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カトリック葛西教会 Kasai Catholic Church
キリストの聖体 The Body and Blood oF Christ
これは、多くの人のために流される わたしの血、契約の血である(マルコ 14：24）
This is my Blood, the blood of the covenant, which is to be poured out for many(Mk 14；24)
〒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 : 初聖体式

地区部会

初聖体式を受ける子供たち
10 時ミサ
金沢 杏樹さん(８才)
バトラー凛音さん(８才)
4 時ミサ
赤尾 智紗登さん(８才)
池田 結愛さん
田崎 一郎君（８才）
吉岡 杏次郎君(10 才)
Sion Memphis Jair さん(7 才)
Mira Rafaela Angel Gendrauli さん(7 才)
Adachi Kentaro さん(10 才)
Adachi Ryouta さん(9 才)
Hara Shotaro さん(９才)
Dayon Cedric さん(10 才)
Rajesh Reshma さん(10 才)
皆様お祈りください。
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 5 月末現在）
申込者数：85 名（目標：200 名）
献金合計：2,664,500 円(目標：3,000,000 円)１期
からの合計は 21,861,372 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。

Kasai Church 50th Anniv. Preparation Committee
Contribution for church’s 50th Anniversary totals
21, 861,372 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),7 月19 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)
5 月は 8 名 98 環です。累計 44 名 785 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 6 月 24 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

神よ、命のかてで
満たしてください。

これからの主な予定
6 月 06 日(土)
6 月 10 日(日)
6 月 17 日(日)
6 月 24 日(日)

役員会
地区集会 行徳・市川、南葛西、北・西葛西 50 周年会議
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

今週の掃除は 6 月 09 日(土)
松江・船堀グループです。皆さまご参加ください｡

This Week’s Church Cleaning Duty June 9th Saturday

Matsue・Funabori 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。

『 キ リ ス ト の 聖 体 』B 年

今日の福音 マルコによる福音（14：12‐16、22‐26）
除酵祭の第一日、すなわち過越の小羊を屠る日、弟子たちがイエスに、
「過越の食事をなさるの
に、どこへ行って用意いたしましょうか」と言った。そこで、イエスは次のように言って、二人の
弟子を使いに出された。
「都へ行きなさい。すると、水がめを運んでいる男に出会う。その人につ
いて行きなさい。その人が入って行く家の主人にはこう言いなさい。
『先生が、
「弟子たちと一緒に
過越の食事をするわたしの部屋はどこか」と言っています。
』すると、席が整って用意のできた二
階の広間を見せてくれるから、そこにわたしたちのために準備をしておきなさい。
」
弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われたとおりだったので、過越の食事を準備
した。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子
たちに与えて言われた。
「取りなさい。これはわたしの体である。
」また、杯を取り、感謝の祈りを
唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして、イエスは言われた。
「これ
は、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である。はっきり言っておく。神の国で新た
に飲むその日まで、ぶどうの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。
」一同は賛美の
歌をうたってから、オリーブ山へ出かけた。
聖書新共同訳より引用
A Reading from the Holy Gospel according to Mark（14：12-16, 22-26）

The meal of our covenant

On the first day of Unleavened Bread, when the Passover lamb was sacrificed, his disciples
said to Jesus, “Where do you want to go and make the preparations for you to eat the
Passover?” So he sent two of his disciples, saying to them, “Go into the city and you will meet
a man carrying a pitcher of water. Follow him, and say to the owner of the house which he
enters, ‘The Master says: Where is my dining room in which I can eat the Passover with my
disciples?’ He will show you a large upper room furnished with couches, all prepared. Make
the preparations for us there.” The disciples set out and went to the city found everything as
he had told them, and prepared the Passover.

And as they were eating he took some bread, and when he had said the blessing he broke it
and gave it to them. “Take it,” he said “this is my body.” Then he took a cup, and when he
had returned thanks he gave it to them, and all drank from it, and he said to them, “This is my
blood, the blood of the covenant, which is to be poured out for many. I tell you solemnly, I shall
not drink any more wine until the day I drink the new wine in the kingdom of God.”
After psalms had been sung they left for the Mount of Olives.
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。

