2017年2月 教会行事予定表
曜

午

前

午

1 水 旧約聖書を読む会10:00

英語教室15:30

2 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス10:45

病者訪問13:00

3 金 修道院ミサ7:00

入門クラス18:00

4 土 ミサ（上杉師）10:00

掃除（太平洋）

ひとつになろう
1/15

後

2017

中学英語15:30

5 日 ミサ（上杉師）9:30 新年会・上杉神父様誕生会・

2017年1月15日

7 火 シスター教会10:00~15:00 OPC10:00
8 水 旧約聖書を読む会10:00

英語教室15:30

9 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス10:45

病者訪問13:00

10 金 修道院ミサ（ライヤ師）10:00

入門クラス18:00

11 土 ミサ（上杉師）10:00

中学英語15:30

12 日 集会祭儀9:30 壮年部女性部例会
13 月 ロザリオの会10:00
14 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
15 水 旧約聖書を読む会10:00
16 木 ミサ（上杉師）10:00

英語教室15:30
カフェさくら開店11:00

病者訪問13:00

掃除（太平洋）

中学英語15:30

17 金 修道院ミサ7:00
18 土 ミサ（上杉師）10:00

19 日 ミサ（上杉師）9:30 ザックバランの会（ミサ後）
20 月 ロザリオの会10:00
21 火 シスター教会10:00~15:00 OPC10:00
22 水 旧約聖書を読む会10:00

英語教室15:30

23 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス10:45

病者訪問13:00

24 金 修道院ミサ7:00

セシリア13:30・入門クラス18:00

25 土

中学英語15:30

地
域
と
共
に

26 日 集会祭儀9:30 ミニ大掃除の日
27 月 ロザリオの会10:00
28 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

2017
カトリック東室蘭教会

大新年会
上杉神父様
誕生会
2月5日㈰
詳細は後日お知らせ

毎月第2日曜発行

運営委員会

6 月 ロザリオの会10:00

掃除（太平洋）

カトリック東室蘭教会広報誌

〒050-0073
室蘭市宮の森町4-9-7
📞 0143-44-3851

冬眠から覚めて
始まります。
2月に入りますと長いお休みから覚
めて各行事が始まります。
ロザリオの集い、OPCパソコン教
室
恵愛歌のボランティア、旧約聖書を
読む会、セシリアコーラス、入門ク
ラス、子供英語教室に中学英語など
です。
北国の2月はまだまだ寒さ厳しい
季節です。体調を崩さないように気
をつけて頑張りましょう。

ザック
バランの
会
2月19日㈰
（ミサ後）
今度のざっくばらん
の会は2月19日に決ま
りました。今から何
を話そうか考えてお
いてくださいね。

2017年
始まりに
思う
司教様の年頭所感の豊かなメッセージが出た
ばかりですので、私からの「新年を迎えて」の
大きなメッセージは遠慮し、小メッセージ で
お許しください。
新年は新聖堂建築の夢が実現した喜び新たな中
で迎えました。神に献げられたので（献堂）、
建物ばかりでなく私達一人一人が神に献げられ
る者とされていることを銘記して、この一年を
歩みたいと思います。 「地
域の人々とともに」ーこれ
は今年度の東室蘭教会の宣
教のモットーですね。第3木
曜日のミサ後開催される“カ
フェ・サクラ”の実践にも、
初めての方が6人ほどいらっ
しゃいました。日ごろ敷居
の高い?と言われる教会、す
なわち神である父の家に来
られたのです。こんな小さな
試みの中にも、「私の家がすべての人の家とな
るように」との神様の御心を思い出すことがで
きます。小さなことに心を留めながら、祈りつ
つ手を携えつつ実行してまいりましょう。
福音＝「貧しいものは幸い」。 貧しいもの
と訳されてるヘブライ語“アナヴィーム”は、自
分が満ち足りたものではなく重荷にあえぎ、己
が乏しさを知り、神の助けと救いを待ち望む人
のことです。私はこの一年、認知症を患った家

