2016年度北関東教区代祷表

1月3日

1月10日

1月17日

1月24日

1月31日

2月7日

2月14日
2月21日

2月28日

3月6日

3月13日

3月20日

3月27日

4月3日

4月10日

4月17日

4月24日

全世界
管区
教区・教会
備考
ニュージーランド、ポリネシア聖
北関東教区全教会に新しい宣教
公会（首座主教 ウィリアム・ブ
のヴィジョンが与えられるため
ラウン・タレイ主教）
オーストラリア聖公会（首座主
教 フィリップ・レスリー・フレイ
教区主教の霊性のため
アー主教）
バングラデシュ教会（首座主教
キリスト者一致祈祷週
ポール・シシール・サルカー主
各教会定期受聖餐者総会のため
間
教）
ブラジル聖公会（首座主教 フ
ランシスコ・デ・アシス・ダ・シル
各教会定期受聖餐者総会のため
ヴァ主教）
ハンセン病問題啓発の 常磐沿線宣教のため
ブルンディ聖公会（首座主教
日
熊谷聖パウロ教会（創立記念日１
ベルナルド・タホトゥリ主教）
日本の殉教者（２月５ 月最後の主日）
日）
教区婦人会総会（被献日２日）
ゼルバベル広田勝一教区主教の
カナダ聖公会（フレデリック・ヒ 日本聖公会組織成立 働きのため（按手記念日２月１１
ルツ大主教）
記念日（２月１１日）
日）
下館聖公教会(聖堂聖別記念日２
中央アフリカ聖公会（首座主教
教区教務所の働きのため
アルバート・チヤマ主教）
中央アメリカ聖公会（首座主教
前橋聖マッテア教会（聖マッテヤ日
スターディー・ダウンズ主教）
２月２４日）
九州教区（教区成立記
婦人会の働きのため
今後聖公会（カーワ・ヘンリ・イ 念日３月４日）
日立聖アンデレ教会（聖堂聖別記
シンゴマ主教）
世界祈祷日（３月第１金
念日３月５日）
曜日3/4）
関東三教区生野委員会のため
英国教会（ジャスチン・ウェル 聖公会生野センターの
主教ヤコブ八代崇師父（逝去記念
ビーカンタベリー大主教）
ため
日１９９７年３月１２日）
香港聖公会（ポール・クゥオン
主教Ｃ.Ｆ.ライフスナイダー師父（逝
大主教）
去記念日１９５８年３月１６日）
エルサレム及び中東聖公会
（エルサレム教区スヘイル・デ
春期教区合同逝去者記念礼拝
ワニ主教）
主の復活を覚えて建て
られたすべての教会・
教区主教の働きのため
事業のため
イースター
主教パウロ斎藤茂樹師父（逝去記
この月をもって定年退
念日２００８年３月３０日）
職されるすべての教役
者のため
インド洋聖公会（イアン・ジェラ
玉村講義所
ルド・ジェイムズ・アーネスト大
主教Ｊ.マキム師父（逝去記念日１
主教）
９３６年４月４日）
アイルランド聖公会（リチャー
主教ヨハネ大久保直彦師父（逝去
ド・ライオネル・クラーク大主
記念日１９８３年４月１０日）
教）
教区の部・委員会の働きのため
日本聖公会（首座主教 ナタニ
エル植松誠主教）
新町聖マルコ教会（聖マルコ日４
月２５日）
主教テモテ蒔田誠師父（逝去記念
エルサレム及び中東聖公会
日１９６２年４月２６日）
（モーニフレ・ハンナ・アニス大 神学校のため
志木聖母教会（聖堂聖別記念４月
主教）
２９日）
佐野聖公教会（宣教開始記念４月
２９日）

5月1日

ケニア聖公会（首座主教 エリ
ウド・ウァブカラ主教）

5月8日

大韓聖公会（首座主教 ポー
ル・キム主教）

5月15日

メラネシア聖公会（デイヴィッ
ド・ヴナギ大主教）

5月22日

メキシコ聖公会（首座主教 フ
ランシスコ・モレノ主教）

アジア・エキュメニカル
週間
聖霊降臨日
エキュメニカル・サン
デー
東京教区（教区成立記

5月29日 ローマ聖公会センターの働き

6月5日

6月12日

6月19日

6月26日

7月3日
7月10日
7月17日

7月24日

7月31日

8月7日

8月14日

8月21日

8月28日

9月4日
9月11日

ミャンマー聖公会（スティーヴ
ン・タン・ミント大主教）

地球環境のために祈る
日（６月５日に近い主
日）
大阪教区（教区成立記
念日６月５日）

教区信徒一致の日（４月２９日）
栃木聖アルバン教会（聖堂聖別記
念日５月４日）
榛名聖公教会（聖堂聖別記念日５
月９日）
毛呂山聖霊教会（聖霊降臨日）
聖慰主教会（聖霊降臨日）
下館聖公教会（創立記念日５月１
５日）
宇都宮聖ヨハネ教会（聖堂聖別記
念日５月２２日）
幸手基督教会（聖堂聖別記念５月
２５日）
熊谷聖パウロ教会（聖堂聖別記念
５月２９日）
教区教務所
児童の日（聖霊降臨後第３主日）
土浦聖バルナバ教会（創立記念日
聖バルナバ日６月１１日）
草津聖バルナバ教会（創立記念日
聖バルナバ日６月１１日）
草津研修所

