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土曜学校おとまり会の様子です

　33月2288日に土曜学校のお泊

まり会のプログラムで、登

別の鉱山町天使の家を訪問

しました。



　３月には珍しい暖かい日

で、天使の家でお話を聞い

た後、河原で遊んだり、縄

跳びなどをして過ごしまし

た。

ひとつになろう

2015年3月29日（日）朝、教皇フランシスコはサ
ンピエトロ広場で、受難の主日（枝の主日）のミ
サをささげました。第30回「世界青年の日」にあ
たり、ミサにはローマ教区と他の教区の青年が参
加しました。今年の「世界青年の日」のテーマは
「心の清い人々は、幸いである。その人たちは神
を見る」（マタイ5・8）です。 以下はミサにおけ
る教皇の説教の全訳です。  
　この盛大なミサの中心には、フィ
リピの信徒への手紙に記されてい
る「へりくだって」（2・8）とい
うことばが響いています。イエス
はへりくだっておられました。 
　このことばは神の道であり、そ
れゆえにキリスト者の道でもある
べきです。それは謙虚になること
です。この道はつねにわたしたち
を驚かせ、困惑させます。謙虚な
神ということばは、決して馴染みのあるものでは
ありません。 
　謙虚になることは、神の道にほかなりません。
神はへりくだってご自分の民とともに歩き、彼ら
の不誠実な行いをゆるしてくださいます。このこと
は出エジプト記を読めばはっきり分かります。モー
セに対するあらゆる不平不満を耳にすることは主
にとって、どんなに屈辱的だったことでしょう。
モーセに対する不平不満は、究極的には、人々を
奴隷状態から解放し、砂漠を通って自由の地へと
導く御父に対するものだからです。 
　復活祭に至る聖週間に、わたしたちはイエスの
このへりくだりの道をたどります。そうしなけれ
ば、この一週間は聖なる週になりません。 

　わたしたちは、群衆の指導者たちがイエスをさ
げすみ、つまずかせている様子を思い浮かべ、次
のような場面を目にするでしょう。十二使徒の一
人であるユダが、銀貨30枚と引き換えにイエスを
売り渡します。主は捕えられ、罪人のように引き立
てられ、弟子から見捨てられ、最高法院に引き出
されて死刑を宣告され、打たれ、侮辱されます。使

徒の内の「岩」であるペトロは三度、
主を知らないと言います。群衆は自
分たちのリーダーに扇動され、バラ
バを釈放して、イエスを十字架につ
けろと要求します。イエスは兵士に
侮辱され、紫色の服を着せられ、茨
のかんむりをかぶせられます。そし
て、十字架を背負い、苦しみながら
歩みます。群衆とそのリーダーたち
ははやし立て、イエスが王であり神
の子であることをあざけります。 

　これは神の道です。へりくだりの道です。それこ
そがイエスの道です。侮辱を受けることなしに、
真の謙遜はありえません。 
　この道を完全にたどるために、御子は「しもべ
の身分」（フィリピ2・7参照）になられました。
聖書に記されているように、へりくだることは最
終的に仕えること、自分を裸にし、「無にする」
（7節）ことによって、神のための場をもうけるこ
とを意味します。このように自らを無にすること
が、もっともへりくだった行いなのです。 
　このキリストの道に相反する道もあります。そ
れは世俗の道です。この世は虚栄、自尊心、成功
などの道を提示します。イエスが荒れ野で40日間、
過ごされたとき、悪魔もそうした道を示しました。

曜 午　　　前 午　　　後
1 金 修道院ミサ7:00　（登別ミサ10:30と入門クラス）
2 土 ミサ（上杉氏）10:00　掃除（楽山地区） 土曜学校13:30
3 日 ミサ（上杉師）9:30（こどもの日、母の日の祝福）フィリピン報告会　 役員会
4 月
5 火
6 水
7 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
8 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
9 土 ミサ（上杉氏）10:00　掃除（楽山地区））セシリア10:45 土曜学校13:30
10 日 集会祭儀9:30　壮年部女性部例会
11 月 ロザリオの集い10:00
12 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　　恵愛病院訪問10:00
13 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
14 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
15 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
16 土 ミサ（上杉氏）10:00 土曜学校13:30
17 日 ミサ（ライヤ師）9:30　ミニ大掃除　
18 月 ロザリオの集い10:00
19 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　
20 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
21 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
22 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

