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家の教会
司祭 ルカ 田畑隆平
「我々に象り、我々に似せて人を造ろう。」
（創 1:26）人を創造するにあたり、神様はこのよ
うにおっしゃったと聖書は伝えています。そし
てこの複数形の「我々」とは、父、子、聖神の三
位一体なる神、至聖三者のことであると教会の
聖師父たちは解釈してきました。つまり人は本
質的に、社会的、共同体的な存在なのです。

配偶者を愛し、交わりを深め、喜びのうちに、よ
り神の似姿へと近付いていきます。これこそが、
私たちの目指すべき夫婦の在り方なのです。
人間は永久なる神の似姿です。そして神の
愛は限りなく、決して尽きることはありません。こ
の神に似ていくことこそが人間の本分であり、
愛を捧げ合うごとに私たちは神の似姿としての
人間本来の喜びを知り、そ
の深まりに伴って神の持つ
永遠の命に近付いていくの
です。

また、神様は「人がひとり
でいるのはよくない」（同
2:18）として、人（アダム）の
あばら骨からエワをお造りに
なりました。人は「至聖三者
の似姿」 であり、「ひとりでい
るのはよくない」ので、「骨の
骨、肉の肉」（同 2:23）という
「同じ性質」（人間性）を持つ
助け手が必要だったので
す。

夫婦それぞれが一人の人
間として信仰を持ち、互いに
愛し合い、交わりを深め、そ
の喜びのうちに家庭を築くこ
と。これは正に、至聖三者の
愛し合うその愛の溢れによっ
て、この世界と私たち人類の
創造が行われたことと同じなのです。ハリストス
は、「二人または三人が私の名によって集まる
ところには、私もその中にいる」（マト 18:20）と
おっしゃいました。私たちが「ハリストスの名の
もとに」「互いに愛し合う」とき、ハリストスは私た
ちの中におられます。こうして私たちの家庭は、
救いのために捧げられた「小さな教会」となる
のです。

また、父、子、聖神が「同じ性質」（神性）を
持ちながら区別され、異なる存在様式を持って
おられるように、神様は人に「性別」という違い
をお与えになりました。神は、「人を神に象って
創造され、男と女とに創造された」（同 1:27）の
です。すなわち性別は、「神の似姿」という人間
の本質に基づくものなのです。そして夫婦は、
「神が結び合わせてくださったもの」（マト 19:6）
として、特に親密に交わり、愛し合い、「もはや
二人ではなく、一体」（同）となります。

子供たちに「家の宗教」を継がせたいのであ
れば、まずは子供たちを「家の教会」で育てる
とは言え、夫婦はあくまで別の人格を保持し、 ことから始めましょう。「信仰の継承」はその先
それぞれが自主的に神を求め、自らの意志で
にあるのですから。
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セルギイ府主教『日曜学校、父兄の前での訓示』
大正六年二月十日発行『星の光』より

今日ここに集 まっ
た子供の愛すべき親
たち。あなた方の子供
たちを熱心に愛してい
る私の心からの、あなた方
に対する叫びを、今ここに述べます。
子供は神様の花であると、今私はあなた
方の子供たちに言いました。
しかし美しい、立派な花を私共に見せる
ために、植木屋さんはどれほど多くの労を
用いるでありましょう。ひとつには風や、強
い暑さや、強い寒さに対して、それを囲いま
す。また、ひとつには始終目を離さないで、
花に虫が付きはしないか、根や葉などが腐
りはしないか、注意しております。そしてな
お、その上にも植木屋さんは水を掛けたり、
肥料をしたり、日向へ出したりして、それを
養います。美しい花が出来ると、それを陳列
して人々に見せて楽しませたり、花の世話
を、どういうふうにしなければならないか、
どんな実を生らせることが出来るかという
ことを、それで教えたりします。
しかし、出来の悪い花は誰でも人に見せ
ません。むしろ人の目から隠します。
あなた方の子供たちは、すなわち神の花
であります。それでその世話は第一に大な
る植木屋である神様がなされます。神様は
ご自分の天使を守護者となされて、悪しき
ことや、誘惑や、危険などから子供を守られ
ます。それ故に自分の子供たちにこの大な
る植木屋である主・神様を愛することを教
えなさい。

