
 

代 祷 表 

2020年12月 日本聖公会 
ジェンダー暴力と闘う 16 日間キャンペーン：毎年 11 月 25 日～12 月 10 日 
 
（1991 年、「女性のグローバル・リーダーシップ・センター」（CWGL）が開催した世界各地の女

性活動家会議から始まりました。国際聖公会女性ネットワーク（IAWN）もこのキャンペーンに参

加しており、ジェンダーに起因する暴力（性差別と結びついた主に女性と少女に対する暴力）を

根絶するための取り組みをするよう呼びかけています。日本聖公会も女性に関する課題の担当者

の声掛けにより、2011 年からこのキャンペーンに連帯しています。） 

 

･･･心と身体が傷ついている人びとのために･･･

生きる力を与えてくださる神さま 

わたしたちの社会も教会も 

多くの差別と暴力を黙認し 長い間受け入れてきました。 

イエスはすべての人の尊厳を尊ばれ、いのちを回復されます。 

心と身体が傷ついて苦しみ 痛みと怖れの中にいる人びと、 

ことに女性と少女たちに、 

声をあげる勇気を与えてください。 

あなたの癒しによって 

希望を見出すことができるように導いてください。 

そしてわたしたちが 小さな声 声にならない声に耳を傾け 

共に生きることができますように。 

わたしたちと一緒に祈ってくださるイエスのみ名によって。 

アーメン 

(『わたしたちの祈り集―こころを神に』「女性」が教会を考える会・東京／2019 年改訂版一部加筆) 

 
参考： Anglican Cycle of Prayer http://www.anglicancommunion.org/acp/ 
 Anglican Communion Provinces http://www.anglicancommunion.org/tour/ 
 日本キリスト教協議会（NCC） http://ncc-j.org/ 
 
