
ランベス会議のための
祈りの手引き



ようこそ 
2022年第15回ランベス会議のた
め、共に祈りましょう

2022年7月26日～8月8日、イギ
リス・カンタベリーで行われる
第15回ランベス会議のために、
共に祈ってくださることを感謝
いたします。

この短い祈りの手引きは、会議
と参加される全員のために祈り
を捧げようとする教会と共同体
のために作成されました。会議
の概要と、世界中の聖公会修道
共同体の祈りを紹介していま
す。

ヨーロッパ、アフリカ、オセア
ニア、北米・中米・南米、アジ
アの修道共同体から寄せられた
祈りがあります。これらの共同
体も様々です。修道士や修道女
が修道院・修道会で暮らしてい
る共同体もあれば、修道誓願を
立てながらも、それぞれの家で
別々に生活している「散住」型
の共同体もあります。また、伝
統的な形の修道生活の知恵を活
かしながら、新しい形でそれを
生きようとする、新しい修道生
活の形を取っている共同体もあ
ります。

これらすべての共同体は、ひと
つの共通点を持っています。そ
れは日々の祈りです。私たちは
聖務時祷と呼ばれる教会の祈り
（主に朝夕の礼拝）を共同で捧
げます。私たちは黙想ととりな
しの祈り(代祷)のうちに座りま
す。祈りによって、私たちは神
の秘義に深く入り込み、世界と
の関わりをより深いものとしま
す。

この祈りの手引きによって、ラ
ンベス会議に集められた主教た
ちのためにこれを用いて祈りを
献げるすべての人びとが、祈り
における一致へと導かれること
を願います。

ブラザー・クリストファー 
聖公会聖フランシスコ会
　第一会兄弟会総長

What is the 
Lambeth 
Conference? 
Every bishop of the Anglican Communion is
invited to the Lambeth Conference – which 
is convened by The Most Reverend Justin 
Welby – The Archbishop of Canterbury. 
The Lambeth Conference has met since
1867, happens once-a-decade and is a 
significant event in the life of the Anglican 
Communion. The conference will explore
church and world affairs. Outcomes of 
the conference will shape the life of the 
Anglican Communion in the decade ahead. 
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Welcome 
Pray with us for the fifteenth
Lambeth Conference in 2022

Thank you for praying with 
us for the fifteenth Lambeth 
Conference – which will meet 
in Canterbury, the United
Kingdom, between 26 July
– 8th August 2022. 

This short prayer guide is for 
churches and communities 
that would like to pray for 
the conference and all those 
attending. It contains an outline 
of what the conference covers, 
and prayers from Anglican 
religious communities around 
the globe.

There are contributions from
religious communities in 
Europe, Africa, Oceania, the 
Americas, and Asia. These 
communities vary greatly. Some 
are of monks or nuns living in 
monasteries or convents. Some 
are of “dispersed” communities 
whose members, although 
having taken vows of religious
life, live separately in their own
homes. Yet other communities
are new forms of monastic life,
drawing on the wisdom of the 
older traditional forms and 
living it out in new ways. 

These communities all have one 
thing in common. That’s daily
prayer. We share in the offering 
of the church’s prayer known
as the daily office (principally
morning and evening prayer). 
We sit in silent reflection and 
intercession. Prayer drives us
ever deeper into the mystery 
of God, and ever deeper into
engagement with the world. 

Through this prayer guide we
hope that the prayers we share 
here will encourage all who 
use it to unite in prayer for 
the bishops gathered in the 
Lambeth Conference.

Brother Christopher 
The Minister General of
the First Order Brothers
of the Anglican Society
of St Francis

ランベス会議
とは？
アングリカン・コミュニオンに所属するす
べての主教が、ランベス会議に招かれま
す。この会議を招集するのは、ジャスティ
ン・ウェルビー カンタベリー大主教です。
ランベス会議は、1867年以来10年に1度開
催されており、アングリカン・コミュニオ
ンの生活にとって重要なイベントです。こ
の会議では、教会と世界の問題とを探究し
ていきます。この会議の成果は、続く10年
間のアングリカン・コミュニオンの生活を
形づくることになります。
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Pray for the Anglican Communion

The Lambeth Conference is for Anglican Bishops from across
the Anglican Communion. Present in 165 countries around the 
world and serving millions of Christians worldwide, the Anglican 
Communion is a network of independent and interdependent 
churches. Please pray for the bishops and their spouses attending, 
and the churches and communities they represent around 
the world. 

1 Peter – The biblical theme 
for the conference

As the Lambeth Conference
explores the theme of being 
‘God’s Church for God’s World’, 
the Biblical focus for the event 
will be the book of 1 Peter. Each
day the conference community
will listen to a Bible Exposition
and take part in a Bible study. The 
Bible study groupings will mix 
bishops from different dioceses 
around the world, so that they can
hear more about one another’s
contexts. Bishops’ wives and 
husbands will also meet for their 
own programme of Bible study. 

