
●新年感謝祈祷
 1月 1日 (金) 11:00～

●五旬祭後第31主日聖体礼儀
 1月 3日 (日) 10:00～ (9:30痛悔)
第 6調 エウレイ 11:9-10,17-23,32-40  マトフェイ1：1-25 

聖杯(Chalice) 

主ハリストスが一つの杯からぶどう酒を弟子たちに分け与え

たときから（ルカ22:19, 20）現在に至るまで正教会が受け継

がれてきた重要な聖器物である。毎回の聖体礼儀の前には、捧

げられたパンと葡萄酒を聖変化のために整える祈祷（プロスコ

ミディア）が行われる。ここでは、教会に属する私たち一人ひ

とりと先に永眠した兄弟姉妹一人ひとりを記憶するための祈り

が司祭によって行われる。聖体礼儀では、同じ信仰をもつ人々

の記憶と祈りと感謝と喜びが、一つの聖杯の中でひとつになり、

それが聖神のはたらきにより、聖パンとぶどう酒と共に主ハリ

ストスの聖なる体と尊い血に変化し、私たち一人ひとりに分け

与えられる。私たちは主の聖杯を通じて神と交わる。それはま

さに、私たちの喜びの源である。 

小田原・平塚正教会だより 
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●神現祭聖体礼儀・大聖水式・聖書講話 
 1月 17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35主日聖体礼儀・月例パニヒダ 
 1月 31日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

第 2調 コロサイ 3:12-16、ルカ 18:18-27

Photo by Metropolitan Museum of Art 

西暦500年代前半に使用されていた聖杯。アンティ

オキア地方のもの。銀製の杯にブドウの木と聖使徒

の模様が細かく施されている。 

聖水を持ち帰る方は容

器をご持参ください。 
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私たちの信仰の源である聖書、その中には

