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礼拝案内  

†午前 7 時 30 分  聖餐式 

  聖歌   131  129  123 

 

†午前 9 時 15 分 

 こどもとともにささげる礼拝 

聖歌   255  483・560  128 

 

†午前 10 時 30 分  聖餐式 

入堂聖歌 131 

清めの祈り  1頁（162頁） 

キリエ    2頁（163頁） 

特 祷  
四十日四十夜、わたしたちのためにみ子を断食さ

せられた主よ、どうか己に勝つ力を与え、肉の思い

を主のみ霊に従わせ、常にわたしたちがその導き

にこたえ、ますます清くなり、主の栄光を現すこと

ができますように、父と聖霊とともに一体であって

世々に生き支配しておられるみ子イエス･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 創 2章 4b-9,15-17,25-3:7節 

  詩篇    第 51編 1-12 

  使徒書  ロマ 5章 12-19節 

福音書前聖歌   566 

  福音書  マタイ 4章 1-11節 

 説 教   司祭 市原信太郎 

 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 129 

奉献の祈り  15 頁（172 頁） 

感謝・聖別［Ⅰ］／［Ⅱ］  16 頁（173/176 頁） 

陪餐聖歌 365 

陪餐後の感謝       28 頁（182 頁） 

祝 福    28 頁（183 頁） 

派遣  

退堂聖歌 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

詩 編 第 51編 

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 

11  あなたのもとからわたしを退けず∥ あなたの

聖なる霊を取り去らないでください 

12  救いの喜びをわたしに返し∥ 喜び仕える霊
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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。 
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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 

 

11  あなたのもとからわたしを退けず∥ あな

たの聖なる霊を取り去らないでください 

12  救いの喜びをわたしに返し∥ 喜び仕える

霊でわたしを支えてください 

 
 

      本日の代祷  ＜敬称略＞ 

Ⅴ †逝去記念   

 

 

Ⅰ わたしたちの教会‐全公会のため 

聖アンデレ教会（フランシス下条裕章司祭） 

 信徒・教役者の大斎節中の歩み 

 教会の宣教と奉仕の働き 

 東京教区（フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸主教） 

聖オルバン教会（カスリーン・カリネイン司祭）、 

 聖アンデレ主教座聖堂、 東京教区事務所 

 小笠原聖ジョージ教会 

 教区主教とすべての信徒・教役者 

 教区会と常置委員会、総会代議員の働き 

日本聖公会（首座主教ナタナエル植松誠主教） 

聖公会生野センターのため 

神戸教区（オーガスチン小林尚明主教）の信

徒・教役者、すべての教会・施設の働き 

 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） 

 フレデリック・カウンティ カトクティン教会 

 マンチェスター 聖ジョージ教会 

 すべての教区関連学校・教育施設のため 

エルサレムおよび中東聖公会 

 （スヘイル・ダワニ大主教） 

 シェファアルム 聖アンデレ教会 

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） 

 チリ聖公会（エクトル・ザヴァラ・ムニョス首座主教） 

日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）の働き 

 世界祈祷日（3月 6日）を覚えて 

ＮＣＣ女性委員会 

 

 

 

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 

それらの指導的立場にある人びと 

 

 

 

Ⅲ 隣り人のため 

日々を共に暮らし、また離れて暮らすそれぞれ

の家族、友人、同僚、心にかけている人びと 

 

 

 

 

愛と正義と平和の実現のために働く人びと 

洗礼、堅信、初陪餐、また結婚の準備をしている

人びと 

入信の志願者が与えられるため 

聖アンデレ教会に連なる人びと 

この地域で生活し、働いている人びと 

 

 

 

Ⅳ 困難な状況にある方々のため 

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 

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、感染症による被害者 

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 

浅草聖ヨハネ教会日曜給食活動、また困難な

人びとを支える働きのため 

 

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（活動おやすみ） 

 7時半 聖餐式  （司式・説教：下条裕章司祭） 

 9時 15分 こどもとともにささげる礼拝 

  （司式・お話 市原信太郎司祭） 

 10時半 聖餐式   （司式・説教 市原司祭） 

 ※愛餐会（昼食）はありません。 

 13時  聖歌隊練習（有志のみ） 

 17時 夕の礼拝（有志司式） 

2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 

3日(火)  

 7時半 AA ミーティング│ｼｮｳ H 

 7時半  聖餐式 

 ※英会話クラスおやすみ 

 下条：教会Ｇ幹事教会牧師の会 

4日(水) 

