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カトリック東室蘭教会の皆さま

平成３１年４月３日


海星学院高等学校生徒会役員　

　４月に入り春風の心地よい季節になりましたが、こ
の度は寺子屋運動書き損じはがきプロジェクトにご協
力いただき、本当にありがとうございました。

　いつもながら東室蘭教会の皆さまのご支援・ご協力
に感謝しております。今年度ははがきが2.244枚、募
金が38,406円、未使用切手が20,610円分、使用済み
切手が多数、テレホンカードが12枚集まりました。

　今後も引き続きご支援していただけたら幸いです。
カトリック東室蘭教会の皆さまのご健康とご発展を心
よりお祈り申し上げます。この度は、誠にありがとう
ございました。　


カトリック東室蘭教会の皆さま 
海星学院高等学校 

市川　栄作 

　いつも本校の教育活動に対し、ご理解とご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。 
　さて、この度はカンボジアの教育支援のための本校
生徒会の活動に、皆様から多くのご支援を頂き、誠に
ありがとうございます。生徒も皆様からのあたたかい
ご支援に大変喜んでおります。皆様の善意は、日本ユ
ネスコ協会連盟を通じて、カンボジアで支援を待って
おられる方々に届けます。 
　例年、生徒と共に皆様に直接ご挨拶申し上げており
ましたが、今年は学校行事の関係で伺うことができ
ず、大変心苦しく思っております。書面での挨拶をお
許しください。 
　これからも生徒が支援を必要とする人々の良き隣人
となれるよう、応援して頂ければ幸いです。 
　皆様が素晴らしい復活祭を迎えられますことを、こ
ころよりお祈りしております。　

親愛なる兄弟姉妹の
皆さん 
　神は母なる教会を
通して、「信じる
人々が復活の神秘を
喜びのうちに待ち望
み、年ごとに心を清
めて迎えるよう導か
れます。こうしてわ
たしたちは……新し
いいのちの秘跡にと
もにあずかり、神の

子の豊かな恵みに満たされます」（「叙唱」四旬節
一）。ですからわたしたちは、キリストの過越の神
秘によってすでに与えられている救いの完成に向け
て、復活祭から復活祭へと歩むことができます。
「わたしたちは、このような希望によって救われて
いるのです」（ローマ8・24）。地上の生活におい
てわたしたちの中ですでに働いているこの救いの神
秘は、歴史と全被造物をも含む動的なプロセスで
す。聖パウロが述べているように、「被造物は、神
の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます」
（ローマ8・19）。こうした観点から、来る四旬節
における回心の旅に伴う黙想の手がかりをいくつか
示したいと思います。 
1.　被造物のあがない 
　典礼暦の頂点であるキリストの受難と死と復活を
記念する聖なる過越の三日間は、御子の姿に似た者
となること（ローマ8・29参照）は神のあわれみの
はかり知れないたまものであることを自覚して、備
えの道を旅するようつねに招いています。 
　人は、神の子として生きるならば、聖霊の導きの
もとに（ローマ8・14参照）あがなわれた者として
生きるならば、さらには自分自身の心と自然界に刻
まれたおきてを始めとする神のおきてを理解し、実
践できるならば、被造物のあがないに協力すること
を通して、「被造物のためにも役立つことができま
す」。だからこそ、聖パウロが述べているように、
被造物は神の子たちが現れるのを切に待ち望んでい
るのです。別のことばで言えば、イエスの過越の神
秘の恵みにあずかる人は、人間のからだのあがない
の成就という実りを、十分に味わいます。聖人たち

