
12月12月12月12月 7777 土土土土

8888 日日日日

9999 月月月月

10101010 火火火火

11111111 水水水水

12121212 木木木木

13131313 金金金金

14141414 土土土土

15151515 日日日日

16161616 月月月月

17171717 火火火火

18181818 水水水水

19191919 木木木木

20202020 金金金金

21212121 土土土土

22222222 日日日日

23232323 月月月月

24242424 火火火火

25252525 水水水水

26262626 木木木木

27272727 金金金金

28282828 土土土土

29292929 日日日日

30303030 月月月月

31313131 火火火火

1111 水水水水

2222 木木木木

3333 金金金金

4444 土土土土

5555 日日日日

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】0:00 【豊】10:00【行】0:00 【豊】10:00【行】0:00 【豊】10:00【行】0:00 【豊】10:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【豊】19:00 主の降誕（夜半）【豊】19:00 主の降誕（夜半）【豊】19:00 主の降誕（夜半）【豊】19:00 主の降誕（夜半）
【行】19:00 主の降誕（夜半）ピーター・トアイ神父様司式【行】19:00 主の降誕（夜半）ピーター・トアイ神父様司式【行】19:00 主の降誕（夜半）ピーター・トアイ神父様司式【行】19:00 主の降誕（夜半）ピーター・トアイ神父様司式

【行】10:00 主の降誕（日中）【行】10:00 主の降誕（日中）【行】10:00 主の降誕（日中）【行】10:00 主の降誕（日中）

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

聖家族 【豊】7:00 【行】9:00聖家族 【豊】7:00 【行】9:00聖家族 【豊】7:00 【行】9:00聖家族 【豊】7:00 【行】9:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

待降節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【豊】10:00～15:00国際交流クリスマス待降節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【豊】10:00～15:00国際交流クリスマス待降節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【豊】10:00～15:00国際交流クリスマス待降節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【豊】10:00～15:00国際交流クリスマス
会 【行】19:00 大人の教会学校会 【行】19:00 大人の教会学校会 【行】19:00 大人の教会学校会 【行】19:00 大人の教会学校

【豊】10:00 ミサ後ロザリオの祈り【豊】10:00 ミサ後ロザリオの祈り【豊】10:00 ミサ後ロザリオの祈り【豊】10:00 ミサ後ロザリオの祈り

待降節第4主日 前晩 【行】19:30待降節第4主日 前晩 【行】19:30待降節第4主日 前晩 【行】19:30待降節第4主日 前晩 【行】19:30

聖家族 前晩 【行】19:30聖家族 前晩 【行】19:30聖家族 前晩 【行】19:30聖家族 前晩 【行】19:30

主の公現 前晩 【行】19:30主の公現 前晩 【行】19:30主の公現 前晩 【行】19:30主の公現 前晩 【行】19:30

主の公現 【豊】7:00 【行】9:00主の公現 【豊】7:00 【行】9:00主の公現 【豊】7:00 【行】9:00主の公現 【豊】7:00 【行】9:00

朝ミサ休み朝ミサ休み朝ミサ休み朝ミサ休み

待降節第3主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ　ミサ後教会学校（ゆるしの秘跡）待降節第3主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ　ミサ後教会学校（ゆるしの秘跡）待降節第3主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ　ミサ後教会学校（ゆるしの秘跡）待降節第3主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ　ミサ後教会学校（ゆるしの秘跡）

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】10:30 ミサ後「パウロの書簡を読む」【行】10:30 ミサ後「パウロの書簡を読む」【行】10:30 ミサ後「パウロの書簡を読む」【行】10:30 ミサ後「パウロの書簡を読む」

【行】7:00 【豊】19:30 ゆるしの秘跡【行】7:00 【豊】19:30 ゆるしの秘跡【行】7:00 【豊】19:30 ゆるしの秘跡【行】7:00 【豊】19:30 ゆるしの秘跡

待降節第3主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ待降節第3主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ待降節第3主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ待降節第3主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ

