【待降節、降誕節】

献 金 祈 祷

・ 恵み豊かな神よ、今、感謝をこめてささげるこの捧げ物を受け入れてくだ
さい。わたしたちのものは皆、あなたからいただいたものです。いのちの
糧を受けたわたしたちを強めて、地上を旅する教会が、いつも変わらぬも
のを求めて生きるものとしてください。わたしたちの主イエス・キリスト

待降節および降誕節

1〜 ３頁

によって祈ります。アーメン。
・ 憐れみ深い父よ、この捧げ物を受け入れ、何も誇るもののないわたしたち
を力づけ、支えてください。み言葉と聖礼典の恵みに強められたわたした

受難節

４〜７頁

ちが、過ぎ行くものを正しく理解し、あなたの変わらぬ慈しみを讃えるこ
とができますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。
アーメン。

復活節

８〜９頁

・ 全能の神よ、信仰と愛をもってささげる わたしたちの供えものを 受け
入れてください。五つのパンと二匹の魚で 五千人を養われたように、わ
たしたちが差し出す このわずかなものを祝福し、豊かな救いの実りがも
たらすものとして下さい。わたしたちの主イエス・キリストによって祈り

聖霊降臨節

1０頁

ます。アーメン。
・ 全能の神よ、あなたの民がささげるこの供えものを 尊いものとしてくだ
さい。み言葉と聖礼典により命の糧にあずかったわたしたちに、聖霊の息

聖霊降臨節

1０〜１６頁

吹を注ぎ、やがて来られるキリストを、力強く証しする者としてください。
わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 聖なる父よ、あなたに捧げられるこの供えものとともに、わたしたちを受
け入れてください。人間の貧しさを身に帯びてわたしたちを癒してくださ
ったキリストに結ばれることができますように。わたしたちの主イエス・

日本キリスト教団

秋田楢山教会

キリストによって祈ります。アーメン。
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・ 全能

永遠の神よ、あなたの祭壇に供えるこの捧げ物を顧みてください。

て養われたわたしたちが、生活の労苦を乗り越えて、健康で落ち着いた

無に等しいわたしたちの捧げ物が、あなたの恵みによって尊いものとされ

日々を過ごすものとしてください。わたしたちの主イエス・キリストによ

ますように。命の糧をいただいた主の民が、近づく救いの日を、清い心で

って祈ります。アーメン。

迎えることができますように。わたしたちの主イエス・キリストによって
・ 全能の神よ、喜びのうちにこの供えものをささげて祈ります。人の子とし

祈ります。アーメン。

てお生まれになったキリストに結ばれて、信じる者が神の子どもとして成
・ 慈しみ深い父よ、この捧げ物を顧み、尊いものとしてください。主の食卓

長することができますように。日々の信仰の歩みによって、キリストのか

で養われた人を、慈しみのうちに守ってください。主の豊かな救いにあず

たちにならせてください。わたしたちの主イエス・キリストによって祈り

かり、まことの平和を喜ぶことができますように。わたしたちの主イエ

ます。アーメン。

ス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 聖なる父よ、ここに供えるものはあなたからいただいたもの。このささげ
・ 神よ、教会のささげものを慈しみをもって受け入れてください。聖霊の力

