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聖餐式・第

神 の み 自 葉

ifl枇.持府、またはアンセムを歌ってもよい.

-fi7J.立つ.

式文

河式1.f父と子と型混なる事l'は、ほむべきかな
会衆 み国はほむべきかな、今も、 1並々 にl根りなく

アーメン

復活日から虫官室降臨日まで、ょに代って止の咽#1を月lい吾.

司式評ハレルヤ、キリストはよみがえられた
会衆 主はまことによみがえられた ハレルヤ

大京節および他白さんがの岬には次の樹和をmいる.

司式S 主をほめたたえよ、わたしたちのすべての罪
をゆるして下さる方を、

会衆 そのいつくしみは、とこしえに絶えることが
ない

司式符はIXの祈りを相えでもよい.

全能の神よ、すべての心は主に現われ、すべての望み
は主に知られ、どのような秘密もみljifにかく
れることはありません。どうか聖鋸によって
わたしたちの心を泊め、まことに主を愛し
て、み名の栄光を現すことができますよう
に、主キリストによってお願いいたします.
アーメン
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Jirめられた時、改の歌または仙の貨栄の款を歌い、ま止は咽え
吾o -/flI立つ.

いと向きところには神に栄光、
地にはみ心にかなう人々に平和がありますように

全能の父 ・天の王・主なる神よ、
主を拝坊主に感謝L

主の栄光をほめたたえます

父のひとり子 主イエス ・キリスト、
世の~Ilを除く神の小羊 ・主なる神よ、
わたしたちにあわれみをお与え下さい
父の右に座しておられる主よ、
わたしたちの祈りを受けいれて下さい

イエス ・キリストよ、主のみ王、
主のみ聖霊とともに父なる神の栄光のうちに、
もっとも高くおられます アーメン

他のn~/é/;):次fをtnい吾.

司式者主よ、あわれみをお与え下さい
会衆 キりストよ、あわれみをお与え下さい
司式者主よ、あわれみをお与え下さい

または

または

司式書聖なる有Irよ
型にして全能

司式若キリ Z ・エレイソン
会衆 クリステ ・エレイソン
司式者キりエ・エレイソン

型にして不滅なる主よ
会主世 わたしたちに、あわれみをお与え下さい
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特梼

言l式者は会離にtlt5

司式者主は皆さんとともに
会衆 また、あなたとともに

司式者祈 りましょう

司式者は当日目特梓を樹え岳

会主者 アーメン

日課

会主買はま~<!I日「する.定められた一つま走はこっ四日課を'Wlilます吾.

WI.設のf日に次回よタに言ラ.

加縁者 一一一一ーからの朗読(日謀)
章一一~肝を加えでもよい.

告腕最後、 IXのよラに冨つでもよい.

車l尉草主のみ言葉
会衆 事l'に感謝します

ま止は次のよラに言ってもよい.

「朗読(使徒l'~") を終わりますJ

主古併を守ってもよれ

各Wlil去のあとに時't:!.聖歌、またはアンセムか被いてもよい.

次に一向JLつ.執事または司祭が初音曹をWI$志す吾.初めに宮
50 
Wli!革審

会衆
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による主イエス・キリストの聖なる福音

主キ リストに栄光がありますように
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都宮f!Jの昔、 fIJ/{'iJ/;~は冨'0

別融Z 主の福音
会衆 主キリストを賛美します

説教

主日と他の主主主牢初日にmい吾.
一何立つ.

ニケヤ信経

わたしたちは、 I~~-の神全能の父

天地とすべて見えるものと見えないものの

造り主を信じます。

また世々のさきに父から生まれた神のひとり子、

1唯一の主イエス・キリストを信じます。

主は神よりの神、光よりの光、

まことの神よりのまことの神、

造られず生まれ、父と一体です。

すべてのものは主によって造られました。

主はわたしたち人類のため、

またわたしたちを救うために、天からくだり、

聖鍵によっておとめマリヤから肉体を受け、人とな

り、

ポンテオ・ピラトのもとで、わたしたちのために十字

架につけられ、苦しみを受け、死んで葬られ、

聖書にある通り三日目によみがえり、

天に昇り、父の右に座しておられます。

また、生きている人と死んだ人とを容くため、栄光の
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うちに再び来られます.その国は終わることがありま

せん。

また、主なる聖盤・命の与えぬしを信じます。

塑盆は父と子から出られ、

父と子とともに拝みあがめられ、

預言者によって諮られた主て、す。

また使徒たちからのl唯一の盟なる公会を信じます。

罪のゆるしのための唯ーの洗礼を信認し、

死者のよみがえりと来世の命を待ち望みます.

7ーメン

会衆の祈り

ここで前田おのおのの止めに好吾.

全公会の止め、その会'JJl:J1l世田ため
国家とすべて柳戚を与えられ走者のため
世界の布't!/Q)止め
地場共同体四IJII.心事のため
悩み、古一Lむλびとのため
世をまっ止人びとのため「適当立時には!f1従を肥まするJ

383ページに始ま吾式丈を見なさい

ifl祭式が行なわれない1#昔、ま止は苛奈がいない1JJ合礼拝は
406ページに指示されたよ51<:潜わ吾.

罪の告白

も lAPfl<:~'1主立かっ止申らぱ、ごとで抑の告白を仰え吾.時に
I:J:. W申告白を省略Lてもよい.

351ページ四さんげ式目ttJZ5昭一つを制えでもよい.
執事ま止は司式喜柑吉弘
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事l'と隣り人に対する、わたしたちの罪をさんげしま
しよう

tt.黙を守ってもよい.

一向 あわれみ深い神よ、
わたしたちは、しではならないことをし、
しなければならないことをせず、
思いと、言葉と、行ないで、
罪を犯したことをさんげします。
わたしたちは心をつくして主を愛さず、
また隣り人をわたしたち自身のように愛しま
せんでした。
わたしたちはまことに罪を嘆き、こころから
悔んでいます。どうかみ子イエス・キリスト
のいきおによって
わたしたちをあわれみ、わたしたちをゆるし、
み名の栄光のために、喜んでみ心に従い、
主の道を歩ませて下さい。
アーメン

主教"tsl白'Iiifの貯は主設、または司祭が立って宮ラ.

全能の神があなたがたをあわれみ、主イエ
ス・キリストによってあなたがたのすべての
罪をゆるし、あらゆる普をもって強め、聖箆
のカによって永遠の命に保って下さいますよ
うに。 アーメン

平和のあいさつ

-ffff.立つ.司式喜は会衆に吉弘

司式喜主の平和が常に、皆さんとともに
会衆 また、あなたとともに

ごとで型織と会衆は、主のみ唱によって、互いにあいさつをかわ
Lでもよい.
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聖餐

司式喜は376ページ叩聖'ftflの一つ、ま止は他の重野をもって.
車献をがめでもよい.

車措置のmt.に聖歌 IH3， またはアンセムを歌ってもよい.

会衆目代表者位、 パン止.5:1::'5，曹および献金、ま止は舶の供え骨
骨執事または青l式#に渡す.ささげ骨がささげられ.主寒地'(/)1;に
置かれ吾sfJ、会殺は立つ.

