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降誕祭のイコン
ハリストス
生まれたばかりのハ
リストスは麻の埋葬
着を纏っている。こ
の姿はハリストスの
死を象る。

洞窟
正教会では、主がお生まれになったのは家畜
小屋ではなく洞窟であったと伝えられてい
る。ちなみに洞窟は、当時の墓でもあった。

東方の三博士
彼等は贈り物を携
え、星に導かれて救
い主を目指してい
る。

木
「イエッせイの株か
らひとつの芽が萌え
いで、その根からひ
とつの若枝が育ち、
その上に主の霊がと
どまる」（イサイヤ
11:1-2）
ハリストスの血筋
は、生神女と養父イ
オシフの両方から、
イエッセイに遡る事
ができる。生神女は
その事を心に留め、
この木を見つめてい
る。

助産婦とサロメ
助産婦は、神の子が真に人としてお生まれになったことを表す。ま
た、産湯は洗礼を象徴する。伝承ではイヤコフとイオアン兄弟の母
とされるサロメについてはヤコブ原福音書に詳しく記されている。

星
この星に導かれて、博士たちは
ハリストスの所へやってきた。
牛とロバ
イサイヤ 1:3 の成就。
「牛は飼い主を知り、
ろばは主人の飼い葉
桶を知っている」
天使と羊飼い
天使に教えられ、羊飼
い達はお生まれにな
った救い主を訪れる。
生神女
生神女の衣の赤色は
人間を表し、青は神を
表す。すなわち、神を
宿し、産んだ母である
ことを表している。こ
のイコンでは、生神女
は木を見ているが、イ
オシフを見つめてい
るものもある。
悪魔
この二人は悪魔であ
り、イオシフにハリス
トスが処女から生ま
れたことを疑わせよ
うとしている。

イオシフ
イオシフは自分が子供の父親でない事を
知っており、
「この子はどのようにして生
まれたのか」と疑問に思っている。

寓話

僕のオンボロ自転車
作：水口優明

僕の自転車は、オンボロなんだ。サドルは傾いているし、スポークもかなりサビている。
ブレーキの利きも今一だし、ハンドルの動きもぎこちない。もちろん大切にしているつも
りだけど、もともと安物なので、そうなっていると言うしかない。半分壊れたような自転
車だけど、まだまだ乗ることはできる。でも、この間、とうとうパンクしてしまったので、
近くの自転車屋に行ったんだ。
しゃれたデザインで「ウエスト・サイクル」とその店の看板には書いてあった。明るい
感じのそのお店にいたおじさんは、とても優しい声で「いっらしゃい」と言ってくれた。
でも、僕が自転車を見せるとこう言ったんだ。
「ああ、これはダメですね。これでよく乗ってますね。修理はしますけど、このままだ
といずれはスクラップですね。
『欠陥自転車処置法』という法律があるのを知ってますか？
つまり、こんな自転車はスクラップにされなければならない、ということです。」
僕は震える声と青ざめた顔で「そ、それは…」というのが精いっぱいだった。
「でも、大丈夫。うちの店では、『スクラップ代行委託承認証』を発行しているんですよ。
むかし、こうした欠陥自転車を救済するために、ある完璧な黄金の自転車がすべての欠陥
自転車の代わりにスクラップになってくれたんです。その黄金自転車の恩恵にあずかるこ
とを承認する証明書を持っていれば、スクラップだけは免除されます。」
「そ、その証明書はいくらなんですか？」
「お金の問題ではありません。黄金自転車が自分の身代わりになってくれたことを信じて
サインすればいいだけです。もちろん、あなたがいくらでも支払いたいというのであれば
拒否はしませんけどね。まあ、ほとんどの人が一万デナリほど払っていきますけど。」
なんだか、いいのかわるいのかわからなくなってきたので、僕はひとまず「考えてきま
す」と言ってそのお店を後にしたんだ。
トボトボ自転車を押しながら、ツラツラ考えてみた。
「スクラップにされるのは、いやだなあ。確かに欠陥だらけだけど、僕の大事な自転車だ
からなあ。『スクラップ代行委託承認証』、ほしいなあ。でも、本当にそれで、僕の自転車
は救われるのかなあ。」
いろいろと考えこんでいたので、知らない間に見知らぬ路地に入ってしまった。そして
目に入ったのが、「東自転車店」と書かれた古めかしい看板だった。「あずま」と読むのだ
ろうか。毛筆で書かれたような達筆で重々しい感じの文字だった。
「試しにここでも聞いてみよう」と思い切って店の前に立った。すると東自転車のおじ
さんが、ギロっとこちらを見かえした。僕は、一瞬、ビクッてしたけど、おじさんは、低
音の響く声で言ってくれた。
「どうぞ、こっちに来て見てごらん。」
僕は恐る恐る店の中に入った。店の中は少し暗かったけど、何か神聖な感じがして思わ
ず深呼吸をしてしまった。そして、僕の自転車を見せて、今までのことを正直に話したん

