1576 号

お 知 ら せ

2018.01.21

カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
年間第 3 主日 3rd Sunday in Ordinary Time
この二人も……、イエスの後について行った（マルコ 1・20）
They, too, followed Jesus (Mk.1:20)
〒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
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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)

Dried Palm Leaves
昨年の枝の回収について
灰の水曜日（2 月 14 日）に向け、昨年の枝を回 Kindly bring the dried palm leaves back to Church.
収いたします。1 月 28 日（日）までに教会玄関 We will be happy to receive them until Jan, 28.
の箱にお入れください。
Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary totals
信者総会用各部会資料提出について
19, 196,872 yen. Thank you for your understanding
2017 年の各部会の会計及び活動報告がまだの部
and continued support and prayer.

会は、早めに教会のアドレスにメールでお送りく
ださい。 kasaicc@siren.ocn.ne.jp
First Communion 2018

This year, First Communion for Grade Ⅲis held June 3,
献堂 50 周年記念事業第 7 期(7 月～12 月)献金報告
Apply to the o ffice or Bro.Ide
2017 年第 7 期報告（2017 年 12 月末現在）
申込者数：117 名（目標：200 名）
ウルスラ修道会でのミサ
献金合計：4,332,100 円(目標：3,000,000 円)１期 これからの予定は 2 月 15 日(木)です。おいし
からの合計は 19,196,872 円です。今後とも皆様の いランチと祈りのひと時をご一緒に！ 皆様
ご協力を宜しくお願い致します。ご質問などありまし ご参加下さい。
たら本橋俊和・佐藤隆一にお聞きください。

カフェの日

50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
1 月 28 日(日)10 時ミサ後にカフェを開きます。
12 月は 13 名 249 環で、
累計 113 名 1,812 環です 2018 シスター手作りのクッキーを販売します。
年も 3,000 環が目標です。よろしくお願い致します｡ お手伝いの方も募集中です。
（白濱）
（50 周年委員会）
聖書朗読会
共同祈願の祈り
聖書朗読会は原則毎月第 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
神よ、悔い改める心を
分からです。たくさんの方の参加をお待ちしています。
すべての人に。
（宣教部：シスター植木）
。

これからの主な予定
1 月 21 日(日)
1 月 28 日(日)
2 月 04 日(日)
2 月 11 日(日)
2 月 14 日(水)

年間第 3 主日 教会委員会
年間第 4 主日 世界こども助け合いの日
年間第 5 主日
年間第 6 主日
灰の水曜日
Ash Wednesday

今週の掃除は 1 月 27 日(土)
中・東葛西グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty January 27th Saturday

Naka・higashi-kasai 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。

『 年 間 第 ３ 主 日 』B 年

今日の福音 マルコによる福音（１：14‐20）

ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、
「時は満ち、神の
国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と言われた。
イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網
を打っているのを御覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、
「わたしについて来なさい。人間
をとる漁師にしよう」と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また、少し進んで、ゼベダイ
の子ヤコブとその兄弟ヨハネが、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、すぐに彼らを
お呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に舟に残して、イエスの後について行
った。
聖書新共同訳より引用

A Reading from the Holy Gospel according to Mark（1：14-20）

Repent, and believe the Good News.

After John had been arrested, Jesus went into Galilee. There he proclaimed the Good News
from God. “The time has come” he said “and the kingdom of God is close at hand. Repent,
and believe the Good News.”
As he was walking along by the Sea of Galilee he saw Simon and his brother Andrew casting
a net in the lake―for they were fishermen. And Jesus said to them, “Follow me and I will
make you into fishers of men.” And at once they left their nets and followed him.
Going on a little farther, he saw James son of Zebedee and his brother John; they too were in
their boat, mending their nets. He called them at once and, leaving their father Zebedee in
the boat with the men he employed, they went after him.
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。