ナイジェリア聖公会（首座主教 北関東教区（教区成立
管区の諸委員会
ニコラス・オコー主教）
記念日６月１４日）
栃木聖アルバン教会（聖オルバン
北インド教会（首座主教 プラ
沖縄週間
日２２日）
ディープ・サマンタロイ主教）
小山祈りの家
パキスタン教会（首座主教 サ
アプタン女史記念日７月２日
ムエル・ロバート・アザライア主
毛呂山聖霊教会
教）
パプアニューギニア聖公会（ク
ライド・イガラ大主教）
フィリピン聖公会（レナト・ア
海の主日
各教会諸委員会グループ
グーガイ・アビビコ主教）
ルワンダ聖公会（オネスフォー
各教会聖書勉強会
レ・ルワジェ大主教）
スコットランド聖公会（首座主教
デイヴィッド・チリングワース主
教）
前橋聖マッテア教会（前橋戦災の
東南アジア聖公会（ボリー・ラ 広島平和記念日（8月6 日８月５日）
ポック大主教）
日）
日光真光教会（主イエス変容の日
８月６日）
南インド教会（首座主教 ゴ
日本聖公会青年活動
ヴァダ・ディヴァシルヴァダム主 のため
教）
長崎平和記念日（9日）
志木聖母教会（主の母聖マリヤ日
すべての戦没者・殉教 ８月１５日）
南アフリカ聖公会（選挙中？）
者。世界平和のため
足利聖マリヤ教会（主の母聖マリ
ヤ日８月１５日）
南アメリカ聖公会（首座主教
ヘクター・ザヴァラ・ムノーツ主
教）
南スーダン及びスーダン聖公
教区教務所
会（ダニエル・デング・ブル・ヤ
関東三教区生野委員会のため
ク大主教）
タンザニア聖公会（ジェイコブ・
エラスト・チメレディヤ大主教）
ウガンダ聖公会（スタンレイ・タ
ガリ大主教）

アメリカ聖公会（総裁主教 マ
9月18日
イケル・カリー主教）

9月25日

ウェールズ聖公会（バリー・
モーガン大主教）

西アフリカ聖公会（ダニエル・サ
10月2日
ルフォ大主教）

10月9日

10月16日

10月23日

10月30日

11月6日

11月13日

11月20日

11月27日

12月4日

12月11日

12月18日

12月25日

高齢者と高齢者に仕え
る働きのため
京都教区（教区成立記
念日９月１９日）
横浜教区（教区記念日
９月２５日）
北海道教区（教区成立
記念日９月２９日）

信徒・教役者の集い
秋季教区墓地礼拝

小山聖ミカエル教会（聖堂聖別記
念日９月２９日）
川越基督教会（創立記念日１０月
の第１主日）
小山祈りの家
草津研修所

西インド諸島聖公会（ジョン・ホ
ルダー大主教）
東松山聖ルカ教会（聖ルカ日創立
記念日、今年は１０月１９日）
セイロン聖公会（カンタベリー特 ＮＣＣ教育週間
大宮聖愛教会（聖堂聖別記念１０
別管轄区、ディロラジ・ランジト 神戸教区（教区成立記
月２０日）
主教）
念日１０月１７日）
ネリー･マキム女史記念日（１９７４
年１０月２２日）
榛名新生会
キューバ聖公会（グリセルダ・
社会事業の日
草津・栗生楽泉園
デルガド・カルピオ主教 ※注）
はんなさわらび学園
バーミューダ聖公会（カンタベ
浦和諸聖徒教会（諸聖徒日）
リー特別管轄区、ニコラス・ディ すべての逝去者のため
幼稚園の働きのため
ル主教）
ルシタニア教会（ポルトガル、カ
水戸聖ステパノ教会（宣教開始記
ンタベリー特別管轄区、ジョゼ・
障害者週間
念１１月１２日）
ジョルゲ・デ・ピナ・カブラル主
立教学院聖パウロ礼拝堂
教）
スペイン改革派教会（カンタベ
小山聖ミカエル教会（創立記念日
リー特別管轄区、カルロス・ロ
１１月１３日）
ペス・ロザーノ主教）
日本聖公会婦人会
フォークランド諸島聖公会（カン
東北教区（教区成立記 定期教区会のため
タベリー特別管轄区、ニジェ
念日１１月２３日）
教区婦人会
ル・ウィリアム・ストック主教）
アメリカ聖公会第８管区（カン
ザス教区―ディーン・ウォル
人権活動を支える主日 教区各教会婦人会のため
フェ主教、西カンザス教区－マ
イケル・ミルケン主教）
カルナタ北教区（南インド教
バイブルサンデー
会、ラヴィクマ―・ニランジャン 世界人権デー（１２月８ 教会（日曜）学校
主教）
日）
ケリチョー教区（ケニア聖公
会、ジェクソン・オール・サピット
神学生のため
主教）
コンウォール・リー女史記念日（１２
キルモア、エルフィン、アルダ
日本聖公会諸活動のた 月１８日）
教区（アイルランド聖公会、フェ
め
高崎聖オーガスチン教会（創立記
ラン・グレンフィールド主教）
念日聖トマス日１２月２１日）
教区主教の働きのため
キタレ教区（ケニア、スティヴ この１年に与えられた 教区宣教のため
ン・ケワシス主教）
すべての恵みに感謝 宇都宮聖ヨハネ教会（福音記者聖
ヨハネの日、今年は１２月２８日）

