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

7：00

水 18：00

今週の予定
10 月 13 日(日) 年間第 28 主日 評議会
10 月 14 日(月・祝) 鶴島巡礼
10 月 18 日(金) 信徒養成講座 19：00
10 月 19 日(土) 入門講座 10：00
10 月 20 日(日) 年間第 29 主日

世界宣教の日・献金（１０月２０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。

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

1.3.4.5（日）9：00 9.

葬儀

随時

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

毎週（日）（月）

6. 広報

随時

随時

12. 営繕

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.

教皇訪日広島「平和のための集い」の参加者募集について
１１月２４日（日）18：40～19：30、広島平和記念公園にて、フランシスコ教皇様による「平

和のための集い」が行われます。申し込みは「広島教区ホームページ」からのみとなっていま
す。締め切りは１０月１８日です。募集案内はロビーに掲示しています。
Chúa Nhật 24/11 từ 18:40~19:30 họp cầu nguyện cho hòa bình cùng với Đức Thánh tại công viên Hiroshima
Heiwakinen, đăng ký tham gia, xin vào trang nhà của giáo phận HIROSHIMA, hạn chót là 18/10, chi tiết xin
tham khảo yết thị nơi hành lang.
2.

インターナショナル・デー（旧国際協力の日）について
１０月２０日（日）大阪カテドラル聖マリア大聖堂において「インターナショナル・デー」
の交流会が 12：30 から 16：30 まで行われます。ミサは１１時からです。その後、国際色豊か
な歌や踊り、出店等の催しがあります。ご都合のよい方は、ご参加ください。

Chúa nhật 20/10, Osaka đại thánh đường Maria thánh mẫu tổ chức buổi giao lưu, [International day] từ 12:30
đến 16:30 lễ Misa từ 11:00 giờ, sau đó sẽ có ca và múa hát, đủ các màu sắc quốc tế, gian hàng bán đồ, vị nào
thấy thuận tiện, xin cùng tham gia.
3.

ロザリオの祈りについて
５月は「聖母月」、１０月は「ロザリオの月」とされ、１０月中の水曜日のミサ後にロザリオ
の祈りいたします。ご都合の良い方はご参加ください。

4.

訪日教皇ミサ「ｉｎ東京」の参加申込み案内ついて
訪日教皇ミサ「ｉｎ東京」の参加申込み案内をロビーに掲示しております。

「長崎ミサ」の長崎教区への申込みは終了しました。
「東京ミサ」の東京教区への応募を希望さ
れる方は、１０月１５日が締切りです。個人又はグループでお申し込みください。旅行会社へ
の申込みは各旅行会社のパンフレットをご覧ください。
Lễ Misa Đức Giáo Hoàng thăm nhật 「in Tokyo」hướng dẫn ghi danh có yết thị ở hành lang, lễ Misa ở Nagasaki,
hiện nay giáo phận Nagasaki đã kết thúc nhận đơn ghi danh, quý vị muốn tham dự, xin ghi danh cá nhân hoặc
nhóm, giáo phận Tokyo hạn chót là 15/10, nếu Thông qua hãng du lịch, xin tham khảo Pamphlet.
5.

「死者の日」（１１月２日）のミサについて
１１月２日（土）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（土曜日）の午前７時のミサはありません。
2/11 thánh lễ từ 10 giờ, lễ dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn theo lịch phụng vụ giáo hội, trong giờ lễ sẽ
dâng nạp [danh bạ người đã quy thiên] từ các thân nhân mang đến, quý vị nào cần, xin ghi danh vào giấy
chuyên dụng.
Ngoài ra xin lưu ý, (thứ bảy) lúc 7 giờ sáng hôm đó không có thánh lễ.
6.

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。

