
2018年度運営委員選挙
※公 示 日 ：2018年3月４日 
※投票期間 ：3月11日㈰～25日㈰ 
※開 票 日 ：3月25日 
※11日以降には皆さんのレターケース 
（ホールにある各自の引き出し）の中に 
黙想会・聖週間・総会のご案内と投票用紙を入れ
ておきます。郵送を避けるためおかえりの際は忘
れずにお持ち下さい

地

域

と

共

に

2018年2月11日　カトリック東室蘭教会広報誌　毎月第2日曜発行

〒050-0073

室蘭市宮の森町4-9-

7

📞 0143-44-3851

2018

2/11

日本政府に対する核兵器廃絶の実現のための要望書

内閣総理大臣 
安倍晋三様 
　日本カトリック正義と平和
協議会は、日本政府に対して、
核兵器廃絶の実現のために以
下のことを求めます。 

 • 戦争被爆体験国
として、核兵器禁止条約に調
印し、世界の核兵器廃絶の動

きをリードしてください。 
 • 国連総会に提出する核廃絶決議案は、核保有

と核抑止論とを明確に否定する内容に修正し
てください。 

 • 核開発、核保有をめぐり緊張する北東アジア
情勢において、威嚇と核開発の連鎖を止める
ために、長期的な視野での外交に努めてくだ
さい。 

　昨年2017年は、核軍縮の世論が世界的に高まる年
でした。7月7日、国連で核兵器の使用などを史上初
めて禁止する核兵器禁止条約が122カ国の賛成によっ
て採択され、9月20日、署名式が行われました。ノー
ベル平和賞も、「核兵器廃絶国際キャンペーン」
（ICAN）が受賞しました。また、私たちカトリック
教会でも、ローマ教皇庁が、11月、国際機関代表者、
ノーベル平和賞受賞者、政府関係者、学者など約300
人を招き、「核兵器のない世界と統合的軍縮への展
望」国際会議を開催しました。日本からも長崎の被
爆者、和田征子さんが発言され、満場の喝采を浴び
ました。教皇フランシスコはここで、「偶発的爆発の
危険性を考慮すれば、使用の脅迫も、保有そのもの
も断固として非難されなければならない」と語り、核
保有自体を退けました。 
　2018年に入り、国内でも1月、ノーベル平和賞を受
賞した「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ICAN）の

ベアトリス・フィン事務局長が来日、被爆地・長崎と
広島、そして東京を訪れ、核保有国に先んじて、核の
傘の下にある国々、特にまず戦争被爆国日本が核兵
器禁止条約に調印し、核廃絶に取り組むことが、核
廃絶の第一歩であると訴えました。 
　ところが、率先して核兵器廃絶を世界に訴える責務
を担うべき日本は、核兵器禁止条約への調印を拒否
し、2017年10月には、国連総会に20年来提出してき
た核廃絶決議案の、「核兵器のあらゆる使用」を「壊
滅的な人道上の結末」に至るものとして禁じるという
従来の文面から、「あらゆる」を削除し、核保有、
核抑止政策を許容する内容に変更して、賛成票を大幅
に減らしました。さらに安倍晋三総理大臣は、来日
中のベアトリス・フィン事務局長の申し入れを受けて
面会の時間を持つことも、ありませんでした。 
　　 
　日本国憲法はその前文において「われらは、平和
を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠
に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉あ
る地位を占めたいと思ふ」と宣言します。教皇フラン
シスコも、上述のバチカンでの会議で「国際関係は
武力や、相互の威嚇、軍事力の顕示によって統治する
ことはできず、特に核兵器などの大量破壊兵器は、偽
りの安心感を生むだけなのです」と語りました。 
　私たち日本カトリック正義と平和協議会は、平和
に向かう国際的な機運に連帯しつつ、日本政府が、対
立を深める今の世界にあって、緊張を高めるのではな
く、核兵器廃絶の動きをリードすることにより平和
の構築に貢献し「国際社会において、名誉ある地位を
占め」ることを要望いたします。 

Prot.SC JP18-1 
2018年1月25日 

日本カトリック正義と平和協議会 
会長　勝谷太治司教

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  運営委員会（ミサ後）掃除（楽山）
4 日 ミサ（ライヤ師） 9:30　
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（楽山） 中学英語15:30
11 日 ミサ（ヨゼフ師） 9:30　黙想会　第１講話 第２講話13:00 共同回心式14:00

12 月 ロザリオの集い10:00
13 火 OPC10:00 
14 水 修道院ミサ7:00 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  中学英語15:30
18 日 ミサ（ハン師）9:30  復活祭前の大掃除
19 月 ロザリオの集い10:00
20 火 OPC10:00 
21 水 修道院ミサ7:00 
22 木 ミサ（ハン師）10:00 病者訪問13:00
23 金 子供春の宿泊研修
24 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（楽山）子供春の宿泊研修 中学英語15:30
25 日 ミサ（ライヤ師） 9:30　子供春の宿泊研修
26 月 ロザリオの集い10:00
27 火 OPC10:00 
28 水 修道院ミサ7:00 
29 木 聖木曜日（主の晩餐） 19:00
30 金 聖金曜日（種の受難） 19:00
31 土 聖土曜日（復活徹夜祭） 19:00 ミニパーティー
1 日 復活の主日9:30 復活祭パーティー

