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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
あなたは、自分の独り子である息子すら、わたしにささげることを惜しまなかった（創世記 22・12）
You have not refused me your only son (Gen.22；12)
〒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：黙想会(アンドレア・レンボ神父様) 共同回心式
献堂 50 周年記念事業第 7 期(7 月～12 月)献金報告
2018 年第 8 期報告（2018 年 1 月末現在）
申込者数：13 名（目標：200 名）
献金合計：1,168,000 円(目標：3,000,000 円)１期
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
たら本橋俊和・佐藤隆一にお問い合わせください。

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
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 3 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）
十字架の道行き
3 月 2 日(金)、3 月 9 日(金)、3 月 16 日（金）、3 月 23 日
(金)の午前
10 時からです。
これからの主な予定

Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary totals
20, 364,872 yen. Thank you for your understanding
and continued support and prayer.
First Communion 2018
This year, First Communion for Grade Ⅲis held June 3,

ウルスラ修道会でのミサ
これからの予定は 3 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
神よ、あなたの愛を

これからの主な予定
3 月 04 日(日)
3 月 07 日(水)
3 月 10 日(土)
3 月 11 日(日)
3 月 21 日(水)
3 月 29 日(木)
3 月 30 日(金)
3 月 31 日(土)
4 月 01 日(日)

信者総会(10：00 ミサ後)
Tagalog Mass
大掃除 Housecleaning
教会委員会
教会学校黙想会 9：00～
聖木曜日
19：00 ミサ
聖金曜日
19：00 ミサ
復活徹夜祭 19：00 ミサ
復活の主日 10：00 16：00 ミサ

注いでください。

今週の掃除は 3 月 3 日(土)
南葛西・江東地区グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty March 3rd Saturday
Minami-Kasai・Koto 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。

『 四 旬 節 第 ２ 主 日 』B 年

今日の福音 マルコによる福音（9：2‐10）
〔そのとき、
〕イエスは、ただペトロ、ヤコブ、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、服は真っ白に輝き、この世のどんなさらし職人の腕も及ばぬほど
白くなった。エリヤがモーセと共に現れて、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。
「先生、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことです。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。
」ペトロは、ど
う言えばよいのか、分からなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると、雲が現れて
彼らを覆い、雲の中から声がした。
「これはわたしの愛する子。これに聞け。
」弟子たちは急いで辺
りを見回したが、もはやだれも見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。
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は、今見たことをだれ
にも話してはいけない」と弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復
活するとはどういうことかと論じ合った。
聖書新共同訳より引用
A Reading from the Holy Gospel according to Mark（9：2-10）

Before the cross, a glimpse of glory

Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain where
they could be alone by themselves. There in their presence he was transfigured: his clothes
became dazzlingly white, whiter than any earthly bleacher could make them. Elijah appeared
to them with Moses; and they were talking with Jesus. Then Peter spoke to Jesus. “Rabbi,”
he said “it is wonderful for us to be here; so let us make three tents, one for you, one for Moses
and one for Elijah.” He did not know what to say: they were so frightened. And a cloud came,
covering them in shadow; and there came a voice from the cloud, “This is my Son, the Beloved.
Listen to him.” Then suddenly, when they looked round, they saw no one with them any more
but only Jesus.
As they came down the mountain he warned them to tell no one what they had seen, until
after the Son of Man had risen from the dead. They observed the warning faithfully, though
among themselves they discussed what “rising from the dead” could mean.
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。

