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●五旬祭後第 8主日聖体礼儀（第7調）・月例パニヒダ 
 8月 15日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

使徒経：コリンフ前 124 端(1:10-18) 福音経：58 端(マトフェイ 14:14-22) 

●五旬祭後第 9主日代式祈祷（第8調）・果実の成聖 
 8月 22日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

使徒経：コリンフ前 128 端（3：9-17）  

福音経：マトフェイ 59 端(14：22-34) 

●生神女就寝祭聖体礼儀（祭日調） 
 8月 29日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

使徒経：ローマ 119 端（15：30-33）  

福音経：マトフェイ 73 端(17：24-18：4) 
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主 の変 容 修 道 院  

ブルガリア首都ソフィアから約３００ｋｍ北東に位置する古都ベリコ・タルノボ。数ある教会の中でも、ヤントラ川沿いにある主の

変容修道院の、色鮮やかなフレスコ画が外壁に施された聖堂は美しい。最初の聖堂は１１世紀に建立したが、オスマントルコ

支配下で破壊された。１８３２年に時のスルタン、ムハンマド二世の許可を得て、再建したのは１８３４年である。 

果物を持ってきて成聖し、ご家庭

でお召し上がりください。 

http://www.orthodoxjapan.jp/
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 西ローマ帝国にとっての最初の百年は実に

厳しいものでした。ゴート族やバンダル族、

フン族やバイキングが国を作っては崩れ、

また帝国の同盟国は目まぐるしく変わって

いました。情勢不安の最中にあったローマ

内の教会にとっては、これが教会自治の

範疇
はんちゅう

を越えるための好都合なきっかけにな

りました。 

数世紀に亘ってヨーロッパ全土にひどい

混乱と虐殺
ぎゃくさつ

とローマ文化の喪失が露
あら

わに起

きたことから、ローマの大帝コンスタンテ

ィヌス（AD274-337）は、皇帝の都を不安定

なローマから遥か遠くに移しました。彼は

意図的に地中海の東の果にあるビザンティ

ウムという小さな町を選び、そこにコンス

タンティノープルという名の大都市計画を

行って「第二のローマ」と呼びました。 

 西暦 313 年にキリスト教を公認したの

が、このコンスタンティヌス大帝です。以

後、キリスト教文化はこの東の都で開花

し、一千年以上繁栄しました。（コンスタ

ンティノープルはオスマン帝国の侵略を受

けて 1453 年に陥落した、というのが一般的

です。多少の迫害を受けることはあります

が、キリスト教徒は、この都、現在のイス

タンブールで生活し続けています。） 

 キリスト教初期の 100 年間、聖地エルサ

レム、中東、小アジア、アフリカという地

域で強勢を保っていたことからも、キリス

ト教は東方の宗教と呼ばれる論拠
ろんきょ

はありま

す。また、東ローマ帝国の安定は信仰的に

も発展する余地がありました。前にも触れ

た通り、当時相当限られた専門用語と現代

では考えられないほど乏しい研究手段の中

で、この地域の著者達が重要な説教集や聖

書の注釈書をはじめ、初期キリスト教書物

を残したことには深い感銘を受けます。私

自身、聖書は何度も読んでいます。しか

し、これらの文献が聖書の中に新たな気付

きを与えてくれます。 

 彼等の聖書への愛着は当時作製された美

しい手書きの写本からも想像できます。私

は、王族だけが使用できるムラサキで染め

上げられた羊皮紙に、金泥のインクで書か

れた聖書を見たことがあります。コンスタ

ンティヌス大帝も 50 冊の上質な聖書の複製

作業を自ら指揮していました。そのうちの

2 冊、1700 年前の聖書が、現在も博物館に

所蔵されています。 

西暦 325 年から 787 年の間に開催された全

７回の全地公会議の会場は全て東方でし

た。（この「全地」という言葉はエキュメ

ニカルとも言われますが、当時はまだ、現

正教会にようこそ 19 
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代でいう「教派」が存在せず、その意味は

