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●五旬祭後第 7主日聖体礼儀（第6調）・執事会 
 8 月 4 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：ローマ 116端（15：1-7） 

福音経：マトフェイ 33 端(9：27-35) 

●顕栄祭(主の変容祭)聖体礼儀（祭日調）・月例パニヒダ 
8 月 18 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 10主日聖体礼儀（第4調） 
 8 月 25 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) 

 

 

 

 

 
 

果実の成聖があります！ 

詳しくはＰ6をご覧ください。 

変 容  

福音書の記述によれば、主イイススは弟子たちの中からペトル、イオアン、イヤコフを引き連れて、祈るために」ファヴォル山（Θαβώρ）に登った。

アトスの聖ニコディモスはこれを次のように説明した。「主が三人の弟子だけを連れて行ったのは、彼等が他の弟子たちよりも優れていたからで

ある。つまり、ペトルはハリストスを誰よりも愛していたし、イオアンはハリストスから愛されていたので、他に抜きん出ていた。そしてイヤコフは、

主が飲む死の盃を飲むことになっていたからである。」この三人の弟子は、光り輝く主イイススとモイセイとイリヤが会話するのを目撃した。これは

「多くの人々がハリストスに抱いていた誤解を正すため」であった。主イイススのことを「あれは預言者イリヤだとかイエレミヤだ」と人々が言ってい

たからである。そのため、主イイススはファヴォル山で首座の預言者たち共に立つことで、弟子たちと人々に、ハリストスと預言者との違いを示し

たのである。ハリストスが主宰であり、預言者はその僕なのである。さらにハリストスがこの二人を左右に従えたのでは、「主イイススが生者と死

者との上に権ある者であることを示すため」である。かつて、モイセイは死者のうちに数えられ、イリヤは生きたまま天に昇った生者だったからだ。 

ｓえい赦 
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2019年度・『教区会議』及び『全国公会』報告 

◆2019年度東京大主教教区「教区会議」（６月23日開催）◆ 

 小田原からミハイル神谷忠明執事長、マルコ山本保兄（執事）、修善寺からイオアン山田亨執事長と

オブザーバー・信徒代表としてヴァルナバ野田幹太兄、両教会管轄として司祭ディミトリイ田中が出

席。平塚及び柏久保からは委任状が提出された。 

 今年度の教区会議では、新たに東京大主教教区の宗務局長に任ぜられたコンスタンティン桝田神

父様のもとでの業務計画案が上程され、承認された。今年度から教区の業務計画案にはテーマが設

定された。今年度は「修道への理解を深める」である。これまで信仰の継承などが議論されてきた「教

会代表者会議」、教区内の信徒間の交流を促進するための「姉妹教会訪問」では、熱海市網代に開

設された「修道院」の現状と今後、現地への具体的な訪問が企画される。また、今年度の「教区専従教

役者会議」は今年 4月に聖堂が改修成聖された馬頭教会を会場として開催される。テーマは、「教会

を取り巻く現代的な課題について考える」である。葬儀に関する現代的な問題、性的マイノリティなど

の人権問題への教会的対処の方法、アジア諸国における正教伝道の諸事例を参考に非キリスト教社

会における教会のあり方などが討議される予定である。 

 例年通りの信徒研修会の他に、一般向けの講演会も企画される。 

「聖歌研修会」、「合同聖歌隊」の企画は例年通りであるが、2020年 9月には聖自治祝福五十周年記

念祭が予定されているので、今年度の「聖歌リーダー養成講座」は『記念式典向けの聖歌隊特別練

習』として実施することが発表された。 

 昨年度教区内の誦経奉仕者を対象におこなったアンケートをもとに実施された「誦経奉仕者研修

会」は、今年度イリヤ武井長輔祭（大聖堂）の担当企画として、教区内の管轄司祭が個別に研修会開

催を依頼し、実施することとなった。 

 修善寺教会の新信徒会館竣工と府主教座下ご来会による成聖の日程は、事前に管轄司祭ディミトリ

イ田中から宗務局長に 2019年 10月 13日と伝えられ、この日程は今年度の業務計画の冒頭で発表

されたが、議事の中で修善寺教会イオアン山田亨執事長とヴァルナバ野田幹太兄が建設工事の進捗

状況を報告、このたびの新信徒会館建設工事を祝福されたダニイル府主教座下はじめ、建設資金融

資にご協力頂いたパウェル小島教団財務部長、セラフィム大主教座下及び宗務総局役員会の方々

への感謝を述べ、府主教座下はイオアン山田執事長からの招待を受理し、修善寺ハリストス正教会新

信徒会館成聖の日程は、2019年 10月 13日と正式に決定された。 

 

