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後
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1 日 ミサ(上杉師)9:30 マリア祭子供の日・母の日祝福 運営委員会
2 月
3 火
4 水
5 木
6 金 修道院ミサ7:00

入門クラス18:00

7 土 ミサ（上杉師）10:00
8 日 集会祭儀9:30

掃除当番楽山

セシリア10:45

水戸・佐藤さん結婚式15:00（室蘭）

壮年女性部例会

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

病者訪問13:00

入門クラス（ミサ後）

13 金 修道院ミサ7:00（上杉師）10:00
14 土 ミサ（上杉師）10:00

セシリアコーラス10:45

15 日 ミサ（小林師)9:30

ミニ大掃除の日

中学英語15:30

垣根剪定木の枝切断等 苫小牧地区連絡協議会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）「さくら・カフェ」開店 病者訪問13:00
20 金 修道院ミサ7:00（上杉師）10:00

セシリア13:30入門クラス18:00

21 土 ミサ（上杉師）10:00

中学英語15:30

22 日 集会祭儀9:30
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
26 木 ミサ7:00（上杉師）10:00

子供英語教室15:30
入門クラス（ミサ後）

病者訪問13:00

27 金 修道院ミサ7:00（上杉師）10:00

セシリアコーラス13:00

28 土 掃除当番楽山

中学英語15:30

29 日 合同ミサ10:00

教区宣司評（札幌）
室蘭教会

子
供

聖堂の工事が始まります
11日頃から聖堂の工事が始まる予定です
香部屋やその下の物置の物品の移動などた
くさんの仕事があります。屈強な男子の手
が足りません。みんなで力を合わせて怪我
のないように、頑張りましょう。
作業の日程は後日おしらせします。

FAX 0143-44-3854

ご復活おめでとうございます
そして新しい兄弟の誕生です
幾つかありましたから両者をあわせればキリスト者
としての出発点には立てたかなと思っております。
この日を迎える迄に多くの人から励ましの言葉を
いただきました。付して感謝いたします。

洗礼を受けて

共
に

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851

毎月第2日曜発行

マキシミリアノ

OPC10:00

今年の総会は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。

カトリック東室蘭教会広報誌

と

ブロック会議12:30（室蘭）

教会総会のご案内
4月17日
（ミサ後）

2016年4月10日

達

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

ひとつになろう

洗礼を受けて

トマス

アクイナス
横田健之助

マリア

コルベ
木谷 浩

復活祭に洗礼を受け、皆さんのご厚意をいただき
まして感謝申し上げます。
この日までに、私は聖書から幾つかの言葉の意味
を受けて、この道を進むことにしました。そして今
は、新たな名を与えられ、新たな生命を与えられた
感じがしています。
よろしくお願いいたします。

今年の復活祭で洗礼を受け、キリスト者の仲間入り
ができたことを嬉しく思っています。
きっかけになったのは、四月三日まで上野の東京
美術館で展示されているというボッテチェリ作の「東
方三博士の礼拝」でした。この三博士の名前は残さ
れているのだろうか。とつぶやいたのが、上杉神父
の耳に入り、洗礼を受けるための勉強に来ませんか
と誘われたことでした。この三博士は占星術者で、
その名前は知られているとの事です。 復活祭まで
の短い期間ですがキリスト教についての基礎的な知
識をいくつか学びました。そして神の恵みとか聖霊
とか、知識ではなく心で感じるべき事柄については
これまで過ごしてきた人生の中で思い当たることが

