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聖アンデレ教会に 
はじめて来られた方へ 

 

 ようこそ聖アンデレ教会へお越しくださいまし

た。心より歓迎します。まずは礼拝堂の入り口に

て、新来者カードへのご記入をお願いします。陪

餐の際には、信徒でなくても司祭による祝福が受

けられます。よろしければ列にお並びください。 

 お聞きになりたいこと、分からないことなどありま

したら、受付担当者までお声がけください。 

 

礼拝案内 

†午前 7 時 30 分 聖餐式 

 聖歌   396 番 231 番 389 番 

†午前 9 時 15 分こどもと祝うユーカリスト 

  聖歌   344 番 483 番 560 番 338 番  

†午前 10 時 30 分 聖餐式 

入堂聖歌 231 番 

清めの祈り  1頁（162頁） 

キリエ  2頁（163頁） 

大栄光の歌  3頁（164頁） 

特 祷 

神よ、あなたはそのひとり子の受難の前に、聖な

る山の上でみ子の栄光を現されました。どうか、

わたしたちが、信仰によってみ顔の光をあおぎ

見、自分の十字架を負う力を強められ、栄光か

ら栄光へと、主と同じ姿に変えられますように、

主イエス･キリストによってお願いいたします。 

アーメン 

み言葉 
旧約聖書 出エジプト記 24章 12, 15-18節 

詩編  第 99編 

使徒書 フィリピの信徒への手紙 3章 7-14節 

福音書前聖歌 396 番 

福音書 マタイによる福音書 17章 1-9節 

説 教    司祭 笹森 田鶴 師 

ニケヤ信経  9頁（166頁） 

＜報 告＞ 

代 祷 12頁（168頁） 

懺 悔 13頁（170頁） 

聖 餐 

  平和のあいさつ 15頁（171頁） 

奉献聖歌 120 番 

感謝・聖別［Ⅰ］  16頁（172頁） 

陪餐・主の祈り  24頁（180頁） 

近づきの祈り・神の小羊  26頁（181頁） 

陪餐聖歌 426 番 

陪餐後の感謝    28 頁（182 頁） 

祝 福    28 頁（183 頁） 

退堂聖歌 389 番 

派 遣 ハレルヤ 主とともに行きましょう 

 ハレルヤ 主のみ名によって アーメン 

 

詩編 第 99 編 
1 主は王。すべての民は恐れおののく∥ 神

はケルビムに座し、地は震えおののく 
2 シオンにいます主は偉大∥ すべての民に

あがめられる 
3 神の偉大なみ名はたたえられる∥ 神は畏

るべき、聖なる方 
4 あなたは審きを愛する力ある王∥ 堅く公正

を立て、ヤコブの中で審きと正義を行われた 
5 わたしたちの神、主をあがめ∥ その足台の

もとにひれ伏せ、神は聖なる方 
6 神の祭司、モーセとアロン、神を信じるサム

エル∥ 彼らは主を呼び求め、神は彼らにこ
たえられた 

7 神は雲の柱の中から民に語られ∥ 彼らは
与えられた諭しとおきてを守った 

8 わたしたちに神、主よ、あなたは彼らにこた
えられた∥ あなたは赦しを与え、罪は罰で
報いられる 

9 わたしたちの神、主をあがめ、尊い山で伏し
拝め∥ わたしたちの神、主は聖なる方 
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2月の代祷 

 

 ■「信教の自由」を抑圧されている人々のため 

 ■全生園聖フランシス聖エリザベツ礼拝堂のため 

 ■ハンセン病問題啓発の日 ■いのちの電話の働きのため 

 ■葛飾学園（サンピエール・保育園）のため 

 ■聖公会生野センターのため 
 

本日の代祷 

Ⅴ †逝去記念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 全公会-世界の諸教会-のため 
マレク（スーダン聖公会、アッパーナイル管区） 
 （ジョー・マヨム主教） 
エルサレムおよび中東聖公会エルサレム教区 
 （スヘイル・ダワニ大主教） 
 聖救主教会 
アメリカ聖公会メリーランド教区 
 （ユージン・テーラー・サットン主教） 
 カトクティン教会 聖ジョージ教会 
 全ての教区関連学校・教育施設のため 
日本聖公会 
 （ナタナエル植松誠首座主教） 
東京教区 
 （ゼルバベル広田勝一管理主教） 
 （アンデレ大畑喜道主教） 
 聖パトリック教会 八王子復活教会 
 聖公会八王子幼稚園 ハラスメント防止委員会 

聖アンデレ教会と共に歩む 
 渋谷聖公会聖ミカエル教会のため 
聖アンデレ教会 
 堅信受領者総会のため 
Ⅱ 正義と平和の実現のため 
紛争混乱にある地域の一日も早い解決のため、
ことにエルサレムの平和のため 

