
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

●五旬祭後第 10主日聖体礼儀（第1調） 
 8 月 5 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：コリンフ前 131 端（4：9-16） 

福音経：マトフェイ 72 端(17：14-23) 

●顕栄祭(主の変容祭)聖体礼儀（祭日調）・月例パニヒダ・定例連絡会 
8 月 19 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔)   

使徒経：ペトル後書 65 端（1：10-19） 

 福音経：マトフェイ 70 端(17：1-9) 

●五旬祭後第 13主日聖体礼儀（第4調） 
 8 月 26 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：コリンフ前 166 端（16：13-24） 

 福音経：マトフェイ 87 端(21：33-42) 
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小田原・平塚・修善寺・柏久保正教会だより 

2018年8月1日発行 第192号 

 
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 

 教団 HP: http://www.orthodoxjapan.jp/ 

小田原正教会 HP: http://odawara-orthodox.com/ 

郵便振替口座(小田原): 00270-6-15226 

2018年8月号 

 

 

 

 

正
ただ

しく立
た

ち、畏
おそ

れて立
た

ち、 

敬
つつし

みて安和
あ ん わ

にして 

聖
せい

なる献物
ささげもの

を 奉
たてまつ

らん 

アナフォラの祈祷文より 

 
 ア ナ フ ォ ラ  

「大聖入」に続く連祷の後、「信経」（「我信ず」）によって自らの信仰を告白した信者は、いよいよ神に「聖なる獻物」を献げること

になる。この「聖なる獻物を献げる」祈祷は、聖体礼儀のギリシア語原典では «Αγία
ア ギ ア

 Αναφορά
ア ナ フ ォ ラ

» と言われるが、その理由

は、宝座の上に供えられた「聖物
せいもつ

」、すなわち聖
せい

餅
へい

と聖爵
せいしゃく

を『神
かみ

の右
みぎ

に坐
ざ

するハリストスの在
まし

ます至高
いとたか

き所処
と こ ろ

に献げるからであ

る。「至高き所処」（άνω
ア ー ノ

）に「献げる」（φέρομαι
フ ェ ロ メ

）という言葉の並びから「アナフォラ」（αναφορά）と言われる。この「アナフォラ」

の祈祷は、『正しく立ち、畏れて立ち』という司祭の高声から始まり、『願くは大なる神、我が救主イイスス・ハリストスの憐は

云々』という司祭の祝福で終わる。 

果実の成聖があります！ 

詳しくはＰ５をご覧ください。 

http://www.orthodoxjapan.jp/
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 これから始まる「アナフォラ」、すなわち「聖な

る献物の祈り」と共に、私たちは聖体礼儀の中

で、もっとも神聖な瞬間に至ります。そのため

に、まず司祭は初めに『正しく立ち、畏れて立

ち』という高声によって、信徒たちに然るべき心と

身体の態度を取るように促します。ちなみに、こ

の高声は、聖金口イオアンの時代には、今のと

は多少違っていたようです（聖金口イオアンの時

代は、『謹みて、正しく立ち』と言っていました）。

聖金口イオアンは、この高声の意義を次のように

解釈します。『私たちは、地上のことに捕らわれ

られている私たちの意識を天の高さにまで昇ら

しめ、日常の生活がもたらす霊的な麻痺状態か

ら解放されなくてはならない。こうすることによっ

て、私たちは神の前に正直に自分たちの思いを

献げられるのだ。自分が誰の傍に立ち、誰と共

に神を呼んでいるのか考えてみて欲しい。ヘル

ヴィムと共にである。誰も怠りの心をもったまま、

この神聖なる機密の祈祷に與
あずか

ることはできな

い。自分の意識から全ての地上の慮りを追い出

し、全身全霊を天に昇らしめて、初めて私たちは

光栄の王座の傍らに立ち、ヘルヴィムと共に翔

ぶように、至聖なる讃美を光栄にして偉大なる神

に献げるのだ。それゆえ、司祭はこのとき私たち

に「正しく」、すなわち、神への畏れと醒めた心を

もって立つことを促すのだ』。 

 

 聖体礼儀が別名、「アナフォラ」と呼ばれるの

は、私たちと尊貴なる祭品が神に献げられるから

です。尊貴なる祭品はただ地上の聖堂の祭壇の

上に置かれるのではなく、天上の祭壇にも挙げ

られるのです。そして、私たちも朽ちざる平安の

ところに挙げられるために召し出されているので

す。この平安のところへの移行は、「安和にして」

行われなければなりません。聖なる献物が天上

の祭壇に献げられるとき、天使の軍勢は畏れと

慄いて傍らに立ち、厳かにその顔を覆い、聖な

る三者の神に讃美を献げるのです。 

 

