
 

 

こちらから過去の 

動画もご覧いただけ 

ます！ 

チャペルアワーはどなたでもご自由にご参加いただけます。マスクの着用をお願いします。 

招  き 
明治学院大学  チャペル週報 

第1439号 

5. 31-6. 4 

2021 

明治学院大学 

宗教部事務室 

白金（記念館2階） 03-5421-5218   shukyos@mguad.meijigakuin.ac.jp 

横浜（チャペル横） 045-863-2016   shukyoy@mguad.meijigakuin.ac.jp 

MCM メンバー募集！ 

MCM(Meijigakuin  Chapel’s 

Members)は、お昼休みのチャ

ペルアワー (大学礼拝 )のサ

ポートや、クリスマス行事を企

画・運営をする学生チームで

す！参加の希望や、 

「ちょっと質問」はMCMまで。 

Instagram 
mcm_mgu 

インスタのDMから気軽に 
お問い合わせください！ 

オンラインチャペルアワー 

来週の白金チャペルアワー 来週の横浜チャペルアワー 

ともしび しゅ 

主よ、あなたは私の灯を輝かし 

神よ、あなたはわたしの闇を照らしてくださる。 

詩編 18編29節 

電気のない時代にともしびが消えてしまうことの不安は、非常に

大きいものでした。火種そのものが簡単に手に入らなかったから

です。そんな生活の中では、消えたともしびに火がともることは、

大きな喜びだったことでしょう。同じように、主は私たちのともし

び、光なのです。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、予定が変更になる場合があります。 

   7(月) メディテーション(黙想) 

   8(火) 今村 正夫(非常勤講師) 

   9(水) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  10(木) 岡田 仁(非常勤講師) 

  11(金) メディテーション(黙想) 

  

   7(月) 小杉義信(本学職員・歴史資料館) 

   8(火) 堀川 樹(亀戸教会牧師) 

   9(水) BROWNE Charles(文学部教授) 

  10(木) メディテーション(黙想) 

  11(金) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  

野田秀「Blessing from God 詩篇と箴言の恵み」 

（いのちのことば社）より 

今週の北川牧師のメッセージ動画

を、明学公式Youtubeにアップする

予定です！準備ができ次第公開す

るので、チェックしていてくだいね。 

オンライン 

チャペルアワー 

は、こちらから         学院牧師 



 

 

メディテーション(黙想)の過ごし方 

特別なスタイルはありません。呼吸を整えリラックスして座り、自由に静まる時間を 

お過ごしください。寝てしまっても構いません。心を休める時を持ちましょう。 

白金                   白金チャペル 

31 
(月)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

262番1節「十字架のもとぞ」 

262番3節「十字架のかげに」 

高橋 博子 (協力オルガニスト)  

1 
(火)

メッセージ： 
 

 

 
聖  書： 

「世界の『最も小さい者たち』」 

長下部 穣 （特定非営利活動法人 

           ワールド・ビジョン・ジャパン) 

マタイによる福音書 25章 40節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

499番1節「平和の道具と」 

499番1節「平和の道具と」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

2 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「喜びで満たされる」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 3章 22-30節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

130番1節「よろこべや、たたえよや」 

130番2節「さちあれや、主の民に」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

3 
(木)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

316番1節「主よ、こころみうくるおり」 

316番3節「わずらわしき世のわざに」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

4 
(金) 

メッセージ： 
 
聖  書： 

「あなたの名前の由来は？」 

永嶺 雄三 （明治学院監事) 

出エジプト記 3章13-14節、20章7節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

355番1節「主を仰ぎ見れば」 

355番4節「つゆだに功の」 

梅干野安未 (協力オルガニスト) 

     

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、 

予定が変更になる場合があります。 

横浜                      横浜チャペル 

※聖書、讃美歌、主の祈りは、当日配布するプリントをご覧ください 

※現在、感染症拡大対策のために、讃美歌・主の祈りは発声なしとしております。 

31 
(月)

    

1 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「欺かない希望」 

増田 将平 （青山教会牧師) 

ローマの信徒への手紙 5章3-5節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

298番1節「やすかれ、わがこころよ」 

291番1節「主にまかせよ」 

高橋 博子 (協力オルガニスト)  

2 
(水) 

メッセージ： 
 
聖  書： 

「あなたの名前の由来は？」 

永嶺 雄三 （明治学院監事) 

出エジプト記 3章13-14節、20章7節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

355番1節「主を仰ぎ見れば」 

355番4節「つゆだに功の」 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

3 
(木)

メッセージ： 
 
聖  書： 

「平和、平和とは聞くけれど」 

齋藤 篤 （深沢教会牧師) 

テサロニケの信徒への手紙二 3章16節 

讃美歌： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

520番1節「しずけき河のきしべを」 

371番1節「このこどもたちが」 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

4 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「喜びで満たされる」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 3章 22-30節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

130番1節「よろこべや、たたえよや」 

130番2節「さちあれや、主の民に」 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

     

「ペンテコステの賛歌『Veni Creator』とニコラ・ド・グリニー」 

オルガン演奏とお話： 堀切 麻里子（協力オルガニスト） 

聖書    ： イザヤ書 32章 15-17節 

讃美歌  ：讃美歌21 339番「来たれ聖霊よ」 

曲目    ：「テノールに定旋律を置くプラン・ジュ」 

           「5声のフーガ」他 

音
楽
礼
拝 

メディテーション（黙想） 

主よ、あなたは恵み深く、お赦しになる方。 

あなたを呼ぶ者に 

豊かな慈しみをお与えになります。 

       ＜詩編 86編 5節＞ 

メディテーション（黙想） 

水が顔を映すように、心は人を映す。 

         ＜箴言 27章19節＞ 


