
●新年感謝祈祷
 1月 1日 (日) 11:00～

●神現祭聖体礼儀・大聖水式・聖書講話 
 1月 15日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

祭日調 ティト 2:11～14、3:4～7 マトフェイ 3:13～17 

●五旬祭後第32・ザクヘイの主日聖体礼儀・月例パニヒダ 
 1月 29日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

第 7調 ティモフェイ前 4:9-15、ルカ 19:1-10

陶器製の聖水容器、左は降誕祭のイコンが施され、

右は主の洗礼祭（神現祭）のイコンが施されている。 

The Word became flesh.
～ことばは肉体となった～ 

天を屈めて、 

ことばは肉体となった。 

福音の全てが込められている。 

天にあり地にある万物への善き知らせである。 

肉体となった神ことばは 

実体において己を人と合わせ人となった 

神聖なる肉体である。 

(続きは2ページ) 
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聖水を持ち帰る方は容

器をご持参ください。

聖堂にて頒布している

容器も多少あります。 

January 6, 2017:  3rd hours and Divine Liturgy of Nativity will be held from11 p.m. 
降誕祭(ユリウス暦)の聖体礼儀は 1月 6日午後 11時から行われます。



(表紙の続き)

人となった神ことばの肉体は、神秘的だが疑いようのない神との体合において、 

万物を神化 成聖する光を放って生きている。 

神ことばは人の性だけでなく、人の 霊
たましい

をも取って肉体となった。 

人の霊は「聖なる霊」なのだ。 

人はまさに初めから 

神に似たもの、ハリストスに似たもの、聖
せい

神
しん

に似たものとして創られた。 

故に、神であり人であることばと体合することによって、 

人は「神のイメージ」から「神の似
に

姿
すがた

」に至り、 

あるがままの姿で聖性
せいせい

という特質を回復するのだ。 

それこそが全ての人の目指すべきところである。 

―バトペディの老師イオシフ― 

新年にあたり目標や抱負を考える人も多くいるでしょう。しかし私た

ち、主ハリストスを神・救い主と信じる者の生涯の目標はこのバトペ

ディの老師イオシフが語っている通りです。私たちは諦めて終わるよ

うな存在ではない。神が造った似姿を回復できるのだと、暗い馬小屋

に人として生まれた神は励ましています。神ハリストスはその道を拓

くためにこの地上に降りてきました。

今年もよろしくお願い致します。 司祭 ディミトリイ 田中 仁一 
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小田原 代式祈祷・聖堂おみがき 12月11日（日）午前10時か

