
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

●復活祭後第 6週 瞽者
こ し ゃ

の主日聖体礼儀（第5調）・月例パニヒダ・執事会 
6 月 6 日（日）10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 16:16-34 
福音経：イオアン 9:1-38 

●聖神降臨祭（五旬祭/十二大祭/堂祭）聖体礼儀・屈膝晩課 
 6 月 20 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 2:1-1 
福音経：イオアン 7：37-52； 8：12          

●五旬祭後第 1(衆聖人の)主日聖体礼儀（第8調） 
 6 月 27 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：エウレイ 11：33-12：2 
福音経：マトフェイ 10：32－33、37-38,19：27-30 

 

小田原・平塚・修善寺・柏久保正教会だより 

2021 年6 月1 日発行 第226 号 

 司祭 ディミトリイ 田中 仁一 

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町四丁目 4-1 

TEL/FAX: 0465-22-2792 携帯: 070-5079-3408 

E-mail: holyspiritodawara@gmail.com 

 教団 HP: http://www.orthodoxjapan.jp/ 

小田原正教会 HP: http://odawara-orthodox.com/ 

郵便振替口座(小田原): 00270-6-15226 

2021 年 6 月号 
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  キリストの弟子たちが後に「聖なる使徒」と唱えら

れ、彼らに助けを願うことは、まだ理解できるかもし

れませんが、「聖人に祈る」というテーマになると教

派間で物議を醸
かも

します。それはこの「祈る」という言

葉によって引き起こされています。 

 例えば、あなたが祈願を要する状況にあるとします。

今は仕事の面接としましょう。あなたが友人知人に

「もうすぐ採用試験があるから祈ってほしい」とお願

いしたからといって、あなたが変わり者とは思われな

いはずです。それを電話やメールで伝えることもで

きますし、かしこまって手紙を書くという手段もありま

す。私たちが聖人に話をしたり、お願いをしたりする

ときは祈りを使います。何らかの方法を使って思いを

伝えるというのは、いわゆるコミュニケーションです。

祈祷式は封筒のようなもので、その中にあなたの思

いを入れて送ります。宛先が神ならば、神を讃美す

る言葉が手紙の冒頭に来るでしょう。宛先が聖人な

ら、もう少し友人のような感じで私と一緒に祈ってほ

しいと伝えるでしょう。 

 英語のPrayer
プレイヤー

（祈り）という単語はかつて、人にもの

を依頼するときに用いていました。一昔前の食卓で

は「そこのブロッコリーの皿、私のところに回してくれ

るよう恃
たの

む（Pray
プ レ イ

）」と言っていたのです。しかし時代

が下るにつれ、Pray(祈る)という動詞は天に向かって

請願するときにのみ使うよう意味が狭められました。 

  キリストを中心にした友人の輪を想像してみてくだ

さい。私たちはキリストに直接話しかけることもできま

すが、その周囲にいる人々に助けを求めることもあり

ます。「何か励ましの言葉を下さい」、「私、今こんな

状況の中にいるから助けて」。このような友人との絆が

キリストと自分との関係を希薄にするでしょうか。キリス

トを愛する人々の繋がりは、生きている人、この世を

去った人に関わらず、信仰を豊かにします。 

 ある時、まったく同じ話を私の知人に話したことがあ

ります。するとその人は「でもやっぱり私は主キリスト

にだけ直接祈るわ」と言いました。仕方ないので私は

「そうね、あなたの気が済むようにやるのが一番いい

わね。お邪魔になるから私もあなたのために祈ること

は控えるようにするわ」と言いました。誰もが神との関

係を一対一で保ち、祈ってそれでよしとするなら、他

者を煩わせないで済みます。なぜそれでも人は誰か

のために祈ろうとするのでしょうか。 

 もう少し踏み込んでみましょう。そもそも神は「あなた

