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復活の月曜日 【豊】7:00復活の月曜日 【豊】7:00復活の月曜日 【豊】7:00復活の月曜日 【豊】7:00

復活の火曜日 【豊】10:00　【豊】15:30 教会学校復活の火曜日 【豊】10:00　【豊】15:30 教会学校復活の火曜日 【豊】10:00　【豊】15:30 教会学校復活の火曜日 【豊】10:00　【豊】15:30 教会学校

復活の水曜日 【行】7:00     【行】19:30 入門講座（久松さま）復活の水曜日 【行】7:00     【行】19:30 入門講座（久松さま）復活の水曜日 【行】7:00     【行】19:30 入門講座（久松さま）復活の水曜日 【行】7:00     【行】19:30 入門講座（久松さま）

復活の木曜日 【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction復活の木曜日 【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction復活の木曜日 【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction復活の木曜日 【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction

復活の金曜日 【行】7:00 　　司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園進級式復活の金曜日 【行】7:00 　　司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園進級式復活の金曜日 【行】7:00 　　司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園進級式復活の金曜日 【行】7:00 　　司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園進級式
【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】18:30 入門講座（生田さま）

司祭不在（午前）：卒園式　【豊】16:30 黙想会司祭不在（午前）：卒園式　【豊】16:30 黙想会司祭不在（午前）：卒園式　【豊】16:30 黙想会司祭不在（午前）：卒園式　【豊】16:30 黙想会
四旬節第4主日 前晩 【豊】18:00　【豊】19:00 ゆるしの秘跡四旬節第4主日 前晩 【豊】18:00　【豊】19:00 ゆるしの秘跡四旬節第4主日 前晩 【豊】18:00　【豊】19:00 ゆるしの秘跡四旬節第4主日 前晩 【豊】18:00　【豊】19:00 ゆるしの秘跡
【豊】21:00 入門講座（山口さま）【豊】21:00 入門講座（山口さま）【豊】21:00 入門講座（山口さま）【豊】21:00 入門講座（山口さま）

四旬節第4主日 【行】9:00 洗礼志願式（向井さま、山口さま）　【行】 10:30 黙想会四旬節第4主日 【行】9:00 洗礼志願式（向井さま、山口さま）　【行】 10:30 黙想会四旬節第4主日 【行】9:00 洗礼志願式（向井さま、山口さま）　【行】 10:30 黙想会四旬節第4主日 【行】9:00 洗礼志願式（向井さま、山口さま）　【行】 10:30 黙想会
司祭不在（11:30～20:00）：叙階式の準備、叙階式リハーサル（大名町教会）司祭不在（11:30～20:00）：叙階式の準備、叙階式リハーサル（大名町教会）司祭不在（11:30～20:00）：叙階式の準備、叙階式リハーサル（大名町教会）司祭不在（11:30～20:00）：叙階式の準備、叙階式リハーサル（大名町教会）

【行】7:00　　司祭不在（15:00～）：大名町教会【行】7:00　　司祭不在（15:00～）：大名町教会【行】7:00　　司祭不在（15:00～）：大名町教会【行】7:00　　司祭不在（15:00～）：大名町教会

【行】7:00　【行】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00　【行】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00　【行】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00　【行】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】18:30 入門講座（生田さま）

【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い 　司祭不在（14:00～）：病者の塗油【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い 　司祭不在（14:00～）：病者の塗油【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い 　司祭不在（14:00～）：病者の塗油【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い 　司祭不在（14:00～）：病者の塗油
【行】19:30 教会学校リーダー会【行】19:30 教会学校リーダー会【行】19:30 教会学校リーダー会【行】19:30 教会学校リーダー会

【行】7:00　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】7:00　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】7:00　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）【行】7:00　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）
【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】18:30 入門講座（生田さま）

司祭不在（6:00～17:00）：福岡教区司祭叙階式（福岡）司祭不在（6:00～17:00）：福岡教区司祭叙階式（福岡）司祭不在（6:00～17:00）：福岡教区司祭叙階式（福岡）司祭不在（6:00～17:00）：福岡教区司祭叙階式（福岡）
四旬節第5主日 前晩  【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ四旬節第5主日 前晩  【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ四旬節第5主日 前晩  【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ四旬節第5主日 前晩  【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ
【豊】20:30 ゆるしの秘跡【豊】20:30 ゆるしの秘跡【豊】20:30 ゆるしの秘跡【豊】20:30 ゆるしの秘跡

