
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●復活祭後第 3週 携
けい

香女
こうじょ

の主日聖体礼儀・執事会（第2調） 
5 月 3 日（日）10:00～  

●平塚地区集会 5 月 16 日（土）中止 
 

●復活祭後第 5週 サマリア婦
おんな

の主日聖体礼儀（第4調）・月例パニヒダ 
5 月 17 日（日）10:00～    

●復活祭後第 6週 瞽者
こ し ゃ

の主日聖体礼儀（第5調） 
5 月 24 日（日）10:00～  

●復活祭後 40日 升天祭聖体礼儀 
5 月 28 日（日）9：30～   

●復活祭後第 7週 諸聖
しょせい

神父
しんぷ

の主日聖体礼儀（第6調） 
 5 月 31 日（日）10:00～  

2017年9月号 
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ハリストス生命
い の ち

を賜
た ま

ふ主よ、使徒等は爾
なんじ

が

雲に乗りて挙げらるるを見て、涙を垂れ、

哀
かなしみ

に満たされて曰へり、主宰よ、矜憐
あわれみ

に

因
よ

りて愛せし我等爾の諸僕を遺
の こ

して、孤子
みなし ご

と為
な

す勿
なか

れ、爾慈憐
じ れ ん

なるに因
よ

る、求む、 

我等に約せし如
ご と

く、爾の至
し

聖
せい

神
し ん

、我等の

霊
たましい

を照す者を遣
つか

し給へ。  升天
しょうてん

祭
さ い

早課
そ う か

より 

― 升天祭のイコン ― 

升天
しょうてん

祭
さい

（アセンション）は新約聖書の記録に従い、復活祭から数えて 40日目となる木曜に祝われる。主の升天の詳細は聖使徒

行実１章に記されている。イコンにはその様子の通り描かれているが、興味深いことに、生神女マリヤと聖使徒ペトル、その時

いなかった聖使徒パウエルが中心に描かれることがある。この三人は教会を象徴する人物であることから、この時すでにキリス

ト教会が発生していたことを意味していると言われている。天に升っていく主は右手で人々を祝福している。 

-ご体調を熟慮して参祷の判断を！- 
 

体調に不安のある方、心配な方はご参祷を

お控え下さい。スケジュールは状況により変更

する場合があります。最新の予定はお電話

または小田原正教会HPにてご確認ください。 

Concern your health condition.  Schedule may be 
changed, considering the situation. Please check our site: 

http://odawara-orthodox.com/ 

http://www.orthodoxjapan.jp/


一章１節 主の門に入れ 

      （詩篇 99：4/聖詠 100：4） 

～啓蒙所・イコンで祈ること・イコンに拝する

こと・十字を描くこと～ 

 

