
 

 

函館 
ハリストス正教会 

発行者：函館ハリストス正教会 長司祭ｸﾘﾒﾝﾄ児玉慎一 

〒040-0054  函館市元町3-13 

        TEL(0138)23-7387／FAX (0138)23-7939      
                          URL   http://orthodox-hakodate.jp 
       Email    frclement205@gmail.com 

編集者：会報編集委員会  郵便振替 02660-5-1721   

2021年2月 第84号 

福音伝道 ～常に主と共にあって～ 
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 「爾ら全世界に行きて教えを

伝え、父と子と聖神の名によっ

て洗を授け、彼らを教えて我が

一切爾らに命ぜしことを守らし

めよ」（マトフェイ28：19-20） 

 ハリストス自ら語られたこの

言葉により、伝教、機密執行、

牧会の務めが弟子らに命ぜられ

ました。今日主教品、司祭品が

これらの務めを担う者としてあ

りますが、洗礼機密でこの福音

が読まれるように、光照者、全てのハリ

スティアニンにとってもこの言葉が共通

の務めとして大事なことであることが分

かります。ではどのように私たちはこの

言葉を実現していくのでしょうか。 

 「洗礼を受けてハリストスに結ばれた

あなた方は皆、ハリストスを着ている」

（ガラティヤ3:27）と聖使徒パウェルは

言います。一度ハリストスを着て、ハリ

ストスご自身を住まわせるにふさわしい

者とされた私たちは、望みさえすれば

「あなた方の光を人々の前に輝かしなさ

い。人々が、あなたの立派な行いを見

て、あなた方の天の父を崇めるようにな

るためである」とハリストスご自身がお

命じになられたことを実現でき

るのです。もちろん衣服を輝か

せるのではなく、与えられた霊

的な賜物によって自ら、愛、喜

び、平和、寛容、親切、善意、

誠実、柔和、節制の光を内から

輝かします。私たちが照らされ

た光は、私自身に止まらず導き

を必要としている人々の前にも

輝かすことが出来るのです。  

 冒頭の福音の前には「天に在

り地に在る一切の権は我に与えられた

り」、また後には「視よ、我恒に爾らと

偕にして世の終末まで在るなり、アミ

ン」とあります。復活されたハリストス

は世の救世主としてあらゆる権を持ち、

私たちの中に働かれるからこそ、私たち

は自分の力にではなく父と子と聖神の力

によって命ぜられたことを行える。私た

ちがたとえ弱く力ない者だとしても、常

に主の力に護られているために恐れるこ

となく成し遂げよというのです。 

 私たちは今一度この洗礼の賜物を思い

起こし、主と共に在ることを確信しなが

ら輝かせ、尊い福音伝道の一助となるよ

うに努めて参りましょう。（K) 
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で き ご と 

新年感謝祈祷で2021年始まる 2021.1.1 

大聖水式 1/17 

 2021年1月1日午前零時、聖堂では新年の

感謝祈祷が行われました。今年は道外、特

に関東圏に住む信者には市内の実家に帰省

出来なかった方々もいて、昨年よりは少し

少ない参祷者でしたが、それでも寒い中一

年最初の感謝祈祷に沢山集まりました。午

前11時からは昼の部の新年感謝祈祷が行わ

れ、昨年より多い参祷者がありました。 

 今年はいよいよ聖堂保存修理工事が始ま

り、聖堂では2年間奉事を行うことが出来な

くなります。慣れ親しんだ聖堂が使えなくなるのは寂しい感じもしますが、是非竣工後

の美しく生まれ変わる聖堂を楽しみにして参りましょう。奉事は信徒会館の仮聖堂で今

まで通り行われますのでこれまで通りご参祷下さい。 

 工事中といって教会の活動が停滞することがあってはなりません。むしろ、この間に

福音伝道にも積極的に取り組むべきです。聖堂の中で何が行われているのか、正教会の

伝統、習慣、魅力を広く発信して行きましょう。また私たちの教会活動全般について見

直し、将来計画を立てる機会と致しましょう。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 1月17日㈰に主の洗礼祭聖体礼儀と

