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パンは一つだから、わたしたちは大勢でも一つの体です。 

皆が一つのパンを分けて食べるからです。  

（コリントの信徒への手紙Ⅰ 10 章 17 節） 

 
           くすのきとランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

 
 

関西学院宗教センター



 

聖餐式 Eucharist Love Feast, Holy Communion. 

Christian M. Hermansen 

– “Do this in remembrance of me” – 

“Itadakimasu” – isn’t that how most of us in Japan start a meal? Who are you giving thanks 

to when you say “itadakimasu”? In other cultures, other words of thanks are spoken before a 

meal. Sometimes as a longer prayer offered to God. Jesus did it at his last meal before he was 

captured by the, and then executed. The Bible says, “He took bread and gave thanks to God 

for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, “This is my body, which 

is given for you. Do this in remembrance of me. After supper he took another cup of wine and 

said, “This cup is the new covenant between God and his people—an agreement confirmed 

with my blood, which is poured out as a sacrifice for you.” (Luke 22:19-20, New Living 

Translation) 

This is what is known in English as the Eucharist, the Love Feast, The Lord’s Supper, or [Holy] 

Communion. Christians worldwide remember Jesus by sharing together this special meal with 

bread and wine. Some groups have Communion every time they meet, others do it once or 

twice a year. Communion reminds the participants of what it means to be a Christian: 

someone who believes that “God is revealed in Jesus Christ, who became flesh and walked 

among us full of grace and truth and who is so for us and with us that he would go to the 

grave on our behalf.” (Bolz-Weber, 2013, 142). Remembering this gives us strength to live 

with all our imperfections, because together with Jesus and the rest of creation we will 

become whole. 

In 1933, an American group of Christians suggested that all groups should hold communion 

on the first Sunday of October. They called this event “World Communion Sunday.” It is now 

also celebrated in Japan in many Protestant Churches. The longest table in the world is set, 

and you are invited to come and have your share. 

(School of Law Politics;Missionary) 

Ref: Nadia Bolz-Weber Pastrix: The Cranky, Beautiful Faith of a Sinner & Saint. New York, Boston, 

Nashville: Jericho Books. 2013 

※ Eucharist,  the Love Feast,  The Lord’s Supper,  or [Holy] Communion 
いずれも「聖餐」と訳すことが多い。聖餐の内容については本文を参照。 



 

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 

 

10/4 月   

  経 李 相勲（宣教師） 

  人 創立記念日を覚えて② 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 ヒューマン・サービス支援室 学生コーディネーター 

 

5 火   

   文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 宗教総部 

  法 大宮有博（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は経済学部 HP に掲載 

  商 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（宗教主事）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

  総 ヒューマンサービス支援室 学生コーディネーター 

  教 小林 真綾（ヒューマン・サービス支援室） 

  

6 水   

  神 臨床牧会実習報告 韓宣榮（神学研究科Ｍ２） 

  社 希望する力④ 中道基夫（神学部教授） 

  法 Christian M. Hermansen（宣教師） 

  商 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  ボランティア活動支援センター（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapelで検索） 

  教 弓岡咲弥（経済学部２年生・献血実行委員会） 

 

7 木   

   文 動画配信、学生キャビネット「チャペルアワー」を参照 

  社 希望する力⑤ 村岡博史（日本キリスト教団塚口教会牧師） 

  法 大宮有博（宗教主事） 

  経 李 相勲（宣教師） 

＊オンデマンドで動画配信。アクセス先は経済学部 HP に掲載 

  商 岡村浩一郎（商学部教授） 

        ＊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 亀田啓悟（総合政策学部副学部長） 

  聖和 関西学院創立を覚えて 井上 智（宗教センター宗教主事） 

 

8 金   

  神 いのちを考える① 芦名定道（神学部教授） 

  文 動画配信、学生キャビネット「チャペルアワー」を参照 

  経 経済学と聖書⑰ 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 薄井良子（神学研究科 M2） 

  理・工・生環 Timothy O. Benedict（宣教師）（ｵﾝﾗｲﾝ実施：KG_STBE_chapel で検索） 

 

 

https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://www.kgsisxp.com/
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html
https://www.kgsisxp.com/
https://www.kwansei.ac.jp/s_ba/s_ba_003010.html


 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇ランバス早天祈祷会 毎週金曜日 ８：１０～８：３０  Zoom にて開催 

１０月８日（金）「教育学部のために」   山本健治（教育学部長） 
                     

 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 kwic をご確認ください。 
＊＊＊＊＊ 

 
●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） 

ヒューマン・サービス支援室では、単発でのボランティア活動や継続して関わるボランティア団体・ボ  

ランティアサークルの紹介を行っています。「何をしたらいいかよくわからない」という人も、コーデ 

ィネーターと一緒にお話しながらボランティアを探せるので、気軽にご来室ください。 

［開室日程］ 

西宮上ケ原キャンパス：平日 8:50～16:50 

神戸三田キャンパス：平日火・水・木曜日の 10:30～17:00（授業期間中のみ開室） 

オンライン：平日 8:50～16:50で相談可 

※オンライン相談を希望される場合は下記よりご予約ください。 

https://onl.tw/UBvnyqX 

 

●災害支援フォーラム「継続的な活動が生み出した学生と被災者の新たな支援の形」 

～『熊本地震現地ボランティア』4年間の活動を振り返って～ 

関西学院大学では、2016年度～2019年度の４年間、熊本地震現地ボランティア活動に取り組んできま

した。活動を振り返りながら、継続的な関わりだからこそできること、大学や学生が関わるからこそで

きること、そしてこれからの災害支援について皆さんと共に考えたいと思います。 

ぜひご参加ください。 

  １０月９日（土）13:30～16:15 Zoomにて開催（10/6申込締切） 

  申込・詳細：https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/news/detail/149 

 

●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。 

１０月１０日（日）、２４日（日） 10:00～11:00 
※休会または時間短縮とする場合がありますので、念のため関西学院会館予約センター（℡0798-54-6013）にご確認ください。 

 

●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。 

 

●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/about/chapel/weekly/ 
 

関西学院宗教センター 

https://www.kwansei.ac.jp/about/chapel/ 
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