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2018年8月12日　カトリック東室蘭教会広報誌　毎月第2日曜発行

今年の教会レクは「バスで行く江別、北広島教会ツ

アー」。	

7月14日（土）朝8時に東室蘭を出発したバスは総勢32

名を乗せ一路江別へ。江別教会は韓神父様にとって思

い出の赴任先とあって、江別は始めてという多くの迷

える羊たちにとって、韓神父様は最高の牧者です。神

学生プルノさんも参加して下さいました。「運転手さ

んその信号ミギ」「え！右は海ですが」「チガウ、ヒ

ダリヒダリ」。牧者に行けない道はなくすべてが道と

なる。	

　江別と言えばレンガの街と思いきや「赤信号の街」

「渋滞の街」と思える交通量。「あと10分で到着です」

と4回ほど言っただろうか、予定を40分ほど遅れて到着

した私たちを江別の皆さんは日差しの中、外でずっと

待っていてくださったのでした。そして笑顔で迎えて

下さったのです。	

（江別での再会、歓迎）	

　信徒代表の久松博さんに

よれば、1931年岩見沢より

分かれ、87年目。1955年

（S10年）木内神父登場、

1956年聖堂建築62年目を迎

える。まず感じたのは外観

の風情。木内神父さま自ら

つくった教会、信者の積み

上げたブロック、木立のル

ルドが厚く固い信仰を証す。

ホームページでも大工仕事

に精を出す木内神父様の姿

を見ることができる。中に

入ると「学び舎」を思わせ

る廊下、2Fからお聖堂を見

下ろせる様式は“ここで聖

歌隊が賛美と感謝を歌った

らどんなに素敵だろう”と

想像してしまう。そして何

といっても聖堂正面に凛と

して立つ木内神父様手掘り

によるマリア像（マリア観

音を想起させる）を前にし

たときは、みなが言葉不要

の時間を味わった。すべて

が手作り、ひとつひとつが深い信仰と愛情の積み重ね

でできており、久松さん言う如く「炎」のように熱き

心、熱き信仰が一致する場として今でも大切に使われ

ていた。	

　預かった御ミサで韓神父様が話された「痛みは過ぎ

去る。美しさは変わらない」この美しさとはまさに木

内神父様はじめ江別教会の皆様の信仰と身をもって表

した情熱であり、教会とマリア像にその結実を見るこ

とができる。「歴史を感じる教会」に触れる貴重な経

験になった	

　ミサ後、江別教会の皆様から心のこもった暖かいお

もてなしを戴きながら、過ぎる時間を惜しみつつ、次

の目的地に向かうことになった。（江別教会献堂のし

おりをご覧ください）	

姿が見えなくなるまで互いに手を振りあったその惜別

の深さは、韓神父様が教会に忘れ物をするくらいだっ

た（らしい）。	

（昼食）	

（御聖体に満たされたばかりのはずが）我々を乗せた

バスは一路「北海道開拓の村」へ。65歳以上は入村無

料。われら全員の年齢を足すと2000歳を上回る勢いで、

有料者を数えた方が早く、それは片手で足りた。お得

感いっぱいで入村し、めいめい昼食を戴き、村内散策。

あっという間に集合時間。「まだ戻っていない人がい

るかも」と村内一斉全館放送を掛けてもらったが、実

は全員バスの中。戻っていない人はその人だけだった

り。カトリック東室蘭教会の名が村内全域に響き渡っ

たのは良いPRになった（だろうか）。	

（北広島教会での驚き）	

　時間がかなり押してしまっ

たが、私たちを乗せたバス

は第3目的地である北広島教

会へ。一番道をご存じだっ

たのは我らの牧者韓神父様。

「ミギ」「ヒダリ」と的確なナビゲーションでバスを

誘い無事到着。北広島教会の皆様はそんな私たちを外

に出て待っていてくれた。	

　レンガ造りの外壁が花壇の草木と相まってとても美

しい。早速中へ案内されて驚くのは下駄箱がない。土

足であがれる教会なのだった。日本人歴が長い私たち

は靴を脱ぐ文化で育ったもので、土足で入室するなん

バスで行く江別、北広島教会ツアー

きょうかいのバザー
2018.9.23   AM10:30~PM2:00

◎2017年 益金のお届け先 
メキシコ大地震・ロヒンギア難民支援・カンボ
ジア学校支援・大分豪雨災害支援・イースター
ビレッジ・カリタス家庭支援・ウェルカムハウ
ス支援・札幌マック支援・室蘭社会福祉・NHK
歳末助け合い他にお届けdきました。 
◎2016年 益金のお届け先 
カリタスジャパンを通じで災害復興支援、室蘭
市社会福祉協議会、札幌MAC(アルコール薬物依
存更生施設）カンボジャ学校建設、国境なき医
師団、家庭支援センター、あしなが育英会、NHK
歳末助け合に御届けできました 
カトリック東室蘭教会　☎0143-44-3851 
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どなたでも入れます駐車場があります