ものを受け入れ、わたしたちを永遠のいのちにあずからせてください。あ

によって示された救いの神秘に、心も体も満たされ、信仰と愛のうちに

なたの光でわたしたちを照らし、この世の闇を乗り越えて、あなたの御国

あなたに仕えることができますように。わたしたちの主イエス・キリスト

の栄光に達することができますように。わたしたちの主イエス・キリスト

によって祈ります。アーメン。

によって祈ります。アーメン。

・ 信じる者の喜びである神よ、この供えものを受け入れてください。豊かな

・ 慈しみ深い父よ、この供えものをささげて祈ります。世の罪をあがなう御

恵みで、いつもわたしたちを導いてください。過ぎ行くものの中にもあな

子の犠牲に、わたしたちが一つに結ばれますように。いのちの糧に養われ

たの慈しみを見いだし、信頼をもってあなたへの歩みを続けることができ

たわたしたちが、御子に聞き従い、あなたの子どもとなることができます

ますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメ

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

ン。
・ いのちの源である神よ、教会の供えものを顧みてください。いつもあなた
の光でわたしたちを導いてください。救いの神秘にあずかったわたしたち
が、日々、信仰と愛に進み、主の再臨を待つ望みに生きる者としてくださ
い。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 恵み豊かな神よ、この供えものをささげ、赦しと慈しみを祈り求めます。
わたしたちの家庭を、恵みと平和のうちに守ってください。み言葉によっ
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【受難節】
・ 聖なる父よ、祭壇を焦がれて供えるこのささげものを顧みてください。わ

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 父である神よ、このささげものを受け入れ、わたしたちの罪を赦してくだ

たしたちには罪の赦しが与えられ、栄光があなたに帰せられますように。

さい。この世を旅するわたしたちに、あなたは永遠のいのちの恵みを与え

わたしたちは今、天の糧を受けました。この恵みに生かされて、いのちの

てくださいました。み旨にかなうものとなり、主の死を告げ知らせる者と

喜びを伝えるものとしてください。わたしたちの主イエス・キリストによ

してください。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アー

って祈ります。アーメン。

メン。

・ 聖なる父よ、救いのいけにえ、御子イエス・キリストによっていのります。

・ 全能の神よ、この供えものを受け入れ、悔い改めて祈るわたしたちを、み

わたしたちの罪を赦し、あなたの愛のうちに生きる者としてください。尊

こころにかなうものとしてください。み言葉と聖礼典の恵みがわたしたち

いみ言葉によって養われたわたしたちが、罪から清められて新しい人とな

のうちに働き続け、世にあって回心の実を結ぶことができますように。わ

り、救いの喜びにともにあずかることができますように。わたしたちの主

たしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 恵み深い神よ、ここにささげる供えものを受け入れ、あなたのいのちにあ
・ いのちの源である神よ、あなたをほめたたえる唇の実を捧げます。わたし

ずかるわたしたちを、罪の重荷から解放してください。あなたは朽ちるこ

たちの祈りを慈しみをもって受け入れてください。あなたに奉仕する恵み

とのないいのちを約束してくださいました。み言葉と聖礼典の恵みにあず

を受けたわたしたちが、世の誘いから解放されますように。キリストに結

かったわたしたちが、救いの完成へと導かれますように。わたしたちの主

ばれたわたしたちが罪から清められ、御国の喜びに共に与ることができま

イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

すように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 神よ、慈しみをもってこの供えものを受け入れ、み旨に逆らう私たちの心
・ 慈しみ深い神よ、信仰をこめて供えものをささげます。この供えものを受

を、力強くあなたのもとに引き寄せてください。キリストの尊いからだと

け入れ、わたしたちの生活を恵みで満たし、赦しをお与えください。いの

血に養われた私たちが一つに結ばれ、その交わりの中で成長することがで

ちの言葉によって養われたわたしたちが、心も体も強められ、あなたの慈

きますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アー

しみを世にあらわす者としてください。わたしたちの主イエス・キリスト

メン。

によって祈ります。アーメン。
・ 聖なる父よ、あなたの慈しみに支えられて、この供えものをささげます。
・ 神よ、わたしたちは供えものをささげて、世にある生活の備えとします。

み言葉と聖礼典によって養われたわたしたちに、キリストの贖いの力を現

いのちの糧によって信仰は養われ、希望は清められ、愛は強められます。

してください。いつも罪を遠ざけ、救いの喜びを受けることができますよ

わたしたちがキリストに飢え渇き、神の言葉によって生きる者となります

うに。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
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・ 憐れみ深い父よ、この供えものをささげて祈ります。罪の赦しを願うわた

