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✝ 主の平安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月 

　御心の月を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょう

か。 

　いつも心のともしび運動をご支援くださいまして有難う

ございます。 

　心より感謝し御礼申し上げます。 

　今世界では、ウクライナへのロシア軍の侵攻。その争い

の陰に隠れて、アフガニスタンで、ミャンマーで、南沙諸

島で、中東でと、頭が重くなるほど私たちの住む地球の

どこかで争いが起こっています。それら争いの発端は、

正直呆れる程、欲の絡んだ些細なことが原因なのです。 

　どうして人間は、それほど欲張りなのでしょうか。人間に

は他の生物と違って理性が備わっているはずです。その

理性は、“どうなっているのでしょうか”。理性とは「感情に

溺れず、筋道を立てて物事を考え判断する能力」のこと

を言います。また「感覚的能力に対する概念的に思考す

る能力」でもあるはずです。 

　それも神様から授かった先天的認識能力で、理論理

性ともいい、先天的思考能力で実践することのできる理

性を人間は持っているのです。 

　その理性が、個人によって悪用されているのか、壊れ

てしまったのか、どちらかでないと非常識な言動は、生じ

ないはずです。 

　ところが二十一世紀の現代において、世界中に非常識

なことが勃発していることは、人間の本来兼ね備わって

いた良識ある理性が、壊れてしまったとしか考えられませ

ん。 

　ではなぜ壊れてしまったのでしょうか。その原因として、

様々な要因が挙げられるでしょう。しかし、いずれの原因

であっても、それは人間の奥底に潜んでいる“原罪”、自

我、エゴイズムに他ならないでしょう。その自我に気づ

き、自我からの解放を願いながら、この世に与えられた

命を世界の中で、誰もが「善とされる平和」に向かって歩

み続けることを願います。 

　悲嘆、苦悩の涙から、感激、感動に溢れる感謝の心、

喜びの心の涙に変わる世の中になるように心を込めてお

祈りしましょう。 

　後になりましたが、マクドナル神父が帰天した折には沢

山のお祈りをお寄せ頂きましたこと、心より御礼申し上げ

ます。先月、滞りなく納骨式を済ませました。マクドナル

神父は皆様のお祈りを携えて、心のともしび運動に捧げ

たこの地、京都で静かに眠っています。 

心のともしび運動YBU本部 
代表　　松村信也 

職員一同 
ホームページ　https://www.tomoshibi.or.jp 

心のともしび運動YBU本部　Tel 075-211-9341

典礼当番の地区表

６月 ７月 ８月 ９月

１週 ミサ 楽山 白鳥 太平洋 蘭岳

2週 集会 白鳥 太平洋 蘭岳 楽山

3週 ミサ 太平洋 蘭岳 楽山 白鳥

4週 集会 蘭岳 楽山 白鳥 太平洋

5週 ミサ 楽山

掃除 楽山 蘭岳 太平洋 白鳥

6.7月の主な行事


6月12日㈰

三位一体（祭日）


6月19日㈰

キリストの聖体（祭日）


７月３日㈰

７月の運営委員会

（ミサ後）

曜 午　　　前 午　　　後
1 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
2 土 掃除当番（蘭岳）10:00  登別カトリック幼稚園運動会
3 日 ミサ 9:30　典礼当番（白鳥）　7月運営委員会
4 月 北海道私立幼稚園研修会（室蘭ガス文化センター15:00~17:00）

5 火 OPC 10：00
6 水 こっとん倶楽部　10:00
7 木 キリスト教講座 18:00
8 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
9 土 ミサ　10:00　掃除当番（蘭岳）キリスト教講座 11:00
10 日 集会祭儀9:30　典礼当番（太平洋）例会日
11 月
12 火 OPC 10：00
13 水 こっとん倶楽部　10:00
14 木 キリスト教講座 18:00
15 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
16 土 ミサ 10:00　掃除当番（蘭岳）バルナバ竹川透様納骨式
17 日 ミサ9:30　典礼当番（蘭岳）
18 月
19 火 OPC 10：00
20 水 こっとん倶楽部　10:00
21 木 北海道カトリック学園延長会議13:00~15:00(Zoom) キリスト教講座 18:00
22 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
23 土 ミサ 10:00　掃除（蘭岳）アシジのフランシスコ木村正之様納骨式（ミサ後）

