
〒050-0073


室蘭市宮の森町4-9-7

📞 0143-44-3851

2020

11/8
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

あ
な
た
の
そ
ば
に

11月 12月
第１ 7日　　○ 5日　　○
第２ 14日　　○ 12日　　○
第３ 21日　　○ 19日　　○
第４ 28日　　○ 26日　　○
第５

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。 
なお、ミサの参加は地区を問いません。

2021


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　

アプローチの拡幅と舗装　完工しました

10月19日㈪

測量が始まります


玄関階段、スロープの入り口の段
差や、玄関前の舗装の痛みなどで
大変ご不便をおかけしていまし
た。いろいろと検討した結果、思
い切ってアプローチを拡幅し、駐
車場の凹凸も解消することになり
測量が始まりました。

もう敷居は高くありません
私たちには階段の第一歩が高くて大変でした

10月20日㈫

アプローチの拡幅


この日は拡幅と花壇の撤去など

10月21日㈬

舗装前の基礎工事


古い舗装を剥がしたり、縁石の
基礎を作ったり大掛かりな工事
です。

10月22日㈭

車道からアプローチへの工事


駐車場の凹凸の解消


道道から教会に入るには、急カーブの
上縁石が邪魔になりましたが、低い縁
石で広げられました。また駐車場の凹
凸の中身は、古い教会の建物の基礎杭
でした。
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RAKUSAN

曜 午　　　前 午　　　後
1 火
2 水
3 木 入門講座（登別教会）10:00
4 金
5 土 ミサ10:00 　掃除当番（楽山） 
6 日 ミサ9:30　楽山地区　運営委員会（ミサ後）
7 月
8 火
9 水
10 木 入門講座（登別教会）10:00 入門講座18:00
11 金
12 土 ミサ10:00 　掃除当番（楽山） 
13 日 集会祭儀9:30 　白鳥地区
14 月
15 火
16 水
17 木 入門講座（登別教会）10:00 入門講座18:00
18 金
19 土 ミサ10:00 　 
20 日 ミサ9:30　ミニ大掃除の日　太平洋地区
21 月
22 火
23 水
24 木 登別教会夜半ミサ 降誕祭（夜半）ミサ20:00
25 金 主の降誕（日中）ミサ9:30　　登別教会日中ミサ
26 土 ミサ10:00　掃除当番（楽山）
27 日 集会祭儀9:30    聖家族の祝日　蘭岳地区
28 月
29 火
30 水
31 木
1 金 ミサ10:00 　　　登別教会ミサ10:00
2 土 ミサ10:00
3 日 ミサ10:00 　蘭岳地区

