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を実施するに当たっての条
件を各小教区の判断に委ね
ているかのような誤解を与
えているようです。ミサ実
施の条件は「新型コロナ肺
炎感染拡大防止のための措
置について」（通達
No.3　3月27日付）で、示
していますのでそれを前提
としてお知らせしました。

改めてミサ実施の条件をお知らせします。当面これ
らの条件を満たせない場合は、引き続きミサを捧げ
ることはできません。 
　各小教区においては、これらの条件を満たすため
に、どのように工夫したらミサを実施できるかを検
討していただきたいと思います。実施の仕方は、地方
と都市部では教会堂やホール等の広さや集まる人数
が全く違いますので、通常のミサでも条件を満たす
小教区もあるでしょうが、一日3回に分散しても、条
件をクリアできない小教区があるかもしれません。
そのために隔週や月一度のペースでしかミサに参加
できないところもあるかもしれません。このような
理由から実施の仕方については一律の指示ができな
いということをご了承ください。以下にミサ実施の
条件を改めて整理して列記します。 
・ミサ・集会の祭儀を実施するにあたっての条件 
換気を充分に行う 
・隣の人との距離を充分に空ける（およそ2メート
ル） 

・参加者はマスクを使用する 
・聖歌を歌うことは避ける 
・聖堂や信徒会館の入り口に、手指消毒用のアル
コール等を設置する 

・聖堂入り口などに用意された聖水盤は、使用を控
える（聖水ではなく聖水盤に不特定の人が触れる
事による接触感染を防止する為） 

・司祭や臨時の聖体奉仕者は、必ずミサ前に念入り
に手を洗う 

・司式司祭は飛沫感染を避けるため、チボリウムや
パテナをパッラで覆うか、マスクを使用する（集
会祭儀司会者もマスクを使用する） 

・口（舌）での聖体拝領はしない 
・ミサの前にチボリウムの中へ信徒用の小さいホス
チアを信徒各自が入れることはしない。（ピン
セットの使い回しを避ける為）。典礼係など特定
の人が奉納の前に概数を入れるようにする 

・聖体拝領はホスチアのみにして御血の拝領はとり
やめる 

・不特定の方々が接触するドアノブなどの消毒をこま
めにする。ミサ前、人が座るよう指定されている
ベンチ等の消毒を行う 

・感染者が出た場合にリンクをたどることができる
ようにしておく。必要に応じて名前と連絡先をそ
の都度記録する。その際、ペンの使い回しは避け
る 

その他 
　体調不良の場合は、無理をせずに、ミサの参加の
自粛をお願いします。具体的には、咳、発熱、呼吸
困難ですが、特に、咳や発熱などの風邪症状がある
人は当面の間、ミサに来ることをお控え下さい。 
　なお風邪に類似した症状で体調が優れない場合
は、主日のミサに与る義務を免除します。また、高
齢者や持病がある方等、ミサに参加することに不安
を感じる人の義務も免除します。 

札幌教区の皆様 
一昨日お知らせした「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのミサ、集会等の自粛について」（通達
No.4）問い合わせがありましたので補足して説明いたします

曜 午　　　前 午　　　後
1 月
2 火
3 水 OPC 10:00
4 木 入門講座　18:00
5 金
6 土 ミサ10:00 　掃除当番（蘭岳） 
7 日 ミサ9:30（太平洋地区）
8 月
9 火
10 水 OPC 10:00
11 木 入門講座　18:00
12 金
13 土 ミサ10:00 　掃除当番（蘭岳）
14 日 集会祭儀9:30（白鳥地区） 女性部壮年部例会（集会後）
15 月
16 火
17 水 OPC 10:00
18 木 入門講座　18:00
19 金
20 土 ミサ10:00 　 
21 日 ミサ9:30（楽山地区）　
22 月
23 火
24 水 OPC 10:00　　
25 木 入門講座　18:00
26 金
27 土 ミサ10:00 　掃除当番（蘭岳） 
28 日 集会祭儀9:30 （蘭岳地区）
29 月
30 火
1 水 OPC 10:00　　

2020年6月　教会行事予定表



6月　 
  7日（日）  三位一体の主日　ミサ 9:30　（太平洋地区） 
14日（日）　キリストの聖体 　集会祭儀 9:30 （白鳥地区） 
21日（日）　復活第12主日　ミサ　９：３０　（楽山地区） 
28日（日）　聖ペトロ使徒座への献金日　集会祭儀　９：３０定（蘭岳地区）

2020年度第2回30運営委員会 議事録 
2020年5月5日㈯10:45～12:15 

　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　6月の予定

　　　3.2  財務報告 
         主日のミサが解禁（５／３１迄）になってない現状では、教会に来られる方が少ないため収入も僅かですが、来週からは 
　　　　元に戻るので心配ないと思われる 

　４．議　　事 
4.1　6月からのミサ・集会祭儀についてコロナ感染に伴う非常事態宣言は解除になりましたが、しかし、３密を避けるに
は充分配慮しなければならない事は、当分続くものと思います。 
そこでミサの実施の方法ですが、今迄通りでは３密は絶対に避けられません。３密を忠実に避けるならば、聖堂の設置
の椅子には２０人が限度です。折りたたみの椅子と泣き部屋を使ったとしても最大プラス１０人と思われます。 

