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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
四旬節第 2 主日 2nd Sunday of Lent
これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者（マタイ 17・5）
“This is my Son, the Beloved; he enjoys my favor” (Mt 17:5)
〒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)

今日の行事予定： 洗礼志願式
洗礼志願者
志願者

金沢 純子さん
金沢 杏樹ちゃん
やがみ
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谷上 紀依理さん
高橋 香さん

教会委員会
Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary totals13,
530,372 yen. Thank you for your understanding and
continued support and prayer.

Tagalog Na Misa
Tuwing unang Mierkules ng bawat buwan ay magkakaroon
松尾助祭の壮行会
ng Tagalog na Misa (alas 10:30 sa maga). April 5 ang
3 月 19(日)ミサ後に長崎城山教会に赴任が決まった、 Mierkules sa mga darating na buwan. May kumpisal at
松尾助祭の壮行会をトマスホールにて開催します。 novena din sa mga ganoong araw.
皆さんご参加下さい。
献堂 50 周年記念事業第 5 期(7 月～12 月)献金報告
ヨハネ松尾太助祭の司祭叙階式のご案内
2017 年第 6 期報告（2 月末現在）
日時：2017 年 4 月 22 日（土）11：00am
申込者数：43 名（目標：200 名）
場所：カトリック城山教会聖堂（長崎市）
献金合計：617,405 円(目標：3,000,000 円)１期からの
司式：高見三明大司教
合計は 13,530,372 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本橋
聖書勉強会
俊和・佐藤隆一にお聞きください。
聖書勉強会を原則毎月第 4 日曜日のミサ後 11：30 よ
り小聖堂で行います。3 月は 26 日(日)です。たくさん イスラエル巡礼
の方の参加をお待ちしています。
「聖地イスラエル巡礼（9 日間）」（カトリック笹
（宣教部：シスター植木） 岡教会）2017 年 5 月 18 日~26 日
指導司祭：今田昌樹神父様
50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
事務所にパンフレットあります。
10 名 89 環で、累計 21 名 258 環です 2017 年も 3,000
環が目標です。よろしくお願い致します｡
（50 周 十字架の道行き
年委員会）
3 月 10 日(金)午前 10 時よりご復活祭前の十字架の道
行きを行います。2 回目以降は 3 月 17 日(金)、3 月 24
ウルスラ修道会でのミサ
日(金)、3 月 31 日(金)、4 月 7 日(金)です。毎回午前
これからの予定は、
4 月 27 日(木)、
5 月 18 日(木)、 10 時です。

6 月 15 日(木)です。おいしいランチと祈りのひ
と時をご一緒に。皆様ご参加下さい。

共同祈願の祈り
神の力は限りなく
その栄光は世界に及ぶ。

その他今後の予定
03 月 12 日(日) 四旬節第 2 主日
03 月 19 日(日) 四旬節第 3 主日
03 月 26 日(日) 四旬節第 4 主日
04 月 02 日(日) 四旬節第 5 主日
04 月 05 日(水) Tagalog Na Misa

洗礼志願式
教会委員会
Bro.松尾太さん壮行会
聖書朗読会
地区部会

今週の掃除は 3 月 18 日(土)
市川・行徳地区です。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty March 18th Saturday

Ichikawa・Gyotoku Group
掃除当番の方々へ：トマスホールの椅子は、体の不自由な方が通れるように
聖堂との境からタイル 2 枚分(約 60cm)あけて並べて下さい。

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 ２ 主 日 』A 年

今日の福音 マタイによる福音（17：1‐9）
〔そのとき、
〕イエスは、ペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に登られた。
イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見ると、
モーセとエリヤが現れ、イエスと語り合っていた。
ペトロが口をはさんでイエスに言った。
「主よ、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことで
す。お望みでしたら、わたしがここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモ
ーセのため、もう一つはエリヤのためです。
」ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを
覆った。すると、
「これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者。これに聞け」という声が雲の中
から聞こえた。
弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。
「起きなさい。恐れることはない。
」彼らが顔を上げて見ると、イエスのほかにはだれもいなかった。
一同が山を下りるとき、イエスは、
「人の子が死者の中から復活するまで、今見たことをだれにも
話してはならない」と弟子たちに命じられた。
聖書新共同訳より引用

A Reading from the Holy Gospel according to Matthew（17：1-9）

Stand up, do not be afraid

Jesus took with him Peter and James and his brother John and led them up a high mountain
where they could be alone. There in their presence he was transfigured; his face shone like the
sun and his clothes became as white as the light. Suddenly Moses and Elijah appeared to them;
they were talking with him. Then Peter spoke to Jesus. “Lord,“ he said, “it is wonderful for
us to be here; if you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses and one for
Elijah.” He was still speaking when suddenly a bright cloud covered them with shadow, and
from the cloud there came a voice which said, “This is my Son, the Beloved; he enjoys my favor.
Listen to him.” When they heard this, the disciples fell on their faces, overcome with fear.
But Jesus came up and touched them. “Stand up,“ he said “do not be afraid.” And when they
raised their eyes they saw no one but only Jesus.
As they came down from the mountain Jesus gave them this order. “Tell no one about the
vision until the Son of man has risen from the dead.”
This is the Gospel of the Lord
【 福音朗読 】
イエスの顔は太陽のように輝いた
〔最初の受難予告があってから六日目の出来事。
四旬節第二主日にはいつもこの変容の出来事が読まれる。
この出来事は、十字架を通って栄光に至るイエスの道に
弟子たちを招くものであった〕
モーセとエリヤ

モーセは律法を、エリヤは預言者を代表する人物。
「律法と預
言者」で、旧約聖書全体を表した。

仮小屋

ペトロはこのすばらしい光景が消えてしまうことを惜しんで、
彼らの住まいを建てようとした。

雲

目には見えないが神がそこにおられるというしるし（出エジプ
ト 40：34－38 など参照）
。

これはわたしの愛する子……
ヨルダン川での洗礼のときも同じ声が聞こえた（マタイ 3：
17 参照）
。

＜拝領唱＞（マタイ 17：5）
「これは、わたしの心にかなう愛する子である。彼に聞きなさい。
」
COMMUNION ANTIPHON（Mt 17：5）
This is my Son, my beloved, in whom is all my delight: listen to him.

東日本大震災被災者の為の祈りⅡ
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。
震災によって今もなお苦しい生活を送り、災害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

