2015年7月
曜

午

教会行事予定表

前

午

1 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

2 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

3 金 修道院ミサ7:00

入門クラス（ミサ後）

（登別ミサ10:30と入門クラス）

4 土 ミサ（上杉氏）10:00 掃除（太平洋）
5 日 ミサ（上杉師）9:30

入門クラス18:00
土曜学校13:30

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 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

10 金 修道院ミサ7:00

入門クラス（ミサ後）

（登別ミサ10:30と入門クラス）

11 土 ミサ（上杉氏）10:00
12 日 集会祭儀9:30

掃除（太平洋地区））セシリア10:45

入門クラス18:00

子
達

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 恵愛歌のボランティア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

病者訪問13:00
土曜学校13:30

と

22 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

共

23 木 ミサ（上杉師）10:00

入門クラス（ミサ後）

病者訪問13:00

（登別ミサ10:30と入門クラス）

セシリア13:30

17 金 修道院ミサ7:00

（登別ミサ10:30と入門クラス）

18 土 ミサ（上杉氏）10:00
19 日 ミサ（上杉氏）10:00

入門クラス18:00

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

24 金 修道院ミサ7:00

OPC10:00

25 土 夏期学校
26 日 集会祭儀9:30

夏期学校

27 月 ロザリオの集い10:00

夏期学校

6/14

ひとつになろう
2015年6月14日

カトリック東室蘭教会広報誌

６月５日の金曜日、お二人の洗礼
式に同席いたしましたので、ご紹介
させていただきます。お二人はかね
てより、静雄さんの弟さんが信ずる
宗教を望み、一年程前から上杉神
父様よりカトリックの教えを学んでお
りました。
神様のお恵みは、人、各々にとっ
て最も相相応しい時に与えられるよ
うに思いました。
ヤスコ様は、ご主人の静雄様を毎
日介護されております。どうぞお二
人のためにお祈りをお願いいたしま
す。
信徒会長 高科 優

デジタル世界の市民となりましょう	
  

28 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

カトリック多摩教会主任司祭

29 水 旧約聖書を読む会10:00
30 木

試しに、ネットで検索してみてください。「多摩
市教会」で検索すると、カトリック

6月21日は子供の日・母の日・父の日パーティー

晴佐久	
  昌英

たとしましょう。パソコンで「多摩市教会」と打

多摩教会が

ち込むと、トップに「カトリック多摩教会」と出

トップに出て来ます。「多摩市キリスト教」でも、

てきます。トップに出てくる教会ってどんな教会か

トップです。

なとクリックしてみると、多摩教会のホームページ

これは、とってもすごいことです。検索の順位は、

が現れます。スッキリとした分かりやすい画面と、

アクセス数を始めとするいくつもの要素を元にほ

初めての人に親切な内容。記事も豊富で更新も頻

ぼ自動的に決まってくるものであり、作為的な要

繁、見るからに温かい雰囲気です。ホームページを

素がないかぎりは、実際に重要なものほど順位が

見慣れた人なら、ここが生き生きした教会であり、

高くなる仕組みだからです。カトリック多摩教会が

「だれでもおいでください」という熱意を持って、

検索のトップに出てくるということは、この教会

ていねいに受け入れ体制を整えていることがすぐ

がこの地域においていかに重要な働きをしている

わかります。

かということを物語る、明白な証拠でもあるので
す

大変お待たせいたしました

FAX 0143-44-3854

ご入�信おめでとうございます

に

31 金

毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851

佐々木静雄様（アシジの聖フランシスコ）・ヤス子様（マリア）



供

土曜学校13:30

女性部例会

入門クラス（ミサ後）

2015

後

そうして一人の神の子が、実際に教会の門をく
ぐり、福音に出会って救われ、試練を越えて生き

たとえば、多摩市に住んでいる誰かが、試練の

る喜びに満たされるならば、教会のホームページ

中で救いを求め、近くの教会に行ってみようと思っ

はそのまま天国のホームページになっていると言

えるのではないでしょうか。	
  

は、人生のどんな状況にいても教会に入ることが

今年の新受洗者に、ネットの情報がどれくらい
影響しているかを尋ねてみました。

でき、それによって、福音がすべての人に届けら

摩教会に来ることはなかった」
２：「インターネットの情報は、多摩教会に来
るにあたって非常に役に立った」
３：「インターネットの情報とはそれほど関係
なく、多摩教会に来た」

そして、「大胆に、デジタル世界の市民となり
ましょう」と励ましておられます。
いまや、ソーシャルネットワークの時代です。
ホームページ、ブログ、Ｅメール、フェイスブック、
ツイッター、ライン、ありとあらゆるツールを使っ
て、福音を発信しましょう。神の愛を語り、救い

この３つのどれが当てはまるかを聞いた

の喜びを証しし、「福音の村」を紹介

ところ、それぞれおよそ三分の一ずつでし

し、多摩教会を宣伝し、様々な教会

た。私が多摩教会に着任してから６年間の

のイベントに誘いましょう。毎週の

成人の受洗者は約１８０名ですから、単純

ように福音を聞いているのですから、

計算するとそれぞれが６０名ほどというこ

毎週のように福音を語りましょう。

とになります。

ネットを使えばチャンスは無限です。

多摩市にキリスト教の教会は数多くあり

一日に一回はパソコンの前に座り、

ますが、そんな中で、もしも多摩教会のホー

あるいはスマホを手にして、福音を

ムページが検索の順位でずっと下位の方だっ

流してください。

たならば、また、「福音の村」も始めてい

あなたにほんの少しの情熱さえあ

なかったならば、６０名ほどの人は確実に

れば、送信ボタン一つで、大航海時

多摩教会に来ていないし、さらに６０名ほ

代の宣教師千人分の働きができる時

どの人が来ていなかったかもしれない、というこ

代なのですから。

とです。	
  
教皇フランシスコは、２０１４年の「世界広報
の日」メッセージで語っています。
「インターネットによって、キリスト者のメッ
セージを『地の果てに至るまで』（使徒言行録１・
８）届けることが可能です。教会の扉を開いてお
くということはまた、デジタル環境においても扉
を開いておくことを意味します。それにより人々

