
 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 

 

1月 5 日(日) 主の公現   

1月 8 日(水) マザーテレサの共労者の集い 10：00 

1月 10日(金) 信徒養成講座 10：00 黙想と祈りの集い 19：00 

1月 12日(日) 主の公現   

                                                                                                                                                              

 

キリスト教一致祈祷週間（１月１８日から２５日まで） 

  

「すべての人を一つにしてください」という最後の晩さんでのイエスの祈りに耳をかたむけるわた

したちはまた、折にふれて目に見える一致を示すように求められています。それは、ともに祈り、

支え合うことによって、神がすべての人の救いのためにイエスを遣わしたことを「世が信じる」た

めです（ヨハネ 17・21－23参照） 

 キリスト教諸教会の間で毎年１月 18日から 25日に定められている一致祈禱週間は、このことを

強く意識する機会となるでしょう。この一致祈祷週間のために、教皇庁キリスト教一致推進評議会

と世界教会協議会は 1968年以来、毎年テーマを決め、「礼拝式文」と「8日間のための聖書と 

祈り」を作成しています。日本ではカトリック中央協議会と日本キリスト教協議会が共同で翻訳し、

小冊子を発行しています。 

 

世界こども助け合いの日・献金（１月２６日） 

 

「カトリック児童福祉の日」は、子どもたちが使徒職に目覚め、思いやりのある人間に成長す

ることを願って制定されました。この日にはまず第一に、子どもたちが自分の幸せだけでなく世

界中の子どもたちの幸せを願い、そのために祈り、犠牲や献金をささげます。毎日のおやつや買

いたいものなどを我慢してためた子どもたち自身の小遣いの中から献金することが勧められて

います。日本では、各教会だけでなく、カトリック系の幼稚園や保育園の大勢の子どもたちがこ

の日の献金に協力しています。この日の献金は全世界からローマ教皇庁に送られ、世界各地の恵

まれない子どものために使われます。    

 

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。 

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. 財務チームより 

2020年度の献金袋を各レターボックスに配付しています。レターボックス設置のない方の献

金袋は財務室でお預かりしていますので、ご不明の方はお尋ね下さい。 

教会建物の老朽化による建物修繕費（メンテナンス費）目的のため、今後定期的に（主日の

ミサ）に献金箱を設置します。皆様のご理解をよろしくお願いします。 

Từ năm 2020 bì quyên góp tiền sẽ phát vào các hộc thư, những vị không có hộc thư, phòng tài vụ sẽ tiếp 

nhận, vị nào không biết, xin cứ hỏi. 

Nhà thờ đã quá cũ, nên cần phải tu sửa, sau này định kỳ (Chúa Nhật) sẽ thiết trí hòm cống hiến, xin mọi 

người thấu hiểu và giúp đỡ. 

 

 2. 「 教皇様への献金」について 

   日本カトリック司教協議会から、教皇様の今回の日本訪問への感謝を込めて、「教皇様への

献金」のお願いがありましたので、献金へのご協力をよろしくお願いいたします 

   献金は、郵便振替用紙での個人振り込みのみとなっており、振込用紙はロビー受付のテーブ

ルの上に置いています。振込期限は 2020年 1月 31日です。 

Thông báo từ hội đồng Giám mục công giáo Nhật bản,   Đức Giáo Hoàng đã đến thăm Nhật lần này,  để tỏ 

lòng cảm tạ và biết ơn, nên các ngài đã mời gọi góp tiền gửi đến Đức Thánh Cha. xin cùng hiệp lực, chuyển 

khoản qua bưu điện, chỉ chuyển khoản cá nhân, giấy chuyên dụng có sẵn trên bàn tiếp nhận, thời hạn đến 

31/1. 

 

3.  営繕チームより 

  ザビエル館の耐震工事を予定しておりますが、その工事に合わせてリニューアルすることも

検討しており、有効利用についてアイデアがあれば、ロビーの投書箱に入れてください。 

Dự định sẽ tu bổ phần chịu động đất quán Savie, theo công trình đó cũng đang xem xét làm mới lại, nếu có ý 

tưởng hữu hiệu cho việc xử dụng, xin bỏ vào hòm ý kiến thư ở sảnh nhà thờ. 

                  

4.  掲示板の掲示方法について 

掲示方法を整理中です。①ロビー入ってすぐ右の掲示板【A】:重要なお知らせ。教会に入っ

たら必ずご覧下さい。②ロビー正面のお御堂の壁掲示板【B】:上半分/姫路教会関係(評議会議

事録、広報「風」、週報、墓地委員会の議事録等)、地区教会からのもの。下半分/Vietnam community, 

English community、典礼関係当番表。③入って右奥グリーンの掲示板【C】シナピス等、教会

外からのニュース。④ロビー北壁の掲示板【D】:大阪大司教区関係。⑤改善に向けた積極的な

ご意見をどしどしお寄せ下さい 。 

 

5.  事務所より 

   １２月２８日（土）から来年１月８日（水）まで事務所はお休みします。 

Phòng làm việc nghỉ từ thứ bảy 28/12 đến thứ tư 08/01. 

 