23 土 掃除（楽山地区）10:00 土曜学校13:30
24 日 集会祭儀9:30　
25 月 ロザリオの集い10:00
26 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　　恵愛病院訪問10:00
27 水 子供英語教室15:30
28 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
29 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
30 土 ミサ（上杉氏）10:00　掃除（楽山地区） 土曜学校13:30
31 日 合同ミサ（ライヤ師）10:00 ブロック会議13:00東室蘭

2015年5月　教会行事予定表



2014年度第12回役員会　議事録　2015年4月5日㈰13:00～14:50 
　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 4月・5月の予定

　　　　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	 

　　　　５月　３日（日）　役員会、子供の日、母の日の祝福、マリア祭
　　　　５月１０日（日）　壮年部、女性部例会	 
　　　　５月１７日（日）　ミニ大掃除の日
　　　　５月２４日（日）　外回り清掃（垣根剪定、木の枝切断等）
　　　　５月３１日（日）　合同ミサ、１０：００　東室蘭教会　ブロック会議13:00（東室蘭）

　　3.2　財務報告　　	 ２０１４年度３月分及び決算の報告あり、特に問題なし。
　　　　　　　　　又、２０１５年度の収支予算が、過去の実績を踏まえて報告あり。
　　　　　　　　　尚　支出部で特に暖房機交換費が見込まれている。

　　3.3　その他 
　　　　＊四旬節の黙想会及び共同回心式について

３月１５日（日）ミサ後　10:45～12:00　聴講者　５５名　
小野幌・北広島教会の祐川神父様をお迎えして、四旬節の黙想会及び共同回心式が実施されまし
た。テーマ「復活に生きる」と言う事で、先ず自分の経歴を簡単に話され、続いてイースタービ
レッジ（フィリッピン）を通して「共に生き、共に暮らす」様子や、十字架は人との繋がりを表
すので、出来事や、人を通して神に対しどんどん話しなさい。教会は過ちを犯しながら進歩する
ので、発想を変えたり、見たり、考えたりすると良い結果に繋がる等、とても有意義な黙想会だっ
た。１３：３０～共同回心式（祐川、小林両神父様）を実施　２７人が許しの秘蹟を受けた。

　　　　＊ブロック会議（3/22）について
・２０１５年夏期学校は、バス代変更に伴い各教会の分担金は増加するが、実施決定
　７月２５～２７日　２泊３日　ネイパル森
・苫小牧地区信徒大会は、室蘭ブロック当番　１０月（日時未）海星学院高等学校で実施決定。	 
　東室蘭教会で草案を5/3までに作成し、5/17に審議する。
　従って5/17苫小牧地区連絡協議会は、6/14に変更する。　　　　　　

　しかしイエスは即座に拒否しました。わたした
ちも、イエスがともにいてくださり、イエスの恵み
と助けさえあれば、深刻な時だけでなく日常生活
においても虚栄や世俗の誘惑を退けることができ
ます。 
　このことにおいて、わたしたちは、日々、他者
のために人知れず静かに自らをささげている非常
に多くの人々の模範によって助けられ、慰められま
す。彼らは、身内で病気を患っている人々や独り暮
らしのお年寄り、障害のある人々、ホームレスの
人々のために尽くしています。 
　わたしたちはまた、福音に従って生きているた
めに、差別にあったり、犠牲を払ったりしているす
べての人の謙虚さにも思いを寄せます。キリスト者

