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３．報　告　　3.1　6月、7月の予定3.1 新年度の役員 
　　3.1 新年度の役員 

主	任	司	祭　　ライヤ　フランシス	神父	
修道者代表　　Sr, 藤井　泰子 
運営委員長　　松岡　健一 
副 委 員 長　　竹原　徳男，　　高科美智子 
監　　　事　　竹川　　亨，　　杉岡　正敏 
壮　年　部　　(部　長)　竹原　徳男　　(副部長)　野呂　利一 
女　性　部　　(部　長)　香島のり子　　(副部長)　常松　靖子 
青　年　部　　(部　長)　　　　　　　　(副部長)　 
財 務 委 員　　(委員長)　岩泉　盛典　　(副委員長)　宮坂千代子 
典 礼 委 員　　(委員長)　高科　　優　　(副委員長)　松阪谷弘子 
事業奉仕委員　　(委員長)　松岡　博子　　(副委員長)　久下　總子 
施 設 委 員　　(委員長)　山口　林蔵　　(副委員長)　儀福　範雄 
広 報 記 録　　(委員長)　山田　　淳　　(副委員長)　川村その美 
総 務 委 員　　松岡　健一 
地 区 委 員　　(蘭　岳) 　岩泉　盛典　　(楽　山)　櫻庭　靖尚 
　　　　　　　(太平洋)　 竹原　徳男　　 (白　鳥)　 横田久美子 
典 礼 委 員 　（蘭　岳）　岡本　眞美、Sr. 小野　　 
                   （楽　山）　杉岡　亜美、香島のり子 
　　　　　　 （太平洋）　竹原　徳男、松阪谷弘子　 
                   （白　鳥）　横田久美子、松岡　博子 

　　3.2	６，７月の予定	
（ただし当面は活動自粛のため休止）	

　６月　６日（日）　キリストの聖体の主日（祭日）、運営委員会	

　６月１３日（日）　年間第十一主日、（壮年部、女性部例会）	

　６月２０日（日）　年間第十二主日、（父の日の祝福，ミニ大掃除）	

　６月２７日（日）　年間第十四主日	

　７月　４日（日）　年間第十五主日、運営委員会	

　７月１１日（日）　年間第十六主日、（壮年部，女性部例会）	

　７月１８日（日）　年間第十七主日	

　７月２５日（日）　年間第十八主日	

　８月　１日（日）　年間第十九主日、運営委員会	

　　　3.3	財務報告	

　　別添資料参照

コ
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2021年度６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 6月 7月 8月 9月

第１主日 ミサ 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 楽山・蘭岳 太平洋・白鳥 太平洋・白鳥 蘭岳・楽山

第３主日 ミサ 楽山・白鳥 白鳥・蘭岳 白鳥・太平洋 蘭岳・楽山

第４主日 集会 白鳥・太平洋 蘭岳・楽山 楽山・蘭岳 太平洋・白鳥

第５主日 ミサ 太平洋・楽山

掃除当番 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋

（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	

２０２１年度第１回運営委員会議事録 
2021年6月6日　時　　分～　　時　　分（開催せず）

曜 午　　　前 午　　　後
1 木 入門講座　18:00
2 金 入門講座（登別教会）10:30
3 土 ミサ　10:00　掃除当番楽山地区　運営委員会　
4 日 ミサ9:30（太平洋・楽山参加）
5 月
6 火
7 水
8 木 入門講座　18:00
9 金 入門講座（登別教会）10:30
10 土 ミサ　10:00　掃除当番楽山地区　
11 日 集会祭儀9:30　（太平洋・白鳥参加）登別教会ミサ　10:00
12 月
13 火 全道司祭会議
14 水
15 木 入門講座　18:00
16 金 入門講座（登別教会）10:30
17 土 ミサ　10:00　　
18 日 ミサ 9:30 （白鳥・蘭岳参加） 
19 月
20 火
21 水
22 木 入門講座　18:00
23 金 入門講座（登別教会）10:30
24 土 ミサ　10:00　掃除当番楽山地区　　
25 日 集会祭儀9:30（蘭岳・楽山参加）登別教会ミサ　10:00
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土 ミサ　10:00　掃除当番楽山地区　　
1 日 ミサ9:30（楽山・蘭岳参加）

