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日本聖公会中部教区 クリスマス礼拝カレンダー 2019 年 

※主イエス命名の日（1 月 1 日）礼拝も含む 

＊愛岐伝道区                          

名古屋聖マタイ教会 

24 日（火）19：00 キャンドルサービス（下原） 

25 日（水）00：00 聖餐式（下原） 10：30 聖餐式（下原） 

※1 月 1 日（水）00：00、10：30 主イエス命名の日聖餐式（下原、石田） 

名古屋聖マルコ教会 

24 日（火）18：30 イブ礼拝（大西） 

25 日（水）10：30 降誕日聖餐式（後藤） 

※1 月 1 日（水）10：30 主イエス命名の日聖餐式（後藤） 

名古屋聖ヨハネ教会 

24 日（火）17：00 キャンドルサービス（信徒） 

名古屋聖ステパノ教会 

24 日（火）19：00 イブ礼拝（信徒・祝会） 

 23：00  降誕日聖餐式（渋澤） 

愛知聖ルカ教会 

22 日（日）10：30 聖餐式(後藤)、クリスマス祝会 

24 日（火）19：00 イブ礼拝(後藤) 、愛餐会 

1 月 1 日（水）14：00 聖餐式（後藤）、愛餐会 

豊田聖ペテロ聖パウロ教会 

22 日（日）10：30 聖餐式（箭野眞）、クリスマス祝会 

24 日（火）18：00 5 つのみ言葉晩祷（渋澤） 

25 日（水）10：30 降誕日聖餐式（箭野） 

豊橋昇天教会 

※15 日（日）10：30 聖餐式（箭野眞）、クリスマス祝会 

22 日（日）07：00 聖餐式（箭野眞） 10：30 み言葉の礼拝（信徒） 

24 日（火）19：00 ９つのみ言葉晩祷（箭野眞） 

25 日（水）07：00 聖餐式（箭野眞）、10：30 降誕日聖餐式（渋澤） 
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一宮聖光教会 

24 日（火）19：00 イブ礼拝（中尾） 21:00 第一聖餐式（中尾） 

25 日（水）07:00 第二聖餐式（中尾） 10:30 クリスマス聖餐式（中尾） 

※1 月 1 日（水）11:00 聖餐式（中尾） 

岐阜聖パウロ教会 

22 日（日）10:30 聖餐式（中尾）、クリスマス祝会 

24 日（火）19:00 キャンドルサービス（相原）、茶話会 

※1 日(火)  11;00  聖餐式（渋澤） 

大垣聖ペテロ教会 

22 日（日）15:00 聖餐式（中尾） 

24 日、25 日、クリスマス礼拝等は無し 

29 日(日)  10:30  聖餐式(渋澤) ※1 月 1 日（水）は無し 

可児聖三一教会 

※29 日（日） 10：00 聖餐式（後藤）、potluck party 

＊長野伝道区 

飯田聖アンデレ教会 

22 日（日） 10：30 聖餐式（岡谷で合同礼拝） 

岡谷聖バルナバ教会 

21 日（土）14：00～16：30『こどもクリスマス 2019』 

22 日（日）10：30 クリスマス総員礼拝（西原）、洗礼式、 

礼拝後祝会 

24 日（火）18：00～『キャンドル・ライト・サービス』 

25 日（水）00：00  降誕日第一聖餐式（深夜ミサ）(西原) 

07：00 降誕日第二聖餐式（西原）、10：30 降誕日聖餐式（西原） 

松本聖十字教会 

22 日（日）10：30 聖餐式（田中）  

24 日（火）18：30 イブ礼拝（田中） 

      22：00 聖餐式（田中） 

25 日（水）10：30 聖餐式（田中） 

見よ、おとめが身ごもって 

男の子を産む。 

その名は 

インマヌエルと呼ばれる。 

（マタイによる福音書第 1 章 23 節） 

いと高きところには栄光、 

神にあれ、 

地には平和、 

御心に適う人にあれ。 

（ルカによる福音書第 2 章 14 節） 
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福島教会 

22 日（日）10：30 聖餐式(渋澤) 

長野聖救主教会 

22 日（日）10：30 み言葉の礼拝と陪餐（大和玲）  

24 日（火）19：00 クリスマスイブ礼拝（大和玲） 

（キャンドルサービス）  

22：00  降誕日第一礼拝分餐式（大和玲） 

25 日（水）10：30 降誕日礼拝分餐式（大和玲） 

※1 月 1 日（水）11：00 主イエス命名の日分餐式 

（大和玲） 

稲荷山諸聖徒教会 

24 日（火）19：00 イブ礼拝（島田） 

25 日（水）10：30 聖餐式（島田） 

※1 月 1 日（水）10：30 聖餐式（島田） 

上田聖ミカエル及び諸天使教会 

22 日（日）10：30 聖餐式（江夏） 14：00 日曜学校クリスマス礼拝 

24 日（火）18：00 キャンドルサービス（江夏） 

25 日（月）7：00 聖餐式（江夏）  10：30 聖餐式（江夏） 

※1 月 1 日（水）10：30 聖餐式（江夏） 

軽井沢ショー記念礼拝堂 

25 日（水）10：00 聖餐式（土井） 

※1 月 1 日（水）11：00 聖餐式（土井） 

旧軽井沢礼拝堂 

24 日（火）16：30 イブ礼拝（箭野直）箭野直） 

飯山復活教会 

22 日（日）10：30 み言葉の礼拝と陪餐（大和孝） 

新生礼拝堂 

24 日（火）18：00 夕の礼拝(大和孝) 

19：00  キャロリング（大和孝） 

25 日（水）10：30 み言葉の礼拝と陪餐によるクリスマス礼拝（大和孝）、その後祝会 

※1 月 1 日（水）10：30 元旦礼拝（み言葉の礼拝・大和孝） 
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＊新潟伝道区 

高田降臨教会 

21 日（土）10：00 おやこクリスマス（伊藤） 

22 日（日）10：30 聖餐式・クリスマス礼拝（伊藤） 

24 日（火）19：00  キャンドル・サービス（直江津と合同） 

※1 月 1 日（水）10：30 主イエス命名の日聖餐式（伊藤） 

直江津聖上智教会 

22 日（日）15：00 聖餐式・クリスマス礼拝（伊藤） 

24 日（火）19：00 キャンドルサービス（高田で合同礼拝） 

長岡聖ルカ教会 

25 日（水）10：30 クリスマス聖餐式、祝会（丁） 

※1 月 1 日の礼拝は、なし。 

三条聖母マリア教会 

22 日（日）10：30 クリスマス聖餐式（丁） 

24 日（火）19：00 キャンドルサービス（丁） 

※1 月 1 日の礼拝は、なし。 

新潟聖パウロ教会 

22 日（日）07：00 聖餐式（金）、 10：30 聖餐式（金） 

24 日（火）19：00 イブ礼拝・聖餐式（金） 

25 日（水）10：30 聖餐式・祝会（金） 

※1 月 1 日（水）10：30 聖餐式（金）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※変更や追加がありましたら随時教区センターFacebook でアップデートしていきます。 

【URL】https://www.facebook.com/nskkchubu/ 

                【中部教区 FacebookQR コード】→→→→→→ 

喜びと祈りのうちに 

イエス様のご降誕をお祝いします。 

みなさまのお越しを 

心よりお待ちしています。 

 

2019年 12 月 1日 

日本聖公会中部教区センター作成 