大感謝

他の式:k./;J:、367ページ以下にあ吾.

感謝の祈り A 

会鮮は立つ止まま.司式司王主政または司祭、 /;J:，会般に1I初ゐっ
て歌い、または~5 .

司式若主は管さんとともに

会衆 また、あなたとともに

司式若心を掌げよ

会衆 主に心を

司式者主なる事l'に感謝しましょう

会衆 感謝と賛美はわたしたちのっとめです

重点に1'I)かって司式占はHげ吾.

司式者全能の父、天地の造り主よ、いつどこでも、

主に感謝するのは正しく 、良く、また喜ばし
いことです.

すべて由主日と他の指定され止師、#別府明をここで歌ハまた
は明え吾.

361 

ゆえにわたしたちは、み使いとみ使いのかし

らおよび天の全会衆とともに、主の尊いみ名

をあがめ、常に主をたたえて歌います
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一向 型なるかな、聖なるかな、聖なるかな、
万箪の事l'

主の栄光は天地に満つ
いと高きところにホサナ
ほむべきかな、主のみ名によって来れる者
いと高きところに ホサナ

会最‘は立っか、ま止はひ"'1:づぐ.

司式者は統げ吾.

司式茸聖なる、いつくしみ深い父よ、主は限りない
愛のうちに、主に従うようにわたしたちを創
られました。また、わたしたちが罪に落ち入
り、惑と死に)j~したl時、主はあわれみのうち
に、唯一の永遠のみ子、イエス・キリストを
遣わされました。それはみ子が人性をとり、
わたしたちのひとりとして生きて死に、わた
したちを、すべてのものの神、また父である
主に和解させるためです。

み子は、十字架の上にみ腕を広げ、主のみ心
に従って、全世界のために完全ないけにえで
あるご自身をささげられました。

吹田パンに仰す吾言葉を唱え吾時、司式吉はそれを手に持っか、
またはそ四止に手を直ぐ.杯にI却す吾宮葉を咽え吾時その杯と
!f1}]ifされ吾プドー酒のλっ止1mの緋物を手に持っか、またはその
止に手を直ぐ.

362 

主イエス ・キリストは、苦しみと死に波され
る夜、パンを取り、感謝してこれをさき、弟
子たちに与えて言われました。 r取って食べ
なさい。これはあなた方のために与える私の
からだです。わたしを記念するため、このよ
うに行ないなさい。」
また夕食ののちプドー酒の杯を取り、感謝して
彼らに与えて言われました. r皆これを飲み
なさい。これは罪のゆるしを得させるように

8 



と、あなた方および多くの人のために流すわ
たしの新しい契約の血です.飲むたびに、わ
たしの記念としてこのように行ないなさいJ

ゆえにわたしたちは、信仰の奥義を宣言しま
す。

一何 キリストは死に
キリストはよみがえり
キリストは再び来られます

司式まは館げ昌.

司式者父よ、わたしたちは、この感謝・賛美のいけ
にえにおいて、わたしたちのあがないの記念
の祭を行ない、主の死と復活、および昇天を
記念して、これらの供え物を主にささげま
す。

どうか聖援によってとれらを聖別し、主の民
のために、み子のからだと凪、み子にある新
しい、また終りのない命の聖なる食べ物と欽
み物にして下さい。またわたしたちを聖別
し、信仰をもってこの虫食を受け、 一致・誠
実・平和のうちに主に仕え、終りの自にすべ
ての聖徒たちと共に、永遠のみ国の喜びにあ
ずからせて下さい。

み子イエス キリストによってお願いいたし
ます。キリストにより、キリストと共に、キ
リストのうちに、型盤の一致のなかで、すべ
てのほまれと栄光は、今も、世々に限りなく
全能の父のものです。 アーメン

救い主キリストの教えたまいし 救い主キリストが教えられた
ごとく我ら祈るベし ように祈りましょう
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-1司 天にまします我らの父よ、
願わくはみ名を聖と
なきしめたまえ.
み国をきたらしめたまえ.
み心を天におけるごとく、
地にも行なわしめたまえ.
我らの日用の組を今日も
与えたまえ.
我らに弾を犯すものを
我ら赦すごとく、
我らの罪をも赦したまえ.
我らを拭みにあわせず、
惑より救い出したまえ.
国も力も栄えも、 1世々 に
父のものなればなり

アーメン

パンをさく

司式者は!11f1ifされたパンをさぐ.

IA:fらぐi1;，男容を守吾.

天におられる私たちの父よ
み名が聖とされ
ますように.
み国が来ますように.
みじ、が天に行なわれるとおり、
地にも行なわれますよ うに.
私たちの日ごとの粧を今日も
お与え下さい.
私たちの苦uを
おゆるしください.
私tちも人をゆるします.
私たちを誘惑におちいらせず
恐からお救い下さい.
固と力と栄光は、 永遠に
あなたのものです.

アーメン

館いて品:の昭和を歌い、または附えでもよい.

司式者 「ハレルヤ」わたしたちの過ぎ越しのキリス ト

は、わたしたちのために供えられる

会晶‘ ゆえにこの祭を守りましょう 「ハレルヤ」

大斎1J1f/L I:J:ハレルヤをi'1略す吾.復活節を除ぐ他の貯にも.昔、時
Lてもよい.

止に代えて、またはそれに加えで他の適当立アンセムを月lいて
もよい.

可式ttは会衆にf，tjつで、11<の仰さの，']1，品?を刷え吾.

ーl'の民への神 のl傷物
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次の雷撤を加えて也よい.

キリストがあなたがたのために死なれたことを記念し

て、これを取り、信仰により、感謝をもって、あなた

がたの心にキリストを受けなさい。

1J1織は1f1tきを両極とも庁街L、直ちに会衆に分饗す吾.

パンと杯はこれらの宮北を也つで会衆に与えられ吾.

主イエス・キリストのからだ(血)、あなたを永遠の

命にうちに保って下さいますように。 rアーメン」

ま止は次のよラにぎ5.

キリストのからだ、天国のパン 「アーメン」

キリストのlfn、救いの杯 「アーメン」

分饗のときに盤軟、持1すまではアンセムを軟つでもよい.

必要の時、可式者は迫加のパYとプド-1晋を、 40ル〈ージのtJiり
を用いてif1JJifす吾.

防護のあι司式占は吉弘

司式者祈りましょう
一向 永遠の事l'・天の父よ、

主はみ子 救い主イエス・キリストの
生きている枝として、
わたしたちをいつくしみ深く受け入れ、
み子のからだと血の型実において、
霊の糧をもって養って下さいました。
どうか今、わたしたちを平安のうちに世に治
わし、
また喜びと誠実な心をもって主を愛し、
主に仕える強さと勇気を与えて下さい。
主キリストによってお願いいたします。

アーメン

":J'止は次の街りを唱え吾.
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一周 永遠にいます全能の神よ、
み子救い主イエス・キリス トの
尊いからだと血の霊なる粧をもって、
わたしたちを義って下さることを感謝しま
す。
またこれらの聖なる奥義によって、
わたしたちがみ子のからだの生きているえだ
であり、
永遠のみ国の世継ぎである保証をして下さる
ことを感謝します。
父よ、どうか今、
わたしたちがあなたによって与えられた働き
をし、主キリス トの忠実な証人としてあなた
を愛し、あなたにに仕えるために、わたした
ちを巡わして下さい。
誉れと栄光が、今も、また世々に限りなく、
父と子と聖霊にありますように。 アーメン

主教が出席の岬は主教、または司祭は会殺をlJl品IL-てもよい.