2021年7月　教会行事予定表

　みなさん、お元気ですか？
このコロナ、いつになったら
治るのでしょうか。

　大方の方はワクチン接種の
案内が来たことでしょうね。
終わった方もいるのでは。

　季節だけは我々には関係な
く移っていきますね。もう半
年です。

　常松さんご夫妻が、教会メ
インストリートと花壇、司祭
館裏の花壇に、マリーゴール
ドを植えて下さいました。ル
ルドのツツジも満開です。

　御聖体訪問はいつでもでき
ますので見てやって下さい。




4.2 今年度のテーマ 
　　　「コロナ禍を生きる教会」 

コロナ禍の中で教会は何ができるかを考える
一年 

4.3 合同パーティーについて 

緊急事態宣言が解除になり教会活動の再開
の後に実施 

4.4 レクレーションについて 

緊急事態宣言が解除になり教会活動の再開
の後に検討 

4.5文化祭について 

緊急事態宣言が解除になり教会活動の再開
の後に検討 

4.6 バザーの日程について 

緊急事態宣言が解除になり教会活動の再開
の後に実施 

最近のワクチン状況によると９月は安定しそう
に思えるので、簡単でも実施したい。 

　　　　９月２６日を予定 

4.7 共同墓参 

室蘭教会との調整が必要ですが、８月８日か９
日（山の日）はどうか 

4.8 その他 

５．司祭の予定 
　5.1	ライヤ神父様の予定　	

司祭会議等あるが、オンラインが多く、在蘭が
基本。 

　　5.2ミサ・集会祭儀の予定（未定：当分休止） 

6/6ライヤ師　　6/13集会　　6/20ライヤ師　　 

6/27 集会　　 

　　7/4ライヤ師　7/11集会　7/18ライヤ師　 

　　7/25集会

　４．議　事： 

　　4.1 年度行事の分担について 

（ただし当面は活動自粛のため休止ですが、再開された場合の

担当） 

子供の日（５月　６日）	 祝　福（休止） ...............................

マリア祭（５月　６日）	 典　礼（休止） .................................

母の日（５月　　日）	 祝　福（休止） ...................................

合同パーティー（未定）	 女性部・壮年部（休止） ................

父の日（６月１７日）	 祝　福（休止） ...................................

合同墓参（８月１１日山の日？）	 典　礼 ............................

聖母の被昇天（８月１５日）	 典　礼 ...................................

ザックバランの会（１０月、２月）	 運営委員会 .....................

敬老の日（９月１６日）	 祝　福 ..........................................

バザー（９月２６日）	 運営委員会 .....................................

レクリエーション（　　月　　日）	 事業奉仕 ..........................

神父様誕生茶話会（１１月７日）	 女性部 ...........................

七五三（１１月　７日）	 女性部・典礼 .................................

文化祭（１１月　日）	 事業奉仕 ........................................

神父様霊名記念日（１２月３日）	 女性部 ...........................

待降節黙想会（　　月）	 事業奉仕 ...................................

共同回心式（　　月）	 典　礼 ...........................................

降誕祭（１２月２４，２５日）	 典礼，壮年部，女性部 .............

新年会（１月　　日）	 女性部 ...........................................

四旬節黙想会（３月）	 事業奉仕 ......................................

共同回心式（３月）	 典　礼 ..............................................

聖週間の行事（４月１０日～４月１７日）	 典　礼 ..................

復活祭（４月１６日，１７日）	 壮年部，女性部　 ...................

教会総会（４月２４日）	 運営委員会 .................................

ブロック壮年大会（６月　　日）	 当番：壮年部（休止） ..........

地区女性大会（９月　日　？）	 当番：女性部（休止） ...........

ブロック夏期学校（８月　　　　　）　	 担当者（休止）.............

