
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

●五旬祭後第 1主日 衆聖人の主日聖体礼儀・月例パニヒダ・
婦人会総会 

 6 月 7 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔)  

 第 8調 エウレイ(へブル)11：33-12:2 マトフェイ10:32-33, 37-38, 19：27-30 

●五旬祭後第 4主日聖体礼儀 

 6 月 28 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔)  

 第 3 調 ロマ 6：18-23  マトフェイ 8:5-13 

※午後は東京大主教区 教区会議があります。 

 

聖イオアンニキイの祝文 

晩堂課など暮の祈祷で祈られるこの言葉は、私たちに大きな安らぎを与えてくれる。父、子、聖神とはすなわち私を、あなたを造った神である。

太古の人々は聖にして一つなる三者をどのように人々に伝えようかと知恵を絞り、旧約聖書のある行から、同じ顔を持つ3人の天使としてイコ

ンに描き表すことを手段の一つとした。自分自身を操ることのできない睡眠のとき、自分では変えることのできない状況の中にいるとき、私た

ちがいかに脆弱な存在であるかに気付いたとき、私は自らの創造者の翼の覆いの下に覆われるのだと、敢えて宣言する。 

 

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 
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～聖イオアンニキイの祝文～ 

-定額献金のお願い- 

今月号の会報に定額献金用の封筒が同封されています。教会は皆様の志である献金によって支えられ、今日

まで存続しております。新年度もどうぞご協力をお願い申し上げます。 

 

※詳しくはＰ3 

mailto:oco_sakae@nifty.com
http://www.orthodoxjapan.jp/
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私たちがロウソクを灯すとき、洗礼機密を受

けた私たちはハリストスという「光」を身にまとう

者であることを思い起こしましょう。それゆえに、

洗礼は「光照」とも呼ばれます。洗礼のときに、

灯されたロウソクを手にもつのはそのためです。

この光は五旬祭のときに聖使徒たちに降って

きた炎、聖神の光です。この光は私たちが聖

体礼儀に参祷し、祈りを献げ領聖するたびに、

私たちの中で、私たちの心の中で改められる

のです。聖体礼儀の終わりに、『すでに真の光

を見、天の聖神を受け、正しき教えを得て、分

かれざる聖三者を拝む云々』と歌うのは、まさ

にこのゆえです。 

聖堂の明かりは、このような理由で、電気的

なものよりも、私たちがロウソクの光に照らされ

心に温かさと敬虔さを覚えることができるように

自然のものであるのが好ましいと思います。 

ロウソクは神への献物です。私たちに物質

的な豊かさを与えてくれる神への感謝です。

神から賜ったものは神に返しましょう。 

ロウソクはまた、私たちの心の柔軟さ、寛容さと

同時に体合をもたらす聖神の力を意味してい

ます。なぜなら、ロウソクは、すくなくともそうあ

るべきなのですが、ミツバチがつくる蜂蜜から

造られるからです。蜂蜜を造るためにミツバチ

は花々から花粉を集めます。このように、ロウソ

クは私たちにミツバチの勤勉さ、ミツバチが不

純なものを取り除き、純粋なものだけを集めて

いる事実を思い起こさせます。 

またロウソクは、どのように神性の炎が柔和な

心と合一し、それを穏やかにし、その心をもつ

人とそれと親しむ者たちを照らすのかを思い起

こさせます。ロウソクは、それが燃えるとき、その

周囲を照らします。このように、自分の信仰を意

識する者は、神の愛のために自ら労するとき、

周囲にいる人々を照らし、彼らに救いの道を示

すのです。 

聖堂に入ったら、柔和な心をもって献灯台に

ロウソクを献じましょう。一本は自分も含めて生き

ている者のため、一本は亡くなった親戚縁者と

知人のために。もし生きている者のうちの誰か

が何か問題を抱えているなら、そのためにもロ

ウソクを献じましょう。もちろん、ロウソクを献じる

ときには祈りのことばを添えて下さい。生きてい

る者のためには、『神よ、（誰々）を憐れみ護り給

え』と。そして、永眠した者のためには、『神よ、

（誰々）をあなたの懐に入れ、彼の霊を光ある所

に安んぜしめ給え』と。 

司祭 ディミトリイ田中 
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小田原 v墓地祈祷 復活祭後の墓地祈祷が4月14日の御殿場 大雲院・冨

