2019年度北関東教区代祷表 改訂版

全世界

管区

教区・教会

アオテアロア・ニュージーラン
ド・ポリネシア聖公会のため
フィリップ・リチャードソン大主
教（首座主教・タラナキ教区主
1月6日
教）ドン・タミヘレ大主教（首座
主教・アオテアロア教区主教）
フェレイミ・カマ大主教（首座主
教・ポリネシア教区主教）

新年最初の主日に当たり、主教ゼ
ルバベル広田勝一教区主教と北
関東教区のすべての人々のため
北関東教区教務所、北関東教区
各部・各委員会の働きのため
各教会諸委員会・諸グループのた
め

オーストラリア聖公会のため
フィリップ・レスリー・フライアー
1月13日
大主教（首座主教・メルボルン
大主教）

各教会で行われる、堅信受領者総
会のため

バングラデッシュ（合同）教会の
ため ポール・シンシル・サルケ キリスト者一致祈祷週
1月20日
ル主教（バングラデッシュ教会 間（1月18日～25日）
議長・ダッカ教区主教）
被献日（2月2日）にあたり、日本聖
公会婦人会、北関東教区婦人会、
北関東教区婦人会総会、各教会
婦人会のため。教会に集うすべて
の女性のため
熊谷聖パウロ教会 創立記念日１
月最後の主日（1885年）

ブラジル聖公会のため ナウダ
1月27日 ル・アルヴェス・ゴメス主教（首
座主教・クリティバ教区主教）

ブルンディ聖公会のため マル
日本の殉教者（2月5
2月3日 タン・ブレーズ・ニャボホ大主教
日）
（マカンバ教区主教）

2月10日

カナダ聖公会のため フレデ
リック・ヒルツ首座主教

日本聖公会組織成立
記念日（2月11日）

日本聖公会組織成立記念日（2月
11日）にあたり、管区の諸委員会
の働きのため
教会を語る会
下館聖公教会 聖堂聖別記念日2
月11日（1983年）
ゼルバベル広田勝一教区主教の
働きのため 按手記念日2月11日
（2005年）

中央アフリカ聖公会のため ア
ハンセン病問題啓発の
2月17日 ルバート・チャマ大主教（北ザ
日
ンビア教区主教）
中央アメリカ聖公会のため フ
世界祈祷日（3月第1金 前橋聖マッテア教会（聖マッテヤ
2月24日 リオ・マレー・トンプソン主教（首
曜日、今年は3月1日） 日、本年は2月25日）
座主教・パナマ教区主教）

備考

全世界

管区

教区・教会

聖公会生野センターの
チリ聖公会、エクトル（ティト）・
ため
ザヴァラ・ムニョス大主教（首座
九州教区（教区成立記
3月3日 主教・サンティアゴ教区主教）
念日）ルカ武藤謙一主
のため
教と九州教区のすべて
の働きのため

関東三教区生野委員会のため（3
月1日に近い主日）
小山聖ミカエル教会 聖堂聖別記
念日3月3日（2018年）
日立聖アンデレ教会 聖堂聖別記
念日3月5日（1963年）

春季聖職按手節にあた
り、すべての主教・司
コンゴ聖公会、ザカリー・マシマ 祭・執事および補佐の
3月10日 ンゴ・カタンダ大主教（首座主 教役者、聖職候補生の
教・キンドゥ教区主教）のため ため。また奉仕職に召
される人が増し加わる
ため

主教ヤコブ八代崇師父 逝去記念
日3月12日（1997年）
主教Ｃ.Ｆ.ライフスナイダー師父 逝
去記念日3月16日（1958年）

英国聖公会、ジャスティン・ウェ
国際人種差別撤廃デー 小山教区墓地春期教区合同逝去
3月17日 ルビーカンタベリー大主教のた
（3月21日）
者記念礼拝
め
香港聖公会、ポール・クウォン
3月24日 大主教（首座主教・香港島教区
主教）のため

東松山聖ルカ教会 聖堂聖別記念
日3月26日（2018年）
主教パウロ斎藤茂樹師父 逝去記
念日3月30日（2008年）

インド洋聖公会、ジェイムズ・リ
この日をもって定年退
チャード・ウォン・イン・ソン大主
主教Ｊ.マキム師父 逝去記念日4月
3月31日
職されるすべての教役
教（セイシェル諸島教区主教）
4日（1936年）
者のため
のため

