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2016年6月12日　カトリック東室蘭教会広報誌　毎月第2日曜発行
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今年の
きょうかいのバザー

9月25日（日）㈰
聖堂完成日がまだはっきりしていないの
で、出来る範囲内で行うことになりまし
た。スペースの関係で手狭になります。
みんなで工夫し、社会的に弱い立場にあ
る方々の力になれるよう頑張りましょう 
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2016年 7月30・31・8月1日  
参加費（交通費含む）：5,000円 

北海道地区国立大学大滝セミナーハウス

申込、締切、詳細は教会に用意された申込書をご覧下さい 
カトリック室蘭教会　カトリック東室蘭教会　カトリック登別教会　カトリック伊達教会

小林　薫　神父 
カトリック室蘭・伊達教会主任司祭 

室蘭市常盤町11-15 
☎(0143)22-5496 

上杉　昌弘　神父 
カトリック東室蘭・登別教会主任司祭 

室蘭市宮の森町4-9-7 
☎(0143)44-3851

2016 カトリック室蘭ブロック

夏期学校

楽しいことがいっぱい
海水浴（とようら海岸）

きもだめし
ラジオ体操
ハイキング

体育館でボール遊び
野外ジンヂスカン　など

今年の夏期学校は伊達市大滝区になりました
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2016年の室蘭ブロック夏期学校は伊達市の大滝区にある「大滝セミ
ナーハウス」で行われます。 
　昨年の「ネイパル森」は遠距離のため、移動時間やスケジュールに無理
があり、いろいろ考えた結果、比較的近くの大滝に大学の「セミナーハウ
ス」があり、子供達でも利用できることがわかりました。 
子供達の安全のために皆様のお祈りをお願いします。

大学生のための大きな体
育館です。子供達がのびの
びと遊べます。歓声が聞こ
えてきそうです

国立大学法人全国共同利
用施設「大滝セミナーハウ
ス」です。 
伊達市大滝区優徳32 
0142-68-6155 
体育館、グランド、研修室
などがあります。

優徳町農村公園から見え
る徳舜瞥山（とくしゅんべ
つやま）です。比較的楽の
登れるようなので、お天気
が良い時に登ります。 
無理をせず、安全に気をつ
けます。雨の時は室内で映
画鑑賞をします。

お風呂は天然温泉
です。疲れを癒すには
最高ですね。今から
楽しみです。

曜 午　　　前 午　　　後
1 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
2 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除白鳥　初聖体準備11:00 中学英語15:30
3 日 ミサ（上杉師）9:30　運営委員会
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 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
8 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
9 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除白鳥　初聖体11:00　セシリアコーラス10:45 中学英語15:30
10 日 集会祭儀9:30ミサ　壮年部女性部例会　
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 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス（ミサ後） 病者訪問13:00
15 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
16 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
17 日 ミサ（上杉師）9:30　ミニ大掃除の日
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　入門クラス（ミサ後）「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入門クラス18:00

23 土 ミサ（上杉師）10:00　掃除白鳥　初聖体準備11:00 中学英語15:30
24 日 集会祭儀　9:30　　
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
28 木 ミサ（上杉師）10:00　 病者訪問13:00
29 金 神父様東京出張
30 土 掃除当番（白鳥）10:00　夏期学校 夏期学校
31 日 合同ミサ（伊達）10:00　ブロック会議12:30　夏期学校 夏期学校

2016年7月　教会行事予定表

今から予定に組
んでおいてね。


トラピスト巡礼 
9月30日㈮～10月1日㈯ 
トラピスト中心にしたバス旅行 
一人9,999円以下の予定



２０１６年度第２回運営委員会議事録 
2016年６月５日㈰11:45～１２:45 

　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 6，７月の予定
　		６月　５日（日）　合同パーティー、役員会
　　６月１１日（土）　ブロック壮年大会（於：カルルス温泉ホテル岩井、当番：登別教会
　　　　　　　　　　　指導司祭：上杉神父様、１２日まで）

　　　　６月１２日（日）　壮年部，女性部例会，石郷岡Sr.講話（於：登別教会ミサ後）
　　　　６月１８日（土）　夏期学校事前登山（徳峻別岳：伊達教会13:30集合）
　　　　６月１９日（日）　父の日，夏期学校事前教会内打ち合せ(ミサ後）
　　　　６月２６日（日）　夏期学校担当者・協力者事前打ち合せ(於：室蘭教会、１４時～）
　　　　７月　３日（日）　役員会

　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）　壮年部，女性部例会、夏期学校最終打ち合わせ（於：東室蘭　午後２時～
　　　　７月３０日（土）　ブロック夏期学校（於：大滝セミナーハウス，８月１日まで）
　　　　７月３１日（日）　第二回合同ミサ（於：伊達教会、10時～）、ブロック会議(12時30分)　
3.2  苫小牧地区連絡会(5/15)報告（議事録掲示板）