士霊園の教会共同墓地よりはじまりました。翌日の湯河原吉浜霊園までは雨傘

を手に持っての祈祷になりました。4月16日の久野霊園・鳳巣院・福厳寺・願成寺

と4月21日の藤沢大庭台墓苑・七里ヶ浜霊園、そして 4月22日の青山霊園と 4

月24日の多磨霊園は春らしい空の下で、各墓前へ参りました。 

復活祭後聖体礼儀 5月3日（日）には癱者の主日の聖体礼儀、そして5月

17日には瞽者の主日の聖体礼儀が行われました。復活祭から聖神降臨祭に至るまでに 7週間あります。そして 50

日目に五旬祭（ペンテコスティ）すなわち聖神降臨祭が行われます。5月3日はゴールデンウィークでしたが、18名

が参祷されました。また5月17日は聖体礼儀と共に月例パニヒダが行われました。こうして『ハリストス死より復活し』

という復活のトロパリで祈祷が始まる期間が終わり、いよいよ『天の王、慰むる者や』のトロパリで祈祷を始める五旬祭

（聖神降臨祭）を5月31日に迎えました。来月号にてご報告します。 

柏久保 復活祭墓地祈祷・総パニヒダ  5月9日（土）16時から、柏久

保墓地祈祷が行われました。この日は珍しく雨が降り、1３軒の信徒家庭の墓前

で祈祷を行いました。足元の悪い中ではありましたが、皆力強く復活のトロパリ

を墓前で歌い、墓で眠る方々に復活の希望を告げることができました。悪天候

の中で2時間強墓地を歩いたため、聖堂でのリティヤは取りやめ、教会で用意

した夕食を頂いて解散しました。 

復活祭聖体礼儀 5月10日（日）10時より修善寺教会・柏久保教会合同復活祭

聖体礼儀が行われました。詳しくは修善寺でのご報告をご覧ください。 

静岡 聖堂お別れ会準備 約半世紀にわたり静岡にて祈りの

場として用いられてきた生神女庇護聖堂が今年解体されること

とになりました。まだ50年で解体ですか?という問いもあります。

この聖堂は３階建の建物高さがありますが、残念ながら建物に

鉄筋が入っておらず、ブロックを積み上げただけの状態で建っ

ています。これにより大川神父様が静岡教会を管轄されていた

時代から、修復も含めて議論がなされてきました。実に長い期

間の検討のうえ、やむを得ず建て直しという運びになりました。

教会内外の人々の愛着も深いことから「聖堂お別れ会」をしようという声が信徒から沸き起こりました。このた

最近の出来事 ・消息  

2015 年度小田原教会婦人会総会 

日時: 2015 年 6 月 7 日（日）昼食後 

◆婦人会活動を報告し、新年度の活動について意見交換を行う大切

な場ですので、出来る限りのご出席をお願いいたします。 

 

静岡 聖歌練習風景 
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めに信徒有志が週末に集まり、長く親しんできた聖堂に聖歌を響かせるため、聖歌を練習して参りました。