 平日の朝の聖フェリ

シティ教会に立ち寄り

ましょう。この時間は

何の祈祷も行われてい

ない静かな時です。中

央のドアを開けて入る

と、まず啓蒙所
けいもうしょ

とい

う、さほど広くない間に立ちます。掲示板、

会報、忘れ物の傘、募金箱、修養会や集会の

ポスターなど、ここにはどこの教会の入口で

も見受けられるものが並んでいます。正教会

のこのスペースにはもう少し物があります。

来会者が点灯するためのロウソク、これはほ

とんどの教会で蜜蝋製の長細いロウソクです

が、教会によってはグラスに入れるタイプの

玉ロウソクもあります。ロウソクの辺りに献

金箱があるかもしれません。ロウソクの値段

を聞いたり、祈祷中なのに献金しながら両替

したりする様子を見た人は驚くかもしれませ

ん。教会によっては紙が置いてあって、祈祷

の中で祈ってもらいたい人の名前を記入しま

す。（生者用と死者用に分かれています。） 

 そのような啓蒙所ですが、単なる入口の広

間ではありません。ここも祈祷する空間の一

つで、祈祷の中でも特に重大な祈祷の備えを

するための祈祷を行うためにこの空間が伝統

に使われてきました。例えば婚配式（結婚

式）の開始前、司祭はここで新郎新婦と顔を

合わせ、彼らが自らの意志でここに来たか、

他に約束している異性がいないかを確認しま

す。また洗礼式の前に、洗礼を行う準備の祈

祷が行われます。最近はこの類の祈祷を聖堂

の中央で行っている教会もありますが、もし

かしたら伝統に則った啓蒙所で行う祈祷に立

ち お祈りに来た人はまず、ロウソクを手に

して啓蒙所のイコンの前で祈ります。心の中

で挨拶と彼らの思いの言葉を投げかけていま

す。正教会における習慣はまずイコンの前に

立ち止まって祈り、そこに燭台があれば、ロ

ウソクに火を灯して離れます。 

 人によっては、これを偶像崇拝だと思うか

もしれません。偶像崇拝だと思っている人

は、実はあなたが初めてではありません。イ

コンの意義をまとめるのは百年を超える時間

とイコンを守ろうとする何百人もの人々の命

が費やされました。詳しくは 1 章 8 節で解説

しようと思いますが、イコンの話題が出てき

たら、その都度疑問に答えながらイコンの役

割を学んでいきたいと思います。 

 まず、「イコン」というのは正教のキリスト

教徒は愛情や親しみをもっている画像だとい

うことを心に留めておくのがよいでしょう。

おそらくあなたもこの世を去った自分の愛す

る人の写真は持っていると思います。きれい

なフレームに入れて家の棚に飾ってあるかも

しれません。写真を見ればいつだってその人

に思いを馳せるでしょう。今は神のもとで生

正教会にようこそ ④ 
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きていることに感謝し、自分のために祈って

いてくれていると信じています。 

 もし愛する人の写真に対する思いが想像で

きるなら、イコンも写真のような役目を担っ

ていて、正教徒はイコンに描かれた聖人をそ

のような思いで見ているということが理解で

きると思います。イコンは決して崇拝の対象

ではありません。私たちはイコン自体を拝ん

でいるのではないのです。また、イコンを通

じた特別な儀式や、イコンによって霊性の違

いもありません。イコンは私たちがこの目で

見たことがない「雲のように取り巻く証人

（へブル/エウレイ 12：1）」が、私たちと一

緒にいてくれているような感じです。それは

私たちが祈っているいないに関わらないので

す。イコンは、あなたのお気に入りの聖書と

同じく、大切にするものです。革張り聖書、

金箔の縁どり聖書、二色刷り聖書、いろいろ

ありますが、それらは当然聖書の原本では

ありません。もしあなたが自分の聖書を失

くしてしまったとしても、「聖書」は存在

します。つまり、手元の聖書は聖書の原本

の写しだと知りつつそれを大切にしていま

す。馴染みあるお気に入りの聖書は、おそ

らくあなたの敬愛を得ているでしょう。そ

れを拝みませんが、いつも大切にしている

と思います。なぜなら、聖書が神と向き合

う場だと思っているからです。「天国への

窓」と言われるイコンも同様です。 

 キリスト教徒は初代から信仰について視覚

的芸術を用いてきました。ほとんどのキリス

ト教徒が文字を読むことができなかった何世

紀もの間、聖書やキリスト教史に登場する

人々や出来事を描き表した絵は大変貴重なも

のでした。聖堂の壁を聖書などの登場人物や

出来事や救いの歴史で満たして、まるで子供

向けの聖書絵本のようにしたのです。その時

代は手で全て書き写されていたので、聖書は

とてつもなく高価でした。考えてみてくださ

い、今あなたが手書きの聖書を書家に一冊注

文したら一体いくらになるか。当時もひとつ

の教会が手に入れられる手書き聖書の数は一

冊か二冊です。したがって信者たちはみな大

きな声で拝読される聖書を聴くことしかでき

なかったのです。もし拝読された聖書の行
くだり

を思い出したくなったら、聖堂に行って壁の

絵を見るのです。（宣教師たちも言語の壁を

乗り越えて聖書の内容を伝えるために、携帯

用イコンが便利だと思っているようです。） 

 イコンは聖書の中の人物や出来事を、紙と

インクの代わりに木板と顔料で描き表しま

す。そのため、よくイコンを「描く」と言わ

ず「書く」と言います。（実は原語であるギ

リシア語にはその様な語彙の違いは発生しま

せん。）ほとんどのイコンには作者のサイン

はありません。もしサインされるとしたら、

作者名に「手による」という句を添えます。

これは、そのイコンはその共同体の一致した

祈りが書き手に伝わって出来た作品であると

いうことを意味するからです。 

 

