
1月21日 
2018年大新年会
※会費はいただきません 
持ち寄りパーティーです 
※御自慢の料理があれば皆さんに披露し
てください。 
※ビンゴ大会の景品寄付してください
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に 　2018年明けましておめでとうございます。今年の年明

けは雨模様の元日となり、室蘭では珍しい（？）、積雪
ゼロの正月となりました。多少風はあるものの穏やかな
新春で、この一年の平穏を象徴するかのように感じたも
のでした。	

　ハン神父様をお迎えして半年余りが過ぎた新年でした

が、この一年の私たちの教会の行事を予想しますと、役
員の改選はありますが、その他大きな行事はないように
思います。一方で教会の最大の懸案は宣教ですので、宣
教に向けて、その活動を探し求める一年にしたいもので
す。宣教の基本はその共同体が生き生きとし、活力に満

ち、喜びに溢れていることですが、難しい課題です。周
囲の人々が私たちの共同体を見て魅力のある、加わりた
くなるような共同体となれれば宣教は易しいのですが。	

　毎月の“さくらカフェ”は現在取り組んでいる数少な
い活動です。私自身なかなか参加できませんが、是非こ

れを大きく育てたいものです。短編映画の上映やミニコ
ンサートなど宣伝のための手段の提案をお願いしたいと
思います。	

　またOPCも直接的ではありませんが、教会に未信者を
招くという意味では大きな活動です。場所の関係があり

現在の規模が限界のようですが、この活動を参考にまた
違った活動が展開出来れば、宣教につながる機会が増え
ることになります。“コットンクラブ”がそのように育
つことも期待したいものです。	

　地区の活動では、まず４月

に佐久間助祭の司祭叙階が
あります。室蘭ブロックの
伊達教会の出身ですし、夏
期学校を中心になって開催
していただいていますので、

本当に目出度いことです。
ブロックとして久しぶりの
司祭叙階ですので、出来る
だけ多くの皆さんと出席し、
お祝いしたいですし、喜び

を共に分かち合いたいと思い
ます。	

　また、７月にはライヤ神父様の司祭叙階５０周年、金
祝があります。ライヤ神父様はこの教会に約１５年間主
任司祭として在任し、私たちの信仰生活に大きな貢献を

して下さいました。メリノール宣教会としての取り組み
でしたが信徒使徒職養成講座の開催や聖書百週、聖霊セ
ミナー、祈りの集いなど信徒の霊性を高める活動を進め
てくださいました。５０年間を日本における宣教に捧げ
てくださいました神父様の金祝にも是非多くの皆さまと

共に出席し、お祝いしたいものです。	

　目出度いことを控えている2018年ですので、恵みの多
い年となる予感もあります。実りの多い一年となります
ことを願って挨拶と致します。
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“主に望みをおく人は新たな力を得、鷲のように翼を張って上る 
　　走っても弱ることなく、歩いても疲れない。”（イサヤ書４０、３１） 

韓神父様
２０１８年、新年の初日が明けてきまし
た。 
新しい年を向かって東室蘭教会がもっと
神様に感謝しながらお互いに愛し合う共
同体になれるようにお祈り致しましょう 
神よ、 
私たちが感謝のうちに、新しい年が始ま
ります。 
私たちがこの世の中で誠の光と塩になっ
て生きて行くことができますように見守っ
てください。 

この世の中で神の愛の光を伝える道具に
なるようにしてください。 
また、私の家庭と教会に主の愛と平和が
豊かに注がれますように導いてくだい。 
＂私は忍耐強い。私は情け深い。ねたま
ない。 
私は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず 
自分の利益を求めず、いらだたず、恨み
を抱かない。 
不義を喜ばず、真実を喜ぶ。＂（コリント
の信徒への手紙１３、4ー６参考）アーメン。
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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) 

