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人間にはあらゆる欲があり影響は果てしない 

人類が住み続けているこの地球では、多くの民族がそれ
ぞれの場所で、命の喜びを享受しています。ところがその
一方で、諸民族間の根深い対立、紛争、それらから発生
する虐殺、難民、また、身近なところでは親子の断絶、分
裂等、悲惨な出来事も絶えることがありません。どうしてな
んですかね。わたしたち一人ひとりがそのことに気づいて
目覚めれば、平穏な安定した平和な日々を構築していけ
るのでしょうが、・・。ここでも、人間の「欲」があらぬ方向に
「わたし」を引きずり込んでしまっているのでしょうね。 

誰も好んで、国と国の間に、民族間に、身近なところでは
友人間に、また親子間に諍い、争いを起こす人はいない
でしょう。ただ、普通に自己主張しているその先にもたらさ
れているのでしょうね。どうしても個人的なかかわりの際に
は「わがまま」が出てしまうのでしょうか。そして、その「わが
まま」が、国の権力者の場合だと、さらにエスカレートして、
他国へ干渉することになってしまう時、それが「争い」が起
こる発端となり得ます。それこそ「戦争」「大戦」になってし
まいます。 

スポーツにおける「欲と競い」は清々しく 

スポーツの世界で、「競う」ということにおいて、必ず順位
がつきますので勝者がいれば敗者が出ます。やはり、い
つもより高いところを目指し、最後は「勝つ」ことに情熱を
燃やします。その欲があるからこそスポーツ界全体の発展
があるし、個人的にも、技術的、精神的両面において大き
な飛躍を期待できるし、実際そうなっていきます。それまで
の選手本人の苦労は並々ならぬものがあるでしょう。多く
の苦しみを経ての頂です。でも、その苦しみは「明るい苦
しみ(?)」です。頂点を極めようという希望に満ちた心から
の充実があるからです。 

還暦スタイリストから「新しい私」の提案 

一方「贅沢な苦しみ」かもしれませんが、スタイリストの地
曳いく子さんの情報が掲載されていました。(南日本新聞
2022年11月8日朝刊) 

「ババア上等！番外編　地曳いく子のお悩み相談室」(集
英社文庫)を出版したという話です。相談者はある程度年
齢を重ねたミドルエージがほとんどだそうです。その中身
と言えば、「何を着てもどこかおかしい、似合わない!」「白
髪染めはしたくないけど、グレーヘアにする勇気もない」
などの悩みです。なんと「贅沢な悩み」だ、と思われる方が
いらっしゃるかもしれません。そんな悩める人に地曳さん
が繰り返し説くのは、「時代も自分も変わってしまったこと
を直視する姿勢」です。というのは「これさえあれば、という
ルールやアイテムが消えてしまった今は、武士が刀を取り
上げられた明治維新ぐらいの変動期。そんな時代だから
こそ『新しい私』に合うものを探せばいいんです」と地曳さ
んは言われます。 

そして、地曳さんも還暦を超えた今、自身が格好良い「バ
バア」のモデルになろうと突き進まれるそうです。最後に言
われます。「何が好きかわからない人も、何が嫌いなのか
はわかると思う。物でも人でも、まず苦手なところを遠ざけ
ることから始めてはどうでしょうか」と「『新しい私に』合うも
のを」呼び掛けています。 

わたしたち一人ひとりは、それぞれに悩み、苦しみを抱え
て生きています。程度の差こそあれ、「苦しみ」を体験しな
い人はいないでしょう。歴史を遡っても、同じようなことを当
時の人々も体験しています。 

イエス「惑わされないように気をつけなさい」 

イエス時代のユダヤの人々は、「神殿が壊される日が来
る」ということになれば、一大事件なのです。彼らは、エル
サレム神殿こそが、神がとこしえに住まうところと考えてい
たからです。だから、今日の福音書でイエスからそのよう
な話を聞くと、その「徴」を尋ねます。イエスの答えは「惑わ
されないように気をつけなさい」という注意で始まります。
つまり、キリストを信じる者の特徴は「惑わされない」ことに
あるのです。だから、どのようなうわさを聞いても、それらは
起こるに決まっている、それは、神の計画に従った出来事
だからです。神の目的は人類の救いにあります。 

イエスによると、神を信じる人にとって、どのようなことが起
こっても惑わされることはないのです、ということになりま
す。だから、偽キリスト者が登場しても、「戦争とか暴動のこ