たちを養いなさい。肉体上にも養いなさい、
精神上にも、知識上にも養いなさい。あなた
方は自身で彼等を知識上に養うことが難し
くありますか。それならば、彼等を学校へ出
しなさい。そこでは、彼等が善き行いのため
に知るべき総てのことを彼等に教えます。

あなた方の子供たちは、花であります。あ
なた方、親たちは彼等を植え付けた者であ
ります。何故ならば、あなた方は神様の恵み
によって彼等を生んだ者であります。それ
故、彼等の心を善く護って、この世の風に傷
められしはしないか、どんな害になる「説」
に焼かれはしないか、と常に注意を怠らず
視ていなさい。彼等の清い心に、いろいろな
悪い習慣がつきはしないか、と始終気をつ
けていなさい。そうして自分の花なる子供

愛すべき親御たち。
神様からあなた方に与えられた花なる、
子供たちを守りなさい。そうして、私どもは
お互いに皆、主・神様
を首（こうべ）に戴き、
且その助けに因って、
この花が美しく咲く
ように、また今後も永
く咲くように働きま
しょう。「アミン」

あなた方は精神上、彼等を養うことが難
しくありますか。そういう場合は子供を必
ず日曜学校に出しなさい。そこでは、彼等の
心に神の言葉の清き水を掛けます。そこで
は、彼等の心を教会の滋養食で養います。す
なわち、生命のパンなるイイスス・ハリスト
ス御自身の、いと尊き、潔き御体を時々食す
ることを勧めます。そこでは、彼等は母なる
教会の生命を施す熱に、温められつつ時を
送ります。そこでは、彼等は正教会の祈りの
清き空気を呼吸します。神様はあなた方の
子供たちを御自分の使いたち、天使に託し
て護らせます。
あなた方は子供たちを肉体上に養いなさ
い。また、出来るだけ知識上にも、精神上に
も養いなさい。小学校は彼等の知恵を開き
ます。日曜学校はあなた方の子供たちの心
を養います。そうしたならば、彼等はどれほ
ど美しく花を咲かせるでありましょう。そ
うしたならば、そのように育てあげられた
花の展覧会を開いても、もう恥ずかしくあ
りません。実際、今日私どもはそれを開きま
した。誰もこの美しい、芳しい花を見て快く
思わない者はありますまい。
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豊かな信仰のために 3
長司祭 クリメント

