2017年4月 教会行事予定表
曜

午

1 土 ミサ（上杉師）10:00

前

午

ひとつになろう
3/12
2017

後

掃除（蘭岳）松浦司教講演会（北一条）14:00 セシリアコーラス10:45

2 日 ミサ（上杉師）9:30 集会祭儀研修会

運営委員会

3 月 ロザリオの会10:00

2017年3月3日

4 火 シスター教会10:00~15:00 OPC10:00

カトリック東室蘭教会広報誌

毎月第2日曜発行

〒050-0073
室蘭市宮の森町4-9-7
📞 0143-44-3851

5 水 旧約聖書を読む会10:00
6 木 ミサ（上杉師）10:00 入門クラス10:45

病者訪問13:00

7 金 修道院ミサ（上杉師）7:00 セシリアコーラス13：30

入門クラス18:00

8 土 ミサ（上杉師）10:00

上杉神父様ありがとうございます

掃除（蘭岳）

9 日 ミサ（佐藤師）9:30 枝の主日 壮年部女性部例会
10 月 ロザリオの会10:00
11 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
12 水 旧約聖書を読む会10:00

英語教室15:30

13 木 修道院納骨式（望洋台）13:00

聖木曜日19:00

14 金

聖金曜日19:00

15 土

掃除（蘭岳）

聖土曜日19:00 ミニパーティー

16 日 ご復活ミサ（上杉師）9:30 パーティー
17 月 ロザリオの会10:00

上杉神父様引っ越し

18 火 シスター教会10:00~15:00

上杉神父様引っ越し

19 水 旧約聖書を読む会10:00

司祭館清掃

英語教室15:30

20 木 韓神父様来蘭
21 金
22 土

掃除（蘭岳）

23 日 集会祭儀9:30 2017年度教会総会 韓神父様歓迎会
24 月 ロザリオの会10:00
25 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
26 水 旧約聖書を読む会10:00

英語教室15:30

27 木
28 金
29 土

地
域
と
共
に

岩泉盛典
予想はしていましたがびっくりしたというのが本音

バザー出店
夏期学校大滝

夏期学校駒ケ岳
夏期学校大沼

セシリアコーラス13:30
掃除（蘭岳）

30 日 合同ミサ（室蘭）10:00

ブロック会議12:30

霊名誕生日

チャリティーコンサート

四旬節の黙想会
指導司祭：上杉神父様

3月19日㈰

3月16日㈭
当日はミサがありま
せんので十字架の道
行き後になります

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）

です。いらっしゃる時から聞いていた３年がこんなに早
く来るとは。あたかも５、６年一緒に過ごし、これか
らも今まで通りに新しい年度を迎えるものと思ってい
ましたから。
何よりもご尽力いただいた新聖堂の建築には、札幌
司教区や室蘭工業大学山田先生と協和ハウスさんとの
パイプ役を担っていただいたことです。
また、教会のコーラスグループ、セシリアコーラスの
ご指導や、チャリティーコンサートのプロデュース、恒
例のブロック夏期学校の校長先生や、きょうかいのバ
ザーにおけるパエリア店などの行事に指導、そして積
極的に参加していただき、後期高齢者の多い私たちの
教会の若い働き手として活動していただきました。
とにかくこの３年間は、上記の行事以外にも中学生
のための英語教室、病気のために教会に来られない方
への訪問、信徒が忌憚なく話し合う場のザックバラン
の会、そして地域と共にのスローガンに沿ったサクラ
カフェの開店などに本当にご尽力いだきました。
時折、除雪機を使い駐車場の雪かきをされている神
父様を見た時、札幌から帰ってきたばかりなのにと申
し訳なく思いました。
私が特に心に残るのは、トラピストの巡礼の旅です。
星降る真っ暗な山の中の道を、懐中電灯を頼りに、
みんなが手を取り合い励ましあって歩いた時のことで
す。「この共同体にある自分は、本当に幸せ者だと」。
あの時の感動を忘れることはないでしょう。
バスの手配や宿泊、昼食の心配など何から何まで神
父様に任せきりの旅でした。また私の故郷、生まれて
から２０年間過ごしたこの街、函館では市立図書館へ
通ったあの坂道をみんなで歩くことができました。
初めて「ひとつになろう」に記事を書く羽目にな り

