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●五旬祭後第 22主日聖体礼儀・こども成長感謝祈祷 

11 月 1 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔)  

第５調 ガラティヤ 6：11-18 ルカ 8：5-15 
 
                                 

●五旬祭後第 24主日聖体礼儀・月例パニヒダ・聖歌練習と講話 

11 月 15 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔)  

第７調 エフェス 2：14-22 ルカ 8：26-39 
 

●五旬祭後第 26主日聖体礼儀 

11 月 29 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔)  

第 1 調 エフェス 5：8-19 ルカ 10：25-37 

 

  

 

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: oco_sakae@nifty.com 

日本ハリストス正教会教団 HP: http://www.orthodoxjapan.jp/ 

郵便振替口座: 00270-6-15226 

2015年11月1日発行 第159号 

 2015年 11月号 

こども感謝祈祷の後から 20分、キッズタイムがあるよ！ 

「此
こ

の都邑
ま ち

と凡
およそ

の都邑
ま ち

と地方
ち ほ う

、及
およ

び信
しん

を

以
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て此
こ

の中
う ち

に居
お

る者
も の

の爲
ため

に主
し ゅ

に祷
いの

らん」 

大連祷の第六の祈願文 

 

聖体礼儀解説（7）～大連祷その 6～ 

神の愛はこの世に存在する全てのもの、そして全世界に及

びます。神は全ての人、全ての場所、全ての時間と空間を

自らの手の中に抱かれます。聖マキシモスクは『完全なる

愛は斉しく万物を愛する』と言いました。【2 ページに続く】 

 

 10 月 31 日 (土) 小田原教会 9:30～15:30 (詳細は P4) 
 

作業内容は、除草と花の苗の植え付けです。昼食は、焼きそばとバーベキュー！今回も多くの参加をお願いします。 

mailto:oco_sakae@nifty.com
http://www.orthodoxjapan.jp/
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私たちの聖なる教会は、この神の愛を体現し、全

