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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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

水 18：00

今週の予定
8 月 5 日(日)
8 月 6 日(月)
8 月 8 日(水)
8 月 10 日(金)
8 月 11 日(土)
8 月 12 日(日)
※
※

7：00

年間第 18 主日 受洗の恵みの集い・お休み
主の変容
マザーテレサの共労者の集い・お休み
祈りと黙想の集い 19：00
入門講座お休みです。
年間第 19 主日 受洗の恵みの集い・お休み

受洗の恵みの集いは、８月中はお休みします。9 月は第二日曜日からです。
入門講座も 8 月中はお休みで、９月からです。
日本カトリック平和旬間 （８月６日から１５日まで）
1981 年、教皇ヨハネ・パウロ二世は広島で、「過去を振り返ることは、将来に対する責任を

担うことである」と述べられました。戦争を振り返り、平和を思うとき、平和は単なる願望で
はなく、具体的な行動でなければなりません。そこで日本のカトリック教会は、その翌年、も
っとも身近で忘れることのできない、広島や長崎の事実を思い起こすのに適した８月６日から
１５日までの１０日間を「日本カトリック平和旬間」と定めました。
「平和旬間」に広島教区と長崎教区では、全国から司教をはじめとして多くの信者が集まり、
「平和祈願ミサ」がささげられます。各教区でも、平和祈願ミサや平和行進、平和を主題とし
た映画会、講演会、研修会、平和を求める署名などが行われます。

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

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.

幼児洗礼の申込みについて
８月１５日（水）「聖母の被昇天」の祭日の１９時のミサにおいて幼児洗礼式を予定しお

りますので、幼児洗礼をご希望の方は、事前に事務所へ申込みをしてください。
Thứ tư 15/8 lễ Đức Mẹ lên trời ,theo dự định sẽ có nghi thức rửa tội ấu nhi trong giờ lễ lúc 19 giờ, nên các phụ
huynh nào có em bé cần được rửa tội, xin báo cho phòng làm việc biết trước.
2.

大阪教区よりの案内
青年と子どもの錬成会

８月１７日（金）～１９日（日）

小学３年～中学３年が対象

参加費６,０００円（内半額は教会より補助）

詳しくは、ロビーに掲示していますので、ご覧ください。申込書はロビーのテーブルに置
いています。（８月５日（日）申込書必着）
Tham gia nhóm đào tạo thanh thiếu niên, các em lớp 3 đến lớp 9, từ thứ sáu 17/8 đến chúa nhật 19/8 phí
tham gia là 6000 yên nhà thờ sẽ hỗ trợ phân nửa.
Chi tiết xin tham khảo yết thị nơi hành lang, giấy ghi danh có để sẵn nơi bàn tiếp nhận.
3.

財務チームより
大祝日の特別献金（夏期献金）の封筒を皆様のレターボックスに入れさせていただきまし

たので、よろしくお願いします。

封筒がない方は、ロビーの机の上の封筒をご利用くださ

い。
Quyên góp tiền đặc biệt của ngày lễ lớn, bì quyên góp, đã được bỏ vào hộc thơ của mọi người, xin hiệp lực, vị
nào không có bao bì, xin dùng bao bì có sẵn trên bàn tiếp nhận.
4.

姫路教会の平和旬間行事について
８月１２日（日）に姫路教会の平和旬間行事として、10：00 から講話（春名神父）11：00

からミサが行われます。テーマ：「カンボジアからの平和パート２」
カンボジア製品、平和関連グッズの販売があります。ご協力をお願いします。
Chúa nhật 12/8,tuần hoà bình của nhà thờ Himeji, với tư cách đó, cha Haruna sẽ có bài thuyết trình từ 10:00,
thánh lễ từ 11:00, chủ đề: hoà bình từ Campudia phần 2,
có bán sản phẩm Campudia, liên quan đến hoà bình, xin mọi người hiệp lực.
5.

事務室の夏季休暇について
事務室は、８月１３日（月）～１５日（水）の３日間、夏期休暇でお休みします。

Từ thứ hai 13/8~thứ tư 15/8 phòng làm việc sẽ nghỉ hè 3 ngày.

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

8 月 23 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

9 月 8 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

