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天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑に蒔けば、 

どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、 

空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。 

           （マタイによる福音書 13 章 31－32 節） 

 

正門より甲山を望む（西宮上ケ原キャンパス 1930 年頃） 

 

関西学院宗教センター



 

 
原田の森の祈りと信仰 
 

中道 基夫 
 

 W.R.ランバスが関西学院創設のために最初に乗り越えなければならなかった難題が、校地取

得です。1888年 10月初め、原田の森、現在の王子動物園の土地が候補に挙がりました。「原田

の森」という名前から、環境の良い緑豊かな土地が連想されますが、実際は、摩耶山に連なる

森林地域であり、狐狸が生息し、山鳥が巣を作る、相当交通の便が悪いところでした。そのた

め、多くの人がその土地の購入に反対したのですが、後に第 2代院長となる吉岡美国はこの土

地を風光佳良で教育には最適な土地であると評し、神戸がさらに東へと発展し、大阪へと繋が

っていくという予測に押し出されて、1万坪の土地を 1万円で取得することを決断したそうで

す。 

 しかし問題はその土地購入のための資金です。十分な資金を持っていたわけではなく、よう

やく銀行から 2,000円の融資を受けただけでした。また地主との交渉においても随分難航した

ようです。一時は、支払うお金がなく土地を失う危機に直面したこともあったそうですが、最

終的にはランバスの祈りと熱意を知ったアメリカの篤志家から献金を受けた南メソジスト監督

教会の資金援助を得て、支払期日より 1年半も早い 1889 年 4月には全額を支払い、完全に関

西学院の校地となったのです。 

 『ランバス伝』を執筆したピンソンは、「関西学院の土台は、祈りと信仰の中に築かれた。そ

れ以外に始める手段がなかったからである」と記しています。ある意味無謀な冒険のような出

発であるといえます。 

 現代のわたしたちはこの物語をどのように聞くでしょうか。133年前のセピア色の逸話とし

て聞くでしょうか。現在、こんな冒険のような計画や見通しでは、どの会議も通らないでしょ

う。生徒、学生、教職員をあわせて 3万人を超える規模になった関西学院が、「祈りと信仰」

しか手段を持たないのであれば、それは将来性がないとしかいいようがありません。しかし、

関西学院そのものが神の宣教の業であるという意識を失うならば、関西学院の存在意味がなく

なってしまいます。自らが‟Mastery for Service”を体現しようとする祈りと、それを成し遂げる

ことが神の宣教であるという信仰を失うわけにはいきません。関西学院の原点は、原田の森と

いう土地ではなく、神の御心を成し遂げようとする「祈りと信仰」であるといえます。 

（院長） 

 



 

 

 
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 

 
9/20  火   

   神 土井 健司（神学部長） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 秋学期開始にあたって 打樋 啓史（宗教主事） 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 秋学期を迎えて① 舟木 讓（宗教主事） 

  商 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  前川 裕（宗教主事） 

  総 村瀬 義史（宗教主事） 

  教 眞城 知己（教育学部副学部長） 

 

21 水   

  神 神学を学ぶ① 岩野 祐介（神学部教授） 

  社 みんなで生きる① Timothy O. Benedict （宣教師、社会学部助教） 

  法 音楽チャペル 聖歌隊 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 新学期を迎えて 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（宗教主事） 

  教 眞城 知己（教育学部副学部長） 

 

22 木   

   神 コーヒーチャペル 神田 健次（名誉教授） 

  文 音楽チャペル 聖歌隊 

  社 みんなで生きる② 中道 基夫（院長） 

  法 Christian M. Hermansen（宣教師、法学部教授） 

  経 秋学期を迎えて② 李 相勲（宣教師） 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 創立記念日を覚えて① 嶺重 淑（宗教主事） 

  総 村瀬 義史（宗教主事） 

  聖和 千葉 武夫（聖和短期大学学長） 

 

26 月   

  神 夏期派遣実習報告 福留 洋平（神学研究科 M1） 

  経 創立記念日を迎えて① 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 村瀬 義史（宗教主事） 

 

27  火   

   神 Mission in Dialogue 報告 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 音楽チャペル 聖歌隊 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 創立記念日を迎えて② 舟木 讓（宗教主事） 

  商 梅咲 敦子（商学部教授） 



 

  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） 

  総 村瀬 義史（宗教主事） 

  教 梶原 直美（宗教主事） 

 

28 水   

  神 中道 基夫（院長） 

  社 創立記念日に  打樋 啓史（宗教主事） 

  法 Christian M. Hermansen（宣教師、法学部教授） 

  商 松隈 協（高等部宗教主事） 

  人 創立記念日を覚えて③ 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（宗教主事） 

  教 梶原 直美（宗教主事） 

 

