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10101010 月月月月

11111111 火火火火

12121212 水水水水

13131313 木木木木

14141414 金金金金

15151515 土土土土
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17171717 月月月月

18181818 火火火火

19191919 水水水水

20202020 木木木木

21212121 金金金金

22222222 土土土土

23232323 日日日日

    

年間第3主日 前晩 【行】19:30年間第3主日 前晩 【行】19:30年間第3主日 前晩 【行】19:30年間第3主日 前晩 【行】19:30

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第3主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会年間第3主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会年間第3主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会年間第3主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

朝ミサ休み朝ミサ休み朝ミサ休み朝ミサ休み

【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第6主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ年間第6主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ年間第6主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ年間第6主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ

年間第7主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会年間第7主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会年間第7主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会年間第7主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】10:30 小教区評議会
【豊】16:00 永田信子様納骨式【豊】16:00 永田信子様納骨式【豊】16:00 永田信子様納骨式【豊】16:00 永田信子様納骨式

年間第5主日 【豊】8:00 【行】10:00 【行】19:00 大人の教会学校年間第5主日 【豊】8:00 【行】10:00 【行】19:00 大人の教会学校年間第5主日 【豊】8:00 【行】10:00 【行】19:00 大人の教会学校年間第5主日 【豊】8:00 【行】10:00 【行】19:00 大人の教会学校

【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00

朝ミサ休み朝ミサ休み朝ミサ休み朝ミサ休み

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第5主日 前晩 【行】19:30年間第5主日 前晩 【行】19:30年間第5主日 前晩 【行】19:30年間第5主日 前晩 【行】19:30

主の奉献 【豊】7:00 【行】9:00主の奉献 【豊】7:00 【行】9:00主の奉献 【豊】7:00 【行】9:00主の奉献 【豊】7:00 【行】9:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00【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

年間第7主日 前晩 【行】19:30年間第7主日 前晩 【行】19:30年間第7主日 前晩 【行】19:30年間第7主日 前晩 【行】19:30

年間第6主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ／教会学校年間第6主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ／教会学校年間第6主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ／教会学校年間第6主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ／教会学校

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【豊】10:00 【豊】15:30 教会学校【豊】10:00 【豊】15:30 教会学校【豊】10:00 【豊】15:30 教会学校【豊】10:00 【豊】15:30 教会学校

【行】7:00 【行】19:30 教会学校スタッフ会議【行】7:00 【行】19:30 教会学校スタッフ会議【行】7:00 【行】19:30 教会学校スタッフ会議【行】7:00 【行】19:30 教会学校スタッフ会議

【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

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』【行】10:30 ミサ後『パウロ書簡を読む』

主の奉献 前晩 【行】19:30主の奉献 前晩 【行】19:30主の奉献 前晩 【行】19:30主の奉献 前晩 【行】19:30

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

2020202020202020年年年年 NO.43NO.43NO.43NO.43

≪≪≪≪年間第年間第年間第年間第3333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 ：：：：

（（（（1111）闇）闇）闇）闇 （（（（2222）回心）回心）回心）回心 （３）出かける（３）出かける（３）出かける（３）出かける

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」No43．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No43．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No43．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No43．2

わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしようわたしについて来なさい。人間をとる漁師にしようわたしについて来なさい。人間をとる漁師にしようわたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう（マタイ（マタイ（マタイ（マタイ4444・・・・19191919））））

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
2222月月月月1111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

2222月月月月8888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

●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お申込みください。ご希望の方は、申込書に記入のうえお申込みください。ご希望の方は、申込書に記入のうえお申込みください。ご希望の方は、申込書に記入のうえお申込みください。

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。

●●●●仙台教区サポートセンターより、昨年に続き「東日本大震災復興支援タオル」の注文依頼が寄せられています。仙台教区サポートセンターより、昨年に続き「東日本大震災復興支援タオル」の注文依頼が寄せられています。仙台教区サポートセンターより、昨年に続き「東日本大震災復興支援タオル」の注文依頼が寄せられています。仙台教区サポートセンターより、昨年に続き「東日本大震災復興支援タオル」の注文依頼が寄せられています。

横８４㎝横８４㎝横８４㎝横８４㎝××××縦縦縦縦34343434㎝のフェイスタオルが、一枚３５０円です（送料込み）。売り上げが寄付金となります。㎝のフェイスタオルが、一枚３５０円です（送料込み）。売り上げが寄付金となります。㎝のフェイスタオルが、一枚３５０円です（送料込み）。売り上げが寄付金となります。㎝のフェイスタオルが、一枚３５０円です（送料込み）。売り上げが寄付金となります。

寄付金は、カリタスジャパンを通して、東日本大震災復興支援活動のために使われます。寄付金は、カリタスジャパンを通して、東日本大震災復興支援活動のために使われます。寄付金は、カリタスジャパンを通して、東日本大震災復興支援活動のために使われます。寄付金は、カリタスジャパンを通して、東日本大震災復興支援活動のために使われます。

ご希望の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、ご希望の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、ご希望の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、ご希望の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、1111月２６日（日）までにお申し込みください。月２６日（日）までにお申し込みください。月２６日（日）までにお申し込みください。月２６日（日）までにお申し込みください。

