2015年10月
曜

午

1 木 ミサ（上杉師）10:00
2 金 修道院ミサ7:00

教会行事予定表

前

午

入門クラス（ミサ後）

3 土 ミサ（上杉師）10:00
4 日 ミサ（上杉師）9:30

入門クラス18:00

掃除（蘭岳地区））

土曜学校13:30・中学英語15:30

子

運営委員会

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

OPC10:00

7 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

8 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

9 金 修道院ミサ7:00

入門クラス18:00

（登別ミサ10:30）

10 土 ミサ（上杉師）10:00
11 日 集会祭儀9:30

掃除（蘭岳地区））セシリア10:45

土曜学校13:30・中学英語15:30

堅信準備勉強④

壮年部女性部例会

12 月
13 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
14 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

15 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

16 金 修道院ミサ7:00

9/13

病者訪問13:00

（登別ミサ10:30）

入門クラス（ミサ後）

（登別ミサ10:30）

入門クラス18:00

17 土

20 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

21 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

22 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

23 金 修道院ミサ7:00

入門クラス（ミサ後）

（登別ミサ10:30）

セシリア13:30

24 土 掃除（蘭岳地区））10:00

入門クラス18:00

土曜学校13:30・中学英語15:30

25 日 ミサ(上杉師)9:30

2015年9月13日

カトリック東室蘭教会広報誌

供

きょうかいのバザー

達
と

29 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

30 金 修道院ミサ7:00

入門クラス（ミサ後）

（登別ミサ10:30）

31 土 掃除（蘭岳地区））10:00

共

9/27

2015 



に

どなたでも入れます
駐車場があります

板にお名前を記入してください。希望さ
れる方は昼食の申し込みも必要です。準
備の都合もありお早めにお願いします。

９月１９日㈯ １０時から
（１３日は室蘭教会ふれあいばざー
のため、２０日は諸行事があり、土
曜日になりました。雨天の場合は連
休中になります）

☆商品の整理値段つけ等	
 

☆バザー前日準備	
 

中学英語15:30

第１５回カトリック苫小牧地区信徒大
会が１０月１８日に海星学院ホールで開
かれます。参加される方は教会玄関掲示

☆テント設営	
 

詳しい報告はありませんが女性部
に問い合わせてください

入門クラス18:00

お願い!!

恒例の「きょうかいのバザー」の月に
なりました。昨年同様、登別教会との
合同のバザーになります。
日程はすでにお知らせした通りです
が準備のための日時をお知らせしま
す。

2015年度第１回ザックバランの会議事録

27 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
子供英語教室15:30

FAX 0143-44-3854

ちからになれたらいいね

26 月 ロザリオの集い10:00
28 水 旧約聖書を読む会10:00

毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851

楽しく・元気に・安全に

18 日 苫小牧地区信徒大会（海星学院）10:00
19 月 ロザリオの集い10:00

ひとつになろう

2015

後

◎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。

９月２６日㈯ 当日はミサはありませ
んので（神父様は仙台サポート会
議出席のため）朝からの作業になり
ます。なおその日カレーライスが出
ます。
万国旗や幟の準備もあります。









☆やきとりクシ刺し	
 





９月２６日㈯１３：００から

◉今までの益金の主なお届け先

☆当日準備	
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〒050-0073

９月２７日㈰ 7:30から
表題にある通り、楽しく元気に安
全に作業を進めましょう。

2015年度第5回運営委員会 議事録

4.3

2015年9月6日㈰11:15〜13:00

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 9月・10月の予定
９月 ６日（日） 運営委員会、バザー荷降ろし
９月１３日（日） 壮年部、女性部例会、
９月２０日（日） ミニ大掃除、第３回ザックバランの会、敬老の日の祝福
９月２７日（日） バザー当日
１０月 ４日（日） 運営委員会
１０月１１日（日） 壮年部、女性部例会、秋の剪定作業（昼食カレー）
１０月１８日（日） 第１５回苫小牧地区信徒大会（海星学院）
１０月２５日（日） 第２回文化祭展示設営準備
	
