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 正教会では 8 月 1 日（日本では 8 月 14 日）に『尊貴にして生命を施す十字架の出行の祭

日』を祝います。この祭日は、コンスタンティノープルで 8 月にしばしば起こっていた流

行病を根絶する為に、十字架を捧出して街中を行列した後、十字架を聖堂中央に安置して

誰でも伏拝できるようにしていたという故事に基づくもので、この行列は 8 月 14 日（同 27

日）まで毎日続けられました。すなわち、就寝祭の斎の間は流行病の為に毎日十字行をし

て祈っていたということです。また、毎月 1 日にコンスタンティノープルの宮殿内で聖水

式が行われていたことから、十字架出行祭には小聖水式が行われるようになりました。 

さて、降誕祭の斎が始まりました。私たちはいま流行病に脅かされています。もちろん

科学的な対応を疎かにしてはいけませんが、神様の恵みが無ければが私たちは無力である

ことをいつも覚えていたいものです。（司祭ルカ田畑隆平） 

980-0021 仙台市青葉区中央 3-4-20 
Tel (022)225-2744/Fax (022)224-3080 
e-mail orthodox@hyper.ocn.ne.jp 
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親子ルーム 
 

長司祭 マルコ 小池祐幸 

 

一関正教会の「親子ルーム」は 1996 年 9 月から開始

されたと A4 判の記録ノートに記されている。小さな子

供たちのいる 6 家族が親子で月に二回、土曜日の午前

に集まり、昼食をはさんでおおよそ三時間位。親子ルー

ムに集まる子供たちは友達も誘ってくると多いときに

は子ども達の数は 10 人を超え、次回も楽しんでもらい

たいと親たちは工夫した。教会の復活祭や降誕祭の他、

敬老会や母の日、父の日、バレンタインなど次々と暦は

めくられ親子ルームのテーマは考えなくとも与えられ

るが、材料の準備や作業順序と時間など具体的な内容

についてはなかなか頭を悩ましたようです。 

子どもと親たちは教会に集まり、聖堂に入ったら十

字をかいてお辞儀、ローソクを手にしてイコンの前で

十字をかいてから献灯してイコノスタスに向かって開

会祈祷。当日の作業時間に余裕があるときは、そのまま

聖堂で聖堂の仕組みや何が行われるか、置いてあるも

のの形や色の意味なども説明する。子供たちの率直な

疑問に彼らが理解できる言葉を使って説明、話すのは

至難。司祭館に戻ってテキストや写真を使い、しばしの

学習にもなり親たちにも参考になったようだ。 

昼食は当番の親たちが作ることになるが、当日集ま

る人数は把握できないので無難な種類となる。しかし

同じカレーでも母親たちのつくる家庭の味は少しずつ

違い、よその家で御馳走になったような気分になり、大

勢で食べるので美味しさも倍増し楽しい昼食となっ

た。 

親子ルームの作業内容は教会の学びの他、キーホル

ダーやカードづくり、クッキーやパンなどを焼いて楽

しい時間を作り、教会で過ごす時間を設けた。当初集ま

る子供の年齢は１歳から１０歳超えくらいで、五年が

過ぎた2000年ころには中学生になる子も増えて自然と

人数が減り、会は開けなくなった。記録ノートの最後の

ほうではマトシカがわが子一人の参加だが、娘の強い

希望で会を開きクリスマス会の案内カードを出したと

あります。親が子供を連れて教会に来られる機会はほ

んの一瞬、短い時期。そのタイミングを逃さずに何かを

始めないと、子育てがそうであるようにあっという間。

親子一緒の大切な時間が奪われていくような気持ちが

あって親子ルームを始めた。 

時代の流れのなかで価値観や道徳も変化し、生活様

式、家族の関係も変わりつつあるが、普遍な生命の大切

さを学び信仰も形づくって欲しいと願います。 
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豊かな信仰のために 

              

長司祭 クリメント 児玉慎一 

 