「聖堂お別れ会」は５月２３日（土）に行われました。詳しい報告は来月号にてお知らせ致します。祈りを継い

でいくために、建物はもちろん大事ですが、最も大事なのは祈る人々そのものです。繕いながら物を大切に

することは当然ですが、残念ながらそれらはいつか朽ちてしまいます。しかし継ごうとする人がいるからこそ、

物は再生されていきます。 

修善寺 復活祭聖体礼儀 5月10日（日）10時より修善寺教

会・柏久保教会合同復活祭聖体礼儀が行われました。爽やかな

風と新緑の下、聖堂を3周回って十字行を行いました。三島・沼

津・御殿場・伊東・修善寺・神奈川から、40名を超える信徒が声を

合わせて主の復活を祝い歌いました。復活祭聖体礼儀に続い

て、信徒会館にて祝賀会が行われました。祝賀会では毎回恒例

のプレゼントくじ引きだけでなく、山田亨執事長からの漢字あて

クイズ大会も白熱しました。昼食・飲み物・景品を準備して下さっ

た婦人会の方々 に心より感謝します。 

平塚 地域集会 5月30日（土）午前10時より窪田兄宅にて行われる予定でしたが、埋葬式と重なって

中止しました。後日重田執事長と振替日を設けるかを相談します。７月１8 日（土）は信徒総会と総パニヒ

ダです。平塚教会の信徒の皆様は万障お繰り合わせの上、ご出席頂けますようお願い申し上げます。 
 

永遠の記憶 v 長司祭 イオフ 馬場 登 師（77 歳）5月 13日（水）に肺がんの

ため永眠されました。イオフ馬場神父様は 1967年より兼任司祭として静岡教会から

小田原教会に毎月一回来られるようになり、翌々年に小田原教会の常駐司祭となり

ました。そして1987年までの20年間小田原教会にて奉職されました。その後、仙台

教会にて奉職された後、故郷の北海道に戻られ、晩年は療養しながら上磯教会に

て奉事を行っていました。前晩パニヒダは5月18日（月）・埋葬式は5月19日（火）、

上磯ハリストス正教会にてセラフィム大主教座下の司祷により執り行われました。埋

葬式に続いて上磯の墓地に土葬されたとのことです。長年お世話になった神父様

のため、永遠の記憶をお祈り致します。 
 

永遠の記憶 v エフフィミイ 山田 喬 姉（95 歳/修善寺） 5月 16日（土）

に永眠されました。5月 17日（日）・18日（月）に修善寺ハリストス正教会にて前晩

パニヒダ・埋葬式を執り行いました。永遠の記憶をお祈り致します。 

永遠の記憶 v イリナ 森 幸枝 姉（85 歳/修善寺） 5月 26 日（火）に永

眠されました。6 月 1 日（月）・2 日（火）に JA ハートフルメモリー修善寺会館にて

前晩パニヒダ・埋葬式を行います。いつもエフフィミイ山田姉と並んで一番の前の

席でご祈祷されていたのを思い出します。永遠の記憶をお祈り致します。 

永遠の記憶 v アキラ 尾崎 明 兄（93 歳/修善寺） 5月 27日（水）に永眠されました。5月 29日

（金）・30日（土）にみしま聖苑にて前晩パニヒダ・埋葬式を行いました。永遠の記憶をお祈り致します。 

森姉（左）と山田姉（右） 

https://col126.mail.live.com/ol/
https://col126.mail.live.com/ol/
https://col126.mail.live.com/ol/
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1. スケジュール確認（5 月～7 月） 

 ・5/15 教役者会議 5/27東京主教区教区会議（理事会） 

 ・5/23（土） 静岡教会 生神女庇護聖堂 お別れ会（最終一般公開日） 

 聖堂内の公開、ミニ聖歌音楽会等 

 ・5/27東京主教区教区会議（理事会） 

  

 大きな行事予定としては 

 5/31（日） 堂祭、（聖神降臨祭） 

 6/7（日） 小田原正教会 婦人会総会、（5/31を変更） 

 6/28（日） 東京主教区教区会議 

 7/11（土）、12（日） 全国公会、 

 

2. 定例連絡会開催について 

 従来日曜日に開催していたが、今後は土曜日 18時～開催に変更する。 

 日曜日は活動日としたい。 

 

3. 書籍の紹介について 

 「エギナの聖ネクタリオス」が出版され、本が届きました。 

 これは田中神父が著者の日本語翻訳を校閲した本で、韓国正教会より贈られた。 

 購入希望者は司祭に申し出てください。頒布価格 千円/冊 

 

4. 会報メール便について 

 現在、会報はクロネコメールで各家庭に送付していますが、今回、信書（請求書、領収書等）の同

封は出来ない事が分かりました。会報送付の対応を検討した結果、会報は従来通りクロネコメー

ルとし、信書については数が限られているという前提で、会報とは別に「郵送」する事に決定。 

以上、                   

報告：副輔祭マカリイ神谷幸夫 

 

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。 

 
婦人会献金： 今月はありません。

 

 

 

 
 
 

日付 氏   名 摘  要 

5/3 山口 敏之兄 感謝献金 

 木下 アナマリア姉 復活祭献金 

 芝田 三郎兄 復活祭献金 

5/10 阿久津 八重子姉 復活祭献金 

5/17 神谷 忠明執事長 パニヒダ献金 

 

