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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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

今週の予定
10 月 21 日(日)
10 月 24 日(水)
10 月 25 日(木)
10 月 27 日(土)
10 月 28 日(日)

7：00

水 18：00

年間第 29 主日 世界宣教の日 受洗の恵みの集い・ミサ後
黙想と祈りの集い 10：30
み言葉の勉強会はお休みです。
７時ミサなし。入門講座はお休みです。ベトナム語ミサ 19：30
年間第 30 主日 受洗の恵みの集い・ミサ後
世界宣教の日・献金（１０月２１日）

世界にはまだキリストを知らない人がたくさんいます。日本でもわたしたちはキリストを知ら
ない人たちに囲まれて生きています。キリストを伝えることである宣教は、神の子ども、キリス
トの弟子となったわたしたち皆に与えられている使命です。
「世界宣教の日」は、すべての人に宣教の心を呼び起させること、世界の福音化のために、霊的
物的援助をはじめ宣教者たちの交流を各国の教会間で推進することを目的としています。この日
の献金は、各国からローマ教皇庁に集められ、世界中の宣教地に援助金として送られます。日本
の教会は、いまだに海外から多くの援助を受けていますが、経済的に恵まれない国々の宣教活動
をさらに支援できるように成長していきたいものです。
ザビエル書院より
２０１９年のカレンダー、手帳を入荷しています。お立ち寄りください。
Lịch và sổ tay năm 2019 đã có, xin mời ghé qua thư viện Savie.

チームミーティング
1. 典礼

第３日曜 ミサ後

7.

宣教

随時

2. 養成・研修

第１日曜 ミサ後

8.

結婚

第 2 火曜 10:00

1.3.4.5（日）9：00 9.

葬儀

第 5 金曜 13:30

3. 教会学校
4. 社会活動

随時

10. 行事

5. 高齢・病者訪問

第 1 木曜 13:30 11. 財務

6. 広報

第 4 木曜 10:00 12. 営繕

毎週（日）（月）

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.

典礼チームより
クリスマスに向けてのミサ曲やラテン語の歌の練習を、第１と第４日曜の１０時のミサ後に
いたします。「歌声サポーターズ」の皆さんをはじめご関心をお持ちの方は是非ご参加くだ
さい。

2.

広島巡礼の事後報告について
１１月４日（日）のミサ後に８月４日～７日に実施された広島巡礼の事後報告がありますの

で、是非お聞きください。
3.

「死者の日」（１１月２日）のミサについて
１１月２日（金）は、教会典礼暦で「死者の日」とされており、午前１０時からミサが行わ

れ、すべての死者のためにお祈りが捧げられます。ご遺族から出された「帰天者奉納名簿」を
奉納いたしますので、奉納希望の方は、ロビーの受付の机の上に置いてある用紙に、ご記入く
ださい。なお、当日（金曜日）の午前７時のミサはありません。
Thứ sáu 2/11 theo lịch phụng vụ là ngày dành để cầu nguyện cho các linh hồn, thánh lễ bắt đầu từ 10 giờ sáng,
sẽ phụng nạp danh bạ「người đã quy thiên」được các thân nhân mang đến, các gia đình muốn cầu nguyện cho
các Linh Hồn, ân nhân đã qua đời, xin ghi tên vào danh bạ phụng nạp, giấy chuyên dụng có sẵn trên bàn tiếp
nhận.
Ngoài ra, hôm đó (thứ sáu) lễ 7 giờ sáng không có, xin lưu ý.
4.

墓地管理委員会より
１１月２日の「死者の日」のミサ後、名古山の墓地へ行き、墓参のお祈りを捧げます。マイ
クロバスを用意しておりますので、多数ご参加ください。

5.

教会学校より
七五三の行事として、１１月１８日（日）１０時のミサ中に子どもたちの祝福がありま

す。子どもたちは、どなたでも祝福が受けられますので、たくさんのご参加をお待ちしてい
ます。
Lễ hội 3.5.7, chúa nhật 18/11 trong thánh lễ lúc 10 giờ, sẽ có nghi thức Chúc Phúc cho các em nhỏ, tất cả các
em đều được nhận sự Chúc Phúc, nên mong nhiều các em tham gia.
6.

主日のミサのみ言葉の勉強会について
今月から主日のミサのみ言葉の勉強会がスタートしました。毎週木曜日の１０時から１１時

まで、フォーハンズの部屋で行います。講師は春名神父様で信徒の皆さんが対象です。
２５日（木）はお休みです。

