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2015年3月8日　カトリック東室蘭教会広報誌　毎月第2日曜発行

信徒会長　高科　優	 
＊日　時：2015年2月15（日）10:50～12:15	 
＊場　所：カトリック東室蘭教会　ホール	 
＊出　席：上杉　神父様　他　２２人	 

１．宣教活動について	 
・社会の中で（職場、公的集会、葬儀等）信者
であることを表明する事だけでも、既に宣教
に繋がっている。 

・社会に目を向け、色々の立場の人々と関わり
を持っていく事が大切である。 

・求道者に対しての配慮として、「共同体」の
中での、「居場所」と「関わり」を積極的に
対応する様に努める。 

２．家族葬の真意について･ 
･身内や親族等ごく内輪だけで行う葬儀をさす
（故人の遺志にそった形で行うのがベスト） 

　 故人と極親しかった人のみの参列もある。 
・高齢化に伴い、リタイヤしてから死亡までの
期間が長くなるに連れて、葬儀への職場関係
者による参列が減ったのが一因とされている 

・初七日、四十九日の祈りは、葬儀当日に執り
行うことが多い。 

・香典は基本的は不要。　 
・遺族に対する配慮が大切なので、参列を希望
する時は、事前に了解を	 

　・密葬とは、家族、親族が中心。密葬を行う場	 
　　　合は、その後本葬を行うのが一般的。 
　「偲ぶ会」または「お別れ会」 

３．人の死について 
・不慮の死など、神がお召しになったとよく言
われるが、遺族の人に、何と言って答えたら
良いのか………難しい 
・私達信者にとっては、キリストの死と復活に
結ばれていると信じているので、希望を持っ
て「主のもとに住む」ために旅立ちます。 
　　　詩編２３　死から命（救い）へ参照 

４．フィリッピンエクスポージャーに同行し
て	 

（海星高校） 
・日本の生活では考えられないことを、生徒達
は体験した。 
　　生きている鶏をさばいている場面、生命の
ある物を食べる（命の大切さを考える） 
　　洗濯方法は、手洗い（洗濯板）　シャワー
（水）　食事（長粒米、味の濃いもの） 
　　親を亡くした孤児との交流（赤ん坊から２
１歳）等 
　　　※海星高校生に近いうち報告会を依頼す
る　 

５．上杉神父様より、	 
　　　当教会に来られて感じたこと 
・中高生がいない（集いを再開したい） 
・子供達は、塾や部活によって多忙（社会問題 
・子供達や海外から来られた方々に積極的に声
をかけ支えて欲しい 
・高齢者対策とは言え、教会の働き手は、どこ
も７０代になっている 
・宣教活動は社会に向けて、弱い立場の人々の
為に出向いて行く教会（目的を決めて、皆で
結束すると結果が必ず生じるので頑張って欲
しい）　 
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子供たちのかわいらしい歌声がひびきました

2014度第2回ザックバランの会

　２月１３日にベネディク

ト幼稚園の卒園ミサが小林

神父様の司式によって東室

蘭教会で行われました。



　４月には１年生になる子

供たちは大きな声で聖歌を

歌い、お祈りをしました。



　きっといつか教会を思い

出してくれるでしょう。

ひとつになろう

2015年度役員選挙 
今日から投票開始、投票終了は22日ミサ後です

日 曜 午　　　前 午　　　後
1 水 旧約聖書を読む会10:00
2 木 聖木曜日（主の晩餐） 20:00
3 金 聖金曜日（主の受難） 20:00
4 土 掃除（白鳥地区）10:00　土曜学校13:30 聖土曜日（復活徹夜祭） 20:00　パーティー
5 日 復活の主日ミサ（上杉師）9:30　パーティー　 役員会
6 月 ロザリオの集い10:00 
7 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
8 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
9 木 （上杉師　仙台へ土曜日午後帰宅）
10 金
11 土 掃除（白鳥地区）10:00　セシリアコーラス10:00 土曜学校13:30
12 日 ミサ（森田師）9:30　壮年部女性部例会
13 月 ロザリオの集い10:00
14 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　　恵愛病院訪問10:00
15 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
16 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
17 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
18 土 （上杉師・伊達カルメル　テレジア500年祭ミサ） 土曜学校13:30
19 日 集会祭儀9:30　ミニ大掃除　
20 月 ロザリオの集い10:00
21 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　
22 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
23 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
24 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

25 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除（白鳥）　Sr久保納骨式（望洋台）15:00 土曜学校13:30
26 日 ミサ（上杉師）9:30　　信徒総会
27 月 ロザリオの集い10:00
28 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　　恵愛病院訪問10:00
29 水 （上杉師・千徳神父様　金祝　11時北1条教会）
30 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00

2015年４月　教会行事予定表



2014年度第11回役員会　議事録　2015年3月1日㈰11:05～12:00 
　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。　　 

