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。

TUẦN BÁO NHÀ THỜ HIMEJI

2018 年（平成 30 年）

２月４日

カトリック

姫路教会週報 No.6７８

E-mail：office@catholic-himeji.com

URL http://www.catholic-himeji.com

発行：カトリック姫路教会事務室 〒670-0012 姫路市本町 68 TEL 079-222-0043 FAX 079-222-0093

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

今週の予定
2 月 4 日(日)
2 月 7 日(水)
2 月 8 日(木)
2 月 9 日(金)
2 月 10 日(土)
2 月 11 日(日)

年間第５主日 洗礼の恵みの集い・ミサ後
主のみ言葉の分かち合い 10：30
入門講座 10：00（イズコ神父）
祈りと黙想の集い 19：00
入門講座（春名神父）10：00 典礼勉強会 14：00
年間第６主日 世界病者の日 評議会
洗礼の恵みの集い・ミサ後
世界病者の日（２月１１日）

教皇ヨハネ・パウロ二世は、1984 年 2 月 11 日（ルルドの聖母の記念）に使徒的書簡『サルｳﾞｨ
フィチ・ドローリス－苦しみのキリスト教的意味』を発表し、翌年の 2 月 11 日には、教皇庁医
療使徒職委員会（現・保健従事者評議会）を開設しました。そして、1993 年からこの日は「世界
病者の日」と定められ、毎年教皇メッセージが発表されています。
病者がふさわしい援助が受けられるように、また苦しんでいる人が自らの苦しみの意味を受け
止めいくための必要な助けを得られるように、カトリックの医療関係者に対してだけではなく、
広く一般社会に訴えていかなければなりません。医療使徒職組織の設立、ボランティア活動の支
援、医療関係者の倫理的霊的養成、病者や苦しんでいる人への宗教的な助けなども重要な課題な
す。

四旬節

黙想会

日

時

２月２５日（日）１０時（ミサ）～（講話）１２時３０分ころまで

場

所

カトリック姫路教会

テーマ
指導司祭
※

聖堂

「幸いについて」
赤波江神父（加古川教会）

本来の黙想の意味を大切にし、評議会において黙想会後の懇談、茶話会は行わないことに
いたしました。
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.

典礼チームより
今年は、２月１４日（水）が「灰の水曜日」です。この日に使用する灰を作りますので、

去年の「枝の主日」でいただいた枝を２月１１日（日）までに教会のロビーの箱に入れてく
ださい。なお、「灰の水曜日」のミサは、１０時と１９時の２回あります。
Thứ tư lễ tro năm nay là 14/2, để lấy tro dùng cho ngày lễ, xin mang những cành lá (chúa nhật lễ lá) năm
ngoái, bỏ vào thùng nơi hành lang nhà thờ đến chúa nhật 11/2.
Ngoài ra, thứ tư lễ tro có 2 lễ, sáng 10 giờ tối 17 giờ.
2.

四旬節の黙想会について
２月２５日（日）の四旬節の黙想会については、週報の表に記載されているのでご覧くだ

さい。
3.

世界祈祷日礼拝について
３月２日（金）、午後１時３０分から４時まで、カトリック姫路教会において播州地区キリ

スト教会の司牧者、信徒が集い、世界祈祷日礼拝が行われます。
ご都合のよい方はご参加ください。
4.

ワーレ神父様の葬儀について
姫路地区等で司牧、教育の両面でご尽力をいただいたワーレ神父様（90 歳）が２月２日に

マリア・ヴィラで帰天され、仁豊野教会において、２月５日（月）午後６時から通夜、６日
（火）午前１０時半から葬儀・告別式が行われます。
司式は、白浜満司教様（５日）・前田万葉大司教様（６日）
5.

ザビエル館の使用方法の徹底について
ザビエル館の使用に当たっては、信徒の方（日本人、イングリッシュ及びベトナムコミュ

ニティー）は、許可を得るとともに、使用方法を守って下さい。
〇

使用後の後片づけ（整理・整頓）

〇

厨房使用（冷蔵庫、調理器具、備品等）〇

〇

すべてのゴミの持ち帰り

〇

〇

冷暖房機の確認

〇清掃と戸締り

教会建物、敷地内における禁煙

余りもの残留禁止

Phương pháp sử dụng triệt để quán Savie.
Khi sử dụng quán Savie nên được phép của các tín đồ (người Nhật, cộng đồng người Việt, cộng đồng tiếng
Anh), và cũng xin tuân thủ cách sử dụng * Sau khi sử dụng, dọn dẹp (chỉnh lý, chỉnh đốn) * Xác nhận máy
điều hoà * Vệ sinh và đóng cửa * Sử dụng nhà bếp (tủ lạnh. Dụng cụ nấu nướng. Và các thiết bị) * Kiện vật
nhà thờ, và trong khuôn viên là nơi cấm hút thuốc * Mang toàn bộ rác thải về * Không để lại đồ dư thừa.

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

2 月 22 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

3 月 10 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

