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ひとつになろう

　東室蘭教会は1956年（昭和31年）に初代の聖堂
が献堂されました。今年はそれから60年を迎える
こととなります。その年に三代目の聖堂が献堂さ

れることになるのは感慨深いものがあります。聖

堂の改修・改築が話題になってからは間もなく10
年になるように思います。その間東日

本大震災があり、一時は実施が困難に

思えたこともありましたが、皆様の熱

意により実現する運びとなりました。

その年に運営委員長（以前の信徒会長）

を仰せつかり因縁を感じますが、この

２年間、皆様どうぞ宜しくお願い致し

ます。 
新聖堂の完成は、予定では９月末に

なっていますが、外的（天候などの）

内的（信徒の皆様の希望との調整など）

要因により、不安定ではありますが、

完成後の１１月（初代聖堂の献堂月）

には献堂60周年と合わせ新聖堂の献堂を
祝いたいと考えております。完成を楽しんで待ち

たいと思います。 
さて、教会は初めての邦人主任司祭上杉神父様

をお迎えして満二年が過ぎました。この間上杉神

父様のご指導のもと、また高科前運営委員長の実

行力のもと、求道者、受洗者の増加や従来からの

バザーやチャリティコンサートを初め文化祭や講

演会など、新しい活動を加え着実に成果を挙げて

参りました。上杉神父様と高科前運営委員長に心

からの敬意と感謝を申し上げます。 

一方、今年のカトリック教会は、現教皇提唱の

「神のいつくしみの特別聖年」の浸透や札幌教区

創立100周年に因んだ活動など、信仰の深化や宣
教を意識した活動の実行など、信徒の主体的な活

動が求められているように感じます。そのために

は信徒ひとり一人が信仰の喜びを体験

する機会の提供あるいは出会いが是非

とも必要にも思います。 
昔を懐かしむものではありませんが、“信

徒使徒職養成講座”、“心の旅”、“聖

書百週”、“祈りの集い”などが盛んで

あった頃は、私自身“いきいき”してい

たように思います。その思いが長く続か

ないことは我ながら残念ですが、信仰の

喜びを感じ続けるためにはやはり、常に

信仰的な活動に身を置くことが必要に感

じます。そのためには常に新しい活動が

提案されることが必要ではないでしょう

か。主体的にそのような活動を創造する

ことが求められているとは思いますが、信徒には難

しいことでもあります。 
当教会の週日の活動として、信徒を中心としたロ

ザリオの祈りや旧約聖書を読む会があり、上杉神父

様による入門クラスもあります。いずれも信徒の信

仰を深める良い機会となるものです。今年度はこれ

らの活動に積極的に参加することを心がけたいと思

いながら、委員長を務めたいと願って、挨拶と致し

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

祈りのうちに 

創立60年(2016年)を迎えた東室蘭教会

2016年度運営委員会委員長　　松岡健一

5月1日のマリア祭
先週の日曜日、最高のお天気

に恵まれたマリア祭でした。


工事中のため、聖堂も外の芝

生も使えないので狭いホールで

のマリア祭でしたが、「マリア

様の心」の歌声が響きわたりま

した。
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第35回室蘭ブロック 

壮年大会 
2016/6/11㈯～12日㈰ 

テーマ 
教会に於ける青壮老年の活動のあり方 
カトリック東室蘭教会・登別教会 
主任司祭　上杉昌弘神父

子供の日・母の日・父の日 

合同パーティー
2016/6/1㈰ 

曜 午　　　前 午　　　後
1 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
2 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
3 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
4 土 ミサなし　掃除太平洋　初聖体準備11:00　ギン神父金祝11時室蘭教会 中学英語15:30
5 日 ミサ（上杉師）9:30　合同パーティー　運営委員会
6 月 ロザリオの集い10:00
7 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
8 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
9 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
10 金 神父様仙台出張
11 土 修院ミサ7時　ミサ（上杉師）10:00　掃除太平洋　初聖体11:00　セシリアコーラス10:45 壮年大会
12 日 集会祭儀9:30ミサ　壮年部女性部例会　壮年大会（ミサは登別教会）
13 月 ロザリオの集い10:00
14 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　