※西湘・伊豆エリアの教会で構造的に啓蒙所が設

けられているのは修善寺教会の聖堂のみです。 



小田原・平塚 最近の諸公祈祷・諸行事 3 月 20 日神奈川県から出された週末外出自粛要請を

受け、この日以降の主日聖体礼儀・大斎祈祷及び聖大週間諸行事は非公開、主に司祭のみで行いま

した。参祷したいという篤い要望も聞かれる中、やむを得ない判断を取りました。 

聖枝祭代式祈祷 4 月 12 日（日） 司祭の巡回と信徒への参祷自粛を勧めたため、枝花の成聖は司

祭が巡回へ出かける前に行われました。聖枝祭の日曜日は、執事長と自粛の知らせを受け取る機会

がなかった信徒 3名が参祷しました。聖堂は窓を開け、各々2 メートル以上の間隔を開けて祈祷するこ

とができました。祈祷後そのまま解散しました。その後燭台のみ清掃しました。ハリスティアニン（クリス

チャン）の集まりが発生して以後約 2000 年の間、迫害や戦争やこうした流行病によって人が集まること

ができないという今と同じ状況があったと思います。それでもなお今日まで教会が存在するのは、厳し

い間でも一人、二人、誰かが教会を守り、あるいは教会に来られなくても信徒らがどこかで祈りを繋げ

られるよう神が取り計らった結果なのだと、感謝で満たされました。 

復活祭 4月 19日（日） 9時 30分から夜半課と十字行を自粛要請の中、10名ほどで行いました。今

回は早課を行いませんでした。4 月半ばに急遽教会から送付した手紙の通り、今回は記憶を希望する

信徒家族の名前をハガキにした生者記憶用紙で返信することで、教会に来れられなくても復活祭にご

参祷いただきました。多くの信徒からご返信下さった生者記憶用紙を元にお名前と小田原教会平塚教

会の各ご家庭の永眠者一人ひとりの名前を読み上げ、記憶のために削られた聖パンの一片一片が全

てポティール（聖杯）に入れられ、神に献ぜられました。復活祭終了後、すぐ解散しました。参祷され、

何かとご協力くださった方、参祷を控えて下さった方、どちらの皆様にも感謝申し上げます。 

柏久保・修善寺 聖体礼儀 柏久保教会にて 4月 11日（土）に予定されていた聖体礼儀は予め中止

を取り決めて行いませんでした。皆様のご理解とご協力に感謝致します。その時間を用いて、ご家族

の必要に応じた私祈祷を行いました。また修善寺教会では 4 月 12 日（日）１０時より聖枝祭聖体礼儀

を行いました。司祭と執事長を含め 3 名で行いました。手には聖にされた枝をもち、皆の祈りも背負っ

て祈祷を捧げました。参祷する判断をされた方、参祷しない判断をされた方、それぞれのご配慮を重く

受け止めて神に感謝致します。来月 10日に予定している復活祭についても、4月と同様、皆様の判断

を尊重いたします。 

平塚 復活祭 3 月 20 日（祝）に平塚教会各信徒墓前にて墓地祈祷を行うことは出来ましたが、復活

祭は非公開のため、参祷がかないませんでした。また 5月の集会も中止致します。 

最近の出来事 ・消息  

首司祭 イウスチン 山口 義人師 ご永眠 

2020 年４月 15 日、聖大水曜日の朝、急逝心不全のためご永眠されました。87

歳でした。山口神父様は、小田原教会付き副輔祭ﾏｶﾘｲ山口幸夫兄の一番近

いお兄様です。神父様は青年時代に小田原市内の小学校で教鞭を執っておら

れ、教会内外多くの方々がお世話になりました。司祭埋葬式は 4 月 17 日と 18

日に東京復活大聖堂にて執り行われました。神に光栄を帰し、心から敬愛する

イウスチン山口義人神父様に神の永遠の記憶を賜りますことをお祈り申し上げます。 



  

 

5 

 

 

 

献金報告           4/10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：3月 15日から 4月 10日までの会計処理でご報告はありません。 

 

日頃より、教会を支えて下さりありがとうございます。昨今のウィルス対策は会計処理にも影響がありま

す。4月 10日より後に拝受した献金は、恐れ入りますが来月号にてご報告いたします。よろしくお願い

いたします。 ―会計― 

 

 

 

   画家の守護聖人 

聖使徒ルカ 
記憶日10月31日/10月18日（新暦） 

 

