
登別教会 50年の歩み 
 

年  月 事  項、 行  事、そ の 他 

昭和 34年(1959)11月 

 

 

        12月 

        〃 

献堂式(11/3)、札幌教区富沢孝彦司教により聖別、イエスのみ

心に奉献、東室蘭教会の巡回教会として発足、移籍信者 41名 

主任司祭ゴールマン神父、助任司祭デレニイ神父 

初クリスマスミサ・パーティ 

幌別初めての聖劇(12/26、富士館) 

昭和 35年(1960) 5月  

7月  

教会学校の初遠足(5/5) 

デレニィ神父転任、グラム神父、助任司祭として東室蘭教会に

着任 

昭和 36年(1961) 4月 

10月 

〃 

場崎柔晨神父の初ミサ(4/19) 

室蘭地区聖体行列（ベネディクト学院 → 東室蘭教会） 

聖堂にご聖体安置 

昭和 37年(1962) 3月 

        12月 

田中絹子伝道婦、修道院に入会のため退職 

斎藤征一氏、伝道師として着任 

昭和 38年(1963) 

                8月 

                 〃 

        9月 

来馬川川原での炊事遠足 

ゴールマン神父転任、ウォルシュ神父、東室蘭教会主任司祭と

して着任 

斎藤征一伝道師退職、グラム神父、休暇により一時帰米 

昭和 39年(1964) 4月 

 

 

        6月 

        8月 

         〃 

        9月 

        12月 

カトリック幌別聖心教会として独立 

初代主任司祭としてグラム神父着任 

泉 隆 伝道師、三重県四日市市の教会より着任 

キリシタン展開催（於 登別体育館） 

信徒会設立総会開催、初代会長として場崎重喜氏を選出 

教会独立後の初めての洗礼式と初聖体式(8/15) 

司祭館完成 

教会独立後初のクリスマスと洗礼式(12/25) 

昭和 40年(1965) 1月 

                4月 

         〃 

               10月 

                         

黙想会、ライアン神父指導 

新典礼による対面式ミサを開始(4/7) 

教会独立後初の復活祭と幼児洗礼(4/18) 

第 10回室蘭地区聖体行列（10/3、聖堂前にて降福式後、幌別中

心街を一巡、途中役場前でも降福式） 

昭和 41年(1966) 1月 

        2月 

        6月 

 

        9月 

信者数 82名 

黙想会、ガブリエル古田神父指導(2/13) 

