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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

19191919 月月月月

20202020 火火火火

21212121 水水水水

22222222 木木木木

23232323 金金金金

24242424 土土土土

25252525 日日日日

26262626 月月月月

27272727 火火火火

28282828 水水水水

29292929 木木木木

30303030 金金金金

31313131 土土土土

8月8月8月8月 1111 日日日日

2222 月月月月

3333 火火火火

4444 水水水水

5555 木木木木

6666 金金金金

7777 土土土土

8888 日日日日

年間第18主日 前晩年間第18主日 前晩年間第18主日 前晩年間第18主日 前晩　【豊】19:30

年間第年間第年間第年間第17主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】13:00 小教区評議会主日 【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

【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≫

【行】9:30【行】9:30【行】9:30【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19主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）

年間第15主日 前晩年間第15主日 前晩年間第15主日 前晩年間第15主日 前晩　【豊】19:30

年間第16主日 前晩 年間第16主日 前晩 年間第16主日 前晩 年間第16主日 前晩 【豊】18:00 教会学校（夕食込み）　    【豊】18:00 行橋・豊津初聖体クラス
【豊】19:30 子どもとともにささげるミサ

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

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】教会学校（昼食込み）【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

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

【豊】15:00

【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

【行】9:30【行】9:30【行】9:30【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15主日  【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日  【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日  【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日  【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　　午前：病人訪問　　司祭不在（11:00～）：ワクチン接種（久留米）【行】7:00　　午前：病人訪問　　司祭不在（11:00～）：ワクチン接種（久留米）【行】7:00　　午前：病人訪問　　司祭不在（11:00～）：ワクチン接種（久留米）【行】7:00　　午前：病人訪問　　司祭不在（11:00～）：ワクチン接種（久留米）

 【行】9:30

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

年間第19主日 前晩 年間第19主日 前晩 年間第19主日 前晩 年間第19主日 前晩 【豊】18:00 教会学校（夕食込み）　 【豊】18:00 行橋・豊津初聖体クラス
【豊】19:30

年間第年間第年間第年間第18主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【行】9:00 【行】11:00 【行】14:00 入門講座（向井さま）主日 【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】15:00

【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        【行】19:30 Benediction【行】9:30        【行】19:30 Benediction【行】9:30        【行】19:30 Benediction【行】9:30        【行】19:30 Benediction

主の変容【行】7:00主の変容【行】7:00主の変容【行】7:00主の変容【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.4NO.4NO.4NO.4

≪≪≪≪年間第年間第年間第年間第15151515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」No4．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No4．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No4．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No4．2

「主は家畜の群れを追っているところから、わたしを取り、「主は家畜の群れを追っているところから、わたしを取り、「主は家畜の群れを追っているところから、わたしを取り、「主は家畜の群れを追っているところから、わたしを取り、
「行って、わが民イスラエルに預言せよ」と言われた（アモス「行って、わが民イスラエルに預言せよ」と言われた（アモス「行って、わが民イスラエルに預言せよ」と言われた（アモス「行って、わが民イスラエルに預言せよ」と言われた（アモス7777・・・・15151515））））

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

7777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】】】】 ★★★★ 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

●●●● 7777月月月月17171717日（土）日（土）日（土）日（土）【【【【豊豊豊豊】】】】18:0018:0018:0018:00～～～～

行橋・豊津教会学校行橋・豊津教会学校行橋・豊津教会学校行橋・豊津教会学校 初聖体クラス初聖体クラス初聖体クラス初聖体クラス

（（（（ 講師：講師：講師：講師：Sr.  Sr.  Sr.  Sr.  中村中村中村中村 千代美千代美千代美千代美
イエスのカリタス修道女会）イエスのカリタス修道女会）イエスのカリタス修道女会）イエスのカリタス修道女会）

●●●●向井さまの入門講座を除いて、木曜日の勉強会とその他の入門講座は、しばらくの間お休みとします。向井さまの入門講座を除いて、木曜日の勉強会とその他の入門講座は、しばらくの間お休みとします。向井さまの入門講座を除いて、木曜日の勉強会とその他の入門講座は、しばらくの間お休みとします。向井さまの入門講座を除いて、木曜日の勉強会とその他の入門講座は、しばらくの間お休みとします。

●●●●7777月月月月4444日（日）マリア日（日）マリア日（日）マリア日（日）マリア 竹本竹本竹本竹本 奈留美様が帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。奈留美様が帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。奈留美様が帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。奈留美様が帰天されました。故人の安息のためにお祈りください。

●●●●6666月月月月27272727日（日）に行われた小教区評議会で、次のことが決まりました。日（日）に行われた小教区評議会で、次のことが決まりました。日（日）に行われた小教区評議会で、次のことが決まりました。日（日）に行われた小教区評議会で、次のことが決まりました。

①①①①７月７月７月７月10101010日（土）から毎週、豊津教会は土曜日前晩ミサを日（土）から毎週、豊津教会は土曜日前晩ミサを日（土）から毎週、豊津教会は土曜日前晩ミサを日（土）から毎週、豊津教会は土曜日前晩ミサを 19:3019:3019:3019:30～～～～
行橋教会は日曜日主日ミサを行橋教会は日曜日主日ミサを行橋教会は日曜日主日ミサを行橋教会は日曜日主日ミサを 9:009:009:009:00～・～・～・～・11:0011:0011:0011:00～～～～ のののの2222回行うことに変更します。回行うことに変更します。回行うことに変更します。回行うことに変更します。