がたの父なる神は、求めない先から、あなたがたに必

要なものはご存じなのである（マタイ/マトフェイ 6:8）」。

この福音書の行
くだり

によれば、神は私たちに何が最善な

のかを予め知っているということです。それでは私た

ちは祈りでわざわざ神を困らせているのでしょうか。こ

れについて考え始めると、だんだん混乱してきます。

ある人は採用面接に合格したのは自分のために誰か

が祈ってくれたおかげだと思うでしょう。でも不採用に

なったからといって、仲間の祈りの量が足りなかった

からだと友人を責めないはずです。もしかしたら祈願

計測器というのがあって、ある一定の数値を越えない

と神が願いをかなえてくれないなどと考える人はあま

正教会にようこそ 17 
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りいません。 

 それでも祈りが必要だということを、人はどういうわ

けか知っています。ルカによる福音書 18 章の 1 節

から8節には次のように記されています。『また、イエ

スは失望せずに常に祈るべきことを、人々に譬
たとえ

で教

えられた。「ある町に、神を恐れず、人を人とも思わ

ぬ裁判官がいた。ところが、その同じ町にひとりのや

もめがいて、彼のもとにたびたびきて、『どうぞ、わた

しを訴える者をさばいて、わたしを守ってください』と

願いつづけた。彼はしばらくの間きき入れないでい

たが、そののち、心のうちで考えた、『わたしは神をも

恐れず、人を人とも思わないが、このやもめがわたし

に面倒をかけるから、彼女のためになる裁判をして

やろう。そうしたら、絶えずやってきてわたしを悩ます

ことがなくなるだろう』」。そこで主は言われた、「この

不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神

は、日夜叫び求める選民のために、正しいさばきをし

てくださらずに長い間そのままにしておかれることが

あろうか。あなたがたに言っておくが、神はすみやか

にさばいてくださるであろう。しかし、人の子が来ると

き、地上に信仰が見られるであろうか」』。 

 もし誰かがあなたに「どうして人に祈ってくださいな

んて頼むの？神にだけ直接祈ればいいじゃない」と

か、「どうして他人のために祈るの？神は全てをお

見通しなんじゃないの？」と質問されたら言葉に詰ま

るかもしれません。しかし私たちは知っています。私

たちは自分と他者の心配事を背負って神のもとに行

くのだと。神が全てをご存知なのはもちろんで、人間

が力を合わせて祈らなくても、全ての事をそれこそ

直接行うことができます。しかし人間が個々に神との

関係を結んでも意味をなさないのです。ルーマニア

にはこのような 諺
ことわざ

があります。「皆で天国へ行こう。

地獄へ行くなら一人で行こう。」 

 それでも、「聖人」と言われる人が自分の為に祈っ

てくれると思うのはちょっと…とまだ心に引っかかる

人もいるかと思います。その答えを見つけるために、

少し前の話に戻りましょう。主の手の中にあってこの

世を去った人々は死んでいない
．．．．．．

、ということです。彼

らは天の世界で生きていて、今もやむことのない祈

りを続けています。私たちが聖人に祈りを託すこと

ができるのは、「復活」を信じているからです。もし、

あなたに信心深い友人がいて、その人が最期の時

を迎えようとしていたとします。その時、あなたはこの

ように言うかもしれません。「天国からも私のことを見

守って助けてね」と。このような言葉預かって天国へ

と旅立った人々が神の御前で私たちのために祈っ

ている姿は想像できませんか。 

 この世界は私たちが思っている以上に目に見えな

いもので満たされています。聖人たちも神の宝座の

前で常に祈っています。理解し難いことですが、彼

等は神の宝座の前にありながら、私たちと共にいま

す。『わたしたちは、このような多くの証人に雲のよう

に囲まれているのであるから、いっさいの重荷と、か

らみつく罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加す

べき競走を、耐え忍んで走りぬこうではないか（へブ

ル人への手紙 12:1）』。私たちは決して孤独ではあり

ません。聖人たちが「雲のように」私たちを取り囲ん

で、日々の霊的な戦いを助けて下さっています。彼

らは目には見えずとも、私たちの同志です。そして

信仰の先輩です。その祈りはこの世で苦しむ私たち

を励まして下さいます。 



 