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。

ましたが、来月号には神父様の室蘭の思い出を掲載す
る予定です。
お願い。来月の「ひとつになろう」に神父様へのメッ
セージを掲載したいと思います。２００字以内ならい
くら短くても結構です。広報までお寄せください。
トラピスト巡礼の旅

ルルド

2016年度第10回運営委員会

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 3，4月の予定
３月１日（水） 灰の水曜日、ミサ（17時〜）
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
２４日（金） 教会学校お泊まり会（26日まで）
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
１３日（木） 聖木曜日
１４日（金） 聖金曜日
１５日（土） 聖土曜日 復活祭（徹夜祭）
１６日（日） 復活祭
２３日（日） 2017年度教会総会（ミサ後）
３０日（日） 合同ミサ（室蘭教会、10時）、ブロック会議（12時30分）
3.2 ザックバランの会(2/19)について
・今回も特別にテーマを設定しなかったので、自由な話としたが、初めに今編集中の献堂記念誌に載
る写真(項目)について検討した。その後も散発的な話があり正午前に終了した。テーマを事前に募
集しそれに沿って話し合うことが必要ではとの指摘があった。
3.3 2月分財務報告（別紙資料あり）
・トイレ修理、トレー棚の購入等が有ったが、収支は予算通り順調に来ている。

４．議

事

4.1 新聖堂献堂記念誌について
・原本を配布し内容を確認した。
4.2 四旬節の黙想会・共同回心式について
3/19 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
指導：上杉神父様
13:45 共同回心式 （小林神父様と）
・洗礼志願式・・・5名の予定（確定後お祝いの品を用意する）
４〜６司祭予定
4.3 復活祭前の大掃除について
3/26 ミサ後
4/2
上杉師
4.4 復活祭について
4/9
佐藤師
・枝の主日・・・佐藤謙一神父様が司式をして下さる事になった。
4/16
上杉師
・聖木曜日〜聖土曜日のミサは、登別教会17時〜、東室蘭教会19時〜
4/23
ハン師
ご復活祭ミサ・・・東室蘭教会9時30分〜、登別教会12時〜
合同
4/30
＊ミサの予定は登別教会で了承後、決定とする。
ハン師
5/1
4.5 上杉神父様の送別会について
集会
5/14
・土曜日にする・・・4月2日の運営委員会で日時を決める。
5/21 ライヤ師
4.6 韓神父様の歓迎会について
・4月23日の総会後にする（11時30分〜？）
集会
5/28
4.7 佐久間神学生助祭叙階式祝賀会について
祝賀会のご馳走をブロックで準備する。
6/4
ハン師
東室蘭教会はサンドウイッチ100食程度を希望されている。
6/11
集会
＊運搬時の保冷状態に注意をして欲しい。
6/18
ハン師
4.8 教会学校春のお泊り会について
6/25
小林師
・3/24(金)〜26(日) 2泊３日 参加者は６〜7名 3/9(木)詳細打ち合わせ
・泣き部屋内のつい立を用意する。
4/9 その他
・現在会議室として使わして戴いている、司祭館の使用については韓神父様と相談してほしい。
・黙想会、聖週間の日程、決まり次第案内状発送する。
・上杉神父様に当教会を去るにあたり、一言お願いしたい。・・「ひとつになろう」に掲載したい
・集会祭儀の研修会の時間は、約一時間位で実施する。(4月2日)
・韓神父様に早い時期に一度来て頂きたい。
・司祭館・階段及び寝室の雨漏れ箇所の補修及び内装の張替えをする。
・入信式は、復活祭に実施。
・ザックバランの会について 今迄のやり方で継続する。
壮年部、女性部の例会等で何か話したい事があれば、話題としてまとめておく。

３．司祭の予定
5.1 上杉神父様
・3/16(木)宮古に出張のため、ミサなし カフェ、十字架の道行は実施
・4月17・18日に引越しをする。（4/19日・清掃）、4/20日韓（ハン）神父様が来られる。
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
3/5 上杉師
3/12 森田師
3/19 上杉師
3/26 集会祭儀
4/2 上杉師
4/9 佐藤師
4/16 上杉師
4/23 集会祭儀
4/30 合同ミサ

