日本聖公会東北教区代祷表

東北教区東日本大震災支援室、日本聖公会 正義と平和委員会 原発問題プロジェクト の働きを覚えてお祈りください。
記念日：宣･･･宣教開始､按･･･按手記念､逝･･･逝去記念

東北教区代祷表 ２０１８年１月
日 曜

教会暦
主イエス命名の日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

顕現日

６ 土

８ 月

西ルイジアナ教区
テジョン教区
教区主教 ジェイコブ・Ｗ・ 教区主教 ﾓｰｾ ユ・ナクジュン
オーウェンズビー
（兪 樂濬 유 낙준）
Bishop Jacob W. Owensby

東北教区
主教 ﾖﾊﾈ 吉田雅人

教区スタッフ、常置委員会、 テジョン〔大田〕主教座教会､
教区委員会
대전・주교좌교회

主教座聖堂

聖マタイ教会（ﾎﾞｶﾞﾙｻ）
St. Matthew’s Church,
Bogalusa

テジョン・ユソン〔大田・儒城〕
教会
대전・유성교회
テジョン・ボムン〔大田・寶文〕
教会
대전・보문교회
聖アンデレ教会（ﾓｽ･ﾌﾞﾗｯﾌ） アサン〔牙山〕ペクソクポ教会
St. Andrew's Church, Moss
아산・백석포교회
Bluff
聖三一教会（ﾀﾞﾘﾀﾞｰ）
アサン〔牙山〕ドゥンポ教会
Holy Trinity Church,
아산・둔포교회
DeRidder

聖アンデレ教会（ｸﾘﾝﾄﾝ）
St.Andrew’s Church, Clinton

５ 金

７ 日

ルイジアナ教区
教区主教 モーリス・Ｋ・ト
ンプソン Jr.
Bishop Morris K Thompson
Jr.
教区スタッフ、災難対応事
務室、「エリコの道」聖公
会住宅事業のため
インカーネーション（受肉）
教会（ｴｲﾐｰﾄ）
Church of the Incarnation,
Amite

顕現後第１主日
主イエス洗礼の日

聖三一教会（ｻﾙﾌｧｰ）
Holy Trinity Church,
Sulphur；
聖ルカ教会（ｼﾞｪﾆﾝｸﾞｽ）
St. Luke’s Church, Jennings
聖ミカエルと諸天使教会、
良き羊飼教会（ﾚｲｸﾁｬｰﾙｽ）
St. Michael and All Angels
Church, Church of the Good
Shepherd, Lake Charles

その他
北海道教区 主教
ﾅﾀﾅｴﾙ 植松 誠
逝 2003 執事 ﾖﾊﾈ
福島政美

テジョン・ソンナムドン〔大田・ 青森聖アンデレ教会・むつ会衆
城南洞〕教会
牧師 司祭 ﾌﾗﾝｼｽ 中山 茂
대전・성남동교회

キリスト教会、愛しい主の
教会（ｶｳﾞｨﾝｸﾞﾄﾝ）
Christ Church and Church of
the Beloved, Covington、
聖ミカエル教会（ﾏﾝﾃﾞｳﾞｨﾙ）
St. Michael’s Church,
Mandeville
諸聖徒教会（ﾎﾟﾝﾁｬﾄｩ-ﾗ）
ポーク・メモリアル（記念） アサン〔牙山〕オニャン教会
All Saints’ Church,
教会（ﾘｰｽﾞｳﾞｨﾙ）
아산・온양교회
Ponchatoula
Polk Memorial Church,
Leesville
キリスト教会（ｽﾗｲﾃﾞﾙ）
聖三一教会（ｸﾗｳﾘｰ）
チョナン〔天安〕ウォンソンド
Christ Church, Slidell
Holy Trinity Church, Crowley ン教会
천안・원성동교회

（学）聖公会栄光学園 聖アルバン幼稚
園、聖マリヤ幼稚園、聖ヤコブ幼稚園

松丘聖ミカエル教会
ｼｽ 中山 茂

管理牧師 司祭 ﾌﾗﾝ

弘前昇天教会、（学）聖公会栄光学園 明
星幼稚園 管理牧師 司祭 ﾌﾗﾝｼｽ 中山
茂、礼拝協力 主教 ﾖﾊﾈ 佐藤忠男

按 1990 主教 ﾖﾊﾈ
加藤博道(執事按
手)

