
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●光明なる主の復活大祭 
  5 月 2 日 (日) 9:30～ 

●復活祭後第三主日 携香女の主日聖体礼儀（第 2調）・月例パニヒダ 

 5 月 16 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

●復活祭後第四主日 癱者の主日聖体礼儀（第3調）   
 5 月 23 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

●復活祭後第五主日 サマリヤ婦の主日聖体礼儀（第4調）  
 5 月 30 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

各主日の聖書の箇所は予定表をご覧ください。 

 

 

  

 

 

2017 年 9 月号 
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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 
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 ハリストス死より復活
ふっかつ

し、死
し

をもって死
し

を滅ぼし
ほろ    

墓
はか

にある者
もの

に生命
いのち

を賜
たま

えり 

―復活祭のトロパリ― 

復活のイコン（コーラ修道院、イスタンブール） 

※ご参祷は、緊急事態宣言発令等の有無に関わらず、ウィルス感染状況とご

自身の体調を見極めて慎重にご判断ください。復活祭参祷についての詳細は

5 ページをお読みください。 Read guidance for Pascha on page5, please. 

 

http://www.orthodoxjapan.jp/


  よく西側のキリスト教は十字架に重点を置

き、東側のキリスト教は復活に重点を置いて

いると言われます。確かに正教のキリスト教

徒が復活祭で「ハリストス復活！」と交わす挨

拶がそれを一番明確に表しています。復活

祭を終えてもしばらくの期間、世界中の正教

徒は、自分の言語で何十回も大きな声で

「ハリストス復活！」と言います。 

 私たちを不自由にしているのは私たち自身

の罪です。『罪から来る報酬は死です。(ロー

マ 6:23)』そしてアダムとイブ/エバの子孫は

一人残らず、この危険とさえ言える陥罪の可

能性を孕
はら

んで生まれてくるのです。罪は私た

ちをハデスが支配する暗黒の世界の入口に

ある死の扉に縛り付けようとします。その暗黒

の世界に入ってしまったら、自ら出て天国に

入ることは出来ません。炎の剣を持ったヘル

ヴィムが天国の入口に立っていて、悪しきもの

から天国を守っているからです。（創世記 3:24） 

 しかし、神は自分が創造した愛すべき人間

が、自分の姿に似せて造ったはずの人間が、

そうした状況に苦しみながら死ぬようになっ

てしまったことに耐えられませんでした。どうし

ても死の淵へと向かってしまう人間の性を回復

するために、神が人の形を籍
と

ってこの地上の

世界に来ました。救世主、キリストです。… 

『キリストも、あなたがたを神に近づけようとし

て、自らは義なるかたであるのに、不義なる

人々のために、ひとたび罪のゆえに死なれた。

ただし、肉においては殺されたが、 霊
たましい

にお

いては生かされたのである。こうして、彼は獄

に捕われている霊どものところに下って行き、

宣べ伝えることをされた。これらの霊というの

は、むかしノアの箱舟が造られていた間、神

が寛容をもって待っておられたのに従わなか

った者どものことである。その箱舟に乗り込

み、水を経て救われたのは、わずかに八名

だけであった。(ペテロ第一の手紙 3:18-20)』 

『死人にさえ福音が宣べ伝えられたのは、彼

らは肉においては人間としてさばきを受ける

が、霊においては神に従って生きるようにな

るためである。(ペテロ第一の手紙 4:6)』 

 神は死を経験することができないので、人

になりました。人になって死ぬことでハデスの

世界へ入り、そこで彼の光栄を顕しました。

全くの闇の中にキリストの光と力が流れ込む

正教会にようこそ 16 
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と、悪は征服され、そこに縛られた人々は解

