
〒050-0073


室蘭市宮の森町4-9-7

📞 0143-44-3851

2020

10/11
2020年10月11日　カトリック東室蘭教会広報誌　毎月第2日曜発行

食堂・満席

わたしたちは、生活している現場のさまざまな環境に
影響され、また、影響を与えながら日々を重ねていま
す。特に、国レベルの問題になりますと、深刻な事態
になってしまうことが心配です。身近なこととして
今、新型コロナウイルスの問題があります。 
「性暴力被害者軽視」の発言報道から 
その結果、倒産する会社、職を失う人々、それぞれ
に、予想もしなかったことが身に起きてしまっていま
す。それに拍車をかけるかのように、さまざまな人の
無神経な発言、行動が続出します。普段ですと「ま
た、やったか」と済ましてしまいそうなことも、新型
コロナのせいで、心身がおい込められている今、いつ
もより、さらなる不愉快なイライラ感と絶望感を覚え
てしまいます。 
「性暴力被害者軽視」の発言に対し「自民、鈍い反
応」、識者ら「今度こそ厳しく」と報道されています。
（南日本新聞2020年9月30日朝刊） 
自民党のある女性衆議院議員が25日、性暴力被害者支
援を巡り「女性はいくらでも嘘をつけますから」と発
言したのです。これは、政府の担当者から性暴力被害
者の相談事業に関する説明を受けた際の出来事でし
た。それによりますと、女性議員は相談事業に警察の
積極的な関与を求める中で、被害の虚偽申告があるよ
うに受け取れる発言をしたのだそうです。彼女自身は
その発言を否定していますが、・・。 
公人は発言の影響を事前に確認すべし 
また、この女性議員は2年前にも、性的少数者のカップ
ルについて「子どもをつくらない、つまり『生産性』
がない」と月刊誌に掲載し、批判が噴出しました。そ
の時は党が歯止めをかける動きもなく、しかし、今回
は識者らから「今度こそ党として厳しく対応を」との
声が出ています。 

社会の中で公的地位についている人の言動は、多大な
影響を社会全体に与えてしまいます。人一人に対して
はもちろんのこと、社会全体の雰囲気、空気にも影響
してきます。自分の発言、行動がどのような感化を与
えるのか、発言する前に、動き出す前にしっかりと確
認してみることですよね。完璧にできる人はいないで
しょうが、少なくとも、その努力をやるに越したこと
はありません。そうしないと、その時の言動そのもの
が、相手の人を無残な状態に陥れてしまうことにもな
りかねません。 
今日の福音書の話では、農夫たちの残虐性が印象的で
す。当時のガリラヤ地方は久しく外国の支配下にあり
ました。ガリラヤの農民たちには外国人の地主の下
で、わずかな賃金に甘んじて貧しい生活でした。「外
国人による統治」という事実が、彼らの生活に重くの
しかかっていたのです。それで、外国人の地主に対す
る根強い反発があったのは事実でしょう。そこで、先
祖代々の土地を取り戻そうと武器を取って立ち上が
り、復讐を込めた残忍な殺しまでもが起こっていたの
です。そうした現実を踏まえた「たとえ話」です。 
苦しむ人々を支えることが「神の心」 
そのような状況下にあったイスラエルの民に向かって
イエスは、幾度となく人々の心に訴え続けてきまし
た。生活に疲れた人々や社会の底辺で苦しんでいる
人々、罪びとや遊女、社会から落ちこぼれた人々をや
さしく包み込んできたのです。それが神の心であるこ
とを言葉と行いによって示してきたのです。にもかか
わらず、イエスの思いと願いは、律法学士、長老、祭
司長たちに受け止めてもらえませんでした。彼らは、
自分たちの指導に、あまりにも自信と誇りを持ってい
たのです。形式的な儀式、正しさに何ら疑いを持つこ
となど、ありうるはずもなかったのです。 
むしろ、イエスのほうこそおかしいだろうと民衆を扇
動していたのです。古くから伝えられてきた秩序に対
するイエスの挑戦と受け取っていました。そして、自
分たち（民衆）の生活を混乱させる邪魔者としてイエ
スを見ていました。 
指導者然とした態度は回心の妨げに！ 
たとえ話の農夫たちの残忍さを、イエスご自身がその
生き方の中で目の当たりにしていたのです。その真っ
只中にいたのです。ですから、外国人の圧政に苦しむ
ユダヤ人の悲しさより、彼らの残忍さが気になってい
たといえないでしょうか。イエスの置かれている立場
からそういうたとえ話になったと言えるのです。 
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10月 11月 12月
第１ 3日　　× 7日　　○ 5日　　○
第２ 10日　　× 14日　　○ 12日　　○
第３ 17日　　○ 21日　　○ 19日　　○
第４ 24日　　○ 28日　　○× 26日　　○
第５ 31日大野家追悼ミサ