曜 午　　　前 午　　　後
1 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
2 金
3 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（白鳥） 中学英語15:30
4 日 ミサ（ハン師） 9:30　運営委員会
5 月 ロザリオの集い10:00
6 火 OPC10:00   こっとん倶楽部13:00
7 水 修道院ミサ7:00  英語教室15:30
8 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
9 金
10 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（白鳥）カトリックセンター竣工式10:30 中学英語15:30
11 日 集会祭儀 9:30　壮年部女性部例会
12 月 ロザリオの集い10:00
13 火 OPC10:00 
14 水 修道院ミサ7:00  灰の水曜日ミサ10:00（大斎・小斎） 英語教室15:30
15 木 ミサ（ハン師）10:00  さくらカフェ11:00 病者訪問13:00
16 金
17 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（白鳥） 中学英語15:30
18 日 ミサ（ハン師）9:30  ざっくばらんの会ミサ後
19 月 ロザリオの集い10:00
20 火 OPC10:00 
21 水 修道院ミサ7:00 英語教室15:30
22 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
23 金
24 土 ミサ（ハン師）10:00  中学英語15:30
25 日 集会祭儀 9:30 ミニ大掃除
26 月 ロザリオの集い10:00
27 火 OPC10:00 
28 水 修道院ミサ7:00 英語教室15:30

2018年2月　教会行事予定表

　新年に当たり　運営委員長　松岡　健一



2017年度第9回運営委員会 議事録 
2018年1月7日㈰11:00～12:30 

　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　1、2、3月の予定	
　	１月　１日（月）　初ミサ　　　　　　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～）	
２月　４日（日）　２月運営委員会　　　　　　２月１０日（土）カトリックセンター竣工式	
２月１１日（日）　壮年部、女性部例会　　　　２月１４日（水）　灰の水曜日（ミサ10時）	
２月１８日（日）　ザックバランの会　　　　　２月２５日（日）　ミニ大掃除	
３月　４日（日）　３月運営委員会、役員選挙告示	

３月１１日（日）　壮年部、女性部例会、役員選挙投票開始	
３月１８日（日）　ミニ大掃除	
３月２５日（日）　受難の主日（枝の祝日）、聖週間、役員選挙開票	
３月２９日（木）　聖木曜日（主の晩餐）	
３月３０日（金）　聖金曜日（主の受難）	

３月３１日（土）　聖土曜日、復活徹夜祭	
４月　１日（日）　復活の主日	
														四旬節の黙想会（ミサ後、指導司祭：ヨゼフ神父様	交渉中）、	

 3. 2 バザー益金の配分の変更について 
　　先に決定したバザー益金に修正（材料代が2,990円追加）があったため、NHK歳末助けあ
い分を減額し、22,010(25,000-2,990)円とした。 

 3.3 財務報告（別紙資料） 
　　今のところ順調（１２月に維持費の納入が多かったため）だが、光熱水費、車両費に注意
が必要な傾向がある。 

4．議　事 
　4.1新年会について	

　予定通り、１月２１日ミサ後　持ち寄りを主体とするが、オードブルの用意をする。またゲームの景

品として皆様からの物品の提供をお願いする。	

4.2		2018年度役員の選出について	

　　日程の確認：　告示	3/4　　投票開始	3/11　　開票	3/25　で実施することとした。	

4.3	四旬節の黙想会及び共同回心式について	

　	　ハン神父様からヨゼフ神父様にお願いすることとの提案があり、調整をお願いした。	

4.4	ブロック会議への対応	

　信徒大会の持ち方（回数、内容等）。夏期学校の予定。佐久間助祭の司祭叙階への対応。	

　ライヤ神父様の金祝への対応。などが話題になると思われる。	

4.5	来年度の夏期学校について	

　　開催日時は2018年８月４日（土）～６日（月）で予定している。会場は、昨年室蘭教会であったの

で、今年は東室蘭教会でするべきか。テントの活用などが必要となる。詳細は次回。	

4.6	その他	

　　・子供たちの春の宿泊研修を３月23日（金）午後～25日（日）とした。	

　　・カトリックセンター竣工式への対応：ほかの教会と調整を考えるが、建設への寄付５万円、	

　　　祝儀１万円で対応したい。	

		５．司祭の予定
5.1	ハン神父様の予定	

　　　特に予定なし。お客様が来訪する可能性はある。	

5.2	ミサ・集会祭儀の予定	
　1/1	ハン師　1/7	ハン師　　1/14	集会　　1/21	ハン師　　1/28	集会　　2/4	ハン師	
　2/11	集会　　	2/18	ハン師　　2/25	集会　　3/4	ハン師　　3/11	ライヤ師	

