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アジア祈祷日 2021 礼拝式文 
「わたしはあなたをいやす主である」 

 
はじめに 

 
アジア祈祷⽇（Asia Sunday）は、アジア・キリスト教協議会（CCA）の正式な発⾜を記念し

て、毎年ペンテコステの前の主⽇に祝われています。アジア祈祷⽇は毎年、特定のテーマに焦点を
当てて⾏われています。この特別な⽇は、加盟教会・協議会、パートナーである世界中の諸教会や
エキュメニカル協議体に、テーマについて深く考えさせ、その分野に関連した特別な祈りをささげ
るための礼拝を⾏うことを思い出させるものです。 
 

2021 年のアジア祈祷⽇のためにわたしたちが選び、提案したテーマは、出エジプト記 15:26 に基
づいた「わたしはあなたをいやす主である」です。このテーマは、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）が⼈間のもろさ、弱さを深刻化させ続けているという今⽇の世界的な状況に⾮常に
関連しています。創造する者であり、与える者であり、維持する者である神は、歴史を通してその
永遠の性格の様々な様相を徐々に明らかにしてきました。「わたしはあなたをいやす神である」と
いう保証を通して、全能で永遠なる神は、神のすべての被造物に対する愛と配慮を⽰しています。 
 
 ⾝体的な傷や、死を免れぬ神の⺠の⾝体を悩ませる地上の病を癒す神は、⼼と感情を乱されてい
るすべての⼈々に保証を与え、その⼈たちの⼼に囁きかけます。「わたしの恵みはあなたに⼗分で
ある。⼒は弱さの中でこそ⼗分に発揮されるのだ」（訳注：第⼆コリント 12:9）神の恵は常にわた
したちにとって⼗分です。不変の真理は、神のいやしのみ⼿が、永遠の領域や霊的な領域にも及ん
でいるということにあります。神の計画と保証は、歴史の中で徐々に明らかにされています。主イ
エスにおいて完全に完成され、成就された神の永遠の贖いの計画は、常に、神がわたしたちをいや
し、わたしたちの弱さや脆さの内にわたしたちを世話し、回復させてくださることを思い起こさせ
てくれます。 
 

今年のアジア祈祷⽇は、COVID-19 のパンデミックのゆえに苦しんでいる⼈々のためにもう⼀度
祈るための特別な機会として⽤意されています。1 年以上前に COVID-19 が発⽣して以来、何百万
⼈もの⼈々が新型コロナウイルスに感染し、世界中に死と荒廃の痕跡を残しています。現在、世界
の諸地域において COVID-19 のワクチンがテストされていますが、⼀部の国においてパンデミック
は緩和されていると⾔われているとはいえ、COVID-19 の猛攻は続いています。しかしながら、ウ
イルスの⼤規模感染の状況が悪化しているため、ヨーロッパ諸国では新たな感染の波や異変株に対
処するために、新たなロックダウン（都市封鎖）を余儀なくされています。昨年のアジア祈祷⽇で
わたしたちが⾒てきたように、「現在、わたしたちが集団で直⾯している状況は、⼈類が、⼈間の
脆さと、宇宙全体の究極の脆さについて深く考えることを思い出させてくれる」のです。わたした
ちが昨年気づかされたように、「現在、わたしたちが集団で直⾯している重⼤な状況は、⼈類が⼈
間の⽣命のもろさと、宇宙全体の究極の脆弱性について反省することを思い出させてくれるもので
もあるのです」。わたしたちの世界は祈りと、治療と、いやしを必要とし続けています。 
 

病に苦しむ⼈々に対する神の慈しみといやしがあるように、そして、その⼈たちを世話するすべ
ての⼈々に健康と⼒があるように、わたしたちは希望を失うことなく、共に祈り続けていきましょ
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う。2021 年のアジア祈祷⽇は、5⽉ 16 ⽇です。わたしたちは、CCA のすべての加盟教会・協議
会、エキュメニカルパートナー、世界中の教会が、特に 5⽉ 16 ⽇にこの特別なリタジーを⽤いて
くださることを願います。 
 

