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「はっきり言っておく。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒の

ままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。」 

 （ヨハネによる福音書 １２章２４節） 

 
           ブランチ・メモリアル・チャペル（現 神戸文学館） 

 

関西学院宗教センター



 

 
イースターを覚えて 
 

東 よしみ 
 

昨年に引き続いてコロナ禍の中でイースターを迎えました。医療従事者のワクチン接種も始

まり、ようやく光が見えてきたように感じたのも束の間、大阪・兵庫で感染者数が急増してい

ます。今年もまた緊迫した状況の中で、新学期が開始しました。 

 イースターの時期に私が思い出すのは、アメリカで博士課程の勉強をしていた頃に出席して

いた聖公会の教会の早朝礼拝です。イースターの日は、通常の 10 時からの礼拝と早朝礼拝と

が行われていました。朝型ではない私は 10 時からの礼拝に参加していましたが、ある年、頑

張って早起きして早朝礼拝に参加しました。 

まだ暗くて寒い 6:20 頃に教会堂の外に集まり、焚き火を囲んで礼拝が始まります。薄暗い礼

拝堂の中へと移り、礼拝が進むにつれ、夜が開けていきます。一面ガラス張りとなっている礼

拝堂の中から、夜が開けて行く様子を感じることができます。すっかり明るくなった礼拝堂の

中に飾られた春の花の美しさ、そこで歌われた賛美歌や焚かれたお香の香り。イースターのメ

ッセージである闇から光、死から生への移行を、五感を通して体験することができました。礼

拝の後にいただく温かい朝食も特別なものでした。一度参加してその素晴らしさに触れて以降

は、必ず早朝礼拝に参加したものでした。 

イースターの礼拝は、キリスト教の礼拝の中でももっとも長い歴史をもち、もっとも愛され

てきた礼拝であるかと思います。イースターは、生が死に打ち勝ったこと、光が暗闇に打ち勝

ったことを祝うものです。このコロナ禍において、私たちは日々、感染者、死者の数を聞き、

日常的に「死」に触れています。この長いトンネルを早く抜けたいと多くの人が思っているこ

とでしょう。 

困難な状況にもかかわらず、希望を見出すこと、生が死に打ち勝つことを信じることが、キ

リスト教信仰の根幹にあります。残念ながら今年は、多くの教会で通常のようにイースターの

食卓を分かち合い、賛美歌を共に歌うことはできなかったでしょう。しかし様々な形で、イエ

ス・キリストの復活を祝う礼拝が世界各地で行われました。関西学院イースター礼拝は、４月

２８日（水）１７時から ZOOM で行われます。このような状況下でも、このような状況だか

らこそ、イエス・キリストの復活を覚え、暗闇の先に希望の光を見出したいと願います。 

（神学部准教授） 

 
 



 

チャペルアワー スケジュール 
 

西宮上ケ原キャンパス、西宮聖和キャンパス・・・10:30-11:00 
神戸三田キャンパス・・・10:40-11:10 

4／19 月   

  神 加納 和寛 (神学部教授) 

  経 イースター（復活祭）を迎えて 舟木 讓（宗教主事） 

  人 讃美歌を歌おう② 広瀬 康夫（吉岡記念館事務室職員・グリークラブ技術顧問） 

  建 角野 幸博（学部長） 

  聖和 チャペルオリエンテーション２ 

20 火   

   文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  社 チャペルオリエンテーション 打樋 啓史（宗教主事）、森 康俊（学部長） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は社会学部 HPに掲載 

  法 文化総部ハーモニカソサイアティ 

  経 オンデマンドにて実施。アクセス先は経済学部 HPに掲載 

  商 聖書の教えとビジネス① 木原 桂二（宗教主事）  

        ＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  国 動画配信 URL：https://www.kgsisxp.com/〔KG SIS キリスト教サイト〕 

  理・工・生環  前川 裕（理〔工・生環〕宗教主事）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  総 古川 靖洋（学部長） 

  教 始業チャペル① 山本 健治（学部長） 

21 水   

  神 成績優秀者の顕彰礼拝 

  社 チャペルオリエンテーション 打樋 啓史（宗教主事）、森 康俊（学部長） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は社会学部 HPに掲載 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  商 聖書の教えとビジネス② 木原 桂二（宗教主事）  

        ＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  人 学部聖句を覚えて 嶺重 淑（宗教主事） 

  国 動画配信 URL： https://www.kgsisxp.com/〔KG SIS キリスト教サイト〕 

  理・工・生環  前川 裕（理〔工・生環〕宗教主事）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  教 始業チャペル② 山本 健治（学部長） 

22 木   

   文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  社 チャペルオリエンテーション 打樋 啓史（宗教主事）、森 康俊（学部長） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は社会学部 HPに掲載 

  法 舟木 讓（院長） 

  経 オンデマンドにて実施。アクセス先は経済学部 HPに掲載 

  商 聖書の教えとビジネス③ 木原 桂二（宗教主事）  

        ＊オンラインにて実施 URL: https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html 

  人 李 善惠（宣教師） 

  総 Christian Triebel（宣教師） 

  聖和 聖和短期大学イースター礼拝 

23 金   

  神 薄井 良子 (神学研究科 M2) 

