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2018年7月8日　カトリック東室蘭教会広報誌　毎月第2日曜発行

　6月23日と24日の２日間にわたって恒例の壮年大会に
参加しました。カルルス温泉は、すっかり緑も濃くなり、
いまは定宿となった感じのホテル岩井でブロックのお父
さんたちと一年ぶりの再会を喜び合いました。勿論、ハッ
ピーアワーは忘れませんし、マイクを離さない人が、何
度もなんども歌う声が今でも耳に残っています。勿論私
も37回同じ歌を歌いましたが、だあれも聞いていませ
んでした。

　佐久間神父様の講話「呼びかけと応答、今に生きる」
についてその日のプリントをここに掲載します。


岩泉


室蘭ブロックス年大会　　 
講師　札幌教区司祭　佐久

間力 
１．挨拶	
２．聖書朗読（ヨナの預
言）	
　３章　ニネベの悔い改
め	
　主の言葉が再びヨナに
臨んだ。「さあ、大いな
る都ニネベに行って、わ
たしがお前に語る言葉を
告げよ。」ヨナは主の命令

通り、直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都
で、一回りするのに三日かかった。ヨナはまず都に入り、
一日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。「あと
四十日すれば、ニネベの京都は滅びる。」するとニネベ
の人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低
い者も身に粗布をまとった。このことがニネベの王に伝
えられると、王は王座から立ち上がって王衣を脱ぎ捨て、
粗布をまとって灰の上に座し、王と大臣たちの名によっ
て布告を出し、ニネベに断食を命じた。「人も家畜も、
牛、羊に至るまで、何一つ食物を口にしてはならない。
食べることも、水を飲むことも禁ずる。人も家畜も粗布
をまとい、ひたすら神に祈願せよ。各々の悪の道を離れ、
その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思いなおされ
て激しい怒りを静め、我々は滅びを免れるかもしれな
い。」神は彼らの業、彼らが悪の道を離れたことをご覧
になり、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられ
た。	
　４章	
ヨナにとって、このことは大いに不満であり、彼は怒っ
た。彼は主に訴えた。「ああ、主よわたしがまだ国にい

ました時、言った通りではありませんか。だから、わた
しは先にタルシシュに向かって逃げたのです。わたしは
こうなることが分かっていました。あなたは恵と憐れみ
の神であり、忍耐深く、いつくしみに富み、災いを下そ
うとしても思い直される方です。主よどうか今、わたし
の命を取ってください。生きているよりも死んだ方がま
しです。」主は言われた。「お前は怒るが、それは正し
いことか。」そこで、ヨナは都を出て東のほうに座り込
んだ。そして、そこに小屋を建て、日差しを避けてその
中に座り、都に何が起こるかをも届けようとした。する
と主なる神は彼の苦痛を救うため、トウゴマの木に命じ
て芽を出させられた。このトウゴマの木は伸びてヨナよ
りも丈が高くなり、頭の上に影をつくったので、ヨナの
不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ところ
が翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマ
の木を食い荒らさせられたので木は枯れてしまった。日
が昇ると、神は今度は焼け付くような東風を吹きつける
ように命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたので、
ヨナはぐったりとなり、死ぬことを願って言った。「生
きているよりも、死ぬ方がましです。」神はよなに言わ
れた。「お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正
しいことか。」彼は言った。「もちろんです。怒りのあ
まり死にたいぐらいです。」すると主はこう言われた。
「お前は、自分で労する事も育てる事もなく、一夜のし
て生じ、一夜のして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しん
でいる。それならば、どうしてわたしが、この大いなる
都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、十
二万人以上の右も左もわきまえぬ人間と、無数の家畜が
いるのだから。	
３．はじめに	
４．音楽の道、召命としての道の挫折、自分のための戦
いに失敗	

５．道の消失と、その中で見出された決意	
６．東日本大震災と被災地での大きな経験	
７．「呼びかけ」と「応答」という召命	
８．「今を生きる」と言う「呼びかけ」	
佐久間神父様の講話は、司祭召命への道則と東日本大震
災への被災地体験	
について、約２時間話
された。被災地での体
験は、神様の計らいに
依って、全てかなえら
れた事等有意義な時間
を過ごさせて頂き、感
謝の大会でした。

