
曜 午　　　前 午　　　後
1 月 司祭月例会(札幌)　13:00～
2 火 札幌教区司祭評議会　13:00～
3 水
4 木 入門講座　18:00
5 金 入門講座（登別教会）10:30
6 土 ミサ　10:00　掃除当番　楽山地区
7 日 ミサ 9:30　　白鳥地区
8 月
9 火
10 水
11 木 入門講座　18:00
12 金 入門講座（登別教会）10:30
13 土 ミサ　10:00　掃除当番　楽山地区　
14 日 集会祭儀　9:30  太平洋地区
15 月 登別カトリック聖心幼稚園卒園式
16 火
17 水
18 木 入門講座　18:00
19 金 入門講座（登別教会）10:30
20 土 ミサ　10:00　掃除当番　楽山地区　
21 日 ミサ9:30　　蘭岳地区
22 月
23 火
24 水
25 木 北海道カトリック学園園長会議 入門講座　18:00
26 金 北海道カトリック学園理事会・評議委員会
27 土 ミサ　10:00　掃除当番　楽山地区　
28 日 集会祭儀　枝の主日　9:30 楽山地区
29 月 北海道カトリック学園研修会　ガーデンパレスホテル(札幌)
30 火 札幌教区聖香油ミサ　北一条教会　11:00～
31 水
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項目 ２月 ３月

