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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。 

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。 

主に感謝せよ。主は慈しみ深く 

人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。 

主は渇いた魂を飽かせ 

飢えた魂を良いもので満たしてくださった。 

＜詩編 107章 8-9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 

1月の白金チャペルアワー 1月の横浜チャペルアワー 

     6(木) 池田 ゆみ子(卒業生) 

  7(金) 森 あおい(国際学部教授) 

  11(火) メディテーション(黙想) 

  12(水) 李 省展(キリスト教学講師) 

  13(木) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  

     6(木) メディテーション(黙想) 

  7(金) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  11(火) 金子 宏美(明治学院理事/同窓会事務局) 

  12(水) メディテーション(黙想) 

  13(木) メディテーション(黙想) 

  

 正しいものの見方をすれば、ひとりでに感謝が湧いてくるものです。 

 正しいものの見方とは何でしょうか。自分が持っていないものを欲し

がるのではなく、持っているものに目を留め、感謝をすることです。 

クリスマス 動画のご案内 

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 

＜1月のチャペルアワーは6日(木)からです。10日(月・祝)と14日(金)はお休みです。＞ 

今年のクリスマスツリー点灯式と、オンライン限定のクリスマス礼拝

の動画をYouTubeで公開しています。 

明治学院大学公式Youtubeチャンネルの再生リスト「キリスト教」の

カテゴリーにありますので、ぜひチェックしてみてください！ 



白金                   白金チャペル 

20 
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「クリぼっちなんて、こわくない！」 

五十嵐 成見（聖学院大学チャプレン） 

マタイによる福音書 1章18-25節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

司  会： 

奏  楽： 

280番1節「馬槽のなかに」 

280番2節「食するひまも」 

東代 のどか(教育発達学科3年) 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト) 

21 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「絵空事ではない物語」 

大塩 光（卒業生/蒲田新生教会牧師） 

ルカによる福音書 2章 1-20節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

96番1,2節「エサイの根より」 

96番3節「たえにとうとき」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト) 

22
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「新しい命を受けて」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 3章 16-21節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

107番1節「まぶねのかたえに」 

115番1節「ああベツレヘムよ」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト) 

23 
(木)

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

115番1,2節「ああベツレヘムよ」 

115番3,4節「しずかに夜露の」 

大平 健介 (横浜主任オルガニスト) 

24 
(金) 

  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」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

27 
(月) 

  讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

103番1,2節「牧人ひつじを」 

103番4節「くすしき光の」 

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。 

20  
(月)

  奏  楽： 長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

 

21 
(火)

  奏  楽： 長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

 

 

22 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「Three Trees」 

小暮 修也（明治学院学院長） 

ルカによる福音書 2章1-7節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

121番1節「馬槽のなかに」 

121番2節「食するひまも」 

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） 

23 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「Silent night, restless night」 

和田 道雄（明治学院理事） 

詩編 113編 1-9節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

114番1節「天なる神には」 

114番3節「重荷を負いつつ」 

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） 

 

24 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「新しい命を受けて」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ヨハネによる福音書 3章 16-21節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

107番1節「まぶねのかたえに」 

115番1節「ああベツレヘムよ」 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

27 
(月) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「神様のご計画」 

鈴木 瞭子 （本学職員・仏文共同研) 

箴言 16章 9節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

461番1節「主われを愛す」 

450番1節「わかき日のみちを」 

長谷川 美保（本学音楽主任・オルガニスト） 

わたしの魂は悲しんで涙を流しています。 

御言葉のとおり、わたしを立ち直らせてください。 

偽りの道をわたしから遠ざけ 

憐れんで、あなたの律法をお与えください。 

＜詩編 119編 28-29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。 

喜んで正しいことを行い 

あなたの道に従って、あなたを心に留める者を 

あなたは迎えてくださいます。 

＜イザヤ書 64章 4節＞ 

メディテーション（黙想） 

喜んで正しいことを行い 

あなたの道に従って、あなたを心に留める者を 

あなたは迎えてくださいます。 

＜イザヤ書 64章 4節＞ 

メディテーション（黙想） 

「目が見もせず、耳が聞きもせず、 

人の心に思い浮かびもしなかったことを、 

神は御自分を愛する者たちに準備された」 

＜コリントの信徒への手紙一 2章 9節＞ 

メディテーション（黙想） 

わたしの魂は悲しんで涙を流しています。 

御言葉のとおり、わたしを立ち直らせてください。 

偽りの道をわたしから遠ざけ 

憐れんで、あなたの律法をお与えください。 

＜詩編 119編 28-29節＞ 

メディテーション（黙想） 