「全教区」であり、そこから全世界の全主

教が出席した会議という意味です。）聖師

父と呼ばれる、教義を確立した聖人たちの

ほとんどは東方のキリスト教徒で、その文

書のほとんどがギリシア語で書かれていま

した。ローマでさえ西暦 380 年頃まではギ

リシア語で祈祷を行っていたのです。西の

キリスト教会で広く知られている聖アウグ

ストもこうした多くの著者の一人でした。

（後に彼の神学論が批判の対象になること

はまた後にしましょう。） 

 私個人にとって最も大切なことは、一般

教徒でも常に神の臨在のうちに留まれる方

法を編み出したことです。「絶えず祈りな

さい（第一テサロニケ 5：17）」、これこそ

私がキリスト教徒になってからずっと求め

続けていることです。しかし、これはとて

もだけど不可能だと思っていました。とこ

ろが、キリスト教史の最初期である紀元後

2 世紀からすでに荒野に一人住み、祈りに

身を献ずる「砂漠の師父
し ふ

」たちがいたので

す。そこで培われた叡智と祈りの実戦は積

み重なり、何世紀も継承され、修道士や修

道女だけでなく世俗に生きる人々のための

祈祷の方法を形成しました。このことは 6

章でもう少し掘り下げましょう。 

 東方のキリスト教徒たちは最初のキリス

ト教精神に基づく医療施設や孤児院、貧困

者や高齢者のための福祉施設を創立しまし

た。また、帝国内の異教徒たちや理念的な

宗教と議論をしました。彼らは知っている

限りの世界に向かって宣教師を派遣しまし

た。信仰のために致命するものも多くいま

した。こうした自己犠牲を伴う信仰は奇蹟

を生み、癒しを与え、神からの直接的な啓

示も受けたことが何世紀にも亘って語り継

がれ、今日に至っています。ほとんどの西

方の人々がこうした東方で起きているキリ

スト教徒の活動を無視しましたが、それで

も彼らを止めることは出来ませんでした。

私たちもこうしたことを知りませんでした

が、それでも彼らの二千年積み重ねてきた

歴史は実際に存在しているのです。 

 

 もともと西も東もなく、教会は一つでし

た。（厳密に言えば、初期の段階からいわ

ゆる本筋ではないキリスト教団体はいくつ

も存在していました。）時間の経過と共

に、ローマ教皇の権限の需要は西方に向か

って浸透し、東方のキリスト教の発展につ

いては語られなくなりました。11 世紀にな

ると、ある議論が沸騰しました。歴史家の

間で「フィリオケ問題」と呼ばれていま

す。それはキリスト教の基本信条である信

経（使徒信条）に、たった一つの単語を付

け加えることで発生した大問題です。 

（続く） 

 

 



 
 
小田原 五旬祭後第 4主日聖体礼儀・信徒総会 ７月１８日（日）五旬祭後第四主日の聖体礼儀が行わ

れました。信徒総会には 34 世帯が出席、6 世帯からの委任状と共に開催されました。信徒会館の耐震工

事中のため、今回は聖堂にて行いました。委任状提出世帯には、次号に詳しい資料を同封いたします。 

修善寺・柏久保  両教会とも全国公会のため、ご祈祷・集会はありませんでした。次回、柏久保教会は８

月 8日（土）、修善寺教会は 9日（日）にそれぞれご祈祷と信徒総会を予定しています。 

平塚 ７月１７日（土）に予定していた平塚地区の年次総会は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、

一家庭に長時間集まることを避ける選択をとって、書面だけでのご報告とします。集会はできませんが、聖

体礼儀の度、教会では平塚の各信徒の名前も記憶して祈っています。 

横浜 ８月から司祭ディミトリイ田中師が司祭ガヴリイル田中師の協力を賜りながら管轄することとなりました。

そのため、８月１日（日）は顔合わせを兼ねた信徒総会を行います。７月３１日（土）、主日前晩祷を行います。 

教区 東京大主教教区会議・全国公会 東京大主教教区は 6月 28日、全国公会は 7月 11日（土）・12

日(日)に東京復活大聖堂・ニコライ会館にて行われました。詳しくは次ページをご覧ください。 

永遠の記憶 長司祭ワシリイ 加藤 國枝師（８８歳）  6月 25日にご永眠されました。長年仙台ハ

リストス正教会にて奉職され、２０２０年３月から休職されておりました。永遠の記憶をお祈り申し上げます。 

永遠の記憶 ウラジーミル 神谷 弦
げん

輝
き

兄 （小田原 32歳） 7月 15日にご永眠され小田原ハリス

トス正教会にて埋葬式を執り行いました。神谷兄に永遠の記憶を賜りますことを心からお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

