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今週の予定 

 

6月 23日(日) キリストの聖体 初聖体式 

6月 24日(月) 洗礼者聖ヨハネの誕生 

6月 26日(水) 黙想と祈りの集い 10：30 

6月 28日(金) イエスのみ心 信徒養成講座 10：00 

6月 29日(土) 聖ペトロ聖ヨハネ使徒 

6月 30日(日) 年間第 13主日 国際ミサ（７時と１５時のミサはありません。） 

 

                                                                                                                                                              

聖ペトロ使徒座への献金 （６月２３日） 

 

教皇は毎年、世界各地を訪問します。そして、人々の苦しみや悩みを聞き、優しい笑顔で力

づけ、数々の援助を与えます。キリストの代理者、教会の最高牧者である教皇は、祈りと具体

的な援助を通して全世界の人々にいつも寄り添っているのです。この教皇に心を合わせて、わ

たしたちも世界中の苦しんでいる人々のために祈りと献金をささげます。教皇のこうした活動

のために充てられる聖ペトロ使徒座への献金は、８世紀ごろイギリスでは始まった、大人も子

どももいちばん小さなお金である１ペニーを毎年教皇に献金する運動がもとになって世界中

に広まったものです。 

                                                                                                               

                                                                              

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         随時 

3. 教会学校           1.3.4.5（日）9：00 9.  葬儀          第 5金曜 13:30 

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          毎週（日）（月） 

6. 広報          第 4木曜 10:00 12. 営繕         随時 

 

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。 

 

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 

 



 

お知らせ／ Thông Báo   

 

 1.  典礼チームより 

  「ミサ中の音出し練習会、参加者大募集」 

  ミサで奏楽者がいない時に、歌の始めの音を出す（音出し）タイミングの練習を１０時の

ミサ後 11：15～12：00の予定で聖堂にて行います。片手だけで数音なら弾ける方、歌で協力

頂ける方、関心はあるが良く分からない方も、是非お気軽にご参加ください。 

 

2.  キリスト教入門講座の開講について 

   アルマンド神父様の入門講座が６月８日（土）から始まりました。講座開催日時は、毎月

第２、４土曜日（８月及び祝日はお休み）の１０時からです。カトリック教会の教えについ

て学びます。キリスト教に興味のある方、また、洗礼を希望される方は、どなたでも歓迎し

ます。ご希望の方は、事務所までお申し込みください。詳しくは、入口ドアに貼ってあるポ

スターをご覧ください。 

                                                                                                                                                             

3.  信徒養成講座の開講について    

信徒を対象とした信徒養成講座が６月７日（金）から始まりました。 

毎月、第１・第３週金曜日１９時からと第２・第４金曜日１０時から（第５金曜日、祝日

はお休み）です、場所は本館２階２０１号室、指導はウィル神父様です。詳しくは、入口ド

アに貼ってあるポスターをご覧ください。 

 

4.  夏季の大掃除について 

  ７月７日（日）の１０時のミサ後、信徒皆で教会の大掃除をします。ふだん掃除の手が行

き届かない箇所や梅雨、台風に備えて屋上や排水溝などの掃除をします。作業しやすい服装

でおいで下さい。高圧洗浄機やブロワなどお持ちの方はご協力いただければ幸いです。 

Chúa nhật 7/7 sau lễ 10 giờ, mọi người cùng nhau tổng vệ sinh nhà thờ, để chuẩn bị cho mùa mưa bão tới, sẽ 

vệ sinh cả những nơi bình thường tay với không tới, như máng nước trên mái, rãnh nước thải, xin mặc trang 

phục dễ làm, quý vị nào có máy thổi hay máy rửa cao áp, rất hạnh phúc nếu được mang đến giúp. 

 

5.  国際ミサ後の交流会について 

  ６月３０日（日）は国際ミサとなっています。ミサ後には交流会が企画され、ベトナム、

フィリピン、日本の信徒が軽食のバザーを準備し、教会学校が子ども喫茶を開きます。 

また、それぞれの共同体から催しが披露されます。皆さまどうぞご参加とご協力をお願い

します。日本チームでは、おにぎりを作ります。ご協力いただける方は、本日ミサ後お米を

お渡しします。 

Chúa nhật 30/6, lễ quốc tế sau lễ có kế hoạch giao lưu, cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Phi-líp-pin, tín đồ 

Nhật sẽ chuẩn bị cho buổi Bazaar là thức ăn nhẹ, các em lớp giáo lý cũng bán Càphê, ngoài ra, mỗi cộng đồng 

sẽ có món trưng bày riêng, xin mọi người cùng hợp tác tham gia, đội Nhật sẽ làm cơm vắt, vị nào tình nguyện 

giúp, sẽ giao gạo sau thánh lễ hôm nay. 

                