幌別若草幼稚園を買収、幌別カトリック聖心幼稚園として発足 

（所有権移転登記は 8月 17日付）。初代園長、グラム神父 

堅信式 



         〃 幌別カトリック聖心幼稚園披露パーティ 

昭和 42年(1967) 3月 

         6月 

        8月 

        11月 

黙想会、ライアン神父指導 

教会敷地内に幌別カトリック聖心幼稚園新園舎の建設着工 

幌別カトリック聖心幼稚園新園舎上棟式 

同上、落成式（園舎床面積：367㎡、園児定員：200名に増員） 

昭和 43年(1968) 2月 

4月 

〃  

〃           

グラム神父、バチカン大使館に転任、ウォルシュ神父着任 

旧幼稚園舎を登別町に老人福祉会館第１号(靜和園)として貸与 

信徒会会長、片山 博氏 

室蘭地区婦人黙想会開催（於 幌別聖心教会） 

昭和 44年(1969)10月 室蘭地区聖体大会（於 登別町中央公民館） 

昭和 45年(1970) 2月 

         4月 

        7月 

ウォルシュ神父離任、ビッテングル神父着任 

信徒会会長、鶴田正義氏 

市制施行に伴いカトリック登別聖心教会および同幼稚園と改称 

昭和 46年(1971) 1月 

        3月 

        4月 

信徒会会長、野沢建彦氏 

ビッテングル神父転任、泉伝道師退職 

ライアン神父着任 

昭和 47年(1972) 2月 信徒会会長、ライアン神父 

昭和 49年(1974) 4月 

        10月 

        11月 

ライアン神父転任、メナード神父着任 

苫小牧旭町教会へ巡礼、室蘭地区聖体大会（於 登別聖心幼稚園） 

室蘭地区婦人黙想会（於 登別聖心教会） 

昭和 50年(1975) 3月 黙想会、中川神父指導 

昭和 51年(1976) 1月 

        11月 

信徒会会長、佐伯与一氏 

黙想会、高橋神父指導 

昭和 52年(1977) 4月 

        10月 

               11月 

靜和園(旧幼稚園園舎)、登別市より返還 

堅信式 

老人福祉の市民貢献団体として表彰される 

昭和 53年(1978) 1月 

                7月 

               10月 

               11月 

信徒会会長、欠畑 尭氏 

メナード神父転任 

マイレット神父着任 

七五三お祝い式、黙想会、林神父指導 

昭和 54年(1979) 1月 

        2月 

         3月 

        7月 

         〃 

                9月 

               11月 

信徒会会長、場崎重喜氏、信者数 102名 

初代主任司祭グラム神父帰天(2/15)、追悼ミサ 

浅井神父による旧約聖書講話会 

室蘭地区婦人黙想会（於 登別教会、シスター藤田指導） 

子供キャンプ会（於 幌別鉱山） 

室蘭地区第 10回聖体大会および献堂 20周年記念式典 

七五三お祝い式 

昭和 55年(1980) 1月 

                3月 

信徒会会長、片山 博氏 

黙想会(浅井神父指導) 



                 〃 

                4月 

                9月 

               11月 

第４代主任司祭ライアン神父帰天、追悼ミサ 

マザーテレサの映画会（於 登別中央公民館） 

黙想会(岡神父指導) 

七五三お祝い式 

昭和 56年(1981) 2月 

                3月 

                5月 

                 〃 

                 〃 

                7月 

                9月 

               11月 

                 〃 

黙想会、橋本神父指導 

渡島当別トラピスト修道院巡礼 

マイレット神父転任 

ギング神父とライヤー神父による共同司牧開始 

室蘭ブロック 3教会の連絡会を開始 

室蘭地区４教会合同夏期学校(於 有珠青尐年の家) 

ｶﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ難民支援募金(地獄谷入口と登別漁港祭り会場） 

黙想会、林神父と田村神父の共同指導 

七五三お祝い式 

昭和 57年(1982) 1月 

         〃 

                7月 

                 〃 

                9月 

               11月 

場崎重喜氏、教会職員に就任 

室蘭ブロック連絡会に伊達教会も参加 

信徒使徒職養成コース(基礎コース)に３名参加 

室蘭地区４教会合同夏期学校(於 有珠青尐年の家) 

ｶﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ難民支援募金(地獄谷入口と登別漁港祭り会場) 

七五三お祝い式 

昭和 58年(1983) 1月 

                2月 

                 〃 

                5月 

                7月 

                 〃 

                8月 

                9月 

               11月 

 

                 〃 

信徒使徒職養成コース(基礎コース)に４名参加 

黙想会、佐々木博神父(仙台教区司祭)指導 

新聖堂建設委員会結成(2/15)、建設資金の積立て開始 

室蘭地区婦人黙想会（於 登別聖心教会） 

聖霊刷新セミナー開始(東室蘭教会にて８週間)、多数参加 

室蘭地区４教会合同夏期学校(於 有珠青尐年の家) 

信徒使徒職養成コース(基礎コース)に２名参加 

ｶﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ難民支援募金(地獄谷入口と登別漁港祭り会場） 

「心の旅」講座の準備のためキリスト教要理講座開始、昼の部 

15名、夜の部 11名参加 

七五三お祝い式 

昭和 59年(1984) 1月 

                 〃 

                3月 

                 〃 

                5月 

                6月 

                  

                7月 

                8月 

信徒使徒職養成コース(基礎コース)に６名参加 

「おとずれ」創刊号発行 

黙想会(3/11-12)、亀浦神父指導 

子供お泊り会(3/31-4/1、登別教会) 

「心の旅」第１回講座開始、18名参加(信者 10名を含む) 

第３回室蘭地区壮年大会（ﾃｰﾏ：「福音の実践」、青木嘉久氏講話、 

6/23-24、花屋旅館、登別教会主催） 

室蘭地区４教会合同夏期学校(7/26-28、有珠青尐年の家) 

信徒使徒職養成コース(福音と社会)に４名参加(8/3-5) 



                9月 

                 〃 

                 〃 

 

               11月 

                 〃 

                 〃 

                 〃 

第 1回教会バザー(9/2) 

ｶﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ難民支援募金(9/15、地獄谷入口と登別漁港祭会場) 

