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コロナの病気がはやって、モルエラニの町の学校も

お休みになっていたころのお話です。ある朝あや

は、二階の窓から外を見ていました。「鳥みたいに

飛べたら気持ちいいだろうな、どこへでも一直線に

行けるんだもの。いいなあ」心の中でつぶやいたと

き、ばさっと音がして大きな真っ黒なかたまりが窓

の外の柵の上にあらわれまし た 。 そ

のかたまり（それは若いカラス

でした。カラスは体長が50㎝くら

いありますから近くで見るとと

ても大きく感じられます）は言

いました。「気持ちがいいんだ

よ！連れてってあげたいな

あ」どうしたんでしょう、 カラスが

人の言葉を話すなんて。	

あやがびっくりしていると、カ ラスは言いま

した。「フランシス様にお願いしたんだ。一日だけ

でいいから僕も人間と話せるようにしてくださいっ

てね。みんな、カラスを嫌いな人間が多いっていう

んだけど、フランシス様は人間でしょう？だからカ

ラスを嫌がらない人間はほかにもいるんじゃないか

と思ってさ」フランシス様ってだれ？「イタリアに

住んでいた偉いお坊様だよ。動物でも鳥でも虫で

も、それから太陽や水や風とも話ができたんだよ。

フランシス様と話すとだれでも神さまのことがよく

分って、生きる力がわいてくるんだ。カラスの学校

ではみんなフランシス様のことを習うんだよ」	

そしてカロ（というのがこのカラスの名前です）は

ちょっと頭をそらせて目をとじると、フランシス様

が昔カラスたちに教えてくれたことを、話しまし

た。	

ノアの箱舟から一番最初に飛び立ったのは…カラス

でした。預言者エリアを助けに、神さまの命令で一

日に二回食べ物を運んだのも…カラス。そしてイエ

ス様の教えを書いた福音書に出てくるのも…もちろ

んカラスです。イエス様がこう言ったんだって、

「種も蒔かず、刈り入れもせず、納屋も倉も持たな

い。だが神はカラスを養ってくださる」	

「…カラスってすごいのね。私全然知らなかった」

あやが感心すると、カロは「あやちゃんも、フラン

シス様にお願いしたら、ちょっとの間カラスになれ

るんじゃないかな」というのです。そして…	

５分後には、二羽のカラスは町の南を飛

びながら、家々を見下していました。ふ

たりは緑の屋根のきれいな家が気に入った

ので、その家に向って降りてみることにし

ました。家の向かいの電線にとまって窓

を見てみると、家の中には若い男の人

と女の人がいました。ところが二人

はなにかつまらないことでケンカを

しているらしく、つんけんとして、お互

い に そっぽを向いています。男の人はドアの方

を、女の人は窓の方を向いています。女の人はカラ

スを見ると、もっとつんけんした顔になりました。

カロは「そんな嫌な顔をしないでよくみてごらん」

といいながら電線にとまったまま鉄棒をしているよ

うにぐるりと一回転してみせました（こんな遊びを

するカラスは実際にいるらしいです）。びっくりし

た女の人は「ちょっと見て！今カラスが」と思わず

男の人を呼びました。二人のまえで、カロとあやは

電線にとまったまま逆上がりのようにぐるりと回っ

てみせて、飛び立ちました。「あのカラスすごすぎ

る」「動画にとっておけばよかったなあ」と二人が

ケンカを忘れて口ぐちに話しているのが聞こえまし

た。	

次は北に向って飛んでゆくと、今度は、きれいな歌

が聞こえて来ました。十字架のついた素敵な建物で

す。二階の窓辺から中をのぞくと、黒いベールのシ

スターたちが二列に並んで、お祈りをしていまし

た。小さなオルガンに合わせて右側の列のシスター

が歌います「神は失意の人々を支え、その傷を、い

４月 ５月 ６月

１週 ミサ 太平洋 蘭岳 楽山

2週 集会 蘭岳 楽山 白鳥

3週 ミサ 楽山 白鳥 太平洋

4週 集会 白鳥 太平洋 蘭岳

5週 ミサ 蘭岳

掃除 太平洋 白鳥

右の表は 

典礼当番の 

地区表です。 
ミサ・集会祭儀の参
加地区は当分決めま
せん。互いに密にな
らないよう気をつけ
て自由に参加して下
さい。

　　　カラスとあやのちいさな旅　　 
（テレジア・T）	

曜 午　　　前 午　　　後
1 金 入門講座（登別教会）10:30
2 土 ミサ　10:00　運営委員会（ミサ後）　掃除当番（太平洋）

3 日 ミサ  9:30　共同回心式（ミサ中）典礼当番（太平洋）ミサ11:00　共同回心式（ミサ中）典礼当番（白鳥）
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金
9 土 ミサ　10:00　掃除当番（太平洋）
10 日 集会祭儀枝の主日 9:30　典礼当番（蘭岳）
11 月
12 火
13 水
14 木 聖木曜日(主の晩餐) 19:00
15 金 聖金曜日(主の受難) 19:00
16 土 掃除当番(太平洋) 聖土曜日復活徹夜祭19:00ミニパーティー