待降節第2主日 【豊】8:00 【豊】10:00 街頭募金 【行】10:00 【行】13:00 街頭募金待降節第2主日 【豊】8:00 【豊】10:00 街頭募金 【行】10:00 【行】13:00 街頭募金待降節第2主日 【豊】8:00 【豊】10:00 街頭募金 【行】10:00 【行】13:00 街頭募金待降節第2主日 【豊】8:00 【豊】10:00 街頭募金 【行】10:00 【行】13:00 街頭募金

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【豊】10:00 ミサ後『いのちへのまなざし』分かち合い【豊】10:00 ミサ後『いのちへのまなざし』分かち合い【豊】10:00 ミサ後『いのちへのまなざし』分かち合い【豊】10:00 ミサ後『いのちへのまなざし』分かち合い
【豊】15:30 教会学校 ゆるしの秘跡【豊】15:30 教会学校 ゆるしの秘跡【豊】15:30 教会学校 ゆるしの秘跡【豊】15:30 教会学校 ゆるしの秘跡

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00 【行】11:00 ・19:30 ゆるしの秘跡【行】7:00 【行】11:00 ・19:30 ゆるしの秘跡【行】7:00 【行】11:00 ・19:30 ゆるしの秘跡【行】7:00 【行】11:00 ・19:30 ゆるしの秘跡

待降節第2主日 前晩 【行】19:30 【豊】14:00 マグダレナ江口綾子さん納骨式待降節第2主日 前晩 【行】19:30 【豊】14:00 マグダレナ江口綾子さん納骨式待降節第2主日 前晩 【行】19:30 【豊】14:00 マグダレナ江口綾子さん納骨式待降節第2主日 前晩 【行】19:30 【豊】14:00 マグダレナ江口綾子さん納骨式

行橋・豊津カトリック教会行橋・豊津カトリック教会行橋・豊津カトリック教会行橋・豊津カトリック教会

2019201920192019年年年年 NO.36NO.36NO.36NO.36

≪≪≪≪待降節第待降節第待降節第待降節第2222主日（Ａ）主日（Ａ）主日（Ａ）主日（Ａ）≫ ≫ ≫ ≫ 説教テーマ説教テーマ説教テーマ説教テーマ ：：：：

キリストとの出会いに備えるキリストとの出会いに備えるキリストとの出会いに備えるキリストとの出会いに備える

行橋カトリック教会・豊津巡回教会 主任司祭：井手公平 TEL.0930-22-0805／FAX.0930-22-0816
Ｅ-mail：yukucath＠bz01.plala.or.jp http：//www.yukuhasi.catholic.ne.jp

≪≪≪≪理念：キリストの弟子として、ともに仕え愛し合う家族共同体理念：キリストの弟子として、ともに仕え愛し合う家族共同体理念：キリストの弟子として、ともに仕え愛し合う家族共同体理念：キリストの弟子として、ともに仕え愛し合う家族共同体≫≫≫≫

＊諸般事情・急用により変更することもありますので＊諸般事情・急用により変更することもありますので＊諸般事情・急用により変更することもありますので＊諸般事情・急用により変更することもありますので 最新のお知らせに留意してください。最新のお知らせに留意してください。最新のお知らせに留意してください。最新のお知らせに留意してください。

≪≪≪≪使命：この家族共同体の未来のために種を蒔こう使命：この家族共同体の未来のために種を蒔こう使命：この家族共同体の未来のために種を蒔こう使命：この家族共同体の未来のために種を蒔こう≫≫≫≫



行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No36．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No36．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No36．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No36．2

エッサイの株からひとつの芽が萌えいでエッサイの株からひとつの芽が萌えいでエッサイの株からひとつの芽が萌えいでエッサイの株からひとつの芽が萌えいで…………（イザヤ（イザヤ（イザヤ（イザヤ11111111・・・・1111））））

