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今週の予定 

 

9月 10日(日) 年間第 23主日 洗礼の恵みの集い・ミサ後 

9月 13日(水) マザーテレサの共労者の集い 10：30 

9月 14日(木) 十字架称賛 入門講座（イズコ神父）10：00 

9月 16日(土) 入門講座（春名神父）10：00 

9月 17日(日) 年間第 24主日 敬老の集い  

   

世界難民移住移動の日・献金 （９月２４日） 

 

「世界難民移住移動者の日」は、1970 年に福者パウロ六世が教皇庁移住・観光者司牧委員会

（現・移住・移動者司牧評議会）を設立したことを受け、「各小教区とカトリック施設が、国籍を

超えた神の国を求めて、真の信仰共同体を築き、全世界の人々と『ともに生きる』決意を新たにす

る日」として設立されました。「世界難民移住移動者の日」では、おもに滞日・在日外国人、海外か

らの移住労働者、定住・条約難民、外国人船員や国際交通機関の乗組員とその家族のために「祈り・

司牧的協力・献金」がささげられ、それらは日本カトリック難民移住移動者委員会を通じて、幅広

く支援に役立てられています。 

 

２０１７姫路地区大会について 

 

  2017姫路地区大会が、下記のとおり行われます。詳しくはポスターをご覧ください。 

 テーマ   「おことばですから、網をおろしてみましょう。」 

 サブテーマ ～姫路地区の今と向き合い、新たな一歩を歩みだそう～ 

日 時   2017年 10月 1日（日）10時 

場 所   カトリック姫路教会 

司 式   前田万葉大司教 

プログラム 1 分かち合い 10：30～11：30 昼食交流 11：45～12：30 

      2 ミサ    13：00～15：00 

 

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。 

 

主日のミサ時間 

  (日）  7：00（第 5週を除く） 

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 7：00 

水 18：00 

 



お知らせ／ Thông Báo              

  

 1.  敬老の祝福について 

敬老の祝福を９月１７日（日）午前１０時のミサの中で行います。 

ミサ後、信徒の皆様と共にザビエル館で落語会等をお楽しみください。軽食も準備してい

ます。なお、該当の方（７５歳以上の方）には、ご案内のハガキを送らせていただきました

が、届かない方がありましたら、事務所までお申し出ください。 

Kính lão, chúa nhật 17/9 sẽ cử hành chúc phúc các vị cao tuổi trong thánh lễ lúc 10 giờ, sau lễ 

xin cùng các tín đồ thưởng thức buổi lạc ngữ tại quán Savie, thức ăn nhẹ cũng có chuẩn bị, 

thiệp hướng dẫn đã được gửi cho các vị từ 75t trở lên, vị nào thiệp chưa đến, xin báo cho phòng 

làm việc. 

                                     

2.  鶴島巡礼について 

  岡山教会から、例年行われている鶴島巡礼「１０月９日（月・体育の日）」の案内がありまし

た。参加ご希望の方は、事務所の申込み用紙にご記入してください。 

  締切りは、９月２４日（日）です。各自、現地（日生港）９時、集合でお願いします。 

  参加費用 １７００円 学生（中・高・大）１０００円 ４歳以上３００円です。 

   詳しくは、ロビーに掲示のポスターをご覧ください。 

参加費用は、事前に吉岡までお願いします。 

Hàng năm vẫn tổ chức hành hương Tsurushima 9/10, nhà thờ Okayama đã có thông báo, quý 

vị tham gia xin báo cho phòng làm việc biết để ghi danh, hạn chót là chúa nhật 24/9 xin mọi 

ngươ ̀i tự tập họp tại cảng Nissei lúc 9 giờ, phí tham gia 1700yen, học sinh (trung, cao, đại) 

1000yen, 4 tuổi trở lên 300yen, chi tiết xin tham khảo poster, phí tham gia xin cho ông 

YOSHIOKA biết trước, 

                

 3.  路上生活者の炊き出し支援について（この指とまれ） 

  １０月１４日（土）は、レインボーが主催する路上生活者の炊き出しの調理を姫路教会が担

当することになっております。有志の方々のご協力をよろしくお願いいたします。 

  準備開始は、１４時から、配食は、１６時からです。調理場所：姫路教会ザビエル館厨房 

 

4.  典礼チームより 

   オルガニストを募集しています。ミサの奏楽の中で、どれか１曲でも大丈夫です。 

   よろしければ典礼チームメンバーにお声かけください。お待ちしています。 

 

5.  姫路地区大会について 

   １０月１日（日）の地区大会の日は、教会敷地内、淳心会本部及び賢明学院内の駐車場す

べてにおいて使用できません。周辺の駐車場もしくは公共の交通機関をご利用ください。 

 当日の午前７時と午後３時（英語）のミサはありません。                  

Chúa nhật 1/10 đại hội khu vực Himeji, hôm đó bãi đỗ xe nhà thờ, bãi Junshin và bãi học viện 

Kenmei, tất cả không thể sử dụng, xin dùng phương tiện công cộng, hoặc những bãi đỗ xe xung 

quanh.    


