
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

●五旬祭後第 20主日聖体礼儀（第3調）・こども感謝祈祷・執事会 
 11 月 3 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

ガラ 200 端（1：11-19）福音経：ルカ 83 端(16：19-31) 

●五旬祭後第 22主日聖体礼儀(第5調)・月例パニヒダ 
 11 月 17 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

使徒経：ガラ 215 端（6：11-18）福音経：ルカ 39 端(8：41-56) 

●五旬祭後第 23主日代式祈祷（第6調） 
 11 月 24 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

エフェス 220 端（2：4-10）福音経：ルカ 53 端(10：25-37) 
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小田原・平塚・修善寺・柏久保正教会だより 

2019年11月1日発行 第207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 

2019年11月号 

ボランティアデー2019 

開催日時： 2019年１１月 2日（土） 9時 30分～14時 

詳しくは５ページ  See P5 

爾
なんじ

の賜物
たまもの

を爾
なんじ

の

諸
しょ

僕
ぼく

よ り 、 衆
しゅう

の

為
ため

、一切
いっさい

の為
ため

に爾
なんじ

に 献
たてまつ

りて。 

機密
き み つ

制定
せいてい

の祝文 解説は 2ページ 

http://www.orthodoxjapan.jp/


  

 

2 

 

     

人は神の祝福に満ちた賜物として、この世界を

神から頂きました。私たちはそれを神に感謝しな

ければなりませんが、何をもって神に感謝すべで

しょうか。私たちは、神の鴻恩に報いるべき物を

何も持っていません。故に、私たちは神が私たち

に賜われたこの世界そのものを神にお返しする

のです。神の愛を人に届けた器であった世界

は、今神に返され、人の感謝を神に献げる器とな

ります。 

 神が私たちに授けてくれた賜物に、私たちは感

謝の印を添えて神にお返しするのです。地を耕

すこと、種を撒くこと、実を刈り取ること、人の手

の業は全て、神の世界に人が残す印となります。

人は、苦労と悩みと喜びと希望が込めて作り出し

た品を神にお返しするのです。 

 しかしながら、賜物である世界は、私たちにと

って神の唯一で最高の祝福ではありません。な

ぜなら、神は初めにこの世界を創造されたとき、

人への愛の印として、この世界を人に賜物として

与えましたが、ハリストスの降臨をもって、神はご

自身を人に賜物として与え、ご自身の人への愛

を顕されました。このハリストスこそが至上の神か

らの賜物です。故

に、私たちは今、

この新しい献物の

儀式の中で、神

にハリストス、すな

わち神ご自身を

献げているのです。 

 神が初めの世界の創造とハリストスのおける新

たな生命の始まりにおいて顕わされた愛に対し

て私たちが感謝するとき、それを十分に顕すも

のとして、私たちは聖パンを奉献台に献じます。

これらの聖パンは、自らを「多くの人の贖いとし

て」（マトフェイ伝 20 章 28 節）献げた主ハリスト

スが私たちに賜った自由の証なのです。 

 神を熱愛する者は、感謝の献物として造物を

造物主にお返しすることで、神への愛を顕しま

す。賜物を手に、聖なる献物の儀式とともに、神

への高みを昇るのです。聖グリゴリイ・パラマは

次のように述べています。『真
ま さ

に天に昇る。言葉

にならない言葉を聞き、見えざるものを見る。全

身が驚嘆によって満たされる。不休の聖歌者た

ち（天使）と競い合いながら、地上にありながら、

実に神の使いの一人となる。このようにして、自

分自身をもって全造物を神に導いていく』。 

 人によって、人と共に、万物は天上の祭壇に至

ります。聖神の成聖の恩寵を受けた祭壇は、被

造物が造物主と出会う場になります。これが感

謝の祭です。感謝の献物―ハリストスを味わって、

人は成聖されたものとなることができます。 

 神の愛は、ご自身が私たち人間に賜ったものを

その人間の手からお受けになるほど寛大です。

神ご自身のものを神に献じるとき、私たちはい

つでもどこでも、主が私たちに施してくれた一切

の恩に報いるのです。 

  

聖体礼儀解説(36)   
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～ 

 



