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ハリストス復活！ 

 我等人々の為、又我等の

救いの為に天より降り、聖

神及び童貞女マリヤより身

を取り人と為り、我らの為

にポンティ・ピラトの時、

十字架に釘うたれ苦しみを

受け葬られ、第三日に聖書

に叶うて復活し、天に升

り、父の右に坐し・・・ 

 永遠なる神の救いのご意

志は私たち人々に向けら

れ、その憐みはついに神・

聖神と童貞女マリヤより肉体をとって

人々と等しいものとなられました。この

世界を創造された無限の神が、神・子ハ

リストスとして私たち人々と共にこの世

に在りました。 

 人と等しくなられたハリストスはその

後十字架につけられ葬られますが、三日

目に復活されました。「キリストが復活

しなかったのなら、私たちの宣教は無駄

であるし、あなた方の信仰も無駄です」

と聖使徒パウェルは言いましたが「ユダ

ヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には

愚かなもの」とされたこの十字架と復活

は私たちに信徒にとっては新

しい命に生きるために特別な

力を得るかけがえのない出来

事となりました。十字架と復

活は人々の希望と確信の為に

必要なものに変じました。 

 さらに、復活された主は

「天に升り、父の右に座し」

ます。主の昇天は私たちから

遠く離れる事でしたが、父の

右に座したハリストスは今日

も私たちの罪のとりなしを

し、教会の頭として人々をつ

なぐ働きをしています。昇天

は降誕と等しく私たちの救いの為の出来

事でもありました。また、昇天の時にそ

の降臨を約束された神・聖神は、ハリス

トスを私たちに指し示し続けています。

その働きによって私たちは神ご自身の言

葉を受け入れ、今日もなお神の恩寵を自

分のものとして確信できるのです。 

 私たちは信仰を通して益々心を至聖三

者に向けることで、その働きと一致する

望みに近づきます。主の昇天は人々自身

にも復活と天の高みに昇り得る希望を与

える出来事でした。（K) 
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で き ご と 

光明なる主の復活大祭  4/19 

▲復活大祭聖体礼儀 

▲クリーチや紅卵の成聖 

▲お祝いの紅卵が配られました ▲聖歌の奉仕者も一生懸命歌いました 

 今年はコロナ禍で大斎の奉事も途中か

ら中止になるなど変則的な事態が起きま

したが、4月19日㈰朝、主の復活大祭は

種々の感染防止策を講じながら行われま

した。思いの外多くの参祷者があり、例

年通り十字行も出来ました。 

 高らかに鐘が打ち鳴らされる中、聖堂

を一周し玄関に整列して祈祷は始まり、

「ハリストス復活！」「実に復活！」の

応答は元気な声で交わされました。 

 時間短縮のために早課は行われません

でしたが、復活大祭聖体礼儀は華やかな

雰囲気の中進められました。聖堂の一画

に置かれた机の上にはクリーチや紅卵を

入れた籠が並び、神父によって成聖され

ました。最後にお祝いの紅卵が配られ、

無事復活大祭の奉事を終えました。 

 この先、奉事がいつまでどのように制

限されるか分かりませんが、一日も早い

終息を皆で祈りましょう。 



 

 

復活祭後の墓地祈祷 4/26 

で き ご と 
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 4月26日㈰、主日聖体礼儀を終えて午後1

時から復活祭後の墓地祈祷が行われまし

た。最初に教会墓地では中央の共同墓地前

でリティヤが行われ、ペトル主教座下、昨

年永眠されたニコライ神父様をはじめ多く

の方々の墓を巡りながら永遠の記憶を献じ

ました。次にロシア人墓地を訪れ、墓に紅

卵を添えて花を手向け、リティヤを献じて

巡りました。 

 立待岬の墓地では森家、橋本家、馬場家

の墓前でリティヤを献じました。 ▲ペトル有原主教座下のお墓 
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ご案内/上磯正教会だより/できごと  