2022-2023典礼当番の地区表
11月 12月 2023.1 2023.2

１週 ミサ 白鳥 太平洋 蘭岳 楽山

2週 集会 太平洋 蘭岳 楽山 白鳥

3週 ミサ 蘭岳 楽山 白鳥 太平洋

4週 集会 楽山 白鳥 太平洋 蘭岳

5週 ミサ 太平洋

掃除 蘭岳 太平洋 白鳥 楽山

曜 午　　　前 午　　　後
1 木 キリスト教講座 18:00
2 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
3 土 ミサ 10:00  掃除（太平洋）12月運営委員会
4 日 ミサ 9:30　典礼当番（太平洋）　司祭誕生お祝い会（ティーパーティー）

5 月
6 火 OPC 10：00
7 水 こっとん倶楽部　10:00
8 木 キリスト教講座 18:00
9 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
10 土 ミサ 10:00  掃除（太平洋）キリスト教講座②11:00
11 日 集会祭儀9:30　典礼当番（蘭岳）クリスマス飾り付け　
12 月 司祭月例会、司祭評議会、顧問会議（札幌）
13 火 OPC 10：00
14 水 こっとん倶楽部　10:00
15 木 幼稚園のクリスマス キリスト教講座 18:00
16 金 キリスト教講座（登別教会）10:00　幼稚園クリスマスお祝い会

17 土 ミサ 10:00  掃除（太平洋） 　
18 日 ミサ9:30　典礼（楽山）
19 月
20 火 OPC 10:00
21 水 こっとん倶楽部　10:00
22 木 キリスト教講座 18:00
23 金 キリスト教講座（登別教会）10:00
24 土 降誕祭夜半のミサ20:00　ミニP

25 日 降誕祭ミサ　9:30　典礼（白鳥）ミニパーティー
26 月 司祭忘年会
27 火 OPC 10:00 　
28 水 こっとん倶楽部　10:00
29 木 キリスト教講座 18:00
30 金 聖家族の祝日　ミサ 10:00
31 土 ミサ 10:00（大晦日のミサ）
1 日 ミサ 10:00 神の母聖マリアの祭日　典礼（蘭岳）新年交礼会
2 月 ミサ　10:00
3 火 ミサ　10:00

