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コンサート
　今年のコンサートは
12月9日の土曜日、午
後1時30分からになり
ました。 
　ご親戚、ご友人を誘っ
て会を盛り上げましょ
う。 
　この日は何処えもゆ
かずにコンサートに来
てくださいね。

文化祭としてのイースタービレッジ・コンサート 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　岡　健　一　

曜 午　　　前 午　　　後
1 金 恵愛病院歌のボランティア10:00
2 土 掃除（蘭岳）10:00 
3 日 ミサ（ライヤ師）9:30  運営委員会
4 月 ロザリオの会10:00
5 火 セシリアコーラス9:30   OPC10:00 コットンクラブ13:00
6 水 修道院ミサ7:00   旧約聖書を読む会10:00 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（蘭岳） クリスマスコンサート13:30
10 日 集会祭儀9:30　壮年部女性部例会
11 月 ロザリオの会10:00
12 火 OPC10:00 
13 水 修道院ミサ7:00   旧約聖書を読む会10:00 英語教室15:30
14 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
15 金 恵愛病院歌のボランティア10:00
16 土 ミサ（ハン師）10:00  中学英語教室15:30
17 日 ミサ（ハン師） 9:30　ミニ大掃除
18 月 ロザリオの会10:00
19 火 OPC10:00 
20 水 修道院ミサ7:00   旧約聖書を読む会10:00 英語教室クリスマスお祝い会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（蘭岳） 中学英語教室15:30
24 日  降誕祭ミサ（ハン師）18:00ミニパーティー

25 月 主の降誕ミサ（ハン師）9:30 クリスマスパーティー
26 火
27 水
28 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
29 金
30 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（蘭岳）
31 日 ミサ（ハン師） 9:30　聖家族の祝日

2017年12月　教会行事予定表
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菅原峰子先生＆ 
セシリアコーラス 
（カトリック東室蘭教会コーラス部） 

どなたでも入れます。 

カトリック東室蘭教会聖堂

今年のクリスマスは教会で 
12月24日㈰　PM 8:00 
降誕祭ミサ 
ミニパーティー 
12月25日㈪　AM 9:30 
降誕祭ミサ 
クリスマスパーティー

JR東室蘭

中島公園 
体育館
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☎  0143-44-3851 
fax0143-44-3853