らの代式祈祷に続いて聖堂お磨きが行われました。今年は11名の参

加。毎年、おみがきのご奉仕を務めて下さる方が減少しています。聖

堂お磨きは毎年、復活祭前と降誕祭前に行われています。主に聖堂

に床や聖器物についたロウを除去する作業を行います。来られる方

全員の手が役立ちます。ご奉仕できる方をお待ちしています。

降誕祭 12 月 24 日(土)午後 17 時より降誕祭晩堂大課・早課・ 

一時課を行いました。14 名の参祷者で祈祷を行いました。ロウ

ソクの明かりの中、穏やかな祈祷の時間を過ごしました。25日（日）には降誕祭聖体礼儀および祝賀会が行

われ、聖体礼儀には約51 名、祝賀会には 37 名が参加しました。こうして教会に参祷できる方々も多くおら

れますが、降誕祭の日も病と闘っておられる方も多くおられます。教会に集まった祈りが、教会に来ることが

できない方々にも私たちの主を通じて届きますようにお祈りいたします。２０１6 年、様々な形で教会を支え

てくださいました皆さまに心より感謝申し上げます。各教会の降誕祭の様子は裏表紙のフォトレポートをご

覧ください。 

柏久保 降誕祭晩課  12 月 10 日（土）10 時から、7 名で降誕祭前祈祷が行われました。日中ではありました

が、内容は晩課を行いました。明るいうちに行うことで、これまで夜、教会に足を向けることができなかった方も祈祷

できます。今後も柏久保教会においてどのような環境で祈祷のプログラムを組むとよいか、皆様の声を聴きながら

考えたいと思います。また翌日は修善寺教会にて合同の降誕祭を行いました。フランスからポルトガルにかけて２５

００km の距離を徒歩で旅した真野 満兄がお元気な姿で久しぶりに参祷しました。柏久保教会からは 6名が降誕祭

聖体礼儀に参祷しました。 

静岡 降誕祭 12月17(土) は午後5時から晩堂大課・早課・一時課を行いました。20日（日）は午前10時か

ら降誕祭聖体礼儀を祝いました。この日の聖体礼儀ではコルネリイ飯塚康太くん（アントニイ飯塚智洋兄の次

男）が、堂役を務めて下さいました。降誕祭後には月例パニヒダと祝賀会を行いました。この2日間、2月以降

静岡に着任される予定のガブリイル田中和幸神父様とアナスタシア順子マトシカが来会、ともに降誕祭の祈祷

を行いました。降誕祭ではありましたが、祝賀会後、田中新神父様を交えて今後の予定と成聖式を議題とした

執事会を行いました。祝賀会のために準備して下さった婦人会のみなさまに感謝致します。 

修善寺 降誕祭 12月11日（日）10時から、降誕祭聖体礼儀が行

われました。穏やかな気候に恵まれ、総勢47名での聖体礼儀を行

いました。また今年も、大磯から来られたルカ野田宗吉くんが堂役を

務めてくれました。昨年は子供用堂役祭服の丈がまだ長くて着られま

せんでしたが、今年はちゃんと祭服を着てのご奉仕を行いました。ご

両親によると祭服を着られるようになるため、毎日牛乳を一生懸命飲

んで準備していたとのことでした。聖体礼儀後には祝賀会を行いまし

た。イオアン山田亨執事長より、祝賀会恒例となった教会クイズ、そし

て婦人会が準備してくださったプレゼントくじ引きと、この時ばかりは冬を

忘れるほどの熱さを感じました。またこの月、信徒会館にエアコンが設備されました。多くの方のご協力により降誕祭

を祝えましたことを感謝します。 

最近の出来事 ・消息  

宗吉くん、お母さまと一緒にロウソク点灯 



4 

平塚 降誕祭 12月 23日（祝）10時から、アキラ重田明執事

長のお宅を開放して頂き、総勢8名で降誕祭聖体礼儀を行

いました。今年で 6回目を迎えた平塚降誕祭聖体礼儀は、ポ

ロキメンと使徒経の読みはアキラ重田明執事長によってしっか

り務められ、聖歌も司祭の所作に合わせてテンポよく歌いまし

た。聖体礼儀の祝賀会はアキリナ重田キミ子姉がつくった豚

汁をはじめ、皆様からの差し入れで大変賑やかになりました。

最後にビンゴゲームをし、プレゼントを頂いて解散しました。こ

の一年、ご協力くださった皆様に心より感謝いたします。 

その他 司祭叙聖 12月 4日（日） 秋の修養会にもご参加いただいたガブリエル田中和幸輔祭様が、

東京復活大聖堂教会にてダニイル府主教座下の按手のもと司祭叙聖されました。アクシオス！ 

献金報告 12/25 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：献金はありません。（12/20までの報告） 