②②②②豊津の教会学校は、第豊津の教会学校は、第豊津の教会学校は、第豊津の教会学校は、第1111と第と第と第と第3333土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の18:0018:0018:0018:00～～～～ 行うことに変更し、併せて行橋・豊津教会学校の行うことに変更し、併せて行橋・豊津教会学校の行うことに変更し、併せて行橋・豊津教会学校の行うことに変更し、併せて行橋・豊津教会学校の
初聖体クラスを行います。初聖体クラスを行います。初聖体クラスを行います。初聖体クラスを行います。

③豊津の納骨堂は、毎月第③豊津の納骨堂は、毎月第③豊津の納骨堂は、毎月第③豊津の納骨堂は、毎月第2222日曜日日曜日日曜日日曜日9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00の間、開堂します。の間、開堂します。の間、開堂します。の間、開堂します。

④④④④今年度の信徒総会は中止します。今年度の信徒総会は中止します。今年度の信徒総会は中止します。今年度の信徒総会は中止します。代わりに後日アンケートにより、教会共同体への意見を出してもらいます。代わりに後日アンケートにより、教会共同体への意見を出してもらいます。代わりに後日アンケートにより、教会共同体への意見を出してもらいます。代わりに後日アンケートにより、教会共同体への意見を出してもらいます。

●●●●【【【【7777月ミサの意向月ミサの意向月ミサの意向月ミサの意向】】】】

7777月月月月 11111111日（日）日（日）日（日）日（日） 行橋小教区初代主任司祭行橋小教区初代主任司祭行橋小教区初代主任司祭行橋小教区初代主任司祭 デュノワイェ神父様の安息（行橋デュノワイェ神父様の安息（行橋デュノワイェ神父様の安息（行橋デュノワイェ神父様の安息（行橋9999時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

7777月月月月 13131313日（日（日（日（火火火火）））） アグネスアグネスアグネスアグネス 江口江口江口江口 久美子様、アリア久美子様、アリア久美子様、アリア久美子様、アリア 江口江口江口江口 ゆう子様、ゆう子様、ゆう子様、ゆう子様、
りきぞうりきぞうりきぞうりきぞう

マチアスマチアスマチアスマチアス 江口利喜三様、マリア江口利喜三様、マリア江口利喜三様、マリア江口利喜三様、マリア 江口江口江口江口 スエ様スエ様スエ様スエ様の安息（の安息（の安息（の安息（豊津豊津豊津豊津10101010時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

7777月月月月18181818日（日（日（日（日日日日）））） ①ユリオ①ユリオ①ユリオ①ユリオ 大曽大曽大曽大曽 勇様、マリア勇様、マリア勇様、マリア勇様、マリア 大曽大曽大曽大曽 ミエ様ミエ様ミエ様ミエ様の安息（行橋の安息（行橋の安息（行橋の安息（行橋9999時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）
②小さきテレジア②小さきテレジア②小さきテレジア②小さきテレジア 小正路小正路小正路小正路 真紀子様（享年真紀子様（享年真紀子様（享年真紀子様（享年6666才）才）才）才）の安息（行橋の安息（行橋の安息（行橋の安息（行橋9999時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）
≪≪≪≪司祭が一人で意向を込めて平日の御ミサでもおささげします司祭が一人で意向を込めて平日の御ミサでもおささげします司祭が一人で意向を込めて平日の御ミサでもおささげします司祭が一人で意向を込めて平日の御ミサでもおささげします≫≫≫≫

7777月月月月18181818日（日）日（日）日（日）日（日） ペトロペトロペトロペトロ 宿輪宿輪宿輪宿輪 強様の安息（行橋強様の安息（行橋強様の安息（行橋強様の安息（行橋11111111時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

7777月月月月19191919日（月）日（月）日（月）日（月） マリアマリアマリアマリア 大曽大曽大曽大曽 ミエ様と大曽家の死者の安息（行橋ミエ様と大曽家の死者の安息（行橋ミエ様と大曽家の死者の安息（行橋ミエ様と大曽家の死者の安息（行橋7777時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

7777月月月月21212121日（水）日（水）日（水）日（水） 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 巌様の安息（行橋巌様の安息（行橋巌様の安息（行橋巌様の安息（行橋7777時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

7777月月月月22222222日（木）日（木）日（木）日（木） 感謝ミサ：畠中感謝ミサ：畠中感謝ミサ：畠中感謝ミサ：畠中 節代様（行橋節代様（行橋節代様（行橋節代様（行橋9999時時時時30303030分ミサ）分ミサ）分ミサ）分ミサ）

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

堺、渡辺、鍋内（ミ）、赤塚、堺、渡辺、鍋内（ミ）、赤塚、堺、渡辺、鍋内（ミ）、赤塚、堺、渡辺、鍋内（ミ）、赤塚、
花岡、末松（キ）、畑田様花岡、末松（キ）、畑田様花岡、末松（キ）、畑田様花岡、末松（キ）、畑田様