 「アナフォラ」は以下の四つの部分から構成さ

れています。 

① 感謝 

② 機密制定の文言 

③ 聖餅と聖爵の成聖 

④ 生者及び死者の記憶 

 

 人は本質的に、自分に対して恩を施し、恵みを

与えてくれた者に感謝します。今日自分がこうし

て生きていることを神の恩恵であると感じる人は、

自ずと神に感謝するはずです。これこそ、聖体礼

儀が「聖なる感謝の祈祷」（Θεία
シ ー ア

 Ευχαριστία
エ フ ハ リ ス テ ィ ー ヤ

）と

言われる所以です。 

 

 人の過ちや誤り、弱さの淵は非常に深いも

のですが、神の聖なる憐みの深さはその淵の

底にまで達します。無から有を創り出した神

は、罪の底にある人を再び立ち上がらせ、人を

天の高きに昇らせ、来世の国を賜うに至るまで

万事を行いて止めません。 

 

 自分たちに生命を与えているのは、たとえそ

れがどんなに偉大なものであろうと、自分たちの

業ではありません。私たちの叡
えい

知
ち

だけでは、全

ての存在に調和をもたらすことをはできません。

混沌たる世界に調和を与え、万人に安息を与え

てくれるのは、神の愛です。故に、見ゆると見え

ざる神の諸恩に対して神に讃美と感謝の祈祷を

奉るのは「当然にして義なる」です。これが「アナ

フォラ」の究極的意味です。

聖体礼儀解説(28)   
～聖なる献物～ その① 

～ 
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小田原 パウエル 日比野 俊二兄 洗礼機密 7月 14日（土）１４時より日比野俊二兄の洗礼機密

が、ディミトリイ日比野正男兄とアナスタシア田中祐子姉が代父母として立ち会う中で行われました。

（裏表紙の写真をご覧ください。） 

五旬祭後第 8主日聖体礼儀・信徒総会 7月 22日（日）１０

時より主日聖体礼儀が行われました。午後には信徒総会が行

われました。昼食は婦人会よりカレーがふるまわれました。また

ミハイル神谷忠明執事長より差し入れがありました。信徒総会

に挙げられた議案は全て承認されました。総会の最後に７月２

１日に発布された司祭品の異動の報告が司祭よりされました。その詳細は次ページをご覧ください。委

任状を提出された方には議事録が同封されていますのでご高覧ください。 

修善寺・柏久保  両教会とも全国公会のため、ご祈祷・集会はありませんでした。次回、柏久保教会

は８月１１日（土）、修善寺教会は１２日（日）にそれぞれご祈祷と信徒総会があります。 

平塚 7 月 14 日(土)１０時より、エリザベタ横田祥子姉宅にて信徒

総会を開催しました。猛暑の中、６名が集い、過年度の活動報告と

決算、そして新年度の活動案と予算案が報告され、承認されまし

た。樋口邦夫兄ご夫妻の永眠により 1 戸減少したことから、平塚が

分担する教区負担金の減額を小田原教会に要望することとしまし

た。お宅を開放下さり、昼食をご用意下さった横田姉に感謝申し上げます。 

教区 全国公会 7 月 7 日（土）・８日(日)東京復活大聖堂・ニコライ会館にて全国公会が行われ、日本

国内の全神品・信徒代表者が集い年次総会を行いました。詳しくは次ページをご覧ください。 

 

東京神学院卒業式 7 月 12 日(木)  

東京復活大聖堂にてペトル・パウエ

ル祭聖体礼儀と併せて、東京神学

院卒業式が行われました。今回卒

業したのは副輔祭ソロモン  川島 

大 神学生。今春より正式な修道士

見習いとして掌院ゲラシム修道司祭

様の指導を受けています。 

 

最近の出来事 ・消息  

２０１８年 7 月 8 日、全国公会を終えて大聖堂の前で記念撮影 



  

 

4 

 