３．報　告： 
3.1 3月・4月の予定 

　　　　３月　１日（日）　役員会、役員選挙公示、　
　　　　３月　８日（日）　壮年部、女性部例会、役員選挙開始
　　　　３月１５日（日）　四旬節の黙想会（指導司祭：祐川神父様）ミサ後１０：４５～
　　　　　　　　　　　　　昼食後１３：３０～共同回心式（祐川・小林両神父様）
　　　　３月２２日（日）　復活祭前の大掃除、ブロツク会議（伊達教会　１４時～）役員選挙開票
　　　　３月２７日（金）　土曜学校お泊り会開会（２泊３日）於：当教会
　　　　３月２９日（日）　枝の主日（受難の主日）、お泊り会閉会
　　　　４月　２日（木）　聖木曜日（主の晩餐）20:00～
　　　　４月　３日（金）　聖金曜日（主の受難）20:00～
　　　　４月　４日（土）　聖土曜日（復活徹夜祭）20:00～　ミサ後ミニパーティー
　　　　４月　５日（日）　復活の主日　9:30～　ミサ後パーティー　午後より役員会
　　　　４月１２日（日）　壮年部、女性部例会
　　　　４月１９日（日）　ミニ大掃除
　　　　４月２６日（日）　２０１５年度　信徒総会　ミサ後	 

　　3.2　財務報告　　２０１４年度２月の報告あり、特に問題なし　年度末繰越金から、50万特別会計へ　	 
　　3.3　その他 
　　　　　　＊第二回ザックバランの会に就いて
　　　　　　　２月１５日（日）ミサ後　２３名の参加を経て開催された

・社会の中で（職場、公的集会、葬儀等）信仰を公にする事が既に宣教に繋がっていること
・家族葬の真意について　　　　・人の死について
・海星高校生徒のフィリッピン訪問について
・神父様の当教会に来られて感じたこと等 話し合われた（詳細後日

４．議　事：	 
4.1　東日本大震災４周年を迎えるに当たっての対応について 
・カリタスカレンダー５０部購入、販売実施　￥３００以上（寄付形式）
・わかめ購入、販売する　\２００以上（寄付形式）／袋
・宮古ベースへボランティア支援　協力者への対応として、予算化思案
・３／８（日）共同祈願で「東日本大震災被災者の為の祈り」を全員で唱える　等	 

4.2　2015年度夏期学校について　 
当教会としては、バス以外の移動は難しい。各教会の費用分担が増加しても夏期学校　実施の方向で
進めたい旨、3/22ブロック会議で提案する	 

4.3　土曜学校のお泊り会について　　 
日程の主なものを説明　初日：「天使の家」　二日目：デザート作り体験（２種類）最終日：ミサと
閉校式.	 
・ミサは子供達が奉仕　侍者、朗読、奉納等（上杉神父様指導）　

4.4　復活祭パーティーについて（受洗者お祝い）　　壮年部、女性部で詳細一任 
予定としては、3/27（金）～3/29（日）　詳細は今月中に関係者で相談決定する 

4.5   信徒総会の事前準備について   　 
信徒会規約の名称と内容一部変更検討、原案作成（総務担当）４月の役員会で審議し、信徒総会へ提
案決定する	 

4.6  新年度苫小牧地区ミサ、集会祭儀について 
４月以降の苫小牧地区のミサ司式司祭のローティションを至急決定して頂く	 

4.7  その他　　特になし 

５．司祭の予定 
5.1 ミサ、集会祭儀の予定 

3/1  上杉師　　3/8  ライヤ師　 3/15  祐川師　3/22  集会祭儀　3/29 森田師

　お三人の方は、２月１５日の入門式、３月１日の志願式を経
て、ご復活の日の入信式を迎えます。
　佐々木様ご夫妻は病気療養のために自宅での入信式となりま
すが、私たち東室蘭教会に５名の新しい兄妹の誕生です。
　待ちどうしい春が一足先にやってきましたね。みんなで力を
合わせて楽しい共同体を作りましょう。
　新しい兄妹のために皆様のお祈りをお願いいたします。

復活の日、新しい兄妹がやってきます

左から順に


登別市鷲別町にお住いの



　竹原徳男様


室蘭市港北町にお住いの



久下總子様


登別市柏木町にお住いの



宮坂千代子様


自宅療養のため自宅で入�信
式を行う登別市のご夫妻



佐々木静男様


やす子様

四旬節の為の黙想会・共同回心式
（指導司祭　小野幌・北広島教会　祐川神父様）

　四旬節黙想会
「復活に生きる」 3月15日 ㈰ ミサ 9:30

黙想10:45

　共同回心式
祐川・小林神父 3月15日 ㈰ 13:30

聖週間のミサ時刻等
　枝の主日(受難の主日) 3月29日 ㈰ 9:30

　聖木曜日 (主の晩餐) 4月  2日 ㈭ 20:00

　聖金曜日 (主の受難) 4月  3日 ㈮ 20:00

　聖土曜日復活徹夜祭
　　ミサ後にミニパーティー 4月  4日 ㈯ 20:00

　復活の主日
　ミサ後にパーティー 4月  5日 ㈰ 9:30

2015年度　東室蘭教会信徒総会
　信徒総会 4月26日 ㈰ ミサ後

黙想会共同回心式 
　四旬節の黙想会と共同回
心式は3月15日の日曜日、
小野幌・北広島教会の主任
司祭、祐川神父様をお迎え
して行われます 
テーマは「復活に生きる」
です 
黙想会はミサ後10時45分
からで共同回心式は、13時
３０分からです。なお、昼
食は各自用意してください。

お泊まり会の日程です


2277日㈮　1133::0000から



　天使の家へ・ミサの役割分担・神父様の話



2288日㈯　終日



　マラソン・歌の練習・デザート作り・



　許しの秘跡



2299日㈰　ミサ終了後解散



　マラソン・荷物整理・ミサ・解散