2018年3月　教会行事予定表

黙想会・聖週間のご案内

※黙 想 会 ：2018年3月11日㈰ 

ミサ後第１講話・昼食・第２講話 
指導司祭　美唄教会ヨゼフ神父様 

※枝の主日(主の受難)：3月25日㈰　9:30 
※聖木曜日(主の晩餐)：3月29日㈭ 19:00 
※聖金曜日(主の受難)：3月30日㈮ 19:00 
※聖土曜日(復活徹夜祭)：3月31日㈯ 19:00 

ミサ後ミニパーティー 
※復活の主日：　　　  4月  1日㈰   9:30 

ミサ後復活祭パーティー



2017年度第10回運営委員会 議事録 
2018年2月4日㈰10:55～12:00 

　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　2、3、４月の予定	

２月　４日（日）　２月運営委員会　　　２月１１日（日）　壮年部、女性部例会	
２月１４日（水）　灰の水曜日　　　　　２月１８日（日）　ザックバランの会	
３月　３月（土）　運営委員会（ミサ後）３月　４日（日）　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、四旬節の黙想会	
３月１８日（日）　復活祭前の大掃除　　３月２３日（金）　教会学校春のお泊り会（25日まで）	

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　　　　　４月２２日（日）　教会総会　	

3.	2	ブロック会議(1/28)について（議事録参照）	
　　今後の予定等について相談した。詳しくは議事録を参照下さい。広報誌「ひとつになろう」に掲載

する。、	

3.3	財務報告（別紙資料）	現時点では特に問題無いことが報告された。	

4．議　事 
4.1カトリックセンター竣工へのお祝いについて		　当教会として２０万円と決定。	

4.2	四旬節の黙想会及び共同回心式について	

　	　３月１１日（日）指導司祭：フランシスコ修道会ヨゼフ神父様（美唄教会主任）	

　　当日の予定：	9：30ミサ　ミサ後第一講話　　昼食（各自持参のこと）	

　　　　　　　　13：00　第二講話　　14：00　共同回心式　　黙想会は新旧約聖書持参	

4.3	子供たちの春の宿泊研修について		3/23〜25で実施。Sr.田中に協力を依頼する。	

4.4	第２回ザックバランの会について	

　　	玄関前の階段、スロープ近辺の地盤沈下有。対応を検討する必要があるが、司祭館を優先。	

　　	特に予定が無ければ、札幌司教区の100周年記念DVDを鑑賞しては	

4.5	復活祭前の掃除について		3/18	ミサ後。聖堂以外はワックスを掛ける。　	

4.6	その他	

　・聖週間及び黙想会の日程等を選挙案内・投票用紙と一緒に案内する。		

　・韓神父様の姪子さん２人と友人１人来訪予定。　2/19〜22	室蘭滞在。	

				2/22(木)ミサ後	昼食を摂りながら茶話会	

　・さくらカフェ４月より有料（寄付程度）	

　・聖歌集の破損が多いので、布製カバーの装着と破損部の補修をする。	

　・教会のホームページサーバーの契約更新	

　・３月の運営委員会は3/3（土）ミサ後に開催。	

　・聖週間のミサ時間　聖木～聖土	19:00　ご復活	9:30　	

		５．司祭の予定
5.1	ハン神父様の予定	
　2/26	司祭評議会（札幌）	

5.2	ミサ・集会祭儀の予定	
　2/4	ハン師　2/11	集会　2/18	ハン師　2/25	集会　3/4	ライヤ師　3/11	ヨゼフ師　	
		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　　

１．日　時：2018年 1月28日　13時45分～15時30分 
２．出席者：司祭：小林神父，ハン神父　 
　宣司評委員：（室　蘭）田中（賢）、大浦（英） 
　　（東室蘭）松岡（健）、竹川（亨）、高科（美） 
　　（登　別）李、小山　 
　　（伊　達）佐久間（俊）、石坂（幸）,吉田（哲） 
　　司会・書記：　東室蘭教会 
３．日　程： 
　　１）小林神父様挨拶 
　　　体調はほぼ回復したことの挨拶があった。 
　　２）ハン神父様挨拶 

今年も共同体、ブロック、地区が一つになり信
仰を深めることを期待する挨拶があった。 

　　３）報告事項 
　　　・地区及びブロック行事 
　　　 11月 5日（日）　臨時合同ミサ、イースタービ

レッジコンサートと交流（海星学院） 
　　　11月19日（日）　苫小牧地区連絡会 
　　　　　　　　　　　　（苫小牧教会、１４時～） 
　　　３月21日（日）　佐久間助祭の司祭叙階式（札