各会議の報告 
 

東京大主教教区 教区会議 

2018/6/24 東京大主教教区教区会議報告。司祭ディミトリイ田中、小田原教会からミハイル神谷

忠明執事長、ハリストフォロス中谷航兄、修善寺教会からイオアン山田亨執事長、オブザーバーと

してワルナワ野田幹太兄が出席。 

議事の最後にファヌラキス長輔祭(東京)から静岡県熱海市網代にダニイル府主教座下の祝福に

より 3000 坪の土地を購入し、東京復活大聖堂直属の男子修道院を設立するとの報告。一部の信

徒から疑問と反対の声が上がり、副議長の権限で議論を全国公会に留保。 

 

全国公会 

2018/7/7-8通常全国公会報告。司祭ディミトリイ田中、ミハイル神谷執事長が出席。 

議事の冒頭において、セラフィム大主教座下より「覚書」の公表(2018/5/23 に日本正教会両主教

品が訪露した際、モスクワ総主教キリル聖下と渉外局長イラリオン府主教座下の臨席のもと開催し

た協議の内容をまとめたもの)。宗務総局長がこれを口頭で読み上げた。特筆すべき事項としては、

仙台の大主教セラフィム座下が今後教団の運営に積極的に関わることにモスクワ総主教キリル聖

下が合意したことである。 

熱海市網代に設立される男子修道院の事案については、セラフィム大主教座下より事案の裁可を

モスクワ総主教に委託するとの提案あり。 

 

人事異動 

2018 年 7 月 21 日発表人事異動についての報告。全国公会で発表が保留されていた人事異動

の辞令が以下の通り発表された。 

１．長司祭イオアン小野貞治師 → 2018 年 9 月 1 日を以て教団事務局長、教団責任役員、宗

務総局役員、東京大主教教区宗務局長を解任、東京復活大聖堂付司祭の任を離れ、静岡に

異動、浜松兼任。（イサイヤ酒井神父様の浜松管轄を解任。） 

２．司祭ガヴリイル田中和幸師 → 2018年 9月 1日を以て静岡管轄を解任、東京復活大聖堂付

司祭として東京に異動。 

３．司祭ディミトリイ田中仁一師 → 2018 年 9 月 1 日を以て教団事務長に任命、東京復活大聖

堂を兼務。ただし、小田原・平塚及び修善寺・柏久保の管轄は留任。 

４．司祭コンスタンティン桝田尚師 → 2018 年 9 月 1 日を以て教団責任役員、宗務総局役員、

東京大主教教区宗務局長に任命。 



  

 

5 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

献金報告           7/20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。 

■

定額献金納付にご協力くださり、心より感謝申し上げます。さっそく皆様から

のご協力を賜っておりますが、定額献金領収の証は献金袋の表面の領収印で

す。会報の献金報告には掲載されませんので、予めご了承ください。 

日付 氏   名 摘  要 

7/1 菊池 浩司兄(春奈) 洗礼献金 

 野村 秀男兄 感謝献金 

 原 清司兄 感謝献金 

日付 氏   名 摘  要 

7/15 安達 紀彦兄 パニヒダ献金 

 廣石 清子姉 パニヒダ献金 

 日比野 俊二兄 洗礼献金 

7/20 由良 キン子姉 会報献金 

 安達 紀彦兄 感謝献金 

顕
けん

栄
えい

祭
さい

 
（主の変容祭） 

徹夜祷 日時：2018 年 8 月 18 日 (土) 17:00～19:00 

聖体礼儀 日時：2018 年 8 月 19 日 (日) 10:00～12:00 
 

実りを感謝して果物の成聖を行います。成聖した果物

等は、ご家庭に持ち返ってお召し上がりください。また

教会で用意した果物は、昼食時に皆でいただきます。

ふるってご参祷ください。 

司祭からのおねがい 

●これまで経験したことのない猛暑が続いています。教会にご祈祷に来る際、ま

ずは体調管理を優先してください。また無理な来会はお控えください。 

●人事異動に伴い、司祭の通常業務に変更があります。当面の間、予定表通りに

ならないことが考えられますので、教会にご用事のある方はご一報いただけま

すと無駄足をさせずに済みますので、お手数ですがよろしくお願いします。 

 

教会（不在時は司祭またはマトシカに自動転送します。）：0465-22-2792 

司祭携帯：070-5079-3408 

 

小田原 
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8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 オリガ 神谷 和子 ２００５年 神谷 武夫 