小田原 聖堂内壁塗替え 9 月後半より、信徒有志により聖堂内壁の塗り替え

が行われています。ススで灰色となっている壁が白くなると、こんなに汚れていた

のかと驚きました。有志の方のできる時間で作業しているため、少しずつ行って

います。臭いが残りますが皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

柏久保 感謝祈祷 12日に主教様をお迎えする準備をしてきた柏

久保教会ですが、台風 19 号の襲来のため中止となりました。聖堂

内には新しく信徒が縫ったアナロイの上掛け、入口は主教様が歩き

やすいようにと整備されました。司祭は 12日朝、柏久保教会の窓を

養生しようと大仁から向かう予定でしたが、台風が想像より早く猛威

をふるい始めたため行くことができず、ただ祈って台風が過ぎるのを待つことし

か出来なくなりました。翌 13日、柏久保教会に駆け付けると、聖堂は全く被害を

受けておらず一枚のガラスも割れていませんでした。入口のドアが風でこじ開け

られそうになっていましたが、それは執事長が予めドアの金具を新しく替えて下

さっていたおかげで長時間の強風に耐えることが出来ました。全て確認し、無傷

だった聖堂で感謝祈祷を捧げました。聖堂を残してもらった私たちは常に災い

と背中合わせに生きていることを、そして隣人が今苦しみの中にいることを心に

刻んで「感謝」の意味を考えて祈りを続けて行きたいと思います。 

修善寺 新信徒会館成聖式 13 日に新信徒会館成聖を予定して

いた修善寺教会は台風 19号直撃の予報を受け、安全を最優先し 8

日の時点で主教様招聘を断念し、11日には全成聖式典を中止する

決定をしました。信徒は式典準備に十分な準備をしてきましたが、

一転、11 日は聖堂内の物を中央に集め、鐘楼の窓等を養生しまし

た。2004 年に大きな被害を受けた至聖所内は特に入念に養生しま

した。人間でできる限りの準備をし、後は生神女の庇護を祈りまし

た。12 日朝、止むを得ず一旦小田原ヘ戻り、台風から一夜去った

13 日朝、再び修善寺教会へ行くと、聖堂は被害を受けることなく建

最近の出来事 ・消息  

塗る前   後 
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っていました。新信徒会館の内部は、祝賀会の準備されたテーブルが変わることなくありました。山

間の風を直接受けるところに建つ信徒会館は、2004 年の台風で屋根がめくれ上がり、それが聖堂に

損傷を与えましたが、今回はその信徒会館が聖堂を護ることになりました。信徒からは「この鐘楼も見

納めかと覚悟した」という声も聞かれました。13 日、成聖式は中止になりましたが、ただただ感謝しか

ない日曜日となりました。 

 

平 塚 次回の集会 10月 19日（土）１０時は勉強会を予定していましたが、多くの信徒の都合がつ

かず、行われませんでした。次回 12月 22日、降誕記念聖体礼儀を小田原教会と合同で行います。 

その他 10月 28日(月)29日（火）の二日間、教区専従教職者研修会が馬頭教会にて行われました。 

永遠の記憶 10月 1日（木） マリア 松田 マリア（小田原 94歳）がご永眠されました。

10月 2日 3日 に平塚市内サカエヤ・ホールにて執り行いました。神が松田姉に永遠の記憶を賜らん

ことをお祈り申し上げます。 

永遠の記憶 10月 22日（火） マリア 新坂 真理（小田原 46歳）がご永眠されました。10

月 24日に三島市内平安院広小路にて執り行いました。誕生日を迎えた翌日倒れ、急逝されました。神

が新坂姉に永遠の記憶を賜らんことをお祈り申し上げます。 

 

すきまでコラム 「One Team ～ワンチーム～」 

これは一挙注目を浴びた日本ラグビー選手たちの言葉です。ワンチーム ― それはトライを決めた選手だけが誉

を受けるのではなく、犠牲を重ねて繋ぐことができたボールは出場選手だけでなく、水を運ぶだけの無名のチームメ

イトまでもが一つとなった結果であり、全員等しく誉を受けるのだということを一言で表したものでしょう。ご存知のとお

り教会のイコンには作者の名前が記されていません。それは建物も然りで、誰が作った誰が建てた、というのはそも

そも教会の中では言いません。「ワンチーム」という言葉を借りれば、役割は違ってもその共同体全員で「神に光栄

を帰す」ということです。実は聖体礼儀はその最たるものです。そこに集う信者のみならず、集えなかった信者、

既に地上を去った信者まで全員が一つとなって、神に感謝を献げ、神に光栄を帰し、そして神から祝福を受ける

からです。私たちが祈祷の中で「神や、光栄は爾に帰す」と繰り返し言うのには、こうした理由があるからです。 

「ワンチームで神に光栄を帰すこと」を心に留めなければ、教会は何のために存在しているのか分からなく

なると言っても過言ではないのです。 
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献金報告           10/20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 

10/6 廣石 和子姉 パニヒダ献金 

 會見 ミハイル兄 

 

パニヒダ献金 

 松田 亨兄 埋葬献金 

10/20 内藤 直樹兄 パニヒダ献金 

 廣石 利恵姉 感謝献金 

日付 氏   名 摘  要 

10/20 廣石 清子姉 パニヒダ献金 

 廣石 由美子様 パニヒダ献金

ｂ  假野 美枝姉 パニヒダ献金 

 廣石 利恵姉 パニヒダ献金 

小田原 こども成長感謝祈祷 

 開催日時： 2019年１１月 3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歳のお子様に限ら

ず祝福を頂きたいお子様は誰でもお越しください。 

小田原 ボランティアデー2019 
 

開催日時： 2019年１１月 2日（土） 9時 30分～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。 

今年は例年と異なり、使用済みローソクのリサイクル作業を行います。 

まだ使用できるローソクをきれいに整えたり、溶かして再形成し、教会内外で使えるようにします。 

まだ使えるローソクがたくさん眠っています。ふるってご参加ください！ 

We will remake used candles on November 2.  Enjoy work and free lunch!  Join us!   

