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2015年度第１回ザックバランの会議事録

お願い!! 
第１５回カトリック苫小牧地区信徒大
会がの栞製本や名札の作成など、お願い
することが沢山あります。できれば１２
日午後から時間のある方は岩泉まで連
絡ください。 
１１月１７日、大会場の設営で人手が
必要です。11:00からです。よろしくお
願いいたします

 　ことしの東室蘭教会のバザー、4月には新聖堂
建築のために実施さえ危ぶまれていましたが、
幸か不幸か建築の着手が遅れていることもあっ

て、無事いつもの規模でバザーが行われました。
募金という形で、わたしたちと市民の方々の善

意を待ってくださる方へお届けできることを感
謝したいと思います。みなさま、たいへんご苦
労様でした。 
　去年、わたしは初めての参加でしたので東室
蘭教会バザーの４つの特色に驚

きました。さらに加えて今年は、
教区100周年に当たり、司教様か
らのお声がかりである“宣教”
を意識して始まりました。 
いかがでしたか。お金は確か

に力になるでしょう。でも受け
取る人は、そこに打算ではない

他者の好意や善意という“心”
に触れて、一人ではないと感じ
“ちから”づけられるのではな

いでしょうか。 
“宣教”も、どの宗教もそうであるように組

織の拡張を目指す目的なら、意味がないことで
しょう。 
イエスが教える宣教は愛から生まれるもの。ま

だ神さまの愛を知らない一人一人のために力と
なること、しかも究極の“力”、「恵みの泉」

の存在を伝えあうこと。 
　バザーは一日です、しかしそこで蒔かれた種
（人）を思い、祈り、待ちましょう。私たちの

多くがそうであったように、聞いて、見てすぐ
に信じることは稀です。私たちが信仰に至るま

でなんと根気強く祈ってくださり、希望を持っ
て待ち続けてくださった方、いや主がいらした
ことでしょうか。 

祈り、待ち続け、心からお迎えできるよう用意
いたしましょう。 
　去年気付いた良い特徴に加えて…今年は 
★バザーは教会に気軽に入れる良い機会、「聖

堂」にもコーナーが設けられた：　 
バザーは宣教の大切な場。敷居が高く? てなかな
か入れない教会にも気軽に入ることができま
す。私たちが思っている以上に、人々は聖堂
や祈りに関心があるかもしれません。今年は、

一歩進めて、売り場だけではな
く、ぜひ聖堂に入って頂きたい

と皆さんで話し合い準備しまし
た。聖堂に祭服などを陳列し教
会紹介コーナーを設置、シスター

が常駐してくださいました。訪
れた十数名の方が氏名や感想な

どを書いてくださいました。シ
スターとお話もなさった。教会
が“みんなのための場所、みんな
のお父さんである神様の香りの

するところ”　でありたいですね。 
★海成高校の生徒さんの協力：　去年は9人ほど
協力してくれましたが、今年はなんと18人!　
も参加してかいがいしく手伝ってくださいま

した。生徒さん達はじめ、先生や関係者のお
声掛けにも感謝です。雰囲気が若やぐのがい
いですね。そして何より、信者ではない青年

達がこんなに教会に来てくれるとは、めった
にない事。内一人が、去年「カト高」の執行

部になったように、神様との絆がきっと結ば
れます。 

★外国籍の仲間のブース：　今年も繁盛でした。

この日は難民移住移動者の日、または国際
ディ。教会ほど国際的な所はありません。こ

れからも共に生きて、カトリックになってい
きましょう。

  今年もやりました！ 
        「力になれたらいいね」  

カトリック東室蘭教会主任司祭　上杉神父

曜 午　　　前 午　　　後
1 日 ミサ（上杉師）9:30　死者のためのミサ　運営委員会　
2 月 ロザリオの集い10:00
3 火
4 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
5 木 ミサ（上杉師）10:00　 病者訪問13:00
6 金 修道院ミサ7:00　（登別ミサ10:30）
7 土 ミサ（赤波江師）10:00　黙想と講話　許しの秘跡個別 土曜学校13:30・中学英語15:30

8 日 集会祭儀9:30　壮年部女性部例会　
9 月 ロザリオの集い10:00
10 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

11 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
12 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
13 金 修道院ミサ7:00　（登別ミサ10:30） 入門クラス18:00
14 土 ミサ（上杉師）10:00　小羊会（ミサ後）掃除（太平洋地区））セシリア10:45 土曜学校13:30・中学英語15:30

15 日 ミサ（上杉師）9:30　七五三のお祝い　文化講演会（ミサ後） 地区連絡会（苫小牧）14:00
16 月 ロザリオの集い10:00
17 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
18 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
19 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
20 金 修道院ミサ7:00　（登別ミサ10:30） セシリア13:30　入門クラス18:00

21 土 ミサ（上杉師）10:00 土曜学校13:30・中学英語15:30

22 日 集会祭儀9:30　待降節前の大掃除（ワックスがけ）
23 月 ロザリオの集い10:00
24 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

25 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
26 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
27 金 修道院ミサ7:00　（登別ミサ10:30） セシリア13:30　入門クラス18:00

