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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
三位一体の主日 Trinity Sunday
わたしは世の終わりまで、いつもあなたと共にいる(マタイ 28：20）
“I am with you always;yes,to the end time.” (Mt 28；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
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 : カフェ

聖書朗読会

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。
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
合同地区集会の日程
6 月 10 日(日)
行徳・市川
南葛西
北・西葛西
6 月 17 日(日)
松江・船堀
清新町
7 月 1 日(日）
江東
浦安
7 月 22 日(日)
中・東葛西

小聖堂
司祭室
トマスホール
トマスホール
小聖堂
小聖堂
トマスホール
さくら会館

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.

ウルスラ修道会でのミサ
これからの予定は 6 月 21 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)
4 月は 13 名 274 環です。累計 36 名 687 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 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）

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 4 月末現在）
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
からの合計は 21,550,372 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。

これからの主な予定
6 月 03 日(日)
6 月 10 日(日)
6 月 17 日(日)
6 月 24 日(日)

初聖体式 地区部会
地区集会 行徳・市川、南葛西、北・西葛西
地区集会 松江・船堀、清新町
ファミリーチャリティーコンサート

共同祈願の祈り

神よ、わたしたちと
ともにいてください。

今週の掃除は 6 月 02 日(土)
北・西葛西グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty June 2nd Saturday

Kita・Nishi-Kasai 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。

『 三 位 一 体 の 主 日 』B 年

今日の福音 マタイによる福音（28：16‐20）

〔そのとき、
〕十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そ
して、イエスに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。イエスは、近寄って来て言われた。
「わ
たしは天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの
弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことを
すべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。
」
聖書新共同訳より引用

A Reading from the Holy Gospel according to Matthew（28：16-20）

In the name of Father, Son and Spirit

The eleven disciples set out for Galilee, to the mountain where Jesus had arranged to meet
them. When they saw him they fell down before him, though some hesitated. Jesus came up
and spoke to them. He said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go,
therefore, make disciples of all the nations; baptize them in the name of the Father and of the
Son and of the Holy Spirit, and teach them to observe all the commands I gave you. And know
that I am with you always; yes, to the end of time.”
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。