会議の特徴
何を祈ることができますか？
この会議には、参加する主教や配偶者の他に、この
会議のために長期間、企画及び準備してきた様々な
チームが参加します。
このイベントを支えるために時間を費やしてくれて
いるボランティアやスチュワード、会議開催期間中
に霊的指導や牧会的協力をしてくださるチャプレン
シー・礼拝チーム、セッションを行う講演者や協力
者、会議スタッフのためにもお祈りください。
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アングリカン・コミュニオンのためにお祈りください
ランベス会議は、全世界のアングリカン・コミュニオンに所属す
る聖公会の主教のためのものです。世界165ヶ国に存在し、世界中
の数百万人のクリスチャンに仕えるアングリカン・コミュニオン
は、互いに独立でありつつ相互に依存し合う教会のネットワーク
です。参加される主教や配偶者、またこの方々が代表する世界中
の教会や共同体のためにお祈りください。

ペトロの手紙１：
　会議の聖書的テーマ
ランベス会議は、「神の世界のた
めの神の教会」というテーマを探
求し、聖書的には第一ペトロに焦
点が当てられています。参加者は
毎日、聖書の講解を聞き、聖書研
究に参加します。聖書研究のグル
ープ分けでは、世界中の異なる教
区の主教たちが混ざり合い、お互
いの背景をより深く聴き合うこと
ができるようになります。主教た
ちの妻や夫も、配偶者のための聖
書研究プログラムに参加します。

What can you pray for?

As well as the bishops and spouses 
attending, the conference will involve a 
number of different teams that have been 
planning and preparing for the conference
for a long time. 

Please pray for the volunteers and stewards 
that are sharing their time to support 
the event; the chaplaincy and worship 
teams who will provide spiritual guidance
and pastoral support throughout the 
conference; the speakers and contributors 
that will deliver sessions and the wider 
conference staff. 

Features of the 
conference
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話し合われるテーマ
ランベス会議では、毎日、聖書研究プログラムと、教会生活にお
ける重要なテーマに関する主教たちの話し合いとが組み合わされ
ます。そのテーマには、宣教と福音伝道、聖公会のアイデンティ
ティ、キリスト者の一致、宗教間の課題、弟子であること、安全
な教会、和解、人間のアイデンティティ、環境と持続可能な開発
などがあります。

ランベス・コール（ランベス会議からの呼びかけ）
主教たちはこの会議を通して、話し合われているテーマに沿った
「ランベス・コール」を共有します。これらは、アングリカン・
コミュニオンの奉仕、宣教、行動、正義において「神の世界のた
めの神の教会」となるための方法を概説した、明確な声明となる
でしょう。この会議後、教区や各教会もまた、このような「呼び
かけ」に最もよく応答するには、また今後どのようにそれを進め
ていけばよいかを考えるように呼びかけられます。

The joint programme (spouses)

Welcoming the wives and husbands of bishops from across the 
Anglican Communion, the conference will be a key opportunity
for spiritual reflection, growing connections and sharing stories 
about the vocation and ministry experiences of spouses across the 
Anglican World. As well as participating in some of the conference
sessions with bishops, there will also be some bespoke sessions for 
spouses to attend.

The online conference

The conference is
being hosted at
Canterbury – with 
some of the event 
being shared online. 
Registered delegates
will be able access the 
conference through 
the official event 
platform. Other parts 
of the event will be live
streamed, so that delegates and wider audiences can view them. 
Pray for those that may opt to take part in the online conference due
to issues with travel or COVID regulations in their setting. 

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more
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Themes being discussed

Each day, the Lambeth Conference will combine a programme of 
Bible Study with bishops’ discussions on key themes in the life of
the church, including: Mission and Evangelism, Anglican Identity, 
Christian Unity, Inter Faith matters, Discipleship, Safe Church, 
Reconciliation, Human Identity and Environment and Sustainable 
Development. 

Lambeth Calls

Bishops will share ‘Lambeth Calls’ throughout the event that align 
with the themes being discussed. They will be clear statements, 
outlining ways in which the Anglican Communion might seek to be 
‘God’s Church for God’s World’ in service, mission, action and justice.
Following the event, dioceses and parishes will also be invited to
consider how they might best respond to the calls and take them 
forward in future years. 

併催プログラム（配偶者）
世界のアングリカン・コミュニオンから主教の妻や夫を迎えるこの
会議は、霊的な省察を行い、つながりを深め、聖公会世界における
配偶者の召命や奉仕職の経験について分かち合う、大切な機会とな
ります。主教たちと共にセッションに参加するだけでなく、配偶者
が参加する特別セッションもいくつか予定されています。

オンライン会議
会議はカンタベリーで開
催されますが、一部のイ
ベントはオンラインでも
共有されます。登録済み
参加者は、公式イベン
ト・プラットフォームよ
り会議にアクセスできま
す。会議の他の部分は、
参加者やより多くの視聴
者に観てもらえるようラ
イブ配信されます。
移動やコロナ規制の問題により、オンライン会議への参加を選択さ
れる方々のためにお祈りください。

God’s Church 
for God’s World

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

6 7Lambeth Conference 2022



ランベス会議
のため、お祈
りください
大会各日のテーマと祈りの手引き
この会議のそれぞれの日と、参加するす
べての人々のためにお祈りくださるよ
う、皆さまにお願いいたします。この祈
りの手引きでは、各日の内容の要約と、
世界中の聖公会の修道会が分かち合って
いる祈りをお読みいただくことができま
す。 A PRAYER FROM: 

The Community of Hope 
Weavers, Church of England. 
Also active in Europe.
Gracious God, we thank you 
that in Jesus you reconcile the 
world and all who are in it to 
yourself. Touch the hearts of 
those attending the Lambeth 
Conference to extend your
peace to all, and to work for the 
reconciliation of all creation. 
Bless them with your grace and 
love as they connect with one 
another and with you. May your
Spirit of peace hover over their 
conversations and their resting 
times, and may your gracious 
will be done in the life of the 
Anglican Communion and in 
the whole of your precious 
world. In the name of Jesus 
Christ, our Prince of Peace.
Amen.