八戸聖ルカ教会、（学）聖公会栄光学園
北海道教区 札幌
八戸幼稚園 牧師 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ 越山哲也、
キリスト教会
礼拝協力 司祭 ﾖﾊﾈ 佐藤真実
盛岡聖公会 牧師 司祭 ﾔｺﾌﾞ 林 国秀、礼
拝協力 執事 ﾖﾊﾈ 金子昭三、信徒奉事者
ﾙｶ 赤坂 徹、ﾍﾟﾃﾛ 阿部禧典

日本聖公会東北教区代祷表

東北教区東日本大震災支援室、日本聖公会 正義と平和委員会 原発問題プロジェクト の働きを覚えてお祈りください。
記念日：宣･･･宣教開始､按･･･按手記念､逝･･･逝去記念
２０１８年１月
日 曜

教会暦

９ 火

10 水

11 木

12 金
主教ヒラリー

ルイジアナ教区
聖ヤコブ教会、聖オルバン礼
拝堂(ﾙｲｼﾞｱﾅ州立大学）（ﾊﾞﾄ
ﾝﾙｰｼﾞｭ）
St. James Church and
t. Alban’s Chapel (LSU),
Baton Rouge
聖ルカ教会、聖ミカエルと諸
天使教会（ﾊﾞﾄﾝﾙｰｼﾞｭ）
St. Luke’s Church, St Michael
and All Angels’ Church, Baton
Rouge
聖三一教会、聖マーガレット
教会（ﾊﾞﾄﾝﾙｰｼﾞｭ）
Trinity Episcopal Church and
St. Margaret’s Church, Baton
Rouge
聖オーガスチン教会（ﾊﾞﾄﾝﾙ
ｰｼﾞｭ）St. Augustine’s Church,
Baton Rouge
聖公会学校（ﾊﾞﾄﾝﾙｰｼﾞｭ）
Episcopal School, Baton Rouge

西ルイジアナ教区
聖パウロ教会（ｱﾍﾞｳﾞｨﾙ）
St. Paul’s Church, Abbeville

テジョン教区
東北教区
チョナン〔天安〕プデードン （学）聖公会盛岡こひつじ学園 仁王幼稚
教会
園、（学）聖パウロ学園 聖パウロ幼稚園
천안・부대동교회

受肉(インカーネーション)
教会(ﾗﾌｪｲｪｯﾄ)
Church of the Incarnation,
Lafayette

チョナン〔天安〕ピョンチョ 室根聖ナタナエル教会
ン教会、子どもの家〈保育園〉 管理牧師 司祭 ﾔｺﾌﾞ 林 国秀
천안・병천교회、어린이집

昇天教会(ﾗﾌｪｲｪｯﾄ)
Church of the Ascension,
Lafayette

チョナン〔天安〕ポンミョン 釜石神愛教会、(社)聖公会東北福祉会 釜
ドン教会
石神愛幼児学園 管理牧師 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ 越
천안・봉명동교회
山哲也、協働 司祭 ﾔｺﾌﾞ 林 国秀

聖バルナバ教会(ﾗﾌｪｲｪｯﾄ)
St. Barnabas Church, Lafayette

コンジュ〔公州〕教会
공주교회

顕現教会 (ｵﾍﾟﾙｰｻｽ)
Church of the Epiphany,
Opelousas

クムサン〔錦山〕教会
금산교회

聖フランシス教会（ﾃﾞﾅﾑｽﾌﾟ
ﾘﾝｸﾞｽ）
St. Francis Church,
Denham Springs

顕現教会 (ﾆｭｰ･ｱｲﾋﾞﾘｱ)
Church of the Epiphany,
New Iberia

聖パトリック教会（ｻﾞｶﾘｰ)
St. Patrick’s Church, Zachary

カルバリー教会(ﾊﾞﾝｷｰ)
Calvary Church, Bunkie

ブヨ〔扶余〕祈祷所
부여기도소
ダンジン〔唐津〕教会
당진교회
ジンチョンウプ〔鎮川邑〕教
会
진천읍교회

13 土

顕現後第２主日
14 日

15 月

その他
逝 1939 Mrs.Waller

秋田聖救主教会、（学）聖公会聖ミカエル
学園 聖使幼稚園 牧師 司祭 ｱﾝﾄﾆｵ 影山
博美
大館聖パウロ教会、（学）聖公会聖パウロ 按 2003 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ
学園 大館幼稚園 管理牧師 司祭 ｱﾝﾄﾆｵ
越山哲也(執事按
影山博美、礼拝協力 主教 ﾖﾊﾈ 佐藤忠男、
手)
礼拝協力 司祭 ﾖﾊﾈ 小野俊作、聖職候補生 逝 1995 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ
ｵｰｶﾞｽﾁﾝ 戸枝正樹
宮城俊彦
能代キリスト教会 管理牧師 司祭 ｱﾝﾄﾆｵ 北海道教区 札幌聖
影山博美、礼拝協力 司祭 ﾖﾊﾈ 小野俊作
ミカエル教会