児玉慎一

今日私たちは自由を謳歌しています。個人の主張はいよ
いよ活発に発信され、歯止めなく広がり、同時に自由の権
利として守られています。それが正しいとして疑う人は少
ないかも知れません。しかし、私たちの目指すところが、
好き勝手な主張の自由を基にして、秩序ある社会を作るこ
とを目指しているとすれば、それは実に狭き門です。果た
してこの先どのようになってしまうのでしょうか。
神はご自身をかたどってアダムを創造され、彼を祝福
し、エデンの園にあって、その地を耕し、守るようにされ
ました。園の中央には生命の樹と善悪の知識の樹を生えさ
せ、神はアダムにこの善悪の知識の樹の実を食べると必ず
死ぬから食べてはいけないと命じられました。人の生命は
神と共に在り、神に背くのは神の生命より離れることを言
ったのです。そして、アダムの助けとしてエヴァが創造され、彼らは神の誡めと人の本分
を守っていました。
人には自由な選択が与えられました。神が自らの似姿として人を創造され、人に地を治
めさせるために、自ら努力して強い決心を持ちながら悪を知ってこれを捨て、善を知って
これを選ぶことを望まれたからでした。しかし、彼らは蛇の誘惑にのり禁断の実を食べて
しまいました。彼らは確かに蛇が言ったようにその目は開けましたが、神との関係を断っ
て自ら神のごとくなろうとした結果、かえって罪と肉の奴隷となり、この世の主となるべ
く与えられた世界はおろか自分を治めることもできず、死を免れなくなりました。
神の慈愛と豊かな恩寵が一人一人に等しく注がれているということは正しいことです。
しかし、そのようにして生かされている自分ということを忘れれば、やはりアダムとエヴ
ァと同じ轍を踏むことになるでしょう。自分は何ものであるかは簡単に解明されることで
はないですが、少なくとも自分の意志でこの世に生まれた者は一人もいません。生まれさ
せられ与えられた生命は確かに自分と一体ですが、自分のものとも言えない不思議なもの
です。このような不思議な感覚は、私個人だけで説明がつくものではなくて、むしろ神や
天というような大きな働きを思わせます。私たちがそれを忘れて、個人という錯覚に陥っ
てそればかり追い求めることはどこか誤っている選択ではないでしょうか。
仁慈なる神は道を誤った人類を捨て置かず、その罪と死より救うために、イイスス・ハ
リストスをこの世に遣わされました。人が再び神との正しい交わりを回復するためです。
ハリスティアニンとしてこの招きに応じた私たちは、再び神を愛し、神の創造の意図を正
しく理解するように、本来の人の在り方を福音に学んでいかなければなりません。自分の
無力と無知を覚え、決して自己を高みに置いてうぬぼれず、心からの痛悔に至る時、きっ
と私たちは再び光を見出すことができるでしょう。
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パンとぶどう酒
司祭
皆さんがよくご存
知の通り、聖体礼儀で
はパンとぶどう酒が
用いられます。しかし、なぜパンとぶどう酒
なのか、と思うことはないでしょうか。普段
聖体礼儀に参祷している方にとっては、パ
ンとぶどう酒は「常識中の常識」です。
「い
や、今日はハンバーガーとコーラの気分で
す」と主張する方は誰もおられません。

エフレム

後藤悠太

奉献礼儀(聖体礼儀の準備の祈祷)の中でぶ
どう酒の入った杯に水も入れられるからで
す。)
ここで「ディダケー(教訓)」と呼ばれる文
書を引用させてください。1 世紀後半から
2 世紀頃に教会で書かれたものです。

「あなた(神様)は人間に楽しみを与えよ
うと、食べ物や飲み物を与えてくださいま
した。それによって、人があなたに感謝をさ
さげるためです。しかし私たちに対しては、
霊的な食べ物や飲み物、そして永遠のいの
ちを与えてくださいました。」