執事または司式古は、次の言:JI!!をもって会般をまらせ<5.

執事 キリストのみ名によって行きましょう。
会占有 神に感謝します.
または
執事 主を愛し、主に仕えるため、平安のうちに行

きなさい白
金殺 事l'に感謝します。
または
執事 型l¥f1のカに満たされて、この世に出て行きま

しよう。
会殺 事l'に感謝します。
または
執事 主をほめたたえましょう。
会衆 神に感謝します。

復活日jjIrr!i;から!f1J91降臨日まで、土の唱和に「ハレルヤ、ハ

レルヤ」を加えてもよれ会殺は「神に感謝します。ハレ

ルヤ、ハレルヤ」止応答す<5.
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大感謝の他の式文

感謝の祈り B 

会衆は立っ止まま.司式者 主教または司東 l:t， 会衆に
向かつて歌いま止は宮ラ.

可式茸主は皆さんとともに
会衆 また、あなたとともに
司式S 心を挙げよ
会最‘ 主に心を
可式者主なる ~Irに感謝しましょう
会衆 感謝と賛美はわたしたちのっとめです

!fjJ;f/l::向かって司式者は:ltlt吾.

司式Z 全能の父、天地のfI1lり主よ、いつどこでも、主
に感謝するのは正しく、民く、また諒ばしいこ
とです。

すべての主BI:他の指定された岬、持ijJIjJj;，帽をここで敏い、ま止は
咽える.

ゆえにわたしたちは、み使いとみ使いのかしら
および天の全会衆とともに、主の尊いみ名をあ
がめ、怖に主をたたえて歌います

一同 裂なるかな、聖なるかな、聖なるかな、

367 

万軍の神
主の栄光は天地に満つ
いと向きところに ホサナ
ほむべきかな、主のみ名によって来られる方を
いと向きところに ホサナ

13 



会衆ぽ立っか、またはひざまづ<.

司式者は続。石.

司式荘村1よ、私たちはあなたの善と愛のゆえに感謝

します。それは、あなたが創造において、またイスラ
エノレを召してあなたの民として下さったこと、預言者ー
たちを過して諮って下さったこと、特に言葉が肉体と

なり、み子・イエスとなられたことによって、私たち
に知らされたことを感謝します。
あなたは終りの1時に、おとめマリヤから肉体を受ける
ため、み子を追わし、この世の救い主、賊い主として

下さいました。あなたはみ子によって、私たちを誤り
から真理へ、罪から義へ、死から命へと導いて下さい

ました。

iXのパンに即す苦言葉を帽之吾時、司式者はそれ告手に持っか、
ま止はその土に手を置ぐ.杯lel!iJす石盲点を咽え吾件、その杯と
聖'jJljされ吾プド-1百のλっ止他白搬を手に持っか、'"走位そ四止
に手をtlt< • 
私たちのために死なれる前夜、主イエス・キリスト
は、パンを取り、感謝してとれをさき、弟子たちに与
えて言われました。 r取って食べなさい。これはあな

た方のために与えるわたしのからだです。わたしを記
念するため、このように行ないなさい。」

また夕食ののちプドー酒の杯を取り、感謝して彼らに

与えて言われました。 r皆これを飲みなさい。これは
罪のゆるしを符させるようにと、あなた方および多く
の人のために流すわたしの新しい契約の血です。飲む
たびに、わたしの記念としてこのように行ないなさ

し、。」

ゆえに父よ、み子の命令によって、

一同 わたしたちはみ子の死を記念し、
み子のよみがえりを宣言し、
み子の栄光の来臨を待ち望みます。
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司式さ抑止館。吾.

司式者万物の主よ、わたしたちは感謝 ・賛美のいけ

にえをささげ、主のfjtJられた物の中より、このパンと

ブドー酒をあなたに供えます。

あわれみ深い神よ、どうかこれらの供え物の上に聖霊

をくだしキリストの体と新しい契約の血の聖実にして

下さい。

またみ子の犠牲により、わたしたちをみ子と結び合わ

せ、聖鐙によって聖別し、み子を過して私たちを受け

入れて下さい固時が満ちる時、万物をみ子キリス トに

従わせ、私たちを天国に導き、 (一一一および)すべ

ての聖徒たちとともに、あなたの永遠の世継ぎとして

下さい。すべての創造物の初子(ういご) ・教会の

頭、また私たちの救い主イエス・キリストによってお

願いいたします。

キリストにより、キリストと共に、キリストのうち

に、聖霊の一致のなかで、すべてのほまれと栄光は、

今も、また世々に|浪りなく全能の父なるあなたのもの

です. アーメン

救い主キリストの教えたまいし救い主キリストが教えられた
ごとく我ら祈るべし ように祈りましょう

364ベージの主の祈りに館ぐ.

感謝の祈り C 

司式者 主要安または司f肯 低金衆jごl司かつて歌いま
定は宮5.

司式占主は皆さんとともに
会衆 また、あなたとともに
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司式'11Jt、を挙げよ
会.!?i 主に心を
司式喜主なる神に感謝しましょう
会衆 感謝と賛美はわたしたちのっとめです

当P卓にl布>J'って司式者は続。吾.

司式茸全能の神・宇宙の支配者よ、あなたは栄光と
賞美にふさわしい方です。

会衆 栄光がとこしえにあなたにありますように

司式者果てしなく広がる宇宙・銀河系・太陽系・進
路に従う遊昼、またわたしたちの住まいて、あ
るこのもろい地球、それらのすべては、あな
たの命令によって、存在するようになりまし
た.

会衆 それらはあなたのみ心によって造られ、存在
しています

可式宥あなたは人類を根源の元素より生み出し、記
憶と理性と技能を与えてわたしたちを祝福さ
れ、創造物の支配者とされました。しかしわ
たしたちはあなたに逆らい、信頼を裏切り、
また互いに敵対し合いました。

会衆 主よ、あわれみをお与え下さい。わたしたち
は、主の自には罪人だからです.

