
●大斎第一週 正教勝利の主日聖体礼儀 
 3 月 5 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

第 4 調 使徒経：エウレイ11:24-26,32-12:2 福音経：イオアン1:43-51 

●大斎第三週 十字架叩拝の主日聖体礼儀・月例パニヒダ
 3 月 19 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

第 6 調 使徒経：エウレイ 4:14-5:6 福音経：マルコ 8:34-9:1

正教勝利の主日のイコン 

西暦600年代に発生したイスラム教の影響を受け、ハリストスを描くこと

は偶像崇拝の対象ではないかという論争が700年代前半キリスト教文化圏

に勃発し、多くのイコンが破壊された。しかし787 年に開催された第七全

地公会にて、「姿の分からない神が、人の姿をとって人の前に顕れた。我々

は神の愛によって、神を描くことが許されているのである」と表明、聖像

破壊運動に終止符が打たれた。その様子を左のイコンが示している。 

小田原・平塚正教会だより 
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: holyspiritodawara@gmail.com
日本ハリストス正教会教団 HP: http://www.orthodoxjapan.jp/ 

当教会 HP: http://odawara-orthodox.com/ 
郵便振替口座: 00270-6-15226
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大斎期間 晩課・先備聖体礼儀の各水曜日・金曜日 12時頃から。（早

課・時課は10時から開始します。詳しくはP4をご覧ください。） 
※The Divine Liturgy of the Presanctified Gifts will be held on every Wednesday and Friday around at 12 o’clock 

during Great Lent. We starts Matins and Hours at 10 o’clock before Presanctified Divine Liturgy.  We have 
only its Japanese text.  Please bring your own if you need to know in your language.  Ask Fr. Dimitrios (Tel: 
070-5079-3408) for more detail.
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正教勝利の主日 早課より 
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斎
ものいみ

について 

 私たちの生活はまさに「十人十色」です。

病と闘う人、健康で毎日を楽しんでいる人、

政治的あるいは経済的困難に直面している

人…そして、それらの枠に当てはまるかそ

うでないかの尺度もまた「十人十色」です。

仮に私たちが毎日平安に暮らしているとし

ても、世界的に人間社会はつねに問題を抱

えているのです。 

 このような「人の世」に、教会は「大斎
たいさい

」

という期間を設けました。それはすなわち、

断肉の主日を境に肉類の摂取を、乾酪の主

日を境に乳製品の摂取を復活祭まで断つと

いう期間です。もちろん、神は私たち人間に

何を食べてもよいと祝福していますから、肉

類や乳製品を食すること自体になんの問題

もありません。しかし、「食」は人間にとって

執着が強いものです。神は敢えてその「食」

を課題にして、私たちに学ぶ期間を与えて

います。食物を無制限に摂る人が割合的に

多い日本で、それを考えるのは特に難しい

課題ですが、私たちは自分たちがどのよう

な生き物であるかを知らなければなりませ

ん。節制はそのための手段です。その場合、

規定通りの節制も結構ですが、自分の体調

や生活条件に心配がある場合は、司祭と相

談して節制の方法を考えます。節制は目的

ではありません。人によっては「食」ではな

い、別の「事」が斎の課題になる場合もあり

ます。 

 神が私たちに与えて下さったこの期間を、

あなたもぜひ体験してください。斎は苦し

みではなく、むしろ霊の喜びのためにある

のです。 

静岡ハリストス正教会着任のご挨拶

 2017 年 2 月 19 日主日、静岡ハリストス正教会「生神女庇護

聖堂」成聖式そして聖体礼儀が行われました。 

 この度の着任にあたり、静岡教会の信徒の皆様と新聖堂建設に

携わった多くの方々にご挨拶申し上げます。 

 私ガウリイル田中和幸は、昨年 7月に東京正教神学院を卒業

し、12 月 4日に司祭叙聖を受け、東京復活大聖堂教会事務所にて、今年の2月 9日

まで勤務しておりました。2月 10日に家内のアナスタシア順子と共に静岡に移り、成

聖式までの約一週間は、静岡を兼務されているディミトリイ田中仁一神父様からご指

導を受けながら、信徒の皆様や建設会社の方々と出会い、新聖堂建設のことや、静岡

の土地のことなどをお聞かせ頂きながら、勉強させていただきました。新聖堂の完成ま

では大変困難な道程だったと伺いました。今回の着任にあたり、そのようなことを重く

受けとめながら、ディミトリイ田中神父様よりご指導を受けつつ、ハリストスの行いである

愛を実践して行く所存です。何卒、よろしくお願い申し上げます。 

2017 年 2 月 21 日 司祭ガウリイル田中和幸 
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小田原 主日聖体礼儀 2 月 5 日（日）午前 10 時から税吏とファリセイの主