A PRAYER FROM: 

Chama cha Mariamu Mtakatifu 
(Community of St Mary 
of Nazareth and Calvary), 
Anglican Church of Tanzania.

Our prayer for the Lambeth 
Conference and the life of the 
Anglican Communion is for 
Christian Unity. We pray for
Christian Unity as our Lord Jesus 
Christ said in John Chapter 
17:21-23 that all of them may
be one so that we may be 
brought to complete unity and 
the world should know that
we are in Christ and Christ is in
us. May the life of the Anglican 
Communion bring people to
Christ, to know him, to believe 
him so that the world may be
saved and we may fulfil the 
words of our Lord Jesus Christ. 
Amen.

Community of Hope Weavers Community of St Mary of Nazareth and Calvary

D
A

YS
  1

-3

Pray for the days of retreat and opening days 
of the event
What does it mean to be God’s Church for God’s World? The 
conference community of bishops and spouses will start the event 
in prayer, Bible study and contemplation. Hosted at the University
and Canterbury Cathedral, the days will be devoted to seeking God’s
wisdom and calling as we embark on our Lambeth Conference
journey, of walking, listening, and witnessing together. Spouses will
attend a separate retreat. The opening days will also feature The 
Archbishop of Canterbury’s opening address to the conference.
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Pray for the 
Lambeth 
Conference
A guide to themes and prayers for 
each day of the conference

We invite you to pray for each day of 
the conference and all those attending. 
In this prayer guide, you can read a 
summary of what’s happening each day 
and prayers shared by Anglican religious
communities around the globe.

                お祈りしています: 

希望の織り手共同体、イング
ランド教会（ヨーロッパでも活
動）
いつくしみ深い神よ、イエスに
あって、世界とその内に生きるす
べての人をご自分と和解させてく
ださることを感謝します。あなた
の平和をすべての人に広げ、すべ
ての被造物の和解のために働くこ
とができるよう、ランベス会議に
参加する人々の心に触れてくださ
い。人々が互いに、そしてあなた
と結ばれるとき、あなたのいつく
しみと愛で祝福してください。会
話の時や休息の時に、あなたの平
和の霊が漂い、アングリカン・コ
ミュニオンの生活とあなたの大切
な世界全体に、いつくしみに満ち
たあなたの御心が行われますよう
に。平和の君、イエス・キリスト
の御名によって。アーメン。

           お祈りしています: 

Community of Hope Weavers Community of St Mary of Nazareth and Calvary

第
1～
3日

リトリートの日々と、大会の開幕の日のために祈
りましょう
神の世界のための神の教会である、ということは何を意味するのでしょ
うか？主教と配偶者からなる大会共同体は、祈り、聖書の学び、黙想の
うちに大会を開始します。大学とカンタベリー大聖堂を会場に、共に歩
み、耳を傾け、証しするというランベス会議の旅に出るために、神の知
恵と召命を探し求める3日間となります。配偶者は別のリトリートに参
加します。また、初日にはカンタベリー大主教による大会の基調演説が
行われます。
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チャマ・チャ・マリアム・ムタ
カティフ（ナザレとカルバリの
聖マリア修道会）、タンザニア
聖公会
ランベス会議と、アングリカン・コ
ミュニオンの生活のための私たちの
祈りは、キリスト者の一致のための
祈りです。私たちが完全に一つとさ
れ、そして私たちがキリストのうち
に、キリストが私たちのうちにいる
ことを世が知るために、すべての人
が一つとなるようにと主イエス・キ
リストは言われました（ヨハネ
17:21-23）。私たちもこの言葉のと
おり、キリスト者の一致のために祈
ります。アングリカン・コミュニオ
ンの生活が、人々をキリストに引き
寄せ、キリストを知らしめ、キリス
トを信じる者とし、世界が救われ、
私たちの主イエス・キリストの御言
葉が実現されますように。アーメ
ン。



D
A

YS
 5

第
4日

A PRAYER FROM: 

The Community of the Gospel, the Episcopal Church.

O good and gracious God, we come with joyful hearts of
expectation, offering prayers to you for unity, strength, and great
success at the Lambeth Conference.

As the bishops of your church gather to seek your direction, to
share with each other, and to carry out your will, we pray, dear Lord,
that you continue to fill them with the Spirit of love, and that it is
manifested in the transformed lives of these shepherds, and the
flock to whom they minister.

And then, Lord, it is our plea, that the transformed children of your
Kingdom would, through missionary zeal, seek to transform others,
by your love flowing through us.

These mercies we ask, in the name of the one loved us to death;
Jesus the Christ. Amen.

 お祈りしています: 

CMS（英国聖公会宣教協会）、イングランド教会 ― アフリカ、ア
ジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東のパートナーと協働

主よ、あなたは私たちの生と死に入り、全世界においてあなたの死
とよみがえりの命に私たちを招いておられます。私たちの罪をお赦
しください。そして、あなたの霊の力と励ましによって、あらゆる
ところであなたの民と、賜物と必要、喜びと悲しみ、強さと弱さを
互いに交換する交わりへと引き入れてください。そして、私たちが
この人々と共に、あらゆる隔ての壁を打ち破り、すべての民を弟子
とし、あなたの愛をすべての人と分かち合う恵みを得て、主の栄光
を現わすことができますように。アーメン。

Community of the Gospel

宣教と福音伝道のために祈りましょう
  聖 書 の 焦 点 : 

一ペトロ 1:1-25 ― 希望と聖性への召し出し
この日は第一ペトロの教会のビジョンから学び、世界教会の一員としての
アングリカン・コミュニオンにおける宣教と福音伝道を探求します。

Opening service day
The official opening of the conference will be marked by a special
service at Canterbury Cathedral. Bishops attending the Lambeth
Conference have travelled from all around the world to take part in
this event.

