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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
待降節第 3 主日 3rd Sunday of Advent

B年

あなたがたの中には、あなたがたの知らない方がおられる（ヨハネ 1・26）

There stands among you –unknown to you- (Jn. 1:26)
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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)

今週の行事予定：黙想会(荒川神父様 梅田教会）共同回心式
Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
信者総会用各部会資料提出について
2017 年の各部会の会計及び活動報告は、
12 月 25 Contribution for church’s 50th Anniversary totals18,
日までに教会のアドレスにメールでお送りくだ 519,372 yen. Thank you for your understanding and
continued support and prayer.
さい。 kasaicc@siren.ocn.ne.jp

ウルスラ修道会でのミサ
献堂 50 周年記念事業第 7 期(7 月～12 月)献金報告
これからの予定は
1 月 18 日(木)です。おいし
2017 年第 7 期報告（11 月末現在）
いランチと祈りのひと時をご一緒に。皆様ご
申込者数：95 名（目標：200 名）
参加下さい。
献金合計：3,654,600 円(目標：3,000,000 円)１期か
らの合計は 18,519,372 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 12 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
ら本橋俊和・佐藤隆一にお聞きください。
クリスマス カフェを開きます｡当日の準備・片
付けを手伝って下さる方を募集しています｡
50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
11 月は 8 名 75 環で、累計 113 名 1,563 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 周年委員会）
聖書朗読会
聖書勉強会は原則毎月第 4 日曜日のミサ後 11：30 より
小聖堂で行っています｡次回は 1 月 28 日(日)11 時 30
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）

共同祈願の祈り
キリストは希望の光

世の闇を照らす方。

これからの主な予定
12 月 17 日(日) 黙想会（荒川神父様 梅田教会）
共同回心式
12 月 23 日(土) 教会学校黙想会 AM9：00～
12 月 24 日(日) 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）
12 月 31 日(日) 10:00 聖家族

今週の掃除は 12 月 23 日(土)
浦安地区です。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty December 23rd Saturday

Ｕｒａｙａｓｕ 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 ３ 主 日 』B 年

今日の福音 ヨハネによる福音（1：6‐8、19‐28）
神から遣わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。
彼は証しをするために来た。光について証しをするため、また、すべての人が彼によって信じる
ようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。
さて、ヨハネの証しはこうである。エルサレムのユダヤ人たちが、祭司やレビ人たちをヨハネ
のもとへ遣わして、
「あなたは、どなたですか」と質問させたとき、彼は公言して隠さず、
「わたし
はメシアではない」と言い表した。彼らがまた、
「では何ですか。あなたはエリヤですか」と尋ね
ると、ヨハネは、
「違う」と言った。更に、
「あなたは、あの預言者なのですか」と尋ねると、
「そ
うではない」と答えた。そこで、彼らは言った。
「それではいったい、だれなのです。わたしたち
を遣わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だと言うのですか。
」ヨハネは、
預言者イザヤの言葉を用いて言った。
「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。
『主の道をまっすぐにせよ』と。
」
遣わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、
「あなたはメシアでも、
エリヤでも、またあの預言者でもないのに、なぜ、洗礼を授けるのですか」と言うと、ヨハネは答
えた。
「わたしは水で洗礼を授けるが、あなたがたの中には、あなたがたの知らない方がおられる。
その人はわたしの後から来られる方で、わたしはその履物のひもを解く資格もない。
」これは、ヨ
ハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。
聖書新共同訳より引用
A Reading from the Holy Gospel according to John（1：6-8，19-28）

Among you stands he whom you do not know

A man came, sent by God. His name was John. He came as a witness, as a witness to speak
for the light, so that everyone might believe through him. He was not the light, only a witness
to speak for the light.
This is how John appeared as a witness. When the Jews sent priests and Levites from
Jerusalem to ask him, “Who are you?” he not only declared, but he declared quite openly, “I am
not the Christ.” “Well then,” they asked “are you Elijah?” “I am not” he said. “Are you the

Prophet?” He answered, “No.” So they said to him, “Who are you? We must take back an
answer to those who sent us. What have you to say about yourself?” So John said, “I am, as
Isaiah prophesied: a voice that cries in the wilderness: Make a straight way for the Lord.”
Now those men had been sent by the Pharisees, and they put this further question to him,
“Why are you baptizing if you are not the Christ, and not Elijah, and not the prophet?” John
replied, “I baptize with water; but there stands among you—unknown to you—the one who is
coming after me; and I am not fit to undo his sandal-strap.” This happened at Bethany, on the
side of the Jordan, where John was baptizing.
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
し、

畑に遣わ

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。

