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12月10日

ピアノをホールへ移動します	
（力自慢の方よろしく）	

クリスマスの飾り付けをしま
す	
（飾りの撤去は1月14日です）	
壮年部女性部の例会がありま
す	

12月20日㈬

子供英語教室のクリスマスお

祝い会です	

12月21日㈭

恵愛病院クリスマスお祝い会
です

クリスマスイブ

　恋人がいる方にとっては一年で１番のビッグイベン
トかもしれません『クリスマス』


　そしてクリスマスには、２４日に『クリスマスイ
ブ』２５日『クリスマス』がありますが、なんとなく

どちらの日もケーキを食べたりして祝っていたけど、
違いがよくわからないという方も多いんじゃないでしょ
うか。


　そもそもクリスマスというのはキリスト教文化から
くる行事なので、キリスト教になじみのない日本人

は、この違いについて深く考える機会も少なかったん
だと思います。


　そこで今回はこの『クリスマスイブ』にはどんな意
味があるのが、徹底解説していきたいと思います。


そもそもクリスマスとは？

　クリスマスイブについて考える前にそもそもクリス
マスとは何を祝う行事なんでしょうか。


　さっき上にもちらっと書きましたがクリスマスとは
『キリスト教』に関する行事です。そしてキリスト教
は『イエス・キリスト』を救世主と信じる宗教なので
すが、そのキリスト教の救世主であるイエスキリスト
の誕生日が１２月２５日とされているんですね。


　なのでそもそも、クリスマスとはイエス・キリスト
の生誕を祝う行事なのです。またクリスマスを英語で
書いてみると『Christmas』となりますがこの語源は、
『Christ（キリスト）』『mas（ミサ）』となります。


　ミサとは教会で行われている礼拝のことを言います。

なのでクリスマスの語源は『キリストをお祈りする』
というところからも来ているんですね。


　無宗教の人が多い日本人からしてみれば想像しにく
いかもしれませんが、キリスト教を信じる人にとって
はクリスマスというのは『キリストの生誕を祈る』と

いうとても大事な日なのです。


　もちろん今は、純粋にイエス・キリストの生誕を祝
うというよりかは、お祭り的な意味合いが強くなって
いますが。


クリスマスイブとは？

　クリスマスの意味が分かったところで次はクリスマ
スイブの意味について考えてみましょう。


　さきほどのように語源で考えてみると分かりやすい
です。イブとは『前夜』という意味があり、クリスマ

スイブとはクリスマスの前夜ということを意味してい
ます。


　それではなぜクリスマスにはわざわざ『前夜』とい
うものが存在するのでしょうか。１２月２５日がキリ

ストの生誕日なら、２５日だけ祝えばいいじゃん！っ
て思いますよね。


　それを解き明かす秘密が暦にあります。当たり前で
すがボク達にとっての一日の始まりは夜中の１２時で
すよね。夜中の１２時になると、日付が変わり新しい

一日が始まります。


　ただキリスト教では『教会暦』というものが使われ
ていて、教会暦では一日の始まりを『日没』と定めて
いるんですね。


　つまり『日が暮れるとともに日付が変わる』のが教

会暦です。ということは教会暦では『１２月２４日の
日没〜１２月２５日の日没』までがキリストの生誕日
になるのです。


　なのでボク達が普段使っている暦で考えると、キリ
ストの生誕日は２４日も２５日もかぶっているんです

ね。なのでクリスマスにはわざわざ、クリスマスイブ
（クリスマスの前夜）というものが存在するんですね。
まとめると、


クリスマスイブ＝２４日の日没〜２５日深夜（０時）


クリスマス＝２４日の日没〜２５日の日没


　というのが本来のクリスマスイブとクリスマスの違
いになります。クリスマスイブというのはクリスマス
の中の一部の時間帯を指すんです。


　クリスマスイブを聖夜という言い方もしますが、そ
れにはこういう意味がちゃんとあったんですね。


まとめ

　いかがでしたでしょうか。


　ハロウィンもそうですが、日本は他国の文化の行事
をすんなり受け入れる文化があります。ただ、そもそ
もその行事の意味について考えることなく、お祭り的
な感じで伝わるので、何を祝うのか？どんな意味があ
るのか知らない人も多かったと思います。


