
7月7月7月7月 4444 土土土土

5555 日日日日

6666 月月月月

7777 火火火火

8888 水水水水

9999 木木木木

10101010 金金金金

11111111 土土土土

12121212 日日日日

13131313 月月月月

14141414 火火火火

15151515 水水水水

16161616 木木木木

17171717 金金金金

18181818 土土土土

19191919 日日日日

20202020 月月月月

21212121 火火火火

22222222 水水水水

23232323 木木木木

24242424 金金金金

25252525 土土土土

26262626 日日日日

27272727 月月月月

28282828 火火火火

29292929 水水水水

30303030 木木木木

31313131 金金金金

8月8月8月8月 1111 土土土土

2222 日日日日

    

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第17主日 前晩 【行】19:30年間第17主日 前晩 【行】19:30年間第17主日 前晩 【行】19:30年間第17主日 前晩 【行】19:30

年間第16主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第16主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第16主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第16主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00
【小倉】14:00 北九州地区信徒協【小倉】14:00 北九州地区信徒協【小倉】14:00 北九州地区信徒協【小倉】14:00 北九州地区信徒協

【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】6:30 司祭不在：司祭叙階式準備のため司祭不在：司祭叙階式準備のため司祭不在：司祭叙階式準備のため司祭不在：司祭叙階式準備のため

年間第15主日 年間第15主日 年間第15主日 年間第15主日 【行】9:00 【行】11:00
                        （井手神父様司式）

【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】19:30 教会学校リーダー会【行】7:00 【行】19:30 教会学校リーダー会【行】7:00 【行】19:30 教会学校リーダー会【行】7:00 【行】19:30 教会学校リーダー会

【行】9:30 ミサ後、分かち合い ③キリストの受肉ミサ後、分かち合い ③キリストの受肉ミサ後、分かち合い ③キリストの受肉ミサ後、分かち合い ③キリストの受肉

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第18主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第18主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第18主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第18主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00

年間第14主日 前晩 【行】19:30年間第14主日 前晩 【行】19:30年間第14主日 前晩 【行】19:30年間第14主日 前晩 【行】19:30

年間第14主日 【豊】7:00年間第14主日 【豊】7:00年間第14主日 【豊】7:00年間第14主日 【豊】7:00
【行】9:00 【行】11:00【行】9:00 【行】11:00【行】9:00 【行】11:00【行】9:00 【行】11:00

年間第15主日 年間第15主日 年間第15主日 年間第15主日 前晩 【豊】19:30
                                                        初聖体式 （井手神父様司式）

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

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

【行】19:30 司祭不在：久留米聖マリア病院司祭不在：久留米聖マリア病院司祭不在：久留米聖マリア病院司祭不在：久留米聖マリア病院

【行】9:30    ミサ後、分かち合い ②啓示と福音ミサ後、分かち合い ②啓示と福音ミサ後、分かち合い ②啓示と福音ミサ後、分かち合い ②啓示と福音

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第16主日 前晩 【行】19:30年間第16主日 前晩 【行】19:30年間第16主日 前晩 【行】19:30年間第16主日 前晩 【行】19:30

年間第18主日 前晩 【行】19:30年間第18主日 前晩 【行】19:30年間第18主日 前晩 【行】19:30年間第18主日 前晩 【行】19:30

年間第17主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第17主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第17主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00年間第17主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00

【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】9:30 ミサ後、分かち合い ④過越しミサ後、分かち合い ④過越しミサ後、分かち合い ④過越しミサ後、分かち合い ④過越し

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

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.10NO.10NO.10NO.10

≪≪≪≪年間第１年間第１年間第１年間第１4444主日主日主日主日≫≫≫≫

行橋カトリック教会・豊津巡回教会 主任司祭：李韓雄（イ・ハヌン） 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≫≫≫≫

