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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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 28 日(日) 復活説第 2 主日（神のいつくしみの主日）
5 月 5 日(日) 復活説第 3 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。

ロメロ・アルマンド司祭・ガッラ・ウィフリデュス司祭の着任
この度の春の人事異動によりロメロ・アルマンド神父様が堺ブロックの共同司牧司祭から
姫路教会の主任司祭として４月２３日に、ガッラ・ウィフリデュス神父様が仙台教区四ツ家
教会から姫路中ブロックの協力司祭として４月２５日に着任されました。私たち信徒一同、
歓迎いたします。どうぞよろしくご指導をお願いいたします。
本日は、ウィフリデュス（通称ウィル）神父様が姫路教会司牧者としての主日の初ミサを
司式していただきます。なお、アルマンド神父様は、４月２５日（木）から５月２日（木）
までフィリピンに帰っておられますので、その間はお留守となります。

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.

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

なお、地区大会の日は、実行委員、奉仕担当以外は自家用車の駐車を禁止します。公共交
通機関か有料駐車場を利用してください。
Chúa nhật 19/5, kỷ niệm 150 năm tái truyện giáo của Giáo phận Osaka sệ được tổ chưc tậi Himeji,
Tư 10:30 thánh đượng Himeji có lệ quổc tệ (MiSa đa quổc tịch), và tư 13:00~15:00 giợ sân vận
đổng hổc viện Junshin có tổ chưc đậu bóng đá mini, các nhóm của các nhà thợ, hay các đổi cá
nhân sệ cùng đậu, chi tiệt xin tham khậo poster,
Chủ đệ: hãy nên mổt Himelympic 2019.
Ngoài ra, trong ngày hổi, việc đổ xe ô tô riêng bị cậm, ngoậi trư các ủy ban điệu hành và nhân
viên phủng sư, xin vui lòng sư dủng phượng tiện giao thông công cổng hoậc đổ xe bãi trậ tiện.
2.

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.

教会学校より
５月１２日（日）ミサ後、遠足に行きます。場所は、シロトピア公園です。

子どもたちのお弁当、おやつは用意します。参加ご希望の方は、教会学校リーダーまで申し込
みください。
Sau lệ chúa nhật 12/5, lợ́p giáo lý đi Ensoku nợi công viên Shirotopia, sệ chuận bị cợm hổp, thưc
ăn nhệ, vị nào muổn tham gia xin thưa vợi ngượi phủ trách.
4.

ザビエル書院より
５月５日（日）をお休みとさせていただきます。

Thư viện Savie xin được nghỉ chúa nhật 5/5.