き放たれました。 

 復活（ギリシア語でアナスタシス）のイコンに

は死の世界を表す図像がいくらかあります。

その中で最も分かりやすく表現しているのが

14 世紀に描かれたコーラ修道院（イスタンブ

ール近郊）のフレスコ画でしょう。（表紙のイコ

ン参照）フレスコ画の中央には、純白の布を

まとったキリストが踏み破ったハデスの門の

上に立った姿で描かれています。キリストは

力強く立って、彼の両脇の石棺の中にいる

アダムとイブの手首を掴み、そこから引き上

げて立ち上がらせようとしています。キリスト

の後方左脇（私たちから見て右側）にはダビ

デ王とソロモン王、そして前駆受洗
ぜんくじゅせん

イオアン

（バプテスマのヨハネ）が驚きを隠すことなく

立っています。反対側にはキリストが地上に

来る前、救い主を待ち望みながらこの世を

去った義人たち、そしてイブの後ろには彼女

の息子アベルが立っています。キリストの足

元に目を向ければ、崩壊した門のすぐ下に

暗黒の穴がむき出しになっていて、壊された

鎖や鍵が散らばっています。そして悪
あ く

が、自

分自身を縛って転がっています。『罪を犯す

者は、悪魔から出た者である。悪魔は初めか

ら罪を犯しているからである。神の子が現れ

たのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまうためで

ある。(ヨハネの第一の手紙 3:8)』 

 死への勝利を示したこの図像は見る人に

直接その意味を伝えます。それはキリストの

手の中でこの世を去る人は死ぬことがない、

というメッセージです。この人々は、今日もこ

の瞬間も、永遠の神と一緒に神の宝座の前

で神を讃美しています。地上にいる私たちは

まだ、この戦場のような地上で必死に生活し

ていますが、彼の手の中にある人々は羔（こ

ひつじ）の光に照らせて、まばゆい平安の中

にいます。彼らは地上にいる私たち以上に

物事を明確に理解しています。だからこそ神

の意志の近くにいる彼らの祈りは、私たちの

それよりずっと神に届きやすいはずです。

（続く） 

 

 

 



 

小田原・平塚 十字架叩拝の主日 4 月 4 日（日）10 時から、十字架叩拝の主日の聖体礼儀が行われ

ました。十字架叩拝の週は 40 日の大斎の中週です。聖堂の中央には花で飾られた聖なる十字架が

捧出されました。「ハリストスは処刑道具であった十字架の木を、神と人を繋ぎ、人と人を繋ぐものとしま

した。」司祭は領聖前の説教で自分の手で自分の身に十字の印を真剣に描いてください、十字架の

力を信じてください、と繰り返し言いました。 

復活祭準備研修会 4 月 17 日（土）２４日（土）午後２時から２時間、復活祭を控え、誦経および聖歌の研

修会を行いました。声を発する人を最小限にするため、今回は復活祭も聖歌隊７，８名のみで歌うこと

としました。誦経や聖歌の奉仕者が、もし当日参祷できないような状況になっても互いに補い合えるよう

にという目的もあり、祈祷の流れを参加者で確認しました。 

柏久保 聖体礼儀 4 月 10 日（土）10 時よりスボタの聖体礼儀を司祭とマトシカで行いました。境内に

は花が咲き乱れ、一番華やかな時でした。境内の美化を常に心がけてくださる信徒の皆様に感謝申し

上げます。次回は墓地祈祷を行いますが、感染予防を優先し、無理にお越しにならず家でご家族を記

憶してください。司祭は全ての墓前で祈祷を行います。 

修善寺 聖体礼儀  4 月 11 日（日）10 時より階梯者聖イオアンの主日聖体礼儀

が行われました。4 月半ばにも至らずに聖堂は新緑に包まれています。良い天気の

中での聖体礼儀でした。境内にモグラがあちこちで土を盛り返していたため、山田執

事長が対策を取りました。境内南側にはアヤメ科の花が一面に咲いていて、何という

名の花かと思っていると「あれはシャガという花ですよ」とマクリナ野田典子姉が教えくださいました。 

永遠の記憶 ユリヤ倉科ユリ姉（小田原 ６５歳） 3 月 28 日（日）に永眠されました。前晩パニヒ

ダおよび埋葬式は４月１日（木）２日（金）にそれぞれ小田原ハリストス正教会にて行われました。永遠の

記憶をお祈り申し上げます。 
 

献金報告 4/20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 

4/18 仮野 君江姉 感謝献金 

 仮野 君江姉 パニヒダ献金 

 岡野 康子姉 

 

復活祭献金 

 日比野 タカ子様 復活祭献金 

 芝田 三郎兄 復活祭献金 

 神谷 忠且兄 復活祭献金 

 山口 幸夫副輔祭 復活祭献金 

 神谷 幸夫副輔祭 復活祭献金 

 大井 道江姉 パニヒダ献金 

 大井 道江姉  復活祭献金 

 田中 祐子姉 復活祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

3/31 

 

 

安達 紀彦兄 パニヒダ献金 

 神谷 淳一兄 パニヒダ献金 

 土居 美知子姉 パニヒダ献金 

 廣石 真太郎兄 パニヒダ献金 

 竹林 多恵子姉 パニヒダ献金 

 竹林 多恵子姉 復活祭献金 

4/4 山本 保兄 復活祭献金 

 中瀬 陽三様 復活祭献金 

 倉科 卓郎兄 埋葬献金 

4/11 佐藤 松雄兄 復活祭献金 

 原 清司兄 復活祭献金 

 阿部 素子姉 復活祭献金 

最近の出来事 ・消息  
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小田原ハリストス正教会 2021年復活祭について 

新型コロナウィルス対策として、各行事に対して積極的自粛を呼び掛けています。教会が祈り

を止めることはいたしませんが、予定は余儀なく変更される場合があります。変更事項は小田

原ハリストス正教会ホームページの「新着情報」をご覧いただくか、お電話でお問い合わせ下

さい。お問い合わせ: 070-6514-3336 

Schedule of Pascha may be changed or canceled due to the novel coronavirus. Those who have 

cough, fever, sore throat, or feeling cold must stay at home.  Wearing face mask is 

recommended in church, following to government regulations.  Please check our church 

website or ask presbytera Anastasia for the latest schedule before visit church: 070-

6514-3336. 