第37回　室蘭ブロック壮年大会

自然の中で神様を賛美しよう

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

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

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

2018 カトリック室蘭ブロック
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今年のレクは

7月14日㈯

会費1000円


貸切バスで江別教会、北広島教会訪
問、開拓の村見学　 
バス出発は午前8時です。く
れぐれも乗り遅れないよう
にね。

ライヤ 
神父様 
金祝

7月29日㈰ 
苫小牧教会  

10:00 
祝賀会  

ニュー王子

曜 午　　　前 午　　　後
1 水 修道院ミサ13:00  OPC10:00 
2 木 ミサ（ハン師）10:00
3 金
4 土 ミサ（韓師）10:00  掃除（太平洋）夏期学校1日目
5 日
6 月
7 火
8 水 修道院ミサ13:00
9 木 ミサ（ハン師）10:00
10 金
11 土 ミサ（韓師）10:00  掃除（太平洋）
12 日 集会祭儀9:30  壮年部女性部例会　 合同墓参？
13 月
14 火
15 水 宋神父様は15日から25日まで韓国で留守です
16 木 さくらカフェ11:00
17 金
18 土
19 日 ミサ（冨木師）9:30　ミニ大掃除
20 月
21 火
22 水 OPC10:00 英語教室15:30
23 木
24 金
25 土 掃除（太平洋）
26 日 集会祭儀9:30  
27 月
28 火
29 水 修道院ミサ13:00  OPC10:00 英語教室15:30
30 木 ミサ（ハン師）10:00 
31 金

2018年8月　教会行事予定表

ミサ（韓師）9:30  運営委員会　　夏期学校2日目



2018年度第3回運営委員会 議事録 
2018年7月1日㈰10:50～12:00 

　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 7，8月の予定 
　　７月　１日（日）　運営委員会、夏期学校事前打合せ 
　　　　　　　　　　　第一回夏期学校担当者打合せ（室蘭教会　午後２時） 
　　７月　８日（日）　壮年部，女性部例会， 
　　７月２２日（日）　合同ミサ（伊達教会：１０時～その後室蘭ブロック会議） 
　　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）　 
　　７月２９日（日）　ライヤ神父様金祝（苫小牧） 
　　 8/4(土)～8/６(月)　 室蘭ブロック夏期学校 
      ８月　５日（日）　運営委員会、 
　　８月１２日（日）　壮年部、女性部例会、合同墓参　１４：００ 
　　８月１５日（水）　聖母の被昇天　ミサ10:00 
　　８月１９日（日）　ハン神父様誕生会 
　　８月２５日（土）　第５３回苫小牧地区女性大会（苫小牧教会）講師;ｶﾘﾀｽ支援ｾﾝﾀｰ菊地氏 
　　８月２６日（日）　バザー荷降ろし 
3.2 第３７回室蘭ブロック壮年大会実施（於：ホテル岩井） 

指導司祭；佐久間神父様　講話は、司祭召命への道則と東日本大震災への被災地体験について、
約２時間話された。被災地での体験は、神様の計らいに依って、全てかなえられた事等有意義な時
間を過ごさせて頂き、感謝の大会でした。 

3.3 財務報告　　2018年6月の報告あり、特に問題ない　　 
4．議　事 
　　4.1 レクリェーションについて 

７／１４（土）会費：１，０００円　貸切バスで江別、北広島教会訪問、開拓の村見学の行程表作 
成と、昼食の手配等　 
・８：００教会出発　途中登別教会寄って江別教会へ　１０：３０ミサその後親睦　次に開拓の村
へ移動　ここで昼食は食堂か弁当購入検討 
・北広島教会訪問は、１４：００予定　その後帰蘭予定　各詳細は、事業奉仕委員で作成 
・各教会への謝礼持参　　　　　　　　　 

　  4.2 ライヤ神父様金祝について 
　　　・参加者の中で運転しない人は、各車に手分けして移動 
　　　・お祝い金持参 
4.3 ハン神父様誕生会について　・送別会を兼ねて実施する　日付と詳細に就いては、別途相談する 
4.4カラス対策について 
・カラスが巣を作った為に、近くに寄ると激しく奇襲して危険である何人も襲われているので、対策と
して敷地内の樹木全て高さの上部１／３を切断して貰う見積を「協和ハウス」さんに依頼する事とした　 

4.5 ２回目の垣根剪定及び木の枝片付けについて　　　　　・後日、日程を決めて実施する 
4.6 その他 
・8/4(土)～8/6(月)に実施される夏期学校の当教会での事前打合せをした 
・参加児童は、男５人　女４人の予定 
・実施体制は殆ど例年通りだが、今年は神学生千葉さんと韓国の神学生２人が参画 
・実施内容も殆ど例年通り　実施場所は東室蘭教会　野外テントを併用 
・最終打合せは、７／２８（土）午後２時　東室蘭教会で実施 

