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感謝・聖別[Ⅰ]／[Ⅱ]
入退堂で音楽（ヒムプレーヤー）を用います。歌
はありません。

※陪餐に不安のある方は、無理をなさらず、着席の
まま、心の中で陪餐をお受けください。

礼拝案内

陪餐聖歌 246
陪餐後の感謝
祝福
派遣
退堂聖歌 388
＜諸連絡＞
詩篇 第 23 編

✝午前 7 時 30 分 聖餐式
聖歌 44
378 388
✝午前 9 時 15 分
こどもとともにささげる礼拝（休止中）
聖歌 272 483・560 388
✝午前 10 時 30 分 聖餐式
入堂聖歌
44
清めの祈り
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キリエ
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特祷（特定 29）
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水辺に 伴 われる

永遠にいます全能の神よ、あなたのみ旨は、王の王、
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い
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神 はわたしの 魂 を生き返 らせ∥ み名のゆ
ただ

みち

みちび

えにわたしを正 しい道 に 導 かれる

ことにあります。どうかこの世の人びとが、み恵みにより、

し

４

み子の最も慈しみ深い支配のもとで、解放され、また、

かげ

たに

あゆ

わざわ

たとえ死の陰 の谷 を歩 んでも、わたしは 災 い
おそ

を恐 れない∥ あなたがわたしとともにおられ、

ともに集められますように、父と聖霊とともに一体であっ

むち
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みちび

あなたの鞭 と杖 はわたしを 導 く

て世々に生き支配しておられる主イエス・キリストによっ
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てお願いいたします。 アーメン
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あなたは敵 の見ている前 でわたしのために
しょくたく

ととの

あたま

あぶら

食 卓 を 整 え∥ わたしの 頭 に 油 を注ぎ、わ

み言葉
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たしの 杯 を満たされる
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神 の恵 みと 慈 しみは、生きている限 り、わた
ともな

えいえん

しゅ

いえ

す

しに 伴 い∥ わたしは永遠 に主 の家 に住む
動画配信開始のお知らせ
礼拝のインターネット動画配信が始まりました。
チャンセル付近の映像と礼拝音声が配信されます。
陪餐のとき、画面へ映ることを避けたい方は、あら
かじめ受付にお申し出ください。
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

Ⅳ

＜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）
教会の諸活動、教会に関わる諸団体の働き
信徒・教役者の宣教・奉仕の働き（スザンナ中村
真希聖職候補生、トマス日高馨輔執事）
東京教区（フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸主教）
聖アンデレ主教座聖堂、 教区事務所、
聖オルバン教会（カスリーン・カリネイン司祭）
、
聖愛教会、
山手教会グループ（協議会、牧師協議会）
日本聖公会（首座主教ルカ武藤謙一主教）
東北教区（ヨハネ吉田雅人主教）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）
サンダーランド 諸聖徒教会
エモートン 聖マリヤ教会
エルサレムおよび中東聖公会
（スヘイル・ダワーニ大主教）
ベイルート 精神障害者の為の聖ルカセンター
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）
バミューダ聖公会（カンタベリー大主教管区外管
轄）
日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）の働き
日本キリスト教婦人矯風会
日本クリスチャンアカデミー

Ⅱ

困難な状況にある方々のため

震災や風水害、世界各地の自然災害の被災者
感染症の収束のため、また療養中、困難や悲しみの
中にある人びと、医療と看護、支援に携わる人びと
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
困難な人びとを支える働きのため、浅草聖ヨハネ教
会日曜給食活動

病床にある方々を覚えて ＜50 音順＞

正義と平和の実現のため

日本国とアジアの諸国の人びと
世界各国・地域の指導的立場の人びと

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、また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すべての人びと
この地域で生活し、働いている人びと
今月の代祷・信施奉献先
・大韓聖公会釜山教区 済州（チェジュ）教会・
西帰浦（ソギポ）教会の働きのため
・アジア学院の働きのため
・聖救主教会キッドスクール（幼稚園）のため

※教会連絡網への登録をお願いします。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、
お名前と連絡先をお知らせください。
※所在・住所に変更があった時は、教会にお知らせください。

2021 年度教会委員・教区会信徒代議員選挙の公示が出ました。皆さま、投票よろしくお願いいたします。
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