2020年　土曜日のミサのご案内 

土曜日10:00ミサ の案内です。○印はミサがあります。×はお休みです。○×は未定です。 
なお、土曜日のミサの参加は地区を問いません。

2021

新年のミサのご案内


1月1日（金曜日）　10:00


1月2日（土曜日）　10:00


1月3日（日曜日）　10:00

曜 午　　　前 午　　　後
1 日 ミサ9:30 運営委員会（ミサ後）　白鳥地区
2 月
3 火
4 水
5 木 入門講座18:00
6 金
7 土 掃除当番（白鳥）10:00
8 日 集会祭儀9:30　太平洋地区
9 月
10 火
11 水
12 木 入門講座18:00
13 金
14 土 ミサ10:00 　掃除当番（白鳥） 
15 日 ミサ9:30 　死者の月追悼の祈り（ミサ中）蘭岳地区
16 月
17 火
18 水
19 木
20 金
21 土 ミサ10:00 　 
22 日 集会祭儀9:30　ミニ大掃除の日　楽山地区
23 月
24 火
25 水
26 木 入門講座18:00
27 金
28 土 ミサ大野様ご夫婦追悼ミサ10:00　掃除当番（白鳥）
29 日 ミサ9:30 　待降節第一主日　黙想会　楽山・太平洋 ミサ14:00黙想会　白鳥・蘭岳

30 月
1 火

2020年11月　教会行事予定表



10月　 
	4日㈰　年間第二十七主日ミサ9:30　ミサ後運営委員会	
11日㈰　年間第二十八主日ミサ9:30　	
　　　　（司式：勝谷　太治司教）	
18日㈰　年間第二十九主日ミサ9:30	
25日㈰　年間第三十主日集会祭儀　9:30　ミニ大掃除

2020年度第6回運営委員会 議事録 
2020年9月6日㈰10:40～11:55 

　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　10月、11月の予定

　3.2  財務報告         ２０２０年9月迄の報告有、現時点では問題なし。（指定献金支出は、予算通りに項目明記して送付する） 
           

4．議　　事 
4.1　七五三のお祝いについて 
　　　　・案内を出す。例年通りお祝い品を準備し、ミサ中に祝福とお祝品をプレゼントす　　　 
4.2　剪定伐採した木、枝の処理について 　　　　協和ハウスに，搬出料を支払って処理してもらう 
4.3　舗装工事（教会前、駐車場）最終見積について 
　　・１０／１（木）１４：００　契約交わす。１０／５（月）工事担当者現場視察　１１：００ 
　　・ホール近傍の花壇の木、サツキ、他諸花は、基本的には全て処分。欲しい人がいれば譲る 
4.4  待降節用のリース作りについて 
　　　リースの土台はあるので、昨年同様教会にあるヒバの枝で作成する　 
4.5  待降節の黙想会について　　　　　　 
　　・11／29（日）４地区を各２グループに分けて実施する。 
　　　　　　Ａｍ．９：３０ミサ後　楽山、太平洋参加　Ｐｍ．14:00ミサ後　白鳥、蘭岳参加 
　　・ハガキで案内せず、地区連絡網で案内する。 
4.6  ライヤ神父様誕生日、霊名の記念日について 
　　１２／６（日）贈呈　記念品の準備は、女性部に依頼 
4.7　その他 
　　　・多目的室のテーブルと事務所のテーブル入れ替する【１０／４実施済】 
　　　　　　　　（　追悼ミサ時、花、写真台、焼香入れ設置に便利） 
　　　・１０／３１（土）大野ご夫妻の追悼ミサ　１０：００ 
　　　・待降節前の大掃除について（ワックスがけ、他）１１／８（日）壮年部主で実施　（昼食用意➡女性部に依頼） 
　　　・第五の日曜日でのミサで、　１／３１（日）は、白鳥・蘭岳が参加となります 
　　　・11月は、死者の月に当たり、「死者の名票」を作成し、亡くなった人の名前を 
　　　　記入して１１／１５（日）のミサで奉納して、お祈りして頂く　 
　　　・国際平和デーに全国で平和を祈る鐘打を当教会も実施しました 
　　　　９／２１（月）１２：００に一分程度、鐘を鳴らして一緒に平和をお祈り 
　　　　しました。〈動画を撮影し、岩泉さんのパソコンに保存〉 