【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  司祭不在（午前）：幼稚園修了式  　≪午後：病人訪問≫【行】7:00  司祭不在（午前）：幼稚園修了式  　≪午後：病人訪問≫【行】7:00  司祭不在（午前）：幼稚園修了式  　≪午後：病人訪問≫【行】7:00  司祭不在（午前）：幼稚園修了式  　≪午後：病人訪問≫
【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）

聖木曜日　【行】19:30 主の晩餐の夕べのミサ聖木曜日　【行】19:30 主の晩餐の夕べのミサ聖木曜日　【行】19:30 主の晩餐の夕べのミサ聖木曜日　【行】19:30 主の晩餐の夕べのミサ

【豊】8:30 枝の準備 【豊】9:30 ゆるしの秘跡【豊】8:30 枝の準備 【豊】9:30 ゆるしの秘跡【豊】8:30 枝の準備 【豊】9:30 ゆるしの秘跡【豊】8:30 枝の準備 【豊】9:30 ゆるしの秘跡
【行】13:00 枝の準備　【行】14:00 ゆるしの秘跡【行】13:00 枝の準備　【行】14:00 ゆるしの秘跡【行】13:00 枝の準備　【行】14:00 ゆるしの秘跡【行】13:00 枝の準備　【行】14:00 ゆるしの秘跡
受難の主日 前晩  【行】19:30受難の主日 前晩  【行】19:30受難の主日 前晩  【行】19:30受難の主日 前晩  【行】19:30

司祭不在（7:00～長崎泊）：長崎教区司祭叙階式・祝賀会（長崎）司祭不在（7:00～長崎泊）：長崎教区司祭叙階式・祝賀会（長崎）司祭不在（7:00～長崎泊）：長崎教区司祭叙階式・祝賀会（長崎）司祭不在（7:00～長崎泊）：長崎教区司祭叙階式・祝賀会（長崎）
四旬節第5主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ（べリオン神父様司式）四旬節第5主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ（べリオン神父様司式）四旬節第5主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ（べリオン神父様司式）四旬節第5主日 【行】9:00 子どもとともにささげるミサ（べリオン神父様司式）
【行】11:00 （べリオン神父様司式）【行】11:00 （べリオン神父様司式）【行】11:00 （べリオン神父様司式）【行】11:00 （べリオン神父様司式）
【行）15:00 ベトナム語ミサ　【行】 19:30 典礼委員会【行）15:00 ベトナム語ミサ　【行】 19:30 典礼委員会【行）15:00 ベトナム語ミサ　【行】 19:30 典礼委員会【行）15:00 ベトナム語ミサ　【行】 19:30 典礼委員会

【行】19:30【行】19:30【行】19:30【行】19:30　司祭不在：長崎大司教館～【小倉】地区司祭集会（～17:00）　司祭不在：長崎大司教館～【小倉】地区司祭集会（～17:00）　司祭不在：長崎大司教館～【小倉】地区司祭集会（～17:00）　司祭不在：長崎大司教館～【小倉】地区司祭集会（～17:00）

受難の主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会受難の主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会受難の主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会受難の主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会
【行】15:00 DVD上映　『Passion of Christ』　  【行】15:00 入門講座（向井さま）【行】15:00 DVD上映　『Passion of Christ』　  【行】15:00 入門講座（向井さま）【行】15:00 DVD上映　『Passion of Christ』　  【行】15:00 入門講座（向井さま）【行】15:00 DVD上映　『Passion of Christ』　  【行】15:00 入門講座（向井さま）
【行】17:00 ゆるしの秘跡　【行】 20:00 入門講座（山口さま）【行】17:00 ゆるしの秘跡　【行】 20:00 入門講座（山口さま）【行】17:00 ゆるしの秘跡　【行】 20:00 入門講座（山口さま）【行】17:00 ゆるしの秘跡　【行】 20:00 入門講座（山口さま）

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00

【豊】15:00【豊】15:00【豊】15:00【豊】15:00

【行】7:00  司祭不在（9:30～13:00）：ゆるしの秘跡（新田原）　 ≪病人訪問≫【行】7:00  司祭不在（9:30～13:00）：ゆるしの秘跡（新田原）　 ≪病人訪問≫【行】7:00  司祭不在（9:30～13:00）：ゆるしの秘跡（新田原）　 ≪病人訪問≫【行】7:00  司祭不在（9:30～13:00）：ゆるしの秘跡（新田原）　 ≪病人訪問≫
【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）

