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復活節第5主日 前晩　【行】19:30復活節第5主日 前晩　【行】19:30復活節第5主日 前晩　【行】19:30復活節第5主日 前晩　【行】19:30

復活節第3主日 【行】9:00   復活節第3主日 【行】9:00   復活節第3主日 【行】9:00   復活節第3主日 【行】9:00   【行】11:00 子どもとともにささげるミサ
【行】12:00 教会学校（昼食込み）　【行】14:00 結婚講座（最終回）【行】14:00 結婚講座（最終回）【行】14:00 結婚講座（最終回）【行】14:00 結婚講座（最終回）
【行】15:30 ベトナム語ミサ 　【行】13:00 アースデイ ベトナム語ミサ 　【行】13:00 アースデイ ベトナム語ミサ 　【行】13:00 アースデイ ベトナム語ミサ 　【行】13:00 アースデイ

復活節第4主日 前晩　【行】19:30復活節第4主日 前晩　【行】19:30復活節第4主日 前晩　【行】19:30復活節第4主日 前晩　【行】19:30

【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い

【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00

【行】7:00   　≪病人訪問≫ 　　 【行】7:00   　≪病人訪問≫ 　　 【行】7:00   　≪病人訪問≫ 　　 【行】7:00   　≪病人訪問≫ 　　 司祭不在（午後）：東京教区司祭叙階式（古市匡史助祭）

【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園園外保育　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園園外保育　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園園外保育　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園園外保育　【行】18:30 入門講座（生田さま）

復活節第６復活節第６復活節第６復活節第６主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00

司祭不在（9:00～11:00）：入園式司祭不在（9:00～11:00）：入園式司祭不在（9:00～11:00）：入園式司祭不在（9:00～11:00）：入園式
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

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
司祭不在（14:00～）：青年の集い司祭不在（14:00～）：青年の集い司祭不在（14:00～）：青年の集い司祭不在（14:00～）：青年の集い

復活節第3主日 前晩　【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ復活節第3主日 前晩　【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ復活節第3主日 前晩　【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ復活節第3主日 前晩　【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【豊】10:00　 　　【豊】10:00　 　　【豊】10:00　 　　【豊】10:00　 　　≪福岡教区司教座教会献堂記念日≫≪福岡教区司教座教会献堂記念日≫≪福岡教区司教座教会献堂記念日≫≪福岡教区司教座教会献堂記念日≫

司祭不在（終日）：東京教区司祭叙階式（古市匡史助祭）

【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園誕生会　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園誕生会　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園誕生会　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  司祭不在（9:00～11:00）：幼稚園誕生会　【行】18:30 入門講座（生田さま）

復活節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00　【行】13:00 小教区評議会復活節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00　【行】13:00 小教区評議会復活節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00　【行】13:00 小教区評議会復活節第4主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00　【行】13:00 小教区評議会
【行】15:00 入門講座（向井さま）【行】15:00 入門講座（向井さま）【行】15:00 入門講座（向井さま）【行】15:00 入門講座（向井さま）

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【行】7:00   ≪病人訪問≫  【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】7:00   ≪病人訪問≫  【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】7:00   ≪病人訪問≫  【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】7:00   ≪病人訪問≫  【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【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い

【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）

【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   ≪病人訪問≫  【行】19:30 教会学校リーダー会【行】7:00   ≪病人訪問≫  【行】19:30 教会学校リーダー会【行】7:00   ≪病人訪問≫  【行】19:30 教会学校リーダー会【行】7:00   ≪病人訪問≫  【行】19:30 教会学校リーダー会

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

復活節第6主日 前晩　【行】19:30復活節第6主日 前晩　【行】19:30復活節第6主日 前晩　【行】19:30復活節第6主日 前晩　【行】19:30

復活節第５復活節第５復活節第５復活節第５主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00

【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction【行】9:30 ミサ後、勉強会・分かち合い　【行】19:30 Benediction

【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）【行】7:00  　【行】18:30 入門講座（生田さま）

【行】7:00     ≪病人訪問≫     【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】7:00     ≪病人訪問≫     【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】7:00     ≪病人訪問≫     【行】19:30 入門講座（久松さま）【行】7:00     ≪病人訪問≫     【行】19:30 入門講座（久松さま）

10:00 行橋・豊津合同教会学校登山（馬ケ岳）【予定】　 　【豊】15:0010:00 行橋・豊津合同教会学校登山（馬ケ岳）【予定】　 　【豊】15:0010:00 行橋・豊津合同教会学校登山（馬ケ岳）【予定】　 　【豊】15:0010:00 行橋・豊津合同教会学校登山（馬ケ岳）【予定】　 　【豊】15:00

【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

2021202120212021年年年年 NO.50NO.50NO.50NO.50

≪≪≪≪復活節第２主日（神のいつくしみの主日）復活節第２主日（神のいつくしみの主日）復活節第２主日（神のいつくしみの主日）復活節第２主日（神のいつくしみの主日）≫≫≫≫

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」No50．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No50．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No50．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No50．2

「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」（ヨハネ「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」（ヨハネ「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」（ヨハネ「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」（ヨハネ20202020・・・・27272727））））