  文 オンデマンドにて実施。アクセス先は文学部 HP に掲載 

  経 経済学と聖書③ 井口 泰（経済学部教授） 

        ＊オンラインにて実施。アクセス先は経済学部 HPに掲載 

  院 関西学院を知る② 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  Christian Triebel（宣教師）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇ランバス早天祈祷会 毎週金曜日 ８：１０～８：３０  Zoom にて開催 
  4 月 23 日（金） テーマ：「工学部のために」      石浦 菜岐佐（工学部長） 
Zoom の URL, ID, PW について、学生で興味のある方は shukyocenter@kwansei.ac.jp 宛に「学籍番

号」「氏名」をメールしてください。教職員はパブリックフォルダをご確認ください。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊＊＊＊＊ 
 

●チャペルオルガニスト募集 

関西学院では毎年チャペルオルガニストを募集しており、本年は４月２４日（土）にオーディションを

行います。採用されますと個人レッスン（有料）を受けることができ、チャペルの奏楽をはじめ、発表

会、研修会、コンサートなどを通して、教会音楽を中心とした幅広い知識、技能を身につけることがで

きます。 

募集要項・応募用紙の入手先： 

・ホームページ 

関西学院大学ホームページからダウンロードできます。⇒ 

・電子メール 

organist@kwansei.ac.jp宛てに学部・学年・氏名を記載の上、送信してください。 

（添付ファイルが受信可能なメールアドレスからお送りください）。 

応募期間：４月１日（木）～４月２２日（木）16：50 

問い合わせ・資料請求：宗教センター オルガニスト募集担当 

電話：0798-54-6018 

E-mail：organist@kwansei.ac.jp 

 
●第２２０回ランバス演奏会（学生・教職員対象／入場無料／６０名様限定） 

 「１６世紀イタリアで華開いた初期バロックの調べ～悲しみの聖母～」 

出演者：平井満美子（ソプラノ） 佐野健二（リュート） 

 と き：４月２２日（木）１７：００～１８：００ 

 ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

 主 催：関西学院宗教センター 0798-54-6018 

※学生・教職員限定です（先着６０名）。一般の方は入場出来ません。 

 

●オリエンテーションミーティング(Zoom 開催)のご案内 

新入生（大学）を対象に毎年千刈キャンプで行っておりましたオリエンテーションキャンプを、本年は

「オリエンテーションミーティング」として下記のように実施いたします。 

奮ってお申込みください！ 皆さんのご参加をお待ちしています。 

と き：2021年 4月 23日（金）19:00～20:30 

ところ：Zoomにて 

    ※参加希望者に後日 URL等をお知らせ致します。 

対 象：関西学院大学に在学する 1年生と 2年生 

人 数：100名 

内 容：交流、キャンパスツアー、Ｑ＆Ａ、相談等 

申込先：https://forms.gle/FuZ2uH1JH5x3xj7o8 
オリエンテーションミーティング参加申込書 

 主 催：関西学院宗教センター 

 

●関西学院会館ベーツチャペル日曜礼拝 

 授業期間中の第二・第四日曜日（原則）の 10:00～11:00に関西学院会館ベーツチャペルでは日曜礼拝

を行っております。 

どなたでも（クリスチャンでなくとも）ご参加できますのでどうぞお越しください。 

４月２５日（日）10:00～11:00 
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●関西学院イースター礼拝 

と き：４月２８日（水） １７時００分～ 

ところ：Zoomにて実施 

テーマ「キリストの復活：闇から光へ」 

内 容：礼拝 

申込方法： 

・教職員はパブリックフォルダのお知らせをご確認ください。 

・学生で参加希望の方は、宗教センター（shukyocenter@kwansei.ac.jp）宛に 

「催し名：イースター礼拝」「学籍番号」「学部」「氏名」を記したメールを送ってください。 

・一般の方で参加希望の方も宗教センターまで「氏名」を記したメールを送ってください。 

その他：ビデオは ONでお願いいたします。 
 
●ボランティアに関心がある皆さんへ（ヒューマン・サービス支援室からお知らせ） 

・関学生が所属する団体紹介イベント「ボランティアＥＸＰＯ」を開催します！ 

  ボランティア団体による新メンバー募集イベントで、オンラインと各キャンパス（対面）の２通りで 

開催しますので、お気軽にご参加ください。詳細は HPより。 

https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/news/detail/126 

・支援室で一緒にボランティアを盛り上げる仲間、学生コーディネーター（学生 CO）を募集します。 

 詳細は学生 COの SNSより。 

 https://linktr.ee/hsso_co 

 

●ＣＤ・ＤＶＤライブラリー利用について 

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。 

 

●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。通常切手も対象としていますので、どうぞ吉岡記念館事務室へお届けください。 

 郵送でのご送付先：〒662-8501 西宮市上ケ原一番町 1-155 

関西学院吉岡記念館事務室宗教センター宛 

 

●盲導犬育成のためご協力お願いします 

関西学院宗教活動委員会は、目の不自由な方々の社会参加促進を願い、社会福祉法人「日本ライトハウ

ス」の募金活動に協力しています。吉岡記念館事務室はじめ各学部カウンターに募金箱を用意しており

ますので皆様の温かいご協力をお願いいたします。 

 

●「チャペル週報」バックナンバーについて 

 2005 年度以降のバックナンバーは下記で閲覧できます。 

  URL：https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/c_christian_001157.html 

 

関西学院宗教センター 

https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html 
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