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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。 

「だから、明日のことまで思い悩むな。 

明日のことは明日自らが思い悩む。 

その日の苦労は、その日だけで十分である。」 

                     ＜マタイによる福音書 6章34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 

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 

 人生の問題をたった一日で解決することはできません。今日の一歩

を前に進めることだけを考えましょう。 

 その日の苦労は、その日だけで十分です。 

来週の白金チャペルアワー 来週の横浜チャペルアワー 

   23(月) 小暮 修也(明治学院前学院長) 

 24(火) 植木 献(教養教育センター准教授) 

  25(水) 朝岡 勝(東京キリスト教学園理事長) 

  26(木) 楠原 博行(キリスト教学講師) 

  27(金) 永井 裕久(経済学部教授) 

  

   23(月) 植木 献(教養教育センター准教授) 

 24(火) 東野 尚志(滝野川教会牧師) 

  25(水) 進藤 龍也(「罪人の友」主イエス・キリスト教会牧師) 

  26(木) 本城 仰太(中渋谷教会牧師) 

  27(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 



16  
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「私たちを用いられる神」 

長下部 穣  
（国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパン) 

マルコによる福音書 1章 16-18節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

531番「主イェスこそわが望み」 

516番「主の招く声が」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

17 
(火)

    

18 
(水) 

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」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

井上 優子（芸術学科1年） 

19 
(木)

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」 

高橋 博子（協力オルガニスト） 

丸山 智義（グローバル法学科1年） 

20 
(金) 

  メッセージ： 
 

 
聖  書： 

「人の常識を超えた神の計画」 

久保田 顕（杉田キリスト教会牧師) 

ヨハネによる福音書 9章 1-3節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

司  会： 

484番「主われを愛す」 

493番「いつくしみ深い」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

大野 美喜（法律学科2年） 

     

16  
(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 4章 18節 

讃 美 歌 ： 

讃 美 歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

390番 1,2節「やさしく友をむかえよ」 

390番 3節「よきわざはげみしきみの」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

渡辺 真香（英文学科4年） 

17 
(火)

メッセージ： 
 
聖  書： 

「死ぬほど好きです！」 

野田 沢（SCF学生キリスト教友愛会) 

ヨハネによる福音書 13章 1-15節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

291番「主にまかせよ」 

325番「主イエスを死より」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

18 
(水) 

メッセージ： 
 

 
 

聖  書： 

「『土の器』として用いられる」 

徳永 美能里 
（国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパン) 

コリントへの手紙二 4章 7節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

第二編 167番「驚くばかりの」 

285番「主よみ手もて」 

梅干野 安未（協力オルガニスト） 

櫻井 雄生（英文学科3年） 

19 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「思うは招く」 

永井 裕久 （経済学部教授) 

詩編 126編 5,6節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

332番1,2節「主はいのちを」 

332番3節「主はいのちを」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

須釜 菜央（フランス文学科3年） 

20 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「名医はここにいる」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 5章 27-32節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

90番1節「ここもかみの」 

90番2節「ここもかみの」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・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。 

「新しい歌を主に向かって歌え」 

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    ： 詩編 96編 1-4節 

讃美歌21： 478番 1、2節「どんなものでも」 

曲目    ： ヨハン・セバスティアン・バッハ 「トッカータとフーガ ニ短調」 BWV 565 他 


