
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

●五旬祭後第 19主日聖体礼儀（第2調） 
 10 月 7 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：コリンフ後 194 端（11:31-12:9）福音経：ルカ 17 端(5：1-11) 

●五旬祭後第 21主日聖体礼儀(第4調)・月例パニヒダ・定例連絡会・公祈祷講話② 

 10 月 21 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：ガラ 203 端（2：16-20）福音経：ルカ 30 端(7：11-16) 

●五旬祭後第 22主日(生神女誕生祭祭期)聖体礼儀（第5調）・執事会 
 10 月 28 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：ガラ 215 端（6：11-18）福音経：ルカ 35 端(8：5-15) 
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小田原・平塚・修善寺・柏久保正教会だより 

2018年10月1日発行 第194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 

心 を上 げる  

ヘブライ語の「ナーサー(ָאָשנ)」という単語には、「仰ぎ見る、仰ぐ、上げる、抱く、思い浮かべる」などの多くの意味がありま

す。これらはみな神に対する意識的な信仰行為を表しています。「心を上げる」とは祈りをささげることを意味します。ナーサ

ー(ָאָשנ)は人生において助けを必要とする様々な局面において、意識的に思いを「上に向ける」というようなイメージです。 
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アナフォラの祈祷文より 

 

アナフォラの祈祷文より 
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 聖書の中の「主の変容」の行

くだり

では、『イイス

スはペトル、イヤコフ、イオアンだけを連れ

て、高い山に登られた。イイススは彼らの目の

前で容を変えた』（マルコ伝九章 2 節）と書か

れています。同じことが「聖なる献物」の祈り

の中でもおこります。それは「奉神礼的変容」

とでも言うべき奇蹟です。我等の主、イイス

ス・ハリストスは、私たちを連れて、私たちが

生きるこの世から神・父の愛という高い山に昇

らせるのです。そこでは、『聖神との交わり』と

いう奥義が行われます。 

 神が太祖アヴラアムにイサアクを献げるよう

求めたとき、神は彼に『あなたの子、あなたの

愛するひとり子、イサアクを連れて至
i t o

高
こう

き地に

行き、そこで彼を燔祭として献げなさい』（創

世記二十二章 2 節）と言いました。司祭は『心

を上に向うべし』という高声とともに、私たち

にもこの「至高き地に」登り、感謝の祭を献げ

るよう促しているのです。私たちも太祖アヴラ

アムに倣って、祭物を献げましょう。聖金口イ

オアンは、『聖なる献物の地に赴くとき、決し

て卑屈で媚びるような感情をもってはならな

い。自分一人で彼のお方が上った高い山に登り

なさい。決して他のものを登らせてはならな

い。そのとき、何ものもあなたを悩まさないよ

うにしなさい。あなたは天よりも至高きものと

なるのです』と注意を促しています。『心を高

く神に向け、この特異なる光景をよく見なさ

い。私たちの人の性が、永遠に創られざる神性

の炎と共に在ります』。 

 司祭が『心を上に向うべし』というとき、

「上」は神を愛する心とハリストスが出会う所

を意味しています。これは特定の場所ではあり

ません。それは聖なる宝座の上に高くそびえる

天に階段の頂点です。そこは人の目では見るこ

とはできません。無数の天使が創られざる光の

中を、絶え間なく上り下りします。宝座の上も

また光で満ち溢れています。なぜなら、そこに

「この世の光」であるハリストスがこの世の生

命のために、ご自身の光り輝く体を置かれるか

らです。 

 私たちの心もまた、そこに登ろうとします。

