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新たな年に ～祈りの態度～ 
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 「地に居る者に天より豊

作の時と雨とを賜う主よ、

今も爾の諸僕の祈祷を納れ

て、爾の城邑を凡その苦難

より救い給え。蓋爾の宏恩

は実に爾の悉くの作為に在

り」 

 新年の奉事の祈祷文の一

節です。また新しい一年が

始まります。誰もが良い年

になることを祈願し、気持

ちを新たにする時です。そ

の思いを祈りとして神に託

します。 

 ただ心穏やかにして神に全幅の信頼を

置いて祈ることができればどんなにか良

いでしょう。思い煩わずに一途に主の恵

みを乞い、その与えられる恵みは何の代

償でもなく、主の計らいのうちにあり、

ただただ全能者の恩寵によると信ずるこ

とが出来れば、私たちは平安の内に在る

でしょう。 

 しかし、私たちは度々その平安から遠

く離れてしまうことがあります。時には

自分の環境や処遇に不平を言い、先の見

えないことに不安を抱きます。他人や社

会などを自分の対立するも

のと考え、それらに縛られ

て不自由になるから平安に

ならないと、他のせいにし

てしまうこともあるのでは

ないでしょうか。 

 何との比較ではなく、た

だ自分自身だけに集中して

思いを寄せられれば、自分

に対立して見えたものも、

自分を規制すると捉えてい

たものもなく、何のせいに

することなく自分を省み、

考えや態度を改めて行ける

でしょう。なぜなら、私を取り巻く現実

を作っているのは私が物事に対して抱い

ている考えがあってのことであり、その

考えが変われば現実も変わるからです。

私自身が変わらなければ何も変わりませ

ん。決して自己中心的な考えを言ってい

るのではなく、自分の変化によって物事

の捉え方は変わり、私との関係性も変え

られるということです。 

 新たな年に新たな態度を養い、素直な

祈りを通して主の恵に与りつつ、共に一

年を歩んで参りましょう（K) 
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で き ご と 

主の降誕祭の奉事 12/24-25 

函館新聞電子版 2020.12.25 

▲降誕祭徹夜祷で聖歌隊の声響く 

▲降誕祭聖体礼儀 福音の読み 

 今年の降誕祭はコロナ禍のために恒

例の市民クリスマスは中止となり、信

者のみの祈祷となりましたが、通りか

かった観光客などが見学に訪れていま

した。 

 12月24日㈭午後5時から降誕祭徹夜祷

が行われました。例年であれば100名を

超す市民の方々が集って盛大に行われ

る奉事ですが、今年は10数名の信者と4

名の取材陣、そして時折訪れる観光客

だけでした。しかし、昨年は4人だった

詠隊も増え、ささやかですが熱のこ

もったお祈りができました。 

 翌25日㈮は午前10時から20名弱の信

者が参祷して降誕祭聖体礼儀が行わ

れ、やはり通りすがりの観光客の方々

が入れ替わりで見学していました。 

 平日の聖堂公開はこの日で終わり、

これからの工事期間中約2年間は行われ

ません。聖堂公開奉仕もお休みになり

ます。2年後の再開を待ちましょう。 
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聖堂保存修理工事の入札と落札業者との打ち合わせ 

 聖堂保存修理工事の入札は11月24日㈫

に新聞紙上や教会ホームページ上で公告

されました。工期2022年11月末、予定価

格310,780,000円の保存工事はその入札参

加資格として三社の共同企業体によるも

のとし、各種要件については函館市の規

定を援用して行われました。 

 12月7日㈪まで工事に関する質問書を受

け付け、同日に入札必要書類提出締め切

り、12月12日㈯に事前審査結果を書類提

出者に伝えました。今回の入札には結果

として函館市内の三つの共同企業体が参

加することとなりました。 

 12月14日㈪午後2時から当教会信徒会館において函館市関係者、神父、下田執事長立ち

合いの中で入札が行われ、第1回入札において最低制限価格を上回り、三者の中で最低価

格を提示した曲小小倉工務店を代表として小野建設、山建中川組による共同企業体が落札

しました。 

 12月22日㈫午前11時に、初めての具体的な工事打合せが行われました。この日は共同企

業体の三社の代表取締役も来られ、教会、函館市、文建協の担当と挨拶を交わし、その後

担当者同士の打ち合わせとなりました。文建協の担当官から工事全般にわたる詳細な仕様

が伝えられ、今後工事スケジュールを早急に立ててもらうことになりました。ただ冬季で

もあり、例年より積雪も多くすぐに仮設プレハブ設置や門扉の移動などの外工事は出来な

いために、当面は聖堂内部の作業が行われる予定です。それに伴い聖堂内の物品は一部を

信徒会館仮聖堂へ、その他は業者倉庫への移動が行われます。概ね来年1月末までにこれ

らの引越しを終えたいと考えていますので、それまでは通常通り聖堂で奉事を行います。 

▲12月22日に行われた初の工事打合せ 
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▲聖堂での清掃奉仕 

