2015年2月 教会行事予定表
日 曜

午

前

午

2015

後

1 日 ミサ（上杉師） 9:30 役員会 工大山田先生新聖堂説明
2 月 ロザリオの集い10:00

子

3 火 シスター教会10:00~15:00 OPC10:00
4 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

5 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス（ミサ後）

病者訪問13:00

6 金 修道院ミサ7:00 （登別ミサ10:30と入門クラス）

セシリア13:30 入門クラス18:00

7 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（楽山地区）

土曜学校13:30

8 日 集会祭儀9:30 壮年部女性部例会

供

9 月 ロザリオの集い10:00
10 火 OPC10:00 恵愛病院訪問10:00
病者訪問13:00

13 金 修道院ミサ7:00 （登別ミサ10:30と入門クラス）

入門クラス18:00

14 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（楽山地区）

土曜学校13:30

2015年1月11日

カトリック東室蘭教会広報誌

と

15 日 ミサ（上杉師）9:30 ざっくばらんの会（ミサ後）
16 月 ロザリオの集い10:00
18 水 ミサ（上杉師）10:00（灰の水曜日）

子供英語教室15:30

19 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス（ミサ後）

病者訪問13:00

20 金 修道院ミサ7:00 （登別ミサ10:30と入門クラス）

セシリア13:30 入門クラス18:00

21 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（楽山地区）

土曜学校13:30

23 月 ロザリオの集い10:00
24 火 シスター教会10:00~15:00 OPC10:00 恵愛病院訪問10:00
26 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス（ミサ後）

病者訪問13:00

27 金 修道院ミサ7:00 （登別ミサ10:30と入門クラス）

入門クラス18:00

28 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（楽山地区）

土曜学校13:30

11月1188日

22001155年

2015年１月〜３月
１月

共
に

22 日 集会祭儀9:30 ミニ大掃除

子供英語教室15:30

東室蘭教会大新年会です
東室蘭教会ミサ司式司祭
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FAX 0143-44-3854

謹賀新年
新年のご挨拶



17 火 シスター教会10:00~15:00 OPC10:00

25 水 旧約聖書を読む会10:00

毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851

達

11 水 建国記念日
12 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス（ミサ後）

1/11

ひとつになろう

予定表

※集会祭儀は、なるべく月１回です
が、3ヵ月に一度、月２回になる時
もあります。
※	
 主任司祭は、月に2回は担当教会
の日曜日にいるようにしています。
※	
 月に2回ほど森田師の応援を頼ん
でいます。
ライヤ地区長には、なるべく3月に1
回、各教会に来て頂くシフトです。

上杉

昌弘神父

年も新まり、2015年、ひつじ年が幕を開けまし
た。皆様、明けましておめでとうございます。私
が忙しさにかまけて、なかなかお会いできない
方々、この「ひとつになろう」紙を通して繋がっ
ている皆様に特に、心よりのご挨拶を申し上げま
す。 良い年でありますように。いつも
心静かに神の愛を信じ、神のはからいに
感謝し、日々主の御旨を求めて生きるこ
とができますように、祈り合いましょう。
皆様がこれを目になさる時にはもう日常
が始まり、日々のご用にいそしまれてい
ることでしょう。私は、6日に月形町雪
の聖母園で職員研修があり、終わってホッ
トしています。11日に宮古市へ発つまで
の間、一息入れさせて頂いてます。	
 
雪の聖母園は木内神父様がお作りになったカト
リックの「しょうがい」者施設ですが、研修会で
話す準備に読んだ本を通して神父様の熱意に触れ
ることができました。50年前に多くの青年達の労
働奉仕のより荒野を開墾して始めた園は、施設で
はなく家＝ホームを目指して創られました。神父

迎されない人たちである。・・・ 人の幸不幸は、
外部からではわからないことだろう。しかし生涯
けいべつされながら馬鹿にされながら生きるとい
うことは、どんな人にとっても至難な生涯で、悲
惨な人生であろう。・・・職員は何よりもまず、
この人たちの味方でなければならない…。

さんの書いたものから引いてみます。
「現代社
会は特に知性偏重の社会であるから、この子たち
にとって住みにくい社会であり、同時にあまり歓

う。日々の糧と恵みは主が与え、私たちをおおう
のですから。	
 

愛すべき子供たちの幸せを願って、あ
えて、ひざもとから離す両親の切ない心
情を忘れてはならない」。 私の新年は、
この木内神父様のというより、父なる神
の愛に触れて始まったように思えます。
このことを皆さんと分かち合いたかっ
た。 「神の子羊の食卓に招かれたもの
は幸い」と、ミサのたびごとに聞く私達
を、今年も父のもとを導いてくださる主、良い羊
飼いイエス・キリスト、この方とともに歩みましょ
う。道に迷い途方に暮れる時があっても、イエス
様は探し出しわたしを背負ってくださいます。そ
して、この私をも小さな牧童の如くに、キリスト
のお役にたてて頂けることを夢見て歩み出しましょ

新年を迎えて
信徒の皆様、新年のお慶びを申し上げます。
さて、今年は、私達共同体にとって、どの様な

カトリック東室蘭教会信徒会会長

高科

優

父様から「引き受けなさい」と指令が下り、その

そのうちに不安や悩みを抱えている時こそ、共

年頭司牧書簡には、兼ねてから論議されておりま

同体の皆様を通して、神様は私に働きかけ導いて

す少子高齢化に伴う今後の教会の課題について、

下さっていることを実感するようになりました。

記載されてありました。

頭を抱えているのが実状です。
しかし、この度の司教様の書簡は、実に的確に
この問題に就いて、解明されていると思いました。
は守られている事に信頼を持つ事。
司教様のモットーは、「力は弱さに於いてこそ
充分に発揮される」