1週 ミサ 太平洋 白鳥
2週 集会 蘭岳 太平洋
3週 ミサ 楽山 蘭岳
4週 集会 白鳥 楽山
5週 ミサ

あ
な
た
の
そ
ば
に

嫌なことが長く続く中で心癒されることも	

わたしたちが生きている間には、言うまでもなく楽

しいこと、また、辛いこと、喜ばしいこと悲しいこ

と、いつの時代にもついて回ります。嬉しいことば

かりがあるといいのですが、それを望み、願い続け

たとしても、そういうわけにもいかないのが現実で

す。しかも、嫌なことは長く続く気もします。


現に、新型コロナウイルスは、その感染が始まって

世界中に広がり、一年余りが過ぎてしまいました。

来る日も来る日もコロナのニュースで始まり、一日

が終わるのです。わたしたちの毎日は、いうまでも

なく「コロナ漬け」です。


わたしの周りの友人たちも、「うんざりして、テレ

ビチャンネルを変えても、また、その局も同じこと

をやっている。同じ内容の、同じ捉え方、視点で報

道している」との嘆き節です。こうした中で、新聞

報道を読んでいますと「桜島眺め心癒して」という

見出し文言が目に入りました。（南日本新聞2021年

2月7日朝刊）


霧島市福山出身者の「ふるさと愛」の記事	

それによりますと、地元出身者がベンチとテーブル

セットを、緑地公園に一組寄贈したという「ふる里

愛」のニュースです。霧島市福山の出身者でつくる

「わかみこ会福山活性応援基金」（湊明代表）が、

福山港に隣接する緑地広場にベンチ4脚とテーブル

セット一組を贈ったという話でした。どちらかとい

うと、わたしたちの心が萎えてきそうな暗い、嫌な

コロナのニュースばかりの世の中にあって、何か明

るさを、ほのぼのさを感じさせる温かいニュースで

す。去る1日に引き渡し式がありました。


わかみこ会の名称は近くの観光名所「若尊鼻」(わ

かみこばな)に由来します。人口減少が進むふる里

に心を痛めた有志が2018年、応援基金を設立しま

した。そして、地元の住民や市と協議を重ねた結

果、桜島や鹿児島湾を望む3350平方メートルの広

場にベンチ、テーブルセットを設置し寄贈したので

す。その整備費用は120万円だったということで

す。


小廻地区公民館長の隈元悟さん(64歳)は「憩いの場

ができるのは地元の念願だった。大事に使いたい」

と喜びを語っています。また、応援基金の松田鉄雄

事務局長(73歳・東京)は「故郷をみえる形で支援し

たかった。地元の方はもちろん、帰省者や観光客に

雄大な桜島をゆっくりと眺めてもらえればうれし

い」と話しています。


人は「黄金律」の中で生きているとはいえ	

最近、コロナウイルスの所為（せい）なのかどうか

わかりませんが、噸（とみ）に、感じることがあり

ます。それは、自分が、人に何かしてあげることが

できた時、その人がそのことを喜んでくれているの

か、また、喜んでいる姿を見て、自分が喜べている

のか、ということです。


その実、わたしたちの行いの源は、「人にしてもら

いたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしな

さい」(マタイ7章12節)という黄金律にあります。喜

びが行いの実りとして自分に返ってくるということ

です。


イエスにとって、病からの癒しが、その人を喜ばせ

るに違いないことは分かっていることです。現にそ

うでした。だから多くの人が病人を連れてイエスの

もとを訪ねるのです。ひたすら癒していただくため

です。わたしたちもそうですが、喜びがあるとそれ

を誰かに話したくなるのではないでしょうか。少な

くとも家族とか兄弟・姉妹、恋人など、ごく親しい

人には。


2021年　ミサ・集会祭儀のご案内 

ミサ・集会祭儀の参加地区ですが、都合により参加することもできます。

RAKUSAN

灰の水曜日 
（四旬節） 

2月17日（水曜日） 
ミサ　18:00（午後6時） 
地区のミサ参加は 
自由です。



2月　 
６日㈯　ミサ10:00　ミサ後運営委員会	

７日㈰　年間第五主日ミサ　9:30	

14日㈰）年間第六主日　集会祭儀　9:30	

17日㈬　灰の水曜日　ミサ18:00	

21日㈰　四旬節第一主日　ミサ　9:30	

28日㈰　四旬節第二主日　集会祭儀　9:30　　　　　　　　　　

2020年度第10回運営委員会 議事録 
2021年2月6日㈯10:45～12:35 

　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　2月、3月の予定

　　3.2  財務報告        ２０２０年度１月迄の報告有、順調な推移になっている。        

4．議　　事 
4.1　次年度の役員について 

　　　　・色々と意見はあったが、審議の結果従来通りの方法で選挙により、選出決定する事となった(投票予定 5月中) 

　　　　・選挙管理委員会を3/7(日)実施予定 

4.2　黙想会・共同回心式について  

　　　　黙想会は３／７（日）講師:ライヤ神父様 

　　　　　　　　　午前の部　ミサ後　(白鳥・蘭岳)　　　　　　　午後の部　１４：００　ミサ後（楽山・太平洋） 

　　　　共同回心式は、ミサ中に実施　 

4.3　司教団提案の新集会祭儀の式次第対応について 

　　　　強制的ではないので、神父様と相談して仮のものを作成する 

4.4  「潜伏キリシタン図譜」　￥100,000 ＋税について　　　　　　　購入しない事に決定 

4.5  ２月以降のミサ・集会祭儀の参加方法について 

　　　・2020年の実績から、2グループ毎に参加し、グループ替えもする　　状況によっては(30人を超える状態では)、 

　　　　元に戻して実施する　　　　　　　　　・実施は、２０２１年４月からとする 

4.6　復活祭前の大掃除について 

      大掃除は実施するが、ワックス掛けは今回見送る。　　　　　　　　日時は次回決定する 

4.7　十字架の道行について　　　　　　　　　　　　　　　　土・日のミサ前　20分前から小さな声で実施する 

4.8 その他　 

　　　　　・黙想会と共同回心式の案内を各信徒に送付する　　　　　　　(司教様の年頭司牧書簡を同封する) 

5.　司祭の予定　　 

5.1 ライヤ師の予定（2月、3月） 

　 

5.2 ミサ・祭儀の予定 

　　　 2/7 ライヤ師　　2/14 集会　　2/21 ライヤ師　　2/28 集会 

　　　　 3/7 ライヤ師　　3/14 集会　  3/21  ライヤ師　　3/28 集会

3月　 

 ６日㈯　ミサ１０：００　ミサ後運営委員会 

 ７日㈰　四旬節第三主日　ミサ　９：３０ミサ後黙想会 

14日㈰　四旬節第四主日　集会祭儀　９：３０ 

21日㈰　四旬節第五主日　ミサ　９：３０ 

28日㈰　受難の主日（枝の主日）集会祭儀　９：３０

 2/9北海道カトリック学園園長会議　　　 

 2/13 故山口厚子様追悼式　10:00～　　　 

2/15ベネデイクト幼稚園卒園ミサ　10:00～ 

 2/19登別カトリック聖心幼稚園　卒園感謝の祈り 

 2/26北海道カトリック学園園長会議　13:00

 3/1司祭月例会(札幌)　13:00～ 

　　 3/2札幌教区司祭評議会　13:00～ 

　　 3/15登別カトリック聖心幼稚園卒園式 

　　 3/25北海道カトリック学園園長会議 

　　 3/26北海道カトリック学園理事会・評議委員会 

　　 3/29北海道カトリック学園研修会　ガーデンパレスホテル(札幌) 

