2017年3月
曜

午

1 水 旧約聖書を読む会10:00

教会行事予定表

前

午

2 木 ミサ（上杉師）10:00

灰の水曜日ミサ17:00
入門クラス10:45

ひとつになろう
2/12
2017

後

英語教室15:30
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
5 日 ミサ（上杉師）9:30

掃除（白鳥）松浦司教講演会（北一条）14:00 中学英語15:30

2017年2月12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

病者訪問13:00

入門クラス10:45

10 金 修道院ミサ（上杉師）10:00

入門クラス18:00

ミサ（上杉師）東日本大震災追悼復興記念ミサ10:00

12 日 ミサ（森田師）9:30

掃除（白鳥）セシリア10:45

中学英語15:30

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

英語教室15:30

16 木 ミサ（上杉師）10:00
17 金 修道院ミサ7:00

毎月第2日曜発行

運営委員会

6 月 ロザリオの会10:00

11 土

カトリック東室蘭教会広報誌

カフェさくら開店11:00

病者訪問13:00

性虐待被害者のための祈りと償いの日

18 土 ミサ（上杉師）10:00

掃除（白鳥）

中学英語15:30

19 日 ミサ（上杉師）9:30 四旬節黙想会（上杉師）10:45~11:45昼食持参 黙想会12:3-13:30
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

病者訪問13:00

入門クラス10:45

24 金 修道院ミサ7:00

セシリア13:30・入門クラス18:00

25 土 ミサ（上杉師）10:00

中学英語15:30

26 日 集会祭儀9:30

夏期学校準備（室）14:00

復活祭前の大掃除の日

地
域
と
共
に

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
29 水 旧約聖書を読む会10:00

英語教室15:30

30 木 ミサ（上杉師）10:00

病者訪問13:00

31 金 修道院ミサ7:00

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。

四旬節の黙想会
指導司祭：上杉神父様

3月19日㈰
第一講話 10:45~11:45
昼食（各自持参）
第２講話 12:30~13:30
共同回心式13:45~
(上杉師・小林師）

2017年度

教会総会
4月23日㈰
（ミサ後）

2017年度の教会総会は4月23日
のミサ後に行われます。それに
先立ちまして4月2日は総会準備
のための運営委員会になります
ので役員の方はよろしくお願い
いたします。

恒例の大新年会
神父様の誕生会
2月5日、北海道の2月は冬
真っ只中ですが、この日は久
しぶりの晴天で、恒例の東室
蘭教会大新年会と上杉神父様
の誕生会を祝福しているよう
でした。
上杉神父様のお年を確認す
るのを忘れてしまいましたが、間違いなく私たちみん
なよりお若くいらっしゃいました。もちろんまだもっ
と若い方も大勢？おられましたことも確かです。
ミサの後、女性部の皆さんが腕によりをかけてくだ
さったご馳走がテーブルいっぱいに広げられ、開会を
今か今かと待ちわびている方々でホールがいっぱいに
なり、ウェイターもウェイトレスも移動するのが大変
な状態でした。こんなことならもっと大きなホールを
作っておくべきだったと後悔して（後悔してない）い
ました。
余興にいつものように
青坂さんの民謡が飛び出
し手拍子で会場は大いに
盛り上がりました。また
一番のお楽しみは、恒例
のビンゴ大会です。高科さ
んが番号を読み上げられ
るたびに、大きな歓声と
それ以上大きなため息が
飛び交いました。

〒050-0073
室蘭市宮の森町4-9-7
📞 0143-44-3851

2016年度第10回運営委員会

2016年度

議事録

2017年2月5日㈰12:30〜14:00

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 2，3月の予定

１.

３.

５日（日） 新年会（上杉神父様誕生祝を兼ねる、ミサ後）、２月運営委員会（新年会後）
１１日（土） ユスト高山右近列福記念ミサ(10時〜)
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月 １日（水） 灰の水曜
３月
５日（日） ３月運営委員会
１２日（日） 壮年部、女性部例会
１７日（金） 性虐待被害者のための祈りと償いの日（19日のミサで行う）
１９日（日） 四旬節の黙想会（ミサ後、指導司祭：上杉神父様）、共同回心式
２５日（土） 教会学校お泊まり会（26日まで） 子供の状況を調べる
２６日（日） 復活祭前の大掃除、夏期学校準備会（室蘭、14時～）
４月 ２日（日） ４月運営委員会（総会準備）集会祭儀の研修会（ミサ後）
９日（日） 枝の主日、壮年部、女性部例会
２３日（日） 2017年度教会総会（ミサ後）
3.2 ブロック会議(1/29)について（ブロック会議議事録参照）
議事録を掲示板に掲示する。
3.3 1月分財務報告（別紙資料あり）
収支とも予算に比べ少ない。収入も少し持ち直している。ほぼ健全財政である。

事

４.

