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1 月

7/10

2 火 OPC10:00
3 水

ひとつになろう

2016年7月10日

4 木

カトリック東室蘭教会広報誌

毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851
FAX 0143-44-3854

5 金 修道院ミサ7:00
6 土 ミサ（上杉師）10:00
7 日 ミサ（上杉）9:30

掃除楽山
神父様霊名の誕生日パーティー

運営委員会

8 月
9 火 恵愛歌のボランティア10:00
10 水 OPC10:00
11 木
12 金
13 土 修院ミサ7:00

ミサ10:00

掃除楽山

14 日 集会祭儀9:30

壮年部女性部例会

初聖体準備11:00
合同墓参14:00

15 月
16 火 シスター教会10:00~15:00
17 水
18 木 ミサ（上杉師）10:00「さくら・カフェ」開店

病者訪問13:00

19 金 修道院ミサ7:00
20 土 ミサ（上杉師）10:00
21 日 ミサ（上杉師）9:30

掃除楽山

初聖体準備11:00

ざっくばらんの会

22 月
23 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
24 水

子供英語教室15:30

25 木 ミサ（上杉師）10:00

入門クラス10:45

26 金 修道院ミサ7:00
27 土 ミサ（上杉師）10:00
28 日 集会祭儀9:30

地
域
と
共
に

ケン神父様からギング神父様

50周年記念のお礼です
ギング神父様がアメリカより皆様の為にお祈
りくださる事、お伝えいたします。
末筆ではございますが、皆様のご健康とご多
幸をお祈りいたしますとともに、厚く御礼申し
上げまし。
敬具
メリノール宣教会 代表
ケン・スレマン
2016年7月1日

病者訪問13:00
セシリア13:30

入門クラス18:00

初聖体準備11:00

ミニ大掃除の日

29 月
30 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

31 水

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

子供英語教室15:30

きょうかいのバザー

9月25日(日)

聖堂の完成日がまだわかりません。どのく
らいのスペースで開催できるか不安がありま
す。
できる範囲内で、工夫して開催することに
なりました。
社会的に弱い立場に置かれている方々に、
少しでも力になれるよう頑張りましょう。

拝啓、いよいよ夏の到来を迎え、暑さの厳しい
日も増えて参りましたが、お変わりなくご健勝
のこととお喜び申し上げます。
先日はギング神父様の５０周年記念にあたり、
お祝いを頂き誠にありがとうございました。ギ
ング神父様は無事アメリカに戻られ、新たな生
活をスタートされました。
ギング神父様に代わりまして感謝申し上げま
す。ギング神父様も沢山のお祝いを大変喜ばれ
ておりました。また、機会があれば日本に来た
いとおっしゃっていました。

2016年度第3回運営委員会議事録
2016年7月3日㈰10:50〜12:00

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 7，8月の予定
７月 ３日（日）
７月 ９日（土）
７月１０日（日）
７月３０日（土）
７月３１日（日）
８月 ７日（日）
８月１３日（土）
８月１４日（日）
８月２１日（日）
８月２８日（日）

７月運営委員会
夏期学校、大滝セミナーハウス現地打ち合わせ
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
ブロック夏期学校（於：大滝セミナーハウス，８月１日まで）
第二回合同ミサ（於：伊達教会、10時～）、ブロック会議(12時30分)
８月運営委員会
午後２時望洋台集合、共同墓参（？） 運営委員会で確認後室蘭教会と調整
壮年部、女性部例会、聖母被昇天のミサ
今年度第１回ザックバランの会（ミサ後）
ミニ大掃除（集会後）

3.2 ブロック夏期学校準備状況（6/26 室蘭教会で打合せ）
参加者(6/26現在) 大人(男９名、女５名)１４名、子供(男４名、女１０名)１４名 計２８名
一日目の海水浴での泳げる指導者の参加が課題。３日間の流れは例年通りだが、内容は新鮮
＊６月８日に登山確認したところ、子供達には危険な箇所が２ケ所程有り登山は中止とした
代案としてカルメル修道院〜牧家ミルキングパーラーまでの2.1ｋｍをオリエンテーリングにす
る事にした。
＊牧家ミルキングパーラーでアイスクリームを作る計画をしているので、女性のお手伝いが必要
になる・・・伊達教会と打合せて下さい。
＊泳げる指導者の参加は、高校生が２名参加予定。
＊最終打ち合わせは、最低でも７月１０日に実施して欲しい。・・・子供達にしおりを配布する
のを７月１７日に実施したい為しおりの確定が必要。