待降節の黙想会


11月26日㈰

　指導司祭は加藤神父様です


（山鼻・真駒内主任司祭） 

ミサ後　　第１講話 
12:00        昼食（各自持参） 
13:00        第２講話 
14:00        共同回心式

　東室蘭教会では４年前から文化の日に因んで、

教会でも地域に開放した文化的な活動をすること

として、これまで作品や貴重資料の展示を２回、

文化講演会を１回開催してきました。今年は作品

展以外の文化的な活動をすることとし、検討を重

ねてきました。


　韓神父様が赴任されたこともあり、イースター

ビレッジの音楽家が来道するとの情報で、祐川神

父様に室蘭での演奏の可能性を打診していただき

ましたところ、快くお引き受けいただき、今回の

文化祭としてのイースタービレッジ・コンサート

となりました。


　いろいろの経緯はありましたが、結局最終的

にはブロックでの取り組みとして頂き、会場も海

星学院のベネディクトホールをお借りしてのコン

サートになりました。はじめにミサ、続いてコン

サート、交流会と一日がかりの行事になりました。

　当日は急遽司教様が来られることになり、司

教様によるミサ。説教は祐川神父様でしたが、主

日の福音とのかかわりは分かりませんが、迷える

羊や失われた金貨、放蕩息子の喩えから、弱い人

を快く受け入れることの大切さを分かり易く話さ

れました。


　続いてのコンサートは、一般的には無名のグ

ループのコンサート（今では一般に知られている

のかとも思いますが、私には無名でした）にもか

かわらず、イースタービレッジの心を伝える心温

まる曲が多く、心に残るコンサートでした。祐川

神父様の話と共にイースタービレッジの生活が偲

ばれるようなコンサートでもありました。なかな

かよく伝えられませんが、皆さんの心に残るコン

サートであったと思います。司教様も飛び入りで

２回もステージに立つなど、そのエンターティナー

ぶりに驚かれた方も多かったのではないでしょう

か。


　交流会は、女性部の皆さんの心を込めた手作

りの料理を戴き、そこここで交流の輪が広がって

いました。イースタービレッジからの方々も、海

星学院の生徒さん達のお茶の接待や書道の披露な

ど、楽しまれていたようでした。


　女性部の皆さん、そして海星学院の堺校長先

生をはじめ藤岡教頭先生、市川先生、鈴木先生、

滝口君をはじめ生徒の皆さんには本当に大変お世

話になりました。協力いただきました皆さんに感

謝を申し上げて、拙い報告と致します。




2017年度第7回運営委員会 議事録 
2017年11月4日㈰10:50～12:20 

　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　11，12、1月の予定 
　11月　４日（土）　11月運営委員会（ミサ後） 
　11月　５日（日）　文化祭行事“イースタービレッジとの交流” 場所：海星学院予定 
　11月　６日（月）　ハン神父様休暇で帰国（１２月４日まで） 
　11月１２日（日）　壮年部，女性部例会 
　11月１９日（日）　苫小牧地区連絡会（於：苫小牧教会、１４時～）、 
　　　　　　　　　　待降節前の大掃除（特に外回りの清掃を中心に） 
　11月２６日（日）　王であるキリストの祝日、待降節の黙想会（ミサ後：加藤神父様） 
　12月　３日（日）　12月運営委員会（ミサ後） 
　12月　９日（土）　セシリアコーラス・チャリティーコンサート（午後１時30分～） 
　12月１０日（日）　壮年部，女性部例会 
　12月２４日（日）　降誕祭徹夜ミサ、ミサ後ミニパーティー 
　12月２５日（月）　降誕祭ミサ、ミサ後パーティー 
　12月３１日（日）　聖家族の祝日 
　 １月　１日（月）　初ミサ 
    １月　７日（日）　１月運営委員会 
3. 2  信徒大会(10/15)について	
　　快晴の下、２３名の参加。身近なテーマをもとに、分かり易い講師の話で現実を考える良	
　　い講話であったとの感想が多かった。	
3.3	財務報告（別紙資料）	

　　ほぼ予算通りに推移している。昨年と比べては、光熱水費が多少多い。神父様が常駐して	
　　いる影響で当然の結果と思われる。	

4．議　事 
　4.1	バザー益金の配分について　　　　今年のバザーの収益は、約32万円。　	
　　昨年の配分先：	
　震災関係：　東日本	２万円、熊本	４万円、　	
　道内台風関係：	南富良野町	３万円、清水町	２万円、　	
　地域関係：	室蘭社会福祉協議会　５万円	
　海外支援：	イースタービレッジ	３万円、カンボジア（海星）３万円、カリタス	２万円	
　施設関係：	MAC	２万円、家庭支援センター	２万円、ウエルカムハウス	２万円	
　残額：　NHK歳末助け合い	２万円余を参考に今年度はイースタービレッジを招いてのコン	
　サートを行うことを配慮して、以下のように配分する。	
　　　震災関係：　メキシコ地震災害復興支援	３万円	
　　　豪雨関係：　九州北部豪雨災害（大分県へ）	３万円	
　　　地域関係：　室蘭社会福祉協議会　５万円	
　　　海外支援：　ロヒンギャ難民支援	３万円、イースタービレッジ	７万円、カンボジア	
　　　　　　　　　（海星）３万円、	
　施設関係：	MAC	２万円、家庭支援センター	２万円、ウエルカムハウス	２万円	
　残額：　NHK歳末助け合い	２万円余	
4.2	文化祭について（別紙）	
　　　来訪予定者：	勝谷司教様、祐川神父様、イースタービレッジから６名	
　　　来訪者の予定　１１月４日来蘭、ルートイン宿泊予定　	
　　　　　　　　　　夕食：小林神父様、ハン神父様を交え会食	
　　　１１月５日の予定　　会場は海星学院講堂	
　　　　　10：00　ミサ（勝谷司教様、小林神父様、ハン神父様、祐川神父様、４人のミサ）	
　　　　　11：00　イースタービレッジの子供たちによるコンサート（進行：先方）	
　　　　　12：00　昼食及び懇談、交流（進行：海星学院を中心に）	
　　　　　14：00　解散	
　　　　総合司会は山田淳さんにお願いする。	

　　ミサ献金をイースタービレッジに差し上げる	
　　　　その他来場者にイースタービレッジへの支援をお願いする募金箱を置く	
　　経費		札幌―室蘭の交通費（多分レンタカーによる移動）　　10万円	
　　　　　前日の会食費及び宿泊費　　　　　　　　　　　　　　10万円	
　　　　　海星学院への使用料　　　　　　　　　　　　　　　　	5万円	
　　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約25万円	
　　　経費は他の教会にもお願いし、室蘭、伊達教会各5万円、登別教会2,5万円	
　　　その他：東室蘭教会負担	
4.3	待降節の黙想会について	
　11/26王であるキリストの祝日に加藤神父様の指導で行うことを依頼済み。	
　　ミサ後　第一講話	
　　12:00　昼食（各自持参）	
　　13:00　第二講話　	
　　14:00　共同回心式（小林神父様に依頼できるか？）あるいは別に考えるか検討中	

4.4	降誕祭の予定	
　12月24日（日）朝のミサはない。夜、午後7時30分	クリスマスキャロル午後８時		
																降誕祭の徹夜ミサ、ミサ後ミニパーティー	
　12月25日（月）午前9時30分	降誕祭のミサ、ミサ後パーティー	
4.5	その他			1月1日（月）元旦	初ミサ	午前９時３０分

５．司祭の予定
5.1	ハン神父様の予定　　11/6	～休暇により帰国（１2月４日まで）	
5.2	ミサ・集会祭儀の予定	
　　11/5	文化祭　　11/12	ライヤ師　	11/19	集会　　11/26	加藤師　　12/3	ライヤ師	
　　12/10	集会　　12/17	ハン師　　12/24	朝ミサなし　12/31	ハン師	

室蘭民報社
の記事から転
載しました 

11月5日の
日曜日、いま
にも雪になり
そうなそれは
寒い寒い日で
した。イース
タービレッジ
の方々、勝谷
司教様、祐川
神父様をお迎
えしてのコン
サートが催さ
れました。司
教様の歌声、
最 高 で し た　
コンサートの
前、10時から
ブロックの合
同ミサを4名
の神父様で行
うことになっ
ておりました
が、小林神父
様体調不良の
ため、3名の
神父様で執り
行われました。
交流会では大
勢の方々と沢
山のご馳走で
それは賑やか
でしたよ。