ちからになれたらいいね

発売します 
本日よりバザー食券を発売します。 
そば・うどん　　２７０円

　　おしるこ　　２２０円

　　　おでん　　２５０円


壮年部

墓参

望洋台霊園

8月12日

14:00


（午後2時）


8月26日

合同ミサ

登別教会

10:00


8月26日のミサ
は登別教会での
合同ミサになり
ます。韓神父様
の室蘭での最後
のミサになりま
す。

8月25日

土曜日

第53回

苫小牧地区


女性大会

苫小牧教会

10:00


講師はカリタス支
援センター菊池氏

曜 午　　　前 午　　　後
1 土 掃除（白鳥）
2 日
3 月 ロザリオの会　10:00
4 火
5 水 OPC10:00 英語教室15:30
6 木
7 金 セシリアコーラス9:30
8 土 掃除（白鳥）
9 日 集会祭儀9:30  壮年部女性部例会
10 月 ロザリオの会　10:00
11 火 恵愛歌のボランティア10:00
12 水 OPC10:00 英語教室15:30
13 木 さくらカフェ11:00
14 金
15 土 バザーテント設営（雨天順延）
16 日 ミサ（ライヤ師）9:30　ミニ大掃除
17 月
18 火
19 水 OPC10:00 英語教室15:30
20 木
21 金 セシリアコーラス9:30
22 土 掃除（白鳥）
23 日 集会祭儀9:30  
24 月 ロザリオの会　10:00
25 火 恵愛歌のボランティア10:00
26 水  OPC10:00 英語教室15:30
27 木
28 金
29 土 掃除（白鳥）
30 日 合同ミサ(登別教会）10:00

2018年9月　教会行事予定表

ミサ（ライヤ師）9:30  運営委員会　バザー用品に降ろし　　

あ
な
た
の
そ
ば
に



2018年度第4回運営委員会 議事録 
2018年8月4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 8，9月の予定 
　　　　８月　４日（土）　ミサ後運営委員会、外崎家追悼のお祈り　14:00～ 
　　       8/4(土)～8/６(月)　 室蘭ブロック夏期学校 
            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池氏 
　　　　８月２６日（日）　登別教会との合同ミサ　１０：００～（登別教会） 
　　　　９月　２日（日）　運営委員会、敬老の日の祝福　バザー荷降ろし 
　　　　９月　９日（日）　壮年部、女性部例会、 
　　　　９月１６日（日）　ミニ大掃除 
　　　　９月２３日（日）　教会バザー（ミサ後） 
　　　　９月３０日（日）　室蘭ブロック会議（登別教会）合同ミサ 
3.2 第２回室蘭ブロック会議（於：伊達教会） 

各教会の行事報告の後、協議事項に入る。 
・夏期学校に就いては、７／２８（土）１４：００～東室蘭教会で最終打合せを実施する事で詳 
　しい説明は省略 
・教区宣教司評運営委員会の要請に従って、小教区特別積立金の相互利用について、苫小牧地区の 
　現状を取りまとめる必要が生じ、アンケートに回答する事となった。〆切日　８／２７（月） 
　伊達教会万代さん宛 
・次回室蘭ブロック会議　９／３０　当番：登別教会　　　 

3.3 財務報告　　2018年7月の報告あり、特に問題ない　　 
4．議　事 
　　4.1  小教区特別積立金の相互利用に関するアンケートについて 

回答書は別に用意するが、以下の様な趣旨で回答する。 
＊アンケート１．（今後10年の建築、修繕計画に対して） 
　・外壁の塗装・壁紙張替え・物置設置、ボイラー交換と配管工事、暖房器具の取替等を回答する 
＊アンケート２．（今後10年の建築資金、修繕費の見通しに対して） 
　・今後の信徒減少を考慮すると、資金増額は難しい状況だが、計画に沿って準備する事とする、 
　　として回答する。 
＊アンケート３．（相互協力の方法に対して） 
　・教区全体ではなく、提案１の様にまず、各地区（ブロック）内で相互協力を計る事から進める 
　　ことを考えたい。 