室蘭地区聖体大会(テーマ：「福音の実践」、9/30、登別市民会館、 

登別教会主催） 

信徒使徒職養成コース参加者の集い（11/16、登別教会） 

黙想会(11/17-18、松本三朗神父指導) 

七五三お祝い式(11/10) 

待降節黙想会(11/30-12/1、フローレス神父指導) 

昭和 60年(1985) 1月 

                2月 

                5月 

 

                 〃 

                6月 

                7月 

                 〃 

                 〃 

                8月 

                 〃 

                9月 

               11月 

                 〃 

               12月 

信徒会会長、鶴田正義氏 

黙想会(2/23-24、長田神父指導) 

キリスト教要理講座(於 室蘭教会、グリフィン神父・吉田シス 

ター指導)に４名参加 

「心の旅」第２回講座開始、４名参加 

ギング神父転任 

室蘭教会にマイレット神父着任、ライヤー神父と共同司牧開始 

第２回教会バザー（7/14) 

室蘭地区合同第 10回夏期学校（7/29-31、有珠青尐年の家) 

信徒使徒職養成コース(基礎コース)に３名参加 

召命練成会（幌別鉱山） 

ｶﾘﾀｽｼﾞｬﾊﾟﾝ難民支援募金（9/16、登別漁港祭り会場入口） 

七五三お祝い式（11/9） 

信徒会総会にて信徒生活援助資金制度創設（11/10） 

黙想会（12/14-15、ピエール・ペラール神父指導） 

昭和 61年(1986) 1月 

                2月 

                3月 

                4月 

                5月 

                6月 

                7月 

                〃 

               11月           

               12月 

信徒会会長、片山 博氏 

「いのちの電話」勉強会（2/23、シスター緒方講話） 

黙想会（3/1-2、松井神父指導） 

勝谷神父叙階式（4/29、登別市民会館） 

「心の旅」第３回講座開始、８名参加 

勝谷神父初ミサ 

第３回教会バザー 

室蘭地区合同第 11回夏期学校（7/31-8/2、有珠青尐年の家） 

七五三お祝い式（11/8） 

黙想会(宮部神父指導) 

昭和 62年(1987) 1月 

                4月 

                5月 

                 〃 

        7月 

                9月 

信徒会会長、小林孝幸氏 

黙想会（4/4-5、勝谷神父指導） 

「心の旅」第４回講座開始、８名参加 

室蘭地区婦人黙想会（5/20、樋口シスター講話、登別教会主催） 

室蘭地区夏期学校(7/30-8/1、有珠青尐年の家) 

室蘭地区聖体大会（9/20、山田神父講話「霊性と正義」、登別市 



 

               11月 

                 〃 

民会館、登別教会主催）、山田神父講演会（9/22、ホザナホール） 

七五三お祝い式（11/14） 

黙想会（11/28-29、マンフレッド神父指導） 

昭和 63年(1988) 1月 

        4月 

         〃 

                5月 

                6月 

 

        7月 

        10月 

               11月 

               12月 

ペトロ・地主敏夫司教叙階式 

ライヤー神父主任司祭（東室蘭教会主任司祭と兼任） 

信徳会会長、今井美智子女史 

「心の旅」第５回講座開始、７名参加 

第７回室蘭地区壮年大会（テーマ：「ともに喜びをもって歩も 

う」、ギング神父講話、6/25-26、花屋旅館、登別教会主催） 

室蘭地区夏期学校(7/28-30、有珠青尐年の家) 

幼稚園協賛バザー（10/15） 

七五三お祝い式（11/12） 

黙想会、ハシベック神父指導 

平成 元年(1989) 1月 

                3月 

                5月 

                 〃 

                 〃 

                 〃 

               10月 

               11月 

信徒会会長、片山 博氏、信者数 96名 

富沢司教帰天 

場崎 洋神父叙階式（於 北十一条教会、5/5） 

地主司教から新聖堂の建設許可(5/13) 

献堂 30周年記念式典・場崎 洋神父初ミサ(5/14) 

ライヤー神父転任 

幼稚園協賛バザー（10/14） 

七五三お祝い式（11/11） 

平成 ２年(1990) 2月 

                3月 

                 〃 

                ７月 

 

                 〃 

                8月 

               10月 

                 〃 

                 〃 

               11月 

                 〃 

ボーソレイ神父着任 

室蘭ブロック合同四旬節黙想会（3/30-4/1、大田道子女史指導） 

地主司教が明豊建設と新聖堂の建設契約を締結 

室蘭教会創立 100周年記念ミサ・室蘭ブロック聖体大会（テー 

マ：信仰・百年のあゆみ、7/29） 

新聖堂の建設工事安全祈願式(7/26)、旧聖堂の解体工事(7/27) 

