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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。 

あなたは、わたしの内臓を造り 

母の胎内にわたしを組み立ててくださった。 

わたしはあなたに感謝をささげる。 

わたしは恐ろしい力によって 

驚くべきものに造り上げられている。 

                       ＜詩編 139編 13-14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 

 朝起きて鏡を見れば、そこには神が詠まれた詩が映っています。不出

来な詩だと思うかもしれません。しかし、神は期せずしてあなたを編み

上げたのではありません。偶然でも気まぐれでもありません。 

 全地にあまねく存在する全知全能の神が、人

を造ろうと注ぎ込んだ創造的なエネルギー。

その結果が、あなたという存在なのです。 

来週の白金チャペルアワー 来週の横浜チャペルアワー 

   20(月) 鵜殿 博喜(明治学院 学院長) 

 21(火) 五十嵐 弘志(NPO法人マザーハウス理事長) 

  22(水) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  23(木) 原 浩一郎(山の上教会グレイスチャペル牧師) 

  24(金) 杉村 佐壽(明治学院理事) 

  

   20(月) 田村 毅朗(東村山教会牧師) 

 21(火) 坂口 緑(社会学部教授) 

  22(水) 五十嵐 弘志(NPO法人マザーハウス理事長) 

  23(木) 篠崎 美生子(教養教育センター教授) 

  24(金) 北川 善也(明治学院学院牧師) 

  

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 

キリスト教活動をサポートする 
学生チームも白横で募集中！ 

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月のチャペコン(チャペル懇親会)[横浜] 

6月22日(火) 15:15-16:15 

「学院牧師と話してみよう！」 

横浜チャペル横 集会室 

キリスト教を中心とした交流会。明学生なら誰で

も歓迎！ゆる～い会なので授業の合間に・バイト

の前に、気軽に参加してみてください。 



13  
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「やさしいアツさ。」 

野田 沢 （SCF 学生キリスト教友愛会) 

使徒言行録 2章 43-47節 

讃美歌21： 

讃美歌21： 

奏  楽： 

司  会： 

18番「『心を高くあげよ！』」 

449番「千歳の岩よ」 

梅干野 安未 (横浜オルガニスト) 

川崎 はるか（心理学科1年） 

14 
(火)

メッセージ： 
 

 

 
聖  書： 

「クリスチャンって楽しすぎる！」 

井上 暁希（国際学科4年/ 

               ヘボン聖書研究会） 

ヨハネの福音書 1章1-2節、8章31-32節 

                   (新改訳2017) 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

312番1節「いつくしみ深き」 

312番2-3節「いつくしみ深き」 

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） 

15 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「もう泣かなくともよい」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 7章 11-17節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

 

494番1節「わが行くみち」 

494番3節「あらうみをも」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

 

16 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「鋤と鎌と平和」 

渡辺 祐子 （教養教育センター教授) 

イザヤ書 2章 1-4節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

司  会： 

420番1-3節「世界のおさなる」 

420番4-5節「はたらきびとらも」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

宮﨑 雅空（グローバル法学科1年） 

17 
(金) 

  メッセージ： 

 
聖  書： 

「三つの恵み」 

山口 武春（ニューホープ横浜牧師) 

詩篇 8篇 1-9節 (新改訳2017) 

新聖歌： 

新聖歌： 

奏  楽： 

司  会： 

233番1-2節「驚くばかりの」 

233番3-4「危険をもわなをも」 

大平 健介（横浜主任オルガニスト） 

大野 美喜（法律学科2年） 

     

13  
(月)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「三つの恵み」 

山口 武春（ニューホープ横浜牧師) 

詩篇 8篇 1-9節 (新改訳2017) 

新 聖 歌 ： 

新 聖 歌 ： 

奏  楽： 

司  会 ： 

233番1,2節「驚くばかりの」 

233番3,4節「危険をもわなをも」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

丸山 そのみ（英文学科4年） 

14 
(火)

メッセージ： 
 
聖  書： 

「命を支えるもの」 

楠原 彰子（浦賀教会牧師) 

ルカによる福音書 4章 1-4節 

讃美歌： 

讃美歌： 

奏  楽： 

 

司  会 ： 

187番「主よ、いのちの」 

284番「主のとうときみことばは」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

鈴木 詩織（芸術学科3年） 

八橋 英理子（心理学科3年） 

15 
(水) 

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「あなたをひとりにはしない」 

朝岡 勝 （東京キリスト教学園理事長) 

ヨハネによる福音書 14章 18節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会 ： 

182番1節「来ませ、みたまよ」 

182番2節「なぐさめぬしよ」 

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） 

16 
(木)

メッセージ： 
 

 

聖  書： 

「悲しみのどん底から」 

北川 善也 （明治学院学院牧師) 

ルカによる福音書 8章 49-56節 

讃 美歌 ： 

讃 美歌 ： 

奏  楽： 

司  会 ： 

461番1節「主われを愛す」 

461番4節「わが君イエスよ」 

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） 

17 
(金) 

メッセージ： 
 

 
 

聖  書： 

「平和を実現する人々は幸い」 

野田 禎 
  （インマヌエル富士見台キリスト教会牧師) 

マタイによる福音書 5章 9節 

ｲﾝﾏﾇｴﾙ讃美歌： 

教会福音讃美歌： 

奏  楽： 

司  会 ： 

142番1,2節「救い主にましませど」 

485番「あなたの平和の」 

長谷川 美保（学院音楽主任者・オルガニスト） 

薬師寺 柚妃（教育発達学科3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。 