上杉昌弘神父様

族との付き合いからいろいろなことに気付かさ
れました。一言でいえば、愛と優しさの現実を
学んでいます。「互いに愛し合いなさい」とい
う主キリストの言葉は知っているし行おうとし
ているつもりでした。が、いかに忍耐なく上か
ら目線になり勝ちな自分であるかに気付かされ
ています。私が愛する、ことが主題なのではな
く、その人にとって良き隣人となったか。自分
ではなく相手が中心にな
ることがイエス様の大切
にする「愛」だったはず
なのに。 病院に張ってい
たポスターの中で拾った
当事者たちの声 「叱ら
ないで笑って許して、…誰
かと話したい、…ゆっく
り待ってくれたらできるこ
とがある、…うまく言え
ないけど話したいことはた
くさんある、…私抜きに私のことを決めない
で、…自分も役に立っていると思いたい、…徘
徊ではない、目的があって歩いてる、…自分が
壊れていく不安で押しつぶされそうです」など
など。身につまされます。人みな一人一人が抱
く思いを表しているかのよう。寄り添い支え合っ
ていきたいものです、イエス様はそうしてくだ
さってますから。私に重荷を委ねなさい、と。

2016年度第9回運営委員会

議事録

2017年1月8日㈰11:30〜12:40

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。

美しい声でしたね！

３。報告
3.1 １，２月の予定
１月

１日（日）
８日（日）
１５日（日）
２２日（日）

新年初ミサ（午前10時〜）
１月運営委員会、クリスマス飾り片付け
壮年部・女性部例会
ミニ大掃除

チャリティーコンサート

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〜）
２月 ５日（日） 新年会（上杉神父様誕生祝を兼ねる、ミサ後）、２月運営員会（新年会後）
１２日（日） 壮年部・女性部例会
１９日（日） ザックバランの会（ミサ後）
２６日（日） ミニ大掃除
3.2 12月分財務報告（別紙資料あり）
12月を終え収入特に月定献金が予算比７割弱と多少心配な面もあるが、支出も予算を下回っているた
め収支的には健全である。この後、教区負担金、一粒会費など未払費用があり、当初の予算を確保する
ためには今少し努力が必要に思われる。

４．議

みんな

皆さんのご厚意は下記の通りです
コンサート寄付金合計
38,677円
その時行われたミニバザー益金
22,495円
優美さんからCD売上から
12,000円

事

4.1 新聖堂献堂記念誌について
編纂委員会から現況の報告があり、新聖堂への感想メモの取り扱いについて議論があった。基本的に
は原文を活字に起こしそのまま掲載することとした。ライヤ神父様、小林神父様にもお祝いの言葉を頂
くこととした。
4.2 新年会について
２月５日(日) のミサ後、上杉神父様の誕生祝を兼ねて開催。詳細は女性部にお願いすることとした。

4.3 四旬節の黙想会・共同回心式について
上杉神父様と相談の上決定するが、佐藤健一新司祭にお願いする案もあった。
4.4 ブロック会議への対応
夏期学校など定例的な事項の他、ブロックの将来展望などについて相談することとした。
4.5 来年度の夏期学校について
室蘭のダンぱら高原のサンパワーの使用を申し込んでいるが不可の場合は、会場を教会とすることも
検討する。
4.6 その他
・参加者がいることを前提に子供たちの春の宿泊研修を計画する。
・チャリティーコンサートの献金は合計７．３万円余であった。
・レターボックスは今年度多少の値上がりがあったが、予定通り購入することとした。
・聖堂用の新しい掃除用具等を揃えることとした。
・物置周辺の廃物の処理を専門業者に依頼するかどうか検討することとした。

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
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）
2/5 上杉師
2/12 集会
2/19 上杉師
2/26 集会

お上手ですよ

12月17日に行われた東日本題震災復興
支援のためのクリスマスチャリティーコ
ンサートは、完成したばかりの新聖堂に
大勢の皆さんをお迎えして開催されまし
た。
特別出演してくださった石川優美＆
Pono Laniさんのおかげで盛り上がった会
場の写真をご覧ください。

合計で73,172円を被災地に送りま
した。本当にありがとうございました

変わります
長年親しんできました、維持費を入
れる棚が変わります。今までは袋を
折らなければ入らなかったのと、外
から丸見えなのも考えものと、いろ
いろ考えてきましたが、このトレー
キャビネットを２台購入することに
しました。維持費の袋や、A４の用
紙がそのまま入るので連絡箱として
も利用できるからです。ただ、今ま
では「何か入っている」と外から見
えましたが開けてみなければわから
ない不便もあります。

実物は写真と異なりますが18段が３列で54人分、２
台なので108人分が収容できます。現在は100人未満
です。足りなくなったら小型のを増やす予定です。

