
1～4日 メリーランド教区主教ユージーン・サットン師

5～11日 聖ヨハネ教会 ディア・パーク

聖マタイ教会 オークランド

イマヌエル教会 カンバーランド

聖十字教会 カンバーランド

12～18日 聖ヨハネ教会 フロストバーグ

聖ペテロ教会 ロネイコニング

聖ジョージ教会 マウント・サーベッジ

19～25日 聖ヤコブ教会 ウェスタンポート

聖マルコ教会 ラパンズ

聖ルカ教会 ブラウンズビル

１月26日～１日 聖アンデレ教会 クリアー・スプリング

聖ヨハネ教会 ヘイガーズタウン

聖トマス教会 ハンコック

2～8日 聖パウロ教会 シャープスバーグ

聖アン教会 スミスズバーグ

聖ヤコブ礼拝堂、聖ヤコブ学院 スミスズバーグ

9～15日 変容貌教会 ブラドック・ハイツ

聖愛教会 ブランズウィック

16～22日 聖テモテ教会 フレデリック

諸聖徒教会 フレドリック

聖ヤコブ教会 マウント・エリー

23～29日 聖愛教会 ニューマーケット

聖パウロ教会 ポイント・オブ・ロックス

1～7日 カトクティン教会 フレデリック・カウンティ

聖ジョージ教会 マンチェスター

全ての教区関連学校・教育施設のため

8～14日 聖バルナバ教会 サイクスビル

昇天教会 ウェストミンスター

15～21日 聖使徒教会 アービュタス

昇天教会 ボルティモア・カウンティ

王なるキリスト教会 ボルティモア・カウンティ

22～28日 聖三一教会 ボルチモア

聖テモテ教会 ケイトンズビル

３月29日～4日 聖アンデレ教会 ボルチモア

聖ジョージ聖マタイ教会 ボルチモア

5～11日 聖マーガレット教会 ボルチモア

聖マリヤ教会 ウッドローン

12～18日 シャーウッド教会 クッキーズビル

イマヌエル教会 グレンコー

19～25日 聖ヨハネ教会 ウェスタン・ラン

聖ヨハネ教会 キングスビル
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5月26日～2日 三一教会 ロング・グリーン

　　　 聖慰主教会 ルーサービル

3～9日 聖ヤコブ教会 モンクトン

聖トマス教会 ギャリソン・フォレスト

10～16日 聖ヤコブ教会 パークトン

聖マルコ・オン・ザ・ヒル教会 パイクスビル

諸聖徒教会 レイスターズタウン

17～23日 良い羊飼い教会 ラクストン

顕現教会 ダラニー・バレー

24～30日 聖トマス教会 タウソン

ビショップ・クラゲットセンター（教区リトリートセンター）

5月31日～6日 三一教会 タウソン

キリスト教会 コロンビア

7～13日 聖愛教会 エルクリッジ

三一教会 ウォータールー

14～20日 聖ヨハネ教会 エリコット・シティ

聖ペテロ教会 エリコット・シティ

聖アンデレ教会 グレンウッド

21～27日 聖マルコ教会 ハイランド

聖パウロ教会 ポプラ・スプリングス

降臨教会 フェデラルヒル

６月28日～4日 インカネーション大聖堂 フェデラルヒル

インマヌエル教会 ボルチモア

5～11日 聖愛・聖ペテロ教会 ボルチモア

守護天使教会 ボルチモア

12～18日 ホーリー・カベナント教会 ボルチモア

聖十字教会 ボルチモア

聖誕教会 ボルチモア

19～25日 聖三一教会 ボルチモア

メモリアル教会 ボルチモア

７月26日～1日 教区センター・事務所 ボルチモア

聖救主教会 ボルチモア

カルバリの丘教会 ボルチモア

２～８日 聖誕教会 シーダクロフト

聖贖主教会 シーダクロフト

9～15日 贖罪教会 ローカストポイント

聖公会社会福祉・奉仕活動

16～22日 復活教会 ローカストポイント

聖バルトロマイ教会 テン・ヒルズ

23～29日 聖デービッド教会 ローランド・パーク

聖ヤコブ教会 ボルチモア

聖ヤコブ教会 アービントン
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８月30日～5日 スペイン語会衆 アービントン

聖ヨハネ教会 ハンチントン

6～12日 聖ヨハネ教会 マウント・ワシントン

アレクサンドリアの聖キャサリン教会 ボルチモア

13～19日 聖ルカ教会 フランクリンスクエアー

処女マリヤ教会 ウォルブルック

20～26日 聖マッテヤ教会 ボルチモア

聖ミカエル及び諸天使教会 ボルチモア

9月27日～3日 使徒聖パウロ教会 ボルチモア

聖パウロ教会 ボルチモア

聖アン教会 アナポリス

4～10日 聖ルカ教会 イーストポート

聖マーガレット教会 アナポリス

11～17日 聖ピリポ教会 アナポリス

聖ステパノ教会 セヴァン

18～24日 諸魂教会 デビッドソンビル

聖オルバン教会 グレン・バーニー

25～31日 聖クリストファー教会 リンシクム

聖ヤコブ教会 ロシアン

1～7日 顕現教会 オーデントン

聖アンデレ教会 パサデナ

8～14日 聖マーチン･イン･ザ･フィールド教会 セヴァナ・パーク

キリスト教会 ウェスト・リバー

15～21日 ミドルハム聖ペテロ教会 カルバート・カウンティ

キリスト教会 ポート・リパブリック

聖パウロ教会 プリンス・フレデリック

22～28日 諸聖徒教会 サンダーランド

聖マリヤ教会 エモートン

11月29日～5日 聖三一教会 チャーチ・ビル

キリスト教会 ロック・スプリング

6～12日 聖ヨハネ教会 ハーヴ・ド・グレイス

コップリー教会 ガンパウダー・ハンドレッド

聖ジョージ教会 ペリーマン

13～19日 ディア・クリーク教会 ペリーマン

グレイスメモリアル教会 ダーリントン

20～26日 聖十字教会 ザ・ロックス

聖マリア･アウトリーチセンター ボルチモア

27～31日 漁師聖アンデレ教会 メイヨー

インマヌエル教会 ベル・エアー
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