新型コロナウィルス感染防止にご協力下さ新型コロナウィルス感染防止にご協力下さ新型コロナウィルス感染防止にご協力下さ新型コロナウィルス感染防止にご協力下さ

いいいい

１．入堂前に手の消毒をお願いします。１．入堂前に手の消毒をお願いします。１．入堂前に手の消毒をお願いします。１．入堂前に手の消毒をお願いします。

２．検温にご協力ください。２．検温にご協力ください。２．検温にご協力ください。２．検温にご協力ください。

（聖堂入口にて、３７度基準）（聖堂入口にて、３７度基準）（聖堂入口にて、３７度基準）（聖堂入口にて、３７度基準）

３．万が一の場合に備え、入堂前にお名前３．万が一の場合に備え、入堂前にお名前３．万が一の場合に備え、入堂前にお名前３．万が一の場合に備え、入堂前にお名前

のののの

ご記入をお願いします。ご記入をお願いします。ご記入をお願いします。ご記入をお願いします。

（ないことを信じていますが、当教会外の（ないことを信じていますが、当教会外の（ないことを信じていますが、当教会外の（ないことを信じていますが、当教会外の

方は電話番号等もご記入ください。）方は電話番号等もご記入ください。）方は電話番号等もご記入ください。）方は電話番号等もご記入ください。）

４．席は〇印のついた場所に座られて下さ４．席は〇印のついた場所に座られて下さ４．席は〇印のついた場所に座られて下さ４．席は〇印のついた場所に座られて下さ

い。い。い。い。

５．聖体拝領の列を作らなくても結構です。５．聖体拝領の列を作らなくても結構です。５．聖体拝領の列を作らなくても結構です。５．聖体拝領の列を作らなくても結構です。

（前の方より１メートル程離れて下さい。）（前の方より１メートル程離れて下さい。）（前の方より１メートル程離れて下さい。）（前の方より１メートル程離れて下さい。）



                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

行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No10．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No10．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No10．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No10．2

見よ、あなたの王が来る。見よ、あなたの王が来る。見よ、あなたの王が来る。見よ、あなたの王が来る。……………………高ぶることなく、ろばに乗ってくる（ゼカリヤ高ぶることなく、ろばに乗ってくる（ゼカリヤ高ぶることなく、ろばに乗ってくる（ゼカリヤ高ぶることなく、ろばに乗ってくる（ゼカリヤ9999・・・・9999））））

聖書のことば聖書のことば聖書のことば聖書のことば

7777月月月月11111111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

7777月月月月18181818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

●初聖体式●初聖体式●初聖体式●初聖体式

【【【【豊豊豊豊】】】】7777月月月月11111111日（土）日（土）日（土）日（土）19:3019:3019:3019:30～～～～

●公開ミサ再開後も、家庭訪問は、機会をみ●公開ミサ再開後も、家庭訪問は、機会をみ●公開ミサ再開後も、家庭訪問は、機会をみ●公開ミサ再開後も、家庭訪問は、機会をみ

ながら引き続き行いますので、よろしくながら引き続き行いますので、よろしくながら引き続き行いますので、よろしくながら引き続き行いますので、よろしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

訪問の際には前もってご連絡いたします。訪問の際には前もってご連絡いたします。訪問の際には前もってご連絡いたします。訪問の際には前もってご連絡いたします。

●●●●【【【【豊豊豊豊】】】】7777月月月月11111111日（土）日（土）日（土）日（土）19:3019:3019:3019:30のミサのなかで、セシリアのミサのなかで、セシリアのミサのなかで、セシリアのミサのなかで、セシリア 永田穂泉さん、ペトロ永田穂泉さん、ペトロ永田穂泉さん、ペトロ永田穂泉さん、ペトロ 山口白龍君の初聖体式を山口白龍君の初聖体式を山口白龍君の初聖体式を山口白龍君の初聖体式を

予定しています。予定しています。予定しています。予定しています。 7777月月月月7777日（火）日（火）日（火）日（火）【【【【豊豊豊豊】】】】15:30 15:30 15:30 15:30 教会学校後、初聖体のリハーサルとゆるしの秘跡を行います。教会学校後、初聖体のリハーサルとゆるしの秘跡を行います。教会学校後、初聖体のリハーサルとゆるしの秘跡を行います。教会学校後、初聖体のリハーサルとゆるしの秘跡を行います。

7777月月月月11111111日（土）日（土）日（土）日（土）【【【【豊豊豊豊】】】】19:3019:3019:3019:30、、、、12121212日（日）日（日）日（日）日（日）【【【【行行行行】】】】9:009:009:009:00・・・・11:0011:0011:0011:00のミサは、井手公平神父様（新田原教会）のミサは、井手公平神父様（新田原教会）のミサは、井手公平神父様（新田原教会）のミサは、井手公平神父様（新田原教会）

が司式します。イ・ハヌン神父は茶山教会にてミサを捧げます。が司式します。イ・ハヌン神父は茶山教会にてミサを捧げます。が司式します。イ・ハヌン神父は茶山教会にてミサを捧げます。が司式します。イ・ハヌン神父は茶山教会にてミサを捧げます。

