
6月6月6月6月 19191919 土土土土

20202020 日日日日

21212121 月月月月

22222222 火火火火

23232323 水水水水

24242424 木木木木

25252525 金金金金

26262626 土土土土

27272727 日日日日

28282828 月月月月

29292929 火火火火

30303030 水水水水

7月7月7月7月 1111 木木木木

2222 金金金金

3333 土土土土

4444 日日日日

5555 月月月月

6666 火火火火

7777 水水水水

8888 木木木木

9999 金金金金

10101010 土土土土

11111111 日日日日

12121212 月月月月

13131313 火火火火

14141414 水水水水

15151515 木木木木

16161616 金金金金

17171717 土土土土

18181818 日日日日
年間第年間第年間第年間第16主日 【行】【行】【行】【行】9:00   【行】【行】【行】【行】11:00 子どもとともにささげるミサ子どもとともにささげるミサ子どもとともにささげるミサ子どもとともにささげるミサ
 【行】【行】【行】【行】14:00 入門講座（向井さま）　【行】入門講座（向井さま）　【行】入門講座（向井さま）　【行】入門講座（向井さま）　【行】15:30 ベトナム語ミサ

年間第13主日 前晩　【行】19:30年間第13主日 前晩　【行】19:30年間第13主日 前晩　【行】19:30年間第13主日 前晩　【行】19:30

【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）

年間第12年間第12年間第12年間第12主日　ミサはありません

洗礼者聖ヨハネの誕生  【行】9:30洗礼者聖ヨハネの誕生  【行】9:30洗礼者聖ヨハネの誕生  【行】9:30洗礼者聖ヨハネの誕生  【行】9:30

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第年間第年間第年間第13主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会
【行】15:00 結婚講座（臼井さま、松尾さま）【行】15:00 結婚講座（臼井さま、松尾さま）【行】15:00 結婚講座（臼井さま、松尾さま）【行】15:00 結婚講座（臼井さま、松尾さま）

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

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【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

【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

聖ペトロ聖パウロ使徒  【豊】10:00聖ペトロ聖パウロ使徒  【豊】10:00聖ペトロ聖パウロ使徒  【豊】10:00聖ペトロ聖パウロ使徒  【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≫

【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

年間第年間第年間第年間第14主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【大名町】13:00 聖体奉仕者任命式【行】主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【大名町】13:00 聖体奉仕者任命式【行】主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【大名町】13:00 聖体奉仕者任命式【行】主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【大名町】13:00 聖体奉仕者任命式【行】
14:00 入門講座（向井さま）14:00 入門講座（向井さま）14:00 入門講座（向井さま）14:00 入門講座（向井さま）

【豊】15:00

年間第15主日 前晩　【行】19:30年間第15主日 前晩　【行】19:30年間第15主日 前晩　【行】19:30年間第15主日 前晩　【行】19:30

【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）

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第16主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ年間第16主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ年間第16主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ年間第16主日 前晩 【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ

年間第年間第年間第年間第15主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【豊】7:00 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）

【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     ≪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】7:00   司祭不在（午前中）：幼稚園終業式【行】7:00   司祭不在（午前中）：幼稚園終業式【行】7:00   司祭不在（午前中）：幼稚園終業式【行】7:00   司祭不在（午前中）：幼稚園終業式

【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.1NO.1NO.1NO.1

≪≪≪≪年間第年間第年間第年間第12121212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」No1．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No1．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No1．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No1．2

「イエスは起き上がって、風を叱り「イエスは起き上がって、風を叱り「イエスは起き上がって、風を叱り「イエスは起き上がって、風を叱り…………」（マルコ」（マルコ」（マルコ」（マルコ4444・・・・39393939））））

聖書のことば聖書のことば聖書のことば聖書のことば

6666月月月月26262626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3333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

●新年度の入門講座を受付けています。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。●新年度の入門講座を受付けています。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。●新年度の入門講座を受付けています。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。●新年度の入門講座を受付けています。入門講座の時間は、後日決めてお知らせします。

