2019年6月
曜
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1 土 ミサ10:00

教会行事予定表

前

午

掃除（蘭岳）

2 日 ミサ9:30

2019

後

中学英語クラス13:30

5/19

運営委員会

3 月 こっとん倶楽部

10:00

4 火
5 水 OPC10:00

小学生英語クラス15:30

6 木

入門講座 18:00
掃除（蘭岳）

9 日 集会祭儀9:30

壮年大会

女性部例会

壮年大会

10 月
11 火 恵愛歌のボランティア10:00
12 水 OPC10:00

小学生英語クラス15:30

13 木

入門講座 18:00

14 金
15 土 ミサ10:00

掃除（蘭岳）

16 日 ミサ9:30 父の日の祝福
17 月 こっとん倶楽部

中学英語クラス13:30

合同パーティー

夏期学校申込締め切り

10:00

18 火
19 水 OPC10:00

小学生英語クラス15:30

20 木

入門講座 18:00

21 金 セシリアコーラス9:30
22 土 ミサ10:00

掃除（蘭岳）

カトリック東室蘭教会広報誌

毎月第2日曜発行

札幌教区大会

7 金 セシリアコーラス9:30
8 土 ミサ10:00

2019年5月19日

〒050-0073
室蘭市宮の森町4-97
📞 0143-44-3851

中学英語クラス13:30

あ
な
た
の
そ
ば
に

23 日 集会祭儀9:30 ミニ大掃除の日
24 月

教区全体で宣教司牧していくための共通理解
2019年4月29日（月）13時から30日（火）12時まで
場所：札幌教区カトリックセンター、カトリック北一条教会
今回の札幌教区大会に参会した山田淳です。
札幌教区カトリックセンターには初めて参りまし
たが、賑やかな街中にあるにも関わらず、静かで美
しい佇まいの建物という印象を受けました。
大評判の納骨堂を見学する時間が無かったこと
と、２日間とも明るいうちに退出したので、建物前
面のライトアップした十字架を見られなかったこと
が残念です。次の機会に楽しみを残して帰って来ま
した。
大会の内容は資料をご覧いただければお判りだと
思いますが、これからの宣教司牧体制や司祭給与の
元となる教区分担金についての説明がメインテーマ
でした。

千客・万来

司祭や信徒の減少と高齢化、教会の維持管理の負
担増など問題は多々ありますが、参加された各教会
のみなさんの様々なご意見、失敗談や成功例などを
聞くにつけ、信徒ひとりひとりが主体性（当事者意
識）を持ち、問題解決に取り組む姿勢が何より大事
だと改めて感じました。
勝谷司教のお話では、2017年から聖職者によるハ
ラスメント被害に対する相談窓口を開設している
が、相談件数はなかなか減らないとのこと。セク
シャル・ハラスメントだけでなくパワー・ハラスメ
ント被害の相談も少なくないそうで、聖職者至上主
義の司祭の元で信徒の主体性を保つのが難しい場合
等は、この相談窓口をぜひ利用してほしいとのこと
でした。

25 火 恵愛歌のボランティア10:00
26 水 OPC10:00

小学生英語クラス15:30

札幌教区宣教司牧ビジョン

27 木

入門講座 18:00

司祭の減少と高齢化
信徒の高齢化
教会堂の維持管理の負担増
家庭における信仰伝達
▶︎教会を形作るのは共同体→いのちの通った小共同
体の集合体→第一は家庭
▶︎愛の本質は、他者のために自分を越えて出向き、
交わりに生きること
→自分や隣にいる誰かが、互いにかけがえの
ない大切な存在として受け入れられている
▶︎小共同体の例