 北海道にはアイヌと呼ばれる先住民族がいます。彼らは先祖の

豊かな文化を今も守り育んでいます。その中の一つにユーカラと

呼ばれる叙事詩があります。アイヌ語には文字がなくすべては口

承です。ユーカラは昔から伝わる神や人間の物語を長いものは数

日間にわたって語られます。独特なリズムに乗せながら歌うよう

にして語り続けるその記憶力には驚かされます。 

今日私たちは当たり前のように文字を使用し、文字に色々なことを託しています。文字

を所有する側から見れば、文字のないことはさぞ不便だろうと思ったり、時には偏見を持

って文字のない社会を原始的で未発達と思ったりしますが果たしてそうでしょうか。確か

に私たちは文字を持って書き言葉の文化を発展させてきました。その結果、私たちの周り

は実に多くのものが溢れるようになったと言っていいでしょう。大量生産による物品、高

度な計算能力、数々の科学的発見、マスメディアによる世界中の情報など。しかし、この

ようなものが無い時代や地域の人々と比べて私たちは優れているということは出来るでし

ょうか。むしろこのような状況に翻弄され、自分を見失いそうになっているのは私たちで

はないでしょうか。一体本当に不便なのは誰でしょう。 

エジプトで昔「文字」を発明したある神が、これは智恵を高めて記憶を良くすると自慢

したそうです。ところが別の神に、むしろ人々は文字に頼り、記憶の訓練を怠り、忘れっ

ぽくなる。それに深く教えを受けなくとも物知りになるので上辺だけのうぬぼれた知者を

生むだろうというお話があります。文字がなければ豊かな想像力が欠かせません。物がな

ければ物を手にした時の感謝と足りることを覚えるでしょう。情報がなければ一層自分と

向き合うことが多いでしょう。そのように生きる人々は、この世の不思議を思い、生かさ

れているという畏怖と謙遜に満ちて深い信仰心を持ち、日々の生活の意味をずっと良く噛

みしめているのではないでしょうか。 

私たちも是非、自分の信仰を深く問うてみましょう。今自分には何が本当に必要で大事

なことか。至聖三者の恩寵により正しい選択が出来るように祈り求めていきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「兄妹たち、あなたがたが召されたときのことを考えてみなさい。世の知恵ある者は多

くはなく、有力な者や家柄のよい者も多くはいませんでした。ところが、神は知恵ある

者を恥じ入らせるために、世の愚かな者を選び、強い者を恥じ入らせるために、世の弱

い者を選ばれました。また、神は世の取るに足りない者や軽んじられている者を選ばれ

ました。すなわち、力ある者を無力な者にするため、無に等しい者を選ばれたのです。

それは、誰一人、神の前で誇ることがないようにするためです。あなた方がハリストス・

イイススにあるのは、神によるのです。ハリストスは、私たちにとって神の知恵となり、

義と聖と贖いとなられたのです。「誇る者は主を誇れ」と書いてあるとおりになるため

です。」（コリンフ前 1:26-31） 
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インターネットの活用について 

 

司祭 ステファン 内田圭一 

 

コロナ以降、YouTube や Facebook などのインターネットサービスを利用して祈祷などを

配信するキリスト教会が教派問わず増えてきました。例えばカトリック関口教会（東京大

主教区司教座教会）が毎週行っている主日ミサ中継はおよそ１万人が視聴しています。イ

ンターネットですから日本国内だけでなく海外からの視聴者も相当数いると思われますが、

それでも大きな宣教力があると思われます。 

日本ハリストス正教会では大阪教会が毎週、主日聖

体礼儀を Facebook ページでライブ配信しています。

釧路教会では隔週のライブ配信をしています。録画し

た映像を後日配信しているのは、石巻管区、九州管区

などです。自宅などに居ながら映像に合わせて祈り歌

うことができます。さらに、多くの人に正教会の祈祷

を見てもらうという宣教効果や、信徒が聖歌や堂役の

動作などを参考にするといった学びの効果もありま

す。 

同時刻に生中継するライブ配信には、聖堂でインターネット通信が可能な環境が必要で

す。地方で司祭常駐でない教会では困難と思います。それでも聖堂で祈祷が行われている

のと同じ時間であるということで、ライブ配信では「一緒にお祈りしている」という一体

感をより強く感じられるとのことです。もともと日本ハリストス正教会では教会数、司祭

数が少なく、コロナ禍が無かったとしても頻繁な参祷は難しいという方も相当数居られま

す。どの日曜日にも、日本語で聖体礼儀をライブ配信している教会が必ず一つはあるとい

うことになれば、喜ぶ方は多いのではないかと思います。 

 

また、在宅勤務などで活用されている Zoom などの会議アプリを使っての会議や講習会な

ども盛んになっています。当教団の西日本主教教区でも、司祭会議を Zoom で行っています。

大阪教会の松島神父によると、インターネットでの会議の方が議論が円滑になり、実際に

集まっての会議よりも意見がまとまりやすいと感じられた、とのことです。さらに、会議

のための交通費が不要ですので、経費の大幅削減になります。（北海道ブロックでも宣教会

議を Zoom で行おうと提案しています） 

また、西日本主教教区ではコロナ禍が収まるまで、恒例の教区セミナーをインターネッ

ト中継で行うとのことです。大阪教会では聖歌講座や伝道会もインターネットで配信して

います。西日本・大阪教会の信徒でなくても参加できるとのことですので、興味のある方

はぜひ視聴してみてください。 

 