ての信徒がこの愛を生きることを切望しています。こ

の愛の「溢れ」が私たちの住む町のみならず、全ての

町と全ての国の為に祈る言葉となって表れます。私

たちは確かに、「日本国」など特定の国に住んでいま

すが、永遠に地上に生き続けるわけではありません。

私たちは常に、天国にいるように

生きているのです。私たちは全て

の人を愛していますが、また全て

の人からも追われます。ひと言で

いうなら、身体の中に霊があるよう

に、世界にはキリスト教徒がいま

す。霊が身体の隅々まで達してい

るように、キリスト教徒は全世界の

全ての町に住んでいます。世界を

支えているのは、真の祈りに生き

るキリスト教徒かもしれません。そ

れはどういうことでしょうか。 

キリスト教徒である私たちが世

界の霊であるならば、私たちは

人々と共に喜び、人々と共に悲し

むのです。私たちは自分たちの肉親が私たちを愛し

てくれる以上に人を愛さなければなりません。私たち

が聖人たちを「聖なる父」と呼ぶのは、彼らが私たち

の肉親以上に私たちを愛し慈しんでくれるからです。 

かつて聖金口イオアンは、このような「父の愛」をア

ンティオキアの町に対して示しました。387 年、皇帝

セオドシオスが重税を課したのを機に、アンティオキ

アの住民たちは皇帝の像を破壊しました。憤慨した

皇帝は、アンティオキアの町から全ての特権を奪い、

町を壊滅させると脅しをかけました。アンティオキア

の町の有力者たちは殺害され、財産は没収され、恐

怖と破壊が町に満ち溢れました。逃れることができた

人は僅かでした。ほとんどの人は捕らえられ、拷問を

受けて殺されました。 

当時のアンティオキアの主教であったフラヴィアノ

スは、高齢で病身であったにも関わらず、皇帝の怒り

を鎮めるため、厳冬の中、王都コンスタンティノープ

ルに赴きました。そこで待っていたのが当時司祭で

あった聖金口イオアンでした。金口

イオアンは、このときすでに「人々は

アゴラ（市場）を去り、教会に満ちた」

と言われるほど、苦しむ民衆を慰め

る聖なる父でした。 

やがて皇帝の使者たちによって

裁判所が設けられ、容疑者たちの

審議が始まりました。すると、多くの

隠遁修道士たちが、まるで天から降

ってきた天使たちのように、方々か

ら王都に集まってきたのです。コン

スタンティノープルの町はまるで天

国のようでした。町の至るところで見

かける聖人たちの姿に、苦しむ町の

人々は癒されたのです。 

ついに主教フラヴィアノスの使命は達せられ、皇

帝は民衆を恩赦しました。聖金口イオアンは、主教フ

ラヴィアノスと信者と共に、アンティオキアの町が救わ

れたことを祝い、次のように言いました、『神は崇め讃

めらるるかな、彼は今日私たちにこの聖なる祭を大い

なる喜びと楽しみを以て祝うことを許し賜うた。仁愛の

神に感謝しよう。アンティオキアの町のために神が示

された力と慈しみと智慧と庇護を讃め揚げよう。』 

聖人たちは自分たちが生まれ育った町だけでなく、

全ての町と国とを愛しています。この連祷の言葉を聞

く時、私たちも真剣に私たちの住む町に神の憐みと

慈しみがあることを求めて祈りましょう。 

聖体礼儀解説(7) ～世界を保持する者～ 
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小田原 v 聖十字架挙栄祭聖体礼儀 10 月 4 日