大聖水式が行われました。年末年始

は例年よりも厳しい寒さが続いてい

ましたが、この日は少し穏やかな日

となりました。 

 水が成聖されると聖水が堂内や信

者に注がれ、手にした器に聖水を入

れて大切に持ち帰りました。 



 

 

2020年度上磯正教会信徒総会の開催 1/10 
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■次年度の活動計画の要点 

 ・責任役員会、執事会がきちんと機能するための方策を話し合っていく。 

 ・自立している家族世帯を分け、教会からの連絡がスムーズに皆に浸透する工夫を  

  し、また献金などについても信徒の心得として自覚を促すように取り組む。 

 ・若い人を教会の責任ある立場に登用し、積極的な活動を促す。 

 ・婦人会活動や教会行事の内、祝賀会などは社会状況を見て自粛、再開を決める。 

 ・教会の奉仕が特定の人々に偏らないように、出来るだけ協力し合う。 

 ・聖器物を年額10万円を超えない程度で整備を進める。 

で き ご と 

 上磯ハリストス正教会では1月9日㈯、10

日㈰と降誕祭の奉事が行われました。最近

は聖歌も上達し、降誕祭の祭日聖歌も上手

に歌われました。今年は残念ながら祝賀会

は中止となりましたが、信徒総会は予定通

り行われました。 

 聖体礼儀後に昼食を取らず、出来るだけ

効率的に会議を進めることが確認され、ま

たこれまで議事録などが整備されてこな

かったことから、書記や議事録署名人を決

めてから始められました。 

 最初に神父から訓示、続けて議題に入り昨年一年の報告がありました。コロナ禍で思

うような活動が出来なかったが月一度の巡回、パニヒダ、墓地祈祷が出来たこと、また

名簿の整理が進んだことは良かったこと。一方で役員会などがよく機能していないこ

と、世帯分けが必要なことなどが指摘されました。会計に関する決算は質問もなく承認

されました。次年度の計画としては、問題点として指摘された部分を改善すること、聖

歌指導者と北海道ブロックの宣教委員をマルファ佐藤直美姉とすること、教会の奉仕作

業に皆が協力すること、聖器物を少しずつ整備することが決められました。予算案も了

承され、監事・会計役は留任となりました。その他、聖歌譜の頒布の要望、聖歌研修会

への積極的な参加、函館の工事に対する献金などを話し合い、総会を閉じました。 
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できごと  

ロシア国営テレビの取材 

除雪機の活躍と整備 

▲信徒会館に設置された仮聖堂 

聖堂の引越しと仮聖堂の設置  1/23 

 1月23日㈯午前から、聖堂の引越しをし

ました。事前に頒布品在庫や聖歌譜、聖器

物等は皆で持ち出していたので、大きなも

のを中心に業者が入って行われました。 

 今後2年間使用しないものは業者の倉庫

に保管し、仮聖堂で必要な最小限のものを

信徒会館に搬入しました。幸い会館ホール

は半分で仕切れますので、集会などの活動

に支障はないと思います。 

 1月24日㈰に聖ニコライをテーマとする

番組作成のためにロシア国営テレビの取材

がありました。聖堂の外観や境内の様子、

仮聖堂での初めての聖体礼儀を撮影し、神

父のインタビューが行われました。 

 引越しが済んだばかりの慌ただしさの中

でどれだけ協力ができたかと思いますが、

良い番組が出来ることを願っています。 

 今年は降雪が多く、教会の除雪

機が大活躍です。古い機械ですか

ら時々調子も悪くなりますが、幸

い元整備士ワシリイ中田兄のプロ

フェッショナルな技術のおかげで

きちんと整備され、快適に除雪作

業が出来ています。感謝！ 



 

 

▲
  

伝道会/消息  

第1回伝道会に集まった11名の参加者 
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・ご永眠 12月27日 函館正教会 
 