だ。すると東自転車のおじさんは、言った。
「確かに一部は欠損しているかもしれないけど、君が言うようにまだまだ乗れるよ。パン
クはすぐに直してあげる。」
そして、僕の目の前でササッとパンクを修理したあと、こう言ってくれたんだ。
「メンテナンスのためにいつでもここにおいで。修理しながら大事に乗ったらいいよ。
『ス
クラップ代行委託承認証』？ そんなものうちにはないよ。たしかに昔、黄金自転車はあ
ったし、スクラップにもされた。でも、それから、何とまったく新しい自転車に復活した
んだ。復活自転車は、もはやサビもつかない、パンクもしない、ぜったいに壊れない自転
車なのさ。その復活自転車に近づくための秘訣を私たちのお店は何千年も引き継いできた。
もちろんやがて誰もがスクラップの道をとおらなければならない。でも、それで終わりで
はないんだよ。」
僕はうれしくなって思わず言ったんだ。
「ど、どうしたら僕の自転車は、復活自転車になれるんですか？」
「今までのように自分の自転車をいたわり、大切に乗りなさい。他人の自転車にも優しく
してあげなさい。そして復活の希望をもって、うちのお店にメンテナンスに通いなさい。
それを天から見ている自転車の救世主が、あなたの自転車に復活の力を与えてくれるから。」
僕の自転車はオンボロのままだけど、東さんのおかげで、今日も一生懸命、
坂道を登っている。

キリスト教には、
「原罪」という考え方があります。
「原罪」とは、文字通り「もと
の罪」
「はじめの罪」という意味で、元祖アダムの罪の事を指すのですが、２世紀頃
より西方のラテン教父の間で「原罪は全人類に受け継がれる」という理解が生まれ、
６世紀にはアウグスティヌスの唱えた「原罪は両親の生殖行為を通して遺伝する」と
いう説が西方の地方会議で承認、西方教会では現在も「人間は生まれながらにして原
罪を持っている」と理解されています。さらに、プロテスタントの中にはこの教理を
ベースに、人間は完全に堕落しきっており、自由意志によって神に応えることは不可
能であるとするグループもあります。このような西方教会（カトリック、プロテスタ
ント）にとって救いとは、本来は原罪によって罰せられるべき人間が、その身代わり
として十字架刑という罰を受けて下さったハリストスを信じることにより、その罰
が免除されて天国に入れてもらえるというものであり、洗礼は「原罪の清め」が強調
されます。
それに対し、正教会では「原罪＝アダムの罪」は事実として認めますが、原罪の遺
伝が教義化されたり、人間は完全に堕落し自由意志を失っており、神に応えることは
出来ないとするような説が受け入れられることはありません。そして正教会に於け
る救いとは、ハリストスによってもたらされた復活の生命に与かることであり、その
方法は、洗礼を受けて教会の一員となり、使徒たちから連綿と受け継がれてきた「神
と共に在る生活」を分かち合い、また自らも生きることによって、ハリストスに似た
者となり、復活の生命を獲得していくというものなのです。そして天国は、この生活
のうちにあります。なぜならそこに、神がいるからです。（司祭ルカ田畑）

