
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
●五旬祭後第 33・ザクヘイの主日聖体礼儀（第8調）・執事会 
 2 月 2 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

 使徒経： ティモフェイ前（285 端）4:9-15  福音経： ルカ（94 端）19:1-10 

●税吏とファリセイの主日代式祈祷（第 1調） 
 2 月 9 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

 使徒経： ティモフェイ後（296 端）3：10-15 福音経：ルカ（89 端）18：10-14 

●断肉(審判）の主日聖体礼儀・月例パニヒダ（第 3 調） 
 2 月 23 日 (日) 10:00～ (9:30 痛悔) 

 使徒経： コリンフ前 8:8-9:2（140 端） 福音経： マト（106 端） 25:31-46 
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税吏とファリセイの主日（2/9） 

復活祭前 40 日大斎開始 4 週前の日曜日。自分は正

しいことを行っている、あの後ろにいる税吏のような人間

でないことを感謝する、と神の前で祈るファリセイ人（パリ

サイ人）。それに対し、罪に汚れている自分をどうか憐れ

んで下さいと胸を打って祈る税吏（取税人）が同じ聖堂

にいる。神は憐みを求める人に目をそそぐ。 

ザクヘイ（ザアカイ）の主日（2/2） 

復活祭前 40 日大斎開始 5 週前の日曜日。ザクヘイは悪

質な税吏(取税人)で人から忌み嫌われていた。彼は人より

背が低かったので、何としてもハリストスを見ようと群衆から

抜け出して木に登った。そこをハリストスが通過し、ザクヘイ

に声をかける。「今夜、あなたの家で食事したい。」その夜、

ハリストスと共に食事をしたザクヘイは人生を 180 度変えて

ハリストスの弟子となり、後にカエサリア地方の主教となった。 
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 正教会には幼少からその環境に育った方も

いれば、大人になってから正教に出会う方も

います。それぞれの正教会についての考え方

は、それぞれに異なるところもあれば、同じと

ころもあります。しかし、正教徒であれば皆進

む方向と目的は同じです。それは聖体礼儀

の中で毎回伝えられるところではありますが、

皆さんが教会に来るとき、もう一度見て確認

することができるよう、フレデリカ マシューグリ

ーンという米国にある正教会の司祭夫人が

著した本、「Welcome
ウ ェ ル カ ム

 to
トゥー

 the
ジ

 Orthodox
オ ー ソ ド ッ ク ス

 

Church
チ ャ ー チ

」（正教会にようこそ）から、抜粋したも

のをシリーズにして掲載していきます。（著者

の了承は得ています。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

序章 
 
正教会の司祭である私の主人は、初回の

伝道会で必ず黒板にこう書きます。 
 

 ここで学ばないこと「正教」 

 ここで学ぶこと「正教について」 

 

 この違いは何でしょうか。人生と同じ

ように、正教は座学で把握できるような

ものはありません。本やガイドブックで

は、正教会は荘厳でキリスト教初代から

の長い歴史を持つ教会だと紹介されま

す。更に西洋目線の学校の授業では、正

教会は東方に広がったキリスト教会とい

う単純な見方で説明されるでしょう。

（よく「東方キリスト教会」というよう

な呼ばれ方をされますが、他の教派と同

じように現在では世界中に存在していま

す。） 

 正教は芸術と建築、祈祷と音楽、そし

て深い神学と霊性の宝庫といっても過言

でない豊かなキリスト教信仰です。教会

に通い始めてから何年経っても新しいこ

 正教会にようこそ ① 

正教会にようこそ 
      フレデリカ マシューグリーン 著  
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とに気づかされます。「正教会につい

