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降誕の奇蹟 ～ 生神女の謙遜～ 
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 降誕祭が間近になりまし

た。主の降誕は、数ある奇蹟

の中の最たるものですが、私

たちはこれをどのように捉え

理解しているでしょうか。 

 生神女の聖神によるハリス

トスの懐胎について、現代に

生きる多くの人は科学的見地

から言って説明が成り立たず

現実の出来事とは信じられな

いというかも知れません。私

たちは昔の人々よりも遥かに

文明が発達しており、この世の事象は昔

よりずっと詳しく解明されているのだか

ら、その私たちが理解できない事を信じ

ることは愚かだとする人もあるでしょ

う。しかし、本当にそうでしょうか。 

 マリヤを許嫁として迎えようとしてい

たイオシフは、マリヤの懐胎に驚き、迷

い、疑いました。彼も私たちと同じよう

に人としてはあり得ない出来事であるこ

と十分理解していたし、今日の私たちが

とり得る反応と大きな違いはなかったの

です。彼は大いに動揺し不信に陥りまし

た。しかし、神使の告げから主のなせる

業を信じ、受け入れたのです。 

 神が乙女マリヤより身を取

り人となられたことは、神ご

自身のこの世における新しい

歴史の始まりであり、新しい

可能性の現れでした。神と人

が結び合わさったという神

秘。永遠なる言が人の本姓を

とられて真の人となられた奇

蹟。しかし、たとえ人間が神

の一方的な愛と意志によって

創造されたとしても、人間の

救いは人間の側の合意が無け

れば成り立たなかったので

す。それがマリヤを通して実現しまし

た。元祖アダムがその自由なる意志を

もって陥罪し人類に引き起こした悲劇

は、今やマリヤの自由なる合意によって

解決されることとなったのです。 

 どんなに世の中が便利になったとし

て、それは私たち人間の本来の在り方を

変えるものではありません。「恩寵を満

ち被る者よ、慶べよ、主は爾とともに

す」と私たちが生神女を讃美するのは、

そこに人間の達し得る謙虚さを見るから

であり、自らもその可能性、恩寵に与り

得るという望みでもあるのです。（K) 
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で き ご と 

駐日ベラルーシ大使イエシン氏の来訪 

▲加藤家パニヒダ 

▲故ニコライ神父の墓前で 

 11月5日㈭、駐日ベラルーシ大使のルスラン・イエシ

ン氏が当教会を訪れました。昨年3月に初代ロシア総領

事ゴシケヴィッチの胸像が函館市まちづくりセンター

に設置され、故ニコライ神父によって成聖されました

が、大使は両国間の人的物的交流の振興と共に、函館

でのゴシケヴィッチらと当時の人々の交流を広く知っ

てもらう活動にも力を注ごうとしています。 

 今回は函館や道内の複数の商工会議所の訪問と故ニ

コライ神父とロシア人墓地に眠るゴシケヴィッチの妻

エリザベタの墓参を行う目的で 

来訪されました。近くのレスト 

ランで神父や新聞記者らと共に 

昼食を共にしながら懇談し、教 

会では近く始まる工事の説明を 

受けました。その後教会墓地に 

て故ニコライ神父の為にリティ 

ヤを献じ、ロシア人墓地ではエ 

リザベタの墓前に献花しました。 

▲通訳者と新聞記者を交えて懇談 

パニヒダと墓地改葬 

▲鈴木家パニヒダ ▲品川家墓地改葬 

 10月30日㈮、品川曜男兄とイオ

フ品川剛慶兄のご兄弟はご両親の

墓所を教会墓地へ移し、改葬して

墓前でリティヤを献じました。 

 11月14日㈯午後、聖堂に於いて

ダニイル加藤誠兄のパニヒダが親

族を集めて行われ、祈祷後教会墓

地でリティヤを献じました。 

 11月15日㈰の聖体礼儀後には昨

年ご永眠されたウラジミール鈴木

旭元執事長とアンナ陽子夫人のパ

ニヒダが行われました。名古屋か

らご子息のティーホン鈴木守兄が

親族を代表して参祷されました。 

 コロナ禍で様々な制限がある中

でも、皆工夫と努力をして永眠者

の記憶を行ったり、参祷されてい

ます。一日も早く平穏な日常が回

復されるように願っています。 



 

 

で き ご と 
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■リース作りと聖堂清掃奉仕について 
 お手伝いをよろしくお願いします。 