修善寺ハリストス正教会新信徒会館成聖式 
 

10 月 13 日に行われる予定だった信徒会館成聖式は台風 19 号の

ため、中止となりました。来会を予定されていたセラフィム大主教様

からは先駆けて新信徒会館に掲げるための刺繍イコンを贈ってくだ

さっておりました。また近隣教会からお祝いをいただいております。

まずは、修善寺・柏久保両教会の聖堂が無事であったことを感謝

し、災害により艱難の中にいる人々、亡くなられた人々のために祈

り、代替日を執事会で決めてまいります。 

 

セラフィム大主教様より贈られた美しい
生神女オディギトリアの刺繍イコン 

参加者はもれなく蜜ロー

ソクをプレゼント！ 
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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。） 
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 ローマの兵士ロンギンは、ユデヤ地方ポン

ティ ピラト管轄下の百人隊長だった。ピラトの

命令によりハリストスが掛る十字架の下でその

処刑を見届ける証人となった。教会の伝承で

は、ハリストスの死亡を確認するため、ロンギン

は彼の槍で脇腹を刺したと言われている。その

とき脇腹から血と水が流れ出たと聖書に記載

されている通りである（イオアン/ヨハネ 19 章。）

ハリストスが処刑される間に起きた全ての衝撃

的な事象をその目で見たロンギンは次のように

公言した。 

「まことに、この人は神の子であった。（マトフェ

イ/マタイ 27：54）」  

 ハリストスを神と信じたロンギンはその後、聖使

徒から洗礼を受けて軍から退役した。そしてユ

デヤ地方を去り、彼の故郷であるカッパドキアへ

と宣教するために帰った。カッパドキアの人々は

その話を聞いて多くの人が信じた。これを知った

ユダヤ教の長老たちはピラトに訴え、カッパドキ

アに兵を送らせてロンギンを殺そうとした。兵士

が来ると、ロンギンはその目的を知りながら彼ら

を歓待した後、彼らに言った。「あなた方は命ぜ

られたことをしなさい。」兵士たちはロンギンを目

の前にして見逃してやりたいと思ったが、ロンギ

ンの首を斬った。 

 致命した聖ロンギンの

体はカッパドキアに埋

葬したが、兵士たちは

首だけをピラトのところ

へ持ち帰った。ピラトは

その首をイエルサリム

城壁の外にあるゴミ置

き場に埋めておくよう命じた。 

 ある時、夫を失くした盲目の女が若い息子に

手を引かれながら、イエルサリム神殿へお参り

にやってきた。ところがイエルサリムに到着して

間もなく、その息子が急に死んでしまった。夫と

息子を失って絶望の中にいる盲目の女の夢に

聖ロンギンが現れた。彼は女を慰めの言葉を

かけ、彼の頭がある場所を教え、それをカッパ

ドキアに運んで埋葬するよう言った。 

 女が聖ロンギンの頭を見つけて洗っている間

に彼女の目が見えるようになった。そして聖ロン

ギンの頭をカッパドキアに埋葬し、彼女の息子

もその隣に埋葬した。こうしたことをしているうち

に、女の悲しみは癒され喜びへと変わっていっ

た。そして聖ロンギンは再び言った。「もう息子

のために悲しんではいけない。」 

 

 

 

聖致命者百卒長ロンギン（ロンジン/ロンギヌス） 

記憶日10月29日（旧暦）/10月16日（新暦） 

 

 

台風通過前に限られた時間で養生された修善寺ハリストス正教会の鐘

楼。100 年以上ここにある聖堂だが、狩野川台風に匹敵する強い台風が

来ると聞いた信徒たちの多くが「今回こそもう見納めかもしれない」と思っ

た。筆で書かれた「成聖式」の看板は取られ、代わりに水色の養生テープ

がドアに貼られた。台風 19号が通り過ぎた 10月 13日朝、再び聖堂へ駆

けつけると、そこには鐘楼が、真っ青な空に向かって十字架を高く掲げて

相変わらず建っていた。私たちはこれからもこのような事態に直面するだ

ろう。一時、一時を感謝する気持ちを一層大切にしたい。 

 

 

 