15 水 旧約聖書を読む会10:00　 子供英語教室15:30
16 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
17 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
18 土 ミサ（上杉師）10:00　子羊会（ミサ後）　初聖体準備11:00 中学英語15:30
19 日 ミサ（上杉師）9:30　ミニ大掃除の日　父の日の祝福
20 月 ロザリオの集い10:00
21 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　
22 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
23 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
24 金 修道院ミサ7:00 セシリア13:30　入門クラス18:00

25 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除太平洋　初聖体準備11:00 中学英語15:30
26 日 集会祭儀　9:30　　
27 月 ロザリオの集い10:00　全道司祭会議29日まで
28 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

29 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語教室15:30
30 木

2016年6月　教会行事予定表



２０１６年度第12回運営委員会議事録 
2016年5月1日㈰11:00～１２:１０ 

　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 新年度の役員	
　　役員名簿は別紙「ひとつになろう②」に記載しました。
3.2 ５，６，７月の予定
　　５月　１日（日）　運営委員会，マリア祭，子供の日・母の日の祝福
　　５月　８日（日）　壮年部，女性部例会
５月１５日（日）　ミニ大掃除，夏期学校予備打ち合わせ（ミサ後；東室蘭のみ），

苫小牧地区連絡会（14時～；苫小牧教会）
５月２９日（日）　今年度第一回合同ミサ；佐藤健一新司祭初ミサ（室蘭教会：１０時～），

ブロック会議（13時～；室蘭教会）
　　　　６月　４日（土）　ギング神父様金祝のミサ，祝賀会
　　６月　５日（日）　子供の日・母の日・父の日合同パーティー、運営委員会
　　６月１１日（土）　室蘭ブロック壮年大会（当番：登別教会、指導司祭：上杉神父様、
　　　　　　　　　　　 場所：カルルス温泉ホテル岩井、１２日まで）

　　　　６月１２日（日）　壮年部，女性部例会
　　　　６月１９日（日）　父の日の祝福，ミニ大掃除，夏期学校事前打ち合わせ（東室蘭教会）
　　　　６月２６日（日）　第三回夏期学校打ち合わせ（室蘭教会、午後２時）
　　　　７月　３日（日）　運営委員会
　　　　７月　９日（土）　夏期学校・大滝セミナーハウス現地打ち合わせ
　　　　７月１０日（日）　夏期学校最終打ち合わせ（東室蘭教会　午後２時）
3.3 財務報告

　　特別に問題なし。聖堂建築会計は第一回の支払をした。拠金以外の収入が多い。

４．議　事
4.1 年度行事の分担について

子供の日（５月　１日）祝　福
マリア祭（５月　１日）　　　　　　　　　　　　　典　礼
母の日（５月　１日）　　　　　　　　　　　　　　祝　福
合同パーティー（６月　５日）　　　　　　　　　　女性部・壮年部
父の日（６月１９日）　　　　　　　　　　　　　　祝　福

神父様霊名記念日（８月　７日）8/4 　　　　　　　女性部	
合同墓参（８月１４日？）　　　　　　　　　　　　典　礼
聖母の被昇天（８月１５日）　　　　　　　　　　　典　礼
ザックバランの会（１０月、２月）　　　　　　　　運営委員会
敬老の日（９月１８日）　　　　　　　　　　　　　祝　福
バザー（９月２５日）　　　　　　　　　　　　　　運営委員会
レクリエーション（９月３０日？）　　　　　　　　事業奉仕

献堂式及び創立60年祝賀会（１１月２０日）　　　 運営委員会
七五三（１１月　６日）・初聖体予定 　　　　　　　女性部・典礼
待降節黙想会（１１月）　　　　　　　　　　　　　事業奉仕
共同回心式（１２月）　　　　　　　　　　　　　　典　礼
降誕祭（１２月２４，２５日）　　　　　　　　　　典礼，壮年部，女性部
新年会（１月１５日）？　　　　　　　　　　　　　女性部

神父様誕生茶話会（２月１０日）      　　　　　　女性部
四旬節黙想会（３月）　　　　　　　　　　　　　　事業奉仕
共同回心式（３月）　　　　　　　　　　　　　　　典　礼
聖週間の行事（４月９日～４月１６日）　　　　　　典　礼
復活祭（４月１５，１６日）　　　　　　　　　　　壮年部，女性部
教会総会（４月２３日）　　　　　　　　　　　　　運営委員会
ブロック壮年大会（６月１１日）当番：登別　　　　壮年部
地区女性大会（　　　　　？）当番：室蘭　　　　　女性部
ブロック夏期学校（７月３０日～８月１日）　　　　担当者