17 日 復活の主日ミサ9:30　典礼当番（楽山）
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金
23 土 ミサ　10:00　掃除当番（太平洋）　５月運営委員会
24 日 集会祭儀9:30　典礼当番（白鳥）
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土 ミサ　10:00　掃除当番（太平洋）
1 日 ミサ 9:30　典礼当番（蘭岳）2022教会総会

2022年4月　教会行事予定表



2021年度第9回運営委員会 議事録 
2022年3月5日㈯10:40～11:20 

　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：	
　　	
3.1，3.4.5月の予定	
３月　２日（水）　灰の水曜日、ミサ　午後6時	
３月　５日（土）　　ミサ後３月の運営委員会	
３月　６日（日）　四旬節第一主日、ミサ（蘭岳地区典礼当番）、	
　　　　　　　　　ミサ後四旬節の黙想会（指導：ライヤ神父）	
３月１０日（木）　　シノドス、アンケート回答締切り（回収箱へ）	
３月１３日（日）　四旬節第二主日、集会祭儀（白鳥地区典礼当番）、例会日	
３月２０日（日）　四旬節第三主日、ミサ（太平洋地区典礼当番）	
３月２７日（日）　四旬節第四主日、集会祭儀（楽山地区典礼当番）、	
３月３０日（水）　　シノドス、教区への報告締切り	

４月　２日（土）　　ミサ後運営委員会	
４月　３日（日）　四旬節第五主日、ミサ中共同回心式	
　　　　１回目、９時３０分〜（太平洋地区典礼当番）	
　　　　２回目、１１時〜（白鳥地区典礼当番）	
４月１０日（日）　受難の主日（枝の主日）、集会祭儀（蘭岳地区典礼当番）	
４月１４日（木）　聖木曜日（主の晩餐）、午後７時	
４月１５日（金）　聖金曜日（主の受難）、午後７時	
４月１６日（土）　聖土曜日　復活徹夜祭、午後７時、ミニパーティー	
４月１７日（日）　復活の主日、午前９時３０分（楽山地区典礼当番）、ミニパーティー	
４月２３日（土）　　ミサ後５月の運営委員会	
４月２４日（日）　復活節第二の主日、集会祭儀（白鳥地区典礼当番）	
５月　１日（日）　復活節第三の主日、ミサ（蘭岳地区典礼当番）、教会総会	
５月　８日（日）　復活節第四の主日、集会祭儀（楽山地区典礼当番）、例会日	
５月１５日（日）　復活節第五の主日、ミサ（白鳥地区典礼当番）	
５月２２日（日）　復活節第六の主日、集会祭儀（太平洋地区典礼当番）	
５月２９日（日）　主の昇天（祭日）、ミサ（蘭岳地区典礼当番）、ブロック会議（室蘭）	