聖書のことば聖書のことば聖書のことば聖書のことば

4444月月月月17171717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

4444月月月月24242424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

＊＊＊＊4444月月月月18181818日（日）日（日）日（日）日（日） 【【【【行行行行】】】】13:0013:0013:0013:00～～～～

アースデイ（今川河畔のごみ拾い）アースデイ（今川河畔のごみ拾い）アースデイ（今川河畔のごみ拾い）アースデイ（今川河畔のごみ拾い）

●●●●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。病人訪問が必要な方は、教会の方にご連絡下さい。

●●●●3333月月月月28282828日（日）開かれた小教区評議会で、次のことが決まりました。日（日）開かれた小教区評議会で、次のことが決まりました。日（日）開かれた小教区評議会で、次のことが決まりました。日（日）開かれた小教区評議会で、次のことが決まりました。

①①①①4444月月月月18181818日（日）日（日）日（日）日（日）13131313時からアースデイの取り組みとして、今川河畔のごみ拾いを行う。時からアースデイの取り組みとして、今川河畔のごみ拾いを行う。時からアースデイの取り組みとして、今川河畔のごみ拾いを行う。時からアースデイの取り組みとして、今川河畔のごみ拾いを行う。

（参加される方は、食事を済ませてご参加ください）（参加される方は、食事を済ませてご参加ください）（参加される方は、食事を済ませてご参加ください）（参加される方は、食事を済ませてご参加ください）

②堅信式は今年は見合わせ来年度実施する。②堅信式は今年は見合わせ来年度実施する。②堅信式は今年は見合わせ来年度実施する。②堅信式は今年は見合わせ来年度実施する。

③ご復活の卵は、今年は子供たちにのみ復活の主日に渡す。③ご復活の卵は、今年は子供たちにのみ復活の主日に渡す。③ご復活の卵は、今年は子供たちにのみ復活の主日に渡す。③ご復活の卵は、今年は子供たちにのみ復活の主日に渡す。

④④④④豊津の納骨堂は豊津の納骨堂は豊津の納骨堂は豊津の納骨堂は4444月月月月11111111日（日）から毎月第二日曜日のミサ前後に次の感染予防対策を行って開放します。日（日）から毎月第二日曜日のミサ前後に次の感染予防対策を行って開放します。日（日）から毎月第二日曜日のミサ前後に次の感染予防対策を行って開放します。日（日）から毎月第二日曜日のミサ前後に次の感染予防対策を行って開放します。

・窓を全開にして換気をよくする。・窓を全開にして換気をよくする。・窓を全開にして換気をよくする。・窓を全開にして換気をよくする。

・アルコール消毒、マスクの着用。・アルコール消毒、マスクの着用。・アルコール消毒、マスクの着用。・アルコール消毒、マスクの着用。

・声を出してお祈りをしない。・声を出してお祈りをしない。・声を出してお祈りをしない。・声を出してお祈りをしない。

・お祈りはできるだけ・お祈りはできるだけ・お祈りはできるだけ・お祈りはできるだけ5555分以内で退堂する。分以内で退堂する。分以内で退堂する。分以内で退堂する。

・ソーシャルディスタンスを保つ。・ソーシャルディスタンスを保つ。・ソーシャルディスタンスを保つ。・ソーシャルディスタンスを保つ。

納骨堂内が密になりそうな場合は、入堂制限をしますので、納骨堂委員や教会委員の指示に従ってください。納骨堂内が密になりそうな場合は、入堂制限をしますので、納骨堂委員や教会委員の指示に従ってください。納骨堂内が密になりそうな場合は、入堂制限をしますので、納骨堂委員や教会委員の指示に従ってください。納骨堂内が密になりそうな場合は、入堂制限をしますので、納骨堂委員や教会委員の指示に従ってください。

なお、毎年大勢の人が予想される聖母被昇天や年始については、コロナウィルスが完全に終息するまでなお、毎年大勢の人が予想される聖母被昇天や年始については、コロナウィルスが完全に終息するまでなお、毎年大勢の人が予想される聖母被昇天や年始については、コロナウィルスが完全に終息するまでなお、毎年大勢の人が予想される聖母被昇天や年始については、コロナウィルスが完全に終息するまで

閉鎖する予定です。閉鎖する予定です。閉鎖する予定です。閉鎖する予定です。

●●●●新年度の入門講座の申込みを受付けます。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。新年度の入門講座の申込みを受付けます。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。新年度の入門講座の申込みを受付けます。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。新年度の入門講座の申込みを受付けます。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。

●●●●四旬節愛の献金は四旬節愛の献金は四旬節愛の献金は四旬節愛の献金は 72,40172,40172,40172,401円、聖地のための献金は円、聖地のための献金は円、聖地のための献金は円、聖地のための献金は 6,7456,7456,7456,745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。

4444月月月月11111111日（日）の司教座聖堂（カテドラル）献金にご協力をお願いします。日（日）の司教座聖堂（カテドラル）献金にご協力をお願いします。日（日）の司教座聖堂（カテドラル）献金にご協力をお願いします。日（日）の司教座聖堂（カテドラル）献金にご協力をお願いします。

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


