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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
待降節第 1 主日 1st Sunday of Advent
B年
気をつけて、目を覚ましていなさい(マルコ 13・33)
“Be on your guard, stay awake, (Mk. 13:33)
〒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：幼児洗礼式

女子パウロ会聖具販売

幼児洗礼

Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
ペトロ
飯田 幸杜君
Contribution for church’s 50th Anniversary totals18,
（森山 誠・ハツエ様のお孫さん）519,372 yen. Thank you for your understanding and
continued support and prayer.
献堂 50 周年記念事業第 7 期(7 月～12 月)献金報告
2017 年第 7 期報告（11 月末現在）
ウルスラ修道会でのミサ
申込者数：95 名（目標：200 名）
これからの予定は 1 月 18 日(木)です。おいし
献金合計：3,654,600 円(目標：3,000,000 円)１期か いランチと祈りのひと時をご一緒に。皆様ご
らの合計は 18,519,372 円です。今後とも皆様のご 参加下さい。
協力を宜しくお願い致します。ご質問などありました
ら本橋俊和・佐藤隆一にお聞きください。
11 月カフェの日
12 月 25 日(月)10 時ミサ後にインターナショナル
50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
クリスマス カフェを開きます｡当日の準備・片
11 月は 8 名 75 環で、累計 113 名 1,563 環です 2017 付けを手伝って下さる方を募集しています｡
年も 3,000 環が目標です。よろしくお願い致します｡
（50 周年委員会）
聖書勉強会
聖書勉強会は原則毎月第 4 日曜日のミサ後 11：30 より
共同祈願の祈り
小聖堂で行っています｡次回は 1 月 28 日(日)11 時 30
目を覚まして主キリストを
分からです。たくさんの方の参加をお待ちしています。
（宣教部：シスター植木）
待ち望もう。

これからの主な予定
12 月 06 日(水)
12 月 08 日(金)
12 月 10 日(日)
12 月 16 日(土)
12 月 17 日(日)
12 月 23 日(土)
12 月 24 日(日)

Tagalog Mass
無原罪の聖マリアの祝日
女性部感謝のつどい
菊池 功大司教着座式 於：カテドラル関口教会 ＡＭ11：00～
黙想会（荒川神父様 梅田教会）
共同回心式
教会学校黙想会 AM9：00～
10:00 16:00 待降節第４主日ミサ
18:00 クリスマスキャロル 19：00 主の降誕夜半のミサ
12 月 25 日(月) 10:00 16:00 主の降誕ミサ（洗礼式）

今週の掃除は 12 月 09 日(土)
松江・船堀地区です。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty December 9th Saturday

Matsue・Funabori Group
掃掃除当番の方々へ：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

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。

『 待 降 節 第 １ 主 日 』B 年

今日の福音 マルコによる福音（13：33‐37）

〔そのとき、イエスは弟子たちに言われた。
〕
「気をつけて、目を覚ましていなさい。その時がい
つなのか、あなたがたには分からないからである。それは、ちょうど、家を後に旅に出る人が、僕
たちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと、言いつけておくよう
なものだ。だから、目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰って来るのか、夕方か、夜中か、鶏
の鳴くころか、明け方か、あなたがたには分からないからである。主人が突然帰って来て、あなた
がたが眠っているのを見つけるかもしれない。あなたがたに言うことは、すべての人に言うのだ。
目を覚ましていなさい。
」
聖書新共同訳より引用

A Reading from the Holy Gospel according to Mark（13：33-37）

Stay awake for the Lord’s coming.

Jesus said to his disciples: "Be on your guard, stay awake, because you never know when the
time will come. It is like a man traveling abroad: he has gone from home, and left his servants
in charge, each with his own task: and he has told the doorkeeper to stay awake. So stay
awake, because you do not know when the master of the house is coming, evening, midnight,
cockcrow, dawn; if he comes unexpectedly, he must not find you asleep. And what I say to you
I say to all: Stay awake!"
This is the Gospel of the Lord

【 召命を求める祈り 】
「あなたがたが、わたしを選んだのではない。
わたしが、あなた方を選んだ」
（ヨハネ 15・16）と仰せられた主よ、
使徒の心をもってみ国のために働く人を選び、お送りください。
人々のために自分を捨ててキリストに従う人、
新しい天と地のために、清い心で聖母に倣う人、
福音を証しするために、十字架を担う人、
若者の救いのために主に倣う人、
悪は避けながらも、悪人の救いに歩み寄るひと、
ほほえみで周りを照らし、愛の心で皆を温める人、
神を信じ、人々に自分を開く人、
一粒の麦のように地に落ちて死に、豊かな実を結ぶ人、
主よ、このような人々を数多く選び、あなたの畑に遣わし、
主と共に働かせてくださいますように。
主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。

