
「2019年　キリスト教一致祈祷週間」関連行事
１月１８日～２５日

2019/1/23

集　会　名　称 日時・場所・問合せ先

札幌教区 札幌朝祷会
日　時 2019年1月21日（月）　7：30 ─

場　所 札幌クリスチャン・センター ３Ｆ

問合せ先 永井和夫

電　話 011-682-4926

仙台教区 盛岡地域キリスト教一致祈祷会
日　時 2019年1月19日（土）　13：30 ─

場　所 カトリック四ツ家教会

問合せ先 佐藤 光（典礼部長）

電　話 019-654-0557

青森弘前小教区 キリスト教一致祈祷週間
日　時 2019年1月23日（水）　10：00 ─

場　所 カトリック弘前教会

問合せ先 笹森正子

電　話 0172-33-0175

釜石市 キリスト教一致合同祈祷会 日　時 2019年2月17日（日）　14：00 ─

場　所 聖公会 神愛教会

問合せ先 伊瀬幸城

電　話 0193-23-6138

新潟教区 キリスト教一致祈祷集会 日　時 2019年1月20日（日）  14：00─15：00

場　所 新潟地球村教会

日　時 2019年1月22日（火）  10：30─11：30

場　所 救世軍新潟小隊

日　時 2019年1月24日（木）  10：30─11：30

場　所 カトリック青山教会

主　催 新潟キリスト教連合会

東京教区 キリスト教一致祈祷集会
日　時 2019年1月20日（日）　13：00 ─

場　所 カトリック渋谷教会

問合せ先 同上（田中信明神父）

　 電　話 03-3463-5881

市川キリスト教一致祈祷週間・合同礼拝 日　時 2019年1月19日（土）　14：00 ─

場　所 日本基督教団　市川三本松教会

問合せ先 同上（外谷悦夫）

　 電　話 047-322-7331

日野市 姉妹教会交流会 日　時 2019年2月17日（日）　13：30 ─

場　所 カトリック高幡教会

問合せ先 同上（ロールド・ザビエル神父）

電　話 042-592-2463
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横浜教区 聖公会・カトリック合同 夕の礼拝 日　時 2019年1月20日（日）　16：00 ─

場　所 横浜聖アンデレ教会（聖公会）

問合せ先 教区本部事務局

電　話 045-662-5585

志太・榛原地区キリスト教一致祈祷会 日　時 2019年1月20日（日）　15：00 ─

場　所 大井川キリストの教会

問合せ先 同上

電　話 054-622-0658

教会一致新年連夜祈祷会 日　時 2019年1月22日（火）　 19：30─

場　所 日本基督教団　韮崎教会

日　時 2019年1月23日（水）  19：30─

場　所 甲府キリスト福音教会

日　時 2019年1月24日（木）  19：30─

場　所 日本基督教団　市川教会

日　時 2019年1月25日（金）  19：30─

場　所 日本基督教団　山梨教会

日　時 2019年1月26日（土）  19：30─

場　所 山梨中央教会

日　時 2019年1月27日（日）  18：00─

（祈祷会後に弁当持参の愛餐会あり）

場　所 日本基督教団　甲府教会

問合せ先 山梨県教会一致懇談会（山梨栄光教会 村手 淳）

電　話 055-277-3532

京都教区 奈良南朝祷会　年頭集会 日　時 2019年1月15日（日）　10：00─12：00

場　所 カトリック大和八木教会

問合せ先 同上

電　話 0744-22-3855

大阪教区 2019キリスト教一致祈祷　共同礼拝 日　時 2019年1月19日（土）　15：00 ─ 16:30

和歌山会場 場　所 カトリック屋形町教会

主　催 カトリック大阪大司教区・日本キリスト教団・

　日本聖公会

共司式者 大司教 前田万葉 枢機卿

大阪会場 日　時 2019年1月20日（日）　17：30 ─ 19:00

場　所 カトリック聖マリア大聖堂(玉造教会)

主　催 カトリック大阪大司教区・日本福音ルーテル教会・

　日本キリスト教団・日本聖公会

共司式者 酒井俊弘 補佐司教

兵庫会場 日　時 2019年1月25日（金）　19：00 ─ 20:30

場　所 カトリック神戸中央教会

主　催 カトリック大阪大司教区・日本福音ルーテル教会・

　日本キリスト教団・日本聖公会

共司式者 ヨセフ・アベイヤ 補佐司教

問合せ先 カトリック大阪大司教区エキュメニズム委員会

教区本部事務局

電　話 06-6946-3102
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広島教区 2019年広島キリスト教一致祈祷集会 日　時 2019年1月27日（日）　14：30─

　広島地区 場　所 日本キリスト教団 広島流川教会

問合せ先 カトリック観音町教会

電　話 082-231-5547

キリスト教一致合同祈祷会 日　時 2019年1月20日（日）　10：00─13：00

　岡山県 場　所 カトリック水島教会

問合せ先 吉浦武志

電　話 086-455-5718

高松教区 教会一致祈祷集会 日　時 2019年1月19日（土）　14：00─16：00

　愛媛県松山地区 場　所 日本基督教団 松山教会

問合せ先 カトリック松山教会（川上栄二治神父）

電　話 089-921-1849

高知県 世界祈祷日 日　時 2019年3月1日（金）  10：00─12:00

場　所 カトリック江ノ口教会

問合せ先 同上（岩本）

電　話 088-872-2277

長崎教区 第8回長崎キリスト教一致礼拝 日　時 2019年1月20日（日）  14：00─

場　所 カトリック聖フィリッポ教会　聖堂

問合せ先 小圷
こあくつ

玉美

電　話 095-842-4450

鹿児島教区キリスト教一致祈祷会 日　時 2019年1月20日（日）  14：00─16：00

場　所 カトリック谷山教会

問合せ先 同上（頭島 光神父）

電　話 099-284-9610
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