　3/18	ハン師　　3/25	ハン師　　3/29	ハン師　　3/30	ハン師　　3/31	ハン師	
　4/1	ハン師　　	
　　聖週間のミサ時間は後日決定する。

　　　　教皇庁諸宗教対話評議会 
「世代間の断絶という課題に直面している現
代、神道の皆さまとキリスト者がともに手を
たずさえて」 
親愛なる神道の皆さま、 
１．教皇庁諸宗教対話評議会より、日本の皆さま、
とりわけ神道の皆さまに新年のごあいさつを申し上
げます。新年のおめでたい日を迎え、初詣により、青
年たちも含め、多くの人々が神社を参拝されること
と思います。 
２．ことしのごあいさつの中で、今日課題となって
いる、広がりゆく世代間の断絶について考えてみたい
と思います。カトリック教会では、「青年、信仰と召
命の識別」と題された世界会議を、2018年10月に開
催しようとしています。この会議の準備文書は次のよ
うに述べています。「今日の若者世代は、その両親や
教師たちの世代とは異質の世界に暮らしている。経
済的社会的変化は、責任とチャンス双方の全域に影
響を及ぼし、青年たちの深い望み、ニーズ、感情、人
間関係の持ち方もまた変化している」（2項）。さら
に次の点を強調しています。「こうした背景の中、古
いアプローチはもはや有効には働かず、前の世代が経
験してきたことは早々と時代遅れになるのである」
（3項）。 
３．明らかに、世代間の断絶が拡大しているのは世
界中での出来事ですが、とくに日本のような発展し
た国では顕著です。このことは、比較的年長の人と若
い人が、その経験、意見、習慣や行動の違いによっ
て理解し合うことが難しいことから分かります。異な
る世代間の目に見える分断はまた、あらゆる世代を
悩ます共通の問題、つまり孤独の問題を増大させます。
両親と子どもたちは、現代の生活様式が足早に過ぎ
るので、ほとんどともに過ごす時間をもてないでいま
す。さまざまな人々の中で、コミュニケーションや交
流がますます不足することにより、以前は、文化的
宗教的遺産を継承し、高齢者の知恵を未来世代に伝
える手段であった世代間の結びつきが弱まっています。

４．親愛なる友人の皆さま、こうした世代間の断絶
に橋を架けるという共通の関心と務めを、わたした
ちは共有しています。経験からわたしたちは、遺産と

して経済的繁栄を次の世代に残すだけでは、幸福も、
世界の正義や平和も保障されないことを知っています。
わたしたちが保持しているものは、次の世代に伝えら
れるべき真の宝です。つまりそれは、わたしたちそれ
ぞれの宗教がもつ信仰の霊的遺産です。現在世界の問
題となっている平和への脅威は、新たな世代が直視
することが求められるものですが、軍事衝突や敵対
心によって解決することはできません。知恵によって、
また対話、忍耐、寛大さの力によってしか解決でき
ないのです。これこそが、わたしたちが次の世代に継
承すべき霊的遺産です。 
５．教皇フランシスコは、青年たちがその祖父母や
高齢者と密接な関係をはぐくむよう勧めています。生
きる知恵を有する高齢者の声に耳を傾けるよう励ま
しています。また、祖父母の人たち自身、青年たちの
大志や望みを理解するために、彼らに耳を傾けるよ
う指摘しています（バチカン放送局、2016年12月19
日のニュース参照）。このように、それぞれの世代は
相互のかかわりを通じて、他の世代を養い支援してい
くことができるのです。 
６．結局わたしたちは、本質的に関係性の中に生き、
他者と意味あるかかわりを必要とする人間です。これ
まで見たように、かつてないほど広がった世代間の
断絶に対する解決手段は、顔をつきあわせた交流の
中で表現され、またデジタル機器を介しても表現され
る、愛と理解です。デジタル機器は、そうした背景で
行われるなら、意味ある関係性のためのよい手段と
なりえます。 
７．この新年のお祝いが、青年も、年長者もともに
自分たちの宗教や伝統文化の価値を再発見し、世代
間の距離に橋を架ける、幸いな機会となりますよう
に。世界におけるキリスト者と神道の皆さまとの協
力、努力により、年長者と青年たちがそれぞれの世
代のたまものを真に理解し、社会を強固なものとす
ることができますように。この共通の望みをもって、
あらためて皆さま、皆さまのご家族、皆さまを取り
巻く社会の方々へ、心より新年のごあいさつを申し
上げます。 
神道の皆さま、明けましておめでとうございます。 
教皇庁諸宗教対話評議会議長 
ジャン・ルイ・トーラン枢機卿 
同次官 
ミゲル・アンヘル・アユソ・ギクソット神父

2018年 カトリック教会から神道の皆さまへの新年のごあいさつ