４日 ペトル 渡辺 邦雄 １９９５年 渡辺 和枝 

５日 トリフォン 山本 勝五郎 １９１７年 山本 やす江 

５日 ウエラ 加藤 八重子 １９７９年 加藤 宏 

６日 モイセイ 渡辺 銀次郎 １９１２年 渡辺 宏 

７日 エウドキヤ 中島 八重子 １９５２年 岡野 康子 

９日 サモン 渡辺 紫郎 １９７９年 渡辺 宏 

１０日 エレナ 日比野 キク １９４４年 日比野 正男 

１１日 フェクラ 廣石 キヨ １９７３年 廣石 和子 

１３日 イリナ 日比野 貞子  日比野家 

１４日 ペトル 荒井 久作 １９６９年 荒井 譲 

１４日 ニーナ 長澤 ニイナ １９８０年  

１５日 ルカ 中島 栄吉 １９７８年 中島 八千代 

１６日 ディオニシイ 廣石 祐一 １９７７年 廣石 真太郎 

１７日 イリナ 山口 良子 １９２３年 山口 晃 

２１日 フィリップ 日比野 勇 １９４４年 日比野 勇 

２１日 ロマン 中島 信一 １９９４年 岡野 康子 

２４日 ソサンナ 樋口 ユリ子 １９１８年 樋口家 

３１日 オリガ 阿久津 貞子 １９２５年 阿久津 八重

子 ４日  内藤 富美子 １９６３年 内藤 直樹 

５日  川﨑 俊夫 １９９０年 川﨑 晃 

１６日 司祭パウェル 松井 貢治 ２０１４年  

 

                                                   
  

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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古来から慣れ親しんでき

た図像をキリスト教の伝

達道具として転用するの

は文字だけにとどまりま

せん。図3の「良き羊飼い」

は古代ローマで親しまれ

ていた絵柄です。キリスト

教徒はこれを福音（イオア

ン1：29）の言葉になぞっ

て転用しました。それが図

4の「善き羊飼い（カロス 

ピーメノス）」と呼ばれる

イタリア北東部ラベンナの

聖堂にあるモザイク画です。

モザイク画は小さな石をタ

イルのように敷き詰めて作

られているので、1600 年前

の輝きを今も放っています。 

 モザイク画より耐久性の

ない絵画については、いつから描かれて聖堂で

使用していたかが分かりません。今のところ最

古のイコンとされているのは、６世紀に描かれ

た、シナイ山（エジプト）の聖エカテリナ修道

院にある救主ハリストスのイコンです（図5。）

このイコンは蜜蝋
みつろう

を媒体とした画法で描かれ

ています。このイコンを見て分かるように現在

私たちが使用しているハリストスのイコンの

姿と共通するところが多く見られます。第一に

頭部に光輪を戴いていることです。図４のモザ

イク画でも光輪が見られますから、少なくとも

ハリストス升天後、少なくとも 350 年以内に

は、聖なる者の表現に光輪が用いられているよ

うです。第二にハリストスが左手に書物を持っ

ていることです。ハリストスが手に持っている

のは聖書です。旧約聖書の成就が

このハリストスご自身、すなわち

新約であり、福音であるというこ

とをイコンは伝えています。第三

に祝福する右手です。小指はイイ

ススの「I」、そして中指と人差し指

で「X」を作り、親指と薬指で十字

を作っています。(図6)  

 このように宣教という役目を担ったイコン

はさらに発展していきます。当時教えを広範囲

に正確に伝えるのがいかに大変であったかを

想像してみましょう。現在日本の識字率は99％

と言われています。15 世紀までのローマ帝国

内で文字を読める人は修道士や上層階級の一

部の人だけでした。仮に読み書きができたとし

ても、聖書は一字一句間違わずに書き写された

写本だけなので、それを多くの人の手に届ける

ことはできません。その代わりに聖堂の中を聖

書のストーリーを描いたイコンで満たし、人々

は聖堂へ集い、そこから学んだのでした。当然

写真もなかったので、記憶したい聖人も多く描

きました。こうして聖堂の中で敬愛する聖人と

共に祈ることができる環境を作りました。しか

し西暦700年頃になると、イコンは思いがけな

い事態に巻き込まれます。 

（続く） 
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洗礼おめでとう！ パウエル 日比野 俊二 兄 

２０１８年７月１４日（土）小田原 

熟慮の上パウエルの聖名を希望された日比野 俊二兄は、 

７月１２日のペトル・パウエル祭の時期に受洗という大きな 

恩寵を賜りました。幾年も！幾年も！幾年も！ 
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ちょっとだけ 
イコン学 ～イコンの使用を理解するために～ ② 

 