は、キリストの愛によっていのち――霊、魂、から
だ――を変えられ、神を賛美します。そして、アシ
ジの聖フランシスコの賛歌「太陽の歌」に素晴らし
いかたちで表れているように、彼らは祈り、観想、
芸術を通して、被造物をも巻き込みながら神を賛美
します（回勅『ラウダ―ト・シ』87参照）。しかし、
あがないによって生まれたこの世界の調和は、罪と
死という負の力によって絶えず脅かされ続けていま
す。 
2.　破壊をもたらす罪の力 
　実際、神の子として生きていなければ、わたした
ちはたびたび隣人や他の被造物に対して――自分自
身にさえ――破壊的な態度をとり、すべてを自分の
意のままに利用できるという考えを、多かれ少なか
れ抱いてしまいます。それにより、節度のない行い
が横行し、人間の条件と自然を尊ぶことからくる制
約を逸脱した生活様式が現れ、歯止めの利かない欲
望に従うようになります。「知恵の書」によれば、
その欲望は神を信じない者、つまり自分の行いにつ
いても、未来への希望についても神をよりどころと
しない者たちのものです（2・1－11参照）。もしわ
たしたちが絶えず復活祭へと、主の復活の地平へと
向かわなければ、「すべてを今、欲しい」「つねに
もっと欲しい」といった考え方がますますはびこる
ことは明らかです。 
　　罪はあらゆる悪の根源であり、原初に現れたと
きから、神、他者、被造物とわたしたちとの交わ
り、何よりもまず人間のからだを通してのつながり
であるその交わりを阻害してきたことはいうまでも
ありません。神との交わりが絶たれれば、園が荒れ
野と化したように（創世記3・17－18参照）、人間
と、そこで生きるよう人々が招かれている環境との
間の調和的な関係も傷つけられます。罪は、人間に
自分のことを被造物の神、絶対的な君主であるとい
う考えを抱かせ、たとえ他者や被造物を傷つけて
も、創造主のみ旨のためではなく自分の利益のため
に被造物を利用するよう人間を仕向けます。 
　神のおきて、愛のおきてを捨て去るなら、弱肉強
食の法則を肯定するようになります。人間の心に潜
む罪（マルコ7・20－23参照）――それはどん欲で
あること、過剰な幸せを求めること、他者の幸せに
対して、そしてしばしば自分の幸せにさえ無関心で

2019年四旬節教皇メッセージ 
「被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます」 

（ローマ8・19）

曜 午　　　前 午　　　後
1 水
2 木 入門講座 18:00
3 金
4 土 ミサ10:00　掃除（楽山）
5 日 ミサ9:30　マリア祭　子供達の祝福　運営委員会
6 月
7 火 恵愛歌のボランティア10:00
8 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
9 木 入門講座 18:00
10 金
11 土 ミサ10:00　掃除（楽山）
12 日 集会祭儀9:30　壮年部女性部例会　母の日の祝福
13 月
14 火
15 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
16 木 入門講座 18:00
17 金
18 土 ミサ10:00　掃除（楽山） 中学英語クラス13:30
19 日 ミサ9:30 地区連絡会（苫小牧）14:00
20 月 こっとん倶楽部　10:00
21 火 恵愛歌のボランティア10:00
22 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
23 木 入門講座 18:00
24 金
25 土 ミサ10:00  中学英語クラス13:30
26 日 集会祭儀9:30  外回りの清掃と垣根の剪定
27 月
28 火
29 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
30 木 入門講座 18:00
31 金

2019年5月　教会行事予定表



2018年度第12回運営委員会 議事録

2019年4月7日㈰11:20～12:50 

　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 4・5月の予定 
　　　　４月　７日（日）　運営委員会（ミサ後） 
　　　　４月１４日（日）　受難の主日（枝の主日）、　壮年部、女性部例会 
　　　　４月１８日（木）　聖木曜日、 
　　　　４月１９日（金）　聖金曜日 
　　　　４月２０日（土）　復活徹夜祭　ミサ後ミニパーティー（壮年部） 
　　　　４月２１日（日）　ご復活の主日　復活祭パーティー（女性部） 
　　　　４月２８日（日）　２０１９年度教会総会（集会祭儀後） 
　　　　５月　５日（日）　運営委員会、マリア祭、子供達の祝福 
　　　　５月１２日（日）　壮年部、女性部例会、母の日祝福 
　　　　５月１９日（日）　苫小牧地区連絡協議会（苫小牧教会１４時） 
　　　　５月２６日（日）　外回りの清掃と垣根の剪定 
3.2 　その他 