When you partake the Holy communion, please use paper napkin and cup. Open your mouth 

widely at the Communion so that the spoon keeps away from your mouth.  Please return used 

napkin and cup to attached paper bags on the table. Do not keep them with you. This is a 

temporal instruction for the novel coronavirus. 

 

― 参祷をお考えの方は必ずご一読ください ― 

※熱・咳・のどの痛みのある方は、参祷せず、家で休息しなければなりません。 

※聖堂入口のマットは靴底の消毒用薬剤を散布しています。手で触れたりしないでください。 

※復活祭は入口と窓を大きく開けて行います。(冷えにご注意下さい。) 

※入堂時、最初に設置の消毒液を両手に擦り込んでください。 

※イコン・十字架・聖杯への接吻はしないでください。 

※参祷時にマスクを着用してもかまいません。 

※心苦しいお願いですが、今年も聖歌隊のみが聖歌を歌うこととします。 

※領聖は義務ではないので、心配だと思う方は、ご参祷のみにされることをお勧めします。 

※領聖には使い捨てのナプキンとカップを使用します。それらは持ち帰らないでください。 

※領聖される方は、スプーンが口に触れないよう司祭の前で上を向いて口を大きく開けてください。 

※復活祭祝賀会は開催しません。 

※教会での卵染め行事はありません。 

※鶏卵の祝福は通常通り行いますが、教会での販売は行いません。各家庭でご用意してご持参ください。 

 

●墓地祈祷も司祭は必ず各墓地へ参りますが、ご家族の皆様は感染症予防を優先し、無理に墓

地へお越しにならないでください。墓地祈祷の予定は4月号に同封の別紙をご覧ください。 

●復活祭後廻家祈祷をご希望の方は、ご遠慮なく司祭までご連絡下さい。 

連載コラム「日露戦争と小田原ハリストス正教会」はお休みします。 
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 5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 ユリヤ 山口 與志 １９１２年 山口  晃 

２日 クリメント 長  光雄 １９７７年  

２日 オリガ 日比野 オリガ １９１５年 日比野 正男 

２日 ボリス 廣石 良路 １８９１年 廣石 利恵 

２日 イリナ 荒井 しほ子 １９８５年 荒井  譲 

３日 オリガ 日比野 つな １９８０年 日比野 正男 

４日 マリヤ 日比野 孝子  日比野家 

４日 ミヘイ 日比野 美平 １９３５年 日比野家 

４日 ティト 廣石 広助 １９４８年 廣石 真太郎 

５日 イオアン 平山 良行 ２００１年 平山 京子 

６日 ペトル 中島 四郎 １９１３年 岡野 康子 

６日 ラウル 百瀬  清 １９３４年 百瀬  久 

７日 スサンナ 中島 フサ １９８３年 中島 八千代 

８日 ティモフェイ 神谷 忠次 １９７７年 神谷 忠明 

１４日 キリール 廣石 良三 １９５３年 廣石 利恵 

１５日 ヒワ 青柳 ヒワ １９８０年 横田 祥子 

１９日 マリヤ 小杉 サダ １９５９年 小杉 悦子 

２２日 ペトル 中島 耐夫 １９４８年 岡野 康子 

２２日 イオアン 元松 直人 １９５４年 坂牟田 晃一 

２２日 グリゴリイ 百瀬 恒太郎  百瀬  久 

２３日 ハリテナ 小沢 きく   

２4日 イオアン 神谷 武夫 ２０２０年 神谷 忠且 

２６日 ミトロファン 樋口 邦利 ２０１４年 樋口家 

２７日 ルキヤ 小杉 光子 ２００３年 小杉 悦子 

２８日 モニカ 窪田 ヨシ １９２５年 窪田 幸夫 

２８日 ダリヤ 松田サワエ １９７９年  

２９日 ユリヤ 廣石 敏子 ２０１２年 廣石家 

１６日  上野 優希 ２０００年 上野家 

１９日  伊藤 久枝  伊藤 澄男 

２９日  渡辺 キミ １９２８年 渡辺  宏 

  小松 喜美代 ２０１８年 小松 昭雄 

 

 

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。 

Sergy Larissa セルギイ ラリッサ ゴロバチョフ 

 

セルギイゴロバチョフ  
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柏久保：手入れされた境内

に春の花が咲き乱れていま

す。 

 

～四旬大斎期間から～ 

小田原：今年はツツジとチ

ューリップが同時に咲きま

した。チューリップの球根は

ドロゴワ姉からの献品です。

感謝。 

小田原：大斎期間中の聖体礼儀から 

小田原：十字架叩拝の主日前晩祷 

平塚：春がすみの穏やかな日となった墓地祈祷 

大斎の祈祷で読まれる祈祷

には心に響く言葉が多くあり

ます。 

 

 

 

 

 