◆2019年度「通常全国公会」（7月6日・7日）◆ 

 司祭ディミトリイ田中とミハイル神谷忠明執事長が出席。 

 第一日目、議事冒頭の開会訓示において、府主教座下は６月 13日に急逝された函館教会のニコラ

イ・ドミートリエフ神父様に哀悼の意を表されるとともに、「ヒエラルキー」という正教会における主教と神

品教役者及び信徒との関係に言及し、主教には教会財産だけでなく、教役者及び信徒の心と身体を

管理しなければならない責務があることを改めて表明された。教団は神品教役者及び信徒だけでな
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く、一般に対しても社会的責任ある宗教法人として、今後も神品教役者の健康管理に引き続き配慮

し、一般に対しても緊急時における対処のための具体的な方策を講じることを約束された。 

 続く宗務総局報告においては、教団事務局長を務める司祭ディミトリイ田中（小田原）が宗務総局長

の発議によって宗務総局役員に追加任命され、主教品の祝福を得たことが報告された。教団設置の

三委員会（宣教企画・財務諮問・諸規則検討）報告で特筆すべきは、東京復活大聖堂内に設置されて

いる「納骨堂」が長らく未認可であったが、このたび諸規則検討委員会委員長コンスタンティン桝田神

父様のご尽力により、正式に認可されたことである。また現在、納骨堂増設も検討中である。 

委員会報告に続き、府主教座下よりセラフィム大主教座下の「東京の副主教」就任承認を求める発議

がなされ、全国公会は満場一致を以てこれを承認した。教団が直面する想定外の諸問題に対処する

ため、主教会議によるリーダーシップを強化することを目的として、ダニイル府主教座下はセラフィム

大主教座下の補佐を必要とされたからである。これよりセラフィム大主教座下は「仙台の大主教及び東

京の副主教」と呼称される。 

 第二日目、決算報告に続く会計監査報告で、現職の退任と新任の選任が発表された。退任するの

はイリヤ近藤伊理彌兄（静岡）とミハイル佐藤孝雄兄（京都）、今年度から会計監事に選任されたのは

イオナ近藤孝邦兄（東京）とダリヤ吉永孝子姉（東京）である。 

またダニイル府主教座下は、建議案に替えて教団運営に関するご自身の決意表明として、2020年度

をもって教団設置の三委員会を改編し、より具体的で実効的な教団運営を担う委員会を組織するこ

と、来年 9月にはキリル総主教聖下ご来臨による聖自治祝福五十周年記念式典が催さえるので三委

員会の改編を一年間猶予することを発表された。 

 今年度の全国公会で、ダニイル府主教座下は主教会議の総意として、教団が直面する諸問題に実

効的に対処し、教団の体制そのものを再構築するため人事異動を発令された。公会発令人事異動は

以下のとおり。 

 

