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　今年も壮年の季節がやってきた。札幌にソーラン
が集うころ、洞爺にソーネンが集ったのだ。	

6月10日（土）、あいにくの雨模様の中、壮年たちを
乗せた車は初夏の洞爺湖畔を急いだ。運転手がのん
きに集合時間を間違えていたためだ。ギリギリ滑り
込めたのは壮年の祈りの結晶か。	
伊達教会主催による第３６回室蘭ブロック壮年大会at

洞爺観光ホテルは、最終的に総勢29名（65歳以下な
んと10名！）が顔を揃えた。何よりまずロビーでお
互いの安否を確認しあう。挨拶は「元気かい？」が
「大丈夫かい？」に置き換えられていた。	

　開催挨拶の後、祈りのうちに始

まった“ひとり1分自己紹介”は、
大病からの帰還＝天国からの出戻り、
学童疎開の経験など、“ミスターレ
ジェンド”揃いで若輩の自分は圧倒
され続け、回ってきた自分の番では

「まだ若い方なので皆さんに大切に
されています」と、変な言葉しか出
てこなかった。	
信仰か健康か、その両立に悩む私達
は果して猛々しい壮年といえるのか。“壮年”には

女性も含まれる（どの教会も女性の方が元気らしく、
信者の7割を占める女性こそ真の壮年？）のだから「男
性大会」という名称に変えたらどうか、など壮年に
対する意見が話題になった。ふさわしい大会名につ
いて、ヨゼフ会、オヤジの会などを例にさまざまに

議論を重ねた結果、私たちが出した結論は、「壮年
大会」（やっぱり）だった。「肉体的でなく精神的
に壮年であるべきだ！」というのが決定打になった	

　さて、今年の大会テーマは「教区司教様から投げ
かけられている課題について」。指導司祭は上杉神

父様。耳になじんだ語り口調で、札幌教区100周年で
上映したスライドから建物に頼らない教会のあり方
として、外人居留者との共生（根）、信徒が企画す
る市民向けM.テレサ上映会（旭）、船員司教（苫）、
地区奉仕ボラ活動（函）など、各教区のさまざまな

試み、運営の工夫や努力の一端が紹介された。	

なかでも静内はごミサに預れるのは月1回程度。ほと
んどが集会祭儀という中で「教会を守っていく決意」
は、“五島の教会は信者3家族で守っている”という
実例からのインスパイアだった。日本が長い禁教の

歴史を耐え抜き、令が解かれるその日まで固く信仰
を守り続けたのはまぎれもなく“信徒による集会祭

儀”であったことと重なって、その訴えは深く心に
残った。	
また、地域社会に向けて行われているカトリック諸
活動（学校や施設など）に実にカトリック信者が少
ない（！）という現実にも驚かされた。	

　それらを受けた壮年のつぶやき。「きっかけや場
を与えられるのは大切なこと」「お金がないので体
で奉仕します」「これら問題は室蘭の地も直面する

こと」「ポジティブに生きよう」
などたくさんの意見が出て、全て

ここで紹介できないのが残念。最
後は上杉神父様が全員の意見を見
事にまとめあげ、“最後には壮年
全員が元気になっているわかちあ
い”となって講義が終了。　その

後、入浴で互いの肉体的現況を憐
れみあったあとは、“壮年がもっ
ともっと元気になるわかちあい”
すなわち、ハッピーアワー。ビー

ルは壮年のハッピー“泡”。近況や昔話に花が咲き、

信仰と親交が入り乱れる空間。やがて始まるカラオ
ケ。ハン師、イェオ師も加わって、日本語、英語、
本場の韓国語、バイリンガルな韓流スターと、いつ
もの我流スターたちにより、恋心、女心、シナトラ
からフランク永井、ベラフォンテまで、それぞれの

歌唱力で勝手に歌い上げられた。楽しい時間は過ぎ
るのが早い。どうりで年をとるのが早いわけだ。親
交はさらに別室に移され、「もう寝ましょう」の声
が掛かるまで深められた。	

　翌日は神が与えて下さった爽やかな晴空の下を抜

け、上杉師による伊達教会ごミサに預かり、感謝と
二日酔いのうちに壮年大会閉会式を迎えた。その後
ホールでおいしいカレーライスと抹茶（ちゃんとた
てたやつ）、御手製の漬物で手厚いおもてなしを戴
き、心身ともに満たされたのでした。	

　思い返すと、まるで血の通った親戚一同が集まっ
たかのようなひとときでした。壮年が「猛々しい世
代」を意味することを思えば、イエス様を筆頭に聖
書に登場する人物は男女問わずまさに“壮年”なの
ですね。天に見守られながら日々生かされているこ
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「よさこいソーラン　どっこいソーネン」　	