高く昇れば昇るほど、私たちの心は神を慕うよ

うになります。上昇は知欲を増し、聖なる感謝

の祈りに養われて、神聖なる論理を渇望するよ

うになります。新神学者聖シメオンは、創られ

ざる光の美しさを直に視て、不朽の食べ物に養

われ、独特のイメージで表現しています。『ど

ちらが私をより喜ばせるのか知らない。太陽の

光線の清らかさか、それとも自分が口にするぶ

どう酒の甘さか。後者と言いたいが、前者は私

を惹きつける。より甘いように見えるからだ。

すると、ぶどう酒の甘さをより楽しみたくな

る。光の清らかさを見るだけでは満足しない

し、ぶどう酒を飲むだけでも満足しない。なぜ

なら、ぶどう酒を飲み飽きたか思うと、放たれ

る光線の美しさが私を渇かす。こうして、私は

また飢え渇く者となる』。 

 神に会うために高く上がろうとする心に、神

はその労に応えて力を与えてくれます。聖体礼

儀の中のファボル山に登ろうとするとき、私た

ちは新たな力をその中に見出します。飽きるこ

とはありません。神の真理は、神に会いたいと

願う人の思いが決して終わることがない性質を

もっているのです。

聖体礼儀解説(29)   
～聖なる献物～ その③ 

～ 

 



小田原 学びの会 9月 1日（日）１3時今年度第一

回学びの会が行われました。今年度は新約聖書の内

容を知ることをテーマに、ストーリー化した映像も交え

て解説します。初回はルカによる福音書の 6章まで学

びました。またルカによる福音書がどのような読み手を

ターゲットに書かれたかなどの解説もありました。この

学びの会では、聖体礼儀で福音書が詠まれるときに、

その内容が思い浮かべやすくなる手助けになることを

目標としています。また遠慮なく質問できる場でもありますので、ふるってご参加ください。今年度は平

日の学びの会を開催が月 1回となったことをお詫び申し上げます。 

柏久保 感謝祈祷 9 月 8 日(土)１0 時より感謝祈祷を行いました。近畿地方を襲った台風 21 号そし

て北海道胆振地方を震源とする大地震による災害のさなかで行われるこの祈祷を少し躊躇する思い

でした。司祭は祈祷を開始するにあたり、祈祷中被災地に思いを馳せてもいいので、生かされているこ

とへの感謝をしましょう、と参祷者に伝えました。感謝祈祷後は、続けて永眠記念祭の私祈祷が行われ

るため、会館でのお茶の時間はありませんでした。 

また 9月 7日（金）17時より予定されていた 2018年度第一回学びの会は、司祭の都合により中止とな

りました。お詫び申し上げます。 

修善寺 聖体礼儀・墓地祈祷 9月 9 日（日）10時より、五旬祭後第 15 主日聖体礼儀が行われまし

た。この日は昼食をはさんで、修善寺地区秋の墓地祈祷を行いました。少し歩くとまだ汗ばむ陽気の

中、共同墓地をはじめ、各信徒家庭の墓前で祈祷を行いました。また、三島・御殿場・裾野の各エリア

でも墓地祈祷を行っています。墓地祈祷は土曜日や祝日を使って 10月半ばまで行ってまいります。 

 執事会 10月 29日（土）、老朽化した信徒会館を議題とする臨時執事会が行われました。 

平塚 秋の総パニヒダ ９月１日（土）１０時から、重田仁兄・

博兄宅にて秋の総パニヒダを行いました。少し天気の悪い日

でしたが、6 名が集い、永眠された各家庭のご家族お一人お

一人のために祈りました。この日の為にお茶菓子をご用意下

さった、重田家の皆様に心よりお祈り感謝致します。 

 

その他 9月 7日（金）から 9日（日）まで、ロシア正教会からの代表団が、9月に８０歳を迎えるダニイ

ル府主教様にお祝いの辞を述べるために東京復活大聖堂教会を訪問しました。また 9月半ば、大聖堂

の大鐘にひびが入ってしまったことを機にロシアで新調し、これまで５個だった鐘を１１個にして取り付け

ました。「ニコライの鐘」で知られる鐘の音色は、新たな音色を響かせます。 

最近の出来事 ・消息  
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北海道胆振東部地震による教会内における被災の報告 

2018年 9月 6日 3時 7分に、日本の北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震により、苫小