アイルランド聖公会、リチャー
ド・ライオネル・クラーク大主教
4月7日
（首座主教・アーマー管区大主
教）のため

新年度を迎え、北関東教区内各幼
稚園・認定こども園の働きのため
主教ヨハネ大久保直彦師父 逝去
記念日4月10日（1983年）
川越基督教会 聖堂聖別記念日4
月10日（1921年）
大宮聖愛教会 宣教開始記念日4
月11日（1899年）

エルサレムおよび中東聖公
会、スヘイル・ダワニ大主教
4月14日
（首座主教・エルサレム教区大
主教）のため

浦和諸聖徒教会 聖堂聖別記念日
4月17日（1928年）

エルサレムの平和と聖地の
4月21日
人々のため

日本聖公会、ナタナエル植松
4月28日 誠主教（首座主教・北海道教区
主教）のため

立教学院聖パウロ礼拝堂 礼拝堂
主の復活を覚えて建て
聖別記念日4月25日（1963年）
られたすべての教会・
主教テモテ蒔田誠師父 逝去記念
事業のため
日4月26日（1962年）
教区信徒一致の日（4月29日）
新町聖マルコ教会 聖マルコ日（今
年は4月29日）、玉村講義所
志木聖母教会 聖堂聖別記念日4
月29日（1991年）
栃木聖アルバン教会 聖堂聖別記
念日5月4日（1990年）

備考

全世界

管区

ケニア聖公会、ジャクソン・オ
5月5日 レ・サピット大主教（首座主教・ 子どものため
全ケニア大主教）のため

教区・教会
榛名聖公教会 聖堂聖別記念日5
月9日（1991年）

神学校のために祈る主
日
大韓聖公会、モーゼズ・ナク
聖公会神学院、ウイリ
5月12日 ジュン・ユー大主教（首座主教・
アムス神学館のため
テジョン教区主教）のため
東京教区 教区成立記
念日（5月17日）

下館聖公教会 創立記念日5月15
日（1904年）
小山祈りの家 開所記念日5月15
日（2004年）

メラネシア聖公会、ジョージ・タ
5月19日 ケリ大主教（中央メラネシア教
区主教）のため

宇都宮聖ヨハネ教会 聖堂聖別記
念日5月22日（1933年）
幸手基督教会 聖堂聖別記念日5
月25日（1996年）

全世界の聖公会のため
－カンタベリー大主教ジャス
ティン・ウェルビー師父および
全ての首座主教たちと主教た
ちのため
－全聖公会中央協議会のすべ
てのメンバーのため
5月26日
－アングリカンコミュニオンオ
フィス総主事 ジョサイア・イド
ウー＝フィアロン主教のため
－ロンドンのアングリカンコミュ
ニオンオフィスおよびジュネー
ヴとニューヨークの国連オフィ
スのスタッフのため

熊谷聖パウロ教会 聖堂聖別記念
日5月29日（1919年）

アングリカン・コミュニオン・サン
デー
6月2日 メキシコ聖公会、フランシスコ・
モレノ総裁主教（北メキシコ教
区主教）のため

地球環境のために祈る
日（6月5日に近い主日）
アジア・サンデー
アジア・エキュメニカル
週間（6月2日～8日）
大阪教区 教区成立記
念日（6月5日）

毛呂山聖霊教会（聖霊降臨日）
聖慰主教会（聖霊降臨日）
聖霊降臨日
土浦聖バルナバ教会 創立記念日
ミャンマー聖公会、スティーヴ エキュメニカル・サン
聖バルナバ日6月11日（1902年）
6月9日 ン・タン・ミント・ウー大主教（ヤ デー
草津聖バルナバ教会 創立記念日
ンゴン教区主教）のため
北関東教区 教区成立
聖バルナバ日6月11日（1916年）お
記念日（6月14日）
よび草津研修所（聖マーガレット
館）の働きのため
ナイジェリア聖公会、ニコラス・
6月16日 オコー大主教（首座主教・アブ
ジャ教区主教）のため
北インド合同教会、プレム・チャ 沖縄慰霊の日
6月23日 ンド・シン議長（ジャバルプール 沖縄週間（6月23日～
教区主教）のため
29日）