Conference discussions later in the day will explore the importance
of safe church.

10 11Lambeth Conference 2022



第
5日

D
A

Y 
4

A PRAYER FROM: 

The Church Mission Society. Church of England – working 
with partners across Africa, Asia, Europe, Latin America and 
the Middle East.

Lord, as you have entered into our life and death and in all the
world you call us into your death and risen life. Forgive us our
sins; and draw us we pray, by the power and encouragement of
your Spirit, into an exchange of gifts and needs, joys and sorrows,
strength and weakness with your people everywhere; that with
them we may have grace to break through every barrier, to make
disciples of all peoples and to share your love with everyone for
your glory’s sake. Amen.

Community of the Gospel

Pray for mission and evangelism
BIBLE FOCUS: 

1 Peter 1: 1-25 – Called in to hope and holiness

Learning from 1 Peter’s vision of church, the day will explore
mission and evangelism in the Anglican Communion, as part of the
Global Church.

開会礼拝の日
カンタベリー大聖堂で、会議の正式な開会を祝う特別な礼拝が行われま
す。ランベス会議に出席する主教は、この行事に参加するために世界各地
から集まってきています。

この日の後半には、安全な教会（セーフ・チャーチ）の重要性を探るため
の話し合いが行われます。

 お祈りしています: 

福音修道共同体、米国聖公会
良き方、いつくしみ深い神よ、期待に満ちた喜びの心をもって、ランベス
会議の一致と力と大いなる成功を願い、祈りをささげます。

主よ、あなたの教会の主教たちが、あなたの導きを求め、互いに分かち合
い、御心を行うために集まっています。どうか、この主教たちを愛の霊で
満たし続け、この羊飼いたちとその仕える群れの、新たにされた生活の中
にその霊が現されますように。

そして、主よ、私たちを通して流れるあなたの愛によって、新しくされた
御国の子どもたちが、宣教の熱意によって、他の人たちを新たにしていく
ことを願い祈ります。

これらの慈しみを、死に至るまで私たちを愛してくださった方、キリスト
であるイエスの御名によってお願いいたします。アーメン。
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第
6日

アングリカン・コミュニオンのために祈りましょう
聖 書 の 焦 点  :

一ペトロ 2:1-12 ― キリストに従う聖なる人々
165カ国に存在するアングリカン・コミュニオンは、互いに独立しつ
つ相互に依存し合う教会の、多様で世界大のネットワークです。様々
なキリスト教の伝統、文化、言語を表しつつ、会議ではアングリカ
ン・コミュニオンの生活について話し合います。

 お祈りしています: 

聖グレゴリー兄弟会、米国聖公会
神よ、あなたは恵みと霊によって、多くの土地と文化に証し人と奉仕
者とを起こされました。ランベス会議に集うアングリカン・コミュニ
オンの諸教会と諸管区、そしてその指導者たちにあなたの祝福を注い
でください。その多様性が共通の証しと奉仕を豊かにし、あなたの御
名の誉れと栄光をもたらしますように。私たちの主、イエス・キリ
ストによって。アーメン。

A PRAYER FROM: 

The Community of the Holy Name, Diocese of Zululand,  
Anglican Church of Southern Africa.

Holy omnipresent Father, who while you are in heaven,
You looked down on earth and its surroundings.
We pray for the Anglican Communion, spread throughout
the world.
We pray that you will pour out your Holy Spirit as you did at
Pentecost.
Help us Lord to have passion to read and receive your word.
Send us revival and make us holy.
Help us to give generously.
We pray for the gifts of the Holy Spirit to operate freely
Within the Anglican Communion.
Make all your people realise the power of accepting
Jesus Christ
As the Lord and Saviour.
Rise people who will visit those who are newly born again.
We ask in Jesus Christ’s name.
Amen.

The Brotherhood of St Gregory
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Pray for the Anglican Communion
BIBLE FOCUS: 

1 Peter 2: 1-12 – A holy people following Christ

Present in 165 countries, the Anglican Communion is a diverse,
global network of independent and interdependent churches. 
Representing a wide range of Christian traditions, cultures and 
languages, the conference will discuss the life of the Anglican 
Communion.

A PRAYER FROM: 

The Brotherhood of St Gregory, The Episcopal Church.

O God, by your grace and Spirit you have raised up
witnesses and servants in many lands and cultures: Pour 
out your blessing upon the churches and provinces of
the Anglican Communion, and upon their leaders as they
gather for fellowship in the Lambeth Conference, that their 
diversity may enrich their common witness and service to 
the honor and glory of your name; through Jesus Christ our 
Lord. Amen.