牧ハリストス正教会の執事長、イオシフ中川信行兄（62）と奥様ダリア久美子姉（58）が厚真町で起きた

大規模土砂崩れにより被災し永眠されました。９月１１日（火）・12日（水）に苫小牧ハリストス正教会にて

通夜パニヒダおよび埋葬式がセラフィム大主教座下の執祷により行われました。北海道各地域にある教

会には損害はありませんでした。永眠された中川ご夫妻に神が永遠の記憶を賜らんことをお祈り申し上

げます。 

近畿地方を襲った平成 30年台風第 21号による被害の報告 

広範囲にわたって被害が及んでいるため、西日本教区にて現在調査中です。復旧までにも時間を要し

ています。西日本地域にある教会では、大阪ハリストス正教会にて倒木などの被害が発生しているとの

ことです。被災に合われている兄弟姉妹の上に神の護りがありますことをお祈りしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献金報告           9/20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 

9/2 坂本 エレニ姉 感謝献金 

9/9 千葉 清明兄 

 

降誕祭献金 

 千葉 清明兄 

 

復活祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

9/16 廣石 和子姉 パニヒダ献金 

 神谷 忠明執事長 パニヒダ献金

ｂ 

学びの会 10月 

本年度も伝道会「公祈祷講話」を全 9回の予定で行います。 

本年度のテーマは、『福音書の読みと解説』です。映像を見ながら福音書を解説します。 

柏久保：10月 12日（金） 午後 6時から 

修善寺：10月 13日（土） 午後 5時から 

小田原：10月 21日（日） 午後 1時から 

 

祈祷中に聖書が読まれる時、その内容を思い描きながら聴けるようになります。途中からの参加、

時々の参加もご遠慮なくどうぞ！ 
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読書の秋 
 

 神父になったサムライ 及川 信 著  

聖ニコライから一番初めに洗礼を受けた沢辺琢磨や

翻訳に従事した中井木菟麻呂
な か い つ ぐ ま ろ

らなど、日本正教会の

歴史に関する及川神父様の講話を編集した一冊で

す。●希望頒布献金額 \1,500 
 
 

ロシア正教会の聖歌 J.V.ガードナー 著   

            松島 純子 訳 
 

世界中で親しまれている正教会聖歌と奉神礼の入門

書です。祈祷の中で使用される用語、祈祷の構造、

そして歴史が開設されています。 

●希望頒布献金額 \1,500 
 

教会にてのみ頒布しています。 

 

 

