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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
年間第 6 主日 6th Sunday in Ordinary Time
主は豊かなあがないに満ち、いつくしみ深い（答唱詩編 答唱句）
The Lord is full of mercy and rich in gentleness. (Ps.32)
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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)

今日の行事予定：50 周年事業実行委員会会議
献堂 50 周年記念事業第 7 期(7 月～12 月)献金報告
Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
2018 年第 8 期報告（2018 年 1 月末現在）
Contribution for church’s 50th Anniversary totals
申込者数：13 名（目標：200 名）
20, 364,872 yen. Thank you for your understanding
献金合計：1,168,000 円(目標：3,000,000 円)１期 and continued support and prayer.
からの合計は 20,364,872 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 First Communion 2018
たら本橋俊和・佐藤隆一にお聞きください。
This year, First Communion for Grade Ⅲis held June 3,
Apply to the o ffice or Bro.Ide
50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
1 月は 10 名 123 環です。2018 年も 3,000 環が目標で ウルスラ修道会でのミサ
す。よろしくお願い致します｡
これからの予定は 2 月 15 日(木)です。おいしいラ
（50 周年委員会） ンチと祈りのひと時をご一緒に！ 皆様ご参加
聖書朗読会
下さい。
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 2 月 18 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
カフェの日・Let’s share friendship,faith and coffee!
神のいつくしみと
2 月 18 日 10 時ミサの後にカフェを開きます。おしるこ
を販売します。売り上げは 50 周年記念事業に献金しま
愛は永遠。
す。
3 月以降の出店者とお手伝いの方を募集しています。
（白濱）

これからの主な予定
2 月 14 日(水)
2 月 25 日(日)
3 月 04 日(日)
3 月 10 日(土)
3 月 11 日(日)

灰の水曜日
Ash Wednesday 8：30
黙想会（指導：アンドレア神父様）・共同回心式
信者総会
大掃除
教会委員会

今週の掃除は 2 月 17 日(土)
清新町グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty February 17th Saturday
Seishin-Cho 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
行っていきたいと考えています。ご協力をお願い致します。

『 年 間 第 ６ 主 日 』B 年

今日の福音 マルコによる福音（1：40‐45）

〔そのとき、
〕重い皮膚病を患っている人が、イエスのところに来てひざまずいて願い、
「御心な
らば、わたしを清くすることがおできになります」と言った。イエスが深く憐れんで、手を差し伸
べてその人に触れ、
「よろしい。清くなれ」と言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は
清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して、言われた。
「だれに
も、何も話さないように気をつけなさい。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清
めのために献げて、人々に証明しなさい。
」しかし、彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を
人々に告げ、言い広め始めた。それで、イエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人
のいない所におられた。それでも、人々は四方からイエスのところに集まって来た。
聖書新共同訳より引用

A reading from the Holy Gospel according to Mark（1：40-45）

Jesus touched the leper and healed him

A leper came to Jesus and pleaded on his knees: “If you want to” he said, “you can cure me.”
Feeling sorry for him, Jesus stretched out his hand and touched him. “Of course I want to!” he
said. “Be cured!” And the leprosy left him at once and he was cured, Jesus immidiately sent
him away and sternly ordered him, “Mind you say nothing to anyone, but go and show yourself
to the priest, and make the offering for your healing prescribed by Moses as evidence of your
recovery.” The man went away, but then started talking about it freely and telling the story
everywhere, so that Jesus could no longer go openly into any town, but had to stay outside in
places where nobody lived. Even so, people from all around would come to 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。