7777月１１日（土）行橋教会では前晩ミサが行われませんので、お間違えのないようお願いします。月１１日（土）行橋教会では前晩ミサが行われませんので、お間違えのないようお願いします。月１１日（土）行橋教会では前晩ミサが行われませんので、お間違えのないようお願いします。月１１日（土）行橋教会では前晩ミサが行われませんので、お間違えのないようお願いします。

●福岡教区信徒協では、福岡教区の司教としてヨゼフ・アベイヤ司教様をお迎えし、信徒としての喜びの声を●福岡教区信徒協では、福岡教区の司教としてヨゼフ・アベイヤ司教様をお迎えし、信徒としての喜びの声を●福岡教区信徒協では、福岡教区の司教としてヨゼフ・アベイヤ司教様をお迎えし、信徒としての喜びの声を●福岡教区信徒協では、福岡教区の司教としてヨゼフ・アベイヤ司教様をお迎えし、信徒としての喜びの声を

届けるとともに、教区一致のしるし届けるとともに、教区一致のしるし届けるとともに、教区一致のしるし届けるとともに、教区一致のしるし として霊的花束を司教様に届けたいと思っています。として霊的花束を司教様に届けたいと思っています。として霊的花束を司教様に届けたいと思っています。として霊的花束を司教様に届けたいと思っています。

近く予定されている「福岡教区司教就任感謝ミサ」で奉納しますので、ご協力をお願いします。近く予定されている「福岡教区司教就任感謝ミサ」で奉納しますので、ご協力をお願いします。近く予定されている「福岡教区司教就任感謝ミサ」で奉納しますので、ご協力をお願いします。近く予定されている「福岡教区司教就任感謝ミサ」で奉納しますので、ご協力をお願いします。

意向：ヨゼフ・アベイヤ司教、司祭、修道者、信徒が希望の光のうちに歩むべき道を見いだし、それぞれの意向：ヨゼフ・アベイヤ司教、司祭、修道者、信徒が希望の光のうちに歩むべき道を見いだし、それぞれの意向：ヨゼフ・アベイヤ司教、司祭、修道者、信徒が希望の光のうちに歩むべき道を見いだし、それぞれの意向：ヨゼフ・アベイヤ司教、司祭、修道者、信徒が希望の光のうちに歩むべき道を見いだし、それぞれの

賜物を生かしながら、「一緒に」、力強く歩んでいくことができますように。賜物を生かしながら、「一緒に」、力強く歩んでいくことができますように。賜物を生かしながら、「一緒に」、力強く歩んでいくことができますように。賜物を生かしながら、「一緒に」、力強く歩んでいくことができますように。

期間：期間：期間：期間：6666月１３日（土）～１ヶ月程度月１３日（土）～１ヶ月程度月１３日（土）～１ヶ月程度月１３日（土）～１ヶ月程度

●●●●7777月月月月23232323日（木）日（木）日（木）日（木）14141414時から久留米教会にて、参加者を限定して時から久留米教会にて、参加者を限定して時から久留米教会にて、参加者を限定して時から久留米教会にて、参加者を限定して ペトロペトロペトロペトロ 船津亮太助祭の司祭叙階式が行われます。船津亮太助祭の司祭叙階式が行われます。船津亮太助祭の司祭叙階式が行われます。船津亮太助祭の司祭叙階式が行われます。

新司祭のために霊的花束をお届けしたいと思いますので、新司祭のために霊的花束をお届けしたいと思いますので、新司祭のために霊的花束をお届けしたいと思いますので、新司祭のために霊的花束をお届けしたいと思いますので、7777月月月月19191919日（日）までにご記入をお願いします。日（日）までにご記入をお願いします。日（日）までにご記入をお願いします。日（日）までにご記入をお願いします。

●●●●6666月月月月28282828日（日）開催の小教区評議会で、新型コロナウイルスが今だ収束しない現状を鑑み、日（日）開催の小教区評議会で、新型コロナウイルスが今だ収束しない現状を鑑み、日（日）開催の小教区評議会で、新型コロナウイルスが今だ収束しない現状を鑑み、日（日）開催の小教区評議会で、新型コロナウイルスが今だ収束しない現状を鑑み、8888月１５日月１５日月１５日月１５日 （土）（土）（土）（土）