司式S 幾度もあなたはわたしたちを、みもとに帰る
ように招かれ、預言者や賢人によって、正し
い律法を示されました。そして時が満ちて、
あなたのひとり子を池わし、女から生まれさ
せ、律法を成就し、私たちのために自由と平
和の道を聞かれました。

会衆 その血によって、み子は私たちを和解させ、
その傷によって、私たちはいやされました

司式者ゆえに私たちは、天の合H自に加わり、預言
者・使徒・殉教者、およびあなたに望みをい
だいたすべてのl時代の人々と共に、絶えるこ
となき賛美のうたで、あなたの栄光を言い表
し、あなたをほめたたえます
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その傷によって、私たちはいやされました

司式占ゆえに私たちは、天の合唱に加わり、預言者・
使徒 ・殉教者、およびあなたに望みをいだいた
すべての|時代の人々と共に、絶えることなき賛
美のうたで、あなたの栄光を言い表し、あなた
をほめたたえます

一向 型なるかな、聖なるかな、聖なるかな、
万寧のやl'

主の栄光は天地に満つ
いと高きところに ホサナ
ほむべきかな、主のみ名によって来られる方を
いと高きところに ホサナ

司式者口伝げる。

司式#ゆえに父よ、み子によってあがなわれ、水と型
露によって新しい民とされたわた したちは、
今、み前にこれらの供え物をささげます。塑;E
によってこれらを聖別し、主イエス・キリスト
のからだとjfllにして下さい。

!Xoパンに仰する宮北を明主吾昨.司式宥はそれを手に持っか ま
たはそ白土に手昔品l'<0 杯にl却する汚染を附え吾H乱そ四杯と!YHJ!J
され呂プド一泊のλった他の品tを手に持っか、またはその止に手告
白lぐ。

371 

み子は、裏切られる夜、パンを取り、祝福して
それをさき、友に与えて言われました。 r取っ
て食べなさい。これはあなた方のために与える
私のからだです。わたしを記念するため、この
ように行ないなさい。」

また夕食ののちブドー測の杯を取り、感謝して
言われました。 r皆これを飲みなさい。これは
罪のゆるしを併させるようにと、あなた方およ
び多くの人のために流すわたしの新しい契約の
Ifllです。飲むたびに、わたしの記念としてこの
ように行ないなさい。」
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司式者わたしたちの祖先の主なる神、アプラハム・
イサク・ヤコプの紳、主イエス・キリストの
父なる事l'よ、世界の至るところに働く、あな
たのみ業を見る目を開いて下さい。強められ
るためではなく、ただ慰められるために、ま
た新しくされるためではなく、ただゆるされ
るために型点に近づこうとする身勝手から、
救い出して下さい。またこの聖餐の;¥l!みによ
り、わたしたちがキリストにあって、ひとつ
のからだ、ひとつの霊とされ、み子の名に
よって世に仕えるにふさわしいものとなるよ
うにして下さい

会指 よみがえりの主よ、パンを裂くことにおい
て、あなたを知らせて下さい

司式事父よ、私たちの大祭司イエス・キ リストによ
り、これらの祈りと賛美を受け入れて下さ
い。あなたの教会は、世々に、父と塑鑑とと
もにみ子なる神に、 誉れと栄光と礼拝をささ
げます. アーメン

政い主キリストの教えたまいし扱い主キリストが鍛えられた
ごとく我ら祈るべし ように祈りましょう

J 6 4 ベージ由主Q)1!i~ に紡ぐ .

感謝の祈り D 

会衆は立ったまま.司式11'.三宣教ま止は司皇警は、会衆にが1かつて
歌い、または吉弘

司式tt主は皆さんとともに
会衆 また、あなたとともに
司式者心を挙げよ
金業 主に心を
司式事主なるやl'に感謝しましょう
会衆 感謝と賛美はわたしたちのっとめです
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重点に向かつて司式者は館げる.

司式害父よ、あなたをほめたたえ、あなたに感謝する
のはまことに正しいことです。あなただけが、
世々の先より永遠に、近づきがたい光のなかに
住む、生けるまことの神だからです。

命の泉であり、あらゆる良きものの源であるあ
なたは、すべてのものを創られ、それらを祝福
されました。またあなたの腕きのすばらしさを
喜ぶように、それらを創られました。

数えきれないみ使いの群れがあなたのみ前に立
ち、夜も昼もあなたに仕え、あなたの栄光ある
臨在を仰ぎ見ながら、絶え間ない賛美をあなた
にささげます。み使いとみ使いらとともに、ま
た天の下のあらゆる造られたものに呼びかけ
て、わたしたちはあなたをほめたたえ、み名を
賛美して歌い(唱え)ます

同 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、
万寧の事l'

主の栄光は天地に満つ
いと高きところにホサナ
ほむべきかな、主のみ名によって来られる方を
いと高きところにホサナ

会離は立っか、またはひ吉正づぐ.
可式暑は鰐げ吾.
司式1!f聖なる主よ、わたしたちはみカの栄光をほめたた

えます。大いなるみわざは、あなたの知恵と愛を
表します。あなたはご自身の形にわたしたちを造
り、全世界をわたしたちに委ねられました。それ
はわたしたちが、創造主であるあなたに従って、
すべての創造物を治め、それらに仕えるためで
す。わたしたちがあなたの命令にそむき、あなた
から速く離れた時も、あなたはわたしたちを死の
カに渡されませんでした。あなたはあわれみのう
ちに助けに来られ、わたしたちがあなたを求める
時、あなたを見いだすことができるようにして下
さいました。あなたは幾度もわたしたちをあなた
の契約へと招かれ、また預言者たちを通して、わ
たしたちに救いの望みを教えられました。
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父よ、あなたはこの世を愛し、時が満ちて、あなたのひ
とり子を救い主として遣わされました。み子は聖霊に
よって肉体を受け、おとめマリヤから生まれ、わたした
ちのひとりとして、しかも罪を犯すことなく生きられま
した。み子は貧しい者に救いの良きおとずれを、捕われ
た者に自由を、悲しむ者に喜びを宣ベ伝えられました。
あなたのみ心を成就するため、み子はご自分を死にわた
し、基よりよみがえって死をほろぼし、すべての造られ
たものを新しくされました。

またみ子は、もはやわたしたちが自分のためでなく、わ
たしたちのために死んでよみがえったみ子のために生き
るようにと、信ずる者への最初の賜物として、聖鐙を送
られました。それはこの世におけるみ子の働きを完成

し、すべてのものの強化を成就するためです。

止のパン/LI却す吾言身を唱え吾岬、言l式者はそれを手に持っか、ま
止はその止に手を躍ぐ.#"にl却す吾官栄を樹え吾時、その杯!:!f1}jif 
され石プドー眉目λった他自却を手に持っか盲ま止はその土/L手骨
盤<.

天の父であるあなたによって栄光を与えられる時が来た
l時、み子は世にいる自分のものたちを愛し、彼らを品後
まで愛し通されました。弟子たちとの夕食で、み子はパ
ンを取り、あなたに感謝してこれをさき、彼らに与えて
言われました。 r取って食べなさい。これはあなた方の
ために与える私のからだです。わたしを記念するため、
このように行ないなさい。」

また夕食ののちプドー酒の杯を取り、感謝して彼らに与
えて言われました。 r皆これを飲みなさい。これは罪の
ゆるしを得させるようにと、あなた方および多くの人の
ために流すわたしの新しい契約の血です。飲むたびに、
わたしの記念としてこのように行ないなさい」

父よ、わたしたちは今、あがないの記念の祭りを行ない
ます。キリス トの死と死者のうちにくだられたことを記
憶し、そのよみがえりとあなたの右へ昇られたことを宣
言し、栄光のうちに来られることを待ち望みます。また
あなたがわたしたちに Fさった賜物から、このパンとこ
の杯をあなたに棒げて、わたしたちはあなたをほめたた
え、あなたを賛美します。
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一向 主なる私たちの神よ、
私たちはあなたをほめたたえ、

あなたを賛美し、
あなたに感謝し、あなたに祈ります

司式茸は館。吾.