聖書をよく読んでいる方なら、こう言う
はずです。
「それは、ハリストスがお命じに
なったことであるから」と。なぜパンとぶど
う酒なのか、という問いに対しては、これ以
上完璧な答えはありません。イイススはパ
ンをとり、「これはわたしのからだである」
とおっしゃり、ぶどう酒の入った杯をとっ
て、
「みな、この杯から飲め。これは、罪の
ゆるしを得させるようにと、多くの人のた
めに流すわたしの契約の血である。」とおっ
しゃいました(マトフェイ 26 章)。
それでもあえて、なぜパンとぶどう酒が
選ばれたのか、ということについて考えて
みたいと思います。それは聖体礼儀の本質
にもかかわってくる問題だからです。
さて、パンは古代のユダヤ人や中東の文
化において、最も基本的な食べ物であり、
人々の生存に欠かせない「日用の糧」(天主
経)でした(「日用」と訳されたエピウシオス
には、
「生存に必要な」という意味もありま
す)。パンは言わば「生命そのもの」でした。
そのため、私たちの信仰上の霊的な養分を
養い、永遠の生命を受け継ぐものとして、パ
ンが選ばれたのでしょう。
では、ぶどう酒はどうでしょうか。
「酒が
なければ生きていけない」と主張する方は
おられますが、そんな方でもぶどう酒が生
存に欠かせないとは思わないでしょう。そ
れならばむしろ「水」が相応しいかもしれま
せん。ただし水ですと赤ワインのように血
を連想させることはできませんが。(正確に
言いますと水も聖体礼儀で使われています。
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私たちはただ自分の生存だけのために食
べ、飲む訳ではありません。それは大きな
「楽しみ」でもあります。ましてやお酒や、
お酒がふるまわれる宴会は、
「楽しみ」の代
表格です。晩課(日没と共に新たな一日が始
まる際の祈祷)の冒頭の 103 聖詠(詩篇
104)では、一日の始まりに相応しく、神様
による万物の創造が高らかに読まれ(歌わ
れ)ます。神様は天地、山、海、動物等を造
られ、さらに人が栽培するための植物をも
造られました。そしてその植物か
ら生まれる「酒は人の心を楽し
ま」せる、と聖詠作者は言います。
私たちは聖体礼儀で、この世が終わって
訪れる永遠の「神の国」を先取りして味わい
ます。
「神の国」は輝かしく、喜びに溢れて
います。
「神の国」のことがしばしば聖書で
「宴会」、「婚宴」と譬えられていますよう
に、聖体礼儀は「天の祝宴」です。
皆さんも聖体礼儀にいらっしゃいません
か。喜びの中で「天の祝宴」を共にしません
か。聖金口イオアンも「筵(食卓)は豊盛なり、
皆食ひて飽くべし。」(復活大祭の説教)と私
たちに呼びかけています。(私は信徒の頃こ
の言葉を、斎を終えて復活祭の祝賀会でた
らふく食べることだと思っておりました。
これは聖体礼儀の食卓のことです。)

職場体験受け入れ
司祭

ステファン

内田圭一

釧路市の小中学校では「総合的な学習の時間」の一環として、職場体験学習を行ってい
ます。児童生徒が学習課題を設定し、実際の体験活動（職業体験や観察、調査活動）を通
して、職業についてよりよく知ることを目的としています。また、実際に仕事を体験する
ことで児童生徒が仕事をする喜びや苦労を知り、今後の進路や職業選択の一助とするなど、
生きる力の育成に繋がると考えているとのことです。
釧路ハリストス正教会ではこれまで、最寄りの釧路小学校の職場体験を受け入れてきま
した。小学 2 年生が近隣商店などいくつかの候補から選び、毎年 3～8 名が 2 時間ほどの
職業体験をしていきます。教会では聖堂を案内し、キリスト教について簡単な説明をし、
仕事としてイコンを香油で拭いてもらいます。限られた時間の中で、聖なるもの、本物に
触れる職場体験を狙っています。
今年度、初めて中学校からの依頼をいただきました。11 月 2 日に釧路市立桜が丘中学校
2 年生女子 1 名、11 月 10 日に釧路市立鳥取中学校 2 年生男子 2 名が訪れ、職場体験学習
をしました。中学生は午前午後での約 5 時間の授業になります。午前中は聖堂見学やキリ
スト教についての基本的な知識を学ん
でもらったりし、午後は「パニヒダ」を
体験してもらうことにしました。まず永
眠者記憶の意味や祈祷文の解説をし、動
画で予習した後、聖堂で実際にパニヒダ
を行い、生徒たちに連祷、誦経、堂役を
交代でやってもらいました。一緒に聖歌
を歌ったり、香炉を振ったりと、限られ
た時間の中でしたが真剣な表情で懸命
に取り組んでいました。
小学二年生と中学二年生とでは、でき
ること、理解できることが大分異なりま
すが、どちらも有意義なことでした。宗
教を職業にするということは特殊なこ
とですが、地域社会に在って、法律に従
って管理運営されるという点では世間
一般の仕事と変わりありません。理念だ
けではなく、お金の出入りや社会的意義
や責務についても、信徒の皆さんや地域
の方たちにも知ってもらうことは大切
と考えます。
今回中学生を受け入れて思ったのは、初めて聞くような考え方でもよく理解でき、意義
を理解した仕事にはとても意欲的かつ自主的に取り組むということでした。これは信徒の
児童生徒でも同様と思います。宗教的な意味や感情を理解でき、自分の役割を通じて人や
社会の役に立つことの意義を強く感じるようになる年代ですので、小学生まではよく参祷
していた子でも中学生になると勉強や部活が忙しくなって足が遠のくという場合が多いか
と思いますが、例えば家庭祭壇の整理整頓を任せる等、家庭で何かしらの宗教的役割を与
えて奉仕の心を繋いでいけると良いと思います。その際にはイコンや十字架、香炉の意味
等を親が教えながら取り組ませることが有効と感じました。
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ロゴスの種
司祭 ピーメン