洗礼機密 

上磯正教会だより  

― 定額献金（教会費）納入のお願い ― 
 日頃皆さまには大祭や感謝、参祷時の献金にご協力をいただき誠にありがとうござい

ます。おかげさまで教会の様々な行事や運営が今年も滞りなく行うことが出来て感謝申

し上げます。今年度も5月に教会の年度末を迎えます。中でも定額献金は教会財政の要

となるご献金です。是非お早目の納入と完納にご協力下さいますようよろしくお願い申

し上げます。（下記の郵便振替口座もご利用下さい） 
 

［郵便振替口座］   口座番号 02660-5-1721 

              加入者名 宗教法人 函館ハリストス正教会 

 4月の上磯正教会の巡回は4日㈯と5

日㈰に行われました。主日聖体礼儀で

は、一足早く猫柳が成聖されて参祷者

に配られました。立派な柳はイリヤ坂

下執事長自ら山で採取して下さったも

のでした。感謝。 

 また復活祭前の清掃奉仕も行われ、

ランパードを分解して磨いたり、聖堂

内の掃除が丁寧に行われました。 

会館と物置の改修始まる 

 4月12日㈰、聖枝祭聖体礼儀の前に

洗礼機密が行われました。受洗された

のはマトフェイ太田健一兄。セルギイ

下田執事長の次女アンナめぐみ姉の夫

で、昨年のバザーでも大変活躍して下

さいました。お二人の末永いお幸せを

お祈りしています。幾年も！ 

 築15年を経た信徒会館は雨漏りと

外壁の傷みが目立ち、3年後の聖堂工

事終了を待てないと判断し、4月27

日から修理と塗装に取り掛かりまし

た。また司祭館の車庫も老朽化し危

険なので撤去を決め、跡地に車庫を

再建しないで物置を設置します。 



 

 

訃報記事と祈祷文紹介  
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［訃報］ 
 4月15日、かねて休職されておられました首

司祭イウスチン山口義人神父様（86歳）が心

不全によりご永眠されました。 

 葬儀は4月17日㈮に通夜、18日㈯に埋葬式が

ニコライ堂にてセラフィム大主教座下のご司

祷、宗務総局長代務者長司祭マルコ小池神

父、東京復活大聖堂を代表して司祭ミハイル

対中神父、イリヤ武井長輔祭の陪祷で執り行

われました。永遠の記憶。 

-祈祷文の紹介- 
 「コロナウイルスを鎮める祈り」が正教時報5月号に掲載されました。ある聖人は「神

は私たちが試練に遭う際に、私たちが熱心に神に心を向け罪を避けて純潔さを示す頃合い

に救い出し、激しい患難の為につまずくことを免れさせる。だから私たちは不平を言わ

ず、嘆息せず、専ら霊を清めよう。そうすれば私たちも試練を経て一層輝く者となる。神

は試みられる者の善と益とのためにこれを為し給うのだから。」と述べられました。 

 日々の祈りに以下の祈祷も是非加えて唱え、この病の一日も早い終息を願いましょう。 

 

コロナウイルスを鎮める祈り 

 主イイスス・ハリストス、我が神、我が霊体
れいたい

の醫師
い し

、我等が為に身を藉
と

り

し者よ。視
み

よ、爾は多くの者の傷を醫
いや

せり。爾は不治
ふ ぢ

なる病、癩病
らいびょう

を患
わずら

ふる

十人を輕
かろ

んぜず、其
その

醫
いやし

を施す恩寵を以て、彼等を潔
きよ

め給へり。爾は身にて世

に來
きた

りて、凡
およ

その癩者
らいしゃ

、瞽者
め し い

、跛者
あしなへ

、惡鬼
あ く き

に憑
よ

られたる者、思ひ 煩
わづら

ふる者、

及び爾に 甚
はなはだ

しく罪を犯しし者を醫
いや

しし者なり。 

 爾は、慈憐を以て、我等の改新
あらたまり

を望みたる者なり。故に我等爾に願ふ、コ

ロナと稱
とな

へらるる疫病
えきびょう

、 即
すなわち

恐懼
お そ れ

と病と死を我等に 攜
たづさ

ふる者の力を抹
け

し、

而
しこう

して是を鎮
しづ

め給へ。 

 我等爾の前に多くの罪を犯し、 己
おのれ

に誘惑
いざなひ

を生ぜしめたり。然
しか

れども我爾に

祈る。爾の大いなる憐みに因りて、我等及び全世界より誘惑
いざなひ

を 退
しりぞ

け給え。我

等の信
しん

を試み、勝
かち

を得せしめ、我等に是
こ

の病が 攜
たづさ

ふる恐懼
お そ れ

と我等が撼
うご

くこと

を鎮
しづ

め給え。少き者を庇
おお

ひ護り、病者を醫
いや

し、老人と凡
およ

そ惶
おそ

れ擾
まど

ふ者を憐み給

へ。凡
およ

その者に、壮健
さうけん

、平安を與
あた

へ、並に彼等を飽
あ

かしめ給へ。至聖なる我が

女宰
じょさい

生神女
しょうしんじょ

及び諸聖人の祈祷に因
よ

りてなり。アミン 
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執 事 会 報 告               日時 令和2年4月12日㈰ 午後1時～3時 