「代祷表」は日本聖公会管区事務所ホームページからダウンロードできます。 
  http://www.nskk.org/province/daitou.html 



12月日 曜 世界の聖公会：教区（管区）教区主教 日本聖公会

1 火 ソウル（大韓聖公会）ペテロ・イ・ギョンホ主教

東ニューファウンドランドおよびラブラドル（カナダ聖

公会）ジェフリー・ペドル主教

札幌聖ミカエル教会

2 水 セイシェルズ（インド洋聖公会）ジェイムズ・リチャー

ド・ウォン・イン・ソン首座主教

東オレゴン（米国聖公会）パトリック・ベル主教

（日本聖公会初代主教ウイリアム

ズ）ウィリアムズ主教記念基金

諸事業のため

3 木 シェフィールド（英国聖公会）ピート・ウィルコックス

主教

東ザンビア（中央アフリカ聖公会）ウィリアム・ムコン

ボ主教

イーストン（米国聖公会）サントッシュ・マレー主教

聖マーガレット教会

4 金 シニャンガ（タンザニア聖公会）ジョンソン・チニョン

ゴレ主教

オー・クレア（米国聖公会）ウィリアム・ジェイ・ラン

バート主教

新札幌聖ニコラス教会

5 土 ガサボ（ルワンダ聖公会）ローラン・ンバンダ首座主教

エディンバラ（スコットランド聖公会）ジョン・アーム

ズ主教

小樽聖公会

6 日 〔降臨節第２主日〕

◇祈ってください：スペイン改革聖公会（カンタベリー大

主教管区外管轄）、カルロス・ロペス＝ロザーノ主教のた

め

（バイブルサンデー）

日本聖書協会および各国の聖

書協会の働きのため

7 月 シイラ（ルワンダ聖公会）サミュエル・M・ムギシャ主教

エドモントン（カナダ聖公会）ジェーン・アレクサン

ダー主教

岩見沢聖十字教会

8 火 ショグウェ（ルワンダ聖公会）ジェレド・カリンバ主教

エグバ（ナイジェリア聖公会）エマニュエル・アデクン

レ主教

ラフィア（ナイジェリア聖公会）ゴドウィン・A・ロビン

ソン主教

旭川聖マルコ教会

稚内（わっかない）聖公会

9 水 シアルコット（パキスタン教会）アルウィン・ジョン・

サミュエル教区主教

エグバ西（ナイジェリア聖公会）サミュエル・オルデ

レ・オグンデジ主教

深川聖三一教会

留萌（るもい）キリスト教会

-  代祷表 1 - 12月



12月日 曜 世界の聖公会：教区（管区）教区主教 日本聖公会

10 木 シンガポール（東南アジア聖公会）タイタス・チュング

主教

エグブ（ナイジェリア聖公会）ジェフリー・オコロア

フォル主教

エジプト（アレクサンドリア）ムーニア・ハンナ・アニ

ス教区主教

（世界人権デー）

11 金 シットウェ（ミャンマー聖公会）ジェイムズ・ミン・デ

イン主教

エハ=アムフ（ナイジェリア聖公会）ダニエル・オリニャ

主教

網走聖ペテロ教会

北見聖ヤコブ教会

12 土 エキティ（ナイジェリア聖公会）クリストファー・タ

ヨ・オモトゥンデ主教

エキティ・クワラ（ナイジェリア聖公会）アンド

リュー・アジャイー主教

エキティ・オケ（ナイジェリア聖公会）アイザック・オ

ルボワレ主教

エキティ西（ナイジェリア聖公会）ルフス・V・A・アデ

ポジュ主教

紋別聖マリヤ教会

帯広聖公会

13 日 〔降臨節第３主日〕

◇祈ってください：フォークランド諸島教区（カンタベ

リー大主教管区外管轄）、ティモシー・ソートン（軍およ

びフォークランド諸島教区）主教のため

14 月 ソダー・アンド・マン（英国聖公会）ピーター・イーグ

ルズ主教

エル・カミーノ・レアル（米国聖公会）メアリー・グレ

イ＝リーヴズ主教

釧路聖パウロ教会

厚岸（あっけし）聖オーガスチ

ン教会

15 火 ソコト（ナイジェリア聖公会）オーガスティン・オモレ

主教

エルサルバドル（中央アメリカ聖公会）フアン・ダヴィ

ド・アルヴァラド・メルガル主教

函館聖ヨハネ教会

今金（いまかね）インマヌエル

教会

16 水 南アンコレ（ウガンダ聖公会）ナサン・アヒンビシブ

ウェ主教

エルドレット（ケニア聖公会）クリストファー・ルト主

教

（冬期聖職按手節）

主教、司祭、執事

17 木 サウスダコタ（米国聖公会）ジョン・タラント主教

エル=オベイド（スーダン聖公会）イスマイル・ガブリエ

ル・アブディギン主教

有珠（うす）聖公会

室蘭聖マタイ教会

-  代祷表 2 - 12月



12月日 曜 世界の聖公会：教区（管区）教区主教 日本聖公会

18 金 南ケララ（南インド教会）ダルマラジ・ラサラム首座主

教

イーリー（英国聖公会）スティーヴン・デイヴィッド・

コーンウェイ主教

エンブ（ケニア聖公会）デイヴィッド・ムリーティ・イ

レリ主教

（冬期聖職按手節）

聖職候補生、補佐の教役者

19 土 南ルウェンゾリ（ウガンダ聖公会）ジャクソン・ンゼレ

ベンデ主教

エヌグ（ナイジェリア聖公会）エマニュエル・チュクウ

マ主教

エヌグ北（ナイジェリア聖公会）ソステネス・エゼ主教

（冬期聖職按手節）

奉仕職に召されるひとが増し

加わるため

20 日 〔降臨節第４主日〕

◇祈ってください：アングリカンコミュニオン全体におけ

る世界中の婦人会を含む宣教機関とそのミニストリーのた

め

21 月 〔使徒聖トマス日〕

南西タンガニーカ（タンザニア聖公会）マシュー・マガ

マ主教

エサン（ナイジェリア聖公会）フライデー・イマエカイ

主教

聖トマスの名によって建てら

れたすべての教会・事業のた

め

22 火 エッチェ（ナイジェリア聖公会）プレシャス・ンワラ主

教

エツァコ（ナイジェリア聖公会）ジェイコブ・バダ主教

苫小牧（とまこまい）聖ルカ教

会

苫小牧ミッション・トゥ・

シーフェアラーズ

23 水 エヴォ（ナイジェリア聖公会）イノセント・オルドゥー

主教

エグゼター（英国聖公会）ロバート・アトウェル主教

平取（びらとり）聖公会

新冠（にいかっぷ）聖フランシ

ス教会

24 木 エゾ（南スーダン聖公会）ジョン・ケレボロ・ザオ主教

ファイサラバード（パキスタン教会）ジョン・サミュエ

ル主教

フォークランド諸島教区（カンタベリー大主教管区外管

轄）ティモシー・ソーントン教区主教

こどものため。教会学校・日

曜学校のため

25 金 〔降誕日〕

◇祈ってください：エルサレムの平和およびベツレヘムの

人々のため

-  代祷表 3 - 12月



12月日 曜 世界の聖公会：教区（管区）教区主教 日本聖公会

26 土 〔最初の殉教者聖ステパノ日〕

フィアナランツォア（インド洋聖公会）ギルバート・ラ

テロソン・ラコトンドラヴェロ主教

フロリダ（米国聖公会）ジョン・ハワード主教

フォルス湾（南アフリカ聖公会）マーガレット・ブレン

ダ・バーチュー主教

聖ステパノの名によって建て

られたすべての教会・事業の

ため

27 日 〔降誕後第１主日〕

◇祈ってください：他教派のキリスト者たちとエキュメニ

カル運動の働きのため ローマ・カトリック フランシスコ

教皇のため、東方正教会 コンスタンチノポリス バルトロ

マイ総大主教のため、世界教会協議会総主事のため、世界

メソジスト協議会 イヴァン・M・エイブラハムズ総主事の

ため、世界改革派教会コミュニオン クリス・ファーガソン

総主事のため

28 月 〔福音記者使徒聖ヨハネ日〕

フォンデュラック（米国聖公会）マシュー・アラン・ガ

ンター主教

フォートワース（米国聖公会）スコット・メイヤー主教

聖ヨハネの名によって建てら

れたすべての教会・事業のた

め

29 火 〔聖なる幼子の日〕

フレデリクトン（カナダ聖公会）デイヴィッド・エド

ワーズ主教

フリータウン（シエラレオネ）（西アフリカ聖公会）

トーマス・アーノルド・イクニカ・ウィルソン主教

すべてのこどもたちのため

養護施設、障がい児施設の働

きのため

30 水 ガヒニ（ルワンダ聖公会）オネスフォル・ルワジェ主教

グボコ（ナイジェリア聖公会）エマニュエル・ニッツェ

主教

日本聖公会の諸活動のため

31 木 ジョージ（南アフリカ聖公会）ブライアン・マラジ主教

ジョージア（米国聖公会）スコット・ベンハス主教

この一年に与えられたすべて

の恵みに感謝

-  代祷表 4 - 12月
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