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神の愛の宣教者会とは（Webにて） 
神の愛の宣教者会（かみ
のあいのせんきょうしゃ
かい、別名ミッショナリー
スオブチャリティ（英
語: Missionaries of 
Charity））は、1950年
10月7日に教皇庁（ロー
マ教皇庁）の認可を受け

て設立されたカトリックの女子修道会。「もっとも
貧しい人々のために働くこと」を使命とする。現在、
133の国と地域で活動し、4500人以上の修道女がい
る。 
設立の経緯と活動[編集] 
1946年9月10日、ロレト修道会のコルカタの聖マリ
ア学院で裕福な子女たちを教えていたシスター・テ
レサ（後のマザー・テレサ）はコルカタからダージ
リンに向かう列車の中で、「もっとも貧しい人のた
めに働くように」という神の招きを受ける体験をし
た。 
1948年にローマ教皇から修道院を離れて暮らす許可
を得ると、インド国内で医療訓練を終え、マザー・
テレサは一人でコルカタの街に入った。そこで彼女
は死に行く人々、誰からも見捨てられた人々の世話
を始めたのである。そんな彼女のもとへやってきて、
その活動を助けたのはかつての教え子たちであった。

1950年10月7日に神の愛の宣教者修道女会は教皇庁
の正式な認可を受けた。最初の「死を待つ人々の家」
は、テレサを含む12人のシスター達によって始まっ
た。 
1965年のベネズエラを皮切りに、インド国外での活
動を開始。日本やアメリカ合衆国を含め、全世界の
国に活動が広がっている。1963年には男子修道会で
ある神の愛の宣教者兄弟会も創立されている。 
1990年にマザー・テレサは総長職の辞任を願ってい
たが、再任された。1997年3月13日、マザー・テレ
サの死の半年前に、シスター・ニルマラ・ジョシー
が神の愛の宣教者会の2代目総長に選ばれた。創立者
のマザー・テレサは1997年9月に87歳で亡くなった。
なお、ニルマラは「私達がマザーと呼ぶべき人はマ
ザー・テレサただ一人である」という理由により、
総長職を継いだ後も「マザー」を名乗ることはなく、
2015年6月23日に亡くなるまでずっと「シスター」
を名乗り続けていた。これは3代目総長のシスター・
メアリー・プレマも同様である。 
2007年9月5日にはマザーの没後10年を記念し東京カ
テドラル聖マリア大聖堂でミサが行われ、500人を超
える参拝者が訪れ祈りを捧げたほか、バチカン大使
館より教皇大使と参事官も共同司式で参加した｡[1]。 
2010年8月26日にはマザー・テレサ生誕100周年を
記念したミサ説教が東京カテドラル聖マリア大聖堂
で行われた[2]。

運営委員役員選挙投票日 
2016年度の役員選挙投票は今日からです。13
日から27日のミサ後までに、渡り廊下にある
投票箱に投票してください。開票は27日です。

教会総会のご案内 
お知らせの裏面にも掲載しましたが、開催日
は4月17日㈰曜日です。例年の信徒総会より
１週間早くなります。お間違えのないように。

「マザーテレサと出会って」

―　シスター石郷岡さんのお話を聞く集い―


3月20日㈰　ミサ後　ホールにて

登別市出⾝のシスター（カトリックの修
道⼥）⽯郷岡さんは、学⽣時代のボラン
ティア活動を通してマザーテレサと知り
合い、彼⼥の創設した修道会「ミッショ
ナリーオブチャリティ－（神の愛の宣教
者会）」に⼊られました。⼀時帰国され

たシスター⽯郷岡さんのお話をご⼀緒の
お聞きになりませんか。現代の聖⼥とし
てどの宗教の⽅からも尊敬を受けてい
る、マザーテレサの⼼に触れる機会とな
りますように。