 聖ルカは神から多くの恵みを与えられた人です。彼は聖使

徒であり、福音記者であり、司牧者であり、医者かつ廉施者
れんししゃ

（医術を無償で施す者）でした。それと同時に、教会の伝統

に由れば、聖ルカは初めて生神女の聖画を描いた人でもあり

ます。伝承では、聖ルカは70枚（あるいは72枚）のイコン

を描いたと言われていますが、おそらくこの数字は、主の升

天のときの門徒の数に合わせた象徴的なものでしょう。また

聖ルカは、現在私たちが聖堂で目にする生神女のイコンの構

図の多くを考案しました。その代表的なものが「道標
みちしるべ

の生神

女（導引女
どういんじょ

/パナギア・オディギトリア）」です。 

聖ルカは、生まれながらのキリスト教徒ではありませ

ん。教会の伝承によると、彼の出身はシリアのオキアです。

そして聖使徒パウェルに最も近い協力者の一人です。また四人の福音記者の一人でもあり、「ル

カに因る福音書」と「聖使徒行実」を書き記しました。 

翻訳者聖シメオンによると、聖ルカは聖使徒パウェルと共にローマに至った後、東方に向かい、

リビアを超えてエジプトに行に下り、そこでテバイダ（エジプトの砂漠地帯）の主教になったと

言われています。この他にも聖ルカの永眠については諸説あり、ギリシアのヴォイオティアのテ

ーベで永眠したとする説、致命したとする説もあります。（2018月 5月号から再掲） 

日付 氏   名 摘  要 

4/10 原 清司兄 

 

 

復活祭献金 

 山本 久子姉 復活祭献金 

 仮野 君江姉 復活祭献金 

 佐藤 松雄兄 復活祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

4/3 日比野 正男兄 復活祭献金 

 田中 祐子姉 復活祭献金 

4/10 山口 幸夫副輔祭 復活祭献金 

 日比野 タカ子様 復活祭献金 

聖ルカに天使が描き方を伝えているイコン。描いている

のはオディギトリアと呼ばれるスタイルの生神女 
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5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 ユリヤ 山口 與志 １９１２年 山口  晃 

２日 クリメント 長  光雄 １９７７年  

２日 オリガ 日比野 リカ １９１５年 日比野 正男 

２日 ボリス 廣石 良路 １８９１年 廣石 利恵 

２日 イリナ 荒井 しほ子 １９８５年 荒井  譲 

３日 オリガ 日比野 つな １９８０年 日比野 正男 

４日 マリヤ 日比野 孝子  日比野家 

４日 ミヘイ 日比野 美平 １９３５年 日比野家 

４日 ティト 廣石 広助 １９４８年 廣石 真太郎 

５日 イオアン 平山 良行 ２００１年 平山 京子 

６日 ペトル 中島 四郎 １９１３年 岡野 康子 

６日 ラウル 百瀬  清 １９３４年 百瀬  久 

７日 スサンナ 中島 フサ １９８３年 中島 八千代 

８日 ティモフェイ 神谷 忠次 １９７７年 神谷 忠明 

１４日 キリール 廣石 良三 １９５３年 廣石 利恵 

１５日 ヒワ 青柳 ヒワ １９８０年 横田 祥子 

１９日 マリヤ 小杉 サダ １９５９年 小杉 悦子 

２２日 ペトル 中島 耐夫 １９４８年 岡野 康子 

２２日 イオアン 元松 直人 １９５４年 坂牟田 晃一 

２２日 グリゴリイ 百瀬 恒太郎  百瀬  久 

２３日 ハリテナ 小沢 きく   

２６日 ミトロファン 樋口 邦利 ２０１４年 樋口家 

２７日 ルキヤ 小杉 光子 ２００３年 小杉 悦子 

２８日 モニカ 窪田 ヨシ １９２５年 窪田 幸夫 

２８日 ダリヤ 松田サワエ １９７９年  

２９日 ユリヤ 廣石 敏子 ２０１２年 廣石家 

１６日  上野 優希 ２０００年 上野家 

１９日  伊藤 久枝  伊藤 澄男 

２９日  渡辺 キミ １９２８年 渡辺  宏 

 

 

 

                  

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。4 月と 5 月の永眠者を記憶します。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。 
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パラスタス（死者の為の祈祷） 聖枝祭（花の主日） 

3/20平塚墓地祈祷 

成聖を待つアルトス 

赦罪の晩課（大斎のはじまり） 

咲き勇み、復活祭を待たずに早々と

開花したチューリップ(3/29) 

2011年聖枝祭 2012年復活祭 

2014年復活祭 

2015年十字架叩拝の主日前晩祷 

2016年聖堂おみがき 

2017年復活祭 

2019年聖枝祭 2020年パラスタス早課 

4/12聖枝祭(代式祈祷) 

復活祭アーカイブ 2011 年～2020 年 

フォトレポート～大斎初週から復活祭まで（小田原・平塚） 

 

参
祷
自
粛
を
要
請
し
、
ま
た
参

祷
の
場
合
は
２
メ
ー
ト
ル
間

を
開
け
て
立
っ
た
（
復
活
祭
） 

4/19復活祭終了後 


