
チャペル週報 

関西学院宗教センター 
２００８．４．２８～５.９　No.４ 

すると、一同は聖霊に満たされ、 

“霊”が語らせるままに、 

ほかの国々の言葉で話しだした。

　　　　　　 （使徒言行録２:４） 

 

吉岡記念館 



☆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 
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４月28日（月） 
 
 
４月30日（水） 
 
 
 
 
 
 
 
５月１日（木） 
 
 
 
 
 
 
５月２日（金） 
 
 
 
 
 
５月７日（水） 
 
 
 
 
 
 
 
５月８日（木） 
 
 
 
 
 
 
５月９日（金） 
 
 
 

 

榎　本　てる子（神学部准教授） 
混声合唱団エゴラド 
川　島　恵　美（人間福祉学部専任講師） 
信　岡　茂　浩（京都西田町教会伝道師） 
建学の精神�　神　田　健　次（神学部教授） 
Christian Morimoto Hermansen（宣教師） 
聖歌隊による讃美歌練習 
混声合唱団エゴラド 
武　田　　　丈（人間福祉学部准教授） 

「ハンドベルの音色と共に」　理工学部ハンドベル 
Kwansei Gakuin Blessed Choir（ゴスペル） 
五十嵐　実　季（M1） 
アンドレアス・ルスターホルツ（宣教師） 
人権を考える特別チャペル　望　月　康　恵（法学部教授） 
チャペル・オリエンテーション�　聖歌隊 
舟　木　　　讓（宗教主事） 
English Chapel　 Richard Stinson（宣教師） 
バロックアンサンブル（上ケ原）演奏・讃美の時 
山　本　俊　正（商学部宗教主事） 
春の音楽チャペル　バロックアンサンブル 
春の音楽チャペル　聖歌隊  
春の音楽チャペル　ハンドベルクワイア 
関西学院グリークラブ 

「あせらず、あわてず、落ち着いて！｣  松　木　真　一（宗教主事） 
アジア祈祷日　林　　海　月（神4） 
English Chapel  Alan Brady（社会学部教授） 
Christian Morimoto Hermansen（宣教師） 
春の音楽チャペル　バロックアンサンブル 
嶋　村　　　誠（商学部准教授） 
春の音楽チャペル　聖歌隊 
音楽礼拝　関西学院グリークラブ 
鎌　田　康　男（総合政策学部教授） 
松　山　健　作（M1） 
田　淵　　　結（宗教主事） 
春の音楽チャペル　ゴスペルクワイアPower of Voice 
坂　本　敦　司（神学部大学院生） 
舟　木　　　讓（宗教主事） 
English Chapel  Richard Stinson（宣教師） 
Kwansei Gakuin Blessed Choir（ゴスペル） 
中　道　基　夫（神学部准教授） 
田　部　朋　彦（M1） 
English Chapel　Andreas Rusterholz（宣教師） 
春の音楽チャペル　ゴスペルクワイアPower of Voice 
藤　田　忠　弘（人間福祉学部事務室職員） 

「それにもかかわらず」　松　木　真　一（宗教主事） 



 I associate "Pentecost" with spirit, spring and food. Technically 
speaking "Pentecost" means the fiftieth day and refers first to the 
Jewish festival Shavuot that takes place fifty days after Passover. It 
was included in the Christian calendar, when Jesus' disciples were 
baptized by the Holy Spirit（Acts Chapter ２）. This baptism, like the 
one by water, set them free: they were overwhelmed by joy, 
liberated to get into the streets and proclaim the greatness of God, 
prepared to meet the disapproval even persecution of others. 
 Fifty days after the first Sunday after the first full moon after 
Spring Equinox can be anytime between the second week of May 
and the middle of June. May happens to be the month when Spring 
makes my native Denmark green, much like April is in Japan. The 
disciples were renewed in their faith and came onto the streets. 
May's warmth and light inspire the Danes to leave their houses to 
do some gardening or enjoy a day out. Three generations ago, 
young people would get a new set of clothes around Pentecost and 
show it off on that particular Sunday. Pentecost Sunday is often 
very good for getting up some hours before sunrise, taking your 
coffee and some bread along with a light coat, and go listening to 
nightingales in the forest and feel the morning. 
 Are Christmas Dinner, Christmas Cake and Easter Egg familiar 
terms? In Denmark, we eat Pentecost Lunch with friends and family 
outdoor when weather permits. It is not hanami, but still very 
pleasant. 
 The "Holy Spirit" can be hard to understand, but let it come and 
you too can feel liberation, freedom and joy on Pentecost.      
  （Missionary and Associate Professor, School of Law and Politics） 
 

Christian M. Hermansen

◇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（上ケ原） 

　　５月２日（金）　吉岡記念館のために　　　　　　　　　     高　松　旦　治    　　

◇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  

 Pentecost 
　 



● ランバスチャペル・ヌーンコンサート 

　西宮上ケ原キャンパスのランバス記念礼拝堂では、５月に入りますと学生音楽
　団体による恒例のミニコンサートが開かれます。お昼休みのひととき、どうぞ
　耳を傾けてみてください。 

　　５月13日（火）関西学院大学混声合唱団エゴラド 
　　５月15日（木）関西学院グリークラブ 
　　５月20日（火）関西学院大学交響楽団弦楽アンサンブル 
　　５月22日（木）関西学院大学交響楽団管楽アンサンブル 
　　５月29日（木）関西学院大学応援団総部吹奏楽部 
　　６月３日（火）関西学院ハンドベルクワイア 
　　６月５日（木）関西学院ゴスペルクワイア Power Of Voice 
　　６月10日（火）関西学院聖歌隊 
　　６月12日（木）関西学院バロックアンサンブル 

　いずれも12 時 50 分から13 時 20 分まで、ランバス記念礼拝堂（上ケ原）にて。 

● 第１７６回ランバス演奏会 

　「カレイドスコープ・アカペラ・ショウ」 

　 廣瀬万佐子（テナー）、坂口敏子（リード）、坂口和彦（バリトン）、広瀬康夫（バス） 

　　KALEIDOSCOPEはランバス演奏会初登場のアカペラコーラスグループです。
　クラシックからジャズまで幅広いレパートリーを持ち、2006年７月にはアメリ
　カのIndianapolis市にてショウを行いました。 

　　　と　き：５月19日（月）17：00 開演 
　　　ところ：ランバス記念礼拝堂（上ケ原） 
　　　主　催：宗教センター 
  　　＜入場無料＞ 

● ＣＤ・ＤＶＤライブラリー 
　吉岡記念館事務室宗教センターには、教会音楽、キリスト教に関するＣＤや
　ＤＶＤを備えています。本学学生及び教職員（学生証または身分証明書必要）
　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お越しください。 

● 関西学院会館の日曜礼拝 
　授業期間中の第二・第四日曜日に、教職員と学生有志による礼拝が行われます。
　一部英語を用いるバイリンガル形式です。どなたでも参加できますのでどうぞ
　お越しください。 

　　　５月11日（日）、25（日）　午前10時～11時　 
　　　関西学院会館ベーツチャペル 

● 大阪梅田キャンパス・チャペル 
　阪急梅田駅から徒歩すぐ、アプローズタワー14階の大阪梅田キャンパスでは、
　授業期間中の毎週金曜にチャペルアワーを開催しています。 

　　　５月２日（金）、９日（金）18：00～18：20 
　　　【 メッセージ】アンドレアス・ルスターホルツ（宣教師） 
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