
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

●五旬祭後第 23主日聖体礼儀（第6調）・こども感謝祈祷・公祈祷講話③ 
 11 月 4 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：エフェス 220 端（2：4-10）福音経：ルカ 83 端(16：19-31) 

●五旬祭後第 25主日聖体礼儀(第8調)・月例パニヒダ・定例連絡会 

 11 月 18 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：エフェス 224 端（4：1-6）福音経：ルカ 39 端(8：41-56) 

●五旬祭後第 26主日(生神女誕生祭期)聖体礼儀（第1調）・聖歌研修会 
 11 月 25 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：エフェス 229 端（5：8-19）福音経：ルカ 53 端(10：25-37) 
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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11月号 

ボランティアデー2018 

開催日時： 2018年１１月３日（祝） 9時～14時 

詳しくは５ページ 

主
し ゅ

に 

感謝
か ん し ゃ

すべし。 
アナフォラの祈祷文より 
 

 
感 謝 する  

ギリシア語で『感謝する』を意味する「ευχαριστώ
エ フ ハ リ ス ト ー

」は、「ευ
エ フ

」と

「χαρίζομαι
ハ リ ー ゾ メ

」の二つの要素から成り立っている。「ευ」は「喜び」を意味

し、「χαρίζομαι」は「惜しみなく与える」という意味である。『（人に）惜しみなく

喜びを与える』という原義から転じて「感謝する」という意味が発生する。人は

心から感謝するとき、心を開いて感謝の思いを身体全体で表すものだ。 

http://www.orthodoxjapan.jp/
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 『主に感謝すべし』という司祭の高声と共に、

私たちはいよいよ神に献物を献ずる準備を整え

ます。私たちが献じる献物は、主・神への私たち

の感謝です。聖体礼儀という機密を喜びをもって

行うように私たちに教えてくれたのは、ハリストス

ご自身です。主が聖体機密を制定されるときの

文言を思い出して下さい。主はその手にパンを

取り、まず神に感謝しました。そして、それを擘
さ

き、彼の門徒たちに与えたのです。主がブドウ

酒の入った爵
しゃく

を門徒たちに与えるときも全く同じ

です。主は、まず神に感謝しました。 

 神の賜物を大切にしたいと思うならば、私たち

はまずその賜物のすばらしさを思い出し、それに

感謝することが最良の方法です。聖金口イオアン

は次のように述べています。『信徒たちの集会で

行われるこの畏れるべき機密、救いの喜びを豊か

に賜うこの機密が「感謝の祭」と呼ばれるのは、そ

の祭がいかに多くの恩を神が人に賜ったかを思

い起こさせるからであり、神の救いの業の頂点を

私たちに明らかにするからであり、まさに私たち

一人ひとりを神に感謝するよう然るべく整えるから

である。それゆえに、司祭はこの感謝の祭が行わ

れるとき、私たちに神に感謝するように促すので

ある。それは、全世界のためであり、過去と現在、

すでに起こったこと、そしてこれから起こることの

ためである。この感謝の祭は、私たちを地上の縛

から解放し、私たちを天に導くのである。まさに、

私たちを人から天使に変容せしむるのである』。

神が私たちに賜った諸恩のために私たちが感謝

するとき、その感謝そのものが今や新たな神の恩

となるのです。なぜなら、神は何も人から取らず、

ただ私たちを『より神に近い者と為して』くれるから

です。 

 司祭が『主に感謝すべし』と促すとき、信徒は、

『それは当然にして義なり』と応えます。これは、

感謝の祭が献げられることに全く意義はなしという

意味です。この信徒の応答は、ハリストスのお身

体の一体性を表しています。それと同時に、聖体

機密の執行に信徒の参加が不可欠であることを

明らかにしています。聖金口イオアンは次のよう

に説明しています。『神への感謝は共通のもので

ある。司祭だけが神に感謝するわけではない。感

謝するのは全ての人々である。司祭が最初に発

声し、続けて感謝の祭を行うのだが、その前にす

でに信徒全員がこの祭が『当然にして義』である

ことに賛同している。』感謝の祭には全ての信者

が、司祭と共に参加しているのです。 

 私たちは、永遠の生命に向けて歩みながら、諸

聖人と共に新たなる讃詞を主に歌うのです。  

『四つの生き物と二十四人の長老は、小羊の前に

ひれ伏した。そして、彼らは新しい歌をうたった。

「あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのに

ふさわしいお方です。あなたは屠られて、あらゆる

種族と言語、民族と国民から、自分の血で神のた

めに私たちを贖われたのです」。 そして、わたし

は、玉座の周りに多くの天使を見、その声を聞い

た。天使たちは大声でこう言った。「屠られた小羊

は、力、富、知恵、威力、

誉れ、光栄、そして讃美

を受けるにふさわしいお

方です」。 四つの生き物

は「アミン」と言い、長老

たちはひれ伏して拝し

た』。（黙示録第五章 8～

14節参照）  

聖体礼儀解説(31)   
～聖なる献物～ その④ 

～ 

 



