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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
四旬節 3 主日 3rd Sunday of Lent (C)
「わたしはある」という方がわたしをあなたたちに遣わされた（出エジプト 3・14）
“ I am who I am, ” the God who sent me to you (Ex 3・14)
〒134-0083 江戸川区中葛西 1-10-15
1-10-15 Naka-Kasai, Edogawa-ku, Tokyo
Tel. 03-3689-0014 Fax. 03-5696-4449
http://kasaicc.net/
主日のミサ
土曜日 Sat. 7:00pm（日本語）
日曜日 Sun.10:00am （日本語）＆ 4:00pm (English)

ミサの前は祈りの時間です。沈黙を守りましょう。
First Communion Class
洗礼志願式
Class for candidates for First Communion will be
3 月 27 日(日)復活祭で洗礼を受けられる
マリア 宋 明叔(ソン ミョンスク)さんの洗礼 given by Bro.Ide & will start February 28.
志願式が行われます。

四旬節黙想会
ミ
今年の四旬節の黙想会は、

３月 20 日午前 10：00~、指導司祭はパウロ会

ミ
山内神父様です。ミサは黙想会後となります。

Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary
totals8,206,263 yen. Thank you for your
understanding and continued support and prayer.
Catechism for Graders & Parents

尚、共同回心式は黙想会前 30 分とミサ後に行 Every Sunday from 3:00pm, Catechism for
われます。
elementary graders taught, Interested applicants,
初聖体の準備
2016 年 5 月 29 日(日)「キリストの聖体」の祝
日に初聖体を行います。準備の勉強会を 10 時
クラス・16 時クラスとも 2 月 28 日(日)から始
めます。該当するお子さんをお持ちの親御さん
は井出ブラザーにお申込み下さい。対象は
2016 年 4 月現在で小学校 3 年生です。
献堂 50 周年記念事業第 3 期献金報告
2015 年第 3 期結果報告（12 月末現在）
申込者数：137 名（目標：200 名）
献金合計：2,467,265 円(目標：3,000,000 円)
１期からの合計は 8,206,263 円です。
今後とも皆様のご協力を宜しくお願い致しま
す。ご質問などありましたら佐々木満夫・佐藤
隆一にお聞きください。

please register to Fr. Jess

ウルスラ修道会でのミサ
次は 3 月 17 日（木）です。おいしいランチ
付です。皆様ご参加下さい。
十字架の道行きの日程
今年の十字架の道行きは 3 月 4 日(金)3 月 11
日(金)3 月 18 日(金)各日午前 10：00 からで
す。

共同祈願の祈り
神は悔い改める者を
救ってくださる。

その他今後の予定
02 月 28 日(日) 四旬節第 3 主日
03 月 06 日(日) 四旬節第 4 主日 信者総会
03 月 12 日(土) 大掃除
03 月 13 日(日) 四旬節第 5 主日 教会委員会
03 月 20 日(日) 受難の主日(枝の主日) 黙想会・共同回心式

今週の掃除は 3 月 5 日(土）
南葛西・江東地区です｡よろしくお願いいたします｡

This Week’s Church Cleaning Duty
March 5t h Saturday

Minami-Kasai・Koto Group
献堂 50 周年記念事業準備
葛西教会は 2019 年に松江教会から数えて 50 年を迎え
ます｡老朽化した建物の内装・配管・照明・音響など
さまざまな課題を踏まえ、心を一つにして準備作業を
行いたいと思います。ご協力をお願い致します。

『四 旬 節 第 ３ 主 日』C 年

今日の福音 ルカによる福音（13：1‐9）

ちょうどそのとき、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜたこと
をイエスに告げた。イエスはお答えになった。
「そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、
ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い者だったからだと思うのか。決してそうではない。言っておく
が、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあ
の十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか。決して
そうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。
」
そして、イエスは次のたとえを話された。
「ある人がぶどう園にいちじくの木を植えておき、実を
探しに来たが見つからなかった。そこで、園丁に言った。
『もう三年もの間、このいちじくの木に実
を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ、土地をふさがせておくの
か。
』園丁は答えた。
『御主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥や
しをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもだめなら、切り倒
してください。
』
」
聖書新共同訳より引用

A Reading from the Holy Gospel according to Luke（13：1-9）

Be converted and bear fruit!
Some people arrived and told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with
that of their sacrifices. At this he said to them, “Do you suppose these Galileans who suffered
like that were greater sinners than any other Galileans? They were not, I tell you. No; for
unless you repent you will all perish as they did. Or those eighteen on whom the tower of
Siloam fell and killed them? Do you suppose that they were more guilty than all the other
people living in Jerusalem? They were not, I tell you. No; but unless you repent you will all
perish as they did.”
He told this parable: “A man had a fig tree planted in his vineyard and he came looking for
fruit on it but found none. He said to the man who looked after the vineyard, ‘Look here, for
three years now I have been coming to look for fruit on this fig tree and finding none. Cut it
down: why should it be taking up the ground?’ ‘Sir,’ the man replied, ‘leave it one more year and
give me time to dig around it and manure it: it may bear fruit next year; if not, then you can cut
it down.’”
This is the Gospel of the Lord

いつくしみの特別聖年のための祈り
主イエス・キリスト、
あなたは、わたしたちが天の御父のようにいつくしみ深い者となるよう教え、
あなたを見る者は御父を見る、と仰せになりました。
み顔を示してくださればわたしたちは救われます。あなたの愛に満ちたまなざしによって、
ザアカイとマタイは富への執着から解き放たれ、姦通の女とマグダラのマリアは、
この世のものだけに幸せを求めることから解放されました。
のち

ぬすびと

ペトロはあなたを裏切った後に涙を流し、悔い改めた盗 人 には楽園が約束されました。
あなたはサマリアの女に、
「もしあなたが神のたまものを知っていたなら」と語られました。
このことばを、わたしたち一人ひとりに向けられたことばとして聞かせてください。
あなたは、目に見えない御父の、目に見えるみ顔です。
何よりもゆるしといつくしみによって、自らの力を示される神のみ顔です。
教会がこの世において、復活し栄光に満ちておられる主のみ顔となりますように。
あなたは、ご自分に仕える者が弱さを身にまとい、無知と過ちの闇の中を歩む人々を、
心から思いやることができるようお望みになりました。
これら仕える者に出会うすべての人が、神から必要とされ、愛され、ゆるされていると感じることができますよう
に。あなたの霊を送り、わたしたち一人ひとりに油を注ぎ、聖なるものとしてください。神のいつくしみの聖なる
年が、主の恵みに満ちた一年となり、
あなたの教会が新たな熱意をもって、貧しい人によい知らせをもたらし、捕らわれ、抑圧されている人に解放を、
目の見えない人に視力の回復を告げることができますように。
この祈りを、いつくしみの母であるマリアの取り次ぎによって、
御父と聖霊とともに世々に生き、治めておられるあなたにおささげいたします。

アーメン。

東日本大震災被災者の為の祈り
主よ、すべての人に限りないいつくしみを注いでくださるあなたに、希望と信頼をこめて祈ります。
東日本大震災によって今もなお苦しい生活を送り、原発事故によって不安な日々を過ごす人々の心を照ら
し、希望を失うことがないよう支えてください。
また、亡くなられた人々には、永遠の安らぎをお与えください。
すべての人の苦しみを担われたキリストがいつもともにいてくださることを、
わたしたちがあかしすることができますように。
わたしたちの主イエズス・キリストによって。アーメン

