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守護天使
私たちは、小さな子供を見たときに、「天使みたいだ」と思
うことがあります。もちろん、これはただのイメージであって、
誰も子供のことを本物の天使だとは思っていないでしょうが、
それではなぜ私たちがそのように感じるかと言えば、恐らくそ
れは、私たちよりも子供たちの方がはるかに天使に似ているか
らでしょう。
天使は、天地創造のはじめに神様によって創造されて以来こ
れまでずっと罪に陥っておらず、またこれからも罪に陥ること
はありません（天使は時間を超越していますから、もし罪に陥るならば創られた時点で既
に陥っています）。すなわち天使はいまも神に創造されたときと全く変わらず、はじめと同
じように善であり、聖であり、清いものとして存在し続けています。ですから私たちは、
未だ罪に陥っておらず、一切邪念を持っていない子供たちに、天使のイメージを見ます。
また天使は肉体を持たず死ぬこともないので、衣食住への欲求もなければ、当然死への
怖れもありません。ただただ神を讃美し、神の御心を行い、神に仕えるばかりです。それ
に対し私たち人間は、この時間や空間という制限の中で、神に向かって成長し、
「神のよう
になる」
（創 3:5）可能性を秘めたものとして創造されました。すなわち人間は天使よりも
低いものとして創造されましたが（第 8 聖詠、エウレイ 2 章）、神の子ハリストスと体合す
ることを通して、造られた神の子、神の養子、すなわち天使にも与えられなかった『神の
身分』に与かる光栄が用意されているのです。
これこそが神の御心であり、天使は私たちが神の子となる為に、常に私たちの傍にいて
私たちを守り、助け、導いてくれています。どうかこのことをいつも心に留めていてくだ
さい。そして天使のような子供たちの純粋さを害わないよう、彼等を尊重し、彼等に学び、
細心の注意を払って、大切に育てていきましょう。なぜなら我が子も、神のものなのです。

「はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入る
ことはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が、天の国でいちばん偉いの
だ。…これらの小さな者を一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼
らの天使たちは天でいつもわたしの天の父の御顔を仰いでいるのである。」（マトフェイ
18:3-4,10）
（司祭 ルカ 田畑 隆平）
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改元を機に、平成の 30 年から新しい時代へのヒントを探る
函館ハリストス正教会執事長

