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大斎節中に行われる 

礼拝・プログラム 

  

2018年 
  

日本聖公会 東京教区 



3/11 (日） 14:00 東日本大震災記念礼拝

3/29 (木) 未定

3/30 (金） 12:00～15:00 教区受苦日礼拝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

城南Ｇ

3/4 （日） 愛餐会後 教区再編成に関する報告会　

2/25 （日） 13:00 グレース会　主日の福音の学び

3/18 （日） 13:30 「生きること、死ぬこと」 司祭　上田亜樹子

3/25 （日） 13:00 「教会問答」 司祭　太田 信三

2/14 （水） 10:30、19:00 大斎始日礼拝 聖アンデレ教会

3/29 （木） 19:00 聖木曜日聖餐式 聖アンデレ教会

3/30 （金） 19:00 十字架の道行き

3/31 （土） 18:00 ｲｰｽﾀｰ・ヴィジル 聖アンデレ教会

19:00 Holy Solitude book discussion group 　　 本代1,000円 司祭のオフィスにて

19:00 十字架の道行き

十字架の道行き

2/18 （日） 聖餐式Ⅱ後 大斎研修①

「東京教区再編成についての答申」への応答について

3/4 （日） 聖餐式Ⅱ後 大斎研修② 「み言葉の礼拝」解説と礼拝 司祭　神崎 和子

3/11 （日） 聖餐式Ⅱ後 大斎研修③ 「み言葉の礼拝」解説と礼拝 司祭　神崎 和子

3/18 （日） 聖餐式Ⅱ後 大斎研修④ 「み言葉の礼拝について」

3/23 棕櫚の十字架つくり

3/31 （土） イースターエッグ作り

2/18 （日） 10:30 み言葉の礼拝の勧話に代えて

2/25 （日） 礼拝後 大斎講話　「BSA叢書　聖公会（2）に関して」 司祭　今井 烝治　 　

3/4 （日） 礼拝後 大斎講話　「偶然なんてことはないよ」

3/3 （土） 11:00～ ハンセン病への学びと祈りのつどい　  多磨全生園

交通費等実費

3/11 （日） 13:30～ 「み言葉の礼拝」を学ぶ会 司祭　髙橋 宏幸

14:30～ 「3・11祈りのつどい」

3/18 （日） 午後 しゅろの十字架作り

3/23 （金） 18:00～ 「十字架の道行の祈りと黙想」

2/23 （金） 13:00 十字架の道行き 司祭　下条 裕章

2/25 （日） 第1回大斎講話「詩編を祈る」 司祭　市原 信太郎

3/11 （日） 第2回大斎講話「詩編を祈る」 司祭　岩前 宏

3/16 （金） 13:00 十字架の道行き 司祭　下条 裕章

3/18 （日） 第3回大斎講話「詩編を祈る」 司祭　下条 裕章
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聖アンデレ主教座聖堂 【教区行事】