小田原 五旬祭後第 18主日代式祈祷 9月 30日（日）十字架挙栄祭期にあ

たるため、予め司祭によって聖所に捧出された十字架に、マカリイ山口副輔祭

様の先導によって伏拝が行われました。 

五旬祭後第 19 主日聖体礼儀 10 月 7 日（日）主日聖体礼儀が行われる前

に、ラリッサ鈴木姉によって描かれたミラ・リキヤの大主教奇跡者聖ニコライのイ

コンが成聖されました。ミラ・リキヤの大主教奇跡者聖ニコライは 3世紀頃の聖

人で、サンタクロースのモデルとなった聖人でもあります。航海する者や困難

の中にある人を助ける聖人と言われ、世界中で親しまれています。（今月の聖

人８ページをご覧ください。） 

柏久保 感謝祈祷 10月 13日(土)１0時より感謝祈祷を行いました。暑かっ

た天気が急に涼しくなり、聖堂内でも腕や膝をさすりながらお祈りしました。こ

のしばらくの間、多くのご家庭で記念祭が第 2 土曜日に行われるため、定例

の集会は感謝祈祷を行って過ごしています。12日（金）17時には 2018年度第一回学びの会が行わ

れました。映像を見ながら新約聖書の中のルカによる福音書の解説を行っています。ご興味のある

方は途中からでも構いませんので遠慮なくご参加ください。 

修善寺 聖体礼儀・墓地祈祷 10月 14日（日）10時より、五旬祭後第 20主日聖体礼儀が行われ

ました。聖体礼儀後、続けて感謝祈祷の中で歌われる聖歌の練習を行ました。来月の聖体礼儀のあ

と、結婚された方の感謝祈祷を行います。来月は聖体礼儀後に 40 分ほど感謝祈祷のお時間を戴き

ますので、ご協力いただける方はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

平塚 次回の集会 11 月１7 日（土）１０時から、澁谷道子宅にて地域集会を行います。平塚教会と

郷土の話を予定しています。 

その他 10月 7日（日）8日（祝）の二日間、東京ニコライ会館にて教区の聖歌リーダー養成講座が行

われました。小田原からウエラ神谷智子姉、マリーナ日比野恵美子姉、パウエル日比野俊二兄、修善寺

からワルナワ野田幹太兄が参加しました。第一日目は司祭ディミトリイ田中師の講話と共にヘルヴィムの

歌を中心に、そして第二日目は司祭ミハイル対中師と共にパニヒダを学び、リュボフ田中博子姉から実

践の指導をいただきました。詳しくは次ページの参加者のレポートをご覧ください。 

永遠の記憶 10月 18日（木） イリナ 石井 愛子姉（小田原 87歳）がご永眠されまし

た。10月 22日 (月) にご自宅にて埋葬式を執り行いました。神が石井姉に永遠の記憶を賜らんことを

お祈り申し上げます。 

最近の出来事 ・消息  
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  2018.10.7  東京大主教区 聖歌リーダー養成講座に参加して 

ワルナワ 野田 幹太（修善寺 １日目参加） 

聖歌者 田中先生より、聖歌は「祈り」であり「言葉」を大切に歌うこと。その言葉の意味を知るこ

とで、歌い祈ることの楽しさ喜びを感じることができるとお話しがありました。 

田中神父様から、「ヘルヴィムの歌」の意味について、原文の解説やイメージ映像などを交えな

がら、その内容を理解するための講話をいただきました。内容から、より厳かに謳われる聖歌で

あり、その間、神父様が黙誦する祝文は、聖体礼儀中で最も力強く、且つ全身全霊をこめた神

父様自身の痛快の祝文であることなどを学びました。その後、具体的な歌い方のご指導をいた

だきました。今回学んだことを今後に生かしていきたいと考えております。  以上 

 