わたしたちに確信を与えてくださる神へのわたしたちの信仰と希望を強めていきましょう。 
「わたしはあなたをいやす主である」。 

 
マシューズ・ジョージ・チュナカラ 

アジア・キリスト教協議会（CCA）総幹事 
 
招きの⾔葉 
 
司式者：神はわたしたちに、「わたしはあなたを癒す主である」という⾔葉に⽿を傾けながら、神

のいやしの臨在を経験するよう招いています。神はわたしたちの⽬を開き、⽿で聴き、⼤
いなる医者である神に⼼を向けるようにと呼びかけています。 

会 衆：わたしたちは信仰をもってあなたに近づき、わたしたちの体と、⼼と、魂のいやしのみ⼿
を願い求めます。 

 
司式者：神はしばしばわたしたちの死を運命づけられた体を悩ませ、⼼や感情に⼤きな影響を与え

る傷や地上の病を癒されますが、神はまた、しばしばわたしたちの⼼に囁きかけます。
「わたしの恵みはあなたに⼗分である。⼒は弱さの中でこそ⼗分に発揮されるのだ……あ
なたの病の中でも、あなたの苦難の中でも、そしてあなたの喪失と痛みの中でも」 

会 衆：わたしたちは信仰をもってあなたに近づき、わたしたちの体と、⼼と、魂のいやしのみ⼿
を願い求めます。 

 
司式者：わたしたちのいやし主である神は、 僕であるヨブに、あなたのみ名も、み⼒も、愛も否定

することなしに、⼤いなる苦難を乗り越えさせられられる⽅。 
会 衆：パンデミックに襲われているわたしたちを憐んでください。 
 
司式者：神よ、あなたのいやしのみ⼿を伸ばして、このウイルスを抑えてください。感染した⼈々

を強め、慰さめ、⼼⾝の痛みを和らげてください。あなたの聖霊を送って、わたしたちす
べてを回復させ、悔い改めと福⾳への信仰に導いてください。神よ、わたしたちと世界中
の病気の⼈たちを憐んでください。 

会 衆：神よ、あなたの愛と哀れみの温もりで、わたしたちを満たしてください。アーメン。 
 
♫賛美歌 O Christ, the Healer, We Have Come 
 
祈り（１） 

 わたしたちは、あなたの愛がわたしたちの⽣活に宿り、留まっているという贈り物に感謝して
います。あなたに創造された者として、わたしたちはあなたの（様々な）作品が本当に美しいと
いうことに感謝しています。わたしたちは年齢、能⼒、肌の⾊、住んでいる場所、伝統、⽂化、
そして教会の教派においてさえも異なっていますが、創造主である神を讃えることにおいて、わ
たしたちは⼀つです。 
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 わたしたちの主、救い主よ、わたしたちを、わたしたちの主であり、救い主であるキリストの
贖いのわざを享受するに⾜る価値のある者としてください。わたしたちの弱さと罪がもはや、わ
たしたちの⽣活の中であなたのみ恵みを享受するための妨げとならないように祈ります。あなた
の⺠として、わたしたちはこの世界で巡礼の旅をしています。あなたは、わたしたちの旅路を通
して共にいてくださると信じています。苦しみ、悲しみ、困難とプレッシャーの中にあっても、
あなたは⼒と慰めの真の霊として存在しています。 
 
 わたしたちは、この世で怒るすべてのことは、あなたの権威の下にあり、あなたの愛の計画に
沿ったものであると信じています。恵み深い神よ、あなたに感謝します。あなたは始まりの時か
らわたしたちを愛し、わたしたちが困っているときにも、わたしたちを忘れないでくださいまし
た。あなたの慈しみは永遠に続きます。 
 
 贖いの神よ、わたしたちは感謝します。あなたはわたしたちをいやし、罪から救い出してくだ
さるイエス・キリストにあって、わたしたちのもとに来てくださいました。あなたの慈しみは永
遠に続きます。 
 
 聖なる神よ、わたしたちは感謝します。わたしたちを慰め、すべての⼈を真理に導くために、
あなたはみ霊を送ってくださいました。あなたの慈しみは永遠に続きます。恵み深く、贖いの聖
なる神よ、栄光と賛美はあなたのものです。 

 
祈り（２） 
憐み深い神よ、わたしたちはこの苦難と不安の時にあなたのもとに来ました。 
コロナウイルスによって苦しむすべての⼈のために祈ります。 
世界中で感染しているすべての⼈に、あなたのみ⼿が置かれますように。 
その⼈たちの病と不調の中に、あなたのいやしの臨在のあることを祈ります。 
 