お祈りしています: 

聖なる御名修道会、南部アフリカ聖公会　ズールーランド教区

聖なる遍在の父よ、あなたは天におられつつ、地上とそのまわりを見
降ろしておられます。
私たちは、世界に広がるアングリカン・コミュニオンのために祈りま
す。
ペンテコステの時のように、あなたの聖霊を注いでくださるよう祈り
ます。
主よ、私たちがあなたの御言葉を読み、受け取る情熱を持つことがで
きるようお助けください。
リバイバルを起こし、私たちを聖なるものとしてください。
私たちが惜しみなく与えることができるように助けてください。
アングリカン・コミュニオンのうちに、聖霊の賜物が自由に働くよう
に祈ります。
主であり、救い主であるイエス・キリストを受け入れる力を、すべて
の人々に悟らせてください。
再び新たに生まれる人を訪ねる人々を育ててください。
イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。

The Brotherhood of St Gregory
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第
7日

和解と平和のために祈りましょう
  聖 書 の 焦 点  :  

一ペトロ 2:13-3:22 ― キリストにおける抵抗力と回復力
複雑な世界での宣教は困難な課題です。会議では、イエスの模範になら
い、一致と和解を築くような形でリーダーシップを発揮する方法を探りま
す。 

お祈りしています: 

聖ベネディクト同伴者修道会、西アフリカ聖公会・カメルーン教区

イエス・キリストのとりなしと復活により、人々をご自分と和解させられ
た主なる神よ、あなたはご自分に従う者たちへの祝福によって、キリスト
における平和を私たちに与え、「すべての人と平和であるように」と使徒
パウロが仲間たちに呼びかけたように、人々の間に平和を築くよう求めて
おられます (ローマ 12:18)。あなたは私たちに、感謝をもってあなたに祈
り、願うようにと呼びかけています（フィリ 4:6）。ランベス会議に参加す
るすべての人々のために、そしてアングリカン・コミュニオンの生活のた
めに、私たちは平和を祈ります。しかし、私たち自身がまずあなたと和解
して初めて、すべての真の和解が達成されることを悟らせてください。そ
して、「あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがたの心と考えとをキ
リスト・イエスによって守るのです」(フィリ 4:7)。アーメン!

A PRAYER FROM: 

The Third Order, Society of St Francis, Pacific Province; 
Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia, 
also in Solomon Islands and Vanuatu.

Our prayers are for the people suffering in the world, particularly
those living in the midst of violent conflict. We pray also for the
Anglican Communion’s continuing support of those who work in
areas of conflict.

We pray that where there is violence, the Anglican Church will
call for peaceful solutions and deeper dialogue. We pray for new
approaches to these problems and for solutions which will reflect
the power of Christ’s love and advance his kingdom.

We pray that real and practical support will be given to those who
suffer and those who work alongside them, especially Christians in
the Anglican Communion who now are suffering for their faith. We
ask that the Bishops will commend them, and urge all churches
to pray and take action to advocate in their communities and
countries for peace to prevail.

The Third Order

The Congregation of the Companions of St Benedict
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BIBLE FOCUS: 

1 Peter 2: 13-3:22 – Resistance and resilience in Christ

Ministering in a complex world is challenging. The conference will
explore ways to follow the model of Jesus and lead in a way that 
builds unity and reconciliation. 

A PRAYER FROM: 

The Congregation of the Companions of St Benedict, 
Anglican Diocese of Cameroon, Church of the Province of 
West Africa.

Lord God, who reconciled people to you through Jesus Christ’s
intercession and resurrection, you granted us peace in Christ 
through your blessing to your followers and you call upon us to 
build peace among human beings, just as your apostle Paul did 
when he exhorted their followers to be at peace with all people,
(Ro 12:18); You call us to pray and supplicate to you with gratitude 
(Phil 4:6): we pray for peace for all those who will attend the 
Lambeth Conference and for the life of the Anglican Communion.
Yet, let us understand that all genuine reconciliation can only be 
attained if we ourselves are first reconciled to you: And the peace
of God, which transcends all understanding, will guard your hearts 
and your minds in Christ Jesus. (Phil.4-7). Amen!

お祈りしています: 

聖フランシスコ会 第三会　太平洋管区、アオテアロア・ニュージー
ランド・ポリネシア聖公会およびソロモン諸島・バヌアツ

私たちは、世界で苦しんでいる人々、ことに暴力的な紛争のただ中に生き
る人々のために祈ります。また、アングリカン・コミュニオンが紛争地域
で活動する人々を継続的に支援することができるように祈ります。

暴力があるところに、聖公会の教会が平和的解決と深い対話を呼びかける
ことができるように祈ります。これらの問題に対する新しい取り組みや、
キリストの愛の力を反映し、キリストの御国を推し進めるような解決の方
法が得られるように祈ります。

苦しむ人々と、その傍らで共に働く人々、特に今、その信仰のために苦難
にさらされているアングリカン・コミュニオンのキリスト者に、現実的か
つ実際的な支援が与えられるように祈ります。私たちは、主教たちがこの
人びとを称えるように、そしてすべての教会に対し、自分たちの地域や国
に平和が行き渡るよう主張するために祈り、行動を起こすよう、強く求め
ます。

The Third Order

The Congregation of the Companions of St Benedict
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A PRAYER FROM: 

The Community of the Sisters of the Church, 
Solomon Islands Province. Anglican Church of Melanesia.