曜 午　　　前 午　　　後
1 金
2 土 ミサ（上杉師）10:00　　掃除当番楽山　お泊まり会 中学英語15:30
3 日 ミサ(上杉師)9:30　運営委員会　お泊まり会
4 月 ロザリオの集い10:00
5 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　
6 水 旧約聖書を読む会10:00　 子供英語教室15:30
7 木
8 金
9 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除当番楽山　セシリア10:45 中学英語15:30
10 日 集会祭儀9:30　壮年女性部例会
11 月 ロザリオの集い10:00
12 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

13 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
14 木
15 金
16 土 ミサ（上杉師）10:00 中学英語15:30
17 日 ミサ(上杉師)9:30　2016信徒総会ミサ後
18 月 ロザリオの集い10:00
19 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　　
20 水 旧約聖書を読む会10:00　 子供英語教室15:30
21 木 ミサ（上杉師）10:00　「さくら・カフェ」開店 病者訪問13:00
22 金 修道院ミサ7:00　　　　　　　　　　 セシリア13:30　
23 土 ミサ（上杉師）10:00　 中学英語15:30
24 日 ミサ9:30(森田師)　　ミニ大掃除の日
25 月 ロザリオの集い10:00
26 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

27 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
28 木 修道院ミサ7:00（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
29 金 佐藤神父叙階式（北一条教会）　　　　　　　　
30 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除当番楽山 中学英語15:30

2016年4月　教会行事予定表

先週の入門式の様子です。 
横田健之助様（マキシミリアン・マリア．コルベ） 
木谷　浩様（トマス・アクィナス） 

復活の日に洗礼を受けます。お目出度うございます



2015年度第11回運営委員会議事録 
2016年3月6日㈰11:00～12:25 

　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 3月・4月の予定

　　　　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　枝の主日
　　　　３月２４日（木）　聖木曜日から聖なる３日間
　　　　３月２７日（日）　ご復活の主日、役員選挙開票
　　　　４月　３日（日）　運営委員会
　　　　４月１０日（日）　壮年部、女性部例会　　　　　　
　　　　４月１７日（日）　２０１6年度信徒総会
　　　　４月２４日（日）　ミニ大掃除

　　3.2　その他 
　＊２０１５年度　第３回ザックバランの会開催（１１：００～１２：００）２０１６／２／２１	
　　（日）ミサ後　参加者　上杉神父様　他２３名
＋「神の愛の宣教者会」某Ｓｒに、講話の依頼をする３／２０（日）ミサ後　マザーテレサの	
　ＤＶＤ放映　一般の方々への案内実施（チラシの配布）詳細は運営委員会に一任
＋　聖堂建築について
・現在業者に、聖堂の大きさを縮小した場合の見積を依頼中
・当初の頃と事情が変わり、予算以上に見積が高くなった為、不足分は特別会計の預金を使	
　ても良いのでは………
・将来的に預金は、なるべく崩すことの無いように考えたい　既に司祭館も一部修繕しなけ	
　ればならない所が発生している
・雨漏りも壁もまだ大丈夫なので、その侭ジャッキアップ方式を採用しては……もったいな	
　いと思う
・当初はジャッキアップ方式も考慮したが、費用が高く建て直した方が合理的と言うことで	
　進行してきている　　等

＋「カフェ」開設について　（宣伝チラシ作成配布）
・４月より実施　月一回木曜日　ミサ後お茶、お菓子用意
・教会が地域の方々と交わる場として、教会の敷居を低くする
・近くの農作業をしている人々に声かけをする
・スタッフは、楽しみながら自発的に奉仕出来る様に先ずは、信者の参加で始め、其の内に　	
　趣味などを取入れたりする。昼食は持込自由、又軽食を用意し提供するようにしては……
・高齢者や独居者が多くなっているので、楽しむ場所があると良いと思う
・シスターの協力も頂ける　　等　