  聖歌隊リーダー養成講座に参加して  

パウエル 日比野 俊二（小田原 １日目・２日目参加） 

１０月７、８日にお茶の水のニコライ会館にて開催された養成講座にはじめて参加させていただ

きました。２００４年に始まったこの講座は今回で１７回目であり、小田原からはウエラ神谷姉、マ

リーナ日比野姉、私の３名が参加し、東京大主教区全体では２７名の参加となりました。  

第一日目は聖歌者リュボフ田中師より、この講座の意義について説明があり、「聖歌は祈りであ

ること」、「日本語の意味を理解して歌うこと」との指導を頂きました。次にディミトリイ田中神父様

より「ヘルビムの歌」に関する原語及び日本語の意味とその解釈に関する深く詳しい解説があ

り、歌の内容に関して自分自身のイメージを持ち、そのイメージと一体化して歌うことの重要性

を教わりました。またこの歌は神品の所作に合わせて歌うことが大切であるので、田中神父様の

祈祷と所作に合わせて、繰り返し練習を行いましました。  

第二日目は朝一番で、腹式呼吸、発声練習を約一時間おこなった後に、ミハイル対中神父様

の祈祷に合わせて午前中は「パニヒダ」、午後に「埋葬式」の練習を単声から四声までの様々な

パターンで繰り返しおこない、最後に練習用の CDの録音をしました。  

今回の講座では他の教会の方々の真剣な聖歌への取り組みに接し、私も研修で学んだことを

踏まえ、少しでも聖歌を正しく歌えるように努力していこうと思いました。以上 

聖歌リーダー養成講座レポート 

～ 

 



  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献金報告           10/21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 

9/23 匿名 パニヒダ献金 

 石井 愛子姉 

 

降誕祭献金 

 石井 愛子姉 

 

復活祭献金 

 石井 愛子姉 

 

パニヒダ献金 

日付 氏   名 摘  要 

10/21 廣石 清子姉 パニヒダ献金 

 廣石 由美子様 パニヒダ献金

ｂ  神谷綾子姉・淳一兄 感謝献金 

 内藤 直樹兄 パニヒダ献金 

 ミハイル 会見兄 パニヒダ献金 

11月学びの会・聖歌研修会 

■学びの会 

小田原：11月 4日（日） 午後 1時から 

柏久保：11月 9日（金） 午後 6時から 

修善寺：11月 10日（土） 午後 5時から 

 

■教区主催聖歌研修会（小田原） 

日時： 11月２５日（日）昼食後（お弁当があります。） 

講師： 聖歌者 リュボフ 田中 博子姉 

参加費無料。ふるってご参加ください！ 

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。 
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11月の永眠者一覧（敬省略） 

永眠日 聖名 氏名 永眠年 縁故者 

１１日 司祭ティト 中島 市造 １９３０年 岡野 康子 

１日 エレナ 澁谷 マス １９０３年 澁谷 道子 

２日 アンナ 大田 スミ １９９３年 土居 勇典 

３日 マリヤ 渡辺 ヨシ ２００５年 渡辺  宏 

３日 マリヤ 神谷 千代 ２００９年 神谷 淳一 

４日 ワッサ 澁谷 カネ １９４９年 澁谷 道子 

 フォマ 村松 一郎 ２０１２年 村松 伸子 

５日 ネオニラ 中島 清子 １９４１年 岡野 康子 

６日 パウエル 神谷 清右衛門 １９３９年 神谷 淳一 

８日 マウラ 関川 信子   

９日 イリナ 竹内 ワカ １９１５年 樋口家 

１０日 ナウム 澁谷 晋 ２００９年  

１０日 マリナ 内藤 ミチ １９８９年 内藤 直樹 

１１日 マリヤ 飯塚 ミツ ２００１年 山本 やす江 

１２日 ナタリヤ 日比野 ツマ １８９２年 日比野 勇 

１２日 リヤ 神谷 ウタ １９５１年 神谷 武夫 

１４日 オリガ 日比野 タツ １９４８年 日比野 勇 

１５日 ダニイル 荒井  智 １９４４年 荒井  譲 

１６日 イリナ 神谷 トミ １９４２年 神谷 淳一 

１７日 ヒワ 日比野 ヒワ １８９４年 日比野 勇 

１９日 イオアン 内藤 雅悟マサノリ ２００８年 内藤 直樹 

１９日 ゾヤ 中島 マキ １９１９年 中島 八千代 

２０日 マリヤ 山口 勢以 １９０９年 山口 晃 

２０日 ソシヤ 荒井 エイ １９３８年 荒井 譲 

２１日 アンナ 廣石 ゆき １９９６年 廣石 卓也 

２１日 ダヴィド 吉竹 克己 ２００６年 吉竹家 

２２日 ナタリヤ 高橋 ふみ １９８５年 松川 ゑみ 

２４日 イオアン 山口  寛 １９１４年 山口 晃 

２７日 イリナ 岡本 啓子 ２００１年 假野 美枝 

１０日  中島(嬰児) １９６０年 中島 八千代 

１６日  日比野 悦子 １９６８年 日比野家 

                                                 
  