セルギイ

下田行孝

和暦が平成から令和に切り替わったのを機会に、平成時代 31 年間における函館教会を
振り返り、昭和から平成に移行した当時と、この間に在職した管轄司祭から学んだこと、
高齢少子化が進むこれからの教会活動にとってヒントになる事柄を思い起こしてみた。
1991 年（平成 3 年）7 月に家庭の事情で惜しまれながら退職したニコライ築茂三郎神父
が、函館教会の神父としてはこれまでにない三一歳という若さで、マトシカと二人の子供
を伴い着任したのは 1981 年（昭和 56 年）のことであった。
新司祭は、諸般の事情から長らく休校状態にあった日曜学校の再開に始まり、伝道会、
聖書勉強会、単音聖歌練習、レコードコンサートなどを相次いで発足させたが、これまで
年配の神品にしか接したことのない一部守旧派信徒の、若さと教会活動の急激な変化に対
するアレルギーも決して少なくなかった。半面、当初から神父の教会運営方針と、現役大
学教授として若い世代に理解を持つウラジミル鈴木執事長を先頭に、神父を支援する信徒
が増加し、その後の教会活動は順調に推移するきっかけとなった。
主な活動としては、聖体礼儀開始前のランパート点灯から聖パンの用意、聖変化時の打
鐘、祈祷終了後のローソクの始末、皿献金の集計、聖堂の清掃までの一切を奉仕する、全
成人信徒を対象にした聖堂当番制の実施があった。これによって、日頃、教会に疎遠であ
った信徒も、神父や先輩信徒のアドバイスを受けながら、教会のしきたりを習得し、教会
活動を担う信徒としての義務と、それを果した達成感を自覚する絶好の機会になったよう
だ。
さらに若手信徒夫妻を中心とするカップル会も発足、家族ぐるみの参祷者が増えたほか、
日曜学校も信徒家庭の子供以外に友達や、近隣の幼稚園児と小学生が多数参加するなど好
循環が続き、上磯教会を含む道南セミブロック主催の夏休み小中学生修養会が恒例行事と
して定着していった。
1983 年には復活聖堂及び正門が国の重要文化財に指定さ
れ、前後して三重県桑名市の鋳造家中川正知氏から大鐘一基が
献納されるという慶事が重なったほか、教会でのレコードコン
サートに参加したのを機に啓蒙者となり、受洗した信徒のカッ
プルが、鐘の成聖後、新しい鐘の音の祝福を受けた第 1 号の婚
配式が挙行された。中川氏は引き続き中鐘 3 基と小鐘 2 基の
製作を続け、二年後の 1985 年 4 月に献納、のちに日本の音風
景 100 選に指定された現在の聖鐘が完備することになった。
1984 年に北海道ブロック宣教会議が発足、道内を縦断する
道東、道央、道南の三セミブロック間の連携強化が図られると
ともに、各教会の青年会活動も始動の兆しがみられるようにな
り、翌 1985 年に青年会会報「緑鐘」が創刊された。
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1986 年 5 月に、重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業に、三か年計
画、総事業費 2 億 2 千万円で着工、経年劣化の著しかった聖堂全体が鐘楼先端の十字架ま
で足場ごと素屋根で覆われ、漆喰塗やイコノスタス修復など全国からはせ参じた名だたる
職人たちの手により、気の遠くなるような地道な作業が進められることになった。
完成までの三年間は、信徒会館を仮聖堂に祈りや教会活動が滞りなく行われ、全信徒研
修会で聖堂修復現場の説明会や、市民を対象とした現場見学説明会も開催された。観光名
所として全国区の函館教会修復は、新聞やテレビでも度々取り上げられ、中でもＮＨＫは
着工から完成に至るまでの特集番組の制作を企画、竣工を待って全国放送することになっ
た。
復活聖堂の修復工事と並行して、築茂神父が赴任時にフェオドシイ府主教座下から具体
化を指示されていた、言わば本命の上磯教会昇天聖堂新築に向けて準備が本格化、1987 年
春に旧会堂の解体と用地の開発行為に着工、単年度で建物の完成を図り、11 月にフェオド
シイ府主教を迎えて成聖式が行われ、寶座の中に聖ニコライ大主教の不朽体が納められて、
これまでの会堂から信徒の待望久しかった聖堂として生まれ変わった。
1988 年、復活聖堂の修復は三年目を迎えて追い込みに入り、国、北海道、函館市の補助
のほか、函館商工会議所、函館観光協会など経済団体や、一般企業、道民や市民、全国の
兄弟姉妹の支援の輪が広がり、身に余るような大事業に参画していた関係者や信徒にとっ
て大きな励みとなった。
10 月末に修復工事が完成、翌 11 月 6 日にフェオドシイ府主教の司祷、東日本主教々区
の司祭 5 人と長輔祭 2 人の陪祷のもと、地元をはじめ道内外の信徒や関係者 350 人余りが
参祷するなか、聖堂と聖器物の成聖に引き続き、約三年ぶりに聖堂での聖体礼儀が捧げら
れ、聖堂に入りきれない 200 人余りの信徒は境内地に仮設された大型テントでテレビの中
継画面越しに参祷した。
翌 1989 年には、70 年ぶりの聖堂修復
に寄せられた地域住民をはじめ函館市
民への感謝の一端として、工事中の作業
基地になっていた境内地の一部を地域
住民のゲートボール場に開放したほか、
初のチャリティーバザーが盛大に行わ
れ、趣旨に賛同した多くの市民や企業か
らの献品が相次ぎ収益はすべて市内外
の福祉施設に寄贈された。バザー当日に
は日曜学校に通う近隣の児童の父兄た
ちに加え多くの市民がボランティアと
して手伝いに参加するなどこれまで以
上に交流が促進され、函館教会恒例の行
事として定着、今日に至っている。
あれから 30 年余り、函館教会復活聖堂は数年後の耐震保存修理が、上磯教会も年内の増
改修工事がそれぞれ予定されているが、過ぎ去った平成時代には、内に閉じこもり気味で
あった函館と上磯教会の信徒の意識が大きな変貌を遂げており、信仰に裏付けられた英知
を集めて目的が達成できるものと期待している。
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教会学校ニュース
■札幌管轄
◎降誕祭 12 月 23 日
聖体礼儀後に祝賀会が行われました。教会学校
子供たちによる聖句暗誦、今年の話題曲「U.S.A」
の踊り。二人の可愛い幼い兄弟が会場の皆さんの
目を楽しませてくれました。
◎入学・進学・就職感謝祈祷 4 月 14 日
子供たちの健やかな成長を願い、感謝祈祷が行
われました。15 名ほどの子供たちがお祝いの品物
を手にして、進級の心の準備ができたことでしょ
う。
◎復活大祭 4 月 28 日
18 名ほどの子供たちがきれいに飾り付けられ
た、教会の庭に隠されたイースターエッグを探し
回り、見つけては大喜びです。元気に走り回る子
供たちの日々の成長が楽しみです。