キャンプだホイ！ 20th 2018 in 道南
一日目
7 月 31 日（火）から 8 月 2 日（木）の日程で、森町の北海道立森少年自然の家「ネイパ
ル森」にて開催、大人 42 名、子供 8 名の計 50 名が参加しました。開会祈祷、オリエンテ
ーションの後、恒例の「キャンプだホイ」を皆で踊りました。夕食はバーベキュー、
「クリ
スチャンカフェ」
「江差観光オリエンテーション」
「レクリエーション」
「交流会」と盛りだ
くさんのプログラムが続き、「夜の祈祷」を以て一日目終了。
二日目
翌日は朝の祈祷とラジオ体操で始まり、朝食後、江差に出発。かもめ島をハイキング、
復元された幕末の軍艦開陽丸を見学。昼食後は古い商家や町屋が並ぶ「いにしえ街道」を
散策し、バスで北斗市の上磯正教会に移動。坂下さんが丹精込め育てたトマトとトウモロ
コシを頂きました。ネイパルに戻って「思い出のリース作り」「クリスチャンカフェ」「交
流会」「夜の祈祷」で二日目終了。
三日目
朝食後、バスで函館ハリストス正教会へ。聖堂にて感謝祈祷をおこない、記念撮影。信
徒会館にてキャンプの感想を俳句にし、短冊にしたためる。そして閉村式。別れを惜しみ、
再会を約す。次回は道東、「キャンプだホイ！ 2019 in 厚岸（あっけし）」となる予定。
三日間、傷病者無く、天候に恵まれて過ごすことができたことを主・神に感謝します。
年々見違えるほど成長していく教会の子供たち、来年も元気で再会しましょう。

7/31 キャンプだホイ！

8/1 かもめ島にて記念撮影

8/1 思い出のリース作り

8/2 閉会祈祷

東北ブロック教会学校夏期修養会

かんなり

じゅうもん じ

7 月 30 日、31 日の二日間、東北ブロック恒例の教会学校修養会が金成と 十 文 字正教会
の合同で企画実行され、両教会にとっては初めての体験となりました。
１日目、各教会より 44 人（小学生以下 5 人、高校生
2 人）が参会。聖堂で開会祈祷後、教会ごとの挨拶があ
り、続いて川股洋一郎兄による金成正教会と十文字正教
会の歴史について講話が行われ、聖堂南側で記念写真。
近くの「金成民俗資料館」（旧・金成小学校）に徒歩で
とくれい

向かい、酒井(川股)篤 礼 神父、川股（松太郎）家によ
る現聖堂の建立(昭和 9 年)、さらに教会を通して活躍し
た千葉卓三郎や鈴木文治、吉野作造からの手紙などが展
示され、金成地区に残した業績を学びました。ここから
宿泊地「花山・青少年旅行村」へは車で約 40 分、宿泊
は 36 人。８棟のコテージに荷物を置いて、子供達と花
山湖におりてカヌー・カヤック体験。夕食は盛正教会の
方にリードされ難しい炭火を起こし、バーベキュー。仙
台の高橋兄が子供達にマジックを教えてマジックショーを御披露し、やんややんやの拍
手、子供が入る大型の仕込みもあり皆さん大満足。スイカ割りのあとは花火、ギターの演
奏に合わせ懐かしの歌を合唱しながら夜は更け、長い 1 日目が過ぎました。
ほそくら

2 日目、朝は雨。片付け後「細 倉 マインパーク」へ出発。細倉（ほそくら）鉱山は 9 世
紀に発見され、1987 年に閉山されるまで様々な鉱石が採掘され、学校や病院などが建ち
かなり栄えたとのことです。さて我々は高温の外気から一気に 10℃の世界、坑道（770
㍍）へ。金成正教会の佐藤勉兄が案内、説明してくれました。坑道の一番奥では砂金取り
体験（制限時間 20 分）、採れた金の小さな粒
をラミネートにしてもらいました。
今年の教会学校夏期研修会が事故無く感謝
し、閉会しました。参加の皆さん、送り出し
てくださった皆さん、そして準備、運営して
下さった皆さん有り難うございました。ま
た、来年。（司祭マルコ小池祐幸）

教会学校ニュース
■函館管轄
8 月 23 日（木）、同志社小
学校 5 年生 90 名（3 クラス）
が函館正教会を訪れました。
昨年に続き 2 回目の企画です。
同志社創立者、新島襄が過
ごした函館正教会境内地（当
時の露館）を散策したり、聖
堂で神父さんの話を聴き、イ
コンについて質問するなど、
熱心に学習していました。

■札幌管轄
今年も教会の畑でおいしいスイカが
収穫でき、9 月 9 日に子供たちが一番
楽しみにしているスイカ割りをしまし
た。以前は木刀に振り回されていた子
供たちも逞しく成長し、3 玉のスイカ
を見事に割ってくれました。来年は海
でスイカ割りをしたいと言っています。
今年も子供たちは「はぎの会」に向
けてメッセージカードを作ってくれま
した。教会の孫たちからの心温まる言
葉に、皆さん感動して涙ぐんでいまし
た。これからも信徒の絆を大切に、楽
しい日曜学校でありたいと思います。