て」学ぶことは山のようにあります。 

 しかし「正教」を学ぶということは、

これとは全く別問題です。洗礼を受けた

人は、正教が単なる宗教ではなく「道」

だということに気づくでしょう。そし

て、聖堂を含め正教に関する全てのもの

が、その「道」を歩むために在るので

す。その目的は、あなたがよりキリスト

の臨在と生命
いのち

に満たされるのを扶助する

ためです。そこには力と成長へ期待がみ

なぎっています。 

「正教会に来るようになってどうです

か？」という質問をすると、いつもこの

言葉が返ってきます。「いやぁ、難しい

ね。」 

 洗礼を受けて教会に通うようになる

と、目にする全ての美しくかつ新しいも

のに何かを促されているような気持ちに

なります。それらのものは私たちに何か

を問いかけているようです。この「気づ

き」を自分の人生にどう生かそうか、

と。許
ゆる

せない人を赦
ゆる

せたか？自分は今日

を謙虚に生きられたか？自制心はどうだ

ろうか？今どき時代遅れかもしれません

が、罪や反省について話すのは重要なこと

です。人が成長していくために自分を振り

返って変化することは不可欠なことです。

もし想定外のことが身の上に起きたとき

に、まず神様に心を向ける習慣が身につい

ていたら…私たちは日常的にやってくる

「つまづきのもと」に対応することがで

きます。 

 聖堂内のたくさんのイコンは、一見す

ると素晴らしい宗教画のように見えます

が、ときにあなたの心を揺さぶることが

あります。そこに描かれた人々があなた

を見てこう言っているように見えるかも

しれません。「私たちはここにいます。

私たちはキリストに生きました。あなた

はどのように生きていますか？」 

 つまり正教は絶え間ない変化の道です。

教会に加わった人たちは単に「正教につい

て」だけでなく、「正教」そのものを常に

発見していくことになるでしょう。 

 しかし正教を知るためには、実際その

中に生きてみないと分からないと言われ

てしまったら、結局どうやっても正教に

出会えないということになります。残念

ながら好奇心だけで教会に入って、長く

留まる方はほとんどいません。宗教に関す

る無料情報があふれる今日、何か変化を求

める人々がひとつの決断をするのは相当大

変なことです。教会に加わる気持ちがなく

ても、もうちょっと知りたいという方もお

られます。他にも、身内や友人に正教会に

加わった人がいて騒動になってしまったと

いう方もおられるかもしれませんし、正

教会で行われる結婚式などに招かれて気

になったという場合もあります。この本

は、そのためにあります。そしてこの私

自身、まさにそのような出会いを経験し

た一人です。（続く） 

 

 



 
 

小田原・平塚 新年聖体礼儀・感謝祈祷 12月 31日午後 11時から１月１日午前 2時半までの聖

体礼儀には 6 名が集いました。年が変わる時間にちょうど早課終わりの新年のトロパリが歌われ、続い

て聖体礼儀を行いました。1 月 1 日（日）午前 11 時からは、2020 年新年感謝祈祷が行われました。穏

やかな天気に恵まれ、年始に参祷した 20 名が新しい年を迎えられたことへの感謝と、この年に神の祝

福があることを願いました。ご祈祷後はふるまわれた甘酒を手に皆で新年のあいさつを交わしました。 

降誕祭 1 月 6 日（月）午後 5 時から晩堂大課・早課・一時課を行いました。降誕祭の飾りが施された

聖堂はロウソクに燈されて温かくも厳かな雰囲気となりました。翌日 1月 7日（火）には聖体礼儀が行わ

れました。聖体礼儀後には信徒会館で七草がゆを食べて談笑して解散しました。 

神現祭・大聖水式 1 月 19 日（日) 午前 10 時から神現祭聖体礼儀

が行われました。祭が主日と重なり、この日は聖大ワシリイ聖体礼儀を

行いました。続いて大聖水式が行われました。聖にされた水は、神現

祭のトロパリが歌われる中で聖堂内や境内に撒かれました。その後、

皆で新たに成聖された水を頂いて、各家庭に持ち帰りました。また新

年会として、今年最初の昼食の時間を過ごしました。 

柏久保 新年感謝祈祷 1 月 11 日（土）１０時より新年を記念した感謝祈祷を行いました。この日は 6

名の参祷者が集って年の初めの感謝と祈願を行いました。ご祈祷後、信徒会館にてお茶菓子と新年

の恒例としてお寿司を頂いて解散しました。今年も引き続き祈祷の内に柏久保教会の信徒おひとりお

ひとりを記憶してまいります。また、至聖所の中に献納された手書きの生神女のイコンを置きました。 
 

修善寺 五旬祭後第３0 主日聖体礼儀 １月１2 日（日）10 時から、主日聖体礼儀を行いました。昨

年よりずいぶん暖かく感じる今年の冬… とはいってもやはり寒いですが、参祷者は声を揃えて聖歌を

歌って力強い聖体礼儀を行いました。その後、信徒会館で昼食を頂き、昨年の成聖式後の整理

を行って解散しました。 

平 塚 降誕祭に続き、新年感謝祈祷を小田原の聖堂にて合同で行いました。けがをされている方、

体調のすぐれない方が増えています。平塚教会信徒の上に天の万軍の励ましがありますことをお祈り

致します。次回の集いは 3 月 20 日春分の日の復活祭前墓地祈祷です。皆様の体調が整い、笑顔で

ともに祈れることを待ち望んでいます。 

教 区 教区主催誦経者研修会 2 月 1 日（土）、横浜教会にて誦経者研修会（東海道エリア）が行わ

れます。講師は大聖堂教会の長輔祭イリヤ武井徹師を予定しています。 

教区教会代表者会議 2月11日（祝）、東京ニコライ会館にて、「正教会のいいところ」をテーマに開催します。 

永遠の記憶 マルコ 野田 喜昭兄（修善寺）1 月 22 日ご永眠されました。前晩禱パニヒダおよび

埋葬式は修善寺教会にて 2 月 26 日と 27 日に行われました。マルコ野田兄は夏目漱石の診察したこ

とで知られる大和堂医院の院長を務めておられました。永遠の記憶をお祈りいたします。 

最近の出来事 ・消息  
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献金報告           1/20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： 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