松島拓

日本において、正教徒は大変少ない存在です。私たちを取り
巻く社会は、おおよそ非正教会的なものとして成立しています。
また日本のキリスト教界のなかでも正教徒は少数派です。私たち
は正教徒として、この非正教的な世界とどのように付き合っていけ
ばいいのでしょうか。
このことを考えるとき、まず前提としなければならないのは「正
教は最も正しい真理を知っている」ということです。正教こそがハリ
ストスの福音をまっすぐに受け継ぎ、神の国へ至る道筋を正しく
保っていると私たちの教会は考えています。
しかしもう一方で重要なのは、真逆のようですが「正教でない
人々も、必ずしも間違っているわけではない」ということです。もし
ロマの致命者哲学者
私たちが「正教会に属する私たちだけが正しく、天国に入れられる
聖イウスチン
のも私たちだけで、それ以外の人はみな地獄に落ちるのだ」と考え
ていたならば、それは世の中にたくさんある危険なカルト宗教と何も変わらないことになってしまい
ます。「正教こそが正しい。しかし正教の他の多くの人々も間違っているわけではない」このことに
ついて私たちはどのように考えるべきでしょうか。
かつてキリスト教のごく初期の時代、ユスティノス（日本正教会ではイウスチンと呼ばれます）とい
うハリストスの福音を信じる哲学者がいました。彼はハリストスの福音こそが正しいと信じていました
が、同時に彼はそれまで学んだ哲学の中にも真実を見出していました。
彼は「完全な真理（ロゴス）はハリストスその方自身である。しかし世界のあらゆる人々の中にも
真理の断片があらかじめ埋められている」と考えました。その真理の断片を「種のような（種子的）ロ
ゴス」と呼びます。ソクラテスやプラトンなどのギリシャ哲学は、その種がハリストスとの出会い無しに
（多くのギリシャ哲学者はイイスス誕生以前の人々です）芽吹いたものであるとユスティノスは考え
ます。つまり「ハリストスがこの世に来て、教会を建てたことにより真理は完全に私たちに明らかにさ
れたが、ハリストスと出会わない人にも不完全ながら真理に至る道筋は用意されている」という考え
方です。
この考え方は、私たちが正教でない世間一般と関わるときのヒントとなります。私たちは社会に
おいて多くの人々と関わります。彼らの大半は善良な人であり、その善良さは彼らの中に埋まって
いる「ロゴスの種」がよく育っているからもたらされるのです。一見善良でない人も、今は種がうまく
育っていないだけで、やはりその種を内に植えられている人です。また日本という国において仏教
や神道との関わりは避けて通れませんが、彼らの教えの中にもやはり「ロゴスの種」が植わっている
のです（もちろんイスラム教もユダヤ教も）。お坊さんのお話を聞いたときに「なるほど、これは正教
にも通じることだ」と膝を打つようなことがしばしばあります。これは彼らの中にある「ロゴスの種」が
なせる業なのではないでしょうか。
私はここで「正教以外も正教と同じように正しい」「正しさは相対的なものである」という考えを勧め
たいわけではありません。「完全な正しさは私たちの教会にある」と信じつつも、「他の宗教や思想
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の中にも真実の断片がある」ということを尊重してほしいのです。
キリスト教というカテゴリーの中でさえ「正教が正しい、カトリックやプロテスタントは間違っている」
「いやカトリックが正しい」「プロテスタントの信仰のあり方こそ純粋だ」そんな議論が絶えません。最
近は SNS などでもこのような争いをよく見かけます。残念ながら場合によっては正教徒どうしの中
でさえ…。正教徒として正教の正しさを妥協する必要はありません。しかし正教会以外の人々が間
違っているわけでもないことを知ってほしいのです。彼らもまた神から「ロゴスの種」を植えられた
人々だからです。またいくら正教会が正しかったとしても、個々人のレベルでは未熟な正教徒より
もよっぽど正しくロゴスの種を育てている異教、他宗派の人々がいることも謙虚に受け止めなけれ
ばなりません。
私たちが正教徒として逸脱しない限り、非正教徒の人々と付き合ったり、一般的な芸術やエンタ
ーテインメントに触れたりすることは悪いことではありません。教会もそれを否定しません。その中
にも「ロゴスの種」があるからです（もちろん中には悪影響を及ぼすものもありますが）。むしろ「正
教徒である自分だけが正しいのだ」という思い込みが、視野狭窄を招き、もっと深刻な誤りに陥る
危険性を孕みます。正教の正しさを振りかざし「論破」するのが「正教の正しさ」ではないはずです。
私たちはハリストスの福音をよく学び、私たちが守るべき本当の正しさとは何なのかよく知る必要が
あります。そして同時に自分の思う「自分の正しさ」が本当に正しいのか、自分の未熟さで正しさを
何か勘違いしていないか、それをいつも省みることができる謙虚さを持たねばなりません。
そして教会の外にいる人々にも、「ロゴスの種」を植えられた人間としての敬意を持たねばならな
いのです。そうすることで私たちは教会の外にも神の真理の断片が輝き、世界を飾っていることに
気付くでしょう。世界にあふれる真理の断片、ロゴスの種に気付いたとき、私たちは神の慮り（配慮、
計画、働き）のスケールの大きさを知ります。そしてかえって私たちの教会の内に保たれているハリ
ストスの福音の深遠な素晴らしさ、真実の偉大さに触れることができるのではないでしょうか。