聖書のことば聖書のことば聖書のことば聖書のことば

今後の主な予定今後の主な予定今後の主な予定今後の主な予定

街頭募金街頭募金街頭募金街頭募金 【【【【行行行行】】】】12121212月月月月8888日（日）日（日）日（日）日（日）13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00

【【【【豊豊豊豊】】】】12121212月月月月8888日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00

共同回心式共同回心式共同回心式共同回心式

【【【【行行行行】】】】12121212月月月月12121212日（木）日（木）日（木）日（木）11:0011:0011:0011:00・・・・19:3019:3019:3019:30

【【【【豊豊豊豊】】】】12121212月月月月20202020日（金）日（金）日（金）日（金）19:3019:3019:3019:30

12121212月月月月14141414日日日日

＊教会の掃除当番＊教会の掃除当番＊教会の掃除当番＊教会の掃除当番

12121212月月月月21212121日日日日

★★★★ 聖堂内陣の石の部分は水拭きしてください。聖堂内陣の石の部分は水拭きしてください。聖堂内陣の石の部分は水拭きしてください。聖堂内陣の石の部分は水拭きしてください。
すべらないようご注意ください。すべらないようご注意ください。すべらないようご注意ください。すべらないようご注意ください。

【【【【行行行行】】】】★★★★「お知らせ」や教区報などの印刷物や配布物はレター「お知らせ」や教区報などの印刷物や配布物はレター「お知らせ」や教区報などの印刷物や配布物はレター「お知らせ」や教区報などの印刷物や配布物はレター
ボックスのボックスのボックスのボックスの名前がついている名前がついている名前がついている名前がついている引き出しに引き出しに引き出しに引き出しにだけだけだけだけ入れ入れ入れ入れ
てください。配布物がたまっている家庭には、年にてください。配布物がたまっている家庭には、年にてください。配布物がたまっている家庭には、年にてください。配布物がたまっている家庭には、年に
数回郵送しています。余りは長テーブルの数回郵送しています。余りは長テーブルの数回郵送しています。余りは長テーブルの数回郵送しています。余りは長テーブルの左右左右左右左右にににに
分けて置いてくださるようにお願いします。分けて置いてくださるようにお願いします。分けて置いてくださるようにお願いします。分けて置いてくださるようにお願いします。

★★★★ 階段下のゴミ箱からゴミを出して分別して下さい。階段下のゴミ箱からゴミを出して分別して下さい。階段下のゴミ箱からゴミを出して分別して下さい。階段下のゴミ箱からゴミを出して分別して下さい。

★★★★ 集会室の掃除もお願いします集会室の掃除もお願いします集会室の掃除もお願いします集会室の掃除もお願いします

●●●●12121212月月月月8888日（日）に街頭募金を行います。行橋教会はハローデイコスタとゆめタウンで、日（日）に街頭募金を行います。行橋教会はハローデイコスタとゆめタウンで、日（日）に街頭募金を行います。行橋教会はハローデイコスタとゆめタウンで、日（日）に街頭募金を行います。行橋教会はハローデイコスタとゆめタウンで、13131313時から時から時から時から15151515時、時、時、時、

豊津教会は国府の郷で豊津教会は国府の郷で豊津教会は国府の郷で豊津教会は国府の郷で10101010時から時から時から時から12121212時の間に行います。教会学校の子どもたちをはじめ、大人の方々も時の間に行います。教会学校の子どもたちをはじめ、大人の方々も時の間に行います。教会学校の子どもたちをはじめ、大人の方々も時の間に行います。教会学校の子どもたちをはじめ、大人の方々も

募金活動にご協力ください。募金活動にご協力ください。募金活動にご協力ください。募金活動にご協力ください。

●●●●行橋教会は行橋教会は行橋教会は行橋教会は12121212月月月月12121212日（木）日（木）日（木）日（木）11111111時と時と時と時と19191919時時時時30303030分、豊津教会は分、豊津教会は分、豊津教会は分、豊津教会は12121212月月月月20202020日（金）日（金）日（金）日（金）19191919時時時時30303030分より共同回心式が分より共同回心式が分より共同回心式が分より共同回心式が