日本カトリック司教団メッセージ
「性虐待被害者のための祈りと償いの日」
の設定にあたって
日本のカトリック信者の皆様へ
はじめに
教皇フランシスコは、全世界の司教団に向けて、「性
虐待被害者のための祈りと償いの日」を設けるように通
達され、日本ではこの日を「四旬節・第二金曜日」にい
たします。
第一回目は、2017年3月17日（金）になります。司教
団としては、その直前の2017年2月の司教総会中に、性虐
待被害者のいやしと償いの意向でミサをささげることに
しています。
「祈りと償いの日」は、四旬節の金曜日という回心に
ふさわしい日としましたが、同時に象徴的な日でもあり
ます。それぞれの教区司教の呼びかけに従って、四旬節の
間、あるいは前後の日曜日などを使って、祈りと償い、
被害者の痛みを学ぶ機会を作ってくださるようにお願い
します。
教皇フランシスコの意向
2002年、米国のボストンで聖職者による子どもへの性
虐待事件が報道され、世界各地で同様の事件が明るみに
出ることになりました。
教皇フランシスコは、教皇庁に新しく「児童を守るた
めの委員会」を設立し、教皇自らがこの問題に真剣に取
り組む姿勢を示されると同時に、全世界の教会がこの問
題に真摯に向き合うように促しておられます。そして全世
界の司教協議会に対して、子どもに対する教会のメンバー
の責任について明確に意識できるように、神により頼む
日として、「性虐待被害者のための祈りと償いの日」を設
定するよう指示されました。
教皇の意向は、以下の諸点に要約されます。
1
教会のメンバーによって、また家庭や教育現場に
おいて行われた、子どもへの性虐待の罪について、
神からのゆるしを願うこと。
2
これらの重大な犯罪が、教会のメンバーによって
行われたことを公に認めること。
3
教会の権威者たちが、虐待の加害者を秘匿し、被
害者の痛みを無視した罪について、神のゆるしを
願うこと。
4
被害者のケアをする責任は、教会のメンバーとし
てすべての人におよぶことを、皆が認識できるよ
う恵みを願うこと。

5

被害者とその家族のために神のいやしと支えを願
い、教会がその人々の内的いやしと和解の歩みに
有効に寄り添うことができるよう祈ること。
6
虐待の被害者から何らかの反応があった場合、特
別な司牧的な配慮をもってすぐに応えるようにす
ること。
日本の司教団として
日本司教団は、2002年、聖職者による子どもへの性虐
待の事例の調査を行いました。その結果、日本でも同様
の事件は存在することが分かり、この事実を受けてメッ
セージを出すとともに取り組みを始めました。
2002年6月には、「子どもへの性的虐待に関する司教
メッセージ」を発表しました。そこでは、「性虐待は、
無防備な子どものからだ、たましいに傷を負わせる恐ろ
しい犯罪であること、日本でも不幸にして聖職者、修道
者による性虐待があったことが判明したこと、司教団と
して十分な責任を果たして来なかったことを反省し、被害
者の方々には誠実に対応するとともに、加害者である聖
職者、修道者には厳正に対処すること、子どもの人権擁
護のための活動、またかれらの育成に携わる学校・施設
で働く者、および聖職者、修道者の養成に力を注ぐこと、
このような事件が起らないように自らを正し、教会の刷
新に励んでいくこと」を表明しました。
続けて、2003年2月に司教のための対応ガイドラインを
発表するとともに、カトリック中央協議会に「子どもと
女性の権利擁護のためのデスク」を設置し、具体的な取
り組みと啓発活動を推進しました。また、2013年2月に
は司教のための対応ガイドラインの補足として、『教会が
子どもの権利を守るために〜聖職者による子どもへの性
虐待に対応するためのマニュアル』も発表しました。
今後も、被害者の方が声をあげたときに、各教区とし
て問題解決をはかるための体制を整えるとともに、聖職
者と神学生の意識を喚起するために養成を徹底し、教会
のメンバーの意識化のために啓発を行っていきたいと思い
ます。
終わりに
みなさん、すべてのキリスト者とともに、傷ついた被害
者の方々の悲しみと苦しみを理解し、彼らのいやしと回
復のために、いつくしみ深い神に祈り、また、全世界の
教会がこの困難な状況を乗り越えるために、神からの恵
みと力づけを祈りましょう。わたしたち日本の司教は、
聖職者、修道者、信徒のみなさんとともに、日本におい
てこのようなことが起こらないよう、重ねて自らを正し、
教会の刷新に励んでいきたいと思います。
2016年12月14日
日本カトリック司教団

