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食堂・満席
きょうかいのバザー 
作業日程のお知らせ 

9月15日㈰　テントの設営をします。 
　　　　　　　（雨天は21日㈯10時から） 
9月28日㈯　前日準備です 
　　　　　　　　壮年部は10時からです 
　　　　　　　　（昼食は用意します） 
　　　　　　　焼鳥串さし午後１時からです。 
9月29日㈰　バザー当日 
　　　　　　　男性は８時から

曜 午　　　前 午　　　後
1 火
2 水 OPC10:00  司祭は２日から１０日まで留守です
3 木 入門講座18:00
4 金 セシリアコーラス　9:30
5 土  掃除（蘭岳）10:00 中学英語クラス13:30
6 日 ミサ9：30  運営委員会
7 月
8 火 恵愛歌のボランティア10:00
9 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
10 木
11 金
12 土 ミサ10:00　掃除（蘭岳）ミサ後
13 日 集会祭儀9:30    壮年部女性部例会
14 月
15 火
16 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
17 木 入門講座18:00
18 金 セシリアコーラス　9:30
19 土  掃除（蘭岳）10:00   司祭札幌出張 中学英語クラス13:30
20 日 苫小牧地区信徒大会（海星学院）10:00受付
21 月 司祭21日から23日まで留守（東京管区会議）
22 火 恵愛歌のボランティア10:00
23 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
24 木 入門講座18:00
25 金
26 土 ミサ10:00　 中学英語クラス13:30
27 日 集会祭儀9:30 ミニ大掃除（外回りの整備）
28 月
29 火  
30 水 OPC10:00 小学生英語クラス15:30
31 木

2019年10月　教会行事予定表

なんだか久しぶりに国語辞典に見入ってしまいまし
た。それというのは、「卑下」と「謙遜」という言葉
が、なんだか似ているようで、しかし、まったく違う
感じがしているからです。新明解国語辞典（三省堂）
と漢和辞典（学習研究社）をそれぞれに調べてみまし
た。	
●「卑下」と「謙遜」の違いを調べてみると	
「卑下」は「自分を、人より卑しいとか、劣っている
とか思っている様子をすること」（三省堂）とありま
す。他方は（学習研究社）「自分を実際より価値のな
いものと思い込む」「身分がひくい、また、行いや態
度が下品であるさま」とあります。	
「謙遜」は「自分を低いものとして、相手に対して控
えめな態度を取ること」（三省堂）とあり、一方は
「へりくだって控えめである」「控えめでつつしみ深
い」（学習研究社）とあります。	
このような辞典の説明から、わたし個人として感じる
ことは、偏った受け止め方になるかもしれませんが、
「卑下」は、自らを貶めて、その結果が表に出てしまっ
ていることといえるような気がします。「謙遜」は、
その人の「人となり」からくる結果として、表に出て
くる仕草、作法といえないでしょうか。同じ表に出て
くる姿であっても、「意図的」な低い評価であるの
か、否か、の違いがあるような気がします。	
●人はだれでも欲を糧に成長するのだが…	
ところで、人は誰にでも「欲」があります。これがわ
たしたちの日々を支えてくれているのは事実です。
「欲が出る」といいますが、これは必ずしも否定的な
ことを言っているのではないでしょう。一つの物事が
成就したことで気をよくし、自信を得て、さらにもう
一つ上の段階も望もうという積極的な気になっていく
ことをも意味します。この欲望を持っているからこ
そ、元気に、さらに大きく成長し、楽しく日々を過ご
していくことができます。	
とはいっても、まともな伸び方だけをしてくれるとい
いのですが、時にはわき道にそれたり、道に迷ったり
することもあります。これがまた、人間の現実です。
つまりは、誰かと諍いを起こしてしまったり、お互い
にわがままが出たりするのです。	
●先生と呼ばれたがる人には耳が痛い「忠告」	
きょうのイエスの話は、日頃から宴会の上座や会堂の
上席を好み、広場であいさつされることや、人びとか

