
 

 

zoomだから 

授業の合間に 

参加しようかな 

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。 
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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！ 

アルファユースオンライン 9月スタート 
全13回！ 

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。 

  19(月) 大塩 光 (卒業生/蒲田新生教会牧師) 

  20(火) マルセまゆみ (主イエスの恵み教会牧師) 

  21(水) 北川 善也 (明治学院学院牧師) 

  

  

  

  19(月) メディテーション（黙想） 

  20(火) 東野 ひかり(滝野川教会牧師) 

  21(水) 植木 献（教養教育センター准教授） 

  

  

  

秋学期のチャペルアワーは9月20日(月・祝日授業日)からです。良い夏休みを！ 

アルファユース オンラインはロンドン発

の、キリスト教を分かりやすく紹介するプ

ログラムです。いろいろな人とつながり

自由に意見を言ったり質問をすることが

できます。 

詳しくはポートヘボン、ポスター、フライヤー(チャペルアワーの受付で配布)をご覧ください！ しゅ めぐ ふか 

いつく 

ゆる 

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＞ 

「いつくしみ深き友なるイエスは」で始まる、あの有名な賛美歌

を思い出します。今にも折れそうになっている草花を見て、

そっと手をのばして支えてやりたくなるとしたら、それがいつく

しみというものです。生きることに疲れ、重荷に悩む人に、主

は、今日もいつくしみ深いのです。 

野田秀「Blessings from God-詩篇と箴言の恵み」 

(いのちのことば社)より 



 

 

白金                   白金チャペル 

12 
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「バベルの塔とバラバラ言葉」 

大石 周平（キリスト教学講師） 

創世記 11章 1-9節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

191番1節「いともとうとき」 

191番2節「四方のくにより」 

 長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト) 

13 
(火)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

30番1節「あさかぜしずかにふきて」 

30番3節「かがやくとこ世のあした」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

14 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「あなたを罪に定めない」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 8章 1-11節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

259番1節「天なる主イエスの」 

259番2節「恵みに背ける」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

15 
(木)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

243番1節「ああ主のひとみ」 

243番4節「きのうもきょうも」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト)  

16 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「ひつじ部」 

三浦 誉名子（本学職員・宗教部) 

ルカによる福音書 15章 3-7節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

第二編191番1節「主のまことはくしきかな」 

第二編191番3節「罪びとらをあわれみて」 

梅干野安未 (横浜協力オルガニスト) 

     
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。 

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。 

12 
(月)

メッセージ： 
 

 

 

聖  書： 

「存在しているの、見えてますか？」 

玉井 チャーリー千尋 
（ホサナホーム施設長) 

コリントの信徒への手紙二 12章 9節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

9番1節「ちからの主を」 

9番1節「ちからの主を」 

堀切 麻里子 (協力オルガニスト)  

13 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「信仰による出発」 

楠原 博行 （キリスト教学講師) 

出エジプト記 12章 37-42節 

讃 美 歌 ： 

讃 美 歌 ： 

奏  楽： 

第二編 41番「主はわがかいぬし」 

第二編 143番1節「いざゆけ、野山に」 

行田 海斗 (グローバル法学科4年) 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

14 
(水) 

メッセージ： 
 
 
聖  書： 

「捨てる神あれば拾う神あり？ 

～就活で苦戦しているアナタへ」 

霜山 雅也（本学職員・宗教部) 

詩編 37編 23-24節 

讃美歌： 

 

讃美歌： 

奏  楽： 

教会福音讃美歌40番1節 

「父の神の真実は」 

494番1節「わが行くみち」 

松崎 朱莉 (消費情報環境法学科4年)  

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

15 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「みちびき？？？」 

竹本 幸子（卒業生/臨床心理士) 

詩編 139編 1-6節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

166番「主は、わたしを究め」 

451番1節「くすしきみ恵み」 

成勢 留偉（芸術学科4年） 

長谷川 美保 (本学音楽主任・オルガニスト)  

16 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「真理はあなたがたを自由にする」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 8章 31-38節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

第二編 1番1節「こころを高くあげよう」 

第二編 1番2節「霧のようなうれいも」 

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） 

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことに

も感謝しなさい。これこそ、キリスト・イエスにおいて、神

があなたがたに望んでおられることです。 

 ＜テサロニケの信徒への手紙一 5章16-18節＞ 

メディテーション（黙想） 

あなたの重荷を主にゆだねよ 

主はあなたを支えてくださる。 

主は従う者を支え 

とこしえに動揺しないように計らってくださる。 

         ＜詩編 55編23節＞ 

学院牧師 

オンラインチャペルアワーはこちらから 

チャペルアワーの様子を明学公式Youtubeから 

見ることができます！ 


