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

7：00

水 18：00

今週の予定
2 月 24 日(日)
2 月 27 日(水)
2 月 28 日(木)
3 月 2 日(土)
3 月 3 日(日)
3 月 6 日(水)

年間第 7 主日 受洗の恵みの集い・ミサ後
黙想と祈りの集い 10：30
み言葉の勉強会 10：00
入門講座 10：00 ベトナム語ミサ 19：30
年間第 8 主日 受洗の恵みの集い・ミサ後
灰の水曜日 ミサ 10：00・19：00

四旬節

黙想会

日

時

３月２４日（日）１０時～１６時まで

場

所

カトリック姫路教会

聖堂

テーマ

「自己の聖性」

講師

梅原

彰

神父（夙川教会・甲子園教会主任司祭）

スケジュール

①

主日ミサ

10：00 ～11：00

②

休憩

11：00 ～11：10

③

黙想会（前半）

11：10 ～11：55

④

昼食

各自持参

12：00 ～12：45

⑤

黙想会（後半）

12：45 ～13：30

⑥

わかちあい

13：30 ～14：00

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.

社会活動委員会より
３月２日（土）１４時から１６時まで、カトリック姫路教会において、姫路地区社会活動

委員会主催の学習会があります。テーマは「福音の力で Ｐａｒｔ２」で、講師はヨゼフ・ア
ベイヤ司教様です。
Thứ bảy 2/3, từ 14 giờ đến 16 giờ, tại nhà thờ công giáo Himeji có tổ chức buổi học tập do uỷ ban hoạt động
xã hội himeji tổ chức. Chủ đề là「với sức mạnh của Phúc Âm phần 2」do đức cha Joseph Abeiya giảng sư.
2.

典礼チームより
今年の「灰の水曜日」は３月６日（水）です。この日の灰を作りますので、昨年の「枝の

主日」以来ご家庭で保管されている枝を３月３日（日）までに教会へ持って来てロビーの箱
に入れて下さい。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 6/3, để lấy tro dùng cho ngày lễ, xin các gia đình mang những cành lá được bảo quản
từ ngày lễ lá năm ngoái, đến bỏ vào thùng nơi hành lang nhà thờ đến chúa nhật 3/3. Ngoài ra, 「thứ tư lễ tro」
có 2 lễ, sáng 10 giờ và tối 19 giờ.
3.

世界祈祷日礼拝について
３月１日（金）、午後１時３０分から３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.

淳心会本部への駐車について
平日に淳心会本部に駐車される方は、淳心会の許可を得て下さい。

Những ngày thường, vị nào đậu xe trong bãi của trụ sở hội JunShin, vui lòng xin phép hội JunShin.
5.

ミニサッカー募集と参加申し込みについて
５月１９日（日）に行われる「2019 カトリック姫路地区大会」の一環として、淳心学院グラ

ンドで、ミニサッカーのチーム対抗トーナメントゲームを開催します。各教会のグループまた
は個人で、男女を問わずふるってご参加ください。詳しくは、ロビー受付のチラシをご覧の上、
お申込みください。申し込みの締め切りは３月２４日（日）です。
Chúa nhật 19/5「đại hội công giáo hạt Himeji 2019」là 1 phần trong hạt, tại sân vận động Junshin Gakuin, sẽ
tổ chức đá banh đội Mini, các cá nhân hay nhóm của các nhà thờ, bất kể nam nữ, xin cùng tham gia đấu, Để
biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tờ rơi trên bàn tiếp nhận rồi ghi danh, Hạn chót là (chúa nhật) 24 tháng
3.
6.

英語の聖歌の練習会について
３月３１日（日）の国際ミサ(International Mass)で歌う歌を練習しますので、皆様ご参加く

ださい。なお、「歌声サポーターズ」のメンバーは必ずご参加ください。
３月のすべての日曜日 10 時のミサ後に練習し、３日の 10 時のミサ後が初回です。

