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1 土 トラピスト巡礼2日目
2 日 ミサ（上杉師）9:30

運営委員会

家庭支援センター来訪

3 月
4 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

5 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

6 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

入門クラス10:45

7 金 修道院ミサ7:00
8 土

掃除（太平洋）10:00

入門クラス18:00

セシリア10:45

9 日 集会祭儀9:30

初聖体準備11:00

ミサなし(北1条100周年のため）

中学生英語15:30

壮年部女性部例会

10 月 ロザリオの会10:00
11 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
12 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

13 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

入門クラス10:45

14 金 修道院ミサ7:00

セシリア13:30

15 土 苫小牧地区女性大会（室蘭教会）初聖体準備11:00

中学生英語15:30

16 日 ミサ9:30

入門クラス18:00

ミニ大掃除

17 月 ロザリオの会10:00
18 火 シスター教会10:00~15:00

OPC10:00

19 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

20 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

入門クラス10:45

21 金 修道院ミサ7:00

セシリア13:30

22 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（太平洋）初聖体準備11:00

中学生英語15:30

地
域
と
共
に

入門クラス18:00

23 日 集会祭儀9:30
24 月 ロザリオの会10:00
25 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
26 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

27 木 ミサ・入門なし(司祭福島会議）
28 金 ミサ・入門なし(司祭教区司祭評）

セシリア13:30

29 土 ミサなし（司祭教区宣司評） 掃除（太平洋）10:00 初聖体準備11:00
30 日 合同ミサ（登別教会）10:00
31 月 ロザリオの会10:00

9/11

ひとつになろう

2016年9月11日

カトリック東室蘭教会広報誌

右の図面は聖堂を正
面から見たところです。
聖堂の幅が広いように
見えますが、両側に香
部屋と倉庫が張り出し
たように着きます。旧
聖堂よりは車椅子が両
側の通路を通れるよう
に少し広くなっていま
す。
内装の作業に入っていて中々内部を見ることができ
ない状態です。今は断熱材を柱と柱の間にバズルをし
ているように埋め込む作業をしています。
照明やコンセントに位置などに多少の変更をお願い
しました。確認したところ希望通りになっていまし
た。
4日にはクロスのデザインを決めるための打ち合わ
せがあります。
左の図は聖堂の平面図です。山田先生が上から見た
ら十字架に見えるように考えたそうです。今までの椅
子は全部入りますが後ろの方が少し狭くなっていま
す。 きちんと座れば120人は座れます。普段のミサ
では60人前後ですから十分のスペースですね。

編者：光明社

ご希望の方は高科美智子
さんへ申し込んでくださ
い

ご覧になりたい方は教会の
本棚にあります。全巻揃っ
ています。どうぞ。

FAX 0143-44-3854

もうすこしですよ！

「祈りの手引」
改訂新版
税込価格：1,080円
A6判354ページ
発行 フランシスコ会
祈りの語尾、言い回しを若干変更
しました。例：注ぎました。→お
注ぎになりました。
文語体を口語体（新訳）へ変更。
各種秘跡の式次第 ゆるしの秘跡、
病者の塗油、緊急洗礼、ミサの式
次第を掲載。アシジの聖フランシ
スコの祈りを追加。

毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851

右上の図は中島公園
側から見た図です。
右下はホールから聖
堂に向かってみた図で
す。
左は南東の方向から
見た図です。なんか小
さく見えますね。

2016年度第５回運営委員会議事録
2016年8月28日㈰12:20〜13:20

バザー

2016

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

5
2
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3.1 ９，10月の予定
８月２８日（日） ミニ大掃除（ミサ後）、９月運営委員会
９月 ４日（日） 教区百周年記念合同ミサ（於：室蘭教会、１０時〜）
１１日（日） 壮年部、女性部例会、室蘭教会バザー
１５日（木） カフェさくら開店（１１時〜）
１８日（日） バザー準備（設営）、ミニ大掃除
２４日（土） バザー前日の準備、バザー荷降ろし
２５日（日） バザー当日、伊達教会もバザー
３０日（金） トラピスト巡礼出発（１０月１日まで）
10月 ２日（日） １０月運営委員会、家庭支援センター来訪予定
１５日（土） 苫小牧地区女性大会（当番：室蘭教会）“ゆるしについて”
１６日（日） 壮年部、女性部例会
１７日（月） 室蘭ブロックの韓国巡礼旅行出発（２０日まで）
２０日（木） カフェさくら開店（１１時〜）

