2018年11月
曜

午

教会行事予定表

前

午

2018

後

1 木
2 金 セシリアコーラス9:30

3 土 ミサ（ライヤ師）10:00 掃除（蘭岳）
4 日 ミサ9:30 運営委員会
5 月 ロザリオの会

10/14

文化展
文化展

文化展

7 水 OPC10:00

英語教室15:30

毎月第2日曜発行

9 金 セシリアコーラス9:30
10 土 札幌教区宣教司牧評議会

掃除（蘭岳）

11 日 集会祭儀9:30

壮年部女性部例会

12 月 ロザリオの会

10:00

13 火 恵愛歌のボランティア10:00
14 水 OPC10:00

英語教室15:30

15 木 さくらカフェ11:00
16 金 セシリアコーラス9:30
17 土 ミサ（ライヤ師）10:00
18 日 ミサ9:30
19 月 ロザリオの会

10:00

20 火
21 水 OPC10:00

英語教室15:30

22 木
23 金
掃除（蘭岳）

25 日 集会祭儀10:00

功
成
大
きょうかいの
ちからになれたらいいね

8 木

26 月 ロザリオの会

カトリック東室蘭教会広報誌

10:00

6 火

24 土 神父様出張

2018年9月9日

〒050-0073
室蘭市宮の森町4-97
📞 0143-44-3851

あ
な
た
の
そ
ば
に

バザー

2018.9.23 AM10:30~PM2:00
千客・万来

10:00

27 火 恵愛歌のボランティア10:00
28 水 OPC10:00

快晴・微風

英語教室15:30

29 木
30 金 セシリアコーラス9:30

セシリア
コーラス練習

バザー益金

セシリアコーラスの練習

2018教会のバザー
の益金は中間で
すが、339,269
円 で す。 登 別 教
会の分が入って
いませんが、昨
年並みですね。
益金のお届け先
はこの「ひとつ
になろう」の議
事録に書かれて
いる通りです。

が、10月から毎週の練習
になりました。
クリスマスチャリティー
コンサートに向けて特訓
です。
金曜日の9:30からです。
今年のチャリティーコン
サートは12月15日です

中間報告

この木？
何の木？

食堂・満席

どうしてこんなになった
のか？教会の敷地内にこ
んな木がありました。み
んな木（気）がついてい
ましたか？ルルドの裏側
にあるのでわかりません
よね。今度暇なときに探
してみてね。

焼き鳥・完売

先月9月23日に行われた、2018きょうかいのバザーは、前
日の大雨にも関わらず当日は、絶好のバザー日和となりまし
た。お客様も例年より多かったように思えたのは、贔屓目で
しょうか。ちょっと残念だったのは、焼き鳥の肉が大きすぎ
て、本数が取れない分売上が少しだけ少なかったかなあとい
うところです。その分、訪れたお客様には喜んでもらえまし
たね。食堂、お菓子、手芸、日用品と喫茶、図書と衣類など
が頑張ってくれて、益金も昨年並みになりました。お届け先
は運営委員会で検討中ですので詳しいことは後日お知らせい
たします。何より嬉しかったのは今年も海星学院の生徒さん
や信者さんのご家族の方が大勢参加していただき、大いにバ
ザーを盛り上げていただいたことです。そしてこのバザーを
毎年楽しみにしておられるお客様が大勢いらっしゃることで
す。神様に感謝感謝の1日でしたね。

今日も良い天気。なのに傘立てに傘がいっぱい？
玄関は建物の顔とも言いますね。玄関に入った途端
目に飛び込んでくるのは、傘立ていっぱいの傘。使わ
れた形跡の無いサンダルやスリッパなどです。
聖堂も新しくなりましたし、玄関も少しこ綺麗にし
てはという声が聞こえてきます。
でも、今も使われている自分のものがある日突然亡
くなったらびっくりするでしょうね。頭にきて教会に
来なくなる、なんてことになったら困ります。

そこで考えました。11月30日までに心当たりのあ
る方は、内側の靴棚に移すか、もし、今使っていない
のならお家に持って帰るか、整頓にご協力いただきた
いのですが。
また、あまりにも長い間使われていないようなもの
は一時的に箱に入れて、一定期間保管して、万一使用
者が現れたらお返しするようにするのも一計ですね。
皆さんも良い考えがあれば教えてくださいね。

物置を購入しました
DM-Z 2921-G-MG ダイケン 物置
間口2923 奥行2123(mm:土台部)
マカダムグリーン
豪雪型 棚板付

価格￥ 202,020

一年に一度しか使わない大切なもの（クリス
マス・バザー商品、用具テントなど）を収納
する場所がなく、保管に頭を痛めていました
が、思い切って購入することにしました。
本来なら２０万円以上ものが弥生のホーマッ
クで１３万円で売り出していました。運搬費
設置費込みで１７万円で契約しました。
大切に使いましょうね。

