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ステンドグラスに魅せられた旅 
OPC・こっとん倶楽部　岩佐 春江

私にとって初めての教会巡礼の日帰り旅行。秋晴れ

の朝８時　東室蘭教会を出発。	

車中、OPCの香島さんが作成したパンフレットで説明

を受けながら途中　事故で高速道路が通行止めに

なったが、運転手さんのとっさの機転で紅葉真っ盛

りの秋の日差しに輝く景色を観ながら、あっという

間に真駒内教会に到着。	

定刻より少し過ぎていたが　ライヤ神父様のミサが

始まった。初めてミサに参加し、なんとも　説明し

がたい気分で真駒内教会をあとにし、札幌カトリッ

クセンターに向かう。	

カトリックセンターの内部をシスターとともに見学

し　納骨堂のすばらしさに感動した。自由時間に　

昼食をとり、山鼻教会に向かう。	

聖堂に入り真っ先に目に入ったのが素晴らしい１２

枚のステンドグラス。意味も解らず眺めていたら香

島さんが説明してくれた。	

『十字架の道行』という。	

キリストが処刑されるゴルゴトの丘までの道のりの

物語を表しているのだと。そんな　つらい物語なの

に登場する人物の表情が穏やかで豊かに見えるのは

何なのだろう？	

ステンドグラスの位置と反対側からのやわらかい日

差しがあたる様子はきっと　日々の疲れを癒してく

れるのだろうと感じた。全員で写真撮影のあと、

OPC・こっとん倶楽部の先輩である小塚さんとしばし

歓談。OPC・こっとん倶楽部の活動など報告し、再開

を約束し、山鼻教会を後にした。	

家に戻り現実に戻った時、この日の経験はちょっ

と　別世界を散歩してきた気分になりその日はゆっ

くりやすんだ。	

この旅行を企画してくれた松岡さん、誘ってくれた

香島さん、快く仲間に入れてくれたシスターはじめ

信徒の皆さん　この場をかりまして本当に楽しい時

間を過ごすことができました。ありがとうございま

した。	

OPC・こっとん倶楽部　岩佐	

2019降誕祭・2020新年のご案内
信徒の皆様 

カトリック東室蘭教会 
主の平安 
　朝夕の冷たさに一段と冬の足音を感ずる頃となりまし
た。信徒の皆様にはご清栄のこととお喜び申し上げま
す。早いですが今年の教会の降誕祭とお正月の準備とお
祝いは下記の通りです。 
　多くの皆様のご出席をお待ちしております。

12月  8日 日 ミサ・待降節黙想会 9:30
12月15日 日 ミサ・共同回心式 9:30

12月21日 土 クリスマスチャリティー 
コンサート 13:30

12月24日 火
クリスマスキャロル 
降誕祭夜半ミサ 

お祝い会（ミサ後）
20:00

12月25日 木 降誕祭日中ミサ 
お祝い会（ミサ後） 9:30

12月29日 日 聖家族の祝日ミサ 
茶話会（ミサ後） 9:30

お正月 
元旦 水 神の母聖マリアの祭日ミサ 

新年交礼会（ミサ後） 10:00

　 1月2日㈭・3日㈮・4日㈯　ミサ 　　   10:00
1月5日 日 主の公現の祭日ミサ 9:30 
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曜 午　　　前 午　　　後
1 水 ミサ10:00　新年交礼会
2 木 ミサ10:00
3 金 ミサ10:00
4 土 ミサ10:00 　掃除当番（楽山） 
5 日 ミサ9:30 　運営委員会（ミサ後）
6 月
7 火
8 水 OPC 10:00
9 木 入門講座　18:00
10 金
11 土 ミサ10:00 掃除当番（楽山）
12 日 集会祭儀9:30　女性部壮年部例会　クリスマス飾り片付け
13 月
14 火
15 水 OPC 10:00
16 木 入門講座　18:00
17 金
18 土 ミサ10:00 
19 日 ミサ9:30 　新年会
20 月
21 火
22 水 OPC 10:00
23 木 入門講座　18:00
24 金
25 土 ミサ10:00 掃除当番（白鳥）
26 日 室蘭ブロック合同ミサ　10:00(東室蘭教会）
27 月
28 火
29 水 OPC 10:00