全能の神よ、⼈々が適切な治療とケアを受けることができますように。 
その介護者、家族、隣⼈たちがウイルスから守られますように。 
 
⼤いなるいやし⼿である主よ、病から回復しようと努⼒する⼈々を守り、導いてください。 
 
宇宙の神、⼤いなる慰め主であり、⽀え主である神よ、わたしたちは愛する⼈を失って悲しむ⼈
たちのために、いやしと慰めと祈ります。その⼈たちが悪の⼒から守られ、全体性と健康のうち
にコミュニティへと回復されますように。 
 

 イエス・キリストのみ名によって祈ります。 
 

全 員：アーメン。主よ、わたしたちはあなたの確約を思い出します。 
「夜、脅かすものをも、昼、⾶んで来る⽮も、恐れることはない。暗⿊の中を⾏く疫病も、
昼間に襲う病魔も。」（詩篇 91:5-6） 

イザヤ 40:26-31 
⽬を⾼く上げ、誰が天の万象を創造したかを⾒よ。それらを数えて、引出された⽅、それぞれ

の名を呼ばれる⽅の、⼒の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。ヤコブよ、なぜ⾔うの
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か。イスラエルよ、なぜ断⾔するのか。わたしの道は主に隠されている、とわたしの裁きは神に
忘れられた、と。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は、とこしえにいます神、
地の果てに及ぶすべてのものの造り主。倦むことなく、疲れることなく、その英知は究めがた
い。疲れた者に⼒を与え、勢いを失っている者に⼤きな⼒を与えられる。若者も倦み、疲れ、勇
⼠もつまずき倒れようが、主に望みを置く⼈は新たな⼒を得、鷲のように翼を張って上る。⾛っ
ても弱ることなく、歩いても疲れない。 

  
祈り（３） 

神よ、わたしたちはあなたの愛の⼤きなみ翼の下で休んでいます。わたしたちはあなたの優し
いみ⼼の中に住んでいます。わたしたちはあなたのみ⼿にいやしのあることを知っています。キ
リストの苦しみを通して、わたしたちは回復を求め、あなたの善良さを信頼します。わたしたち
の主であり、救い主であり、いやし主であり、また、友⼈です。わたしたちはあなたの優しい抱
擁の中に住んでいます。アーメン。 

祈り（４） 
今、この瞬間の神よ。イエスにあって嵐を鎮め、取り乱した⼼をなだめる神よ、不確実性の中

にとどまるすべての⼈に希望と勇気をもたらしてください。あなたがわたしたちを、この先に起
こるすべてのことに耐えさせてくださるという希望をもたらしてください。避けられないことに
耐える勇気を与えてください。あなたのみ⼼は健康と完全性（wholeness）にあります。あなた
はわたしたちの神であり、わたしたちはあなたを必要としています。アーメン。 

 
祈り（５） 

イエス・キリストよ、あなたは町や村を旅して、あらゆる病や不調を治されました。あなたの
命令で、病気の⼈は良くなりました。コロナウイルスが世界中に蔓延している今、わたしたちが
あなたのいやしの愛を経験することができるように、わたしたちを助けに来てください。ウイル
スに冒された⼈々をいやしてください。タイムリーで質の⾼い医療によって、その⼈たちが⼒と
健康を取り戻せますように。国同⼠の協⼒や、隣⼈同⼠の助け合いを妨げるような、わたしたち
の恐怖⼼をいやしてください。国境を知らない病に対して無防備であると⾔うことができるよう
に、わたしたちのプライドをいやしてください。イエス・キリスト、すべての⼈のいやし主よ、
この不確実性と悲しみの時代に、わたしたちの傍にいてください。 
恐れの中で⼼配しているわたしたちと共にいてください。病と絶望からわたしたちを守ってくだ
さい。あなたの平和を知ることができますように。アーメン。 