新聖堂上棟式(8/24) 

幼稚園協賛バザー（10/13） 

新聖堂竣工、引渡し(10/14) 

ボーソレイ神父により新聖堂の祝別・初ミサ(10/21) 

七五三お祝い式（11/10） 

黙想会(11/24-25、ボーソレイ神父指導) 

平成 ３年(1991) 2月 

                6月 

                7月 

               10月 

               11月 

湾岸戦争難民救済募金(桐屋、長崎屋中島店) 

新聖堂献堂式並びに室蘭地区聖体大会(6/9、約 220名参加) 

室蘭地区婦人黙想会（7/26、新海神父指導、登別教会主催） 

幼稚園協賛バザー（10/12） 

七五三お祝い式（11/9、25名参加） 

平成 ４年(1992) 1月 信徒会会長、鶴田正義氏 



                6月 

                 〃 

 

                8月 

                9月 

               10月 

                 〃 

               11月 

ボーソレイ神父、叙階 40周年記念ミサ 

第 11回室蘭地区壮年大会(テーマ：「ナイスⅡに向けて」、上杉 

昌弘神父講話、6/13-14、ホテル和秀、登別教会主催） 

「おとずれ」第 50号発行 

マイレット神父海外研修、室蘭教会にケビン神父着任 

ケン神父、室蘭教会に着任 

幼稚園協賛バザー（10/16） 

七五三お祝い会（11/7） 

平成 ５年(1993) 1月 

               10月 

               11月 

                 〃 

信徒会会長、古川常規氏 

幼稚園協賛バザー（10/17） 

七五三お祝い会（11/6） 

待降節黙想会（11/27-28、千徳神父指導） 

平成 ６年(1994) 3 月 

                6月 

                7月 

               10月 

               11月 

               12月 

ケビン神父転任 

「秋田湯沢台のマリア巡礼」に婦人 7名参加(6/9-11) 

子供レクリエーション(7/3、亀田公園でジンギスカンパーティ） 

幼稚園協賛バザー（10/15） 

七五三お祝い式（11/5） 

黙想会（12/5、西牟田神父指導） 

平成 ７年(1995) 1月 

        4月 

        5月 

                       

11月 

信徒会会長、片山 博氏 

外崎豊神父叙階式（4/29、ホテルサンルート室蘭） 

第 27回室蘭ブロック婦人黙想会（テーマ：「主と共に歩もう」、 

ボーソレイ神父講話、5/25、登別教会主催） 

七五三お祝い式（11/1、15名参加） 

平成 ８年(1996) 1月 

                4月 

                5月 

                6月 

 

                8月 

10月 

               11月 

               12月 

信徒会会長、鶴田正義氏 

片山久史師叙階式（4/29、登別市民会館） 

片山久史神父初ミサ（5/5） 

室蘭地区壮年大会（テーマ：「現代社会における教会の役割」、 

場崎洋神父講話、6/1-2、温泉ホテル「和秀」、登別教会主催） 

室蘭ブロック会議において、今年度以降聖体大会は中止と決定 

幼稚園協賛バザー（10/19） 

七五三お祝い式（11/6） 

黙想会 

平成 ９年(1997) 4月 

        6月 

        8月 

         〃 

 

        10月 

                 〃 

信徒会会長、片山 博氏 

ケン神父送別会（6/8, 亀田公園） 

鉱山キャンプ大会(於 幌別鉱山) 

苫小牧地区信徒大会(テーマ：「信仰の原点を見つめて」、小崎 

登明修道士講話、8/24、聖ベネディクト高校) 

七五三お祝い式（10/18） 

幼稚園協賛バザー（10/22） 



               12月 黙想会 

平成 10年(1998) 4月 

        9月 

        10月 

                 〃 

信徒会会長、古川常規氏 

ビッテングル神父、室蘭地区協力司祭として着任(登別教会) 

幼稚園協賛バザー（10/21） 

七五三お祝い式（10/31） 

平成 11年(1999) 4月 

                5月 

 

                6月 

                 〃 

               10月 

信徒会会長、目黒摩天雄氏 

第 31回室蘭ブロック婦人黙想会(テーマ：「愛を育てる言葉」、 

椿曜子女子講話、5/16、登別教会) 

