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感 謝 ～祈りの原点～ 
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 私たちは日常の生活の中

でいかに教会の教えを忘れ

て信仰をないがしろにして

しまうことが多いことで

しょう。参祷領聖してその

時は信仰の大事を思いなが

ら、ふとしたことでその信

仰を失ったり、自分の都合

の良いように解釈したりし

てしまいます。 

 楽園を追われたアダムとエヴァの姿が

私に重なりますが、何故彼らは追われた

のか、そして人はどれほど神の愛から陥

落して悲しみを味わったのかを自分の現

実として見ることは難しいことです。私

たちハリスティアニンは、再びハリスト

スによって楽園に導き入れられ、ハリス

トスを通して神を知り、交わる賜物を与

えられたはずですが、それもしばしばお

ぼつきません。そのような時に一体私た

ちに何が欠けているのでしょうか。 

 陥罪は与えられた生命を自分の内に、

また自分の為だけに求めたときに起こり

ました。暗闇と死はそのためにこの世に

入り、人は罪を免れなくなったのです。

罪が初めに在ったわけではありません。

それは人が自分に誘惑されて

高慢となり、神を忘れた自己

愛から引き起こされたことで

した。罪悪に誘惑されるので

はなく自らが神への感謝を忘

れて、共に在り、喜び、交わ

ることを見失ったからであっ

て、今日の私たちも同じしく

じりをしてしまいます。 

 感謝は私たちハリスティア

ニンの最も大切な祈りであり、忘れては

ならない姿勢です。神へ献じられる感謝

の祈りの中で、人は人としての本質を確

かめ、神と共にある新しい人へと変じら

れていきます。特に聖体礼儀がユーカリ

スト－感謝の祈りと言われるのは、この

聖なる機密において私たちが身をもって

感謝を献じ、天の国の味わいを体験する

からです。神を知ることなく真の感謝は

出来ません。感謝を回復する最も大切な

機会を逃してはなりません。 

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りな

さい。どんなことにも感謝しなさい」  

        （フェサロニカ前5:18） 

 この聖使徒パウェルの言葉を胸に刻み

ながら参祷を心がけたいものです。（K) 



 

 
函館ハリストス正教会報2020年8月号                      - 2 - 

で き ご と 

函館ハリストス正教会 信徒総会   7/26 

 7月26日㈰、主日聖体礼儀の後に信徒会

館において今年の信徒総会が開催されまし

た。久しぶりに会館で昼食が婦人会によっ

て用意されて、懇談しながら食事をとりま

した。12時半から総会が始まりました。 

■司祭挨拶 最初に児玉神父から昨年の総

括が行われました。教会全般にわたる諸状

況を把握し、課題を明らかにして改善の方

針を立てることを目標としてきたこと、成

果としては信徒名簿の完成、参祷領聖者の

増加、境内建物および環境の整備、財政の

見直し、聖堂保存修理事業への準備が進んだことがあげられました。一方で全戸訪問、工

事期間中及び事後の計画、墓地整備などが課題として残り、次年度の計画に加えて取り組

むことが説明されました。 

■宗務に関する件 教勢について、一年間の見直しの結果、昨年の教区・教団へ報告され

た信徒数と比較して大幅な減（144名減）となったことが報告されました。これは特に

1990年以降、函館在住信徒及びその関係者以外で婚配などによって洗礼を受けた方々や外

国人で、連絡が取れず所在が分からない多くの人が含まれていたことが大きな原因です。

この一年間の調査によって、新規の信徒の発見と併せて整理しながら基本となる信徒名簿

を完成させたことで現在の実数が表された結果であるということです。 

■財務に関する件 会計担当のイリナ鈴木姉から決算報告が行われました。コロナ禍によ

る参堂及び頒布献金収入の減少があり、予期せぬ信徒会館の補修工事もあって全体の収支

としては約160万円の赤字となりました。来年以降の工事に向けて少しでも預金を積み増

したいところでしたが、止むを得ない減収と支出でもあり、参加の皆さんからは特にご意

見もなく決算報告は承認されました。 



 

 

で き ご と 

▲西岡担当官（右）と文建協関係者 
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■次年度活動目標 神父から、誰もが安心して参祷領聖出来る環境づくりを大事にしお互