多くの方から降誕祭献金にご協力を賜り、感謝します。 

日付 氏   名 摘  要 

12/4 阿部 素子姉 降誕祭献金 

 安田 たまみ姉 降誕祭献金 

 神谷 淳一兄 降誕祭献金 

 神谷 綾子姉 降誕祭献金 

 松川 ゑみ姉 降誕祭献金 

 竹林 多恵子姉 降誕祭献金 

 竹林 多恵子姉 パニヒダ献金 

 日比野 正男兄 降誕祭献金 

韓大燮兄・真野玲子姉 降誕祭献金 

12/11 田中 祐子姉 降誕祭献金 

 日比野 恒美兄 降誕祭献金 

 仮野 千里兄 降誕祭献金 

 阿久津 八重子姉 降誕祭献金 

 渡辺 和枝姉 降誕祭献金 

 渡辺 和枝姉 感謝献金 

12/18 廣石 フミ子姉 降誕祭献金 

 山本 久子姉 降誕祭献金 

 神谷 武夫兄 降誕祭献金 

 神谷 忠且兄 降誕祭献金 

 山口 幸夫副輔祭 降誕祭献金 

 山口 晃兄 降誕祭献金 

12/25 山口 文雄兄 降誕祭献金 

 上野 ひろ子姉 降誕祭献金 

 上野 敬子姉 降誕祭献金 

 飯田 真由美姉 降誕祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

12/25 上野 攻兄 降誕祭献金 

 上野 未来兄 降誕祭献金 

 土居 勇典兄 降誕祭献金 

 松田 亨兄 降誕祭献金 

 松田 信行兄 降誕祭献金 

 廣石 真太郎兄 降誕祭献金 

 山本 保兄 降誕祭献金 

 廣石 利恵姉 降誕祭献金 

 廣石 朗兄 降誕祭献金 

 日比野 勇兄 降誕祭献金 

 神谷 幸夫副輔祭 降誕祭献金 

 大井 道江姉 降誕祭献金 

 平塚ハリストス正教会 降誕祭献金 

 岡野 康子姉 降誕祭献金 

 渡辺 宏兄 降誕祭献金 

 新坂 真理姉 降誕祭献金 

 神谷 忠明執事長 降誕祭献金 

 内藤 直樹兄 降誕祭献金 

 廣石 五郎兄 降誕祭献金 

 三枝 愛姉 降誕祭献金 

 廣石 清子姉 降誕祭献金 

 安達 紀彦兄 降誕祭献金 

 村松 伸子様 降誕祭献金 

 倉科 拓郎兄 降誕祭献金 

 12/23平塚降誕祭 聖体礼儀の様子 



日 曜日 祈祷・行事・集会 堂役

1 日 新年感謝祈祷（11：00）

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金 降誕祭(ユリウス暦)聖体礼儀 （23：00）

7 土 [午前：柏久保　午後：修善寺]　　　　　降誕祭（十二大祭）

8 日
五旬祭後第29主日代式祈祷（10:00）　・　聖堂清掃　　
　　[修善寺]

神谷（幸）

9 月

10 火 [静岡]

11 水

12 木 [東京　神学校]

13 金

14 土
[午前：私祈祷]　　神現祭前晩祷（17：00）　　　　　

主の割礼祭

15 日
神現祭聖体礼儀（10：00）・大聖水式・新年祝
賀会　　　　　　　　　　　　　　　　　サロフの聖セラフィム祭

山口（幸）

16 月

17 火 私祈祷（洗礼）

18 水

19 木 [東京　神学校]　　　　　　　　　　　　　　　　　神現祭（十二大祭）
20 金

21 土 [静岡]

22 日
五旬祭後第31主日代式祈祷（10:00）　・　会館・駐車場
清掃  [静岡]

山口（幸）

23 月 [静岡]

24 火 [午前：静岡　午後：東京（理事会）]

25 水

26 木 [東京　神学校]

27 金

28 土 主日晩課・執事定例連絡会（17：00）

29 日
五旬祭後第32/ザクヘイの主日聖体礼儀・月
例パニヒダ（10：00）・聖歌練習

神谷（幸）

30 月

31 火

＊聖体礼儀に参祷し領聖するときは、前日から十分に節制しましょう＊

【2017年1月】小田原・平塚ハリストス正教会月間活動予定表

主日調/聖書の読み

1/8　第四調　　　　　　　　
使徒経：ガラ1:11－19 
福音経：マト2:13－23　　

●婦人会昼食当番　　　　

皆で協力して行いましょう

1/15　祭日調　　　　　　　
使徒経：ティト2:11－14,3:
4-7　　 
福音経：マト3:13－17　　

●婦人会昼食当番　　　　

皆で協力して行いましょう

＊ここには主日の聖書の読みが記載されています。お手持ちの聖書を読むときに活用して下さい。＊

1/22　第六調　　　　　　　
使徒経：エフェ4:7－13　　
福音経：マト4:12－17　　

●婦人会昼食当番　　　　

皆で協力して行いましょう

1/29　第七調   
使徒経：ティモ前4:9－15
福音経：ルカ19:1－10　　

●婦人会昼食当番　　　　
皆で協力して行いましょう 

●糖飯当番：神谷千秋姉

[　　　　]内は司祭の活動
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1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 イオアン 山本 利平 ２００９年 山本 順平 