片山久史神父帰天（6/5） 

ビッテングル神父帰米 

幼稚園協賛バザー（10/20） 

平成 12年(2000) 4月 

        6月 

 

        7月 

        10月 

               11月            

信徒会会長、片山 博氏 

第 19回室蘭地区壮年大会（テーマ：「終身助祭制度について」、 

ボーソレイ神父講話、6/24-25、ホテル和秀、登別教会主催) 

大聖年巡礼、室蘭教会献堂 110周年記念ミサ（7/23） 

ミニバザー・焼肉パーティ（10/8） 

オルゴールコンサート（11/12） 

平成 13年(2001) 1月 

                8月 

               10月 

新年餅つき会(1/14) 

黙想会(8/25、藤学園宮野シスター講話) 

ミニバザー・焼肉パーティ(10/14) 

平成 14年(2002) 1月 

                2月 

                3月 

                4月 

                5月 

 

               10月 

               12月 

新年餅つき会(1/13) 

ブロック合同黙想会(2/23-24、東室蘭教会、小林薫神父指導) 

「おとずれ」第 100号発行 

信徒会会長、渡辺裕蔵氏 

ボーソレイ神父叙階 50周年記念ミサ・祝賀会(5/26、ホテル 

サンルート室蘭) 

レクリエーション((10/20、北湯沢温泉名水亭) 

ブロック合同黙想会(12/14、東室蘭教会にて場崎 洋神父指導) 

平成 15年(2003) 4月 

                5月 

                 〃 

                7月 

                8月 

 

               10月 

                 〃 

ブロック合同黙想会(東室蘭教会にてボーソレイ神父指導) 

小林 薫神父、ブロック協力司祭として着任(室蘭教会在住) 

ブロック婦人黙想会(5/14、登別教会、マンフレット神父指導) 

レクリエーション(7/13、洞爺湖・壮瞥町方面、さくらんぼ狩り) 

苫小牧地区女性大会(テーマ：「教会活動と社会のかかわり」、小

林薫神父講話、8/24-25、登別グランドホテル) 

幼稚園協賛バザー(10/2) 

第９回苫小牧地区信徒大会(10/26、ホテルサンルート室蘭、 

室蘭ブロック主催) 

平成 16年(2004) 3月 

        4月 

ブロック合同黙想会(東室蘭教会にて北 11条教会渡辺神父指導) 

信徒会新年度総会、信徒会会長：古川常規氏 



        5月 

        7月 

 

        8月 

         〃 

 

        9月 

        10月 

小林 薫神父、信者宅訪問開始 

第 23回室蘭地区壮年大会(ﾃｰﾏ：「小教区間の連帯を深めよう」、

小林薫神父講話、7/3-4、虎杖浜温泉ホテル、登別教会主催) 

子供お楽しみ会(鉱山町天使の家の川原、東室蘭教会と合同) 

苫小牧地区女性大会(ﾃｰﾏ：「となりびと」、ライヤー神父講話、 

8/29-30、苫小牧ニューステーションホテル) 

幼稚園協賛バザー(9/29) 

焼肉パーティ(10/3、登別教会) 

平成 17年(2005) 7月 

        8月 

 

                9月 

                 〃 

               10月 

室蘭ブロック夏期学校(7/27-29、ふぉれすと鉱山) 

苫小牧地区女性大会(テーマ：「命の尊厳」、ケン神父講話、 

8/28-29、室蘭プリンスホテル) 

焼肉パーティ(9/4、登別教会) 

幼稚園協賛バザー(9/28) 

第 10回苫小牧地区信徒大会(テーマ：「感謝の祭儀―日曜日に 

何をしているの」、グリム神父講話、10/16、苫小牧市民会館) 

平成 18年(2006) 1月 

                3月 

                7月 

        10月 

新年会・ボーソレイ神父誕生祝パーティ(1/8) 

ブロック合同ミサ・黙想会(3/26、ケン神父指導、東室蘭教会) 

ブロック合同ミサ(7/30、登別教会) 

ミニバザー(10/15) 

平成 19年(2007) 1月 

        4月 

 

                 〃 

                7月 

                9月 

               10月 

ボーソレイ神父誕生祝・新年パーティ(1/14) 

洗礼・堅信式(4/8、堅信:古川真也君、片山るちあさん、佐伯玲 

菜さん、他に東室蘭所属信者、洗礼 2名、堅信 2名) 

