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教会行事予定表
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8/14

1 木
2 金
3 土 掃除（蘭岳）

初聖体準備11:00

ひとつになろう

2016年8月14日

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

4 日 教区100周年記念合同ミサ10:00（室蘭教会）
5 月 ロザリオの会10:00
6 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

7 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

8 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

入門クラス10:45

9 金 修道院ミサ7:00

入門クラス18:00

10 土 ミサ（上杉師）10:00掃除（蘭岳）セシリア10:45 初聖体準備11:00 中学生英語15:30
11 日 集会祭儀9:30

壮年部女性部例会

バザー準備（設営）

12 月 ロザリオの会10:00
13 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
14 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

15 木
16 金

セシリア13:30

17 土 初聖体準備11:00
18 日 ミサ（上杉師）9:30

ミニ大掃除の日

19 月 ロザリオの会10:00 司祭黙想会（トラピスト）〜25日
20 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

21 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

22 木
23 金
24 土 掃除（蘭岳）

バザー前日準備

25 日 ミサ（上杉師）9:30

焼き鳥串さし1:00

地
域
と
共
に

きょうかいのバザー10:30

26 月 ロザリオの会10:00
27 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
28 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

29 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

入門クラス10:45

30 金 トラピスト巡礼（10月1日まで）

お悔やみ
板垣勉様は長い間病床におら
れましたが8月1日に帰天され
ました。通夜は4日告別式は5
日に雲上閣で行われました。
勉様とご家族のために祈って
下さい。
外崎ひので様は8月4日に帰天
されました。通夜は5日告別
式は6日に教会で行われまし
た。ひので様とご家族のため
にお祈りください

楽しかった夏期学校
おもしろかった夏期学校
東室蘭教会

小４

佐藤

優実

今年の夏期学校では、7月３０・３１、8月
1日と三日間ありました。その中で、一番楽
しかったことやうれしかったことが四つあり
ました。
一つ目は新しいチューターが何人か来たこ
とです。高校生もいろいろと手伝ってくれた
りして、とても良かったです。周りのふんい
きをもりあげてくれたりしてくれました。
私の中で一番思い出に残る新しいチューター
は岩川さんです。なぜかというと優しくてお
もしろかったからです。でも
チューターの全員と遊んだりで
きて、全員私の印象に残りまし
た。
二番目はプールに行ったこと
です。本当なら海水浴できたが
雨だったので、入江温水プール
へ行きました。プールに入ると
プールの水が、こしの所ぐらい
で低かったです。でも泳ぐこと
は出来ましたので、バタフライ、平泳ぎ、ク
ロール、足もクロスして人魚になり泳ぎまし
た。泳いでいて一番楽しかったのは、同じ４
年生の鎌田望由和さんと人魚になって泳いだ
ことです。家族で行くよりも、仲良しの友達
と行くのが一番楽しいと思いました。
三つ目に楽しかったのは佐久間神学生の時
間という時間です。その時にグルーガンを使
い、自然のもので工作をしました。ネックレ
スと置物を作りました。木の実や、木、ドラ
イフラワーなどがありました。私は、ドライ
フラワーのあじさいとナナカマドの実を使い、
十字架の形のネックレスと貝がらと石、あじ

さいを使って置物を作りました。置物は母に
プレゼントするつもりです。
４つ目は最後の日のミサです。私はほうの
うをする人で、ホスチアをはこんだのでドキ
ドキしましたがうまくできてうれしかったで
す。
たくさんの人たちとかかわることができて、
友達もふえてとても楽しい夏期学校でした。

出会いと気づき
高三年

後藤

颯人

この三日間を振り返って思うことは、出会
いと気づき、この二つだと思います。
今回初めて参加した夏期学校。
それに小・中学生のサポートを
するチューターという役目も初
めてでした。多くの不安もあり
ましたが、その不安とは逆に子
どもたちは本当に元気いっぱい
で、とても楽しそうにしていま
した。その様子を見て僕は不安
も無くなりましたし逆に子ども
からたくさんの元気をもらいま
した。これが自分にとっての気づきであり発
見でもあると思います。
また、この三日間を通して多くの出会いも
ありました。高校生チューターを支えてくれ
た大人の方々、宿泊するところを提供してく
れた施設の方、カルメル修道院の方々、そし
て一緒に行動した小・中学生の子どもたちは。
僕にとってはどれも大切な人です。みんなが
いたから僕も楽しく過ごすことができまし
た。 この過ごした三日間の経験を一つの糧
として、この先の将来に生かす事ができたら
いいなと思っています。

追加：会議後山田先生との打ち合わせがあり以下のことを了承した。
・屋根に僅かの傾斜を付け、中央に換気のための設備を付ける。
・換気のための窓の開閉は、電動から手動に変更する（換気の効率化のため）。
・外壁の木材に耐久性を向上させるため天然系の塗料を塗る。信徒も手伝う。
・聖堂内の照明やコンセントの位置等を決めた。
・内装は今後詰める。
・完成予定は当初の予定で進めているが、多少遅れることもある。