四つの福音書が収録されています。「福音」と

はまさに、「喜ばしい知らせ」を意味する言葉

です。

この「福音」という言葉からだけでも、私たち

人間は本来、神との交わりの中から清い泉の

ように湧き出ずるかぎりない喜びの中に生きる

ために神によって創造されたものであることを

うかがい知ることができます。

私たちが見通しの立たない明日のことで悩み

ながら毎日を不安に生きるようになってしまった

のは、私たちが自分の罪のありさまに甘んじて、

神と、そして隣人との交わりの中に生きようとしな

いからだと教えているこの「喜ばしい知らせ」は、

私たちが本来得るべき喜びへの道しるべです。   

主ハリストスがご自身の復活の後、その弟子

たちに向けて発した最初の言葉は、「喜べよ」で

した。それまで主が教えの中で人々に述べられ

た厳しいお言葉とは全く異なるこの言葉は、単

に悲しみや憂いをもたないという意味ではありま

せん。神を信じれば悲しみや憂いから逃れられ

るというのなら、なぜ神を信じている人々が戦争

や貧困などの不幸に生きている現実があるので

しょうか。 

私たちの教会は、たとえ今は心に不安を感じ

ていても、いずれ私たちの心は神との交わりの

中で喜びに満たされるであろうこと、そしてその

喜びは何人もこれを奪うことはできないこと（イオ

アン伝 16：22）を知っている人々の集まりです。 

もし悲しみや憂いを抱きながら毎日を生きて

いる人がいるとしたら、もしその人が「天に在す

我等の父よ」と毎朝唱えていたとしても、その日

一日をまるで孤児のように生きることになります。

口でハリストスの名を唱えても、心にハリストスが

いなければ、悲しみも憂いも拭い去られることは

ないでしょう。そのままでは、喜びの光の源にな

るどころか、隣人に対しても悲しみを与え続け、

私たちが「地獄」と呼ぶ状態をつくり出してしまう

でしょう。あとはこの連鎖が延々と続くだけです。

夢も喜びも希望もない世界です。「地獄」とは文

字通り、人を地上に拘束することです。不安と悩

みにおののく心で、恐怖と疑念に苛まれた思い

で、真っ暗な細道を歩き続けたいと願う人がい

るとは思えませんが、人々が神との絆を断つこと

で、神を自分の生活から追い出してきたのは事

実です。隣人との絆を断つことで自ら「個人」と

いう壁の中に引きこもり、自分以外の人に対して

は無関心になる。極端な競争社会にあっては、

自分の地位と能力だけが自己実現を獲得する

ための全てだと思い込む。今の世の中はそんな

一般化した悲しみに溢れた世界です。『剣をと

る者はみな、剣で滅ぶ』（マトフェイ伝 26：52）と

いう主ハリストスのお言葉はペトロだけに向けら

れたものなのでしょうか。否、それは隣人に対し

て思いやりや慈しみを示さない私たち一人ひと

りに向けられたお言葉です。 

現実味のない表面だけの喜びではなく、主

ハリストスのお言葉に根ざした深い喜びこそ、私

たちの毎日の生活の中で人とのかかわり合いの

中から生じるさまざまな問題や困難に立ち向か

う力を与えてくれる本当の喜びです。 

『悲しんでいる人々は、さいわいである』と主

が述べられたのは、まさにその通りであり、『私

はすでに世に勝っている』と主が述べられたこと

に、疑いの余地はないのです。 

この世には不安と悩みがあります。しかし、主

のこのお言葉を胸に勇気を出しましょう。新たな

年、私たち一人ひとりの願いが主の喜びのうちに

成就しますよう、心よりお祈り致します。 

司祭ディミトリイ田中仁一 

新年のあいさつにかえて 



小田原 聖体礼儀 12月6日（日）午前10時より聖体礼儀が行われました。この日は聖体礼儀に引き続いて月例

パニヒダを行いました。昼食後には降誕祭で歌われる聖歌を練習しました。 

代式祈祷・聖堂おみがき 12月13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

14 名の参加。普段聖堂清掃でできないところを中心に念入りに手入れしました。さらにその後は信徒会館でのクリス

マスツリー飾り付け。皆で降誕祭を迎える準備が整いました。これに先立ち、12月11日、強風の中でしたが、ガヴリイ

ル上野攻兄とアナスタシア恭子姉ご夫妻と、ハリスティナ縁姉（上野未来兄の奥様）が境内のモミの木に電飾を施す奉

仕をしてくださいました。降誕祭を迎える準備に尽力して下さった皆様に心より感謝致します。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。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 26 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。11 名の参祷者で、うち一名は初めて降誕祭

前晩祷に参祷されました。神に感謝します。長時間の祈祷でした

が、祈りの言葉そのものが降誕祭の意味を伝える素晴らしい祈祷

でした。また 27 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55名、祝賀会には42名が参加しました。裏表紙のフォト

レポートもご覧ください。年末の忙しい時期に差し掛かりましたが、多くの

方が参祷しました。また祝賀会前の時間を使って、こどもプログラ

ムが行われ、みんなで松ぼっくりのクリスマスツリーを作りました。

どれもアイデアに満ちたステキなクリスマスツリーになりました。

信徒兄弟姉妹の祈りと働きによって、教会が２０１５年を締めくくる

ことができることを神に感謝せずにはいられませんでした。皆さ

まにも心より感謝申し上げます。 

柏久保 降誕祭晩課  12月12日（土）18時から、晩課が行

われました。柏久保教会は主の降誕を記憶する聖堂を持ってい

るので、晩課の中で降誕祭のトロパリを歌いました。またこの日

は、故イリナ山下りんのご親族であられる柳澤幸子さんと娘さん、そして柳澤さんが代表となって活動している白凛

居（茨城県笠間市）に協力している写真家の長倉さんが来会しました。ご祈祷後は、お客様を迎えて伊豆の郷土料

理「ズガニ」を皆で頂きながらしばらく交流の時間を持ちました。 

静岡 降誕祭 12月19(土) は午後5時から晩堂大課、20日（日）は午前10時から聖体礼儀を

行いました。聖体礼儀には35人の兄弟姉妹が集まり、ともに降誕祭を祝いました。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、1人で堂役を務めまし

た。パン運び、ロウソクをもって神父の先導などしっかりとできました。降誕祭後は月例パニヒダ

と祝賀会を行いました。準備して下さった婦人会のみなさまに感謝致します。 

役員会兼建設委員会 12月は行われませんでした。 

最近の出来事 ・消息  

茨城県笠間市の白凛居からいらした皆さんと 
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記憶された聖パンの扱い方を教わる宗吉くん 

