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『文化祭によせて』  　　　　　竹原　徳男

11/3～6の4日間、新聖堂オープンハウスに併せて”秋の大文化祭”が催
され、最終日には雪もちらつく寒い中でしたが、一般市民の方、室工大の

学生さんや他教会の方々など多くの来訪者でにぎわいました。


関係者でアイデアを持ち寄ったパネルは、時間と手間と財源を最小限に

抑えました。すなわち手作りです。


ふたを開ければ総数６０点を超える作品やお宝の数々。まさに和洋中の

文化が大集合で準備したパネル、テーブル、壁がカラフルに埋まったので

あります。


それぞれが信仰の道行きで手にした大切な品。思い出の品。神から授かっ

た手わざが感性を通じて形になったもの。


作品を見て感心する方、思いを深くされる方、さまざまにホール内がに

ぎわいました。takehara


なかでもトラピスト修道院所蔵の高札は334年前の信徒の悲しい歴史がに

じんでいて、「これが日本だったのか」と思わず踏み絵のレプリカ１枚に

イエス様の姿を探してしまいます


（たまたまでしょうか。最終日の第一朗読はマカバイ記の７人の兄弟で

した）。信仰に命を捧げた勇敢にも悲しき時代。それから日本の信徒再発

見まで７世代。。。†


家具のニ○リで買った300円のまな板に彫った作品も、7世代経てばきっ

と超お宝になる。。。かな？


文化祭成功のために惜しみなく労を提供してくださった委員の方々、作

品を提供してくださった多くの皆様に「感謝」いたします。

新聖堂が10月31日に完成し

ました。4月中旬から始まった

聖堂の解体は一抹の寂しさを

覚えたものです。7月27日、土

砂降りの中の棟上式ではいよ

いよ夢が現実になる瞬間でし

た。10月29日、聖堂の足場が

取り払われ外観が姿を現し、

十字架が取り付けられました


11月3日の木曜日に新聖堂で

の初めてのミサが行われ、11

月6日に初めての主日のミサが

行われました。この時、祭壇

の十字架が掲げられました。

新しい東室蘭教会の歴史が始

まります。　
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合同ミサ・初聖体

　	
　11月27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。	
　その日は合同ミサなので10時からになり

ます。お間違えのないように。

曜 午　　　前 午　　　後
1 木 ミサ（上杉師）10:00　 病者訪問13:00
2 金 修道院ミサ7:00　 セシリア13:30　入門クラス18:00

3 土 ミサ（上杉師）10:00  掃除（楽山） 中学生英語15:30
4 日 ミサ（上杉師）9:30　運営委員会
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　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（楽山）セシリア10:45 中学生英語15:30
11 日 集会祭儀9:30　壮年部女性部例会　 クリスマス飾りつけ
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 ミサ（上杉師）10:00　カフェさくら開店11:00 病者訪問13:00
16 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
17 土 ミサ（上杉師）10:00 クリスマスチャリティーコンサート13:30
18 日 ミサ（ケン師）9:30  待降節黙想会　共同回心式　ミサ後
19 月 ロザリオの会10:00
20 火 OPC10:00　
21 水 旧約聖書を読む会10:00 子供英語クリスマス会15:30
22 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス10:45　恵愛病院クリスマス会14:00 病者訪問13:00
23 金 修道院ミサ7:00
24 土 クリスマスキャロル　19:30 降誕祭ミサ20:00 ミニパーティー
25 日 降誕祭ミサ（上杉師）9:30 クリスマスパーティー
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金 聖家族の祝日
31 土
1 日 元旦ミサ（上杉師）10:00 新年交礼会
2 月
3 火
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2016年度第7回運営委員会 議事録 
2016年11月6日㈰11:10～12:50 

　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 11，12月の予定

11月	３日（木）　新聖堂完成記念オープンハウスと文化祭（６日まで）
６日（日）　１１月運営委員会、七五三のお祝い

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）　王であるキリストの祝日、待降節前の大掃除、苫小牧地区連絡会（14時〜、苫小牧）
２６日（土）　午前のミサ後クリスマスのリース作り(担当：井戸井氏) 
２７日（日）　待降節第一の主日、新聖堂献堂式（10時〜）、ミサ中初聖体

12月	４日（日）　１２月運営委員会
１１日（日）　壮年部、女性部例会、クリスマス飾り付け
１７日（土）　セシリア・クリスマス・チャリティーコンサート（13時30分～）
１８日（日）　待降節の黙想会（指導司祭：ケン神父様、ミサ後）、共同回心式
２４日（土）　クリスマスキャロル(19:30)、降誕祭前夜ミサ(20:00）、ミサ後ミニパーティー
２５日（日）　降誕祭ミサ(9:30）、ミサ後パーティー

１月	１日（日）　新年初ミサ(10:00) 
８日（日）　１月運営委員

　　3.2 文化祭開催される
　　　　今年度の文化祭が、オープンハウスを兼ねて11月3日〜6日に開催されました。出展数は６０点余、来場

者数は、他教会の方々、聖堂建築に関わってくださっている工大の山田研究室の学生さん、近隣の他宗
派の信徒の方々、教会の活動に参加くださっている方々など、当教会の信徒以外に約50名でした。詳し
い報告は来月にいたします。

