2017年7月 教会行事予定表
曜

午

前

午

1 土 ミサ（ハン師）10:00 掃除（楽山）

ひとつになろう
6/11
2017

後

中学英語教室15:30

2 日 ミサ（ハン師）9:30 運営委員会
3 月 ロザリオの会10:00
4 火 セシリア9:45 OPC10:00

コットンクラブ13:00

5 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

2017年6月11日

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

6 木 ミサ（ハン師）10:00 入門クラス10:45
7 金

入門クラス18:00

8 土 ミサ（ハン師）10:00 掃除（楽山）

中学英語教室15:30

9 日 集会祭儀 9:30

女性部例会

10 月 ロザリオの会10:00
11 火 OPC10:00 恵愛歌のボランティア10:00
12 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

13 木 ミサ（ハン師）10:00 入門クラス10:45
14 金

入門クラス18:00

15 土 ミサ（ハン師）10:00 セシリアコーラス10:45

夏期学校

16 日 ミサ（ハン師）9:30 ミニ大掃除の日

夏期学校

17 月

夏期学校

18 火 OPC10:00

コットンクラブ13:00

19 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

20 木 ミサ（ハン師）10:00 入門クラス10:45カフェさくら開店日
21 金

入門クラス18:00

22 土 ミサ（ハン師）10:00 掃除（楽山）

中学英語教室15:30

23 日 集会祭儀 9:30
24 月 ロザリオの会10:00
25 火 OPC10:00 恵愛歌のボランティア10:00
26 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 旧約聖書を読む会10:00

地
域
と
共
に

27 木 ミサ（ハン師）10:00 入門クラス10:45
28 金

入門クラス18:00

29 土 ミサ（ハン師）10:00 掃除（楽山）

中学英語教室15:30

30 日 合同ミサ（伊達）10:00 ブロック会議12:30
31 月 ロザリオの会10:00

夏期学校

7月１５・１６・１７日

バザー準備手芸

室蘭教会と東室蘭教会

コットンクラブ
一年は早いものですね。
もうバザーの準備が始
まります。
毎週第１、第３火曜日
の13:00からです。

カレーライス
スイカ割り

ラジオ番組

楽々温泉

いらっしゃいませ
6月1日、韓国ウイジョンブ教区総代理
ハン神父様とジョー神父様、リー神父様、
リュー神父様、バク神父様5名の司祭と
東室蘭教会のハン神父様、ヨゥ神父様の
合計7名の神父様による共同ミサが行わ
れました。その時のミサの様子と歓迎会
の写真です。そしてみんなで記念写真
を撮りました。

ザンビア教区から
ようこそ
6月8日、ザンビア
から3名の神父様が
いらっしゃいました。
チャールス教区長様、
ロイ神父様、そして
ザンビアに赴任され
ています韓国のリー
神父様です。東室蘭
のハン神父様、ヨゥ
神父様と5名の神父
様のミサでした。

2017年度第2回運営委員会

2017年度第１回室蘭ブロック会議

議事録

2017年6月4日㈰11:30〜13:00

第１回室蘭ブロック会議

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 ６，７、８月の予定
６月 １日（木）
６月 ４日（日）
６月 ８日（木）
６月１０日（土）
６月１１日（日）
６月１６日（金）
６月１８日（日）
６月２５日（日）
７月 ２日（日）
７月 ９日（日）
７月１５日（土）
７月３０日（日）
８月 ６日（日）
８月１３日（日）
８月１５日（火）
８月２０日（日）
８月２７日（日）

ウイジョンブ教区総代理神父様来訪
運営委員会
ザンビア教区の教区長、神父2人訪問、英語のミサ(９時３０分〜)
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）
女性部例会
室蘭教会で新内洞教会訪問団歓迎ミサ及び歓迎会（１０時〜）
父の日の祝福，ミニ大掃除，夏期学校事前打ち合わせ（東室蘭教会のみ）
第三回夏期学校打ち合わせ（室蘭教会、午後２時）
運営委員会
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）
室蘭ブロック夏期学校（於：室蘭教会、１７日まで）
第二回合同ミサ（於：伊達教会、10時～）、ブロック会議(12時30分)
８月運営委員会
壮年部、女性部例会、午後２時望洋台集合、共同墓参
聖母被昇天のミサ（１０時〜）
今年度第１回ザックバランの会（ミサ後）
ミニ大掃除（集会後）

3.2 苫小牧地区連絡会(5/14)報告
ハン神父様の自己紹介の後、地区・ブロック・各教会の活動報告（総会資料あり）。
信徒大会 10月15日。女性大会は日程確定せず、後日調整。協議事項は、６月の宣司評に向けての
課題（小教区の適正配置、教会堂の修繕・改築への協力、これからの宣教活動）について話し合
われた（議事録は掲示板）。
3.3 財務報告 ２ｹ月間の状況はほぼ順調
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。