●「教皇への献金」のお願い●「教皇への献金」のお願い●「教皇への献金」のお願い●「教皇への献金」のお願い

日本カトリック司教協議会は、教皇フランシスコの来日にあたり、教皇への献金をお願いしております。日本カトリック司教協議会は、教皇フランシスコの来日にあたり、教皇への献金をお願いしております。日本カトリック司教協議会は、教皇フランシスコの来日にあたり、教皇への献金をお願いしております。日本カトリック司教協議会は、教皇フランシスコの来日にあたり、教皇への献金をお願いしております。

皆さまからいただく献金はすべて、来日テーマである「すべてのいのちを守るため皆さまからいただく献金はすべて、来日テーマである「すべてのいのちを守るため皆さまからいただく献金はすべて、来日テーマである「すべてのいのちを守るため皆さまからいただく献金はすべて、来日テーマである「すべてのいのちを守るため ～ＰＲＯＴＥＣＴ～ＰＲＯＴＥＣＴ～ＰＲＯＴＥＣＴ～ＰＲＯＴＥＣＴ ＡＬＬＡＬＬＡＬＬＡＬＬ

ＬＩＦＥ～」を具現化する活動のために、教皇にお使いいただくためのものです。ＬＩＦＥ～」を具現化する活動のために、教皇にお使いいただくためのものです。ＬＩＦＥ～」を具現化する活動のために、教皇にお使いいただくためのものです。ＬＩＦＥ～」を具現化する活動のために、教皇にお使いいただくためのものです。

皆さまのあたたかいご協力を、お願い申し上げます。皆さまのあたたかいご協力を、お願い申し上げます。皆さまのあたたかいご協力を、お願い申し上げます。皆さまのあたたかいご協力を、お願い申し上げます。

・お振込期限・お振込期限・お振込期限・お振込期限 2020202020202020年年年年1111月月月月31313131日（金）まで日（金）まで日（金）まで日（金）まで

・お振込先・お振込先・お振込先・お振込先 金融機関名金融機関名金融機関名金融機関名 ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行

口座番号記号口座番号記号口座番号記号口座番号記号 00100001000010000100----9999----673962673962673962673962

口座名（漢字）口座名（漢字）口座名（漢字）口座名（漢字） カトリック中央協議会教皇への献金カトリック中央協議会教皇への献金カトリック中央協議会教皇への献金カトリック中央協議会教皇への献金

●●●●「こうのとりのゆりかご基金」「こうのとりのゆりかご基金」「こうのとりのゆりかご基金」「こうのとりのゆりかご基金」 寄付のお願い寄付のお願い寄付のお願い寄付のお願い

日本では年間約日本では年間約日本では年間約日本では年間約16161616万件の人工妊娠中絶が行われています。「こうのとりのゆりかご｝は、お母さんが育てる万件の人工妊娠中絶が行われています。「こうのとりのゆりかご｝は、お母さんが育てる万件の人工妊娠中絶が行われています。「こうのとりのゆりかご｝は、お母さんが育てる万件の人工妊娠中絶が行われています。「こうのとりのゆりかご｝は、お母さんが育てる

ことのできない赤ちゃんを匿名で預け入れるシステムで、赤ちゃんの遺棄や殺人を防ぐことを目的としています。ことのできない赤ちゃんを匿名で預け入れるシステムで、赤ちゃんの遺棄や殺人を防ぐことを目的としています。ことのできない赤ちゃんを匿名で預け入れるシステムで、赤ちゃんの遺棄や殺人を防ぐことを目的としています。ことのできない赤ちゃんを匿名で預け入れるシステムで、赤ちゃんの遺棄や殺人を防ぐことを目的としています。

寄付の送金先は、次のとおりです。寄付の送金先は、次のとおりです。寄付の送金先は、次のとおりです。寄付の送金先は、次のとおりです。

①郵便局振込①郵便局振込①郵便局振込①郵便局振込 ②銀行振込②銀行振込②銀行振込②銀行振込 ③現金書留③現金書留③現金書留③現金書留

口座番号口座番号口座番号口座番号 01760017600176001760----7777----96387               96387               96387               96387               肥後銀行島崎支店肥後銀行島崎支店肥後銀行島崎支店肥後銀行島崎支店 普通預金普通預金普通預金普通預金273221273221273221273221 〒〒〒〒860860860860----0073007300730073

口座名義口座名義口座名義口座名義 こうのとりのゆりかご基金こうのとりのゆりかご基金こうのとりのゆりかご基金こうのとりのゆりかご基金 慈恵病院こうのとりのゆりかご慈恵病院こうのとりのゆりかご慈恵病院こうのとりのゆりかご慈恵病院こうのとりのゆりかご 熊本市西区島崎熊本市西区島崎熊本市西区島崎熊本市西区島崎6666----1111----27272727

代表代表代表代表 蓮田太二蓮田太二蓮田太二蓮田太二 「こうのとりのゆりかご基金」宛「こうのとりのゆりかご基金」宛「こうのとりのゆりかご基金」宛「こうのとりのゆりかご基金」宛

●●●●1111月月月月26262626日（日）は、「世界こども助け合いの日」です。献金にご協力をお願いします。日（日）は、「世界こども助け合いの日」です。献金にご協力をお願いします。日（日）は、「世界こども助け合いの日」です。献金にご協力をお願いします。日（日）は、「世界こども助け合いの日」です。献金にご協力をお願いします。

嶋津、樽角、深江、嶋津、樽角、深江、嶋津、樽角、深江、嶋津、樽角、深江、
守山、樫山様守山、樫山様守山、樫山様守山、樫山様

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