【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　司祭不在（14:00～）：病者の塗油【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　司祭不在（14:00～）：病者の塗油【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　司祭不在（14:00～）：病者の塗油【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　司祭不在（14:00～）：病者の塗油

復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 前晩　【行】19:30復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 前晩　【行】19:30復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 前晩　【行】19:30復活節第2主日（神のいつくしみの主日） 前晩　【行】19:30

聖土曜日　【行】19:00 復活の聖なる徹夜祭　洗礼式（向井さま、久松さま、山口さま）聖土曜日　【行】19:00 復活の聖なる徹夜祭　洗礼式（向井さま、久松さま、山口さま）聖土曜日　【行】19:00 復活の聖なる徹夜祭　洗礼式（向井さま、久松さま、山口さま）聖土曜日　【行】19:00 復活の聖なる徹夜祭　洗礼式（向井さま、久松さま、山口さま）

【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00

司祭不在（8:00～19:00）：聖香油ミサ準備（大名町教会）司祭不在（8:00～19:00）：聖香油ミサ準備（大名町教会）司祭不在（8:00～19:00）：聖香油ミサ準備（大名町教会）司祭不在（8:00～19:00）：聖香油ミサ準備（大名町教会）
【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】19:30 入門講座（久松さま）

聖金曜日　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）　【行】19:30 主の受難聖金曜日　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）　【行】19:30 主の受難聖金曜日　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）　【行】19:30 主の受難聖金曜日　【豊】15:00 十字架の道行（Via Crucis）　【行】19:30 主の受難

復活の主日 【豊】7:00 【行】10:00復活の主日 【豊】7:00 【行】10:00復活の主日 【豊】7:00 【行】10:00復活の主日 【豊】7:00 【行】10:00

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

2021202120212021年年年年 NO.46NO.46NO.46NO.46

≪≪≪≪四旬節第四旬節第四旬節第四旬節第4444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≫≫≫≫



                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」No46．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No46．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No46．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No46．2

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された（ヨハネ「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された（ヨハネ「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された（ヨハネ「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された（ヨハネ3333・・・・16161616））））

聖書のことば聖書のことば聖書のことば聖書のことば

3333月月月月20202020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

3333月月月月27272727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

＊福岡教区司祭叙階式＊福岡教区司祭叙階式＊福岡教区司祭叙階式＊福岡教区司祭叙階式

3333月月月月20202020日（土）日（土）日（土）日（土） 11:00   11:00   11:00   11:00   大名町教会大名町教会大名町教会大名町教会

＊聖香油ミサ＊聖香油ミサ＊聖香油ミサ＊聖香油ミサ
3333月月月月31313131日（水）日（水）日（水）日（水） 15:00   15:00   15:00   15:00   大名町教会大名町教会大名町教会大名町教会

＊＊＊＊3333月月月月28282828日（日）日（日）日（日）日（日） 15:00   15:00   15:00   15:00   【【【【行行行行】】】】教会聖堂教会聖堂教会聖堂教会聖堂

主の受難の主の受難の主の受難の主の受難のDVDDVDDVDDVD上映上映上映上映 『『『『Passion of ChristPassion of ChristPassion of ChristPassion of Christ』』』』

＊＊＊＊洗礼志願式（洗礼志願式（洗礼志願式（洗礼志願式（3333名）名）名）名）

3333月月月月10101010日（水）日（水）日（水）日（水）【【【【行行行行】】】】19:3019:3019:3019:30 久松美保子様久松美保子様久松美保子様久松美保子様

3333月月月月14141414日（水）日（水）日（水）日（水）【【【【行行行行】】】】 9:009:009:009:00 向井恵子様向井恵子様向井恵子様向井恵子様
山口明日香山口明日香山口明日香山口明日香様様様様

●●●●病人訪問が必要な方は、教会の方にご連絡下さい。病人訪問が必要な方は、教会の方にご連絡下さい。病人訪問が必要な方は、教会の方にご連絡下さい。病人訪問が必要な方は、教会の方にご連絡下さい。

●３月●３月●３月●３月19191919日（金）「聖ヨセフ」の祭日は、ヨゼフ日（金）「聖ヨセフ」の祭日は、ヨゼフ日（金）「聖ヨセフ」の祭日は、ヨゼフ日（金）「聖ヨセフ」の祭日は、ヨゼフ アベイヤ司教様の霊名の祝日です。アベイヤ司教様の霊名の祝日です。アベイヤ司教様の霊名の祝日です。アベイヤ司教様の霊名の祝日です。