24 日 集会祭儀 9:30　典礼当番（楽山）
25 月
26 火 OPC 10：00  司祭顧問会議10:00~(Zoom)
27 水 こっとん倶楽部　10:00 全道カトリック幼保連盟研修大会 13:00~(Zoom)               

28 木 キリスト教講座 18:00
29 金 キリスト教講座（登別教会）10:00 北海道カトリック学園理事会13:00~(Zoom)

30 土 ミサ　10:00　掃除当番（蘭岳）
31 日 ミサ 9:30　典礼当番（楽山）ブロック会議（伊達教会）

2022年7月　教会行事予定表

始まります 

キリスト教講座


「キリスト教講座」が始まりました 
① 毎週木曜日の18:00


② 第2,4土曜日のミサ後 11:00

いずれも約１時間程度。テキストは
同じものを使いますので、どちらに
も出席できますが、進度が違います
ので、固定した方が良いかと思いま
す。希望者は掲示板の申し込み欄に
ご記入下さい。沢山のご参加をお待
ちしております。 

ライヤ フランシス



2022年度第2回運営委員会 議事録 
2022年6月5日㈰10:45～12:30 

　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：	
　　	
3.1，6.7.8月の予定	

６月　５日（日）　聖霊降臨（祭日）、ミサ（楽山地区典礼当番）、ミサ後６月の運営委員会	
６月１２日（日）　三位一体（祭日）、集会祭儀（白鳥地区典礼当番）、例会日	
６月１９日（日）　キリストの聖体（祭日）、ミサ（太平洋地区典礼当番）	
６月２６日（日）　年間第十三主日、集会祭儀（蘭岳地区典礼当番）、	
７月　３日（日）　年間第十四主日、ミサ（白鳥地区典礼当番）、ミサ後７月の運営委員会	
７月１０日（日）　年間第十五主日、集会祭儀（太平洋地区典礼当番）、例会日	
７月１７日（日）　年間第十六主日、ミサ（蘭岳地区典礼当番）	
７月２４日（日）　年間第十七主日、集会祭儀（楽山地区典礼当番）	
７月３１日（日）　年間第十八主日、ミサ（楽山地区典礼当番）、ブロック会議（伊達）	
８月　７日（日）　年間第十九主日、ミサ（太平洋地区典礼当番）、ミサ後８月の運営委員会	
８月１４日（日）　年間第二十主日、集会祭儀（蘭岳地区典礼当番）、例会日、共同墓参	
８月２１日（日）　年間第二十一主日、ミサ（楽山地区典礼当番）	
８月２８日（日）　年間第二十二主日、集会祭儀（白鳥地区典礼当番）	

	3.2		苫小牧地区連絡協議会報告(5/15)記録参照	

　静内教会の進行で開催。神父様の挨拶の後、地区・ブロック及び各教会の報告があり、各教会と
もコロナの影響を受け、十分な活動が出来ていない状況が報告された。	
　その後協議事項として、各教会のシノドスへの対応が報告されたが、今後の取り組みにまでは議
論は進まなかった。	

　その他の協議事項では、信徒大会の開催は当番教会の苫小牧教会に、開催・中止を含め一任す
る。女性大会、小林神父様の金祝の祝賀会は当面開催を見合わせることとした。	

　また、ミサ中の聖歌の唱和の可否が話題になり、司教館に問い合わせることとなった。宣司評の
委員の改選の時期に当たり各ブロックで推薦することとなった。	

3.3　ブロック会議報告(5/29)記録参照	

　室蘭教会の進行で開催。神父様の挨拶の後、地区・ブロック及び各教会の報告があった。また宣司
評委員の万代さん（伊達教会）から前回宣司評の報告とシノドス纏めの紹介があった（資料）。その
後宣司評委員の推薦などが協議された。	

