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愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、 

愛する者は皆、神から生まれ、神を知っているからです。 

（ヨハネの手紙一 ４章７節） 

 
時計台（西宮上ケ原キャンパス） 

 

関西学院宗教センター



 

 
チャペルへの招き―関西学院の静かな中心 
 

打樋 啓史 
 
マザー・テレサ（コルカタの聖テレサ）のことはご存じでしょうか。インドで「死を待つ

人々の家」や孤児院を多く開設し、世界規模で貧しい人々に奉仕してきたカトリックの修道女
です。その働きは大きく評価され、1979年にノーベル平和賞を受賞しました。マザー・テレサ
は日本を三度訪れましたが、1982年の二度目の来日の際、内閣閣僚と国会議員に話をする機会
がありました。スピーチの後、「政治の世界で奉仕をするためにはどのような精神で行えばよい
か」という参加者の質問に彼女はこう答えました。 
 

「皆様が政治家として、毎日、少なくとも 30分だけ神とともに祈りつつ独りで過ごさ
れれば、道が示されると思います。どのように人々と接していけばよいかが、わかるは
ずです。」  

 
マザー・テレサの献身的な活動はよく知られていますが、修道女であった彼女が毎朝早くか

ら長時間独りで祈っていたことはあまり知られていません。マザー・テレサの活動はすべてこ
の「静かな中心」から湧き出ていたのであり、彼女はその「秘密」を日本の政治家に伝えたの
です。 
関西学院では、「チャペルアワー」や「礼拝」の時間が守られています。知識を伝授する授業

とは異なり、キリスト教の礼拝の形を用いた全人教育の場として、1889年の学院創立以来ずっ
と大切にされてきました。週に何度かチャペル（学校付礼拝堂）に集まり、このプログラムに
参加することは、マザー・テレサの言葉の「毎日、30分だけ神とともに祈りつつ過ごす時間」
に当たるものです。 
「神とともに」や「祈り」ということがよくわからなければ、「リセットの時」と考えてみて

はどうでしょう。オルガンで賛美歌を歌い、聖書の言葉とメッセージに耳を傾けるひと時は、
焦りや不安でいっぱいになった心をリセットし、異なる眼差しで自分を見つめ直す機会になり
ます。そこにしかない気づきや発見があり、「道が示される」でしょう。 
この「静かな中心」から大学や各学校での生活が湧き出てくるなら、その活動は他者への思

いやりをもつ、実り豊かなものとなります。逆に、静かな中心をもたない活動は、空虚で利己
的で破壊的なものになりがちです。「チャペルという静かな中心から真に豊かな活動が生まれて
くる。」これこそ関西学院が 130年以上保持してきた「秘密」です。「本当かな？」と思う人
は、疑いながらでもまずはチャペルに足を運んでみてください。「なるほど、そうだったの
か！」といつか実感する日が来るはずです。 

（宗教総主事、社会学部宗教主事） 
 



 

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 

 
4／7 木 聖和 千葉 武夫（聖和短期大学学長） 

 

8 金   

  神 始業礼拝 土井 健司（神学部長） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 新年度を迎えて① 舟木 讓（宗教主事） 

  院 新年度を迎えて 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  チャペル・オリエンテーション① 

 

11 月   

  神 チャペルオリエンテーション① 水野 隆一（神学部教授） 

  経 新年度を迎えて② 李 相勲（宣教師） 

  人 チャペルオリエンテーション① 嶺重 淑（宗教主事） 

  建 チャペルオリエンテーション 角野 幸博（建築学部長） 

 

12 火   

   神 新入生のための交わりの会 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 オリエンテーション 打樋 啓史（宗教主事）、今井 信雄（副学部長） 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 チャペルオリエンテーション① 小林 伸生（経済学部長） 

＊場所：B 号館 301教室 

  商 チャペル・オリエンテーション 木原 桂二(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  チャペル・オリエンテーション② 

  総 古川 靖洋（総合政策学部長） 

  教 チャペル・オリエンテーション 梶原 直美（宗教主事） 

 