　またクリスマスは日本では『恋人と過ごす日』みた
いな認識がありますが、キリスト教文化の国では『家
族と過ごす日』と認識されています。どう間違ってこ
う変わってしまったのでしょうか。


曜 午　　　前 午　　　後
1 月 初みさ（ハン師）9:30 新年交礼会（ミサ後）
2 火
3 水
4 木 ミサ（ハン師）10:00 
5 金
6 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（太平洋）
7 日 ミサ（ハン師） 9:30　運営委員会
8 月
9 火 OPC10:00 
10 水 修道院ミサ7:00  
11 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
12 金
13 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（太平洋） 中学英語教室15:30
14 日 集会祭儀 9:30　壮年部女性部例会　クリスマス飾り撤去
15 月
16 火 OPC10:00 
17 水 修道院ミサ7:00
18 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
19 金
20 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（太平洋） 中学英語教室15:30
21 日 ミサ（ハン師）9:30 大新年会
22 月
23 火 OPC10:00 
24 水 修道院ミサ7:00 
25 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
26 金
27 土 ミサ（ハン師）10:00  中学英語教室15:30
28 日 集会祭儀 9:30 ブロック会議（東室蘭）14:00

29 月
30 火 OPC10:00 
31 水 修道院ミサ7:00 英語教室15:30

2018年1月　教会行事予定表

(許しの秘跡は24日前の各ミサの後、または司祭に申し出
ていつでお受けられます）

12月24日 日
クリスマスキャロル 
降誕祭夜半ミサ 
ミニパーティー

19:30 
20:00 
ミサ後

12月25日 月 降誕祭ミサ 
クリスマスパーティー

9:30 
ミサ後

12月31日 日 聖家族の祝日ミサ 9:30

2018 
1月1日

月 元旦ミサ神の母聖マリアの祝日 
新年交礼会

9:30 
ミサ後

信徒の皆様は知っていること、お友達やご家族に見せてあげたらいいかも



2017年度第8回運営委員会 議事録 
2017年12月3日㈰11:05～12:00 

　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　12，1月の予定	
　　　　　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、クリスマス飾りつけ作業	
　　　　12月２１日（木）　さくらカフェ（11時～12時）、恵愛クリスマス会（14時～）	
　　　　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、新年交礼会	
　１月　７日（日）　１月運営委員会	

　　　　１月１４日（日）　壮年部，女性部例会、クリスマス飾りつけ撤去作業	
　　　　１月２１日（日）　大新年会（ミサ後）	
　　　　１月２８日（日）　ミニ大掃除、ブロック会議（於：東室蘭教会、１４時～）	

3.	2	苫小牧地区連絡協議会(11/19)について	

　恒例のように地区長ライヤ神父様の挨拶に始まり、各教会、ブロックの活動報告があった。苫小
牧教会からは信徒大会の報告があった。また、10/28開催の宣司評の報告メモが苫小牧の大村さんと
伊達の木元さんから提出されていたが、出席していた大村さんから報告があった。	
　はじめに諮問事項（これからの共同体のあり方について）の協議があり、	
①	これからの宣教活動について：集会祭儀の司会者、外国人信徒との関わり、洗礼志願者への

対応などについて情報交換と協議が行われた。	
②	小教区適正配置や教会堂改築・修繕の相互協力ついて：各地区での話し合いの報告これから
の方向性としては司教館が中心となり、具体案を作成する。	

　報告事項としては司教館の新築工事の状況、教区100周年記念DVDの配布など	
　　その後地区連絡会の協議事項としてこれからの苫小牧地区の方向性について検討した	

その中で、信徒大会の開催について提案があり、毎年実施することの是非の議論があった。	
その他、佐久間助祭の司祭叙階式（来年4/30）とライヤ神父様の金祝（来年7/29）の予定	

3.3	イースタービレッジ・コンサートの経費について（別紙資料）	
　　総経費３５万円余。東室蘭教会の負担額は、バザー益金から７万円、教会会計から133,516円の負

担となりました。	

3.4	財務報告	
　　別紙資料。１１月は予定しなかった支出が多く、月間の収支ではかなりの支出超過となった。収入

はほぼ予算通り。今後の推移を注視する。	
3.5	バザー益金の配分について	
　　今年のバザーの収益は、約32万円余。　イースタービレッジへの献金を多くして	

　　　　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	
　　とした。１１月末現在、社協分とＮＨＫ分を除いて支出済み。	