いの信頼関係を醸成することを今後も最重要課題として取り組むことが示されました。そ

の中で参祷困難な信徒のケアをすること、学びと伝道の機会を作ること、保存修理事業の

財政上の問題とその後の計画をたてることの3つが柱にあげられました。 

■次年度予算案 コロナ禍による一般拝観者の激減による大幅な減収を見込んだものとな

りました（今年度4-5月の実績から95％減を想定）。また財政の見直しを受けて科目の新

設や統合をし、預金を整理して修繕、不動産、墓地の3つの積立金を設けることが提案さ

れました。支出を極力抑えた緊縮予算ですがすでに約450万の支出超過が見込まれるとの

ことでした。今後の状況次第でかなり流動的になると思われますが、超過が発生した場合

は新規積立金以外の経常資金を充てることが説明され、了承されました。 

■執事監事改選 初めに新たに作成された

執事執務細則が提案され了承されました。

これにより、執事会からの推薦者を総会で

諮り賛同を得て、これまでの5名（下田兄、

村井姉、大谷姉、鈴木姉、松原兄）を留任

とし、花野兄は退任、新任としてイオナ品

川兄とキリール高井兄の計7名が新たに執事

に任命されることになりました。監事はワ

シリイ中田兄を留任、新たにエリザベタ森

田姉が加わりました。 

■その他 婦人会役員（会長鈴木姉、会計入

間川姉、書記西村姉）の発表がありました。墓地献金の確認が行われ、墓地規定について

も新たに作成することが提案されて執事会で検討することが決められました。また長年に

わたり教会費の出納をお手伝い下さったタイシャ高井醇子姉が今期で引退する申し出があ

り、新たにカルリスタ高井和枝姉が引き継いでくださることになりました。タイシャ姉に

は教会から感謝の気持ちとして胡蝶蘭を贈り、欠席されている当人に代わってご長男のキ

リール高井秀樹兄がご挨拶されました。以上で総会は終了しました。 

▲挨拶するキリール高井兄とカルリスタ高井姉 

文化庁担当官の来訪 

【今年度の重要活動目標】 

    1. 廻家祈祷、病者訪問の積極的な実施。 

    2. 定期的な伝道会の実施と信徒の学びの会の実施 

    3. 聖堂保存修理工事期間中とその後についての詳細な計画の立案 

 7月10日㈮、文化庁の防災担当官梅津氏が教

会を訪れて防災設備を視察し、工事での改善点

などをアドバイスいただきました。15日㈬には

耐震担当官西岡氏が訪れ、工事の実施設計の問

題点を確認し、また教会から工事への要望を聴

取されました。塗装内装、コンセントやスイッ

チ類の電気関係、聖像の移動と設置等の細かな

点について確認しました。 
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できごと  

全国公会の開催  7/11-12 東京 

▲ニコライ会館で行われた公会の様子 

 7月11日㈯、12日㈰の両日にわたりニ

コライ堂において通常全国公会が開催さ

れました。全国の代議員は多数の方々が

欠席委任となり、主に神品代議員と一部

の代表の方が出席されました。 

 初日はダニイル府主教座下の開会の言

葉で始まり、宗務総局、全国宣教企画委

員会、財務諮問委員会、諸規則検討委員

会と聖ニコライ列聖・聖自治祝福50周年

記念式典関連の報告が行われました。ま

た豪雨で河川氾濫のあった熊本県人吉に

ついて信徒の一部施設に被害があったも

のの教会や人的被害はなかったことが伝

えられました。 

 翌日は聖体礼儀中にコンスタンチン桝

田神父が長司祭に昇叙されました。会議

は収支決算報告、予算案審議と続き全て

了承されました。横浜と豊橋から神父派

遣の請願があり、府主教座下から人事関

連の中で横浜には近々専任の神父をあて

ること、豊橋にはソロモン川島伝教者を

派遣することが報告されました。最後に

セラフィム大主教座下の閉会の言葉をい

ただいて公会は終了しました。 
▲コンスタンチン桝田神父の長司祭昇叙。飾り十字架 

 とパーリッツアの佩用が祝福された。 



 

 

