
 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 

 

2月 9 日(日) 年間第 5 主日 新教会建設献金の日 

2月 11日(火) 世界病者の日 

2月 12日(水) マザーテレサの共労者の集い 10：00 

 2月 14日(金) 信徒養成講座 10：00 黙想と祈りの集い 19：00                                                                                                                                                        

2月 16日(日) 年間第 6 主日  

 

世界病者の日（ 2月 11日・火） 

 

教皇ヨハネ・パウロ二世は、1984 年 2 月 11 日（ルルドの聖母の記念日）に使徒的書簡『サル

ｳﾞｨフィチ・ドローリス－苦しみのキリスト教的意味』を発表し、翌年の 2月 11日には、教皇庁

医療使徒職委員会（現・保健従事者評議会）を開設しました。そして、1993年からこの日は「世

界病者の日」と定められ、毎年教皇メッセージが発表されています。 

病者がふさわしい援助が受けられるように、また苦しんでいる人が自らの苦しみの意味を受け

止めいくための必要な助けを得られるように、カトリックの医療関係者に対してだけではなく、

広く一般社会に訴えていかなければなりません。医療使徒職組織の設立、ボランティア活動の支

援、医療関係者の倫理的霊的養成、病者や苦しんでいる人への宗教的な助けなども重要な課題な

す。 

新教会建設献金の日（ 2月９日・日） 

 

大阪教区では、毎年２月の第２主日に新教会建設献金をお願いしています。 

昨今建物の老朽化や耐震補強の必要性によって新築のみならず改修、修繕、耐震補強をしなけ

ればならない教会も増えてきました。これまで教会の新築建て替えは、教会の土地の一部を売っ

たりしながら、それぞれ建設費を工面してきました。福音宣教活動の拠点として、人々が集う教

会の建物にどうしてもお金がかかることになってしまうのは致し方ありませんが、今後起こりえ

ることを想像しながら教区の中で協力し合い、普段から少しずつ準備して行きたいと思います。 

それぞれの教会で補修や改修のために建設積立をしておられる中で新教会建設献金をお願い

するのは誠に心苦しいのですが、今年もよろしくお願いいたします。 

 

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.  社会活動委員会より 

  ２月２９日（土）１４時から１６時まで、カトリック姫路教会において、姫路地区社会活

動委員会主催の学習会があります。テーマは「戦後７５年 戦争体験をどう受け継いでいく

か～南京への旅を重ねて考えたこと～」、講師は宮内陽子さんです。詳しくは、ポスターを

ご覧ください。 

Nhóm hoạt động xã hội thông báo: 

Thứ bảy 29/2 từ 14giờ đến 16giờ tại nhà thờ công giáo Himeji có buổi học tập, do ủy ban hoạt động xã hội khu 

vực Himeji tổ chức, chủ đề: phải truyền lại thế nào sự trải nghiệm 75 năm sau chiến tranh, và sự suy nghĩ 

chuyến đi Nam Kinh, Giảng viên, MyauchiYouko. chi tiết, xin tham khảo Poster . 

 

2.  典礼チームより 

  今年の「灰の水曜日」は２月２６日（水）です。この日の灰を作りますので、昨年の「枝

の主日」以来ご家庭で保管されている枝を２月２日（日）～２月２３日（日）の期間中に教

会へ持って来てロビーの箱に入れて下さい。なお、「灰の水曜日」のミサは、１０時と１８

時の２回あります。 

 Nhóm phụng vụ thông báo: 

Năm nay thứ tư lễ tro là ngày 26/2, để lấy tro dùng cho ngày lễ, xin quý vị mang những cành lá của Chúa nhật 

lễ lá năm ngoái đến, bỏ vào thùng nơi hành lang nhà thờ, trong thời gian từ Chúa nhật 2/2 đến Chúa nhật 23/2. 

Ngoài ra, (Thứ tư lễ tro) có 2 lễ, 10 giờ và 18 giờ. 

 

 3. 世界祈祷日礼拝について 

３月６日（金）、午後１時３０分から３時まで、カトリック姫路教会において播州地区キリ

スト教会の司牧者、信徒が集い、世界祈祷日礼拝が行われます。ご都合のよい方はご参加くだ

さい。 

Thứ sáu 6/3 trưa từ 1:30 đến 3 giờ, tại nhà thờ công giáo Himeji, các vị mục vụ giáo hội KiTo khu vực 

Banshu, giáo dân nhóm họp tổ chức ngày thế giới cầu nguyện, vị nào thấy thuận tiện xin cùng tham gia. 

 

4. 四旬節の黙想会について   

四旬節の黙想会は、３月８日（日）９時半から行われます。講師は山内
やまうち

十束
と つ か

神父様（御受難

修道会／宝塚修道院）で、テーマは、「回心という召命」です。 

日程 

①  ゆるしの秘跡（告解） 9：30～10：00 

②  ミサ         10：00～11：00 

③  講話         11：10～11：55 

④  ゆるしの秘跡（告解） 12：00～ 

⑤  昼食 各自持参           