 

 

 

日比野 俊二兄 パニヒダ献金 

 ゴルバチョフ セルギイ 兄 感謝献金 

―訂正― 先月号の会報の献金報告で 5/20

現在 とありましたが、正しくは4/20でした。 

 

 

 

 

記載遅延のためにご心配された方々に心よりお

詫び申し上げます。今後このようなことを防止す

る方法を考えて、再発のないよう努めてまいりま

す。 

～2014年5月2日（土）に行われた執事会についてご報告致します。～ 

 

定額献金は献金報告で掲載されておりませ

ん。献金袋を領収書代わりと致します。また、

郵送事情により、4月以降領収印の押された書

類は会報とは別途お送りしています。 



  

6 

 

  



  

7 

 

 
 

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 

３日  石川 哲太郎 １９０９年 石田 浩一 

４日 ルカ 日比野 真一 １９９７年 日比野 健一 

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 

８日  日比野 克子 １９９３年 日比野 正男 

１０日 アンナ 山本 ムラ １９２５年 山本  保 

１０日  渡辺 静子 １９２１年 渡辺  宏 

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 愛子 

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 

２３日 ニーナ 中島 はな １８９９年 中島 八千代 

 アンナ 砂澤 つや子 ２０１０年  

２４日 シメオン 樋口 庄平 １９２７年 樋口 喜久江 

２５日 スサンナ 重田 住子 １９９６年 重田  仁 

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 武夫 

２８日  江川 忠四郎 ２００６年 山本  保 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の月例パニヒダは第一日曜日です。 

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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ロマの致命者 哲学者聖イウスチン 

6 月 13 日日/6月1日（新暦） 

西暦105年頃、聖イウスチンはナブラスと呼ばれる 

サマリア人の町でギリシャ人の両親のもとに生まれた。

彼は哲学に熱心で、ストア派の哲学からはじまり、ピタ

ゴラスやプラトニクス派などを転々として心を満たそう

と没頭した。彼はこの哲学の上にまだ何かあるのではな

いかと求め続けていた。 

あるとき聖イウスチンは、一人の不思議な老人に出逢

った。この老人は聖イウスチンにこう言った。「神が明か

すまで、人は全てを知ることはできない。神は聖書を通

じて人に真実を明かすだろう。」 

聖イウスチンは聖書を読みはじめた。さらに、自分のうちにも罪がある事を認めたことで洗礼を

受けた。しかし自らをキリスト教徒だと声を上げて言うことはなかった。哲学の集会のためにロー

マへ行ったときにも、彼は大変な尊敬を集めた。 

あるとき、聖イウスチンは聖プトレミーと聖ルキアンが殉教する瞬間に立ち会った。潔白なキリ

スト教徒が拷問を受けて殺害されていくのを見て、聖イウスチンはキリスト教徒を擁護するための

弁論書（Apologia for Christians）とキリスト教の教えを書物にして、皇帝アントニイとその議会

に提出した。皇帝はその書物を注意深く読んだ上で、キリスト教徒迫害を中止する命令を出した。

聖イウスチンは皇帝が発布した命令を写本し、それを持って迫害されている大勢のキリスト教徒が

いるアジアへ赴き、キリスト教徒を救済して再びローマに戻った。 

ところが皇帝はマルクス アウレリウスに変わってしまっていた。聖イウスチンは再びキリスト教

徒擁護のための弁論書を書いて送った。ところが、たちの悪い哲学の一派であるキニク派（Cynic）

の男が聖イウスチンをキリスト教徒だと告発した。その理由は聖イウスチンの弁論が討論を重ねる

度に上達しているからだという、まさに皮肉に満ちたものであった。聖イウスチンはこのような理

由で牢に投げ入れられた。この男は聖イウスチンを殺害したいと願っていたが、民衆の目も気にし

ていた。そこで暗殺を企て、牢屋にいる聖イウスチンに毒を盛った。 

こうしてキリスト教徒の大いなる弁護者、聖イウスチンは西暦166 年、地上での生涯を終えて福

たる永遠の国へと移った。 

 

6 月に記憶される聖人 