最近の出来事 ・消息  

全国公会の集合写真 
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東京大主教教区 東京大主教教区「教区会議」  

感染症対策  

新型コロナ感染対策のため、今年度も代議員数を制

限しての開催となった。小田原からは司祭ディミトリ

イ田中とミハイル神谷忠明執事長の二名のみの出

席。執事会で代議員に指名されていたユリヤ廣石明

美姉には委任状の提出をお願いした。修善寺のイ

オアン山田亨執事長、柏久保のタラシイ三田睦男執

事長も同様に欠席委任をお願いした。 

主な議題  

教区会議の主な議題は例年通り教区活動報告、教

区財務報告、会計監査報告、教区活動計画案、教

区財務予算案であった。新型コロナ禍により、昨年

度も一昨年度同様、教区活動は制限された。かろう

じて聖歌研修会等が限定的に開催されたのみで、

信徒研修会、教会代表者会議、誦経者研修会等の

開催は実質見送られた。今年度の教区活動に関し

て特筆すべきは、教区宗務局教務部より「師父ドロ

フェイの霊に有益な教訓」というブックレットが出版

されたことである。 

各教会への支援金  

新年度の活動計画案は新型コロナ禍の終息が全く

見通せない状況にあるため、ほぼ未定のまま提案さ

れる結果となった。このような状況の中、今年度も昨

年度同様、教区から支援金が各教会に交付されるこ

ととなる。教区全体に活気を取り戻すためにも、一日

も早いコロナ禍の終息が望まれる次第である。 
 
 

通常全国公会     
 

教区会議同様、積極的に代議員に委任欠席を奨励

し、登録代議員数50名の中、出席代議員数28名、

有効委任22名での開催となった。 

主な議題 

冒頭の開会の言葉の中で、ダニイル府主教座下は

コロナパンデミックに屈することなく、あらゆる工夫を

凝らして教会活動を続けてほしいと出席した神品・信

徒を激励した。司祭管轄下の各教会においても、改

めて今後の教会活動の方針を検討したい。 

今年度の全国公会において特筆すべき事項は、

１）宗務総局報告において、昨年8月17日の徳島教

会長司祭グリゴリイ小川公神父永眠、昨年9月13日

の聖ニコライ列聖・聖自治五十周年記念行事が新型

コロナ禍で、ロシア正教会キリル総主教来日キャンセ

ル、規模縮小での開催、今年6月25日の仙台教会

長司祭ワシリイ加藤國枝神父永眠が報告されたこと、

２）財務諮問委員会報告において、勘定科目処理要

領、「日本公認会計士協会の宗教法人会計の指針」

を参考にした収支決算書の新様式を 2022年度全国

公会で採択、2022年度収支決算書（2023年度5月

末の決算）を新様式で教団に提出する案が提示され

たこと（本案件は 2021年度中に財務諮問委員会でさ

らに精査し、各教区の宗務局長を通じて各教区に提

示し、評価・意見を集約した上で最終案を取りまとめ

る）、また新様式への移行に伴い財産目録の提出の

義務化されること、３）予算案審議において、今年度

は新型コロナ禍における教会支援策として三教区合

計で３０００万円の支援金を拠出することが決議された

こと、４）その他事項において、「自給神品（自給司祭・

自給輔祭）服務規程」の制定が報告されたこと、人事

異動が発表されたこと（具体的には、長司祭桝田神父

（山手）の横浜兼務・代表役員の解任、司祭ディミトリ

イ田中の横浜兼務・代表役員就任、司祭ガヴリイル田

中神父（東京）の横浜補助司祭任命である）。 

また、山手教会の新聖堂建設が正式に発表され、管

 2021 年 6 月 27 日 

 2021年 7月 10日・11日 

轄司祭と執事長が挨拶した。 
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8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 オリガ 神谷 和子 ２００５年 神谷 忠且 