鉛山聖救主礼拝堂、十和田湖畔ヴァイアル
山荘、ナザレ修女会ナザレ十和田の家

※ ルイジアナ教区及び西ルイジアナ教区(以前はルイジアナ教区)との関係は､同教区に属し東北教区の宣教に献身された故 Ｗ.Ｆ.ドレーパー司祭の働き(１９３５年～１９８６年)によって始まったものです。ルイ
ジアナ教区でも東北教区のためにお祈りしてくださっています。
※ 韓国聖公会テジョン教区との関係は､加藤主教の按手式に参列された申鉉三主教との交わりから始まりました。２００５年１１月２７日(降臨節第１主日)付で正式に友好協力関係（２期６年）が締結、２０１１
年の第９１（定期）教区会ならびに第５９次テジョン教区議会にて１期３年延長、２０１４年第９５（定期）教区会ならびに第６３次テジョン教区議会にて、さらに５年延長されました。

日本聖公会東北教区代祷表

東北教区東日本大震災支援室、日本聖公会 正義と平和委員会 原発問題プロジェクト の働きを覚えてお祈りください。
記念日：宣･･･宣教開始､按･･･按手記念､逝･･･逝去記念
２０１８年１月
日 曜

教会暦

ルイジアナ教区
キリスト教会(ﾌﾟﾚｰﾘｰｳﾞｨﾙ)
Christ Church, Prairieville

西ルイジアナ教区
聖三一教会(ﾁｪﾆｰｳﾞｨﾙ）
Holy Trinity Church,
Cheneyville

聖餐教会（ﾌﾟﾗｶﾒﾝ）
Church of the Holy
Communion, Plaquemine

聖慰主教会（ﾚｺﾝﾃ）
Church of the Holy Comforter,
Lecompte；聖ヨハネ教会（ｵｰ
ｸﾃﾞｰﾙ）St. John’s, Oakdale
聖ヤコブ教会、聖テモテ教会
（ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾘｱ）
St. James Church, St. Timothy
Church, Alexandria
聖ミカエル教会(ﾊﾟｲﾝｳﾞｨﾙ)
St. Michael’s Church, Pineville

1６ 火

修道院アントニオ
1７ 水

降誕教会（ﾛｰｽﾞﾃﾞｰﾙ）
Church of the Nativity,
Rosedale

1８ 木

聖マリア教会（ﾓ-ｶﾞﾝｻﾞ）
St. Mary’s Church, Morganza

1９ 金
殉教者主教ファビ
アン
２０ 土

顕現後第３主日
２１ 日

殉教者執事ビンセ
ント
２２ 月

２３ 火

聖パウロ・聖三一教会、（ﾆ
ｭｰﾛｰﾂﾞ）
St. Paul’s-Holy Trinity,
New Roads；
グレース(恵)教会（ｾﾝﾄﾌﾗﾝ
ｼｽｳﾞｨﾙ）Grace Church,
St. Francisville
聖ステパノ教会（ｲﾆｽ）
St Stephen’s Church, Innis；
変容貌教会（ｱﾝｺﾞｰﾗ）
Church of the Transfiguration,
Angola
聖マリア教会（ﾌﾗﾝｸﾘﾝ）
St. Mary’s Church, Franklin；
聖三一教会（ﾓｰｶﾞﾝｼﾃｨｰ）
Holy Trinity Church,
Morgan City
昇天教会（ﾄﾞﾅﾙﾄﾞｿﾝｳﾞｨﾙ）
Church of the Ascension,
Donaldsonville；
キリスト教会（ﾅﾎﾟﾚｵﾝｳﾞｨﾙ）
Christ Church, Napoleonville

