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1. これからの札幌教区のシノドスの歩み


　札幌教区の各小教区の皆さんと、 教区宣教司牧評議会のご協力により、2022年6月に札幌教区としての


「シノドス報告書」を無事作成するに至りました。 シノドスチーム一同§心からお礼を申し上げます。 シノ

ドスの歩みはこれで終わりではなく、むしろ「ここから始まる」という気持ちを新たに、 今後の歩みにつ

いて、この第3報でお知らせしたいと思います。


　札幌教区には、さまざまな規模や状況の教会共同体があります。 それぞれが向かうところはひとつとし

ても、その歩みは一様ではありません。 それは 「未来へ向かう歩み」においても言えるのではないでしょ

うか。 昨年 「質問票」に取り組めた共同体も、 それが叶わなかった共同体も、同じ教区に生きている家族

として、ここからまた共に歩みましょう。 本報では、 その歩みを進めるための提案をさせていただきま

す。


2. 共同体の目標設定にむけて


　以下のようなプロセスで、各共同体で歩みを進めていってはどうでしょうか。


① 分かち合いを通して、それぞれの小教区で「大切なもの」を三つ見つけ出して挙げてみましょう。 

　教区でまとめた 「札幌教区シンドス報告書」 と、 それぞれの小教区から教区に提出された 「シノドス

の結果とりまとめ」をもとに、それぞれの小教区であらためて「これからも自分たちの教会が歩み続けて

行くために、何が必要なのか」を分かち合いましょう。 (例「誰と共に歩むのか」など。)


　その分かち合いを通して見えてきたものをもとに、 それぞれの小教区において「大切なもの」を三つ見

つけ出してみましょう。 必ずしも「三つ」にこだわる必要はありませんが、 多くても三つにしぼること

で、実行しやすい目標になるかと思います。


② 共同体で考えた 「大切なもの」を実現するためにできることを、皆で話し合いましょう! 

　具体的で現実的な 「実行方法」を考えてみましょう。 「今、わたしたちにできること」を探し、実践す

ることが大切です。 どんなに小さなこと、 簡単なことでもかまいません。また、すでに行っている活動で

も構いません。


③ それぞれの共同体の 「大切なもの」と「実行方法」について、互いにシェアしましょう! 

