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礼拝案内  

†午前 7 時 30 分  聖餐式 

  聖歌   489  461  310 

 

†午前 9 時 15 分   

 こどもとともにささげる礼拝 

  聖歌   476  483・560  475 

 

†午前 10 時半  聖餐式  

入堂聖歌   489 

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 19） 

神よ、あなたに寄らなければわたしたちはみ心に

かなうことができません。どうか何事をするにも、

聖霊によってわたしたちの心を治め、導いてくだ

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 出エジプト 32章 1,7-14節 

  詩篇    第 51編 1‐10節 

  使徒書  Ⅰテモテ 1章 12‐17節 

福音書前聖歌   537 

  福音書   ルカ 15章 1‐10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    461 

奉献の祈り   15頁（172頁） 

感謝・聖別［Ⅰ］／［Ⅱ］  16頁（173/176頁） 

陪餐聖歌 538 

陪餐後の感謝          28頁（182頁） 

祝 福      28 頁（183頁） 

派遣  

退堂聖歌 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩 編  第５１編 1－10 

1 神よ、慈しみによってわたしを顧み∥ 豊かな憐れ

みによって、わたしのとがを赦してください 

2 悪に染まったわたしを洗い∥ 罪深いわたしを清め

てください 

3 わたしは自分の過ちを認めています∥ 罪はいつ

もわたしの目の前にあります 

4 わたしはあなたに罪を犯し、あなたの前で悪を行い

ました∥ あなたがわたしを審かれるとき、その審き

はいつも正しい 

5 わたしは生まれた日から悪に沈み∥ 母の胎に宿

った時から罪に汚れていた 

6 あなたは真心を、わたしのうちに望み∥ わたしの

心の深みに知恵を授けられる 

7 ヒソプで水を振り注ぎ、わたしの罪を取り去って∥ 

雪より白くなるように、わたしを洗い清めてください 

8 わたしに喜びと楽しみの声を聞かせ∥打ち砕かれ

たわたしを、また喜びで満たしてください 

9 わたしの罪を見つめず∥ 犯した悪をすべてぬぐ

い去ってください 

10 神よ、わたしのうちに清い心を造り∥ わたしのうち

に正しい霊を新たにしてください 

  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 14 主日 

2019 年 9 月 15 日 

 

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。 
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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） 

 タンザニア聖公会（マインボ・ムンオドルワ大主

教） 

エルサレムおよび中東聖公会 

 （スヘイル・ダワニ大主教）  

  ラマラ 福音子どもの家 

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） 

ボルチモア 聖マッテヤ教会 

ボルチモア 聖ミカエルおよび諸天使教会 

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、教区主教と

すべての信徒・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） 

 浅草聖ヨハネ教会 

 聖路加国際大学（聖ルカ礼拝堂、病院、大学）） 

 

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・争いに関わる国や地域 

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 

分かちあい募金－日本キリスト教協議会 

山谷兄弟の家伝道所まりあ食堂 

アジア学院 

心臓病児保育活動－こぐま園、こばと園、こじか園 

「こども食堂」に活動支援のため 

 

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  
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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） 

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） 

 敬老感謝の集い│ｱﾝﾃﾞﾚH 

 バザー献品仕分け・値段付け 

 教会委員会 

17時 夕の礼拝 

16日(月) 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

 下条：外出予定 

17日(火)  

 7時半 AA ミーティング│ｼｮｳ H 

 7時半   聖餐式 

18日(水)  7時半  AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 10時半 教役者逝去者記念聖餐式 

 13時半 読書会 

 18時半 外堀 AA│ｼｮｳH 

 下条：教役者研修会│主教座 

19日(木) 

 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 7時半   聖餐式 

 下条：教会建築委員会、常置委員会│教区 

20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：聖書に学ぶ会│聖アグネス教会 

21日（土・福音記者使徒聖マタイ日） 

7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

 18時  外堀 AA│ｼｮｳH 

 下条：こども食堂│アグネス 

 

来主日の予定９月２２日 聖霊降臨後第１５主日 

      （特定 20） 

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    318  437  412  

  旧約聖書 アモス 8章 4-7節 

  詩篇    第 113編 

  使徒書  Ⅰテモテ 2章 1-8節 

  福音書   ルカ 16章 1-13節 

9時 15分 こどもとともにささげる礼拝 

 聖歌   258  483・560  282 

   （司式・お話 下条司祭） 

 10時 30分 聖餐式  (司式・説教 下条司祭)  

  聖歌   318  402  473  427  412 

  愛餐会後、 バザー献品仕分け・値段付け 

 17時 夕の礼拝 

  

 

☆ 今週の礼拝奉仕者 ９月１５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２２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

「いなくなった、無くなった」を表す言葉の意味合

いは、ただ見えなくなるということではなく、「本来ある

べきところから離れて力を発揮することができず滅び

にむかう」ことなのだそうです。 

すると、今日のたとえでは、羊また銀貨の持ち主

は、本来あるべきところにあれば力を発揮することが

できるものを、十分の一、百分の一、さらにわずかで

も見落としにはしないと言っていることになります。 

わたしたちが主と共にある限り、主はわたしたち自

身の思いを越えて、わたしたちが力を発揮することが

できるようによく用い、滅びのわなからも救ってくださ

るのです。         （司祭フランシス下条裕章） 

 

聖歌隊アンセム  If ye love me 

作曲：T.Tallis  詞：ヨハネ福音書 14:15～17 

私を愛しているのならば、私の掟を守るがよい。 

そうすれば私が父にお願いし、父は別の弁護者を 

遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにし 

てくださる。  この方は、真理の霊である。 

 

 

＜お知らせ＞ 

◇ ご長寿を祝う敬老感謝の集い 

次主日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。ご参加ください。 

◇ 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、献品は10月6日までの日曜日のみ受けつけます。 

献品受付準備・整理作業を愛餐会後に行います。ご協力ください。詳細は上記別紙をご覧ください。 

◇ 本日の交通規制 「マラソン・グランドチャンピョンシップ」開催のため 

本日９月１５日、マラソン大会のため都内道路の交通規制が行われています。午前中（9:25-11:20）日比

谷通りの通行ができないようです。お車の方は特にご注意ください。詳しくは掲示をご参照ください。 

◇ 「主教と話そう～「宣教」って～」（東京教区信仰と生活委員会主催） 

髙橋宏幸主教を囲んでの集まりです。9月28日（土）午後2時～4時、池袋聖公会伝道所（副都心線「要

町」下車）で開かれます。どなたもご参加いただけます。 

◇ 連続神学講座・キリスト教と文学「グリーンとモーリアック」（聖アンデレ主教座聖堂主催） 

挽地茂雄牧師（日本基督教団千歳丘教会牧師）を講師に迎え、10月5日開講します。1講座500円。 

申込締め切りは9月25日です。詳しくは別紙案内をご覧ください。 

◇ 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（マルコによる福音書）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います。 

◇ 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！ 

今月9月29日は、聖アンデレ・デー。当教会メンバー中心に給食活動全般を担当します。当日朝７時

聖アンデレ・ホールに集合し、準備します。みなさまぜひご参加・ご協力ください。 

 

◇ 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。 
 