ボランティアデー2018 
 

開催日時： 2018年１１月３日（祝） 9時～14時 
※作業の進み具合により、予定より早く終了することがあります。 

今年もガーデニングを行います。これまで花壇に直接お花を植えて 

いましたが、今年は少し工夫を凝らしてプランターにお花を植えて、 

管理しやすくなるように試みます。ミハイル神谷執事長の特製焼きそばが昼食にふるまわ

れます。ふるってご参加ください！ 

こども成長感謝祈祷 

開催日時： 2018年１１月 4日（日） 聖体礼儀につづいて  
 

お子様の健やかな成長を感謝し、これからも神の護りのうちに歩

めるよう祈願します。３歳５歳７歳のお子様に限りません。 

ぜひご参祷ください。 

読書の秋 
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10月の永眠者一覧（敬省略） 

永眠日 聖名 氏名 永眠年 縁故者 

３０日 長司祭グリゴリイ 内藤 三雄 １９８１年 内藤 直樹 

１日 ミハイル 假野 松樹 ２００１年 假野 美枝 

２日 ニコライ 渡辺  忠 １９２３年 渡辺 宏 

２日 ノンナ 田村 清子 ２００９年 吉竹家 

４日 イオアン 重田 恒吉 １９２９年 重田 仁 

５日 ロマン 山口 活次 １８８９年 山口 晃 

５日 グリゴリイ 飯塚 正男 ２００４年 山本 保 

６日 マトフェイ 小杉  実 １９３６年 小杉 悦子 

７日 フォカ 廣石(赤子) １９０９年 廣石 利恵 

８日 ミハイル 中根 藤吉 １９８９年  

８日 アルセニイ 秋澤 英治 ２０１１年  

９日 シメオン 澁谷 正男 １９８９年 澁谷 道子 

１２日 ニコライ 廣石 大介 ２０１４年 廣石 清子/由美子 

１７日 イサアク 山口 以撒 １８９２年 山口  晃 

１８日 アレキセイ 日比野 平蔵 １９５５年 日比野 勇 

１８日 マリヤ 多喜 かく １９９７年 廣石 利恵 

１９日 マルコ 澁谷 新治 １９６６年 澁谷 道子 

２０日 エレナ 内藤 澄子 １９２２年 内藤 直樹 

２３日 イアコフ 紺野 雅治 １９２５年 紺野 雅章 

２３日 イアコフ 石井 勝治 １９４６年 石井 愛子 

２５日 ニーナ 内藤 和子 ２００８年 内藤 直樹 

２５日 ルカ 山本 繁 ２０１２年 山本 保 

２６日 ニカ 山口 かつ １９８８年 山口 晃 

２７日 パウエル 中島 基一 １９４６年 岡野 康子 

２７日 ルカ 澁谷 政吉 １９２５年 澁谷 道子 

２７日 オリガ 上野みゆき １９８５年 上野 攻 

３０日 ワルワラ 中島 たま １９４６年 岡野 康子 

３０日 ナデジダ 吉竹 恵子 １９９９年 吉竹家 

３０日  川辺 久雄 １９９１年 川辺 康弘 

                                                 
  

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。） 

Sergy Larissa セルギイ ラリッサ ゴロバチョフ 

セルギイゴロバチョフ  
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 芸術としての絵画を生活の中に取り入れ

て、それを楽しむことは素晴らしいことで

す。また、私たちには先代から大切にして

きたイコンが教会や家にあり、それらに対

して愛と敬意と理解をもって取り扱うこと

は当然です。今回はその前提の上で、少し

挑戦的かもしれませんが、２つの例を挙げ

てイコンの意義を明確する試みをしてみま

しょう。 

 次の2枚は主の降誕に関する図像です。図

12は一般的には「聖家族」と呼ばれていま

す。これは驚くことに、厳密にはイコンの使

命から若干ズレています。ハリストス降誕ま

での聖伝によると、イオシフ（ヨセフ）はマ

リアとの愛によって夫婦になったのではあり

ません。すでに家族もいた老年のイオシフ

は、くじ引きによってマリアの後見人とされ

たので、当時の慣習上マリアをめとる形をと

りました。図13は降誕祭のイコンです。中

央には聖神(中央の上から降る青い線)によっ

て身ごもっていたマリアが、その子イイスス

を飼い葉桶に寝かせて休んでいます。イオシ

フはというと、頬杖をついて悩んで座ってい

ます(図 13 左下。)その横に賢者を装うサタ

ンが「お前がマリアに罪を犯したのだ」と語

りかけています。家族愛を表現する図12

の方がクリスマスには相応しくみえますが、

聖伝を知らない人がこれを見れば、救主イイ

ススはイオシフとマリアの愛によって生まれ

たという印象を受ける可能性があります。 

 次の2枚は父・子・聖神 (至聖三者
しせいさんしゃ

)が

どのような方かを表しています。 

図14は父・子・聖神の区別が一目瞭然で

す。しかし、これは「至聖三者」の描き方

と認められないことがあります。神・父を

見た人間は一人もいないので、顔を描くこ

とはできない、というのがその理由です。

よく考えてみると、神・父が白髪かどうか

も分かりません。聖神についても、ハトと

して人前に顕れたことはありますが、聖神

は常にハトの姿をしているのではありませ

ん。したがって、聖書に従って人間にでき
．．．．．．．．．．．

る範囲
．．．

で至聖三者を絵で紹介しようとす

れば、図 15 になります。これは旧約聖書

の創世記 18章のある行
くだり

によるものです。

三人いながら皆、同一の顔をしています。

これは「三者が本質を同じくする一つの神

性を持っている」ことを人々に伝えようと

しています。 

 今日、教会は聖像破壊運動を経て、ある

一定の厳しさをもってイコンを守っていま

す。冒頭に記したように、私たちに身近で馴

染み深いイコンを大切にしながら、教会にお

けるイコンの大切な役目もぜひ心にとめてい

てください。（終わり） 

ちょっとだけ 
イコン学 ～イコンの使用を理解するために～ ④ 

 

図 13 

 

図 12 

(本稿はイコン学者でありイコン画家でもあるソゾス教授からかつて学んだメモからの抜粋でした。) 

 