司式者主よ、あなたのいつくしみとあわれみによっ
て、わたしたちの上に、またこれらの供え物
の上に聖盃をくだし、これらを聖別し、聖な
る民のためへの聖なる賜物、命のパンと救い
の杯、み子イエス・キリストのからだと血に
して下さい。

このパンと杯にあずかる者が皆、ひとつのからだ・ひと
つの盤となり、キリストにあって生けるいけにえとな
り、み名をほめたたえることができるようにして下さ
し、。

主よ、キリス トのJIllによってあがなわれた、使徒たち
よりの唯一の聖なる公会を党え、その一致を示し、そ

の信仰を守り、またその平安を保ってFさい。

[ ( および)あなたの教会のすべての仕え人を
党えて下さい]
[あなたのすべての民、およびあなたの真理を求める
人々を党えて下さい]

[一一ーを党えて下さい]
[キリストの平安のうちに世を去ったすべての人々、
および信仰があなたにのみ知られている人々を党え、

彼らを永遠の喜びと光のあるところに導いて下さい。 ]

またわたしたちも、 1聖なるおとめマリヤ・イスラエ

ノレの族長・預言者・使徒・殉教者・ ( )、およ

び]過ぎ去った|時代にあなたに受け入れられたすべて

の塑徒たちとともにみ国の世継ぎとして下さい。わた
したちは彼らと一つになってあなたを賀美し、み子 ・
主イエス キリストによってあなたをほめたたえま
す。

キリス トによ り、キリス トと共に、キリス トのうち
に、型箆の一致のなかで、すべてのほまれと栄光は、
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世々に限りなく全能の神 父なるあなたのものです。

アーメン
救い主キリストの教えたまいし 叡い主キリストが教えられた
ごとく我ら祈るべし ように祈りましょう

364ベージのよの折iJ11::.統ぐ.

奉献唱

次のラちの一つ、または他の過当な!f1艇を用いてもよい.

感謝のいけにえを神にささげよ。あなたの誓いをいと
高き者に果せ。 持知 50:14

そのみ名にふさわしい栄光を主に帰せよ。供え物をた
ずさえてその大庭にきたれ。 詩篇 96:8

愛のうちを歩きなさい。キリストもあなたがたを愛し
て下さって、わたしたちのために、ご自身を、神への
かんばしいかおりの供え物、また、いけにえとしてさ
さげられたのである。 エベソ 5:2

兄弟たちょ、事l'のあわれみによってあなたがたにすす
める。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、 生き
た、聖なる供え物としてきさげなさい。それが、あな
たがたのなすべき霊的な礼拝である。 ローマ 12:1

祭躍に供え物をささげようとする場合、兄弟が自分に

対して何かうらみをいだいていることを、そこで思い

出したなら、その供え物を祭壇の前に残しておき、ま

ず行ってその兄弟と和解し、それから帰って来て、供
え物をささげることにしなさい。 マタイ 5:23，24

わたしたちはイエスによって、さんびのいけにえ、す

なわち、彼のみ名をたたえるくちびるの笑を、たえず

やl'にささげようではないか。そして普を行なうことと
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施しをすることを、忘れてはいけない。事l'は、このよ
うないけにえを喜ばれる。 へブル13:15-16

われらの主なる神、あなたこそは、栄光とほまれとカ
を受けるにふさわしいかた。あなたは万物を造られま
した。み旨によって、万物は存在し、また巡られたの
であります。 黙示録 4:11

主よ、大いなることと、カと、栄光と、勝利と、威光
とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるもの
も皆あなたのものです。主よ、国もまたあなたのもの
です。あなたは万有のかしらとして、あがめられま

す。 歴代志上 29:11
または次の霞殺を用いてもよい.

わたしたちの生活と労働のささげ物と供えものを、喜
びをもって主にささげましょう。

特別 序唱

主の日の序唱

指定され走主Hに用い吾.それに続ぐ週日には用い申い.

1. 5tなる神についで

ことに、主は光と命の秒、であります。主はわたしたち
を主のかたちに創造され、主イエス・キリストのうち

にある新しい命へと召されました。

または

2.子なる押について

ことに、主イエス・キリストは過の初めの日に死と基
に打ち勝ち、栄光あるよみがえりによって、わたした

ちに永遠の命の道を聞かれました。

または
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3 聖重なるftlJlごついで

ことに、主は栄光を全世界に現すため、水と型量産によ
り、わたしたちを主イエス・キリス トのうちにある新
しい民とされました。

季節の序唱

皇宮日干舶に指定され定時を除ぐ主f3e週Hに用い吾.

点草'/fJiffff

ことに、主は最愛のみ子を追わし、わたしたちを罪と
死からあがない、永遠の命の世つぎとされました。こ
れはみ子が世をさばくために、みカと大いなる勝利を
もって再び来られる時、わたしたちが恥と恐れなく、
喜んで主を仰ぎ見ることができるためです。

fl41ilffff 

ことに、主はひとりのみ子イエス キリストを与え、
わたしたちのために生まれさせ、み子は聖霊の大いな
る力によって、その母・おとめマリヤの肉体から完全
な人とされました.これはわたしたちが罪の束縛から
解放され、主の子となるカを受けるためです。

鎮魂H

ことに、ことばが肉体となった奥義によって、あなた

は新しい光をわたしたちの心に輝かせ、み子主イエ

ス・キリストのみ顔にある、あなたの栄光を知る知識

を与えられました.
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え斎s1i

ことに、主イエス・キリストはわたしたちと同じくす
べての試みにあわれ、しかも罪を犯されませんでし
た。わたしたちは主の恵みにより、あらゆる怒に打ち
勝ち、もはや自分のためにではなく、わたしたちのた
めに死んでよみがえったみ子のために生きることがで
きるのです。

ま止は

ことに主は忠実な民に、心を清め、喜びをもって過ぎ
越しの祭に備えるように命じられます。これは祈りと
愛の行ないに励み、み言葉と聖書きによって新たにさ
れ、 主を愛する人々に用意された、あふれる恵みにあ
ずからせるためです。

霊甥

ことに、主イエス・キリストは、私たちの罪のため、
十字架の上に商くあげられました。これは、全位界を
みもとに引き寄せるためです。また苦しみと死によ
り、 主に信頼するすべての人々にとって、永遠の救い
の源となられました。

復活筋

ことに、み子・主イエス・キリストの栄光あるよみが
えりのゆえに、主をほめたたえます。み子はまことの
過ぎ越しの小羊として、わたしたちのために供えら
れ、|止の罪を除き、その死によって死を滅ぼし、その

