
 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 11日(日) 年間第 24主日  

9月 14日(水) 十字架称賛  

9月 18日(日) 年間第 25主日 敬老の祈り 

 

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。 

９月１日から１０月４日という期間は、元は 2007 年の第３回ヨーロッパエキュメニカル会

議が「被造物のための期間」として提唱し、世界教会会議によって支持されたものです。被造

物を大切にする世界祈願日の制定を知らせる書簡において教皇は、この世界教会会議との同調

を願っています。 

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。ですからエキュメニカ

ルな視点も諸宗教との協力も、ともに不可欠なのです。 

 

世界難民移住移動の日・献金 （９月２５日） 

 

「世界難民移住移動者の日」は、1970 年に福者パウロ六世が教皇庁移住・観光者司牧委員会

（現在の移住・移動者司牧評議会）を設立したことを受け、「各小教区とカトリック施設が、国籍

を超えた神の国を求めて、真の信仰共同体を築き、全世界の人々と『ともに生きる』決意を新たに

する日」として設立されました。「世界難民移住移動者の日」には、おもに滞日・在日外国人、海

外からの移住労働者、定住・条約難民、外国人船員や国際交通機関の乗組員とその家族のために「祈

り・司牧的協力・献金」がささげられ、それらは日本カトリック難民移住移動者委員会を通じて、

幅広く支援に役立てられています。 

 

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 

新型コロナウイルス対応期間中 

  (日）  7：00（第 5週を除く） 

9：00・11：00 

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.  オノレ神父様の著書の販売について 

   オノレ神父様の著書、「聖書が語る天使の実像―霊的生活を深めるヒントー」を事務所で販

売（税込 1,430 円）しておりますので、お求めの方は事務所へお申し出ください。 

「Hình ảnh thực tế của Thiên Thần theo thánh kinh, gợi ý đi sâu vào đời sống tâm linh」tác phẩm 

của linh mục Onore giá 1430 yen, phòng làm việc có bán, vị nào cần xin liên hệ. 

 

2.  大阪教区から「病者・障がい者とともに歩むミサ」の案内について 

   大阪教区行事「病者・障がい者とともに歩むミサ」は、今回で８回目を迎えます。新型コロ

ナウイルスの感染拡大状況によりますが、本年のミサは非公開又は人数制限をかけて実施予定

です。 

    「病者・障がい者とともに歩むミサ（非公開）」 

    司式者：前田万葉大司教 

    日 時：９月２３日(金・祝) 14：00 から YouTube 配信します・ 

当日は YouTube ライブ配信、Zoom でのリモート参加を併用予定です。 

ライブ配信 YouTube での視聴、Zoom でのリモート参加方法については掲

示板に掲示せれている案内をご覧ください。 

   なお、「ともに歩む祈り」のカードをロビーの机の上に置いておりますので、当日ミサ開始

の１４時にそれぞれの場で心を合わせてお祈りくだされば幸いです。 

    

3.  「すべてのいのちを守るための基金」（支援募金）について 

  大阪教区では独自に、すべてのいのちを守るために募金を集め、必要なところにお届けでき

るよう「すべてのいのちを守るための基金」を 2021 年からスタートしました。今年度は、ウ

クライナ人道支援をはじめ核廃絶や子供のいのちをまもる活動への寄付を行います。 

また、集中豪雨によって被災した地域への被災地支援も検討しています。今年度も皆様のご

協力をいただきより多くの人たちを守る力となることを願っています。募金箱は、ロビーの机

の上に置いています。 

Giáo phận Osaka độc lập quyên góp tiền để bảo vệ mọi sự sống “Quỹ Bảo vệ sự sống” bắt 

đầu từ năm 2021. Để có thể chuyển đến những nơi cần thiết. Năm nay sẽ quyên góp cho các 

hoạt động bảo vệ cuộc sống của trẻ em, xóa bỏ hạt nhân và hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine. cũng 

xem xét cung cấp hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nguyện năm nay cũng 

nhờ sự đóng góp của mọi người, Quỹ sẽ giúp đỡ nhiều người hơn. Hòm quyên góp có để trên 

bàn tiếp nhận. 

 

4.  教会学校（リーダー）より 

   １０月２日（日）１０時より２０２号室にて教会学校が始まります。小学１年生から６年生

の人は集まってください。教会学校は毎月第１と第３日曜日です。待っています。               

Chúa nhật 2/10, lớp giáo lý sẽ bắt đầu lúc 10:00, tại Phòng 202. Các em học sinh tiểu học 

từ lớp 1 đến lớp 6 nên tập trung lớp giáo lý hàng tháng được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 

1 và thứ 3. đang chờ đợi. 

                  

 

                  