聖堂公開の再開 

支援金募集/できごと/消息  

アファナシイ盛田兄のパニヒダ 
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▲
  

・洗礼 7月19日 

  マリナ 齋藤彩未 姉 

 マリナ姉は小学3年生。先日ご永眠さ

れたニーナ斎藤梅子姉のお孫さんです。

この日はニーナ姉の40日祭が行われまし

た。おばあちゃんもきっと天国で見守っ

て下さっていることでしょう。幾年も！ 

    家族と代父母の皆さんと記念撮影 

消 息 
 
         ・ご永眠 6月17日  

  函館正教会 フェオドル 後藤 力 兄（90歳） 永遠の記憶 

 6月末から土日の週末と祝日に限って再

開した聖堂の一般公開は、7月27日から試

験的に平日の公開も開始しています。四

連休には拝観者が日によっては500名以上

訪れました。感染予防には皆さん協力的

で、公開奉仕者の方々も気を付けながら

実施しています。 

 7月16日㈭、イオアン・オリガ盛田夫妻のお宅で

ご長男の故アファナシイ盛田賢三兄のパニヒダを行

いました。この日は彼の誕生日であるとともに永眠

記憶日でもありました。 

 ご夫妻共に聖歌を歌い、アファナシイ兄の永遠の

安息をご一緒にお祈りいたしました。永遠の記憶 

九州豪雨災害支援金の募集 
  
 7月の九州地方の豪雨は、熊本県人吉市をはじめとする九州各地に甚大な被害をもた

らしました。公会では教会の被害はなかったが被災信徒がいらっしゃったことが報告され

ました。つきましては支援金を募集していますので、ご協力お願いします。 

            送金先 ：郵便振替 01750-8-169661 

            加入者名：人吉ハリストス正教会 
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執 事 会 報 告               日時 令和2年7月19日㈰ 午後1時半～4時15分 

              場所 信徒会館執事会室 

項  目 内     容 

報告事項 ・6/27㈯-28㈰ 東日本主教教区 理事会・「教区会議」（仙台） 

・7/1㈬    エレナ西村慶子姉永眠 （7/3 埋葬式 上磯） 

・7/10㈮     文化庁防災担当官来訪 

※火災報知器の電気配線の交換、炎探知機の設置、防火訓練の実施などのア 

 ドバイスを受ける。 
 
・7/11㈯-12㈰ 全国公会 

・7/15㈬     ピアノ調律 ／ 文化庁耐震担当官来訪 

※工事への教会の要望（聖像移動、塗装、内装、電気スイッチ等）を伝えた。 
 
・7/19㈰     齋藤彩未姉洗礼 

         ニーナ齋藤梅子姉40日祭パニヒダ、納骨 

・工事に伴う境内地樹木の剪定と伐採について 

※工事前写真撮影に伴う剪定を打合せ、坂造園に例年分と合わせて発注し 

 た。工事に伴う剪定、移植、伐採のことを総会で説明する。 
 
・聖堂保存修理事業補助金について 

※コロナ禍による収入減が認められ、国の補助率が80％から85％へ引き上げ   

 られた。  
 

予定 ・7/28㈰ 函館正教会定例信徒総会 

・8/3㈪～ 境内地剪定作業（坂造園 約19万）   

協議事項 ・信徒総会について 

※総会資料の確認をした。活動報告、決算、次年度活動方針、予算案、特別 

 積立金、執事改選、執事細則などについて説明。 
 
・次年度行事の開催について（敬老会、バザー） 

※諸般の状況を鑑みて、敬老会祝賀会とバザーは実施を見送る。敬老会記念 

 品は昨年同様に贈呈する。 
 
・聖堂保存修理工事期間中の対応 

※仮聖堂、資料展示と配布、献灯場所などを継続して検討する。 
 
・聖堂公開にともなう感染予防対策について 

※7/23、24の連休、7/27からの平日の公開を試行する。状況を見て、2人  

 態勢や公開時間の延長を考える。通常の公開に移行する際は奉仕者の打ち合 

 わせを行い感染予防と公開実施の具体的方法を周知する。 
  

その他 ・来月の日程  8/2  聖名日モレーベン   8/8-9 上磯巡回 

        8/16 定例執事会 ※昼食会は当面中止。状況により再開。 

 執事会報告/婦人会  

婦人会より               お当番さん、宜しくお願い致します！ 
 

 ◎8月のお当番 … エカテリナ 門間郁子姉、ソフィヤ 落合京子姉      

    （食事当番はありません。お掃除などをお願いします。） 



 

 

8月の聖名祭 

 聖名日が8月の方々の

聖名祭モレーベンを8月2

日㈰に聖体礼儀に続けて

行います。 

 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/聖名祭案内/教会日誌  

2020/6/28～2020/7/29分 

 信徒総会を迎え、今後一年の方針を確認しまし

た。皆さんのご協力をよろしくお願い致します。 

 