司祭　ケビン・シーバー

講師：布川  悦子

三光教会

毎週火曜日

大森聖アグネス教会

聖アンデレ教会

報告者：教区総主事　松村 豊

お話：藤田 新一郎（教区再編成準備室委員・

お話：松田 正人（真光教会 信徒奉事者）

東京聖マリア教会

（金）十字架の道行き後

                                          三光教会信徒）

多磨全生園と資料館を訪ね、元患者の方々の痛みに寄りうための学びを深めます。

ナザレ修女会　順霊母

渋谷聖公会聖ミカエル教会・聖アンデレ教会共同礼拝

聖オルバン教会

真光教会

毎週金曜日

2/16～3/23毎週金曜日12時

渋谷聖公会聖ミカエル教会

渋谷聖公会聖ミカエル教会

聖木曜日の礼拝　司祭按手の約束の更新・聖香油聖別

司式：司祭  太田 信三　　説教：司祭　中川 英樹　



2/18 （日） 13:30～15:00 映画上映会Part1「孤独のススメ」　　 

2/25 （日） 10:30～12:30 イラストレイテッド・マス（解説付聖餐式）Part1 司祭　下条 裕章

3/4 （日） 11:30～13:30 大斎講話「サラーム・パレスチナ『新しい聖地旅行』」　

3/11 （日） 10:30～12:30 イラストレイテッド・マス（解説付聖餐式）Part2 司祭　下条 裕章

3/18 （日） 12:30～13:30 しゅろの十字架作り

3/18 （日） 13:30～15:10

3/31 （土） 13:00～ イースターエッグ作り

外濠G

2/18 （日） 礼拝後 大斎講話

3/18 （日） 礼拝後 大斎講話

12:00 十字架の道行

3/25 （日） 礼拝後 大斎講話 司祭　池　星熙

3/4 （日） 礼拝後

3/4 （日） 礼拝終了後 大斎節の主日のメッセージ 司祭　髙橋 顕

下町Ｇ

2/18 （日） 13:00－14:30 大斎講話①

3/18 （日） 13:00－14:30 大斎講話②　

2/18 （日） 大斎講話　「み言葉の礼拝は楽しい」 水谷治子

2/25 （日） 大斎講話　「み言葉の礼拝を自分たちのものにするには？」 司祭　神﨑 雄二

3/11 （日） 大斎講話　「三教会合同の試みについて思う」 大久保 芙美子

3/18 （日） 大斎講話　「み言葉の礼拝における信徒の話」 渡辺 康弘

2/25 （日） 14:00～ 堅信前に初陪餐を受ける事に関しての勉強会 司祭 上田 憲明

3/18 （日） 13:00～ 十字架の道行、読書会 司祭 山口 千壽

2/18 （日） 10:00～ パンケーキつくり 永瀬 良子 キッドスクール教室

2/25 （日） 10:00～ イースターエッグ作り 永瀬 良子 キッドスクール教室

礼拝後 KAPATIRANについて 永瀬 良子

3/4 （日） 礼拝後 祈祷書に学ぶ 司祭　中村 淳

3/18 （日） 10:00 しゅろの十字架つくり 永瀬 良子 キッドスクール教室

3/25 （日） 礼拝後 GFSについて学ぶ

3/4 （日） 大斎節講話 司祭　池 星熙

3/11 （日） 「祈祷書を用いる」日常の中で 司祭  中村 淳

3/25 （日） 「黙想のひととき」を過ごす 司祭  佐々木 庸
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司祭　上田 亜樹子

司祭　関 正勝

東京諸聖徒教会

神田キリスト教会

2/25、3/18(日)

目白聖公会

浅草聖ヨハネ

講師：梶原順子、岩浅明子

教会のあるオランダの田舎町。全てを失くした男が何も持たない男から学んだ幸せとは？

東京聖テモテ教会

聖救主教会

神愛教会

千住基督教会

月島聖公会

大斎研修「み言葉の礼拝を学ぶ」

映画上映会Part2「さとにきたらええやん」　　　釜ヶ崎「こどもの里」ドキュメンタリー

聖パウロ教会

牛込聖公会聖バルナバ教会



3/11 （日） 15:00～16:30 一人芝居　“神々の謡（知里幸恵の生涯）”