室蘭ブロック壮年大会に参加して　　　竹原徳男

曜 午　　　前 午　　　後
1 火 セシリア9:45　OPC10:00 コットンクラブ13:00
2 水 修道院ミサ（ハン師）7:00
3 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45 病者訪問13:00
4 金 入門クラス18:00
5 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（蘭岳） 中学英語教室15:30
6 日 ミサ（ハン師）9:30　運営委員会
7 月
8 火 OPC10:00 
9 水 修道院ミサ（ハン師）7:00  旧約聖書を読む会10:00
10 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45 病者訪問13:00
11 金 入門クラス18:00
12 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（蘭岳） 中学英語教室15:30
13 日 集会祭儀 9:30　　壮年部女性部例会 共同墓参（望洋台）14:00
14 月
15 火 聖母被昇天のミサ10:00
16 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 
17 木 ミサ（ハン師）10:00  
18 金
19 土 苫小牧地区女性大会　10:00 講師上杉師 ミサ13:00
20 日 ミサ（ハン師）9:30　ザックバランの会
21 月
22 火 OPC10:00 
23 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 
24 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45 病者訪問13:00
25 金 入門クラス18:00
26 土 ハン師大阪出張　28日まで
27 日 集会祭儀 9:30　ミニ大掃除の日 
28 月
29 火 OPC10:00 
30 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 英語教室15:30
31 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス10:45 病者訪問13:00

2017年8月　教会行事予定表

夏期学校スケジュール

15日　土曜日
8:30 室蘭教会集合
13:30 開校式 担：竹原徳男

初めの祈り 
校長先生のお話 
日程説明・注意事項など 
生徒代表の決意表明 
終わりの言葉

小林神父 
ハン神父 
松岡健一 

竹原徳男
14:30 入江プールに出発 

15:00~16:00    16:30教会へ出
発

担：田中賢治 
看護：桐生

17:30 夕食・自由時間 
共同祈願作り　

担:菊地ヨシ子 
　 Sr.小野

19:00 第１講話　ハン神父様のお話 担:竹原徳男
20:00 きもだめし 担:吉田和弘 

　佐久間助祭 
　田坂斗夢

21:30 就寝前の祈り　 担:佐久間助祭
22:00 就寝

③

16日　日曜日

6:30 起床
7:00 ラジオ体操 担:佐久間助祭
7:30 朝食
8:30 第２講話　佐久間助祭のお話 佐久間助祭
9:30 ミサ
11:00 室蘭岳登山　登山できない人は公園で 

（パークゴルフの時担当：高科・松山） 
スイカ割り・昼食

登山担当 
両神父・義福・田坂

15:00 東室蘭教会へ 
入浴（楽々温泉） 

入浴 
男：ハン神父 
女：Sr

16:30 野外ジンギスカン 木山・高科・香島

18:30 自由工作 木山・佐久間助祭

19:30 映画会　アーロと少年 担：岩泉
21:30 花火大会 担：高科
22:00 室蘭教会へ　就寝前の集い　就寝 佐久間助祭

④
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7月15㈯・16㈰・17㈪  
会場：カトリック室蘭教会・東室蘭教会 

カトリック室蘭教会　カトリック東室蘭教会　カトリック登別教会　カトリック伊達教会

2017 カトリック室蘭ブロック
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夏期学校夏期学校

17日　月曜日
6:30 起床
7:00 ラジオ体操・ミサの準備 担:佐久間助祭
7:30 ミサ
8:30 朝食・朝食後部屋掃除 大人は整理整頓の

確認を
10:00 感想文の作成 佐久間助祭
11:00 閉校式 

初めの祈り 
校長先生の挨拶 
夏期学校の講評 
生徒代表の言葉 
終わりの言葉

担：松山正夫 
ヨゥ神父様 
ハン神父様 
小林神父 

松山正夫
11:30 解散

⑤
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2017年度第3回運営委員会 議事録 
2017年7月2日㈰11:00～11:40 

　議事録１．は、開催日時は表題のとおりです。議事録３．は出席者名で省略します。　　 
３．報　告

3.1  ７、８、９月の予定 
　	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）	
　　　　７月３０日（日）　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　６日（日）　８月運営委員会	
　　　　８月１３日（日）　壮年部、女性部例会、午後２時望洋台集合、共同墓参	
　　　　８月１５日（火）　聖母被昇天のミサ	
　　　　８月１９日（土）　苫小牧地区女性大会（於：東室蘭教会）、指導司祭：上杉神父様	

８月２０日（日）　今年度第１回ザックバランの会（ミサ後）	
　　　　８月２７日（日）　ミニ大掃除（集会後）	
　　　　９月　３日（日）　運営委員会	
　　　　９月１０日（日）　壮年部，女性部例会，室蘭教会バザー	
　　3.	2	今年度夏期学校について（資料別紙）	
　　　　・2日目の昼食用おにぎりは、当日11時までに婦人部でお願いしたい。	
　　　　　　　　　（11時に高科（優）さんが室蘭岳に持って行きます。）	
　　　　　　　　　夕食のジンギスカンのお世話も東室蘭教会担当でお願いします。	
　　　＊夏期学校・詳細については別紙資料を参照して下さい。	
　　　＊室蘭岳登山は安全に十分留意してほしい。	
　　3.3苫小牧地区代表者会議について	