（日）十二大祭の一つである十字架挙栄祭聖体礼儀は、

１週間遅れで行われました。聖なる十字架は、すでに前

晩祷から聖堂中央に薄紫の小菊の上に捧出されており、

聖体礼儀に参加した人はみな、聖体礼儀後に聖なる十字

架に伏拝しました。十字架挙栄祭は４世紀後半ごろの歴

史的出来事をもとに毎年祝われています。ミラノ勅令を出

した聖コンスタンティン大帝の母エレナは大変熱心なキリ

スト教徒で、大勢の人を使って主ハリストスが架けられた

十字架の木を探していました。調査と大きな労力の結果、三本の十字架を見つけましたが、どれが主ハリストスのもの

か分かりません。しかしその中の１本だけが、病にある人を癒したことで、聖なる十字架を判別し、教会が「聖なる十字

架」と認め、その日をこの祭日に制定しています。十字架挙栄祭聖体礼儀に引き続き、月例パニヒダが行われました。 

柏久保  晩課 10月 10日（土）、五旬祭後第19主日の前晩祈祷が行われました。この日は先にワシリイ日吉平夫

兄の三年祭がご家族によって行われました。ご祈祷後は、皆さんで持ち寄った軽食を頂きながらしばらくの間歓談し、

司祭から連絡事項が伝えられて、いつもより少し早めの解散をしました。 

静岡 玉川大学教育博物館2015年度特別展示『山

下りん・日比和平が描いたイコン』展と中華街での

ランチの旅 10月14日、堂祭である生神女庇護祭に合わせ

てイコン見学のバス旅行を行いました。信徒未信徒問わず約

20 名での日帰り旅行になりました。大学内の教育博物館では、

一行を学芸員が対応、イコン修復の過程を十分に案内して下

さいました。当初の予定より1時間程多く見学に時間をとって、

次の目的地である横浜の中華街へ移動。約2時間遅れて親睦

昼食会が始まりました。楽しい昼食を済ませ、15時 30 分に横

浜を出発。静岡へは 19時ごろの到着になりました。イコン特別展示会についてのレポートは次号に掲載いたします。 

修善寺 聖体礼儀・墓地祈祷 10 月 11 日 (日)、五旬祭後第19主日聖体礼儀が行われました。初秋にしては

少し肌寒い陽気の中、穏やかなご祈祷が終わって、昼食を頂きました。司祭とイオアン山田執事長より連絡事項を聞き、

次回の聖歌研修会の打ち合わせを行いました。皆の話も楽しく、終始笑いの絶えない午後となりました。 

平塚 次回の集会は 11月 14日（土）澁谷道子姉宅にて行います。皆さまのご体調が守られますことをお

祈り致します。 

教区 西湘・伊豆・駿府地域の正教会 秋の修養会 2015 2015年 9月 27日と 28日の 2日間に

わたり、秋の修養会を行いました。これは昨年より管轄司祭の同じ、小田原・柏久保・静岡・修善寺・平塚

の教会で参加者を募って行っているものです。今年は御殿場ユースホステルを宿泊場所としました。参加

人数は 22名でした。参加者が持ち寄った盛りだくさんのプログラムにより、実に充実した修養会になりまし

た。裏表紙のフォトレポートをご覧ください。 

最近の出来事 ・消息  
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議題 

1. 前橋教会成聖式参加の件 

１１月 3 日に行われる成聖式には、ディミトリイ田中神父、タチアナ山口ノブ子姉、 

ウエラ神谷智子姉、マリ－ナ日比野恵美子姉、マリア廣石利恵姉が参祷する。 

2. 理事会報告 

・教区活動として計画されていた、信徒研修会は２月 18 日（木）小田原教会で開催される。

講師は桝田神父様 開催時間については午後２時からの予定。 

・篤信献金について 

3. 富士霊園墓石クリーニングの件 

内藤石材に依頼して、完了した。目地については、相当劣化しているので、今後修復を依頼す

る予定。 

4. ボランティアデーについて 

10 月 31 日（土）作業開始 ９時 30 分 終了予定 15 時 30 分。 

・焼きそば、フランクフルト等 執事長にお願い済。 

・廣石五郎兄より、今年もまた花の苗木を購入する予定。 

・焼きそば用野菜は、婦人会手配。 

・プロパン手配 

・小屋の扉を修理する。 

・境内地植木剪定は 10/20 に完。 

5. アルミ製 傘立て購入した。（信徒会館、聖堂用） 

6. 信徒会館耐震調査打合せの件 

10/27 業者と打合せを行う。（別途 聖堂については予備診断をする。） 

7. 神父長期出張の不在時対応は、山手教会 桝田神父に依頼済み。 

8. 11 月 1 日 七五三モレーベンを行う。 

以上、                   

報告：副輔祭マカリイ神谷幸夫 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 1日(日) 

聖体礼儀に引き続き、聖堂にて 

お子様の今日までの成長への感謝と共に、

今後の日々の歩みの上に神様の祝福があ

りますようお祈りします。神父さんからの

プレゼントもお楽しみに♪ 

 

こども成長感謝祈祷 

10月 31日（土）9:30～15:30  

(雨天中止 （小雨の場合は行います）) 

毎年、境内地美化活動として行っています。この日

は昼食に大きな鉄板で焼く、神谷忠明執事長特製

焼きそばをはじめ、バーベキューなどなど、楽しみ

もたくさん♪ご家族でもふるってご参加ください！ 

～2015年10月17日（土）に行われた執事会についてご報告致します。～ 
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11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 エレナ 澁谷 マス １９０３年 澁谷 道子 

２日 アンナ 大田 スミ １９９３年 土居 勇典 

３日 マリヤ 渡辺 ヨシ ２００５年 渡辺  宏 

３日 マリヤ 神谷 千代 ２００９年 神谷 淳一 

４日 ワッサ 澁谷 カネ １９４９年 澁谷 道子 

 フォマ 村松 一郎 ２０１２年 村松 伸子 

５日 ネオニラ 中島 清子 １９４１年 岡野 康子 

６日 パウエル 神谷 清右衛門 １９３９年 神谷 淳一 

８日 マウラ 関川 信子   

９日 イリナ 竹内 ワカ １９１５年 樋口 邦利 

１０日 ナウム 澁谷 晋 ２００９年  

１０日 マリナ 内藤 ミチ ２００８年 内藤 直樹 

１１日 マリヤ 飯塚 ミツ ２００１年 山本 やす江 

１１日 司祭ティト 中島 市造 １９３０年 岡野 康子 

１２日 ナタリヤ 日比野 ツマ １８９２年 日比野 勇 

１２日 リヤ 神谷 ウタ １９５１年 神谷 武夫 

１４日 オリガ 日比野 タツ １９４８年 日比野 勇 

１５日 ダニイル 荒井  智 １９４４年 荒井  譲 

１６日 イリナ 神谷 トミ １９４２年 神谷 淳一 

１７日 ヒワ 日比野 ヒワ １８９４年 日比野 勇 

１９日 イオアン 内藤 雅悟マサノリ ２００８年 内藤 直樹 

１９日 ゾヤ 中島 マキ １９１９年 中島 八千代 

２０日 マリヤ 山口 勢以 １９０９年 山口 晃 

２０日 ソシヤ 荒井 エイ １９３８年 荒井 譲 

２１日 アンナ 廣石 ゆき １９９６年 廣石 卓也 

２１日 ダヴィド 吉竹 克己 ２００６年  

２２日 ナタリヤ 高橋 ふみ １９８５年 松川 ゑみ 

２４日 イオアン 山口  寛 １９１４年 山口 晃 

２７日 イリナ 岡本 啓子 ２００１年 假野 美枝 

１０日  中島(嬰児) １９６０年 中島 八千代 

１６日  日比野 悦子 １９６８年 日比野 恒美 

 