・ 憐れみ深い神よ、このささげものによって わたしたちが古き人を脱ぎ捨

したちに、兄弟をゆるす心が与えられますように。この礼拝にあずかった

て、キリストのいのちに生きる 新しい人となりますように、すべての罪

わたしたちを、新しいいのちの息吹で満たし、赦しと守りをお与えくださ

の縄目から解き放ってください。罪の重荷を取り除かれて、神の子の自由

い。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

を喜ぶことができますように。わたしたちの主イエス・キリストによって
祈ります。アーメン。

・ いのちの源である神よ、この供えものを受け入れ、あなたの民の祈りを聞
き入れてください。救いの神秘を祝うわたしたちを、あらゆる危険からお

・ いのちの源である神よ、ここにささげる供えものを、慈しみをもって顧み

守りください。あなたのいのちで養われたわたしたちを、すべての罪から

てください。このささげものが、わたしたちの回心と世界の救いに役立つ

清め、約束された御国にふさわしい者としてください。わたしたちの主イ

ものとなりますように。今あずかったキリストの恵みによって、わたした

エス・キリストによって祈ります。アーメン。

ちを絶えず力づけ、あらゆる危険からお守りください。わたしたちの主イ
エス・キリストによって祈ります。アーメン。

・ 神よ、このささげものを受け入れ、あなたの民を罪の汚れから清めてくだ
さい。偽りの喜びに惑わされることなく、約束された真の幸いにあずから

・ 慈しみ深い神よ、あなたの民のささげものと祈りを受け入れ、すべてに越

せてください。キリストの恵みに養われたわたしたちが、日々の生活の中

えてあなたを求める心をお与えください。あなたは、主の食卓にあずかる

ですべての被造物と恵みを分かち合うことができますように。わたしたち

人びとに救いを約束してくださいました。パンとぶどう酒の秘跡が、今も

の主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

いつまでもわたしたちの支えとなりますように。わたしたちの主イエス・
キリストによって祈ります。アーメン。

・ 恵み豊かな神よ、ここにささげる供えものを慈しみ深く顧みてください。
この供えものがみこころにかない、あなたの力によって、わたしたちの身

・ 神よ、わたしたちのささげものと祈りを受け入れてください。あなたに希

も心も強めてください。この世にあって、イエスのようであるために、救

望を置く者の願いがかなえられ、罪の赦しが与えられますように。あなた

いの恵みに支えられて、いのちの道を歩むことができますように。わたし

は、独り子の死によって、信じる者に希望を与えてくださいました。御子

たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

の復活によってわたしたちを、望みの地に導いてください。わたしたちの
主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

・ 神よ、この供えものを受け入れ、豊かな恵みをお与えください。わたした
ちが罪の生活を捨て、あなたのいのちのうちに絶えず新たにされますよう

・ いのちの源なる神よ、このささげものを慈しみをもって顧みてください。

に。あなたの光でわたしたちの心を照らし、いつもみ旨にかなう道を求め、

死の定めから解放するあなたの力によって、わたしたちが永遠のいのちを

心を尽くしてあなたに仕えることができますように。わたしたちの主イエ

生きることができますよう。あなたの民を命の糧で養い、変わらぬ愛をも

ス・キリストによって祈ります。アーメン。

ってお助けください。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。
アーメン。

-6-

-7-

【復活節】

・ 神よ、この家族のささげものを受け入れてください。あなたの力に支えら

・ 全能の神よ、喜びのうちにささげる主の民のささげものを受け入れてくだ

れて、洗礼の恵みのうちに生き、約束された御国に入ることができますよ

さい。復活の喜びにあずかるわたしたちが、豊かな実りを受けることがで

うに。主の言葉によって生きるわたしたちが、まことの愛を深めることが

きますように。この救いの力がいつもわたしたちのうちに働き、永遠の喜

できますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。ア

びの源となりますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈り

ーメン。

ます。アーメン。
・ 慈しみ深い神よ、復活祭の喜びに満たされて、この供えものをささげます。
・ 神よ、この家族のささげものを受け入れてください。あなたの力に支えら