　　　　　　　アイヌについての学びとして　　出演：舞香 席上献金

聖路加国際大学 聖ルカ礼拝堂

2/25 （日） 12:30 迫害に耐える兄弟姉妹：インドにおける教会 司祭  ケビン・シーバー

3/11 （日） 12:30 巡礼の旅に出る：スペインで体得したこと 司祭  上田 憲明

山手Ｇ

3/11 （日） 礼拝後 「海外にルーツを持つ子どもたちへの関わり」カパティラン

3/18 （日） 礼拝後 「ポール・ラッシュと過ごした日々」 講師：信徒　廣嶋 都留  

3/20 （火）

3/21 （水） 12:30 ランチタイムコンサート　

3/4 （日） 礼拝後 大斎ミニ講話 カパティラン活動報告

3/4 （日） 礼拝後 大斎節ミニ講座（１） 司祭 中村 邦介

3/11 （日） 礼拝後 大斎節ミニ講座（２） 司祭 中村 邦介 

3/18 （日） 礼拝後 大斎節ミニ講座（３） 司祭 中村 邦介

2/18 （日） 13:30～

2/24 （土） 15:00～ 十字架の道行き

3/4 （日） 13:30～ 研修会　テーマ「キリストの弟子として歩む」　 講話：司祭 山口 千壽

3/18 （日） 13:30～ 十字架の道行きの黙想　 黙想指導：植松 功

3/10 （土） 黙想会

環状Ｇ

3/11 （日） 礼拝後 「日本聖公会の神学校」 司祭　前田 良彦

3/18 （日） 礼拝後 「パレスチナの旅」　　　                　　　                 

2/25 （日） 13:00

3/11 （日） 13:00

3/18 （日） 13:00

 講師：司祭 西原廉太

3/24 （土） 13:30 しゅろの十字架作り

3/25 （日） 13:30

3/31 （土） 14:00 イースターエッグ作り

3/4 （日） 13:00

3/11 （日） 13:00

練馬聖ガブリエル教会

3/25 （日） 13:00
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10：30　聖書を読む会後　　棕櫚の十字架作り

演奏：芹澤 健一、芹澤 良美

葛飾茨十字教会

3教会合同研修：講演会＠練馬聖ガブリエル教会　｢宣教の原点に立ち返って」  

2教会（練馬聖ガブリエル教会、池袋聖公会）合同研修（十字架の道行き）＠練馬聖ガブリエル教会

東京聖マルチン教会

マルチンフォーラム「新しい教会の礼拝」

練馬聖ガブリエル教会

2教会（練馬聖ガブリエル教会、池袋聖公会）合同研修（懇談会）＠練馬聖ガブリエル教会「互いに知り合おう」

2教会（東京聖マルチン教会、練馬聖ガブリエル教会）合同研修（懇談会）＠練馬聖ガブリエル教会「互いに知り合おう」

2教会（東京聖マルチン教会、練馬聖ガブリエル教会）合同研修（懇談会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠練馬聖ガブリエル教会「互いに知り合おう」

聖書の学び　コリントの信徒への手紙Ⅰ　11章23節～34節

講師：阿佐ヶ谷聖ペテロ教会信徒 吉野かおり

研修会　テーマ「キリストの弟子として歩む」　　講話後信徒懇談会　　　 講話：司祭 塚田 重太郎　　

聖マーガレット教会

東京聖十字教会

阿佐ヶ谷聖ペテロ教会

聖愛教会

東京聖三一教会

ナザレ修女会

講師：信徒  牧野 兼三、永瀬 良子



2/25 （日） 13:00

練馬聖ガブリエル教会

3/25 （日） 14:00

練馬聖ガブリエル教会

2/14 （水） 10:30

池袋聖公会

2/18 （日） 13:00

池袋聖公会

3教会合同聖餐式

11:30～ 合同聖書を学ぶ会｢コリントの信徒への手紙Ⅰ｣

3/18 （日） 13:00

 講師：司祭 西原廉太 練馬聖ガブリエル教会

十字架の道行

3/11 （日） 12:00 「テゼの祈り」

3/18 （日） 13:00 キャンドル会（聖書の学び）

3/31 （土） 14:00～16:00 イースターエッグ作り

2/18 （日） 礼拝後 大斎研修プログラム①「礼拝と音楽の豊かさ」 司祭　宮﨑 光

2/25 （日） 礼拝後 大斎研修プログラム②「礼拝と生活の広がり」 司祭　中川 英樹

3/4 （日） 礼拝後 大斎研修プログラム③「世界の聖公会とのつながり」 主教　五十嵐 正司

3/11 （日） 14:30 東日本大震災を忘れないために―7周年記念の祈り

3/18 （日） 10:00 解説付き聖餐式 解説：司祭　宮﨑 光

3/30 （金） 12:00 聖金曜日・十字架の道行による黙想と祈り 説教：金 大原

多摩Ｇ

十字架の道行

2/25 （日） 礼拝後 大斎研修 「日本と韓国の宣教と教会について｣

3/4 （日） 礼拝後 大斎研修 懇談会「バザーについて」

3/11 （日） 礼拝後 大斎研修 懇談会「110周年について」

3/18 （日） 礼拝後

3/25 （日） 礼拝後 大斎研修 懇談会「教会の奉仕について」

13:30 十字架の道行きの礼拝

十字架の道行

2/18 （日） 礼拝後 大斎節の学び①　「ケルトのキリスト教と聖公会」 司祭　佐々木 庸

2/25 （日） 大斎節の学び② 休み

3/4 （日） 礼拝後 大斎節の学び③　「アッシジ巡礼」 講師：浅見 国貴

3/11 （日） 礼拝後

3/18 （日） 礼拝後

3/30 （金） 18：00
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映画｢パッション」　による黙想　　　　

