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（キンミオチットちゃんは23日午後に警察に銃撃されたと家族は話し
ている） 

ミャンマーで27日の国軍記念日に合わせて行われた
当局側の弾圧で死亡した、抗議デモの参加者は110
人を超えた。地元メディアが伝えた。クーデター発
生後、１日の犠牲者としては最も多かった。日本を

含む国際社会が強い非難を表明しているが、国軍側
は同日夜に首都ネピドーで花火を打ち上げる記念日
の祝宴を開くなど、意に介す様子はみられていな
い。 

　地元オンラインメディアのミャンマー・ナウによ
ると、27日午後９時半時点で114人が死亡したこと
が分かっている。最も多かったのは北中部マンダ
レー管区の40人で、最大都市を抱えるヤンゴン管区
が27人で続いた。北東部シャン州、東部モン州、南
部タニンダーリ管区などを含む全土で犠牲者が出て
いる。２月１日以降の死者は累計で400人を超え
た。 
　国軍にとって27日朝に行った軍事パレードは年間
を通して最も重要な行事。26日夜には国営放送で、
抗議を行う妨害者の「頭部を撃つ」と警告してい

2021年度４月からの主日のミサ・集会祭儀各地区対応表	

※この表は、２グループ毎の参加を示す

週 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月

第１主日 ミサ 楽山・白鳥 白鳥・蘭岳 蘭岳・太平洋 太平洋・楽山 楽山・蘭岳 太平洋・白鳥

第２主日 集会 蘭岳・太平洋 太平洋・楽山 楽山・蘭岳 太平洋・白鳥 太平洋・白鳥 蘭岳・楽山

第３主日 ミサ 蘭岳・太平洋 太平洋・楽山 楽山・白鳥 白鳥・蘭岳 白鳥・太平洋 蘭岳・楽山

第４主日 集会 楽山・白鳥 白鳥・蘭岳 白鳥・太平洋 蘭岳・楽山 楽山・蘭岳 太平洋・白鳥

第５主日 ミサ 白鳥・蘭岳 太平洋・楽山

掃除当番 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋

［バチカン市　４日　ロイター］ - ローマ教皇フランシスコは４日、復活祭の

メッセージを発表し、貧困国を中心に新型コロナウイルスワクチンの接種

を加速するよう各国に求めた。また、感染流行中の武力紛争や軍事支出

を批判した。 

教皇は、少人数でのミサを上げた後、ローマと全世界に向けた教皇祝福

「ウルビ・エト・オルビ」を発表。このメッセージでは伝統的に、教皇が世界

的な問題を振り返り、平和を呼び掛けている。 

教皇は「感染が依然拡大を続けている一方、社会・経済危機は特に貧困

者にとって深刻となっている。にもかかわらず、武力紛争が終息せず、兵

器が強化され続けている」と指摘した。 

例年は、教皇がサン・ピエトロ広場で最大１０万人の参列者に語り掛けて

いるが、今年はコロナ禍２度目の少人数ミサとなった。出席者は２００人弱

だったが、メッセージは世界に配信され、数千万人が視聴した。

ミャンマー　３月27日の死者110人超、 
届かぬ国際社会の非難

ローマ教皇が復活祭メッセージ


コロナ禍での紛争や軍事支出を批判

曜 午　　　前 午　　　後
1 土 ミサ　10:00　掃除当番　太平洋地区　　
2 日 ミサ9 :30　（白鳥・蘭岳参加）　
3 月
4 火
5 水
6 木 入門講座　18:00
7 金 入門講座（登別教会）10:30
8 土 ミサ　10:00　掃除当番　太平洋地区　運営委員会　
9 日 集会祭儀 9:30（太平洋・楽山参加）登別教会ミサ　10:00
10 月
11 火 北海道カトリック学園園長会議
12 水
13 木 入門講座　18:00
14 金 入門講座（登別教会）10:30
15 土 ミサ　10:00　　
16 日 ミサ9:30　（太平洋・楽山参加）母の日の祝別
17 月
18 火
19 水
20 木 入門講座　18:00
21 金 入門講座（登別教会）10:30
22 土 ミサ　10:00　掃除当番　太平洋地区　　
23 日 集会祭儀 9:30 （白鳥・蘭岳参加） 登別教会ミサ10:00
24 月
25 火
26 水
27 木 入門講座　18:00
28 金 入門講座（登別教会）10:30

2021年5月　教会行事予定表

（注）　イ、集会祭儀時は、各主日初めに書いてある地区が司会、朗読を、ミサ時は朗読を務めます　　　　　　　　	

　　　　ロ、掃除は、当日参加した人が当番に関係なく協力して実施する	

　　　　ハ。指定日に参加出来ない時は、他の地区でも参加自由です	



4月　 

1日㈭　聖木曜日(主の晩餐)ミサ　19:00	

2日㈮　聖金曜日(主の受難)ミサ　19:00　　	
3日㈯　聖土曜日	(復活徹夜祭)	ミサ　19:00	

4日㈰　復活の主日　ミサ9:30ミサ後　運営委員会	

				　	役員選挙開始	

11日㈰		復活節第二主日　集会祭儀	9:30	

18日㈰　復活節第三主日　ミサ9:30	

25日㈰　復活節第四主日　集会祭儀9:30　				

								役員選挙開票（公開制）	

2020年度第12回運営委員会 議事録 
2021年4月4日㈯10:45～12:55 

　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　4月、5月の予定

5月　 

２日㈰　復活節第五主日　ミサ　９：３０　　 

8日㈯　ミサ後　運営委員会 
９日㈰　復活節第六主日　集会祭儀　９：３０　母の日 

16日㈰　主の昇天　ミサ　９：３０ 

２３日㈰　聖霊降臨の主日　集会祭儀　９：３０ 

３０日㈰　三位一体の主日　ミサ　９：３０　

5.2	ミサ・祭儀の予定	

　　　　　	4/4	ライヤ師　　	4/11	集会　				4/18		ライヤ師　　4/25	集会	
												5/2		ライヤ師　　5/9		集会　5/16		ライヤ師　　5/23		集会　　5/30	ライヤ師

