
 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 

                                                                                                           

4月 25日(日) 復活節第 4主日 公開ミサ中止 世界召命祈願の日 

5月 2 日(日) 復活節第 5主日 公開ミサ中止 

 

 

世界召命祈願の日（４月２５日） 

神は、すべての人が誠実に自分の生涯を過ごすように招いています。ある人は社会の中のさ

まざまな職場で働く人として、また夫、妻、父、母としてよい家庭を築くように、そして、あ

る人は神と人とに仕える司祭、修道者となるように招かれています。神の招きはこのように人

それぞれ異なりますが、自分に対する神の望みを祈りつつ探していくことが大切です。近年、

司祭や修道者の減少、高齢化が進んでいます。とくに「世界召命祈願の日」には、司祭、修道

者への招き（召命）に１人でも多くの人がこたえることができるよう祈りがささげられます。         

この日は、福者パウロ六世教皇によって 1964年に制定されました。 

 

世界広報の日・献金 （５月９日） 

福音宣教はわたしたちの使命です。「世界広報の日」は、この福音宣教の分野の中でもとくに

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネットなどの広報媒体を用いて行う宣教につい

て、教会全体で考え、反省し、祈り、献金をささげる日です。日本のようにマスコミや技術の

進歩している国で、広報が社会や文化に及ぼす影響ははかりしれないものがあります。広報の

重要性を再認識し、広報を通して社会と人々にどのようにかかわっていくことができるか、ま

た、実際どのようにかかわっているかを考えることが大切です。「世界広報の日」は、第二バチ

カン公会議で定められ、1967年以来、毎年教皇メッセージが出されています。なお、多くの国

では、復活節第７主日をこの日に定めています。 

 

 

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.  主日のミサの司式協力について 

  春の司祭の人事異動により、ウィル神父様が姫路と佐用教会の主任司祭及び豊岡小教区管

理者に、レネ神父様（加古川教会にて定住）が姫路地区協力司祭となられたこと伴い、４月

以降、レネ神父様が姫路教会の「主日のミサ」の司式を月に２週担当されることとなりまし

た。 

Di dời nhân sự mùa xuân, cha Wil chủ nhiệm Himeji với nhà thờ Sayo và quản lý giáo xứ Toyooka, 

cha Rene cư ngụ tại Kakogawa sau tháng 4, sẽ giúp giáo xứ Himeji chủ sự tháng 2 tuần Missa 

Chúa nhật. 

 

2.  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. 

 

3.  住所変更の届出について 

   姫路教会在籍者で当初の届出住所からその後に住所変更され、住所変更の届出がなされて

いない方がおられますので、該当の方は事務所に確認し住所変更の届け出をお願いします。 

   なお、特にベトナムの方、よろしくお願いします。 

Những vị có sổ tịnh nhà thờ Himeji, có những vị đã thay đổi chỗ ở mới mà vẫn chưa thông báo, 

xin báo cho phòng làm việc biết, để sửa và ghi lại chỗ ở mới vào sổ tịch. 

Ngoài ra, đặc biệt là các vị người Việt Nam xin cảm ơn. 

 

4.  評議会及び信徒総会について 

   今年度の信徒総会が５月３０日（日）９時のミサ後に開催されることとなりました。 

また、評議会が５月１６日（日）９時のミサ後に行われますので、新・旧の評議員の方は、

ご参集ください。 

Họp cộng đoàn năm nay là Chúa nhật 30/5, sau lễ 9 giờ. 

Và ngày 16/5 sau lễ Chúa nhật 9 giờ, có họp ban đại diện, xin ban đại diện mới và cũ cùng tham 

dự. 

               