3333月月月月20202020日（土）にジョン・ウォンチョル助祭の司祭叙階式が行われます。日（土）にジョン・ウォンチョル助祭の司祭叙階式が行われます。日（土）にジョン・ウォンチョル助祭の司祭叙階式が行われます。日（土）にジョン・ウォンチョル助祭の司祭叙階式が行われます。

司教様、新司祭のために霊的花束を届けたいと思いますので、司教様、新司祭のために霊的花束を届けたいと思いますので、司教様、新司祭のために霊的花束を届けたいと思いますので、司教様、新司祭のために霊的花束を届けたいと思いますので、3333月月月月14141414日（日）までに記入をお願いします。日（日）までに記入をお願いします。日（日）までに記入をお願いします。日（日）までに記入をお願いします。

●四旬節の愛の献金（四旬節中）にご協力をお願いします。●四旬節の愛の献金（四旬節中）にご協力をお願いします。●四旬節の愛の献金（四旬節中）にご協力をお願いします。●四旬節の愛の献金（四旬節中）にご協力をお願いします。

●●●●3333月月月月21212121日（日）日（日）日（日）日（日）15:0015:0015:0015:00～第２回北九州地区オンライン聖書講座が行われます。～第２回北九州地区オンライン聖書講座が行われます。～第２回北九州地区オンライン聖書講座が行われます。～第２回北九州地区オンライン聖書講座が行われます。

講師は江夏國彦神父様、テーマは「四旬節のメッセージ」です。詳しくは、掲示板をご覧ください。講師は江夏國彦神父様、テーマは「四旬節のメッセージ」です。詳しくは、掲示板をご覧ください。講師は江夏國彦神父様、テーマは「四旬節のメッセージ」です。詳しくは、掲示板をご覧ください。講師は江夏國彦神父様、テーマは「四旬節のメッセージ」です。詳しくは、掲示板をご覧ください。

●●●●個別のゆるしの秘跡を次の日時に行います。時間中、司祭は聖堂で待機しています。個別のゆるしの秘跡を次の日時に行います。時間中、司祭は聖堂で待機しています。個別のゆるしの秘跡を次の日時に行います。時間中、司祭は聖堂で待機しています。個別のゆるしの秘跡を次の日時に行います。時間中、司祭は聖堂で待機しています。

【【【【豊豊豊豊】】】】・・・・3333月月月月13131313日（土）黙想会の後＆日（土）黙想会の後＆日（土）黙想会の後＆日（土）黙想会の後＆19:0019:0019:0019:00～～～～ ・・・・3333月月月月20202020日（土）日（土）日（土）日（土）20:3020:3020:3020:30～～～～ ・・・・3333月月月月27272727日（土）日（土）日（土）日（土）9:309:309:309:30～～～～

【【【【行行行行】】】】・・・・3333月月月月2222７日（土）７日（土）７日（土）７日（土）14:0014:0014:0014:00～～～～ ・・・・3333月月月月28282828日（日）日（日）日（日）日（日）17:0017:0017:0017:00～～～～

●●●●豊津教会は、毎週金曜日豊津教会は、毎週金曜日豊津教会は、毎週金曜日豊津教会は、毎週金曜日 15:OO15:OO15:OO15:OO～十字架の道行が行われます。～十字架の道行が行われます。～十字架の道行が行われます。～十字架の道行が行われます。

●●●●教皇フランシスコは教皇フランシスコは教皇フランシスコは教皇フランシスコは3333月月月月11111111日付で新駐日教皇大使として、イタリア出身のレオ・ボッカルディ大司教様を日付で新駐日教皇大使として、イタリア出身のレオ・ボッカルディ大司教様を日付で新駐日教皇大使として、イタリア出身のレオ・ボッカルディ大司教様を日付で新駐日教皇大使として、イタリア出身のレオ・ボッカルディ大司教様を

任命されました。任命されました。任命されました。任命されました。

柏木、大水（園）、田中、柏木、大水（園）、田中、柏木、大水（園）、田中、柏木、大水（園）、田中、
大石、相川、出口様大石、相川、出口様大石、相川、出口様大石、相川、出口様

大曽（恵）、鍋内（ユ）、稲熊、大曽（恵）、鍋内（ユ）、稲熊、大曽（恵）、鍋内（ユ）、稲熊、大曽（恵）、鍋内（ユ）、稲熊、
秋吉、酒井様秋吉、酒井様秋吉、酒井様秋吉、酒井様


