
 

 

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1440号 

6. 7-11 

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！ 

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 

※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。 

  14(月) メディテーション(黙想) 

  15(火) 玉井 千尋(ホサナホーム施設長) 

  16(水) 北川 善也(明治学院 学院牧師) 

  17(木) 大海 龍生(明治学院理事) 

  18(金) メディテーション(黙想) 

  

  14(月) 守川 初穂(本学職員・教務課） 

  15(火) 今村 正夫(非常勤講師) 

  16(水) メディテーション（黙想） 

  17(木) 杉村 佐壽(明治学院理事) 

  18(金) 北川 善也(明治学院 学院牧師) 

  

オンライン 

チャペルアワー 

は、こちらから     学院牧師 

水が顔を映すように、 

心は人を映す。 

＜箴言  27章19節＞ 

顔を洗うときなどに、洗面器の水に映る顔を見ながらこのみこ

とばを思い出しましょう。水に映るのは自分の顔です。それと

同じように、ことばや態度に表れてくるのは、その人の心にあ

るものの反映なのだというわけです。ですから、どんな心を

もっているかということが大切なのです。 

野田秀「Blessings from God-詩篇と箴言の恵み」(いのちのことば社)より 

■ 横浜チャペル クリスマスデコレーションデザイン案募集 

横浜チャペル内クリスマス装飾品の総入れ替えに合わせての募集です。 

あなたのデザインが横浜キャンパスのクリスマスを飾るかも・・・？！ 

明学の在籍生と、先生、

職員、スタッフの皆さ

ん、どなたでもご参加

いただけまーす！ 

応募期間 

5/27(木)～

6/25(金) 

詳しくはこちらから 



 

 

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 

7 
(月)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

352番1節「あめなるよろこび」 

352番3節「われらをあらたに」 

 梅干野安未(協力オルガニスト)  

8 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「アブラハムの召命と移住」 

今村 正夫 （非常勤講師) 

創世記 12章1-9節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

28番1節「わが霊、たたえよ」 

270番1節「信仰こそ旅路を」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

9 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「その水をください」 

北川 善也 （明治学院 学院牧師) 

ヨハネによる福音書 4章 7-15節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

217番1節「あまつましみず」 

217番2節「あまつましみず」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

10 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「空の鳥、野の花のように」 

岡田 仁（非常勤講師） 

マタイによる福音書 6章26-31節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

90番1節「ここもかみの」 

291番1節「主にまかせよ」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

11 
(金) 

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

166番1節「イエス君は」 

166番4節「イエス君は」 

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。 

7 
(月)

 

メッセージ： 

 

 
聖 書 ： 

「神様の思いは私達の思いと 

時として違うことがある・・・らしい」 

小杉 義信 （本学職員・歴史資料館) 

讃美歌： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

285番1節「主よ、み手もて」 

575番2節「沈黙はやがて」 

渡辺 真香(英文学科3年) 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

8 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「安心しなさい」 

堀川 樹 （亀戸教会牧師) 

マルコによる福音書 6章45-52節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

504番1節「主よ、み手もて」 

504番2節「ちからたのみ」 

清水 七星(法律学科4年) 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

9 
(水) 

 

メッセージ： 
 
 

聖  書： 

「Training: The key to a 

 healthy body and heart」 

BROWNE Charles （文学部教授) 

エフェソの信徒への手紙 4章31-32節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

How Great Thou Art 

How Great Thou Art 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

10 
(木)

 
 

 奏  楽： 原田 真侑 (協力オルガニスト)  

11 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「その水をください」 

北川 善也 （明治学院 学院牧師) 

ヨハネによる福音書 4章 7-15節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

217番1節「あまつましみず」 

217番2節「あまつましみず」 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

     

メディテーション（黙想） 

神に従う人のためには光を 

心のまっすぐな人のためには喜びを 

種蒔いてくださる。  

            ＜詩編 97編 11節＞ 

メディテーション（黙想） 

常に主を覚えてあなたの道を歩け。 

そうすれば 

主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。                   

             ＜箴言 3章6節＞ 

メディテーション（黙想） 

神に従う人のためには光を 

心のまっすぐな人のためには喜びを 

種蒔いてくださる。  

            ＜詩編 97編 11節＞ 