できごと/上磯正教会/消息  

リース作りと清掃奉仕 

消  息 

上磯正教会だより 

 
         ・ご永眠 11月8日  
 
  函館正教会 

       リディヤ 森 久子姉（101歳）   

                   永遠の記憶 

 12月13日㈰の上磯正教会巡回で主

日聖体礼儀後に、聖堂内のランパード

類のお磨きと全体の掃除を行いまし

た。今年はツリーの飾付などは行われ

ませんでしたが、降誕祭前の清掃奉仕

が出来て良かったです。 

 来年1月の巡回時には、降誕祭の奉

事と信徒総会が行われます。 

 12月7日㈰の主日聖体礼儀後に信徒会館では今

年もクリスマスツリーの飾付と屋外に飾るリース

作りを皆で行いました。今年は会館に人が集まる

機会がほとんどないので風除室に電飾を沢山つけ

て飾り、華やかな外のツリーや正門の電飾リース

と連動して夜10時まで点灯しています。LEDの新

しい電飾を加え、大変美しい出来で、多くの人々

も足を止めて写真に収めたりしています。 

 12月20日㈰は祈祷後にごく短めに清掃奉仕をしました。絨毯な

どのローソク取りは平日の奉仕でほぼ終えていましたので、ラン

パードなどを磨きました。皆さまの熱心な奉仕のおかげで、降誕

祭に向けた準備が出来ました。ありがとうございます。 
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 各種のご案内/教会日誌  

今年は昨年より降雪量も多く、冬らしい日々が続き

ます。教会の工事業者も決まりいよいよ着工です。 
 
 11/28-29 佐久間兄（横浜）来訪 

 12/1㈫   市役所文化財課と打合せ 

 12/2㈬  北海道新聞取材 

 12/5-6  中島栄夫兄、利恵姉（東京）来訪 

 12/10-11 平澤昌子姉、優佳姉（白河）来訪 

 12/12㈯ 入札事前審査結果通知 

 12/14㈪  工事入札 

 12/16㈬ 臨時執事会（入札結果報告、契約確認） 

 12/17㈭ 森家パニヒダ 

 12/22㈫ 工事業者打合せ 

 12/23㈬ コピー機入替 共同通信社取材 

 12/24㈭ 北海道観光振興機構取材 

12月の教会日誌 

 この度東日本主教教区より宣教

ブックレットの新刊が発刊されまし

たので、ご案内申し上げます。 

「天と地の間 ―天国への道標―」  
               著者 修道士テオクリトス・ディオニシアトス 

               訳者 長司祭 イオアン長屋房夫 

               簡易製本(ペーパーバック) A5版 全322頁 
 
 アトスの修道士テオ クリストス・ディオニシアトス師によっ

て、正教修道の高い霊性が著された書。30年前にロシア正教会

の長司祭イオアン長屋房夫神父により翻訳、出版されたものの

再版です。是非ご一読を。 

※お求めは教会まで。   頒布献金 1300円 

 
 東京正教神学院は聖職者を養成す

る教育機関です。現在、神学生と神

品教役者養成短期プログラムの受講

者を募集しています。養成プログラ

ムというのは教会で奉仕経験のある

22-65歳までの男性信徒を対象に年に

2回、各回5日間の集中講義と実践を

行うものです。参加希望の方は教会

までお問い合わせ下さい。 

新刊案内 

東京正教神学院神学生 

神品教役者養成短期プログラム 
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執事会報告 
              日時 令和元年12月16日㈬ 午前11時～12時（臨時） 
                       20日㈰ 午後1時～3時 （定例） 
              場所 信徒会館執事会室 