Lord of the universe, you have created this beautiful world and
entrusted it to our care to respect and protect it. Help us to see
creation through your eyes that we may see your beauty, goodness
and the wonder that surrounds us. Lord, we have fallen short of
your glory and have polluted the blue ocean that reflects your
unending love and disrespected the inhabitants that dwell there.
We have not recognized that our lives and survival depend very
much on the respect and care we show your creation. You came to
set us free from bondage so help us to care for our mother earth
that feeds us daily. Protect us from over-harvesting our natural
resources and deforesting the natural beauty of the forest. Increase
our love for you so that we may be able to educate our younger
generation to care and protect this fragile environment. May the
people living in these islands grow in their love and knowledge
of you through appreciating the environment they depend upon;
through Jesus Christ our Lord. Amen.

第
8日

環境のために祈りましょう
教会は、この気候変動危機に対する世界的な対応において、重要な役割を
担っています。会議参加者はランベス公邸を訪れ、環境と持続可能な開発
について祈り、省察し、そして象徴的な行動をとる1日を過ごします。

お祈りしています: 

聖フランシスコ会 第三会　アメリカ管区、米国聖公会。カリブ海
と南米でも活動

愛の霊よ、私たちの心と思いを照らし、進むべき道を見きわめさせてくだ
さい。あなたの被造物の切実な必要に対し、兄弟姉妹として備えをし、自
ら応えることができますように。

私たちは、聖フランシスコが私たちに思い起こさせていることを覚えま
す。

「被造物すべては御父の子であり、したがって人間の兄弟です。動物が助
けを必要としているならば、神は私たちが彼らを助けることを望んでおら
れます。苦境にあるすべての生き物は、同じように守られるべきなので
す。」

和らぎの御霊よ、被造物の叫びを聞く耳を、瀕死の被造物の涙を見る目
を、私たちの周りすべての苦しみを癒すために行動する意志を、私たちが
持つことができるよう、お助けください。

主よ、私たちが共に過ごす時間をあなたの力で満たし、すべての被造物へ
の愛を再び燃やし、先住民の模範にならって、その配慮を取り入れる方法
を見出させてください。

愛の霊、生命の守り主よ、被造物の必要を愛をもって見守り、被造物を真
に保護し保全するための行動をとるよう、私たちを奮い立たせてくださ
い。アーメン。

The Third Order

Community of the Sisters of the Church
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A PRAYER FROM: 

The Third Order, Society of St Francis, Province of the 
Americas, The Episcopal Church. Also in Caribbean and 
South America.

Spirit of Love, illumine our hearts and minds to discern the way 
forward as brothers and sisters ready and willing to respond to the 
desperate needs of your creation.

We recall St. Francis who reminds us: 

“All things of creation are children of the Father and thus brothers
of man. God wants us to help animals if they need help. Every 
creature in distress has the same right to be protected.”

Help us, gentle Spirit, to have the ears to hear the cries of creation,
the eyes to see the tears of creatures on the brink and the will to
act to heal the suffering all around us. 

Inspire our time together, dear Lord, to find a way to rekindle 
the love for all Creation and embrace the care exemplified by 
indigenous peoples. 

Spirit of Love, keeper of life, inspire us to keep a loving vigil over 
the needs of creation and take such action that will truly serve to 
protect and preserve it. Amen.

お祈りしています: 

教会の姉妹修道会　ソロモン諸島聖公会管区、メラネシア聖公会
全世界の主よ、あなたはこの美しい世界を創造し、それを尊重し守る務めを
私たちに託してくださいました。私たちがあなたの眼差しを通して被造物を
見、わたしたちを取り囲むあなたの美と善と驚きを見ることができるよう、
お助けください。主よ、私たちはあなたの栄光から離れ、あなたの限りない
愛を映し出す青い海を汚し、そこに暮らす住民を軽んじてきました。私たち
の命と生存が、あなたの創造物への敬意と配慮に大きく依存していることを
認めてきませんでした。私たちを束縛から解放するために来られた主よ、私
たちを助け、日々私たちを養う母なる大地を大切にすることができるように
してください。私たちの自然資源を過剰に、森の自然美を破壊することのな
いよう、私たちを守ってください。私たちの若い世代に、この壊れやすい環
境を大切にし、保護することを教えられるように、あなたへの愛を増し加え
てください。この島々に住む人々が、自分たちが依存している環境に感謝す
ることを通して、あなたに対する愛と知識を深めていくことができますよう
に。私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。

D
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8 Pray for the environment

The church has a vital role to play in the global response to the 
climate crisis. The conference community will visit Lambeth 
Palace for a day of prayer, reflection and symbolic action on the 
environment and sustainable development.

The Third Order

Community of the Sisters of the Church
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A PRAYER FROM: 

Inter faith relations – A prayer from the order of 
St Helena, the Episcopal Church.

Our prayer for the Lambeth Conference and the life of
the Anglican Communion is that we open our hearts
to peoples of other faith traditions: where there is a
history of hurt and pain, may we seek reconciliation;
where there are differences in beliefs and practices,
may we engage in respectful dialogue; where we
have been divided in our mission and values, may we
strive to transcend these differences in our shared
responsibility for peace and for stewardship of this
precious earth. We pray for sacred friendships to grow
and flourish in our common desire to live holy lives as
we seek the divine presence.