 ・リース作りとツリーの飾付  12月6日㈰ 

 ・聖堂清掃奉仕        12月20日㈰ 

■降誕祭と新年の奉事について  
 今年は残念ながら降誕祭祝賀会と市民クリスマスは中止 

としました。奉事は通常通り行いますのでご参祷下さい。   
 12月24日㈭ 17:00 降誕祭徹夜祷 

 12月25日㈮ 10:00 降誕祭聖体礼儀 
 
 1月1日㈮  0:00と11:00 新年感謝祈祷 

上磯正教会だより 

 教会の境内の樹木も紅葉が終わって落葉

し、いよいよ冬を間近に感じます。司祭館

裏の畑も最後の大根の収穫で終了しました。一部は粕味噌漬けに。収穫の終わった畑に

はアキラ松原兄のご協力で大量の腐葉土が運ばれました。またワシリイ中田兄が椎茸と

なめこの栽培の為に榾木を提供して下さり。すでに菌を打ち込みむしろで被って冬を越

します。来年は野菜やきのこの収穫が楽しみです。 

 境内に咲くバラはイオフ品川兄が手入れして下さっています。春に移植したバラも定

着し、他のバラも剪定されました。枯れ枝などの始末もほぼ終え、冬に備えています。 

最後の収穫と冬じまい 

 11月8日㈰、上磯正教会のフィリップ大

村義満兄の一年祭パニヒダがご自宅で行わ

れました。限られた親族のみの参祷でした

が、熱心に祈祷を献じ、その後会食しなが

ら懇談しました。 

 上磯はもう少しで冬季の農閑期を迎えま

す。12月には執事会を、また1月の降誕祭と

併せて信徒総会が行われます。 

▲大きな大根が沢山 ▲つるバラの剪定 ▲枯れ枝や石の始末 



 

 

               お当番さん、宜しくお願い致します！ 
 
 
 ◎１２月のお当番 … ペラギア南純子姉、マウラ大村くみ子姉 

    （食事当番はありません。お掃除などをお願いします。） 

婦人会より 
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執事会報告               日時 令和2年11月15日㈰ 午後1時～3時半 

              場所 信徒会館執事会室 

項  目 内     容 

報告事項 ・10/20,23 西高生徒課外授業 

・10/29㈭ 消火設備点検 

・11/5㈭ ベラルーシ大使来訪 

※工事終了後をめどに聖堂及び境内の案内看板をリニューアルしたい。領事館    

 や病院、学校などの存在や、函館の住民との関わりなどの沿革も含める。 

・11/13㈮ 函館市文化財課との打ち合わせ 

・11/14㈯ 加藤家パニヒダ 

・11/15㈰ 鈴木家パニヒダ 

・神学生及び神品教役者養成短期プログラム受講者募集について 

・信徒会館屋根、玄関階段の修繕 

※男性トイレ天上に雨漏りあり、屋根の防水コーキングを実施。 

・聖堂保存修理工事関連（聖堂の使用期限、仮聖堂宝座の借り受け） 

※聖堂は1月中使用可能予定。仮聖堂宝座は上磯正教会の祭台を借用。  

予定 ・11/19㈭ 諸規則委員会（東京） 

・11/28㈯-29㈰ 北海道ブロック宣教会議（函館） 

※コロナの急速な拡大により中止とする。 

・12/24㈭-25㈮ 降誕祭奉事 

・1/1㈮  新年感謝祈祷  

協議事項 ・聖堂保存修理工事入札について（入札公告、契約） 

※11/22に入札公告を、12/11に入札を実施。公告の内容を説明し、落札後 

 の12/16に臨時責任役員会及び執事会を開催し契約を決議する。 

・コピー機について 

※定額制のコピー機レンタルにする。メンテナンス、インク代、消耗品交換な 

 どがレンタル料に含まれ機能や経費は変わらず。 

・降誕祭奉事及び新年感謝祈祷について 

※降誕祭は12/24㈭17時徹夜祷、12/25㈮日10時聖体礼儀。市民クリスマ 

 スは中止だが、祈祷の公開は実施。通常の公開方法による。祝賀会はない 

 が、子供たち（高校生まで）へのクリスマスプレゼントを準備する。  

その他 ・聖堂内のマナーについて 

※最近、聖堂内での会話などのマナーの緩みがあるとの意見あり。 

・来月の日程   

    12/6 聖名日モレーベン 12/13 上磯巡回  12/16 執事会 

    12/20 聖堂清掃奉仕、定例執事会 12/24-25 降誕祭 

 執事会報告と婦人会より  



 

 

