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　　　　いったん　お別れの言葉を 

　　　　　　意は尽くせませんが　　　上杉 昌弘 神父

	 お別れの言葉と書きましたが、むしろ出会えた喜
びに感謝しています。	

　この度の人事異動により東室蘭教会主任司祭を

韓(ハン)神父様にバトンタッチし、私は札幌北26

条教会・手稲教会・花川教会へと遣わされてまい

ります。この3年間をどう書き表せばよいのか。札

幌から週の後半に戻り、東室蘭教会

には実質週３日、日曜日も2週に一

度と本当に少ない日数の関わりとなっ

てしまいました。申し訳ない気持ち

でいっぱいです。ごめんなさい。 
　キリストの公生活はたった3年間

でした。その3年間で全世界に神の

国の福音を告げその救いを実現して

くださいました。キリストと自分を

比べて私の3年間はどうだったのか

などと思うのは、愚かなことです。

あなたは私(キリスト)に従いて来た

のだ、良いことを行ったならば、そ

れは私があなたたちに内で生きてい

たことなのだと気付くからです。だからたった3年

間なのではなく、ずっと主キリストと一緒にいて

私達もずっと共にあるのだ。キリストはミサの記

念を残された、共に生きることを思い起こさせる

ために。 
　この3年間に新たに東室蘭教会で洗礼を受け、神

からの喜びと平和に招かれた方々を思うにつけ、

私たちが何かをなしたのではなく主イエスがなし

た業であると痛感します。新しく神のうちに兄弟

姉妹となった皆さん、よくぞ主の召しに応えてく

ださいました。またそのために祈り、影に日向に

奉仕してくださった皆さんに感謝です。少い人数

の信徒ですから、2重3重に主のために時間と力、

心を捧げてくださったことでしょう。本当に力強

く感じました。その捧げものを主は見てくださっ

ています。ありがとう！と、私ではなく主キリス

トが言われます。この30年で5人の司祭

を生んだ室蘭ブロックの教会共同体の信

仰の一端を知った思いです。 
  
　わたしは毎週札幌からこちらへ帰るご

とに、時にささくれていた心が癒され、

ホームタウンに戻る喜びを感じました。

温泉があるからではなく、皆さんの笑顔

を思ってでした。ありがとうございまし

た。主キリストは弟子たちとの旅を続け

ました。私も旅をしていたように感じま

す。そしてこれからも旅をし続けます。

しかし3年前には知らなかった皆さんと

ともにです。新しい家族、親戚と出会っ

たように感じます。友として励まし合いながら、

置かれた場所は違えども励まし合いながら神の国

の福音を告げるために旅を続けましょう。 
　主は皆さんと共に!　と祈ります。皆さんも思い

出して祈ってください。主は、また司祭と共にと。

この北海道の地に神の救いを待ち望む人々が、多

くいらっしゃいますから、主キリストに結ばれて

倦まず弛まずこの道を雄々しく歩み続けましょう。

行きましょう	 主の平和のうちに！　神に感謝	 し

て。またお会いしましょう。

上杉神父様　　　　　　　　　　　　多田　静男 
長い様で私に取っては短い３年でした　大変お世話に
成りました。有難う御座いました　心から感謝をして
おります。今回、東室蘭教会を去りますが何時までも
お元気で布教に務めて下さい。神様の恵み豊かにあり
ます様にお祈りしております。

おめでとうございます 
復活の主日に受洗される方と 
初整体を受ける紹介します。 
木村　雅之様（アシジのフランシスコ） 
田坂　斗夢様（マリア（マリオ）） 
キム　ウンスク様（ラファエラ・マリア） 
チャン　セヨン様（ヨハンナ）

聖週間案内 
枝の主日  　4月9日 
(受難の主日)   9:30 
聖木曜日　4月13日 
(主の晩餐)    19:00 
聖金曜日   4月14日 
(主の受難)    19:00 
聖土曜日　4月15日 
(復活徹夜祭) 19:00 
ミサ後パーティー 
復活の主日4月16日 
ミサ・洗礼式  9:30 
   復活と受洗を祝
うパーティー

お見送り 
上杉神父様は4月18
日火曜日の午後2時に
教会を出発し室蘭を
離れます。

曜 午　　　前 午　　　後
1 月 ロザリオの会10:00
2 火 セシリアコーラス9:45       OPC10:00
3 水
4 木
5 金 修道院ミサ（ハン師）7:00
6 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋）
7 日 ミサ（ハン師）9:30　こどもの日祝福　ハン神父様歓迎会　　 運営委員会
8 月 ロザリオの会10:00
9 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

