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５月３日のマリア祭の様子です

ひとつになろう

聖母マリア
キリストの救いのわ
ざに協力した第一人
者・聖母マリアへの
崇敬は、初代教会か
らすでに始まっていま
した。マリアは人間
でありながらも、神
の特別な恵みを受け
て救い主・キリスト
の母となるために選
ばれたこの女性の姿
は、神に対する心か
らの従順を示すもの
として、またキリスト
信者の生き方の模範
として、さらには父な
る神に取り次いでく
れる助け主として特別
に崇められてきました。
「神の母　 聖マリア
（ 1月 1日）」「聖母
の被昇天（８月１５
日）「無原罪の聖マリ

ア（１２月８日）」などマリアに関係のある祝
日が次第に導入されるようになったこともその
背景にあります。またルルド（ルルドの聖母の
記念日、２月１１日）やファティマ（ファティ
マの聖母の記念日、５月１３日）をはじめ各地

に聖母の出現が伝えられ、巡礼が行われるよう
になりました。
聖母月
カトリック教会では、5月は聖母月としていま
す。聖母月の信心は近世からのもので、１８世
紀のイタリアで盛んとなりました。この 5月
は、四季折々の中で春の訪れとともに自然界の
実りをもっとも感じさせてくれ、また主の復活
の喜びと希望に満ちた月でもあります。そのよ
うな思いをもってこの月をマリアにささげ、マ
リア崇敬のために祈り続ける信心が伝統として
なされてきたことは当然のように考えられま
す。 

聖母マリアとロザリオ
マリアに対する祈りの中でも、幾世紀にもわたっ
て大切にされてきた信心として、ロザリオがあ
ります。この祈りを歴代の教皇はたびたび言及
し賛えています。ピオ１１世教皇は「われわれ
が神の御母に向かって唱えるいろいろな、そし
て有益な祈りのうちで、聖なるロザリオは特別
な、きわめて主要な地位を占めていることを知
らない信者はない」（回勅『イングラヴェシェ
ンティブス・マーリス』）といっています。ま
た２００２年１０月１６日に教皇ヨハネ・パウ
ロ二世は、使徒的書簡「おとめマリアのロザリ
オ」を発表されました。「喜び、苦しみ、栄え
の神秘（玄義）」に「光の神秘」を加え、この
祈りを通してより豊かにイエスの生涯の神秘に
触れることができるようになりました。

曜 午　　　前 午　　　後
1 月 ロザリオの集い10:00
2 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
3 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
4 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
5 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
6 土 掃除（蘭岳）10:00　ミサなし(教区宣司評のため) 土曜学校13:30
7 日 ミサ（上杉師）9:30　役員会
8 月 ロザリオの集い10:00
9 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　恵愛歌のボランティア10:00

10 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
11 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
12 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
13 土 ミサ（上杉氏）10:00　掃除（蘭岳地区））セシリア10:45 土曜学校13:30壮年大会14:00

14 日 ミサ（森田師）9:30　壮年大会　女性部例会 苫小牧地区連絡協議会14:00
15 月 ロザリオの集い10:00
16 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
17 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
18 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
19 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
20 土 ミサ（上杉氏）10:00　掃除（蘭岳） 土曜学校13:30
21 日 ミサ（上杉師）9:30　子供・母・父の日合同パーティー　
22 月 ロザリオの集い10:00
23 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　恵愛歌のボランティア10:00

24 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
25 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
26 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

27 土 ミサ（上杉氏）10:00 土曜学校13:30
28 日 集会祭儀9:30　ミニ大掃除
29 月 ロザリオの集い10:00
30 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00

2015年6月　教会行事予定表

聖母月とロザリオ



2015年度第1回役員会　議事録　2015年5月3日㈰10:45～11:55 
　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 5月・56月の予定

　　　　５月　３日（日）　運営委員会、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、室蘭ブロック会議　１３：００～
　　　　６月　７日（日）　運営委員会
　　　　６月１４日（日）　壮年大会（6/13、6/14）女性部例会、苫小牧地区連絡協議会 １４：００
　　　　６月２１日（日）　子供の日、母の日、父の日合同パーティ
　　　　６月２８日（日）　ミニ大掃除	 
　　3.2　財務報告　　	 

