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新聖堂建築に向けた準備状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新聖堂建築特別委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委員長　　松岡健一 

１．建築決定までの経過 
　　　聖堂改築が正式に話題になったのは、2009年
に遡る。この年改築の是非を巡って、改修か新
築か具体的な検討を始めた。臨時総会での検討
も全体の合意は得られなかったが、新築を望む
声が多く、新築の可能性を探るため、資金の準

備に入った。積立は今後１０年間とし、５年を

目処に新築の可能性を決定することとして2010
年から積立を開始した。 

　　　資金の積立は予想より順調で、2011年の夏に
は相当程度の拠金が集まり、新築の可能性が現
実のものとなったとの判断で、具体的な新築案

を検討するため、2011年10月に聖堂新築のため
の特別委員会を設置し、検討に入った。 

　　　しかしながら、信徒のみの素人の委員会では、

具体的な建築計画は作成出来ず、2012年に専門
家による素案をお願いすることとし、室蘭工業
大学の専門家に作成を依頼した。 
　その後、2013年の東日本大震災の発生や消費
増税の実施、2020年の東京オリンピックの決定
など、我が国の経済状況が激変し、建築に関す

る環境も大きく変化した。これらのことから、

専門家の素案の提示が遅れていたが、2014年夏
になって、素案が示された。 

　　　これを基本とした案で、新築に踏み切るかど
うか委員会及び臨時総会により検討を行ったが、
不明なことが多く判断が困難と云うことで、直

接専門家に説明をお願いすることとし、2015年2
月に説明会が開催された。その結果問題点はほ

ぼ解消されたとの判断で、2015年4月の総会で、
正式に建築を推進することとなった。 

２．その後の状況 
　　　以上の経緯により、2015年5月に正式に専門
家に実施設計を依頼し、新築に向けた作業が開
始された。当時は７月初旬に、日程や工事金額
を決定し、正式の契約をする 

　　契約金、工事費の１０％支払、同時に確認申請
をする 

　　８月初旬、工事着工。　工事費の３０％支払 
　　１０月中旬、上棟式予定。工事費の３０％支払 
　　１１月末竣工。引き渡し時に残りの３０％支払 
　　と確認したが、やはり経済状況の変化等により、
工事を予定している建築会社との建築費の調整

に時間を要し、着工が大幅に遅れていた。 
３．現在の状況 
現状を確認すべく、去る１月30日（土）午前

11時から、工大の専門家山田先生及び建築を予
定している協和ハウスの社長並びに担当者をお
迎えして相談会が行われた。その結果、先の設

計案を基本とした建築による積算では約2,800万
円弱となっており、教会で現在可能と考えてい

る資金約2,500万円とは200～300万円の差があ
り、これを詰めること検討していることが分かっ
た。この額は調整不可能な額ではないことも明
らかとなった。 
建築会社の意向としては、この詰めを２月中
に終え、可能であれば３月中の着工を考えてい
ることも明らかとなった。 
４．今後の検討 
今後の対応としては、建築費の圧縮の状況を見

守るとともに、教会としても資金の増額の可能

性がないか（実は積立予想額は2,500万円を越え
ている）など、建築特別委員長としては実施に

向けた再検討をしなければならないと考えてい

る。最終的な建築資金の決定は、2016年度の総

一歩前へ

運営委員役員選挙について 
2016年度からは委員長・副委員長・監事の任期は２年になります。3月6日が公示日で、投票開
始は3月15日開票は3月27日です。詳細は後日お届けします。 

選挙管理委員の方は 
2月14日　名簿・案内文・投票用紙などの確認があります。黙想会があるので短時間で。 
2月21日　案内状・封筒ラベル・投票用紙の準備をします。 
3月  6日　選挙公示日です。封筒の発送、手渡しなど。 
3月13日　投票開始です。投票箱の準備青します、 
3月27日　開票日です。公開で行われます。

曜 午　　　前 午　　　後
1 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　
2 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
3 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
4 金 修道院ミサ7:00　　　　　　　　　　 入門クラス18:00
5 土 ミサ（上杉師入門式・志願式10:00　掃除太平洋地区 土曜学校13.30　中学英語15:30

6 日 ミサ(上杉師)9:30　運営委員会　役員選挙公示日
7 月 ロザリオの集い10:00
8 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

9 水 旧約聖書を読む会10:00　 子供英語教室15:30
10 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
11 金 修道院ミサ7:00　　追悼ミサ（北１条教会）
12 土 ミサ（上杉師）10:00　子羊会　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
13 日 集会祭儀9:30　壮年女性部例会　役員選挙投票開始
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　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
18 金 修道院ミサ7:00　　　　土曜学校お泊まり会　　　　　　 入門クラス18:00
19 土 ミサ（上杉師）10:00　土曜学校お泊まり会 土曜学校13.30　中学英語15:30

20 日 ミサ(上杉師)9:30　　大掃除　土曜学校お泊まり会
21 月 ロザリオの集い10:00
22 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

23 水 旧約聖書を読む会10:00
24 木 聖木曜日　20:00
25 金 聖金曜日　20:00
26 土 掃除太平洋地区10:00 復活徹夜祭20:00ミニパーティー

27 日 ミサ9:30　復活の主日　投票開票日　復活祭パーティー
28 月 ロザリオの集い10:00
29 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
30 水 旧約聖書を読む会10:00
31 木 この日はミサ・入門クラス・病者訪問はございません