2020年1月　教会行事予定表



＊第２回苫小牧地区連絡協議会（１１／１７苫小牧教会）議事録後は後日 

　　　定例の様に地区長挨拶、各種報告事項（教区、地区、ブロック、各教会）があり、協議に入る 

　　・信徒大会について　東室蘭教会から参加へのお礼と報告として竹原氏の報告文を配布した意見感想としては；司教の 

　　　講演、分ち合い、ミサの内容、流れは良かった　特に久しぶりの分ち合いは良かった　ただ会場の移動は大変だった　 

　　　等今後のあり方としては；会場を苫小牧教会に固定し、企画は各ブロック持ち回りとする事は検討の余地があるとの感 

　　　触だった 

　　・小教区の課題；進むべき方向性などに関して、情報交換をしたが結論は無い 

　　・外国人信者の状況に関して；伊達教会にベトナム人の信者が来られること　各教会にも 

　　　　　外国人信徒がみられるものの、この地区ではあまり問題はない 

　　　　　外国語のミサの手引きが発行されている事が新海師から紹介された 

　　　　・次回は、２０２０年　５月１７日　司会・記録；苫小牧教会　 

　3.3 財務報告　　　　　　　２０１９年１１月迄の報告あり、収入に若干心配あるも，12月末の結果で要判断　 

　　 