昇叙及び祝福 

1） 仙台ハリストス正教会クリメント児玉慎一神父が長司祭昇叙。飾り十字架、パリッツァ佩用を祝福。 

2） 苫小牧ハリストス正教会イアコフ篠永眞神父、横浜ハリストス正教会グリゴリイ水野宏神父に金十字

架、カミラフカ、ナベドレンニック佩用を祝福 

3） 盛ハリストス正教会パウェル伊勢良行兄を自給伝教者に祝福。 

人事異動 

1） 仙台ハリストス正教会長司祭クリメント児玉慎一神父に凾館及び上磯ハリストス正教会の管轄を命

じる。当面は仙台、中新田、白河を兼務。 

2） 盛岡ハリストス正教会長司祭ダヴィド水口優明神父に仙台ハリストス正教会管轄（中新田及び白河

を含む）を命じる。当面は盛岡、遠野、北鹿、岩谷堂、山田を兼務。 

3） 盛岡ハリストス正教会には、長司祭ダヴィド水口優明神父の兼務終了を以て、東京正教神学院を

今年度卒業したピーメン松島拓神学生を適宜神品叙聖し、派遣する。 

4） 神戸ハリストス正教会司祭エフレム後藤悠太神父に札幌ハリストス正教会副司祭を命じる。 

ここに出てくるパリッツァ、ナベドレンニック等の言葉の意味は次ページにて解説します。 
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5） 横浜ハリストス正教会司祭グリゴリイ水野宏神父に人吉ハリストス正教会及び九州全域の管轄を命

じる。 

6） 人吉ハリストス正教会司祭ワシリイ杉村太郎神父に神戸ハリストス正教会管轄を命じる 

7） 横浜ハリストス正教会は当面司祭不在として、東京大主教教区宗務局長の監督下に置き、司祭巡

回によって運営する（協議の果、宗務局長コンスタンティン桝田尚神父(山手)が兼務）。 

8） 諸般の事情により修道院開設計画を凍結する。教団憲法第 12条(3)に基づく主教会議の決定。こ

の決定を以て、現在の修道院関係者はこれに係る一切の活動（聖務、居住、交通及びこれらに係

る会計業務、既存建物及び敷地保全のための営繕業務、新規建物建設計画等に関する財政審

議、等）を停止し、以後主教会議が決定するまで活動してはならない。 

9） 福島ハリストス正教会は主教会議への請願と承認により、新年度を以て仙台ハリストス正教会に吸

収合併される。 

10） 前橋ハリストス正教会司祭ステファン桑原神父管轄の宇都宮ハリストス正教会は、東京復活大聖堂

付司祭ミハイル対中神父が兼務する。 

11） 横浜ハリストス正教会司祭グリゴリイ水野神父管轄の手賀ハリストス正教会は、東京大主教教区宗

務局長の監督下に置く（協議の結果、ガヴリイル田中和幸神父（東京）が兼務）。 

12） 柳井原ハリストス正教会及び和歌山地域は、西日本主教教区宗務局長の監督下に置く。 

13） 広島を含む中国地域の今後の管轄は、西日本主教教区宗務局で検討する。 

 

司祭の祭服の名称―神品は祈りながら必要な祭服を装着します。それは自分のためでなく、

奉仕するために与えられた祈りの武具をまとうことを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②フェロン 主ハリストスが受
難の時に着せられたローブの象
徴。また罪や情熱からの隔絶、神
の義を意味する。 
 
 

 ③帯 エピタラヒルの上から装着す
ることから祭事を行うこと、神との
つながりを意味する。 
 
 
 

 

①エピタラヒル 首から下に伸
びる長い髭の様に見える長い掛
布（第 132 聖詠）。司祭として神
から恩寵が与えられた証。その 7
つの十字架の模様は機密を正教
会の７機密を表している。 
 
 
 

 

④パリッツァ 右腰につける菱
形の布。スラブ系教会では高位
になってから佩用する。ギリシ
ャ系教会では、痛悔を聴くこと
のできる司祭が佩用する。霊的
戦いの武具である剣と神の言葉
を象徴している。 
 
 

 

⑤ナベドレンニック 左腰につけ
る長方形の布。スラブ系教会にお
いて、パリッツァがない場合は右
腰に装着する。霊的戦いの武具で
ある盾を象徴している。 
 
 
 

 

⑥ステハリ 全ての品共通の祭服。ただし
主教と司祭のステハリは薄い生地のものを
使用。「ハリストスによって洗を受けし者、
ハリストスを来り」と洗礼の衣を象徴する。 
 
 

 

篭手 右手から装着する。神の強さを
象徴する。自分の手ではなく神の手を
もって祭事を行うことを意味する。 
 
 

 

① 
 
 

 
③ 
 
 

 

② 
 
 

 

④ 
 
 

 

カミラフカ 司祭の帽子。修道士であ
れば、棺を意味する黒く長い布のつい
たクロブクという帽子をかぶる。最高
位の司祭は祭事中、ミトラという金の
帽子を装着する。 
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小田原 五旬祭後第 8主日聖体礼儀・信徒総会 7月