よみがえりによって永遠の命を与えて下さいました。

昇ラぞB

ことに、あなたの愛する子・主イエス・キリストは栄
光あるよみがえりののち、明らかに弟子たちに現わ
れ、わたしたちのために住まいを備えるため、その自
の前で天に昇られました。これは、わたしたちを主が
おられる所に昇らせ、ともに天の栄光の座につかせて

下さるためです。
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室長吉湾政E

ことに、主イエス・キリストのまことの約束は成就
し、 (この日)聖霊が天よりくだり、弟子たちを照ら
してかれらを教え、すべての真理へ導かれました。ま
た多くの異なる言葉の人々を一つの信仰の告白で結び

合わせ、主の教会における王なる祭司臓として、主に
仕え、すべての国民に福音を宣ベ伝えるカを与えられ

ました。

他の場合の序唱

三位一体主H

ことに、主はみ子と聖盤とともに唯一の神、唯一の主

であり、 三位一体であられます。父よ、わたしたち
は、父と子と聖霊の唯一で、等しい栄光を祝います。

議室淀

ことに、主は聖徒の群れのうちに、わたしたちを多く

の証人で裳のように囲まれました。これはわたしたち
が聖徒の交わりを喜び、忍耐をもって信仰の駆せ場を

走り、ともに朽ちない栄光の冠を符るためです。

jfjjf 

ことに、鰐くべき恵みと徳が、すべての主の聖徒のう
ちに示されました。かれらは主の恵みの選ばれた器で

あり、世々にわたりこの世の光でした。

または

ことに、主は聖徒の服従によって、わたしたちに義の
桜純を与え、かれらの永遠の喜びによって、わたした

ちが召されて保つ望みを盤くされました。
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または

ことに、主は聖徒のmいで、大いなる栄光を与えられ
ました.すべての主の被造物は、主をほめ、主のJ忠実
なしもベは主を祝い、この世の支配者たちの前で、主

のひとり子の尊いみ名を告白します.

使徒または聖職抜手

ことに、主の民の偉大な牧者、 主イエス キリストは
よみがえりののち、編首を立ベ伝え、すべての国民に

教えるために使徒たちを逃わし、いつも、世の終りま
でも、かれらとともにおられることを約束されまし
た。

1L!亨'JlMJJd

ことに、わたしたちの偉大な大祭司イエス・キリスト
のうちに、わたしたちは、聖なる宮の生ける石として

建てられています。これはわたしたちが、主の自に消
く、喜ばれる賛美と祈りのいけにえを、み前にささげ
ることができるためです.

法il

ことに、主イエス・キリストにおいて、主はわたした
ちを主の世継ぎとして受け入れ、み国の民とし、すべ

ての真理に導くために塑震を与えてくださいました.

MTC 

ことに、夫婦の愛において、 主はわたしたちに、 1~鮒
であるみ子・主イエス・キリストのための花嫁として
飾られた、天のエノレサレムの盗を与えて下さいまし

た.キリストは花嫁を愛し、ご自分を与えられまし
た.これはみ子が、すべての被造物を新しくするため

です.
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i!ff.去者'iJe.念

ことに、主イエス・キリストは死から勝利へよみがえ

り、わたしたちを、永遠の命への恵まれた希望をもっ

て慰めて下さいます。主よ、これは、主の忠実な民に

とって、命は終わるのではなく変えられるからであ

り、死ぬべきからだは死にふしでも、永遠の住みかが

天に備えられているからです。
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会衆の祈り

政のおのおののために代梼を棒げる.

全公会のため、 その会員と宜教のため
国家とすべて権威を与えられた者のため
世界の福利のため
地減社会の闘心事のため
悩み、苦しむ人びとのため
逝去者のため(適当な時には聖徒を記1告する)

次のどの式文を刈1いてもよい.

その場合にふさわLい通応、ま立は挿λをLでもよい.

どの式文晶、使用され石盤豊臣式文の文体に合わせてもよい.

挿繊のあ昌PiIOI:t.昔略Lでもよい.

司式者は、その場合・教会暦ーその日のI<l'JiIに仰辿L立言葉を
もっで、祈りを始めてもよい.

式文 I 

説'JIまたは仙の先明書

心をつくし思いをつくして、 「主よ、あわれみをお与

え下さい」と唱えながら、主に祈りましょう

先帽者上よりの平和、神の慈愛、またわたしたちの

魂の救いのため、主に祈りましょう。

会品。 主よ、あわれみをお与え下さい。

先制者世界の平和、神の聖なる教会の福祉、またす

べての人々の一致のため、主に祈りましょ

フ。
会衆 主よ、あわれみをお与え下さ い。
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先制者わたしたちの主教、またすべての塑l織と信徒
のため、主に祈りましょ下う。

会衆 主よ、あわれ持のみ大つを統お与え さい。
先制S わたしたち 領、国た々 の指主導者祈、またす

べて権威を 人々のめ、 にりましょ

会殺 主ヲ。よ、あわれみをお与え下さい。

光明者 この都市ま (町、村、む )々 、すべての都主市と共
同ま体、 たそこに住 のため、 に祈り

しょあう。
会主荷 主よ、 われみをお与え下さい。

先帽茸季な実節にふさわしいに気祈候、また地の産物の豊か
りのため、主 えりましょう。

会衆 主よ、あわれみをお与下さい。

先帽害 保事まl'が私すたちに与え恵られ意た欲よい地、 またそれを
存る た め の 知 と のため、主に祈り

しょあう。
会衆 主よ、 われみをお与え下さい。

先咽茸陸と海と~(または宇え宙う。下)を旅行する人々の
ため、主に祈れりましょ

会衆 主よ、あわみをお与 さい。

岩崎日者老苦人と弱い入、や人もめとみなしご、また病人
と しんでいる 々のため、主に祈りましょ

会指 主う。よ、あわれみをお与え下さい。

|先 糊 の ため主に祈りま山
会衆 王王7ーあわれみをお与え下さい。

正明者貧しい人としいたげられている人、失業者と
貧困者、囚人と捕虜、またそれらの人を党
え、世話する人々のため、主に祈りましょ
う。

会衆 主よ、あわれみをお与え下さい。

先l留志一 よみがえりの希望のうちに死んだすべての
人々、また世を去ったすべての人々のため、
主に祈りま しょう

会衆 主よ、あわれみをお与え下さい
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先明者すべての危険・暴力圧制、また屈辱からの
解放のため、主に祈りましょう。

会衆 主よ、あわれみをお与え下さい。

先制者私たちの罪と、とがのゆるしのため、主に祈
りましょう。

会衆 主よ、あわれみをお与え下さい。

先帽者苦しみも、とがめもなく、信仰と希望のうち
に、私たちの生涯を終えるように、主に祈り
ましょう。-

会衆 主よ、あわれみをお与え下さいa

先咽者主よ、恵みによって私たちを守り、救い出
し、またあわれみのうちに保護して下さい。

会最 主よ、あわれみをお与え下さい。

先制審 ( とすべての)聖徒の交わりの中
で、私たち自身とお互いを、またすべての生
活を、わたしたちの神なるキリストにゆだね
ましょう。

会最 神なる主よ、あなたにゆだねます

i:t.耕

司式者は府び日待却を加尤吾.