♫賛美歌 In Faith and Hope and Love 

嘆きの⾔葉 

司式者：神よ。わたしたちは今⽇、あなたを必要としています。 
あなたのいやしと恵みを必要としています。 
わたしたちは健康を取り戻すためにあなたの⼒を必要としています。 
わたしたちは希望を回復させる必要があります。 
あなたが愛する⼈たちのために、絶えず、⼒強く、完全に働いていてくださることを 
わたしたちに思い起こさせてください。 
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全 員： 
  ⾃分たちだけで状況を解決しようとした、わたしたちをお許しください。 
真の助けといやしはまずあなたの中に⾒出さなければならないとき、助けを求めて、 
様々な⽅向に奔⾛したり、無駄な努⼒を⾏ったりしているわたしたちをおゆるしください。 
わたしたちが、誰よりも、ほかの何よりも、 
どれほどあなたを必要としているかを忘れているわたしたちをおゆるしください。 
わたしたちはあなたのもとに集い、痛みを覚えているところをあなたに⽰します。 
他の誰にも完全には⾒えないところ、理解できないところを、あなたは⾒ておられます。 
わたしたちが背負ってきた痛み、重荷、悩みを、あなたは知っておられます。 
わたしたちが⾃由になる必要がある場所を、あなたは知っておられます。 
すべての壊れた場所、すべての傷、すべての病を守るために、 
あなたのいやしを恵みを願い求めます。 
あなたがわたしたちの想像を遥かに超えたことをなされることに、感謝しています。 
あなたの⼦どもたちのために働く、あなたの⼤きな⼒に感謝しています。 
わたしたちはあなたに⼿を差し伸べ、あなたがすべての困難な場所、すべての戦いを、あなたの⼤
いなる栄光のために回復させ、贖っておられることを知っています。 
わたしたちの痛みや苦しみが決して無駄にならないことを、知っています。 
わたしたちはあなたを愛しています。今⽇もあなたを必要としています。 
アーメン。 

確信の⾔葉 
愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての⾯で恵まれ、健康であるよ

うにと祈っています。兄弟たちが来て、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、
わたしは⾮常に喜んでいます。実際、あなたは真理に歩んでいるのです。⾃分の⼦供たちが真理
に歩んでいると聞くほど、うれしいことはありません。（ヨハネの⼿紙 3 1:2-4） 

聖書朗読 

イザヤ 57:18-19 

わたしは彼の道を⾒た。わたしは彼をいやし、休ませ、慰めをもって彼を回復させよう。⺠の
うちに嘆く⼈々のために。わたしは唇の実りを創造し、与えよう。平和、平和、遠くにいる者に
も近くにいる者にも。わたしは彼をいやす、と主は⾔われる。 

エレミヤ 30:17 
さあ、わたしがお前の傷を直し、打ち傷をいやそう、と主は⾔われる。 

 
 
ヨハネの⼿紙 3 1:2 

愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての⾯で恵まれ、健康である
ようにと祈っています。 
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ヨハネの黙⽰録 21:4 
彼らの⽬の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも
労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。 

説教 

 
コロナ危機のただ中にいる⼈々の声 
 
声 1： ⼈々が相互の連帯と⽀援を必要としているこの重要な時に、わたしたちはアジアの教会が

他の信仰共同体とともに団結して前進し、政府や医療従事者と協⼒してこのパンデミックの
⾏く末を変えるために闘うことを約束します。 

アジア・キリスト教協議会 総幹事 
 
声 2： ⾹港では、家事労働者の 98％が⼥性です。家事労働者は雇⽤主の家に常に滞在しなければ

ならず、その結果、プライバシーがなく、労働時間も⻑くなるため、社会不安と社会的な距
離感が家事労働者の状況を悪化させています。 

移住家事労働者センター(⾹港) 
 
声 3： コロナウィルス危機により、約 8 万⼈のカンボジア⼈移⺠がタイから帰国せざるを得なく

なりました。収⼊が途絶えたことで、多くの家庭がマイクロファイナンスで借⾦をし、その
ような家庭の⼥性は⺠間の貸⾦業者に搾取されています。コロナウィルスは短期的にも⻑期
的にも深刻な影響を及ぼし、脆弱なコミュニティは社会的・政治的に排除され、孤⽴し、ス
ティグマの対象となっています。 

  紛争変⾰同盟(カンボジア) 
 
声 4： 先住⺠族は、世界的な不況、極度の貧困、栄養失調の深刻化によって最も⼤きな打撃を受

けた⼈たちの⼀つです。今回のパンデミックは、先住⺠の権利の集団的側⾯を認識していな
いことが、世界的な危機による健康や経済への影響に対して、多くの先住⺠コミュニティの
回復⼒を低下させる結果となっていることを如実に⽰しています。 