4．議　事 
4.1	新年会について	
　　　１月２１日、ミサ後にすることとした。詳細を女性部に依頼した。	
4.2	文化祭の反省について	

予算を相当に必要としたことは予想外。今後事前確認をしっかりする。	
4.3	待降節の黙想会の反省について									特になし。	
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	選挙管理委員の選出	

2018年度の運営委員会役員の選挙のための選挙管理委員を各地区２名推薦する。	
１月２１日まで。	

4.5	その他			
　・１月１日（月）元旦	初ミサ	午前９時３０分。ミサ後新年交礼会	
　・１２月２１日（木）恵愛クリスマスお祝い会。みかん準備する。	

　・英語クラスへの支援を今年度も行う。	
　・教会の防火管理者の交替（井戸井氏高齢のため交替、人選は委員長一任）	

５．司祭の予定
5.1	ハン神父様の予定　　	
5.2	ミサ・集会祭儀の予定	
　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	
　1/1	ハン師　　1/7	ハン師　　1/14	集会　　1/21	ハン師　　1/28	集会	
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2018年度 典礼暦 

待降節   降誕節 主日の周期：Ｂ年  週日の周期：第２年 

2017年 

12月３日(日) 待降節第１主日 

 12月８日(金) 無原罪の聖マリア(祭日･白) 

 12月25日(月) 主の降誕(祭日) 

 12月31日(日) 聖家族(祝日) 

2018年 

 １月１日(月) 神の母聖マリア(祭日) 

 １月７日(日) 主の公現(祭日) 

 １月８日(月) 主の洗礼(祝日) 

年間  

 １月９日(火) 年間第１火曜日 

 １月14日(日) 年間第２主日 

 ２月２日(金) 主の奉献(祝日･白) 

２月５日(月) 日本26聖人殉教者(祝日･赤) 

 ２月11日(日) 年間第６主日(四旬節直前の年間主日) 

四旬節  

 ２月14日(水)  灰の水曜日(大斎･小斎) 

 ２月18日(日) 四旬節第１主日 

３月17日(土) 日本の信徒発見の聖母(祝日･白) 

 ３月19日(月) 聖ヨセフ(祭日･白) 

３月25日(日) 受難の主日(枝の主日)(赤)  

復活節  

 ４月１日(日)    復活の主日(祭日) 

４月９日(月) 神のお告げ(祭日) 

５月13日(日) 主の昇天(祭日) 

 ５月20日(日) 聖霊降臨の主日(祭日･赤) 

年間  

 ５月21日(月) 年間第７月曜日 

５月27日(日) 三位一体の主日(祭日･白) 

６月３日(日) キリストの聖体(祭日･白) 

 ６月８日(金)   イエスのみ心(祭日･白) 

 ６月24日(日) 洗礼者聖ヨハネの誕生(祭日･白) 

 ６月29日(金) 聖ペトロ 聖パウロ使徒(祭日･赤) 

 ８月６日(月) 主の変容(祝日･白) 

 ８月15日(水) 聖母の被昇天(祭日･白) 

 ９月14日(金) 十字架称賛(祝日･赤) 

 11月１日(木) 諸聖人(祭日･白) 

 11月２日(金) 死者の日(白紫黒) 

 11月９日(金) ラテラン教会の献堂(祝日･白) 

 11月25日(日) 王であるキリスト(祭日･白) 

待降節   降誕節 主日の周期：Ｃ年  週日の周期：第１年 

 12月２日(日) 待降節第１主日 

 12月８日(土) 無原罪の聖マリア(祭日･白) 

 12月25日(火) 主の降誕(祭日) 

 12月30日(日) 聖家族(祝日) 

新司教館完成予想図です。Webから

10月5日の様子。Webから

11月24日外壁を張っています。Webから

札幌教区では、新司教館建築資金

のご寄付をお願いしています。


ご協力頂ける方は、下記口座へお

振込みいただければ幸いです。


よろしくお願いします。


【寄付金の振込口座】


北洋銀行　苗穂支店（普）3232695


宗教法人カトリック札幌司教区


