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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 

 

2011年の 11月から、陸前高田市、大船渡市、住田

町で、学校の教室や地域の施設等をお借りして、被

災した子供たちの学習を見守る活動をしてきまし

た。前途が閉ざされたかのように思っている子供た

ちの、「夢の描き直し」の手助けをしよう、との思い

で立ち上げられた一般社団法人が、多くの企業・団

体の支援を頂きながら運営していました。 

 

 子供たちは当時、安心して過ごせる時間と場所と

仲間が必要で、夜になると、狭い仮設住宅暮らしの

子供たちが集まってきました。半分勉強、半分お喋

り。辛い経験をした子供たちも一様に明るい表情を

見せていましたが、いざ私と二人っきりになると、

みんなの前では言えずにいたことを打ち明け始めま

した。子供たちはみんな我慢していたんですね、「辛

い」とか、「将来は○○になりたい」と言えずに…。 

 

 あれから 10年。「理学療法士になりたい」「中学校

の先生になって、野球部の顧問になりたい」「お父さ

んのような一級建築士になりたい」…。あの頃私に

聞かせてくれた夢を、彼らは叶えられているかな。 

『子供たちが聞かせてくれた夢』 

 盛ハリストス正教会 

ペートル 伊勢 嘉雄 
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『被災した金成正教会修復をふり返って』 

金成ハリストス正教会 

セバスチャン 川股 洋一郎 

 

 10年前、東日本大震災（平成 23年

3月 11日）と 4月 7日の最大余震で、

金成ハリストス正教会（宮城県栗原

市／市指定有形文化財）も甚大な被

害を受けました。 

 聖堂の基礎が損壊し、屋根上の十

字架は根元から折れ、道路に面した

石垣も崩れ、聖堂内のしっくい壁は

剥がれ落ちた。また、ヤコウ会館の天

井の一部がはがれ、ステンドグラス

が破損するという有様をみて茫然と

するばかりでした。 

 金成教会には、多額の資金もなく、10戸余りの信徒でどうやって復旧できるのか、金成

教会は存続できないのではないか、などという絶望

的な気持ちになったことを思い出しています。 

 

 当教会の執事長であるイリヤ川股峰輝兄は早速業

者と話し合い、業者は震災から 10日間にもならない

4月 15日に請書（請負代金書）を作成。17日には施

工要領、修理のための設計図を仕上げ、地質調査を

し、5月 9日から聖堂、会館、石積等の修理工事がス

タートしました。そして、7 月 25 日には復旧工事が

ほぼ終わるという手際のよさに感心したものでし

た。 

 復旧に当たっては、教団からの多額の支援、市から

の復旧事業補助金、そして全国の教会や信徒様方の

献金、義援金がなければ、復旧そのものが出来なかっ

たと思っています。 

 

 8 月 25 日にはセラフィム大主教司祷の下、近隣教

会の信徒皆様の参祷を得て修復成聖式が盛大に執り

行われました。3月 11日、4月 7日の震災から、約 4

ヶ月で復旧できたことは多くの方々の支援があった

からこそ成し遂げられたことだと改めて深く感謝し

ているところです。 

 

 早期に修復出来たことからか、東北ブロック聖歌

研修会が金成正教会で開催出来ないかということに

なり、11 月 22 日、23 日に実施の運びとなったわけ

です。振り返ってみますと、私は教会の会計、事務方

として、目の回るような日々であったと記憶してい

ます。 
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続・豊かな信仰のために 

長司祭 クリメント 児玉 慎一 

 

私たちは先日、主の復活大祭をお祝い

しました。毎年、前後の長きにわたる大

斎と祭期に大変な精力と気力が注ぎこま

れます。正教の信仰にある者にとってか

けがいのない行事ですが、科学的、合理

的と称する現代の通念を信条とする人々

からすれば、何がそう駆り立てるのかと

理解に苦しむ行為に映るかも知れませ

ん。信者とこのような人々の意識の違い

は、一体どこから来るのでしょうか。 

 

 

私たち信者は至聖三者の信仰を持つ者です。全能者である神を信じ、その計り知れない

存在にどう向き合い、どういう態度をもって行動すべきであるか、それぞれが真面目な努

力を重ねています。その過程で到底抗えぬ神を畏怖し、同時に驚くほどの恵みも身をもっ

て知るに至ったとき、神の懐に抱かれるという充実感を得て、この世の自然とも兄弟姉妹

とも対立することなく一体であるという意識が芽生えます。この個人の変化は全く個性の

力によって行われますが、それは自分の独自性を謳い、自己主張ばかりしてかえって断絶

や分裂の意識に苦しむ現代の個性の在り方とはずいぶん違うものです。 

 