              場所 信徒会館執事会室 

項  目 内     容 

報告事項 ・3/17、31 消火設備点検（樺電工業） 

※昨年秋の点検が行われていなかったので3月に2回となった。市に補助金の 

 申請（半額補助）を行った。 

・3/18㈬  電話・インターネット・ケーブルテレビ工事 

※配線は地下埋設管を使用できた。既存の屋内配線が利用できたので配線や収 

 容ボックスなどの別途工事は不要となり工事費はかからなかった。 

・4/12㈰   聖枝祭／合同洗礼 ※洗礼者1名。 

・会計ソフト導入済み  

※会計ソフト「弥生会計」（4万円）を導入。今年度の会計データを会計士の 

 処理と並行して入力し、諸帳票を次年度に備えて切り替える。 

・鉄製フェンスの危険個所を撤去 

※半分以上を撤去。今後南側石垣下に植生などをして景観を整備する。 

・札幌正教会元執事長ニーコン高橋鉄郎兄ご永眠 

※御花を送り教会として弔意を表した。 

・聖堂保存修理工事関係（足場の強度を高める措置） 

※強風対策と写真印刷工事シートの設置について足場の再検討をした結果、全  

 体の工事費が大幅増額となることが文健協から市と教会に提示された。今年 

 度行われる実施設計の中で、工事内容の内削減できるものを精査し大幅な工 

 事費増とならないように進める方針を市と確認した。 

予定 ・4/19㈰ 復活大祭 

・4/26㈰ 復活祭後墓地祈祷  

協議事項 ・会館外壁・屋根の修繕、司祭館車庫撤去と物置設置再見積もりについて  

※会館の老朽化防止、危険物の撤去は猶予できないと判断し上記工事を速やか 

 に実施する。佐藤建設に発注、工事費は295万円。 

・復活大祭について  

※卵染めを4/17金曜日に実施。聖堂に花を飾り、眠りの聖像を据える。 

 4/19復活祭当日は十字行の後、復活大祭聖体礼儀を行う。祝賀会は中止。 

 4/26の墓地祈祷は例年通り行う。廻家祈祷は中止。 

・今後の奉事と聖堂公開について 

※当面5/6までは聖堂公開を中止し、奉事については主日聖体礼儀のみ。 

その他 ・来月の日程  

 5/3㈰  聖名日モレーベン 5/5㈰  上磯復活祭・墓地祈祷、代式祈祷 

 5/17㈰ 定例執事会    5/28㈭ 主の昇天祭  

 執事会報告/婦人会より  

            
              お当番さん、宜しくお願い致します！ 

 

  ◎5月のお当番 … アンナ 入間川姉、ユリヤ 西村姉 

   （今月食事のお当番はありません。その他の奉仕は相談して下さい。） 

婦人会より 



 

 