式文 H 

告祈縦四あとの此耕<0却に会衆は各自の所り昔、此用または戸
をi1IL-て捧げ石.

全世界のやl'の民のため、わたしたちの主教 の
ため、との集まりのため、またすべての仕え人と会衆

のためにみなさんの祈りを求めます。
教会のために祈ってください。

i:t，用
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平和のため、国々の聞の友好のため、またすべての
人々の福祉のために祈りを求めます。

正義と平和のために祈ってください。

此伊

貧しい人、病人、飢えている人、しいたげられている

人、また獄中の人々のために祈りを求めます。
欠乏や困難のうちにある人々のために祈ってくださ
し、。

i:t附

布l'、または神についての深い知識を求めるすべての
人々のために祈りを求めます。

彼らが神を見出し、また神から見出されるように祈っ
てください。

i:t.同

世を去った人々[特に一一一一一〕のために祈りを求め
ます。

死者のために祈ってください。

lf-白A有者の折Pまたは感謝を府つでもよい.

のために祈りを求めます。

のために感謝を求めます。

此燃

すべてのl時代に、彼らによってキリストが崇められて
来たこと〔特に今日わたしたちが記念する

〕のために、神をほめたたえましょう。
わたしたちのI~j代に、キリストを賛美する恵みが与え
られるように祈ってください。
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tt~許
可式喜は結びの#拶を!J/Iえ石.

式文川

先細茸と会衆は31:.互に折吾

先明書父よ、主の聖なる公会のために祈ります。
会衆 わたしたちのすべてが、ひとつになりますよう

光明書教会のすべての会員を、まことに、またけん
そんに主に仕えさせて下さい。

会最‘ 主のみ名が、すべての人々によってあがめら
れますように。

光明書すべての主教・司祭・執事のために祈りま
す。

会衆 彼らが、主のみ言葉と型貨の忠実な仕え人と
なりますように。

先明書世界の国々の、すべての統治者と祢威を持つ
人々のために祈ります。

会決 この地上に、lE義と平和がありますように。

先柑若わたしたちが行うすべてのことに、主のみ心
を行なう恵みを与えて下さい。

会衆 わたしたちの働きが、主のみ心にかないます
ように。

正樹者悲しみや困難で苦しむ人々を、あわれんで下さ
し、。

会衆 彼らが苦しみから解放されますように。

先明者世を去った人々に、永遠の平和を与えて下さ
し、。

会主持 絶えざるみ光が、彼らを!照らしますように。

先制茸み国の喜びに入った聖徒たちのために、主を
ほめたたえます。

会終 わたしたちも、天のみ固にあずかれますように

先明書わたしたち自身と、 他の人々の必要なものの
ために祈りましょう
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tJ;~者

会衆は杏自由折占曹を加えでもよい.

司式事は結びの符$IiをJJIIえ吾.

式文 IV 

執事または他の先咽者

先明書教会と世界のために祈りましょう。
全能の神よ、み名を告白するすべての人々が、
あなたの真理のうちにひとつとされ、あなた
の愛のうちにともに生き、あなたの栄光を世
に現すことができるようにして下さい。

tJ;ft智

光明者主よ、あわれみをもって
会J者 わたしたちの祈りをお聞き下さい。

先哨者この地の民とすべての国民を、正義と平和の
道に導き、わたしたちが敬い、公共の普に仕
えることができるようにして下さい。

tJ;，耕

先制審主よ、あわれみをもって
会衆 わたしたちの祈りをお聞き下さい。

先相者あなたご自身の創造物であるこの地に対し、
尊敬の念をわたしたちすべてに与え、他の
人々に仕えるため、またあなたの誉れと栄光
のため、その資源を正しく用いることができ
るようにして下さい。

t土井容

先咽者主よ、あわれみをもって
会指 わたしたちの祈りをお聞き下さい。

先明者わたしたちの生活に密接に結ぼれているすべ
ての人々を祝福し、また彼らにおいてキリス
トに仕え、主がわたしたちに愛されるよう
に、わたしたちも互いに愛し合うことができ
るようにして下さい。

388 34 



此然

先咽者主よ、あわれみをもって
会衆 わたしたちの祈りをお聞き下さい。

先樹書体や心、また精神に苦しみのあるすべての
人々を慰め、いやし、困難のうちにある彼ら
に勇気と希望をを与え、またあなたの救いの
喜びをもたらして下さい。

品身者

先明者主よ、あわれみをもって
会衆 わたしたちの祈りをお聞き下さい。

光明者世を去ったすべての人々に対するみ心が全う
されるように、
彼らをあなたのあわれみにゆだねます。また
わたしたちもすへての聖徒と共に、永遠のみ
固にあずかることができるように祈ります。

i:J;~容

先帽者主よ、あわれみをもって
会衆 わたしたちの祈りをお聞き下さい

司式創立結びの併持を加える.

式文 V 

執事または舶の先樹高

平和のうちに、 「主よ、あわれみをお与え下さい」
(または「キリエ・エレイソンJ)と唱えながら、祈
りましょう。

神の聖なる教会のため、教会が真理と愛に満たされ、
主の来臨の自に、過ちが見いだされないように、主
よ、あなたに祈ります

ここで、また4}祈願日あとで、 会衆は 「キ リエ・エレイソ
ン」、または「主よ、あわれみをお与え下さい」と応答

す吾.
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わたしたちの総裁主教 、教区主教

すべての主教と他の仕え人、またすべての神の聖なる
民のため、主よ、あなたに祈ります。

有l'を恐れ、主キリストであるあなたを信じるすべての

人々のため、わたしたちの分裂がなくなり、またあな
たと父なる神が一つであるように、すべての人々がー

っとなるように、主よあなたに祈ります固

教会の伝道のため、教会が忠実な証言によって、地の
果てまで福音を伝えるように、主よ、あなたに祈りま
す。

まだ信仰を持たない人々のため、また信仰を失った
人々のため、彼らが福音の光を受けるように、主よ、
あなたに祈ります。

世界の平和のため、尊敬と忍耐の精神が国々と人々の

聞に育つように、主よ、あなたに祈ります。

公務にたずさわる人々[特に一一一一〕のため、彼ら
が正義に仕え、またすべての人の尊厳と自由を促進す
るように、主よ、あなたに祈ります.