修善寺 降誕祭 12月13日（日）10時から、降誕祭聖体礼儀が行

われました。この日はひんやりとした小雨がぱらつく空模様でしたが、

修善寺・柏久保両教会から50名を超える信徒兄弟姉妹が集って皆で

降誕祭を祝いました。子供たちが教会に来るようになったことも大き

な喜びです。今年は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。子供用の堂役祭服の丈がまだ長く着られませんでし

たが、きっと来年にはぴったりになるでしょう。聖体礼儀後には祝賀

会を行いました。前日よりお越しになられている白凛居の皆様も参祷、

祝賀会にも出席されました。大変賑やかな祝賀会の後、神様とお互い

への感謝と来年への願いをもって解散しました。 

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10名で降誕祭聖体礼儀を行いました。はじめは通常の金口イオアン聖

体礼儀に降誕祭のトロパリを加えただけで始めた聖体礼儀も今年で5回目を迎え

た平塚降誕祭も今では、完全な降誕祭聖体礼儀でできるようになり、ポロキメン、

使徒経の読みもアキラ重田明執事長によって務められました。聖体礼儀の祝賀会

では温かな豚汁と、手作りパンとお菓子などをごちそうになりました。最後にビン

ゴゲームをして大人ながら子供にかえったような気持ちになってプレゼントを頂い

て解散しました。 

献金報告 12/20 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：

※多くの方から降誕祭・感謝献金を献金を賜っており

ます。2015年小田原と平塚では、降誕祭を12/20以降

にお祝いしているため、今月号の献金報告には計上さ

れておりません。12 月 21 日以降に会計された献金は 2月号にてご報告致します。皆さまからの献金が善き

目的のために使用されますよう祈り、努めて参ります。 

日付 氏 名 摘 要

11/29 村越ナジェジダ 感謝献金 

 田中 祐子姉 降誕祭献金 

12/6 田中 孝衞兄 降誕祭献金 

 假野 美枝姉 降誕祭献金 

 神谷 綾子姉 降誕祭献金 

 神谷 淳一兄 降誕祭献金 

 吉崎 恵姉 降誕祭献金 

 日比野 正男兄 降誕祭献金 

 廣石 利恵姉 パニヒダ献金 

 竹林 多恵子姉 パニヒダ献金 

 安田 たまみ姉 降誕祭献金 

 吉崎 恵姉 パニヒダ献金 

山口みち姉・佐藤希恵姉 感謝献金 

 渡辺 和枝姉 降誕祭献金 

 日比野 勇兄 降誕祭献金 

日付 氏 名 摘 要

12/6 廣石 五郎兄 降誕祭献金 

 廣石 清子姉 降誕祭献金 

 神谷 幸夫副輔祭 降誕祭献金 

 山口 晃兄 降誕祭献金 

 山口 幸夫副輔祭 降誕祭献金 

 日比野 恒美兄 降誕祭献金 

 假野 千里兄 降誕祭献金 

日付 氏 名 摘 要

12/6 廣石 利恵姉 感謝献金 

 山口 みち姉 感謝献金 

お部屋が祭壇の代わりになりました 
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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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聖致命者解繁者アナスタシア       