 

信仰の不思議は、私たちの理性的な言葉を拒絶するような感動の中にあるでしょう。上

手に説明は出来ないけれども何か合点がいく、深く心の中に生じた感動です。教会との出

会いがそうだったかも知れません。人、聖堂、奉神礼、聖歌、イコン…。ある時出会った

そのような体験が一人のハリスティアニンを生んだのです。それは現代の通念に従って、

「理解できないことは退ける」などという態度では決して得ることの出来なかったもので

しょう。事実を事実としてありのままに受け入れるような素直な心を持ったときに、心の

底から動かされ、その時の体験が私自身を大きく変えたのではないでしょうか。それは無

批判に行われたという事ではありません。万人のように考えないで、自分の体験から全く

自分流に信じた、そして信じたことに責任を持っているという事です。信仰はそのように

して個々の中に育まれ、それを通して私たちは人生の基本的な意味や価値の味わいを改め

て発見していくのです。 

 

 

この世に私たちの理解を超える出来事は山ほどありま

す。現在の事実、現に語られ信じられ生きられているも

の。こういうものにどのような態度で臨むかということが

問われています。私たち自身の今後の信仰の在り方にも、

福音宣教という私たちの大事な使命にも、遠い昔からあ

る、人のごく自然な生き方や心が私の中にも息づき、それ

を感受し動かされるという柔らかな精神をもって臨むこと

が大事でしょう。 
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SF 寓話「水人間との会話」 
作 ダヴィド 水口 優明 

 

ほら、また光った。やはり森の方に落ちて行く。さあ、急ごう。

夜の静寂に足音だけが響く。ネロストマ神父はリヤサのまま駆

け出したのを今更ながら悔いた。もう少し速く走れる筈だが、リ

ヤサの裾が邪魔をして足を動かしにくい。こうなったら裾をた

くし挙げて走るしかない。普段、運動をしていないことも少し悔

いた。高齢になるにつれて大きくなったお腹をゆらしながら、や

っと森の中の湖の近くに落下したその光るものの所へたどりつ

いた。 

その光るものは宇宙から飛んできた円盤だった。ネロストマ神父は、天文学が趣味でい

つも望遠鏡片手に夜空を見上げていた。そしていつかあの彼方から神の被造物である別の

生命体がやってくることを待ち焦がれていたのだった。それが今、現実となった！ 

光るその円盤は、よく見ると透明に近かった。そして、その中から、人間のようなもの

が降りてきた。しかし、人間ではない。なんとその体はまさしく水で出来ているのである。

水が水の状態で何の容器にも入らず、この重力のある地球上で形をとどめていることに驚

きをかくせない。だがもっと驚愕すべきことに、その水人間は、ネロストマ神父に分かる

言語で話しかけてきたのである。 

「驚くことはありません。私たちは高度に発達した文明をもっているだけでなく、高度に

進化した能力を与えられているので、あなたと会話することができるのです。」 

神父は、肉体の息と心の息を整えられないまま、いきなり質問をした。 

「しかし、なぜあなたの体は水で出来ているんですか？」 

「そういうあなた方の体は、私に言わせれば土で出来ているんですよ。土から生えた植物

を食べ、その植物を食べる動物を食べて体を作っているのですから。あなた方は、土人間

ですね。」 

「そう言われれば、聖書にも人は土から造られ、死ぬと土に帰る、とあります。」 

「そう、私たちにも、あなたがたの言うところの聖書にあたるものがあります。しかし、

私たちの言葉で『イフラグ』と呼ばれるそれは、紙に書かれたものではなく電子の配列で

出来たものでもありません。私たちのマウネプ（あなたがたの言葉では心とか魂とか言う）

に直接書かれています。それによると私たちは水から造られ、死ぬと水に帰るとあります。」 
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「あなたがたにも『死』があるのですか？」 