【【【【聖母の被昇天聖母の被昇天聖母の被昇天聖母の被昇天】】】】当日は、当日は、当日は、当日は、【【【【豊豊豊豊】】】】納骨堂は開けないこととしました納骨堂は開けないこととしました納骨堂は開けないこととしました納骨堂は開けないこととしましたので、ご理解くださいますようお願いします。ので、ご理解くださいますようお願いします。ので、ご理解くださいますようお願いします。ので、ご理解くださいますようお願いします。

（北九州納骨堂の追悼ミサも中止となっています。）（北九州納骨堂の追悼ミサも中止となっています。）（北九州納骨堂の追悼ミサも中止となっています。）（北九州納骨堂の追悼ミサも中止となっています。）

●●●●今回、行橋小教区のチャリティーボランティアの一環で、久しぶりに九十九さんデザインの今回、行橋小教区のチャリティーボランティアの一環で、久しぶりに九十九さんデザインの今回、行橋小教区のチャリティーボランティアの一環で、久しぶりに九十九さんデザインの今回、行橋小教区のチャリティーボランティアの一環で、久しぶりに九十九さんデザインのTTTTシャツを作成しシャツを作成しシャツを作成しシャツを作成し

販売することを評議会で決定しました。販売することを評議会で決定しました。販売することを評議会で決定しました。販売することを評議会で決定しました。

昨年、フランシスコ教皇様の来日テーマ、「昨年、フランシスコ教皇様の来日テーマ、「昨年、フランシスコ教皇様の来日テーマ、「昨年、フランシスコ教皇様の来日テーマ、「For protect all life   (For protect all life   (For protect all life   (For protect all life   (すべてのいのちを守るためすべてのいのちを守るためすべてのいのちを守るためすべてのいのちを守るため))))」を受けて、」を受けて、」を受けて、」を受けて、

今回の販売収益金のすべてを、「熊本慈恵病院今回の販売収益金のすべてを、「熊本慈恵病院今回の販売収益金のすべてを、「熊本慈恵病院今回の販売収益金のすべてを、「熊本慈恵病院 こうのとりゆりかご基金」へ寄付させていただきます。こうのとりゆりかご基金」へ寄付させていただきます。こうのとりゆりかご基金」へ寄付させていただきます。こうのとりゆりかご基金」へ寄付させていただきます。

枚数にもよりますが、１枚当たり５００円程度の寄付になる予定です。枚数にもよりますが、１枚当たり５００円程度の寄付になる予定です。枚数にもよりますが、１枚当たり５００円程度の寄付になる予定です。枚数にもよりますが、１枚当たり５００円程度の寄付になる予定です。

後日、申し込み用紙を準備しますので、どうぞご協力をお願いいたします。後日、申し込み用紙を準備しますので、どうぞご協力をお願いいたします。後日、申し込み用紙を準備しますので、どうぞご協力をお願いいたします。後日、申し込み用紙を準備しますので、どうぞご協力をお願いいたします。

●●●●7777月の第月の第月の第月の第2222日曜日（今年は日曜日（今年は日曜日（今年は日曜日（今年は7777月月月月12121212日）は「船員の日」と定められ、日本カトリック難民移住移動者委員会も、日）は「船員の日」と定められ、日本カトリック難民移住移動者委員会も、日）は「船員の日」と定められ、日本カトリック難民移住移動者委員会も、日）は「船員の日」と定められ、日本カトリック難民移住移動者委員会も、

海で働く人々、特に船員・漁船員の皆さんとその家族のための祈りを呼びかけています。海で働く人々、特に船員・漁船員の皆さんとその家族のための祈りを呼びかけています。海で働く人々、特に船員・漁船員の皆さんとその家族のための祈りを呼びかけています。海で働く人々、特に船員・漁船員の皆さんとその家族のための祈りを呼びかけています。

これに向けて、「教皇フランシスコの祈り」（これに向けて、「教皇フランシスコの祈り」（これに向けて、「教皇フランシスコの祈り」（これに向けて、「教皇フランシスコの祈り」（2013201320132013年７月８日年７月８日年７月８日年７月８日 ランペドゥサにて）を唱えましょう。ランペドゥサにて）を唱えましょう。ランペドゥサにて）を唱えましょう。ランペドゥサにて）を唱えましょう。

黒木、大水（美）、追立（真）、黒木、大水（美）、追立（真）、黒木、大水（美）、追立（真）、黒木、大水（美）、追立（真）、
西津、浦様西津、浦様西津、浦様西津、浦様

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


