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1 土 ミサ（ライヤ師）10:00 掃除（太平洋）運営委員会ミサ後
2 日 ミサ9:30

黙想会（昼食各自持参）指導司祭ライヤ師

3 月 ロザリオの会 10:00
4 火
5 水 OPC10:00

英語教室15:30

カトリック東室蘭教会広報誌

年間第３２主日

6 木
7 金 セシリアコーラス9:30
8 土 ミサ9:30

2018年11月11日

毎月第2日曜発行

〒050-0073
室蘭市宮の森町4-97
📞 0143-44-3851

B年

掃除（太平洋）

9 日 集会祭儀9:30 壮年部女性部例会 クリスマスの飾り付け
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 セシリアコーラス9:30
15 土 クリスマスチャリティーコンサート 13:30
16 日 ミサ9:30 ミニ大掃除」
17 月 ロザリオの会 10:00
18 火
19 水 OPC10:00
20 木

恵愛病院クリスマス会14:00

21 金
22 土 ミサ9:30 掃除（太平洋）
23 日 集会祭儀10:00
24 月 降誕祭前夜ミサ 20:00
25 火 降誕祭ミサ9:30 クリスマスパーティー

ミニパーティー

あ
な
た
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26 水 OPC10:00
27 木
28 金

人は違っていてこそ、他者を認め必要とする
世の中に似た者同
士ということはあっ
ても、まったく同
じ人はないでしょ
う。それぞれが違っ
た能力を持ち、違っ
た役職に召され、
違った表現をして助け合い、お互いの力となって生き
ています。aこの「違い」を押し進めて追及していき
ますと、自己の限界を知るとともに、ますます他者の
存在の大きさにたどりつきます。つまり、人は必ず人
を必要としているし、そうでなければ、人としての品
位を保ちながら生活ができないのです。大げさな言い
方になりましたが、わたしたちは他者のために生きて
こそ、その違いからくる自分の能力を遺憾無く発揮で
きるということです。
ところで、「おふくろの味」なる言葉があります。と
いうよりも、「あった」という時代になったのでしょ
うか。「おふくろの味」そのものの食べ物も、無くなっ
てしまったのかなと思わせる新聞記事に出会いました
大阪の小学校で週3回「朝ごはんや」が出現
「朝食学校でいただきます」「各地で提供 住民や企
業が協力」「児童の遅刻減少 集中力アップ」なる見
出しが気になりました。（讀賣新聞大阪本社、2018
年11月5日夕刊） 一日の始まりに朝食をしっかりとっ
て生活リズムを整えさせようと、小中学校で子どもた
ちに朝ご飯を提供する活動が広がっています。
大阪市東淀川区の市立西淡路小学校で毎週月、水、金
曜日の朝、家庭科室に「朝ごはんやさん」が開店しま
す。10月のある日、午前7時を過ぎると子どもたちが、

千客・万来

それぞれに食事をして教室へ移動します。この日は30
人が利用。5年生の女子児童（11歳）は「温かくてお
いしい。いつも楽しみ」と顔をほころばせています。
とても心温まる出来事だなと思います。「子育ち」の
大事な時期に、日常生活における家族の交わり、親子
の学び合いなど、人としての基本的な「人となり」は
どのように育っていくのでしょうか、という不安を覚
えなくもありませんが。日々の生き方の中で、構えな
い、ごく普段の生きざまが一番の育ちのエネルギーに
なって育っていくと思うからです。
実践での交わりで次代に引き継がれていく
こうした地域、保護者のみなさま方のボランティア活
動奉仕を体験したり、並びに、人生の先輩である親、
兄、姉、身近な諸先輩方の生きる様を見て、知恵を育
み、自分自身の「らしさ」を発見し、自らに適した環
境づくりを目指し、他者との交わりを通してより豊か
な自分を目指していくことができます。そして、後世
に「人生の財産」を引き渡していくことができるよう
になります。一人ひとりが生きてきた証であり、それ
があるからこそ、親、諸先輩方は、子どもに、若い人々
に向かうことができます。言葉にしなくても、その人
の生きてきた現実が、子どもに、若い人たちの命に息
づいていくのです。それが、先輩の、親の「権威」と
して自ずと伝わり、引き継がれていきます。
言葉はその裏付けとなる今の生き様が大事
ことばとして発する時、その裏付けになる「今の生き
様」が大事です。それが、「権威」と呼ばれるものに
なっていくからです。今日のイエスさまは、このこと
を指摘されます。指導者階級への厳重な注意です。内
容のない権威への忠告です。

快晴・微風

29 土 ミサ9:30 掃除（太平洋）
30 日 ミサ9:30 聖家族の祝日
31 月
1 火 ミサ10:00
2 水 ミサ10:00

食堂・満席

3 木 ミサ10:00

気がつきました？
新聖堂の基礎部分の
法面が崩れてきました。
そのために雑草も抜
けない状態でしたが、
常松 仁さんのアイデ
アと材料提供で素敵
になりつつあります。
楽しみですね。

焼き鳥・完売

律法学者は律法を研究する専門家です。したがって、
彼等の発言には力があり、人々からも尊敬の的になっ
ていました。まさに権威ある存在だったのです。とこ
ろが、イエスさまにしてみますと、内容のない権威に
ごまかされないようにしなさいとの警告を、発せず
にはおれなかったようです。律法学者やファリザイ派
の権威には、生きた裏付けがないとおっしゃるのです。
いわゆる、「偽りの権威」だといわれるのです。彼ら
の外見は立派で、完全なものです。ところが、心は神
に向かっていないと。神に向かうよりも、自分自身
の名声や社会的な地位の確保に向けられているのです。
神ではなく自分自身に向かう心に要注意
いつも「自分」が前面に出ることが大事にされてい
ます。それに比べ、貧しいやもめは、見た目もみすぼ
らしいし、人の目を引くほど魅力的でもありません。
しかし、その彼女の献金の行いをおほめになります。
自分の生きている姿そのものを捧げたからです。乏し
い額であっても、自分のすべてを捧げたからです、と。
日常の生き方を通して、こうした感覚を大事にしてい

