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礼拝案内  
†午前 7 時 30 分  聖餐式 

  聖歌   390  515  420 

 
†午前 9 時 15 分   

 こどもとともにささげる礼拝 

  聖歌   473  483・560  272 

 
†午前 10 時半  聖餐式  

入堂聖歌  390   

清めの祈り   1頁（162頁） 
キリエ・大栄光の歌  2頁（163頁） 

特 祷 （特定１６） 
主よ、教会はただ主の助けによってのみ健全に立つ
ことができます。どうか絶えることのない助けをもって
主の教会を清め守り、恵みと力によっていつまでも堅
く保ってください。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 イザヤ 28章 14-22節 

  詩篇    第 46編  

  使徒書   ヘブライ 12章 18‐19,22-29節 

福音書前聖歌   401 

  福音書   ルカ 13章 22‐30節 

 説 教     司祭 下条裕章 

 ニケヤ信経 

 ＜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    515 

奉献の祈り   15頁（172頁） 

 

 

 

 

感謝・聖別［Ⅰ］／［Ⅱ］  16頁（173/176頁） 

陪餐聖歌 338 

陪餐後の感謝          28頁（182頁） 

祝 福      28 頁（183頁） 

派遣  

退堂聖歌 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩 編  第４６編  

1 神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの力∥  

悩むときの変わらぬ助け 

2 たとえ地が揺らぎ、山が海に崩れ落ち∥ 海がど

よめき、しぶきを上げ 

3 その勢いに山々が揺れ動いても∥ 決して恐れ

ることはない 

4 川が流れ、そのせせらぎは∥ 神の都、いと高き

方のみ住まいを喜ばす 

5 神がおられる都は揺るがない∥ 神は夜明けに

これを助けられる 

6 もろもろの民は騒ぎ立ち、国々は揺らぐ∥ 神が

声を出されると地は溶ける 

7 万軍の主はわたしたちとともにおられる∥ ヤコ

ブの神はわたしたちの砦 

8 主のみ業を仰ぎ見よう∥ 主は地に不思議なみ

業を行われた 

9 主は地の果てまでも戦いを断ち∥ 弓を折り、槍

を砕き、盾を焼かれた 

10 「静まれ、わたしを神と知れ∥ わたしはもろもろ

の民の手でたたえられ、あまねく世界であがめ

られる」 

11 万軍の主はわたしたちとともにおられる∥ ヤコ

ブの神はわたしたちの砦 

  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 

聖霊降臨後第 11 主日 

2019 年 8 月 25 日 

 

聖アンデレ教会にはじめて来れた方へ 
 

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。 
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本日の代祷

＜敬称略＞ 

Ⅴ †逝去記念   

 

Ⅰ 全公会-世界の諸教会-のため 

全世界の聖公会 

 （ジャスティン・ウェルビー カンタベリー大主教） 

 南アメリカ聖公会（グレゴリー・ジェイムズ・ヴェ

ナブルズ総裁主教） 

エルサレムおよび中東聖公会 

 （スヘイル・ダワニ大主教）  

  ナザレ 聖マーガレット・ホステル 

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） 

アービントン スペイン語会衆 

ハンチントン 聖ヨハネ教会 

日本聖公会（首座主教ナタナエル植松誠主教） 

東京教区の教会・礼拝堂の営み、信徒・教役者

の働きのため 

東京教区（フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸主教） 

 インマヌエル新生教会 

 池袋聖公会伝道所 

 東京聖マルチン伝道所 

 

Ⅱ 正義と平和の実現のため 

日本国とアジアの諸国 

戦争や紛争・争いのうちにある国や地域 

それらの国や地域の指導的立場にある人びと 

 

Ⅲ 隣り人のため 

それぞれの家族・友人、聖アンデレ教会、聖オ

ルバン教会に連なる人びと、教会に関わる諸活

動・諸団体の関係者、この地域で生活し、働い

ている人びと 

洗礼、堅信また初陪餐を願う人びとのため、また

志願者が与えられるため 

愛と正義と平和の実現のため働く人びと 

 

今月の代祷・信施奉献先となっている働き 

日本聖公会青年活動のため 

在韓被爆者の救援－ソウル教区オモニ会 

平和を実現するキリスト者平和ネット 

名古屋学生青年センター 

 

