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　最も美しい季節、5月を迎えて東室蘭教会共同体
信者の方々に感謝の挨拶を申し上げます。 今まさに
こちらへ赴任をして何も知らずに慌てる私を暖かく
迎えて下さってことに心から感謝致します。 皆さん
と共に聖母マリアがおられる暖かい共同体を作れる
ように努力しながらお祈りします。 こちらで司祭と
して皆さんと一緒にいるように導いて下さっ
た神様に感謝と賛美を差し上げます。  
　5月は聖母マリアの月です。アメリカの
有名なフルトンシーン司教は神様とその
創造物に対する美しさを賛美した時、“神
様が偉大な芸術家だと考えるならば、神
様の最も偉大な傑作品はすぐに聖母マリ
アだ”とおっしゃいました。  
　ロシアの作家であるドストエフスキー
は人間を定義する時、“人間はどんな環境でもそれ
を克服できる最も偉大な動物だ”と自身の体験とし
て話しました。ドストエフスキーは、1850年頃ロ
シア皇帝暗殺陰謀事件の疑惑を受けて12人と共に死
刑台に立つことになりました。その時、その人々は
皆服を全部脱がされて零下30度の寒い所に30分ほ
ど死刑を待っていました。 ところが、死刑直前に皇
帝の特命で死刑を免じられ、奇跡的にシベリアに送
るという減刑措置が執られました。 

　後にドストエフスキーは“零下30度で何の服も着
ないで30分も立っていたが、私はその時何も寒いの
を感じなかった”と話しました。人間がとんな逆境
や困難にもそれを打ち勝っていくことができるのは、
自身の精神力から出ると思います。すなわち信仰人
で話すならば、深い信仰だけが難しいすべての問題

に勝っていくことができると思います。  
　それはドフトエフスキーが話したように、
そういう偉大な能力の主人公が十字架の下
に立っておられている女性、私たちの母、
聖母マリアであることを忘れてはいけない
と思います。 神様が計画された完全な人間
像、救いの計画が聖母マリアを通じて完成
されました。だから、聖母マリアは私たち
にとって救いの道であり、模範であり、慰

めの母なのです。  
　種がまかれて花が咲けば、いつかは必ず実を結び
ます。 私たちも聖母マリアが見せてくださったその
美しい信仰の道を歩いていかなければならないと思
います。 私たちも聖母マリアの心で信仰の種を蒔き
ながら神様に歩んで進みましょう。これからよろし
くお願いします。

室蘭ブロック 

壮年大会 
指導司祭 

上杉神父様 
6月10日㈯ 
6月11日㈰ 

会場 
洞爺湖温泉 
洞爺観光ホテル 

参加される方は掲示板に
お名前を記入して下さい 

会費10,000円

曜 午　　　前 午　　　後
1 木 旧約聖書を読む会10:00　韓国から司祭７名来蘭　ソーメン
2 金 入門クラス18:00
3 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（白鳥） 中学英語教室15：30
4 日 ミサ（ハン師）9:30　運営委員会 5.7.60.386

5 月 ロザリオの会10:00
6 火 セシリア9:45 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00 手芸クラブ13:00
7 水 修道院ミサ（ハン師）7:00  旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
8 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45
9 金 入門クラス18:00
10 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（白鳥） 北十一条教会訪問11:00 壮年大会洞爺観光ホテル14:00

11 日 集会祭儀 9:30　　女性部例会  壮年大会 39.387.46.401

12 月 ロザリオの会10:00　　　　　
13 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 手芸クラブ13:00
14 水 修道院ミサ（ハン師）7:00  旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
15 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45カフェさくら開店日
16 金 入門クラス18:00
17 土 ミサ（ハン師）10:00　セシリアコーラス10:45 中学英語教室15：30
18 日 ミサ（ハン師）9:30父の日の祝福　ミニ大掃除の日  162.405.97.4 夏期学校打合せ14:00（東）
19 月 ロザリオの会10:00
20 火 シスター教会10:00~15:00　OPC10:00　 手芸クラブ13:00
21 水 修道院ミサ（ハン師）7:00  旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
22 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45
23 金 入門クラス18:00
24 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（白鳥） 中学英語教室15：30
25 日 ミサ（小林師） 9:30　夏期学校打合せ（東）14:00 47.404.390.403

