
 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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今週の予定 

 

11月 10日(日) 年間第 32 主日 七・五・三（子供の祝福） 

11月 13日(水) マザーテレサの共労者の集い 10：00 

11月 15日(金) 信徒養成講座 19:00    

11月 17日(日) 年間第 33 主日 （聖書週間 24 日まで） 

  

                                                                                                                                                              

貧しい人のための世界祈願日（１１月１７日） 

 

  いつくしみの特別聖年（2015年 12月 8日～2016年 11月 20日）の閉年にあたり公布された使

徒的書簡『あわれみあるかたと、あわれな女』（2016年）で教皇フランシスコは、年間第 33主日

を「貧しい人のための世界祈祷日」とするよう定めました。 

ご自分を小さい者や貧しい者と等しい者とみなされたキリストに倣い、わたしたちも、貧しい

人、弱い立場にある人に寄り添い、奉仕するよう求められています。 

不平等や不正義のない世界実現に向けて、具体的なわざを通して神のいつくしみのあかし人と

なれるよう、祈り求めていかなければなりません。 

 

 

                                                                                                            

                                                                              

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          随時 

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 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. 待降節の黙想会について 

    待降節の黙想会は、１２月１日（日）１０時から行われます。講師は夙川教会のサック神父

様で、テーマは「ゆるしの秘跡について」です。詳しい内容については、ポスターをご覧くだ

さい。 

 

2.  2020年度姫路地区合同堅信式について 

   2020年 5月 10日（日）加古川教会にて姫路地区合同堅信式が行われます。受堅を希望され

る方、あるいは保護者の方は事務所にてお申込みください。対象者は受堅時に中学生以上（現

在、小学校 6 年生以上）の信徒です。受堅にあたっては準備のための勉強会に参加する必要

があります。勉強会の日程は、追って受堅希望者にご連絡いたします。 

Chúa nhật 10/5/2020 Giáo xứ Himeji sẽ tổ chức lễ thêm sức chung tại nhà thờ Kakogawa, người cần lãnh bí 

tích và phụ huynh, xin thông báo cho phòng làm việc biết, người lãnh bí tích phải trung học trở lên, (hiện tại 

là lớp 6) để chuẩn bị, cần phải tham gia khoá học, lịch học theo sau sẽ thông báo đến những người có nguyện 

vọng lãnh nhận. 

 

3.  年末の大掃除について 

  １２月８日（日）に教会の大掃除を行います。皆様のご協力をよろしくお願いします。 

  なお、ぞうきん各自ご持参ください。 

Chúa nhật 8/12 tổng vệ sinh nhà thờ, xin mọi người cùng hiệp lực. 

Ngoài ra, giẻ lau xin tự mang theo. 

 

4.  クリスマスキャロルの歌の練習ついて 

  今年も、１２月１５日（日）に姫路駅前でクリスマスキャロルを行います。１１月１０日

（本日）のミサ後より歌の練習を始めます。待降節の準備として、たくさんのご参加をお待

ちしています。 

    教会学校は、１０日の第２日曜以外の９時から１０時まで２０２号室で同じ歌の練習をし

ます。ミサ後の練習に参加できない方は、子供たちとの練習に参加してください。 

Năm nay,Chúa Nhật 15/12 cũng sẽ hát nhạc Giáng sinh trước ga Himeji,Chúa Nhật 10/11,sau thánh lễ sẽ tập 

hát chuẩn bị cho mùa vọng,xin mọi người cùng tham gia. 

Lớp giáo lý, ngoài Chúa Nhật thứ 2,ngày 10 từ 9 giờ đến 10 giờ tại phòng 202 cũng sẽ tập hát,các vị nào sau 

lễ không thể tham gia được,xin cùng tham gia tập hát với các em. 

 

5. 共同墓の使用申し込み受付開始について 

  新しい共同墓碑ができました。急ぎ共同墓の使用をご希望の方は事務所にある申込書を墓

地委員会に提出して下さい。墓地管理規定は現在改定中です。改定案は事務所のファイルを

ご覧下さい。大阪司教区の認可がおり次第適用されます。 

                              