「そう本来は『死』などありませんでした。しかし、地球と呼ばれる惑星に住んでいた土

人間の一人によって世界に『死』が生じた、と私たちの『イフラグ』には書いてあります。

だからこそ、私たちは地球に対して飽くなき関心をもって、古代から見守ってきたのです。」 

「しかし、私たちは、この全宇宙を創造した唯一の神が、私たちを『死』から救うために

私たちと同じ人間になった、と信じています。」 

「そう、すべてを創造したお方（あなたがたの言うところの『神』）は、すべての創造物を

救うために、太陽系第三惑星の地球に住む土人間をお選びになって、へりくだってその被

造物と一体になられたのです。そのおかげで、私たち水人間にも『神』と一体になる道が

開かれました。あなた方だって約 6 割は水でできているではないですか。その地球におけ

る『神』の業の福音は、私たちもすでに受け取っているのです。」 

こうして、力強く語りかけていたはずの水人間が、しかし、次第に弱い声になっていく

のに神父は気付いて、「どうしたのですか？」と聞いた。 

「実は、私たちは地球上では長く生きられないのです。私の体はここで次第に蒸発して無

くなってしまうでしょう。」 

「それはたいへんです。すぐに円盤にお戻りください。」 

「それは無駄です。円盤が故障したために不時着したのです。もはや修理はできません。

この地球で最期を迎えるのも『神』の摂理でしょう。」 

「しかし、あなたの体が地球で分解されるとしたら、復活の時、あなたの体はあなたの惑

星にもどれないのではないでしょうか？」 

「あなたは司祭でありながら、『地と之に満つるもの、世界と凡そ之に居る者は、皆、主に

属す』という聖書の言葉を知らないのですか。『神』は

地球の土人間だけの神ではありません。すべての宇宙

とこれに満つるもの、皆、主のものなのです。『神』は、

地球であろうと火星であろうと系外惑星 GJ1214b で

あろうと、場所にはとらわれず、私の水分子を其処彼

処からもう一度結合させ、かつ新しい様態に変化させ

て新たな空間に置く力をもつのです。あなたがたの土

の体も同じです。何も心配ありません。」 

そう語りつつ、水人間の体はさっきよりもっと薄れていく。 

「ああ、私の目からウロコが何枚も落ちました。ありがとうございます。せめてあなたの

お名前をお聞かせください。これからあなたを記憶して祈りつづけます。」 

「ありがとう…わたし…のなま…えは……デレ………ク……エ…………ル」 
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「分からないこと」の大切さ 

司祭 ピーメン 松島 拓 
 

 世間ではよく「宗教は科学的、論理的でないから信用できない」という
批判をされます。それに対して、「いや、聖書に書いてあることはこのよ

うに証明できるから正しいのだ」とむきになって反論するキリスト者もいます。「宗教対科
学」という構図はずっと昔からある対立です。科学と宗教、どちらが正しくこの世の真実
をつかむことができるのでしょうか。 

 実は宗教と科学は単純に対立させられるものではありません。この世の見える＝人間が
観測できる事柄のみを対象として仮説を構築し、それを実験で証明をしていくのが科学で

す。宗教が対象とするのは人間が観測し得ないものと人間との関わりや真実であり、それ
は実証ではなく「啓示」によって示されます。この二つは対立というよりは並行するもの
です。「宗教が科学的でない」ということはある意味では正解です。実証し得ない事柄を扱
っているからです。しかし一方で「科学的でないから間違っている」ということも言えま
せん。科学的に証明できない「神」とか「天国」とか、それらは「科学的に間違っている」
のではなく「分からない」ものです。人間の論理的な知性には限界があり、すべてのこと
が分かるわけではありません。本当に優秀な科学者は分からないものを「間違っている」
とは言いません。「科学では実証できない」と言うに止めます。それが科学の謙虚さであり、
誠実さ、そして素晴らしさでもあります。 

 一方で宗教についても同じことが言えます。何か悪いことがあったとしてそれを安易に

「神の罰だ」と決めつけることや、「誰々は地獄に落ちる」というような言葉は本来言えな
いはずなのです。神が行うことについて「この原因があるから」「この結果になる」と人間
が「理論的」に判断することができるでしょうか。旧約聖書に出てくるイオフ（ヨブ）と
いう人物は罪を犯さない正しい人でしたが、彼には数々の不幸が襲い掛かりました。彼の
友人は彼の惨状から、何かイオフが罪を犯しているのだと勝手に推測しイオフに悔い改め
を促しました。イオフは自分が犯していない罪の悔い改めはできないし、そもそも自分は
何も罪を犯していない、私は間違っていないと反論します。神はこの両者ともに戒めるよ
うな言葉を与えました。イオフに向かっては「お前はすべて知ったような気になっている
が、世界が創造されたときのことを知っているのか、私の思惑が分かるのか」と。友人た
ちには罪のないイオフに罪があるような勝手な推測をしたことに対してです。宗教的な人
間は、つい神のなさることや審判の基準について勝手に理解し把握したような気になるこ