大きさや状況の違う札幌教区の各共同体がどのようなことを思い、 どのような歩みを考えたのか、互


いに伝え合い、 分かち合うことで、 札幌教区の家族としてひとつになりましょう。


典礼当番の地区表
９月 10月 11月 12月

１週 ミサ 蘭岳 楽山 白鳥 太平洋

2週 集会 楽山 白鳥 太平洋 蘭岳

3週 ミサ 白鳥 太平洋 蘭岳 楽山

4週 集会 太平洋 蘭岳 楽山 白鳥

5週 ミサ 白鳥

掃除 白鳥 楽山 蘭岳 太平洋

ミニ大掃除

９月は18日に実施予定す。 
１０月から第４日曜日に全
員で掃除をすることになり
ました。 
従いましてその前日の土曜
日の地区の掃除はありませ
ん。

キリスト教講座

午後の部① 
毎週木曜日 
18:00 

午前の部② 
第２、４土曜日 

11:00

ご一緒 
しませんか 
こっとん倶楽部


毎週水曜日 
10:00 

0PC


パソコン教室

毎週火曜日 
10:00~12:00

OPC
カトリック東室蘭教会パソコンクラブ

共に歩む

曜 午　　　前 午　　　後
1 土 ミサ 10:00  山口林蔵様追悼ミサ　掃除（楽山）・
2 日 ミサ 9:30　典礼当番（楽山）　10月運営委員会
3 月
4 火 OPC 10：00
5 水 こっとん倶楽部　10:00
6 木 キリスト教講座 18:00
7 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
8 土 ミサ 10:00　掃除（楽山）キリスト教講座②11:00
9 日 集会祭儀9:30　典礼当番（白鳥）例会日　
10 月
11 火 OPC 10：00
12 水 こっとん倶楽部　10:00
13 木 キリスト教講座 18:00
14 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
15 土 西胆振幼稚園研修会（文化センター）掃除（楽山）ミサなし
16 日 ミサ9:30　典礼当番（太平洋）
17 月
18 火 OPC 10：00
19 水 こっとん倶楽部　10:00
20 木 キリスト教講座 18:00
21 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
22 土 ミサ 10:00　キリスト教講座 ②11:00
23 日 集会祭儀 9:30　典礼当番（蘭岳）ミニ大掃除
24 月
25 火 OPC 10：00 　
26 水 こっとん倶楽部　10:00
27 木 キリスト教講座 18:00
28 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
29 土 ミサ 10:00  掃除（楽山）西胆振幼稚園研修会（文化センター）

30 日 ミサ9:30　典礼当番（白鳥） ブロック会議（登別）
31 月

2022年10月　教会行事予定表



2022年度第5回運営委員会 議事録　　2022年9月4日㈰10:40～11:45 

　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：	
3.1，9.10.11月の予定	
９月　４日（日）　年間第二十三主日、ミサ（蘭岳地区典礼当番）、ミサ後９月の運営委員会	
９月１１日（日）　年間第二十四主日、集会祭儀（楽山地区典礼当番）、例会日	
９月１８日（日）　年間第二十五主日、ミサ（白鳥地区典礼当番）、	

敬老の日お祝い、教会内外の清掃	
９月２５日（日）　年間第二十六主日、集会祭儀（太平洋地区典礼当番）	
10月　１日（土）　故クリストファー山口林蔵様追悼ミサ午前10時	
10月　２日（日）　年間第二十七主日、ミサ（楽山地区典礼当番）、ミサ後10月の運営委員会	
10月　９日（日）　年間第二十八主日、集会祭儀（白鳥地区典礼当番）、例会日	
10月１５日（土）　ミサはありません。	
10月１６日（日）　年間第二十九主日、ミサ（太平洋地区典礼当番）	
10月２３日（日）　年間第三十　主日、集会祭儀（蘭岳地区典礼当番）、ミニ大掃除	
10月２９日（土）　ミサ午前10時	
10月３０日（日）　年間第三十一主日、ミサ（白鳥地区典礼当番）、ブロック会議（登別）	

11月　６日（日）　年間第三十二主日、ミサ（白鳥地区典礼当番）、ミサ後11月の運営委員会	
　　　　　　　　　　七五三のお祝い	
11月１３日（日）　年間第三十三主日、集会祭儀（太平洋地区典礼当番）、例会日、	
11月２０日（日）　王であるキリストの祭日、ミサ（蘭岳地区典礼当番）、地区連絡会（苫小牧）	
11月２７日（日）　待降節第一主日、集会祭儀（楽山地区典礼当番）、ミニ大掃除	

　毎週の行事	
　　・火曜日午前１０時～　OPC（パソコン教室）	
　　・水曜日午前１０時～　こっとん倶楽部	
　　・木曜日午後６時～　　キリスト教講座	
　　・土曜日午前１０時～　ミサ、　その後第二及び第四土曜日はキリスト教講座	

3.2		財務報告	
　　別添資料参照。収入は予定より集まりが良いが、１年間分を前納する方もおられることも影響してい	
　　る。今のところ問題はない。	

４．議　事：	

4.1　教会の門柱について		

前回内容で発注することにしているが、最近業者との連絡がつかないので、再度連絡中とのこと。	
櫻庭氏に対応をお願いする。	

4.2		秋の教会内外の清掃について	
９月第三週（9/18）に実施予定（天候が悪くなければ）。	
９月はミニ大掃除もこの日に兼ねて行う。ルルド周りの木の枝の伐採など。聖堂をこっとん俱楽部で
用意のフロアーモップ（？）を用いて清掃を行う。	