決定しました
運営委員長

………高科

優

副運営委員長………竹川

亨

〃
監事

………杉岡
………稲澤

亜美
智明

〃

………小林

和夫

壮年部部長

………稲澤

智明

〃副部長

………野呂

利一

女性部部長

………松岡

博子

〃副部長

………合田

道子

この原稿は晴佐久神父様のインターネットWWeebbペー
ジからいただきました。試しに検索で「東室蘭教
会」と入�力すると、数ある宗教団体で一番最初に
カトリック東室蘭教会の地図が出てきます。それ
から我が教会のトップページになります。


皆さんも、スマートホン、タブレット、パソコン
で検索してみてください。「ひとつになろう」の
バックナンバーや、来月の行事予定、ミサの時刻
など教会の活動内容を見ることができます。

青年部委員長………水戸

祐輔

〃副委員長

………川村その美

〃副委員長

………岩川謙一郎

地区委員（蘭岳）…岡本

眞美

総務委員長

………松岡

健一

〃

正敏

〃副委員長

………竹原

徳男

〃

（太平洋）…高科美智子

財務委員長

………岩泉

盛典

〃

（白鳥）佐々木ミヤ子

〃副委員長

………佐藤

和子

典礼委員（蘭岳）…井戸井

典礼委員長

………高科

優

〃

〃副委員長

………松阪屋弘子

〃

事業奉仕委員長……竹川

議事録

2015年6月7日㈰10:55〜12:00

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。

れるのです」

１：「インターネットの情報がなかったら、多

2015年の役員

2015年度第2回役員会

（楽山）…杉岡

剛

（楽山）…土門由美子
〃

…杉岡

〃

（太平洋）…高科美智子

〃副委員長

………高科美智子

〃

（白鳥）…横田久美子

施設委員長

………山口

林蔵

〃

〃副委員長

………儀福

範雄

以上の方々です。敬称は略させ

広報記録委員長……山田

淳

…真野

ていただきました。

告：

3.1 6月・7月の予定
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、夏期学校打合せ(室蘭教会:14:00)
６月２８日（日） ミニ大掃除
７月 ５日（日） 運営委員会
７月１２日（日） 壮年部、女性部例会
７月１９日（日） 夏期学校最終打合せ（東室蘭教会：１４：００）、ミニ大掃除
７月２６日（日） 夏期学校（ネイパル森 7/25～7/27）	
 
3.2 財務報告
	
 
２０１５年５月の報告あり。 特に問題なし
3.3 その他
	
 ＊２０１５年度信徒総会について
５月３１日（日） 12:45～15:30
(1)苫小牧地区信徒大会の件
・開催要項、大会次第、運営組織、ミサの役割分担、等は原案通り了承された。
但し小教区からの報告として、具体的な事例が纏まっていない。
司教メッセージに沿って現状を見直し、進むべき道を決める必要有り。
オープンな教会にするには、何をすべきか再考慮してはどうか。等
・典礼に関すること（堅信式、侍者会等）、神父様と典礼係で別途相談し決定。
・経費と各教会分担金は、案通り了承された。
・会場（海星学院）借用に当たり、学校関係者と別途打合せを実施する。
・分ち合いのグループ分け決める為、各教会の参加者名簿を早めに頂く。
(2)夏期学校の件
・実施要項と日程の確認をした。ミサ責任者と担当者は後日決定。
・参加者は、未信者が多く保護者は教会を信頼して任されているので、保護者の連絡網を作成しては
どうか。
(3)その他
・今年度の共同墓参は、８月９日（日） 午後２時から実施
・壮年大会の分担金は、出欠席に関わらず、負担して頂く
・司祭のミサ謝礼と交通費は、今現在５，０００円但し地区外は１万円再考の余地あり。
・上杉神父様から、「カ障連 第１２回全国大会」参加案内の説明あり。
。４．議 事：
4..1 苫小牧地区信徒大会の関連について
（教区１００周年を迎えて、司教メッセージに対しての小教区の取組み方）信徒大会のプログラムに
取込まれているので、小教区としての実態を認識し、どう進むべきか分ち合う必要あり。それには、
先ず苫小牧地区連絡協議会で具体的提議について議論すべきである。
・各小教区の宣教活動について、プラス思考で前向きで取り組む
・宣教活動は、司祭・カテキスターに一任することなく、信徒各人の使命 であることを再認識し、	
 
	
 	
 祈りながら行動する
・信徒の家族や知人との交流を通して、宣教の努力をする （家庭集会、中高生の勉強会等）
・今、現在の活動内容を見直して、再検討し継続する
・壮年、女性大会、ザックバランの会等で話合う
等
4.2

子供のお泊り会助成について

4.3

名簿の発行について （原本作成チェック、６月末を目標に改訂版を発行する。）
個人情報の問題もあるので、名簿は、希望者のみ手渡す（７月頃）受け渡しは、サイン必要
その他
・草刈機、車椅子各一台 購入

亜美

亨

〃

３．報

恵子

4.5

	
 	
 お泊り会の経費は、実費助成とする	
 

５．司祭の予定
5.1 ミサ、集会祭儀の予定
6/7 上杉師

6/14 森田師

6/7 ７月の予定 は未定

6/21上杉師

6/28 集会祭儀

	
 

