2015年9月
曜

午

1 火 OPC10:00

教会行事予定表

前

午

後

2015

恵愛歌のボランティア10:00

2 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

3 木 （神学生利尻合宿引率のためミサ等無し）
4 金 修道院ミサ7:00

（登別ミサ10:30）

5 土 ミサ（上杉師）10:00
6 日 ミサ（森田師）9:30

セシリア13:30入門クラス18:00

掃除（楽山地区））
運営委員会

土曜学校13:30・中学英語15:30

バザー荷下ろし

7 月 ロザリオの集い10:00 （教区司祭黙想会(トラピスト) 〜12日）
8 火 シスター教会10:00~15:00

子

OPC10:00

9 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

供

8/9

ひとつになろう
2015年8月9日

カトリック東室蘭教会広報誌

2015年7月19日㈰10:45~12:30 カトリツク東室蘭教会
上杉神父様

入門クラス18:00

12 土 掃除（楽山地区））セシリア10:45

土曜学校13:30・中学英語15:30

13 日 集会祭儀9:30 壮年部女性部例会 テント設営 敬老の日祝福

達

14 月 ロザリオの集い10:00
15 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

16 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

17 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

18 金 修道院ミサ7:00

入門クラス（ミサ後）

（登別ミサ10:30）

入門クラス18:00

19 土 （トラピスト大院長祝別就任式）
20 日 ミサ（上杉師）9:30

ミニ大掃除

と

土曜学校13:30・中学英語15:30

共

病者訪問13:00

に

ザックバランの会

21 月
22 火
23 水 ミサ（上杉師）10:00

入門クラス（ミサ後）木曜と入れ替え

24 木 （仙台サポート会議〜25日夕）
25 金
26 土 掃除（楽山地区）

土曜学校13:30・中学英語15:30

27 日 ミサ(上杉)9:30

きょうかいのバザー10:30

28 月 ロザリオの集い10:00
29 火 シスター教会10:00~15:00
30 水 旧約聖書を読む会10:00

OPC10:00
子供英語教室15:30

FAX 0143-44-3854

毎月第2日曜発行

2015年度第１回ザックバランの会議事録

10 木
11 金

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851

他２２人

運営委員長

ホール
高科

優

札幌教区１００周年を迎えるに当たって、勝谷司教様からのメッセージ（出向いて行く教会）を踏まえ、今後の小教区と
しての方向性について話し合いました。参加された方々の積極的なご意見に感謝致します。
次回は９月２０日です。更に又 皆様のお考え、ご意見をザックバランの会に参加頂き、お聞かせ下さいます様に御願
いたします。

１．共同体について
・共同体の中で、自分の居場所がないと思われる人が無いように、互いに声掛け合うこと
・声かけ易い様に、名札を付けてみてはどうか
・洗礼を受けたばかりなので、名前が分からず、声をかけにくい
・古くから居ても、顔と名前が一致しないので、名札を付けて欲しい
・名札を付けずとも、声を掛ける努力をする様に、一番大切なことは、信徒の交わりなのではないか
・急に名札を付けることには抵抗があるので、バザーの時などに付けてみてはどうか
・役員だけ先ず付けては……と言う声もあったが、良いことではない
・一度試してみてはどうか
・名前が分かった方が話し易い
・言葉を掛けられると、自分に関心があるのかと嬉しいものである
・名札を付ける様にすることで、新しく来られた人かの区別がつく
・勇気を持って、挨拶、そして一言、二言でも
・声を掛けられることを嫌う人もいるが、その時の様子をみて判断
・名札を付けたからと言って、結論が出る訳ではない
・食事を通して、又 ホームページを通して交わりあいを持つ
・手段を用いず、行動に移す
・初めて来る人に対して、教会の敷居を低くする様に
・名札は誰のために付けるのか、内部の人の為か、外部の人の為か

2015年度第１回ザックバランの会議事録

２．その他

9/27

2015 



ちからになれたらいいね

きょうかいのバザー

３．神父様からの声かけ

どなたでも入れます
駐車場があります

9月27日
10:30~14:00

◎2014年益金のお届け先
カリタスジャパンを通じで災害復興支援、室蘭市

皆様のご来場によります益金は、
社会福祉協議会、札幌MAC(アルコール薬物依存
更生施設）カンボジャ学校建設、国境なき医師団、
全額、災害や社会的に弱い立場に
家庭支援センター、あしなが育英会、NHK歳末
ある方々へ届けられます。
助け合に御届けできました
◎2013年益金のお届け先
◉2012年の益金お届け先
・2012年度のバザー益金の全てと募金活動と合わせて40万円余り
カリタスジャパンを通じで災害復興支援、室蘭市
を、東日本大震災の被災された方々へ届けることが出来ました。ま
社会福祉協議会、札幌MAC(アルコール薬物依存
だまだ復興も道半ばです。バザーに来場される皆様と一緒に「力に
更生施設）NHK歳末助け合に御届けできました
なれたら」と思っております。