13 水   

  神 チャペルオリエンテーション② 橋本 祐樹（神学部准教授） 

  社 オリエンテーション 打樋 啓史（宗教主事）、森 康俊（社会学部長） 

  法 Christian Morimoto Hermansen（宣教師） 

  商 チャペル・オリエンテーション 木原 桂二(宗教主事) 

  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  チャペル・オリエンテーション③ 

  教 チャペル・オリエンテーション 梶原 直美（宗教主事） 

 

14 木   

   神 洗足木曜日礼拝 井上 智（神学部助教） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 オリエンテーション 打樋 啓史（宗教主事）、森 康俊（社会学部長） 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 チャペルオリエンテーション② 小林 伸生（経済学部長） 

＊場所：B 号館 301教室 

  商 チャペル・オリエンテーション 木原 桂二(宗教主事) 

  人 チャペルオリエンテーション② 嶺重 淑（宗教主事） 

  総 古川 靖洋（総合政策学部長） 

  聖和 讃美歌オリエンテーション 山内 信子（聖和短期大学専任講師） 



 

 

15 金   

  神 受難日礼拝 小田部 進一（神学部教授） 

  文 English Chapel Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 受難日を覚えて 舟木 讓（宗教主事） 

  院 受難日を覚えて 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環 Christian Triebel（KSC 宣教師） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇ランバス早天祈祷会 毎週金曜日 ８：１０～８：３０  ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原） 
  4 月 8 日（金）新学期のために／関西学院に連なる方々の健康を覚えて 中道 基夫（院長） 
     15 日（金）イースターを覚えて       平林 孝裕（国際学部宗教主事） 
毎週金曜日、各テーマに沿ったお話を聞き、参加者で祈りを捧げています。学生・教職員の方々に 
開かれた祈祷会です。ランバス礼拝堂と Zoom 併用で実施しておりますので、ぜひご参加ください。 

Zoom でご参加希望の教職員・学生の方は、宗教センター（shukyocenter@kwansei.ac.jp)へ 
①メールアドレス②お名前③所属④関学との関係（学生等）をメールでお知らせください。 
 

 
＊＊＊＊＊ 

●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３０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・応募用紙の入手方法 

関西学院のポータルサイト kwicのお知らせ（右記 QRコード参照）から 

提出書類をダウンロードしてご応募ください。 

応募用紙提出先 organist@kwansei.ac.jp 

名前、学部、キャンパス名を明記の上、添付ファイルが受信可能なメールアドレス 

から送信してください。 

応募期間：４月１日（金）～４月２２日（金）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 

 

●関西学院チャペルオルガニスト スプリング・コンサート ～パイプオルガン演奏会へのお誘い～ 

と き：４月１９日（火）、２１日（木）１２：５０～１３：１０ 

ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

各学部のチャペルでオルガン奏楽を担当している学生オルガニストたちが得意曲を披露します。 

また、上ケ原キャンパスでは４月２０日（水）、２２日（金）12:50～13:10ランバス記念礼拝堂で学生に

よるオルガニスト募集の説明会をします。興味のある方はぜひお越し下さい。 

 

●大阪梅田キャンパスチャペル 

阪急大阪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、大学院授業期間中

の毎週木曜日にチャペルアワーを開催しています。 

【どなたでもご自由にご参加ください。】（１７：５０～１８：２０ １４０５教室） 

４月主題：関西学院の Spirit 

４月 ７日（木） 打樋啓史（宗教総主事） 

  １４日（木） 嶺重 淑（大学宗教主事） 

  ２１日（木） 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  ２８日（木） 打樋啓史（宗教総主事） 
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●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１０日（日）10:00～11:00「イースター礼拝」 

４月２４日（日）10:00～11:00 

 

●春の献血週間（西宮上ケ原キャンパス）のお知らせ 

宗教総部では、春の献血週間を実施します。提供していただく血液は、兵庫県赤十字血液センターで

の検査を経て医療現場に届けられます。皆様のご協力をお願いします。 

 期  間：４月１１日（月）～１５日（金） 

 受付場所：吉岡記念館ラウンジ 

 主  催：宗教総部献血実行委員会 

 

