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
9 月 8 日(日) 年間第 23 主日 典礼勉強会はありません。
9 月 11 日(水) マザーテレサの共労者の集い 10：00
9 月 13 日(金) 信徒養成講座 10：00 黙想と祈りの集い 19：00
9 月 14 日(土) 十字架称賛 入門講座 10：00
9 月 15 日(日) 年間第 24 主日 敬老の集い
14 日（土）～15 日（日）教会学校お泊り勉強会
※

入門講座及び信徒養成講座は、9 月から始まりました。
世界難民移住移動の日・献金 （９月２９日）
「世界難民移住移動者の日」は、1970 年に福者パウロ六世が教皇庁移住・観光者司牧委員会

（現在の移住・移動者司牧評議会）を設立したことを受け、「各小教区とカトリック施設が、国籍
を超えた神の国を求めて、真の信仰共同体を築き、全世界の人々と『ともに生きる』決意を新たに
する日」として設立されました。
「世界難民移住移動者の日」には、おもに滞日・在日外国人、海外
からの移住労働者、定住・条約難民、外国人船員や国際交通機関の乗組員とその家族のために「祈
り・司牧的協力・献金」がささげられ、それらは日本カトリック難民移住移動者委員会を通じて、
幅広く支援に役立てられています。

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

1.3.4.5（日）9：00 9.

葬儀

随時

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

毎週（日）（月）

6. 広報

随時

随時

12. 営繕

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.

敬老の祝福について
敬老の祝福を９月１５日（日）午前１０時のミサの中で行います。
ミサ後、ザビエル館でアルマンド神父様とウィル神父様の出演などサプライズをお楽しみ

ください。敬老対象者以外の信徒の皆様は、各自で軽食をご持参ください。持ち寄りでお祝
いしましょう。なお、該当の方（７５歳以上の方）には、ご案内のハガキを送らせていただ
きましたが、届かない方がありましたら、事務所までお申し出ください。
Chúa nhật 15/9 kính lão chúc phúc, sẽ cử hành trong giờ lễ.
Sau lễ, bên quán Savie xin cùng thưởng thức những chuyện vui bất ngờ, như sự xuất hiện của cha Armand và
cha Wil, những tín đồ ngoài đối tượng kính lão tham gia, xin tự mang theo thức ăn nhẹ đến cùng chung vui,
ngoài ra, người trên 75 tuổi nhà thờ đã gửi thiệp hướng dẫn, ai chưa có xin báo cho phòng làm việc biết.
2.

教会学校よりお手伝いの募集について
９月１４（土）～１５日（日）に教会学校お泊り勉強会を姫路教会で行います。

１４日１６時から夕食作り、１５日６時から朝食作りのお手伝いをしてくださる方（各 10 人
ほど）を募集しています。お手伝いできる方は教会学校リーダーまでお願いします。
Lớp giáo sẽ ngủ lại tại nhà thờ để học tập, cần khoảng 10 người giúp lo cơm nước cho các em, làm cơm chiều
từ 16 giờ ngày 14, cơm sáng từ 6 giờ ngày 15, vị nào phụ giúp được, xin thông báo cho người trách nhiệm lớp
giáo lý.
3.

鶴島巡礼について
岡山教会から、例年行われている鶴島巡礼「１０月１４日（月・体育の日）」の案内がありま

した。参加ご希望の方は、ロビー机の上の申込み用紙にご記入してください。
締切りは、９月２９日（日）です。各自、現地（日生港）９時、集合でお願いします。
参加費用 １７００円

学生（中・高・大）１０００円

４歳以上３００円です。

詳しくは、ロビーに掲示のポスターをご覧ください。参加費用は、事前に吉岡又は清水ま
でお願いします。ベトナムの方は、小川さん（ベトナム代表）に申込みをして下さい。
Hành hương Tsushima hàng năm Từ nhà thờ Okayama đã có hướng dẫn, thứ hai 14/10 (ngày thể dục) các vị
muốn tham gia, xin ghi danh vào đơn có sẵn trên bàn tiếp nhận, hạn chót là Chúa nhật 29/9, hiện trường tập
hợp lúc 9 giờ tại cảng Hinosei, phí tham gia 1700 yên, học sinh (đại, cao, trung) 1000 yên, 4 tuổi trở lên, 300
yên.
Chi tiết xin tham khảo poster yết thị nơi hành lang phí tham gia xin trao trước đến Yoshioka hoặc Shimizu,
cộng đồng Việt Nam, xin liên hệ đến ban đại diện Ogawa.

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

9 月 14 日 (土)

炊き出し･散髪・生活相談

準備 14:00～ 配食 16:00～17:00

9 月 26 日 (木)

おにぎりくばり

準備 16:00～ 配食 18:30～19:00