・教区報告：1)教区100年の行事としてDVD製作の予定（写真等の提供の依頼あり）2)ワールド
ユースデイへの献金依頼（３万円送金済み）3)集会祭儀の司会者が司教の任命制となる4)安保関
連法に関する司教団メーセージに注目して欲しい5)熊本支援はカリタスへ
・地区報告：1)宣司評委員は大村千佳氏（苫小牧・再任）と木元次男氏（伊達・新任）2)ギング神
父様金祝(6/4)、メリノール管区長：ケン・スレイマン神父様
・各教会の報告：省略
・協議事項：1)5/28宣司評諮問事項について話し合われたが、今後の課題2)今年度苫小牧地区の全
体行事は予定がない3)東室蘭教会の聖堂献堂式を11/20に予定している3)教会行事の時に託児を
考えられないか・・各教会で検討　　　　　　　　次回：11/20献堂式後に東室蘭で	

3.3 ブロック会議報告(5/29) 
・報告等は地区連絡会の後なので、特になし
・協議事項：1)夏期学校について、日程素案を検討、後日関係者で精査する2)ギング神父様金祝
の状況の報告があった。　　　　　　　　　　次回：7/31合同ミサの後（伊達教会）

3.4 財務報告
　　全体的に順調

４．議　事
4.1 バザーについて
　　　日程は9月25日で決定。聖堂の完成は見込めないので、出来る範囲で実施する。女性部にも内容

の検討をお願いした。今年も登別教会と共催。テントの手配を考える。
4.2 トラピスト巡礼について
　日程は9/30～10/1とする。費用は一人１万円以内を考える。トラピスト巡礼を中心とする。
　バス、宿の計画をする。

4.3 宮ノ森町内会との関わりについて
　今年のテーマに合わせ、早急に町内会との調整を行うこととした。

4.4 文化祭について
　今年は作品展を目指し、11/10前後に計画することとした。

4.5 集会祭儀司会者の件について
　具体的には聖堂落成後に検討する	
。

５．司祭の予定
5.1ミサ・集会祭儀の予定

　　　6/ 5 上杉師　　6/12 集会　　6/19 上杉師　　6/26 集会　　7/ 3 上杉師　　7/10 集会
　7/17 上杉師　　7/24 集会　　7/31 合同ミサ（伊達教会、10時～）

　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。

　全司教参加による「いつくしみの特別聖年」 
公開講演会 

寄り添い　ともに生きるために 　 
―障害者差別解消法を学ぶー 

　2006年第65回国連総会において「障害者権利条
約」が批准され、障害の概念が根底から覆り、医学
モデルから社会モデルに転換、「障害は社会の環境
が作り出したもの」、「合理的配慮を欠くものは差
別に当たる」と明確に宣言しました。
　わが国においては、障害者団体の強い要望を受け、
障害者基本法等の国内法整備を終わり、一昨年2月に
障害者権利条約を批准し、障害者差別解消法が成立。
今年4月から施行されました。
　教会には、多くの物理的なバリアだけでなく、ソ
フトの部分において無知、無関心により、結果とし
て差別が存在していましたが、それらは障害や差別
の概念が明確に理解できないことから発生してきた
といえます。
　日本カトリック障害者連絡協議会（カ障連）発足
もあり、カトリック教会の障害者への配慮も徐々に
改善が進んできました。司教協議会・社会司教委員
会からは1996年に「障害の重荷をともに担える日を
めざして」が出版されました。カリタスジャパンか
らは2007年に、全ての人が安心して暮らせる社会に
向けて、「障害者自立支援法」に対する声明文が出
されました。しかし、未だ障害がある当事者からは
教会への多くの要望が寄せられていることも現実で
す。
　障害者差別解消法施行を機に教会全体で、何が障
害で何が差別かを学び、誰もが差別のない住みよい

社会づくりを目指すことは、司牧のみでなく社会へ
の福音宣教の使命です。
　日本カトリック司教協議会はカ障連の協力を得て、
下記のように、いつくしみの特別聖年公開講演会を
開催しますので皆様のご参加をお願いいたします。

記
日　　時：2016年6月15日（水）　15：00～17：00
場　　所：カトリック麹町教会　主聖堂［地図］
基調講演：障害者差別解消法を学ぶ
講　　師：山田昭義（初代カ障連会長）
司会・コメンテーター：
　　　　　中西由紀子（DPI日本会議常任委員）
体験発表：久保　肇（日カ聴会会長）
　　　　　田島敏子（日カ聴会横浜）
　　　　　篠原三恵子(筋痛性脳脊髄炎の会理事長）
     　　　　江戸　徹　（カ障連会長）
主　　催：日本カトリック司教協議会
共　　催：日本カトリック障害者連絡協議会
問合せ：カトリック中央協議会・司教協議会秘書室
（TEL:03-5632-4451）
（2016.5.30）

「いつくしみの特別聖年」公開講演会 　寄り添い　ともに生きるために

この記事はカトリック
中央協議会のWebペー
ジにあったものです。日
時も迫っておりますし、
東京なので参加は難し
いと思いますが。障害
者差別解消法を学ぶ活
動があるということを
知っていただくために
記載しました。

ギング神父様の金祝 
6月4日㈯に行われたギン
グ神父様のミサと祝賀会
の写真です。アメリカにお
かえりになるそうです

http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/library/book/shogai/shogai.htm
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/committee/caritas/doc2.htm
http://www.cbcj.catholic.jp/map/index.php/map/set/242?zoom=14
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/library/book/shogai/shogai.htm
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/committee/caritas/doc2.htm
http://www.cbcj.catholic.jp/map/index.php/map/set/242?zoom=14

