明学オルガニスト紹介 第２弾
2021年6月～横浜協力オルガニストとして明学に来てくださった梅干野安
未さん。横浜チャペルアワーで月＆金曜日に奏楽をしてくださっています！

明治学院大学
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Q1 オルガンを始めたきっかけは？
A1 中学の終わりころ、ピアノが弾けるならオルガ
ンも弾いてみたら？と声を掛けていただいて、
礼拝奏楽を始めました。ひとりでオーケストラ
ほやの

ガクミ

のような演奏ができ、同じ鍵盤楽器なのにピア

あみ

梅干野 安未さん

オルガン×チャペル

気軽に聴きに来てね

ノと全く違うところも魅力的です。

横浜協力オルガニスト
Q2 1ヶ月を自由に使えるとしたら？

Q3 明学生にひとこと

A2 やっぱりフランスに行きたいです。特にパリは

A3 チャペルアワーで聴こえてきた曲で、何の曲だ

6年間留学生活を送った大好きな街。毎週のよ

ろう？良い曲だな、と少しでも心に響いたも

うに聴いていたノートルダム大聖堂のオルガン

のがあったら、ぜひお気軽にお声を掛けてく

の響きも恋しいです。

ださい！

「ご自由にお入りください」かぁ

横浜チャペル

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

あ、オルガンの
音がする♪

1

明学の在籍生と、先生、職員、スタッフの

2

皆さん、どなたでもご参加いただけまーす！
←詳しくは

3

こちらから

来週の白金チャペルアワー

来週の横浜チャペルアワー

28(月) 梅津 裕美(荻窪清水教会牧師）

28(月) メディテーション(黙想)

29(火) 北川 善也(明治学院 学院牧師)

29(火) 李 省展(キリスト教学講師)

30(水) 原田 真侑(協力オルガニスト)

30(水) 北川 善也(明治学院 学院牧師)

7/1(木) 大海 龍生(明治学院理事)
2(金) 手塚 奈々子(経済学部教授)

気軽にパイプ オルガンの音 が聴け
るって、明学生の特権かも！

やば！
チャペルの中に
パイプオルガン
あったんだ～！

横浜チャペル内
パイプオルガン

♪
チャペルアワー終了後

4

7/1(木) メディテーション(黙想)
2(金) 小暮 修也(明治学院 学院長)

チャペルアワー 月～金 13:00-13:20

※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。

明治学院大学

白金（記念館2階） 03-5421-5218

shukyos@mguad.meijigakuin.ac.jp

宗教部事務室

横浜（チャペル横） 045-863-2016

shukyoy@mguad.meijigakuin.ac.jp

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。

※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。

白金
メディテーション（黙想）

21

(火)

23
(水)

24
(木)

25
(金)

奏

楽： 長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)

思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。神が、
あなたがたのことを心にかけていてくださるからです。
＜ペトロの手紙一 5章 7節＞

(月)

22

白金チャペル

21
(月)

「150年前、居留地に響いた音楽～明治学院音楽史 ①～」

音
楽
礼
拝

横浜

オルガン演奏とお話： 長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト）
聖書： ヨハネによる福音書 1章 1-5節

22
(火)

讃美歌：「エス ワレヲ アイス」

メッセージ：「聖なる、聖なる、聖なるかな！」

大石 周平（キリスト教学講師)

讃美歌： 546番「聖なるかな」
讃美歌： 542番「よをこぞりて」

聖 書：イザヤ書 6章 1-11節

奏 楽： 長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)

メッセージ：

讃美歌： 501番1節「生命のみことば」

「いのちのことば」

古川 みとエライア（本学職員・教務課)
聖 書：マタイによる福音書 7章 24-27節

メッセージ：「イエスを迎える」

北川 善也

（明治学院 学院牧師)

聖 書：ヨハネによる福音書 6章 16-21節

讃美歌： 501番3節「うれしき音ずれ」
奏 楽： 長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)

讃美歌： 292番1節「はてしも知れぬ」
讃美歌： 292番3節「さしゆくはまべ」
奏 楽： 原田 真侑 (協力オルガニスト)
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横浜チャペル

メッセージ：「霊の結ぶ実」

讃美歌： 6番1節「われら主をたたえまし」

國津 信一（キリスト教学講師）
聖 書：ガラテヤの信徒への手紙 5章22-26節

メディテーション（黙想）
思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。神が、
あなたがたのことを心にかけていてくださるからです。
＜ペトロの手紙一 5章 7節＞

メッセージ：「パン五つと魚二匹」

北川 善也

（明治学院 学院牧師)

讃美歌： 354番1節「牧主わが主よ」
奏

楽： 梅干野安未(協力オルガニスト)

讃美歌： 291番1節「主にまかせよ」
讃美歌： 291番2節「主にまかせよ」
奏 楽： 大平 健介 (横浜主任オルガニスト)

讃美歌： 270番1節「信仰こそ旅路を」
讃美歌： 270番3節「主イエスの御跡を」

(水)

聖 書：ヨハネによる福音書 6章 1-15節

奏 楽： 大平 健介 (横浜主任オルガニスト)
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メッセージ：「備えられた道」

讃美歌21： 504番1節「主よ、み手もて」

(木)

25
(金)

杉村 佐壽（明治学院理事）

讃美歌21： 504番2節「ちからたのみ」

聖 書：箴言 3章 5-6節

奏

メッセージ：

讃美歌： 312番1節「いつくしみ深き」

「敵を愛し、自分を迫害する者の
ために祈りなさい」

聖 書：豊川

慎（キリスト教学講師）

楽： 大平 健介 (横浜主任オルガニスト)

讃美歌： 312番2節「いつくしみ深き」
奏 楽： 長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)

マタイによる福音書 5章43-48節

メディテーション(黙想)の過ごし方

オンラインチャペルアワーはこちらから

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

チャペルアワーの様子を明学公式Youtubeから

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。

見ることができます！
学院牧師

