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　新聖堂は今年（平成２８年）４月から古い聖堂の

取り壊しが始まり、５月からの本格的な工事が１０

月末にほぼ完成し、１１月からは新聖堂でのミサが

行われておりましたが、その献堂式が１１月２７日、

ベルナルド勝谷太治司教様の司式により行われまし

た。 
　当日は司教様をはじめ、地区長

のライヤ神父様、小林神父様そし

て上杉神父様の４人の神父様によ

る共同司式で行われました。以前

より広々とした祭壇で荘厳に行わ

れました。参列者は遠く静内教会

の皆さんをはじめ苫小牧地区内各

教会の信徒の皆さんの他、設計を

お願いしました室蘭工業大学の山

田先生および山田研究室の学生の

皆さん、施工を担当していただい

た協和ハウスの社長松繁様や一般の市民の皆さんな

ど総計１８０名を超える方々に参列いただき献堂を

祝っていただきました。一時的な雨上がりの虹を仰

ぎながらの献堂式で、新聖堂の献堂を主が祝ってく

ださっているような献堂式でした。 
　献堂式での司教様は、韓国での日韓司教会議に参

加されたばかりで、韓国での宣教の様子を話されな

がら、新聖堂完成による宣教拠点としての教会の将

来に向けた期待に触れていただいた重みのある説教

を頂きました。信徒一同、司教様の説教を聞きなが

ら、地域における福音宣教への思いを新たにしてい

たように思います。 
　その後の落成式では聖堂建築にご貢献を頂いた山

田先生と松繫社長様への感謝状と記念品の贈呈を、

司教様に代わって上杉神父様に行っていただき、大

変なご苦労を頂いたお二人をは

じめとする関係の皆様への感謝

の思いを伝えさせていただきま

した。本当に有難うございまし

た。 
　祝賀会では、場所の限られた

中、会場いっぱいの参加者とと

もに、女性部手作りのご馳走で

懇親を深めるとともに新聖堂の

献堂を祝いました。 
　何かとご多用のところ司式を

いただきました勝谷司教様をは

じめ、祝賀会のはじめにお言葉と祈りを頂きました

ライヤ神父様、おわりにお言葉と祈りを頂きました

小林神父様お二人の心温まるご挨拶、ミサから祝賀

会まで参加いただきました、山田先生と学生の皆さ

ん、松繫社長様に改めて感謝を申し上げます。また

何より私たちの教会に赴任以来、今回の聖堂改築に

心を砕き、順調な進捗にご指導を頂きました上杉神

父様に感謝を捧げ、献堂式の報告といたします。	

祈りとともに

降誕祭のミサ 
クリスマスキャロル 

12月24日㈯ 
クリスマスキャロル　19:30 
降誕祭ミサ　20:00（午後8時） 
ミサ後にミニパーティー 
12月25日㈰ 
降誕祭ミサ　9:30 

ミサ後にクリスマスパーティー
2016/11/27
AM10:00
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献堂記念ミサ
・開祭　司教入堂　　
聖歌163番「よろこびに」2節まで

・司教に聖堂を譲渡する式
・水の祝福と潅水
（会衆,聖堂の壁.祭壇.朗読台に潅水）

　　聖歌96番「この水を受けた」　
　　祭壇での祈りの後　栄光の賛歌204番
・集会祈願
・ことばの典礼　（裏面）
・信仰宣言と諸聖人の連願343番（P393）
・奉献の祈り
・祭壇と教会堂壁への塗油　続いて献香
・祭壇とろうそくの準備
・奉納 聖歌3番「新しい歌を主にうたえ」　
・感謝の賛歌　聖歌205番
・平和の賛歌　聖歌206番　
・聖体拝領　
聖歌167番「わがこころ喜びに」

・閉祭　聖歌403番「友よ聞こう」
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・主任司祭の挨拶　　　上杉神父様
・司教様の祝辞　　　　勝谷司教様
・感謝状の贈呈　　　　上杉神父様　　　　　　　　　　
・山田先生のご挨拶　

　（場所をホールへ移して）
・祝賀会　ライヤ地区長の挨拶　他
・閉会の辞　　　　松岡運営委員長

新聖堂献堂式について 
運営委員長　　松岡健一

待降節黙想会 
共同回心式 
12月18日㈰ 

指導司祭　ケン神父様

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-7

📞 0143-44-3851

曜 午　　　前 午　　　後
1 日 ミサ（上杉師）10:00　新年交礼会
2 月
3 火
4 水
5 木
6 金
7 土 掃除（蘭岳）
8 日 集会祭儀9:30　運営委員会　クリスマス飾り片付け
9 月
10 火
11 水
12 木
13 金
14 土
15 日 ミサ（上杉師）9:30　壮年部女性部例会　ミニ大掃除
16 月
17 火 OPC10:00
18 水 旧約聖書を読む会10:00
19 木 ミサ（上杉師）10:00　カフェさくら開店11:00 病者訪問13:00
20 金 修道院ミサ7:00
21 土 ミサ（上杉師）10:00 
22 日 ミサ（ライヤ師）9:30　ミニ大掃除
23 月 ロザリオの会10:00
24 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
25 水 旧約聖書を読む会10:00
26 木 ミサ（上杉師）10:00　入門クラス10:45　 病者訪問13:00
27 金 修道院ミサ7:00 入門クラス18:00
28 土 ミサ（上杉師）10:00 　掃除（蘭岳） 中学英語15:30
29 日 合同ミサ（東室蘭）10:00　ブロック会議12:30
30 月 ロザリオの会10:00
31 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00