4.2 今年度のテーマ	
“	地域とともに”　・・　地域の信仰の拠点として、地域に馴染んだ共同体へ
　　　私たちの教会は、以前からバザー・英語クラス・パソコン教室などで、地域と係わる活動をして

きましたが、今年度は「サクラカフェ」を開店したことや新聖堂の完成が予定されていることか
ら、地域に溶け込んだ共同体作りをテーマとすることとしました。可能な限り地域の行事にも参
加するとともに、教会も地域に開放する姿勢で地域と係わることにより地域への宣教の力になり
たいとの願いです。	

4.3 聖堂建築について
　　　　完成予定９月末。詳細設計の打合せを５月中に行いたい。
4.4 合同パーティーについて
　　６月５日。女性部にお願いした。会費は取らない。自由参加。

4.5その他
　　　1). 熊本大震災の義捐金を一般会計から10万円＋募金（現在分）をカリタスへ届ける。
　　　2). ワールドユースデイ献金は３万円（決定済み）＋募金分を司教館へ届ける。
　　　3). 車椅子を購入することとした。
　　　4). 集会祭儀の司会者（以前の司式者）について
　　　　　司教館からの通知で、任命制（司教の）となることから、該当者の氏名を提出することとなり、

当教会では可能な限り多数の該当者を纏め、提出することとした。合わせて、司会者を含め、
集会祭儀の進め方について上杉神父様の指導の下、研修をすることとした。日時は後日お知ら
せする。

　　　5). 今年度バザーは、可能な範囲で実施することとした。	
５．司祭の予定

5.1 上杉父様の予定　
　5/2～5/3 北見　5/14 夕張　5/22 司教館用地再利用に関する説明会（札幌）
　5/28 教区宣教司牧評議会出席
5.2ミサ・集会祭儀の予定

　　　5/1上杉師　5/8 集会　5/15 小林師　5/22 集会　　5/29 合同ミサ（室蘭教会）	
　　　6/5	上杉師　6/12	集会　6/19	上杉師　6/26	集会

カリタスジャパン、「熊本地震」緊

急募金　受け付け開始

「熊本地震」につきまして、カリタスジャパンによ
る緊急募金の受け付けが始まりました。以下の通り

です。
なお、下にあるように、福岡教
区でも募金を受け付けていま
す。こちらは教区の判断によっ
て、教会の修復やカトリック関
係の被災者支援にも活用されま
す。
またボランティア、物資の受け
入れなどについては、現在、当
該教区と協議中ですので、あら
ためてお知らせします。

〈熊本地震〉緊急募金　受付開始
4月14日夜から続く一連の大地震で、熊本県を中心
とする地域では、42名が亡くなり、2千名以上が負
傷、約20万人の方が避難生活を余儀なくされていま
す。余震も断続的に発生しており、避難の長期化も

懸念されます。
カリタスジャパンは、熊本地震被災者支援のために
寄せられる募金を受け付けることに決定しました。

なお、お寄せいただいた募金は、広く被災された方々
への緊急・復 興支援活動のために使わせていただ

く予定です。
募金受付口座は次のとおりです：

　郵便振替番号：00170-5-95979
　加入者名：宗教法人カトリック中央協議会　カリ
タスジャパン 
　通信欄に、「熊本地震」とご明記ください。
（2016.4.18）

カリタスジャパンは22日、全国の16教区司教ら責任
者に向け、「〈熊本地震〉緊急募金　呼びかけのお
願い」という書簡を送りました。これによりカリタ
スジャパンは、各教区主体の募金活動を促進し、今
後福岡教区が中心になって実施する被災者支援活動
に全面的に協力し、その側面支援に当たります。
なお、募金の送付先は上記のまま、変更ありませ
ん。

　第３木曜日
毎月の第三木曜日がカフェ

の開店日です。お友達やご

近所の方のお声をかけてく

ださい。

http://www.caritas.jp/
http://www.caritas.jp/

