
第９１（定期）教区会可決議案（２０１９年） 

・可決議案 

決議第１号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 故司祭ミカエル村岡明師に対する敬弔決議 

決議第３号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第４号 「宣教資金拠出金算定方法」変更の件 

決議第５号 教区による管区建築金融資金申請を追認する件 

決議第６号 一宮聖光教会の改築を承認する件 

決議第７号 日本聖公会「原発のない世界を求める国際協議会」声明に賛同する件 

決議第８号 ２０１８年度一般会計決算 

決議第９号 ２０２０年度一般会計予算 

決議第１０号 フィリピン聖公会北中央教区との宣教協働関係・姉妹教区関係の締結に関する 

判断を、常置委員会へ委託することを承認する件 

 

第９０（定期）教区会可決議案（２０１８年） 

・可決議案 

決議第１号 教区会新教役者議員歓迎の件 

決議第２号 司祭ペテロ田中誠師に対する感謝決議 

決議第３号 故主教フランシス森紀旦師父に対する敬弔決議 

決議第４号 故司祭ダビデ相澤晃師に対する敬弔決議 

決議第５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第６号 総主事推薦承認の件 

決議第７号 教区審判廷審判員並びに開廷場所承認の件 

決議第８号 教区基本財産（長岡聖ルカ教会牧師館）の処分を追認する件 

決議第９号 「人権の日」を継続する件 

決議第１０号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第１１号 「宣教資金拠出金算定方法」変更の件 

決議第１２号 ２０１７年度一般会計決算 

決議第１３号 ２０１９年度一般会計予算 

 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

第８９（定期）教区会可決議案（２０１７年） 

・可決議案 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 司祭マルコ箭野眞理師に対する感謝決議 

決議第３号 司祭パウロ松本正俊師に対する感謝決議 

決議第４号 故主教アブラハム植松従爾師父に対する敬弔決議 



決議第５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第６号 教区基本財産（飯田聖アンデレ教会牧師館）の処分を承認する件 

決議第７号 中部教区所有地を飯山市に売却することの承認を求める件 

決議第８号 中部教区所有地の使用目的を変更することの承認を求める件 

決議第９号 中部教区ヴィジョンを今後５年間の宣教指針とすることを承認する件 

決議第１０号 ２０１６年度一般会計決算 

決議第１１号 ２０１８年度一般会計予算 

 

第８８（定期）教区会可決議案（２０１６年） 

・可決議案 

決議第 １号 教区会信徒代議員歓迎の件 

決議第 ２号 故ミス・アリソン・シェパード師に対する敬弔決議 

決議第 ３号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 ４号 総主事推薦承認の件 

決議第 ５号 「沖縄の日」を設置する件 

決議第 ６号 日本聖公会中部教区基本財産の一部解体および所有地を貸与することの追認を

求める件(松本聖十字教会ベストリー) 

決議第 ７号 日本聖公会中部教区所有地を貸与することの追認を求める件 

決議第 ８号 日本聖公会中部教区所有地に園舎を増築することの追認を求める件(学校法人聖

十字学園) 

決議第 ９号 日本聖公会中部教区所有地に抵当権を設置することの追認を求める件 

決議第１０号 日本聖公会中部教区退職金規定一部改正の件 

決議第１１号 中部教区退職金規定運用細則一部改正の件 

決議第１２号 2015年度一般会計決算案 

決議第１３号 2017年度一般会計予算案 

  

第８７（定期）教区会可決議案（２０１５年） 

・可決議案 

決議第 １号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第 ２号 故司祭パウロ中村尚平 師に対する敬弔決議 

決議第 ３号 故司祭テモテ野村潔 師に対する敬弔決議 

決議第 ４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 ５号 教区審判廷審判員承認の件 

決議第 ６号「人権の日」を継続する件(修正案第 1号) 