（追記）宣司評の委員について、東室蘭教会からとの依頼があり、ライヤ神父様との相談の上、本人
の了解を得て、山田淳氏にお願いした。本来ならば運営委員会で相談すべきであったかと思います
が、６月1日付けの任命となり、急遽対応した。因みに、苫小牧ブロックの委員は、苫小牧教会の大江
邦雄氏。	

3.4　財務報告（別添資料参照）	

　　　４月５月の報告があったが、収入支出とも問題は無かった。	

４．議　事：	

4.1　教会の門柱について		

　資料を参照して櫻庭さんから説明があり検討をした。教会ホールの壁の看板は字体をゴシック体と
することにしたが、道路脇の立て看板は決まらず、	

イ、十字架を付けること　　ロ、字体は壁の字体と同じとすること　　	

ハ、基礎が十分か、高さに比べ根入れが短くないか、傾くなどの不具合が起きないか　　	

ニ、目印の機能は十分か、樹木が葉をつけた時も目印になるかを、櫻庭さんから再確認していただ
き、来月もう一度検討することとした。	

4.2		共同墓参について	

　　室蘭教会との相談になるが、８月１４日（日）午後２時、現地集合としたい。	

　　当日先月帰天された池田さんの納骨をする。銘の彫刻は教会の負担として行う。	

4.3		６月からのミサ、集会祭儀の典礼当番について（確認）	

　　　　４ページに一覧表があります。　　　	

　　　　　掃除当番は、６月：楽山地区　　７月：蘭岳地区　　８月：太平洋地区　　９月：白鳥地区	

　　　　　当面、ミサ・集会祭儀の当番は週ごととし、掃除当番は月ごととすることとした。	

4.4　	規約の見直しについて（昨年度からの申し送り事項）	

　　課題をもとに検討し、以下のように決定した。	

　　・役員選挙で同票の場合の取扱いを明記する。	

　　　　年長者とする。・・選考規程に追記する。	

　　・傷病見舞金など、教会会則の見直しについては、いろいろ検討したが、当面抜本的な改定はせず、	

傷病見舞金について入院期間を２週間以上として、年間１度のみとすることとした。	

　　　金額等は変更せず。	

　　・葬儀、その他の手伝いのときの礼については、現行のようにオルガンのみ１回3，000円とし、その	

　　　他は交通費を考えることとした。交通費は実費とし一日1，000円程度とすることとした。	

　　・教会会則の見直しについては、現在の教会会則と実際の運営は必ずしも一致していないものの、可	

能な限り多くの信徒の参加により、教会活動を実施すことが出来るよう、当面大きな修正はせず、
現在の会則で運営することとした。	

５.司祭の予定	
6月　９日（木）　幼保連盟理事会15：00〜17：00（Zoom）	

			１４日（火）〜１６日（木）全道司祭大会（北広島市）	

			２５日（土）　宣教司牧評議会(Zoom)	

７月	２日（土）　登別カトリック幼稚園　2022年度運動会　12時まで　　この日のミサなし	

　　	４日（月）　北海道私立幼稚園研修会　室蘭ガス文化センター　15：00〜17：00	

　	２１日（木）　北海道カトリック学園園長会議　13：00〜15：00（Zoom）	

　	１６日（土）　バルナバ竹川亨様納骨式　10時ミサ後	

　	２３日（土）　アシジのフランシスコ木村雅之様納骨式　10時ミサ後、キリスト教講座休み	

　	２６日（火）　司教顧問会議　10：00〜（Zoom）	

　	２７日（水）　全道カトリック幼保連盟研修大会　13：00〜17：00（Zoom）	

　	２９日（金）　北海道カトリック学園理事会　13：00〜15：00（Zoom）　	

６．ミサ・集会祭儀の予定	

6/5		ライヤ師　　6/12	集会　　6/19	ライヤ師　　6/26	集会　　	
7/3		ライヤ師　　7/10	集会　　7/17	ライヤ師　　7/24	集会　　7/31	ライヤ師

初夏の６月も半ばというのに寒い日が続いています。それ

でも教会前の芝生は松岡さんの2回目の芝刈りです。何も

しなくとも成長しますね、雑草は。


左の写真は常松さんが作成したプランターのスタンドで

す。これで風がふいても大丈夫ですね。


