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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   314 番 468 番 412 番 

†午前 9 時 15 分こどもと祝うユーカリスト 

  聖歌   468 番 483 番 560 番 412 番  

†午前 10 時 30 分 聖餐式 

入堂聖歌 314 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 

恵みと憐れみを賜るとき、殊に全能を現される神よ、

豊かな慈しみをわたしたちに与え、あなたが約束さ

れたものを目指して走り、ついに天の宝にあずかる

者としてください。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 知恵の書 12章 13, 16-19節 

詩編 第 15編 1-6 

使徒書 ローマの信徒への手紙 8章 18-25節 

福音書前聖歌 442 番 

福音書 マタイによる福音書 13章 24-30, 36-43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 468 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 419 番 

陪餐後の感謝    28頁（182頁） 

祝 福    28頁（183頁） 

退堂聖歌 412 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 15 編 1-6 

1 主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り∥ あ

なたの尊い山に住めるのですか 

2 それは、とがなく歩み、正義を行い∥ 心からま

ことを語る人 

3 言葉で人を傷つけず、その友に悪を行わず∥ 

隣人を辱めない 

4 神を捨てた者を戒め、神を畏れる人を尊ぶ∥ 

悪いことはしないと誓って、それを変えることはな

い 

5 金を貸して利をむさぼらず∥ 賄賂を取って罪

のない人を苦しめない 

6 このように振舞う人は∥ とこしえに揺らぐことは

ない 
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7月の代祷 

 

 ■アジア学院の働きのため ■在日外国人人権問題のため 

 ■海の主日   ■聖公会八王子幼稚園のため 

 ■滝乃川学園のため  
 

本日の代祷 

Ⅴ †逝去記念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 全公会-世界の諸教会-のため 

オスン北東（ナイジェリア聖公会、イバダン管区） 

 （ハンフリー・オルマカイエ主教） 

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） 

 聖ヨハネ学園 

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） 

 教区センター・事務所 聖救主教会 

 カルバリの丘教会 

日本聖公会 

 （ナタナエル植松誠首座主教） 

東京教区 

 （アンデレ大畑喜道主教） 

 東京聖マルチン教会 

 立教学院諸聖徒礼拝堂・諸天使礼拝堂 

 立教学院・大学・高校・中学・小学校 

 今週開催される SSネットワーク清里キャンプの 

 ため 

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 

 新司祭ヨセフ太田信三 

 

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 

滝乃川学園のため 

ウエスト東京ユニオンチャーチ 

東京ユニオンチャーチ 

横浜ユニオンチャーチ 

洗礼を志願する方々、堅信を志願する方々、 

初陪餐の準備をしている方々、 

聖職を志す方々、ことに東京教区神学生 

聖職候補生 ヤコブ荻
おぎ

原
わら

充
みつる

、 

聖職候補生 ウィリアムズ藤田 誠、 

聖職候補生 ヒルダ藤田美土里のため 

 

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、九州北部豪雨の被災者と支援活

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 15分 こどもと祝うユーカリスト 

  (司式・説教 笹森司祭) 

 10時 初陪餐のための準備 

 10時半   聖餐式 

  (司式・説教 笹森司祭) 

 13時  教会問答の学び｜集会室 

 14時   城南グループ教会協議会｜オルバン 

 16時 10 分 聖歌隊練習 

 17時  夕の礼拝 

24日(月) 7時半 早朝 AA｜ショウ H 

 18時  笹森：臨時常置委員会 

25日(火) 使徒聖ヤコブ日 

 終日  太田：聖ミカエル教会勤務日 

 7時半  聖餐式 早朝 AA｜ショウH 

 13時  笹森：管区礼拝委員会 

 18時半 太田：財政委員会 

26日(水) 7時半 早朝 AA｜ショウ H 

 10時半 聖餐式 

27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 

 19時  笹森：聖職養成委員会 

28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 

 19時半 観想祈祷会｜ミカエル 

29日(土)  7時半 聖餐式 早朝 AA｜ショウH 

 9時  チア練習｜アンデレH 

 10時  教会問答の学び｜集会室 

 

 

来主日の予定 7月 30日 

聖霊降臨後第 8主日 

 午前 7時 30分 聖餐式 

    (司式・説教 笹森司祭) 

 聖歌 349  484 338 

 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 468 483   560  425 

 午前 10時 30分 聖餐式 

    (司式・説教 笹森司祭) 