決議第１１号 安全保障関連法の廃止を求める件 

決議第１２号 フィリピン聖公会北中央教区との宣教における協働関係の締結延長を承認する件 



決議第１３号 中部教区所有地への園舎増築の追認を求める件（学校法人聖公会学園聖上智幼

稚園） 

決議第１４号 日本聖公会中部教区所有地を貸与することの承認を求める件 ＊聖十字幼稚園、

稲荷山幼稚園 

決議第１５号 日本聖公会中部教区基本財産の処分を承認する件（松本聖十字教会マリア館・ベ

ストリー・会館） 

決議第１６号 日本聖公会中部教区所有地を千曲市に寄附することの承認を求める件（稲荷山幼

稚園） 

決議第１７号 特定非営利活動（NPO）法人「可児ミッション」（案）の設立を承認する件 

決議第１８号 2014年度一般会計決算案 

決議第１９号 2016年度一般会計予算案 

・否決議案 

決議第 ７号「人権の日」を継続する件 

決議第 ８号「沖縄の日」を継続する件(修正案第 2号) 

決議第 ９号「沖縄の日」を継続する件(修正案第 3号) 

決議第１０号「沖縄の日」を継続する件 

 

第８６（定期）教区会可決議案（２０１４年） 

議案第 1号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

議案第 2号 逝去者に対する敬弔決議 

議案第 3号 総主事推薦承認の件 

議案第 4号 教区審判廷審判員並びに開廷場所承認の件 

議案第 5号 教区基本財産(名古屋聖ヨハネ教会牧師館)の処分を承認する件 

議案第 6号 すべての原子力発電所再稼動に反対する件 

議案第 7号 2013年度一般会計決算承認の件 

議案第 8号 2015年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第８５（定期）教区会可決議案（２０１３年） 

決議第 1号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 故司祭ブルース・マッチ師に対する敬弔決議 

決議第 3号 故司祭セロ・パウルス師に対する敬弔決議 

決議第 4号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 5号 基本財産の設定を求める件 

決議第 6号 宗教法人「日本聖公会中部教区」規則を一部改正する件 

決議第 7号 「可児ミッションのために祈りを献げる日」を設置する件 

決議第 8号 教区基本財産（豊田聖ペテロ聖パウロ教会牧師館）の処分の追認を求める件 



決議第 9号 教区基本財産（飯山復活教会牧師館）の処分を承認する件 

決議第 10号 中部教区所有地の担保提供並びに新園舎建築の承認を求める件（聖公会聖母幼

稚園） 

決議第 11号 2012年度一般会計決算の承認を求める件 

決議第 12号 2014年度一般会計予算案の承認を求める件 

決議第 13号 特別会計資金の流用を承認する件 

決議第 14号 憲法九条の改正に反対することを決議する件 

 

 

第８４（定期）教区会可決議案（２０１２年） 

決議第 1号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 執事 ヨハネ 大和田康司師に対する感謝決議 

決議第 3号 故司祭 ヨセフ 車璟惠師に対する敬弔決議 

決議第 4号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 5号 「人権の日」を継続する件 

決議第 6号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第 7号 オスプレイ強行配備の撤回と演習即時停止を日米両政府に求める件 

決議第 8号 米兵によって繰り返される性的暴力や事件事故に強く抗議し、有効な防止策として

米軍基地の整理縮小最終的には撤去を求める件 

決議第 9号 総主事推薦承認の件 

決議第 10号 宗教法人日本聖公会中部教区所有地を貸与することの承認を求める件 ＊聖公

会紅葉幼稚園 

決議第 11号 宗教法人日本聖公会中部教区所有地を貸与することの承認を求める件 ＊聖公

会学園 

決議第 12号 宗教法人日本聖公会中部教区所有地を貸与することの承認を求める件 ＊聖公

会聖母学園 

決議第 13号 宗教法人日本聖公会中部教区所有地を貸与することの承認を求める件 ＊新生

病院 

決議第 14号 教区基本財産（岡谷聖バルナバ教会牧師館）の処分を承認する件 

決議第 15号 可児伝道所の土地取得及び建物建設を承認する件 

決議第 16号 教区基金造成のための募金の件 

決議第 17号 2011年度一般会計決算承認の件 

決議第 18号 2013年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第８３（定期）教区会可決議案（２０１１年） 

