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ひとつになろう
〒050-0073


室蘭市宮の森町4-9-7

📞 0143-44-3851

　1945年第2次世
界大戦で、ほとん
どみな破壊されて
いたハンガリーの
首都、ブダペスト
の大聖堂が新しく
立てられました。 
　今は故人になっ
たミンチェーンチ
枢機卿が聖母昇天
の祝日に、ハンガ
リーのすべての司
教団と50万人の信
者たちに囲まれて、

この教会を聖別し、神様に奉献しました。その
時、群衆の中でみすぼらしい服を着て、日焼け
させた顔や額に、シワが多いある老人が、しわ
くちゃな手に、ロザリオと祈り本を持って枢機
卿の目の前に迫りました。 
この老婆が、ハンガリーのお父さん、という

ほど尊敬を受ける、ミンチェーンチ枢機卿のお
母さんでした。このようなお母さんに対し、ミ
ンチェーンチ枢機卿は、ある本で、故郷にある
時や外国にある時にも、いつもお母さんの祈り
と愛を感じました。聖人アウグスティヌスのよ

うに“主イエスよ、私が、あなたの僕になった
ことは、あなたの息子だったからなのです。 私
の存在の全てのものは、お母さんのお祈りのお
かげによったのです”と書かれました。 
ミンチェーンチ枢機卿のお母さんだけでなく、

すべてのお母さんの愛は偉大です。 お母さんの
愛は、この世の中の、何より大事なことに、血
より濃くて、死より強い愛だと思います。胎内
にある時から。おとなになった時も、いつも私
を忘れないで心配してくれるお母さんの愛です。
このようにお母さんの愛は山より高くて海より
深いのです。 
8月15日は、聖母被昇天の祝日です。 私たち

のお母さんである聖母マリアは、いつも、私た
ちを愛で守って、共に祈って下さいます。 聖母
マリアとともに、神様に捧げる私たちの祈りが、
私たちの傷をいやし、互いに許す愛と、平和の
道に、私たちを導いてくださるでしょう。 聖母
マリアのうちに、お母
さんの愛と、もっとも
深く、一つになる命と
平和があふれる8月に
なるようにお祈りいた
します。 
ありがとうございます。
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あなた方に平和があるように

（ヨハネ２０、９） 

韓　晸守　神父

2017.9.24
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◎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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どなたでも入れます 
駐車場があります

OPEN HOUSE

 カトリック苫小牧地区女性大会 
8月19日　カトリック東室蘭教会 

指導司祭　上杉神父様

曜 午　　　前 午　　　後
1 金
2 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋） 中学英語教室15:30
3 日 ミサ（ハン師）9:30　運営委員会　バザー荷下ろし
4 月 ロザリオの会10:00
5 火 セシリアコーラス9:45　OPC10:00 コットンクラブ13:00
6 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 英語教室15:30
7 木 ミサ（ハン師）10:00  病者訪問13:00
8 金
9 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋） 中学英語教室15:30
10 日 集会祭儀 9:30　　壮年部女性部例会 　室蘭教会バザー
11 月 ロザリオの会10:00
12 火 OPC10:00  恵愛病院訪問10:00
13 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 英語教室15:30
14 木 ミサ（ハン師）10:00  病者訪問13:00
15 金
16 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
17 日 ミサ（ハン師）9:30　敬老の日祝福　ミニ大掃除の日 バザーテント設営
18 月 ロザリオの会10:00
19 火 OPC10:00 
20 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 英語教室15:30
21 木 ミサ（ハン師）10:00  病者訪問13:00
22 金
23 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋）バザー前日準備
24 日 集会祭儀 9:30　教会のバザー10:30
25 月 ロザリオの会10:00
26 火 OPC10:00   恵愛病院訪問10:00
27 水 修道院ミサ（ハン師）7:00 英語教室15:30
28 木 ミサ（ハン師）10:00  バザー後片付け 病者訪問13:00
29 金
30 土 ミサ（ハン師）10:00　掃除（太平洋） 中学英語教室15:30