10 水 旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
11 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45
12 金 修道院ミサ（ハン師）7:00 入門クラス18:00
13 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋）
14 日 集会祭儀 9:30　母の日の祝福　壮年部女性部例会
15 月 ロザリオの会10:00　　　　　
16 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
17 水 旧約聖書を読む会10:00 　　 英語教室15:30
18 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45カフェさくら開店日
19 金 修道院ミサ（ハン師）7:00 入門クラス18:00
20 土 ミサ（ハン師）10:00　セシリアコーラス10:45
21 日 ミサ（ライヤ師）9:30　ミニ大掃除の日 地区連絡会（苫小牧）
22 月 ロザリオの会10:00
23 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

24 水 旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
25 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45
26 金 修道院ミサ（ハン師）7:00 入門クラス18:00
27 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋）
28 日 集会祭儀 9:30　ざっくばらんの会（集会後）
29 月 ロザリオの会10:00
30 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00
31 水 旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30

2017年5月　教会行事予定表

上杉神父様へのメッ
セージ、ありがとう
ございます。掲載さ
れた方でご希望の方
はカラー版を差し上
げます。広報まで。



2016年度第12回運営委員会 議事録 
2017年4月2日㈰11:00～12:15 

　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 4，5月の予定

　　　　４月　２日（日）　４月運営委員会（総会準備）
　　　　　　　８日（土）　上杉神父様送別会（ミサ後）
　　　　　　　９日（日）　枝の主日、壮年部å、女性部例会
　　　　　　１３日（木）　聖木曜日（ミサ：19時〜）
　　　　　　１４日（金）　聖金曜日（聖金曜日の祭儀：19時〜）
　　　　　　１５日（土）　聖土曜日（ご復活徹夜祭ミサ：19時〜）、ミサ後ミニパーティー
　　　　　　１６日（日）　ご復活祭（ミサ：9時30分〜、入信式）、ミサ後パーティー
　　　　　　２０日（木）　カフェさくら開店（11時〜）
　　　　　　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）
　　　　  ５月  ７日（日）　５月運営委員会、子供の日祝福　
　　　　　　１４日（日）　壮年部、女性部例会、母の日の祝福
　　　　　　１８日（木）　カフェさくら開店（11時〜）
　　　　　　２１日（日）　ミニ大掃除、地区連絡会
　　　　　　２８日（日）　今年度第一回ざっくばらんの会（集会祭儀後）
　　3.2  3月分財務報告（別紙資料あり） 特に問題はなし。詳細は総会資料として検討。

４．議　事
4.1 新聖堂献堂記念誌について
編纂委員会から完成の報告があり、各委員に配布された。３００部印刷製本済み。信徒及び苫小牧地区、
道内の教会に配布する。協力いただいた方々にも配布する。 
4.2 ‘17年度教会総会について
　活動報告、決算報告、活動計画、予算案の検討をする。原案により資料の準備をすることとした。

4.3復活祭について
徹夜祭のパーティーは壮年部、復活祭のパーティーは女性部に依頼する。復活祭のパーティーは受洗
のお祝いも兼ねる。

4.4 上杉神父様の送別会について
　　　４月８日ミサの後に行う。内容は仕出しを注文することとした。

4.5 韓（ハン）神父様の歓迎会について
　　少し遅くなるが、５月７日ミサ後に行うこと（カレーパーティー）とした。
4.6 その他
　　　資料により今年度夏期学校について相談する。詳細は４月３０日のブロック会議で検討する。	

５．司祭の予定
5.1 上杉神父様　　離任の日時は後日連絡
　　ハン神父様　　4/18(火)、正午頃 事前来蘭予定　　4/20(木)、午後１時頃 赴任予定
5.2 ミサ・集会祭儀の予定

4/2 森田師　　4/9 佐藤謙一師　　4/16 上杉師　　4/23 集会　　4/30 合同ミサ（室蘭教会）
　　　　5/7 ハン師　　5/14 集会　　5/21 ライヤ師　　5/28 集会　

４～６司祭予定
4/2 上杉師
4/9 佐藤師
4/16 上杉師
4/23 ハン師
4/30 合同
5/1 ハン師
5/14 集会
5/21 ライヤ師
5/28 集会
6/4 ハン師
6/11 集会
6/18 ハン師
6/25 小林師

上杉神父様へ感謝　　　　　　　松岡健一 
　東室蘭教会初めての邦人司祭として赴任され、
新しい風を下さった上杉神父様の３年間に心か
らの感謝を申し上げます。短い期間でしたが、
札幌教区における神父様のお立場を思うと、よ
く３年間も居て下さったと思わされる期間でし
た。神父様がもたらされた新しい風を忘れるこ
となくこれからも生かしていけるよう努力した
い気持ちをお伝えし、感謝の気持ちと致します。