　　　　　　＊２０１８年度第5回ブロック会議(３/３１)東室蘭)で実施された。 
　　　　　　議決の抜粋 
　　　　　（１），信徒大会について 

　　　　　　・講師は、勝谷司教様、日時は１０／２０（日）会場：海星学院ホール１０：００受付 
　　　　　　　テーマ：「現代に於ける小共同体について」 
　　　　　　　会食場：大食堂、多目的室　等 
　　　　　（２），２０１９年度夏期学校について 
　　　　　　・７／２６（金）～７／２８（日）　２泊３日に決定 
　　　　　　　第二日目９：３０　測量山登山➡観光道路経由➡みたら「ゆらら温泉」入浴、車で東室蘭教会へ 
　　　　　　　移動（雨天別メニュウー）苫小牧地区にも参加案内する 
　　　　　（３），「札幌教区大会」について 
　　　　　　・日時：４／２９（月）～４／３０（火）会場：札幌教区カトリックセンター１Ｆ 
　　　　　　　対象者：小教区から1～２名（若者参加期待）　〆切：４／８（月） 
　　　　　　　当教会から、高科、山田（淳）が出席 
     3.3 財務報告　 
　　　　　 ２０１９年３月の収支と２０１８年度の１年分の報告あり、全体を通して問題なし、又２０１9年度

の収支予算も報告有、運営委員会で了承された　　　 
4．議　事 
  　　4.1 聖木曜日の洗足式について            今年度は、実施決定（参加者募る）　　　 
　　  4.2 聖週間の典礼奉仕者について 
　　　　　司祭に点検頂いた結果、別紙の表（掲示板に表示）が決定した。特に変わった所は、復活徹夜祭の詩 
　　　　　編は、歌わず唱える。又盛式共同祈願は、信徒が実施等例年通り、奉仕下さる方は、表に指名を書い 
　　　　　て頂く。 
　　  4.3 ２０１９年度信徒総会について 
　　　・２０１８年度事業報告書と２０１９年度事業計画書の概略説明有り。訂正、追加等があれば、総務に連 
　　　　絡する。 
　　　・委員長の挨拶掲載する。 
　　　・教会総会の資料は、１２０部用意　　資料閉じは援助する。　 
　　 4.4 父、母、子供の日（ファミリー）のお祝いについて　　今年も、合同で実施決定。６／１６（日） 
　　　　　父の日に実施 
4.5 その他 
　　　　　　・ホールの天井灯をＬＥＤに交換（６本４月８日設置済） 
　　　　　　・聖堂のスピーカー取付（４／１７　水曜日　予定） 
　　　　　　・さくらカフェについて　 
　　　　　　　　開設から３年を迎えるに当たって、当初計画していた講演会、勉強会、ミニコンサート、趣味 
　　　　　　　　の会（囲碁、将棋、手芸、カラオケ等）順次勧めていく。先ずは、５／１８（土）講座（仮： 
　　　　　　　　体の健康について）実施 
　　　　　　・ホール、玄関、廊下のワックス掛け業者実施（５／１６木に実施決定） 
　　　　　　　　ピアノ、本棚の移動要ご協力 
　　　　　　・海星学院生徒ミサ参画について（一、二年生）2018年度も実施済 
　　　　　　　　7/22か7/23  一年生　１０：００　7/24  二年生　９：００ 
　　　　　　　　正式決定は後日　　 
５．司祭の予定 
5.1 ライヤ神父様の予定　 
　　　　４／１６（火）聖香油ミサ（札幌）　５／１０（金）司祭評議会（札幌） 
　　　　６／１宣教司牧評議会　　６／２５～２７全道司祭会議（北広島） 
5.2ミサ・集会祭儀の予定 
　　　　4/7 ライヤ師　 4/14 ライヤ師　4/18(木)～4/20(土) ライヤ師　4/21 ライヤ師　4/28 集会 
 　　　5/5  ライヤ師 　5/12 集会　5/19  ライヤ師　　5/26   集会 