御子の救いの業によって教会が新たにされ、強められますように。救いの

れて、洗礼の恵みのうちに生き、約束された御国に入ることができますよ

道を歩むわたしたちが、恵みにふさわしい日々を送ることができますよう

うに。御子の神秘にあずかったわたしたちが、罪の腐敗から解き放たれ、

に。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

新しい世界に生きることができますように。わたしたちの主イエス・キリ
ストによって祈ります。アーメン。

・ 恵み豊かな神よ、あなたの民のささげものを聖霊によって尊いものにして
ください。わたしたち自身も、あなたへの永遠のささげものとなりますよ

・ 慈しみ深い神よ、聖霊を送って、わたしたちをすべての罪から清めてくだ

うに。主の言葉にあずかったわたしたちが、まことの愛を深めることがで

さい。あなたを心からたたえ、御名にふさわしく生きる者としてください。

きますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アー

新しい契約にあずかるわたしたちが古いものを脱ぎ捨て、日々、新たにさ

メン。

れて栄光を神に帰することができますように。わたしたちの主イエス・キ
リストによって祈ります。アーメン。

・ 聖なる父よ、主の昇天を祝い、喜びのうちにこのささげものを供えるわた
したちを受け入れてください。地上を旅するわたしたちは、今、いのちの

・ 神よ、水と霊によって新たに生まれた人々のために祈ります。この感謝の

糧によって強められて祈ります。天に上げられたキリストに結ばれて、永

供えものを受け入れ、豊かな恵みを注いでください。わたしたちがキリス

遠の御国を目指すことができますように。わたしたちの主イエス・キリス

トの恵みのうちに、日々の生活の力を見いだし、永遠の喜びに導かれます

トによって祈ります。アーメン。

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 神よ、あなたの民の祈りとささげものを受け入れてください。感謝をこめ
・ 慈しみ深い父よ、このささげものを受け入れ、あなたの民を復活の喜びで

てささげる礼拝によって、永遠の命に導かれますように。あなたの言葉に

満たしてください。キリストを知る恵みを受けたわたしたちが、信仰を生

よって養われたわたしたちが、聖霊の働きに心を開き、主の平和を生きる

活に生かすことができますように。わたしたちの心が、いつも御国を求め

者としてください。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。

ることができますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈り

アーメン。

ます。アーメン。

-8-

-9-

【聖霊降臨日／ペンテコステ】

・ 父である神よ、御ひとり子の栄光をたたえてささげるこの供えものを受け
入れ、キリストの輝きによって、わたしたちの心の闇を照らしてください。

・ 聖なる父よ、このささげものの上に聖霊を注いでください。教会があなた

この日いただいたいのちの糧により、わたしたちがキリストの姿に変えら

の愛に満たされ、救いの神秘を世にあらわすことができますように。使徒

れていきますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。

たちの上に注がれた聖霊の火によって、わたしたちの心を燃え上がらせて

アーメン。

ください。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 救いの源である神よ、和解の恵みを求め、このささげものを供えて祈りま
・ 喜びの源である神よ、このささげものを供えて祈ります。秘跡によって示

す。ひとり子イエスによって、すべての民に平和と一致がもたらされます

される平和と一致の恵みを、あなたの教会にお与えください。わたしたち

ように。天地万物の王であるキリストに従うわたしたちが、あなたの御国

の心がいつも主イエスを求め、人々のうちに御子の姿を見いだすことがで

で尽きることのない喜びを受けることができますように。わたしたちの主

きますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アー

イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

メン。
・ 全能の神よ、あなたの栄光をたたえて祈ります。キリストと共にこの供え
・ いのちの源である神よ、愛の霊をわたしたちの心に注いでください。同じ

ものをささげるわたしたちを、永遠の救いに導いてください。いのちのみ

一つのパンで養われたわたしたちが、一つの信仰と愛に結ばれて、主の来

言葉に養われたわたしたちが、救いの実りを世にもたらすものとなります

臨を待つ希望に生きることができますように。主の祭壇に供えるささげも

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

のをわたしたち自身として受け入れてください。わたしたちの主イエス・
キリストによって祈ります。アーメン。

・ 万物の造り主である神よ、わたしたちのささげものを受け入れてください。
わたしたちがみこころにかなう者となり、救いの恵みを受けた者として、
あなたの恵みに生き、恵みを分かち合うことができますように。わたした
ちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