 

 

今月の月例パニヒダは第三日曜日です。 

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。 
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献金報告             10/20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： 

 
 

聖大致命者潤膏者
じゅんこうしゃ

ディミトリイ    

記憶日11月8日/10月26日（新暦） 

聖ディミトリイは西暦 200年代のテサロニキの地方総督の息子である。

キリスト教徒への迫害が激しい中、聖ディミトリイの両親は隠れキリスト教徒

で、聖ディミトリイもその中で育って洗礼を受けていた。聖ディミトリイは教育

と軍の指揮能力に長けていたことから、当時の皇帝ガレリウス マキシミア

ヌスから信頼を受けいた。それで彼の父の役職を継がせるため、聖ディミト

リイを呼び寄せた。マキシミアヌス帝の命令は次の通りであった。「キリスト

教徒への対応は単純である、殺害せよ。」しかし、聖ディミトリイは既に多くの人を救いに導いていたのであった。 

このような命を受けた聖ディミトリイはテサロニキに帰るとすぐに彼の霊的指導者であるメタフラストの聖シメオン

のもとへ痛悔しに赴いた。そして彼は第二のパウエルとして致命も覚悟の上で生きるよう助言を受けた。彼は軍指

揮を務めながらも自分の財を貧しい人々に施すことを行い、徐々に節制と祈りの生活を始めるようになった。 

ある時マキシミアヌス帝がテサロニキへ来て聖ディミトリイを召喚した。ところがその時、聖ディミトリイは突然大声

で自分がキリスト教徒であることを皇帝に告げた。聖ディミトリイは直ちに牢屋に投げ入れられた。皇帝はテサロニ

キでのこの出来事を面白がり、サーカスを催すと宣言した。サーカスの内容は格闘技のチャンピオンでリエウスと

いう名のゲルマン（ドイツ）人と、聖ディミトリイに従う熱心なキリスト教徒ネストルを戦わせるというものであった。闘

いの経験などないネストルは聖ディミトリイの牢屋へ行き、神の祝福が自分に垂れるよう祈ってほしいと願った。聖

ディミトリイはネストルを祝福し、牢屋からネストルを闘技場へ送り出した。凶暴なリエウスはすぐさまネストルに襲い

かかったが、神に護られたネストルは奇跡的にリエウスを闘技場から槍が上向きに連なるところへ投げ込んで勝

利した。不快に思ったマキシミアヌス帝はネストルを処刑し、継いで聖ディミトリイを殺すために兵を送った。11月8

日の夜明けごろ、地下牢の中にいた聖ディミトリイは槍で刺されて致命した。 

4世紀、聖コンスタンティン帝の時代になると、彼が埋葬された墓の上に教会が建てられた。その後教会は建

替えられたが、聖ディミトリイの体は朽ちることなく墓に納められていた。7世紀になると、その体（不朽体）からこの

世のものとは思えない良い香りのする油が流れ出すようになり、彼は「潤膏者
ミロ ブリーティス

」と呼ばれるようになった。 

テサロニキの戦士、聖ディミトリイにはテサロニキの街を地震から守ったというエピソードをはじめ、ロシアの各地で

も聖ディミトリイに護られたという様々な話が残っている。彼は若者の守護者、またあらゆる患難や誘惑と闘う人々

の懇願を聞いているという。 

日付 氏   名 摘  要 

10/4 山本 保兄 パニヒダ献金 

 内藤 直樹兄 パニヒダ献金 

 神谷 淳一兄 パニヒダ献金 

 

 

廣石 清子姉 パニヒダ献金 

日付 氏   名 摘  要 

10/4 神保 泉姉 感謝献金 

 嘉山 学兄 会報献金 

 モハメッド兄 感謝献金 

日付 氏   名 摘  要 

10/4 神谷 淳一兄 感謝献金 
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ホビータイム 

花火ショーと 

就寝前の祈り 

秋の秩父宮記念

公園にて… 