信徒会新年度総会(4/22)、信徒会会長：李 正雤氏 

ブロック合同ミサ(7/29、登別教会) 

「おとずれ」第 150号発行 

第 11回苫小牧地区信徒大会(テーマ:「カリタス家庭支援センタ 

ーの活動に学ぼう」、堤邑江氏講話、ホテルサンルート室蘭) 

平成 20年(2008) 1月 

                4月 

         〃 

         〃 

        5月 

                6月 

 

         〃 

        7月 

                8月 

                 〃 

 

ボーソレイ神父誕生祝・新年パーティ(1/13) 

宋榮峻神父、登別教会・東室蘭教会主任司祭として着任 

ボーソレイ神父に感謝する集い(4/13、蓬崍殿) 

信徒会新年度総会(4/27)、信徒会会長：渡辺裕蔵氏 

宋榮峻神父歓迎パーティ(5/11) 

室蘭ブロック壮年大会(ﾃｰﾏ：「信仰について」、「室蘭ブロックの 

連帯」、宋榮峻神父指導、6/14-15、ホテル和秀、登別教会担当) 

静内教会献堂 50周年記念ミサ・祝賀会(6/29) 

シスター講話に替わって「祈りの集い」開始(7/17) 

ボーソレイ神父帰天(8/8)、追悼式(8/30、東室蘭教会) 

苫小牧地区女性大会(テーマ：「教会の活動」、宋榮峻神父指導、 

8/24、室蘭プリンスホテル) 



                 〃 

        9月 

        10月 

         〃 

         〃 

                 〃 

        11月 

         〃 

        12月 

室蘭ブロック合同ミサ(8/31、登別教会) 

韓国料理賞味会開始(9/11、毎月第 2木曜日ミサ後開催の予定) 

ペトロ岐部と 187殉教者列福の祈りを開始 

伊達教会献堂 50周年記念ミサ・祝賀会(10/19、伊達教会とホテ 

ルローヤル) 

7月に来蘭された李起雤(ｲ･ｷｳ)神父が司祭館に滞在開始 

韓国女性信者 6名来訪(10/31-11/7) 

ペトロ岐部と 187殉教者列福式(11/24、長崎) 

韓国女性信者 2名来訪(10日間滞在) 

平成 21年(2009) 1月 

                 〃 

 

         〃 

        3月 

        4月 

        7月 

        10月 

               11月 

正月パーティ(1/1) 

室蘭ブロック中高生の集い(1/17、室蘭教会、以後、毎月第 3土 

曜日 17:00-21:00に東室蘭教会と交互開催) 

新年パーティ(1/25) 

李起雤神父、日本語研修のため上京 

信徒会会長：古川常規氏 

李起雤神父、韓国へ帰国 

第 12回苫小牧地区信徒大会(10/18苫小牧市民会館) 

登別教会献堂 50周年記念ミサ・祝賀会(11/1、登別教会とホテ 

ル平安) 

 

登別カトリック聖心幼稚園歴代園長 
歴 代 園  長  名 在 任 期 間  備    考 

第１代 ﾍﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞ･ｸﾞﾗﾑｽﾊﾟｰｶｰ神父 1966.8～1968.2 1966.8.20若草幼稚園を買収、ｶﾄﾘ

ｯｸ幌別聖心幼稚園発足 

1967.11.3新園舎落成式 

第２代 ピータ・ウォルシュ神父 1968.3～1970.2  

第３代 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ビッテングル神父 1970.3～1971.3 1970.8.1登別ｶﾄﾘｯｸ聖心幼稚園 

第４代 エドモンド・ライアン神父 1971.4～1974.3  

第５代 ヨゼフ・メィナード神父 1974.4～1979.3  

第６代 ｼﾞｪｰﾑｽ・マイレット神父 1979.4～1981.4 1980.3北海道カトリック学園 

第７代 佐々木羊三 神父 1981.5～1983.3 園長代理、シスター桜井利子 

第８代 シスター森 治子 1983.4～1985.3  

第９代 澤田 茂 神父 1985.4～1988.3  

第 10代 宮部 登 神父 1988.4～1991.3  

第 11代 井戸井 剛 1991.4～2003.3 1995.12.18園舎改築落成式 

第 12代 シスター天野和子 2003.4～2008.3  

第 13代 上田 宏 2008.4～現在  

（敬称略） 