26 月 ロザリオの会10:00
27 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 手芸クラブ13:00
28 水 修道院ミサ（ハン師）7:00  旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
29 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45
30 金 入門クラス18:00

2017年6月　教会行事予定表
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私は主のはしためです。 
　　お言葉どおりにこの身に成りますように(ルカ１：３８） 

カトリック東室蘭・登別教会主任司祭　ハン神父様

マリア祭 
　5月7日に催されたマリ

ア祭の写真です。この日こ
どもの日の祝福と、母の日

の祝福がありました。

　そして遅くなりましたが

ハン神父様の歓迎会です。

大勢の方が集いました。

6月1日㈭ 
ミサ10時 

議事録にもありますが
この日、韓国の司教総
代理の神父様はじめ８
名の神父様による共同
ミサが行われます。 
ぜひ、たくさんの方々
の参加をお待ちしてお
ります。

バザー準備 
手芸クラブ 
一年は早いものですね。

もうバザーの準備が家

事まります。

毎週火曜日の13:00

からです。

中学英語 
教室 

上杉神父様が指導され

ていました中学英語教

室が、ハン神父様の指
導で再開されます。


毎週土曜日の15:30

からです



2017年度第1回運営委員会 議事録 
2017年5月7日㈰12:20～13:30 

　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  新年度の役員 
　　　　　主  任  司  祭　　ハン チョン ス 神父 
　　　　　修道者代表　　 Sr, 藤井　泰子 
　　　　　運営委員長　　 松岡　健一 
　　　　　副  委  員  長　　竹川　　亨，　　高科美智子 
　　　　　監　　　　事　　 小林　和夫，　　杉岡　正敏 
　　　　　壮　年　部　　 (部長)　稲澤　智明　　(副部長)　野呂　利一 
　　　　　女　性　部　　 (部長)　香島のり子　　(副部長)　佐藤　和子 
　　　　　青　年　部　　 (部長)　田坂　斗夢　　(副部長)　 
　　　　　財  務  委  員　　(委員長)　岩泉　盛典　　(副委員長)　宮坂千代子 
　　　　　典  礼  委  員　　(委員長)　高科　　優　　(副委員長)　松阪谷弘子 
　　　　　事業奉仕委員　　(委員長)　竹原　徳男　　(副委員長)　松岡　博子 
　　　　　施 設 委 員 　　(委員長)　山口　林蔵　　(副委員長)　儀福　範雄 

広  報  記  録　　(委員長)　山田　　淳　　(副委員長)　 川村その美 
総  務  委  員　　松岡　健一 

　　　　　地  区  委  員　 　(蘭　岳) 　岩泉　信子　　(楽　山)　杉岡　正敏 
(太平洋)　 高科美智子　 (白　鳥)　 松岡　博子 

　　　　　典 礼 委 員 　（蘭　岳）岡本　眞美、Sr. 小野　　（楽　山）　杉岡　亜美、香島のり子 
　　　　　　　　　　　（太平洋）　高科　　優、松阪谷弘子　（白　鳥）　横田久美子、佐藤　和子 
3.2 ５，６，７月の予定 
　　５月　７日（日）　運営委員会，マリア祭，子供の日・母の日の祝福，ハン神父様歓迎会 
　　５月　９日（火）　韓国馬山教区 ヨウ イン ソ 神父様来蘭，長期に室蘭滞在予定 
　　５月１４日（日）　壮年部，女性部例会，夏期学校打ち合わせ（14時；室蘭教会） 
　　５月１６日（火）　手芸の集（毎月第三火曜日：１３時～） 

５月２１日（日）　ミニ大掃除，苫小牧地区連絡会（14時～；苫小牧教会） 
５月２８日（日）　ウジョンブ教区の司教総代理の神父様はじめ６名（？）の神父様来蘭 
　　　　　　　　　滞在中の予定： ２９日 トラピスト修道院訪問 
　　　　　　　　　３０，３１日　札幌勝谷司教様訪問など 
６月　１日（木）　司教総代理の神父様はじめ８名の神父様による共同ミサ（１０時） 

