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 14 日(日)
4 月 18 日(木)
4 月 19 日(金)
4 月 20 日(土)
4 月 21 日(日)

受難の主日（枝の主日） 世界青年の日
聖木曜日（主の晩さん）19：00 （聖地のための献金）
聖金曜日（主の受難） 19：00 十字架の道行き 15：00
聖土曜日 19：00（洗礼式）入門講座はありません。
復活の主日 10：00（午前７時はありません。
）

四旬節愛の献金（四旬節中）
教皇は毎年、四旬節に向けてメッセージを発表し、キリストを信じるすべての人が四旬節の精
神をよく理解して、回心と愛のわざに励むよう呼びかけます。この呼びかけにこたえて日本のカ
トリック教会は、虐げられ、差別され、見捨てられ、いのちの危機にさらされている人たちとの
共感を大切にするよう一人ひとりに訴えるとともに、四旬節中の「愛の献金」を奨励しています。
この「愛の献金」は、カリタスジャパンを通して海外諸国と日本各地に送られ、難民や孤児、
そして、貧困、失業、飢餓などに苦しむ多くの人々のいのちを守るために、また彼らの自立を助
けるために使われます。

世界青年の日（４月１４日）
1984 年、「あがないの特別聖年」に、聖ヨハネ・パウロ二世教皇は大十字架を聖ペトロ大聖
堂の祭壇脇に設置しました。そして特別聖年の結びに、それを「主イエスの人類への愛のしる
し」として青年たちに託し、キリストこそが救いであることを世界に告げるよう願いました。
以来、この十字架に教皇の志を継いだ青年たちの巡礼のシンボルとなり、諸国を旅することに
なります。国連が定めた国際青年年の 1985 年、受難の主日に、青年たちはこの十字架とともに
教皇のもとに集まりました。教皇はこの年、受難の主日を毎年「世界青年の日」として祝うよ
う定め、２～３年に一度は、世界中の青年が教皇と出会うワールドユースデー（ＷＹＤ）が開
かれるようになりました。2019 年には、中南米パナマでＷＹＤが開催されます。
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.

四旬節中の「ゆるしの秘跡」について
いつものとおり四旬節の期間は、主日 10 時のミサの前後 30 分間、神父様は告解部屋に待

機してくださいますので、皆様、この機会に「ゆるしの秘跡」をお受けください。
2. 聖金曜日の「十字架の道行き」の祈りについて
4 月 19 日（聖金曜日）の午後 3 時から「十字架の道行き」の祈りを行います。
19/4 thứ sáu tuần thánh, cầu nguyện đi đàng thánh giá từ 3 giờ chiều.
3.

四旬節「愛の献金」について
四旬節「愛の献金」の献金袋を各自のレターケース入れておりますので、ご協力をよろしくお

願いします。レターケースのない方は、ロビーの机の上に置いてある献金袋を使用してくださ
い。
Quyên góp tiền (yêu thương) mùa chay, bì quyên góp đã để sẵn trong hộc thơ của mọi người, xin cùng hiệp lực, những
vị không có hộc thơ, xin dùng bì có sẵn trên bàn tiếp nhận.

4.

復活祭のミサ後のパーティーについて
４月２１日（日）の復活祭のパーティーをミサ後、ピロティ―で行います。
教会でも用意いたしますが、食べ物や飲み物を持ち寄りといたしますので、ご協力をお願

いします。なお、聖週間・復活祭の典礼については、ロビーの張り紙をご覧ください。
Liên hoan lễ Phục Hoạt chúa nhật 21/4, sau lễ sẽ tổ chức liên hoan tại sân pilotis, thức ăn nhà thờ có chuẩn
bị, xin mọi người cùng hiệp lực mang thêm thức ăn uống đến.
Ngoài ra, phụng vụ tuần thánh và lễ Phục Sinh xin tham khảo giấy dán nơi phòng tiếp nhận.
5.

ザビエル書院より
ザビエル書院は、４月２１日（日）と５月５日（日）をお休みとさせていただきます。

Thư viện Savie sẽ nghỉ chúa nhật 21/4 và chúa nhật 5/5.
6.

訃報のお知らせ
姫路地区で司牧活動にご尽力されました淳心会のハリー神父様が帰天されました。
通夜は、１４日（日）午後６時から、葬儀は１５日（月）１０時半から、カトリック仁豊野

教会（聖マリア病院聖堂）にて執り行われます。
Cha Harie thuộc hội Junshin, đã tận lực hoạt động mục vụ hạt Himeji, nay ngài đã quy thiên.
Thông dạ: từ 6 giờ chiều chúa nhật 14/4.
Lễ tang từ 10:30 thứ hai 15/4 sẽ cử hành tại nhà thờ công giáo Nibuno (thánh đường thánh MARIA).

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 25 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

5 月 11 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

