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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。 

みこころ 

だから、自分の確信を捨ててはいけません。 

この確信には大きな報いがあります。 

神の御心を行って約束されたものを受けるために

は、忍耐が必要なのです。 

                 ＜ヘブライ人のへ手紙 10章35,36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 

みこころ 

 正しいことをすれば必ず良い結果が出るのでしょうか。正しいことを

したのに、思ったとおりにならなかったことはありませんか。 

 大丈夫、元気を出してください。神の御心に適う正しいことをする人

を、神は必ず見ておられ、そのことを覚えておかれます。 

来週の白金チャペルアワー 来週の横浜チャペルアワー 

   13(月) 野田 沢(SCF学生キリスト教友愛会) 

 14(火) 井上 暁希(国際学科4年) 

  15(水) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  16(木) 渡辺 祐子(教養教育センター教授) 

  17(金) 山口 武春(ニューホープ横浜牧師) 

  

   13(月) 山口 武春(ニューホープ横浜牧師) 

 14(火) 楠原 彰子(浦賀教会牧師) 

  15(水) 朝岡 勝(東京キリスト教学園理事長) 

  16(木) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  17(金) 野田 禎(インマヌエル富士見台キリスト教会牧師) 

  

チャペルアワーの協力学生を募集しています 

明学ならではの、キリスト教活動に協力してくださ

る学生を探しています！知識も経験も要りませ

ん。興味のある方は宗教部スタッフまでお声が

けください。メール、電話などでもOKです！ 

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。 

毎週 月曜日 

17:00-17:30 

記念館1階 小チャペル 

受付の準備～片づけ    チャペルアワー司会  

キリスト教活動をサポートする 

学生チームに入るという方法も！ 

学生団体 MCM 
 (Meigaku Chapel’s Members) 

MCMインスタ   DMからメッセージください！ 



6  
(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： 

312番1,2節「いつくしみ深き」 

312番3節「いつくしみ深き」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

川崎 はるか（心理学科1年） 

7 
(火)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「愛の想像力」 

楠原 彰子（浦賀教会牧師） 

マタイによる福音書 7章7-12節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

7番 「主のみいつとみさかえとを」 

393番「かみのひかりは」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

武井 梨緒（フランス文学科2年） 

8 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「選ばれるということ」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 6章 12-16節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

66番1節「聖なる、聖なる」 

66番3節「聖なる、聖なる」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

井上 優子（芸術学科1年） 

9 
(木)

メッセージ： 
 

 

 
聖  書： 

「嵐を静めるキリスト」 

高松 牧人 （明治学院理事/ 

                                    鶴見教会牧師) 

マタイによる福音書 8章 23-27節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

司  会： 

57番2節「あらしの日波たける湖で」 

474番1節「わが身の望みは」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

丸山 智義 (グローバル法学科1年) 

10 
(金) 

  メッセージ： 
 

 

 
聖  書： 

「祈りの方向感覚 

       ―飢饉・剣・病の時代に」 

大石 周平（キリスト教学講師) 

列王記上 8章 27-30節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

301番1節「山べにむかいてわれ」 

301番4節「み神はわざわいをも」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

大野 美喜（法律学科2年） 

     

6  
(月)

    

7 
(火)

メッセージ： 
 
聖  書： 

「出会い、気づき、そして愛」 

小暮 修也（明治学院 前学院長) 

コリントの信徒への手紙一 13章 4-7,13節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

 

121番1節「馬槽のなかに」 

121番4節「この人を見よ」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

 

8 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「どこまでいってもまた一歩」 

廣瀨 真理香 （本学職員・宗教部) 

ルカによる福音書 18章 15-17節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

460番1,2節「おさなき子らよ」 

460番3,4節「わが主をしたい」 

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） 

9 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「信仰が試されるとき」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 8章 22-25節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

第二編167番1節「われをもすくいし」 

第二編167番3節「くるしみなやみも」 

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） 

10 
(金) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「神が与える豊かな平安」 

岩井 基雄 （清瀬福音自由教会牧師) 

詩編 46編 1-7節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会： 

20番1,2節「主をほめよ」 

267番1,2節「神はわがやぐら」 

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。 

「英国の聖霊の歌」 

オルガン演奏とお話： 高橋 博子（協力オルガニスト） 

聖書    ： 使徒言行録 2章 1-4節 

讃美歌  ： 第二編34番 1,4節「みたまのかよえる」  聖公会聖歌集383番 1,2,4節「来ませ、聖霊」 

曲目    ： J.プラグ「聖霊降臨のためのカテドラル前奏曲」 

         A.ローリー「来ませ、聖霊」によるコラール前奏曲 ほか 


