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年間第年間第年間第年間第20主日 前晩主日 前晩主日 前晩主日 前晩　【行】19:30

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）

【行】7:00    （仮）【行】19:00 平和旬間映写会【行】7:00    （仮）【行】19:00 平和旬間映写会【行】7:00    （仮）【行】19:00 平和旬間映写会【行】7:00    （仮）【行】19:00 平和旬間映写会

【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00【豊】10:00

【行】7:00　　司祭不在（10:00～）：ワクチン接種２回目（久留米）【行】7:00　　司祭不在（10:00～）：ワクチン接種２回目（久留米）【行】7:00　　司祭不在（10:00～）：ワクチン接種２回目（久留米）【行】7:00　　司祭不在（10:00～）：ワクチン接種２回目（久留米）

【行】9:30     ≪病人訪問≫【行】9:30     ≪病人訪問≫【行】9:30     ≪病人訪問≫【行】9:30     ≪病人訪問≫

【行】7:00【行】7:00【行】7:00【行】7:00

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

聖母の被昇天 【豊】9:00 【豊】11:00 【行】13:30 入門講座（向井さま） 【行】13:30 入門講座（向井さま） 【行】13:30 入門講座（向井さま） 【行】13:30 入門講座（向井さま）
【行】15:30 ベトナム語ミサ（幼児洗礼式）【行】15:30 ベトナム語ミサ（幼児洗礼式）【行】15:30 ベトナム語ミサ（幼児洗礼式）【行】15:30 ベトナム語ミサ（幼児洗礼式）

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】13:30 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.5NO.5NO.5NO.5

≪≪≪≪年間第年間第年間第年間第16161616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」No5．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No5．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No5．2行橋カトリック教会・豊津巡回教会「お知らせ」No5．2

「キリストは、「キリストは、「キリストは、「キリストは、……………………十字架によって敵意を滅ぼされました（エフェソ十字架によって敵意を滅ぼされました（エフェソ十字架によって敵意を滅ぼされました（エフェソ十字架によって敵意を滅ぼされました（エフェソ2222・・・・15151515----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

7777月月月月24242424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31313131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）

●●●●8888月月月月15151515日（日）日（日）日（日）日（日）【【【【行行行行】】】】15:3015:3015:3015:30～～～～

ベトナム語のミサの中、幼児洗礼式ベトナム語のミサの中、幼児洗礼式ベトナム語のミサの中、幼児洗礼式ベトナム語のミサの中、幼児洗礼式

●●●●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。

●●●●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）

7777月月月月25252525日（日）日（日）日（日）日（日） フランシスコ・ザベリオフランシスコ・ザベリオフランシスコ・ザベリオフランシスコ・ザベリオ 樽角樽角樽角樽角 直次様、セシリア直次様、セシリア直次様、セシリア直次様、セシリア 樽角樽角樽角樽角 千代子様の安息（行橋千代子様の安息（行橋千代子様の安息（行橋千代子様の安息（行橋9999時ミサ）時ミサ）時ミサ）時ミサ）

●●●●信徒総会中止に伴って、教会の現状を把握し、今後の教会づくりに生かしていくためのアンケートの準備が信徒総会中止に伴って、教会の現状を把握し、今後の教会づくりに生かしていくためのアンケートの準備が信徒総会中止に伴って、教会の現状を把握し、今後の教会づくりに生かしていくためのアンケートの準備が信徒総会中止に伴って、教会の現状を把握し、今後の教会づくりに生かしていくためのアンケートの準備が
整いました。信者の方、お一人一枚整いました。信者の方、お一人一枚整いました。信者の方、お一人一枚整いました。信者の方、お一人一枚 お持ち帰りいただきご意見をいただきますようお願いいたします。お持ち帰りいただきご意見をいただきますようお願いいたします。お持ち帰りいただきご意見をいただきますようお願いいたします。お持ち帰りいただきご意見をいただきますようお願いいたします。
また、教会に来られていないお知り合いの方にも、お届けいただくと助かります。また、教会に来られていないお知り合いの方にも、お届けいただくと助かります。また、教会に来られていないお知り合いの方にも、お届けいただくと助かります。また、教会に来られていないお知り合いの方にも、お届けいただくと助かります。
皆さまのご協力をお願いいたします。皆さまのご協力をお願いいたします。皆さまのご協力をお願いいたします。皆さまのご協力をお願いいたします。

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

堀口、崎浜、宮崎（セ）、堀口、崎浜、宮崎（セ）、堀口、崎浜、宮崎（セ）、堀口、崎浜、宮崎（セ）、
峯下（喜）（元）、江村（良）様峯下（喜）（元）、江村（良）様峯下（喜）（元）、江村（良）様峯下（喜）（元）、江村（良）様