バザーで販売するものを集めています。玄関に大きなダンバール
を用意しましたので。皆さんのご協力をお願いいたします。





◉今までの益金の主なお届け先
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〒050-0073

・聖堂新築の為の祈り（聖ヨゼフへの祈り）
・神父様の名詞にメッセージを入れて、初めて来られた人に手渡す
・バザーの時に、聖堂の説明をする（ご絵を渡しては）
・無宗教者の密葬について事情を聞き、教会で対応することは可能
・共同納骨堂建設（墓守りのいない人の為）
・共同体の横の繋がりを大切にしましょう
・ミサの始まる時に、自分の左右前後の方に挨拶をしましょう
・福音宣教について報告し、互いに共有しあいましょう
例えば 家族の為に祈りを求めている人や福祉に関する事柄等
・教会から離れている方たちへの 共同体の祈り
月一回、祈り、分ち合い…等を実施
上の写真は、もしかしたら去年のかもしれません。
今年は撮らなかったかも。
以 上

2015年度第4回役員会

議事録

2015年8月2日㈰10:50〜12:05

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 8月・9月の予定
８月 ２日（日）
８月 ９日（日）
８月１５日（土）
８月１６日（日）
８月２３日（日）
８月３０日（日）
９月 ６日（日）
９月１３日（日）
９月２０日（日）
９月２７日（日）
3.2

・

運営委員会	
 
壮年部、女性部例会 共同墓参 １４時（望洋台霊園）
聖母被昇天の祝日のミサ（１０：００）
ミニ大掃除
イースタービレッジ報告会（海星学院）ミサ後
合同ミサ １０：００（室蘭教会）ブロック会議
運営委員会、バザー荷降ろし
壮年部、女性部例会、テント設営（雨天変更）、敬老の日の祝福
ミニ大掃除、第３回ザックバランの会
バザー当日	
 

財務報告
	
 
２０１５年７月の報告あり、維持費収入の達成率現時点では低いが、過去の実績によると最終的に
は問題ない。他は特に問題なし。	
 

3.3

その他

(1)夏期学校（7/25～7/27）について
ネイパル森
最初の２日間は昨年同様雨模様の天候に悩まされ、駒ケ岳登山、パークゴルフ大会は中止し、函
館元町教会を訪問する。又、プログラムの代替として魚釣り、シッポ取りゲ―ム等を実施した。
子供達はそれぞれに満足していた。
最終日は天候に恵まれたので、駒ケ岳の６号目まで車で行き、若干の登山と、スイカ割り、昼食
をし、その後帰路に向かいほぼ予定通りに着いた。何事もなく無事に終えられた。共同体の皆さ
んの祈り、協力支援に感謝。
参加状況
子供 小学生 １０名（室蘭２、伊達１、東室蘭６）
中学生
７名（室蘭１、東室蘭６）
大人
１８名（室蘭４、伊達３、東室蘭９、登別２）
夏期学校は次年度以降も継続予定、しかし場所は変更 要検討とする。
(2) 合同堅信式準備について
・中高生中心に呼び掛け、(案内文郵送済）
・準備講座を8/1参加者６名（子供４名、大人２名）8/29、9/19、10/10各土曜
午後４時から、いずれも1.5時間程度 講座に出られない人の為に、別途時間設定する。	
 
スタッフ上杉神父様、シスター、信徒若干名
・合同侍者会を合宿形式で実施（子供中心で、６～７人希望）
10/10（土）午後３時～10/11（日）ミサ迄 申込用紙発送

４．議

事：

4.1 「教区１００周年の標語」の選定について

夏期学校  
おもいで文集より
夏期学校おもいで文集より、小学校３年生、佐藤優実さんの作文を掲
載します。文章のまとめ方や表現の仕方など。三年生恐るべしというと
ころです。なによりも神父様のお話をよく聞いているといういうことで
す。集団では何かと有頂天になりやすいのに。この冷静な観察力には、
びっくりしました。

６９首の応募があり、司教区からの依頼で、小教区毎に１～３位を投票で決定することになり、当教
会も投票することとなる。〆切り８／３１（日）応募された標語を一覧表にして掲示板に貼り、皆さ
んに選んで頂く。	
 
4.2
教会から離れている人・最近来られなくなった人の対応について 	
 	
 
・最近１～２年の間に、教会に来られてない方のリストを地区毎に纏めて、会長に提出する
・広報紙「ひとつになろう」カラー刷りを病者にお届けする。又 教会に来られない方々に送付か自	
 
宅へ配布
・教会活動の紹介とご案内を作成、プリントして、教会に来られていない方々に発送する	
 
・教会に来れなくなった事情を把握する
・８／２９（土）ミサ後 子羊の会発足（代父母などの祈りと活動）	
 
4.3 共同墓参の案内について
今年度は間に合わないので、来年より、案内用ハガキを廊下に用意して、非信者の
家族宛に可能なら発送 又は手渡すことで対応する。	
 
4.4 その他
・名札について 信徒の名札は基本的に付ける事とし、但し強制ではない。

5.1 ミサ、集会祭儀の予定
8/2 上杉師 8/9 森田師 8/16 上杉師 8/23 集会祭儀 8/30 合同ミサ（室蘭）
9/6 上杉師 9/13 集会祭儀 9/20 上杉師 9/27 集会祭儀