決議第 1号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 故司祭ヨハネ 林 宏三郎師に対する敬弔決議 



決議第 3号 故司祭ビンセント 高澤 登師に対する敬弔決議 

決議第 4号 逝去者に対する慶弔決議 

決議第 5号 教区所有地の一部を小布施町に使用許可することの追認を求める件  

決議第 6号 教区財産目録訂正を承認する件 

決議第 7号 「中部教区ハラスメント防止宣言」を採択することを承認する件 

決議第 8号 福島第一原発事故による放射能汚染を憂慮し、エネルギー政策の転換を宣言する

件 

決議第 9号 宗教法人「日本聖公会中部教区」規則一部改正を修正の件 

決議第 10号 フィリピン聖公会北中央教区との宣教における協働関係（姉妹教区）の締結延長を

承認する件 

決議第 11号 宗教法人日本聖公会中部教区所有地を貸与する事の承認を求める件  

決議第 12号 2010年度一般会計決算承認の件 

決議第 13号 2012年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第８２（定期）教区会可決議案（２０１０年） 

決議第 1号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 主教フランシス 森 紀旦師父に対する感謝決議 

決議第 3号 故元伝道師ナタナエル稲向秋造師に対する敬弔決議 

決議第 4号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 5号 宗教法人「日本聖公会中部教区」規則一部改正の件 

決議第 6号 日本聖公会中部教区運営規程改正の件 

決議第 7号 総主事推薦承認の件 

決議第 8号 日本聖公会中部教区財産管理取扱要領一部改正の件 

決議第 9号 日本聖公会中部教区融資規定一部改正の件 

決議第 10号 日本聖公会中部教区給与規定一部改正の件 

決議第 11号 日本聖公会中部教区教役者共済資金運用規則一部改正の件 

決議第 12号 日本聖公会中部教区退職金規定一部改正の件 

決議第 13号 中部教区退職金規定の運用細則一部改正の件 

決議第 14号 日本聖公会中部教区神学生手当及び奨学金規定一部改正の件 

決議第 15号 日本聖公会中部教区宣教事業委員会内規廃止の件 

決議第 16号 教区審判廷審判員並びに開廷場所承認の件 

決議第 17号 教区所有地一部使用の追認を求める件 

決議第 18号 2009年度一般会計決算承認の件 

決議第 19号 2011年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第８１（定期）教区会可決議案（２０１０年） 



決議第 1号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 故司祭パウロ立川浩三師に対する敬弔決議 

決議第 3号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 4号 総主事（教務局長）推薦承認の件 

決議第 5号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第 6号 普天間基地の即時閉鎖と沖縄・辺野古地区への新基地建設の白紙撤回および地

位協定の見直しを求めることを決議する件 

決議第 7号 教区の組織案について試行期間を延長することを承認する件 

決議第 8号 「人権の日」を継続する件 

決議第 9号 伝道所設立承認に関する件 

決議第 10号 特定医療法人新生病院に教区所有地の一部を貸与することを承認する件 

決議第 11号  一般会計決算承認の件 

決議第 12号  2010年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第８０（臨時）教区会 

主教選挙 

 

 

第７９（定期）教区会可決議案（２００９年） 

決議第 １号 フィリピン聖公会北中央教区代表団を歓迎する件 

決議第 ２号 教区会新議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第 ３号 故司祭クリストファー矢沢信夫師に対する敬弔決議 

決議第 ４号 故司祭パウロ水谷博彦師に対する敬弔決議 

決議第 ５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 ６号 稲荷山諸聖徒教会牧師館取り壊し追認の件 

決議第 ７号 総主事（教務局長）推薦承認の件 

決議第 ８号 教区の組織案について試行期間を延長することを承認する件 

決議第 ９号 フィリピン聖公会北中央教区との宣教における協働関係（姉妹教区）の締結延長を

承認する件 

決議第１０号 2007年度一般会計決算承認の件 

決議第１１号 2009年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第７８（定期）教区会可決議案（２００７年） 

決議第 1号 教区会新議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 3号 基本財産の設定を承認する件 