日聖体礼儀が行われました。いよいよ復活祭前四十日大斎準備期間です。

聖体礼儀に続いて今年から製作を始めた大十字架を成聖し、聖堂に設置しま

した。成聖祈祷では大十字架製作に携わって来られた信徒の晴々とした表情

も見られました。2 月 26 日の赦罪の晩課前には、大十字架に架けられる十字

架上のハリストスのイコンが成聖される予定です。

婚配機密式 2月 5日（日）午後 2時 30分からコズマ山本侑輝
ゆ う き

兄とラファイラ

山本百花
も も か

姉の婚配式が行われました。証人としてラファイラ山本百花
も も か

姉受洗

時に受託者となったマカリイ神谷幸夫副輔祭とウェラ神谷智子姉が立ちまし

た。時々雨粒が落ちる天気でしたが、お祝いに駆け付けた両家のご家族とご

友人のお祝いの笑顔に、聖堂は明るく喜びに満ちた機密式となりました。幾年も！幾年も！幾年も！ 

柏久保 晩課  2 月 10 日（土）午前 10 時から、蕩子の主日前晩課が行われました。5 名が参祷。ご

祈祷後は参祷者で持ち寄ってくださっての昼食をいただき、その中で今後の予定について話し合いま

した。 

静岡 な成聖式 2 月 19日(日) 午前 9 から、生神女庇護聖堂 新聖堂成聖式および主日聖体礼儀

が行われました。18日（土）から、ダニイル府主教座下とセラフィム大主教座下、東京大主教区内の神

父様、かつて静岡教会を常駐で管轄されたロマン大川満神父様とイサイヤ酒井以明神父様はじめ大

主教区内の各神品・教役者様と、静岡内外から約 100 名の信徒と聖堂建設関係者が新しい聖堂に集

い祈祷しました。皆様から多大な祝福を賜り、無事成聖式と新聖堂で初めての聖体礼儀を終えること

ができました。引き続き信徒会館にて祝賀会が行われました。神のご意志と憐みのもと、日本の各教会

の兄弟姉妹から祈りとお支え、地域の方々の並々ならぬご尽力とお知恵、何より長期間にわたって波

風にも負けず忍耐強く新聖堂建設を支援されてきた静岡教会の信徒の方々のお力の結晶がこの聖堂

建設を実現させたことと信じます。光栄は爾、神に帰す。光栄は爾、神に帰す。 

修善寺 聖体礼儀 2 月 11 日（日）午前 10 時から、蕩子の主日聖体礼儀が行われました。この日は

6名が参祷しました。また静岡教会よりガブリエル田中神父様が来会してともに陪祷されました。ロシア

から京都に留学して現在日本の聖歌の発展について研究されているナタリア姉も来会されました。す

でに国内 21教会を訪問されているナタリア姉には昼食後、その感想をお話しいただきました。大変寒

い日ではありましたが、境内には春を思わせる花がちらほらと咲き始めています。 

平塚 次回の集会 3 月 18 日（土）の平塚教会復活祭前墓地祈祷は平塚市営墓地にて午前 10時か

ら始まります。 

永遠の記憶 2 月 1日（水）、ハリタ吉崎恵姉(小田原)が永眠されました。89 歳でした。ハリタ吉崎恵姉

はイウスチン山口義人神父様・マカリイ山口幸夫副輔祭様のお姉さまです。前晩パニヒダと埋葬式は 2

月 6日・7日にセレモ八柱駅北口ホールにて行われました。永遠の記憶。 

最近の出来事 ・消息  
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小田原ハリストス正教会2017年大齋祈祷スケジュール 3月 