2015年4月分の報告あり　月定献金収入が例年より達成率低いとの事現時点では、特に問題なし
　　3.3　その他 
　　　　＊２０１５年度信徒総会について

４月２６日（日）ミサ後　10:45～12:35　参加者　３６名　　　　　　　　　
(1) ２０１４年度の行事報告、決算報告（含む　バザー決算）、各特別会計報告がなされ、特に	 	 	 
問題なく終了、次に監査報告も特に指摘事項なく、基本に則った財務業務との報告もあった
次に過去の実績に基いた２０１５年度の行事予定や、予算案に対しても、提案通り了承され	 
た。

(2) 新聖堂建築の件では、拠出金による資金もようやく２，２００万強となり、まだ
未決定のいつ着工するかに就いて皆さんの考えを確認した。
色々と意見が出たが、結果的に全員の挙手ではないが、本年度中に建てる事になった

(3) 信徒会会則改正の件では、教会法に可能な限り近い規則が望ましいとの考えから、	 
　　現会則を大幅に変えること無く、新旧対照案で説明、審議結果新会則での変更点は
・信徒会会則を教会会則とした　　・主任司祭の立場を明確にした　
・役員会を運営委員会とし、修道院の代表者も参画する　　等

　　　　　　皆さん反対の意向は無く、多少の文言の変更は可との事で了承された

。４．議　事：　　　　　　 
　　4..1  第15回苫小牧地区信徒大会のについて 

・開催要項に就いて説明、(テーマ、時間割、昼食、交通機関、今後の予定等) 
・運営組織案(大会長、副大会長、実行委員長、総務、典礼、会計、受付、接待の各教会分担
等)これらは、事前に各教会に送付し、考えを纏めてもらう事として5/17(日)各教会3役が
集まり協議する

　　　・簡単な名札(名詞サイズ)作成に当たり、各教会の参加者名簿を早めに頂く事とした
　　　・典礼奉仕者依頼、堅信式の実施要領等決定必要（主に子供を対象とした堅信合宿行う）	 
4.2 2015年度のテーマについて　	    
　　　　テーマとしては沢山あるが、今年も前年通り「子供達と共に」に決定した	 
4.3 子供のお泊り会について　    

子供達の強い要望により、土曜学校の一連の活動として、2ｹ月1回(土、日)で実施する事とし
た。侍者依頼(特に女子)も実施する  

4.4 ネパール大震災支援について    
救援募金のお願いがｶﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝから届きましたので、一般会計から10万円送付する。また募金箱
を設置して、協力をお願いする。　　　　　　　　

4.5 海星学院教育環境支援金について          例年通り支援する。    
4.6 その他    
     ・新聖堂建築の今後について
      5/1　設計、施工管理正式に依頼　8月工事着工　11月末　竣工予定今後随時打合せ、説明会、	 
	 	 	 希望聴取等調整を行いながら進める。

５．司祭の予定 
5.1 ミサ、集会祭儀の予定　　
　　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) 
　　6/7 上杉師　6/14 森田師　6/21 上杉師　6/28 集会祭儀     

..

高橋光男様の歌 
高橋光男様が合同歌
集「蘭」の12号、13
号に生前投稿された
歌です。札幌での闘病
生活が眼に浮かぶよ
うです。

ネパール大地震


救援募金のお願い
がカリタスジャパ
ンから届きました
ので、一般会計か
ら10万円送付する
ことにしました。
また募金箱を渡り
廊下に設置してい
ますので、ご協力
をお願いいたしま
す。　	 
被災地域では、水
や食料の不足、停
電、通信網の遮断
などが起きていま
す。7万棟の家屋
が倒壊し、280万
人が避難を余儀な
くされています。
こうした危機にお
いて、子どもたち
は特に厳しい状況
に置かれます。	 
ユニセフ（国連児
童基金）は、水と
衛生、保健、栄養、
教育、子どもの保
護の分野において、
大地震で被害を受
けた子どもたちの
支援に向けて、全
力を挙げています。

第34回 
室蘭ブロック 
壮年大会 

2015年6月13日14日 
カルルス温泉　 
ホテル岩井 
指導司祭 

カトリック東室蘭登別 
主任司祭 

上杉神父様。 
13日㈯14:00チェックイン 
成年青年男子の参加をお待
ちしております 