■函館管轄
◎『世界こどもフェスティバル』参加者来堂 2 月 23 日
世界のこども芸術家たちが冬の函館に集まり
地元のこどもたちと一緒にお祭りを作り上げる
というイベントに、ロシアからフォークダンスの
グループが来函しました。イベントには函館正教
会信徒ニキタ新田蒼空君も参加。一行は、函館正
教会に来堂し、モレーベンを捧げました。

◎こどもの洗礼 5 月 3 日
アレクサンドラ・イリイナちゃん（3 歳）の洗
礼が行なわれました。彼女はロシア極東連邦総合
大学函館校のイリイン校長先生（函館正教会信
徒）の孫にあたります。函館正教会で洗礼を受け
たいとのことで、わざわざウラジオストックから
来函されました。
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■一関管轄
◎洗礼（一関） 5 月 10 日
二年ぶりに天使の大声。長いゴールデンウイー
クも終わった 5 月 10 日に男児の洗礼がありまし
た。二年前は今回受洗したルカ千眞（ちさね）く
んの姉、志衣さん。二年前も大きな声が聖堂に響
きました。志衣さんと千眞くんの違いは洗礼式が
終わってから司祭に抱かれて至聖所に入ったこ
と。男子は小学生になると至聖所での役割が待っ
ています。ルカくんの受洗と成長に「幾年も」。

◎復活祭（金成） 5 月 19 日
金成正教会の復活祭は 5 月 19 日、聖所の北側
のテーブルには各家がカゴに染め卵やクリーチ
に花などを添えて、ローソクを立てて聖水を待ち
ます。後藤家のカゴには、教会学校で嘉花さんが
ビーズなどで飾った卵が入っていました。六年生
になった嘉花さん、今年の復活祭十字行では大十
字架を持ちました。

■仙台管轄
◎入学・進級・就職モレーベン

4月7日

この日は大斎第四主日として階梯者聖イオアンの記憶とともに、仙台正教会の堂祭であ
る生神女福音祭を併せて聖体礼儀が行われました。そして聖体礼儀後には、毎月行われて
いる聖名祭に併せて、新入学、進級、就職の節目を迎えた子供たちの感謝祈祷がセラフィ
ム大主教座下のご司祷により行われ、新しい門出を迎えた子供たちに教会からお祝いの贈
り物が手渡されました。
またこの日はひさしぶりに小学生が参祷したので教会学校が開かれ、間近になった復活
祭の卵の制作をしました。
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Ｓ 殺 害 事 件 捜 査 会 議
作

ダヴィド水口優明

B「容疑者Ｘにはアリバイがあると主張している者もいるが、私が思うに、そもそも『彼』
には、アリバイという概念そのものが当てはまらないのではないだろうか。」
A「いや、いくらなんでもアリバイが通用しない者がいるとは考えられない。やはり『彼』
は容疑者から外すべきではないだろうか。」
M「そうだ、『彼』も人間である限り、同時に異なる場に存在するということは不可能だ。
その時、『彼』があの丘の上にいたのを多くの者が目撃している。」
D「そうだ、私もその時、そこで、確かに『彼』を見た。」
B「しかし、『彼』がもし、単なる人間ではないとしたら、どうだろう。」
M「たとえ、スーパーマンでも、アリバイを超越することはできないさ。」
B「いや、超人だと言っているのではない。
『彼』は、もしかしたら、
『神』なのかもしれな
い、と言っているのだ。」
D「それはまた突拍子もない考えだな。」
M「ひょっとすると、人間が神のようになったのだったら、ありえるかも。」
A「そう言われれば、まあ、そういう可能性もあるかな。」
B「いやいや、なんと君たちは考えが浅はかなんだ。人間が神のようになれるなんてオレた
ちが奴らにふきこんだデマじゃないか。」
D「では、君は何だと思うのか。」
B「おそらく『彼』は『神』が人間になった存在なのだ。」
M「おいおい。それが本当だとしたら大変なことになる。」
B「そのとおり。その大変なことが起きたとしか言いようがない。」
A「しかし、『彼』は人間だ。空腹になったり、涙を流したり、怒ったりしたではないか。」
B「いや、
『彼』は、パンと魚を増やし、水をワインに変え、病者をいやし、死者をよみがえ
らせたではないか。これは、神の力の顕れ以外の何であろうか。」
D「そんなことはない。
『彼』が、あの丘の上で『我が神よ、我が神よ、どうして私をお見捨
てになったのですか』と苦しみながら泣き言を言ったのを私は知っている。」
B「実はそこなんだ、最も恐ろしいのは。もし『彼』が『神』であって、なおかつ人間とし
てその言葉を心の底から言ったのならば、人間たちにとって、どんなにどん底の絶望の中
にあったとしても、すでに『神』がその究極の絶望を共有したのだから、絶望は絶望のま
までは終わらないことなる。それを信じる人間たちは決して希望を捨てないだろう。そん
なひどいことができるのは『神』しかいない。だから、『彼』にはアリバイは通用しない。
すなわち『彼』は、あの時、天にいながら地上にあり、丘の上で息絶えた瞬間、右側の盗
賊を天国に引き上げつつ、同時に地下世界へ降り、S の頭を砕いて殺害したのである。」
M「くやしいが、B の主張は正しいと言うしかない。」
D「そう認めざるを得ない…か。」
こうして S 殺害事件捜査会議において、悪魔たちは、X が犯人であると結論づけた。
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Ｑ なぜ日曜日に教会へ行って、パンとぶどう酒を食べないといけないのですか。

