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。
主日のミサ時間
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15：00（第 5 週を除く）

ベトナム語

第４日曜 15：00

平日のミサ時間
月・火・木・金・土

今週の予定

7：00

水 18：00

11 月 6 日(日) 年間第 32 主日
11 月 9 日(水) ラテラン教会の献堂
11 月 13 日(日) 年間第 33 主日 子供の祝福 貧しい人のための世界祈願日
評議会
貧しい人のための世界祈願日（１１月１３日）
いつくしみの特別聖年（2015 年 12 月 8 日～2016 年 11 月 20 日）の閉年にあたり公布された使
徒的書簡『あわれみあるかたと、あわれな女』（2016 年）で教皇フランシスコは、年間第 33 主
日を「貧しい人のための世界祈祷日」とするよう定めました。
ご自分を小さい者や貧しい者と等しい者とみなされたキリストに倣い、わたしたちも、貧しい
人、弱い立場にある人に寄り添い、奉仕するよう求められています。
不平等や不正義のない世界実現に向けて、具体的なわざを通して神のいつくしみのあかし人と
なれるよう、祈り求めていかなければなりません。

待降節黙想会
日

時：

１２月４日（日）

講

師：

ハルノコ神父様

テーマ：

１０：００～

場

所：

カトリック姫路教会

（カトリック淳心会日本地区長）

「待ち望み：新しいいのちへつないでいく」

スケジュール
①

御ミサ

９：００～１０：００

②

講話

１０：００～１１：００

③

御ミサ

１１：００～１２：００

④

分かち合い

１２：００～１２：３０

⑤

ゆるしの秘跡（告解）

１２：３０～１３：００

なお、当日の午前７時・午後３時（英語）の主日のミサはあります。
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。

お知らせ／ Thông Báo
1.

入門講座の開始について
ジョニー神父様の入門講座が１１月１０日（水）から始まります。毎週水曜日の１８時のミ
サ後２０１号室にて。受講希望の方は、事務所にお申し出ください。

2.

主日（日曜日）のミサ時間の変更について
コロナウイルス対応として、日曜日の主日のミサは、午前９時と１１時に分散して行ってい
ましたが、来年１月からは従来どおり午前１０時に戻します。なお、午前７時と午後３時（英
語）は従来どおりです。そして、月曜日の朝７時のミサは来年１月からはありません。
Để đối phó với dịch bệnh, lễ Chúa nhật được phân tán 9 giờ và 11 giờ, nhưng năm tới từ tháng 1
sẽ trở lại 10 giờ, ngoài ra, 7 giờ sáng và 3 giờ chiều vẫn như thường, và từ tháng 1, 7 giờ sáng
thứ hai sẽ không có lễ.
3.

七五三について
七五三の行事として１１月１３日（日）の１１時のミサの中で子どもたちの祝福があります。
子どもたちは、どなたでも祝福を受けることができます。
Sự kiện 3,5,7, Chúa nhật 13/11 trong thánh lễ lúc 11 giờ, có chúc lành cho các em nhỏ, tất cả các
em nhỏ đều được chúc lành.
4.

待降節の黙想会について
待降節の黙想会は、１２月４日（日）に行われます。午前９時、１１時の各ミサに与る皆さ
んが参加可能な時間帯に設定しています。講師はカトリック淳心会日本地区長のハルノコ神父
様で、テーマは「待ち望み：新しいいのちへつないでいく」です。詳しい内容については、ポ
スターをご覧ください。なお、当日、午前７時、午後３時（英語）の主日のミサはあります。

5. ベトナム語のミサについて
ベトナム語のミサは毎月第４土曜日の午後７時３０分から行われていましたが、１０月からは
第４日曜日の午後３時からに変更となりました。
Mỗi tháng thứ bảy tuần thứ 4 có lễ Misa tiếng Việt lúc 7:30 tối, nhưng từ tháng 10 lễ tiếng Việt đã thay đổi,
Chúa nhật tuần thứ 4 từ 3 giờ chiều.
6.

「外国ルーツの子どもの在留特別許可を求める署名」運動の協力について
「外国ルーツの子どもの在留特別許可を求める署名」運動について、署名用紙をロビーの机
の上に置いていますので、ご賛同の方は、署名にご協力をお願いします。
Đơn vận động yêu cầu được phép đặc biệt lưu trú cho trẻ em có nguồn gốc nước ngoài, đơn ký
tên có sẵn trên bàn sảnh, các vị đồng ý xin hiệp lực ký tên.
7.

新しい「ミサ式次第」について
１１月２７日（待降節第１主日）から使用される新しい「ミサ式次第」（会衆用）簡易版を
日曜日にロビー又は事務所にて販売いたします。定価は１１０円（消費税込み）です。

