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　お帰りなさいライヤ神父様。当教会の主任司祭
としてて昭和50年から平成２年までの16年間、わ
たくし達をご指導くださいました神父様、苫小牧
教会で勤めを終えてそのままアメリカにお帰りにな
るものと思っておりました。 
　東室蘭教会へおいでになると聞いたときは、正
直びっくりしましたが、28年前はみんな２８歳若
かったのですから今考えるとそれは元気でした。神
父様も５０そこそこ、楽しい思い出が次から次え
と思い出されます。 
　こうしてまたご一緒出来ることは、あの頃の溌剌
とした思い出を新しく作っていくと思うと、なんと
も言えない喜びです。本当にお帰りなさい。 

お帰りなさい ライヤ神父様

バザー食券 

発売してます 
そば・うどん　２７０円 

　　おしるこ　２２０円 

　　　おでん　２５０円 

壮年部

やきとり

予約を受けます


１本90円 
昨年に引き続きバザーの焼き鳥の予約

注文を受けます。申し込み用紙があり

ますので、本数とお名前を記入し岩泉

まで申し込んでください。代金は前金

でも当日でも結構です。
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曜 午　　　前 午　　　後
1 月 ロザリオの会　10:00
2 火
3 水 OPC10:00 英語教室15:30
4 木
5 金 セシリアコーラス9:30
6 土 ミサ（ライヤ師）10:00  掃除（楽山）
7 日 ミサ9:30 運営委員会
8 月 ロザリオの会　10:00
9 火 恵愛歌のボランティア10:00
10 水 OPC10:00 英語教室15:30
11 木
12 金
13 土 ミサ（ライヤ師）10:00  掃除（楽山）
14 日 集会祭儀9:30　壮年部女性部例会　枝の整理
15 月 ロザリオの会　10:00
16 火
17 水 OPC10:00 英語教室15:30
18 木 さくらカフェ11:00
19 金 セシリアコーラス9:30
20 土 ミサ（ライヤ師）10:00
21 日 ミサ9:30  ざっくばらんの会
22 月 ロザリオの会　10:00
23 火 恵愛歌のボランティア10:00
24 水  OPC10:00 英語教室15:30
25 木
26 金
27 土 ミサ（ライヤ師）10:00  掃除（楽山）
28 日 集会祭儀10:00 文化展準備
29 月 ロザリオの会　10:00
30 火
31 水  OPC10:00 英語教室15:30

2018年10月　教会行事予定表

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

バザー
2018 カトリックきょうかいの
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9.23 
AM10:30~PM2:00

Church Bazar  교회 바자   教堂 义卖会
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どなたでも入れます駐車場があります
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バザー準備

9月15日㈯

テント設営


ミサ後

（雨天順延です）


9月22日㈯

前日準備

ミサ後


（午後から焼き鳥
の串刺しをします）



2018年度第5回運営委員会 議事録 
2018年9月2日㈰11:05～12:00 

　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 9，10月の予定 
　　　　９月　２日（日）　運営委員会、 
　　　　９月　９日（日）　壮年部（車庫の整理）、女性部例会、室蘭教会バザー 
　　　　９月１６日（日）　ミニ大掃除、敬老の日祝福 
　　　　９月２３日（日）　登別教会と合同ミサ（東室蘭教会）、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 
　　　１０月　７日（日）　運営委員会　 
　　　１０月１４日（日）　壮年部、女性部例会、切断した枝の整理・他 
　　　１０月２１日（日）　ザックバランの会 
　　　１０月２８日（日）　文化展事前準備 
3.2 第２回室蘭ブロック会議（於：伊達教会） 

室蘭ブロック夏期学校（於：東室蘭教会）８／４（土）～８／６（月） 
開催時期に地域の祭りや、夏休み中の学校行事と重なり、参加が難しい状況でした。（参加９名 
プログラムは、今年も例年の通り１００％達成出来ませんでしたが、その代わり初めてのケースとして、
ジャンボ(３．６ｍ×２本)海苔巻きを作り、子供達にとって、楽しい経験だったと思います。 
又　今回は神学生３名の助成があり、子供達に取っては良かったのではないでしょうか。先ずは大きな
問題もなく、無事終了出来ました事を感謝します。 

3.3 ハン神父様手稲教会へ 
司教館の人事異動で、約１．５年と短い期間ではありましたが、８／２６（日）東室蘭教会、登別教会
最後の合同ミサとその後送別会が盛大に実施されました。 
又　８／２７（月）７：５０東室蘭教会で最後のお祈り、謝辞、餞別贈呈等を行い、８：０５参加者
全員で、お見送りしました。 

3.4 財務報告　２０１８年８月迄の報告あり、僅かに支出が多いが特に問題ない　 
4．議　事 
  　4.1 バザー（登別と合同）に関する再確認について 
　　　　・テントは、焼き鳥、お菓子（ルルドの前）、多国籍コーナー（喫茶の近傍）の３か所 
　　　　・子供コーナー（ベルタワー近傍）、・その他は簡易テントとする（固定強硬にする） 
　　　　・生ビールは、１０リッターを用意、・予約の焼き鳥は、別途保管 
　  4.2 ライヤ神父様の歓迎会について　　　　・９／１６（日）　内容は、女性部に一任 
 4.3 平日のミサについて　　　　　　　　　・当面　土曜日のみとする。（１０：００～） 
 4.4 ライヤ神父様の食事の用意、他について 
　・依頼日は、月、水、金の９：００～１４：３０（食事、掃除、洗濯等）曜日変更可 
　・食事は、夕食のみで作って帰宅　　・時間給は、司教館払い（食事代は、神父様払い） 

