
 

[1] 

 

２０１９年（令和元年）冬号 No.28 
 
日本ハリストス正教会教団 東日本主教々区宗務局 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このイコンは「イエッセイの根（Ρίζα Ιεσσαί）」または「イエッセイの木（Древо Иессеево）」

と呼ばれるもので、イコン中央下に横たわるイエッセイの血筋からハリストスがお生まれ

になったことが書かれています。 

 イエッセイは、もともとは異教の女であったルフィの孫に当たります。ルフィは共に寡

婦となった義母ナオミを見捨てず、ナオミに従い故郷を離れベツレヘムへ行ったが故に、

ヴォヲズと結ばれ救い主の祖先となりました。 

 私たちは生きていく上で様々な葛藤に苦しみます。自分に都合がよくなるよう自分勝手

な策を練ります。しかしルフィのように、義理堅く、情深く、素朴で単純な愛を生きるこ

とこそが大切であり、そこにこそハリストスはおられるのではないでしょうか。 

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 

 



 

[2] 

 

 

「学問ノススメ」 
司祭 ピーメン 松島 拓    

 

 「播かれた種」は教会学校の季節報ということですから、小、中学生や高校生の青少年、

そしてかつて学生だった元青少年の皆さんに向けて書きたいと思います。学校に通ってい

た頃のことを思い出しながら読んでいただけたら。 

 

 皆さんは勉強はお好きですか？実際、なかなか無条件に「大好き！」と言える人はあま

り多くは無いかもしれません。私も決して勉強大好きではありませんでした。しかし思い

返してみると、理科は割と好きだった気がします。化学の実験なんかは面白かったし、科

学雑誌や図鑑を眺めるのは今でも好きです。計算が苦手なので理系には進みませんでした

が、特に宇宙の話はずっと興味を持っています。 

 

 さて、皆さんは「宇宙の広さ」ってどのくらいか考えたことありますか？最新の研究に

よると、私たちが観測することのできる宇宙の広さは、地球を中心に約 450 億光年ほどの

広さになります。これがどのくらいの大きさかというと、もし地球が直径 1 センチのビー

玉だったとして、観測可能な宇宙は半径 34光年くらいになるサイズ感だそうです。地球を

ビー玉サイズにしても、また「光年」が出てきてしまう巨大さ。そしてさらに宇宙は光速

を超えて拡大し続けているので、そこから先はどうやっても観測することができず、そし

て観測できない部分も含めた宇宙全体の広さは、最新の科学でももはや全くわかりません。 

 

 この途方もなさ、考えているだけで頭がくらくらしてくる感覚が好きで、私は宇宙の話

が好きなのかもしれませんが、これを知ってからだと「神は全知全能である」「神がすべて

を創造した」という言葉の重みがまた一層違ってきます。地球だけでなく全宇宙を造った

神がどれほどの存在なのか、私たちには想像することさえできません。イオフ書に「あな

たはプレアデスの鎖を結ぶことができるか。オリオンの綱を解くことができるか」（38:31）

という言葉があります。正しい人ではあるけれどもそれを過信しているイオフに対して神

がたしなめる箇所の一部で、全体を要約すれば「お前に神の何が分かるのだ」という意味

になります。ちなみにプレアデス星団まではだいたい 440 光年、オリオン座は一番明るい

ベテルギウスまでで 640 光年ほど離れています。実はそれらも宇宙全体で考えれば、同じ

銀河の中のすぐそばのご近所さんなのですが（私たちの住む天の川銀河の直径は約 10万光

年）、それでも人間がそれらの星について知るにはあまりに遠すぎます。 

つい先日、40 年以上前に打ち上げられたボイジャー2 号が太陽系を脱出した、というニ

ュースが報じられました。地球から 180 億キロくらいの距離を猛スピードで飛んでいるそ

うですが、この距離を光の速さに直すと 0.0019光年、光ならだいたい半日ちょっとの距離

です。たったそれだけ。私たちはプレアデスやオリオンどころか太陽系の外縁にさえ、触

れるか触れないかという存在なのです。まして私自身を考えてみると、日本国内でさえま

だ行ったことの無い県があるレベルなのに。宇宙と比べて自分はなんて小さいのかしら！ 
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 宇宙の事を学べば学ぶほど、その大き

さとスケールの途方もないことに心を

打たれます。そして自分の小ささを改め

て知ることができます。そこには純粋な

「驚き」があります。「宇宙ってそんなに

大きいのか！」「星はこんなに強いエネ

ルギーを放っているのか！」「宇宙には

こんなに沢山の星があるのか！」どれも

「驚き」です。それは色々な生き物を見

たり、恐竜や古代生物について知ったり

した時にも感じる「驚き」と同じです。 

 