【聖霊降臨節】

・ 聖なる父よ、このささげものを主の祭壇に供えて祈ります。すべて創られ
た者の救いの源となりますように。あなたの生ける言葉によって養われた

・ 希望する者の力である神よ、教会が喜びのうちにささげるこの供えものを
受け入れてください。あなたはシメオンの望みをかなえ、世を去る前に救

わたしたちが、信仰と希望と、そして愛において成長することができます
ように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

い主を見る恵みをお与えになりました。キリストの秘跡にあずかったわた
したちを、主にまみえる者としてください。わたしたちの主イエス・キリ
ストによって祈ります。アーメン。

-10-
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・ 万物を治められる神よ、いのちの糧、パンとぶどう酒に養われたわたした

・ 万物を治められる神よ、このささげものによって、わたしたちを清めてく

ちが、キリストのうちに一つに結ばれ、救いの喜びを世に伝える者となり

ださい。日々キリストの姿に近づくことができますように。主の晩餐で養

ますように。ここに供えるささげものが御子の血によって清められ、万物

われたわたしたちが救いの恵みにあずかり、あなたの愛のうちにとどまり、

の救いの糧となりますように。わたしたちの主イエス・キリストによって

豊かな実りをもたらすことができますように。わたしたちの主イエス・キ

祈ります。アーメン。

リストによって祈ります。アーメン。

・ 全能の神よ、ここにささげる供えものによってわたしたちを清め、新たに

・ 全能の神よ、ここにささげるささげものを受け入れ、わたしたちに祝福と

してください。あなたの恵みを味わったわたしたちが、いつもまことの糧

救いをお与えください。み言葉に養われたわたしたちが、あなたを愛し、

を求めて生きることができますように。あなたの言葉に従って生き、み旨

人々に仕える熱意を、わたしたちの中に燃え立たせてください。わたした

を行う者としてください。わたしたちの主イエス・キリストによって祈り

ちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

ます。アーメン。
・ 慈しみ深い神よ、わたしたちの供えものをみこころにかなうものとして受
・ 恵み豊かな神よ、あなたをたたえ、赦しを願ってこの供えものをささげま

け入れ、あなたに仕える者の愛を強めてください。み言葉と聖礼典の恵み

す。主の尊いからだを、まことの食物としていただいたわたしたちが、い

によってわたしたちを悪への傾きから解放し、正しい道に導いてください。

つもキリストのうちに生き、あなたの愛に心からこたえることができます

わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
・ 全能の神よ、教会のささげものを受け入れてください。今受けた恵みを深
・ 聖なる父よ、十字架の主イエスを仰ぎ見つつ、わたしたちがささげる賛美

く味わい、み言葉によって示される救いが、わたしたちのうちに実現しま

のいけにえをお受けください。わたしたちが新しい民とし、平和と一致の

すように。わたしたちの日毎の生活が、あなたの栄光をたたえるものとな

恵みにあずかり、あなたの愛のうちに成長し、いつもみ旨を行う者となり

りますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アー

ますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメ

メン。

ン。
・ 万物の造り主なる神よ、み言葉によって養われたわたしたちが、心もから
・ 神よ、このささげものを聖霊によって尊いものにしてください。これによ

だも清められて、あなたに仕えることができますように。ここに供えるさ

って主と結ばれるわたしたちを、永遠の供えものとしてくださいますよう

さげものはあなたへの賛美のいけにえ、これによってわたしたちが、平和

に。あなたの恵みに生かされて、永遠の救いを世にあらわすものとなりま

と一致のために働くことができますように。わたしたちの主イエス・キリ

すように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

ストによって祈ります。アーメン。
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・ 聖なる父よ、あなたの民のささげものを顧みてください。あなたの救いの