　  4.2 コピー機再リースについて　　再リース契約する事とした 
 4.3  西日本豪雨被災地支援について　　バザー益金から先取りして送付することに決定（１０万円） 
 4.4 バザーについて 
　・荷降ろし（９／２）　・テント設営　３か所（９／１５雨天変更） 
　・食券の販売方法（特におでん当日券増数）　　 
　・会場の配置（多国籍コーナー、宗教コーナー，子供コーナー、野菜コーナー等）　　 
　　焼き鳥は、今年も￥９０／本とする 

4.5　共同墓参の案内について　　案内ハガキの作成は、次年度からとする 
4.6   ８／２６（日）登別教会との合同ミサについて　　合同ミサ実施決定 
4.7    その他・壁紙張替えについて 
　・ライヤ師の食事の用意について　何れもライヤ神父様が来蘭してから、相談決定する 

５．司祭の予定 
5.1  ハン神父様の予定　　・８／１５（水）～８／２５（土）　帰国 
5.2  ミサ・集会祭儀の予定 
　　　　8/5ハン師　　8/12集会　 8/19冨来師    8/26登別教会との合同ミサ 
　　　　9/2ライヤ師　9/9集会　　9/16ライヤ師　9/23集会　9/30ブロック合同ミサ（登別教会）　　　　 

て病院くらいなものだった。「こんなにきれいなのにい

いの？」という申し訳なさを感じながら中に進んだ。	

　築５年になる新しい建物は、現在の勝谷司教様が主任

司祭の時に設計された未来志向に富んだフォルムがとて

も印象的。高齢化を見据えた“段差のない”フロアが奥

まで続く。棚は車いすでも手が届く高さで、棚スペース

も大きさによって自在に調整して使える。部屋の間仕切

りはレールでぶら下がって（床についていない）いて、

縦長のスペースを用途（夏季学校など）に応じて仕切り

も開放もできる。	

　室内は全て木調で統一、「木はその時によって“らし

くなる”良さがある。築5年経って色がよくなってきて

雰囲気が出てきた」とは運営委員長の加藤様。「次第に

いい色になってくる」って、そういえば東室蘭教会のお

聖堂建設の時、室工大の先生もそんなこと言っていたなぁ

と思いだした。実はこの北広島教会、東室蘭の聖堂設計

の参考にもされたとのこと。なるほど。東室蘭の外壁の

木も次第にいい色になってくるんだろうなと期待できそ

う。	

　お聖堂は厚みのある木ベンチが並び、正面にステンド

グラスがきれいです。朝ミサの時にはステンドグラスを

通った陽光が司祭の姿に美しい彩を与えるのだそうです。

それも設計思想にあったのかな、スゴイな。でも勝谷師

は司教様になったからその恩恵に預かれていないのかな

ど、いろいろな想像をしながら。奥には座敷、その向か

いのキッチンに女性群も興味津々。近代的という言葉が

よく似合う、来たる時代を先取りした教会、「外壁のレ

ンガはメンテすれば100年以上もつ。子供たちのために

大切に使いたい。」と

いう言葉がとても印象

的でした。	

　帰る時間になり、履

物を脱いで玄関の下駄

箱に自分の靴を探すも

見つからず。あれ、そ

うだ、土足OKだから靴

は脱いでいなかったの

だった。笑いの中、北広島教会の皆様も、我々のバスが

見えなくなるまで手を振り見送ってくれた。	

帰路は無事の到着を祈りつつ、登場した２名のカラオケ

者によるアカペラ歌唱大会で楽しみ、17：30東室蘭教会

到着。一人の羊も欠けることなくすべてが主に守られた

一日であったことに感謝のお祈りを捧げて散会となりま

した。	

北海道命名150年の今年、２つの教会と開拓の村に「歴

史」「未来」の両面に触れた今回のレクでした。このよ

うな機会を通じて信徒同士の交流をさらに深めるきっか

けになれば、私たちの信仰がより深まることに役立てれ

ば、今回のレクは大成功ですね。	

今回の訪問で、私たちを温かく迎えてくださいました江

別教会、北広島教会の皆様に感謝申し上げます！ありが

とうございました。	

（客室乗務員　竹原）	

夏期学校　３.６メートル２本、合計７.２メートルの海苔巻き!!

雨のために中止になった登山の代わりに巻き寿司を作りました。ギネ
スに登録できないかな？。スイカ割り、プール、ジンギスカンなどみ
んな大喜びの夏期学校でした。ミサは子供達と一緒の聖変化、最高！！