　　3.2  財務報告         

 ２０２０年度決算報告有。コロナ禍により、殆どの行事が中止になり特に行事費、設備管理費、水道費等支
出が少なかった。繰越金の一部、建築資金へ繰入する 
２０２１年度の予算、過去の実績を勘案して提出されたものを収支一部増減して了承された。　　    

4．議　　事 
4.1　子供の日、母の日について 

　　　　　５／１６（日）子供、母の祝福実施。 
4.2　マリア祭について 

    ５／１６（日）ミサ前に天気が良ければ、外で実施。 
　　雨の場合は、通常通りホールで行う。 

4.3　外周りの整備（壮年部）について 

　　　  草刈り、エボタの剪定、等いつ実施するか　　 
　　　　　施設も含めて、有志で相談して、内容・進め方・日程等決定して実施する。 
4.4　剪定した木・枝の処理について	

　　　　　・協和ハウスに対応の可否再確認する。	

4.5　その他	

　　　・２０２０年度の事業報告（案）と２０２１年度事業計画（案）　　精査確認。	

　　　・５／３０（日）ミサ中に１名の初聖体有り。	

　　　・信徒総会は中止だが、資料は作成する	

5．司祭の予定 
5.1	ライヤ師の予定（４月、５月）

た。それでも反旗を翻す市民のデモは収まらず、各
地で銃によるちゅうちょない攻撃が行われた。 

　ミン・アウン・フライン総司令官はパレード閲兵
時の演説で、昨年の総選挙で不正があったためクー
デターは「避けられなかった」とあらためて正当
化。「自由で公正な選挙の後、権力を委譲する」と
説明したが、時期は示さぬままだ。演説は例年より
長い30分余に及び、抗議デモを含む軍への反発勢
力を非難したほか、「軍は国家を強くするために力
を尽くしている」とも強調。外交筋は「残念だが、
非難を気にする様子はなく、国を担う自信で満々
だ」と評した。 

　暴力行為を続ける軍政に対し、国際社会は依然と
して一枚岩ではない。ロイター通信によると、式典
には、ロシア、中国、インド、パキスタン、バング
ラデシュ、ベトナム、ラオス、タイの８カ国から外
交官が参加。参加国こそ減ったが、国軍は夜に来賓
を交えた祝宴で花火を打ち上げ、多くの国民の死を
考慮する姿勢は皆無だった。国連安全保障理事会で

は、常任理事国の中国とロシアが国軍への非難を避
けており、国連憲章の範囲内で具体的な措置に踏み
込むといった介入は見通せていない。 

　■日本など、強い非難表明 
　式典に参加しなかった日本や米国など12カ国の
参謀総長ら軍トップは同日、国軍側に対し「非武装
の市民に軍事力を行使したことを非難する」との共
同声明を発表。日本政府は28日に個別でも声明を
出し、「軍は国民の生命を国外の脅威から守るため
の組織であることを指導部が想起すべき」と、国軍
や警察の部隊が国民が死に至る弾圧を続けているこ
とを強く批判した。 

　27日は国外のミャンマー人にとっても、悲痛な一
日となった。タイで行われた「ミスグランドイン
ターナショナル」最終戦に出場したミャンマーのミ
スインターナショナル、ハン・レイさんは晴れ舞台
のスピーチで涙を流しながら「路上で民主化を叫ぶ
人と一緒にこの舞台で民主化を求める。国際社会の
助けが今すぐに必要だ」と訴えた。 
　地元メディアによると、28日午前もヤンゴン管区
ライン郡区、北西部ザガイン管区モンユワなどでデ
モ活動が行われ、市民が手りゅう弾による攻撃を受
けたもようだ。激しい弾圧を受け、屋外でのデモ活
動は徐々に下火になっている。ただ、人々の悲しみ
と怒りは収まっておらず、ヤンゴン在住の36歳の会
社員女性は取材に対し、「国内は完全に戦場に変
わったが、不法で残忍な軍政に支配されたくはな
い」と話した。 

４月	

4/1	聖木曜日（主の晩餐）ミサ　19:00(東室蘭)	

4/2	聖金曜日		(主の受難)	ミサ	19:00(東室蘭)	
4/3復活徹夜祭　ミサ　19:00(東室蘭)	

4/4復活の主日　ミサ9:30(東室蘭)	登別教会ミサ　

12:00	

	4/9	登別カトリック聖心幼稚園第63回入園式	

4/26司祭月例会　カトリックセンター　13:00	

4/10,4/17,4/24,各土曜日　東室蘭教会ミサ　10:00	

4/8,4/15,4/22,各木曜日　入門講座　18:00	

4/11,4/25,各日曜日　登別教会ミサ　10:00　		

4/16,4/23,4/30各金曜日　入門講座　10	

５月	

5/6.5/13,5/20,5/27	

各木曜日　入門講座　東室蘭教会　18:00	

	5/7,5/14,5/21,5/28	
各金曜日　入門講座　登別教会　10:30	
	5/11(火)	北海道カトリック学園園長会議　

よくある質問 
新型コロナウイルスワクチン接種を受けるための手続きとは？ 

次のような方法で接種を受けることになります。


(1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。


(2) ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。


(3) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。（接種が受けられる場所を参

照）


(4) 電話やインターネットで予約をしてください。


(5) ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類（運転免許証、健康保険

証など）」を必ずお持ちになってください。


なお、接種費用は全額公費（無料）で接種出来ます。