聖記憶日1月4日/12月22日（新暦）

聖アナスタシアはキリスト教を激しく迫害したローマ

皇帝ディオクレティアヌス（在位284～305年）の時

代を生きた。裕福な家庭環境に育つ聖アナスタシアはハ

リソゴンという名のキリスト教徒の家庭教師から教育を

受け、聖アナスタシアも次第に信仰をもつようになった。

キリスト教徒であった母親が亡くなると、異教徒の父は

間もなく聖アナスタシアをパブリウスという金持ちの異

教徒の所へ嫁がせた。それでも聖アナスタシアはハリストスへの献身を誓い、純潔を守った。結婚後、彼女はた

だ一人の従者を連れて、監獄を訪れるようになった。そこで不当な理由で囚われている人々に食料や薬そして身

代金を無償で差し出した。聖アナスタシアは密かに彼女の教師ハリソゴンに手紙を送ってアドバイスを求めた。

聖ハリソゴンは彼女に「忍耐…すなわち十字架に張り付けられたハリストスをいつも思うことと、神の意思を受

け入れること」を教え続けた。また彼はパブリウスが間もなく海での事故で亡くなること予言して伝えた。預言

の通り、パブリウスはペルシャへの航海の途中で死んでしまった。夫の死後、聖アナスタシアは財産を貧しい人々

に分け与えた。 

 このような中、教師ハリソゴンは斬首によって致命者となった(記憶日1/4)。聖アナスタシアは恩師の言葉に

従って、各地の監獄に囚われているキリスト教徒たちを訪問し、持参した薬で彼らの痛みを癒し、彼らを熱心に

励まし続けた。このことから聖アナスタシアは、致命の後に解繁者（痛みを和らげる人）という称号を受ける。 

旅の道中、聖アナスタシアは若年の未亡人セオドータを協力者として得てある街に入った。そこの監獄を訪れる

と、牢屋には誰もいなかった。ちょうどその前夜、囚われた全てのキリスト教徒が一度に殺害されたのだった。

悲しみのあまり、泣き叫んだその声が看守の耳に届き、聖アナスタシアはそのまま捕えられてしまった。 

彼女は直ちに審問にかけられた。彼女の前には金と宝石、そして拷問道具が並べられ、棄教するならその金と

宝石を持って自由の身になれると言われた。しかし聖アナスタシアにその誘惑は無意味だった。その美貌を見て

純潔を守る聖アナスタシアを汚そうと試みた男もいたが、彼女に触れようとした途端、目が焼けるようになって

見えなくなった。異教の神に叫んで助けを求めたが間もなく死んでしまった。次に聖アナスタシアとキリスト教

を信じる人々120 人を船に乗せて沖まで出し、そこで役人が船底に穴をあ

けて別の船へ移った。ところが穴から海水がどんどんはいっていくる船が、

なぜか岸に引き寄せられるように動き出し、乗っていた全員が無事に岸にた

どり着いた。洗礼を受けていない者はそこで聖アナスタシアから洗礼を受けた。 

ついに聖アナスタシアもその命を神に渡す時が来た。彼女は柱に引き延ば

してくくり付けられて生きたまま焼かれた。そばにいたアポリナリアという

女性が彼女の家の庭に聖アナスタシアの体を埋葬した。その時の聖アナスタ

シアの体には焼き傷ひとつなかったという。5世紀になって、不朽体である

聖アナスタシアの体はコンスタンティノープルの教会に納められた。現在、

彼女の頭と一つの手はテサロニキの山間にある修道院に安置されている。 
箱には聖アナスタシアの手が納められている 
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↓祝賀会 ～あるテーブルの様子～ 

新年感謝祈祷  ～新年 神様の宮へ行こう！～ 

１月１日（金） 午前 11時から約 30分 

ご祈祷後、白玉ぜんざいがふるまわれます。例年の持ち寄り祝賀会はありません。

東京大主教教区主催信徒研修会

「シナゴーグ・伝道の誤解」
講師： 司祭コンスタンティン桝田尚師 

日時： 2016 年 2月 18 日（木） 

午後 2時～午後 3時 30 分(予定) 

場所：小田原ハリストス正教会 信徒会館 

参加費： 無料 

今年は主教区主催の信徒研修会を小田原でも開催い

たします。旧約聖書の時代から正教会へと受け継がれ

る伝統のキーとなる「シナゴーグ」について、山手

ハリストス正教会の司祭、コンスタンティン桝田神

父様からご講話いただきます。なかなか聞く機会の

ないお話しです。ふるってご参加ください。 

東京大主教教区主催

聖歌研修会 

講師： リュボフ田中博子姉（横浜教会） 

日時： 2016 年 2月 7 日（日） 

聖体礼儀後 

場所：小田原ハリストス正教会 信徒会館 

参加費： 無料 

聖歌は全て祈りの言葉。聖歌は私達が教会で行う

祈祷の大切な一部です。聖歌研修会は、より聖歌

の役目と歌い方を理解するため実践を交えて行っ

ています。皆さまのご参加をお待ちしています。 

晩堂大課・早課・一時課～温かいローソクの灯の中で～

↓先生、ここお願いします! 

降誕祭 聖体礼儀の様子 


