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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
復活節第 4 主日 4th Sunday of Easter
良い羊飼いは羊のために命を捨てる（ヨハネ 10：11）
The good shepherd is one who lays down his life for his sheep. (Jn 10；11)
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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 : 壮年部映画「復活」鑑賞会
創立 50 周年記念事業第 8 期(1 月～6 月)献金報告
2018 年第 8 期報告（2018 年 3 月末現在）
申込者数：68 名（目標：200 名）
献金合計：2,177,000 円(目標：3,000,000 円)１期
からの合計は 21,373,872 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。
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 5 月 27 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）

インド料理

Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary totals
21, 373,872 yen. Thank you for your understanding
and continued support and prayer.

ウルスラ修道会でのミサ
これからの予定は 4 月 26 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。
50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
3 月は 8 名 188 環です。
累計 23 名 413 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)

カフェ・コイノリアより
東京教区合同堅信式
4 月 29 日ミサ後カフェ・コイノリアを開きます。韓 5 月 20 日(日)午後 2 時 30 分
国グループがビビンパを販売します。お楽しみに！ 東京カテドラルマリア大聖堂で行われます。
希望者は 4 月 22 日(日)までに神父様・ブラザー・
または教会事務までお申し込みください。

これからの主な予定
4 月 22 日(日)
4 月 30 日(月)
5 月 20 日(日)
6 月 03 日(日)

壮年部映画鑑賞会
府中共同墓地墓参
合同堅信式（於：カテドラル）
初聖体式

共同祈願の祈り
わたしたちは神の民
その牧場の羊。

今週の掃除は 4 月 28 日(土)
浦安地区グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty April 28th Saturday

Urayasu 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。

創立 50 周年記念ミサの日どり
タルチシオ菊地 功大司教様をお迎えしての記念ミサが、
2019 年 9 月 22 日(日)に決まりました。
詳しい内容などについては随時お知らせいたします。

『 復 活 節 第 ４ 主 日 』B 年

今日の福音 ヨハネによる福音（10：11‐18）

〔そのとき、イエスは言われた。
〕
「わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨
てる。羊飼いでなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃
げる。――狼は羊を奪い、また追い散らす。――彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないから
である。わたしは良い羊飼いである。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている。
それは、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。わたしは羊のため
に命を捨てる。
わたしには、この囲いに入っていないほかの羊もいる。その羊をも導かなければならない。その
羊もわたしの声を聞き分ける。こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。わたし
は命を、再び受けるために、捨てる。それゆえ、父はわたしを愛してくださる。だれもわたしから
命を奪い取ることはできない。わたしは自分でそれを捨てる。わたしは命を捨てることもでき、そ
れを再び受けることもできる。これは、わたしが父から受けた掟である。
」
聖書新共同訳より引用
A Reading from the Holy Gospel according to John（10：11-18）

Jesus, our Good Shepherd

Jesus said:
“I am the good shepherd: the good shepherd is one who lays down his life for his sheep. The
hired man, since he is not the shepherd and the sheep do not belong to him, abandons the
sheep and runs away as soon as he sees a wolf coming, and then the wolf attacks and scatters
the sheep; this is because he is only a hired man and has no concern for the sheep. I am the
good shepherd, I know my own and my own know me, just as the Father knows me and I
know the Father; and I lay down my life for my sheep. And there are other sheep I have that

are not of this fold, and these I have to lead as well. They too will listen to my voice, and there
will be only one flock and one shepherd. The Father loves me, because I lay down my life in
order to take it up again. No one takes it from me; I lay it down of my own free will, and as it
is in my power to lay it down, so it is in my power to take it up again; and this is the command I
have been given by my Father.”
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。