2016年度第4回運営委員会議事録
2016年8月7日㈰12:20〜13:20

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。

きょうかいのバザー

３。報告
3.1 8，9月の予定
８月 １日（月） アントニオ板垣勉様帰天（葬儀は８月４、５日、雲上閣で）
４日（木） アンナマルセリーナ外崎ひので様帰天（葬儀は８月５，６日、教会で）
７日（日） 上杉神父様霊名の記念日パーティー、８月運営委員会
１４日（日） 壮年部、女性部例会、聖母被昇天のミサ、共同墓参（午後２時望洋台集合）
２１日（日） 今年度第１回ザックバランの会（ミサ後）
２８日（日） ミニ大掃除（ミサ後）、９月運営委員会（掃除後）
９月
４日（日） 教区百周年記念合同ミサ（室蘭教会、１０時〜）
１１日（日） 壮年部、女性部例会、例会後、バザー準備（設営）
１８日（日） ミニ大掃除
２４日（土） バザー前日の準備
２５日（日） バザー当日
３０日（金） トラピスト巡礼出発（１０月１日まで）
10月 ２日（日） カリタス家庭支援センター来訪
3.2 合同夏期学校(7月30日〜8月1日)について
７月30日～8月1日 大滝セミナーハウス（国立大学共同利用施設）
校長： 上杉神父様
参加児童 小学生9名、中学生4名、高校生3名、大人約16名
初日は雨模様の天候のため豊浦の海水浴は入江のプールに変更したが、以後の日程はほぼ予定通り。
肝試しは場所に不満があったが何とか実施。
二日目の午前は、初めてのオリエンテーリング、内容は聖書にもとづくもので、子供の反応は？
午後と夜は、いずれもモノづくり。午後はビーズ細工。夜は石、松ぼっくり、貝殻など自然の材料を用い
たこものづくり。子供たちは大いに楽しんだよう。
大滝セミナーハウスの利用は初めてだったが、使いづらいところがあるが、良いところもあり、再検討が
必要。
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どなたでも入れます
駐車場があります

10:30~14:00

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。

◎2015年益金のお届け先

18号大雨災害（日赤）東日本大震災・ネパー
ル大震災・カリタスジャパンを通じで災害復
興支援、あしなが育英会・室蘭市社会福祉協
皆様のご来場によります益金は、
議会、札幌MAC(アルコール薬物依存更生施
設）NHK歳末助け合に御届けできました
全額、災害や社会的に弱い立場に

9月11日 バザー準備（テント設営等）
9月24日 バザー前日の準備（ミサ後）

ある方々へ届けられます。
◎2014年益金のお届け先

カリタスジャパンを通じで災害復興支援、室蘭市
◉2012年の益金お届け先
社会福祉協議会、札幌MAC(アルコール薬物依存
・2012年度のバザー益金の全てと募金活動と合わせて40万円余り
更生施設）カンボジャ学校建設、国境なき医師団、
を、東日本大震災の被災された方々へ届けることが出来ました。ま
家庭支援センター、あしなが育英会、NHK歳末
だまだ復興も道半ばです。バザーに来場される皆様と一緒に「力に
なれたら」と思っております。
助け合に御届けできました

焼き鳥の串さし13:00から
9月25日

◉今までの益金の主なお届け先

3.3 ブロック会議(7/31)について
まず各教会からの報告があった。その後、協議事項に入り、
(1) 教区百周年への対応：札幌の式典への参加は各教会にまかせる。室蘭ブロックでは当日(9/4)
合同ミサとし、室蘭教会で行う。時間は１０時から
(2) 東室蘭教会献堂式：１１月２０日（日）予定。苫小牧地区連絡協議会も開催予定。
(3) その他： 韓国巡礼について。10/17〜20又は11/14〜17で検討する。詳細後日
トラピスト巡礼について。9/30〜10/1で計画している。詳細後日
女性大会について。10/15（土）で予定している。テーマ“ゆるしについて”
3.4 財務報告 （別紙資料有り）

9月25日(日)

バザー準備7:00から
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きょうかいのバザー2016
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今から予定
に組んでおいてね。

詩
に
し
て
み
ま
し
た

ほぼ予算通りに推移している。聖堂建築特別会計ももう少し積み立てたい。

４．議

事

4.1 バザーの準備について
聖堂建築の関係で、事前の作業ができないので、司祭館の荷卸しも直前まで延期。食券は前年並みに準
備する。国際コーナーも昨年同様お願いする。登別教会も昨年同様。
4.2 トラピスト巡礼について
バスの手配はまだ。会費を一万円とすると教会の持ち出しは１５万円程度となるが、会費を上げるかど
うかは結論出ず。早急に参加者を募ることとし、窓口を竹原さんにお願いする。
4.3 聖堂建築の状況について
本日２時から山田先生との打ち合わせがあることが報告された。
4.4 その他
・献堂６０周年への対応：５０年から６０年の記録等をまとめる。窓口：竹川副委員長

青
坂

５．司祭の予定
5.1 上杉神父様
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
8/7 上杉師 8/14 集会 8/21 上杉師 8/28 森田師
9/4 合同（室蘭、10時〜） 9/11 集会 9/18 上杉師 9/25 集会

10:30

忠
夫

６月24日

６月26日
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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

