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２００５.１１.２１～１１.２５No.２１

涙と共に種を蒔く人は

喜びの歌と共に刈り入れる。

種の袋を背負い、泣きながら出て行った人は

束ねた穂を背負い

喜びの歌をうたいながら帰ってくる。

（詩編　１２６：５-６）



☆チャペル・スケジュール☆

時間　１０：３５～１１：０５　　場所　各学部チャペル

◇ランバス早天祈祷会　毎金曜日　午前8：20～8：40　於：ランバス記念礼拝堂（上ヶ原）

　　１１月２５日（金）アドベントを迎えるにあたって（11/27～12/24）　　辻　　　学

◇総合政策学部早天祈祷会　毎木曜日　午前８：４０～　　　　　　  於　宗教主事室
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吉　田　雅　人 （ウィリアムス神学館）

学生会宗教総部によるチャペル

人間を考える ⑫（最終回）増永俊一（経済学部教授）

田　淵　　　結 （宗教総主事）

上　村　知　子 （Ｍ２）

田　淵　　　結 （宗教主事）

音楽チャペル　Power Of Voice（ゴスペルクワイア）

経済と倫理 ③藤井和夫（経済学部教授）

辻　　　　　学 （宗教主事）

理工＆総政　ハンドベルクワイヤー演奏

ゴスペルクワイア

音楽チャペル　関西学院バロックアンサンブル

舟　木　　　譲 （宗教主事）

English Chapel  Richard Stinson（宣教師）

アメリカ海外授業とアメリカの教会（総政３年生・今泉ゼミ）

　　アドベントチャペル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於、中央講堂

クリスマスのための賛美歌を学ぶ礼拝

11月21日（月）

11月22日（火）

11月24日（木）

11月25日（金）
西宮上ヶ原キャンパス学部合同チャペル



 Thanksgiving Day has a long history in America. By the time the 

first immigrants (the Pilgrims) from England arrived in Massachusetts 

in 1620, they had lost most of their possessions, food and water: 

some had been slaughtered along the way and thrown into the deep sea. 

So they came ashore practically without anything to speak of. It was 

chilly and cold and had no idea of how to get over the first cold 

winter. Luckily enough, however, American Indians (now called Native 

Americans) came to see and were curious about the new intruders to 

their native land. They took pity on those starving immigrants and 

taught them the skill of survival - eating corn and wild turkey, 

which were foreign to the Pilgrims. So they gave thanks to God for 

their survival. Thus was instituted the Day of Thanksgiving and they 

celebrate it each year in America ever since. Strangely enough, 

however, they gave thanks to God but not to the Native Americans who 

taught them how to survive: later on the whites began to call the 

Native Indians savages and started the process of annihilation. This 

is a sad part of American history. So Thanksgiving Day is supposed to 

be the day of giving thanks not only to God but also to the Natives 

Americans.

 Some of us say that we live in the age of uncertainty, hopelessness 

and disenchantment and we’ve got nothing to be thankful for. Every 

day is filled with unhappy news about war, rumors of war, skirmishes, 

starvation and possible threat of  nuclear annihilation. It is true 

that we are under constant political, social and psychological 

pressure to perform well and feel we are a failure at times, but when 

we think of family, home, school and the fact that we are alive, we 

should have a lot to be thankful for. So perhaps we all should set 

one day a year as the day of thanksgiving: giving thanks to God, the 

Giver of life for an opportunity to be ably involved in this world. 

Each day is a new day and a day of thanksgiving.

（宗教主事）

今 泉 信 宏

Thanksgiving



● 大阪梅田キャンパスチャペル
　　梅田キャンパスでは第二水曜と第四金曜日にチャペルを行っています。
　　　１１月２５日（金）１８：００～１８：２０　メッセージ：田淵　結
　　関西学院大学梅田キャンパス　１４０８号室
　　（大阪市北区茶屋町１９－１９　アプローズタワー１４Ｆ）

● 第１６６回ランバス演奏会
　　「古き良きイギリスのキャロルとはやり歌を集めて」
　　　平井満美子／歌、佐野健二／リュート
　　　　　　と　き：１２月１日（木）１７：００開演
　　　　　　ところ：ランバス記念礼拝堂（上ヶ原）

● クリスマス関連のスケジュール
　　アドベント礼拝　クリスマスツリー点灯
　　　１１月２８日（月）　１８：３０
　　　　　　西宮上ヶ原キャンパス　中央芝生
　　　　　　神戸三田キャンパス　　ＫＳＣランバスチャペル
　　大学合同クリスマスチャペル
　　　１２月１２日（月）１０：２０～１１：２０
　　　　　　西宮上ヶ原キャンパス　中央講堂
　　　　　　神戸三田キャンパス　　理工学部チャペル
　　大阪梅田キャンパスクリスマス
　　　１２月１４日（水）１７：００　アプローズタワー１Ｆガレリア（エントランスロビー）
　　　　　　クリスマス・キャロル　関西学院バロックアンサンブル
　　　１２月１４日（水）１８：００　アプローズタワー１４Ｆ　１４０５教室
　　　　　　クリスマス礼拝
　　関西学院クリスマス礼拝　音楽で祝う降誕
　　　１２月　８日（木）　１８：３０　神戸三田キャンパス　　Ⅱ−２０１
　　　１２月１５日（木）　１７：００　西宮上ヶ原キャンパス　中央講堂～中央芝生
　　関西学院クリスマス at ザ・シンフォニーホール
　　　１２月２０日（火）　１８：３０　ザ・シンフォニーホール

●ＣＤライブラリー
　　宗教センター事務室には教会音楽に関するＣＤを備えています。本学学生及
　び教職員であればどなたでも利用できますので、希望者は事務室までどうぞ。

● 使用済み切手収集にご協力ください
　　本学では、日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）切手部の活動に協力
　し、使用済み切手の収集をしています。記念切手、外国切手だけでなく、通常
　切手も対象としています。宗教センター常設の回収箱にお届けください。
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