Ⅲ 隣り人のため 

葛飾学園（サンピエール・保育園）のため 
聖公会生野センターのため 
世界祈祷日(3月 3日)フィリピン 

NCC女性委員会 

洗礼を志願する方々、堅信を志願する方々、 
聖職を志す方々、ことに東京教区神学生 
聖職候補生 セシリア髙柳章江、 
聖職候補生 洗礼者ヨハネ大和孝明、 

聖職候補生 ヤコブ荻
おぎ

原
わら

充
みつる

、 

聖職候補生 マリア小林玲子（中部教区） 

Ⅳ 困難な状況にある方々のため 

路上生活者と支援活動、チリ、ネパール、台

湾、エクアドル地震、東日本大震災、熊本

地震、台風の被災者と支援活動のため 
 

 

病床にある方々を覚えて＜敬称略＞ 

 

4 月の代祷 

 

     ■エリザベスサンダースホームのため  ■月島聖ルカ保育園のため     

     ■神学校のため（復活節第４主日）    

     ■「佐賀聖ルカ教会」伝道所の働きのため  
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本日・今週の予定 

 早朝 浅草給食活動 

 7時半 聖餐式 

  (司式・説教 笹森司祭) 

 9時 こどもと祝うユーカリスト 

  (司式・説教 笹森司祭) 

 10時   聖餐式 

  (司式・説教 笹森司祭) 

 礼拝終了後 聖アンデレ教会堅信受領者総会 

 14時半 聖歌隊練習｜礼拝堂 

 15時 聖ミカエル・聖アンデレ合同教会委員会 

 17時 夕の礼拝 
27日(月) 7時半 早朝 AA｜ショウ H 
28日(火) 7時半 聖餐式 早朝 AA｜ショウH 
 終日  太田：聖ミカエル教会勤務日 
 10時  主教座活動委員会礼拝部会 
 13時  洗礼（堅信）の学び 
 10時半 英会話の集い 
 19時 15分 太田：【教区青年会文化部】わたしの三年間 
1日(水) 7時半 早朝 AA｜ショウ H 
 10時半 大斎始日礼拝｜礼拝堂 
 19時  大斎始日礼拝｜礼拝堂 
2日(木) 7時半 聖餐式 早朝 AA｜ショウH 
 終日  太田：聖ミカエル教会勤務日 
 10時半 聖書を学ぶ会/旧約聖書 
 13時  一の会 
 16時  臨時常置委員会 
 19時  太田：信仰と生活委員会｜事務所 
3日(金) 7時半 聖餐式 早朝 AA｜ショウH 
 終日  太田：聖ミカエル教会勤務日 

 12時  恵泉フラワースクール｜アンデレH 
4日(土) 7時半 聖餐式 早朝 AA｜ショウH 
 9時  恵泉フラワースクール｜アンデレH 
 10時半 教区聖歌隊練習｜教区事務所 3F 

  12時  恵泉フラワースクール｜礼拝堂 
 13時  教会問答する会 

 

来主日の予定 3月 5日 

大斎節第 1主日 

 午前 7時 30分 聖餐式 

    (司式・説教 笹森司祭) 

 聖歌 129  130 365 

 午前 9時 15分 こどもと祝うユーカリスト 

    (司式・説教 笹森司祭) 

 聖歌 375 483   560  124 

 午前 10時 30分 聖餐式・洗礼式 

    (司式・説教 笹森司祭) 

 聖歌 129 135   131  130 365 

  旧約聖書 創世記 2:4b-9, 15-17, 25-3:7 

  詩編 第 51編 1-12 

  使徒書 ローマの信徒への手紙 5:12-19 

  福音書 マタイ福音書 4:1-11 

  早朝 浅草給食活動  

  9時 50分 初陪餐のための準備会｜ショウH 

  13時 グレース会（次主日の福音を読む会）│ミカエル 

  13時 聖アンデレ教会委員会 

  16時 太田：中高生キャンプ準備会｜諸聖徒 

  17時 夕の礼拝 

 

 

公示 

2017年度の堅信受領者総会は、本日聖餐式終了後（本日は10時半の聖餐式は10時から、またこど

もと祝うユーカリストは9時からとなります）に開催されます。2016年度報告・決算、2017年度活動計

画・予算、聖アンデレ教会選挙規定一部改正の件が議題です。詳細は礼拝堂入り口に掲示されてい

る公示をご確認ください。現在堅信受領者の皆様のご出席をお願い致します。尚、ご欠席される場合

は、総会成立のために必ず委任状のご提出をお願い致します。 
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本日の主日聖書箇所の理解のため
今日の福音書は主イエス様のお姿が変わっ

た（主の変容）箇所です。 
主イエス様が、ご自分が苦しみ、殺され、三

日目に復活することになっているということを弟
子たちに話した後８日目のことです。主イエス
様が弟子三人を連れて山で祈っておられると、
様子が変わり、服が真っ白に輝きます。弟子た
ちが見ると、モーセとエリヤという旧約の代表者
が主と語り合っています。主ご自身が輝いてい
るのと違い、二人は自分たちから輝きが発生し
ていているのではなく、栄光に包まれて現れた
と記されています。それは明らかに主イエス様
が旧約のすべてを超えて特別な存在であるこ
とを示しています。そして主が弟子たちに８日
前に語っていたことについて話しています。そ
の後二人は主から離れていこうとしました。 
この時ペテロは、このすばらしい出来事と三

