山手教会・4 月の奉事・行事予定
4 月の奉事・行事
《4 月の祭日》
・7 日㈮、
『生神女福音祭』の祈祷を行います。
・9 日㈰は、
『聖枝祭』となります。前日には枝の作成をし
ますので、枝（主に棕櫚）の持ち寄りと作成のお手伝い
をよろしくお願いします。
※ 聖体礼儀後、すぐに『主日晩課』が行われます。
※ この両祭日は、斎が緩和される日となります。
※『聖枝祭』の聖体礼儀前に、合同洗礼を実施します。
《復活祭前の大掃除・お磨き》
・恒例の復活大祭前大掃除・お磨きを、9 日㈰昼食会後に
行います。皆様、御協力をお願い致します。
《入学・進学感謝祈祷》
・2 日㈰聖体礼儀後に、新入学・進学の感謝祈祷を行います。
児童・学生の他、新しく社会人になられた成人も歓迎し
ます。他の理由で感謝を捧げたい人の参加も歓迎します。
《復活大祭の準備と日程》
・本年度の復活大祭は 4 月 16 日㈰となります。
夜半課の始まり・・・・・8:30 より
パスハの早課・・・・・・・9:00 頃
パスハの聖体礼儀・・・・10:00 過ぎ頃
祝賀会・・・・・・・・聖体礼儀後
※ 卵染めは、13 日㈭ 10:00 からです。お手伝いをよろ
しくお願いいたします。
《月例パニヒダの御案内》
・4 月の月例パニヒダは、23 日㈰聖体礼儀に引き続いて行
います。
《復活祭後の墓地祈祷》
・24 ㈪〜 28 日㈮にかけて行います。場所と時間の詳細は、
本会報に同封される別紙の案内書でご確認ください。
☆ 4 月の誦経当番☆

2 日エリセイ宮野兄
16 日マクシム石原兄
30 日シメオン富井兄

9 日マリヤ飯島姉
23 日イオシフ中村兄

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日
1 日（アカフィストのスボタ）
8:30 早課・時課・聖体礼儀