2017年9月　教会行事予定表

バザーの準備について 

9月3日　ミサ後 
司祭館２階から荷物を降ろします 
9月17日　ミサ後 
テントの設営をします。 
9月23日 
前日準備、焼き鳥の串さしです 
9月24日 
当日準備、集会前から始まります

バザー食券 
近々、壮年部がバザーの食券を

販売します。ご近所、友人をお
誘いする折にもご利用ください


そ　　ば　270円

う ど ん 　270円

おしるこ　220円

お で ん 　250円



2017年度第4回運営委員会 議事録 
2017年8月6日㈰11:00～12:00 

　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 　８、９、10月の予定 
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、バザー荷下ろし	
９月１０日（日）　壮年部，女性部例会，室蘭教会バザー	
９月１７日（日）　敬老(75歳以上)の日祝福、バザーテント設営（予備日１８日）	
９月２３日（土）　バザー前日準備	
９月２４日（日）　バザー	
９月２８日（木）　バザー後片付け	
10月　１日（日）　運営委員会	
10月　８日（日）　壮年部，女性部例会	
10月１５日（日）　苫小牧地区信徒大会　	

3.2	今年度夏期学校について（資料別紙）	
　　　　参加者：　生徒１１名、大人約２２名	

　　日程の件、場所の件など反省が必要だが、これからの予定。	

3.3	今年度第二回ブロック会議について(7/30)（議事録は後日）	
報告事項が多く協議事項は継続事項となったが、集会祭儀については先日の小林神父様
による研修会を受けて、今後ブロックとしての様式を検討することとした。　　	

　3.4　財務報告	
月定献金が多少少ないものの収支とも順調。	

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。伊達の吉田さんも出店します。	
　　　　　フイリッピン料理コーナーに韓国料理コーナーも（国際的）実施する。	
　　　　　ホールでの海星高校生のお手伝いは１０名程度を依頼する。	
4.2	文化祭について	
・11月5日に「祐川神父様とフイリッピンの子供達」が東室蘭教会に来ることで決定。	
・フイリッピンの子供達と海星高校生との交流会も考え、海星高校での開催を依頼する。	
　作品展は高山右近に関係したものを考える。	

4.3	信徒大会への対応	
　　　貸切バスを用意する。安いバスを探す。登別教会も合同とする。	
4.4	司教様提案の財政問題への対応について	
　　8/20のザックバランで相談する。８月中に司教館へ報告する。	

５．司祭の予定
9/18～9/23 司祭黙想会（トラピスト修道院） 
5.2 ミサ・集会祭儀の予定 
8/6 ハン師　　8/13 集会　　8/20 ハン師　　8/27 集会　　9/3 ハン師　　 
9/10 集会（イ神父様に変更の可能性もある）　9/17 ハン師　　9/24 集会

たのしかったかきがっこう（小学生）

　「たのしかったかきがっこう」 
小１　なかやま　つむぎ 

　きもだめしがこわかったです。
　ろうそくにかいがらをつけることがたのしかったで
す。むらさきのろうそくがかわいくなりました。
　ぼうはあたらなかったけど、すいかわりはたのしかっ
たです。　はなびがぱちぱちなってきれいでたのしかっ
たです。　アーロとしょうねんというえいがをみまし
た。へんなかおをしていたところがおもしろかったで
す。

　　「たのしかったかき学校」 
小３　澤田　健斗 

　二日目から教かいにおとまりに
来てました。ゆうがたくらいにス
イカわりをしました。たのしかっ
たです。ぼくのでばんがきたとき
はスイカに当たらないかなと思っ
ていました。そしてやって見ると
スイカにあたりました。力があっ
てよかったと思います

