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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。 

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   160 番 174 番 250 番 

 

†午後 1 時 30 分   

 こどもとともにささげる礼拝 

  聖歌   167 番 179 番 483・560 番 357 番 
 
 

†午前 10 時半  聖餐式  

入堂聖歌 160 番 

清めの祈り   1頁（162頁） 

キリエ・大栄光の歌  2頁（163頁） 

特 祷 

すべての命と力の源である神よ、あなたはみ子の力

ある復活により、罪と死の古い支配の力に打ち勝ち、

み子にあって万物を新しくしてくださいました。どうか、

わたしたちが罪に死に、イエス・キリストにあってあな

たに生き、栄光のうちにみ子とともに支配することが

できるようにしてください。父と聖霊とともに、賛美と誉

れ、栄光と力が今もまた永遠にみ子にありますように。 

アーメン 
 
み言葉 

 使徒言行録  10章 34-43節 

 詩篇    第 118編 14-17,22-24 

  使徒書   コロサイの信徒への手紙 3章 1-4節 

福音書前聖歌   164 番 

 福音書 ルカによる福音書 24章 1-10節 

 説 教     司祭 下条裕章 

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    174 番 

奉献の祈り   15頁（172頁） 

感謝・聖別［Ⅰ］／［Ⅱ］  16頁（173/176頁） 

陪餐聖歌 178番 

陪餐後の感謝      28頁（182頁） 

祝 福      28頁（183頁） 

退堂聖歌 250 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩篇第 118 編 14-17,22-24 

14 主はわたしの力、わたしの歌∥ 神こそわたし

の救い 

15 喜びと勝利の叫びが正しい人の天幕にある

∥ 「主の右の手は力を示す 

16 神の右の手は高く上がり∥ その右の手は力

を示す 

17 わたしは生き長らえて死ぬことなく∥ 主のみ

業を告げ知らせよう 

22 家造りの捨てた石が∥ 隅のかしら石となっ

た 

23 これは主のみ業∥ 人の目には不思議なこと 

24 今日こそ主が造られた日∥ この日をともに

喜び祝おう 

  日本聖公会東京教区 聖アンデレ教会 

 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-6-18 
 電話 03-3431-2822 
 FAX 03-3434-5698 
 電話礼拝 03-3431-0250 
 E-mail: st-andrew.tko@nskk.org 
 Web: http://www.st-andrew-tokyo.com 

復活日 

2019年 4月 21日 
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本日の代祷 

 

Ⅴ †逝去記念  ＜敬称略＞ 

 

Ⅰ 全公会-世界の諸教会-のため 

エルサレムの平和と聖地の人びとのため 

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）  

  ダマスカス 諸聖徒教会 

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） 

ロンググリーン 三一教会 

ルーサービル 聖慰め主教会 

日本聖公会（首座主教ナタナエル植松誠主教） 

 主の復活を覚えて建てられた、すべての教会と 

 事業のため 

 京都教区（ステパノ高地敬主教） 

東京教区（フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸主教） 

 教区主教の働き 

 東京聖十字教会、聖公会神学院、 

 ハラスメント防止委員会 

 聖アンデレ教会・聖アンデレ主教座聖堂 

  教区主教フランシスコ・ザビエル、 

  司祭フランシス、司祭ウイリアムズ、 

  司祭ダビデ、執事トマス 

 

Ⅱ 正義と平和の実現のため 

日本国と近隣諸国、 

エルサレム、シリアなどの戦争・紛争のうちに地

域の平和のため、ことに戦地や難民キャンプに

住むこどもたちのため 

政治や外交に責任のある人びと 

正義と平和の実現を求めて働く人びと 

 

Ⅲ 隣り人のため ＜敬称略＞ 

それぞれの家族・友人、聖アンデレ教会に連な

る人びと、この地域に生活している人びと 

洗礼、堅信を志願する人びと、初陪餐の準備を

している人びと、また志願者が与えられるため 

聖職を志している人びと、ことに東京教区神学

生＝聖職候補生ウィリアムズ藤田誠、同 ヒルダ

藤田美土里、同 スザンナ中村真希のため 

児童養護施設の働き、ことにエリザベスサンダー

スホーム、福光会子どもの園 

カルト問題キリスト教連絡会のため 

教会に関わる諸活動・諸団体のため 

自由・公正な社会の実現のため働く人びと 

 

 

 

Ⅳ 困難な状況にある方々のため 

 世界各地の自然災害の被災者、東日本大震

災の地震や津波、東京電力福島第一原子力

発電所事故の被災者 

戦争や暴力、差別や犯罪、軍事基地の存在

のためいのちの危険を感じている人びと 

野宿生活者と支援活動、ことに浅草聖ヨハネ

教会日曜給食活動 

困難な状況にある人びとを支えるために心を

配っている人びと 

 

病床にある方々を覚えて ＜50音順 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 浅草日曜給食活動 

7時 30分 聖餐式    (司式・説教 下条司祭) 

10時半 聖餐式    (司式・説教 下条司祭) 