4.5　壁紙張替えについて（ホールの一部、他） 
　　　・ホール天窓近傍、他及び司祭館は神父様と相談して決定し、業者に見積依頼して10月運営委員会で審 
　　　　議決定する 
4.6  ミサ・集会祭儀の予定について（３ケ月に一度は各教会を巡回希望） 
　　　こちらの意向を考慮して頂き、ライヤ神父様に作成依頼了解されました 
4.7    ・集会祭儀の説教文は、カトリック新聞の「キリストの光・光のキリスト」の個所の代読基本　個人の 
           分かち合いでも良い 
　　　・答唱詩編は、前で歌うのが基本 
　　　・土曜日のミサ後、典礼委員会開催 
　　　・教会のホームページに、ライヤ神父様の就任掲載する 

5．その他 
　　　　・集会祭儀の説教文は、カトリック新聞の「キリストの光・光のキリスト」の個所の代読基本　個人の分 
　　　　　かち合いでも良い 
　　　　・答唱詩編は、前で歌うのが基本 
　　　　・土曜日のミサ後、典礼委員会開催 
　　　　・教会のホームページに、ライヤ神父様の就任掲載する 
6．司祭の予定 
6.1  ライヤ神父様の予定　　9／2（日）～9／5（水）全国典礼会議出席 
6.2   ミサ・集会祭儀の予定 

9/2ライヤ師　9/9集会　9/16ライヤ師　9/23ライヤ師（登別教会と合同）9/30ブロック合同ミサ（登 
別教会）10/7ライヤ師　10/14 集会　10/21 ライヤ師　10/28 集会　別教会）　　　　 

お見舞い申し上げます

徒然の大地震、皆さんは大丈夫でしたか？そして大停電、電気がこれほ
どまで生活を支配しているとは、思い知らされました。何かしなければ
ならないのに情報が全く手に入らないもどかしさ、そして電気が再び我
が家に届いた時のあの感動、忘れられませんね。

胆振東部地震死者９人に　心肺停止７人、安否不明２５

人　札幌１万人避難


09/07 12:38 更新


大規模な土砂崩れで家屋が倒壊した厚真町吉野地区で、

救出作業を続ける消防隊員ら＝７日午前５時４５分


　６日午前３時８分ごろ、胆振管内厚真町で道内で初め

て震度７を観測し、道央を中心に多数の死傷者や安否不

明者が出た「北海道胆振東部地震」で、道などによると、

大規模な土砂崩れが発生し、住宅が巻き込まれた厚真町

などで７日午前、新たに４人の死者を確認した。地震に

よる犠牲者は計９人となった。このほか、いずれも厚真

町で６人が心肺停止、２５人が安否不明となっている。

心肺停止は、札幌市北区で地震の直後に体調が急変した

６０代男性を含め計７人になった。道内ではほかに３５

９人が負傷した。道内計１１２市町村が避難所を開設し、

札幌市内の避難所には７日午前６時現在、計１万人超が

避難している。


　厚真町災害対策本部は７日午前、町内でこれまでに死

亡が確認された６人のうち５人の身元を確認した。同本

部によると、死亡した５人は畑島武司さん（８６）＝同

町朝日＝、畑島さんの妻富子さん（８１）＝同＝、中田

一生さん（７６）＝同町桜丘＝、滝本舞樺さん（１６）

＝同町吉野＝、中村ミヨさん（７６）＝同町幌里＝。


　道や道警によると、厚真町吉野周辺の山林で数キロ

にわたって土砂崩れが発生。町内の不明者２５人は

被害が大きい吉野地区に集中しており、捜索が続い

ている。


　道によると７日午前５時半現在、苫小牧市の自宅

で転倒した高齢男性１人の死亡を新たに確認した。

同管内むかわ町では、自宅でタンスの下敷きになっ

た男性（８６）が死亡。日高管内新ひだか町のアパー

トでも男性（５６）が室内で死亡した。


　住宅被害のうち全壊は厚真町で１９棟、安平町で

４棟、むかわ町で５棟。半壊と一部損壊は安平町や

むかわ町などで計２７棟となった。


　札幌市内の避難者数は７日午前６時現在、２５６

カ所の避難所で約１万人に達した。札幌市は６日夜、

旅行中に地震に遭った観光客向けに、札幌駅前通地

下歩行空間（チカホ）など中央区の５カ所を開放し

た。道によると午前５時半現在、札幌市を除く１１１

市町村の４２８避難所に１７３９人が避難している。


　ＪＲ北海道は７日正午ごろから北海道新幹線を、同午

後１時ごろからは札幌―新千歳空港間で快速エアポート

の運行再開を予定。他の在来線については再開のめどが

立っていない。


　新千歳空港は７日午前の便を中心に１７３便の欠航が

決まったが、国内線ビルは同午前１０時に出発カウンター

の閉鎖を解除、搭乗手続きが始まった。運航は、成田か

ら午前１０時５０分に到着したバニラエア便から始まっ

た。国際線ビルはなお復旧工事中で利用再開は未定だが、

石井啓一国土交通相は７日の閣議後記者会見で、同空港

の国際線について「本日中に運航再開の時期を示したい」

と述べた。


　札幌管区気象台によると、震源地は胆振地方中東部で、

震源の深さは約３７キロ。地震の規模はマグニチュード

（Ｍ）６・７と推定される。震度６強を観測したのは安

平町とむかわ町など。道内は７日午前０時以降も胆振管

内を中心に、震度３を含め計１６回の地震が発生してお

り、気象台は「今後も震度７程度の非常に強い地震に注

意が必要」と呼びかけている。


　震度７が観測されたのは、厚真町鹿沼の観測地点。気

象庁はデータを受信できなかったため当初の震度を６弱

と推定していたが、その後、データを確認し、震度７と

発表。道内で震度７が観測されたのは初めて。