Ⅳ 困難な状況にある方々のため 

震災や風水害、また世界の各地の自然災害

に被災された人びと 

原子力発電所事故の被災者 

戦争や暴力、犯罪や差別、また軍事基地の存

在のため、いのちの危険を感じている人びと 

住む場所を追われた人びと、野宿生活を余儀

なくされている人びと 

浅草聖ヨハネ教会日曜給食活動のため 

困難な状況にある人びとを支えるために働い

ている人びと 

 

病床にある方々を覚えて ＜50音順＞ 

  

   

 

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  

      

 

 

     
  

 

 



3 

 

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） 

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） 

10時 30分 聖餐式 （司式・説教：下条司祭） 

13時 聖歌隊練習 

17時 夕の礼拝 

26日(月) 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

27日(火)  

 7時半 AA ミーティング│ｼｮｳ H 

 7時半   聖餐式 

 下条：ＢＳＡ理事会、会合│教区 

28日(水)  7時半  AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 18時半 外堀 AA│ｼｮｳ H 

 下条：休業日 

29日(木) 

 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 7時半   聖餐式 

30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：介護者のための礼拝（聖アグネス教会） 

31日（土） 

7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

 14時  逝去者記念式（小池精一記念） 

 18時  外堀 AA│ｼｮｳH 

  

来主日の予定９月１日 聖霊降臨後第１２主日 

      （特定 17） 

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    408  506  243  

  旧約聖書続編 シラ 10章 12-18節 

  詩篇    第 112編 1‐9 

  使徒書   ヘブライ 13章 1‐8節 

  福音書   ルカ 14章 1,7‐14節 

9時 15分 こどもとともにささげる礼拝 

 聖歌   476  483・560  475 

   （司式・お話 市原信太郎司祭） 

 10時 30分 聖餐式  (司式・説教 市原司祭)  

  聖歌   408  473  506  445  243 

 13時 聖歌隊練習 

 17時 夕の礼拝（有志司式） 

 下条：主日礼拝、教会委員会、記念式│アグネス 

 

☆ 今週の礼拝奉仕者 ８月 25 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 ９月１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。 
 



4 

 

本日の聖書箇所の理解のために

「家の主人が立ち上がって、戸を閉めてしまってか

らでは…」（ルカ 13:25）と、わたしたちの営みや世界

には期限・終わりがあることが示されています。言い

換えれば、それまでに、それぞれが今やっておくこと

があるということでしょう。そして、それは「狭い戸口か

ら入るように努めなさい。」（13:24）ということであって、

「救われる者は少ないか、多いか」といったことを考え

ることではないということははっきりしているようです。 

 

 「見よ、わたしは戸口に立って、たたいている。だれ

か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、わたしは

入ってそのものとともに食事をするし、彼もまた、わた

しと共に食事をするであろう。」（ヨハネの黙示録 3:20）  

わたしたちの傍らに立っておられる主が、わたしを

どのように迎え、また遣わそうとされているのか、しば

し思い巡らしてみたいと思います。 

（司祭フランシス下条裕章） 

 

 

＜お知らせ＞ 

◇ バザーのお知らせとお願い 

バザー実行委員会より「バザーのお知らせとご協力のお願い」が届いています。お持ちください。 

開催日時は10月20日（日）11時30分～14時30分、献品受付は9月1日～10月6日の日曜日のみ。 

詳細は上記別紙をご覧ください。 

◇ ご長寿を祝う敬老感謝の集い 

９月１５日の主日礼拝・聖餐式につづき、聖アンデレホールでご長寿を祝う敬老感謝の集いを行います。

ご予定・ご参加ください。 

◇ 訃報 

召された魂の平安と、ご家族の上に慰めをお祈りください。 

◇ 聖書の学びの会（聖書研究会、新約・旧約）、読書会（ローワン・ウイリアムズ「信頼のしるし」） 

毎月第１水曜日午後7時から新約聖書（コリントの信徒への手紙Ⅰ）を、第１木曜日朝10時半から旧約

聖書（イザヤ書）を読んでいます。読書会は第１・第３水曜日午後１時半から行なわれてます。 

◇ お手もとにご不要となっている「未使用の切手・葉書」がありましたら、ご寄付ください。 

◇ 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！ 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！ 

◇ 教会連絡網への登録をまだされていない方は、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。 

 

【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。 
 


