聖霊を待つ間、使徒たちと共に祈る聖母マリアは、祈る教会の姿を示しました。

6 月２５日

主日のミサ時間
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10：00
英語(日)

15：00（第 5 週を除く）

ベトナム語

第４土曜 19：30

平日のミサ時間
月・火・木・金・土

今週の予定

7：00

水 18：00

6 月 25 日(日)
6 月 28 日(水)
6 月 29 日(木)
7 月 1 日(土)
7 月 2 日(日)

年間第１２主日 受洗の恵みの集い・ミサ後
祈りと黙想の集い 10：30
聖ペトロ聖パウロ使徒 入門講座（イズコ神父）10：00
入門講座（春名神父）10：00
年間第１３主日 受洗の恵みの集い・ミサ後
聖ペトロ使徒座への献金 （６月２５日）

教皇は毎年、世界各地を訪問します。そして、人々の苦しみや悩みを聞き、優しい笑顔で力
づけ、数々の援助を与えます。キリストの代理者、教会の最高牧者である教皇は、祈りと具体
的な援助を通して全世界の人々にいつも寄り添っているのです。この教皇に心を合わせて、わ
たしたちも世界中の苦しんでいる人々のために祈りと献金をささげます。教皇のこうした活動
のために充てられる聖ペトロ使徒座への献金は、８世紀ごろイギリスでは始まった、大人も子
どももいちばん小さなお金である１ペニーを毎年教皇に献金する運動がもとになって世界中
に広まったものです。

チームミーティング
1. 典礼

第３日曜 ミサ後

7.

宣教

随時

2. 養成・研修

第１日曜 ミサ後

8.

結婚

第 2 火曜 10:00

1.3.4.5（日）9：00 9.

葬儀

第 5 金曜 13:30

3. 教会学校
4. 社会活動

随時

10. 行事

5. 高齢・病者訪問

第 1 木曜 13:30 11. 財務

6. 広報

第 4 木曜 10:00 12. 営繕

毎週（日）（月）

教会は信者の維持費で保たれています。ご協力をお願いします。

お知らせ／ Thông Báo
1.

赤窄神父様の金祝のお祝いについて
今年、金祝（司祭叙階５０周年）を迎えられた赤窄神父様のお祝い会を７月２日（日）10 時
のミサ後、ピロティ―とサロン・グロリアで行います。料理は持ち寄りとしておりますので、
皆様のご協力をよろしくお願いいたしますとともに、多数ご参加くださいますようお願いいた
します。

Chúc mừng vàng, năm nay, đón năm thứ 50 thụ phong linh mục của cha AKASAKO,
Chúa nhật 2/7 sau lễ 10 giờ sẽ họp chúc mừng Cha tại Piloti và Salon Gloria, thức ăn tự làm
sẵn mang đến, nên xin mọi người đông đủ tham gia, xin cùng hiệp lực.
2.

夏の大掃除について
夏の大掃除を７月９日（日）１０時のミサ終了後行います、ご協力をよろしくお願いしま

す。ぞうきんは各自持参でお願いいたします。

Chúa nhật 9/7 sẽ tổng vệ sinh nhà thờ mùa hạ, sau thánh lễ 10 giờ, xin mọi người cùng chung
tay, nhớ mang theo giẻ lau.
3.
①

典礼チームより
７月から、主日のミサ（日曜日１０時）の中の「主の祈り」を毎回、日本語の後にベト
ナム語でも唱えることとなりました。

Từ tháng 7, trong thánh lễ Misa chúa nhật (lễ chúa nhật 10 giờ) mỗi lần nguyện kinh lạy cha
tiếng Nhật, tiếp theo tiếng Việt cũng sẽ được nguyện.
②

８月から、ミサのベトナム語の朗読については、第一・第二朗読は日本語とし、福音朗
読を神父様の後にベトナム語でも行うこととなりました。

Từ tháng 8, trong thánh lễ, đối với bài đọc bằng tiếng Việt là, bài đọc 1, bài đọc 2 tiếng Nhật,
Phúc Âm tiếng Việt sẽ được đọc sau linh mục.

4.

宣教チームより映画会について
宣教活動の一環として、本日、11：30～14：00 まで本館２階 206 号室において映画会を開

催します。
上映作品は「汚れなき悪戯」、無料ですので奮ってご参加ください。

路上生活者支援予定日

主催：レインボー

※どなたでもお手伝いに参加できます

7 月 8 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

7 月 27 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