6/3宣司評で検討された財政に関する司教提案（資料）について検討。	
各小教区からの拠金による営繕に関する基金を設けることは異論がない。拠金の方法や活用の方法
については今後の検討とのこと。	
８月末までに各教会での検討状況を司教に報告するよう要請された。	
　＊司教提案資料をベースに8月20日のザクバランの会で詳細検討する。	

　3.4　財務報告	
　　・収支経過は良好です。	

4．議　事 
4.1	バザーについて	

・登別教会も例年通り共同参加します。伊達の吉田さんの出店は本日確認します。	
　フイリッピン料理コーナーに韓国料理コーナーも考えては（国際的）	
＊ホールでの海星高校生のお手伝いは？・・・人数が知りたい。	

4.2	文化祭について	
　　　・秋に「祐川神父様とフイリッピンの子供達」が東室蘭教会に来たいとの話があり	
　　　　11月5日の文化祭に合わせられるか、ハン神父様に確認していただく。	
　　　　もし上記の話しがOKで有れば、ホールも使用するようになるので、作品展は	
　　　　中止します・又フイリッピンの子供達と海星高校生との交流会も考えては？　　　　	
4.3	集会祭儀司会者の件について	

　研修会を早急に開催する。小林神父様に打診中。・・・司祭がいない場合は仕方がない。	

５．司祭の予定
8月26日～28日大阪に行く予定

ザンビア司教様の御ミサに参加して

佐藤　明子

　6月8日木曜日ザンビア司教様と、司教様と一緒に

働いている韓国の李神父様、ロイ神父様が東室蘭教

会に御ミサをあげに来て下さいました。平日であい

にくの雨でしたが、シスターさん達や信者さん達が

参加して英語の御ミサをして頂きました。司教様の

御ミサはアフリカ大陸の人々が話す独特の英語で私

は嬉しく感じました。また司教様は漆黒の肌で恰幅

が良い方でした。ロイ神父様の肌は司教様に比べる

と少し明るく、３７歳の好青年という感じでした。


　御ミサの後は司教様、李神父様、呂神父様を囲ん

で交流会がありました。松岡さんの英語での歓迎ス

ピーチから始まり、韓神父様が日本語を英語に、英

語を日本語に通訳しての交流会でした。　


　司教様は質問に誠実に答えてくださる方で、信者

さん達は司教様を質問攻めにする程活発な交流会に

なりました。信者さん達が用意してくださった心尽

くしのコーヒーやお菓子、果物がテーブルに並びま

した。


　質問からわかったことは、ザンビアは南半球にあ

り、今は冬の季節で室蘭の訪問は暖かく感じられた

そうです。ザンビアはアフリカ大陸の内陸にあり、

海がないので室蘭の海を見て良かったそうです。ザ

ンビアには海がありませんが、ヴィクトリアの滝と

いう大きな滝があり、大きなザンベジ川があります。

ザンビアでの御ミサは歌いながら踊りながらするそ

うです。李神父様は司教様と一緒に仕事をしながら

韓国のサポートを受けてザンビアに学校を建てたり、

マラリアに効く薬を配ったりしているそうです。


　等々お話しするうちに時間は瞬く間に過ぎ、司教

様達は空港へ向かわれました。この室蘭でザンビア

の司教様にお会いできるとは思っていませんでした。

大変有意義なお時間を頂き感謝致します。

2017.9.24

OPEN HOUSE

2017 

 

0

◎2016年 益金のお届け先 
カリタスジャパンを通じで災害復
興支援、室蘭市社会福祉協議会、
札幌MAC(アルコール薬物依存更
生施設）カンボジャ学校建設、国
境なき医師団、家庭支援セン
ター、あしなが育英会、NHK歳
末助け合に御届けできました

〒050-0073
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今年のきょうかいのバザー 
9月24日です。手芸班はすでに準
備が始まっています。


伊達教会と登別教会からも参加の
申し出がありました。新聖堂の完
成もあり、オープンハウスも兼ね
て盛り上げたいものです。

新内洞教会の皆さん

6月16日㈮にブロックの姉妹教会

韓国の新内洞教会から大勢の信者
さんが室蘭教会を訪れました。

その時のミサの様子と皆さんの写
真です。この写真は稲澤澄子さん
から提供されました。

とに感謝し奉仕を続けていらっしゃるレジェンド
壮年の皆様から、今年も刺激と元気をいただけた
のは何よりの収穫だった。	

　私たち聖家族に集う兄弟も平均年齢70歳の節目

を無事（？）過越した。しかし「私達はいくつに
なっても精神的に壮年であるべきだ」。これに尽
きると思った。信者数の多い教会では企画行事に
追われ、小教区のように信徒同士がわかちあいに
くい」という話もあった。“かつて”と今を比べ

ないで、今をみて将来を考えよう。神は先に行っ

て働いて下さっている。小さい教会なりにできる
ことを神様は準備してくださる。それを信じてお
こなっていきましょうね。	

　お忙しい身を割いて講師を勤めて下さった上杉

神父様、ありがとうございました。「いつか中年
集めて宴会するぞ」のお言葉、忘れず石板に刻ん
でおきます。今大会を準備運営くださいました伊
達教会みなさまのおもてなしに、壮年一同、心か
ら感謝いたします。ありがとうございました。


