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礼拝案内  

†午前 7 時 30 分  聖餐式 

  聖歌   260  389  316  

 

†午前 9 時 15 分   

 こどもとともにささげる礼拝 

  聖歌   260  483・560  205 

 

†午前 10 時半  聖餐式 

入堂聖歌  260 

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 23） 

わたしたちの避けどころ、力であり、また信仰の

源である神よ、どうか主の教会が信仰をもって献

げる祈りに耳を傾け、真心をもって願い求めるこ

とをかなえてください。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 ルツ 1章 8-19a節 

  詩篇    第 113編   

  使徒書  Ⅱテモテ 2章 8-15節 

福音書前聖歌   527 

  福音書   ルカ 17章 11‐19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    389 

奉献の祈り  15頁（172頁） 

感謝・聖別［Ⅰ］／［Ⅱ］  16頁（173/176頁） 

陪餐聖歌 531 

陪餐後の感謝       28頁（182頁） 

祝 福    28頁（183頁） 

派遣  

退堂聖歌 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩 編  第 113編      

1  ハレルヤ、主の僕よ、ほめたたえよ∥ 主のみ

名をほめたたえよ 

2  主のみ名に賛美∥ 今よりとこしえに 

3  日の昇る所から沈む所まで∥ 主のみ名はた

たえられる 

4  主はすべての民にあがめられ∥ その栄光は

天よりも高い 

5  わたしたちの主に及ぶ者はだれか∥ 神は高

く座し、天と地を見下ろされる 

6  神は貧しい人を塵から立ち上がらせ∥ 恵ま

れない人を高く上げ 

7  彼らを支配者とともに座らせ∥ 民の支配者と

ともに並ばせ            

8  神は、子のない女を家に住まわせ∥ 子供を

与えて幸せな母とされる、ハレルヤ 
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聖霊降臨後第 18 主日 

2019年 10月 13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） 

 西アフリカ聖公会（ダニエル・サルフォ首座主教） 

エルサレムおよび中東聖公会 

 （スヘイル・ダワニ大主教）  

  ガザ アハリ・アラブ病院 

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） 

デヴィッドソンビル 諸魂教会 

グレンバーニー 聖オルバン教会 

日本聖公会（首座主教ナタナエル植松誠主教） 

北関東教区（ゼルバベル広田勝一主教）の教

会・礼拝堂、教区主教と信徒・教役者の働き 

東京教区（フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸主教） 

 神田キリスト教会 

 小平墓地委員会 

 カパティラン 

 

 

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 

野宿生活者支援のため－浅草聖ヨハネ教会、

笹島キリスト教連絡会、ちかちゅう給食活動 

薬物依存リハビリ施設・東京ダルクの働き 

 小笠原における宣教拠点・小笠原聖ジョージ 

教会のため 

 教役者緊急援助資金のため 

 社会所業の日（27日／掲示参照） 

  

 

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） 

 バザー室内会場設営・献品仕分け・値段付け 

14時半 聖歌隊練習 

17時 夕の礼拝 

14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、立教女学院 

15日(火)  

 7時半 AA ミーティング│ｼｮｳ H 

 7時半   聖餐式 

 10時半  英会話 

16日(水)  7時半  AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 10時半 教役者逝去者記念礼拝│主教座

 13時半 読書会 

 18時半 外堀 AA│ｼｮｳH 

17日(木) 

 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 7時半   聖餐式 

18日(金・福音記者聖ルカ日)  

 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

 下条：聖書に学ぶ会│聖アグネス教会 

 19時 金曜ＡＡ│ｼｮｳＨ 

19日（土） 

7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

 9時 バザー準備、屋外会場設営 

 10時半 連続神学講座２│教区会館 

 18時  外堀 AA│ｼｮｳH 

 

来主日の予定１０月２０日 聖霊降臨後第１９主日 

      （特定 24） 

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    444   32  456  

  旧約聖書 創 32章 4‐9,23‐31節 

  詩篇    第 121編   

  使徒書  Ⅱテモテ 3章 14節‐4章 5節 

  福音書   ルカ 18章 1-8a節 

9時 00分 こどもとともにささげる礼拝 

 聖歌   260  483・560  205 

    （司式・お話 下条司祭） 

 10時 00分 聖餐式   （司式・説教 下条司祭） 

  聖歌   444    1   32  449  456 

 11時半 バザー開催（～14時半） 

 17時 夕の礼拝   

 

☆ 今週の礼拝奉仕者 １０月１３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 １０月２０日 

午前 7時 30分 

  

午前 9時 00分 

  

午前 10時 00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

「立ち上がる」という動作や言葉は、しばしば「復活」

のできごとを表すために用いられています。 

いやされた 10 人のうち、異邦人と呼ばれることに

なるサマリア人だけが「立ち上がって、行きなさい。あ

なたの信仰があなたを救った。」（ルカ 17：19）という

主イエスの言葉を耳にしたと記されています。 

復活の信仰のうちに、新たな力を受けて人生を歩

み始めること、病がいやされたという事実以上に大切

な関わりを見つめなおすこと。それは神との関わりの

なかに、神に感謝し賛美することを発見した生き方と

言ってもよいと思います。 

 （司祭フランシス下条裕章） 

 

本日のアンセム   

 Locus iste  神が造られた場所   A.Bruckner 

この場所は神によって造られた 

それは計り知れない秘跡である 

非の打ちどころのない 

 

 

＜お知らせ＞ 

◇ バザーのお知らせ（主催：聖アンデレバザー実行委員会） 

次主日20日（日）11時30分～14時30分にバザーが行われます。それに伴い、当日は礼拝開始の時刻

が変更され、 7時30分 聖餐式、 9時00分 こどもとともにささげる礼拝、 10時00分 聖餐式 となり

ます。ご注意ください。 

バザーの準備作業が予定されています。どなたもご協力ください。 

本日13日愛餐会後 屋内会場設営  19日（土）午前9時より 屋外会場設営等 

また当日ご協力いただける方も積極的にアンデレホールのボランティア表にご記名ください。 

◇ 第135（定期）教区会 

第135（定期）教区会の公示がなされました。11月23に招集されます。ご加祷ください。 

◇ 聖公会手帳、聖公会カレンダー、日課表の予約受付中 

2020年版の聖公会手帳（小1,200円、大2,200円）、聖公会カレンダー（1,000円）、日課表（300円）をご

希望の方は、代金を添えて、１０月中に、事務室までお申し込みください。 

◇ 「被造物を祝う－身近な動物たちとともに－」（聖アンデレ主教座聖堂主催） 

昨日10月12日（土）に予定されていましたが、台風19号の影響で中止となりました。 

◇ 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。 
 