あることとして表れます――は、被造物、人間、環境
からの搾取をもたらします。その搾取は、あらゆる欲
望を権利としてとらえ、最終的には手中にしているも
のすら破壊してしまう、飽くなき欲望によるもので
す。 
3.　悔い改めとゆるしがもつ、いやす力ですから被造
物は、「新しく創造された者」となった神の子たち
が、今まさに現れることを切望しています。「キリス
トと結ばれる人はだれでも、新しく創造された者なの
です。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた」
（二コリント5・17）。実に、神の子たちが現れれ
ば、被造物も新しい天と新しい地に向けて自らを開け
放ち（黙示録21・1参照）、「過越を祝える」ようにな
ります。復活祭への歩みは、過越の神秘の恵みの豊か
さを余すことなく享受するために、悔い改め、回心、
ゆるしを通してキリスト者としての顔と心を取り戻すよ
うわたしたちを招いています。 
　被造物のこの「切望」、この期待は、神の子たちが
現れるとき、すなわちキリスト者とすべての人が、回
心に伴う「労苦」に決意をもって踏み出すときにかな
えられます。すべての被造物はわたしたちとともに、
「いつか滅びへの隷属から解放されて、神の子どもた
ちの栄光に輝く自由にあずか」（ローマ8・21）るため
に出向いて行くよう招かれています。四旬節はこの回
心の秘跡的なしるしです。四旬節は、とりわけ断食と
祈り、施しを通して、個人、家庭、社会生活のなかで、
さらなる熱心さと具体性をもって過越の神秘を体現す
るようキリスト者を招いています。 
　「断食」とは、他者と被造物に対する姿勢を変える
すべを身につけることです。それは、自分の強欲を満

たすために何もかも「むさぼりたい」という欲望から
離れて、心の空白を満たしてくれる愛のために苦しむ
ことのできる状態へと変わることです。「祈り」は、
偶像崇拝や、自力で何でもできるという考えを捨てる
ために、また、自分には主と、主のいつくしみが必要
であることを宣言するためにささげます。「施し」
は、未来は自分たちのものではないにもかかわらず、
その未来を手に入れられると錯覚し、自分自身のため
にすべてを蓄えて生きようという愚かな考えを捨てる
ために行います。こうしてわたしたちは、兄弟姉妹と
全世界を愛し、その愛のうちに真の幸せを見いだすと
いう、被造物とわたしたちの心に神が用意してくだ
さった計画がもたらす喜びを実感するのです。 
　親愛なる兄弟姉妹の皆さん、神の御子の「40日間」
は、神と結ばれた原罪以前の「園」の状態へと戻すた
めに、被造物の「荒れ野」に入ることでした（マルコ
1・12－13、イザヤ51・3参照）。キリストの希望が被
造物にももたらされ、「いつか滅びへの隷属から解放
されて、神の子どもたちの栄光に輝く自由にあずかれ
る」（ローマ8・21）よう、わたしたちの四旬節が同
じ道をたどりますように。この有益な時間を無駄に過
ごしてはなりません。真の回心の道を歩めるよう、神
に助けを求めましょう。自分だけを見つめる利己主義
を捨て、イエスの過越に目を向けましょう。困窮して
いる兄弟姉妹に寄り添い、霊的、物的な財を彼らと分
かち合いましょう。罪と死に対するキリストの勝利を
このように実生活で具体的に受けとめ、その変革の力
を被造物にも届けましょう。 

バチカンにて 
アシジの聖フランシスコの記念日

洗足式 
18日聖木曜日（主の晩餐）の時、洗足式が行われます。12
名の希望者を募っております。男女は問いません。玄関の
掲示板に記入するか、典礼まで申込んでください。

朗読者 
聖週間の典礼奉仕者を募っております。18.19,20.21
日の朗読を希望される方は、玄関お掲示板に記入す
るか、典礼委員まで申込んでください。

ご協力お願いいたします