4.3　ライヤ神父様誕生日(11/8)、霊名の記念日(12/3)のお祝いについて	

　		日程は待降節の黙想会との兼ね合いで決めるが、内容は、女性部に持ち帰り可能な食事を用意して	
　　いただいて、当日の状況を判断して、会食をするかどうか決める。	

4.4　待降節の黙想会について	

蓑島神父様に依頼し了解を得ているが、日程が未定。伊達教会の予定と調整中。	

4.5　聖堂への空気清浄機（Airｄog）の導入について	

この機種は対面販売がなく、アフターサービスなどの課題や費用対効果の状況が分からないで、種々
検討したが、当面は見合わせることとした。	

4.6　９月からのミサ、集会祭儀の典礼当番について（確認）４ページの表をご覧ください	

4.7　その他	

　　　・シノドス関連：山田淳氏からシノドスに関する最近の情報と教区の報告書の提供があり、対応を協
議した。まずは報告書をよく見ておくことと、10月１日に担当責任者の連絡会があるので、その結
果を受けて、次回の運営委員会で当面の対応を協議することとした。	

　　　・敬老の日への対応：例年通り、90歳以上の高齢者に記念品とお祝いのカードを贈ることとした。９
月18日のミサ後、ミサに出席の方には司祭からの祝福。（６名の予定）（女性部担当）	

　　　・七五三のお祝いへの対応：小学生以下のお子さんに案内を出し、11月６日のミサ後、プレゼントと
司祭からの祝福。（10名程度：ミサ出席者のみ？）（女性部担当）	

　　　・カリスの「現金盗難補償制度」への対応：教会の現金が盗難にあうことがあり、この場合の補償を
する制度を検討するとの趣旨であったが、今のところ当教会では必要がないので、検討しないこと
とした。	

５.ライヤ神父の予定	

9/06　交通管理者講習会（蓬莱殿）	
9/09　北海道カトリック学園理事会（Zoom）	
9/13　北海道カトリック学園園長会	

　　	10/15　西胆振幼稚園研修会（ミサなし）（室蘭ガス文化センター）	
　　	10/29　西胆振幼稚園研修会　ミサあります（室蘭ガス文化センター）	

６．ミサ・集会祭儀の予定	

	9/4		ライヤ師　　9/11	集会　　9/18	ライヤ師　　9/25	集会　　	

10/2		ライヤ師　　10/9	集会　　10/16	ライヤ師　10/23	集会　　10/30　ライヤ師　	

3. 今後のシノドスの歩みスケジュール


2022年　　　　9月　　　シノドス報告書及び、シノドスの歩み第3報を送付。


　　　　　　１０月	 　　オンラインでシノドス担当者説明会開催 


2023年	 　5月　　  各小教区の「大切なもの」 と 「実行方法」 を教区に報告。


　　　　６〜10月　　  各地区宣司評やブロック等の単位での共有。


　　　　　　11月	 　　教区宣司評にて各地区内小教区の目標や活動について報告し共有する。


4. シノドス結果報告会、 およびシノドス担当者説明会


　札幌教区として提出した 「シノドス報告書」 の報告会、 今後のシノドスの歩みについて説明をするた

めに、シノドス担当者説明会 (Zoom) を開催します。 各共同体のシノドス関係者はご参加ください。 もし

参加できない場合は、代理の方の出席をお願いします。


オンライン会議のZoom リンクは、 近くなったら改めてご案内します。


以前の担当者が変わる場合、連絡先を含めてシノドスチーム窓口 (佐久間)までご連絡ください。


5. 送付物


　各共同体には、以下の文書を送付しています。


1) 「札幌教区シノドス報告書」


2) 本紙¢シノドスへの歩み-第3報」


6. お問い合わせ先


シノドスに関する質問や、 分かち合いの進め方については、下記窓口までお気軽にお問い合わせを。


わたしたちの歩みの上に、聖霊の豊かな導きがありますように。


札幌教区シノドス・チーム[佐久間力神父、荒木関充、Sr宮崎妙子]


日時: 2022年10月1日 (土)午前10時からオンラインにて

窓　口：佐久間力神父 (札幌教区シノドス担当司祭)


電　話：011-241-2785(教区事務局 火曜・木曜のみ) 0123-26-0654 (千歳教会)


携　帯： 090-9437-5243


メール： ricky.lao1973@gmail.com