小田原・平塚 受難週間・復活祭 聖枝祭を祝った

翌日４月２６日（月）から受難週間が始まりました。聖枝

祭から復活祭の８日間は、一年の中で最もドラマチック

な祈祷を行うといっても過言ではありません。聖大金曜

日早課ではイウダの裏切りを受けた主ハリストスの受難

が記された福音が十二か所読まれました。聖大金曜晩

課は、大十字架から実際に主ハリストスのイコンを降ろ

し、主の葬りの準備を象
かたど

る祈祷でした。聖大土曜には

主の葬りを象る早課、そして人知れず復活した主を記憶する聖大土曜日の晩課・聖体礼儀が行われま

した。この土曜日の聖体礼儀の中で、司祭や副輔祭の黒の祭服が白に変えられました。 

いよいよ日曜日、主の弟子たちが空の墓を見て喜びあふれて主の復活を人々に告げる光明なる主

の復活大祭を祝いました。3 月 14 日（日）の聖体礼儀後から約４０日間慎みの色をまとっていた聖堂は

再び明るい色に戻り、特に祭の祭である復活祭では、たくさんの花と参祷者が持ってきた色とりどりの

卵飾りが聖堂内を華やかに飾りました。新型コロナウィルスの影響により今年も完全にこれまで通り皆

様が参祷できる状況ではありませんでしたが、それでも多くの信徒の皆様から復活祭献金を賜りました。

西湘エリアに「ハリストス復活！実に復活！」の声がいつまでも響くよう、貴重な献金をお預かりいたしま

す。感謝いたします。 

墓地祈祷 復活祭後墓地祈祷が、5月 10日（月）から始まりました。今年は大聖堂教会の墓地祈祷補

助の兼ね合いにより、墓地祈祷を短期間にまとめることができず、６月上旬までかけて行います。司祭

は各墓前で祈祷を行っていますが、感染症防止の観点から今年もご家族の皆様には無理のないよう

お願いしています。 

柏久保 柏久保墓地祈祷 5月 8日（土）13時より、柏久保教会に属する信徒各家庭の墓地にて復活

祭墓地祈祷を行いました。改めて柏久保地区の正教家族のお墓を数えると全部で１５ありました。それ

ぞれの墓前にて、そこに眠る方々のためにご祈祷いたしました。昨年につづき、今年も感染症対策か

ら墓地祈祷前の聖堂での総パニヒダは行いませんでした。墓地祈祷に際し、信徒の方々がお昼とお

茶菓子の用意を信徒会館にして下さいました。お気持ちに感謝し、美味しく頂きました。ありがとうござ

いました。 

修善寺 修善寺・柏久保復活祭 5月 9日（日）１0時より、修善寺柏久保

両敎会から 8 名が参祷しました。祭は復活祭夜半課の最後の部分から開

始し十字行を行いました。昨年とは打って変わって、五月晴れでさわやか

な風が吹く中、十字行と聖体礼儀を行いました。今回は復活祭も自粛を呼

びかけました。こうした状況下でも、郵送や振り込みを通じて献金をご送金

下さった方々に心から感謝申し上げます。 

最近の出来事 ・消息  
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献金報告          5/26現在  日付は会計処理日です。ありがとうございました。 

 

日付 氏   名 摘  要 

4/24 山本 久子姉 復活祭献金 

 匿名 復活祭献金 

4/25 山崎 バレンティナ姉 感謝献金 

 神保 泉姉 復活祭献金 

 クセニヤ オクサーナ姉 復活祭献金 

 平塚ハリストス正教会 復活祭献金 

 窪田 幸夫兄    復活祭献金 

 荒井 譲兄 復活祭献金 

 荒井 智兄 復活祭献金 

 荒井 隆兄 復活祭献金 

 安達 紀彦兄 

 

復活祭献金 

4/26 松川 ゑみ姉 復活祭献金 

 山本 保兄 感謝献金 

 廣石 真太郎兄 復活祭献金 

5/2 ビクトル アレニコフ兄 復活祭献金 

 内藤 直樹兄 復活祭献金 

 山口 敏之兄 復活祭献金 

 星山 正美兄 復活祭献金 

 イヴゲニア レオニーダ兄 復活祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

5/2 日比野 俊二兄 復活祭献金 

 猪野 ひとみ姉 復活祭献金 

 神谷 忠且兄 復活祭献金 

5/3 日比野 勇兄 復活祭献金 

 匿名 復活祭献金 

 神谷 淳一兄 復活祭献金 

 神谷 綾子姉 復活祭献金 

5/16 松田 亨兄 復活祭献金 

 土居 美知子姉 復活祭献金 

 廣石 明美姉 復活祭・降誕祭献金 

 廣石 利恵姉 復活祭・降誕祭献金 

 神谷 忠明執事長 パニヒダ献金 

 倉科 卓郎兄 パニヒダ献金 

5/26 神谷 忠且兄 パニヒダ献金 

 内藤 直樹兄 感謝献金 

 小口 真一兄 復活祭献金 

 中谷 航兄 復活祭献金 

小田原教会婦人会総会 

今年は開催しません 
2020年度の婦人会活動等の報告は、後日婦人会員に送付します。新年度の活動については、ま

だ役員会が開催できない状況なので、開催次第計画します。ご理解をお願い致します。 

 

