2016年11月
曜

午

1 火 シスター教会10:00~15:00

教会行事予定表

前

午

OPC10:00

2 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

3 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

文化祭（6日まで）

4 金 修道院ミサ7:00

文化祭

セシリア13:30

5 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（白鳥）初聖体準備11:00
6 日 ミサ（上杉師）9:30

七五三の祝福

運営委員会

入門クラス18:00

文化祭 中学生英語15:30

文化祭

7 月 ロザリオの会10:00
8 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
9 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

10 木 ミサ（上杉師）10:00

入門クラス10:45

病者訪問13:00

11 金 修道院ミサ7:00

入門クラス18:00

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

壮年部女性部例会

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

OPC10:00

16 水 旧約聖書を読む会10:00

子供英語教室15:30

17 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス10:45 カフェさくら開店11:00 病者訪問13:00
18 金 修道院ミサ7:00

セシリア13:30

19 土 ミサ（上杉師）10:00 掃除（白鳥）

中学生英語15:30

20 日 合同ミサ（司教）10:00

2016

後

初聖体

入門クラス18:00

新聖堂献堂式

10/9

ひとつになろう

2016年10月9日

地
域
と
共
に

カトリック東室蘭教会広報誌

トラピスト巡礼参加の記

湯川町346! 0138-57-2739
北斗市三ツ石392

22 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
宮前町26-3! 0138-41-4224

24 木 ミサ（上杉師）10:00

入門クラス10:45

25 金 修道院ミサ7:00

セシリア13:30

26 土 ミサ（上杉師）10:00

中学生英語15:30

27 日 集会祭儀9:30

ミニ大掃除

北斗市東前85-5
! 0138-77-8555
(係:三鹿さん)

病者訪問13:00
入門クラス18:00

元町15-30! 0138-22-6877

苫小牧地区連絡会（苫小牧）

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

OPC10:00

30 水 旧約聖書を読む会10:00

お願い
感動が冷める
前に。
トラピスト巡礼
参加された方々
の感想を広報ま
でお寄せくださ
い。参加されな
かった方々にあ
の体験を伝えた
いと思います
「ひとつになろ
うの」の特集号
を出したいと思
います

子供英語教室15:30

文化祭
献堂式
恒例の文化祭が11
月3日から6日まで
教会ホールで開催
することになりま
した。
作品を募集して
おります。
出店をご希望の
方は、竹川さん、
高科さんまで申し
込んでください。
準備の関係で早
めにお願いします

合同ミサ
初聖体

11月20日㈰に司教
様をお迎えして、献
堂式・合同ミサ・初
聖体を行います。
その日までに聖堂
は完成するそうです。
楽しみですが忙しく
なりそうですね。

こんなのどうかな？
新しい教会マークを考えてみ
ました。聖堂が新しくなり、今
のマークは古めかしいので。灰
色の部分は建物の平面図と東室
蘭のHを表しています。あなたも
作りませんか？

上
下

トラピスト修道院ルルドの前で
カトリック宮前町教会

今年は“あわれみの特別聖年”であり、札幌教区百周年の行
動期間でもあることから、上杉神父様の提案で、トラピスト・
函館地方の巡礼旅行が当教会の今年度の活動計画に挙げられて
いました。実行にあたっては、宿泊場所や経費の関係で、困難
もありましたが、上杉神父様の奮闘で、修道院の近くに理想的
な個室が４０個用意できたことと、日程も確保できたことから、
実施になりました。バス料金が高く、教会の負担が多くなった
ことと、参加者が予想以上に多くなったことから、相部屋をお
願いした方もおられましたが、当日は秋の旅行に相応しく天候
に恵まれ、ほぼ予定通り、信仰の奥深さにふれるとともに楽し
く巡礼を終えることができました。
参加者は、東室蘭２７名、登別１１名、伊達６名の総勢４４
名でした。室蘭教会はすでに静内教会への巡礼が終わっており
ましたので、参加者がありませんでしたが、ほぼブロックの行
事のような雰囲気で、またの計画を願いながら散会しました。
個人的にはトラピスト修道院には何回か訪問しておりますが、
今回のように修道院の祈りに参加することを目的に訪ねたこと
は私にとっては初めての体験でした。修道院の一日目の夕の祈
り、二日目の朝の祈りとミサに参加して、静かな中にも張り詰
めたような雰囲気の修道院ならではの祈りの体験でした。語彙
の少ない私には気持ちを表現する術がないことがもどかしいの
ですが、これまでに感じたことのない巡礼旅行でした。
北海道の信仰の原点に触れ、自分の信仰を振り返り、信仰の
喜びをかみしめる巡礼旅行ともなりました。計画下さった上杉
神父様に感謝して参加の記を終えます。
（松岡健一記）

地域とともに
聖家族
〒0500073
室蘭市宮の森町4-9-7
℡0143-44-3851

FAX 0143-44-3854

秋のトラピスト巡礼の旅

21 月 ロザリオの会10:00
23 水

毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7
℡ 0143-44-3851
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2016年度第6回運営委員会議事録
2016年10月2日㈰11:50〜13:00