　そのつぎにみんなでおんせんにいきました。しんぷ
さまといっしょにおふろに入ってたのしかったです。
　そのあと、ジンギスカンをいっしょによろこんでつ
くって食べてとてもおいしかったです。おなかがいっ
ぱいになるまで食べてよかったしたのしかったです。　
そしてえいがを見ました。アーロと少年というえいが
をみてとてもたのしかった。かぞくのだいじさを学び
ました。
　さいごは花火をいっしょにやって、みんながよろこ
んで一つになってみんなわらってたのしかったです。　
このすべてのものをかみさまにもらってかんしゃしま
す。

　　たのしかったプールあそび 
小２　松尾　健吾 

　ぼくは、プールあそびがたのしかったです。あと子
どもプールもたのしかったです。あと、小さなプール
もたのしかったです。そのわけは子どもプールでかい
てんができました。じぶんの力でできました。
　二日目の日、かがくかんであそびました。じてんしゃ
をこいでそくていするのにのりました。てんすうがで
てきました。
　花火あそびをしました。あと、おんせんにいきまし
た。あと、スイカ割りをしました。アーロと少年をみ
ました。おもしろかったことは、アーロがたたかうと
ころがおもしろかったです。

「楽しかったキャンドル作り」 
小４　荒川　裕美 

　二日目のミサが終わってからキャンドル作りをしま
した。ろうそくが入っているビンのまわりにかいがら
や、花、石、木、実などをつけました。ふたの上にか

いがらをつけて、ふたの下のビンにかぼちゃの実と四
角の木と葉を組み合わせて作った花をはりました。ふ
たにつけたかいがらの上に、黄緑色の実を四つつけま
した。
　わたしのキャンドルの色は、ピンクとむらさきと白
です。わたしは、キャンドルだけではなく、つくえも
作りました。つくえの下にぼうをたてて、つくえの上
にかいがらをこなにした物をかけて、かたい実のよう
な花をつけました。
　キャンドルの色は他にもありました。わたしは、キャ
ンドルのビンに十字架を作りました。それは全部かい
がらですが、色はちがいます。まん中はオレンジのか
いがら、下は、羽のような形の白色で、上は、ガラス
のようにもようがついていてびっくりしました。右と
左も白だけど形がぜんぜんちがいます。右はむらさき
の線が付いていて、左はツルツルしています。思った
よりもうまくできました。とても楽しかったです。

びっくりした科学館の表面ちょう力 
小５　本間　暖乃

　私は、二日目に行った科学館の表面ちょう力のコー
ナーでびっくりしたことがありました。
　科学館は、ほぼ毎週のように来ていたので、とりあ
えずブラブラして表面ちょう力のコーナーで遊んでい
ました。その時に科学館の人が来て表面ちょう力の実
験をしてくれました。
　実験一、横に大きい円柱形のガラスビンに糸がつい
たプタスチック板の糸で持ち上げると言うのです。実
際にやってみると持ち上がってびっくりしました。　
実験二、次は水面から出ているコップ形のガラスビン
に糸のついたプラスチック板で持ち上がるかどうかで
す。実験一で上がったから今度も上がると思っていま
したが、上がりませんでした。何がちがうか調べて次
の実験をしました。
　実験三、実験一と実験二のちがいは、一は水面の中
にガラスビンがあったけど、二では水面から出ていた
から、次の実験では二で使ったガラスビンを沈めたら
持ち上がるかどうかです。やってみて上がりました。
　この三つの実験からわかったことは、どんなに重さ
がちがっても水の中でビンと板をくっつければ持ち上
がるということです。
　今度は一円玉を水でうかせる実験です。普通一円玉
はしずむけど浮かばせます。

　実験一、金あみで一円玉はうくか、ゆっくりゆっく
り波を起こさないでやってと言われてやってみると一
円玉はうきました。
　実験二、指先でうくかどうか、
そっとやると一円玉はうきました。

　二つの実験からわかったことは、
水に沈むものでも、波を起こさな
ければ浮くということです。
　初めてのことだったのでびっく
りしたし楽しかったです。