  シメオン 宮崎義人兄（64歳） 
 
             永遠の記憶 

消  息 

・洗礼 1月3日 函館正教会 
 

    アキラ 瀬沢 瑛 兄 
              
          

代父母と共に幾年も！ 

伝道会の開始  1/27 

 1月27日㈬午後6時から初めての伝道

会が始まりました。信徒、未信徒を問

わず、誰でも正教会の伝統や習慣、聖

書などに関心のある方々を対象に行わ

れる福音伝道の大切な機会です。 

 まだ市民や近隣住民に十分広報して

いない中で始まった第1回伝道会にどれ

だけの方が集まるかと心配でしたが、

結果的に11名の方々が集まりました。

スタートとしては上々と思います。 

 今後ポスター、ホームページ、SNS

などで積極的に広報し、将来的には

ZOOMなどオンラインでも参加できる

ように考えて行きます。是非教会に関

心ある方々に皆さまからもPRして下さ

い。宜しくお願いします。 
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執 事 会 報 告               日時 令和3年1月17日㈰ 午後1時半～3時 

              場所 信徒会館執事会室 

項  目 内     容 

報告事項 ・12/22㈫ 聖堂保存修理工事 打合せ 

※教会、市、文建教、業者の初会合。工事概要について話し合った。 

・12/23㈬ 新コピー機納品 

※リースではなくレンタル契約。月間1200枚（白黒・カラー問わず）、保 

 守、消耗品込みで13,000円/月。  

・12/24㈭ 北海道観光振興機構関連事業で取材（台湾、東南アジア向け） 

・12/24㈭-25㈮ 降誕祭奉事 

・1/1㈮  新年感謝祈祷 

※０時、11時の2回共に参祷者多数。 

・1/9㈯  北海道観光振興機構関連事業で取材（英仏向け） 

・1/28㈭の諸規則検討委員会（東京）は欠席 

・3月予定の北海道ブロック聖歌研修会は中止を予定。 

・ソフリノへ発注。総額210,469円（蜜蝋ローソク1年分、宝座覆、祭服等） 

予定 ・1/20㈬   道新文化センター社外講座趣味の部講話 

・1/29㈮   函館日仏協会新年例会講話 

※上記2件共に五島軒若山氏の依頼。対外的な交流の一環として受諾。 

・仮聖堂設置と引越し 1月中完了予定。 

※業者の工事スケジュールにより、当初より早めに実施。1/17を聖堂奉事の 

 最終とする予定。 

・伝道会開始  1月27日より  毎週水曜日午後6時～7時半 

※2年に及ぶ聖堂工事中に、伝教及び近隣住民、市民、各種団体等との交流を 

 深めることに力を注ぐ方針の一環として、伝道会を定期的に開催する。信 

 徒、未信徒を問わず広く呼びかけ、正教会の教義、諸奉事、習慣、伝統を学 

 ぶ機会とする。 

協議事項 ・聖堂保存修理工事の支払計画と工事内容の変更部分について 

※今年度当初計画では165万円の支払を組んだが、その後の補助金や交付日 

 の変化、工事業者への支払計画等を踏まえた各年度の年割額を決めた結果、 

 今年度に853万円、令和３年度1108万円、令和４年度104万円の予定。 

 総額は変わらず。今年度の財源については修繕引当特定預金を取崩し、次年 

 度以降は今年度決算の状況を見て検討する。 

※工事シート印刷の取りやめ等で余剰金が発生するが、他の工事に充当が可能 

 な場合は、文化財指定以外のイコンの洗浄を最優先に希望する。 

その他 ・仮聖堂のコロナ対策 

※信徒会館の仮聖堂では換気扇が4か所あり強制換気をしながら奉事を行う。 

 また空間除菌効果の期待できるクレベリンを試用する。奉事の停止などにつ 

 いてはすでに学校等の公的機関に準じると決めている方針を継続する。 

・来月予定 

 2/7 聖名日モレーベン  2/14 上磯巡回  2/21 定例執事会 

 執事会報告  



 

 