ら『先生』と呼ばれることを喜ぶ人たちにとっては耳
の痛い話になりました。	
イエスは、当時の宴会で見られた普通の光景を題材に
して、わたしたちに神との深い関係を示そうとされて
います。つまり、人間同士の親しい関係において、基
本的な態度、振る舞いのあり方がしっかりしているこ
とが、神との喜びある関係につながるんですよ、と
おっしゃりたいのです。	
神が人との関係を喜ばれるのは、次の言葉によって示
されています。「あなた方は先生と呼ばれてはならな
い。あなた方の先生はただ一人で、あなたがたはみな
兄弟だからである。・・・あなた方の中で一番偉い者
は、みなに仕えるものになりなさい。自ら高ぶるもの
は下げられ、自らへりくだる者はあげられる」と。
（マタイ23章8～12節）	
●他者より優れているものは、神からの恵み	
「自らへりくだる者」は自分になにか優れたものがあ
るとすれば、それが神からの恵みによるものであると
認識している人であるといえます。また、自分が弱
く、神と他者からの助けがなければ、いられない存在
であることを知っている人でもあります。これは決し
て劣等感でも、意図的な卑下でもありません。これを
「謙遜」、まことの「へりくだり」というのでしょう。	
マリアの賛歌に示されているとおりです。つまり、
「力ある方が、わたしに大きなことをしてくださいま
した」といっているように、人間としての弱さ、いた
らなさを認めるとともに、神のなさった大きなことを
感じ取り、そして、それを信じて生きていける人こそ
が「謙遜な人」といえるのでしょう。	
このことを、社会に生きていながらにして前に進んで
行くときにこそ、人間の偉大さが表れてくるのであ
り、「新しさ」が芽生えてくるのではないでしょう
か。聖マザー・テレサの生き方が示してくれていま
す。そのために、一人ひとりが「回心」すること、そ
の先に、真のしあわせがやってきます。社会に新たな
変化が実現していきます。それは、「平和」ある人間
の営みです。	
●だから謙遜な心の人は見返りを期待しない	
平和としあわせの背後にあるもの、それは、わたした
ち一人ひとりの存在が「いただいている存在」である
ということです。自分の力で育てあげてきたものでは
ありません。神の愛がなければ存在しえなかった「わ
たし」なのです。このことを一人ひとりが熟知し、認
識できていけば、黙っていても「へりくだり」が普通
のことになってくるというのでしょう。普段の生活の
中で言うならば、食べ物を与えてくれる農家の人々、
漁師さんなど、また、親御さん近所の人々がいなかっ
たらどうでしょう。そうしていただく資格が「わた
し」にあるからではないでしょう。愛は無償です。	
謙遜な心の人は、見返りを期待しないし、そのために
振舞ったりしないでしょう。落ち着いたゆらぐことの
ない人間関係が生まれ、育っていきます。このような
自分を目指し、日々を重ねていきましょう。「普段の
へりくだり」に乏しい「わたし」だから、・・。

17

2019　 
10/20 

AM10:00
海星学院高等学校　ベネディクトホール 
〒050-0072 室蘭市高砂町3-7-7 ☎0143-46-8888

 

    




バザー食券 

発売中 

ミサ・集会後に

ホールにて販売 
壮年部 

焼鳥予約受付 
　ご希望により今年も

バザーの焼き鳥、予約

を受け付けます。一本

90円で一人10本ま

で。


　係は岩泉です。



　　 

　　4.4　その他 

・教会前整備と駐車場の新設舗装及びスロープ前花壇除去と浸透マス及び縁石新設に就いて部分整備と駐車場 
　の3か所修繕舗装で約３０万円仮契約にて、工事は１１月からの予定と進んでいたが多額の寄付金が頂けたので、　　　　
上記の件再度見積依頼する事となった 

　　4.5 お知らせ 

・正面玄関の自動ロックシステムの移設戸田氏に依頼した（費用、諸経費について） 

・ベネディクト幼稚園遠足（当教会）　　９／１３（金）　　雨天９／２０（金） 

・９／１５（日）９０才以上の方　長寿祝品プレゼント 

・１０／６集会祭儀の日　森田師か冨來師に依頼する 

5.　司祭の予定　　 

　　5.1 ライヤ師の予定 

　　　　９／１（日）～９／４（水）迄　　全国典礼委員会出席（軽井沢） 

　　　　１０／２（水）～１０／１０（木）一時帰国　　　 

　　　　１０／２１～２３　メリノール東京管区会議 

　　5.2 ミサ・集会祭儀の予定 

　　　　9/1　ライヤ師　　9/8　集会　9/15　ライヤ師　9/22  合同ミサ（登別）9/29　ミサ（登別教会と合同ミサ、バザー当日） 

　　　　10/6  集会　　10/13  集会　　10/20  信徒大会（海星学院）　10/27　集会

９月　１日（日）　運営委員会、バザー在庫品の移動 
９月　８日（日）　壮年部、女性部例会、 
　　　　　　　　　　室蘭教会ふれあいバザー 
９月１５日（日）　ミニ大掃除、敬老の日の祝福（病者の塗油） 
　　　　　　　　　　テント設営 
９月２２日（日）　ブロック合同ミサと会議（登別教会）10:00～ 
９月２８日（土） バザー前日作業（１０：００）と、焼き鳥串差し 
                     　１３：００～９月２９日（日）　教会バザー