 ギリシャ語で「驚き」という言葉は「θαυμάζειν」と言います。そしてこれは「θαύμα＝

奇跡」という言葉にも繋がっています。私たちが目にして驚く宇宙の神秘や、生物の面白

さはまさに奇跡なのです。神の驚くべき創造の業は、私たちにとって奇跡としか呼べない

ものです。この驚きからロジカルにその法則や構成を解き明かそうとすればそれは科学で

すし、同じ驚きから神の偉大さをより深く味わい、讃美しようとすればそれは神学です。

私たちは神の奇跡に触れ新鮮な驚きを感じる度に、神の途方もないスケールを身を持って

知ることができます。それは私たちを謙虚にさせ、世界を慈しむ心を育みます。シリアの

イサアクという聖師父は、慈しみの心について、全ての被造物たちを燃えるように愛する

心である、と言っています。私たちが世界、宇宙に驚きを持ち、そしてそれを慈しみ愛す

ること、そしてその世界を造った神を讃美することは、神の心にかなうことです。 

 

 ですから、今学校に通っている青少年の皆さん、いや、はるか昔に勉強は卒業してしま

ったかつての青少年の皆さんも、ぜひ学び続けてください。自分に驚きを与えてくれるテ

ーマを探求して下さい。別に机に向かうだけでなく、本を読むでも、ネットで調べるでも、

実際に足を運ぶでもいいです。そして「驚く」という感受性を豊かに養ってください。世

界は驚きに満ちています。今

回私はここでは「理科」の話

をしましたが「国語」にも「数

学」にも「社会」にも、「外国

語」にも「体育」にも「美術」

にも「音楽」にも、そのほか

のテーマにも驚きが溢れてい

ます。そして願わくは、その

「驚き」の向こう側にある神

さまの姿を、皆さんが少しず

つ見付けていってほしい、そ

う思わずにはいられません。 
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 7月 30日（火）から 8月 1日（木）までの 2泊

3日の日程で、道内より 32名（うち、中学生以下

5名）が参加しました。 

 

 1 日目、開村式ではまず感謝祈祷を行い、仲良

くなるためのミニゲーム。夕食後「神父さんへの

質問タイム」。亜使徒ニコライの人柄とニコライ堂

建設時のことへの質問と応答。就寝前の祈祷を皆

で行い、クリスチャンカフェとして様々なお話を

して交流しました。 

 

 2日目、ラジオ体操、朝の祈り、朝食。この日は二

手に分かれての活動。カヌー体験グループは午前中

は厚岸湾奥の厚岸湖にて 2 人乗りカヌーの練習。午

後、別寒辺牛川に 8 人乗りカヌーを漕ぎだしての川

下りを満喫。ラムサール条約で守られた川辺にはカ

ワセミの姿も！ 道東では珍しく気温が上がったな

か、流れの緩やかな川でたっぷり 1 時間かけてカヌ

ーを漕ぐのは大変でしたが、心に残る体験ができま

した。バスツアーグループは屯田開拓記念館や霧多

布岬、海事記念館、江戸時代からの古刹国泰寺や正行

寺など、道東では最も早くから開拓が始められた厚

岸の歴史文化財を見学しました。昼食は海と湿原を

見渡せる絶景の霧多布温泉ゆうゆにてお膳をいただ

き、温泉にも浸かってきました。こちらも充実した体

験でした。ネイパルの庭でバーベキュー。ピアニスト

の信徒夫婦によるミニコンサート。クリスチャンカ

フェでの交流。 

 

 3日目、ラジオ体操、朝の祈り、朝食。寝具の片づけ、焼き板クラフト。焦がした板絵や

文字を書き、表札状の作品ができました。バスで釧路教会に。聖堂にて閉会の感謝祈祷。

村長から感謝とねぎらいの言葉があり、続けて来年の「キャンプだホイ！ 2020 in 深川」

の予告がありました。 

 

 キャンプだホイ！ は今回で 21回を数え、少子化など社会の変化もあって当初 100人を

超えていたのが今回はやっと 30人。それでも子供たちは 1年ぶりの再会を喜び合い、以前

参加した子が親になってその子供が参加したり、仕事が終わってから自家用車で夜道を駆

けつけてくれた若者も居りました。キャンプだホイ！ はこれからの教会を担う若者たち

を結び付けています。これこそ私たちの何物にも代えがたい財産と思います。各教会の財

政も厳しいところではありますが、教会の未来の為にも何とか継続していきたい事業であ

ると考えています。 

キャンプだホイ！ ２０１９ in あっけし 
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7月 31日から 8月 1日にかけて東北ブロックの夏季修養会が行われました。会場の石巻

