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。

５月２７日

主日のミサ時間

TUẦN BÁO NHÀ THỜ HIMEJI

2018 年（平成 30 年）

カトリック

(日） 7：00（第 5 週を除く）

姫路教会週報 No.69４

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

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
5 月 27 日(日)
6 月 1 日(金)
6 月 2 日(土)
6 月 3 日(日)

三位一体の主日 信徒総会・ミサ後
午前７時ミサはありません。
入門講座 10:00
キリストの聖体 洗礼の恵みの集い・ミサ後

前田万葉大司教様

枢機卿に選出

聖霊降臨の喜びの日に教皇フランシスコより大阪教区並びに日本カトリック全体の喜びと
なる発表がありました。
教皇フランシスコは、５月２０日、バチカン・サンピエトロ広場に集まった巡礼者や訪問者
に向けての「アレルヤ」を祈る際、６月２９日の枢機卿会議において１４人の枢機卿を任命す
ることを発表しました。このうち日本からは、前田万葉大司教が選ばれ、枢機卿となります。
故濱尾文郎枢機卿に次いで６人目。故白柳誠一枢機卿が亡くなって以来の、日本人枢機卿と
なります。前田万葉大司教様のこれからのご活躍をともにお祈りください。

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.

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
本日、ミサ後に聖堂にて信徒総会を行います。信徒の皆様のご出席をお願いします。

なお、信徒総会資料は、各自のボックスに入れておりますがボックスのない方等で必要な方は
聖堂入口で受け取ってください。
Hôm nay, sau thánh lễ sẽ họp toàn giáo dân tại thánh đường, xin mọi người có mặt tham dự.
Ngoài ra, tài liệu buổi họp đã được bỏ vào hộc thơ của mọi người, vị nào chưa có hộc thơ hay cần, xin nhận
ngay cửa vào thánh đường.
3.
①

典礼チームより
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

本日、ミサ後「ロザリオの祈り」をする予定でおりましたが、信徒総会のために中止する
ことといたしました。５月の「聖母の月」での今回のロザリオの祈りを終えますが、ご家庭
でもお祈りいただければ幸いです。

Sau lễ hôm nay sẽ không cầu nguyện kinh mân côi như dự định, vì nhà thờ bận họp toàn giáo dân, tháng 5
tháng đức mẹ, lần này cầu nguyện chuỗi kinh mân côi đã chấm dứt, hạnh phúc nếu có thể tiếp tục cầu nguyện
trong gia đình.
4.

路上生活者の炊き出し支援について
６月９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：ザビエル館厨房
5.

６月１日（金）の朝７時のミサは都合によりありません。

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

6 月 9 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

6 月 22 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