であるために迫害されている数多くの兄弟姉妹、
現代の殉教者のことも考えます。彼らはイエスを否
定することを拒否したために、自らの尊厳を傷つ
けられ、侮辱されています。彼らはイエスの道をイ
エスに従って歩んでいます。わたしたちは実際、現
代の殉教者の「おびただしい群れ」(ヘブライ12・
1参照)のことを語るべきです。 
　この聖週間の間、救い主である主イエスへの深
い愛をもって、このへりくだりの道を決然と歩みま
しょう。愛がわたしたちを導き、力づけてくれる
でしょう。そうすれば、主のいるところに、わた
したちもいることになるのです（ヨハネ12・26参
照）。 
（2015.3.30） 

４．議　事： 
4.1　信徒総会の事前準備について 
＊　信徒会規約の名称と内容の一部変更
札幌教区の小教区としては、信徒会と言う表現は無いとの事で、当教会としても名称と内容の一部
変更を余儀なくされた。従って総務で草案を作成した。その内容について審議したが、その結果若
干表現に訂正した方が良いかと思われる所もあったがその侭とし、総会で「書き換えの理由」と「変
えた所」を明確化して提案し、皆さんの意向をしっかり確認して、じっくり検討する事した。	 

＊　総会の資料として
・2014年度の教会事業報告と、2015年度事業計画に就いて審議したが、原案通り了承された。	 
・信徒会会則は、総会資料に添付せず、改正案と併せ、別紙の資料とする事とした。
・その他は、監査終了後例年と同等のものをファイルする。	 

4.2　2015年度夏期学校について　 
　　　　　開催日：７月２５～２７日　２泊３日　　　場所：ネイパル森
　　　　　体　制：責任者　小林　神父様　　　　　　渉外関係　松岡　健一
　　　　　　　　　校　長　上杉　神父様
　　　　　会　費：大人、子供共　５，０００円　　　最終打合せ：5/17（日）のブロック会議	 

4.3　 2015年苫小牧地区信徒大会について 
・総務から開催要項大筋が提示され、その中でグループに依る分ち合いがあり、従って各教会から参
加者の名簿を頂く事とした。簡単な名札を作成し、それにグループ分けの記号を明示する。

・教区１００周年を迎えるに当たって共同体としての宣教活動の取組み方（過去、現在、未来）をど
うすべきか、各教会で纏める必要あり。又、子供も見られるＤＶＤ作成を検討する。これらの草案
は、上杉神父様が作成する。

・各教会の役割分担（総務、典礼、会計、受付、接待等）又大会役員（大会長、司会等）及び典礼奉
仕者の依頼並びに堅信式の実施要領等順次決定必要　	 

4.4　名簿の見直し、発行について　 
５月末を目標に改定版を発行する。郵送の戻り、名前のみの掲載等要注意。原本作成後チェックし、
誤りの無い事を確認して、正式に発行する。	 

4.5   その他   　 
・２０１５年度役員選挙の結果

　　　　　会　長　　高科　　優　　　　監　事　　稲澤　智明　　
　　　　　副会長　　戸田　　実　　　　　　　　　小林　和夫
　　　　　　　　　　杉岡　亜美	 
・イースタービレッジ報告会

　　　　　海星学院高等学校の生徒による報告会を、５／３（日）１０：４５～実施
　・教会専用のゴミ捨て場、カラス対策をする。	 

５．司祭の予定 
5.1 ミサ、集会祭儀の予定 
　4/5 上杉師　4/12 森田師 　4/19 集会祭儀　4/26 上杉師
　5/3 上杉師　5/10 集会祭儀　5/17ライヤ師　5/24 集会祭儀　5/31 ライヤ師(合同ﾐｻ)

洗礼おめでとうございます。



44月４日復活徹夜祭のミサとお

三人の方々の洗礼式の様子です。

新しい兄妹のために祈ってくだ

さいね。

御復活おめでとうございます


44月55日復活の主日ミサ後、ホールで行われたパーティーの様子です。

大勢の人で立ち見も出るくらいでした。賑やかなのは楽しいですね。

この日のために準備して下さった女性部の皆さん、感謝です。


