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指導司祭：佐久間神父様

参加されるからは玄関の掲示板にお名前

を記入してください。

マリア様の月、草木が芽を吹き、自然界は活発に
活動し始めた様に、教会も総会が終わり、新年度
の活動に入りました。 
教会の活動は年々高齢者にとって重く感じる様に
なりましたが、神様は私達に 
間違いなく働きかけて下さっていることは、確か
だと実感致しております。 
例えば、パソコン教室や、コットン倶楽部などは、
いつも楽しい雰囲気の中で 
賑わっていますし、さくらカフェも茶菓子を頂き
ながら、話に花が咲いております。 

やはり主のもとに皆が集い分かち合っている様は、
真の平和が、そこに在ると 
思います。 
教会は、主の家、そして、家族皆が居心地の良い
場である様に願って居ります。 
奇しくも力量のない私が運営委員長をお受けしま
したが、何かお気付きのことがありましたら、い
つでも声をかけて下さい。 
皆様のお祈りとご協力を宜しくお願い申上げます。

２０１８年度の役員が決まりました。


（注）選挙で選出された方以外は、前年度と同
じとさせて頂き、全員が了解しましたので、今
年度も宜しくお願い致します。地区委員までが、
運営委員会出席委員です。 
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事業奉仕委員


(委員長)竹原徳男　(副委員長)松岡　博子


施設委員	 (委員長)山口林蔵(副委員長)儀福範雄
.....

広報記録	 (委員長)山田淳(副委員長)川村その美
.....

地区委員(蘭　岳) 　	 岩泉　信子
............................................

　　　　(楽　山)　	 杉岡　正敏
..............................................

　　　　(太平洋)　	  竹原　徳男
............................................

　 　　  (白　鳥)　 	 松岡　博子
............................................

典礼委員(蘭　岳）	 　岡本　眞美、Sr. 小野
...............

　　　 （楽　山）　	 杉岡亜美、土門由美子
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　　　 （太平洋）　	 高科　優、松阪谷弘子
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　　　 （白　鳥）　	 横田久美子、佐藤和子
...........

曜 午　　　前 午　　　後
1 金 入門クラス18:00
2 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（楽山） 中高生英語15:30
3 日 ミサ（ハン師）9:30 　 運営委員会（ミサ後）
4 月 ロザリオの集い10:00  こっとん倶楽部10:00
5 火
6 水 修道院ミサ13:00  OPC10:00 英語教室15:30
7 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス 病者訪問13:00
8 金 入門クラス18:00
9 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（楽山） 中高生英語15:30
10 日 集会祭儀9:30  壮年部女性部例会（集会後）
11 月 ロザリオの集い10:00
12 火 恵愛歌のボランティア10:00
13 水 修道院ミサ13:00  OPC10:00 英語教室15:30
14 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス韓国語勉強会18:00～19:30 病者訪問13:00
15 金 入門クラス18:00
16 土 ミサ（ハン師）10:00  中高生英語15:30
17 日 ミサ（ハン師）9:30  父の日　合同パーティー 夏期学校打ち合わせ東室蘭
18 月 ロザリオの集い10:00
19 火
20 水 修道院ミサ13:00  OPC10:00 英語教室15:30
21 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス　　さくらカフェ11:00 病者訪問13:00
22 金 入門クラス18:00
23 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（楽山）ブロック壮年大会作久間師 カルルス温泉岩井
24 日 ミサ（小林師）9:30  ミニ大掃除　壮年大会２日目
25 月 ロザリオの集い10:00
26 火 恵愛歌のボランティア10:00
27 水 修道院ミサ13:00  OPC10:00 英語教室15:30
28 木 ミサ（ハン師）10:00  入門クラス 韓国語勉強会18:00～19:30 病者訪問13:00
29 金 入門クラス18:00
30 土 ミサ（ハン師）10:00  掃除（楽山） 中高生英語15:30
1 日 ミサ（ハン師）9:30 　 運営委員会（ミサ後） 夏期学校打合わせ東室蘭2時

2018年6月　教会行事予定表

子供の日・母の日 
父の日 

合同パーティー 
6月17日㈰ 

注意!! 
司祭館の天窓の
修理と屋根の塗
り替えをしてい
ます。駐車場が
狭くなっていま
す。足場につま
ずかないように
お互いに気をつ
けましょう。



2018年度第1回運営委員会 議事録 
2018年5月6日㈰11:00～12:05 

　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　新年度の役員　　１ページに掲載しました。　 
3.2 ５，６，７月の予定 
５月　６日（日）　運営委員会，マリア祭，母の日、子供の日の祝福 
５月１３日（日）　壮年部，女性部例会 
５月２０日（日）　ミニ大掃除，苫小牧地区連絡会（14時～；苫小牧教会）  
５月２７日（日）　佐久間神父様初ミサ、歓迎茶話会 
６月　３日（日）　運営委員会 
６月１０日（日）　壮年部、女性部例会 
６月１７日（日）　父の日の祝福，合同パーティー，夏期学校事前打ち合わせ（東室蘭教会） 
６月２３日（土）　室蘭ブロック壮年大会（当番：室蘭教会、指導司祭：佐久間神父様、 
　　　　　　　　　　　 場所：カルルス温泉「ホテル岩井」、２４日まで） 
７月　１日（日）　運営委員会、第一回夏期学校担当者打ち合わせ（室蘭教会、午後２時） 
７月　８日（日）　壮年部，女性部例会，夏期学校最終打ち合わせ（東室蘭教会　午後２時） 
７月２８日（土）　室蘭ブロック夏期学校最終打ち合わせ（於：東室蘭教会、午後２時） 