●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） 

単発のボランティアや継続して関わるボランティア団体・サークルの紹介をしています。 

［相談予約・お問い合わせフォーム］ 

個別にボランティアの紹介や相談対応をしています。 

https://onl.tw/UBvnyqX 

［春のボランティア情報誌『春ボラ』］ 

https://www2.kwansei.ac.jp/kwansei_c_volunteer/2022/ 

［ボランティア団体の合同説明会『ボランティア EXPO』］ 

西宮上ケ原：４月１５日（金）＠学生会館旧館２階ホール 

神戸三田 ：４月２０日（水）～２１日（木）＠第二厚生棟２階学生ラウンジ 

西宮聖和 ：４月２７日（水）～２８日（木）＠ラーニングコモンズリプラ２階 

https://kwanseiacjp.ecbeing.biz/c_volunteer/news/detail/156 

 

●第２２２回ランバス演奏会 

「English Hymnal イギリスの賛美歌集」 

出演者：平井満美子（ソプラノ） 佐野健二（リュート） 

 と き：４月１９日（火）１７：００開演 １８：００終演（１６：３０開場） 

 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  

「ランバス演奏会」は 1961年から関西学院の学生、生徒、教職員はじめ、地域住民の方々に親しまれて

参りました。ランバス記念礼拝堂に響く音色をたっぷりお楽しみください。（入場無料／予約不要） 
平井満美子と佐野健二のデュオは世界でも数少ないルネサンス、バロックリュート歌曲のスペシャリストで

す。ランバス演奏会には 1998 年から毎年イースターとクリスマスシーズンに出演しており今年で２５年目を

迎えます。 

 

●オリエンテーションプログラム 2022参加者募集のご案内 

新入生（大学）を対象に、関西学院大学を知り、感じていただくためのプログラムを実施いたします。 

どうぞ奮ってお申込みください。ご参加をお待ちしています！ 

日 時：2022年 4月 23日（土）13：30～16：30 

会 場：ランバス記念礼拝堂はじめ、西宮上ケ原キャンパスの様々な校舎・施設を巡ります 

対 象：関西学院大学に在学する１年生（希望者は２年生も可） 

定 員：６０名（応募が越える場合は抽選） 

内 容：上ケ原キャンパスを用いた学生リーダーによる企画、交流など 

※参加希望の方は URLからお申込みをお願いします。 

申込先：https://forms.gle/dvHDE4et12Bv48RW7 
オリエンテーションプログラム 2022申し込み用フォーム 

※集合場所など詳細は申込者宛に個別にご連絡いたします。 

 

https://onl.tw/UBvnyqX
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主 催：関西学院宗教センター 

協 力：宗教総部（千刈リーダーズクラブ、献血実行委員会）、ボランティア活動支援センター 

    学生 CO、聖歌隊、ハンドベルクワイア、バロックアンサンブル、ゴスペルクワイア、 

オルガニスト 

 
●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正門を入って右手に見えるチャペル「ランバス記念礼拝堂」では、礼拝はもちろん、

コンサートや式典、講演会、卒業生の結婚式などが行われています。４月末から関学を代表する音楽団体によ

る恒例のヌーン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。 

４月２８日（木）関西学院グリークラブ  

５月２６日（木）関西学院大学混声合唱団エゴラド  

５月２７日（金）関西学院大学応援団総部吹奏楽部  

６月２３日（木）関西学院ハンドベルクワイア  

６月３０日（木）関西学院ウィメンズ・グリークラブ 

７月 ７日（木）関西学院交響楽団（管楽アンサンブル） 

７月 ８日（金）関西学院交響楽団（弦楽アンサンブル） 

７月１５日（金）関西学院聖歌隊 

いずれも１２時４５分～１３時１５分 

ところ：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

主 催：宗教センター・宗教音楽委員会 

 
●関西学院大学文化総部書道部「聖句展」 

と き：５月１６日（月）～２０日（金） 

９：００（初日は１０：３０から）～１７：００（最終日は１５：００まで） 

ところ：吉岡記念館ラウンジ 

主 催：宗教センター 

 
●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」のバックナンバー(2005年以降)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/ 

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