おしか家族旅行村に 30名（うち中学生 2名、小学生 4名）が参集し、短い時間でしたが楽

しいひとときを過ごしました。 

 

1日目、集合場所は石巻教会ではなく、教会

から車で 1 時間ほどのところにある鮎川港で

す。9時半頃よりフェリー乗り場の駐車場で受

付を開始し、10時 35分発の網地島ラインで網

地島へ。今回はとにかく海でゆっくり遊ぶこと

をテーマにしていたので、ビーチが空いていた

のはとても良かったのですが、如何せん照り付

ける日差しがあまりに暑く、先に戻るグループ

と海に残るグループとに分かれ、海に残るグル

ープは 16時 24分の船までしっかり遊び、先に

戻るグループは鮎川に戻って「ほっとまる」で

温泉に入り、宿で合流しました。 

 宿は、前回石巻が担当した際にも利用した

「おしか家族旅行村オートキャンプ場」です。

石巻の佐々木兄ご夫妻に先に宿で夕食の準備

をしていただいていたので、スムースに夕食を

始めることが出来ました。夕食はバーベキュー

やカレー等盛りだくさん。ちなみに、今回はキ

ャンプ場まで荷物を運ぶために軽トラックを

借りたのですが、キャンプ場内での机の移動や

ごみ出しにも大いに活躍してくれました。食事

の後は、仙台の高橋兄のご奉仕により子供たち

がマジックを披露したり、スイカ割りや花火な

どをして楽しく過ごしました。 

 

 ２日目は朝6時半のラジオ体操から始まりま

した。そして気持ちの良い天気のもと外で朝の

祈りをしてから盛りだくさんの朝食を頂いた

のち、宿を後にしてサン・ファン館へ。サン・

ファン館では職員である石巻教会の信徒がお

出迎え。子供たちは伊達政宗の兜作り、女性陣

はハーバリウム作りなどを体験。各自ゆっくり

とサン・ファン館を堪能して散会となりまし

た。 

 

 来年は盛岡の予定です。 

 

東北ブロック夏季修養会 



 

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

■札幌管轄 
●今年も教会敷地内の畑に「スイカ」の苗を三株植え

ました。暑くて水不足だった畑に、子供達が苗に水を

与えながら、「大きくなあれ！おいしくなあれ！」と、

言葉をかけながら苗の成長を楽しみに育ててくれま

した。その効果が表れておいしい「スイカ」をたくさ

ん収穫することが出来ました。スイカを食べる皆さ

んの笑顔がうれしそうでした。 

 

●今年も子供達は「はぎの会」の方々にあて、メッセー

ジカードを作ってくれました。切り絵で花の形を型どっ

たきれいなカードに、清い心を持った子供達のあたたか

い言葉が書かれたカードになりました。 

 

●現在、降誕祭の祝賀会に向けて、子供たち一人一人が

主役になる楽しい時間を過ごすために、いろいろたくさ

んの準備に取り組んでいます。 
 

■函館管轄 
10 月 7 日（月）午後、ユジノサハリンス

ク市青少年柔道交流団一行（12 名の 14-16

歳の子供たちと指導者）は聖堂を訪れ、感謝

祈祷を献じた後、聖堂の歴史などの説明を神

父から受けました。ロシアの柔道選手はほと

んどサンボについても学んでいて、かつて日

本で正教神学校に滞在して柔道を学びロシ

アに伝え、サンボの創始者の一人ともいわれ

るオシェプコプ氏のことをよく知っていま

した。 

 

■石巻管轄 

 石巻教会では 12月 1日（日）に、少し早いで

すが降誕祭に向けた大掃除を行いました。当日

は中学生１人、小学生２人の子供たちも手伝っ

てくれましたが、中でも中学生のお兄ちゃんは、

大掃除の時間中ずっと燭台磨きを手伝ってくれ

ました。こうやって自然に教会のやるべきこと

を身に着けてくれるのは、とても嬉しいです。ち

なみに彼らは、帰るときにはちゃんと神父から

祝福を受けて帰ります。将来有望です。 

教会学校ニュース 
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Ｓ 殺 害 事 件 捜 査 会 議 その２ 
 