テジョン教区
ジンチョン・カンフェウォン
〔鎮川廣恵院〕教会、聖公会
子どもの家〈保育園〉
진천・광혜원교회,
성공회어린이집
ジンチョン〔鎮川〕チョピョ
ン教会
진천・초평교회

東北教区
山形聖ペテロ教会 牧師 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ 涌
井康福

ウンソンウプ〔陰城邑〕教会
음성읍교회

鶴岡聖公会 管理牧師 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ 涌井
康福、嘱託 司祭 ｺﾙﾈﾘｵ 斎藤雄一

キリスト教一致祈祷
週間

ウンソン〔陰城〕ポンジョン
教会 음성・봉전교회
ウンソン・クムウァン（陰城
金旺）教会 음성・금왕교회
ウンソン・デーソ〔陰城大所〕
教会
음성・대소교회

米沢聖ヨハネ教会 管理牧師 司祭 ｽﾃﾊﾟﾉ
涌井康福、協働執事 ﾊﾟｳﾛ 渡部 拓

逝 1937 司祭
E.R.Harrison

キリスト教会(ｾｲﾝﾄ･ｼﾞｮｰｾﾞ
ﾌ) Christ Church, St. Joseph；
グレース(恵)教会 (ｳｫｰﾀｰﾌﾟ
ﾙｰﾌ)
Grace Church, Waterproof
聖三一教会（ﾀﾙｰﾗ）
Holy Trinity Church, Tallulah

チュンジュ〔忠州〕キョヒョ
ン教会
충주・교현교회

仙台基督教会 西の平聖パウロミッション
牧師 司祭 ﾌﾗﾝｼｽ 長谷川清純

チュンジュ〔忠州〕デーソウ
ォン教会
충주・대소원교회

仙台基督教会 聖ペテロ伝道所、ひかりおも
ちゃ図書館 牧師 司祭 ﾌﾗﾝｼｽ 長谷川清
純、牧師補 執事 ﾊﾟｳﾛ 渡部 拓

グレース(恵)教会 (ﾚｲｸ･ﾌﾟﾛ
ｳﾞｨﾃﾞﾝｽ)
Grace Church, Lake
Providence

チュンジュ〔忠州〕ポッケー
リ教会
충주・복계리교회

仙台聖フランシス教会、（学）聖公会青葉
学園 聖クリストファ幼稚園、牧師 司祭
ﾄﾞﾐﾆｺ 李 贊煕(ｲ･ﾁｬﾝﾋ)、信徒奉事者 ﾖｾﾌ
長井淳、ｻﾑｴﾙ 渡部正裕、ﾁｬｰﾙｽﾞ 八代現

善き飼い主教会 (ｳﾞｧｲﾃﾞｰﾘ
ﾔ)
Church of the Good Shepherd,
Vidalia

その他

新庄聖マルコ教会、（学）聖公会マルコ学 逝 1985 司祭 ﾍﾟﾃﾛ
園 新庄聖マルコ幼稚園 管理牧師 司祭
細貝岩夫
ｽﾃﾊﾟﾉ 涌井康福

仙台基督教会 牧師 司祭 ﾌﾗﾝｼｽ 長谷川 逝 1955 司祭 Charles
清純、牧師補 執事 ﾊﾟｳﾛ 渡部 拓、協働 司
H.Evans
祭 ﾄﾞﾐﾆｺ 李 贊煕(ｲ･ﾁｬﾝﾋ)

