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。
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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

今週の予定
9 月 2 日(日) 年間第 22 主日
9 月 8 日(土) 入門講座 10:00
9 月 9 日(日) 年間第 23 主日 受洗の恵みの集い・ミサ後

被造物を大切にする世界祈願日

（９月２日）

回勅『ラウダート・シ－とともに暮らす家を大切に』（2015 年）で、全世界の人に向けて、
エコロジー（自然保護）に取り組むよう訴えた教皇フランシスコは、東方正教会にならって環
境保護のために助けを願う日をカトリック教会の暦に加えました。
地球規模の環境悪化が進む中、自然を破壊することなく、
「わたしたち皆の家」である地球を
大切にし、調和のうちに発展していくことができるよう。この日、全世界のカトリック教会で
祈りがささげられます。いのちの与え主である神に賛美と感謝をささげるとともに、自然を大
切にする視点から、ライフスタイル見直し、考え方を改める機会としていきたいものです。

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.

敬老の祝福について
敬老の祝福を９月１６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琴の演奏等をお楽しみください。茶菓も準備して

います。信徒の皆様は持ち寄りでお祝いしましょう。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。
Chúa nhật 16/9 Kính lão, trong thánh lễ sáng 10 giờ, có nghi thức chúc phúc cho các vị cao tuổi, sau lễ sẽ cùng
với mọi người thưởng thức màn diễn âm nhạc KOTO tại quán Savie, có chuẩn bị trà và bánh ngọt, xin mọi tín
đồ cùng mang đến chung vui, ngoài ra, thiệp hướng dẫn đã gửi đến các vị 75 tuổi trở lên, nếu vị nào chưa nhận
được, xin báo cho phòng làm việc biết.
2.

ハウスオブジョイ支援チャリティーコンサートについて
１０月１３日（土）１４時から、カトリック加古川教会においてハウスオブジョイ支援コ

ンサートが行われますので、ご協力をお願いします。チケットは１０００円です。（お問い
合わせ：春名神父様）
3.

詳しくはロビーのチラシをご覧ください。

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８日（月・体育の日）」の案内がありまし

た。参加ご希望の方は、ロビー机の上の申込み用紙にご記入してください。
締切りは、９月２３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。
Hành hương Tsurushima, như hàng năm vẫn tổ chức 8/10 ngày thể dục, nhà thờ Okayama đã có Thông báo
hướng dẫn, vị nào muốn tham gia xin ghi danh, giấy ghi danh có để trên bàn tiếp nhận, hạn chót là 23/9 xin tập
họp tại cảng Nisei lúc 9 giờ, phí tham gia người lớn 1700yen, học sinh 1000yen, em nhỏ 4 tuổi trở lên 300.
Chi tiết xin tham khảo poster yết thị, nộp phí và tham gia, xin liên lạc trước với ông Yoshioka nơi phòng làm
việc.
4. 墓地管理委員会より
今後、納骨堂の清掃を納骨堂の使用者にお願いしたいと思いますので、納骨堂を使用され
ている方はご協力お願いします。当番表を作成しますので墓地管理委員会（事務所）までお
申し出ください。
Vệ sinh nhà để cốt, từ nay về sau vệ sinh nhà để cốt sẽ nhờ những người sử dụng, các vị nào sử dụng xin
báo cho phòng làm việc để làm bảng nhiệm vụ.