作 ダヴィド水口優明 
 

A「さて、犯人は X だとして、では実際に我々にできることは何だろう。我々にはそもそも

逮捕する権限も拘束する権力もない。我々の首領である S が倒された今、どうしたらよ

いのであろう。」 

D「我々の本来の目的は何かに立ち返って考えなくてはならないのではないだろうか。我々

は神から人間を遠ざけることさえできていればよいのではないか。」 

M「とすると、X が S を滅ぼしたことを隠してしまえばいいわけだ。つまり『復活』の事

実を信じないような人間、『復活への希望』を持たない人間を増やすことが我々の役目と

言える。」 

A「復活の事実をどうやって隠すのか？」 

M「例えば、復活した X を見たと言う者がいても、それは幻であるとか、霊を見ただけと

いう考えになるように導けばよい。実際に見た者は少ないのだから、『見た』のではなく

て X の信奉者たちに何らかの心理的転換が起きたぐらいにしておくこともできる。」 

A「しかし、彼の墓がからっぽだったという事実は隠せないのでは？」 

B「そこは、彼の信奉者たちが遺体を何処かへ移したとでもしておけば済む話だ。」 

D「いずれにしても、我々には人間たちを誘惑することはできるが、強制はできないことを

覚えておかなくてはならない。我々はただ彼らの心に混じり物を注ぎ込むだけで、後は

彼ら自身がそれを取り除くか受け入れるかにかかっている。」 

B「そういう意味では J の担当者は成功したと言える。J の後悔をうまく刺激して光を見え

なくしたため、X の勝利を見届けることなく、失望の淵に陥ったのだから。」 

D「反対に、P の担当者はいいところまでいったのに、最後に逆転されて失敗してしまった、

と評価されうる。P の心には我々の手の届かない深さがあったのだろう。」 

A「T の担当者はどうか。不信感を植え付けてうまくいきそうだったのに、かえって神に近

づいてしまったのではないだろうか。」 

M「いや、T の『見るまでは信じない』という言葉は、不信感というより、真実を知りたい

という欲求だったのだ。つまり彼は最初から我々の手から離れていたのである。」 

B「やっかいなのは女たちだな。」 

M「そのとおり、なにしろ復活した X を最初に目撃した奴らだからな。」 

B「しかも、我々の敵である天使が力強い言葉で彼女たちの心をゆさぶったのだから、我々

は未だ太刀打ちできないままである。非常に悔しい。」 

D「しかし、我々には、もっと誘惑できる人間がたくさんいるではないか。例えば A 市の

知的階級の人々に『復活』を拒絶するように吹き込む準備はしておこう。」 

B「もっと巧妙な手口もあるさ。たとえ X が復活したことを認める者がいたとしても、そ

れが自分とは関係ないことだと認識させるのさ。」 

D「いずれにしても、我々にはまだまだ努力することはゆるされている。精一杯、無関心で

不信仰な人間を一人でも増やしていこうではないか。」 
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し つ も ん ば こ 

Ｑ なぜ、領聖の前に禁食が必要なのですか？ 

 

Ａ わたしたちは、領聖(聖体礼儀でハリストスのお体であるパンと、血で

ある葡萄酒をいただくこと)する前に、禁食、つまり何も食べたり飲んだり

していません。もちろん、小さなお子さんや病気で薬を飲む必要がある場

合などは、その都度管轄の神父様に相談していただきたいのですが、基本

的にそのようにしています。 

福音書に面白い記事があります。三つの福音書にほぼ共通して記載され

ていますが、ルカ伝から引用したいと思います。 

「また彼らはイイススに言った。『イオアンの弟子たちはしばしば斎(もの

いみ)をし、また祈りをしており、ファリセイの弟子たちもそうしているの

に、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。』」(5:33) 

イイススは、前駆受洗イオアンの弟子は真面目に食事の節制をしているの

に、あなたのお弟子さんは、ずいぶんと自由に飲み食いしているのだね、

と皮肉を言われてしまった訳です。 

 前駆受洗イオアンは、旧約の時代の代表者です。旧約の時代とは、救世

主が現れるのを待っている時代のことです。彼ら旧約の人々は、食事の節

制をして救世主を待ち望みました。つまり、「食べない」ことには、準備、

期待、待望の意味があります。しかし、イイススの弟子たちは、救世主とい

っしょに生活していました。旧約時代の人々の望みは彼らにおいて成就し

ていました。だから、「食べる」のです。 

 では、私たちは食事の節制をする必要がないのでしょうか。いえ、ハリ

ストスは十字架上で死に、復活した後、昇天されました。もう、私たちと共

にいらっしゃいません。そして、私たちはハリストスがこの世のおわりに、

またいらっしゃる(「再臨」と言います)のを待っています。ここで、「食べ

ない」ことの新たな意味が生まれたのです。つまり、私たちはハリストス

の再臨を待ち望んで、「食べない」のです。 

 しかし、聖体礼儀の中では、主との出会いがあります。完全な形ではあ

りませんが、それは機密的に、その再臨でのハリストスとの出会いを先取

りしています。だから、聖体礼儀が終わったら「食べる」のです。 

 私たちが「食べるー食べない」というリズムの中で生活していることの

意味は、ここにあります。(司祭エフレム後藤悠太) 

 