北海道教区 聖マー
ガレット教会
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教会暦

２４ 水
使徒聖パウロ回心
日
２５ 木

聖パウロの協力者
２６ 金 聖テモテ・聖テト
ス
主教教会博士ヨハ
ネ・クリソストム
２７ 土

顕現後第４主日
２８ 日

２９ 月

３０ 火

３１ 水

ルイジアナ教区
聖ヨハネ教会（ﾃｨﾎﾞﾄﾞｰ）
St. John’s Church, Thibodeaux

西ルイジアナ教区
テジョン教区
聖コロンバ教会（ｳｨﾝｽﾞﾎﾞﾛｰ） チョンジュ〔清州〕スドン教
St. Columba’s Church,
会
Winnsboro
청주・수동교회
聖マタイ教会（ﾎ-ﾏ）
聖ダビデ教会（ﾚｰｳﾞｨﾙ）
チョンジュ〔清州〕ポクデー
St. Matthew’s Church, Houma； St. David’s Church, Rayville
ドン教会
聖アンデレ教会（ﾊﾞｰﾕｰﾄﾞｩﾗｰ
청주・복대동교회
ｼﾞ）
St. Andrew’s Church, Bayou
duLarge
聖テモテ教会（ﾗﾌﾟﾗｰｽ）
贖主教会（ｵｰｸ･ﾘｯｼﾞ）
チョンジュ・ムッパン〔清州
St. Timothy’s Church, LaPlace
Church of the Redeemer,
墨坊〕教会
Oak Ridge
청주・묵방교회
聖アンデレ教会（ﾊﾟﾗﾃﾞｨｽ） 聖アンデレ教会(ﾒｱ･ﾙｰｼﾞｭ)
チョンジュ・ネス〔清州内秀〕
St. Andrew’s Church, Paradis
St. Andrew’s Church,
教会
Mer Rouge
청주・내수교회

聖ヨハネ教会（ｹﾅｰ）
St. John’s Church, Kenner；
諸聖徒教会（ﾘﾊﾞｰﾘｯｼﾞ）
All Saints’ Church, River Ridge
聖マルチン教会、聖公会聖マ
ルチン学校、聖オーガスチン
教会（ﾒﾀﾘｰ）
St. Martin’s Church,
St. Martin’s Episcopal School,
St. Augustine’s Church,
Metairie
グレース（恵）メモリアル（記
念）教会（ﾊﾓﾝﾄﾞ） Grace
Memorial Church, Hammond

東北教区
（学）聖ルカ学園 聖ルカ幼稚園、（学）
みその幼稚園

その他

福島聖ステパノ教会、 牧師 司祭 ﾖﾊﾈ 八
木正言、協働 司祭 ﾄﾞﾐﾆｺ 李 贊煕(ｲ･ﾁｬﾝﾋ)

若松諸聖徒教会、若松聖愛幼稚園
師 司祭 ﾖﾊﾈ 八木正言

管理牧

郡山聖ペテロ聖パウロ教会、（学）聖公会
頌栄学園 セント・ポール幼稚園 管理牧
師 司祭 ﾖﾊﾈ 八木正言、牧師補 執事 ｱﾀﾅｼ
ｳｽ 佐々木康一郎、協力 司祭 ﾋﾟﾘﾎﾟ 越山健
蔵
白河基督聖公会 管理牧師 司祭 ﾌﾗﾝｼｽ
北海道教区 新札幌
長谷川清純
聖ニコラス教会

キリスト教会(ﾊﾞｽﾄﾛｯﾌﾟ)
Christ Church, Bastrop

チョンジュ・オチャン〔清州
梧倉〕教会
청주 오창교회

グレース(恵）教会、聖トマ
ス教会、聖オルバン教会（ﾓ
ﾝﾛｰ）
Grace Church, St. Thomas
Church,
St. Alban’s Church, Monroe

テベク〔太白〕教会
태백교회

小名浜聖テモテ教会、聖テモテ幼稚園 管
理牧師 司祭 ﾄﾞﾐﾆｺ 李 贊煕(ｲ･ﾁｬﾝﾋ)、嘱託
司祭 ﾋﾟﾘﾎﾟ 越山健蔵

ウォンジュ〔原州〕教会
원주교회

磯山聖ヨハネ教会 牧師 主教 ﾖﾊﾈ 加藤博
道、嘱託 司祭 ﾋﾟﾘﾎﾟ 越山健蔵

ジョンウプ〔井邑〕教会
정읍교회

歴代教区主教－主教 N.S.ビンステッド、主 逝 1966 司祭 ｱﾝﾃﾞﾚ
教ﾃﾓﾃ中村信蔵、主教ｻﾑｴﾙ今井正道、主教
青木伊八
ｺﾙﾈﾘｵ田崎安男、主教ｳｲﾘｱﾑ村上達夫、主
教ﾖﾊﾈ佐藤忠男、主教ﾖﾊﾈ加藤博道

聖パトリック教会（ｳｪｽﾄ・ﾓ
ﾝﾛｰ）
St. Patrick’s Church,
West Monroe
キリスト大聖堂（ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ） 聖マタイ教会(ﾌｧｰﾏｰｳﾞｨﾙ)
Christ Cathedral, New Orleans
St. Matthew’s Church,
(N.O.)、ニューオリンズの復 Farmerville；
興と活性のため
聖ルカ教会(ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾘﾝｸﾞ)
St. Luke’s Church, Grambling