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 10，11月の予定
10月 ２日（日）

１０月運営委員会

９日（日） 壮年部、女性部例会
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） ミニ大掃除
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〜）
２３日（日） ＪＯＣ関係者来訪
３０日（日） 合同ミサ（10時〜、登別）、ブロック会議（12時30分〜）
11月 ６日（日） １１月運営委員会
１３日（日） 壮年部、女性部例会
１７日（木） カフェさくら開店（１１時〜）
２０日（日） 新聖堂献堂式（10時〜）
２７日（日） 苫小牧地区連絡会（14時〜、苫小牧）
3.2 トラピスト巡礼報告
巡礼旅行概要：１日目(9/30) 午後教会出発、宮前町教会で“いつくしみの特別聖年”の扉をくぐり、
祈りを奉げる。夜、トラピスト修道院で夜の祈りに参加。荘厳な中にも美しい調べに癒される。
２日目(10/1) 朝５時半の朝の祈り、ミサに参加。仙台教区司祭黙想会があり、司祭総勢１５名、修道
者総勢１５名、参列者約５０名のミサとなった。その後元町教会、トラピスチヌ修道院を訪問する
3.3 財務報告
（別紙資料有り）

４．議

事

4.1 バザーの反省について
今年のバザーの収益は、約30万円。野外ミサは好評だった。その他反省は次週の壮年部、女性部の例
会で検討することとした。今年度の支援についても次回に検討する。
4.2 文化祭について
期間は11月3日(木)〜6日(日)であり、現在作品を募集している。パネルについては作成する方向で調整
しているとの報告があった。
4.3 聖堂建築の状況について
協和ハウス松繁社長の話では、多少遅れ気味。１０月中は大丈夫とのこと。
裏の物置が問題。市の許可を得るためには、屋根の撤去と車庫部分の解体が必要。物を置いてあるこ
とは問題ない。撤去しない方法があるかどうか再度問い合わせることとした。
4.4 巡礼旅行の経費負担について
先月の運営委員会で貸切バス経費の一部負担が了承されているが、概算経費が積算されたので、
金額の検討をしたい。
経費の概要：貸切バス経費（高速料、運転手宿泊経費、駐車料を含めて）241,960円
宿泊費 7,200円×44名＝316,800円 その他経費（献金等）5,000円
会費 10,000円×44名＝440,000円
差し引き不足額約 123,760円(確定)
4.5 献堂式について
献堂式当日の流れは、献堂式の後に落成式を行い（北広島方式）その中で感謝状贈呈を行うように考
えることとした。例えば
10:00
新聖堂献堂記念ミサ
司式 勝谷太治 司教
11:00頃 落成式
１．主任司祭の挨拶
上杉昌弘神父
２．司教様の言葉
勝谷太治司教
３．新聖堂建設の経緯
４．感謝状贈呈
上杉昌弘神父
山田先生、松繁社長、その他
５．祝賀会 （オードブル、スープ、サンドウッチ、お茶、コーヒーなど）
６．お礼の言葉
12:00
解散

検討事項
司会者の件・・山田淳氏に依頼。
招待者の件・・苫小牧地区の司祭、青山市長（打診してみる）、町内会長他
感謝状に記念品を付けるか・・可能であれば教皇様祝福の感謝状を用意する
茶話会の件・・祝賀会として上に挙げた通り。
経費の件・・・今後検討
司教様の旅費及び謝礼
感謝状、記念品
茶話会経費
看板、栞など
4.6 新聖堂献堂記念誌について
今年は最初の献堂から６０年になるが、６０年誌としないで、献堂記念としては
表題：新聖堂献堂記念誌
副題：献堂５０年からの１０年
（内容骨子）
１ 主任司祭の挨拶
２ 司教様の言葉
３ 新聖堂建築への経緯
４ 新聖堂献堂記念ミサ及び式典の紹介
５ １０年の歩み
年表及び写真など
６ 献堂７５周年に向けて
自由寄稿
７ 結び
上の案に限らず、竹川副委員長を中心に編集委員会を置いて対応することとした。委員については運営
委員長、副委員長で人選し依頼することとした。
4.7 その他
・車椅子を購入することを検討する。
・電気炊飯器（一升炊き）を購入することとした。
・熊本地震復興支援の献金箱の金額(当日21,068円)はバザー益金に含めて、熊本支援に送ることとした。
・クリスマス用に、カルメル修道会のクッキー（手提げ）を50箱注文することとした。

５．司祭の予定
5.1 上杉神父様
10/8 司教座教会（北１条教会）献堂百周年（お祝い金：１万円）
10/15 女性大会（室蘭教会）
10/28〜29 司祭会議、宣教司牧評議会
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
10/2 上杉師
10/9 集会
10/16 上杉師
10/23 集会
10/30 合同（登別）
11/6 上杉師
11/13 集会
11/20 司教様(献堂式) 11/27 集会

大成功だったよね！2016きょうかいのバザー
9月の25日に行われた今年の教会のバザーは、心配された天気もそ
の日は風もなく爽やかな秋晴れに恵まれました。聖堂新築のために規
模を縮小しての開催でしたが、それでも昨年並みの収益を上げること
ができました。伊達教会、登別教会との合同バザーとなりましたが、
今後はこのような形態になっていくのではと思われます。
いつもより華やいだバザーになったのは海星高校の生徒さんたちの
参加のおかげです。積極的に販売に協力していただいたり、後片付け
などは本当に助かりました。教会は皆高齢なのでなおのことです。

