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運営委員会（ミサ後）夏期学校打ち合わせ

2 月 ロザリオの集い10:00 こっとん倶楽部10:00
3 火
4 水 修道院ミサ13:00 OPC10:00

英語教室15:30

5 木 ミサ（ハン師）10:00 入門クラス

病者訪問13:00

6 金 セシリアコーラス10:00

入門クラス18:00

7 土 ミサ（ハン師）10:00 掃除（蘭岳）

中高生英語15:30

8 日 集会祭儀9:30 壮年部女性部例会

2018年6月10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4-97
📞 0143-44-3851

静内教会は献堂六十周年を迎えました

第１回夏期学校担当者打合せ（室蘭教会14:00)

徴はお子さんの多かったことです。当日は小学校の

9 月 ロザリオの集い10:00
10 火 恵愛歌のボランティア10:00
11 水 修道院ミサ13:00 OPC10:00

あ
な
た
の
そ
ば
に

英語教室15:30

12 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
13 金

入門クラス18:00

14 土 ミサ（ハン師）10:00 レクリエーション
15 日 ミサ（ハン師）9:30
16 月 ロザリオの集い10:00
17 火
18 水 修道院ミサ13:00 OPC10:00
19 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

20 金 セシリアコーラス9:30

入門クラス18:00

21 土 ミサ（ハン師）10:00

中高生英語教室15:30

運動会があり、５名のお子さんが欠席されていたよ
うですが、それでも７名のお子さんで、侍者も二人
ともお子さんでした。最近では珍しいと、司教様の
感想でした。
静内教会の献堂５０周年は、主任司祭のオニール神
父様が急病で急遽帰国され、混乱の中での式典・祝
賀会であったことを思い出しました。その後の１０
年間は“怒涛の１０年間”と静内教会の方々は表現さ
れますが、主任司祭が常駐しない不安の中で始まっ
た１０年ですが、信徒の皆様、お一人おひとりの熱
心な奉仕と主の導きにより、以前にもまして暖かな、
先月５月２０日の苫小牧地区連絡協議会で静内教

心の安らぐ、皆で集いたい共同体になっていると、

会から、今年は静内教会の献堂６０周年の年に当た

口々に話されていたことが印象的でした。中心的な

り、主任司祭のライヤ神父様の帰国前の６月２日に

信徒はそれぞれに年々高齢化しますが、多くの子供

24 火 恵愛歌のボランティア10:00

勝谷司教様を迎えて記念のミサがあることが報告さ

たちに恵まれている教会ですから、何とかこの信仰

25 水 修道院ミサ13:00 OPC10:00

れました。合わせて「６０周年は節目の年でもなく、

をこの子どもたちに伝えなければとの言葉にも熱が

26 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

また聖堂も大きくは無いことから、非公式（？）な

こもっていました。

27 金

お祝いを考えているので、各教会へ正式な案内は差

静内の共同体がこれからも主の導きの中で、地域に

28 土 ミサ（ハン師）10:00 掃除（蘭岳）夏期学校最終打合せ（東室蘭）14:00 中高生英語15:30

し上げないこととしました」との報告もありました。

キリストを証するものとして守られますよう、祈り

29 日 ミサ（ハン師）9:30

でも「何人かでもお出でいただければ嬉しい」との

ながら帰ってまいりました。

22 日 集会祭儀9:30 ミニ大掃除

ブロック会議（伊達教会）

23 月 ロザリオの集い10:00

入門クラス18:00
ライヤ師金祝（苫小牧）10:00

30 月 ロザリオの集い10:00

ことでした。

31 火

静内教会はかなり遠方でもあり、少し躊躇しました
が、静内教会の皆様は、地区の行事では遠方にもか

神父様霊名の記念日

室蘭ブロック

子供の日・母の日
父の日

壮年大会

7月14日㈯

６月23日㈯

会費1000円

指導司祭
佐久間神父様

貸切バスで江別教会、
小野幌教会訪問
開拓の村見学
（登別教会お誘いす
る）

合同パーティー
ジンギスカン
会費500円

6月17日

今年のレクは

2018 カトリック室蘭ブロック
自然の中で神様を賛美しよう

ともだちつくろう

かわらず必ず何名かは参加されていましたし、２年
前の東室蘭教会の新聖堂献堂の時にもお出で下さい
ましたので、単独でしたが参加して参りました。交
通の便も高速道路や高規格道路が静内近くまで延び

8月4㈯・5㈰・6㈪
参加費：2,500円

会場：カトリック東室蘭教会・室蘭教会

たことから、自宅の玄関を出てから静内教会到着ま
で２時間余りであり、便利になったことを実感しま
した。
ミサは勝谷司教様、ライヤ神父様の共同司式で、家
庭的な雰囲気の中で行われました。札幌からの信徒
もおられましたが、多くは静内教会と苫小牧教会の

小林 薫 神父

カトリック室蘭・伊達教会主任司祭

室蘭市常盤町11-15
☎(0143)22-5496

ハン 神父

カトリック東室蘭・登別教会主任司祭

室蘭市宮の森町4-9-7
☎(0143)44-3851

申込、締切、詳細は教会に用意された申込書をご覧下さい

カトリック室蘭教会 カトリック東室蘭教会 カトリック登別教会 カトリック伊達教会

皆様で、総勢５０名近くであったかと思います。特

（文責：松岡健一）

発表するときに役立つ
正しいマイクの扱い方
放送機械のせいにする前に気をつけること。
①ちゃんとマイクが口元にありますか？

マイクから離れすぎてはいけない

②伝えるために大きな声で話していますか？

話す人がマイクから離れていると、スピーカーから

③聴こえ方はそれぞれ違います。

聞こえるようにするためにスピーカーのボリューム

聞こえるところに座っていますか？
勉強会で発表される機会がある方も多いと思います

を上げたり、 マイクの感度(ゲイン)を上げる必要が
あります。 そうすることで、周りの余計な音も増幅

そのときに普段利用しないけど使うことが多いのが

されてしまいハウリングしやすく

マイクです。

なってしまいます。 なので、マイ

でも、そのマイクも正しく使えずに損をしてい

クにはできるだけ近づいた方が良

る方がチラホラ見受けられます。
正しく使えることで、発表内容をより
参加者に聞こえやすくなり伝えたい事もより伝わる
と思います。
ある意味カラオケでも活用できるネタですが色々書
いてみます。

