
Ｇ 教会 降誕日前夕礼拝 司式者 第1聖餐式 司式者

聖アンデレ教会 19:00~20:45 笹森司祭 23:00~24:00 笹森司祭

聖オルバン教会 (英語の礼拝)  18:30~19：00 ブルソン司祭
17時~／19時~

22時~
ブルソン司祭

三光教会 19:00~21:15 神﨑和子司祭 22:00~22:45 神﨑和子司祭

真光教会 19:00~20:30 髙橋宏幸司祭 22:30~23:30 髙橋宏幸司祭

東京聖マリア教会 18:00~20:30

大森聖アグネス教会 19:00~20:30 市原司祭 21:00~22:00 市原司祭

聖パウロ教会 19:00~20:15 下条司祭 23:30~24:30 下条司祭

渋谷聖公会聖ミカエル教会 17:00~18:30 長谷川司祭 20:00~21:30 長谷川司祭

目白聖公会 19:00~20:30 髙橋顕司祭 23:00~23:30 髙橋顕司祭

牛込聖公会聖バルナバ教会 19:00~20:30 矢萩司祭 21:30~22:00 髙橋顕司祭

東京諸聖徒教会 17:00~18:30 田光司祭 21:00~21:30 太田司祭

東京聖テモテ教会 18:00~19:45 太田司祭 22:30~23:30 太田司祭

神田キリスト教会 19:00~20:30 井口司祭

月島聖公会 18:00~19:00 池司祭

浅草聖ヨハネ教会 18:30~20:00 中村邦介司祭

聖救主教会 17:00~18:30 中村淳司祭

神愛教会 19:00~20:30 佐々木道人司祭

千住基督教会 19:00~20:00 上田司祭

葛飾茨十字教会 19:00~20:30 下条聖職候補生

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 22:30~ ケビン司祭、上田司祭

東京聖三一教会 17:30~19:00 山口司祭 22:00~23:00 山口司祭

東京聖十字教会 17:30~ 神﨑雄二司祭

聖愛教会 18:00~ 鈴木司祭

聖マーガレット教会 17:00~ 塚田司祭 20:00~ 塚田司祭

阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 19:00~20:15 クロフツ司祭 22:30~23:30 クロフツ司祭

練馬聖ガブリエル教会

東京聖マルチン教会

池袋聖公会 18:00~19:00 橋本司祭

立教学院諸聖徒礼拝堂 16:00~17:30 金司祭 22:30~23:30 中川司祭 

清瀬聖母教会 16:30~17:30 井口司祭 23:00~24:00 井口司祭

八王子復活教会 18:00~20:00 須賀司祭 23:30~24:30 須賀司祭

聖パトリック教会 19:00~20:00 菅原司祭 22:00~23:00 菅原司祭

聖マルコ教会 18:00~19:30 佐々木庸司祭 21:00~ 佐々木庸司祭

小金井聖公会 19:00~20:00 信徒

諸島G 小笠原聖ジョージ教会 19:00~20:30 小笠原愛作司祭

聖ルカ礼拝堂へどうぞ

聖ルカ礼拝堂へどうぞ

卓司祭
於：練馬聖ガブリエ

ル教会 22:00~22:40
卓司祭

於：練馬聖ガブリ
エル教会

12月24日（月）

城
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16:00~　ケビン、上田、関司祭

山
手
Ｇ

環
状
Ｇ

18:00~19:00
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教会 第2聖餐式 司式者 第3聖餐式 司式者

聖アンデレ教会 7:30~8:20 笹森司祭 10:30~11:30 笹森司祭

聖オルバン教会 (英語の礼拝)  10:30~11:30 ブルソン司祭

三光教会 7：30~8：15 神﨑和子司祭 10:30~11:45 神﨑和子司祭

真光教会 10:30~12:00 髙橋宏幸司祭

東京聖マリア教会 10:30~12:00
大森司祭、
佐久間執事

大森聖アグネス教会 8:00~9:00 市原司祭 11:00~12:30 市原司祭

聖パウロ教会 7:30~8:10 下条司祭 11:00~12:15 下条司祭

渋谷聖公会聖ミカエル教会 10:30~12:00 長谷川司祭

目白聖公会 7:30~8:00 髙橋顕司祭 10:30~11:30 髙橋顕司祭

牛込聖公会聖バルナバ教会 10:30~11:30 矢萩司祭

東京諸聖徒教会 10:30~11:30 田光司祭

東京聖テモテ教会 8:00~8:45 太田司祭 10:30~12:00 太田司祭

神田キリスト教会 10:30~12:00 武藤六治主教

月島聖公会 10:30~11:30 池司祭

浅草聖ヨハネ教会 10:30~12:00 中村邦介司祭

聖救主教会 10:30~11:30 中村淳司祭

神愛教会 10:30~12:00 佐々木道人司祭

千住基督教会 10:30~14:00 上田司祭

葛飾茨十字教会 14:00~15:30 ケビン司祭

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 8:30~ ケビン司祭 10:30~ ケビン司祭

東京聖三一教会 10:30~12:00 山口司祭

東京聖十字教会 10:30~ 神﨑雄二司祭

聖愛教会 10:30~ 鈴木司祭

聖マーガレット教会 7:30~ 塚田司祭 11:00~ 塚田司祭

阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 8:00~8:45 クロフツ司祭 10:30~11:30 クロフツ司祭