新年を迎えて、私は当教会のテーマ「子供達と
共に」を再認識して、皆様と共に神様の働きかけ

実は私事ですが、初めて昨年の選挙で会長の大

3.2

財務報告

3.3

その他

と思います。
残りの任期１／３を無事務めることが出来ます
様に皆様のお祈りとご協力をよろしくお願い致し
ます。
末筆になりましたが、本年が共同体の皆様にと
りまして、幸多き年でありますよう、ご祈念申し
上げ新年のご挨拶と致します。

が出来るかと大変悩みました。このことは、宋神

クリスマスチャリティーコンサート
上杉神父様の指導
でますます上手になっ
たセシリアコーラス

バザー益金の全てと一般会計からの20,000円をプ
ラスして、合計405,300円を下記の団体様へお届け
を完了しました。皆様のご協力本当にありがとうご
ざいました。
教会 財務委員	
 
★東日本大震災復興支援(カリタス経由)	
 100000円	
 
.
★室蘭社会福祉協議会	
 ..................50000円	
 

海星学院の生徒さん試
験中にも関わらず参加
です

★児童養護施設（イースターヴィレッジ）	
 50000円	
 

はじめてのオカリナの演
奏です

★障がいと共に歩む札幌大会	
 ............30000円	
 
★家庭支援センター	
 ....................30000円	
 
★足なが育英会	
 ........................30000円	
 
★カンボジャ学校建設	
 ..................30000円	
 

２０１４年１2月の報告あり

特に問題なし	
 

	
 

４．議

事：	
 

4.1

役を仰せつかいました。果たして責務を果たす事

2014年きょうかいのバザー	
 
益金のお届け先	
 

新年ミサ １０：００～ 新年交礼会 ミサ後	
 
役員会	
 
壮年部、女性部例会、クリスマス飾り片付け 	
 
ミサ後、新年会	
 
ミニ大掃除	
 
ミサ後、室工大山田先生に依る新聖堂建築疑問点解明、・役員会	
 
壮年部、女性部例会	
 
ザックバランの会 	
 

＊第７回クリスマスチャリティーコンサート開催される	
 
１２月２０日（土）行われたコンサートでは、セシリアコーラス以外に海星学院のコーラス部
演奏、オカリナ演奏、フルート演奏、教会土曜学校の生徒の歌声等バラエティに飛んでいまし
た。チャリティーの募金と手作り品販売を合わせ、約5.7万円を震災支援としてカリタス札幌へ
送金しました。 	
 
＊クリスマスプレゼントについて	
 
・１２月２５日に上杉神父様、小林神父様、オルガンや侍者の奉仕者にクリスマスのプレゼント
を差し上げました。
	
 
・カルメル修道院より購入したクッキー（手さげ箱入り）を、子供達と病者の方々にプレゼント
しました。	
 

を信じて、アットホームな教会を築いて行きたい

私達にとっても、真に励み

となると思います。

3.1 １月・２月の予定
１月 １日（木）
１月 ４日（日）
１月１１日（日）
１月１８日（日）
１月２５日（日）
２月 １日（日）
２月 ８日（日）
２月１５日（日）

ました。

つまりは、神の働きに依って、教会、共同体全て

2015年1月4日㈰10:50〜12:15

３．報 告事項：

お蔭様で一年の内２／３任期を務めさせて頂き

また当教会の信徒間にあっても、既に難問として、

議事録

議事録１は、開催日時で表題のとおりです。議事録②は出席者名で省略します。

一言で覚悟を決めた次第でした。

年になるでしょうか。札幌司教区の勝谷司教様の

苫小牧地区連絡協議会・室蘭ブロック会議等、

2014年度第9回役員会

フルートの演奏も素晴
らしかったです

新年会について（確認）
会費１，０００円 <内容は女性部一任> 今年もビンゴー実施する
4.2 ２０１５年度役員選出に伴うこと
選挙管理委員会の設置のため、各地区から今月中に選挙管理委員２名の選出をする
選挙の準備、費用等負担がかさむので、次年度から役員の任期を２年としたい。しかし実施に
当たっては、総会の決定が必要
4.3 四旬節の黙想会及び共同回心式について
司教区の司祭の動向が明確ではないので、講師の依頼・日程については、上杉神父様と会長に一任
4.4 土曜学校のお泊り会について
信徒会としては、実施に協力する 予定としては、3/27（金）〜3/29（日） 詳細は
司祭・シスターと関係者に一任
4.5 子供英語クラスについて
長年に渉りご協力頂いたシスターが、３月一杯で辞任するとの申出があり、今後の対応について協
議した。教会としては、続けて行きたい
数人の方々にご協力頂けるか確認し、その結果で対応を決定する
4.6 ストーブの購入について
２０１３／１１ 順次買い換える事が決定されている。差当たり事務所の新替えが必要
4.7 その他
種々の事情で生活に支障を来しておられる方々の為に、常時箱を設置し、ご家庭でご不用な物があ
れば、ご協力して頂く（例：新品のタオル、石鹸、剃刀、洗剤、使い捨てマスク等）

★札幌マック（薬物、酒依存症更生施設）	
 30000円	
 

５．司祭の予定

★NHK歳末助け合い	
 .....................25300円	
 
★国境なき医師団支援	
 ..................30000円

教会のオルガニスト姉妹の
演奏です

5.1 ミサ、集会祭儀の予定
1/4 上杉師
1/11 森田師
2/1 上杉師
2/8 集会祭儀

1/18
	
 2/15

上杉師
上杉師

1/25 集会祭儀	
 
2/22	
 	
 集会祭儀