2016年3月　教会行事予定表



2015年度第10回運営委員会議事録 
2016年2月7日㈰11:00～12:55 

　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 2月・3月の予定

　　　	２月　７日（日）　運営委員会

　　　　２月１４日（日）　四旬節黙想会　佐藤宝倉神父（ミサと講話）

　　　　２月２１日（日）　ザックバランの会

　　　　２月２８日（日）　ミニ大掃除

　　　　３月　６日（日）　運営委員会、役員選挙公示

　　　　３月１３日（日）　壮年部、女性部例会、役員選挙開始

　　　　３月２０日（日）　復活祭前大掃除

　　　　３月２７日（日）　役員選挙開票

　　3.2　その他 

＊室工大山田先生、協和ハウス松繁社長を迎えて、新聖堂建築に伴う現時点の進捗状況と問題点に就											

		いて話合う　２０１６，１，３０（土）　11:00～12:35 
・東京オリンピックに伴い人件費、材料費の価格がアップしており、見積額は約２，８００万円と	

　　　　　成ったこと

・協和ハウス　今年度可なりの受注があるので、本工事早めに進めたい意向

・受注側は、２月：正式図面作成（見積再調整）、構造計算書作成、確認申請書作成　等　３月：工	

　事開始希望

・発注側は、現状の問題点に関する対策を運営委員会等で協議要今迄に決定されている事項　　　　　　　　　	

　①費用　２，２００万円以内

　②特別会計　取崩さない

　③追加拠出金は求めない　等　　　

　＊２０１５年度　第４回室蘭ブロック会議の件
２０１６／１／３１（日）伊達教会　14:00～15:45 
・小林神父様の挨拶に続いて、各教会からの報告が有った

・いつくしみの特別聖年取組みについては、司教様のご意向に従う

・教区１００周年の取組みは、ブロックとしてＳｒ．石郷岡さん（神の愛の宣教者会）が近い	

　ちに帰国予定との事で、タイミングをみて「マザーテレサ」のお話頂けないか問い合わせる事	

　とした　

・次に2016年度地区｛連絡協議会「5/15、11/20」女性大会「当番室蘭教会」｝、

　ブロック｛合同ミサ、会議「5/29室蘭、7/31伊達、10/30登別、1/30東室蘭」、

　壮年大会「当番登別教会」｝の行事日程説明があった
・最後に夏季学校の打合せを実施

　2016年7月30日～8月1日　「大滝セミナーハウス」詳細については、現地を視察後決定する移	
　動手段に就いて今回は、海星学院バス借用の可能性があり、正式に依頼する事となった

　　3.3　財務報告　　２０１６年１月分の報告あり、特に問題なし

４．議　事：　　　 

　　4.1  新聖堂建築に伴う現時点に関する問題点について

　　　	 ・資金の限度額を決定し、不足分に就いては、一般会計繰越金、寄付金募集依頼、定期ミニバザー

の売上金、他で充当を検討している　　　　　　　　　

　　　  ・受注側で正式図面作成後の見積再調整額が決定されれば、再度協議となる　　　　　　　　	
　　　　　（日程は未定だが、３月中に契約したい　単価変わる模様）　　　　	

4.2　四旬節の黙想会及び共同回心式日程について 	
２／１４（日）佐藤神父様をお迎えして実施

　ミサ　9:30 　第一講話　10:50～11:50　昼食　1200～12:45（カレー用意）
　第二講話　12:45～13:30 
　共同回心式（佐藤師、小林師、久保寺師）　13:30～14:30 

 4.3  聖週間のミサの予定について 

　　　　　登別教会と打合せして決定する　当教会の希望として、

聖週間　3/24（木）、3/25（金）、3/26（土）は、Ｐｍ８：００～
　　　　　　　　復活祭　3/27（日）は、Ａｍ９：３０～
　　4.4  土曜学校お泊り会について 
　　　　　　３／１８（金）、３／１９（土）、３／２０（日）予定

　　　　　　詳細は、シスター・関係者に一任

　　　　

      4.5  ワールドユースデー参加者推薦について 

　　　　　　海星学院岩川先生に相談（個人の負担額を１０万円とし、不足分は各教会で分担金とし

て充当する）

　	4.6  宮の森町町内会の関わりについて 
　　　　「カフェ」開設に伴い、地域に密着する事を考慮する

　　　　既に金銭的な（会費、祭りの寄付）参加は実施済だが、町内会の行事や総会に今年度から、少し	

							ずつ参加していき、相互の理解に繋げていく

    4.7 その他　
　　　・映画案内「サグラダファミリア」４月上旬上映予定　鑑賞希望者人数調査依頼あり

　　　　チラシ掲示して調査する

　　　・上杉神父様から、現時点での入門クラスの方々の為のお祈りの依頼があった

5. ミサ、集会祭儀の予定
　　  2/7  上杉師　2/14 佐藤師　2/21 上杉師　2/28 集会祭儀
　　	3/6  上杉師　3/13 集会祭儀　3/20 上杉師　3/27 上杉師

聖週間のご案内 
3月24日㈭　主の晩餐　20:00（午後8時） 
3月25日㈮　主の受難　20:00（午後8時） 
3月26日㈯　復活徹夜祭20:00（午後8時）　ミニパーティー 
3月27日㈰　復活の主日  9:30　復活祭パーティー