『星の光』
『星の光』は大正五年から、日曜学校通信用に毎月八～十頁
で発行されていました。手元には大正五年から八年までを綴
じたものがあり、今回はその中のセルギイ府主教が日曜学校
の父兄に向けたお話しを記した文を載せました。
（2 ページに
掲載）星の光の発刊について編集・発行人の澤邊悌太郎師は
「・・信仰の種を伝播し・・東京と地方の通信連絡・・」と
あり、星の光というネーミングについては「主の御心の閃光
たらんと・・」とあります。（長司祭 マルコ 小池祐幸）

問題１：クリスマス
問題 2：サンタクロース
問題 3：1 クリスマス 2 こうたんさい 3 サンタクロース 4 ニコライ
問題４：B
問題 5：①ロバ（囲から井をひくとロ、貝から目をひいて濁点をつけるとバ）
②ウシ（宝から玉をひくと宀→ウ、漁から魚をひくと氵→シ）

「謎解きクイズ」の答

謎解きクイズは裏表紙
にあるよ！答を見る前
にこのページをめくろう！

[7]

謎解きクイズ
出題：ダヴィド水口優明

問題 1

下のイラストが表す言葉は何でしょう

難易度

問題 2

下のイラストが表す言葉は何でしょう

難易度

問題 3

下のクロスワードを完成させましょう

難易度

1

2

1
2
3
4

3

問題１の答
問題１の答を正教会ではこう言う
問題 2 の答
問題２の答のモデルとなった聖人

4

問題 4

A

問題 5

「問題 3 の 4」の答の聖人のイコンは次のうちどれでしょう。
難易度

B

C

D

下のイラストが表す言葉は何でしょう（降誕したハリストスのそば
にいたとされる二種類の動物です。）
難易度

゛

①

➁
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に

