山手教会・8 月の奉事・行事予定
日曜日

8 月の奉事・行事

月曜日

火曜日
1 日（7 調）

水曜日
木曜日
2 日（預言者イリヤ祭） 3 日（7 調）

金曜日
土曜日
4 日（マグダラ ･ マリア祭）5 日（7 調）

《8 月の祭日・斎》
17:00 主日前晩祷
・2 日㈬は、
『聖預言者イリヤ祭』です。
（イオアン⑨ 65 端 20:19-31）
斎（肉、魚、乾酪類）
斎（肉、魚、乾酪類）
・4 日㈮は、『聖携香女マリア「マグダリナ」祭』です。
7 日（8 調）
8 日（8 調）
9 日（8 調）
10 日（8 調）
11 日（8 調）
12 日（8 調）
・14 日㈪は、『聖十字架出行祭』です。この日より二週間、 6 日（第 9 主日・8 調）
10:00 主日聖体礼儀
『生神女就寝祭』の斎となります。
（コリンフ前 128 端 3:9-17）
（マトフェイ 59 端 14:22-34）
※29 日㈫は『自印聖像移転祭』です。
《聖歌隊練習》
※ 以上の四祭日に聖体礼儀は行なわれません。
17:00 主日前晩祷
・19 日㈯は、
『顕栄祭』です。前晩に前晩祷、当日に聖体
（イオアン⑩ 66 端 21:1-14）
18:30 聖書勉強・伝道会
礼儀を行います。
斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）
斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類）
19 日（顕栄祭）
16 日（1 調）
17 日（1 調）
18 日（顕栄祭前期）
※「顕栄祭」では、聖体礼儀後に初物の成聖が行われます。 13 日（第 10/ 顕栄祭前の主日・1 調）14 日（聖十字架出行祭）15 日（1 調）
10:00 主日聖体礼儀
8:30 祭日聖体礼儀
家庭にある農作物（特にぶどうを始めとする果物）の
（ペトル後 65 端 1:10-19）
（コリンフ前 131 端 4:9-16） ※ 生神女の斎開始
（マトフェイ 72 端 17:14-23）
成聖を希望する果物類は、当日持参してください。
（マトフェイ 70 端 17:1-9）
《主日聖書勉強会》
※ 果物の成聖は、20 日『顕栄祭後の主日』にも行います。
17:00 祭日前晩祷
17:00 主日前晩祷
・28 日㈪は、
『生神女就寝祭』です。前晩（執事会後）に晩課、
（ルカ 45 端 9:28-36）
（イオアン⑪ 67 端 21:15-25）
当日に早課と聖体礼儀を行います。
斎（肉、魚、乾酪類）斎（肉、魚、乾酪類）斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類） 斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、乾酪類）
20 日（第 11/ 顕栄祭後の主日・2 調）21 日（顕栄祭後期）22 日（顕栄祭後期）23 日（顕栄祭後期）

24 日（顕栄祭後期） 25 日（顕栄祭後期）

26 日（顕栄祭後期）

10:00 主日聖体礼儀
《司祭夏期休休暇》
（コリンフ前 141 端 9:2-12）
・７月 24 日から 8 月 4 日まで、司祭は夏季休暇を取って （マトフェイ 77 端 18:23-35）
月例パニヒダ
います。緊急時には、
教会に連絡をください
（7 月号参照）
。

《8 月の月例パニヒダ》
・8 月の月例パニヒダは、第 3 週の 20 日聖体礼儀後に行
います。
☆ 8 月の誦経当番☆
6 日イオシフ中村兄
13 日シメオン富井兄
20 日エリセイ宮野副輔祭
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27 日マリヤ飯島姉

17:00 主日前晩祷
（マトフェイ① 116 端 28:16-20）
18:30 聖書勉強・伝道会
斎（肉、魚、乾酪類）
斎（肉、魚、乾酪類）斎（肉、魚、乾酪類）斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類） 斎（肉、魚、乾酪類、酒、油）斎（肉、魚、乾酪類）
27 日（第 12 主日 3 調） 28 日（生神女就寝祭）29 日（自印聖像移転祭）30 日（就寝祭後期）
31 日（就寝祭後期） 9/1（就寝祭後期）
9/2（就寝祭後期）
8:30 祭日早課・
10:00 主日聖体礼儀
（コリンフ前 158 端 15:1-11）
聖体礼儀
（マトフェイ 79 端 19:16-26） （早課：ルカ 4 端 1:39-49,56）
（フィリッピ 240 端 2:5-11）
《定例執事会》
（ルカ 54 端 10:3815:00 祭日晩課
42,11:27-28）

17:00 主日前晩祷
（マルコ② 70 端 16:1-8）

18:30 聖書勉強・伝道会
斎（肉、魚、乾酪類）

斎（肉、魚、乾酪類）

斎（肉、魚、乾酪類）

Ś 9 ॢɈฤᇉૢȮڨ໘Ś
・聖歌練習・・・・・8 月の四部練習は、6 日㈰となります。
・聖書勉強会・伝道会・・・・毎週木曜日午後６:30 から８:30 第 2 主日昼食会後。
木曜日のテーマ：前半『コリンフ前書』後半『民数記略』。 ※3、17 日は、お休みとなります。
主 日のテーマ：『四福音書の比較』。
・廻家祈祷について：随時、各家庭を回っています。訪問の際には一週間ほど前に葉書で予定をお知らせします。