3.3 ブロック会議(4/29)報告 
　ハン神父様を含め、自己紹介の後、地区・ブロック・各教会の活動報告（総会資料あり）。 
　夏期学校の検討（途中経過）の他、韓国への巡礼旅行の予定（10/16～19、費用１０万円以内）の案内。 
　壮年大会の連絡。など 
　新内洞教会との交流基金の検討（１０万円：東3.5、室2.5、伊2.5、登1.5万円）依頼 
　　（注）交流基金の当教会の分担金額（３万５０００円）は、運営委員会で了承 
3.4 財務報告　　支出が現時点では、僅かに多いが特に問題ない。　　 
4．議　事 
4.1 年度行事の分担について<詳細については、各月毎の運営委員会で決定>  ２ページに掲載  
4.2 今年度のテーマ 
　開かれた教会（ウエルカム）、等何点か上がったが、決定的なものが　なく、次回の運営委員会までに各自 
　検討し、決定する事とした。 
4.3 合同パーティーについて　　　６／１７（日）に決定〈ジンギスカン〉 
4.4 レクリェーションについて 
　　　７月か８月に予定（詳細は６月の運営委員会で決定） 
4.5文化祭について 
　　　今年度は、作品展を実施（詳細は別途協議）ハン神父様も２点協力して頂ける。 
4.6 バザーの日程について 
　　　　　９／２３（日）に決定 
4.7 その他　 
・ハン神父様の送別会を実施する　・図書係は、事業奉仕委員が担当（補助者別途依頼） 
・防火管理者：野呂　利一氏　　　・「中学英語教室」の名称「中高生英語教室」に変更　　 

 ５．司祭の予定 
5.1 ハン神父様の予定　　　　　　５／６（日）～２１（月）迄帰国 
5.2ミサ・集会祭儀の予定 
　5/6ハン師　5/13 集会　5/20 集会　5/27 佐久間師（登別と合同にするか検討） 
　6/3 ハン師　6/10 集会　6/17ハン師　6/24 小林師 

聖フランシスコの祈りに導かれながら、人の中に
おられる真理であるかたに心を向けましょう。 

主よ 
わたしたちをあなたの平和の道具にしてください。

交わりをはぐくまないコミュニケーションに潜む
悪に気づかせ、 
わたしたちの判断から毒を取り除き、 
兄弟姉妹として他の人のことを話せるよう助けて
ください。 
あなたは誠実で信頼できるかたです。 
わたしたちのことばを、この世の善の種にしてく
ださい。 

騒音のあるところで、耳を傾け、 
混乱のあるところで、調和を促し、 
あいまいさには、明確さを、 
排斥には、分かち合いを、 
扇情主義には、冷静さをもたらすものとしてくだ
さい。 
深みのないところに、真の問いかけをし、 
先入観のあるところに、信頼を呼び起こし、 
敵意のあるところに、敬意を、 
嘘のあるところに、真理をもたらすことができま
すように。 
アーメン。 

フランシスコ 

4.1 年度行事の分担について 
子供の日（５月　６日 ）祝　福 ................................
マリア祭（５月　６日） 典　礼 ................................
母の日　（５月　６日） 祝　福 ................................
合同パーティー（６月１７日） 女性部・壮年部 ..........
父の日（６月１７日） 祝　福 ...................................
神父様霊名記念日（６月２９日） 女性部 ....................
合同墓参（８月１２日？） 典　礼 .............................
聖母の被昇天（８月１５日） 典　礼 ..........................
ザックバランの会（１０月、２月 運営委員会 .............
敬老の日（９月１６日） 祝　福 ................................
　バザー（９月２３日） 運営委員会 ..........................
レクリエーション（　　月　　日）事業奉仕 
七五三（１１月　４日） 女性部・典礼 .......................
文化祭（１１月　　日） 事業奉仕 .............................
待降節黙想会（　　月） 事業奉仕 .............................

共同回心式（　　月） 典　礼 ...................................
降誕祭（１２月２４，２５日）典礼，壮年部，女性部 
新年会（１月　　日） 　女性部 ................................
神父様誕生茶話会（８月１９日） 　女性部 ................
神父様誕生茶話会（８月１９日） 女性部 ....................
四旬節黙想会（３月） 事業奉仕 ................................
共同回心式（３月） 典　礼 .......................................
聖週間の行事（４月１８日～４月２１日） 典　礼 .......
復活祭（４月２０日，２１日） 壮年部，女性部 ..........
教会総会（４月２１日） 運営委員会 ..........................
ブロック壮年大会（６月２３日）当番：室蘭 壮年部 ....
地区女性大会（９月２日　？）当番：苫小牧 女性部 ....
ブロック夏期学校（８月４日～６日） 担当者 .............
　