４日 ペトル 渡辺 邦雄 １９９５年 渡辺 和枝 

５日 トリフォン 山本 勝五郎 １９１７年 山本 やす江 

５日 ウエラ 加藤 八重子 １９７９年 加藤 宏 

６日 モイセイ 渡辺 銀次郎 １９１２年 渡辺 宏 

７日 エウドキヤ 中島 八重子 １９５２年 岡野 康子 

９日 サモン 渡辺 紫郎 １９７９年 渡辺 宏 

１０日 エレナ 日比野 キク １９４４年 日比野 正男 

１１日 フェクラ 廣石 キヨ １９７３年 廣石 和子 

１３日 イリナ 日比野 貞子  日比野家 

１４日 ペトル 荒井 久作 １９６９年 荒井 譲 

１４日 ニーナ 長澤 ニイナ １９８０年  

１５日 ルカ 中島 栄吉 １９７８年 中島 八千代 

１６日 ディオニシイ 廣石 祐一 １９７７年 廣石 真太郎 

１７日 イリナ 山口 良子 １９２３年 山口 晃 

２１日 フィリップ 日比野 勇 １９４４年 日比野 勇 

２１日 ロマン 中島 信一 １９９４年 岡野 康子 

２４日 ソサンナ 樋口 ユリ子 １９１８年 樋口家 

３１日 オリガ 阿久津 貞子 １９２５年 阿久津 八重子 

４日  内藤 富美子 １９６３年 内藤 直樹 

５日  川﨑 俊夫 １９９０年 川﨑 晃 

１６日 司祭パウェル 松井 貢治 ２０１４年  
       

       

 

 

 献金報告 7/19現在  日付は会計処理日です。ありがとうございました。 
  

                     
 婦人会献金：今月はありません。 
 
 

日付 氏   名 摘  要 

7/11 廣石 清子姉 パニヒダ献金 

7/11 廣石 清子姉 復活祭献金 

 廣石 五郎兄 復活祭献金 

 小島 紀二執事長 会報献金 

 安達 紀彦兄 パニヒダ献金 

日付 氏   名 摘  要 

7/4 坂本 エレーニ姉 感謝献金 

 坂本 エレーニ姉 パニヒダ献金 

今月は第 3 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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―日露戦争と小田原ハリストス正教会― 井上 東亜 

最初の酔客乱入を酔興と見過ごした『正教新

報』も、半年後の五六一号（四月十五日発

行）では、にわかに乱入者を糾弾する姿勢に

変わってきた。「近頃流行の新毒語で他を傷

つけるに最も怖る可き力あるは、『露端』と

いふ二字であらう」と、開戦一ヶ月後で早く

もはやりだしたスパイ用語に対し、その、迷

惑ぶりを明示している。 

 小田原での酔客乱入についても、「正教会

の聖堂に対し、瓦石を投ずるものあり、或は

司祭等の人身攻撃も口々になさるるなり。

（中略）頑民の暴行は惟り我が正教会のみな

らざるなり。以て同地の民度を卜知すべし、

人民保護の職にあるもの大々的警戒を加えて

可なり」と、干渉する住民を強く非難し、取

り締まり体制の強化を求めている。 

 さらに新報五六一号は、全国各地の教会の

近況を伝える項で、特に小田原正教会の動き

をくわしく伝え、酔客乱入を「椿事」として

いたこれまでの表現を「迫害」と変え、つぎ

のように正教会としての明確な態度を表明し

ている。「町民の迫害…相模小田原といへば

神奈川県下の一都会なるを以て人民も余程開

化に進み居る事ならんと想像せらるるが、実

際は未だ旧時代の思想を脱せざる輩多く、特

に宗教と国家区の関係などに就きては、全く

不識なるもの多く、露国と戦端を開きし今日

は、彼の国より伝へられたる宗教即ちグレチ

ャ（引用者注、ギリシャ）教までも敵国の宗

教なれば斯教を信ずる者は敵国に味方するも

のなりとの謬想を懐き、グレチャ教を信ずる

者の商店よりは物品を購求す可からずといふ

如き言をなして間接の迫害を加へ信徒の商業

を妨ぐるにより、信徒の中には尠からざる迷

惑を感じ居る者あり」と、露骨になった町民

の迫害ぶりを紹介している。以下、引用が長

くなるので、掲載記事を要約すると、つぎの

とうりである。 

 この迫害の原因の一ツには、近村近郷の僧

侶の言動があげられる。彼らは檀家を訪問

し、正教会の信徒はロシアの宗教を奉ずる者

だから国賊も同様とそそのかしている。その

結果、足柄下郡の数々村では、村内の者は断

じて正教会信徒の店からは物品を購入しない

との村議会決議と採択されている。（続く） 
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