項  目 内     容 

報告事項 ・11/24㈫ 聖堂保存修理工事 入札公告 

・12/7㈪  上記工事入札 必要書類締め切り 

・12/12㈮ 上記工事入札 事前審査結果通知 

・12/14㈪ 聖堂保存修理工事入札 

・12/16㈬ 臨時執事会 

・12/17㈭ 森家パニヒダ 

・新規契約電力会社ジニーエナジーの電力料金について 

※11月に初請求あり、請求額は通常の5千円減となった。 

・ソフリノへの発注について 

※ローソク、祭服、宝座覆いを発注、送金する。（総額約20万円） 

・聖自治50周年記念十字架と記念誌の配布について 

予定 ・12/22㈫ 聖堂保存修理工事 打合せ 

・12/23㈬ 新コピー機納品 

・12/24㈭-25㈮ 降誕祭奉事 

・1/1㈮  新年感謝祈祷 

・1/28㈭  諸規則検討委員会（東京） 

・仮聖堂設置と引越し 1月末完了予定。（予定作業日 1/17、24、31） 

・伝道会開始  1月より 

協議事項 ・聖堂保存修理工事入札について（落札結果報告、契約締結について） 

※入札したのは曲小小倉工務店、高木組、高橋組をそれぞれ代表とする3つの   

 共同企業体。第1回入札で最低価格を提示した小倉工務店に落札。工事契約 

 を締結することについて確認した。 

※工事業者に対しての教会としての要望などはその都度とりまとめ、可能な限 

 り対応してもらうようにする。 

・聖器物購入について 

※蜜蝋ローソクの注文に併せて祭服1着、宝座覆い1枚を注文する。他教会の 

 発注分と合わせ、送料、通関料等の諸経費を注文金額に応じて分担。 

・2020年度上半期の収支について 

※上半期の収支を報告。聖堂公開が7月から一部出来たことで参堂献金、頒布 

 献金収入が大幅増。人件費、仕入費は増だがその他はほぼ予算の50％以内 

 の支出に抑えられている。定額献金と献金戸数も増となった。 

・降誕祭徹夜祷時の対応について 

※市民クリスマスの中止を広告しているが、どれだけ周知されているかは不 

 明。当日見学に来た人は通常の祈祷時の公開にならって対応する。 

・ホームページについて（動画掲載、facebook, instagramの利用） 

※祈祷の様子、鐘の鳴らす様子などを動画撮影してホームページ等に掲載す 

 る。工事期間中の看板類にもリンク先を表示して、公開する。  

その他 ・来月の日程 1/1㈮ 0時、11時に新年感謝祈祷 1/10 上磯巡回  

 1/17 洗礼祭・大聖水式／定例執事会     1/24 聖名日モレーベン  

 執事会報告  



 

 

1月の聖名祭 

 聖名日が1月の方々の聖名

祭モレーベンを1月24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。 
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函館正教会献金報告 

【聖名祭献金】 

 献金報告と聖名祭案内  

【大祭献金】 

2020/12/1～2020/12/24分 

【墓地献金】   

※敬称略 

  

聖名日 聖 名 氏              名 

1/4 アナスタシヤ  新田 歩  

9 ステファン  花野優志 

10         フェオフィラ  源生りえ 高石啓子 

11 ナタリヤ  品川陽子 

12 アニシヤ  鈴木和子 竹田 環 

14 ワシリイ  中居秀太 中田哲雄 

セラフィム  大村健史 高田 保 15   

シルベストル  花野聡志 

17 シメオン  寺田一世 

23 パウェル  寺田龍世 

25 
タチアナ 

 イリイナ・タチアナ 佐藤民子 

 樋口タチアナ 

27 ニーナ  高石彩月 

30 アントニイ  中居暁嗣 

日付 種 類 氏 名 金 額 日付 種 類 氏 名 金 額 

12/9 聖 堂 修 復   12/23 会 報 献 金   

12/9 聖 堂 修 復   12/23 パ ニ ヒ ダ   

12/9 会 報 献 金   12/23 感 謝 献 金   

12/9 感 謝 献 金   12/23 感 謝 献 金   

12/9 感 謝 献 金   12/23 会 報 献 金   

12/23 感 謝 献 金   12/23 会 報 献 金   

  

※いつもご献金ありがとうございます。 

 12月は年末ということで定額献金や降誕祭、また教区からは宣教献金のご 

案内など各種の献金の募集が呼びかけられます。いずれも教会の諸活動を支 

える大切なご献金です。ご協力を宜しくお願い申し上げます。 
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1月の奉事・行事予定 
2021年1月の奉事・行事予定 

 

  

 

編集後記 

  

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ! 

CHRIST IS BORN, GLORIFY HIM! 
 
 救主のご降誕をお祝いし、併せて新年のご挨拶を申し上

げます。コロナ禍の一日も早い終息、聖堂工事の無事を願

いながら、今年も一年宜しくお願いします。                

1日㈮ 函館 0:00  /   11:00 新年感謝祈祷 

2日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第5調 福音経：イオアン63端 20:1-10 

3日㈰ 函館 10:00 

 

 

五旬祭後第30主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：コロサイ  250端 1:12-18 

  福音経：ルカ     85端 17:12-19 

9日㈯ 上磯 19:00 主日晩課 第6調 

10日㈰  上磯 10:00 

 

 

 

五旬祭後第31主日及び降誕祭聖体礼儀  誦経：坂下兄 

  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 

※上磯ハリストス正教会信徒総会（11:30） 

函館 10:00 五旬祭後第31（神現祭前）主日代式祈祷  代祷：下田兄 

  使徒経：ティモフェイ後 298端 4:5-8 

  福音経：マルコ       1端 1:1-8 

16日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 祭日調 福音経：マルコ 2端 1:9-11 

17日㈰ 函館 10:00 

 

 

主の洗礼祭（神現祭）聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：ティト   302端 2:11-14,3:4-7 

  福音経：マトフェイ   6端  3:13-17 

※大聖水式 聖水入れをご持参ください。 ■定例執事会 

23日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第8調 福音経：イオアン 67端 21:15-25 

24日㈰ 函館 10:00 五旬祭後第33主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：エフェス   224端 4:7-13 

  福音経：マトフェイ      8端 4:12-17 

●聖名日モレーベン 

30日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第1調 福音経：マトフェイ116端 28:16-20 

31日㈰ 函館 10:00 五旬祭後第34主日聖体礼儀  誦経：下田兄 

  使徒経：コロサイ  258端 3:12-16 

  福音経：ルカ     91端 18:18-27 