４．議　事： 

　4.1待降節の黙想会について 

　　　　１２／８（日）講師：新海神父様（苫小牧教会主任司祭） 

　　　　ミサ後第一講話　午後第二講話　昼食各自持参　　終了後茶話会 

　　　　新海神父様の事前準備依頼対応 

　4.2 新年会について 

・１／１９（日）実施　会費は￥１，０００（大人のみ）食事は、助六セット手配 

・ビンゴ―大会も実施　賞品30人分用意 

　　（ビンゴ―景品提供依頼、受入れ箱用意） 

　4.3 クリスマスプレゼントについて 

　　　・例年通り（司祭、オルガン奏者、侍者、英語指導者等）実施する　	 

　4.4カルメル修道院のクッキー配分について 

　　　・例年通り子供達と病者の方々 

　4.5待降節用のリース作りについて 

　　　・１１／２７（水）例年通りの物作成　設置済 

　4.6ＦＦ式（気化式タイプ）大型ストーブの新替えについて 

　　ホール玄関側の大型ストーブ「まるや」さんと北海道エナジティックが１１／２５ 

　　再点検結果、１９９１年製で寿命オーバー故　新替え決定 

　　頂いた見積は、メーカー「サンポット」で燃焼式タイプなので、メーカー「コロナ」の 

　　カタログで、気化式タイプの物を購入検討する事とした　 

　4.7その他 

・クリスマスチャリティーコンサートに伴うスリッパの数確認　女性部に依頼　　 

・子供お菓子袋の準備（カルメルクッキーと駄菓子）女性部に依頼 

・クリスマスツリーのみ購入　約￥１２，０００ 

・次年度のクリスマス関係の飾り付けは、１１月に実施する事とした 

・チャリティーコンサートの献金は、一時特別会計に移行　支援対象先が 

　発生したら、会議で決定して支援する 

5.　司祭の予定　　　 

　5.1 ライヤ師の予定 

　　　　12/1(日)～3(火) 唐崎メリノールハウス（京都） 

　　　　　12/20（金）札幌司教区司祭評議会	 　 

　　　　　1/6(月)～7(火)  メリノール宣教会アジア管区管区長に同行（苫小牧と札幌） 

　　　　　1/23(木)  北海道カトリック学園理事会　札幌カトリックセンター　12:00 

　5.2 ミサ・祭儀の予定 

　　　　12/1  ライヤ師  12/8  新海師　　12/15  ライヤ師　12/22  集会  12/29  ライヤ師 

        1/1～ 1/5　ライヤ師　1/12   集会　　1/19   ライヤ師　1/26   集会 

12月　 
1日（日）　待降節第１主日；ミサ後運営委員会 
8日(日）　待降節第２日曜日；待降節の黙想会　苫小牧教会　 

　　　　　　新海神父　終了後茶話会、　クリスマス飾り付け 
１５日（日）　待降節第３主日；ミサ中共同回心式、壮年部、女性部例会 
１９日（木）　恵愛病院クリスマスお祝会訪問予定　１３：４５ 
２１日（土）　クリスマスチャリティーコンサート　１３：３０開演 
２２日（日）　待降節第４主日、　　　 

２４日（火）　クリスマスキャロル　１９：４５（聖堂） 
　　　　　　　　降誕祭夜半ミサ　２０：００～　ミサ後お祝会 
２５日（水）　クリスマス日中ミサ　９：３０～　ミサ後お祝会 
２９日（日）　聖家族の祝日（東室蘭教会保護者） 
　　　　　　　　ミサ９：３０～　ミサ後茶話会

１月　 
１日（日）　2020年初ミサ　１０：００　 
　　　　　　　ミサ後新年交礼会 

２（木）～４（土）　毎日ミサ　１０：００ 
５日（日）　主の公現のミサ　9:30   
　　　　　　　ミサ後運営委員会　 
１２日（日）　主の洗礼の祝日　 
　　　　　　　　壮年部、女性部例会、 

　　　　　　　　ミニ大掃除、クリスマス飾り片付 
１９日（日）　年間第２主日　　新年会 
２６日（日）　年間第３主日　 
　　　　　　　　室蘭ブロック合同ミサ　１０：００　 
　　　　　　　　東室蘭教

2019年度第8回運営委員会 議事録

2019年12月3日㈯11:00〜12:35


　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　12月、1月の予定

3.2 その他 

バス旅行の感想 
青坂忠雄

クリスマス 
チャリティー 
コンサート

Ch!"mas
Cha!ty Conce#

菅原峰子＆ 
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。

賛助出演 
＜石川優美＆ポノラニ＞

夫婦ユニット『石川優美&ポノラ

ニ』として活動中。『NHKラジオ
深夜便の歌』や『NHKみんなのう

た』等にも起用され、2011年から
5年間、STVラジオでパーソナリ

ティも務めた。


藤井フミヤ、おかあさんといっ
しょ、いないないばぁへの楽曲提

供など幅広く活動。

　　2019 
　　12/21㈯　PM 1:30 　　カトリック東室蘭教会聖堂

優美ちゃん　今年も出てくれます

このテキストを選択して文章を
入力すると表示が更新されま

す。
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クリスマス 
チャリティー 
コンサート

2019 12/21㈯　PM 1:30 
カトリック東室蘭教会聖堂

演　　奏


　コーラス：セシリアコーラス


　　指　　揮：菅原　峰子


　　ピアノ伴奏：大場　綾子


　　賛助出演：石川　優美

プログラム 
Ave Maria　グノー  
Ave Maria　ルッツイ 

雪の音 
落葉松 

神無月・霜月・師走のメドレー 

天使にラブソングより 
Hail Holy Queen 
I Will Follow Him 

世界がひとつになるまで 

Hawaiian Christmas Song 
White Christmas 

他・数曲 

もろびとこぞりて 
牧人ひつじ 

サンタが街にやってくる 
赤鼻のトナカイ 
しずけき 

夫婦ユニット『石川優

美&ポノラニ』として

活動中。『NHKラジオ

深夜便の歌』や『NHK

みんなのうた』等にも

起用され、2011年から

5年間、STVラジオで

パーソナリティも務め

た。


藤井フミヤ、おかあさ

んといっしょ、いない

ないばぁへの楽曲提供

など幅広く活動。

＜石川優美プロフィール＞

こっとん倶楽部 
クリスマスリース・小物　販売します