　　６月　４日（日）　運営委員会 
　　６月１０日（土）　札幌北１１条教会からの訪問団来訪（１１時頃）、有志で懇談茶話会 
　　　　　　　　　　　室蘭ブロック壮年大会（当番：伊達教会、指導司祭：上杉神父様、 
　　　　　　　　　　　 場所：洞爺湖温泉「洞爺観光ホテル」、１１日まで） 
６月１１日（日）　女性部例会 
６月１８日（日）　父の日の祝福，ミニ大掃除，夏期学校事前打ち合わせ（東室蘭教会） 
６月２５日（日）　第三回夏期学校打ち合わせ（室蘭教会、午後２時） 
７月　２日（日）　運営委員会 
７月　９日（日）　壮年部，女性部例会，夏期学校最終打ち合わせ（東室蘭教会　午後２時） 
７月１５日（土）　室蘭ブロック夏期学校（於：室蘭教会、１７日まで） 

 3.3 ブロック会議(4/30)報告 
ハン神父様を含め、自己紹介の後、地区・ブロック・各教会の活動報告（総会資料あり）。 
夏期学校の検討（途中経過）の他、韓国からの訪問団の予定（6/15～17：新内堂教会から２７
名、6/16 10時～室蘭教会でミサ及び会食の予定）。壮年大会、女性大会の連絡。

3.4	財務報告	
　　別紙資料により説明があったが、まだ１ｹ月なので、コメントは無し。	

４．議　事： 
　　4.1	年度行事の分担について	

　　　　　子供の日（５月　７日）　　　　　　　　　　　　　祝　福	
　　　　　マリア祭（５月　７日）　　　　　　　　　　　　　典　礼	
　　　　　母の日（５月　７日）　　　　　　　　　　　　　　祝　福	
　　　　　父の日（６月１８日）　　　　　　　　　　　　　　祝　福	

神父様霊名記念日（６月２９日）	　	　　　　　　　女性部・壮年部	
　　　　　合同墓参（８月１３日？）　　　　　　　　　　　　典　礼	

聖母の被昇天（８月１５日）　　　　　　　　　　　典　礼	
　　　　　ザックバランの会（１０月、２月）　　　　　　　　運営委員会	

敬老の日（９月１７日）　　　　　　　　　　　　　祝　福	
　　　　　バザー（９月２４日）　　　　　　　　　　　　　　運営委員会	

　　　　　レクリエーション（　　月　　日）　　　　　　　　事業奉仕	
七五三（１１月　５日）　　　　　		　　　　　　　女性部・典礼	
文化祭（１１月　　日）　　　　　　　　　　　　　事業奉仕	
待降節黙想会（　　月）　　　　　　　　　　　　　事業奉仕	

　　　　　共同回心式（　　月）　　　　　　　　　　　　　　典　礼	
　　　　　降誕祭（１２月２４，２５日）　　　　　　　　　　典礼，壮年部，女性部	
　　　　　新年会（１月　　日）　　　　　　　　　　　　　　女性部	

神父様誕生茶話会（８月１９日）　				　　　　　　女性部	
　　　　　四旬節黙想会（３月）　　　　　　　　　　　　　　事業奉仕	
　　　　　共同回心式（３月）　　　　　　　　　　　　　　　典　礼	

　　　　　聖週間の行事（３月２５日～４月１日）　　　　　　典　礼	
　　　　　復活祭（３月３１日，４月１日）　　　　　　　　　壮年部，女性部	
　　　　　教会総会（４月２２日）　　　　　　　　　　　　　運営委員会	

ブロック壮年大会（６月１０日）当番：伊達　　　　壮年部	
地区女性大会（９月２日）当番：東室蘭　　　　　　女性部	

　　　　　ブロック夏期学校（７月１５日～１７日）　　　　　担当者	
4.2	今年度のテーマ	

今年度も“地域とともに”をテーマとすることとした。	
4.3	合同パーティーについて	
　　	５月７日のハン神父様歓迎会に代えて、改めてのパーティーはしない。	

4.4	レクレーションについて	

　　今年度は苫小牧で信徒大会があり、これに関連して考えるか、または別途検討する。	

4.5文化祭について	

　　今年度は作品展と文化講演を企画することとした。	

4.6	バザーの日程について	
　　　　９月最終主日の９月２４日とする。	
4.7	その他	
　　　・カリタス家庭支援センターへの献金を２万円とした。	
　　　・地区の女性大会の日程を９月２日（土）とすることで女性部で調整することを依頼。	

５．司祭の予定 
5.1	ハン神父様の予定　	

　別途報告する。韓国から来蘭予定の神父様方の日程は報告事項の５，６月の予定の通り。	
5.2ミサ・集会祭儀の予定	
　　　5/7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	