・

父である神よ、あなたからいただいたものの中から ここにささげる主の

恵みに与るわたしたちが、神の霊に強められ、祈り求める恵みを受けるこ

民のささげものを受け入れ、あなたの力によって 救いをもたらす恵みの

とができますように。み言葉に力づけられたわたしたちが、日々の行いに

器としてください。主の晩餐に与ったわたしたちを救いの喜びで満たし、

おいてみ旨を果たすことができますように。わたしたちの主イエス・キリ

真理の光のうちに導いてください。わたしたちの主イエス・キリストによ

ストによって祈ります。アーメン。

って祈ります。アーメン。

・ 聖なる父よ、慈しみに信頼し、供えものを携えて主の祭壇に近づきます。

・ 聖なる父よ、ここにささげるものはあなたからいただいたもの。このささ

わたしたちを主の血によって清め、みこころにかなう者としてください。

げものを受け入れ、わたしたちを永遠のいのちにあずからせてください。

主の食卓に与ったわたしたちを、聖霊によって導き、行いと真実をもって、

み言葉によってキリストに結ばれたわたしたちが、日々キリストの姿に似

神の国の証しとなることができますように。わたしたちの主イエス・キリ

る者となり、キリストの愛に生きる者となりますように。わたしたちの主

ストによって祈ります。アーメン。

イエス・キリストによって祈ります。アーメン。

・ 聖なる父よ、あなたの民のささげものを受け入れてください。この供えも

・ 愛と平和の源である神よ、このささげものを通して、あなたを礼拝する民

のが、キリストの血によって聖別され、万物の救いの源となりますように。

が一つに結ばれ、あなたの聖なる臨在を映し出させてください。み言葉に

み言葉によって養われたわたしたちが、古い人を脱ぎ捨て、新しいいのち

養われたわたしたちが、御子の豊かな賜物で満たされ、いつもそのいのち

に生きることができますように。わたしたちの主イエス・キリストによっ

に生きることができますように。わたしたちの主イエス・キリストによっ

て祈ります。アーメン。

て祈ります。アーメン。

・ 慈しみ深い神よ、あなたの民の供えものを受け入れ、祝福してください。

・ 全能の神よ、わたしたちの祈りに耳を傾け、このささげものを受け入れて

一人ひとりのささげものが、すべての人の救いに役立つものとなりますよ

ください。あなたをたたえる一人ひとりのささげものが、すべての人の救

うに。わたしたちが信仰、希望、愛に燃えて、いつもあなたのことばに従

いに役立ちますように。わたしたちが心もからだもあなたのものとなり、

うことができますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈り

いつもあなたの導きに従うことができますように。わたしたちの主イエ

ます。アーメン。

ス・キリストによって祈ります。アーメン。

・ いのちの源である父よ、この供えものをささげて祈ります。あなたの恵み

・ 神よ、あなたの民の祈りとささげものを受け入れてください。わたしたち

によってわたしたちの日々の生活がみこころにかない、まことの喜びに満

がこれによって清められ、みこころにかなうものとなりますように。み言

たされますように。主イエスの限りない愛を注がれたわたしたちが、兄弟

葉と主の晩餐にあずかったわたしたちを強めてください。人生の旅路を歩

に仕える者となりますように。わたしたちの主イエス・キリストによって

む力を受け、み国の希望に励まされますように。わたしたちの主イエス・

祈ります。アーメン。

キリストによって祈ります。アーメン。
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・ 万物の造り主である神よ、このささげものを清いものとして受け入れ、あ
なたの豊かな慈しみをわたしたちの上に注いでください。力強くわたした
ちの上に働きかけ、あなたの愛に生き、約束された喜びに入ることができ
ますように。わたしたちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメ
ン。
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