勉強会関係は、６月末まで中止とします。勉強会関係は、６月末まで中止とします。勉強会関係は、６月末まで中止とします。勉強会関係は、６月末まで中止とします。

●●●●【【【【5555月・月・月・月・6666月月月月 ミサの意向ミサの意向ミサの意向ミサの意向】】】】

5555月月月月14141414日（金）日（金）日（金）日（金） マリアマリアマリアマリア マグダレナマグダレナマグダレナマグダレナ 小野小野小野小野 カズ子様の安息カズ子様の安息カズ子様の安息カズ子様の安息

5555月月月月17171717日（月）日（月）日（月）日（月） ミカエルミカエルミカエルミカエル 葛島葛島葛島葛島 安巳様、カタリナ安巳様、カタリナ安巳様、カタリナ安巳様、カタリナ 葛島葛島葛島葛島 マツエ様、フィリッポマツエ様、フィリッポマツエ様、フィリッポマツエ様、フィリッポ 葛島葛島葛島葛島 憲一様憲一様憲一様憲一様

カタリナカタリナカタリナカタリナ 織田織田織田織田 美恵子様、セシリア美恵子様、セシリア美恵子様、セシリア美恵子様、セシリア 伊森伊森伊森伊森 信恵様の安息信恵様の安息信恵様の安息信恵様の安息

5555月月月月20202020日（木）日（木）日（木）日（木） アレクシスアレクシスアレクシスアレクシス 堀口堀口堀口堀口 巖様の安息巖様の安息巖様の安息巖様の安息

≪≪≪≪司祭が個人でささげました司祭が個人でささげました司祭が個人でささげました司祭が個人でささげました≫≫≫≫

6666月月月月7777日（月）日（月）日（月）日（月） ステファノステファノステファノステファノ 木場田木場田木場田木場田 末光様および木場田家の先祖の安息末光様および木場田家の先祖の安息末光様および木場田家の先祖の安息末光様および木場田家の先祖の安息

6666月月月月8888日（火）日（火）日（火）日（火） パウロパウロパウロパウロ 田下田下田下田下 賢二様の安息賢二様の安息賢二様の安息賢二様の安息

6666月月月月9999日（水）日（水）日（水）日（水） トマストマストマストマス 小島小島小島小島 政夫様、マリア政夫様、マリア政夫様、マリア政夫様、マリア 小島小島小島小島 トク様の安息トク様の安息トク様の安息トク様の安息

6666月月月月10101010日（木）日（木）日（木）日（木） アンナアンナアンナアンナ 小島小島小島小島 マチ子様の安息マチ子様の安息マチ子様の安息マチ子様の安息

6666月月月月11111111日（金）日（金）日（金）日（金） イエスのみ心の祭日イエスのみ心の祭日イエスのみ心の祭日イエスのみ心の祭日 MissaMissaMissaMissa ProProProPro PopuloPopuloPopuloPopulo

≪≪≪≪５月にささげられなかった意向は、司祭がカルメル会の修道院でのごミサの中でささげます５月にささげられなかった意向は、司祭がカルメル会の修道院でのごミサの中でささげます５月にささげられなかった意向は、司祭がカルメル会の修道院でのごミサの中でささげます５月にささげられなかった意向は、司祭がカルメル会の修道院でのごミサの中でささげます≫≫≫≫

6666月月月月22222222日（火）日（火）日（火）日（火） 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸 忠吉様、スヤ様、リエ様、惣一様および先祖の安息（豊津忠吉様、スヤ様、リエ様、惣一様および先祖の安息（豊津忠吉様、スヤ様、リエ様、惣一様および先祖の安息（豊津忠吉様、スヤ様、リエ様、惣一様および先祖の安息（豊津10101010時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

6666月月月月27272727日（日）日（日）日（日）日（日） 宿輪宿輪宿輪宿輪 初五郎様の安息（行橋初五郎様の安息（行橋初五郎様の安息（行橋初五郎様の安息（行橋11111111時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

●●●●4444月月月月29292929日（木）トマス日（木）トマス日（木）トマス日（木）トマス 大水保久さんが帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。大水保久さんが帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。大水保久さんが帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。大水保久さんが帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。

●●●●6666月月月月27272727日（日）は聖ペトロ使徒座への献金日です。献金にご協力をお願いします。日（日）は聖ペトロ使徒座への献金日です。献金にご協力をお願いします。日（日）は聖ペトロ使徒座への献金日です。献金にご協力をお願いします。日（日）は聖ペトロ使徒座への献金日です。献金にご協力をお願いします。

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