とがあります。しかしそれは本当は神にしか分からないこと、人間には分からないことな
のだとイオフ記は私たちに教えています。 

 神の神秘や真実は人間の思考活動の結果分かることではありません。神からの啓示が与
えられたときに初めて分かることです。信仰生活の中でどうしても腑に落ちないこと、理
解しがたいことにぶつかることもあるでしょう。そのようなときに、自分の限界ある思考
力で勝手に因果を推測したり、安易に「これは正しい」「これは間違っている」と分かった
気になるよりも、「これは今の自分には分からないなぁ。神さまどうか、いつか教えてくだ
さい」と判断を保留し、神に全て委ねるほうが良いのです。それは科学
者が未だ実証できていないことについて「仮説」として保留するような
ことです。科学でも宗教でも「分からない」ということに誠実な人こそ

良い結果を残すでしょう。私たちキリスト者も「自分には分からないこ
とがたくさんある」ということを知っている人の方が、より謙虚であり、
より素直であり、神の言葉を聞き入れやすいのです。 
「分からない」ということ、大切にしていきましょう。 
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イラストの出典：“Я открываю храм”  Издательство Сретенского монастыря, Москва, 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

上の絵は、とある聖堂のお祈りの様子です。この中から

右の三人の子供達がどこにいるか探してみましょう。 
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Q. なぜ教会では頻繁にお香が使われるのですか？ 

A.  
 教会で最も使われるお香は乳香（にゅうこう）と呼ばれています。

天然の乳香は、ボスウェリア属と呼ばれる、主に中東で生育する樹木

の樹脂からつくられ、字のごとく乳色をしています。炭の上で炊くと

白い煙が出て、甘い香りがします。教会では天然ものの他に、バラの

香りがするものなど、さまざまなお香が乳香として使われています。 

 さて、教会でお香が使われることには、実に様々な意味があります。

このスペースではとても書ききれないないくらいです。確かに言える

ことは、イイスス・ハリストスがこの世にいらっしゃる、はるか前の

昔から神の民はお香などの「香り」を使っていたということです。 

 旧約聖書の「ノア(日本正教会訳ではノイ)の洪水」の話を見てみま

しょう。大洪水があったにもかかわらず、ノアとその家族は方舟に乗

って助かりました。そして助かった後、ノアはどうしたでしょうか。 

「ノアは主に祭壇を築いて、すべての清い獣と、すべての清い鳥とのうちから取って、燔
祭を祭壇の上にささげた。主はその香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはも
はや二度と人のゆえに地をのろわない。」(創世記 8:20-21) 

ノアは「香ばしいかおり」を献げましたが、それは神様に対する感謝の祈りでした。こ

のように「香り」は神様に献げられるもの、という側面がありますが、一方で聖使徒パウ

ェルはこのように書いています。 

「わたしたちは、・・・神に対するハリストスの香りである。」(コリンフ後 2:15) 

つまり、私たち自身が「良い香り」となって、神様に献げられなければいけないと書か

れているのです。ここで言う「良い香り」とは、人を思いやる愛の行為です。 

 ところで、匂いにはおもしろいところがあります。それは「匂い移り」がするというこ

とです。 

焼き肉屋さんに行くと(今はコロナ禍でなかなか行けないかもしれませんが)、匂いが移

らないように、上着を袋に入れたりするお店もあります。不謹慎かもしれませんが、私た

ちが「ハリストスの香り」になることにおいても、同じことが言えるかと思います。私た

ちがハリストスの香りを帯びるためには、積極的にハリストスと親しく

交わって、ハリストスの香りをまとわなければいけません。日々の生活

の中での祈りにおいて、あるいは教会の祈りにおいて、ハリストスと出

会い、親しくハリストスと交わらなければいけません。特に聖体礼儀に

おいては、ハリストスが私たちのために自らを犠牲にして割かれ、流さ

れたお体と血をいただくという、深く親密な交わりとなります。 

どうか私たち自身が乳香のような、かぐわしい香りとなって神様に献

げられますように。           (司祭 エフレム 後藤 悠太) 


