
  ２０２１年　カトリック小平教会　典礼および行事予定 2021_7_3更新

典　　　　礼
小平教会

東京教区行事
月　日 行事 委員会

.１月 1日 (金) 神の母聖マリア 世界平和の日

3日 (日) 主の公現 非公開ミサ 馬小屋片付け

10日 (日) 主の洗礼 ミサ中止（新型コロナ対策） 新成人の祝福式

17日 (日) 年間第２ ミサ中止（新型コロナ対策） 運営連絡会 中止

18日 (月) キリスト教一致祈祷週間(～25日)

24日 (日) 年間第３ ミサ中止（新型コロナ対策） 追悼(青山和美神父) ケルン・デー

31日 (日) 年間第４ 世界こども助け合いの日･献金 ミサ中止（新型コロナ対策） ホルヘ師 初ミサ 延期 ／信徒総会 延期

２月 7日 (日) 年間第５ ミサ中止（新型コロナ対策） 追悼(小林五郎神父)／活動地区ｸﾞﾙｰﾌﾟ打合 延期

14日 (日) 年間第６ ミサ中止（新型コロナ対策）

17日 (水) 灰の水曜日 大斎・小斎　　　　四旬節愛の献金 灰の式  10:00～ 19:00～

21日 (日) 四旬節第１ ミサ中止（新型コロナ対策） 運営連絡会 中止

28日 (日) 四旬節第２ ミサ中止（新型コロナ対策） 3月5日(金)　性虐待被害者のための祈りと償いの日

3月 7日 (日) 四旬節第３ ミサ中止（新型コロナ対策）

14日 (日) 四旬節第４ ミサ中止（新型コロナ対策） 一粒会総会

21日 (日) 四旬節第５ ミサ中止（新型コロナ対策） 大掃除中止 運営連絡会 中止

28日 (日) 受難の主日(枝の主日)　　世界青年の日 非公開ミサ

4月 1日 (木) 聖木曜日 主の晩さん　 非公開ミサ 聖香油ミサ　10:30～

2日 (金) 聖金曜日 主の受難　大斎・小斎　　聖地のための献金 非公開典礼

3日 (土) 聖土曜日 復活徹夜祭　 非公開ミサ ○復活祭 ＜担当地区:　ば　ら＞
　　　　　 　　　＜ミサ奉仕:　すみれ＞4日 (日) 復活の主日 非公開ミサ

11日 (日) 復活節第２ 神のいつくしみの主日 非公開ミサ ホルヘ師 初ミサ

18日 (日) 復活節第３ 非公開ミサ 運営連絡会

25日 (日) 復活節第４ 世界召命祈願の日 ミサ中止（新型コロナ対策） 追悼(市川嘉男神父) 世界召命祈願の日ミサ　14:30～

5月 2日 (日) 復活節第５ ミサ中止（新型コロナ対策）

9日 (日) 復活節第６ 世界広報の日･献金 ミサ中止（新型コロナ対策）

16日 (日) 主の昇天 s ミサ中止（新型コロナ対策） 運営連絡会 中止

23日 (日) 聖霊降臨の主日 ミサ中止（新型コロナ対策） 教区合同堅信式　14:30～

30日 (日) 三位一体の主日 ミサ中止（新型コロナ対策） サンタマリア祭バザー 延期

6月 6日 (日) キリストの聖体 ミサ中止（新型コロナ対策） 初聖体 延期

13日 (日) 年間第11 ミサ中止（新型コロナ対策）

20日 (日) 年間第12 ミサ中止（新型コロナ対策） 運営連絡会 中止

27日 (日) 年間第13 聖ペトロ使徒座への献金
非公開ミサ

小池神父様霊名の御祝　延期
○受洗者・転入者歓迎会 ＜担当地区: すみれ＞ 延期

29日 (火) 聖ペトロ 聖パウロ使徒

７月 4日 (日) 年間第14

11日 (日) 年間第15

18日 (日) 年間第16 運営連絡会

25日 (日) 年間第17 サンタマリア館　大掃除 ＜担当地区:　ゆり＞ /暑気払い

8月 1日 (日) 年間第18

6日 (金) 主の変容 日本ｶﾄﾘｯｸ平和旬間(6日～15日)

8日 (日) 年間第19 7日（土）平和を願うミサ 18：00～

15日 (日) 聖母被昇天

22日 (日) 年間第21

29日 (日) 年間第22

9月 5日 (日) 年間第23 被造物を大切にする世界祈願日 防災訓練 すべてのいのちを守るための月間　9/1～10/4

12日 (日) 年間第24

19日 (日) 年間第25 運営連絡会

26日 (日) 年間第26 世界難民移住移動者の日･献金 長寿感謝ミサ

10月 3日 (日) 年間第27

10日 (日) 年間第28 追悼(市川裕神父)

17日 (日) 年間第29 運営連絡会

24日 (日) 年間第30 世界宣教の日･献金 （秋刀魚バーベキュー/主催：有志）

31日 (日) 年間第31

11月 2日 (月) 死者の日

7日 (日) 年間第32 小平教会合同追悼ミサ 東京教区合同追悼ミサ
（ｶﾃﾄﾞﾗﾙ･府中･五日市　それぞれ14:00～）

14日 (日) 年間第33 貧しい人のための世界祈願日 七五三祝福式/小平教会共同墓参

21日 (日) 王であるキリスト
追悼(藤岡和滋神父)　/
待降節馬小屋準備　大掃除 ＜担当地区:　ばら＞ 運営連絡会 ミャンマー・デー

28日 (日) 待降節第１ ミニバザー

12月 5日 (日) 待降節第２ 宣教地召命促進の日･献金

8日 (水) 無原罪の聖マリア* ミサ10:00～ 東京カテドラル献堂記念日

12日 (日) 待降節第３

19日 (日) 待降節第４ 運営連絡会

24日 (金) 主の降誕（夜半のミサ） ○降誕祭 ＜担当地区:　ゆ　り＞
　　　　　　 　　＜ミサ奉仕:　ば　ら＞25日 (土) 主の降誕（日中のミサ）

26日 (日) 聖家族
* 小平教会の聖堂は無原罪の聖マリアにささげられています

☆ 緊急事態宣言発令中は小平教会の主日のミサは中止となります。
☆ 運営連絡会開催･･･原則として第３日曜日のミサ後
☆ ○印の行事は、行事グル－プ（活動地区当番）で担当します。

☆歴代主任神父命日　　 第1代主任　使徒ヨハネ　　市川嘉男神父様　2018年4月29日（94歳）　

第2代主任　アントニオ　　　藤岡和滋神父様　2018年11月21日（87歳）

第3代主任　ﾌﾗﾝｼｽｺ・ｻﾞﾍﾞﾘｵ　小林五郎神父様　1983年2月8日(63歳)　

第5代主任　マルチアリス　青山和美神父様　2013年1月25日（85歳）

第6代主任　ミカエル　　　　市川　裕神父様　2019年10月13日（95歳）