2021年6月6日


人は、やはり働いていることで充実感を味わい、生

きていることの実感を抱き、さらに飛躍しようとす

る前向きな気持ちになれるものだなと思っていま

す。言い方が妥当かどうかわかりませんが、人の成

長もここにかかっているのではないでしょうか。


人の成長は働いていることの充実感から


さらには、自分の働きがあって誰かの役に立ち、喜

ばれていることが自分自身に伝わってくると、さら

に前へと自分を押し出す内なるエネルギーが湧いて

きます。これが次から次へと増大していくとき、

「わたし」の充実感が「わたしたち」の生きる充実

感となって、周りの人々を変えていきます。いや、

自ずと変わっていくものです。


静岡県熱海市の山中に木を伐採するチェーンソーの

けたましい音が響き渡っているそうです。間伐など

の森林保全活動に取り組んでいるNPO法人「熱海キ

コリーズ」(同市)の面々です。熱海市主催の林業研修

などに参加した15人ほどが2016年に設立した法人で

す。(南日本新聞2021年5月28日朝刊)　得られた間伐

材は市内のカフェやレストランに販売。加工業者

や、時にはメンバー自身の手によって家具や食器に

姿を変えます。


熱海キコリーズの最大の特長は、20人のメンバー全

員が普段は別の仕事をしているということです。代

表の能勢友歌さん(39歳)は「異業種の人が関わること

で発想が多様になる」とその意義を強調します。


林業で35歳未満の割合が増加する理由は


林野庁によると、林業従業者の数は徐々に減少して

いるとのこと。しかし一方で、35歳未満の若者の割

合は増加しているのです。2015年は1990年の約3倍

に当たる17％を記録しています。多くの産業で若者

の割合は減っているのに、林業だけが違うというの

も珍しい傾向ではないでしょ

うか。


それには、各企業の取り組み

が功を奏しているといえま

す。あきる野市(東京)の森林

整備業「山武師」は、都会的

な雰囲気の海外製の作業着を

導入しています。「格好いい

林業」を目指し、森の中で

チェーンソーなどを手にポー

ズをとる写真を会員制交流サ

イト（SNS）に掲載していま

す。代表取締役の森谷隼斗さん(30歳)は「見た目から

興味をもってくれる人を増やしたい」と話していま

す。


また、田辺市(和歌山)の育林業「中川」の創業者、中

川雅也さん(38歳)は、「きつくて危険というイメージ

を変えたい」との思いを胸に2016年に独立し、けが

のリスクを減らすためドローンを活用したり、給与

は日当制にしたり兼業しやすい環境を整備したそう

です。最近は20代の社員も活躍しているとのこと

で、「今いる若者も将来は独立して、それぞれの形

の林業を実現してほしい」と期待を込めて語ってい

ます。


3K脱却に本腰、目標から目をそらさずに


林業を手掛ける各地の会社や団体が「３K(きつい、

汚い、危険)」からの脱却に本腰を入れている結果

が、若者の割合増加につながっています。徐々に増

加していくからこそ本物なのではないかと感じま

す。時の流れとともに、働きそのもの、そのやり方

等にも変化が生じ、流れを前に戻すのではなく、新

たな道筋を作り出していくことが、今に生きている

わたしたちの役割ではないでしょうか。働きの実り

がすぐにあらわれることはなくても、目標から目を

そらさずに進んでいくとき、見えてくるのではない

でしょうか。


今、イエス・キリストの受難、復活、昇天、聖霊降

臨の祝日を過ごし、今日はご聖体の主日です。聖体

の制定は、みなさんご存知のように最後の晩餐の席

でのことでした。人間の醜さゆえの十字架刑、ユダ

の裏切り、ペトロの三回にわたるイエス否認のでき

ごと等、これらのことすべてをご存知の上での制定

でした。


イエスの活動の原点は、天の御父の「愛」


何も殺されるような理由など何一つないのです。そ

れよりも、社会の底辺で苦しみ、重荷を背負わされ

ている人々にとっての、本当の救い主だったので

す。そして、イエスのすべての活動を動かす原点に

あったものは、天のお父

の愛でした。ところ

が、それらはことごと

く人々の誤解を招き、

イエスの本当の姿を、

その人格を正しく受け

止めることができる人

はいませんでした。結

果として、わたしたち

は、自分たちを救って

くれるその愛を、業を

知らないうちに拒んで

しまっていたのです。さらに、邪魔な存在者として

排斥してしまったのでした。聖体制定の夜は、人間

のもろさ、醜さが極限に表面化した時であったので

す。


イエスは、人の弱さ、もろさ、卑怯さ等、よくご存

知です。だからこそ、あり方を変えてわたしたちと

ともにいようとされました。人に裏切られたにもか

かわらず、聖体の姿を通してわたしたちと一人ひと

りの歩みと一体になろうとなさいます。人が望みさ

えすれば、寄り添ってくれます。人はイエスに近づ

きやすくなりました。イエスもわたしたちの中に飛

び込んでこようとなさいます。いつでもわたしたち

を救おうとなさるイエスの心に感謝するとともに、

それにこたえようとするわたしたち一人ひとりを目

指したいですね。


聖体制定はイエスの優しさの具体的な現れ


日本の林業の世界で、だれもが関わりやすくなって

きた姿、特に若者に受け入れられている現実は、そ

の世界をさらに発展させる力を感じます。その魅力

を絶やさないように、・・。


信仰の世界で、聖体の制定は、まさに、誰からも受

け入れられるわたしたちに身近な、神の愛、イエス

のやさしさの具体的やり方です。一片のホスティ

ア、拒もうとすればいとも簡単にできます。それで

も、そのやり方にこだわったのが神なのです。


わたしたちならどうするでしょう?