あります。その日に都合がつかない方は、近隣の教会の日程を掲示していますので、確認して回心式にあります。その日に都合がつかない方は、近隣の教会の日程を掲示していますので、確認して回心式にあります。その日に都合がつかない方は、近隣の教会の日程を掲示していますので、確認して回心式にあります。その日に都合がつかない方は、近隣の教会の日程を掲示していますので、確認して回心式に

あずかりましょう。あずかりましょう。あずかりましょう。あずかりましょう。

●●●●12121212月月月月15151515日（日）のミサ前後にサンパウロの出張販売があります。書籍等希望するものがあれば事前に日（日）のミサ前後にサンパウロの出張販売があります。書籍等希望するものがあれば事前に日（日）のミサ前後にサンパウロの出張販売があります。書籍等希望するものがあれば事前に日（日）のミサ前後にサンパウロの出張販売があります。書籍等希望するものがあれば事前に

希望をお伝えしますので、希望をお伝えしますので、希望をお伝えしますので、希望をお伝えしますので、12121212月月月月8888日（日）までに緒方へお知らせください。日（日）までに緒方へお知らせください。日（日）までに緒方へお知らせください。日（日）までに緒方へお知らせください。

●「宣教地召命促進の日」の献金額は、●「宣教地召命促進の日」の献金額は、●「宣教地召命促進の日」の献金額は、●「宣教地召命促進の日」の献金額は、16,88016,88016,88016,880円でした。ご協力ありがとうございました。円でした。ご協力ありがとうございました。円でした。ご協力ありがとうございました。円でした。ご協力ありがとうございました。

●今年も教区災害支援室より、●今年も教区災害支援室より、●今年も教区災害支援室より、●今年も教区災害支援室より、西原村復興支援米購入のお願いです。白米２㎏＝西原村復興支援米購入のお願いです。白米２㎏＝西原村復興支援米購入のお願いです。白米２㎏＝西原村復興支援米購入のお願いです。白米２㎏＝1,0001,0001,0001,000円（別途送料必要）です。円（別途送料必要）です。円（別途送料必要）です。円（別途送料必要）です。

ご希望の方は、申込書に記入のうえ緒方までお申込みください。ご希望の方は、申込書に記入のうえ緒方までお申込みください。ご希望の方は、申込書に記入のうえ緒方までお申込みください。ご希望の方は、申込書に記入のうえ緒方までお申込みください。

小教区では、送料節約のため毎月、小教区では、送料節約のため毎月、小教区では、送料節約のため毎月、小教区では、送料節約のため毎月、15151515日と月末の日と月末の日と月末の日と月末の2222回に取りまとめて申し込みますので、ご協力をお願い致します。回に取りまとめて申し込みますので、ご協力をお願い致します。回に取りまとめて申し込みますので、ご協力をお願い致します。回に取りまとめて申し込みますので、ご協力をお願い致します。

●●●●12121212月月月月24242424日（火）日（火）日（火）日（火）19:0019:0019:0019:00から主の降誕夜半ミサが行われます。から主の降誕夜半ミサが行われます。から主の降誕夜半ミサが行われます。から主の降誕夜半ミサが行われます。

夜半ミサの司式は、行橋教会がピーター・トアイ神父様、夜半ミサの司式は、行橋教会がピーター・トアイ神父様、夜半ミサの司式は、行橋教会がピーター・トアイ神父様、夜半ミサの司式は、行橋教会がピーター・トアイ神父様、 豊津教会が井手神父です。豊津教会が井手神父です。豊津教会が井手神父です。豊津教会が井手神父です。

【【【【行行行行】】】】夜半のミサの後、祝賀会を予定しています。皆様からの一品持ち寄り料理などご協力をお願いします。夜半のミサの後、祝賀会を予定しています。皆様からの一品持ち寄り料理などご協力をお願いします。夜半のミサの後、祝賀会を予定しています。皆様からの一品持ち寄り料理などご協力をお願いします。夜半のミサの後、祝賀会を予定しています。皆様からの一品持ち寄り料理などご協力をお願いします。

