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2019 年 2 月 日本聖公会

2019年2月17日
毎年顕現後第６主日をハンセン病問題啓発の日とし、祈りをささげる。顕現後第６主日
がない年は大斎節前主日の直前の主日。

ハンセン病問題への理解が深まるための祈り
慈しみ深い神よ、み子イエス・キリストは病気のために差別された人々を深く
憐れみ、み手を差し伸べて癒されました。キリストに倣って生きる者とされたわ
たしたちは、一人ひとりが大切にされて生きる社会を築こうと願い求めます。こ
とにハンセン病を患ったために社会から見捨てられ、苦渋の人生を生きなけ
ればならなかった人々の苦しみを思います。これまでに、この苦しみに関心を
寄せず、また差別する社会を改める働きをしてこなかったことを思い、懺悔い
たします。どうか、すべての人々が、この病気の事実、また回復者の現実など、
ハンセン病をめぐる問題を理解することによって、み心にかなう社会を建設す
ることができますように、多くの苦しみの中にある人々の友となり歩まれたみ子、
わたしたちの主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン
（2010 年 1 月 管区人権問題担当者作成）

参考： Anglican Cycle of Prayer
Anglican Communion Provinces

http://www.anglicancommunion.org/acp/
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

日 曜

２月

世界の聖公会：教区（管区）教区主教

日本聖公会

1 金

ラックナウ（北インド教会）ピーター・バルデガ主教
グァテマラ（中央アメリカ聖公会）アルマンド・グェッ
ラ・ソリア大主教、補佐主教：シルヴェストル・ロメロ主
教

佐世保復活教会
厳原（いずはら）聖ヨハネ教会

2 土

〔被献日〕
ルイ（南スーダン聖公会）スティーヴン・ドコロ・イス
マイル・ンバラー主教
台湾（米国聖公会）デイヴィッド・ライ主教
ギルフォード（英国聖公会）アンドリュー・ジョン・ワ
トソン主教、補佐主教：ジョー・ベイリー・ウェルズ主
教、クリストファー・ジョン・ヒル主教

ナザレ修女会のため。日本聖
公会管区・教区・教会の婦人
会活動はじめ、さまざまな女
性たちの働きのため

3 日

〔顕現後第４主日〕
◇祈ってください：ブルンディ聖公会のため マルタン・
ブレーズ・ニャボホ大主教（マカンバ教区主教）

（ヨーロッパの殉教者）

4 月

ルサカ（中央アフリカ聖公会）デイヴィッド・ンジョヴ
主教
タマレ（西アフリカ聖公会）ジェイコブ・アイェエボ主
教
ギニア（西アフリカ聖公会）ジャック・ボストン主教

熊本聖三一教会
降臨教会礼拝堂

5 火

ルシタニア教会（ポルトガル）ジョルヘ・ピナ・カブラ
ル主教
タンガ（タンザニア聖公会）マインボ・ムンドルワ主教
（首座主教）

（日本の殉教者）

6 水

ルウェロ（ウガンダ聖公会）エリダード・キロンデ・ン
スブガ主教
タリメ（タンザニア聖公会）R.ムウィタ・アキリ主教
タスマニア（オーストラリア聖公会）リチャード・コン
ディー主教、補佐主教：クリストファー・ジョーンズ主教

菊池黎明教会

7 木

ルウェル（タンザニア聖公会）ゴッドフリー・ンベルワ
主教
テ・ピホパタンガ・オ・タイ・トケラウ（アオテアロ
ア・ニュージーランド・ポリネシア聖公会）テ・キトヒ・
ウィレムー・ピカアフー主教

鹿児島復活教会
大口聖公会

- 代祷表
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2月

すべての殉教者を覚えて

すべての殉教者を覚えて

日 曜

世界の聖公会：教区（管区）教区主教

日本聖公会

8 金

マチャコス（ケニア聖公会）ジョゼフ・ムトゥンギ主教
テ・ピホパタンガ・オ・タイラウヒティ（アオテアロ
ア・ニュージーランド・ポリネシア聖公会）ドン・タミヘ
レ主教（首座主教）
グジャラト（北インド教会）シルヴァンズ・クリスチャ
ン主教

宮崎聖三一教会
延岡聖ステパノ教会

9 土

マディヤ・ケララ（南インド教会）トーマス・カンジ
ラッパリー・オオンメン主教（首座主教）
テ・ピホパタンガ・オ・ウポコ・オ・テ・イカ（アオテ
アロア・ニュージーランド・ポリネシア聖公会）教区主教
空位
グサウ（ナイジェリア聖公会）ジョン・ガルバ・ダンビ
ンタ主教

大分聖公会

10 日

〔顕現後第５主日〕
◇祈ってください：カナダ聖公会のため
ク・ヒルツ首座主教

２月

フレデリッ

マディおよび西ナイル（ウガンダ聖公会）チャールズ・
コリンズ・アンダクー主教
テ・ピホパタンガ・オ・ウポコ・オ・テ・ワイポウナ
ムー（アオテアロア・ニュージーランド・ポリネシア聖公
会）リチャード・ウォレス主教
ガイアナ（西インド諸島聖公会）チャールズ・デイ
ヴィッドソン主教

（日本聖公会組織成立記念日）

12 火

マドラス（南インド教会）ジョージ・スティーヴン・
ジェヤラジ主教
テモトゥ（メラネシア聖公会）レオナード・ダウェア主
教

（神戸教区）
神戸聖ミカエル教会
垂水伝道所

13 水

マドゥライ=ラムナド（南インド教会）マリアルイス・
ジョゼフ主教
テムコ（チリ聖公会）アベリノ・マヌエル・アペレオ主
教
テネシー（米国聖公会）ジョン・バウアーシュミット主
教