国連・先住⺠族の権利に関する特別報告者 
 
 
とりなしの祈り 
 
リーダー：  いやしの神よ、わたしたちを回復してください。わたしたちの神、あなたに向かって

叫びます。あなただけがわたしたちの避けどころ。あなただけが、わたしたちの希望で
す。わたしたちはあなたのもとに参ります。わたしたちの疲れと弱さを回復してくださ
い。あなたの愛の霊をわたしたちに注いでください。わたしたちは、あなたのいやしの
⼿の優しさを必要としています。わたしたちは⾏くべき道を⾒失っています。でもわた
したちは歌っています。あなたがわたしたちに命と無限の喜びを与えてくださったから
です。あなたがわたしたちのために備えてくださった道を歩む⼒を与えてください。わ
たしたちを健康に導き、魂と⼒を回復させてください。 
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全員： 主よ、あなたの癒やしと平和をもたらしてください。 
 
リーダー：  わたしたちの主であり、救い主であるキリスト。これまで、多くのあなたのしもべた

ちが、あなたに祝福し、いやしていただくために、友⼈や愛する⼈をあなたのもとに連
れてきました。このコロナウィルス・パンデミックは、世界に計り知れない苦しみをも
たらし、何百万⼈もの⼈々に病気と死をもたらし、経済にも⼤打撃を与えています。あ
なたの⺠を憐れんでください。すべての⼈々があなたの愛の御⼿を必要としています。
病める者をいやし、死にゆく者を救い、遺された者を慰め、死者に永遠の安息を与えて
ください。 

 
全員： 主よ、あなたの癒やしと平和をもたらしてください。 
 
リーダー：  すべての被造物の神よ、あなたはわたしたちが愛、正義、⾃由、平和に⽀配されたひ

とつの⺠であることを望まれます。このパンデミックの時代に、わたしたちは皆⼀緒で
あり、お互いに⽀え合い、ともに歩み、恵みのために祈ることを必要としていることに
気づくことができるように助けてください。 

 
全員： 主よ、あなたの癒やしと平和をもたらしてください。 
 
リーダー：  コロナウィルスとの戦いの最前線にいる医師、看護師、その他すべての医療従事者の

ために祈ります。彼ら彼⼥らを神の守り、彼ら彼⼥らが病⼈の世話をすることでウイル
スにさらされ、⾃分と家族の健康を危険にさらす中で、あなたの知恵と⼒をまし加えて
ください。 

 
全員： 主よ、あなたの癒やしと平和をもたらしてください。 
 
リーダー： わたしたちは、医薬品やワクチンの製造・供給に携わる科学者、免疫学者、製薬会社の

ために祈ります。世界とそこにあるすべてのものを創造した⽅から、導きと英知を求め
るた謙虚さと知恵を与えてください。 

 
全員： 主よ、パンデミックでもがき苦しむ全ての⼈に、 

あなたの癒やしの御⼿で触れてください。 
 
リーダー：  ⾼齢者、健康上の問題を抱えている⼈、ウイルス感染に最も弱い⼦供たちのために祈

ります。彼ら彼⼥らが物理的な距離を置いたり、衛⽣に配慮する⾏動をとったりして、
特別な注意を払えるようにしてください。彼ら彼⼥らのウイルスに対する免疫⼒を強め
てください。 

 
全員： 主よ、あなたの癒やしと平和をもたらしてください。 
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リーダー  主よ、わたしたちが「苦難が忍耐を⽣み、忍耐が品格を、品格が希望を⽣む」ことを
知り、苦しみを訓練として受け⼊れることができるよう、導いてください。(ローマ
5:3-4) 

 
全員： 主よ、あなたの癒やしと平和をもたらしてください。 
 
リーダー：  全能の神よ、すべてはあなたの主権のもとにあることを知っています。このコロナウ

イルスの感染が広がらないようにしてください。家族、特に⾼齢者やその他のリスクの
⾼い家族を慰めてください。わたしたちは、神の豊かな憐れみと、イエス・キリストが
地上での働きの中で⽰された神の⼒を信じます。イエスは、あらゆる年齢層の⼈々を⾁
体的、精神的、霊的な病から、いやしてくださいました。 