■釧路管轄
10 月 7 日の主日聖体礼儀後に七五三感謝祈祷を行いました。7 歳のアンナ内田
光津子さんは着物姿で参祷し、いつもより緊張した面持ちで祝福を受けました。

■一関管轄
さかり

毎年 盛 正教会では八月に「大納涼会
（祭）」を開いている。孫などを連れて
帰省した人を迎え、お馴染みの仮想通貨
「デナリ券」を販売し食・飲・ゲーム・
クジなど全力投球の“夏”をいろどる。
今年は大型プールが初登場、ゲームのメ
インの「魚釣り」だけに使うつもりでし
たーが。灼熱の真昼、飛び込まずにはい
られないー。なんと若者の身体は反応し
次々にダイブ。一番見事なダイブはかず
き君。あっという間？に大きくなった感
があります。来年、大型プールは出さな
いと反省会では言ってました、もちろん。
みなさん『きさっせん！』

■仙台管轄
11 月 4 日（日）、主日聖体礼儀
に引き続いて子供たちの七五三と
聖名日の感謝祈祷が献じられまし
た。七五三の参加者は少なかった
が教会からささやかなプレゼント
が贈られ、健やかな成長を皆で祈
願しました。教会学校では降誕祭
に向けて祝賀会での発表の準備に
取り組んでいます。

Ｑ 「罪」とは何ですか。
ですか。

どうしたら罪が赦され救われるの

Ａ 定番の聖三讃詞には「主よ、我等の罪を潔くせよ。主宰よ、我等の過を赦
せ。聖なる者よ、臨みて我等の病を癒し給え。悉く爾の名に因る。」とありま
す。
「罪」と訳されたギリシャ語の「アマルティア（αμαρτια）」はもともと弓
矢競技の用語で「目標（マーク）から外れること」を指す言葉です。人間を目
標・的に向かって進んでいく矢と考えると、的である「神」に向かって飛んで
いることが正しい状態であり、的外れの方向に飛んでいくことが「罪」という
ことになります。
「過（あやまち）」と訳されたのは「アノミア（ανομια）」で、
「ノモス（νομος）」＝「法」に反すること。
「病（やまい）」は、弱って力が
失われている様を指し、霊と体の両方について用いられます。「罪」の結果が
他者に対しての「過」であり、霊と体から力が失われる「病」です。
罪の赦しは「痛悔」することから始まります。痛悔はギリシャ語の「メタニ
ア（μετανοια）」＝「方向を転ずる」というのがもともとの言葉で、神から逸
れて飛んでいた（生きていた）姿勢を正しく神に向け直すという意味です。痛
悔が「してしまった事の告白」とは異なる、というのはこのことで、結果とし
ての「過」の列挙ではなく、原因である「罪」を見つめ、生きる姿勢を改めよ
うとすることが求められるのです。もし何か悪いことをしてしまったとして、
痛悔機密の場でそれをありのままに話す必要はありません。必要なのは神さま
の御旨に適うようにしたいという意思を表すことです。逆に言うと、何も悪い
ことをしていなかったとしても痛悔は可能です。今以上に神さまの御旨に適う
ように願うことが痛悔なのです。
そして神さまの御聖体をいただく「領聖」が罪を完全に赦すことになります。
領聖は「キノニア（κοινωνια）」＝「交わる・交接する」という意味の言葉で、
まさに矢（人間）が的（神）に当たる、交わることを指します。このように、
罪の赦しは「過ち・不法行為が、裁判・償いによって回復される」という法的
観点ではなく、「神さまから目を背け離れてしまった者が、再び神さまと交わ
り一致していく」という愛の観点で為されることなのです。
16 世紀に西ヨーロッパで始まった宗教改革では「人間は原罪によって既に
神に向かう自由意思を失っている」「救われる者と滅びる者は神によって予め
決められており、人間の意思は関係ない」というように自由意思が否定される
ようになりました。正教会はこれに同調しません。「神は、意志する力、すな
わちご自身に従うことを意志する力も、従わないことを意志する力も、ともに
取り上げられることはない」と言います。

