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札幌教区の皆さんへ 

２０２３年２月１７日  

 

カトリック札幌司教区       

教区長  ベルナルド勝谷  太治  司教  

 

司祭の人事異動にあたって 

 

♰ 主の平和  

札幌教区内では突然の逝去や病気等を理由とした司祭の離脱が続き、緊急の対応に

迫られています。健康で元気に働ける司祭の数は非常に少なくなってきており、その為、

宣教司牧の在り方を大きく見直さざるを得ない状況です。  

今回の異動の基本的な考えは、司祭を地区やブロック単位で任命し、それぞれに責任

者（地区長、モデラトール）を置き、その地区、ブロックの宣教司牧の在り方の裁量権を彼

らに与えます。今までは、任命された小教区の主任司祭の体調等によって各小教区の宣

教司牧の在り方に大きな差異が生じていました。主日のミサを例にとっても毎回二度行う

ところから、月一度しか行われないところがあるなど、著しい格差を生んでいました。その

為、地区、ブロックごとで共通の宣教司牧のビジョンを持ち、互いに補い合いながら宣教

司牧にあたれる体制にしたいと考えます。しかし、今回の発令を見てもお分かりの通り、ど

の地区も司祭の数が足りておらず、人数が多く見えるところも、病人や高齢の司祭が含ま

れている現状をご理解ください。  

  

最近、「教会に行ったが誰もいなかった」、「何度も電話をかけたが誰も出ない」という声

が外部から寄せられています。案内を表示したり、留守電や転送電話を利用したりして工

夫することは容易なことです。司祭がいなければ教会活動が停止するのではなく、信徒の

皆さんも教区のこの現状を理解し、宣教に向けた取り組みや教会活動を司祭なしでもでき

る工夫と取り組みをしていただくようお願いいたします。  

 

以上  
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信徒、修道者、司祭の皆さまへ 

 

２０２３年度札幌司教区の司祭異動を下記のとおりお知らせします。  

実際の異動は「ご復活の主日」後とし、4/９後に新任地へ赴いてください。 

なお、今回の異動については、札幌教区内小教区司牧担当司祭全員を一覧で掲載し  

ます。 

 

◆２０２３年４月１日付    敬称省略  （   ）内は前任  

 

◇札幌地区   

東ブロック●江別・大麻・小野幌・新田・岩見沢・北広島・月寒・北１条・真駒内  

共同宣教司牧チーム 

モデラートル 松村繁彦        （北１条・新田・岩見沢・真駒内主任）  

共同  朴  宰奭         （江別・大麻・小野幌主任）  

協力  ケネス・スレーマン  （江別・大麻・小野幌協力）  

協力  森田健児        （月寒・山鼻協力）  

新田協力  久保寺緑郎       （北広島・恵庭・千歳協力）  

岩見沢協力  宮部  登         （岩見沢協力）  

 

 北ブロック●北１１条・北２６条・花川  

主任  間野正孝             （名寄・士別・留萌・羽幌主任）  

助任  チャン・タン・ラム        （北１１条・北２６条・花川助任）  

協力  山谷  篤    【修道院長】   （北 11 条・北 26 条・花川主任代行）   

協力  ウルバン・サワビエ       （北１１条・北２６条・花川協力）  

協力  ルカ・ボナヴィゴ         （北１１条・北２６条協力）  

  

西ブロック●円山・山鼻・手稲・小樽・倶知安   

主任  佐藤謙一   【札幌地区長】  （円山・手稲・小樽・倶知安主任）       

協力  新海雅典             （円山・手稲・小樽・倶知安協力）   

協力  後藤義信             （月寒・山鼻主任）  
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◇苫小牧地区●恵庭・千歳・苫小牧・静内・伊達・室蘭・東室蘭・登別  

共同宣教司牧チーム  

千歳・恵庭・苫小牧・伊達担当  モデラートル 蓑島克哉   【苫小牧地区長】   

 （室蘭・伊達主任）   

東室蘭・室蘭・登別  担当     共同  ライヤ・フランシス（東室蘭・登別主任）  

苫小牧・静内             協力  小林  薫       （苫小牧・静内主任）  

伊達                       協力  千徳康雄       （新田協力）  

※  なお、札幌地区の恵庭教会・千歳教会は札幌地区のまま、  

司祭人事は地区を超えての司牧となります。  

 

◇函館地区  ●元町・宮前町・江差   

主任  祐川郁生    【函館地区長】  

（元町・宮前町・江差・湯川・八雲主任）  

●湯川・八雲  

主任  李  動珍     （函館地区協力）  

●当別       

主任  吉元邦彦     （当別）  

函館地区協力助祭  桶田達也     （元町・宮前町・江差・湯川・八雲助任）  

 

◇釧路地区  ●帯広・柏林台・池田・本別  

主任  加藤鐵男       （サバチカル）  

協力  オール・フランソワ （帯広・柏林台・池田・本別小教区管理者）  

         ●釧路 (厚岸 )・中標津・根室  

共同主任  川上  剛    【釧路地区長】  兼  【修道院長】  

（北見（美幌）・網走・遠軽・紋別共同主任）   

共同主任  アルフォンソ・プポ 

（釧路 (厚岸 )・中標津・根室協力）  

◇北見地区  ●北見（美幌）・網走・遠軽・紋別  

共同主任  上杉昌弘   【北見地区長】  

共同主任  内藤孝文   （釧路 (厚岸 )・中標津・根室主任）  
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◇旭川地区  ●留萌・羽幌・（旭川地区協力）  

主任  佐久間力  【旭川地区長】  （北広島・恵庭・千歳主任）   

●稚内・枝幸・名寄・士別  

主任  今田玄五          （稚内・枝幸主任）  

●旭川５条・旭川６条・神居・大町・富良野  

主任  長尾俊宏  【修道院長】（旭川 5 条・旭川 6 条・神居・大町  

・富良野主任）  

助任  中村道夫          （旭川５条・旭川６条・神居・大町助任）  

●滝川・（旭川地区協力）  

主任  マンフレード・フレードリッヒ （滝川）  

●砂川・美唄  

主任  ナルチゾ・カバツォラ     （砂川・美唄）  

 

●教区  

○解任   佐久間  力  師  （本部副事務局長）  

 

●教区外  

 〇海外へ レイナルド・レガヤダ 師  （北１条・北１１条協力）  

 

 

 

 

２０２３年２月１７日  

 

 

カトリック札幌司教区        

教区長  ベルナルド勝谷  太治  司教  

 

 

 