栃木聖アルバン教会（聖オルバン
日6月22日）

備考

全世界

管区

パキスタン合同教会、ハンフリー・

6月30日 ピーターズ議長（ペシャワール教
区主教）のため

7月7日

教区・教会
児童の日（聖霊降臨後第3主日）に
あたり、日曜学校・教会学校の働
きのため、教会に集う子どもたち
のため
アプタン女史逝去記念日7月2日
（1966年）
毛呂山聖霊教会 アプタン女史逝
去記念日7月2日（1966年）
水戸聖ステパノ教会 聖堂聖別記
念日7月5日（1973年）

パプアニューギニア聖公会、ア
ラン・ミギ大主教のため

海の主日
全世界のミッション・
トゥ・シーフェアラーズの
フィリピン聖公会、ジョエル・ア 働きおよび港の仕事に
7月14日 ティクグ・ペチョ首座主教のた 従事する人とその家族
め
のため
苫小牧、横浜、神戸ミッ
ション・トゥ・シーフェア
ラーズのため
ルワンダ聖公会、ローラン・ン
7月21日 バンダ大主教（シイラ教区主
教）のため
スコットランド聖公会、マーク・
ストレンジ主教（首座主教・モレ
7月28日
ノ・ロス・アンド・キースネス教
区主教）のため
日本聖公会青年活動
のための日
すべての青年活動のた
東南アジア聖公会、ング・ムー
め
8月4日 ン・ヒング大主教（マレーシア教
広島平和記念日（8月6
区主教）のため
日）
長崎平和記念日（8月9
日）

前橋聖マッテア教会 前橋戦災の
日8月5日（1945年）
日光真光教会 聖堂聖別記念日
主イエス変容の日8月6日（1916
年）

南インド（合同）教会、トーマス・
カンジラッパリー・オオンメン議 すべての戦没者・殉教 志木聖母教会 主の母聖マリヤ日
8月11日
長（マヂャ・ケララ教区主教）の 者。世界平和のため
（8月15日）
ため
南アフリカ聖公会、タボ・マクゴ
8月18日 バ大主教（首座主教・ケープタ
ウン大主教）のため
南アメリカ聖公会、グレゴリー・
ジェイムズ・ヴェナブルズ総裁
8月25日
主教（アルゼンチン教区主教）
のため

高崎聖オーガスチン教会 主教教
会博士オーガスチン日（8月28日）

備考

全世界

管区

◇祈ってください：南スーダン聖
公会、ジャスティン・バディ・アラ
9月1日
マ大主教（ジュバ教区主教）の
ため

教区・教会
関東大震災朝鮮人迫害をおぼえ
て、関東三教区生野委員会のため
（9月1日に近い主日）

スーダン聖公会、エゼキエル・
9月8日 クミル・コンドー大主教（カール
トゥーム教区主教）のため
高齢者と高齢者に仕え
タンザニア聖公会、マインボ・
る働きのため
9月15日 ムンドルワ大主教（タンガ教区
京都教区 教区成立記
主教）のため
念日（9月19日）

日光真光教会 礼拝堂改修完成記
念日9月15日（1997年）
新町聖マルコ教会 聖堂聖別記念
日9月21日（1980年）
9月21日 小山教区墓地秋季教区
合同逝去者記念礼拝

横浜教区（教区記念日
9月22日～23日 信徒・教役者の集
ウガンダ聖公会、スタンリー・ン 1873年9月23日）イグナ
い
9月22日 タガリ大主教（カンパラ教区主 シオ入江修主教と横浜
幸手基督教会 宣教開始記念日9
教）のため
教区の全ての働きのた
月26日（1888年）
め

9月29日

米国聖公会、マイケル・カリー
総裁主教のため

北海道教区（教区成立
記念日1941年9月29
小山聖ミカエル教会 聖ミカエルお
日）ナタナエル植松誠 よび諸天使の日（9月29日、今年は
主教と北海道教区のす 30日）
べての働きのため

ウェールズ聖公会、ジョン・デイ
ヴィーズ大主教（スウェンシー・
10月6日
アンド・ブレコン教区主教）のた
め

川越基督教会 創立記念日10月の
第1主日（1878年）

東松山聖ルカ教会 福音記者聖ル
西アフリカ聖公会、ダニエル・
カ日 創立記念日10月18日（1884
サルフォ主教（首座主教・ガー 神戸教区（教区成立記 年）
10月13日
ナ管区大主教およびクマシ教 念日10月17日）
榛名聖公教会 福音記者聖ルカ日
区主教）のため
榛名荘創立記念日10月18日（1938
年）