神戸聖ペテロ教会

14 木

マハジャンガ（インド洋聖公会）教区主教空位
テレケカ（南スーダン聖公会）ポール・モディ・ファー
ジャラ主教

神戸昇天教会

11 月

- 代祷表

2-

2月

日本聖公会首座主教ナタナエ
ル植松誠と日本聖公会のすべ
ての聖職・信徒、すべての教
会・事業、すべての宣教活動
のため。

２月

日 曜

世界の聖公会：教区（管区）教区主教

日本聖公会

15 金

マイドゥグリ（ナイジェリア聖公会）エマニュエル・モ
リス主教
テリトリー・オヴ・ザ・ピープル（カナダ聖公会）バー
バラ・ジーン・アンドリューズ主教
グワグワラダ（ナイジェリア聖公会）モーゼズ・タブワ
イェ主教

神戸聖ヨハネ教会

16 土

メイン（米国聖公会）スティーヴン・レイン主教
テキサス（米国聖公会）アンドリュー・ドイル主教、補
佐主教：ジェフ・フィッッシャー主教、ディーナ・ハリソ
ン主教、エクトル・モンテルロソ主教

明石聖マリア・マグダレン教
会

17 日

〔顕現後第６主日〕
◇祈ってください：中央アフリカ聖公会のため
バート・チャマ大主教（北ザンビア教区主教）

ハンセン病問題啓発の日

アル

ハンセン病問題への理解が深
まるため

18 月

マイウット地域（南スーダン聖公会）ピーター・ガトベ
ル・クネン・ルアル補佐主教
北極地方（カナダ聖公会）デイヴィッド・パーソンズ主
教、補佐主教：ダレン・マッカートニー主教
ハイチ（米国聖公会）ジャン・ザシュ・デュラサン主教

姫路顕栄教会
洲本真光教会

19 火

マカンバ（ブルンディ聖公会）マルタン・ブレーズ・
ニャボホ主教（首座主教）
サウスキャロライナ（米国聖公会）グラッドストーン・
アダムズ主教、補佐主教：チャールズ・フォンローゼン
バーグ主教

神戸国際大学諸聖徒礼拝堂
八代学院礼拝堂
ミッション・トゥ・シーフェ
アラーズ 神戸

20 水

マクエニ（ケニア聖公会）フランシス・ンボヤ・マトゥ
イ主教
マレー川（オーストラリア聖公会）ジョン・フォード主
教
スペイン改革聖公会（スペイン）カルロス・ロペス＝ロ
ザーノ主教

松蔭中学校・高等学校礼拝堂
（レオノア・チャペル）
神戸松蔭女子学院大学礼拝堂
（マグダレン・チャペル）

21 木

マクルディ（ナイジェリア聖公会）ナサン・ニイタル・
イニョム主教
ティカ（ケニア聖公会）ジュリアス・ンジュグナ・ク
ニョイケ主教

岡山聖オーガスチン教会
「倉敷聖クリストファー教
会」伝道所

- 代祷表
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2月

２月

日 曜

世界の聖公会：教区（管区）教区主教

日本聖公会

22 金

マラバル（南インド教会）ロイス・マノジ・ヴィクター
主教
トゥートゥクディ・ナザレス（南インド教会）サムエ
ル・デヴァサハヤム・エベネゼル・クレメント主教
バヌアツ（メラネシア聖公会）アルフレッド・カリボン
ギ主教

福山諸聖徒教会

23 土

マライタ（メラネシア聖公会）サミュエル・サフー主
教、補佐主教：リックソン・ジョージ・マオマオルー主教
ティルネルヴェリ（南インド教会）ジャヤラジ・クリス
トドス主教
ハラレ（中央アフリカ聖公会）チャド・ニコラス・ガン
ディヤ主教

広島復活教会
聖モニカ礼拝堂

24 日

〔顕現後第７主日〕
◇祈ってください：中央アメリカ聖公会のため フリオ・
マレー・トンプソン主教（首座主教・パナマ教区主教）

25 月

〔使徒聖マッテヤ日〕
マラカル（南スーダン聖公会）ヒラリー・ガラング・デ
ング大主教、補佐主教：ジョン・ガッテク主教、ピー
ター・ガトベル・クネン主教、ディヴィッド・キイル・マ
ヤス主教
トーマジーナ（インド洋聖公会）ジャン・ポール・ソロ
主教

聖マッテヤの名によって建て
られたすべての教会・事業の
ため

26 火

マレク（南スーダン聖公会）ピーター・ジョー・エイブ
ラハム・マヨム主教
東北（日本聖公会）ヨハネ吉田雅人主教

呉信愛教会

27 水

マレク・ルプ（南スーダン聖公会）ピーター・マリア
ル・アゴク主教
東京（日本聖公会）主教空位 管理主教：ゼルバベル広
田勝一主教
タリアラ（インド洋聖公会）トッド・マクレガー主教、
補佐主教：サミティアナ・ジョンソン・ラザフィンドララ
ンボ主教

徳山聖マリア教会
下関聖フランシス・ザビエル
教会

28 木

マリンディ（ケニア聖公会）ローレンス・ディーナ主教
トンジ（南スーダン聖公会）ピーター・ユオル・グル主
教

- 代祷表

4-

2月

浜田基督教会