5.　司祭の予定 

5.1 ライヤ師の予定（10月，１１月） 
 10/3(土)  登別カトリック聖心幼稚園　カトリック祭り　10/7(水)  メリノール会アジア管区集会(ネット)、 
　　10/8(木)登別教会入門講座、(10:30)  東室蘭教会入門講座(18:00) 　10/9(金)聖心幼稚園　七五三祈り　 
     10/10(土)  苫小牧教会追悼ミサ　10/15(木),10/22(木).10/29(木)  登別教会入門講座　10:30 
     10/15(木),10/22(木),10/29(木)  東室蘭教会入門講座　18:00　　10/31(土) 故大野ご夫妻の追悼ミサ　10:00 
     11/5(木),11/12(木),11/26(木)  登別教会入門講座　10:30  11/5(木),11/12(木),11/26(木)  東室蘭教会入門講座 18:00 
　　11/16(月) 司教区司祭月例会　12:00 その後教区典礼委員会　　11/17(火) 司教様の顧問会議　10:00 
     司祭評議会　13:00  11/19(木) 北海道カトリック学園　園長会議　11/20(金) 北海道カトリック学園理事会　12:00 
      11/27(金) 北海道カトリック学園理事会　12:00  11/28  登別市50周年記念式典　　市民会館　12:00 
5.2 ミサ・祭儀の予定 
　　　　 10/4  ライヤ師　　10/11 勝谷司教　10/18  ライヤ師　10/25  集会 
　　　 　11/1  ライヤ師　　11/8  集会　　11/15  ライヤ師　　11/22  ライヤ師 
　　　 　11/29  ライヤ師（午前・午後） 

11月　 
  ８日（日）　年間第三十二主日　集会祭儀　９：３０ 
１５日（日）　年間第三十三主日　ミサ９：３０ 
　　　　　　　死者の月追悼の祈り（ミサ中） 
２２日（日）　祭日王であるキリスト集会祭儀　９：３０　 
                  ミニ大掃除 
２９日（日）　待降節第一主日　　ミサ９：３０

項目 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月

1週 ミサ 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋 白鳥
2週 集会 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋
3週 ミサ 楽山 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳
4週 集会 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山
5週 ミサ 待降節黙想会 楽山　太平洋

日常生活では、民衆の指導者としてのきれいな衣装を
まとい、品行方正な生き方をしているように見えて
も、一枚服を脱げば、そのこころは悪意に満ちた、さ
らにドロドロした欲望が見えるのです。その欲のまま
に力づくで身分を守ろうとすれば、邪魔者を排除し、
抹殺してしまう形になっていきます。 
これは、現代でも同じことが言えそうです。イエスの
十字架刑はまさしくこうした人間の欲望を満足させよ
うとした結果であるといえます。今でも、わたしたち
が自分の欲望のままに生きようとするたびに、「イエ
スを十字架にかけ続けている」ことになります。 
わたしたちも、しっかりと自分の心の奥を見つめてみ
たいですね。表面をいくらつくろってみても、また、

駆け引きで面子が保てたとしても、所詮、利己的な己
の世界を脱することはできません。いつまでたって
も、回心しようとしても回心する日々にはならないで
しょう。 
一人ひとりが生きているすべての始まりは、その命を
大事にできることにあるのではないでしょうか。しか
も謙虚に生きることです。権威と地位に胡坐をかくこ
となく、悔い改めの妨げになるものかどうかの確かめ
を、自分の、今置かれている立場を振り返って見つめ
ましょう。 
新たな一歩を前に進めるために・・。

2020年度　ミサ・集会祭儀のご案内 
ミサ・集会は他の地区の方でも都合により参加できます。 

（月定献金）は毎日曜日に受け付けております。

玄関前通路・駐車場 

舗装工事が始まります 
10月19日より、メイン通路、玄関前及び駐車
場の舗装工事が始まります。当分の間、車は教
会裏の芝生に止めてください。

待降節の黙想会11月29日（日）

４地区を各２グループに分けて実施します。 
①午前9時30分ミサ後　楽山地区・太平洋地区参加 
②午後2時　ミサ後　白鳥地区・蘭岳地区の参加　

11月は、死者の月 
11月は、死者の月に当たり、「死者の名票」を作成し、

亡くなった人の名前を記入して１１／１５（日）のミサで奉

納して、お祈りして頂来ます
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