決議第 4号 沖縄「集団自決」に関わる 2008年度高校教科書検定意見の撤回および「日本軍

関与」の記述回復を求めることを決議する件 

決議第 5号 憲法プロジェクトの継続を承認する件 

決議第 6号 2006年度一般会計決算承認の件 

決議第 7号 2008年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第７７（臨時）教区会可決議案（２００７年） 

決議第 1号 教区規則一部改正の件（法人事務所の住所変更） 

 

 

第７６（定期）教区会可決議案（２００６年） 

決議第 1号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第 2号 司祭マルコ中西庄之助師に対する感謝決議 

決議第 3号 故司祭ルカ森田日出吉師に対する敬弔決議 

決議第 4号 故司祭ペテロ木島徳治師に対する敬弔決議 

決議第 5号 故司祭ヨハネ前川四郎師に対する敬弔決議 

決議第 6号 故司祭リチャード・アレン・メリット師に対する敬弔決議 

決議第 7号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第 8号 教務局長推薦承認の件 

決議第 9号 教区審判廷審判員承認の件 

決議第 10号 日本聖公会中部教区神学生手当及び奨学金規定一部改定の件 

決議第 11号 中部教区所有地売却の件（新生礼拝堂関係） 

決議第 12号 教区組織案について試行することを承認する件 

決議第 13号 「人権の日」を継続する件 

決議第 14号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第 15号 教育基本法の改正案の廃案を求めることを決議する件 

決議第 16号 2005年度一般会計決算承認の件 

決議第 17号 2007年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第７５（定期）教区会可決議案（２００５年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第３号 教区規則一部改正の件 

決議第４号 基本財産に地上権を設定することの承認の件（上田） 

決議第５号 聖ミカエル保育園改築のため、中部教区所有地を担保に提供することの承認を求め

る件 



決議第６号 「憲法改正に対応するプロジェクト・チーム（仮称）」設置の件 

決議第７号 敗戦後 60周年を覚え、平和を祈念する宣言（2005年平和宣言）を決議する件 

決議第８号 中部教区センター建設及び主教座聖堂（名古屋聖マタイ教会）改修の件 

決議第９号 「中部教区センター建設委員会」設置の件 

決議第 10号 「中部教区センターの建設を覚える主日」設定の件 

決議第 11号 ２００４年度一般会計決算承認の件 

決議第 12号 ２００６年度一般会計予算承認の件 

 

 

第７４（定期）教区会可決議案（２００４年） 

決議第１号 フィリピン聖公会北中央教区主教ジョエル・パチャオ師父を歓迎する件 

決議第２号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第３号 故ヨハネ水藤繁次師に対する敬弔決議 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 本教区会において、以下の声明に賛同・決議を求める件 

決議第６号 教務局長推薦承認の件 

決議第７号 財産の設定・変更を求める件 

決議第８号 第７１（定期）教区会決議第６号「社会福祉法人『聖公会中部福祉会（仮称）』の設立

に伴い、宗教法人日本聖公会中部教区所有の財産を寄贈することの承認を求める件」の取り消し

を求める件 

決議第９号 社会福祉法人「聖公会上田福祉会」の設立に伴い、宗教法人日本聖公会中部教区

所有の財産を寄贈することの承認を求める件 

決議第 10号 社会福祉法人『聖公会中部福祉会（仮称）』の設立に伴い、宗教法人日本聖公会

中部教区所有の財産を貸与することの承認を求める件 

決議第 11号 「宣教拠出金算定方法」変更の件 

決議第 12号 日本聖公会中部教区教役者共済資金運用規則一部改定の件 

決議第 13号 ２００３年度一般会計決算承認の件 

決議第 14号 ２００５年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第７３（定期）教区会可決議案（２００３年） 

決議第１号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 司祭パウロ塚田道生師に対する感謝決議 

決議第３号 司祭ヨシュア鈴木光信師に対する感謝決議 

決議第４号 故ペテロ寺尾平次郎師に対する敬弔決議 

決議第５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第６号 中部教区の基本財産の設定の承認を求める件 