・永代供養墓について（１１月の議題として、審議する）
規約を再度各教会に配布し、詳細見直して不足分を追加決定する
3.3 財務報告

２０１８年9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 バザーの反省と益金の配分について
＊反省について
・テーブル,椅子等の設置は、各々の担当者を決めて、腕章をする様にしては………
・ビニールシートは、きちんとたたんで片付ける
・おでんは材料が高いので、次年度からは270円に値上げして欲しい
・海星学院の生徒は、各売り場の準備、販売、片付けに積極的に協力頂いた
・喫茶は、例年通りの売上。天候が良かったので冷たい飲物が好評
・ノンアルコールビール完売
・焼き鳥は、焼く人が少なかった。海星の生徒も一人手伝ってくれたが、熱くて
大変そうだった
・焼き鳥用のパックは、例年より大きいサイズの物を用意しておいたが、開店の時
見当たらず、再度購入した。 等の、反省、要望があった
＊益金の配分について
・西日本豪雨被災地支援
１０万円
・胆振東部地震支援
５万円
・インドネシア地震、津波支援
５万円 ・室蘭社会福祉協議会 ５万円
・ＭＡＣ ２万円
・カンボジア（海星学院経由） ３万円
・家庭支援センター
２万円
・残額
ＮＨＫ歳末助け合い募金
4.2 文化展の内容と準備について
事業奉仕委員長（竹原氏）の計画されている指示に従って展示、協力する
１１月２〜４日予定
4.3 ザックバランの会の議題について
議題は特に決めず、神父様を中心に皆さんで話し合う（１０／２１）

2018年度第6回運営委員会 議事録
2018年7月2日㈰10:55〜13:45
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 10・11月の予定
１０月 ７日（日） 運営委員会
１０月１４日（日） 壮年部、女性部例会、切った枝の整理・ＪＯＣｶﾚﾝﾀﾞ―他販売
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
１１月 ４日（日） 運営委員会、七五三の祝福（子供用袋菓子用意）
１１月１１日（日） 壮年部、女性部例会、待降節前の大掃除（ワックス掛け）
１１月１８日（日） 死者の為のミサ、地区連絡協議会１４：００（苫小牧教会）
１１月２５日（日） クリスマスリース作り
3.2 室蘭ブロック会議（於：登別教会）９／３０（日）
各教会の活動報告及び行事予定の報告あり（別紙資料あり）
議題としては、
・宣司評（建築資金・修繕資金等）相互利用について
・夏期学校について

この件については、後日まとめる事とした。

決算報告書精査の結果、各教会の分担金了承された。

・教会の中での子供の役割について(子供達が教会にこられる様にするには…………)
イ 子供が楽しめるものを考える
ロ 孫たちを連れて来られる様な内容を考慮する

等

4.4 クリスマスリース作りについて
今年度は通常のリースは、材料の調達難しく作成しない。但し待降節のリースは
作成する。１２／２ リースの祝別実施
4.5 壁紙張替えについて（ホールの一部、他）
司祭館を主に、壁紙張替え、網戸工事、その他（換気扇、エアコン、電動シヤッター
取付等） 諸経費含めて約１８０の見積である
中身精査して業者と交渉予定
4.6 カルメルのクッキーとクリスマス用小冊子の購入について
・例年通りクッキー５０個（病者訪問時、英会話教室のクリスマス会、降誕祭に来た子供達）
・小冊子（クリスマスに来た一般の方及び子供達）
4.7 その他
・履物棚の整理(靴とスリッパの区分け)実施
・玄関フード内の履物棚の撤去と履物の整理及び傘の撤去（お知らせをし、１１月末に処置）
・郵便物、新聞受けの移設（玄関フード内に設置）
・現ファックスは、旧式でよく用紙が詰まるので、新替えする
・さくらカフェの開催日を１１月から第３土曜日に変更する
・聖堂の高い所に、スピーカー２台を新規設置する
・今年度のセシリアコンサートは、１２／１５（土） １３：３０から開催
5．司祭の予定
5.1 ライヤ神父様の予定 メリノール管区アジア地区（台湾）会議に出席 10/22（月）〜25（木）迄
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
10/7ライヤ師 10/14 ミサ（JOC） 10/21 ライヤ師 10/28 集会

11/4 ライヤ師

11/11 集会

11/18 ライヤ師

11/25 集会