第
9日

キリスト者の一致のために祈る
聖 書 の 焦 点  :

一ペトロ 4:1-19 ― キリストにおいて苦しむこと
主教たちは、キリスト者の一致と宗教間関係を探求します。私たちはど
のように、他の教派のキリスト者の姉妹兄弟と一緒に歩む教会になるこ
とができるでしょうか？私たちはどのように、他宗教から学び、他宗教
との建設的な対話に積極的に参加して、私たちの世界の問題に対応する
ことができるのでしょうか？

お祈りしています: 

聖なる御名修道会、南部アフリカ聖公会・ズールーランド教区

主イエスよ、あなたは世界のすべての人の父、
ことに、イエスが主であると告白した人びとの父です。
キリスト者家族の間に平和と一致があるように祈ります。
私たちの間に意見の相違があるとき、あなたの聖霊を宿らせ、共に働かせ
て、あなたが私たちにゆだねられた働きをなし、あなたの御心を実現する
ことができるようにしてください。あなたは、民の間に平和と安らかとを
もたらすことができる、ただ一人の方です。あなたがおられなけれ
ば、私たちは何もできません。あなたは私たちの主イエス・キリストを通
して、私たちの岩であり救いです。アーメン。 The order of St Helena
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A PRAYER FROM: 

The Community of the Holy Name, Diocese of Zululand, 
Anglican Church of Southern Africa.

Lord Jesus, you are the father to all the people of the world 
Especially, those who had confessed that Jesus is Lord. 
We pray for peace and unity among the Christian family. 
Let your Holy Spirit dwell and intervene among us when we have
different views so as to do the work you sent us to do and fulfil your
will. You are the only one who can bring peace and tranquillity
among your people. Without you, there is nothing we can do, you
are our rock and salvation through Jesus Christ our Lord. Amen.

お祈りしています: 

宗教間関係―米国聖公会 聖ヘレナ修道会からの祈り

ランベス会議とアングリカン・コミュニオンの生活のための
私たちの祈りは、私たちが他の信仰の伝統の人々に心を開く
ことです。傷や痛みの歴史があるところでは、和解を求め、
信仰や実践の違いがあるところでは、敬意をもった対話に取
り組み、私たちの宣教や価値観において分裂があるところで
は、この尊い地球の平和と管理責任に対する共通の責任に
おいて、これらの違いを乗り越えるために努力することが
できますように。私たちは、神聖な存在を求め、聖なる生
活を送るという共通の願いにおいて、聖なる友情が育まれ、
花開くよう祈ります。

D
A
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Pray for Christian unity
BIBLE FOCUS: 

1 Peter 4: 1-19 – Suffering in Christ

Bishops will explore Christian unity and inter faith Relations. How
can we be a church that walks together with Christian sisters and 
brothers from other denominations? How can we learn from and 
engage in constructive dialogue with other faiths as we respond to
issues in our world?

The order of St Helena
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A PRAYER FROM: 

The Community of the Holy Name, Diocese of 
Zululand, Anglican Church of Southern Africa.

Heavenly Father, you are the only living God. 
You bring light in the darkness, you bring hope 
because you are the God of love. 
Lord God, make us one as you are one in the Holy Trinity. 
Help us realize that you are the source of unity and that 
if we are not united we cannot defeat our enemy, 
the devil.
Let the Holy Spirit take control and keep us united as 
Christians so that the whole world may confess that
we are the children of God and praise him who is our 
strong tower. 
We pray for our Christian families and all other institutions. 
When we get weary on the way, unity in Christ will always 
give us strength to rise on wings like eagles and sing 
praises to God in the highest. 
So, dear Lord, keep us united in the precious name of our 
Lord Jesus Christ.

Amen.

The Order of St Benedict

第
10
日 弟子として生きるために祈りましょう

  聖 書 の 焦 点  :  

一ペトロ 5:1-14 ― キリストの権威
弟子であることに意図的に取り組む教会を成長させるとはどういうこと
か、すなわち、イエスに従い、自らの霊性を深めるよう、キリスト者を育
む信仰の共同体を発展させるとはどういうことか、主教たちは探求してい
きます。

お祈りしています: 

聖ベネディクト修道会 マクネル修道院、イングランド教会

聖なる愛の神よ、私たちをイエス・キリストの弟子としてお召しくださっ
たことに感謝します。

私たちが弟子として成長するとき、イエスの生き方と教えの中により深く
豊かな意味を見いだすよう、熱心に求める好奇心の賜物をお与えくださ
い。

私たち自身の態度や生き方にイエスの生き方と教えがにじみ出ることを認
める恵みを与え、過去の常識に逃げ込むことなく、信頼に満ちた従順さを
もって課題に応える勇気をお与えください。

私たちの弟子としての生き方が、私たちのうちに住まわれる復活のキリス
トと、すべての被造物へのあなたの限りない愛に対する、ますます忠実な
あかしとなりますように。

この地上におけるキリストの神秘体の一員として、この祈りをお献げしま
す。アーメン。
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A PRAYER FROM: 

The Order of St Benedict – Mucknell Abbey, 
Church of England.

Holy and loving God, we thank you for calling us to be disciples of
Jesus Christ.

As we grow in our discipleship we ask for the gift of eager curiosity 
to discover ever deeper and richer meaning in Jesus’ way of life
and teaching.

Give us the grace to recognise their implications for our own 
attitudes and ways of living, and rather than take refuge in past
assumptions, give us the courage to respond to the challenges 
with trustful obedience.

May our discipleship be our increasingly faithful witness to your 
Risen Christ who dwells in us and to your unbounded love for all
your creation.

We ask this as members of Christ’s mystical body here on earth. 
Amen.