（公表されている祈祷のみ掲載。それ以外の時間も祈祷が行われている場合があります。） 

2/25【土】(17時) 乾酪の主日前晩祷（田中(和)神父来会） 

2/26【日】(10時) 乾酪の主日聖体礼儀（ハリストスの聖像成聖） 

 (16時) 赦罪の晩課 

◆大齋初週 

2/27【月】 (10時) 早課・時課（一時課除く）・晩課 

 (15時) 晩堂大課（アンドレイの大カノン） 

3/1【水】 (10時) 早課・時課（一時課除く）・晩課・先備聖体礼儀 

 (15時) 晩堂大課（アンドレイの大カノン） 

3/3【金】 (10時) 早課・時課（一時課除く）・晩課・先備聖体礼儀・糖飯祝福式 

 (15時) パラスタス・一時課 

3/4【土】 (17時) 正教勝利の主日晩課（田中(和)神父司祷） 

3/5【日】 (10時) 正教勝利の主日聖体礼儀（田中(和)神父司祷） 

◆大齋第二週 

3/12【日】 (10時) グリゴリイ・パラマの主日代式 

◆大齋第三週

3/17【金】 (10時) 早課・時課（一時課除く）・晩課・先備聖体礼儀 

3/18【土】 (17時) 十字架叩拜の主日前晩祷（田中(和)神父司祷） 

3/19【日】 (10時) 十字架叩拜の主日聖体礼儀（田中

(和)神父司祷） 

◆大齋第四週 

3/22【水】 (10時) 早課・時課（一時課除く）・晩課・

先備聖体礼儀 

3/26【日】 (10時) 階梯者イオアンの主日代式 

◆大齋第五週 

3/31【金】 (10時)  早課・時課（一時課除く）・晩課・

先備聖体礼儀 

 (15時) 生神女のアカフィスト・一時課 

４月以降の予定は次号に掲載

します。今年の聖枝祭（代式祈

祷）は4月9日、復活祭は4

月16日です。なお墓地祈祷で

は安全と責任所在の理由で、

信徒個人車に参祷者を乗せる

ことをやめました。教会共同

墓地への移動は教会が車を用

意します。詳しい説明は次号

に掲載します。 



日 曜日 祈祷・行事・集会 堂役

1 水
大斎初週祈祷　早課・時課・晩課（10：00）アンドレイの
大カノン・晩堂大課（15：00）

2 木 [大斎祈祷]

3 金
大斎初週祈祷　早課・時課・晩課・先備聖体礼儀・糖飯
祝福式（10：00）パラスタス・一時課（15：00）

4 土 正教勝利の主日晩課・定例執事会（17：00）

5 日 大斎第一　正教勝利の主日聖体礼儀（10：00） 神谷（幸）

6 月

7 火 [静岡]

8 水 [静岡]

9 木 [東京]

10 金 [大斎祈祷]

11 土 [午前：柏久保]

12 日
大斎第二　グリゴリイ・パラマの主日代式祈祷（10:00）　・
　聖堂清掃　　　[修善寺]

神谷（幸）

13 月
14 火

15 水 [大斎祈祷]

16 木 [東京]

17 金 早課・時課・晩課・先備聖体礼儀（10：00）

18 土
平塚教会　復活祭前墓地祈祷（10：00）　　　　
　　十字架叩拝の主日前晩祷（17：00）

19 日
大斎第三　十字架叩拝の主日聖体礼儀・月例
パニヒダ（10：00）

山口（幸）

20 月 [私祈祷（洗礼）]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春分の日
21 火

22 水 早課・時課・晩課・先備聖体礼儀（10：00）

23 木 [東京]

24 金 [静岡]

25 土 [静岡]

26 日
大斎第四　階梯者イオアンの主日代式祈祷（10:00）　・
　駐車場・会館清掃　[静岡]

山口（幸）

27 月
28 火

29 水 [大斎祈祷]

30 木 [東京]

31 金
早課・時課・晩課・先備聖体礼儀（10：00）　生神女のア
カフィスト・一時課（15：00）

＊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＊
[　　　　]内は司祭の活動

＊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。＊

【2017年3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

3/12　第五調　　　　　　　
使徒経：エウ1：10－2：3 
福音経：マル2：1－12 

●婦人会昼食当番　　　　

皆で協力して行いましょう

3/19　第六調   
使徒経：エウ4：14－5：6　
福音経：マル8：34－9：1　 

●婦人会昼食当番　　　　
皆で協力して行いましょう 

●糖飯当番：神谷智子姉

3/5　第四調　　　　　　　　
使徒経：エウ11：24－26,3
2－12：2　　　　 
福音経：イオ1：43－51 

●婦人会昼食当番　　　　

皆で協力して行いましょう

3/26　第七調   
使徒経：エウ6：13－20 
福音経：マル9：17－31 

●婦人会昼食当番　　　　
皆で協力して行いましょう 
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3月の永眠者一覧（敬省略）