　　3.3　財務報告　　２０１６年2月分の報告あり、特に問題なし	

４．議　事：　　　 
：　4.1  カトリック望洋台共同墓使用規定（案）について 

　　室蘭ブロックとしての協議事項であるが、先ず当教会としての考え方は案通り了承　但し５	
　　／２９のブロック会議で正式決定　従って施行日は６／１とする　　

  4.2 土曜学校お泊り会の日程再確認について  
当初予定された日は、当教会の参加者はゼロの為4/2（土），4/3（日）の一泊二日に変更

　　4.3 東日本大震災５周年を迎えるに当たっての対応について 
前年通りカレンダーの販売に協力する　海産物、他の購入販売は送付されて来た　　　　　　　
資料を検討し、別途協力する　東日本大震災被災者のための祈りは実施被災者に来て頂いて
体験を話して頂く機会を、企画する（室蘭ブロックとして）

　4.4  ご復活祭パーティーについて（受洗者お祝い） 
　　　　　パーティーは、例年通り実施　受洗者のお祝いは、教会として「十字架」を贈呈

 　　4..5  総会の事前準備について　　　　　　　 
　　　　今回は特に協議事項なし　総会議案書は、例年のものを４／３迄に用意

　	4.6  カフェ」開設に伴う進め方の再確認について 
　　　　４月の第３木曜日（４／２１）　ミサ出席者から協力を得て開設決定	

　	

			4.7 その他　
　　・３／２０（日）ミサ後「神の愛の宣教者会」のＳｒ石郷岡さんによる講話実施

　　　　　　　マザーテレサのＤＶＤも放映　一般の方々の案内実施（チラシ配布）
　　　　　　・新聖堂建築の再見積に基づき、近い内に打合せあり
　　　　　　・当教会のホームページ担当者にお礼決定
　　　　　　・新カトリック大辞典購入予定　
　　　　　　・「サグラダ・ファミリア」映画チケット受付　シニア前売り　￥１，０００

5. ミサ、集会祭儀の予定
　　 3/6  上杉師　3/13 集会祭儀　3/20 上杉師　3/27 上杉師
　　 4/3  上杉師　4/10 集会祭儀　4/17 上杉師　4/24 森田師

聖週間のご案内 
3月23日㈬　許しの秘跡　14:00～18:00　（森田神父様） 
3月24日㈭　許しの秘跡　10:00～12:00　（上杉神父様） 
（聖堂にいらしてください。お待ちしております） 
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

さくらカフェ 
開店します 

何人かの方からロゴの案が来ました。みんなで考えて気に入っ

たものを使いましょう。	

議事録に記載された通り、

今年の4月17日より「カ

フェ」を開設することにな

りました	

　教会も敷居を低くし、地

位の方々が気軽に集まって

きて、くつろぎと交流の場に

なるためです。	

　始めのうちは、近くの空き

地で農作業をしている方々や、

あなたの友人や近所の方など

をお誘いして、カトリック教

会が閉鎖的な特殊なところで

はないことを知ってもらう

ことが大きな目的なのです。

　信者のナルトカ洗礼がと

かは、その方と神様の問題

ですから、私たちはとにか

くカトリック教会を知って

いただくことが大切と考えます。	

　スタッフは、楽しみながら自発的に参加できるよ

うに信者の方の参加で始め、シスターさんのご協力

もいただけるそうです。	

　そのうちに趣味などを取り入れたりし、昼食は持

ち込み自由ですし、そのうちに軽食を提供できるよ

うになるかもしれません

ね。	

　とにかく、高齢の方や

一人暮らしの方々のオア

シスになれば嬉しいです

ね。

 

サクラ 
カフェ 
 
 

 
 

サクラ 
カフェ 
 
 

 
サクラ 
カフェ 
 

 
サクラ 
カフェ 

 
 
 

SAKURA CAFE

 

サクラ 
カフェ 
 
 

 
 

サクラ 
カフェ 
 
 

 
サクラ 
カフェ 
 

 
サクラ 
カフェ 

 
 
 

SAKURA CAFE

さくら