（エウレイ 320 端 9:1-7）
（ルカ 54 端 10:38-42,11:27-28）

17:00 主日前晩祷

（イオアン⑧ 64 端 20:11-18）

2 日（エジプトの聖マリアの主日・8 調）3 日（聖枝週間）
10:00 主日聖体礼儀

4 日（聖枝週間）

（エウレイ 321 半端 9:11-14）
（マルコ 47 端 10:32-45）

入学・進学感謝祈祷
《聖歌隊練習》

5 日（聖枝週間）
6 日（福音祭前日）
8:30 早課・時課・晩課
・先備聖体礼儀

17:00 晩堂大課

17:00 時課・晩課

7 日（生神女福音祭）
8:30 早課・晩課 ・
祭日聖体礼儀

（エウレイ 306 端 2:11-18）
（ルカ 3 端 1:24-38）

斎（肉、魚、乾酪類）
8 日（ラザリのスボタ）
早課・時課・聖体礼儀

（エウレイ 333 半端 12:28-13:8）
（イオアン 39 端 11:1-45）

15:00 枝の作成
17:00 祭日前晩祷

（マトフェイ 83 端 21:1-11,15-17）

斎（肉、魚、乾酪類）
9 日（聖枝主日）
9:00 合同洗礼
10:00 祭日聖体礼儀

斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類） 斎（肉、乾酪類）
斎（肉、魚、乾酪類）
10 日（聖大月曜日）11 日（聖大火曜日）12 日（聖大水曜日）
15 日（聖大スボタ）
13 日（聖大木曜日） 14 日（聖大金曜日）
※ 聖受難週間〜 4/15 8:30 早課・時課・ 8:30 早課・時課・晩課 8:30 時課・晩課・聖体礼儀 10:00 王時課
13:30 聖堂内模様替え
8:30 早課・時課・ 晩課・先備聖体礼儀
・先備聖体礼儀（コリンフ前 149 端 11:23-32）
（フィリピ 247 端 4:4-9）
（マトフェイ 107 端 26:1-20）14:00 晩課（眠りの聖像捧出）15:00 時課・晩課・
晩課・先備聖体礼儀
（イオアン 41 端 12:1-18）
10:00 たまご染め
聖体礼儀
（ロマ 91 端 6:3-11）
聖枝主日晩課
17:00 早課（12 福音）17:00 早課・時課（主の葬り）（マトフェイ 115 端 28:1-20）
17:00 晩堂大課
《聖堂お磨き・大掃除》 17:00 晩堂大課
17:00 早課・一時課
斎（肉、乾酪類）
斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類、酒）斎（肉、魚、乾酪類） 厳斎日（絶食の日）
斎（肉、魚、乾酪類、酒）
16 日（聖大パスハ祭）
17 日（光明週間） 18 日（光明週間） 19 日（光明週間）
20 日（光明週間）
21 日（光明週間）
22 日（光明週間）
※ アルトス分配の日
8:30 夜半課の始まり〜
早課・時課・聖体礼儀
（聖使徒行実 1 端 1:1-8）
（イオアン 1 端 1:1-17）

17:00 主日前晩祷

（マトフェイ① 116 端 28:16-20）

《復活祭祝賀会》

29 日（五旬第 2 週スボタ）
23 日（フォマの主日・1 調）24 日（五旬第 2 週）25 日（五旬第 2 週）26 日（五旬第 2 週）
27 日（五旬第 2 週） 28 日（五旬第 2 週）
11:00 墓地祈祷
10:00 ヒオニヤ山田姉
10:00 主日聖体礼儀
10:00 墓地祈祷
11:00 墓地祈祷
11:00 歴代主教パニヒダ 11:00 墓地祈祷
（聖使徒行実 14 端 5:12-20）
【谷中霊園】
【多磨霊園】【花小金井ふれあいパーク】
一年祭
【多加谷家墓地】
【雑司ヶ谷霊園】
（イオアン 65 端 20:19-31）
11:00 墓地祈祷
13:30 墓地祈禱
13:30 墓地祈祷
13:30 墓地祈祷
（教会墓地〜各信徒）
【小平霊園】
月例パニヒダ
【立山・青山霊園】 【八王子・東京霊園】
【所沢聖地霊園】
17:00 主日前晩祷
《定例婦人会合》
斎（肉、魚、乾酪類）
30 日（聖携香女の主日・2 調）5/1（五旬第 3 週） 5/2（五旬第 3 週） 5/3（五旬第 3 週）
10:00 主日聖体礼儀

5/4（五旬第 3 週）

斎（肉、魚、乾酪類）
5/5（五旬第 3 週）

（聖使徒行実 16 端 6:1-7）
（マルコ 69 端 15:43-16:8）

《定例執事会》

斎（肉、魚、乾酪類）

18:30 聖書勉強会

（マルコ③ 71 端 16:9-20）

5/6（五旬第 3 週スボタ
/ 聖大致命者ゲオルギー祭）
17:00 主日前晩祷

斎（肉、魚、乾酪類）

（ルカ④ 112 端 24:1-12）
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・聖歌練習・・・・・4 月の四部練習は、2 日㈰の聖体礼儀後となります（復活祭聖歌を集中的に練習します）。
・聖書勉強会・伝道会・・・・毎週木曜日午後６:30 から８:30。第 2 日曜：昼食会後（行事の都合により、変更もあり）
。
前半のテーマ：『新約聖書 : パウェル書簡』 後半のテーマ：旧約聖書：
『民数記略』。※ 行事の都合上、今月は行われません。
日曜日のテーマ：今月はありません。
・廻家祈祷について：大斎終了後（17 日以降）随時、廻ります。1 週間ほど前に、訪問お知らせの葉書を出します。

