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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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
4 月 8 日(日) 復活節第２主日（神のいつくしみの祝日）
洗礼の恵みの集い（お休み）
4 月 9 日(月) 神のお告げ
4 月 11 日(水) マザーテレサの共労会の集い 10：00
4 月 13 日(金) 祈りと黙想の集い 19：00
4 月 14 日(土) 入門講座は４月中お休みです。典礼勉強会 14：00
4 月 15 日(日) 復活節第 3 主日 洗礼の恵みの集い・ミサ後

世界召命祈願の日（４月２２日）
神は、すべての人が誠実に自分の生涯を過ごすように招いています。ある人は社会の中のさ
まざまな職場で働く人として、また夫、妻、父、母としてよい家庭を築くように、そして、あ
る人は神と人とに仕える司祭、修道者となるように招かれています。神の招きはこのように人
それぞれ異なりますが、自分に対する神の望みを祈りつつ探していくことが大切です。近年、
司祭や修道者の減少、高齢化が進んでいます。とくに「世界召命祈願の日」には、司祭、修道
者への招き（召命）に１人でも多くの人がこたえることができるよう祈りがささげられます。
この日は、福者パウロ六世教皇によって 1964 年に制定されました。

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.

教会学校より
教会学校は４月１５日から始まります。そして、ミサ後、遠足に行きます。
場所はシロトピア公園です。弁当、おやつは教会で用意します。

Chúa nhật 15/4 lớp giáo lý sẽ bắt đầu. Và sau lễ có đi Ensoku ở công viên Shirotopia, cơm và thức ăn vặt nhà
thờ sẽ chuẩn bị.

姫路教会ニュース「風」の発行について

2.

姫路教会ニュース「風」は、評議会が２ヵ月毎の開催となったことに伴い、５月号から隔
月の発行となりました。
Báo của thờ Himeji 「Phong」(tên tờ báo), 2 tháng ban hành giáo họp 1 lần, theo đó kể từ số tháng 5 cũng
phát hành cách tháng.

3.

広島巡礼団による「広島巡礼報告会」等について
４月２２日（日）のミサ後、聖堂において「昨年度の広島巡礼の報告と今年の招致のため

の紹介」がありますので、関心のある方はご参加ください。
Chúa nhật 22/4 sau lễ tại thánh đường có giới thiệu mời gọi hành hương năm nay, và sẽ báo cáo chuyến hành
hương Hiroshima năm vừa qua, vị nào có quan tâm xin tham gia.

4.

司祭の人事異動（第２次）について
司祭の人事異動（第２次）の発表があり、姫路中ブロック関係では春名神父様が姫路・佐用

教会の主任に、ジェリー神父様が仁豊野教会の主任に、赤窄神父様が姫路中ブロックの協力司
祭として司牧されることとなりました。
Thông báo dời đổi nhân sự của các cha (lần 2), liên quan đến hạt Himeji, cha HARUNA sẽ chủ nhiệm nhà thờ
Himeji và Sayo, cha JIELI chủ nhiệm nhà thờ Nibuno, cha AKASAKO sẽ là linh mục hiệp lực mục vụ hạt
Himeji.

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

4 月 14 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

4 月 26 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

