チャペルアワーの過ごし方
通常プログラム
音楽礼拝

司会者(またはメッセージ担当者)が進行します。よく分からないことが

メディテーション

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

明治学院大学
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招 き
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2021

あっても、気にせずゆったりとチャペルでの時間を過ごしてみてください。

由に静まる時間をお過ごしください。祈る、自分自身を見つめ
る、頭をからっぽにする、聖書のことばを繰り返し思い巡らす・・・
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。

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。

クリスマス礼拝のご案内

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。

■横浜

■白金

クリスマス礼拝

クリスマス礼拝

12月16日(木)

12月17日(金)

16:20-17:20

18:05-19:05

チャペル(横浜)

チャペル(白金)

＜テサロニケの信徒への手紙一 5章 16-18節＞
神が「祈りなさい」と言われるとき、神は本気です。聖書にいちばんよ

く出てくる命令は、「隣人を愛しなさい」でも「教会に行きなさい」でも
「福音を伝えなさい」でもありません。「祈りなさい」です。ほかの何より

※事前予約制です。定員に達した時点で締め切ります。QRコードよりお申込みください。

来週の白金チャペルアワー
6(月) 野田
7(火) 徐

禎(インマヌエル富士見台教会牧師)
正敏(教養教育センター教授)

来週の横浜チャペルアワー

マックス・ルケード
「ひと時の黙想 主とともに歩む365日」
(日本聖書協会)より

6(月) 田村 毅朗(東村山教会牧師)
7(火) メディテーション(黙想)

8(水) BROWNE Charles(文学部教授)

8(水) 北川 善也(明治学院学院牧師)

9(木) メディテーション(黙想)

9(木) 永野 茂洋(副学長/教養教育センター教授)

10(金) 北川 善也(明治学院学院牧師)

も、神は私たちが祈ることを求めておられます。

10(金) 渡辺 祐子(教養教育センター教授)

白金・横浜のチャペル内は現在クリスマス装飾がなされています。気軽に足を運んでみてください。

明治学院大学

白金（記念館2階） 03-5421-5218

shukyos@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。

宗教部事務室

横浜（チャペル横） 045-863-2016

shukyoy@mguad.meijigakuin.ac.jp

途中入退場も可能です。周囲に配慮し静かにお願いします。

白金
メディテーション（黙想）

29
(月)

30
(火)

12/

1

(水)

(木)

3

(金)

奏

メッセージ：「あなたに出会うために」

後藤 正樹（麻布霞町教会牧師)

楽 ： 塚本 隆太郎（政治学科3年）
長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト）

主よ、呼び求めるわたしの声を聞き
憐れんで、わたしに答えてください。
心よ、主はお前に言われる
「わたしの顔を尋ね求めよ」と。
＜詩編 27編 7-8節＞

29
(月)

讃 美 歌 ： 312番1節「いつくしみ深き」
讃 美 歌 ： 312番2節「いつくしみ深き」

聖 書：ルカによる福音書 19章1-10節

奏

メッセージ：「神の思いは、多様な個性を

讃 美 歌 ： 115番1節「ああベツレヘムよ」

楽： 原田 真侑（協力オルガニスト）

永嶺 雄三

（明治学院監事)

奏

奏

北川 善也

（明治学院学院牧師)

聖 書：ヨハネによる福音書 16章 20-24節

12/

1

奏

北川 善也

楽： 藤井 杏夏（芸術学科4年）
長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト）

3

(金)

会： 東代 のどか(教育発達学科3年)

奏

楽： 梅干野 安未 (横浜オルガニスト)

讃美歌： 352番3節「われらをあらたに」
奏

楽： 大平 健介（横浜主任オルガニスト）

讃美歌： 94番1節「久しく待ちにし」
讃美歌： 95番1節「わが心は あまつ神を」

（明治学院学院牧師)

奏

聖 書：ヨハネによる福音書 16章 20-24節

音
楽
礼
拝

司

讃美歌： 352番1,2節「あめなるよろこび」

主よ、呼び求めるわたしの声を聞き
憐れんで、わたしに答えてください。
心よ、主はお前に言われる
「わたしの顔を尋ね求めよ」と。
＜詩編 27編 7-8節＞

メッセージ：「心からの喜び」

(木)

讃 美 歌 ： 95番1節「わが心は あまつ神を」

讃美歌21：156番1節「目を上げ、わたしは見る」

聖 書：イザヤ書 40章27-31節

(火)

2

讃 美 歌 ： 94番1節「久しく待ちにし」

讃美歌21：14番1節「たたえよ、王なるわれらの神よ」

八木 隆之（キリスト教学講師）

楽： 長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト）

主は高くいましても低くされている者を見ておられます。
遠くにいましても傲慢な者を知っておられます。
わたしが苦難の中を歩いているときにも
敵の怒りに遭っているときにも
わたしに命を得させてください。
御手を遣わし、右の御手でお救いください。
<詩編138編 6-7節>

メッセージ：「心からの喜び」

メッセージ：「鷹のように飛ぼう」

30

楽： 鴨川 怜衣子(社会福祉学科２年)
長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト）

聖 書：コリントの信徒へ手紙一 12章 18-22節

横浜チャペル

メディテーション（黙想）

育む事にある？」 讃 美 歌 ： 541番「父、み子、みたまの」

メディテーション（黙想）

2

横浜

白金チャペル

楽： 大平 健介（横浜主任オルガニスト）

「アドヴェント～教会暦のはじまりに」
オルガン演奏とお話： 大平 健介（横浜主任オルガニスト）
聖書 ： ゼカリヤ書 9章 9節
讃美歌： 第二編 96番 1節「いまこそ来ませ」
曲目 ： J.S. バッハ: いざ来ませ、異邦人の救い主よ BWV 659 他

メッセージ：「役にたたない学び」

讃美歌21： 493番1節「いつくしみ深い」

篠崎 美生子（教養教育センター教授)
聖 書：ヨハネによる福音書 4章 7-15節

讃美歌21： 88番「心に愛を」
司

会： 田制 美晴(英文学科2年)

奏

楽： 梅干野 安未 (横浜オルガニスト)

※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。
※礼拝中チャペル内での撮影、録音はご遠慮ください。