 聖歌 349 325   484  338 346 

  旧約聖書 列王記上 3:5-12 

  詩編  第 119編 105-112 

  使徒書 ローマの信徒への手紙 8:26-34 

 福音書 マタイ福音書 13:31-33, 44-49a 

  早朝の浅草給食活動はお休み(隅田川花火のため) 

  13時 午後：聖職養成委員会面談｜ショウH 

  13時 バザー担当者打ち合わせ｜アンデレ H 

  17時 夕の礼拝 
 

 

 

 

 



4 

 

本日の主日聖書箇所の理解のため
パレスチナでは、麦の中に毒麦が混じって一

緒に育ってしまうことがよくあったようです。
普通の麦と毒麦は、はじめのうちはよく似てい
て見分けをつけるのが難しく、成長していくと
今度は互いに根が絡み合って、うまく毒麦だけ
引き抜くのは至難の業であったそうです。そこ
で人びとは、収穫の時まで待って、まず毒麦だ
け何とか抜き集めるという方法を取りました。 

イエス様は、この普段の畑の様子を用いて、
天の国の様子をお話されます。 

今、毒麦が混じっていることを農夫は気づい
ていますが、今は抜き時ではありません。同様
に神様も毒麦がある状況を分かっていらして忍
耐していらっしゃいます。しかし収穫の刈り入
れが行われる時には、毒麦は神様によって必ず

焼き尽くされます。天の国には、その時、人間
の想像を越えた豊かな収穫がもたらされます。
神様が憐れみをもって忍耐して待っていてくだ
さったからです。 

主イエス様は、このたとえ話を「彼ら」に向
けて語られます。麦は神様にとっての収穫であ
り、神様と共に働こうとする人びとのことです。
毒麦は神様の働きを認めない人びとです。しか
しそれは人間の判断ではどちらがどちらかなの
かは見極めきれません。神様もどちらになるか
をずっと期待を込めて待っていらっしゃいます。
それ程までに神様は、「すべてに心を配る神」
（知恵12:13）でおられるので、被造物すべても、
また神の子であるキリスト者も、うめきながら
も希望を持ち続けることができます。 

（司祭 マリア・グレイス 笹森田鶴） 

＜お知らせ＞ 

◇ 7月17日に司祭按手式が行なわれ、ヨセフ太田信三新司祭が誕生しました！おめでとうございます。

そして多くの方々のご加祷、暑い中でのご奉仕に心から感謝いたします。司祭按手に伴い、ヨセフ太

田信三司祭は聖アンデレ教会並びに渋谷聖公会聖ミカエル教会副牧師に任命されました。 

◇ 本日17時より、歌による夕の礼拝がささげられます。司祭・説教は笹森司祭、オルガン奏者は菊池泰

子さん、指揮は奥村泰憲さんで、聖アンデレ教会聖歌隊が奉唱します。ぜひご参列ください。 

◇ 『聖アンデレ教会のお宝』冊子が発行されました。各ご家庭一冊ずつお持ち帰りください。 

◇ 「教会問答の学び」を本日13時から牧師館1階集会室で行います。ぜひご一緒に！次回は7月29日

(土)10時からです。 

◇ 昨年、教会からの連絡網のために、メール、FAX、電話での連絡方法を新たに皆様に登録していただ

きました。またご登録されていない方は、以下の方法でお申し込みください。 

 メールでの連絡をご希望の方はst.andrews.tokyo.office@gmail.comへ、FAXでの連絡をご希望の方

は教会FAX(03-3434-5698）へ、電話での連絡をご希望の方は教会まで直接ご一報ください。 

◇ 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。 

◇ 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8月26日です。 

◇ 火曜日の英会話クラスは今週より夏休みとなります。再開は9月下旬です。 

◇ 今年のバザーは10月15日です。バザーの献品は8月20日から受付けます。 

◇ 9月1日～6日笹森司祭は管理牧師として、太田司祭は教区青年会チャプレンとして小笠原聖ジョージ

教会を訪問します。ご一緒されたい方はご相談ください。 

【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。
 

陪餐についてのご案内 

 陪餐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。 

 陪餐は2列どちらに並ばれても結構です。また陪餐の際、ひざまずく必要はありません。 

 至聖所まで歩かれるのが難しい方は、聖職がお席まで陪餐に参りますので、受付担当者にお

申し出ください。 

 