2020年12月　教会行事予定表

RAKUSAN



11月　 
１日㈰　祭日　諸聖人ミサ9:30　ミサ後運営委員会	

８日㈰　年間第三十二主日集会祭儀9:30	

							ミサ後ワックスがけ	クリスマスツリーの飾り付け	

15日㈰　年間第三十三主日ミサ9:30　七五三の子供の祝	

　　　　福　死者の月追悼の祈り（ミサ中）	

22日㈰	王であるキリスト　集会祭儀9:30	

29日㈰	待降節第一主日ミサ9:30　待降節黙想会ミサ後	

　　　（楽山、太平洋）午後14:00（白鳥、蘭岳）　　　　　　　　　　　　　　　

2020年度第7回運営委員会 議事録 
2020年11月1日㈰10:40～11:45 

　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　11月、12月の予定

　　3.2  財務報告         ２０２０年１０月迄の報告有、現時点では特に問題なし          

4．議　　事 
4.1　降誕祭の夜半ミサ、日中ミサについて 

　　　　　夜半ミサ　２０：００　　　日中ミサ　９：３０で実施  

　　　　　どちらも３密対策を実施して対応（聖堂とホール）ホールは、ＴＶモニター設置 

4.2　クリスマスプレゼントについて 　　・　今年度は、神父様と侍者にする　 

4.3　カルメル修道院のクッキー配分について　・子供達、病者のために贈呈 

4.4  クリスマスツリー飾り付けについて　　１１／８（日）設置　　 

　　・馬小屋には、必ず幼子イエス様を備える 

　　・聖堂とホールのツリーは、昨年のものを設置する 

　　・電飾イルミネーションは、例年通り飾り付けを実施する　 

4.5  クリスマスプレゼント用小冊子とお菓子袋について　例年通り小冊子３０部と、菓子袋２０個用意する 

4.6  神父様の車庫横にあるタンクの新替えについて 

　　　支柱が部分的に腐食が見られるので、支柱のみ取り換えたらとの意見ありましたが、最終的にはタンクを新替えす 

　　　る事に決定。その他に送油配管ひび割れしている所があるので、確認して頂く事とした　 

4.7　その他 

　　　・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 

　　　・第五の日曜日がある２０２１／１／３１（日）のミサは、楽山・太平洋参画となります 

　　　・剪定した木、枝の処理は、「協和ハウス」に依頼済み（２万円） 

　　　・舗装工事関係 

　　　　*舗装前の下地処理(土木関係) 10/19(月)～10/22(木) 終了 

　　　　*舗装工事10/24(土) 15:30 終了　　所々工事写真撮影（ＤＶＤに収納，見たい方は何時でも確認可－岩泉 

　　　　まで） 

　　 　・つつじ6株は、移植(1株　1万円) 

5.　司祭の予定　　 

　　5.1 ライヤ師の予定（11月，12月） 

 11/5(木),11/12(木)  登別教会入門講座　10:30  11/5(木),11/12(木)東室蘭教会入門講座 18:00 

 11/8(日)登別教会ミサ  10:00（追悼の祈り　ミサ中）11/22(日)登別教会ミサ　　10:00 

 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  　11/18(水)定期健診（苫小牧東病院）　　　11/19(木) 北海道カトリック学園　園長会議　 

11/24(火)～26（木）メリノール宣教会集会（苫小牧）　11/27(金) 北海道カトリック学園理事会　12:00  

11/28（土）ミサ後登別市50周年記念式典　　市民会館　12:00　　　 

12/3(木)，12/10(木), 12/17(木)　　登別教会入門講座　 

10:30 12/3(木),  12/10(木),  12/17(木)  東室蘭教会入門講座　18:00 

 12/24(木)  登別教会　　夜半ミサ　　　　　　　12/25(金)  登別教会　　日中ミサ 

 12/27(日)  登別教会ミサ　　10:00 (聖家族の祝日) 

 12/31(木)  一年間のための感謝ミサ 

　２０２１年（令和３年）１月     １日（金）　ミサ　　東室蘭教会　　１０：００　　　登別教会　　１２：００ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２日（土）　ミサ　　東室蘭教会　　１０：００ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３日（日）　ミサ　　東室蘭教会　　１０：００ 

　　5.2 ミサ・祭儀の予定 

　　  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 

       12/6  ライヤ師　　12/13 集会　　12/20  ライヤ師　　12/24  ライヤ師　 12/25 ライヤ師　　12/27 集会祭儀

12月　 

  6日㈰　待降節第二主日　ミサ９：３０　運営委員会 

13日㈰　待降節第三主日集会祭儀　９：３０ 

２０日㈰　待降節第四主日　　ミサ９：３０ 

２４日㈭　降誕祭（夜半）ミサ　２０：００ 

２５日㈮　主の降誕（日中）　ミサ９：３０ 

２７日㈰　主日　聖家族　　　集会祭儀　９：３０

項目 11月 12月 1月 ２月 ３月

1週 ミサ 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋 白鳥
2週 集会 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋
3週 ミサ 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳
4週 集会 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

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。

10月23日㈮

この日は


雨でお休み


10月24日㈯

アスファルト舗装完了


スケジュール通り24日、舗装工事が始まり、午後


2時ごろ全て完了しました。玄関前から駐車場への


移動もスムーズです。司祭館のガレージ段差も。


