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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。 

「わが民は平和の住みか、安らかな宿 

憂いなき休息の場所に住まう。 

                        ＜イザヤ書 32章18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 

しゅ 

 あなたは心配することがありますか。誰でも不安になることはありま

すが、主イエスは繰り返し「心配してはなりません」と私たちに命令なさ

いました。何かについて心配し過ぎると、私たちがそれに打ち勝つので

はなく、逆にその問題に打ち負かされてしまいます。 

 忘れないでいましょう。神の民は、心配の要らない安らぎの場に住ん

でいるということを。 

来週の白金チャペルアワー 来週の横浜チャペルアワー 

   16(月) 長下部 穣(ワールド・ビジョン・ジャパン) 

 17(火) 大平 健介(横浜主任オルガニスト) 

  18(水) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  19(木) 藤掛 順一(横浜指路教会牧師) 

  20(金) 久保田 顕(杉田キリスト教会牧師) 

  

   16(月) 玉井 チャーリー千尋(ホサナホーム施設長) 

 17(火) 野田 沢(SCF学生キリスト教友愛会) 

  18(水) 徳永 美能里(ワールド・ビジョン・ジャパン) 

  19(木) 永井 裕久(経済学部教授) 

  20(金) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  

当日はキッチンカー 

「SLOW LIFE COFFEE」

さん隣接！コーヒー片手に

立ち寄ってみてください。 

Vesper ～ヴェスパー～[白金] 

フランス生まれのVesperは、ろう

そくの灯を見つめながら黙想する

ひととき。歌と祈りと聖書の言葉

で、一日をリセットしませんか。 

5/16～ 毎週 月曜日 

17:00-17:30 

記念館1階 小チャペル 

キリスト教書・グッズ専門店POP-UP STORE[横浜] 

キリスト教の専門店が明学にやって来る！

聖書や詩集、絵本、雑貨、小物など・・・ 

見るだけでも楽しいですよ！ 

5/24(火) 11:30-15:30 

横浜チャペル エントランス 

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 



9  
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「主にまかせよ」 

田村 毅朗 （東村山教会牧師) 

ペトロの手紙一 5章 7節 

讃 美 歌 ： 

讃 美 歌 ： 

奏  楽： 

291番「主にまかせよ、汝が身を」 

298番「やすかれ、わがこころよ」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

 

10 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「赦すということ」 

東野 尚志（滝野川教会牧師） 

マタイによる福音書 18章21-22節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

312番1節「いつくしみ深き」 

352番1節「あめなるよろこび」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

渋谷 紘夢（国際学科3年） 

11 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「前代未聞の大漁」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 5章 1-11節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

285番1節「主よ、み手もて」 

285番2節「ちからたのみ」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

井上 優子（芸術学科1年） 

12 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「神を信じて歩もう」 

寺田 信一 （横須賀小川町教会牧師) 

コリントの信徒への手紙二 5章 1-10節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

546番「聖なるかな」 

270番「信仰こそ旅路を」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

丸山 智義（グローバル法学科1年） 

13 
(金) 

  メッセージ： 

 
聖  書： 

「神様からのラブレター」 

山中 臨在 （品川バプテスト教会牧師) 

ヨハネの手紙一 4章 9,10節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

司  会： 

351番「聖なる 聖なる」 

484番「主われを愛す」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

武井 梨緒（フランス文学科2年） 

     

9  
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「神様からのラブレター」 

山中 臨在 （品川バプテスト教会牧師) 

ヨハネの手紙一 4章 9,10節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

司  会： 

351番「聖なる 聖なる」 

484番「主われを愛す」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

田制 美晴（英文学科3年） 

10 
(火)

メッセージ： 
 
聖  書： 

「私たちのための神の計画」 

後藤 正樹（麻布霞町教会牧師) 

エレミヤ書 29章 11節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

312番2節「いつくしみ深き」 

461番2節「わが罪のため」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

八橋 英理子（心理学科3年） 

11 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「求める者は受ける」 

藤掛 順一 （横浜指路教会牧師) 

マタイによる福音書 7章 7-12節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

司  会： 

451番「くすしきみ恵み」 

470番「やさしい目が」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

櫻井 雄生（英文学科3年） 

12 
(木)

メッセージ： 
 

 

 
聖  書： 

「その一瞬に生きる」 

小滝 秀明 
  （明治学院理事・経済学部特命教授) 

ルカによる福音書 16章 10節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

234A番1,2節「昔主イエスの」 

234A番3,4節「時代の風は」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

植松 真琴（英文学科3年） 

13 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「最高のチームワーク」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 5章 17-26節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

286番1節「かみはわがちから」 

286番4節「みことばのみずは」 

原田 真侑（協力オルガニスト） 

東代 のどか（教育発達学科4年） 

     

白金                   白金チャペル 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。 

※礼拝中チャペル内での撮影、録音はご遠慮ください。 