お祈りしています: 

聖なる御名修道会、南部アフリカ聖公会・ズールー
ランド教区

天の父よ、あなたはただ一人の生ける神。
愛の神であるあなたは、暗闇に光を、希望をもたらされる方。
主なる神よ、あなたが三位一体の一人の神であるように、私たち
を一つにしてください。
あなたが一致の源であることを、私たちが悟りますように。
もし私たちが一致しないならば、私たちの敵である悪魔を打ち負
かすことはできません。
聖霊が私たちを支配し、キリスト者として一つであり続けるよう
お導きください。
全世界が、私たちは神の子であると告白し、私たちの強い塔であ
る神をほめたたえることができるように。
私たちキリスト者家族と、他のすべての機関のために祈ります。
私たちが歩み疲れるとき、キリストにある一致はいつも私たちに
力を与え、鷲のように翼を広げて立ち上がり、いと高きところに
おられる神に賛美を歌わせるのです。
ゆえに親愛なる主よ、私たちの主イエス・キリストの尊い御名に
おいて、私たちを一つに保ってください。

アーメン。

The Order of St Benedict
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Pray for discipleship
BIBLE FOCUS: 

1 Peter 5: 1-14 – Authority in Christ

The bishops will explore what it means to grow churches that are
intentional about discipleship – developing communities of faith 
that nurture Christians to follow Jesus and develop their spirituality.
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The Lords Prayer 

Our Father, who art in heaven,

hallowed be thy name;

thy kingdom come;

thy will be done;

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our trespasses,

as we forgive those who 
trespass against us.

And lead us not into
temptation;

but deliver us from evil.

For thine is the kingdom,

the power and the glory,

for ever and ever.

Amen.

ランベス会議のための私たちの祈りは、
ヨハネ17章にある弟子たちとすべての
信者のためのイエスの祈りです。 

「聖なる父よ、私に与えてくださった御
名によって彼らを守ってください。私た
ちのように、彼らも一つとなるためで
す。」（ヨハネ 17:11）「また、彼らにつ
いてだけでなく、彼らの言葉によって私
を信じる人々についても、お願いしま
す。父よ、あなたが私の内におられ、私
があなたの内にいるように、すべての人
を一つにしてください。彼らも私たちの
内にいるようにしてください。そうすれ
ば、世は、あなたが私をお遣わしになっ
たことを信じるようになります。あなた
がくださった栄光を、私は彼らに与えま
した。私たちが一つであるように、彼ら
も一つになるためです。私が彼らの内に
おり、あなたが私の内におられるのは、
彼らが完全に一つになるためです。こう
して、あなたが私をお遣わしになったこ
と、また、私を愛されたように、彼らを
も愛されたことを、世が知るようになり
ます。」（ヨハネ 17:20-23）

イスラエルの軍の将、
天の御国を求めるすべての者の導き
主よ、
あなたの影の下に私たちは留まる、
あなたのみ守りの愛の雲の下に。
私たちの力は、あなたの恵み。私た
ちを治めるのは、あなたの言葉。
私たちの目的は、主の栄光。

あなたの確かな御霊によって導かれ
私たちは砂漠で迷うことはない。
方角が完全に分からなくとも、
摂理の道を逃すことはない。
危うきからも、恐れからも遠い、
愛が、全能の愛が、近くにあるならば。
(チャールズ・ウェスレー)

The Sisters of Jesus Way
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会議の閉会
会議は、一週間のまとめと、起こったすべてのこ
とに感謝を捧げ、未来に向かって、これからの10
年間、神の世界のために神の教会であることは何
を意味するのか、と問いつつ幕を閉じます。 

お祈りしています: 

イエスの道の姉妹会、イングランド教会
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主の祈り 
天におられるわたしたちの父よ、
み名が聖とされますように。
み国が来ますように。
みこころが天に行われるとおり
　　地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの糧を
　　今日もお与えください。
わたしたちの罪をおゆるしください。
　　わたしたちも人をゆるします。
わたしたちを誘惑におちいらせず、
悪からお救いください。
国と力と栄光は、
　　　永遠にあなたのものです
アーメン

A PRAYER FROM: 

The Sisters of Jesus Way, Church of England.

Our prayer for the Lambeth 
Conference is the prayer of
Jesus for His Disciples and for All
Believers in John 17; 

“Holy Father protect them by the 
power of your name – the name 
you gave me – so that they may be 
one as we are one.” (John 17:11). “My 
prayer is not for them alone. I pray 
also for those who will believe in 
me through their message, that all 
of them may be one, Father, just
as you are in me and I am in you.
May they also be in us so that the 
world may believe that you have 
sent me….I have given them the 
glory that you gave me, that they
may be one as we are one: I in 
them and you in me. May they be
brought to complete unity to let 
the world know that you sent me 
and have loved them even as you
have loved me”. (John 17:20-22)

Captain of Israel’s host, and guide 
Of all who seek the land above, 
Beneath thy shadow we abide, 
The cloud of thy protecting love; 
Our strength, thy grace; our rule,
thy word;
Our end, the glory of the Lord.

By thine unerring Spirit led,
We shall not in the desert stray; 
We shall not full direction need, 
Nor miss our providential way; 
As far from danger as from fear, 
While love, almighty love, is near. 
(Charles Wesley)

The Sisters of Jesus Way
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The closing of the conference
The conference closes with summaries from
the week, giving thanks to God for all that has
happened and looking to the future – asking 
what will it mean to be God’s Church for 
God’s World in the decade ahead? 
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

対話をフォロー 
 www.facebook.com/LambethConference 
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