12月の聖名祭 

 聖名日が12月の方々の聖

名祭モレーベンを12月6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。 

聖名日 聖 名 氏              名 

12/1 ロマン  藤村信悟 

2 アウディ  高石勇光 

6 アレクサンドラ  笠原裕子 

7          エカテリナ  入間川美季 斎藤千代 清宮真歩 
 茂木由枝  吉田和子 児玉繁子 
 中野郁子  村上真紀 門間郁子 

13 アンドレイ  斎藤 徹  佐藤茂己 梅津彰男 

17 ワルワラ  大村スミ 

 イオアン  加藤元弘 

18 アンブロシイ  花野英昭 

19  ニコライ  松井靖介 清宮篤志 

26 ルキヤ  鈴木珠美 

聖列祖 イサーク  寺田正博 

 ノイ  島田唯意 

 サラ  島田沙也加 
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函館正教会献金報告 

 献金報告と聖名祭案内  

2020/10/28～2020/11/30分 ※敬称略 

日付 種 類 氏 名 金 額 日付 種 類 氏 名 金 額 

11/4 敬 老 感 謝   11/18 パ ニ ヒ ダ   

11/4 会 報 献 金   11/26 感 謝 献 金   

11/4 パ ニ ヒ ダ   11/26 感 謝 献 金   

11/18 パ ニ ヒ ダ   11/26 特 別 献 金   

11/18 感 謝 献 金   11/30 特 別 献 金   

【聖名祭献金】   

 初雪も降り、いよいよ冬到来の感があります。聖堂

修復工事も12月には業者が決まり着工となります。 
 

 11/5㈭  ベラルーシ大使イエシン氏来訪。 

 11/8㈰  フィリップ大村義満兄一年祭（上磯）をご自宅で行いました。 

 11/12㈭ NHK取材（降誕祭の打ち合わせ） 

 11/13㈮ 市関係者と工事入札の打ち合わせ 

 11/14㈯ 加藤家パニヒダ。 

 11/15㈰ 鈴木家パニヒダ。 

 11/18㈬ 新しいコピー機の契約締結しました。 

 11/19㈭ 全国諸規則検討委員会（東京） 

 11/24㈫ 新聞並びに教会ホームページ上で工事の入札公告を出しました。 

  

11月の教会日誌 
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12月の奉事・行事予定 

2020年12月の奉事・行事予定 

 

  

 

編集後記 

 今年の教会周辺の初積雪は12月1日。昨年に比べて

約2週間遅くなりました。暖冬、少雪の傾向はますま

す強くなっているようです。 

 教会は保存修理工事に向けていよいよ業者を決め

て着工する段階となりました。各種メディアも2年間

の工事を伝えています。それを知って教会を訪れる

方もあるようです。工事が無事に予定通り終了し、

その頃にはコロナも静まっていますように。（K）                                      

5日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第1調 福音経：ルカ112端 24:1-12 

6日㈰ 函館 10:00 

 

 

五旬祭後第26主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：エフェス  229端 5:8-19 

  福音経：ルカ     66端 12:16-21 

●聖名日モレーベン ※クリスマスリース作り 

12日㈯ 上磯 19:00 主日晩課 第2調  ■執事会 19:30 

13日㈰  上磯 10:00 五旬祭後第27主日聖体礼儀  誦経：坂下兄 

  使徒経：エフェス  224端 6:10-17 

  福音経：ルカ     71端 13:10-17 

函館 10:00 主日代式祈祷  代祷：下田兄 

16日㈬ 函館 11:00 ■臨時執事会 

19日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第3調 福音経：ルカ114端 24:36-53 

20日㈰ 函館 10:00 五旬祭後第28（降誕祭前）主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：エウレイ  328端 11:9-10,17-23,32-40 

  福音経：マトフェイ   1端 1:1-25 

※清掃奉仕作業 ■定例執事会 

24日㈭ 函館 17:00 降誕祭徹夜祷 祭日調 福音経：マトフェイ2端 1:18-25 

25日㈮ 函館 10:00 降誕祭聖体礼儀 使徒経：ガラティヤ 209端 4:4-7 

        福音経：マトフェイ   3端 2:1-12 

26日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第4調 福音経：イオアン63端 20:1-10 

27日㈰ 函館 10:00 五旬祭後第29（降誕祭後）主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：ガラティヤ 200端 1:11-19 

  福音経：マトフェイ  4端 2:13-23 

1月1日㈮ 函館 0:00 

11:00 

新年感謝祈祷 ※0時と11時の2回行います。 