2022年12月　教会行事予定表

12.1月の主な予定


3日㈯


12月運営委員会 
4日㈰


ライヤ師誕生と霊名の
記念日　茶話会 
11日㈰


クリスマス飾り付け　 

24日㈯


降誕祭夜半のミサ 
20:00 

ミニパーティー 
25日㈰


降誕祭ミサ 
9:30 

ミニパーティー 
30日㈮


聖家族の祝日ミサ 
10:00 
31日㈯


大晦日のミサ 
10:00 

2023.1㈰

新年のミサ 
10:00 

元旦は新年交礼会 
2023.2㈪

ミサ 
10:00 

2023.3㈫

ミサ 
10:00

日曜日の説教



2022年度第7回運営委員会 議事録　　2022年11月6日㈰10:50～12:00 

　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，.11.12.1月の予定	

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	

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、ミニ大掃除（待降節前の大掃除）	

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）、	

　　　　　　　　　ミサ後	待降節の黙想会（指導：蓑島神父様）、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）	

12月　３日（土）　ミサ後12月の運営委員会	

12月　４日（日）　待降節第二主日、ミサ（太平洋地区典礼当番）、ライヤ神父様のお祝い会	

12月１１日（日）　待降節第三主日、集会祭儀（蘭岳地区典礼当番）,例会日、クリスマス飾り付
け	

12月１８日（日）　待降節第四主日、ミサ（楽山地区典礼当番）	

12月２４日（土）　降誕祭夜半のミサ、ミサ後ミニパーティー	

12月２５日（日）　降誕祭、ミサ（白鳥地区典礼当番）、ミサ後ミニパーティー	

12月３０日（金）　聖家族の祝日、ミサ午前１０時（　　地区典礼当番）	

12月３１日（土）　今年最後のミサ１０時（大晦日のミサ）	

１月　１日（日）　神の母聖マリアの祭日、ミサ（蘭岳地区典礼当番）、ミサ後新年交礼会	

１月　７日（土）　ミサ後1月の運営委員会	

１月　８日（日）　主の公現の主日、集会祭儀（楽山地区典礼当番）、例会日	

１月　９日（月）　主の洗礼の祝日、	

１月１５日（日）　年間第二主日、ミサ（白鳥地区典礼当番）	

１月２２日（日）　年間第三主日、集会祭儀（太平洋地区典礼当番）、ミニ大掃除	

１月２９日（日）　年間第四主日、ミサ（太平洋地区典礼当番）、ブロック会議（東室蘭）	
　毎週の行事（変更の場合あり）	

　　・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　ブロック会議(10/30)について（議事録参照）　　	

3.3　財務報告	

　　別添資料参照。特に問題なし。	

４．議　事：	

4.1　ライヤ神父様誕生日(11/7)、霊名の記念日(12/3)のお祝いについて	

１２月４日に実施。内容について検討したが、大勢での会食は難しいので、ティーパーティーを基本
に行うこととした。ティーパーティーの内容は女性部にお願いした。	

4.2		待降節の黙想会について（確認）	

11月20日に蓑島神父様で実施予定。ミサ後、講話をお願いし、午前中で終了する。	

昼食の準備を木山さんにお願いした。時間があれば終了後多少のティータイムをとる。	

4.3　待降節前の大掃除について	

11/13に普段のミニ大掃除よりは丁寧に実施する。ワックスがけはしない。	

4.4	クリスマスの飾り付けについて	

12/11　集会祭儀後に行うこととした。多くの方の協力をお願いする。	

4.5　降誕祭のミサ時間等	

　　１２月２４日（土）は午後８時。１２／２５日（日）は、９時３０分とし、	

　　ミニパーティーは例年通り、２４日は壮年部で、２５日は女性部で準備することとした。	

4.6　年末、年始の予定と聖家族の祝日について（確認）	

　　12/30(金)、12/31（土）、および　１／１～３　とも午前10時　ミサ。	

　　１日のミサ後新年交礼会をする。	

4.7　11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。	

4.8　シノドスへの対応について	
前回での報告を受けて、今後の対応を検討したが、まだ時間があるので、竹原さんの回復後、まずシ
ノドス担当者で相談し、準備の後検討することとした。	

4.9　その他	

　・ライヤ神父様から１０月に開催された、アジア司教評議会の紹介があり、近日中に声明等の発表が
あることが報告されました。	

　・こっとん倶楽部から１０万円の献金がありました。大変感謝です。１万円はエンブリオ基金にお届
けします。	

　・困窮者支援として皆様にお願いしています支援物資のお届け（今年２回目）をし、関係者に大変喜
ばれていることが紹介されました。	

５.ライヤ神父の予定	

	11/20　伊達教会ミサ（蓑島神父様と交代）	

　　12/12　司祭月例会、司祭評議会、顧問会議（札幌）	

	12/26　司祭忘年会	

	12/15　幼稚園のクリスマス　　　　12/16　幼稚園のクリスマスお祝い会	

６．ミサ・集会祭儀の予定	

11/6		ライヤ師　　11/13	集会　　11/20	蓑島師　　11/27	集会　　12/4		ライヤ師　　	

12/11	集会　　12/18	ライヤ師　　12/24	ライヤ師　　　12/25　ライヤ師

とを聞いても」惑わされることはないのだと。それは単に
「始まり」に過ぎないのだからとイエスは言われます。人間
にとって絶望と思わせる現実こそが、イエスを証しするとい
うわたしたちの使命を果たすいい機会になると。 

信仰は日々の鍛錬を重ねながら成長するもの 

別の言い方をすれば、キリスト者といえども歴史の現実か
ら逃れることはできないのです。豊かな信仰の恵みに包ま
れているとしても、苦しみと悲しみのない楽園を保証して
はくれないのです。 

「地曳いく子のお悩み相談室」でのすすめの言葉のよう
に、どうにか気持ちの方向を転換することはできても、苦し
さ、辛さはまた舞い戻ってきます。 

イエス自身も、歴史の中で、その生き方そのものが、その
時の為政者、人々からの影響に翻弄され、挙句の果てに

十字架刑で一生を終えます。周りの人にボロボロにされな
がらも、ご自分の使命を全うされました。イエスの弟子たち
もそうでした。 

それに続く今のわたしたちはどうでしょう。信仰のために迫
害されること、今はないかもしれません。が、日常、信仰者
であるがゆえに、窮屈さとともに苦しさを感じることはある
かもしれません。イエスは言われます。「あなたがたの髪の
毛の一本も決してなくならない」のです。つまり、その時こ
そ、神は「あなた」のもとに留まっているのです、と言われ
ます。この実感を味わってみましょう。 

日々、このような信仰体験を積み重ねることによって、わた
したちの信仰は鍛錬を重ね、より本物に近い、イエスの思
いに近く高められていきます。 

信仰は日々成長するのです。 

この写真、やっと見つけました。


ネットでブロックの４教会の写真を探していたとき。私が

函館から室蘭に来た頃の教会の写真です。ベルタワーは聖

堂と司祭館のつなぐ廊下の中程に立っていました。青年部

のみんなでタワーに足場丸太で骨組みを組み、ベニヤ板で

タワーが隠れるくらいのクリスマスツリーを作ったり、屋

根のペンキ塗りで登ったり走り回った思い出のタワーで

す。十勝沖大地震の時に45度に傾き、すぐに取り壊されて

しましました。　　　　　　広報　岩泉