練馬聖ガブリエル教会

東京聖マルチン教会

池袋聖公会

立教学院諸聖徒礼拝堂 7:00~7:30 宮﨑司祭 10:00~11:30 金司祭 

清瀬聖母教会 7:30~8:15 井口司祭 10:30~11:45 井口司祭

八王子復活教会 7:30~8:20 須賀司祭 10:30~11:45 須賀司祭

聖パトリック教会 9:00~9:30 菅原司祭 10:30~11:40 菅原司祭

聖マルコ教会 7:30~ 佐々木庸司祭 10:30~ 佐々木庸司祭

小金井聖公会 10:30~11:30 関正勝司祭

小笠原聖ジョージ教会 9:20~11:00 小笠原愛作司祭

12月25日（火）

8:00~8:40
卓司祭

於：練馬聖ガブリ
エル教会

10:30~11:50
卓司祭

於：練馬聖ガブリ
エル教会



教会 主イエス命名の日 司式者 住所 電話

聖アンデレ教会 7:30／10:30 笹森司祭 港区芝公園3-6-18 03-3431-2822

聖オルバン教会 (英語の礼拝)  7:30／18:30 ブルソン司祭 港区芝公園3-6-25 03-3431-8534

三光教会 10:30~11:45 神﨑和子司祭 品川区旗の台6-22-24 03-3781-2554

真光教会 10:30~12:00 髙橋宏幸司祭 町田市南つくし野1-4-3 042-795-6449

東京聖マリア教会
　　　　（み言葉の礼拝と陪餐）

10:30~11:30 佐久間執事 品川区西品川3-12-6 03-3492-2982

大森聖アグネス教会 11:00~12:00 市原司祭 大田区南馬込1-58-8 03-3771-3459

聖パウロ教会 11:00~12:15 下条司祭 目黒区五本木2-20-1 03-3710-6031

渋谷聖公会聖ミカエル教会 11:00~12:00 長谷川司祭 渋谷区広尾2-1-7 03-3409-2079

目白聖公会 新宿区下落合3-19-4 03-3951-5010

牛込聖公会聖バルナバ教会 新宿区矢来町65 03-3268-8067

東京諸聖徒教会 文京区千石2-18-4 03-3945-2074

東京聖テモテ教会 文京区弥生1-3-12 03-3811-5836

神田キリスト教会 千代田区外神田3-5-11 03-3251-4981

月島聖公会 10:30~11:30 池司祭 中央区月島4-5-8 03-6225-0475

浅草聖ヨハネ教会 11:00~12:30 中村淳司祭 台東区蔵前2-７-6 03-3851-9521

聖救主教会 江東区冬木16-5 03-3641-3895

神愛教会 14:00~15:00 池司祭 荒川区東日暮里5-18-8 03-3802-2455

千住基督教会 荒川区南千住5-21-16 03-3807-9937

葛飾茨十字教会 11:00~12:30 ケビン司祭 葛飾区西亀有2-35-3 03-3601-0181

聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂 10:30~ 上田司祭 中央区明石町10-1 03-5550-7043

東京聖三一教会 11:00~ 12:00 山口司祭 世田谷区代沢2-10-11 03-3421-3646

東京聖十字教会 10:30~ 宮﨑司祭 世田谷区若林4-18-8 03-3422-1037

聖愛教会 世田谷区砧8-20-1 03-3416-1819

聖マーガレット教会 11:00~ 塚田司祭 杉並区松庵1-12-29 03-3334-2812

阿佐ヶ谷聖ペテロ教会 11:00~11:45 クロフツ司祭 杉並区阿佐谷北2-16-11 03-3338-4145

練馬聖ガブリエル教会

（東京聖マルチン伝道所）

（池袋聖公会伝道所） 豊島区西池袋5-24-5 03-3986-4709

立教学院諸聖徒礼拝堂 11:00~12:00 シュタール司祭 豊島区西池袋3-34-1 03-3985-2698

清瀬聖母教会 11:00~12:00 井口司祭 清瀬氏梅園1-1-25 042-493-7472

八王子復活教会 11:00~12:00 須賀司祭 八王子市新町1-11 042-642-6105

聖パトリック教会 11:00~11:40 菅原司祭 立川市羽衣町3-15-24 042-523-1672

聖マルコ教会 11:00~11:30 佐々木庸司祭 府中市美好町3-8-2 042-361-7680

小金井聖公会（み言葉の礼拝） 11:00~11:40 中川司祭 小金井市緑町4-13-4 042-381-3256

小笠原聖ジョージ教会 9:30~11:00 小笠原愛作司祭 小笠原村父島字西町35 04998-2-2033

外濠4教会合同礼拝
10:30~11:30

太田司祭
於：東京聖テモテ教会

2019年1月1日（火）

練馬区小竹町1-32-6 03-3955-0682
11:00~12:20

橋本司祭
於：練馬聖ガブ

リエル教会

神愛教会へどうぞ

月島聖公会へどうぞ