インターネットで気軽に視聴できるようになると有難味が無くなるのではないかとか、

実際に聖堂に足を運ぶ必要が無いと思うようになるのではないかといった懸念も聞きます

が、テレビで海外の名跡や絶景を観た人が実際に自分の目で見たいと思うように、このコテレビで海外の名跡や絶景を観た人が実際に自分の目で見たいと思うように、このコテレビで海外の名跡や絶景を観た人が実際に自分の目で見たいと思うように、このコテレビで海外の名跡や絶景を観た人が実際に自分の目で見たいと思うように、このコ

ロナ禍が収まったら正教会に実際に足を運ぼう、実際に聖体礼儀を体験しようという人はロナ禍が収まったら正教会に実際に足を運ぼう、実際に聖体礼儀を体験しようという人はロナ禍が収まったら正教会に実際に足を運ぼう、実際に聖体礼儀を体験しようという人はロナ禍が収まったら正教会に実際に足を運ぼう、実際に聖体礼儀を体験しようという人は

たくさん居られるのではないかと思います。たくさん居られるのではないかと思います。たくさん居られるのではないかと思います。たくさん居られるのではないかと思います。正教会の祈祷にはそれだけの魅力があります。 

また、お互いの顔を見ながら話すことができるというのは安心します。インターネット利

用は難しいと思っている方も多いですが、使ってみれば本当に簡単なものです。多くの方

が活用している LINE にもビデオ通話機能がありますし、Zoom などもまずは知り合いと試

してみたら良いと思います。 

釧路教会の聖体礼儀の動画 

（YouTube より） 
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自転車に乗って 

 

司祭 ピーメン 松島拓 

 

 皆さんは自転車には乗りますか？普段の買い物や通勤、通学の足に、休日のサイクリン

グに、自転車は大変便利で気持ちのいい乗り物ですよね。しかし改めて考えてみると、車

輪がふたつ、しかも縦に並んでついている自転車が倒れずにまっすぐ前に進むというのは

少し不思議な感じもします。実は自転車って倒れる方が当たり前なのではないか、とさえ

思います。幼いころに初めて自転車に乗る練習をしたときには、なかなかまっすぐ立たせ

ることができず、あっちに倒れ、こっちに倒れしていたことを思い出します。 

 自転車に乗るコツは（実はもっと大きなバイクなどでも同じですが）「足元を見ずに遠く

を見る」ということです。よろよろして怖いからと足元ばかりを見ていると、右に傾いた、

左に傾いたという一つ一つのことに反応して体が硬くなり、手元の力で強引にハンドルを

こじって、かえって逆にバランスを崩してし

まいます。遠くを見て乗ると、無駄な力が抜

け、細かなブレには反応しなくなり、かえっ

て安定してまっすぐ走ることができるように

なります。自転車をカーブさせる時も、近く

を見て自分の手でハンドルを曲げるのではな

く、遠くのカーブの出口に目線を送り、それ

に自然と体が追従してゆったり曲がるのが良

い曲り方と言われています。 

 

 私たちの生き方もこれとよく似ています。自分の目の前に次々と起こる出来事にばかり

注目し不安と恐れに囚われてしまうと、私たちはあっという間にバランスを崩しその場に

倒れ込んでしまいます。確かに私たちの生きているこの世界にはいろいろな心配事があり

ます。進路のこと、家計のこと、社会のこと、その他あらゆる不安要素です。どれも大切

で深刻な問題ですが、そこにばかり注視して視野が狭まると人生という自転車をうまく走

らせることはできなくなってしまいます。私たちは目線を上げて遠くを見なければなりま

せん。 

 では私たちにとって遠くとは何か。それは「神」です。私たちから見て神ほど遠くにあ

って、それでいてよく目立つ目標はありません。神に近づきたい、神のようになりたいと

一生懸命ペダルをこいで人生を進むのが私たちキリスト者の生き方です。私たちの前には

多くの聖人たちが同じように自転車をこいで前へ前へと走っています。そしてその先頭を

風を切って先導しているのは他ならぬイイスス・ハリストスその方です。ハリストスは神

でありながら私たちと同じようにペダルをこいで「こういう風に走るんだ」と示して下さ

っています。 

 

 だから私たちは遠くの目標を見据え、一緒

に走ってくれるハリストスを信頼し、リラッ

クスして「キリスト者の人生」という自転車

をこいでいきましょう。そして手元の恐れか

ら目を上げ、目指すべき遠くに目線を送ると

気づきます、いかに私たちが穏やかで優しい

「風」に吹かれて、気持ちのいい景色のいい

場所を走っているのかということに。 
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すべてが神様のことを語っている 