Sakura Cafe

4月21日

いよいよ開店です。毎週第３木曜日のミサ後です。

2015年度第12回運営委員会議事録
2016年4月3日㈰11:00〜13:15

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 4月・5月の予定
４月 ３日（日） 運営委員会、女性部部長選出投票開始、お泊り会最終日
４月１０日（日） 壮年部、女性部例会
４月１７日（日） ２０１５年度信徒総会
４月２４日（日） ミニ大掃除、
５月 １日（日） 運営委員会、子供の日、母の日の祝福、マリア祭
５月 ８日（日） 壮年部、女性部例会
５月１５日（日） 垣根剪定、木の枝切断等
５月２２日（日）
５月２９日（日） 合同ミサ １０：００ 室蘭教会 ブロック会議
3.2 その他
＊新聖堂建築に関する件
当初建築予算は、２，２００万円以下（・追加拠出金は求めない・特別会計取崩さない）建築会社か
ら出された最初の建築費は約２，８００万円弱と提案あり、再々煮詰めて頂いて２，７００万円迄減額
可能との回答が来た。信徒の協力や教会外の献金等で約２，７００万円強が確実となったので4/17の総
会で承認を得ることとなった。これに伴い、建築費増額と着工時期大幅に延びた事により、再度顧問会
の了承を頂く必要が生じ、緊急に3/22の顧問会で承認を頂いた。早急に業者との打合せを行い、今後の
工程を決定する運びとなった。
＊ご復活の日新しい兄弟が誕生
横田 健之助様（トマス・アクィナス）、木谷 浩様（マキシミリアン・マリア、コルベ）
＊２０１６年度運営委員会役員選挙開票実施 <３月２７日 復活祭パーティー後> 結果
運営委員長 松岡 健一 副委員長 竹川 亨 高科 美智子
監事 小林 和夫 杉岡 正敏
3.3 財務報告
２０１５年度の決算が報告され、収入部は１００％達成され、支出部は宗教活動費（行事費、宣教強化
費、図書資料費）の一部と広報費に１００％強の支出があったが、全体的には殆んど予算通りであり、
健全財政であった。又２０１６年度予算額は、過去の実績を踏まえ、ほぼ例年並みと報告され、若干の
指摘があり一部訂正はあったがほぼ了解され、後は総会での承認を待つ事となった。
特別会計も報告され、指摘はなかった。

４．議

事：

4.1 信徒総会（４／１７）の事前準備
＊2015年度事業報告と2016年度事業計画案精査について2016年4/21（木）カフェ開設（毎月第３木）８月上
杉神父様霊名（ﾋﾞｱﾝﾈ）の祝日にお祝い10月いつくしみの特別聖年に伴う巡礼 11月 聖堂献堂式
＊カトリック東室蘭教会会則について
信徒会の名称と内容変更に伴い、「カトリック東室蘭教会会則」が制定されたので承認頂く必要が生じ
た。又新たに変更となった所は、教会施設利用献金の目安の所で、特に一般利用者の場合の箇所で時間
と基本額が一部訂正となった。
＊信徒総会資料の表紙の題字「教会総会」に訂正
１２０部発行
4.2 いつくしみの特別聖年に伴い巡礼の企画について「許しの秘蹟、免償」
・１０月に実施決定 平日１泊２日で函館トラピスト(ルルド)、宮前教会を第一希望とする。バス利用の
場合 約１５万円 個人負担としては１万円予定 詳細次回決定
・参加出来ない人の事も考慮する必要があるとの意見もあった 再度要検討
4.3 合同パーティ― (子供の日、父の日、母の日) について
合同で実施となったが、子供の日のお祝いは、5/1マリア祭に参加した子供達にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ を渡す事とし
た。父の日、母の日は合同パーティー 6/5（日）とし、詳細は後日決定
4.4 ワールドユースデー(ＷＹＤ)参加者の為の費用カンパについて
札幌司教区１０名の参加表明 参加費用３０万円半額教区助成 残り個人負担分は小教区援助としたが、
小教区のカンパ期待出来ない事判明 従って教区として共通のカンパを募る事決定（個人負担軽減の為）
当教会として３万円カンパする事決定 取りあえず募金箱設置 口座振込期限５月２０日（金)
4..5 ２０１６年教区分担金について
・収入の少ない小教区の減額 ・教区内に在住する多国籍の信徒の宣教司牧強化・青少年育成強化 ・教
区１００周年事業の予算２００万円計上（9/4記念式典予定）等踏まえて決定当教会要請額 １，００
０，０００円（受入決定 従来通り年２回払いとす）

4.6 聖堂解体に伴う対応、処置について契約取り交し最短４／７

場合に依っては４／９以降となる

建築費２７００万円決定概略の工程を早急に提出して頂き、それに従って対応、処置を話合う必要あ
り（日時未定）特に典礼の諸聖具の管理置き場所等検討急を要す。 （４月解体開始 ９／Ｅ竣工予定
4.7 新カトリック大辞典購入について 購入決定（要手配）
4.8 「聖体授与の臨時の奉仕者」と「集会祭儀司会者」任命と留意点について
教区司祭評議会を中心に話合って色々の事が決定された。当教会としては以前から実施されている事
が多いが、定期的な研修は必要と思われる。しかし詳細な理解が難しいので、神父様が居られる時改
めて説明を頂く事となった。
4.9 その他
・ホールでのごミサ時、椅子の数が足りないのではないか。出来るだけ座布団に座って頂くが、リースで椅
子を用意するか、修道院にも予備の椅子あるので、様子を見ながら対応する事とした。
・カフェ開設に伴い、予算化 ５万円充当する