4.1 新聖堂献堂記念誌について
原稿等はライヤ神父様を除いて揃う。写真等の選択が必要だが、今年度中には発行できる。
4.2 四旬節の黙想会・共同回心式について
3/19 上杉神父様にお願いした。（日程）ミサ後、10:45〜11:45 第一講話 昼食（各自持参）
12:30〜13:30 第二講話 13:45〜 共同回心式（小林神父様にもお願いする）
4.3 第２回ザックバランの会について
この日神父様は不在だが、記念誌の件など必要に応じて対応する。
4.4 来年度の夏期学校について
だんパラは抽選漏れになったので、室蘭教会を会場に行うことを考える。後日具体案を検討。
３月２６日に室蘭教会で第一回の準備会を行う予定。
4.5 復活祭前の大掃除について
3/26 ミサ後： 聖堂は丁寧な掃除とするが、司祭館、ホールは例年の大掃除とする。
4.6 その他
・韓国からの訪問団への対応： まだ詳細は不明なので、柔軟に対応する。
・佐久間神学生助祭叙階への対応： 教会としてはお祝いを１万円用意する。他は個人の判断とする。
来年の司祭叙階式は十分に用意する。
・共同墓地への埋葬に当たっては献金を１万円お願いする。墓碑銘等は実費負担。
・カト高練成会への参加を募る。
・3/4の松浦司教様講演会に一人派遣する。旅費は教会負担。竹原さんを推薦。
・4/2ミサ後集会祭儀についての研修会

５．司祭の予定
5.1 上杉神父様
2/17 仙台出張 2/27,28 司祭評議会 3/4 松浦司教様講演会(札幌)
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
2/5 上杉師
2/12 集会
2/19 小林師
2/26 集会
3/5 上杉師
3/12 森田師
3/19 上杉師 3/26 集会
4/2 上杉師
4/9 佐藤師（新司祭）

時：2017年

1月29日

12時15分〜14時30分

２. 出席者 小林神父、上杉神父
司会・書記：東室蘭教会
（室 蘭）松山、池田 （東室蘭）松岡、竹川、高科（優）、高科（美）、岩泉（登別）渡辺、李、片山
（伊達）吉田、石坂

２月

４．議

日

第４回ブロック会議議事録

５.

日

程：

１）小林神父挨拶
２）上杉神父挨拶
３）報告事項
3.1 地区及びブロック行事
なし
3.2 各教会報告（10/30以降）
（室蘭）11/12佐藤章様葬儀 11/24佐藤定江様一年忌追悼ミサ 12/18大掃除 12/24降
誕祭夜半ミサ（北辰緑ヶ丘合唱団参列） 1/22チャリティーカフェ
（東室蘭）10/31新聖堂完成 11/3~6オープンチャペル・文化祭 11/6七五三 11/17カ
フェさくら 11/27新聖堂献堂式 12/15カフェさくら 12/17チャリティーコンサー
ト 12/18待降節黙想会（指導：ケン神父様） 1/1初ミサ、新年交礼会 1/19カ
フェさくら
（登別）11/11病者訪問 11/13信徒例会 11/14祈りの集い 12/4信徒例会 12/11待降
節黙想会（指導：上杉神父様） 12/12祈りの集い 1/9祈りの集い 1/22信徒例会
1/29カラオケ例会（新年会）
（伊達）11/2.11/5.11/12.11/16.11/19.11/26.11/30.12/7.12/14キリストの教え入門
11/10ロザリオの集い 12/4ミニバザー（女性部） 12/11ミニバザー（壮年部）
12/17共同回心式 12/18ミニバザー（青年部） 1/1神の母聖マリア茶話会
3.3 宣教司牧評議会について
特になし

議 事
4.1 室蘭ブロックの将来について
これまでも度々話題になっているが、今後10年を待たず各教会とも高齢化が進み、教会の運営、
活動に支障が起きることが予想される。これに向けてどう対応していくか。解決策は難しいが今か
ら準備することはないかなど話し合った。
話し合いの中では
・次世代を担う後継者（若者）への呼びかけが必要
・若い人の集いを計画する（上杉神父様から呼びかけ、各教会で積極的に対応する）
・役員を担う者の不足が課題（同じ者がいつまでもできない）
・小教区の統合は難しい（建物も祈りの場として、地域の拠点として必要）
・各小教区とも維持が困難になるまで頑張るしかない
・集会祭儀や聖体奉仕の研修会を開催する
など
4.2 今年度の会議予定について
合同ミサ／ブロック会議 4/30:室蘭 7/30登別 10/29伊達
ブロック会議1/28東室蘭
4.3 夏期学校について
施設として室蘭”だんパラ公園”の”サンパワー380”の予約に挑戦しているが、7月分は抽選漏れ、
現在8月5日から7日の結果待ちであったが2/1抽選漏れの連絡あり。従って室蘭教会を宿泊場所とし
て考えて実施することとしたい。詳細は場所が確定してから準備会を2月が3月に予定する。
4.4 その他
・韓国からの訪問団について 詳細がわかってから対応する。2月、80名程度、３泊４日予定
・佐久間神学生の助祭叙階について 伊達教会では中型のバスを用意した。多少の余裕はありそう。
他の教会は各教会で対応する。来年の司祭叙階はブロックとしても対応を考える。
・6月にも韓国からの訪問団が来られる予定 バク神父様引率で20名程度
司祭の予定 小林神父様・上杉神父様 1/30.31顧問会議 2/27.28司祭会議
小林神父様 2/20ベネディクト幼稚園卒園ミサ（東室蘭教会） 3/4海星学院卒業式
３／１９ベネディクト幼稚園卒園式
上杉神父様 2/17復興支援会議（仙台） 3/4松浦司教様講演会（最近のカトリック教会の動き）
3/17性的虐待被害者のための祈りと償いの日（前後のミサで祈る）
次回は4月30日 10:00室蘭教会 書記：室蘭教会