  礼拝後、祝賀愛餐会 入学等のお祝い 

13時 30分 こどもとともにささげる 

   イースター礼拝（司式・お話 下条司祭） 

   聖歌  167 179  483  560  357 

  15時  教会委員会 

  17時 夕の礼拝 

22日(月) 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

  下条:日本キリスト教連合会総会、ＢＳＡ理事会 

23日(火) 7時半 AA ミーティング│ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

24日(水) 7時半  AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 10時半  聖餐式 

 下条:来客予定 

 18時半 外堀 AA│ｼｮｳ H 

25日(木)  7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 7時半   聖餐式 

26日(金)  7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 7時半  聖餐式 

 19時  金曜ＡＡ│ショウＨ 

 下条：主事会議、信仰と生活委員会│教区会館 

27日（土）   

 7時半  聖餐式 

 15時  外堀 AA│ｼｮｳH 

 

来主日の予定 4 月 28 日 復活節第 2 主日 

 早朝 浅草日曜給食活動 

7時 30分 聖餐式    (司式・説教 下条司祭) 

 聖歌  160  174  250 

9時 15分 こどもとともにささげる礼拝 

      （司式・お話 下条司祭） 

  聖歌   172  483  560  186 

10時半 聖餐式    (司式・説教 下条司祭) 

 聖歌 163  178  173  176  184 

    使徒言行録 5:12a,17-22,25-29  

    詩編 150編 

    使徒書 黙示 1:9-19 

    福音書  ヨハネ 20:19-31  

 17時 夕の礼拝 

 
 
☆ 今週の礼拝奉仕者 4 月 21 日 
午前 7時 30分 
午前 9時 15分 
午前 10時 30分 
 

 

 

 

 

 

☆ 来週の礼拝奉仕者 4 月 28 日 
午前 7時 30分 
午前 9時 15分 
午前 10時 30分 
 
 

 

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、聖職がお席まで分餐に参りますので、受付担当者に 

お申し出ください。 
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本日の聖書箇所の理解のために

ルカによる福音書での、主イエスのご復活のエ

ピソードは、「復活する=空になった墓」「エマオで

現れる」「弟子たちに現れる」の３つにまとめられて、

小見出しがついています。今日の礼拝の中で読ま

れるのは、はじめの空になった墓の部分です。 

この日、最初に墓を訪れたのは、マグダラのマ

リア、ヨハナ、ヤコブの母マリアと他の婦人たちでし

た。遺体に塗り清めるための香料をもって。しかし

彼女たちが墓に着いたとき、墓の石の扉は開かれ、

肝心のイエスの遺体は見当たりませんでした。 

すると天使が現れ、途方に暮れる彼女たちに

声をかけます。「なぜ死者の中に主イエスを捜す

のか」「ガリラヤにおられたころ、お話になったこと

を思い出しなさい」と。主の復活の意味を理解する

ヒントでした。「死に縛り付けられたところにイエス

はおられない。」「この不思議な出来事を理解する

力はすでにあなたたちの心と体の中に用意されて

いる」とも聞こえてきます。イエスを思い起こし、そ

の言葉を心に響かせるとき、彼女たちは主の復活

を知りました。どのように理解したのか、それを正

確に知ることはできないでしょう。 

わたしたちに分かっていること、それは、彼女た

ちがかつて生きた人の遺体を清める人でなく、今

を生きる復活のいのちを伝える最初の証人、主の

復活の宣言者とされたという事実です。 

           （司祭フランシス下条裕章）

 

本日のアンセム  The strife is o'er  作曲 H.G.Ley 

戦いは終わった  争いは終わった  今、御子は勝利した  褒め讃える歌を歌おう  ハレルヤ 

死はその力の限りその悪をなしたが  イエスはその敵を追い払った  褒め讃え、喜びの叫びをあげよう 

ハレルヤ 

３日目の朝、御子はよみがえられた  栄光ある威厳と共に支配された  私達を喜びで満たしてください  

ハレルヤ 

主はお受けになった傷により死を滅ぼし  私達は癒された  あなたを褒め讃え歌うでしょう  ハレルヤ 

 

＜お知らせ＞ 
◇ 主のご復活おめでとうございます 

聖餐式（10:30～）後、イースター祝賀愛餐会を、聖アンデレホールで行います。その席で、入学等のお

祝いをいたします。ぜひご参加ください。午後1時半からは「子どもとともにささげるイースター礼拝」を行

います。どなたもご参加ください。 

◇洗礼、堅信、初陪餐をご希望の方は、随時準備を開始しますので、牧師までお申し出ください。 

◇ 聖歌隊では隊員を募集しています！ことにテナー、バスのパートの方はぜひ積極的にご参加く

ださい。礼拝でのご奉仕をご一緒に行いませんか？希望者は聖歌隊までお声がけください。 

◇ 浅草日曜給食活動へ皆様のご協力で毎週100食分を浅草聖ヨハネ教会へお届けしています。お米と

ぎ、セット、配送のボランティア、ことにお米の献品など、皆様のご協力をお願いいたします！ 

◇ 教会連絡網にまだ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。 

◇ 地下鉄神谷町駅にエレベーター・エスカレーターが設置されました！ 神谷町駅をご利用の方

は、出口１番が最寄り出口となります。それに伴い、車のお迎え場所が変更になっています。 

毎週日曜日教会までの車のお迎えは次の通りです。ご希望の方はお知らせください。 

【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。 

【神谷町駅コース】 10時15分頃、神谷町出口１番の歩道周辺です。 

【皆様へのお願い】 
 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）確定のため、受付の礼拝出席簿への
お名前のご記入をお願いします。また複数の礼拝に参列される方は、都度ご記入ください。 

 教会での交わりを深めるきっかけのために名札をご着用ください。名札をなくされた方は事
務室の郷司さんにお申し出ください！ 

 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。 
 