１０月　６日（日）　運営委員会 
１０月１３日（日）　壮年部、女性部例会 
１０月２０日（日）　第１７回カトリック苫小牧地区信徒大会 
　　　　　　　　　　　（海星学院） 
１０月２７日（日）　外回りの整備（枝の片付け、垣根剪定等） 

2019年度第5回運営委員会 議事録

2019年9月8日㈯11:30〜12:45


　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　9月、10月の予定

　　3.2 その他 
　　　＊臨時ブロック会議 
　　　　８／２５（日）東室蘭教会に於いて　１４：００～　主に信徒大会に就いて審議　 
　　　　・第１７回信徒大会の開催要項、運営組織（進行方法）等の詳細確認とミサ奉仕者の確認等審議 
　　　　・分担金の確認（前回通りに決定） 
　　　　・横断幕の字は、室蘭教会加藤氏に依頼（現物の看板寸法確認要）　　　　　・　　 
　　　　・開会、閉会の式次第等の確認と参加申込書の配布　等詳細議事録参照 
　　　　・今回の夏期学校決算書は、参加費は子供達の分だけ表示し、大人の分は、各教会分担金の中に含めて表示する事とした 
　　3.3 財務報告　　　　　　２０１９年度８月迄の報告あり、現時点では、特に問題ない。 

４．議　事： 

　　4.1 バザーの確認について 

　　　・在庫品の移動（９／１運営委員会前に実施）、テント設営（３か所９／１５実施）、 

　　　・会場の配置は、前年通りとする 

　　　・各担当責任者もほぼ前年通り 

　　　・焼き鳥の肉は、今年も安達精肉店に依頼、量は、バラ肉２７Ｋｇで、一本当たりの価格、昨年同様　９０／円とする 

　　　　（予約は、１０本／人で　最大３０本迄とする）又　おでん、おしるこの価格は、昨年通りとする 

　　　・大型ガス台　２台と木炭「まるや」に依頼 

　　　・今年も、子供コーナー、宗教コーナー、射的ゲームコーナー等設置する 

　　　・野菜コーナーは、福田さんに依頼する 

　　　・修道院及び、海星学院生徒（10人）のご協力を依頼した 

　　4.2 その他 

　　　＊臨時ブロック会議　　　　８／２５（日）東室蘭教会に於いて　１４：００～　主に信徒大会に就いて審議　 

　　　　　・第１７回信徒大会の開催要項、運営組織（進行方法）等の詳細確認とミサ奉仕者の確認等審議 

　　　　　・分担金の確認（前回通りに決定） 

　　　　　・横断幕の字は、室蘭教会加藤氏に依頼（現物の看板寸法確認要）　　　　　・　　 

　　　　　・開会、閉会の式次第等の確認と参加申込書の配布　等詳細議事録参照 

　　　　　・今回の夏期学校決算書は、参加費は子供達の分だけ表示し、大人の分は、各教会分担金の中に含めて表示す 

　　　　　　る事とした 

　　4.3 信徒大会の内容確認について 

8/25臨時ブロック会議で審議決定した中味に就いて、信徒大会総務から報告を受けた 

・大会開催要項について　　　　　・参加申込について 

・運営組織について、　　　　　　・開会、閉会の式次第について 

・ミサ奉仕者の各役割を、４教会に分担して対応して頂く事について　等詳細は、議事録参照 

・横断幕の現物看板寸法　８／３０確認済 

焼鳥 
ビール 喫茶店

大食堂

食券売場

射的

子供コーナー

こっとん 
倶楽部

日用品

ケーキ

衣類

古本

フィリピンコーナー
2019
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◎201８年 益金のお届け先 
　西日本豪雨被災地支援・札幌MACを支える会
（薬物依存厚生施設）・胆振東部震災義援金・
インドネシア津波支援・室蘭市社会福祉協議
会・カンボジア学校支援・カリタス家庭支援エ
ンター・NHK歳末助け合いなど 
◎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しました。 
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

2019.9.29   AM10:30~PM2:00




2019 
9月29日 
日曜日 

 
270円 カトリック東室蘭教会バザー実行委員会



2019 
9月29日 
日曜日 

 
270円 







2019 
9月29日 
日曜日 

  
250円 




2019 
9月29日 
日曜日 

 
270円 

もうすぐです　がんばろー