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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船乗りと困難の中にいる人の守護聖人 

ミラ・リキヤの聖ニコライ 
記憶日12月19日/12月6日（新暦） 

 ３世紀の聖人ニコライはリキヤ地方ミラの教

会の主教です。ミラとは、今日のトルコのデムラ

という地域です。聖ニコライは、奇蹟者そしてキ

リスト教おける教父として知られています。彼

は永眠後も、正教会はもちろんその域を超えて

聖ニコライは多くの人に親しまれ、今日では世

界中の子供たちに喜びを与える「サンタクロー

ス」として日本でも親しまれています。奇蹟者聖

ニコライは私たち祈る者を助けてくれる聖人、

罪人の伝達者、悲しむ者のなぐさめ、荒海を渡

る者の舵取りなのです。 

 聖ニコライは、若年でしたが司祭となり、教師

として宣教を務め、信徒らも彼を長老の様に慕

っていました。両親の死後はその土地を売り、

人への施しを始めました。ある時、裕福な商人

が不況に陥り、金銭のやりくりのために自分の

娘三人を売ろうとしていたところ、それを知った

聖ニコライが、夜中彼の家に来てハンカチに包

んだお金を窓から投げ込んで、娘を売る罪を阻

止した、というサンタクロースの元となる有名な

エピソードが残っています。 

 聖ニコライはある時、聖地イェルサリムへ赴き

ました。旅の航海中、聖ニコライは予見したとお

り嵐に遭いましたが、彼の熱心な祈りが通じて、

嵐は鎮められました。聖地で主ハリストスが歩

んだ道の跡をたどると、彼は心が熱くなり、そ

のままイェルサリムのシオン山にある修道院に

入りました。しかし神は聖ニコライに言いました。

「二コライよ、お前が意を決しているならば、す

ぐにここから世に出て、善き事のために努めな

さい。この修道院はあなたが管理するぶどう園

ではありません。」そして彼は再びミラへ戻りま

した。 

 ミラに帰って間もなく、その地方の大主教イオ

アンが永眠しました。次の大主教を決めるにあ

たり、大きな議論がありました。ある年老いた

主教の夢に

神が顕れ、

聖二コライ

を 大 主 教

に、と言うの

でした。主

教は、まだ

若い司祭で

ある聖ニコ

ライを見つ

け出し、彼

を大主教にしました。 しかし時は、大きな迫害

が行なわれた時代(284-305)。聖ニコライは皇

帝が拝する神の像にひれ伏さなかったという罪

で、他の信徒と共に投獄されました。拷問もあ

る投獄の期間でも、彼は神による喜びを仲間た

ちにもたらしました。４世紀始め、コンスタンティ

ヌスが皇帝になると、聖ニコライはすぐに獄か

ら解かれてミラへ帰りました。 

 聖ニコライの奇蹟は各地から報告されていま

す。彼は宣教を続け、343年 12月 6日、高齢に

なって永眠しました。 ミラの港には教会が建て

られ、彼の不朽体（朽ちない遺体）は何世紀も

そこに安置されていました。ビザンチン時代中

期を過ぎると、ビザンチン帝国は野蛮人からの

侵略に苦しめられました。1081 年に、１人のイ

タリア人司祭が 3 艘の船で帝国に来ました。彼

は聖ニコライが幻に現れ、ミラには居たくない

から、体をイタリアのバーリに移して欲しいと願

っている、と言いました。それでイタリア人司祭

が 4人の修道士と共にミラの教会へ行って棺を

開けると、非常によい香りの膏が流れていまし

た。その膏と不朽体を船に乗せ、イタリア人司

祭らはバーリへ帰りました。こうして、奇蹟者聖

ニコライは永眠日である 12月 6日（旧暦 12月

19日）、及びその不朽体がバーリに移轄された

5月 22日（旧）に記憶します。
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