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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
主の昇天 The Lord’s Ascension
イエスは彼らが見ているうちに天に上げられた(使徒言行録 1：9）

Jesus was lifted up while they looked on (Acts 1；9)
〒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 : 教会委員会
５月はマリア様の月
５月はマリア様の月です。日曜日 10 時ミサの前に皆様
でロザリオの祈りを捧げましょう。
6 日(日)から、９時３０分より一環祈ります。先唱当番

Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary totals
21, 550,372 yen. Thank you for your understanding
and continued support and prayer.

地区の方は 9 時 2５分に右最前列にお集まり下さい。

5/13（光の玄義）
市川・行徳、浦安
ウルスラ修道会でのミサ
葛西教会共同体と ご家族の為
カ 314 これからの予定は 5 月 24 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
5/20（苦しみの玄義） 中・東葛西、南葛西
移住者や難民になっている方々の為
カ 322 下さい。
5/27（栄の玄義）
北・西葛西、清新町
司祭団や奉献生活を送っている方々の為 典 407 50 周年ロザリオの祈りの報告(2017 年分)
4 月は 13 名 274 環です。累計 36 名 687 環です。
創立 50 周年記念事業第 8 期(1 月～6 月)献金報告
2018 年も 3,000 環が目標です。よろしくお願い致
2018 年第 8 期報告（2018 年 4 月末現在）
します｡
(50 周年委員会)
申込者数：77 名（目標：200 名）
献金合計：2,353,500 円(目標：3,000,000 円)１期 東京教区合同堅信式
からの合計は 21,550,372 円です。今後とも皆様の 5 月 20 日(日)午後 2 時 30 分
ご協力を宜しくお願い致します。ご質問などありまし 東京カテドラルマリア大聖堂で行われます。
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）

カフェより
4 月 29 日の韓国グループによるビビンバの売
り上げ 27,000 円は 50 周年事業に寄付いただ
きました。ありがとうございます。

これからの主な予定
5 月 19 日(土)
5 月 20 日(日)
5 月 21 日(日)
6 月 03 日(日)

11 時 韓人教会神父様による韓国語ミサ
合同堅信式（於：カテドラル）
次兵衛会巡礼（カテドラル）
初聖体式

共同祈願の祈り
キリストは復活し、いつも
ともにいてくださる。

今週の掃除は 5 月 19 日(土)
市川・行徳グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty May 19th Saturday

Ichikawa・Gyotoku 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。
皆様で心をひとつにして準備を進めてまいりましょう。

『 主 の 昇 天 』B 年

今日の福音 マルコによる福音（16：15‐20）
〔そのとき、イエスは十一人の弟子に現れて、
〕言われた。
「全世界に行って、すべての造られた
ものに福音を宣べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受
ける。信じる者には次のようなしるしが伴う。彼らはわたしの名によって悪霊を追い出し、新しい
言葉を語る。手で蛇をつかみ、また、毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。
」
主イエスは、弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出
かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、
それに伴うしるしによってはっきりとお示しになった。
聖書新共同訳より引用

A Reading from the Holy Gospel according to Mark（16：15-20）

Go out to the whole world

Jesus showed himself to the Eleven, and said to them, “Go out to the whole world; proclaim
the Good News to all creation. He who believes and is baptized will be saved; he who does not
believe will be condemned. These are the signs that will be associated with believers: in my
name they will cast out devils; they will have the gift of tongues; they will pick up snakes in
their hands, and be unharmed should they drink deadly poison; they will lay their hands on the
sick, who will recover.”
And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven: there at the
right hand of God he took his place, while they, going out, preached everywhere, the Lord
working with them and confirming the word by the signs that accompanied it.
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。