21 日（日）10 時より主日聖体礼儀が行われました。昼食

は婦人会で作ったカレーをいただきました。昼食後は

2019 年度小田原ハリストス正教会信徒総会が開催されま

した。信徒総会に提出された議案（過年度の活動報告・

会計報告、新年度の活動計画・予算案）は全て承認されました。信徒総会では信徒会館の免震改修

工事及び聖堂の内装改修工事に関する提案が司祭より提出され、総会の承認を得て、本年度より建

設委員会を設置し、具体的な計画案を策定します。具体的な進捗は会報にて報告します。なお、委任

状を提出された方には次号に議事録が同封され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１0日（土）、修善寺教会は１1日（日）にそれぞれ祈祷と信徒総会があります。 

平塚 7月 13日(土)10時、イオシフ窪田幸夫兄宅にて信徒

総会を開催しました。昨年とは打って変わって 5 月並みの

気温がその日も続く中、5 名が集って過年度の活動報告と

決算報告、そして新年度の活動案と予算案審議が行われ、

承認されました。執事長となって新年度で 10 年目となる重

田明執事長は、少しずつでいいから各家庭の若い人が教

会のことに触れてほしい、また実務的なことも任せていきたいと述べました。また信

徒の減少に合わせた小規模教会の在り方などについても議論がありました。司祭

としては、営利団体でないことから、まずは集う信徒の気持ちを尊重し、司祭がそ

れにできる限り応えていく努力をするのが良いのではないか、と話がありました。ご

夫人のハリスティナ康子姉が稲荷寿司やコロッケなどを昼食にご用意下さり、談笑しながら総会後のひ

と時を過ごしました。ご家庭を開放してくださった窪田家に感謝申し上げます。 

教区会議と全国公会 教区会議は 6 月 23 日（日）に、全国公会は 7 月 6 日（土）・7 日(日)の両日、

東京復活大聖堂・ニコライ会館にて行われ、教区内及び全国の神品・信徒代表者が集い、年次総会

を行いました。 

東京正教神学院卒業式  ７月 12 日(金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。今回卒業したのはピーメン松島拓神学生。伝教者となった松島

拓師は 7月 21日には婚配式を行いました。今後の歩みに神の恩寵が豊かにあることをお祈りします。 

  

最近の出来事 ・消息  
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献金報告           7/21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。 ■

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 

6/30 渡辺 和枝姉 感謝献金 

 渡辺 和枝姉 パニヒダ献金 

 日比野 タカ子様 感謝献金 

 村松 伸子姉 感謝献金 

 神谷 忠明執事長 パニヒダ献金 

 竹林 多恵子姉 パニヒダ献金 

日付 氏   名 摘  要 

7/21 安達 紀彦兄 パニヒダ献金 

 由良 キン子姉 会報献金 

 神谷 幸夫副輔祭 パニヒダ献金 

 ｲﾝﾏﾇｴﾙ新生教会 拝観感謝献金 

 小島 紀二執事長 

 

会報献金 

 廣石 清子姉 パニヒダ献金 

顕
けん

栄
えい

祭
さい

 
（主の変容祭） 

徹夜祷 日時：2019 年 8 月 17 日 (土) 17:00～19:00 

聖体礼儀 日時：2019 年 8 月 18 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。 

小田原 

 

神父からのおねがい 

昨今の夏の気温上昇に伴い、聖体礼儀中に気分が悪くなるケースが増加してい

ます。その場合、教会で用意した水がありますので飲用してください。ご聖体

をいただくにあたって、あるいは齊期の節制面で不安なことがある場合は、痛

悔の時間を利用しても構いません。心配せずに司祭にご相談ください。 
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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 

 

                                

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。聖堂は生

活する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。

（月例パニヒダの日は必ず会報をご確

認ください。）パニヒダは、亡くなった

方のためにいつでも行うことができま

す。したがって日本の習慣にならって

記憶する祈りを行ってもよく、また、そ

うでなくても構いません。 

2019年 7月に行われた月例パニヒダの様子 

 