Ａ 日曜日に教会で行われているお祈りは『聖体礼儀』と言います。そして、聖体礼儀と
は、司祭の祈りと神様の恵みによって、ただのパンとぶどう酒が本当に「ハリストスの体
と血」
（ご聖体）となり、それを洗礼を受けている皆さんが食べて飲むための儀式です。ち
なみに、聖体礼儀の中でパンとぶどう酒を頂く場面は 2 度ありますが、1 度目の、司祭の
持つ杯からスプーンで食べさせてもらうのが「ご聖体」です。そして、ご聖体の次に自分
で取って食べるパンとぶどう酒（またはお湯や水）は、ご聖体をきちんと体内に流し込む
ために頂くもので、ご聖体ではありません（このパンは、聖体礼儀の初めに奉献された感
謝の捧げものから取り分けた聖パンの小片で、「アンティドル」と言います。）
それでは、なぜ私たちはご聖体を頂くのでしょうか。私たちの回りには、洗礼を受けて
おらず、教会へ来ず、当然ご聖体など受けたこともない方がたくさんいらっしゃいます。
そして、彼らは決して悪人ではなく、むしろ善人で、優しく、ユーモアがあり、まじめに
仕事や勉強を頑張っています。つまり、教会に来ず、ご聖体を頂かなくても、善良な市民
として普通に生きていけるということです。
「それなら何で教会へ行かないといけないの？」
そう思って当然です。しかし、ハリストスはこのようにおっしゃっています。
「人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちの内に命はない。」
（イオアン 6:53）
つまり、たとえどんなに良い人であっても、ご聖体を頂かなければその人に「命はない」
と言うのです。その人は実際にいま生きているのに、です。これはどういう意味でしょう
か。ハリストスは続けてこのようにおっしゃいました。
「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠の命を得、わたしはその人を終わりの
日に復活させる。」（同 6:54）
つまり、ハリストスがおっしゃった「命」とは、
「いま生きているこの世の命」のことで
はなく、死んだ後もずっと続く「永遠の命」のことだったのです。確かに考えてみれば、
ある時点で生まれた私たちのうちに「永遠の命」などあるはずがなく、始まりなく永遠に
存在しておられる神様だからこそ、永遠の命をもっておられるのであり、その神さまが人
となられた方であるハリストスの体と血は、具体的に物質として現れた神ご自身の体血な
のですから、それを受ける者が、自分にはない「永遠の命」を得るというのは、何とも理
に適った話です。つまり、ご聖体を受けることは神であるハリストスと一つになり、神さ
まだけがもつ永遠の命に与かるということなのです。
もちろん、ご聖体を受けたことのない人は、死んだら必ず地獄へ行くなどと言っている
のではありません。ひょっとしたら彼らは、貧しい人と一致することを通してハリストス
と一つになっているかもしれないし、生きている者の祈りによって天国へ行くかもしれな
い。人のことは分かりません。問われているのは人のことではなく、
「あなたはどうします
か」ということです。ハリストスを信じますか？永遠の命を望みますか？これは義務では
なく恵みです。神さまの恵みを遠慮する必要はありません。
（司祭ルカ田畑隆平）
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7 月 30 日（火）～8 月 1 日（木）
北海道立青少年体験活動支援施設
ネイパル厚岸
北海道厚岸郡厚岸町愛冠６
おとな 10,000 円
こども 6,000 円（小学生～高校生）
未就学児 無料
釧路ハリストス正教会
TEL
: 0154-41-6857
e-mail : kushiro@orthodox-jp.com
所属教会または担当教会までご連絡
ください。

7 月 31 日（水）～8 月 1 日（木）
おしか家族旅行村
石巻市鮎川浜駒ケ峯１−１
おとな 6,000 円
こども 3,000 円（小学生～高校生）
未就学児 無料
石巻ハリストス正教会
TEL/FAX : 0225-95-1571
e-mail : st.j-orthodox_isnmk
@jasmine.ocn.ne.jp
所属教会で取りまとめて担当教会
までお申し込みください