　　 3/30札幌教区聖香油ミサ　北一条教会　11:00～

癒された病人が口止めされた理由を考える	

しかし、今日の福音書でイエスは、癒された病人の

方に厳しく注意して言われたのです。「だれにも、

何も話さないように気をつけなさい」と。癒された

喜び、嬉しさはどれほどだったでしょうか。それを

口外しないようにといわれるのです。普通に考える

と、言うなといわれれば逆に言いたくなるものです

よね。この病人がどのように振る舞ったのかは記さ

れている通りです。「彼はそこを立ち去ると、大い

にこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それ

で、イエスはもはや公然と町に入ることができず、

町の外の人のいない所におられた」。


いずれにしても、イエスはなぜこのような注意を与

えたのでしょう？


当時の人々は、長いあいだ外国の勢力下にあり、苦

しい生活を強いられていました。ですから、民の念

願は、そうした現実の苦しみからの解放でした。実

生活の不幸な状態から脱出すること、それ

を成し遂げてくれるメシア

を期待し、願っていたので

す。彼らはイエスのなさ

る奇跡を見たとき、彼ら

自身が遭遇している苦し

みからの解放を実現して

くれる力がある、できる

人だと信じて疑わなかっ

たの です。


贈る側の意に沿った利活用をしてこそ・・・	

一方、イエスが民の中に見ている不幸は、彼ら自身

が感じている不幸とはその中身が違っています。彼

らの真の不幸は、神を見失っていることです。そし

て、愛することを失くしてしまっていることなので

す。これこそが、人間の深い、孤独感と絶望の正体

です。


すなわち、イエスと民の間には「不幸である」とい

う受け止めに隔たりがあります。重い皮膚病の彼が

癒されたことは、彼のおかれた境遇を考えると、

「愛の体験」から遠く離れた日々の連続で、イエス

との出会いが「愛」を取り戻したほんとうの救い

だったのです。「癒し」はそのしるしでした。


このように、イエスは、メシアに関する人々の誤解

を招かないようにとの思いで、「だれにも、何も話

さないように気をつけなさい」と忠告されたので

しょう。いわゆる、人々が目先のご利益だけを求め

てイエスに近づいてくることを避けたかったのでは

ないでしょうか。彼らの求めは、真のメシアの誤解

にも通じるからです。


何か他者にしていただいたこと、ものが、寄贈者の

意に即した利用、活用がなされた時、双方にとって

大きな喜び、なぐさめになるのは間違いないことで

す。わたしたちは誰でも、人のために動き、働き、

そのために自らを鼓舞し、その結果、自分の成長と

喜びを会得します。


慈善事業、ボランティア活動は、まさにその典型で

はないでしょうか。だから美しいのです。すがすが

しいのです。喜ばれるのです。歓迎されるのです。

　　2021年2月15日	

次年度役員の選考について 
　　　　　　　カトリック東室蘭教会運営委員会 

　今年度も年度末に近づき、次年度の準備の時となりま

した。通常であれば３月末の役員選出に向けて、選挙の

準備に入る時期であります。しかしながら昨年度、世界

的に流行が始まった、新型コロナウイルスの流行は今年

度になっても全く衰える気配もなく、教会活動も制限さ

れた状況が続いております。	

従って、今年度も通常の役員選挙を実施することが難し

い状況で、昨年同様、現役員の継続を検討も致しました

が、特定の方への負担増にもなることから、今年度は郵

送による投票を基本とし、５月末を目途に役員選挙を実

施することを、２月の運営委員会で決定いたしました。	

つきましては、以下の日程で役員選挙を実施いたします

ので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。	

役員選挙の日程	

　２月下旬　　各地区から選挙管理委員の推薦	

　３月上旬　　選挙管理委員会の設置	

　　　　　　　選挙実施の準備	

　３月下旬　　投票用紙等の送付	

　４月上旬　　投票開始（投票は郵送を基本とするが教	

　　　　　　　会持参も可とする）	

　５月上旬　　投票締め切り	

　５月中旬　　開票作業実施	

　６月上旬　　６月運営委員会で次期役員決定	

　なお、詳しい日程は選挙管理委員会設置後改めて検討

することになります。	

　以　上	


