
 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。 

 

2019 年（平成 31 年）    TUẦN BÁO NHÀ THỜ HIMEJI 

１１月２４日 カトリック姫路教会週報 No.７7１ 

E-mail：office@catholic-himeji.com   URL http://www.catholic-himeji.com 

発行：カトリック姫路教会事務室 〒670-0012 姫路市本町 68 TEL 079-222-0043 FAX 079-222-0093 

 

 

今週の予定 

 

11月 24日(日) 王であるキリスト 

11月 27日(水) 黙想と祈りの集い 10：30 

11月 30日(土) 入門講座 10：00 ベトナム語ミサ 19：30 

12月 1 日(日) 待降節第 1主日 黙想会 

  

                                                                                                                                                              

宣教地召命促進の日（１２月１日）  献金 

  

  キリストを知らない人に救いの福音を伝えることは、キリスト者一人ひとりに課せられた使命

であり、神からの呼びかけにこたえること（召命）です。それゆえ、宣教地である日本において、

すべての信徒がその使命を果たせるよう、また宣教に従事する司祭・修道者がよりいっそう増える

よう祈ることは、とても大切なことです。 

 この日、わたしたちは、世界中の宣教地における召命促進のために祈り、犠牲をささげます。当

日の教会の献金はローマ教皇庁に集められ、全世界の宣教地の司祭養成のために援助金として送ら

れます。 

                                                                                                            

待降節黙想会 

 

日 時：  １２月１日（日） １０：００～  場 所： カトリック姫路教会 

講 師：  サック神父様（夙川教会） 

テーマ：  「ゆるしの秘跡について」 

内 容： 〇 ミサ     １０：００～１１：００ 

     〇 講話     １０：１０～１１：４０ 

     〇 ゆるしの秘跡 １１：４０～１２：１０ 

     〇 昼食     １２：１５～１２：４５（昼食は各自持参） 

     〇 わかちあい  １２：４５～１３：１５ 

 

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、前面に記載のとおり

です。 

 

2.  2020年度姫路地区合同堅信式と勉強会について 

   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。申込期限は 12月１日（日）です。

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。勉強会の初回は 12 月 22 日（日）ミサ後行われ

ます。（１時間程度） 

Chúa nhật 10/05/20 sẽ cử hành lễ ban phép thêm sức chung tại nhà thờ KAKOGAWA, người cần lãnh bí tích 

và phụ huynh, xin ghi danh tại phòng làm việc, hạn chót là Chúa nhật 1/12, đối tượng lãnh bí tích thêm sức 

phải là người công giáo, tuổi từ trung học trở lên,(hiện tại là lớp 6), để chuẩn bị, cần phải tham gia khoá học, 

buổi học đầu tiên là sau lễ Chúa nhật 22/12, thời gian học khoảng 1 tiếng. 

 

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。毎週ミサ後に

歌の練習をいたします。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、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, mỗi tuần sau thánh lễ, sẽ tập hát 

chuẩn bị cho mùa vọng, mong đông đảo mọi người cùng tham gia. 

Lớp giáo lý từ 9 giờ đến 10 giờ cũng có tập hát, nếu không thể tham gia tập hát sau lễ, xin cùng tham gia tập 

hát với các em tại phòng 202. 

 

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。 

                              