やってはいけないことを覚えるだけ
正しい持ち方を覚えるよりは、やってはいけないこ
と覚えると自然と良い持ち方になるということです。

やっちゃダメなことについて説明してきます。
マイクのヘッド部分を叩いて確認する人がいますが
あれはNGです。マイクの音を拾う部分は衝撃に強く
ありません。最悪マイクが壊れてしまう可能性があ
ります。ツメサキでヘッドの部分を "カリカリ" して
みましょう。それでスピーカーから聞こえていれば
入っているということですね。
マイクをスピーカーに向けてはいけない
最悪スピーカーが壊れてし

いかは地声の大きさなどもありま
すので色々探ってみてください。

少なくとも、マイクが遠くて声が小さい
ときにはマイクに近づくようにしましょ
う。
スピーカーのボリュームを上げるのはそ
の次の手段です。
スピーカーを増やすのはハウリングの条
件を増やすことになります。
マイクのヘッドの下半分を持たない
マイクには指向性というものがあります。 発表者が
使うマイクで手に持つようなタイプは大体単一指向
性というマイクになると思います。 これはマイク正
面の音を一番よく拾います。横からの音はほとんど
拾わないような仕組みになっています。 そうするこ
とで余計な音を拾わずにハウリングにも強くなって
いるのです。 が、マイクのヘッドの下半分を手で覆っ

まう可能性があります。ま

てしまうと指向性がなくなり無指向性になってしま

たお客さんも不快ですよ

います。 簡単にハウります。声質もモコモコとこもっ

ね。 ハウリングは特定の音

た感じになります。

域が マイク => (増幅) => ス
ピーカー => マイク => (増
幅) => スピーカー とループすることで発生します。
色んな要因があるのですが、一番分かりやすく避け
る方法はループしないようにすることです。 なので、
マイクをスピーカーに向けるようなことをやっては
いけません。

いです。 どれほど近づいた方が良

2018年度第2回運営委員会 議事録
2018年6月3日㈰10:45〜12:45
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 ６，７月の予定
６月 ３日（日） 運営委員会
６月１０日（日） 壮年部、女性部例会、垣根剪定
６月１７日（日） 父の日の祝福，合同パーティー
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、夏期学校事前打合せ（東室蘭教会、運営委員会後）
７月 ８日（日） 壮年部，女性部例会，
第一回夏期学校担当者打合せ（室蘭教会 午後２時）
７月 22日（日） 第２回室蘭ブロック会議 伊達教会 ミサ後
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）
3.2 佐久間神父様による初ミサ
5／27（日）佐久間新神父様による初ミサが、登別教会合同で実施された。７３名参加 ミサ後歓迎茶
話会実施。神父様になろうとされた経緯についてお話をして頂き、和やかな雰囲気の中、サンドイッチ、
パン、果物、お菓子等を頂きながら、約1時間１５分位で終了。 １４：００からブロック会議がある
との事で札幌に戻られた。
3.3 財務報告
2018年5月の報告あり、特に問題ない
4．議 事
4.1 今年度のテーマについて5〜6点のテーマの中から、[あなたのそばに]ひらがな表記 が多数決で決定
4.2 合同パーティーについて 6/17㈰ 成吉思汗に決定 30〜40人予定 会費500円 中学生以下無料
4.3 レクリエーションについて
７月14日(土) 会費 1,000円/一人 貸切バスで江別教会、小野幌教会訪問、開拓の村見学
（登別教会へお誘いする）
4.4ハン神父様霊名記念日（６／２９）について 今年は、合同パーティーと同日に実施する
4.5 苫小牧地区教会の資金援助協力について
ある教会の急を要する改修工事で、資金不足が発生した時、ブロックではなく、地区協議会として、一
時的に支援する仕組みとする。 苫小牧教会で援助に関する規約の試案作成して頂く事となった
4.6 海星学院生徒ミサ参画について
カトリック系の学校として、教会に関する事柄について理解を深めるため、一、二年生の生徒が、当教
会のミサに参画する事となった。6/28(木)<２年生>、6/29(金)<１年生> 又、ハン神父様も宗教の講師
として対応する
4.7 その他
・静内教会献堂６０周年記念ミサに出席
・ルルドのマリア像修復について 検討中。 室蘭教会に問合せ
・聖堂のスピーカー増設について
設置当初の人員構成より大幅に変化しており、聴きずらい人の多い現状を考慮すると、何処の場所
に居ても、聞こえる様にが理想であるので、多数の人の要望を鑑みて、会としては専門家に聞き、
場合によっては見積を依頼し、増設の可否を再検討する事とした。
５．司祭の予定
＊6/3(日)〜6/7(木) 1人〈友人〉木曜10:00ﾐｻ
＊6/11(月)〜14(木) 神父様1人、信者14人
＊6/13(水) 9:00〜ﾐｻ、茶話会 6/14(木)ﾐｻ無
＊6/18(月)〜6/21(木)神父様2人、信者３人 6/21(木) 10:00〜ﾐｻ、茶話会
＊6/25(月)〜6/28(木)全道司祭会議