5. ミサ、集会祭儀の予定
4/3 森田師 4/10 集会祭儀 4/17 上杉師 4/24 森田師
5/1 上杉師 5/8 集会祭儀 5/15 小林師 5/22 集会祭儀

楽しかったお泊まり会
「『７,１１』 皆さんこれは何と読みますか。」
紙に書かれた数字を「しちと、じゅういち」と応えた
子供たちに「そうですよく出来ました。英語ではセブ
ン、イレブンと読みますね。これは修道院には大切な
数字です。」「エ？な～に」
4月1日(金)から3日(日)に行なわれた「お泊り会」日
程の最初が修道院訪問でした。院内聖堂で真面目に祈っ
た後、院長のクイズのような言葉かけで子供たちの緊
張が解れました。
「セブン・イレブンの日、7月11日は聖
ベネディクトのお祝い日です。この聖人
はシスター達の修道院をず～っと昔に始
めた人です。ですから、この日はシスター
達の大切な、大きいお祝い日になります。
それで、ご馳走を、いっぱい、いっぱい、
いっぱーい！食べます。」この言葉で付
き添ってこられたリーダー達が笑い、一
段とリラックスした雰囲気となり、院長
から私たちの修道院の歴史と、「誕生日
も大切ですけれども、霊名(受洗名)もちゃんと覚えてそ
の聖人がいつも守って下さるようにお願いしましょ
う。」とのお話があり、その後、おやつを食べて教会
に戻りました。
２６名で始まったお泊り会も６回目の今年は６名(女
子５名、男子１名)でしたが、参加者の中には習い事の
合間をぬって来る子、また「塾の宿題を全部ちゃんと
できるのなら泊まってもいい。｣とお父さんに言われ、
朝5時半に起きて勉強をしたり、それを助ける先輩の姿
もありました。
上杉神父様が中１年、小５年、４年生を受け持って下
さり、今、社会で起きている出来事を通して子供達に
お話されたようです。特に誘拐され、２年間監禁状態
にあった女子中学生のお話しから「人はパンだけで生
きるもではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生
きる。」この言葉が心に残ったようでした。あとの2人
の子供は、私が受け持ち初聖体の準備に入りました
お忙しい中、今年も材料ご持参で製作を受け持って下
さったリーダーからは、ストラップやペンダントの作
り方を習いました。どのような出来ばえであっても「き

5/29 合同ﾐｻ（室蘭）

れいね。」「上手にできたわ～」と褒められたり「こ
こにメダイをつけてもステキね」とアドバイスされ、
「お母さんのお土産に｣「ランドセルにつけるの」と時
間を忘れ目を輝かせた時でした。
子供たちは豚汁や、おむすび、焼きそば作りが楽しみ
でした。昨秋収穫し、越冬した甘い大根を入れた豚汁
は、味噌の入れ具合によって美味しさが決まるのを教
えていもらい、「うちに帰ったら作ってみる。」と張
り切っていました。おむすびは三角、まるいもの、石
ころのような形、中には十字架をかたどった想像性豊
かなものもありました
食欲もあり、「お腹がパンクしたらこまる
からね。」と促されてしぶしぶ「ごちそう
さま」をしましたが、豚汁は3杯もおかわ
りをするほどでした。
食事の準備は子供達とする予定でしたの
で、品数も少なく簡単な献立でしたが、鶏
のカラ揚げ、ポテトサラダ、大学芋、揚げ
バナナ、アイスクリーム、などなどをいた
だき、とても豪華な食卓になりました。特
に、マックドナルドのハンバーガは、皆のほっぺを一
杯に膨らませ特別嬉しそうな顔をして食べる姿が印象
的でした。
日曜日のミサの共同祈願に、お母さんを気遣ったり、
お父さんとのコミニケーションの取り方に悩み、祈る
文もありましたように、心の痛みを抱えていながらも
笑顔で皆と接するいじらしさや「私はこう見られてい
るけれど本当はもっと違うの。」と、本心をリーダー
に打ち明ける姿を見、今すぐにではなくともこれから
の人生体験の中で、きっとお世話して下さったリーダー
たちの心からの優しさを思い出し、教会の門をたたく
時も来るでしょうとの確信を持ちました。
リーダーとして参加して下さった方がたには色々な
予定を置いての参加でしたでしょうと推察いたしまし
た。また、車での移動を引き受けて下さった方、写真
撮影、ミサ中の奉仕などをご指導して下さった方,「朗
読とても上手だったね。」と声を掛けて下さった方が
た。皆様のお陰でお泊り会を,楽しく、有意義に、無事
終えられましたことをご報告いたします。
聖ベネディクト女子修道院 Sr．ナオミ