決議第７号 「中部教区センター建設委員会」設置の件 



決議第８号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第９号 「人権の日」を継続する件 

決議第 10号 宣教における協働関係（姉妹教区）締結の承認を求むる件 

決議第 11号 「日本聖公会教区区域再編成検討委員会（仮称）」の設置を求める件 

決議第 12号 ２００２年度一般会計決算承認の件 

決議第 13号 ２００４年度一般会計予算案承認の件 

 

第７２（臨時）教区会（２００３年） 

教区所有地の土地交換に関する決議（山脇町ー明月町） 

 

第７１（定期）教区会可決議案（２００２年） 

決議第１号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第３号 教務局長推薦承認の件 

決議第４号 教区審判廷審判員承認の件 

決議第５号 社会福祉法人「聖公会中部福祉会（仮称）」聖ミカエル保育園の設立を求める件 

決議第６号 社会福祉法人『聖公会中部福祉会（仮称）』の設立に伴い、宗教法人日本聖公会中

部教区所有の財産を寄贈することの承認を求める件 

決議第７号 医療法人新生病院の改築のため、宗教法人日本聖公会中部教区所有地を担保に

供することの承認を求める件 

決議第８号 教区会館建設のため教区所有地を交換する件 

決議第９号 ２００１年度一般会計決算承認の件 

決議第１０号 ２００３年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第７０（定期）教区会可決議案（２００１年） 

決議第１号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 司祭パウロ水谷博彦師に対する感謝決議 

決議第３号 司祭マーガレット渋川良子師に対する感謝決議 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 「代表教会委員」制度を継続する件 

決議第６号 教区所有地一部交換の件（松本） 

決議第７号 「教区会館（仮称）の建設を検討する委員会」設置の件 

決議第８号 宗教法人「日本聖公会中部教区」規則改正の件 

決議第９号 ２０００年度一般会計決算承認の件 

決議第１０号 ２００２年度一般会計予算案承認の件 

 

 



第６９（定期）教区会可決議案（２０００年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 司祭ダビデ相澤晃師に対する感謝決議 

決議第３号 故退職伝道師プリスカ新井操師に対する敬弔決議 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 「人権の日」を継続する件 

決議第６号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第７号 教務局長推薦承認の件 

決議第８号 主教座聖堂規則制定の承認を求める件 

決議第９号 上田聖ミカエル及諸天使教会所有の一般賃貸住宅用建物を取り壊したことの追認を

求める件 

決議第 10号 教区所有地を担保に供することの承認を求める件（稲荷山） 

決議第 11号 稲荷山諸聖徒教会宣教師館を取り壊すことの承認を求める件 

決議第 12号 稲荷山諸聖徒教会境内地の模様替を承認する件 

決議第 13号 境内建物（小布施町）の解体・除却を承認する件 

決議第 14号 中部教区境内地（新生礼拝堂会衆）に新生病院の医師住宅を建設することの承認

を求める件 

決議第 15号 １９９９年度一般会計決算承認の件 

決議第 16号 ２００１年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第６８（定期）教区会可決議案（１９９９年） 

決議第１号 司祭パウロ立川浩三師に対する感謝決議 

決議第２号 故司祭テモテ大西和夫師に対する敬弔決議 

決議第３号 故司祭パウロ西原新一師に対する敬弔決議 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 教区審判廷審判員承認の件 

決議第６号 教区所有地（小布施町）の一部使用を承認する件 

決議第７号 日本聖公会中部教区所有地を学校法人聖公学園一宮聖光幼稚園に貸与すること

を承認する件 

決議第８号 宗教法人「日本聖公会中部教区」規則の一部を変更することの承認を求める件 

決議第９号 日本聖公会中部教区財産管理取扱要領の一部変更を承認する件 

決議第 10号 １９９８年度一般会計決算承認の件 

決議第 11号 ２０００年度一般会計予算案承認の件 

決議第 12号 「代表教会委員」制度を継続する件 

 

