
 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 

 

7月 21日(日) 年間第 16主日 典礼勉強会・ミサ後 

7月 24日(水) 黙想と祈りの集い 10：30 

7月 26日(金) 信徒養成講座 10：00 

7月 27日(土) 入門講座 10：00 ベトナム語ミサ 19：30 

7月 28日(日) 年間第 17主日  

 

                                                                                                                                                              

日本カトリック平和旬間 （８月６日から１５日まで） 

 

1981 年、教皇ヨハネ・パウロ二世は広島で、「過去を振り返ることは、将来に対する責任を

担うことである」と述べられました。戦争を振り返り、平和を思うとき、平和は単なる願望で

はなく、具体的な行動でなければなりません。そこで日本のカトリック教会は、その翌年、も

っとも身近で忘れることのできない、広島や長崎の事実を思い起こすのに適した８月６日から

１５日までの１０日間を「日本カトリック平和旬間」と定めました。 

「平和旬間」に広島教区と長崎教区では、全国から司教をはじめとして多くの信者が集まり、

「平和祈願ミサ」がささげられます。各教区でも、平和祈願ミサや平和行進、平和を主題とし

た映画会、講演会、研修会、平和を求める署名などが行われます。 

                                                                                                               

                                                                              

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         随時 

3. 教会学校           1.3.4.5（日）9：00 9.  葬儀          第 5金曜 13:30 

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          毎週（日）（月） 

6. 広報          随時 12. 営繕         随時 

 

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. 評議会より 

ロビーに「提案箱」を設置することとなりましたので、評議会で協議してほしいご意見が

あればお出しください。主任神父が閲覧し、協議すべき事項があれば評議会において協議し

ます。  

 

2.  平和旬間行事について 

   今年の平和旬間は、「被爆地広島を訪ねて平和を考えるバスツアー」を企画し、８月８日

（木）に決定しました。参加をご希望の方は、チラシをご覧の上、申込用紙に記載し参加費

（大人 7000円、小学生以下 3500円）を添えて事務所に提出してください。 

Tuần hoà bình năm nay đã được quyết định, sẽ kế hoặch tua xe buýt thăm nơi bị bom nguyên tử Hiroshima thứ 

năm 8/8, vị nào muốn tham gia, xin tham khảo tờ rơi trước, ghi vào giấy tham gia, phí người lớn 7000yen, tre 

em nhỏ và tiểu học 3500yen, tất cả đem nộp cho phòng làm việc. 

                                                                                                                                                            

3.  典礼勉強会について 

  アルマンド神父様の典礼勉強会が７月から奇数月の第３日曜日のミサ後にあります。 

  ７月は２１日（日）本日、勉強会を行います、典礼に関心のある方は、ご参加ください。 

 

4.  名古山教会墓地の清掃について 

  ８月３日（土）名古山教会墓地での清掃とお祈りをいたしますので、お墓のある方は是非

ご参加くださいますようお願いします。午前７時現地集合です。 

Thứ bảy 3/8 sẽ làm vệ sinh và cầu nguyện nghĩa địa nhà thờ Nagoyama các vị nào có liên quan, nhất định xin 

tham gia, sáng 7 giờ tập họp tại hiện trường. 

 

5.  幼児洗礼の申し込みについて 

  ８月１５日（木）「聖母被昇天」の祭日の１９時のミサにおいて幼児洗礼式を予定してお

りますので、幼児洗礼をご希望の方は、事前に事務所に申し込みをしてください。 

Thứ năm 15/8 lễ Đức Mẹ lên trời ngày lễ nghỉ, thánh lễ 19 giờ dự định sẽ có nghi thức rửa tội em bé, vị nào có 

em bé muốn được rửa tội, xin vui lòng báo cho phòng làm việc biết trước. 

 

6.  教会学校より 

  教会学校は、本日が終業式で、始業式は９月１４日（土）・１５日（日）の黙想会からの

予定です。詳しくは、後日お知らせいたします。 

Hôm nay, lớp giáo lý bế giảng, và sẽ khai giảng Chúa nhật 14/9. 15 Chúa nhật dự định có buổi tĩnh tâm, xin 

được thông báo sau. 

 

7.  事務所より                  

  事務室は、８月１３日（火）～１６日（金）の４日間、夏期休暇でお休みします。 

Phòng làm việc nghỉ hè thời gian 4 ngày, từ thứ ba 14/8 đến thứ sáu 16/8. 

                


