
2019年度 カトリック安城教会の年間行事表    2019 年 7 月 3 日                    

月 日 典礼 全体 各部会・各グループ 

4月 

6(土) 24 時間聖体礼拝   

7(日) 四 V 主日  評議会 (壮)ミサ奉納・新入生歓迎会 

12(金)   典礼委員会 

14(日) 
受難の主日  (教)始業式   

(壮) 清掃 

18(木) 聖木曜日   

19(金) 聖金曜日   

20(土) 聖土曜日／復活徹夜祭   

21(日) 
復活の主日  (女) 祝賀会 

(ブ) 洗礼式・初聖体  

28(日) 
復 II 主日 神の慈しみの主日 

世界召命祈願の日 

  

5月 

4(土) 24 時間聖体礼拝   

5(日) 復 III 主日  評議会  

12(日) 
復 IV 主日  子供のミサ（子） マリア祭・母の日の祝福 

信徒全体集会 

(社)グループアモーレ支援デー 

19(日) 復 V 主日   

24(金)   典礼委員会 

26(日)    

6月 

1(土) 24 時間聖体礼拝   

2(日) 
主の昇天（祭日） 国際ミサ 

フェスタジュニーナ 

 

 

(壮)駐車場 

(ブ)主催フェスタジュニーナ 

9(日) 
年 10 主日 聖霊降臨の主日（祭
日）・安城教会創立記念日 

子供のミサ 

(女)創立30周年記念ﾊﾟｰﾃｨｰ (社)グループアモーレ支援デー 

16(日) 三位一体の主日（祭日） 評議会・父の日の祝福  

23(日) キリストの聖体  堅信式  

28(金) イエスのみ心  典礼委員会 

30(日) 年 13 主日 国際ミサ（賛美式）   

7月 

6(土) 24 時間聖体礼拝   

7(日) 年 14 主日  評議会  

14(日) 年 15 主日  子供のミサ（子）  (社)グループアモーレ支援デー 

21(日) 年 16 主日  (教)終業式・夏のお楽しみ会 

26(金)   典礼委員会 

27(土)    

28(日) 年 17 主日（賛美式）   

8月 

3(土) 24 時間聖体礼拝   

4(日) 年 18 主日   

11(日) 
年 19 主日  子供のミサ  (壮) 清掃 

(社)グループアモーレ支援デー 

15(木) 聖母の被昇天 ミサ 10 時大聖堂   

18(日) 年 20 主日   

25(日) 年 21 主日（賛美式）   

9月 

1(日) 
年 22 主日 評議会 緊急防災避難訓練 

(教)始業式 

7(土) 24 時間聖体礼拝   

8(日) 年 23 主日  子供のミサ（子）   

15(日) 
年 24 主日 敬老の日 (女) 祝賀会 

(社)グループアモーレ支援デー 

22(日) 
年 25 主日 （賛美式） 

世界難民移住移動者の日 

  

27(金)   典礼委員会 

29(日) 年 26 主日 国際ミサ（賛美式） 国際ミュージック・フェスティバル 



10

月 

5(土) 24 時間聖体礼拝   

6(日) 年 27 主日 評議会  

13(日) 年 28 主日  子供のミサ  (社)グループアモーレ支援デー 

19(土) 教会大掃除 大掃除  

20(日) 年 29 主日 世界宣教の日(献)   

25(金)   典礼委員会 

27(日) 
年 30 主日 （賛美式） 

ペルー祭 奇跡のイエスの行進 
  

11

月 

2(土) 24 時間聖体礼拝   

3(日) 年 31 主日 評議会  

10(日) 年 32 主日  子供のミサ（子） 七五三の祝福 (社)グループアモーレ支援デー 

17(日) 
年 33 主日 

貧しい人のための世界祈願日 

ミニバザー (女) ミニバザー 

22(金)   典礼委員会 

24(日) 王であるキリスト（祭日）（賛美式） 入門式  

12

月 

1(日) 
待Ⅰ主日（A 年） 

宣教地召命促進の日 

評議会  

7(土) 24 時間聖体礼拝   

8 日) 
待Ⅱ主日   子供のミサ  (婦)昼食  

(社)グループアモーレ支援デー 

15(日) 待Ⅲ主日  共同回心式 黙想会  

20(金)   典礼委員会 

22(日) 待Ⅳ主日（賛美式）  (教)終業式 

24(火) クリスマスイブ   

25(水) 主の降誕（祭日）   

29(日) 聖家族 年末感謝ミサ（国際・賛美
式） 

  

31(火) 感謝ミサ（10 時） カウントダウン  

2020

年 

 
1月 

1(水) 
神の母聖マリア（祭日）  

世界平和祈願日 

元旦  

4(土) 24 時間聖体礼拝   

5(日) 主の公現（祭日）  (社)グループアモーレ支援デー 

12(日) 主の洗礼（祝日）子供のミサ 評議会 (教)始業式 

19(日) 年 2 主日 新成人式 (女) 祝賀会 

24(金)   典礼委員会 

26(日) 年 3 主日（賛美式）   

2月 

1(土) 24 時間聖体礼拝   

2(日) 年 4 主日 評議会  

9(日) 
年 5 主日  子供のミサ（子）  (壮) 新年会 

(社)グループアモーレ支援デー 

16(日) 年 6 主日   

23(日) 年 7 主日（賛美式）   

26(水) 灰の水曜日 (大斎小斎)   

28(金)   典礼委員会 

3月 

1(日) 四 I 主日 洗礼志願式・評議会 (社)グループアモーレ支援デー 

7(土) 24 時間聖体礼拝   

8(日) 四 II 主日    子供のミサ   

15(日) 四 III 主日  (教)終業式・卒業生送別会 

22(日) 四 IV 主日 共同回心式（賛美式） 黙想会  

27(金)   典礼委員会 

29(日) 四 V 主日 国際ミサ（賛美式）   

復活の主日：4 月 12 日；  堅信式：6 月 21 日 


