
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 

 

8月 20日(日) 年間第 20主日 

8月 26日(土) 「召命の集い」11：00～  ベトナム語ミサ 19：30 

8月 27日(日) 年間第 21主日 

   

 

被造物を大切にする世界祈願日 （９月３日） 

 

回勅『ラウダート・シ－とともに暮らす家を大切に』（2015 年）で、全世界の人に向けて、

エコロジー（自然保護）に取り組むよう訴えた教皇フランシスコは、東方正教会にならって環

境保護のために助けを願う日をカトリック教会の暦に加えました。 

地球規模の環境悪化が進む中、自然を破壊することなく、「わたしたち皆の家」である地球を

大切にし、調和のうちに発展していくことができるよう。この日、全世界のカトリック教会で

祈りがささげられます。いのちの与え主である神に賛美と感謝をささげるとともに、自然を大

切にする視点から、ライフスタイル見直し、考え方を改める機会としていきたいものです。 

 

 

２０１７姫路地区大会について 

 

  2017姫路地区大会が、下記のとおり行われます。詳しくはポスターをご覧ください。 

 

 テーマ   「おことばですから、網をおろしてみましょう。」 

 サブテーマ ～姫路地区の今と向き合い、新たな一歩を歩みだそう～ 

日 時   2017年 10月 1日（日）10時 

場 所   カトリック姫路教会 

司 式   前田万葉大司教 

プログラム 1 分かち合い 10：30～11：30 昼食交流 11：45～12：30 

      2 ミサ    13：00～15：00 

 

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.  敬老の祝福について 

敬老の祝福を９月１７日（日）午前１０時のミサの中で行います。 

ミサ後、信徒の皆様と共にザビエル館で落語会等をお楽しみください。軽食も準備してい

ます。なお、該当の方（７５歳以上の方）には、ご案内のハガキを送らせていただきました

が、届かない方がありましたら、事務所までお申し出ください。 

Kính lão, chúa nhật 17/9 sẽ cử hành chúc phúc các vị cao tuổi trong thánh lễ lúc 10 giờ, sau lễ 

xin cùng các tín đồ thưởng thức buổi lạc ngữ tại quán Savie, thức ăn nhẹ cũng có chuẩn bị, 

thiệp hướng dẫn đã được gửi cho các vị từ 75t trở lên, vị nào thiệp chưa đến, xin báo cho phòng 

làm việc. 

 

                                      

2.  姫路地区「召命の集い」について 

  ８月２６日（土）姫路教会にて「召命の集い」が開催されます。昨年度に引き続き、司祭召

命について祈るだけではなく信徒一人ひとりが働きかけるための地区行事です。 

  昼食は参加者による持ち寄りの予定です。どうぞ奮って参加ください。子ども、青年のご参

加大歓迎です。 

  プログラム：12時～昼食・13時 30分～講話・15時 15分～ミサ（ミサ後分かち合い） 

  Thứ  bảy 26/8 (họp ơn gọi) sẽ được tổ chức tại nhà thờ Himeji, tiếp tục từ năm ngoái, ơn 

gọi linh mục không chỉ cầu nguyện, tổ chức sự kiện ơn gọi là để kêu mời đến từng ngươ ̀i tín 

hữu trong hạt.  

 Ăn trưa sẽ tự làm sẵn mang đến. Xin mọi người hăng hái tham gia, rất hoan nghênh các em 

thanh thiếu niên. 

 Chương trình: 12 giờ - ăn trưa - 13: 30 - thuyết trình - 15: 15 phút - Thánh Lễ (chia xẻ sau 

lễ  

                     

  

 3.  典礼チームより 

   ８月から、ミサの聖書朗読については、第一・第二朗読は日本語とし、福音書の朗読を神

父様の後にベトナム語でも行うこととなりました。    

Từ tháng 8, phần đọc thánh thư trong thánh lễ, bài đọc 1 và 2 đọc bằng tiếng Nhật, thư Phúc 

Âm sẽ đọc tiếng Việt sau linh mục.  

 

     

路上生活者支援予定日    主催：レインボー  ※どなたでもお手伝いに参加できます 

8月 24日 (木)   おにぎりくばり        準備 16:00～ 配食 18:30～19:00 

9月 9 日 (土)   炊き出し･散髪・生活相談   準備 14:00～ 配食 16:00～17:00 

                                                  