 
3.2 財務報告
８月分の報告あり、特に問題なし	
 
3.3 その他
※

第２回ブロツク会議（８／３０）について

室蘭教会

12:30～14:30

＊夏期学校実施報告
・実施状況の中で、今年度は貸切りバスを止めて、レンタカーと自家用車による乗合わせと
したのでバス代値上げ分を考慮すると、約１３万５千円安く実施出来た。
・反省事項の中で、交通手段を変更した事は経費的に効果あったが、運転者の高齢もあり、
指導者の負担が大きかった。（実施場所遠すぎた）又 未信徒の子供参加多いので、親に
主旨の説明と意識した計画の必要性痛感した。
・決算報告実施し、各教会分担金了承された。
・何事もなく無事に終えられたことに感謝。
・次年度は、国立大学共同利用施設「大滝セミナーハウス」を予約
２０１６年７月３１日（土）～８月２日（月）
＊苫小牧地区信徒大会
大会次第、大会運営組織、ミサ役割分担、小教区からの報告、各教会分担金等についての	
 	
 
	
 	
 説明と確認をした。その中で、
・大会次第では、受付は１０：００とし、昼食の時から分ち合いのグループで実施進行係予
め決定しておく。
・役員は、９：３０までに集合する。
・静内教会の分担金は、５，０００円とし、収支調整する。
	
 
・海星学院の関係者と事前に、借用備品、設置方法等詳細に打合せ実施する。
＊その他
・合同ミサの在り方について、再検討する。（次年度）冬季を避けて、年３回 等	
 

４．議

事：

4.1

バザーについて
・テント設営９／１９（土）・値札付け（順次実施）・会場の配置（古本販売入口左角、多国籍
コーナー、喫茶、登別ｺｰﾅｰは右側に纏めて配置、宗教コーナーは建屋内）、その他のコーナー
は、従来通り配置する。
・肉は安達精肉店と交渉、必要消耗品再チェックし補充する
・残った古本は、「ぶっくりさいくる」に売却する
・各コーナー担当者は、釣銭を事前に準備する
等

4.2

第２回文化祭について 	
 	
 
今年度は、展示品形式は取り止め、「講演会」とする。講師：冨樫 利一氏
期日：１１／１５（日）ミサ後 １．５時間位 ポスターを作製し、一般参加も募る詳細は	
 
後日決定する。昼食はカレーを用意する。
＊講師プロフィール
１９３２年栗山町生まれ、夕張北高校卒業後 教員生活２０年を経て、登別市役所に２０年勤務
し、退職今日に至る。
アイヌ文化活動アドバイザー、
「風（ｒｅｒａ）に祈る、血価の証
言、エノン（いずこへ）、ラメトク（勇者）」等数々の著書あり

	
 

苫小牧地区信徒大会について（事前準備）

・栞、名札の作成
・受堅者の記念品の準備（光明社で選び決定する）
・ミサ時の聖歌選曲し、承認を得る
・受堅者の代父母を事前に決定する
・合同侍者会を１０／３（土）１５：００から１時間位で実施する
4.4 合同ミサの在り方について

4.5

等	
 

実施に至った経緯と２回になったいきさつ及び現状再認識し、当教会より次年度は、実施案とし
て５，７，１０月の３回をブロック会議に提案する
その他
・クリスマスクッキー（カルメル修道院）今年度も５０個購入する別の包装タイプの物があれば
仕入れ、イベント時に販売する。
・バザー用テント設営は、９／１９（土）とし雨天時は９／２１（月）とする 昼食はカレーを
用意する。
・１０月、１１月、１２月のミサ、集会祭儀の予定は、９／１１迄に決定する。
・今年度のクリスマスチャリティコンサートも、昨年同様バラエティに飛んだ形式の物を予定す
る。

5.1 ミサ、集会祭儀の予定
9/6 上杉師 9/13 集会祭儀 9/20 上杉師 9/27 集会祭儀

板垣勉さんからの投稿がありました