幌北一条教会） 
・ 各教会報告(10/30以後)　　　　　　　 
　（室蘭）（主日）第一：専門部会、第二：役員会、 

第四：チャリティーカフェ 
　　11/1諸聖人の祭日11/12七五三の祝福、全帰天者

のための共同祈願12/7,12/9ゆるしの秘跡12/24 
降誕祭徹夜ミサ、ミサ後パーティー　12/25  降誕
祭ミサ、ミサ後パーティー1/1初ミサ2/11小林神
父様誕生祝2/18十字架の道行き2/18～25新三役
の選挙2/25集会祭儀司会者勉強会(３月から新方
式) 

　（東室蘭）（主日）第一：運営委員会、第二：部会、
第三（木）：さくらカフェ　11/12七五三の祝福
11/26 待降節の黙想会（ミサ後：加藤神父様）、
共同回心式　12/9 セシリアコーラス・チャリ
ティーコンサート 12/24 降誕祭徹夜ミサ、ミサ後
ミニパーティー　12/25  降誕祭ミサ、ミサ後パー
ティー 12/31 聖家族の祝日　1/1 初ミサ、新年交
礼会  1/21大新年会(ミサ後)　2/18 ザックバラン
の会　3/4 役員選挙告示  3/11 役員選挙投票開始  
3/25 役員選挙開票　 

　（登　別）　第二（主日）：信徒例会、第二(月)：
祈りの集、 

　　第二、四(水)：マリア会、毎週(金)：聖書購読 
　　11/26黙想会（東室蘭教会と合同）12/24 降誕祭

徹夜ミサ、ミサ後パーティー 
　　12/25  降誕祭ミサ、ミサ後パーティー 1/1初ミサ　 
　（伊　達）(主日)第一：例会、第二：部会、第三：

役員会 
　　11/2ロザリオの集11/19七五三の祝福12/3司会者

勉強会、ミニバザー（女性部）12/10ミニバザー
（壮年部）12/16共同回心式12/24 降誕祭徹夜ミ
サ、ミサ後パーティー12/25  降誕祭ミサ、ミサ後
茶話会1/1初ミサ、茶話会2/4小林神父様喜寿の祝・
新年会2/11ルルドの聖母茶話会2/25四旬節黙想会
（ミサ後：韓神父様） 

４）議　事： 
　4.1 信徒大会の毎年開催について 
　　　前回の地区連絡会で苫小牧教会から提案のあっ

たこの件について各教会での議論を報告したが、
移動に伴う信徒の負担や室蘭ブロック当番の時
の会場の問題など、従来通りの実施を希望する
意見が多かった。 

　 4.2 次年度の会議予定について 
　　　次年度の第五主日は、4/29、7/29、9/30、12/

30、3/31であるが、7/29はライヤ神父様の金祝、
12/30は年末、3/31は年度末で合同ミサ、ブロッ
ク会議の開催は難しいので、まず4/29のみ決定
し、その後は次回に決定する。 

　4.3 夏期学校について 
　　　８月４日（土）～６日（月）で計画する。施設

としては昨年同様室蘭教会か東室蘭教会を宿泊
場所として考える。今年は佐久間新司祭のサポー
トは期待できないので、実施体制について検討
が必要であるが、小林神父様から来年度神学生
の方に協力を依頼することをお願いした。また、
伊達の吉田さんも日程的に仕事の関係で主体的
な協力は難しいとの情報もあった。次回までに
詳細を詰めることとした。 

　4.4 佐久間助祭の司祭叙階式(3/21)への対応 
　　　伊達教会は別として、室蘭、東室蘭、登別は合

同で貸し切りバスを手配することとした。ご祝
儀等は各教会で対応する。 

　4.5 ライヤ神父様の金祝(7/29)への対応 
　　　当日は主日なので、教会の行事としての対応は

難しいので個人的な対応となると思われるが、
詳細な日程を確認し、対応することとした。 

　4.6 その他 
　　・韓国巡礼：日程は10月16日（火）～19日（金）

で決定している。パックツアーを活用する方向
で詳細な計画を韓神父様に依頼した。各教会少
なくとも２～４名は参加することを希望された 

　　・カトリックセンター竣工式への対応：各教会の
お祝いの額を確認した。室蘭教会と伊達教会は
各１０万円とのこと。東室蘭教会程は出来ない
ので１０万円としたとのこと。東室蘭教会は再
検討することを要請された。 

　　・教区宣教司牧評議会の委員：室蘭ブロックから
１名選出しなければならないが、少しでも若い
方ということで、伊達教会の万代さんにお願い
することとした。小林神父様から依頼する。 

４．司祭の予定 
　　　小林神父様　　　1/29、2/26 司祭評議会　 
　　  ハン神父様　　　 1/29、2/26 司祭評議会　 
５．連絡事項 
　　 　ミサの司祭ローテーションで、小林神父様、韓

神父様ともに担当小教区以外でもミサがあるよ
うにしてほしい、との希望があり、対応してい
ただくこととした。 

次回は　４月２９日．場所：室蘭教会（合同ミサ）　　　
司会・書記　室蘭教会 

２０１７年度第４回ブロック会議　議事次第

韓国のお客様

いらっしゃいませ

韓神父様の姪御さん
お二人と友人の方が
2月19日から22日まで
室蘭に滞在されます。
2月22日㈭のミサ後
に昼食を取りながら
茶話会をします。

ご一緒しませんか。