５．司祭の予定 
5.1 ハン神父様の予定　　　　・8/15～8/25 帰国 
5.2来客予定 
　　　・7/10～韓国神学生２人再来蘭 8/末まて　・7/23～7/26 司祭２人 
　　　・７/末イエズス会の司祭２人 
5.2ミサ・集会祭儀の予定 
　　　　7/1ハン師 　 7/8集会　　7/15ハン師　　7/22合同ミサ（伊達）　7/29ハン師　　 
　　　　8/5ハン師　　8/12集会　 8/19冨来師    8/26集会 
　

カラスのおもしろい話
教会の畑にある松の木にカラスが巣を作り子育て中です。時々襲ってくるので気をつけましょう。
今日はカラスについてのおもしろい話がWebにありましたのでご覧ください。

「カラス侵入禁止」の張り紙で、
カラス来なくなった!？　
東大の研究施設で効果

†††カラスの侵入に悩んだ

東大の研究施設で、「カラ

ス侵入禁止」という張り紙

をしたところ、カラスが寄

り付かなくなったという、

ウソのような本当の話。カ

ラスは字が読める？　まさ

か。これ、ちょっとした心

理学なのでした。


†††カラスに困っていたのは、岩手県・大槌町にある

東大大気海洋研究所。東日本大震災で津波の被害に遭

い、今1、2階は水害被害そのままに物置場、かろうじ

て3階を研究室としている。


†††3年前くらいから、カラスが配管の断熱材を気に入っ

たらしく、むしっては持ち去るようになった。糞や羽

毛も散らばって、掃除の人が「なんとかしてください」

というようになった。そこで佐藤克文・教授が専門家

に聞いてみたところ、「カラス侵入禁止」の張り紙だっ

たという。


†††「最初、冗談だと思ったんですが」と佐藤教授は

いう。1階の破れたままの窓枠にずらりと張り紙をし

た。と、「本当にカラスが入って来なくなりました」。

ウッソー。


カラスは人間の視線を感じる
†††張り紙を提案したのは、宇都宮大・雑草と里山の
科学教育研究センターの竹田努・博士だった。「カラ
スが文字を読めたら大変なことですけど」とすっとぼ
けて見せたが、本当の理由はこうだった。

†††竹田「文字を人が読んで、不思議に思ってもらう。
本当にカラスが（張り紙効果で）来ないのかなと思っ
て、カラスの行動を見つめてもらえれば、このような

効果が出てくる」んだと。張り紙を見た人は、必ず周
囲にいるカラスを見る。カラスはその視線に恐怖を感
じて、寄り付かなくなるのだという。

†††カラスは時に獰猛で、人を襲ったりもする。それ
が、人の視線だけで寄り付かなくなったりするものだ
ろうか。竹田氏が行った検証実験があった。大きな飼
育小屋の中にカラス10羽を放ち、そこへ人を立たせる
と、カラスは人の視線の背後にいる。人が振り向くと、
その視線を避けて背後に移動していた。

†††そこで、街中のカラスはどうか、を調べた。電柱
に群がる町のカラスは、1人の視線なんぞ完全に無視
だ。と、竹田氏は、視線にプラスして、指でカラスを
指してみた。するとどうだ。1羽また1羽と離れていっ
た。「（カラスに）変化を感じさせるのが重要。慎重
になる。みんながもう少しカラスに関心を持てば、い
なくなるかも」という。

†††司会の羽鳥慎一「面白いですね?」

†††宇賀なつみアナ「怖くて、見ないようにして逃げ
てた。見た方がいいんですね」

†††野上慎平アナ「だいたいみんな恐れちゃってるの
がよくなかった。逆だった」

†††住田裕子（弁護士）「時々襲うじゃないですか。
あれは？」

†††野上「ちょうど今の時期、4月から6月は、ヒナが
かえって飛行訓練中なんですって。そのヒナを守るた
めに、時に威嚇する」

†††竹田氏はまた、「東大の研究所だから効果があっ
たのではないか」ともいう。研究所の人たちは真面目
で、生物が好きな人が多く、張り紙を見ると足を止め
てしばらく観察するから、だという。

†††羽鳥「追い払うためにカラスを見ましょう、では
いけなかった」

†††野上「それだと興味が......」

†††羽鳥「心理戦......」

†††そこで野上は、一般の方には、
として出したのが、「超男前のカ
ラスがいます。探してください」。
これなら、みんな「どれだ、どれ
だ」となるだろうというわけ。カ
ラスじゃなくて、人間への心理戦
だった。

海星学院 
生徒さん
のミサ 
6月28日は２
年生、29日は
１年生の生徒
さんのミサが
ありました。
若い方々で聖
堂がいっぱい
になり、華や
いだ教会にな
りました。


