
 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 

                                                                                                           

9月 26日(日) 年間第 26 主日 公開ミサ中止 世界難民移住移動者の日（献金） 

10月 3 日(日) 年間第 27 主日  

 

緊急事態宣言の発令に伴い「主日のミサ」の中止について 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、兵庫県に８月２０日（金）から再び「緊急事態宣言」

が発令されたことに伴い、大阪大司教区より「緊急事態宣言」が発令されている間、公開の「主日

のミサ」を中止するよう指示がありましたので、その間、姫路教会の「主日のミサ」（日曜日のミサ）

は中止することとなりました。ご理解をお願いいたします。 

主日のミサに与る義務は、教区内のすべての方を対象に免除されています。 

 

「主日の福音のメッセージ」について 

 

新型コロナウイルス感染症が未だ収束に至らず、「非常事態宣言」の発令中は、公開の「主日

のミサ」が中止となりますが、ウィル神父様が信徒の皆様のために「主日の福音のメッセージ」

を姫路教会のホームページ（http://www.catholic-himeji.com/）に掲載してくださいます。ホ

ームページをご覧になり、祈りの糧としていただければ幸いです。 

 

             すべてのいのちを守るための月間 

               （９月１日から１０月４日まで） 

 

教皇フランシスコは 2019 年に「すべてのいのちを守るため」をテーマとして来日し、多く

のメッセージを残してくださいました。これにこたえ、実際的な行動を呼びかけるために制定

されたのがこの月間です。 

すべての人が手を取り合わなければ、すべてのいのちは守れません。エキュメニカルな視点

も諸宗教との協力も、ともに不可欠なのです。（抜粋） 

 

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 

「緊急事態宣言」期間中 

 

公開ミサ中止 
平日のミサ時間 

月・火・木・金・土 7：00 

水 18：00 

 

http://www.catholic-himeji.com/


 

お知らせ／ Thông Báo 

                                                                                                                                                      

1. 「カトリック正義と平和全国集会大阪大会」の案内について 

   第４１回「正義と平和全国集会大阪大会」（インターネット会議システムによるオンライン開

催）が１１月２２日（月）・２３日（火）の日程で行われます。参加申込のためのパンフレット

を入口受付の机の上において置いておりますので、参加ご希望の方は、「大阪大会参加申込書」

にて大阪大会事務局に申し込んで下さい。なお、分科会の申込締切が 10 月 15 日（金）まで延長

されました。関心のある分科会に積極的にご参加ください。 

 

2. 「すべてのいのちを守るための基金」への献金について 

   大阪教区災害対策委員会内に「すべてのいのちを守るための基金」が創設され、『すべてのい

のちを守る』趣旨に合致した団体や活動への寄付、及び国内の被災者・被災地への援助をする

こととされましたので同趣旨の特別献金にご協力をお願いします。同特別献金袋は、各自のボ

ックスに入れておりますが、受付の机の上にも置いております。（特別献金期間 ９月１日から

１０月４日まで 維持費箱に入れてください。） 

Quỹ bảo vệ mọi sự sống Hội uỷ ban đối sách thảm hoạ giáo phận OSAKA (quỹ bảo vệ sự sống) với 

mục đích quyên góp đến các đoàn thể hoạt động cho phù hợp, và trong nước sẽ trợ giúp đến nơi 

bị tai họa, người bị tai họa, cùng mục đích xin vui lòng hiệp lực quyên góp đặc biệt, bì đã được bỏ 

vào hộc thư , trên bàn tiếp nhận cũng có. 

( thời gian từ 1/9 đến 4/10, xin bỏ vào hòm phí duy trì) 

 

3.  「届けよう服のチカラプロジェクト」のお知らせ 

   賢明女子学院中学校・高等学校の生徒さんから、「世界中の子供たちを服のチカラで救おう」、

「あなたの１着が世界を動かす」という活動の協力依頼がありました。不要になった子供服を

回収してその服で難民の子供たちに笑顔を届けるというものです。皆様のご協力をよろしくお

願いします。詳しくは、ポスターをご覧のうえ、持参された衣服は、ロビーに置いてある箱に

入れてください。           

Mời gọi của các em học viện nữ trung học và cao đẳng Kenmei, (Cứu các em nhỏ trên thế giới 

bằng sức mạnh của y phục), 1 chiếc của bạn, sẽ làm chuyển động cả thế giới, là lời mời gọi hiệp 

lực hoạt động, thu gom những y phục của các em nhỏ không cần, rồi những y phục đó sẽ mang nụ 

cười trên gương mặt các em tỵ nạn. Xin cùng hiệp lực, chi tiết xin tham khảo poster y phục được 

mang đến xin bỏ vào thùng nơi hành lang. 

 

４.  ロザリオの祈りについて（典礼委員会より） 

  １０月は「ロザリオの月」とされ、１０月中の水曜日（１８時）のミサ後にロザリオの祈

りをいたします。 

Tháng 10 tháng Mân Côi, trong tháng 10, mỗi chiều thứ tư sau lễ 18 giờ, có lần chuỗi cầu nguyện. 

 

                 


