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今週の予定 

5月 6 日(日) 復活節第６主日 世界広報の日（献金） 

洗礼の恵の集いはお休みしロザロオの祈りに参加します。 

5月 9 日(日) マザーテレサの共労者の集い 10：00 

5月 11日(土) 祈りと黙想の集い 19：00 

5月 12日(土) 入門講座はありません。（19日から）  

        朝７時のミサはありません。 

5月 13日(日) 主の昇天   

洗礼の恵みの集はお休みしロザリオの祈りに参加します。 

       

世界広報の日・献金 （５月６日） 

 

福音宣教はわたしたちの使命です。「世界広報の日」は、この福音宣教の分野の中でもとくに

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネットなどの広報媒体を用いて行う宣教につい

て、教会全体で考え、反省し、祈り、献金をささげる日です。日本のようにマスコミや技術の

進歩している国で、広報が社会や文化に及ぼす影響ははかりしれないものがあります。広報の

重要性を再認識し、広報を通して社会と人々にどのようにかかわっていくことができるか、ま

た、実際どのようにかかわっているかを考えることが大切です。「世界広報の日」は、第二バチ

カン公会議で定められ、1967年以来、毎年教皇メッセージが出されています。なお、多くの国

では、復活節第７主日をこの日に定めています。 

 

 

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 

3. 教会学校           1.3.4.5（日）9：00 9.  葬儀          第 5金曜 13:30 

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          毎週（日）（月） 

6. 広報          第 4木曜 10:00 12. 営繕          

 

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.  評議会より 

  姫路小教区の各チームに新たにメンバーとして参加してくださる方を募集しています。 

教会共同体の一員として皆さま各自がチームに参加し協力していただけますようお願いし

ます。申込用紙をロビーの机の上に置いておりますので、募集箱に入れてください。 

なお、現在チームメンバーの方は、申し込みの必要はありません。 

Giáo khu Himeji mộ tập người mới tham gia vào các nhóm, là một người trong cộng đoàn, xin hiệp lực tham 

gia các nhóm, giấy ghi danh có sẵn trên bàn tiếp nhận, xin bỏ vào hòm mộ tập. 

Ngoài ra, những thành viên hiện tại thì không cần phải ghi danh.               

 

2.  信徒総会について 

   ２０１８年度の信徒総会を５月２７日（日）のミサ後に聖堂にて行います。信徒の皆様の

ご出席をお願いします。 

Chúa nhật 27/5, sau lễ tại thánh đường sẽ họp giáo xứ năm 2018, xin mọi người ở lại tham gia. 

 

3. 姫路地区合同堅信式について 

   ① 姫路地区合同堅信式が５月２０日（日）午前１１時から、前田万葉大司教様の司式により 

   加古川教会で行われます。お祝い会は、持ち寄りとなっていますので、何か一品ご持参く

ださい。なお、当日、聖霊降臨の主日で、姫路教会は 7時と 10時にミサがあります。 

Sáng chúa nhật 11 giờ 20/5, tại nhà thờ KAKOGAWA có lễ ban phép thêm sức chung với giáo xứ HIMEJI, 

do đức tổng giám mục MAEDAMANYO chủ sự, thức ăn liên hoan chúc mừng sẽ tự mang đến, mỗi người 1 

món gì đó mang đến cùng tham gia, 

Ngoài ra, hôm đó là chúa nhật lễ hiện xuống, nhà thờ Himeji có lễ 7 giờ và 10 giờ.             

                 

  ② ５月１２日（土）・１３日（日）に姫路教会において、受堅信者の合宿を行います。 

Ngày 12 thư bảy, và ngày 13 chúa nhật tháng 5 những người lãnh phe ́p thêm sức, sẽ hợp túc tại 

nhà thờ HIMEJI. 

                          

4.  入門講座について 

   ５月１９日（土）から新たな入門講座が始まります。お知り合いで関心のある方がおられ

ましたら、どうぞお誘いください。 《 10：00からサロングロリアにて 》       

 

5.  典礼チームより 

 ① 大祭日のミサや主日のミサを歌声でサポートする方を募集しています。 

   どなたでも応募できます。ご質問や参加希望の方は、典礼チームにお申し出ください。 

 ② ５月は「聖母の月」です。５月の毎週日曜日（５月２０日を除く）１０時のミサ後にロザ

リオ祈りの「正しい祈り方」を春名神父様が伝授します。その後、正しい作法に則りロザリ

オを一環祈ります。皆さんご参加ください。ロザリオは各自ご持参ください。 

 Tháng 5 là tháng Đức mẹ, chúa nhật mỗi tuần trong tháng , (trừ ngày 20/5) sau lễ 10 giờ, cha HARUNA sẽ 

hướng dẫn đọc kinh lần chuỗi, sau đó cùng đọc 1 chuỗi mân côi đúng cách, xin mọi người tham gia, chuỗi 

mân côi tự mang đến.  