  わたしたちの救世主であり、贖い主である主イエス、今、コロナウィルスのパンデミ
ックによって苦しんでいる、あなたの愛のケアといやしの御⼿を必要としている⼈々と
共にいてください。医師や看護師の治療を通して、あなたのいやしの⼒を感じることが
できますように。恐怖や不安、孤独感を取り除いてください。彼ら彼⼥らに健康を求め
る⽬的意識を与え、他の⼈々が病気にさらされないようにしてください。彼ら彼⼥らの
家族や友⼈を守り、彼ら彼⼥らを愛するすべての⼈に平和をもたらしてください。 

 
全員： わたしたちの弱さと脆さの中に、あなたは強さと勇気を与えてくださいます。 
   わたしたちの無⼒さの中に、あなたは光と希望の兆しを与えてくださいます。 
 わたしたちの痛みや苦しみの中に、希望を持って⽣きる⼒と、あらゆる困難を乗り越え

る知恵を与えてください。わたしたちは⼼を⼀つにして、コロナウィルスパンデミック
の影響を受けている⼈々との連帯を表明します。 

   主よ、わたしたちをいやし、わたしたちを回復させてください。 
 
リーダー：  あなたがいやしをもたらす⽅ありますように、またウイルスにさらされた被害者のた

めの慰めでありますように。また、あなたの知恵が、健康の回復や、それぞれの国の経
済・社会・政治状況の回復を求めて懸命に活動している政府や医療関係者と共にありま
すように。 

 
全員：  あなたが回復の約束であることを信じることをやめないよう、わたしたちに確固たる

信仰を与えてください。わたしたちは、あなたがわたしたちとわたしたちの⼈⽣を新し
くしてくださることを信じています。神は我らの逃れ場、我らの⼒。苦難の時の傍らの
助け。それゆえわたしたちは決して恐れない。地が揺らいで海の中に移るとも。海の⽔
が騒ぎ、沸き返り、その⾼ぶるさまに⼭々が震えるとも。(詩篇 46:2-3) アーメン。 

 

♫賛美歌 … LORD of Life 

献⾦ 

祝祷 
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だから、憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜にかなった助けをいただくために、⼤胆に恵み
の座に近づこうではありませんか。（ヘブライ 4:16） 
 
聖霊よ、わたしたちと共にいてください。 
何ものもあなたの愛からわたしたちを引き離すことはできません。 
神の息吹である聖霊よ、わたしたちに息を吹きかけてください。 
あなたの救いの⼒でわたしたちを満たしてください。 
神の聖霊よ、わたしたちの中で語ってください。⼒といやしと平和をもたらしてください。 
 
神の息吹がわたしたちの魂に⼊り、わたしたちをいやし、健康を回復することができますよう
に。 
⺟なる神がわたしたちと共に歩み、わたしたちを⽀え、わたしたちの中で輝き、流れ、 
わたしたちに平和と喜びをもたらしてくださいますように。 
神の⼒と神秘がわたしたちより先に進み、 
新しい天と新しい地への新たな創造の道を⽰してくださいますように。 
わたしたちが⾁体、⼼、魂の再⽣と回復に向けて歩む時、神の被造物の⽬に⾒える⼒と⾒えない
⼒のすべてを、わたしたちの益のために働かせてくださいますように。アーメン。 
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Resources 
https://www.americamagazine.org/faith/ 
https://www.womansday.com/life/g25224950/healing-prayers/#sidepanel 
https://episcopalchurch.org/files/prayers_and_liturgies_for_the_covid-19_pandemic.pdf 
A Prayer Written by Rev. Stella E. Pattipeilohy 
⽇本聖書協会『聖書 新共同訳』 
 
 
 

You are encouraged to make a special Asia Sunday  
Offering and contribute to 

 
CCA’s Asia Solidarity Relief Fund 

 
 

CCA Bank Account Details 
 

Account Name : Christian Conference of Asia 
Bank : Han Seng Bank 
Branch : Hankow Road (4 Hankow Road Kowloon, 

 Hong Kong SAR, China) 
Account No. : 295-4-709594 
Account Type : Multi-currency Account 
Swift Code : HASEHKHH 

  

 
 
 

（以 上） 