2017年1月　教会行事予定表



2016年度第8回運営委員会 議事録 
2016年12月4日㈰11:00～12:20 

　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。　　 

３。報告
3.1 12，1月の予定

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（ミサ後、指導司祭：ケン神父様）、昼食後共同回心式
 ２２日（木）　恵愛病院クリスマス訪問（14時～）
 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（午前10時〜）
　  ８日（日）　１月運営委員会、クリスマス飾り片付け
  １５日（日）　壮年部・女性部例会
  ２２日（日）　ミニ大掃除
  ２９日（日）　合同ミサ（於：東室蘭、10時〜）、ブロック会議（於：東室蘭、12時30分〜）

　　3.2　地区連絡協議会(11/20)について（議事録は掲示板に掲示）
　　　　地区長ライヤ神父様の挨拶の後、各教会の報告があり、その後、協議事項に入り、

１．女性大会の日程については女性部が連絡会をもって検討。当番：東室蘭教会。
２．地区宣司評の報告と協議、主として財政問題（資料添付）について協議した。
３、今年度のブロック・地区の予定では信徒大会が苫小牧教会当番で来年１０月１５日を予定。　

次回：来年５月２１日を予定。当番；苫小牧
3.3　聖堂建築関係財務の中間報告	
献堂式の祝儀が多く、まだ全ての清算は出来ていないが、収支については心配なさそう。	

3.4　11月分財務報告（別紙資料あり）
　先月に続き収入に遅れがみられ、多少心配もある。。

４．議　事
4.1 オープンハウスと文化祭の反省について
　　　掲示用のパネルの製作は良かった。海星からの衝立の借用は迷惑をかけることになり、検討が
必要。トラピスト修道院から借用の資料は反響があったが、借用、返却を上杉神父様に依存した
ことは今後の課題。など

4.2 献堂式の反省について
　　　生花の取り扱いが大変だった。場所は大変だったが、何とか１８０名以上を収容できたので、
今後も室蘭ブロックの行事等に対応できることが確認された。など

4.3 新聖堂献堂記念誌について
編纂委員会から別紙資料により報告があり、今年度中の完成を目指して、それぞれ対応するこ

ととした。  
4.4 ブロック会議への対応
　　教区の財政問題への取り組み、夏期学校などが話題になると思われる。

4.5 新年会について
　　　少し遅くなるが、２月５日ミサ後、神父様の誕生会も合わせて行うこととした。

4.6 英語クラスへの支援について
クリスマスお祝い会への支援をすることとした。例年通り１万円。クリスマスの小冊子は用意
する。

　　4.7 その他
　　　　・クリスマス小冊子（大人用、子供用）各30部
　　　　・カトリック新聞クリスマス特別号 50部
　　　　・カルメルクッキー、クリスマス手さげ小箱 60個　　それぞれ用意する。

５．司祭の予定 
5.1 上杉神父様	
　　　1/14まで不在。平日のミサは1/19から、入門講座は1/26から。

5.2 ミサ・集会祭儀の予定（未定）
　12/4　上杉師　　12/11 集会　　12/18　ケン師　12/24　降誕祭徹夜ミサ 上杉師

12/25　降誕祭　上杉師 　1/1　初ミサ 上杉師　　1/8 集会　　1/15 上杉師　　
1/22 ライヤ師　1/29 合同ミサ（東室蘭）	

東日本大震災支援
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今年は 
教会でクリスマス 
12月24日㈯ 

Xマスキャロル　19:30 
降誕祭ミサ　20:00 

ミサ後ミニパーティ 
12月25日㈰ 

降誕祭ミサ 9:30 
クリスマスパーティー　

特別出演
 

石川優美
&Pono 

Lani 2016 
12月17日㈯ 
13:30開演 

クリスマス
チャリティーコンサート

12月17日㈯13:30 
今年のコンサートには、特別出演で[石川優実＆Pono Lani]

さんが参加されます。ご存知の様に石川優実さんは高科さ

んのお嬢さんです。新しくなった聖堂で初めてのコンサー

ト、楽しみです。


皆さんも、ご家族・お友達をお誘いして、このコンサート

を盛り上げてくださいね。

カトリック東室蘭教会の皆さん


　私たちOPCのメンバーは東室蘭
教会の皆さんのご厚意に感謝して
おります。

　この会の発足のそもそもの発端
は、新聖堂建築資金の一助になれ

ばと思ったからです。１時間125円で２時間。
一月４回として1000円あまりですが、その趣旨
に賛同し、多額の会費をいただいたりして、建
築資金へ入れてまいりました。最近では大型ス
クリーンを購入しました。

　今回、建築も一段落しましたので、長年だま
しだまし使用して来ましたワイヤレスマイクと
有線マイク、10メートルのマイク延長コードを
購入しました。

　自分たちのスキル向上のためとはいえ、スペー
ス・暖房・照明・コピーなど、諸々の施設を利
用させていただいています。

　みんなで考えたのはそのご厚意にどう答えよ
うかということです。

　伊達・登別・室蘭教会から参加されているメ
ンバーもこの趣旨に賛同してくださいました。

　これからもよろしくお願いいたします。


OPCメンバー一同

大勢の若い人たち 
　11月27日の新聖堂献
堂式には180名以上の参
加者を迎えました。 
　特に室蘭工業大学の
若い学生さんたちが20
名近くも参加され、久
しぶりに華やいだ雰囲
気になりました。 
　思えば昔、工業大学、
工業高校の学生さんが
大勢いた時代があった
ことを思い出しました。　