第６７（定期）教区会可決議案（１９９８年） 



決議第１号 大韓聖公会ソウル教区代表団を歓迎する件 

決議第２号 主教フランシス森紀旦師父に対する歓迎決議 

決議第３号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第４号 司祭ミカエル村岡明師に対する感謝決議 

決議第５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第６号 教務局長推薦承認の件 

決議第７号 中部教区境内地（軽井沢ショー記念礼拝堂）に鐘楼を建築することの承認を求める

件 

決議第８号 中部教区境内地（長野聖救主教会）の一部を売却することの承認を求める件 

決議第９号 中部教区境内地（愛知聖ルカ教会・聖ルカセンター）の一部を売却することの承認を

求める件 

決議第 10号 池の平キャンプセンター（ウッド山荘）の閉鎖と建物の解体の承認を求める件 

決議第 11号 １９９７年度一般会計決算承認の件 

決議第 11号 １９９９年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第６６（臨時）教区会（１９９８年） 

主教選挙 

 

第６５（定期）教区会（１９９７年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 番外議員歓迎の件 

決議第３号 司祭パウロ西澤誠太郎師に対する感謝決議 

決議第４号 司祭リチャード・メリット師に対する感謝決議 

決議第５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第６号 故司祭パウロ中村正義師に対する敬弔決議 

決議第７号 故司祭ヨハネ豊岡睦郎師に対する敬弔決議 

決議第８号 故司祭ダビデ森一郎師に対する敬弔決議 

決議第９号 故司祭ヨハネ土井健雄師に対する敬弔決議 

決議第 10号 故主教サムエル法用渉師父に対する敬弔決議 

決議第 11号 新生礼拝堂会衆会館建築の追認を求める件 

決議第 12号 「日本聖公会中部教区教役者共済資金運用規則」一部改正の件 

決議第 13号 「日本聖公会総会に法規改正議案の提出を中部教区総会代議員に要請する」件 

決議第 14号 「部落解放の日」の名称を変更し、継続する件 

決議第 15号 「沖縄の日」を継続する件 

決議第 16号 「日本聖公会中部教区退職金規定」改定の件 

決議第 17号 １９９６年度一般会計決算承認の件 



決議第 18号 １９９８年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第６４（定期）教区会（１９９６年） 

決議第１号 大韓聖公会ソウル教区代表団を歓迎する件  

決議第２号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第３号 番外議員歓迎の件 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 故ペテロ菊田謙師司祭に対する敬弔決議 

決議第６号 教務局長推薦承認の件 

決議第７号 教区所有の土地を一部売却したことの追認を求める件 

決議第８号 １９９５年度一般会計決算承認の件 

決議第９号 １９９７年度一般会計予算案承認の件 

決議第 10号 教会に代表教会委員を設置する件 

 

 

第６３（定期）教区会（１９９５年） 

決議第１号 ソウル教区代表団を歓迎する件  

決議第２号 中部教区とソウル教区姉妹関係樹立を歓迎する件 

決議第３号 教区会新教役者議員及び新信徒代議員歓迎の件 

決議第４号 番外議員歓迎の件 

決議第５号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第６号 大垣聖ペテロ教会礼拝堂の新築を承認する件 

決議第７号 高田降臨教会境内地の一部を売却することの承認を求める件 

決議第８号 学校法人聖公会聖母学園の使用貸借物件（土地）の抵当権設定に関する追認を求

める件 

決議第９号 宣教事業委員会内規を定める件 

決議第 10号 法規改正議案を次期日本聖公会総会に提出する件 

決議第 11号 死刑の執行停止を求める要請の件 

決議第 12号 在沖縄米軍基地兵士による少女暴行事件への抗議声明送付の件 

決議第 13号 １９９４年度一般会計決算承認の件 

決議第 14号 １９９６年度一般会計予算案承認の件 

決議第 15号 日本聖公会の戦争責任に関する件 

 

 

第６２（定期）教区会（１９９４年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 番外議員歓迎の件 



決議第３号 司祭パウロ中村尚平師に対する感謝決議 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 「日本聖公会中部教区規則」一部改正の件 

