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日本聖公会 東京教区 



4/13 (木) 11:00 聖木曜日　聖油聖別の聖餐式

4/14 (金） 12:00-15:00 聖金曜日　受苦日礼拝

城南Ｇ

3/5 （日） こどもの初陪餐のための準備会

3/19 （日） こどもの初陪餐のための準備会

4/2 （日）

4/9 （日） エルサレム入城の記念の行列（聖オルバン教会と合同）

大斎プログラム2　東京が被災地になった時、教会は？第2弾

19:00 Staｔion of the cross

20:00 Passion and Resurrection　Narratives of　 St.　Matthen's Gospel　

十字架の道行き

3/5 （日） 12:00 「キリストと共に生きること―堅信前の陪餐を考える」 司祭　市原 信太郎

3/19 （日） 12:00 「聖職志願者としての歩みにむけて」 藤田 誠

4/2 （日） 12:00 「堅信前の陪餐」を巡るＱ＆Ａを学ぶ

3/12 （日） 12:00-12:45 迫害を受ける兄弟姉妹：エジプトにおける教会の現状

4/9 （日） 12:00-12:45 迫害を受ける兄弟姉妹：インドにおける教会の現状

3/11 （日） 14:30

3/12 （日） 13:00～ 大斎節学びの会「み言葉の礼拝と陪餐について」 司祭 髙橋 宏幸

3/17 （金） 18:00～ 「十字架の道行きの祈りと黙想」 うた：高柳章江聖職候補生

4/2 （日） 棕櫚の十字架つくり

4/9 （日） 13:00～ 大斎節学びの会「み言葉の礼拝と陪餐について」 司祭 髙橋 宏幸

17:00～ 「テゼの歌を用いての夕の礼拝」 福田 明博

3/12 （日） 11:45 大斎節の学び「わたしたちの信仰」 司祭　岩前 宏

3/17 （金） 12:00 十字架の道行

3/19 （日） 11:45 大斎節の学び「わたしたちの希望」 司祭　下条 裕章

3/26 （日） 11:45 大斎節の学び「わたしたちの愛」 司祭  市原 信太郎

4/2 （日） 11:45 十字架の道行

3/5 （日） 13:30

3/19 （日） 13:00 無料

3/26 （日） 礼拝後 大斎講話「小さな宣教の物語」 司祭　下条 裕章

4/2 （日） 13:00

4/15 （土） 13:00 イースターエッグ作り

3/5 （日） 13:15 グレース会　

3/26 （日） 映画会 無料

4/2 （日） 13:15 棕櫚の十字架作り グレース会　布川  悦子

4/14 （金） 19:30 十字架の道行き

「3.11の祈りのつどい」　震災から6年、今なお復興途上の被災地を思い祈ります

聖アンデレ主教座聖堂

こどもの初陪餐のための準備会　大斎節プログラム1 サーバー研修会

聖オルバン教会

真光教会

聖パウロ教会

しゅろの十字架作り

毎週金曜日

3/3～ 4/7毎週金曜日12:00

聖アンデレ教会

聖アンデレ主教座聖堂 【教区行事】

聖アンデレ主教座聖堂

司祭　ケビン・シーバー

「テゼの歌とともに　黙想と祈りの集い」　　指導：植松功（「黙想と祈りの集い準備会」世話人代表、聖マーガレット教会信徒）

映画鑑賞会「60万回のトライ」　大阪朝鮮高級学校ラグビー部　長編ドキュメンタリー

布川  悦子

司祭　神﨑 和子

三光教会

毎週金曜日

大森聖アグネス教会

渋谷聖公会聖ミカエル教会

アサード・アルマヌオスさん（コプト教信徒）

東京聖マリア教会



礼拝後 十字架の道行

3/26 （日） 礼拝後 大斎講話 司祭 金 大原

4/8 （土） 13:00 シュロの十字架作り

4/15 （土） 10:00

3/19 （日） 黙想会

下町Ｇ

3/19 （日） 13:00－14:00 大斎講話①

3/26 （日） 13:00－14:00 大斎講話②　「み言葉の礼拝について」

4/2 （日）