2月の聖名祭 

 聖名日が2月の方々の聖名

祭モレーベンを2月7日㈰に

行ないます。 

 聖体礼儀に引き続き行な

いますので、該当する方は

是非ご参祷下さい。 

                                                                             - 7 -                    函館ハリストス正教会報2021年2月号  

函館正教会献金報告 

 献金報告/聖名祭案内/教会日誌  

【降誕祭献金】 

2020/12/25～2021/1/27分 

信徒会館に仮聖堂が設置されました。不自由さも

ありますが今まで通りどうぞご参祷下さい。 
 
 1/1㈮  新年感謝祈祷。夜中の祈祷にも沢山の方々が参祷されました。 

 1/7㈭  シメオン宮崎義人兄埋葬式 

 1/9㈯  撮影取材。イギリス、フランス向けの観光PR 

 1/20㈬  道新文化センター社外講座で講話 

 1/22㈮  NCVケーブルテレビ撮影取材 

 1/23㈯  聖堂から信徒会館への引越し 

 1/24㈰  ロシア国営テレビ撮影取材 

 1/25㈪  工事前保存写真ロケハン 

 1/27㈬  伝道会の開始 

 1/29㈮  日仏協会定例会で講話  

1月の教会日誌 

【墓地献金】     

※敬称略 

聖名日 聖 名 氏              名 

2/5 クリメント  児玉慎一神父 

6 クセニヤ  山崎和加子 

7 グリゴリイ  吉川真倫 

8        アルカディ  源生悟郎 

16    ニコライ  島田 智、馬場麟太郎 

シメオン  藤原政明  

アンナ 

 及川君子、島田重子、鈴木真紀 

 森もと子、森影佳子、児玉アンナ 

 松原憲子 

 

アレクセイ  イリイン・アレクセイ 25 

  

日付 種 類 氏 名 金 額 日付 種 類 氏 名 金 額 

12/28 感 謝 献 金   1/26 洗 礼 献 金   

12/28 会 報 献 金   1/26 感 謝 献 金   

12/28 会 報 献 金   1/26 会 報 献 金   

12/28 感 謝 献 金   1/26 埋 葬 献 金   
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2月の奉事・行事予定 

2021年2月の奉事・行事予定 

 

  

 

編集後記 

 函館はこれまでも宣教の橋頭堡と呼ばれ多くの

人々を招いてきましたが、聖堂という建物が独り

歩きしてきた感は否めません。今その聖堂がお休

みする間に、真の橋頭堡に必要なことは何かを皆

で模索していきたいものです。 

 3月末まで毎週末に花火が打ち上げられていま

す。美しい花火を見て元気に過ごしましょう（K) 

2/6日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第2調 福音経：マルコ70端 16:1-8 

7日㈰ 函館 10:00 

 

 

五旬祭後第35主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：ティモフェイ前  280半端 1:15-17 

  福音経：ルカ         93端 18:35-43 

●聖名日モレーベン 
  

13日㈯ 上磯 19:00 主日晩課 第3調 

14日㈰  上磯 10:00 

 

 

 

五旬祭後第36主日聖体礼儀  誦経：坂下兄 

 ザクヘイの主日 亜使徒日本の大主教聖ニコライ祭 

  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 

※大聖水式 聖水入れをご持参ください。 
 

函館 10:00 主日代式祈祷  代祷：下田兄 

20日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第4調 福音経：ルカ112端 24:1-12 

21日㈰ 函館 10:00 

 

 

税吏及びファリセイの主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

主の迎接祭 

  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 
 

27日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第5調 福音経：ルカ113端 24:12-35 

28日㈰ 函館 10:00 蕩子（放蕩息子）の主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：コリンフ前 135端 6:12-20 

  福音経：ルカ       79端 15:11-32 
 

               
               お当番さん、宜しくお願い致します！ 
 
  ◎２月のお当番 … マリヤ大谷孝子姉  エリザベタ森田泰子姉 
          （昼食準備はありません。お掃除などお願いします。） 

婦人会より 