メッセージ　　　　　　　　　　横田健之助 
　聖堂が改築中は普段とは異なる出来事が幾つかあ
りました。一番印象に残った事は 戸外でのミサでし
た。鳥の鳴き声や救急車のサイレンがかすかにきこ
えて、いつもとは違った気分になりました。 
 2016年の復活祭で洗礼､堅信､初聖体の秘跡を受け､
それから一年の間に病者の塗油とゆるしの秘跡を受
けました。この間の入門クラスでの勉強は、とても
楽しいものでした。

竹原　徳男 
身近な話題の中に福音の存在を気付かせて下さっ
た入門クラスに始まり、求道者から信徒へ、僕の
人生の大きな節目に立ち会い導き育んで下さった
神父様にはどんなお礼の言葉を選んでも陳腐になっ
てしまいます。忙しい、風邪ひいたと言っていなが
ら絶対自分の事を後にする気配りの神父様。札幌
での司牧“猛”生活、時には自愛を！道南に来るな
ら東室蘭素通りはダメ！神父様の祈りが主に叶い
成就しますように、私達もお祈りしています。

上杉神父様ありがとうございました 
青坂　忠夫 

　神父様、私はトラピスト修道院の巡礼は一生に一度の
思い出で、迷える子羊、何もかも古く、そして新しい巡
礼でした。目クラが目クラをを案内すると、二人とも穴
に落ちると聖書にありましたね。そんな感じでした。と
云うのも私は二回ほど元町教会を尋ねております。 
前の日（出発の）だったか会長に「大丈夫ですか」と聞
かれました。（私は心の中で何糞！！）大丈夫ですと答
えました。まず宮前教会でしたね。中に入った途端におっ
冷たいと思いました。でもこれは函館の人に地震に強く
とこの教会を作ったのだなあ！、別部屋へどうぞとお茶
を出されました。やっぱり信者の人達は優しいんだな
あ～。次に元町の教会へ！これはまさしく異国情緒その
ものでした。ヨーロッパの教会を見ているようでした。
素晴らしいの一言。 

ここで、神父様は私の匂い松葉の苗木を、ここの信者さ
んにトラピストへの送り方お願いしたですたっけ！。そ
の晩は大野のトラピスト近くの宿に泊まりました。私は
夜の御ミサは遠慮しました。ご迷惑をかけてはと思った
んです。 
翌日朝、四時半でしたかトラピストの朝の御ミサに出か
けました。鎌田さんの車でルルドのマリア様を訪問しま
した。トラピストでは、神父様をはじめ僧院の人はみん
な旧約のベブロンの修道院の服装をしているのに驚きま
した。ここで神父様は私の拙い書を院長に届けてくれま
した。 
最後になりました。トラピスチヌで神父様にお土産を買っ
てもらったこと、帰りのバスで岩泉さんの何とも心温ま
る函館での幼かった頃のこと、ありがとうございました。
長くなりましたが今後ともよろしくお願いいたします。 

菊地　眞澄 
ここに来るようになって２年が経ちました。
何度か通ううちにセシリアコーラスへのお誘
いの言葉。歌うことが好きな私はすぐに手を
あげました。ICレコーダーに上杉神父様の練
習の合間のお言葉も入っています。大切に保
存してあります。クリスマスコンサートを終
えた後のこの幸せな気持ちは、今まで感じた
ことがあったでしょうか。もっとたくさんの
お話を聞きたかったです。学生ならクラス会
とかできますのにね。いつまでもお元気で・

武田教子 
本当に、素敵な出会いをもてて感謝しています。

神父様、くれぐれもご自分のお体も、ご自愛くだ

さい。 

短い期間でしたが、ありがとうございました。

上杉神父様へ　　　　　　　宮坂千代子

初めてお話を聴いて導かれ、あっという間に洗礼を
受け教会人となり、3年が過ぎてしまいました。そ
して早いお別れとなり、何とも心寂しく思います。
今は、教会の皆さんに支えられ、充実した日々を過
ごせておりますが、まだまだお話を聞きたい思いで
す。全ての方々に声をかけられ、心が満たされる時
を頂け、贅沢な幸せな期間を心から感謝致します。

娘　しのぶとともに、数々の思い出話をすることで

しょう。ありがとうございました。

岡本　裕平 
上杉神父様と３年の間、雪の聖母園のご紹介のこと、
9月の秋のバザーなどお世話になりました。親父の
ことの相談をありがとうございました。 
あとは、母のピアノの指導を共にありがたいことで
した。札幌に戻っても頑張ってください。また、室
蘭に来て、顔を出してください。まってます。


