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
4 月 21 日(日)
4 月 24 日(水)
4 月 27 日(土)
4 月 28 日(日)

復活の主日 10：00（午前７時はありません。
）
黙想と祈り集い 10：30
ベトナム語ミサ 19：30
復活説第 2 主日（神のいつくしみの主日）
世界召命祈願の日（５月１２日）

神は、すべての人が誠実に自分の生涯を過ごすように招いています。ある人は社会の中のさ
まざまな職場で働く人として、また夫、妻、父、母としてよい家庭を築くように、そして、あ
る人は神と人とに仕える司祭、修道者となるように招かれています。神の招きはこのように人
それぞれ異なりますが、自分に対する神の望みを祈りつつ探していくことが大切です。近年、
司祭や修道者の減少、高齢化が進んでいます。とくに「世界召命祈願の日」には、司祭、修道
者への招き（召命）に１人でも多くの人がこたえることができるよう祈りがささげられます。
この日は、福者パウロ六世教皇によって 1964 年に制定されました。

春名神父様への感謝とお礼
この度の春の人事異動により、本日の復活祭をもって、春名神父様は堺ブロックの共同司牧司
祭として堺教会に赴任されることとなりました。一昨年、姫路地区中ブロックの共同司牧司祭と
して着任され、昨年からは姫路教会の主任司祭として司牧活動に大変ご尽力をいただき、そして
ご指導をいただきましたこと信徒一同、誠に感謝いたしますとともにお礼を申し上げます。今後
も新たな教会での司牧にご尽力され、ご健康で益々ご活躍されますよう心からお祈り申し上げま
す。また、姫路教会のためにも、どうぞお祈りよろしくお願いいたします。本当にありがとうご
ざいました。

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.

姫路地区大会について
大阪教区再宣教 150 周年の姫路地区大会が５月１９日（日）に行われます。
10：30 から姫路教会聖堂でミサ（多国籍ミサ）があり、13：00～15：00 まで淳心学院グラ

ウンドで各教会のグループまたは個人参加によるチーム対抗のミニサッカーが行われます。
詳しくは、ポスターをご覧ください。テーマ

：

ひとつになろうヒメリンピック 2019

Chúa nhật 19/5, kỷ niệm 150 năm tái truyền giáo của Giáo phận Osaka sẽ được tổ chức tại Himeji, Từ 10:30
thánh đường Himeji có lễ quốc tế (MiSa đa quốc tịch), và từ 13:00~15:00 giờ sân vận động học viện Junshin
có tổ chức đấu bóng đá mini, các nhóm của các nhà thờ hay các đội cá nhân sẽ cùng đấu, chi tiết xin tham khảo
poster,
2.

Chủ đề: hãy nên một Himelympic.
2019 年度～2020 年度のチームメンバーの募集について
姫路小教区の各チームのメンバーを募集いたします。教会共同体の一員として皆さま各自

がチームに協力するようお願いいたします。
申込用紙は各自のボックスに入れておりますが、ロビーの机の上にも用紙を置いておりま
すので、記入して募集箱に入れてください。継続される方も記入をお願いします。
一応、締め切りは、５月２６日（日）といたします。
Tuyển mộ thành viên các nhóm 2019~2020, là thành viên trong cộng đoàn, xin mọi người cùng hiệp lực tham
gia các nhóm, đơn ghi danh đã bỏ vào hộc thơ của mọi người, trên bàn tiếp nhận cũng có, xin điền xong bỏ
vào hòm mộ tập.
3.

Tạm thời, chúa nhật 26/5 sẽ là hạn chót.

復活祭のミサ後のパーティーについて
本日、１０時のミサ後 、復活祭のパーティーをピロティーで行います。
お時間の許し限りご参加くださり、春名神父様とともに復活祭をお祝いし、信徒の皆様の親

睦を深めていただきたいと思います。
Hôm nay sau lễ 10 giờ trước sân nhà thờ sẽ tổ chức liên hoan mừng lễ Phục Sinh, nếu thời gian cho phép, xin
mọi cùng ở lại liên hoan mừng lễ, hãy cùng tham gia với cha Haruna, cùng chúc mừng nhau cho mọi người
thêm tình thâm thiết.
4.

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.
5.

来週の平日のミサにつて
4 月２２日（月）から新司祭着任（４月２７日（土））まで、平日のミサはありません。

Linh mục mới sẽ đến, các ngày thường từ thứ hai 22/4 đến thứ bảy 27/4, không có thánh lễ.

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