日付 氏   名 摘  要 

12/22 平塚ハリストス正教会 降誕祭献金 

 窪田 幸夫兄 降誕祭献金 

 安達 紀彦兄 降誕祭献金 

 上野 未来兄 降誕祭献金 

 上野 ひろ子姉 降誕祭献金 

 飯田 真由美姉 降誕祭献金 

 山口 文雄兄 降誕祭献金 

 日比野 勇兄 降誕祭献金 

 菊地浩司兄・ロクサナ姉

苗 

パニヒダ献金 

 土居 美知子姉 降誕祭献金 

 松田 亨兄 降誕祭献金 

 内藤 直樹兄 降誕祭献金 

 紺野 雅章兄 降誕祭献金 

 ビクトル アレニコフ兄 降誕祭献金 

 山本 保兄 降誕祭献金 

 上野 敬子姉 降誕祭献金 

 上野 攻兄 降誕祭献金 

 岡野 康子姉 降誕祭献金 

 神谷 武夫兄 降誕祭献金 

 田中 孝衛兄 降誕祭献金 

 假野 美枝姉 降誕祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

12/22 竹林 多恵子姉 降誕祭献金 

 竹林 多恵子姉 パニヒダ献金 

12/29 三枝 愛姉 降誕祭献金 

 高橋 達哉兄 降誕祭献金 

1/5 神谷 忠明 執事長 パニヒダ献金 

 匿名 パニヒダ献金 

 山口 敏之兄 パニヒダ献金 

 廣石 真太郎兄 降誕祭献金 

1/12 廣石 清子姉 降誕祭献金 

 廣石 五郎兄 降誕祭献金 

 渡辺 宏兄 降誕祭献金 

 佐藤 芳邦様 降誕祭献金 

 アンドリュー兄 降誕祭献金 

 原 清司兄 降誕祭献金 

 鵜澤 修一副輔祭 降誕祭献金 

 阿部 素子姉 降誕祭献金 

 日比野 俊二兄 降誕祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

12/15 渡辺 宏兄  

1/5 山口 敏之兄  

～感謝～ 

普段から教会を支えるための献金を賜り、神に心から感謝しています。小田原教会では、耐

震補強を中心とした信徒会館および聖堂の修繕・改装対策を検討しています。現在、西湘・

相模エリアに唯一存在する正教の聖堂を、生きている人の為、亡くなった人の為に将来も役

立てていけるよう維持するために、神の叡智がありますことを祈っております。また毎月の

献金と祭日やパニヒダの献金が、より神の善き働きの具体化として用いられます様お祈り下

さい。心からお願い申し上げます。 
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司祭が東京にて奉事のため、小田原でのご祈祷はありません。 
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2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 シモン 渡辺  正 １９９６年 渡辺 万千子 

１日 オリガ 廣石 利子 ２０１１年 廣石 卓也 

1日 ハリタ 吉﨑 恵 ２０１７年 山口 幸夫 

２日 ミロン 廣石 清四郎 １９７６年 廣石 利恵 

３日 エレナ 小杉 けさお １９３４年 小杉 悦子 

５日 イアコフ 小島  憲 １９４４年 山口 晃 

６日 マリヤ    廣石 君子 １９９１年 廣石家 

９日 ハリテナ 窪田 スズ １９９４年 窪田 幸夫 

１１日 イウニヤ 廣石 ワカ １９８３年 廣石 利恵 

１２日 イオアン 神谷 政久 １９８８年 神谷 幸夫 

１５日 パウエル 中村 秀雄 １９８４年 中村 美枝子 

１７日 イオアン 廣石 辰男 ２００８年 廣石 末子 

１９日 シメオン 小杉 英男 ２０１８年 小杉 悦子 

２０日 ペトル 加藤 角次郎 １９５８年 加藤 宏 

２１日 イリナ 加藤 屯子 １９９５年 加藤 宏 

２３日 マリヤ 中島 静江 １９１９年 中島 八千代 

２３日 パウエル 上野  貞 １９６３年 上野 攻 

２３日 ペトル 紺野 雅幸 １９２３年 紺野 雅章 

２３日 ルキヤ 廣石 ルキヤ １９３８年 廣石 利恵 

２４日 アンドレイ 中島 浅吉 １９５７年 中島 八千代 

２６日 ソフィヤ 中島 千代子 １９６２年 岡野 康子 

２７日 アキラ 日比野 彰 １９９４年 日比野家 

２７日 イリヤ 小杉 源左衛門 １９２１年 小杉 悦子 

２８日 マリヤ 津田 千代枝 １９９１年 津田家 

 

 

 

 

 

 

 
 

今月は第4 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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小田原教会・平塚教会 降誕祭/新年感謝祈祷/神現祭 

 

1 月 19 日 神現祭 大聖水式 

 

甘酒で新年のごあいさつ 

１月 6 日 降誕祭晩堂大課（夜） 

詠 隊 
 12/22 クリスマスおめでとう！ 

12/22 クリスマス祝賀会の様子 

 

2020 年元旦 新年感謝祈祷 

１月 7日 降誕祭 

12/22 領聖の時間 

 

新年を迎えた感謝と祈願
を込めて膝をかがめる⇛ 