28 金
29 土 ミサ10:00

掃除（蘭岳）

中学英語クラス13:30

30 日 合同ミサ（伊達）10:00 ブロック会議夏期学校打ち合わせ

2019 カトリック室蘭ブロック

SONEN
壮年大会

2019

合同パーティー

テーマ 現代に於ける教会共同体の活動のあり方

指導司祭：カトリック登別・東室蘭教会主任司祭
会
会

ライヤフランシス

場：虎杖浜温泉 ホテル いずみ
費：10,000円

日帰り 5,000円

担当教会：カトリック東室蘭教会

6月16日
こどもの日
母の日
父の日

7月26㈮・27㈯・28㈰
参加費：2,500円

会場：カトリック室蘭教会・東室蘭教会
小林 薫 神父

カトリック室蘭・伊達教会主任司祭

室蘭市常盤町11-15
☎(0143)22-5496

ライヤ 神父

カトリック東室蘭・登別教会主任司祭

室蘭市宮の森町4-9-7
☎(0143)44-3851

申込、締切、詳細は教会に用意された申込書をご覧下さい

カトリック室蘭教会 カトリック東室蘭教会

カトリック登別教会

カトリック伊達教会

食堂・満席

独居世帯の人たちが定期的に昼食や夕食を
とる会
映画を見て感想を述べあうグループ
趣味を同じにする集まり
子育て世代の世帯が協力し合う小共同体
→数名の小さな集まりに居場所を得て、信仰を確
認できる場をたくさん作る
→興味や趣味で集まる場であっても、同じ信仰に
生きる喜びを感じ、分かち合える場となるなら
ば、教会にふさわしいものと言える
→教会のみならず、地域社会からも疎外されてし
まいがちな人が、ひとりも排除されない教会

2019年度第1回運営委員会 議事録

６地区の面積・教会・信徒数・司祭数（2018/3現在）

2019年5月1日㈯10:50〜12:20
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 5・6月の予定

５月 ５日（日） マリア祭、母の日、子供の日の祝福
５月１１日（土） 運営委員会、ミサ後
５月１２日（日） 壮年部、女性部例会、2019年度第1回
ブロック会議（室蘭教会）12:30
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） ミニ大掃除、 外回りの清掃と垣根の剪定

６月 ２日（日） 運営委員会 ミサ後
６月 ８日（土） 室蘭ブロック壮年大会
いずみ（虎杖浜）初日
６月 ９日（日） 壮年大会２日目、女性部例会
６月１６日（日） 父の日祝福、合同パーティー
６月２３日（日） ミニ大掃除
６月３０日（日） 合同ミサ、ブロック会議（伊達）

3.2 その他
＊札幌教区大会に就いて ２０１９．４．２９～４．３０ ２日間札幌教区カトリックセンター 一階会議室参加者：約７５名
当教会：高科、山田
５／１付での司祭大移動に伴い、宣教司牧上信徒が担う役割について、改めて考える必要が生じ、
教区全体の司牧について、司教様のお考えを 伺い、共通理解を持つ為、開催された。
主な内容は
・これからの宣教司牧体制について
・教区司祭と修道会司祭の違いについて
・司祭の給与と算定について
・教区分担金について
・ミサ謝礼、祭儀謝礼について 等
２日間質疑応答も可成りあり、特に３０～５０代の若い信徒に取っては、有意義な大会であったと思う。
3.3財務報告
現時点では、特に問題有りません。

４．議 事：
4.1父母の日、子供の日 合同パーティーについて 6/16(日) 実施
内容は、成吉思汗、 テント設営と準備は壮年部が主体
4.2 今年度の教会テーマについて
前年同様 「あなたのそばに」
4.3 苫小牧地区連協議会（５／１９）について
現時点では、特に提議はない
室蘭ブロック壮年大会の参加再確認
4.4 夏期学校について
・概略説明をする。急を要するのは、各教会に配布するポスターと申込書を５／１２室蘭教会でのブロック会議
持 参する
日程の中味の再確認と担当者の決定
・静内教会にも案内、ポスター、申込書を発送する
4.5 その他
・ホール、玄関、廊下のワックス掛け業者実施（５／１６）
ピアノ、テレビの移動、（５／１２に実施）本棚は其の侭とする
・司祭館エアコン取付工事 ５／１５，に実施
・女性部長：松岡 博子，副部長：合田 道子
・泣き部屋スピーカー音量の件、業者に確認依頼済
・売店ケース渡り廊下に移動
・車椅子、脚立は、ホールに移動
・さくらカフェ初めてのケースとして、川村 その美講師による講話依頼
「認知症について」５／１８（土）１１：００ ３０分位
・小型のラックを購入して、配布資料、パンフレット等を置く
・教会での書類などに、主任司祭の敬称（様）は必要ないとの事

５．司祭の予定
5.1 ライヤ神父様の予定
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
5/5 ライヤ師 5/12 集会 5/19 ライヤ師 5/26 集会
6/2 ライヤ師 6/9 集会 6/16 ライヤ師 6/23 集会 6/30 合同ミサ(伊達)