3.3ブロック会議(10/30)について	
各教会の活動報告の後、東室蘭教会の献堂式の準備状況、苫小牧地区連絡協議会への対応（評議員から
提案がある予定）、夏期学校のまとめなどが話し合われた。来年の夏期学校は予約が取れれば“ダンぱ
ら”で開催することとした。詳細は後日議事録で。	

3.4 録財務報告（別紙資料有り）
収支の状況は健全でしたが、収入の状況は少なめで、今後の支出予想を考えますと少し心配があります
（委員長判断）。	

４．議　事
4.1 バザー益金の配分について		今年のバザーの収益は、熊本震災募金分も含め約32万円。
（配分案）　震災関係：　東日本 ２万円、熊本 ４万円、　

道内台風関係： 南富良野町 ３万円、清水町 ２万円、　
地域関係： 室蘭社会福祉協議会　５万円

　　　　　　海外支援： イースタービレッジ ３万円、カンボジア（海星）３万円、カリタス ２万　　　　
施設関係： MAC ２万円、家庭支援センター ２万円、ウエルカムハウス ２万円
残額：　NHK歳末助け合い ２万円余

4.2  献堂式について
　献堂式当日の流れは、次のようかと思われますが、詳細は上杉神父様にお願いします。 
　　　10:00　新聖堂献堂記念ミサ（ミサ中、初聖体あり）		司式　勝谷太治　司教 
　　　　11:00　　新聖堂落成式 
　　　　　　　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．感謝状贈呈　　　　　上杉昌弘神父				山田先生、松繁社長　　 
　　　　　　　４．山田先生、松繫社長の挨拶 
　　　　11;30　祝賀会                  オードブル、サンドウィッチを中心に簡素に 

   12:30　解散	
検討事項 

　　　　　司会者の件・・・全体司会を山田淳さんにお願いした 
　　　　　招待者の件・・・建設関係者（学生を含め１０名程度）、町内会関係者 
　　　　　記念品の件・・・聖書（立派なもの）とお菓子（カルメル会のクッキー？） 
　　　　　祝賀会の件・・・オードブル、スープとサンドウィッチ他	 	 	概算人数の確認が必
要

											経費の件 
　　　　　　　司教様の旅費及び謝礼・・・旅費１万円、謝礼５万円 
　　　　　　　感謝状、記念品・・・・・・約３万円 
　　　　　　　祝賀会経費・・・・・・・・約５万円 
　　　　　　　看板、栞など・・・・・・・約２万円　　　　総計１６万 

4.3 新聖堂献堂記念誌について
　　　献堂５０年からの１０年の記録と新聖堂献堂の記録を中心に

編纂委員会 ：　竹川、高科両副委員長、小林和夫氏、岩泉盛典氏、山田淳氏
　　　　　　　　他にシスターにお願いする

4.4 待降節のリース製作等について
　　　11月26日(土) のミサ後、例年通り井戸井氏に依頼できるか　多くの人の手伝いが必要

4.5 降誕祭と新年のミサの予定について
　　12/24 前夜祭ミサ20時　　12/25 降誕祭ミサ 9時30分　
　　1/1 元旦ミサ 10時　1/2 ミサなし　1/3 ミサなし　1/5 ミサなし　　
4.6 待降節の黙想会・共同回心式について

12月18日（日）にケン神父様に依頼（上杉神父様は当日円山教会の黙想会）
ミサは９時半から、ミサ後１時間程度の講話、午後は共同回心式（小林神父様と）昼食は各自持参

　4.7 クリスマスコンサートについて
　　　12月17日（土）13時30分から開催する。今年は特別に石川優美（高科さんのお嬢さん）と

ポノラニ（ご主人）さんも出演してくださいます。また、オカリナのグループも昨年に引き続き出演
されます。詳細は後日。

4.8 その他
　　　・クリスマスプレゼント（侍者、オルガン奏者など）・・例年通り（神父様も）
　　　・病者の方や子供用にカルメル会のクッキーを予約。
　　　・久しぶりにピアノの調律をお願いする。
　　　・維持費の袋や連絡文書等を入れるケースを新たに用意する（現在のものは別に活用する）。
　　　・聖歌番号を掲示する方法を検討中（壁に付けずに掲示する）。
　　　・聖堂に飾るご像についても検討中（何をどのように飾るか）。

５．司祭の予定 
5.1 上杉神父様
　　新年早々は休暇の予定

5.2 ミサ・集会祭儀の予定（未定）
11/6 上杉師　　11/13 集会　　11/20 上杉師　11/27司教様(献堂式)、合同ミサ

　　12/4　上杉師　　12/11 集会　　12/18　ケン師（黙想会）　12/24　降誕祭徹夜ミサ 上杉師
12/25　降誕祭 上杉師 　1/1 年初のミサ 上杉師

巡礼に生まれて初めて参加して　　青坂　忠夫