3/5 （日） 礼拝後 大斎講話　「洗礼・陪餐・堅信の理解について」 司祭　神﨑 雄二

3/12 （日） 礼拝後 大斎講話　「福島の原発その後」 小川 昌之

3/19 （日） 礼拝後 大斎講話　「教会と人権問題」 植田 栄基

3/26 （日） 礼拝後 大斎講話　「高江の基地建設問題」 楡原 民佳

聖書リレー朗読（旧約続編）

3/5 （日） 礼拝後 大斎講話「若い人と共に歩む教会」 司祭　中川 英樹

3/12 （日） 礼拝後 大斎講話「結婚について」

3/26 （日） 礼拝後 大斎講話「洗礼・初陪餐・堅信」

聖路加国際大学 聖ルカ礼拝堂

大斎節日曜ムービー＠聖路加

3/12 （日） 14:30

3/19 （日） 14:30

4/9 （日） 14:30

山手Ｇ

3/5 （日） 礼拝後 大斎講話① 信仰と生活「江戸の隠れキリシタン」 司祭 髙橋 顕 

3/12 （日） 礼拝後 大斎講話② 信仰と生活「主の祈り」 司祭 倉澤 一太郎

3/19 （日） 礼拝後 大斎講話③ 「宗教改革」

病院本館トイスラーホール

「復活」　イースターまであと一週間。やって来る「復活」とは何か…

石居 基夫　ルーテル学院大学教授・神学校校長

神愛教会

千住基督教会

外濠G

月島聖公会

東京聖三一教会

イースターエッグ作り

聖職候補生　下条 知加子

聖救主教会

3/5～4/9各主日10:00～10:20

司祭　関  正勝

司祭　香山 洋人

しゅろの十字架づくり

東京諸聖徒教会

神田キリスト教会

3/12，4/9(日）

葛飾茨十字教会

「天国からの奇跡」　信仰の葛藤、信じるむずかしさ、くじけて諦めてしまう誘惑…

牛込聖公会聖バルナバ教会

東京聖テモテ教会

信仰の葛藤、祈り、奇跡、神さまの愛にみちた映画を一緒に観ませんか？どなたでもご参加いただけます。 

「祈りのちから」　祈りながらイースターを迎えるときの「祈り」とは？

目白聖公会

浅草聖ヨハネ

司祭　神﨑 雄二

1997年9月6日ウェールズ公妃ダイアナのための準国葬「王室国

民葬」が執り行われました。その際に録音された音源を用います。 



十字架の道行き

3/19 （日） 礼拝後 大斎講話　信仰と生活「江戸の隠れキリシタン」 司祭 髙橋 顕 

3/12 （日） 礼拝後 大斎講話 「江戸の隠れキリシタン」 司祭 髙橋 顕 

3/19 （日） 礼拝後 大斎講話 「主の祈り」 司祭 倉澤 一太郎

3/5 （日） 13:15 「私たちはどこに向かうのか一管円吉師の歩みから学ぶ」　　 司祭 山口 千寿 教会ホール

3/12 （日） 13:15 「震災を体験して～いわきの青年のお話」 教会ホール

3/19 （日） 13:15 「刑務所で出会う患者たち－刑務所の医師として働いて－」　　 小林 誠 教会ホール

3/26 （日） 13:15 十字架の道行き 教会ホール

4/2 （日） 13:15 教会ホール

4/9 （日） 13:15 「聖なる三日間についての学び」　　 司祭 塚田 重太郎 教会ホール

3/11 （土） 10:00 黙想会 司祭　佐々木 庸 聖家族礼拝堂

4/8 （土） 13:00 棕櫚の十字架作り ナザレ修女院

環状Ｇ

3/1 （水） 10:30

3/5 （日） 13:00～15:00

3/12 （日） 13:00～15:00

4/8 （土） 13:30 しゅろの十字架作り

4/9 （日） 13:30 十字架の道行（東京聖マルチン教会と合同）

4/15 （土） 14:00 イースターエッグ作り

3/5 （日） 13:00 ESAアジア教育支援の会「ダージリン・カンファレンス報告」 太田 直人

3/12 （日） 13:00 GFS東日本大震災被災地支援報告「わたしたちがした事、できなかった事」 水谷 治子（GFS東京支部長）

4/2 （日） 13:00 「英国聖公会の現状についてのご報告」 中島 郁代（千住基督教会信徒）

3/5 (日） 堅信前の陪餐について（経緯など） 同礼拝堂チャプレン

3/12 (日） 洗礼・初陪餐・堅信について　信徒の声