4.2 トラピスト巡礼について
日程は9/30～10/1、費用は一人１万円以内、トラピスト巡礼を中心とすることは決定。バスの手配は
まだしてない。宿の計画は上杉神父様にお願いした。
＊9月30日は12時30分集合で宿は東前しんわの湯「ホテル秋田屋」で２人部屋 7000円/人、1人部屋で
も同額です。
＊バスは“しのやま観光”では高速料、雑費も含め約２５万円。教会負担が多くなりそう。
＊巡礼は「トラピストでの朝夕の祈りとミサに参加」がメインです。
4.3 宮ノ森町内会との関わりについて（その後の状況）
＊４回会長さん挨拶に行ったが不在だったので、再度行ってみるが、今後町内会活動計画を教えてもら
い教会として一緒に活動出来る事を探していきたい。
＊カフェ「サクラ」のポスターに「次回は○月○日」と明示してほしい・・・毎月掲示する。
4.4 文化祭について
今年は11/10前後に作品展を計画することとしたが、今後の準備について検討。
担当は竹原さんと松岡博子さんだが、一昨年の状況を竹川副委員長に確認して対応するか
＊海星高校の展示版は大変重いのでやめた方よいのでは？
展示版がなければ、作品展示にこだわらず今年はマザーテレサの列聖式が有るので、それにちなんだ
事を考えるのも一案では・・・事業奉仕委員で検討する。

５．司祭の予定
5.1ミサ・集会祭儀の予定
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～）
＊８月の予定は6教会でミサ予定を検討するのでまだ出ない。

６．その他
＊カフェ・サクラのポスターを縮小しハガキサイズを作る。
＊教会内敷地にカラスの巣が3か所有って、2か所撤去出来たが横の通りの1か所が
残っている。

3.3 財務報告
＊これからいろいろ行事が有りますが、仮払いは早目に時期と金額を教えて下さい。
＊建築資金は予定通りの支払になりそうです。
3.4 財務報告
全体的に順調
3.4 その他
＊教区100周年記念式典についての案内が来ています。
９月４日 ９時30分 藤学園講堂で行われます。・・・講堂の椅子は更新され1700席有るそう
です。
＊教区100周年記念式典・室蘭ブロックのミサは合同で室蘭教会になるとおもいます。
上杉神父様は当日札幌です。
＊ワールドユースデイのカンパの協力へのお礼の文章が来ています。
＊聖ヨハネ・パウロ２世と聖ファウスティナ・コバァルスカの聖遺物の顕示についての
お知らせが来ています。
＊カトリック高校生会夏キャンプの参加のお誘いがきています。信者でない高校生でも参加出来
るので希望者がいれば参加して下さい。

４．議

事

4.1 バザーについて
日程は9月25日で決定。
メニュー： 食堂、焼き鳥、お菓子、日用品、手芸品、ドライフラワーなど
＊今年はバザー用の箱は設置しません。
＊チケットの印刷をお願いしたい・・・品目・金額・枚数が決まればすぐ印刷可能です。
＊当日は、国際デーなので特にフイリッピンコーナーに協力してやってほしい。
＊登別教会と共催となっているが登別教会の窓口は小林さんです・・・場所、スペース等を
話し合って欲しい。
＊勝浦さんからのテント借用の件は、ＯＫです。
＊壮年部の方は７月10日の部会で話し合います。

室蘭ブロック

壮年大会
6月11日から12日かけて行われ
た壮年大会の写真です。日帰りの
方と両神父様は各教会のミサのた
めに集合写真写っていません。
ちょっと寂しいですね。ハッピー
アワーは盛り上がりましたよ

基礎部分が完成しました
左の写真はステージではありません。泣部屋で
す。残念でした。基礎部分は捨てコンで覆われてい
ます。基礎断熱工法なのできっと暖かい聖堂になる
でしょうね。

7月6日
綺麗な床下でしょう

６月24日

６月26日