永眠日 聖名 氏名 永眠年 縁故者 

３日 ハリティナ 平山 ちょう ２００３年 平山 京子

５日 ハリティナ 廣石 ハナ ２００２年 廣石 真太郎

７日 マリナ   澁谷 ノブ １９３６年 澁谷 道子

９日 アニシヤ 砂澤 えん １９５９年

１０日 セルギイ 中島 幹彦 １９８８年 中島 八千代

１１日 ペトル 重田 恒男 １９３１年 重田  仁

１１日 アレキサンドラ 小玉 ヤエ 出口 常智

１３日 司祭ペトル 假野 成章 １９１６年 假野 美枝

１４日 ニフォント 日比野 實 １９６３年 日比野 勇

１６日 マリナ 神谷 まりな １９４０年 神谷 淳一

１６日 ユリタ 安達 とみえ ２００２年 安達 紀彦

１８日 ルキヤ 樋口 貞子 １９４４年 樋口 邦利

１８日 セルギイ 廣石 寿二 ２００４年 廣石 卓也

１９日 ニキタ 中島 愛三 １９４６年 岡野 康子

１９日 ユリヤ 荒井 シノブ １９９８年 荒井  譲

２２日 リュボフ 假野 愛子 １９７１年 假野 美枝

２２日 ソフィア 山本 シヅ ２０１０年 山本 やす江

２３日 ユリヤ 小杉 クマ １９１０年 小杉 英男

２４日 イオシフ 窪田 亮二 １９８３年 窪田 幸夫

※ 上記の記録に誤りがありましたら、恐れ入りますが教会までお知らせください。訂正いたします。 

献金報告 2/20 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： 

日付 氏 名 摘 要

12/31 奥村 真弓姉 降誕祭献金 

1/29 匿名希望 パニヒダ献金 

廣石 和子姉 降誕祭献金 

廣石 和子姉 パニヒダ献金 

山口 敏之兄 パニヒダ献金 

2/5 小口 真一兄 感謝献金 

小口 真一兄 降誕祭献金 

日付 氏 名 摘 要

2/5 小口 寿造兄 感謝献金 

山本 侑輝兄 婚配感謝献金 

野村 智恵子姉 埋葬献金 

日付 氏   名 摘  要 

1/29 山口 敏之兄 

今月は第 3 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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静岡ハリストス正教会 成聖式 参祷報告

 ２月１９日（日）に行われた生神女庇護聖堂の

成聖式に、マカリイ山口幸夫副輔祭と参祷しました。

当日は雲一つない晴天に恵まれ、聖堂を埋め尽く

した沢山の信徒が集う中、盛大に成聖式が行われ

ました。 

 ダニイル府主教座下、セラフィム大主教座下をお

迎えし、近隣教会からの司祭、輔祭、副輔祭、神学

生等、総勢 16 人もの教役者で成聖式が行われま

した。 

 定刻になり主教様方が入堂し、完装した後、先ず

至聖所で宝座の成聖式が行われました。 

 長輔祭が「我等またまた膝を屈めて主に祈らん」

を唱えた後、

宝座の成聖

が始まりま

した。 

 立会う神品

は全員前掛

けをし、前晩に不朽体を安置した宝座の柱に聖水

を掛け、天板を四隅の柱に釘止めし、蜜蝋で埋め、

お湯とワインで三度拭き清め、宝座の上に聖膏を

十字型に描き、覆い布を掛けた後、長い紐で幾重

にも固定し、その上に宝座の上布を掛け、アンティ

ミンス、聖福音経、十字架が安置されました。聖詠

を読み、祈祷し、聖水を掛け清めながらの作業は、

神聖で厳かに行なわれました。引き続いて至聖所、

聖堂の各所に聖水を掛け、聖歌隊の先導 

で十字行を行いました。 

 主教

様方の

司祷で

聖体礼

儀が始

まり、連祷と聖歌隊の歌が掛合いながら、聖体礼儀

が進行し、小聖入の時、ダニイル府主教座下より

小田原の田中仁一神父様に、金十字架とカミラフカ

そしてナベトロニクが賜られました。アクシオス！ 

 最後にダニイル府主教座下とセラフィム大主教

座下より、静岡ハリストス正教会にそれぞれ生神女

のイコンが、またダニイル府主教座下よりイリヤ近

藤伊理彌執事長と設計者であるアントニイ近藤健

太兄と施工業者に感謝状が贈られました。 

 新聖堂は、旧聖堂の跡地に、少しコンパクトな形

のドーム型聖堂として建てられました。 

 旧聖堂は耐震強度に問題があり、新聖堂を建て

替えたので、耐震強度を配慮した木造建築の聖堂

でした。旧聖堂の面影を残すため、屋根の十字架

や鐘、王門、イコノスタスのイコン、聖堂高台の階

段等配慮がされていました。又聖堂は内階段から

二階に上がると、納骨堂や収納が機能的に配置さ

れ、聖堂の景観に配慮して造作がされていました。

正に手作り感のある立派な聖堂が完成しました。 

副輔祭 マカリイ 神谷 幸夫  

祈祷の中で宝座となる木製の台 

今月号は静岡成聖式の報告を掲載し、職業別

聖人の紹介はおやすみします。

旧聖堂               新聖堂 

成聖式・聖体礼儀を終えて 


