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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。 

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。 

わたしは、とこしえの愛をもってあなたを愛し 

変わることなく慈しみを注ぐ。 

＜エレミヤ書 31章 3節＞ 

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 

来週の白金チャペルアワー 来週の横浜チャペルアワー 

   13(月) 山﨑 雅男（理事長) 

 14(火) 小暮 修也(学院長） 

  15(水) メディテーション（黙想） 

  16(木)        北川 善也(明治学院学院牧師) 

 *お昼のチャペルアワーはありません 

  17(金) 関野 和寛(東京ルーテル教会) 

   13(月) メディテーション(黙想) 

 14(火) 大塩 光(蒲田新生教会牧師) 

  15(水) メディテーション(黙想) 

  16(木) 飯田 浩司（経済学部教授） 

  17(金)        坂口 緑(宗教部長) 

 *お昼のチャペルアワーはありません 

 あなたが何をしようと、どこまで落ちようと、どれほど醜くな

ろうと、神には関係ありません。神の愛は、どこまでも深く、絶

えることも消えることもない愛です。 

 惜しみない神の愛から、あなたは離れることはできません。

そう、絶対に。 

クリスマス礼拝のご案内 

■白金  

クリスマス礼拝 

12月17日(金) 

18:05-19:05 

チャペル(白金) 

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 

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

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。 

 

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。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。 

通常プログラム 
音楽礼拝 
 
 
メディテーション 

チャペルアワーの過ごし方 

■横浜 

クリスマス礼拝 

12月16日(木) 

16:20-17:20 

チャペル(横浜) 

※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。 

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。 

クリスマス礼拝 

クリスマス礼拝    



白金                   白金チャペル 

6 
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「主の御旨のみが実現する」 

田村 毅朗（東村山教会牧師） 

箴言 19章21節 

讃 美 歌 ： 

讃 美 歌 ： 

司  会： 

奏  楽： 

285番1節「主よ、み手もて」 

290番1節「よろずを治らす」 

東代 のどか(教育発達学科3年) 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

7 
(火)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

97番1,2節「朝日は昇りて」 

97番3節「救いを賜う主」 

高橋 博子（協力オルガニスト） 

8 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「勇気を出しなさい」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 16章 25-33節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

164番1節「バビロンの流れの」 

164番4節「岸辺の柳に」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

9 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「ほかの方を待たなければなりませんか」 

永野 茂洋 （副学長) 

ルカによる福音書 7章 18-23節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

231番1,2節「久しく待ちにし」 

231番3,4節「やみの夜をてらす」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

10 
(金) 

  メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「クリスマス、楽しみですか？」 

渡辺 祐子（教養教育センター教授) 

レビ記 19章 33,34節 

讃美歌： 

讃美歌： 

司  会： 

奏  楽： 

107番1節「まぶねのかたえに」 

107番３節「きらめくあかぼし」 

田制 美晴(英文学科2年) 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

     

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。 

6  
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「君は愛されるために生まれた」 

野田 禎（インマヌエル富士見台教会牧師） 

ヨハネによる福音書 3章16節 

讃美歌： 

讃美歌： 

 

奏  楽： 

111番1節「神の御子は今宵しも」 

教会福音讃美歌382番 

「God Bless you 」 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

7 
(火)

メッセージ： 
 
聖  書： 

「イエスとペテロ」 

徐 正敏（教養教育センター教授) 

マタイによる福音書 26章74,75節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

245番1節「おもいいずるも」 

266番1節「この世はわれに」 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

8 
(水) 

メッセージ： 
 

 
聖  書： 

「Living to Please Others 

               is not Enough...」 

Charies BROWNE  (文学部教授) 

ガラテヤの信徒への手紙一 1章 1０節 

讃美歌： 

 

奏  楽： 

What a Friend We Have in Jesus 

 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

9 
(木)

  奏  楽： 長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

 

10 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「勇気を出しなさい」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 16章 25-33節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

164番1節「バビロンの流れの」 

164番4節「岸辺の柳に」 

那須 聡子(文学研究科芸術学音楽学 

博士後期課程2年） 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

     

主はわたしの支えとなり 

わたしを広い所に導き出し、助けとなり 

喜び迎えてくださる。 

＜詩編 18編 19,20節＞ 

メディテーション（黙想） 

※礼拝中チャペル内での撮影、録音はご遠慮ください。 

メディテーション（黙想） 

主はわたしの支えとなり 

わたしを広い所に導き出し、助けとなり 

喜び迎えてくださる。 

＜詩編 18編 19,20節＞ 