3.2 ザックバランの会報告
今年度第一回のザックバランの会が先週(8/21)開催されました。今回は上杉神父様の進めもあり、
テーマを設けずザックバランに話し合うこととなりました。全員で話すことは出来ませんでしたが、
思い思いに気づいたことが話され、祈りあうことの大切さなど感じたザックバランの会でした。
3.3 財務報告
月途中のため来月に延期

４．議

事

4.1 バザーの準備状況について
バザー直前の準備について
9/18 テント準備（予備日、9/19又は9/22） 海星の生徒への依頼
9/24 前日準備（女性部：午前
、壮年部：午前９時～荷降ろし、串刺し：午前１1時～）
焼き鳥について、既成の串を購入し、労力の軽減を図ってはとの意見もあったが今年度は従来通り
とし、肉の量を減らし、２５Kgとすることとした。また、午前中から串刺しをする。
また、登別コーナーはパエリア（？）のみとし、別には用意しないことで登別から回答があった。
4.2 トラピスト巡礼について
日程の確認：一日目はホテルで夕食後修道院へ出かける。二日目は宮前町教会で集合し帰途に着く。
参加の状況：8/28現在39名（45,6名の参加は可能） 貸切バス料金の一部負担を了承した。
4.3 聖堂建築の状況について（別紙資料）
山田先生の話では、ほぼ予定の通り進行中。建築途中の見学を検討することとした。
また、ベンチのボルトの処理を確認することとし、物置の処理も検討が必要。
4.4 韓国巡礼旅行について
10/17〜10/20 で計画
各教会から２名程度の参加を希望（小林神父様） 募集中
4.5 文化祭について（資料あり） 開催日は11月3日（木）〜6日（日）
竹原事業奉仕委員長の提案を受けて検討した。基本は前回程度とし、教区百周年やマザーテレサの
列聖記念など、付加することができれば実施する。また、自前のパネル掲示板の試作を行う。
聖堂のオープンハウスを兼ねる。
4.6 その他

５．司祭の予定
5.1 上杉神父様 9/12〜 休暇（宮古又は福島） 9/19〜9/24 司祭黙想会
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
9/4 合同（室蘭、10時〜） 9/11 集会 9/18 上杉師 9/25 上杉師
10/2 上杉師
10/9 集会
10/16 上杉師
10/23 集会
10/30 合同（登別、１０時〜）
以上

9月25日(日)
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。

どなたでも入れます
駐車場があります

9月18日
◎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

バザー準備
（テント設営等）
バザー前日の準備

9月24日

（ミサ後）

ある方々へ届けられます。
◎2014年益金のお届け先

焼き鳥の串さし

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

（昼食を用意します）
9月25日

◉今までの益金の主なお届け先
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バザー準備7:00から
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〒050-0073
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9月30日㈮

上杉神父様と行く

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

12:30

東室蘭教会集合

12:40出発の祈り

12:45

教会出発

13:20

伊達教会出発

18:30

トラピスト修道院へ出発

20:30

ホテル着

16:30ホテル秋田屋到着
19:00到着

夕食

10月1日㈯
4:50 ホテル出発トラピスト修道院へ
5:30 朝の祈り・ミサ
8:20 ホテル着

ルルド聖母像

8:30朝食

9:20 元町教会へ出発

教会見学・元町散策

10:30

宮前教会へ出発

トラピスチヌ修道院へ

11:50

大沼公園へ出発

大沼にて昼食

13:30

大沼公園出発

15:30伊達教会到着

伊達教会へ向けて

16:30

東室蘭教会到着