決議第６号 「日本聖公会中部教区運営規程」一部改正の件 

決議第７号 教区審判廷審判員推薦承認の件 

決議第８号 「沖縄の日」を定める件 

決議第９号 「部落解放の日」を継続する件 

決議第 10号 日本聖公会中部教区教役者共済資金運用規則追加の件 

決議第 11号 教務局長推薦承認の件 

決議第 12号 「宣教事業委員会」設置の件 

決議第 13号 １９９３年度一般会計決算承認の件 

決議第 14号 １９９５年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第６１（定期）教区会（１９９３年） 

決議第１号 教区会新議員及び代議員歓迎の件 

決議第２号 番外議員歓迎の件 

決議第３号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第４号 故ヨセフ船木辰雄司祭に対する敬弔決議 

決議第５号 日本聖公会中部教区教役者共済資金運用規則一部改定の件 

決議第６号 日本聖公会中部教区融資規定一部改定の件 

決議第７号 「神学生手当及び奨学金規定」を定める件 

決議第８号 教区所有の土地（名古屋聖マルコ教会の一部）と学校法人「柳城女子短期大学」所

有の土地（柳城幼稚園用地の一部）を等価交換したことの追認を求める件 

決議第９号 １９９２年度一般会計決算承認の件 

決議第 1０号 １９９４年度一般会計予算案承認の件 

 

 

第６０（定期）教区会（１９９２年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 番外議員歓迎の件 

決議第３号 故 R.N.セーバリー師に対する 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 「日本聖公会中部教区運営規程」改正の件 

決議第６号 宗教法人「日本聖公会中部教区」規則変更の件 

決議第７号 学校法人聖十字学園聖十字幼稚園用地の借地追加申請について承認を求める件 

決議第８号 日本聖公会中部教区融資規定一部改正の件 

決議第９号 １９９１年度一般会計決算承認の件 



決議第 1０号 １９９３年度一般会計予算案承認の件 

決議第１１号 教役者の休暇に関する件 

決議第１２号 「宗教法人日本聖公会中部教区規則」一部変更の件 

決議第１３号 「沖縄戦の犠牲者を記念し、平和を祈る主日」継続の件 

 

 

第５９（定期）教区会（１９９１年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 番外議員歓迎の件 

決議第３号 故主教パウロ小笠原重二師父に対する敬弔決議 

決議第４号 故ミス・リリアス・パウルス師に対する敬弔決議 

決議第５号 故ミス・ハリエット・ハロビン師に対する敬弔決議 

決議第６号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第７号 １９９０年度一般会計決算承認の件 

決議第８号 １９９２年度一般会計予算案承認の件 

決議第９号 「岐阜聖パウロ教会」用地売却及び代替地の取得、建築について承認を求める件 

決議第 10号 「新潟聖パウロ教会」用地売却及び代替地の取得、建築について承認を求める件 

決議第 11号 教区財産（土地）売却に関する件 ＊岐阜市杉山 

決議第 12号 「部落解放の日」継続の件 

決議第 13号 聖ルカセンター用地取得及び建築承認を求める件 

 

 

第５８（定期）教区会（１９９０年） 

決議第１号 教区会新信徒代議員歓迎の件 

決議第２号 番外議員歓迎の件 

決議第３号 故司祭ヨハネ久保田純一師に対する敬弔決議 

決議第４号 逝去者に対する敬弔決議 

決議第５号 伝道所設立承認に関する件 ＊ルカセンター 

決議第６号 「女性司祭の実現を促進する委員会」設置の件 

決議第７号 「日本聖公会中部教区運営規程」一部改正の件 

決議第８号 死刑執行停止要請の件 

決議第９号 「即位の礼・大嘗祭に関する声明」採択の件 

決議第 10号 １９８９年度一般会計決算承認の件 

決議第 11号 日本聖公会中部教区給与規定を定める件 

決議第 12号 日本聖公会中部教区融資規定一部改正の件 

決議第 13号 日本聖公会中部教区教役者退職金規定一部改正の件 

決議第 14号 １９９１年度一般会計予算案承認の件 