 

2021 年度定額献金のお願い 

平素より、様々な形で教会を支えて下さっていることに心より感謝申し上げます。今月号には定

額献金用封筒を同封させていただきました。定額献金は安定した教会活動の維持と建物の修

繕をはじめ、正教会がこの地域において、しっかりとその役割を果たしていくことを目指して丁寧

に使わせていただきます。つきまして、引き続き信徒の皆様のご協力を賜りますよう、謹んでお願

い申し上げます。前年度（２０２０年６月～２０２１年５月）分もまだ間に合います。 

ご質問・ご相談等はディミトリイ日比野正男会計執事までどうぞ。 

Petition of Monthly Donation 

We cordially thank you for your faithful helps and understanding for our church activity. Your monthly 

donation supports the sustainable mission work of the priest and the management of our parish life. Please 

find a reusable envelope enclosed in this newsletter. The amount of your monthly donation is voluntary. 

For further information, or if you don’t find your donation envelope, please ask Fr. Dimitry.  Thank you. 

 

 

東京大主教区 教区会議 

日時: 2021 年 6 月 27 日（日）午後２時 東京ニコライ会館 
 

定額献金をされた方のお名前はこちらには掲載されていません。同封の献金袋の領収印または領収

書にてご確認ください。平素より定額献金にて教会を支えてくださりありがとうございます。 

婦人会献金 

日付 氏   名 摘  要 

4/25 平塚ハリストス正教会  
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6月の永眠者一覧（敬省略） 

永眠日 聖名 氏名 永眠年 縁故者 

１日 パホミイ 日比野 繁蔵 １８９２年 日比野 勇 

４日 ルカ 日比野 真一 １９９７年 日比野 俊二 

５日 ウエラ 阿久津 信 １９８１年 阿久津 八重子 

５日 ウエラ 岩本 喜美子 ２００８年 岡野 康子 

８日 テクサ 橋口 千代 １９８６年 岡野 康子 

１０日 アンナ 山本 ムラ １９２５年 山本  保 

１０日 イオアン 飯島 喬夫 １９９７年 飯島 艶子 

１２日 エウドキヤ 渋谷 よし子 ２００４年  

１３日  澁谷 マツ １９３３年 澁谷 道子 

１３日 アキラ 山口  彰 １９５３年 山口  晃 

１８日 イアコフ 石井 富士 ２００２年 石井家 

２０日 ニーナ 神谷 ハツ １９６４年 神谷 忠明 

２１日 アキラ 假野  彰 １９３５年 假野 美枝 

２１日 ペトル 廣石 謙三 ２００７年 廣石 フミ子 

２２日 イオフ 廣石 洋一 １９５９年 廣石 利恵 

２３日 ニーナ 中島 はな １８９９年 中島 八千代 

 アンナ 砂澤 つや子 ２０１０年  

２４日 シメオン 樋口 庄平 １９２７年 樋口家 

２５日 スサンナ 重田 住子 １９９６年 重田 博 

２６日 ダリヤ 依田 トク １９４３年 窪田 幸夫 

２８日 ソフィヤ 神谷 チヨ １９９２年 神谷 忠且 

３０日 ペトル 山口 平次郎 １９１６年 山口  晃 

 マルファ 渡辺 つた(多)  渡辺 和枝 

３日  石川 哲太郎 １９０９年 石田 浩一 

８日  日比野 克子 １９９３年 日比野 正男 

１０日  渡辺 静子 １９２１年 渡辺  宏 

１３日  澁谷 マツ １９３３年 澁谷 道子 

２８日  江川 忠四郎 ２００６年 山本  保 

  小松 喜美代 ２０１８年 小松 昭雄 

 

 

 

 

「 

今月は第 1 週日曜日に永眠者の記憶を祈る「パニヒダ」を行いま

す。聖堂は皆さんのお祈りの場、そして皆さんの 霊
たましい

が永遠に養わ

れる場です。ロ－ソクを灯して少しの間、ご家族のために祈りに来

られるだけでも大変結構です。どうぞ遠慮なさらずお越しください。

（月例パニヒダの日は必ず会報をご確認ください。） 
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緑の中の柏久保教会 

小田原・平塚 復活祭 

修善寺・柏久保復活祭  

小田原墓地祈祷（初日） 

花と緑が美しい柏久保墓地祈祷  

 

聖枝祭（主のィエルサリム入城） 
←聖大金曜日晩課  聖大土曜日早課 ↑ 