大斎節の学び⑤「7年目の釜石の現状と新しい地域支援について」　　講師：釜石支援センター 望 代表 海老原裕治　

　　　　＠練馬聖ガブリエル教会

2/16～3/23毎週金曜15:00

八王子復活教会

聖パトリック教会

聖マルコ教会

毎週金曜日

大斎研修　大切なものを失う悲しみとグリーフワークについて」　

講師：ヤン・ジェチョル牧師

池袋聖公会

                                                   司式：司祭 橋本克也　説教：司祭 卓志雄　　

お話：坂川 健(上智大グリーフケア研究所）

　練馬聖ガブリエル教会

　　　　　　　　　　　　　　　　　＠練馬聖ガブリエル教会「互いに知り合おう」

立教諸聖徒礼拝堂

司式：学院チャプレン団　　説教：司祭　中川 英樹

大斎節の学び④　「まりや食堂の歩み」　　　　講師：菊地 譲 牧師　日本キリスト教団山谷兄弟の家伝道所

清瀬聖母教会

3教会合同「大斎始日の礼拝（灰の聖別）」　　

3教会合同研修：講演会＠練馬聖ガブリエル教会　｢宣教の原点に立ち返って」  

練馬聖ガブリエル教会、東京聖マルチン教会、池袋聖公会合同

3教会合同研修：懇談会＠池袋聖公会「新しい教会設立についてざっくばらんに本音で語る」

2/16～3/23毎週金曜16:00

2教会（池袋聖公会、練馬聖ガブリエル.教会）合同研修（懇談会）

2教会（練馬聖ガブリエル教会、池袋聖公会）合同研修（十字架の道行き）

（3/21を除く）

2/21～4/4毎週水曜10:30～　　　　

　　　　　

2/16～ 毎週金曜日15:00



2/18 （日） 礼拝後 マラウィの教会の人々 松井 範惊

2/25 （日） 礼拝後 日本聖公会の神学校 司祭　前田 良彦

3/4 （日） 礼拝後 （仮）黙想と祈り

3/11 （日） 礼拝後 聖苑の編集に携わって 野村 紘子

諸島Ｇ

3/31 （土） 子どもイースターエッグ作り 小笠原愛作司祭宅

教会Ｇ

2/14 （水） 19:00 神田キリスト教会

3/10 （日） 18:00 下町大空襲を覚えて祈る 千住基督教会

3/29 （木） 19:00 下町洗足式礼拝 司式：司祭　中村 淳 神田キリスト教会

3/3 （土） 10:00 山手教会グループ　大斎静想会 司祭　関 正勝 東京聖十字教会

（お昼代1,000円　要申し込み）

3/29 （木） 18:00 聖木曜日の礼拝（聖餐制定の礼拝、洗足、黙想）環状グループ、

立教学院諸聖徒礼拝堂

2/14 （水） 10:30 大斎始日聖餐式・灰の祝別式

礼拝後 大斎講話～礼拝生活と私たち～ 講師：司祭  髙橋 顕 東京聖テモテ教会

3/31 （土） 18:00 復活日前夕礼拝 東京聖テモテ教会

3/10 （土） 14:00 聖アンデレ教会ホール
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小金井聖公会

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

＊敬称略　　　　　（2018.2.16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2/9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

外濠教会グループ

植松 功

城南教会グループ

城南グループ大斎プログラム映画上映会「新地町の漁師たち」　会場カンパあり

環状教会グループ・外濠教会グループ合同

 外濠グループ合同礼拝　 　　　司式：司祭  宮﨑 光  説教：司祭  卓 志雄

「大斎始日礼拝」下町教会合　　　　司式：司祭　神﨑 雄二　説教：司祭　井口 諭



日本聖公会東京教区　教会・礼拝堂





聖路加国際大学 聖ルカ礼拝堂

東京聖マルチン教会

池袋聖公会

清瀬聖母教会

八王子復活教会

聖マルコ教会

浅草聖ヨハネ教会

聖アンデレ教会

三光教会

真光教会

目白聖公会

月島聖公会