4．議

事

4.1 年4.1 バザーについて
日程は9月24日で決定。今年は登別教会の参加はない。詳細は来月の運営委員会で検討するが、例年
通りとしたい。
4.2 文化祭について
今年は作品展と文化講演会を目指す。講演会の内容として、東日本大震災支援の状況（カリタス仙台
など）、イースタービレッジの紹介（助川神父様など）韓国の文化と日本の文化（韓神父様）などの
提案があった。今後詰めることとした。
4.3 ザンビア教区の教区長、神父2人訪問への対応
滞在時間がないので、全体では茶話会とし、昼食はお客様に弁当を用意することとした。
4.4 集会祭儀司会者の件について
小林神父様、韓神父様、上杉神父様と相談し研修会を早急に開催する方向で調整する。
4.5 韓神父様の霊名の記念日(6/29)への対応について
今年は、見合わせ、誕生日に全体のお祝いをすることとした。少人数で祝うことは歓迎。
4.6 Sr.の教会当番の廃止について
現在は韓神父様が常駐していること、訪問者がほとんどいないことなどから廃止する。

⑴開催日 7月15日㈯、16日㈰、17日㈪
・場 所 カトリック室蘭教会
・対象者 室蘭ブロックカトリック教会関係の小中
の生徒
・実施体制
責任者（小林神父）校長（ハン神父）
リーダー（佐久間助祭）
⑵募集関係等日程
5月14日㈰第2回打合せ（14:00室蘭教会）
5月21日㈰教会へポスターと申込書届ける
5月28日㈰児童へ申込書配布
6月18日㈰申込書締め切り（東室蘭教会で集計）
6月26日㈰夏期学校担当者、協力者打合せ（14:00
東室蘭教会）
7月2日㈰ 栞を児童へ配布（事前に各教会配布
7月9日㈰ 必要があれば関係者最終打合せ（14:00
東室蘭）
②韓国からの訪問団について
ソウル大司教区 新内洞（シンネイドン）ペク神
父、27名御一行来蘭
日 時：6月15日㈭16日㈮17日㈯
宿泊先：登別温泉、洞爺湖温泉
16日10:00室蘭教会でのミサ、13:00出発
③壮年大会について
当番教会：伊達教会
日 時：6月10日㈯、11日㈰
場 所：洞爺湖温泉「洞爺観光ホテル」
会 費：宿泊10,000円、日帰り5,500円
講 師：北二十六条教会主任司祭上杉神父
④女性大会について
開催日は8月末の最終土曜日か、9月始めの土曜日
最終調整中
当番教会：東室蘭教会
⑤司祭の予定
（小林神父）
5月9日㈫ 新カトリック司教館起工式
（2018年完成予定）
5月23日㈫ 札幌会議出張
5月29日㈫ 札幌会議出張
（ハン神父）
5月2日㈫、3日㈬、4日㈭札幌出張
5月9日㈫より2018年1月まで、馬山（マサン）ヨ・
インソ神父東室蘭教会滞在
5月28日㈰〜6月1日㈭韓国ウイジョンブ教区司祭
総代理他4名来道
6月7日㈬〜9日㈮ ザンビアに派遣された韓国ウ
イジョンブ教区の司祭とザンビア司教、秘書の
3名が来蘭（東室蘭教会）
次回ブロック会議
7月30日 司会

書記

伊達教会

姉妹教会であるソウル大司教区新内洞教会

５．司祭の予定
5.1 韓神父様の予定
6/26〜28 全道司祭会議出席
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
6/ 4 韓師
6/11 集会
6/18 韓師
6/25 小林師
7/ 2 韓師
7/16 韓師
7/23 集会
7/30 合同ミサ（伊達教会、10時～）

議事録

１．日 時：2017年4月30日12:20〜14:30
２．出席者：（司祭）小林神父、ハン神父
（室蘭）4名、（東室蘭）4名、（登別）2名、
（伊達）5名
３。内容
⑴：小林神父挨拶
皆さん情熱を持って、自分で出来ること
をしましょう。
⑵：ハン神父挨拶
室蘭地区で宣教できることに感謝、今ま
での諸先輩を見習い頑張りますのでよろ
しくお願いいたします
⑶：各教会の自己紹介
⑷：報告事項
①地区及びブロック行事報告
5月21日14:00 苫小牧地区連絡協議会
場所：苫小牧教会
②各教会報告
（室蘭）
2/26、3/5、三役会議
3/14 黄金のバラ贈呈
4/ 2 黙想会（佐藤師）
4/20 佐藤章様納骨
4/22 中村家一周忌追悼ミサ
4/23 信徒大会
（東室蘭）
3/19 黙想会（上杉師）
3/24〜26 教会学校お泊り会
3/26、4/9女性部選挙
4/ 2 洗礼志願式2名
4/16 復活祭、入信式3名、堅信式1名
4/18 上杉神父離蘭
4/20 ハン神父着任
4/23 教会総会
（登別）
3/10 病者訪問
3/12 信徒例会（役員改選）
4/ 9 教会総会
4/10 祈りの集い（月1回、第２月曜）
4/16 復活の主日12:00
（伊達）
2/12 各例会、役員選考委員選出
3/ 5 黙想会（山谷師）
3/20 佐久間力さま助祭叙階式（北一条教会）
4/13 聖木曜日、総会資料作成
4/16 復活祭、パーティー
4/23 新年度信徒会定期総会
⑸議事
①夏期学校について
第1回打合せ（案）の提示説明・意見交換

議事録

7/9 集会

ソウル大司教区 新内洞（シンネイドン）ペク神父、27名御一行来蘭
日 時：6月15日㈭16日㈮17日㈯
宿泊先：登別温泉、洞爺湖温泉

16日10:00室蘭教会でのミサ、13:00出発

サクラ
カフェ

6月のカフェは15日です