28 土 掃除（蘭岳地区））10:00　掃除（太平洋地区）） 土曜学校13:30・中学英語15:30

29 日 ミサ(上杉師)9:30　 ブロック会議（登別）14:00
30 月 ロザリオの集い10:00

2015年11月　教会行事予定表



2015年度第6回運営委員会　議事録2015年10月4日㈰11:00～12:45 
　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 10月・11月の予定 
　　　１０月　４日（日）　運営委員会	
　　　１０月１１日（日）　壮年部（信徒大会話合い）、女性部例会、	
　　　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）　秋の剪定作業	
　　　１１月　１日（日）　死者の為のミサ、　運営委員会	
　　　１１月　８日（日）　壮年部、女性部例会	
　　　１１月１５日（日）　文化「講演会」　講師　冨樫　利一氏　ミサ後、　七五三のお祝い	
　　　　　　　　　　　　　苫小牧地区連絡協議会　苫小牧教会　１４：００	
　　　１１月２２日（日）　待降節前の大掃除（ワックス掛け）	
　　　１１月２９日（日）　第３回ブロック会議　登別教会　１４：００	

　　　　	
　　3.2　財務報告　　２０１５年９月の報告あり　　特に問題なし　　　	

　　3.3　その他 
　　　　　　※　第２回ザックバランの会　９／２０　ミサ後
　　　　　　　　　神父様のリードで開始され、これまでの成果として、「子羊会」発足の確認
　　　　　　　　　今年からバザーの対応として、次の事柄を意識して当たる事が提案された
　　　　　　　　　・聖堂内に祭服など聖具を展示する
　　　　　　　　　・来場者を聖堂に誘い、神父様などが対応する
　　　　　　　　　・世界難民移住移動の日と連動し、国際コーナーを盛上げる
　　　　　　　　　・教会への案内など工夫をする　等

４．議　事：　　　　　　 
　　4.1　 バザーの反省と益金の配分について 

・震災直売コーナーは、食品も扱っているので、次年度はルルドの前とする
・ビール（ノンアルコール）を買う人が多かった
・ミサにも参加出来ることを表示する
・ＢＧＭ（スピーカー）を流して盛上げる様にしては！
・子供券今後も継続（１万円前後－神父様のご好意）
・救護班を設置（和室利用）
・海星の学生のボランティアは、大変戦力となった感謝（食券多く用意）
・足場材不足に伴い、大型テント借用見通しついた　　等
＊益金配分については、次回運営委員会にて決定

4.2　待降節の黙想会と共同回心式の指導司祭と日時について　		
　登別教会と共催　日時など詳細に就いては登別教会と後日相談決定（当教会としては、	
　夜開催は不可）

　　　　	赤波江神父様ﾌﾟﾛﾌｨﾙ　1944福岡県生まれ　1958聖ﾊﾟｳﾛ修道会入会
　　　　　			1974司祭叙階　1997～2008ｶﾄﾘｯｸ新聞編集長　現在聖ﾊﾟｳﾛ修道会養成担当　	
4.3  苫小牧地区信徒大会について（事前準備と再確認） 

・栞（１５０部作成）、名札の作成（名刺版）、・受堅者の代父母依頼、横断幕作成、
　　　　　　　　分ち合い組み編成、各奉仕者の依頼　等

・海星学院との事前打合せ（10/16  16:00）・会場、他の最終確認(10/17  11:00)　　
　　　　　・信徒大会進行要領と大会次第について説明（別紙資料）　手話による同時進行も考慮
　　　　　・信徒大会のミサ献金は、カリタスジャパンを通してヨーロッパ難民の為送金する
　　　　　　世界難民移住移動者の日献金は、小教区で別途集金送付する
　　　　　・当教会のオルガン搬送	
4.4  　受堅者のお祝い品について（金額と数） 

お祝い品は、統一したものを送呈するという事で、今回は「堅信証明書」を額縁に入れた物
とその他ご絵を渡す（予算　１，０００円）　	

4.5 　クリスマスリース作りについて 
例年の担当者にお願い確認の上、１１／２８（土）ミサ後作業開始

4.6　その他 
＊文化「講演会」依頼に伴う依頼書　講師に郵送

　　　　　　ポスターやチラシを作成、報道機関に依頼
　　　　　＊信徒大会ブロック最終打合せ　東室蘭教会　１０／１１（日）１４；００
　　　　　＊信徒大会に於ける「東室蘭教会からの報告」について報告あり	

5.1 ミサ、集会祭儀の予定 
   10/4　上杉師　10/11  集会祭儀　10/18  信徒大会　10/25  上杉師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 11/1　上杉師　11/8  集会祭儀　11/15  上杉師　11/22  集会祭儀　11/29  上杉師　

室蘭民報に載った教会
のバザーに記事です。賑
やかな様子が写っていて
いいですね。 

感謝!! 

　先週の2015年教会のバザー
は、最高の好天に恵まれ、事
故なく終了することができま
した。神様に感謝するととも
に、頑張っていただいた皆様
に心より感謝いたします。益
金の集計はまだ確定しており
ませんが、何とか昨年並みは
確保できそうです。決定し次
第お知らせいたします。しば
らくお待ちください。 
　尚、益金のお届け先は、信
徒大会終了後の運営委員会で
決定するよていです。

右の写真、これうちの教会のバザー
の写真です。ちょっと信じられな
いでしょう。本当によく働いてく
れました。 
下の写真。本当に楽しそうですね。
焼き鳥、完売だったので嬉しかっ
たのかも。そして働く神父様。