　 　 16：00開演 ハンドベル・クワイア卒業コンサート「piece」　15：30開場

3/19 (日） 14：30開演

4/2 (日）

十字架の道行

3/26 （日） 13:00 「被災地の今」 福澤 眞紀子

4/2 （日） 13:00 「テゼの祈り」

14:00 棕櫚の十字架つくり

3/5 （日） 礼拝後

3/19 （日） 礼拝後 池袋聖公会信徒による証

聖マーガレット教会

池袋聖公会

池袋聖公会信徒による証

3教会（池袋聖公会・東京聖マルチン教会・練馬聖ガブリエル教会）合同「大斎始日の礼拝（灰の聖別）」

洗礼について　まとめ

オーガニスト・ギルド卒業コンサート＠チャペル　14：00開場

「聖フランシスコが向かったところ－アッシジに巡礼の分かち合い・祈りと黙想－」

3/9～31毎週木曜日11:00

東京聖十字教会

阿佐ヶ谷聖ペテロ教会

聖愛教会

ナザレ修女会

清瀬聖母教会

3/3～4/7 毎週金曜日15:00

練馬聖ガブリエル教会

聖書の分かち合い「わたしたちの間に宿られたイエス様」

大斎研修　パネルディスカッション「孤独－あなたをいつも愛しておられる神様」

立教学院諸聖徒礼拝堂

東京聖マルチン教会



多摩Ｇ

十字架の道行き

十字架の道行きの礼拝

3/5 （日） 礼拝後 大斎講話「日本聖公会の成立」 松本 利勝  

3/12 （日） 礼拝後 大斎講話「聖公会の用語①」 司祭　菅原 裕治

3/19 （日） 礼拝後 大斎講話「聖公会の用語②」 司祭　菅原 裕治

3/26 （日） 礼拝後 大斎講話「教区会の報告」

十字架の道行き

3/19 （日） 礼拝後 聖公会の5指標、教会の5要素について 司祭　矢萩 新一（管区総主事）

4/8 （土） 10:30 棕櫚の十字架作り

4/15 （土） 13:00 イースターの卵作り

3/5 （日） 礼拝後 大斎講話「堅信前の陪餐」

3/12 （日） 礼拝後 大斎講話「貧困と差別について」

3/19 （日） 礼拝後 大斎講話「チーム・ミニストリーについて」

3/26 （日） 礼拝後 大斎講話「正義と平和」 司祭  矢萩 新一

4/2 （日） 礼拝後 大斎講話「日本聖公会の初期の教会-教会は何をしてきたか-」 司祭　前田 良彦

諸島Ｇ

教会Ｇ

3/10 (金） 19:00 下町大空襲記念礼拝 神愛教会

3/4 （土） 10:00-15:00 ナザレ修女会

4/13 （木） 聖木曜日の礼拝（洗足式）

4/13 （木）

3/31 （金） 19:00 真光教会

城南教会グループ

城南グループ大斎プログラム「十字架の道行」

聖木曜日聖餐制定記念聖餐式(洗足)　司式：外濠教会グループ聖職団　説教：司祭 髙橋 顕　　　　　　聖バルナバ教会

司祭　菅原 裕治

小金井聖公会

立教学院諸聖徒礼拝堂

小笠原聖ジョージ教会

下町教会グループ

山手教会グループ

山手教会ｸﾞﾙｰﾌﾟ「 大斎静想会」受付9:30　　昼食の申し込みは2/19までです。
昼食の申し込みがない方はご準備ください。

環状教会グループ

＊信徒名敬称略　　　　　（2017.3.3現在）

各教会・礼拝堂の宣伝媒体を用いて各自お知らせいただければ幸いです。

１教会が単独で行う大斎始日礼拝、及び聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の礼拝などは記載しておりません。

プログラムはどなたでも参加できます。

この一覧は東京教区ホームページに2/26から掲載予定です。内容の追加、変更などは随時更新いたします。

         　　　　　　　　　　　 発行　日本聖公会東京教区  信仰と生活委員会・広報委員会

松井 範惊　

大斎節中毎週金曜日　16:00

3/3～4/7 毎週金曜日15:00

八王子復活教会

聖パトリック教会

外濠教会グループ

司祭　中村 邦介

聖マルコ教会

3/3～4/7 毎週金曜日 13:30



日本聖公会東京教区　教会・礼拝堂