　　　　※ミサ・集会に与る各地区の割り当て 
通常みさに与っている方々の地区別の人数を数えました
ら、17人から21人くらいなので、対応可能かと存じます。ど
うしても事情があって、決められた日に参加できない方
が、１〜2人いた場合、他の地区に与っても三密は避けら
れると思います。 

（注）土曜日のミサは今まで通りとする 

・土曜日の夜のミサ是非実施して欲しい　　・３密を守るには、集会祭儀は必要ない 
・共同体の祈りのため、集会祭儀ある方が良い　　　　　 
・２つの地区を合わせてミサに与かれば、与かる回数が多くなる 
・人数が増えたら、渡り廊下やホールを使用してそれなりの対応すれば良い　等色々意見はあったが　結果的には当
面の間6月，７月実施してみて判断する事となった。従って信徒全員にハガキで案内をする 

　　　※札幌司教区からのミサ・集会祭儀の自粛資料は、熟読依頼とした 
4.2　年間の行事計画見直しについて  
　　　　　・合同墓参、苫小牧地区女性大会、バザー、教会レクレーション、 
　　　　　・チャリティーコンサート等　全て中止 
4.3　ドアノブやベンチ等の消毒実施について 
　　　いつ、誰が実施するか？ 

　　・基本的には、掃除当番の方が実施　　 
　　　以外は、教会に来られた方が行う（現在教会に設置している消毒液を使用して問題なし） 

4.4  その他 
　　　　・ピンマイクあるか？現存のもの現アンプで使用可能かチェック（結果的に使用可） 
　　　　・ホールの開き窓、開けた時固定出来ない。（業者に確認） 
　　　　・体調不良の時、風邪気味の方は、無理せずミサの参加の自粛をして頂く 

　　5.　司祭の予定 
　5.1 ライヤ師の予定 
　　 　　　・対外的な予定なし　　　・６／３（水）藤岡　由利子様　納骨　10:00 
            ・６／７（日）岡田　明恵様　納骨　14:00 
　5.2 ミサ・集会祭儀の予定 
　　　　　　6/7  ライヤ師　6/14  集会　　6/21  ライヤ師　　　6/28  集会 

東室蘭教会共同体の皆様 
新型コロナウイルス感染に伴う非常事能宣言は解除になり
ましたが、三密には充分配慮しなければならない事は、当
分続くものと思います。そこでミサの実施の方法ですが、今
まで通りですと、三密は絶対に厳守出来ません。三密を忠
実に守るならば、聖堂に設置の椅子には２０人が限度で
す。折りたたみの椅子と泣き部屋を使ったとしても最大プラ
ス１０人と思われます。 
5月３０日の運営委員会話し合いの結果は各地区毎に参
加する方法は下記の通りです。 

通常ミサに参加している方々の地区別の人数を数えました
ら、１７人〜２１人位ですので、対応可能かと存じます。どう
しても事情があって、決められた日に参加できない人が、
１〜2人いた場合、他の地区に参加しても三密は守られる
ものと思います。皆様のご協力をお願いいたします。

※毎週土曜日ミサは１０：００です。
祈りと共に、主任司祭ライヤ フランシス

項目 6月 7月 8月 9月
第１ ミサ 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳
第２ 集会 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋
第３ ミサ 楽山 蘭岳 太平洋 白鳥
第４ 集会 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山

6月からの主日ミサ・集会祭儀

誰もいない 教会の春

3月8日

5月13日

5月13日

5月13日

5月13日

5月16日

2月の末は北国の春はま
だ遠い頃ですね。新型コロ
ナの影響で、教会のミサ・
集会ができなくなりまし
た。今は初夏の6月、この頃
はこの状態がこんなに長く
なるとは思ってもいません
でしたね。

遅い春がやっときました。
でも心が弾まない春です。
前庭の水仙が咲きましたが
愛でる人は誰もいません。
寂しそうです。

春は花見ですね、
本当は。あっとい
う間にもう終わり
です。短い春、短
い桜花、北海道の
春は駆け足で通り
過ぎますね。

この桜、知っていま
す？教会聖堂の裏に
ある枝垂れ桜です。 
札幌へ転出された小
塚さんからいただい
たものです。 
初めは弱々しく、枯
れてしまったのか
な？。心配していた
ら、小さな花が五、
六つぐらい開きまし
た。 
来年は皆んなで、こ
の桜の下でお花見が
したいですね。

マリア様、きれいになりましたね。以前は鮮
やかな青色などが、色あせたり、剥がれたり
と、みんなに心配かけましたが。

この建築物は、葡萄棚です。教会農園に新
築しました。高科農園長と常松建設社長が作
りました。末代ものですと言いますが、高齢
者の私には、エッと思いますが。 
実がたくさんなって、ワインなど作るつもり
かもしれませんね。ミサワインを各教会に売
るつもりかも。