10月20日 西インド諸島聖公会のため

ＮＣＣ（日本キリスト教
協議会）教育週間（10
月20日～27日）

大宮聖愛教会 聖堂聖別記念10月
20日（1934年）
ネリー･マキム女史逝去記念日10
月21日（1974年）
土浦聖バルナバ教会 聖堂聖別記
念日10月25日（1930年）

セイロン聖公会（カンタベリー大
日本聖公会社会事業の日にあた
主教管区外管轄）、ディロラジ・ 社会事業の日すべての り、榛名新生会、草津・栗生楽泉
カナガサベイ主教（コロンボ教 社会事業の働きのため 園、はんな・さわらび療育園の働き
10月27日
区主教）、ケエルティシリ・フェ
のため
ルナンド主教（クルナガラ教区 すべての逝去者のため 浦和諸聖徒教会 諸聖徒日（11月1
主教）のため
日）
バミューダ聖公会（カンタベリー
11月3日 大主 教管区外管轄）、ニコラ
ス・ディル主教のため

備考

全世界

管区

教区・教会

水戸聖ステパノ教会 宣教開始記
念日11月12日（1899年）
ルシタニア教会（カンタベリー大
障害者週間（11月10日 聖慰主教会聖堂聖別記念日11月
11月10日 主教 管区外管轄）、ジョルゲ・
～16日）
12日（1939年）
ピナ・カブラル主教のため
小山聖ミカエル教会 創立記念日
11月13日（1935年）
スペイン改革聖公会（カンタベ
東北教区（教区成立記
11月17日 リー大主教管区外管轄） カル
北関東教区定期教区会のため
念日11月23日）
ロス・ロペス＝ロザーノ主教
フォークランド諸島（カンタベ
リー大 主教管区外管轄）、ティ 人権活動を支える主日
日立聖アンデレ教会 使徒聖アン
11月24日 モシー・ソーントン主教（英国軍 教区・管区の人権問題
デレ日（11月30日）
担当およびフォークランド諸島 担当者 の働きのため
担当主教)のため

アングリカンコミュニオン全体に
12月1日 おけ る諸宣教機関とその働き
のため

立教学院聖パウロ礼拝堂 立教創
始者ウイリアムズ主教逝去記念日
12月2日（1910年）
草津聖バルナバ教会 聖堂聖別記
念日12月6日（1957年）

世界中の婦人会の働きのため
バイブルサンデー
全婦人 会総裁シェラン・ハー
12月8日
世界人権デー（12月10
パー、執行部長ベヴ・ジュリア
日）
ンの ため

バイブルサンデーにあたり、日本
聖書協会および各国の聖書協会
の働きのため
また各教会聖書勉強会のため
教区神学生の日（降臨節第3主日）
にあたり、神学生のため
高崎聖オーガスチン教会 聖堂聖
別記念日12月21日（1929年）
コンウォール・リー女史逝去記念
日12月18日（1941年）

ソコト（ナイジェリア聖公会）
オーギュスタン・オモレ主教
12月15日 エルサルバドル（中央アメリカ
聖公会）フアン・デイ ヴィッド・
アルヴァラド・メルガル主教

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 ローマ司教、教皇フランシス
コの ため コンスタンチノポリ
宇都宮聖ヨハネ教会 福音記者使
ス、新しいローマおよび総大主
日本聖公会諸活動のた 徒聖ヨハネ日（12月27日)
12月22日 教、バルトロマイ大主教のため
め
鹿島聖オーガスチン礼拝堂 礼拝
世界メソジスト協議会総 主事
堂聖別記念日12月27日（1970年）
アイヴァン・M・エイブラハムズ
監督のため 改革派世 界協議
会総主事クリス・ファーガソン師
のため
ガヒニ（ルワンダ聖公会）アレク
シス・ビリンダバガボ 主教、補
佐主教：マナセ・ガヒマ主教
12月29日
ガンビア（西アフリカ聖公会）
ジェイムズ・アレン・ ヨー・オディ
コ主教

この１年に与えられた
すべての恵みに感謝
沖縄教区 組織移管記
念日（1月1日）

備考