２日 モイセイ 神谷  忠 １９９０年 神谷 武夫 

２日 マリヤ 中島 スズ １９２５年 中島 八千代 

３日 パウエル 佐藤  俊 １９７５年 佐藤 松雄 

６日 ルキヤ 樋口チエ子 １９２６年 樋口 邦夫 

８日  窪田 達也 １９２６年 窪田 幸夫 

８日  江川 キヨ １９９３年 山本 保 

１１日 フェオドル 廣石 信一 ２０００年 廣石 和子 

１２日 フェオドラ 加藤 マツ １９６１年 加藤  宏 

１４日  石川 トメ １９６６年 石田 浩一 

１４日 フェオドラ 山口 満つ １８８１年 山口 晃 

１５日 サムイル 阿久津省三 １９３０年 阿久津 八重子 

１５日  大味テル子 １９９７年 小杉 英男 

１６日 ハイナ 石井テル子 １９２６年 石井 愛子 

１６日 イサイヤ 神谷 忠一 ２００６年 神谷 淳一 

１８日 マリヤ 山口 ちづ １９３３年 山口  晃 

１８日 ペトル 青柳 常吉 １９４０年 横田 祥子 

１９日 マリヤ 中島  春 １９７０年 岡野 康子 

１９日 イオアキム 大田 安彦 １９８３年 土居 勇典 

２３日 ペトル 神谷 清次郎 １９４５年 神谷 淳一 

２４日 リュボフ 小原 トク   

２４日 フィリップ 山口 敏郎 ２０００年 山口 敏之 

２５日 アガフィア 山口 恒子 ２０１２年 山口 敏之 

２５日 ダニイル 神谷  寛 １９９７年 神谷江津子 

２８日 サモン 渡辺 四郎 １８９３年 渡辺  宏 

２８日 司祭ニコライ 高橋 憲政 １９７６年 松川 ゑみ 

３０日 イオアン 廣石  望 １９０８年 廣石 利恵 

今月は第 5 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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今年の会報では、「職業別」という

テーマで新たな聖人伝を企画しま

す。それにあたり、まずは2つの

ことをお伝えします。 

聖人とは 

 聖人は私たちと同じ人間です。決

して「神」でも「神のような人」でも

ありません。聖人と私たちとの違い

は、彼らが心と思いを尽くして神を

崇め、痛悔によって神を讃美した結果、神から特別な恩寵を賜った、というところでしょう。その気になれば、

誰でも聖人になれるかもしれないのです。聖人も人ですから、その生き様は十人十色ですが、彼らが求めたも

のはただ一つ、神の義でした。今日までの21世紀間、いや旧約の時代から数えると一体どのぐらいの時間か

はわかりませんが、数えきれない人々が神から特別な恩寵を賜ったのです。今日、私たちは聖人について教会

の伝承から、彼らが一体どのようにして私たちと関わっているのかを知ることができます。それどころか最近

列聖された聖人ならば、その生き様や姿をつい昨日のニュースで見聞きするかのように知ることができます。

私たちは、そのような聖人たちに共に祈ってくださいと助けを求めます。その最たる方が皆さんご存知の「至

聖なる生神女」です。生神女は、十字架上の神イイススハリストスによって弟子たちに改めて紹介されます。

「これはあなた方の母である」と。つまり、のちに弟子たちによって形成される教会という真の神を信じる

人々の群れの母を意味します。私たち一人ひとりにとっての母親であり、神と私達との中を保つ者です。 

イコンとは 

会報では様々なイコンをご紹介してきましたが、イコンは俗にいう「御神体」

ではありません。また美術品でもありません。したがって誰の作品かという点に

人の意識がいかないよう、敢えて描き手がイコンに名を残すことはあまりありません。イコンは私たちが神

や聖人を思いながら祈りに集中することを助けてくれる大切な道具です。大切な道具ですから、修理して使

用したり、或いは使えなくなったとしても丁重に取り扱われます。私たちは神に祈るとき、牛を想像しなが

ら祈るでしょうか、誰か特定の人物や物を自分の気分で決めて祈るでしょうか。聖堂では人々の祈りが自分

勝手な方向へいかないよう、イコンが私たちを助けてくれます。家でも同じく祈れるように、イコンを家に

も置きます。もし「家にはこういうイコンを置きたい」というご希望があれば、遠慮なく司祭にご相談くだ

さい。大きさも（もちろんお値段も）種々ありますが、何かお手伝いできるかと思います。 

ウォーレンビル顕栄聖堂、米国Photo by HTAOC 
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12/11 修善寺/柏久保 

降誕祭 聖体礼儀と祝賀会の様子 

12/17・18 

静岡 降誕祭聖体礼儀(←)と

祝賀会(↓)の様子 

望月 理史君（津田栄一郎兄の孫）の作品 

「天使と教会と修道女」(修善寺) 

ガブリイル 

田中 和幸 神父様 

12/24小田原降誕祭 前晩祷(↓) 

12/23平塚降誕祭 聖体礼儀(←)

と祝賀会(↓)の様子 

聖体礼儀後、けん玉合戦?! 

12/25小田原降誕祭  

聖体礼儀と祝賀会の様子 


