
 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 

                                                                                                           

3月 28日(日) 受難の主日（枝の主日） 世界青年の日 

ミサ時間 7：00・9：00・11：00・15：00英語 

4月 1 日(木) 聖木曜日（主の晩さん）ミサ時間 19：00 

4月 2 日(金) 聖金曜日（主の受難） ミサ時間 19：00 聖地のための献金 

4月 3 日(土) 聖土曜日（復活徹夜祭）ミサ時間 19：00 

4月 4 日(日) 復活の主日 （パーティーはありません。） 

ミサ時間 7：00・9：00・11：00・15：00英語 

 

世界青年の日（３月２８日） 

1984年、「あがないの特別聖年」に、聖ヨハネ・パウロ二世教皇は大十字架を聖ペトロ大聖

堂の祭壇脇に設置しました。そして特別聖年の結びに、それを「主イエスの人類への愛のしる

し」として青年たちに託し、キリストこそが救いであることを世界に告げるよう願いました。

以来、この十字架に教皇の志を継いだ青年たちの巡礼のシンボルとなり、諸国を旅することに

なります。国連が定めた国際青年年の 1985年、受難の主日に、青年たちはこの十字架とともに

教皇のもとに集まりました。教皇はこの年、受難の主日を毎年「世界青年の日」として祝うよ

う定め、２～３年に一度は、世界中の青年が教皇と出会うワールドユースデー（ＷＹＤ）が開

かれるようになりました。2019年には、中南米パナマでＷＹＤが開催されます。 

「主日のミサの再開」について 

兵庫県に発令されていた「緊急事態宣言」が解除されたことに伴い、３月７日（日）から姫路教

会の「主日のミサ」を再開されましたが、未だ新型コロナウイルス感染症の収束に至っておらず、

３密を避けるため「主日のミサ」は、午前７時、午前９時、午前１１時と午後３時（英語）の４回

とし分散した上で行います。信徒の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

そして、既に発行されている「ミサ時間登録証」の指定された時間を厳守してください。 

（入堂制限人数は１００名以内とします。） 

なお、大阪教区より新型コロナウイルス感染防止のために、体調不良、高齢者の信徒へのミサ出

席自粛要請とミサ出席義務免除がなされていることについてご理解ください。 

 

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.  四旬節「愛の献金」について 

    四旬節「愛の献金」の献金袋を各自のレターケース入れておりますので、ご協力をよろしく

お願いします。レターケースのない方は、ロビーの机の上に置いてある献金袋を使用してくだ

さい。 

 (Ai no kenkin)Quyên tiền mùa chay, bì quyên góp đã bỏ vào mọi hộc thư, vị nào không có, xin 

dùng bì có sẵn trên bàn tiếp nhận. 

 

2.  聖週間のミサについて 

   聖週間「聖木曜日（主の晩さん）4/1、聖金曜日（主の受難）4/2、聖土曜日（復活徹夜祭）

4/3」のミサは、１９時からです。新型コロナウイルス感染防止のため入堂制限をします。 

   よって、整理券の受付・発行を行っており、先着順ですので、希望日の整理券を申し込んで

ください。なお、本日の「受難の主日（枝の主日）」で祝福された枝は、各自お持ち帰りくだ

さい。 

  Thông báo tuần thánh, 1/4 thứ năm tuần thánh, 2/4 thứ sáu tuần thánh, 3/4 thứ bảy vọng 

phục sinh, lễ 19 giờ, để phòng dịch Covid lây nhiễm, nên sẽ giới hạn số người vào thánh đường. 

theo đó, hiện đang tiếp nhận phát hành vé thứ tự từ người đến trước, muốn vé vào ngày nào, xin 

đăng ký. 

Ngoài ra, hôm nay lễ lá, lá đã được làm phép, ai nấy xin tự mang về. 

 

3.  信徒代表、副代表の決定について 

  今期（2021.4～2023.3）の信徒代表は和田陽子さん、副代表は中川理恵さんと市田雅人さ

んに決定いたしました。皆様のご協力をよろしくお願いします。 

Ban đại diện kỳ 2021.4~2023.3, trưởng ban là WADAJOKO, phó ban là NAKAGAWARIE và 

ICHIDAMASATO, xin mọi người cùng hiệp lực. 

 

4.  2021～2022年度の各委員会のメンバーの募集について 

   姫路小教区の各委員会のメンバーを募集いたします。教会共同体の一員として皆さま各自

が委員会に協力するようお願いいたします。 

   申込用紙は各自のレターケースに入れておりますが、ロビーの机の上にも用紙を置いてお

りますので、記入して募集箱に入れてください。継続される方も記入をお願いします。 

   一応、締め切りは、５月３０日（日）といたします。 

Giáo xứ Himeji mộ tập tham gia đoàn thể, là một thành viên trong cộng đoàn, xin mọi người cố 

gắng tham gia vào các đoàn thể, giấy ghi danh đã bỏ vào hộc thư rồi, nhưng nếu không có, trên 

bàn ở sảnh nhà thờ cũng có giấy chuyên dụng, xin ghi danh rồi bỏ vào hòm mộ tập, người tiếp 

tục xin cũng ghi danh, 

tạm thời 30/5 sẽ là hạn chót. 

 