 

司祭 エフレム 後藤悠太 

 

『世界は、まるで神様がつくった巨大なパズルのようです。そのパズルは神様のこと、父、

子、聖神゜のことを語りかけています。どのピースも神様の秘密をささやいています。私

たちはそれを聞くだけでよいのです。』 

 

これは、キャサリン・ボルジャー・ハイドという方が書いた 

『すべてが神様のことを語っている Everything Tells Us about 

God』という絵本の冒頭です。 

 正教徒の子供向けの絵本ですが、聖書の一場面や聖人が描かれれ

ている訳ではありませんし、イコン風のイラストもありません。

様々な被造物(神様が造られたもの)が美しく描かれているだけで

す。しかし、それらが神様のことを私たちに語りかけている、と作

者は言うのです。 

 ただもちろん作者は、被造物 ＝

イコール

神様である、などと言うつもりは全くありません。そ

れはこんなページを見ていただければ明らかです。 

 

『夜の星は語りかけています。神様はとてつもなく大き

なものを支配している方だということを。太陽も、惑星

も、広い宇宙も。神様よりも大きなものはありません。』 

 

 被造物は、ハリストスが私たちのためになさった救い

の業についても語っています。 

 

『私たちが種を植える時、種は語りかけています。ハリストスが埋葬

された時、どのようにお体が地中に埋められたか、ということを。新

しい植物が芽を出します。まるでハリストスが現れて、すべての人に

新しい生命と希望をくださったかのように。・・・』 

 

 そして最後に絵本はこのように結ばれています。 

 

『神様のピースが全てそろったと思いました

か？でもこれを完成させるには、もう一つピ

ースが必要です。それは、あなたです。あなた

には、神様に仕えるための手があります。・・・

出会った人みんなに、ハリストスの光を照ら

すための顔があります。神様は世界に語りか

けています。あなたのまわりで。そして、あな

たを通して！』 

 

 トマス・ホプコ神父が若いころ、ある主教を空港まで送った時に、その主教さんは通り

過ぎる全てのものが神様のことを伝えている、というお話をされたそうです。その逸話を

元にしてこの絵本が書かれました。子供にも大人にもお勧めの絵本です。 
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上と下のイラストにはちがう箇所が 10 コあります。さがしてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出題：ダヴィド水口優明 
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Ｑ. サンタさんは本当にいるの？ 
 

 

Ａ. います！！ 
ただし、今からお話しするのは、今から 1700 年ぐら 

い前にいた、サンタ・クロースの話です。 
このサンタさんは、名前を、ニコライ（ニコラオス） 

と言います。ニコライさんは、神様によく従ったので、 
教会で聖人に認定されました。ですから、私たちはニコ 
ライさんを呼ぶときは、「聖ニコライ」（聖ニコラオス） 
と呼びます。「聖」は、英語でセイントと言いますから、 
聖ニコライ→セイント・ニコラオス→セント・ニコラス 
→（オランダ語で）シンタ・クラース→→→サンタ・ク 
ロース！つまり、サンタ・クロースとは、聖ニコライと 
いう意味なのです。 

さて、聖ニコライは、神様によく従ったとお話ししました。それはどういう風
にかと言うと、子どもの頃は、よく教会へ行って、教会のお手伝いをしたり、お
家では、神様のことをよく勉強しました。そして大人になって神父さんになった
ら、困っている人をよく助けました。例えば、貧しい人の家には、窓からお金を
入れてあげました。これは、自分の姿を見られないようにするためです。良いこ
とは、たとえ良いことをした相手に対しても、知られないことが大切なのです。
そうすれば、その良いことは神様にだけ知ってもらえるからです。 

ほかにも、聖ニコライは殺されかけてい 
る人を助けたり、嵐を静めたり、船から落 
ちた人を助けたりと、奇跡や良い行いをた 
くさんしました。また、教えをしっかり守 
り、神様について間違ったことを言う人に 
は毅然として戦いました。 
 つまり、教会の教えを信じてちゃんと守 
ること、そして誰にも気付かれない良い行 
い、これらは特に神様に喜ばれるのです。 
 ところで、クリスマスにプレゼントをく 
れるサンタさんがいるかどうかは、私には 
分かりません。ただ、プレゼントは誕生日の人がもらうものですよね。クリスマ
スはだれの誕生日でしたっけ。神様に喜んでもらいませんか？ 

（司祭ルカ田畑隆平） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖ニコライのイコン 


