
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

●復活祭後第 7週 諸聖神父の主日聖体礼儀（第6調）・執事会 
6 月 5 日（日）10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 20：16-18，28-36 
福音経：イオアン 17：1-13 

●聖神降臨祭（五旬祭/十二大祭/堂祭）聖体礼儀・膝屈晩課 
 6 月 12 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 2:1-11 
福音経：イオアン 7：37-52； 8：12          

●五旬祭後第 1(衆聖人の)主日聖体礼儀月例パニヒダ・（第8調） 
 6 月 19 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 
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TEL/FAX: 0465-22-2792 携帯: 070-5079-3408 

E-mail: holyspiritodawara@gmail.com 
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イコン：聖神降臨 

聖神降臨のイコン 

十二人の弟子が会して祈っている。建物に掛かる布はこの場面が室内であ

ることを示している。ここには裏切りにより欠けたユダの代わりに後に弟

子に加わる聖使徒パウエルも描かれている。聖使徒行実に記述の通り、各

使徒の上には降った舌の形をした火が描かれている。ある時はハトの姿で

顕れた聖神はこのとき火として顕れた。使徒等はこの後、それぞれ異なる

言語を話すようになって宣教に出ていく。下の方に描かれている王と巻物

は全世界を意味している。弟子が開けたように座しているのは、この後も

弟子が連なっていくことを表している。 

http://www.orthodoxjapan.jp/


 

  ビザンチン音楽は西の教会よりいくらかの理由で

難しいと思います。その一番の理由は、西洋音階と

違うということです。ここには努力が必要となりますが、

必ずビザンチン音階は身につくはずです。力強いリ

ズムに乗った短調音階、この組み合わせはなかなか

西洋聖歌にはありません。 

正教会が世界に広まるにしたがって、八調のメロ

ディはその国の文化に受け入れられるよう、新たな

形になることもあります。例えばスラブ（東ヨーロッ

パ・ロシア圏）の八調は西ヨーロッパの影響を受けて

西洋音階を使用しているため、比較的耳馴染みの

あるメロディです。それらのメロディに乗せて歌われ

る、太古から積み重ねられてきた祈りの言葉が変え

られることはありません。でもメロディは変わります。

しかし新しい祈りの言葉が加わっていくことはありま

す。例えば、最近の人が聖人と認められると、その

人の為のトロパリやコンダク、そしてその人の記憶日

も制定されるでしょう。その聖歌に調も指定されるこ

とでしょう。聖フェリシティ教会ではビザンチン聖歌と

スラブ聖歌の両方を採用しています。それだけに限

らず、ギリシア・中東・フィンランド・ジョージア・フラン

ス・アメリカで作られた聖歌のメロディを歌うこともあり

ます。 

その辺りの部分は意外と自由に変えているのに、

なぜ正教会というのは古いまま何も改革しようとしな

いのかと、新しく教会に来た人が不満を言うこともあ

ります。私が主人と一緒にかつて通っていた、いわ

ゆる主流のプロテスタント教会でも率先的に神学を

改訂していました。イエスは処女から生まれたので

はない、彼は奇蹟を行っていない、彼は死から蘇っ

たわけではない、と。こうした状況になり、私たちは

本で調べたり、いろいろな教会を訪問し、何よりも夫

婦でよく話し合い、その結果正教会に加わろうと決

意しました。正教会では、信仰と実践、特に聖となっ

たパンとぶどう酒を頂く領聖において、最も初期キリ

ストのそれを変えず、最も近い形を保っていると聞い

たからです。しかも初代教会のようになろうとしてい

るのではなく、はじめから行ってきたことをただ続け

てきただけ、ということです。 

しばらく経ったある時、正教会でも新しいものが増

え続けていることに気が付きました。例えば「アカフィ

スト」という祈祷があります。これは十数ページわたる

長さの祈祷を立ったまま行います。正教では新しい

聖人が誕生するとその人の栄誉を讃え、その聖人に

ついて綴った新しいアカフィストを作ります。子ども

たちの救いのため生神女マリアに祈りの助けを求め

る祈祷、自然環境のための祈祷なども新しく作成さ

れた祈祷に類されます。私はそうした祈祷の中で、

深い悲しみや恐怖や喪失などの状況にある人々に

向けた祈祷の中の「イイスス、暗闇の中の光よ」とイ

エスを求める言葉がお気に入りです。 

当然ながらこれらの祈祷は初期キリスト教時代に

はありませんでした。アカフィストという祈祷自体、始

められるようになったのは西暦 500 年代以降です。

正教会が「変わらない」とは一体どういう意味なので

しょうか。 

正教会にようこそ 27 
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私は先ほど皆さんに、「私たちは正教会が形を変

えず」とお話ししたばかりですから、これはおかしな

ことです。あるギリシア人の長老の神父様が「正教会

が変わらない」というような言い方はやめなさい、と仰

いました。私は驚いて、思わず「どうして？」と尋ねま

した。神父様はこのように仰いました。「教会に変化

はあるのです。聖体礼儀の中で、旅行者のために

祈るところがあるだろう？その時なんと祈っている？

『陸路・海路・航路で』と言っているだろう。三世紀の

世界に生きた聖金口イオアンが、その時『航路』など

知っていたと思うかね？」 

「変える」とはどう意味なのかを改めて考える必要

がありそうです。もし、大昔からの伝統を全く変えな

い教会であり続けようとしたならば、私たちは、着る

物、所作、あらゆることを昔の様式にするよう厳しく

固執しなくてはなりません。そのうち、当時の様式が

実際どうであったか、史的検証や議論までされなく

てはいけなくなるでしょう。戦国時代ドラマのセットや

衣装を史実に従って再現して撮影するみたいです。

新しいものが入り込まないか常に恐れ、古い形を守

ればそれでいいとなるでしょう。これではまるで博物

館のジオラマです。 

それでは似たような言葉で「伝統」とは何でしょう

か。アメリカではクリスマスの伝統というのがよくありま

す。クリスマスになると、各家庭の伝統に従ってお祝

いをします。例えばある家庭の伝統では、クリスマス

ツリーのてっぺんに飾るのは星ではなく天使なのが

当たり前だとその家族なら誰でも言います。夜のクリ

スマス礼拝には曾祖母の手作りスカーフを頭に被っ

ていくこと、クリスマスイブにはツリーの下のプレゼン

トを一つだけ開けること、クリスマスディナーのテー

ブルにレトロな風合いの赤と緑のナプキンをセットす

ること、等々。 

しかしその家庭には、その日の服装の色指定は

ありません。もし去年赤い服を着ていた祖父が今年

は緑の服を着ているからと言って誰も何とも思いま

せん。「やだ、おじいちゃん、我が家の伝統を壊し

て！」と身内が指摘することはないのです。なぜなら、

なにが家の伝統かを家族の中で分かっているから

です。ただ伝統という言葉では足りません。伝統に

は伝統があるのです。これは傍
はた

から見ただけでは分

かりません。しかしその中にいる人々はそこに生活

する中で、どの部分に柔軟性があり、どこを守るべき

かを学んでいくのです。 

人々が継いでいきたいという意志によって紡がれ

ていくのが伝統です。伝統と一言で言っても死んだ

伝統ではなく生きた伝統のことです。昔から何も変

わらなくても生きている伝統はあります。先人が行っ

てきたことの積み重ねが今日の糧となるように、変わ

らない質というのは強さを持つのは事実です。 

先ほどのクリスマスの伝統は、伝統を守るために

やっているのではありません、家族のために伝統を

継いでいるのです。伝統は受け継がれ続けていきま

す、その家族の愛と喜びと絆となるために。昔から何

一つ変わらないクリスマス行事を行ったとしても、昨

年と内容が何も変わらなかったとしても、家族はそれ

に不平を言わないでしょう。新しい世の中に生きる

家族にとってはむしろ、昔から慣れ親しんだ伝統は

新鮮で生き生きとして見えることでしょう。… 

 



小田原・平塚 聖フォマの主日・癱
なん

者の主日 5月 1日(日) 10時から聖フォマの主日聖体礼儀が

行われました。ゴールデンウィークの最中でしたが、20 名ほどが参祷しました。ハリストスの升天
しょうてん

以降、

彼の復活を見ていない人たちが約二千年間復活を祝う祭を繋げて今日に至っていることが話されまし

た。 癱者の主日は聖体礼儀と共に月例パニヒダが行われました。癱者の主日の週にはシャンデリア

の手入れをし、落下防止ワイヤーを四方に張り、シャンデリアのススを落としました。切れている LED電

球も交換しました。直径 4ｍｍほどの錆びた金具が辛うじてシャンデリアと天井から吊り下げるチェーン

を繋いでいたのでワイヤーで補強しました。 

柏久保・修善寺 柏久保墓地祈祷 5月 7日(土)13時から

柏久保教会復活祭墓地祈祷が行われました。多少の雲は

あるものの、一度日差しが照ると 5 月でも熱中症を心配しな

くてはならないような陽気でした。最近の 5 月はこのような暑

さになるので、全員で墓地を登り降りすることを控えていま

す。各墓地にてそのご家族の信徒と共に墓前での祈祷をす

ることができました。皆さまのご配慮とご協力に心から感謝致

します。 

聖堂修理 聖堂右側の外壁に大きな穴が空いていると、雨

宮政明兄が気づき、雨宮兄とともに、三田睦男執事長、山

口勝兄が中心となって修理をして下さっています。木材は雨

宮兄のところから木材を持ち出しで修理し、腐った木の部分

を補強してくださいました。今後、ペンキを購入して塗って行

く予定とのことです。心から感謝致します。 

修善寺・柏久保復活祭 5 月 8 日（日）１0 時より、修善寺柏久保両敎会から 18 名が参祷しました。

まだまだコロナ禍前のように集まってお祝いできませんが、それでも伊豆、駿東エリアでも主の復活を

告げる祭ができましたことを心から神に感謝したいと思います。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、復活祭のためにご準備下さった多くの方々に心から感謝致し

ます。 

横 浜  5 月 8 日（日）10 時より、ガヴリイル田中神父の司祷により携香女の主日聖体礼儀および

パニヒダを行いました。５月２２日（日）10 時より、ディミトリイ田中神父の司祷によりサマリア婦の主日

聖体礼儀を行いました。両日の午後には婚配式のための聖歌練習を行いました。 

幾年も！  5 月２８日（土）13 時より、横浜教会にてイオアン庄司将敏兄・ユリアニヤ知子姉の婚配

式を行いました。お二人の家庭に主の恩寵が幾年も賜りますことをお祈り致します。 

最近の出来事 ・消息  
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献金報告 5/20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 

5/15 大井 拓也兄   復活祭献金 

 竹林 多恵子姉    復活祭献金 

 神谷 忠且兄 復活祭献金 

5/18 原 清司兄 復活祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

5/15 安達 紀彦兄 墓地祈祷献金 

 安達 紀彦兄 復活祭献金 

 廣石 清子姉 復活祭献金 

 廣石 五郎兄 復活祭献金 

小田原教会婦人会総会 

今年は開催しません 
婦人会は 2021年度も感染症予防を最優先として活動を控えたため、報告する活動がありませ

ん。したがって総会は開催いたしません。まとめた２０２１年度の会計を執事会および７月の信

徒総会に提出いたします。来年度こそ活動を再開できることを願っています。 

 

 
東京大主教区 教区会議 

日時: 2022 年 6 月 26 日（日）午後２時 東京ニコライ会館 

大聖堂では現在も感染症予防対策のため人数制限を行っていますのでご参祷はお控えください。 

26th of June, all parishes in Tokyo diocese will not have Divine Liturgy for Annual Assembly of 

Tokyo Metropolis held in Tokyo. Please refrain from attending liturgy at the cathedaral for measures 

against virus infection. 

  

※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。 

 

2022 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、正教会がこの地域において生活されて

いる人々と永眠されている人々への祈りの場としての役割を果たすため、安定した教会活動維

持のために使わせていただいています。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（２０２１年６月～２０２２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 yellow 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. 

婦人会献金 

日付 氏   名 摘  要 

5/4 仮野 君江姉  
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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 康雄 

 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 

     

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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「 

                                  
 

 

 
 
 
 
 

← 毎年、復活祭前日

に行われる柏久保教会

墓地祈祷 

今年も感染対策を意識しての復活祭でしたが、各教会の皆様のご尽力

により、無事に行えましたことを感謝申し上げます。 

聖大土曜早課 

聖大土曜早課 

復活祭 使徒経の詠み 

復活祭当日の聖堂 