たのではないでしょうか。即座にこのような心意気
になるわけもありません。日頃の積み重ねが開花す
るのです。神への信頼心、それが「安心感」へと変え
られていくのではないでしょうか。わたしたちにとっ
て究極の願いですし、そこに向かっての日々です。
献金の度に新たな動機付けを習慣化したい
「今日は張り切ってたくさんの献金をした」と、わ
たしたちは、正月とか大祝日並びに何かの記念日に
は、普段よりも多めのミサ献金をすることがあるの
ではないでしょうか。いいことですが、何も自慢す
ることでもないでしょう、とイエスさまはおっしゃ
りたいのでしょうか。少なくとも、献金の度に、新
たな動機づけをもって捧げたいですね。自分にとって、
より有意義なミサ、祈りとなっていくのでは、・・。
人として、信仰者として、社会のさまざまな出来事と
の遭遇、いろいろな人との出会いによって、知恵を会
得し、高められ、深められていきます。そのような事
象、人々に関心をもち、より敏感になっていきたい
ものです。

Christmas

Charity Concert

2018/12/15 SAT PM1:30
菅原峰子先生＆
セシリアコーラス

（カトリック東室蘭教会コーラス部）

どなたでも入れます。

カトリック東室蘭教会聖堂

今年のクリスマスは教会で

12月24日㈪PM 8:00
降誕祭ミサ

ミニパーティー

12月25日㈪

AM 9:30

降誕祭ミサ

クリスマスパーティー

2018

文
化
展

2018.11.11〜
カトリック東室蘭教会ホール

バザー益金最終報告
2018教会のバザーの益金は386,236円です。
登別教会の分が入っていませんが、久しぶり
に35万円を超えました。益金のお届け先は先
月号の「ひとつになろう」の議事録に書かれ
ている通りです。

2018年度第7回運営委員会 議事録
2018年11月4日㈰11:05〜12:45
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 11・12月の予定
１１月 ４日（日）
１１月１１日（日）
１１月１５日（木）
１１月１８日（日）

運営委員会、七五三の祝福
壮年部、女性部例会、
さくらカフェ１１：００〜１４：００
死者の為のミサ、地区連絡協議会１４：００（苫小牧教会）
ライヤ神父様霊名記念日・誕生日のお祝い
待降節のリース作り、待降節前の大掃除（ワックス掛け）
運営委員会（ミサ後）
黙想会
壮年部、女性部例会、クリスマス飾り付け
セシリアコンサート １３：３０〜（於：聖堂）

１１月２５日（日）
１２月 １日（土）
１２月 ２日（日）
１２月 ９日（日）
１２月１５日（土）
１２月１６日（日）
１２月２０日（木） 恵愛病院クリスマス会訪問 １４：００〜
１２月２３日（日）
１２月２４日（月） 降誕祭前夜ミサ（２０時予定）ミサ後ミニパーティー
１２月２５日（火） 降誕祭ミサ９：３０ ミサ後パーティー
１２月３０日（日） 聖家族の祝日ミサ
3.2 財務報告
２０１８年１０月迄の報告在り、現時点では、特に問題ない
4．議 事
4.1 待降節の黙想会と許しの秘跡について（講師、日時、他）
１２／２（日）ミサの中で講話と共同回心式実施（講師：ライヤ神父様）
昼食（各自持参）
許しの秘跡（小林神父様にも依頼）
4.2 文化展の日程、内容と準備について（週間定期活動グループとの調整）
日程：１１／１１（日）~１１／１５（木）
来客対応：輪番制で対応

時間：１０：００~１６：００（最終日１５：００迄）

１１／１０（土）会場設営

パネル海星学院から借用（４枚）

最終日：さくらカフェ開催
4.3 降誕祭徹夜ミサ、降誕祭ミサ後のパーティーについて
ミサ、パーティーは、基本的には例年通りに実施予定、しかし登別教会との調整要
徹夜ミサ後のパーティー（壮年部）

降誕祭ミサ後のパーティー（女性部）

4.4 初めて来られた方用パンフレット（最新版）作成について
今迄の作成したものを参考に見直して、変更箇所訂正追加して最新版を作成する（１１月中目標とする
4.5 壁紙張替え、他について（最終調整後）
壁紙張替えは、ホールの２面（足場組立必要の為、工程を見て、事前に本棚移動必要）
応接間の窓面、司祭館食堂、網戸取替（一部新設）、電動シャッター取付等
総工費

約８８万円

工期１１／２０~１１／Ｅ

4.6 ライヤ神父様の誕生日又は霊名記念日のお祝い会について
１１／１８（日）両方合わせて実施する

対応

女性部

4.7 永代供養墓の規定見直しについて
既存の規定を見直したが、特に問題ない。次回ブロック会議でも確認する
4.8 その他
・胆振東部地震支援は、カリタスジャパンとしては、１０月末で募集終了したので道新経由で支援する
・三箇日のミサは、午前１０：００からとする
・ライヤ神父様と小林神父様の各教会に於けるミサの対応表を作成して頂く
5．司祭の予定
5.1 ライヤ神父様の予定 現時点では、特に御座いません
5.2 ミサ・集会祭儀の予定
11/4 ライヤ師 11/11 集会
11/18 ライヤ師 11/25 集会
12/2 ライヤ師 12/9 集会
12/16 ライヤ師 12/23 集会

12/30 ライヤ師