3.2		財務報告（別添資料あえい）	

収支とも予算を達成できる見通しである。収入は信徒減やコロナ禍もあるが予算を達成できる見通しであ	

り、支出はコロナで活動できないこともあり、予算以下での支出にとどまる見通し。将来に向けての今年	

度の運営基金積立を100万円とする。	

４．議　事：	

4.1　シノドスへの対応について	

先週までの話し合いやアンケート回答を集計し、教区への報告をシノドス担当者にお願いした。	

4.2		四旬節の黙想会及び共同回心式について	

黙想会は３月６日、共同回心式は４月３日。黙想会は３月６日午前のみとする。共同回心式は、午前

中に二回お願いすることとした。時間は、一回目は午前９時３０分から、二回目は午前１１時からと

する。時間分けは特に行わず、都合の良い時間に受けていただくこととした。	

4.3	教会総会について	

４月中は復活祭もあり、総会の開催が難しいので、５月１日（日）ミサ後に行うこととした。総会に

向けての資料の準備は、４月１７日に有志で行う。印刷は岩泉氏にお願いした。	

4.4	４月からのミサ、集会祭儀の典礼当番について	

４月にはコロナの蔓延防止重点措置期間は解除になることが想定されるが、将来に向けてはいつまた

流行が再燃するか不明なので、主日のミサ、集会祭儀の典礼当番は、現状を継続し、毎週の輪番制と

することとした。当番の順番は以下のように考えることとした。	

（案）　月　　　第一（ミサ）　第二（集会）　第三（ミサ）　第四（集会）　第五（ミサ）	
　　　　４　　　太平洋　　　　蘭岳　　　　　楽山　　　　　白鳥	
　　　　５　　　蘭岳　　　　　楽山　　　　　白鳥　　　　　太平洋　　　　蘭岳	
　　　　６　　　楽山　　　　　白鳥　　　　　太平洋　　　　蘭岳	

4.5	その他	

　　・四旬節中の十字架の道行きについて：　	

　　　主日は午前９時１０分から、土曜日は午前９時４０分からとした。	

　　・入門講座：　４月２１日（木）から入門講座に限定せず、新講座として開講する予定	

　　　　　　　　　（ライヤ神父様の計画）　　	

５.司祭の予定	
４月２５日　月例会	

　　２６日　司教顧問会（午前）	

　　　　　　司祭評議会（午後）	

２９日〜３０日　宣教司牧評議会	

６．ミサ・集会祭儀の予定	
3/6		ライヤ師　　3/13	集会　　3/20	ライヤ師　　3/27	集会　　4/3		ライヤ師　　4/10	集会	

4/14	ライヤ師　　4/15	ライヤ師　　4/16	ライヤ師　　4/17	ライヤ師　　4/24	集会　	

やされる」次は左側のシスターが答えるように歌っ

て、交互にお祈りはすすみます。「神は雲で天をお

おい、地に雨を降らせ、野山には若草がもえる。野

のけもの、えさを求めるからすのひなにも、神は食

物を与えられる」ふたりはうれ

しくて顔を見合わせて思わず羽

をバタバタさせてしまいまし

た。シスターたちのなかには窓

の外のカラスに気が付いてにっ

こり笑っている人がいたようで

す。	

「よかったね」と、大喜びで二

人は東に向い、こんどは海辺の

小さな家の屋根にとまりまし

た。その家からは小さなおばあ

さんが一人出てきました。カラ

スを見たら、おばあさんはどん

な顔をするでしょう。おばあさんは「おや、カラス

さんたち、こんにちは」とあいさつをしました。ま

るで毎日カラスと会ってお話ししているような口ぶ

りです。「おばあさん、カラスと話しをしたことが

あるんですか」カロがたずねると、おばあさんはこ

たえました。「そうだねえ、私はこれがはじめてで

すよ。でもね、私が小さな女の子だった時に、お母

さんが教えてくれたことがあってね。カラスが屋根

にとまった時には、よいお客様が来るって。カラス

はすてきなお客様が来るのを伝えてくれる鳥なん

だって。だから、いつでもカラスをみるとうれしく

て挨拶するのですよ」カロは大喜びで「僕たち、そ

んな素敵なお役目もしていたなんて嬉しいです。お

ばあさん、今日もとてもよいお客様が来ますよう

に！」とにこにこ挨拶しました。	

そろそろお昼ごはんの時間が近づいてきて、帰る時

間になりました。二人は西へ飛んで、あやの家に

戻ってゆきました。別れる前にカロはあやにこう言

いました。「じゃあね。今日はあやちゃんと一緒に

楽しかったよ。神さまの御恵みが

ありますように。僕はこれからも

時々飛んでくるよ。そしてあや

ちゃんのところによいお客様が来

るのを知らせるから」あやは、

ずっと手を振って、カロを見送り

ました。	

参考：モルエラニは、「室蘭」の

もとになったアイヌ語の地名。

「小さな坂道を下りた場所」とい

う意味。	

カラスの登場する聖書の箇所は創

世記８章6-7節、列王記上17章4-6

節、ルカ12章24節、詩編147の９。カラスが屋根に

とまってお客様を知らせるのは、アイヌのいいつた

えだそうです。	

東室蘭教会には、すてきなところがたくさんありま

すが、その一つはベネディクト修道院のシスターた

ちがいることだと思います。教会でシスター達の祈

る姿を見ていたら、このお話がうまれました。シス

ターたちの聖ベネディクトもカラスの友達がいたそ

うですから。	