返却容器には名前をつけておいてください。返却容器には名前をつけておいてください。返却容器には名前をつけておいてください。返却容器には名前をつけておいてください。

また、お世話してくださる方がミサ開始時間に間に合うように、また、お世話してくださる方がミサ開始時間に間に合うように、また、お世話してくださる方がミサ開始時間に間に合うように、また、お世話してくださる方がミサ開始時間に間に合うように、18:4018:4018:4018:40までにお持ちいただけると幸いです。までにお持ちいただけると幸いです。までにお持ちいただけると幸いです。までにお持ちいただけると幸いです。

●●●●信徒養成プログラム受講者募集信徒養成プログラム受講者募集信徒養成プログラム受講者募集信徒養成プログラム受講者募集

ザザザザベリオ会司祭レナト神父様（荒尾教会）と平尾千衣子さん（司教館）による指導。ベリオ会司祭レナト神父様（荒尾教会）と平尾千衣子さん（司教館）による指導。ベリオ会司祭レナト神父様（荒尾教会）と平尾千衣子さん（司教館）による指導。ベリオ会司祭レナト神父様（荒尾教会）と平尾千衣子さん（司教館）による指導。3333年計画の養成プログラム。年計画の養成プログラム。年計画の養成プログラム。年計画の養成プログラム。

2020202020202020年は、年は、年は、年は、3/83/83/83/8、、、、4/194/194/194/19、、、、6/76/76/76/7（いずれも日曜日）の（いずれも日曜日）の（いずれも日曜日）の（いずれも日曜日）の3333回予定。それぞれ回予定。それぞれ回予定。それぞれ回予定。それぞれ9999時～時～時～時～15151515時（ミサを含んだスケジュール）。時（ミサを含んだスケジュール）。時（ミサを含んだスケジュール）。時（ミサを含んだスケジュール）。

講座の目的講座の目的講座の目的講座の目的 ①福音と生活・日常と信仰の統合①福音と生活・日常と信仰の統合①福音と生活・日常と信仰の統合①福音と生活・日常と信仰の統合 ②人生における信仰の振り返り②人生における信仰の振り返り②人生における信仰の振り返り②人生における信仰の振り返り

申込みは井手神父まで。ご参加を待っています。申込みは井手神父まで。ご参加を待っています。申込みは井手神父まで。ご参加を待っています。申込みは井手神父まで。ご参加を待っています。

●●●●11111111月月月月29292929日（金）マグダレナ江口綾子さんが帰天されました。彼女の安息のためにお祈りください。日（金）マグダレナ江口綾子さんが帰天されました。彼女の安息のためにお祈りください。日（金）マグダレナ江口綾子さんが帰天されました。彼女の安息のためにお祈りください。日（金）マグダレナ江口綾子さんが帰天されました。彼女の安息のためにお祈りください。

●●●●マリア・ジョセフィーナ石田絵美さんが新田原教会から転入されました。よろしくお願いします。マリア・ジョセフィーナ石田絵美さんが新田原教会から転入されました。よろしくお願いします。マリア・ジョセフィーナ石田絵美さんが新田原教会から転入されました。よろしくお願いします。マリア・ジョセフィーナ石田絵美さんが新田原教会から転入されました。よろしくお願いします。

追立（喜）、岩村、井上、追立（喜）、岩村、井上、追立（喜）、岩村、井上、追立（喜）、岩村、井上、
井本、吉田、追立（紀）様井本、吉田、追立（紀）様井本、吉田、追立（紀）様井本、吉田、追立（紀）様
辻、浜口、鐘ケ江、辻、浜口、鐘ケ江、辻、浜口、鐘ケ江、辻、浜口、鐘ケ江、
〔〔〔〔田端・大水（好）田端・大水（好）田端・大水（好）田端・大水（好）〕〕〕〕、小田崎様、小田崎様、小田崎様、小田崎様