 7/3㈮  エレナ西村慶子姉の埋葬・納骨が行われました。永遠の記憶 

 7/10㈮ 文化庁防災担当官梅津氏来訪。防災のアドバイスが貴重でした。 

 7/14㈫ 工事前写真撮影打合せ。地元写真家及川氏来訪。 

 7/15㈬ 文化庁耐震担当官西岡氏来訪。工事への要望を伝えました。 

 7/16㈭ アファナシイ盛田賢三兄のパニヒダをご自宅で献じました。 

 7/19㈰ マリナ齋藤彩未姉の洗礼と祖母ニーナ梅子姉の納骨がありました。 

 7/26㈰ 信徒総会開催。一年の総括と今年度の計画を討議しました。 

7月の教会日誌 

日付 種類 氏 名 金額 日付 種類 氏 名 金 額 日付 種類 氏 名 金額 

7/2 会報   7/23 パニヒダ   7/23 会報   

7/2 会報   7/23 感謝   7/23 会報   

7/2 会報   7/23 感謝   7/23 パニヒダ   

    7/23 感謝   7/23 洗礼   

        7/23 大祭   【墓地献金】   

※敬称略 

聖名日 聖 名 氏              名 

8/1 マクリーナ  鈴木かおり 

8/2 イリヤ  加藤 匠 吉川征悦 

8/4 マリヤ  薄井勝代 大谷孝子 鈴木伶子 清宮東子 

 寺田郁子 鎌倉洋子 大谷望結 松井愛民 

8/6 ハリスティナ  茂木京子 馬場友紀子  

ボリス  村井浩人 

8/7 アンナ  高石美月 入間川恵美子  

8/9 パンテレイモン  鈴木悠資 

8/12 シーラ  新田勝祐 

8/13 エウドキム  鈴木 透 

8/15 ワシリイ  齋藤脩治 

アントニイ  松原亮太 8/16 

8/17 リヤ  入間川智子 

8/18 ノンナ  高石留美絵 瀬沢ノンナ 荻原由貴  

 斎籐彩佳 

8/22 アントニイ  花野聡太 

8/24 スサンナ  山本さい子 

8/27 マルケル  吉田 実 

 6月  
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8月の奉事・行事予定 

2020年8月の奉事・行事予定 

 

  

 

  1日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第7調 福音経：イオアン64端 20:11-18 

2日㈰  函館 10:00 

 

 

五旬祭後第8主日聖体礼儀        誦経：下田兄 

  使徒経：コリンフ前 124端 1:10-18 

  福音経：マトフェイ  58端 14:14-22 

●聖名日モレーベン 

8日㈯ 上磯 19:00 主日晩課 第8調 

上磯 10:00 五旬祭後第9主日聖体礼儀        誦経：坂下兄 

  使徒経：コリンフ前 128端 3:9-17 

  福音経：マトフェイ  59端 14:22-34 

9日㈰   

函館 10:00 主日代式祈祷   誦経：下田兄 

13日㈭ 上磯 10:00 総パニヒダ（聖堂）  墓地祈祷（野崎墓地）11:00～ 

15日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第1調 福音経：イオアン66端 21:1-14 

16日㈰ 函館 10:00 

 

 

五旬祭後第10主日聖体礼儀        誦経：下田兄 

  使徒経：コリンフ前 131端 4:9-16 

  福音経：マトフェイ   72端 17:14-23 

■定例執事会 

22日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第2調 福音経：イオアン67端 21:15-25 

23日㈰ 函館 10:00 五旬祭後第11主日聖体礼儀        誦経：下田兄 

顕栄（主の変容）祭 

  使徒経：コリンフ前 141端 9:2-12 

  福音経：マトフェイ   77端 18:23-35 

★果実の成聖 （ブドウや果物をご持参ください。） 

29日㈯ 函館 17:00 主日徹夜祷 第3調 福音経：マトフェイ116端 28:16-20 

30日㈰ 函館 10:00 五旬祭後第12主日聖体礼儀        誦経：下田兄 

生神女就寝祭 

  使徒経：コリンフ前 158端 15:1-11 

  福音経：マトフェイ   79端 19:16-26 

編集後記 

 信徒総会が終わり、新年度の取り組みが始まります。教会

の役割は変わらずとも、働き方は様々です。皆で知恵を寄せ

合い、より良い宣教・牧会が出来るようにご協力下さい。 

 晴れ渡った函館山からの眺望。青や赤色のトタン屋根の住

宅が少なくなって町中の色合いが昔とずい分変わりました。 