人を、同じように揃って目の前に留めて起きた
いという衝動に駆られます。二人と主の違いも
分からず、しかし良きことは自分の手中に収め
たいという人間の執着がペテロを語らせます。 
すると雲という現象の中に神が登場し、主イ

エス様とモーセとエリヤを覆い隠します。これは
ペテロがどうこうできるような事柄ではなく、神の
起こしている神秘の出来事であることが示され
ているのです。そして神は、旧約の代表者であ
るモーセとエリヤを退かせ、主イエス様だけを
残して弟子たちに告げます。「これはわたしの
子、選ばれた者、これに聞け。」 
これまで旧約の掟に聞いていたイスラエルに、

これからは主イエス様に聞くようにという神から
の命じの大きな変換が、弟子たちに伝えられた
のでした。 

（司祭 マリア・グレイス 笹森田鶴） 

＜お知らせ＞ 
◇ 本日礼拝終了後、2017年度堅信受領者総会が行われます。皆様のご出席をお願い致しま
す。 

◇ 10時半(本日のみ10時)の聖餐式での陪餐方法を従来通りにもどします。司祭がぶどう酒に
パンを浸して、陪餐者の口に入れます。これまでのご協力に感謝します。 

◇ 子どもたちの初陪餐の準備のための講座を行っています。洗礼を受けたお子さんで（5,6歳ぐ
らいから）、主日聖餐式（7時半もしくは10時半）に参加をされ、陪餐希望の方が対象です。でき
れば保護者や教父母の方とご一緒に受講願います。次回以降の講座は次の通りです。3月5
日（日）、3月19日（日）、4月2日（日）、それぞれ9時50分から10時10分まで、ショウホールで行
います。受講希望者はまず牧師までご相談ください。また小学校高学年以上の年齢の受洗後
の陪餐希望者も別途堅信準備を行いますので、牧師までお声がけください。 

◇ 次回教会問答の学び「高校生以上対象の学びの集い」は2月28日(火)13時より行います。 
◇ 10時半礼拝後の聖堂清掃にご協力ありがとうございます。ご協力くださる方は、後奏終了後、
礼拝当番の案内があるまで席でお待ちください。13名の方のご参加をお願いいたします。 

◇ 毎週日曜日教会までの車のお迎えは次の通りです。【赤羽橋駅コース】中之橋口エレベーター
前を10時05分、10時15分の各時間に出発。中之橋口エレベーター前でお待ち下さい。【神谷
町駅コース】10時15分頃、神谷町出口3番の歩道周辺に変更になりました。 

◇ 10時半聖餐式のニケヤ信経までの間、保育ボランティアとしてお子様をお預かりします。ただし
都合により、お預かりをお断りすることがございます。あらかじめご了承ください。 

◇ 病床聖餐や病者のためのお祈りを希望される方は、ご遠慮なく牧師までお申し出ください。 
◇ 18〜35歳を対象にした東京教区青年会の例会は、毎月第四土曜日14時〜17時、東京諸聖
徒教会にて。信徒・非信徒問いません。次回は3月25日です。 

◇ 今年は3月1日より大斎節です。3月1日(水)10時半と19時※に大斎始日礼拝を行います。また
復活日は4月16日です。今年の大斎節プログラムは以下の通りです。 
 3月12日(日) 渋谷聖ミカエル教会との合同礼拝 場所 渋谷聖ミカエル教会 

  9時 15分 こどもと共に祝うユーカリスト 11時 00分 聖餐式 
 4月2日(日)13時 大斎節プログラム1 サーバー研修会 
 4月9日(日)13時 大斎節プログラム2 東京が被災地になった時、教会は?第二弾 

※ 2月19日顕現後第7主日週報にて、大斎始日礼拝の時刻を「午前7時半と19時」とご案内いた
しましたが、正しくは「10時半と19時」となります。訂正してお詫び申し上げます。 

◇ 「大斎節の黙想」ができあがりました。聖堂においてありますので一家庭に一冊、お持ちくださ
い。 
【礼拝出席者へのお願い】 
 教会での交わりを深めるきっかけのために、各自の名札をご着用ください。 
 教会の記録や統計、また現在堅信受領者（年2回以上の陪餐者で、堅信受領者総会への

出席義務、教会委員・信徒代議員の選挙権・被選挙権を持つ）の確定のために、礼拝堂
受付の礼拝出席簿へのお名前のご記入をお願いします。 

 車でお越しの方は、車を点字ブロックの上に駐車しないようご留意ください。 
 身の回り品、貴重品に十分ご注意ください。各自で管理しましょう。 