5月の聖名祭 

 聖名日が5月の方々の聖名

祭モレーベンを5月3日㈰に

聖体礼儀に続けて行います。 
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函館正教会献金報告 

【聖名祭献金】 

 献金報告/聖名祭案内/教会日誌  

【復活祭献金】 

2020/3/23～2020/4/29分 

4月に入ると境内はほとんど観光客もいなくなりま

した。寂しいですが静かな大斎と受難週を過ぎ、何

とか復活大祭を終えて良かったです。 
 
 3/31㈰  樺電工業による消火設備点検 

 4/3㈮ 教会車定期点検。冬タイヤ交換。 

 4/8㈬ 市の文化財課野村氏来訪。聖堂保存修理事業の今年度分補助金交付 

     申請書類を提出。 

 4/9㈭ ぶらんとマガジン社「HO」取材。 

 4/12㈰  マトフェイ太田健一兄受洗。幾年も！ 

 4/17㈭ 卵染、聖堂花飾付奉仕。聖大金曜日晩課。衣替え準備。 

 4/19㈰  復活大祭。天気は曇り。思いの外多数の信者参祷。 

 4/27㈪ 信徒会館塗装工事の足場を設置。司祭館物置を解体撤去。  

4月の教会日誌 

【墓地献金】   ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

※敬称略 

聖名日 聖 名 氏              名 

5/1 イオアン  竹田圭介 

6  ゲオルギイ  薄井晃一  吉川宗志 

アレクサンドラ  笠原祐子 

8 マルコ  中居祐貴 

16 マウラ  大村くみ子 

18 イリナ  斎藤梅子  吉川妙子  荻原泰子 

アルセニイ  ｱﾙｾﾆｲ鼈舎 笠原 登  斎藤洋之 21  

イオアン  村井法之 今野卓也 

23 シモン  下田雅美 

 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊  

 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

4月  ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ 

日付 種 類 氏 名 金 額 日付 種 類 氏 名 金 額 

4/3 感謝献金 ＊＊＊＊＊ 10,000 4/26 墓地祈祷 ＊＊＊＊＊ 5,000 

4/12 感謝献金 ＊＊＊＊＊ 20,000 4/26 墓地祈祷 ＊＊＊＊＊ 3,000 

4/19 会報献金 ＊＊＊＊＊ 5,000 4/28 感謝献金 ＊＊＊＊＊ 30,000 

4/21 会報献金 ＊＊＊＊＊ 3,000 4/29 感謝献金 ＊＊＊＊＊ 10,000 
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5月の奉事・行事予定 
2020年5月の奉事・行事予定 

 

  

 

編集後記 
  

     ハリストス復活！実に復活！ 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

  Christ is Risen!  Indeed He is Risen! 
  
 光明なる主の復活大祭のお慶びを申し上げます 

  皆様の心が復活された主のご恩寵によって 

   平安と愛と調和に満ち溢れますように 

3日㈰ 函館 10:00 

 

 

聖携香女の主日聖体礼儀  第2調 誦経：下田兄 

  使徒経：聖使徒行実 16端 6:1-7 

  福音経：マルコ   69端 15:43-16:8 

●聖名日モレーベン  

10日㈰  上磯  10:00 

 

 

  

復活大祭聖体礼儀  誦経：坂下兄 

  使徒経：聖使徒行実 1端 1:1-8 

  福音経：イオアン  1端 1:1-17 

［上磯正教会へ参祷される皆様へ］ 

※復活祭の日程が変わりました。9日㈯の晩祷はありません。  

 10日㈰は通常通り10時から聖体礼儀を始めます。 

 また、祈祷後の墓地祈祷は今年は中止いたします。  

12日㈫ 札幌 13:00 北海道ブロック宣教会議（札幌） 

17日㈰ 函館 10:00 

 

 

サマリヤ婦の主日聖体礼儀 第4調 誦経：下田兄 

  使徒経：聖使徒行実 28端 11:19-26、29-30 

  福音経：イオアン  12端 4:5-12 

■定例執事会 

24日㈰ 函館 10:00 瞽者の主日聖体礼儀    第5調 誦経：下田兄 

  使徒経：聖使徒行実 38端 16:16-34 

  福音経：イオアン  34端 9:1-38 

28日㈭ 函館 10:00 主の昇天祭聖体礼儀    祭日調 誦経：大谷姉 

  使徒経：聖使徒行実 1端 1:1-12 

  福音経：ルカ    114端 24:36-53 

31日㈰ 函館 10:00 諸聖神父の主日聖体礼儀  第6調 誦経：下田兄 

  使徒経：聖使徒行実 44端 20:16-18、28-36 

  福音経：イオアン  56端 17:1-13 

［奉事及び参祷について］ 

 現在の諸状況を鑑み、当面聖堂では平日（月～土）の奉事は行われません。ただし、パ

ニヒダ、洗礼等については神父にご相談下さい。主日聖体礼儀は通常通り行われています

が、晩祷と代式祈祷はありません。また体調不良や不安、その他の事情がある時にはどう

ぞ参祷を控えて下さい。堂役、誦経者、詠隊など奉仕の方々も同様です。 