  7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳ H 

  10時半 逝去者記念聖餐式 

  ※読書会、聖書を学ぶ会はおやすみ 

  18時半 外堀 AA│ｼｮｳH 

5日(木) 

 7時半 AA ミーティング｜ｼｮｳH 

 7時半   聖餐式 

 13時 一の会（有志のみ） 

 ※聖書を学ぶ会はおやすみ 

6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：逝去者記念聖餐式│聖アグネス教会 

7日（土） 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 

 

来主日の予定 ３月 ８日 大斎節第２主日 

     （聖餐式聖書日課Ａ年） 

早朝 浅草日曜給食活動 

 7時半 聖餐式 (司式・説教 下条裕章司祭) 

  聖歌    48  507  128 

  旧約聖書 創 12章 1-8節 

  詩篇    第 33編 12-22 

  使徒書  ロマ 4章 1-5,13-17節 

  福音書  ヨハネ 3章 1-17節 

 9時 15分 こどもとともにささげる礼拝 

聖歌   255  483・560  128 

（司式・お話 下条司祭） 

 10時半 聖餐式・アンセム奉唱 

      （司式・説教 下条司祭） 

  聖歌   48  124  507  490  128 

 ※愛餐会、聖歌隊練習はおやすみ 

 17時 夕の礼拝 

  

 

☆ 今週の礼拝奉仕者 ３月 １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 ３月 ８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

いよいよ大斎節に入りました。大斎とは、節制と

克己に心がけ、自身の生活を悔い改めて神に心

を向ける時ですが、これが自己目的化し、単なる

難行苦行になってしまったら意味がありません。今

日のイエスと悪魔との対話は、それを示していると

思います。 

 悪魔はイエスに 3つの問いをかけます。一つ

目と二つ目の問いは、「神の子なら」という問い、そ

して 3つめは「私を拝め」という問いです。新共同

訳は「誘惑する者」と書かれているところが、新しい

聖書協会共同訳では「試みる者」と訳されていま

す。まさに、この 3つは私たちにとっても大きな試

みとなるところです。 

 興味深いのは、悪魔もイエスも聖書を引用し

ながら対話をしているところです。つまり、聖書の

言葉は悪魔にも利用可能なのです。どこが異なる

のか。「何が一番大切なのか」というところです。

「神が一番上」という原則から外れたとたん、聖書

ですら悪魔の言葉と化することがあるのです。 

 大斎が節制の期節であるというのは、「一番大

切なもの」を見出すためなのです。 

     （司祭ダビデ市原信太郎） 

 

＜お知らせ＞ 

◇ 新型コロナウイルス感染症に伴う注意喚起 

教区主教より上の教書が発せられています。感染予防のため、こまめな手洗いやマスクの活用

などにご配慮ください。また全文を聖堂入口に掲示しますのでお読みください。 

聖アンデレ教会では、当面、聖餐式の中で、平和の挨拶での握手はしないこと、陪餐はパンに

ぶどう酒をつけて手のひらにお渡しするようにいたします。 

また３月１５日の日曜日までの間、礼拝以外の会合等は自粛することを原則といたします。 

・中止とするもの：愛餐会（日曜日昼食／３回）、英会話クラス（３日、１０日）聖書の学びの 

会（４日、５日）、読書会（４日）、聖歌隊練習（２日～１５日）。 

・規模・時間を縮小して実施するもの：聖歌隊練習（１日・有志）、一の会（５日・有志）、 

大斎研修（８日、１５日礼拝後／後日同様の機会を今後再考）、教会委員会。 

◇ 「自宅で行う主日礼拝」のため 

聖アンデレ主教座聖堂のホームページに「自宅で行う主日礼拝」のためのコーナーが設けられ

ました。今般の新型コロナウィルスの感染防止のため、教会では様々な対策を行っていますが、

場合によっては教会に行かず、ご自宅で礼拝をされるほうが適切なこともあります。 

体調不良を覚える方、移動に不安を覚える方など、どうぞご無理なさらず、ご自宅にて礼拝を

おささげください。 

◇ 2020年度堅信受領者総会 

先主日、聖餐式に続いて行われ、報告、決算、計画、および予算がそれぞれ承認されています。 

◇訃報 召された魂のみもとでの平安を、ご家族の上に慰めをお祈りください。 

◇ 病者訪問・祈り 

病床での聖餐や病気のための訪問・お祈りを希望される方は、遠慮なく牧師までお知らせください。 

◇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。 

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