!この共同体 〔特に ]に住み、町ベての
人々のため、主よ、あなたに祈ります。

すべての人間の労力に対する祝福のため、また創造の
宮の正しい使用のため、世界が貧困・飢餓、また災害

から免れるように、主よ、あなたに祈ります。

貧しい人迫害されている人病人・すべての苦しむ
人々のため、難民・囚人・危険のうちにあるすべての

人々のため、彼らが救助され、保護されるように、主
よ、あなたに祈ります。
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この会衆のため[ここに出席している人々、また欠席
している人々のため〕、かたくなな心から解放され、
わたしたちの行なうすべてのことに、あなたの栄光を
現すように、主よ、あなたに祈ります。

わたしたちの敵とわたしたちを傷つけようとする人々
のため、またわたしたちが傷つけ、つまづかせたすべ
ての人々のため、主よ、あなたに祈ります

わたしたち自身のため、わたしたちり罪の許し、また
わたしたちの生活を改めさせる塑盤の恵みのため、主
よ、あなたに祈ります。

わたしたちの祈りにゆだねられたすへての人々のた
め、またわたしたちの家族・友人・隣り人のため、彼
らが心配から解放され、喜びと平和と健康のうちに生
きられるように、主よ、あなたに祈ります。

|一一一一ーのため、主よ、あなたに祈ります。

教会の交わりの中で死んだすべての人々、またあなた
だけに知られている信仰を持っていた人々のため、す
べての聖徒と共に、彼らが苦しみも嘆きもない、永遠
の命のある所に憩うことができるように、主よ、あな
たに祈ります。

〔常に祝稿されている処女マリヤ、 (祝福された一一
)および〕すべての聖徒の交わりを喜びながら、

わたしたち自身とお互いを、またすべてわたしたちの
生活を、有l'であるキリス トにゆだねましょう。

会衆 わたしたちの神である主よ、あなたにゆだね
ます。

i:t然

司式者は結びの持線、または次回調栄を加え吾.

父と子と聖霊なる神よ、威光はあなたのもの、またみ

固とカと栄光は、今も、永遠にあなたのものだからで
す。 アーメン
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式文 VI 

五E咽1Jと会衆は交互に#i吾.

先細者主なる事l'よ、平和のうちにあなたに祈ります。

此問

先明書すべての人々の日々の生活と働きのため、
会衆 わたしたちの家族・友人・隣り人・また孤独

な人々のため、 ' 

先帽者この共同体 この園、またこの世界のため、
会衆 正義・自由平和のために働く、すべての

人々 のため、

先帽S あなたの造られた物の、正しく適切な活用の
ため、

会指 飢え ・恐れ・不正、また抑圧を受けている
人々 のため、

先明者危険や悲しみ、またいろいろな困難のうちに
あるすべての人々のため、

会衆 病人・友達のない人、また貧しい人に仕える
人々 のため、

正明宥神の教会の平和と)主主のため、
会殺 福音を宣ベ伝えるすべての人々と、真理を求

めるすべての人々のため、

先頃宥 〔わたしたちの総裁主教 、わたした
ちの主教 および了守ズマの主教と他
の仕え人のため、

会衆 教会で、事l'に仕えるすべての人々のため、

先制者この会衆の特別な必要と関心事のため、

必然

会衆は告自の折仰を加えてもよい

岩相者主よ、お聞き下さい。
会衆 あなたのあわれみは、偉大だからです。
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先制者主よ、この世のすべての祝視のために、あな
たに感謝します。

d開

会殺は告白目感謝を加えてもよい.

先制者わたしたちの主なる神よ、あなたをあがめま
す。

会衆 あなたのみ名を、永遠にほめたたえます。

先柑者世を去ったすべての人々が、永遠のみ国で恕
いの場を得るように祈ります。

i:t，伊

会主脅は告自の折節を11/1えでもよい.

岩明書主よ、あなたの慈しみが彼らにありますよう

会衆 彼らは、あなたに信頼しています。

先明書わたしたちの罪の許しのためにも、祈りま
す。

i:tfl.曹を守ってもよい

一同 あわれみ深い父よ、わたしたちをあわれんで
下さい。
わたしたちが知りながら、また知らずに
おかした罪を、
してしまったこと、またしなかったことでお
かした罪を、
あなたのあわれみによって、お赦し下さい。
またあなたの聖霊によって、わたしたちを支え
あなたのみ名の誉れと栄光のため、新しい命
のうちに生き、あなたに仕えることができる
ようにして下さい。
主イエス・キリストによってお願いいたしま
す。アーメン

司式在は弾の詐1.-.または越当者特停で終わ吾.
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会衆の祈りの特祷

司式者は次の中から、結びの特梼を選ふ.

( a )教会暦、またはその場合に適当な特梼

(b)その会衆の生活にとって、特別な必要を表現した特梼

( c )教会の伝道のための特待

(d)政のような一般的特梼

1 主よ、あなたの民の祈りをお聞き下さい。わたし
たちが忠実に願ったことが効果的にかなえられ、み名
の栄光を現して下さい。主イエス・キリストによって
お願いいたします。 アーメン

2 天の父よ、あなたはみ子の名によって祈る人の願
いを聞き入れて下さると約束されました。わたしたち
は無知のうちに願ったり、罪に価する者としてではな
く、み子・主イエス・キリストにおいてあなたが知

り、愛される者として祈ります。どうかわたしたちの
願いを受け入れ、かなえて下さい。 アーメン

3 天地万物の支配者である、永遠にいます全能の神

よ、どうか慈しみをもってあなたの民の祈りを受け入

れ、わたしたちを強めてみ心を行なわせて下さい。主

イエス・キリストによってお願いいたします。

アーメン

4 全能の神よ、あなたはわたしたちが求める前に、

必要なものを知っておられます。どうかわたしたちを
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助け、み心にかなうことのみを求めさせ、いさおがな
いために願えないもの、また愚かなために願うことが
できないものを与えて下さい。み子・主イエス・キリ
ストによってお願いいたします。 アーメン

5 主なる事l'よ、あなたの民の熱心な祈りを受け入れ
て下さい。多くの慈しみをもって、わたしたちと助け
を求めるすべての者に、あわれみの目をとめて下さ
い。魂を愛される方よ、あなたは恵み深く、わたした
ちは父と子と聖霊の神であるあなたば、今も永遠に、
栄光を与えます。 アーメン

6 主イエス・キリストよ、あなたは使徒たちに、
「平安をあなたがたに与える。わたしの平安をあなた

がたに残す」と言われました。どうかわたしたちの罪
を思うことなく公会の信仰を認め、天の都の平安と一
致を与えて下さい。主は父と虫盤とともに、今も永遠
に、生き、支配しておられます。 アーメン

7 父よ、急いでみ国を到来させて下さい。またみ子
が栄光のうちに来られるl時、今、信仰によって生きる
あなたのしもベらが、喜一びをもって仰ぎ見るようにし
て下さい。み子はイエス・キリス ト、わたしたちのl唯
一のとりなし主、また擁護者です。 アーメン

8 全能の有l'よ、あなたは聖鍵により、わたしたちを
天と地の聖徒たちと一つにして下さいました。どうか
この世の巡礼において、わたしたちを:常にこの愛と祈
りの交わりによって助けて下さい。またあなたの力と
あわれみへの彼らのあかしに支えられていることを、
わたしたちに知らせて下さい。わたしたちのすべての
代梼が、聖霊を通してみ子により受け入れられ、また
永遠に生き、支配しておられるイエス・キリストに
よってお願いいたします。 アーメン
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