29 木   

   神 夏期派遣実習報告 大仁田 空（神学研究科 M1） 

  文 Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  社 献血実行委員会 

  法 大宮 有博（宗教主事） 

  経 創立記念日を迎えて③ 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  商 木原 桂二（宗教主事） 

  人 音楽チャペル 聖歌隊 

  総 村瀬 義史（宗教主事） 

  聖和 関西学院創立記念礼拝 打樋 啓史（宗教総主事・社会学部宗教主事） 

 

30 金   

  神 神学を学ぶ② 芦名 定道（神学部教授） 

  文 Chapel in English   Andreas Rusterholz（宗教主事） 

  経 創立記念日を迎えて④ Timothy Benedict（宣教師、社会学部助教） 

  院 新学期を迎えて 井上 智（宗教センター宗教主事） 

  理・工・生環  前川 裕（宗教主事） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇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） 

９月３０日（金） 創立記念日を覚えて   打樋 啓史（宗教総主事） 
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。 

 

 

●院長室から発信！ ビデオメッセージ 「風に思う」 配信のご案内 
院長室からのビデオメッセージ「風に思う」の配信が始まりました。毎回、聖書の言葉

を取り上げ、それが今を生きる私たちに何を語るか、短くお話しします。キャンパスの

美しい風景と合わせて、関西学院の中心となる精神に触れてください。今後も月２回程

度で更新されていきます。 

https://www.youtube.com/watch?v=aEkFepEX1f4&t=2s（最新の動画） 
https://ef.kwansei.ac.jp/about/kazeniomou「風に思う」関西学院 院長室からのメッセージ(HP) 

 

●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）の午前 10時から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。 

https://www.youtube.com/watch?v=aEkFepEX1f4&t=2s
https://ef.kwansei.ac.jp/about/kazeniomou


 

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。 

９月２５日（日） １０：００～１１：００ 

１０月 ９日（日） １０：００～１１：００ 

１０月２３日（日） １０：００～１１：００ 
 

●第２２３回ランバス演奏会「ベンマルク桃子ヨハンナ オルガンリサイタル」のご案内 
「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パイプオルガンの音色をたっぷりお楽しみください。 

（入場無料／予約不要） 

出演者：ベンマルク桃子ヨハンナ（オルガン） 

 演 目：J. P. スウェーリンク/公爵の舞踏会 (Ballo del Granduca, SwWV 319) 

D. ブクステフーデ/シャコンヌ ホ短調(Ciacona in e, BuxWV 160) 

J. S. バッハ/天にいますわれらの父よ(Vater unser im Himmelreich, BWV 636)ほか 

 と き：９月２６日（月）１７：３０～１８：３０ 

 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 
Momoko Johanna Bengmark プロフィール 

兵庫県出身。6 歳からピアノを学ぶ。米国の Moody Bible Institute で神学と音楽で学士 (BA in 

Biblical Studies – interdisciplinary in Music)。スウェーデンのヨーテボリ大学オルガン及び鍵盤

楽器科修士課程修了。ヨーテボリ大聖堂所属のヴァーサ教会の礼拝でのオルガンの奉仕に加え、スウェ

ーデン各地の教会でコンサートを開き好評を博している。 

 

 

●２０２２年度（創立 133 周年）学院創立記念礼拝 配信のご案内 
標記について、Zoom によるオンラインリアルタイム配信により、下記の通り開催いたしますので、各人の

パソコン等からご視聴ください。 

日 時：９月２８日（水）１５：００～１６：００（予定） 

場 所：Zoomによるリモート開催 

視聴用 URL：https://us06web.zoom.us/j/88541380476?pwd=UUIzTkRUanA1UGZrbEc1M1hOOHpzUT09 

ミーティング ID： 885 4138 0476 

パスコード 858386 

※なお、当日の様子は録画し、kwic に視聴用 URL を掲載いたしますので、リアルタイムでご視聴いただけ

ない場合は録画をご覧ください。 

 

●秋の献血日のお知らせ（西宮上ケ原キャンパス） 
宗教総部では、秋の献血活動を実施します。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！ 

日時：１０月５日（水）・7日（金）１０：３０～１１：３０／１２：４０～１７：００ 

場所：吉岡記念館ラウンジ 

主催：宗教総部献血実行委員会 

 
●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

の月１回木曜日にチャペルアワーを開催します。 

【どなたでもご自由にご参加ください。】（１７：５０～１８：１０ １４０５教室） 

 １０月 ６日（木） 打樋啓史（宗教総主事） 

   １１月１０日（木） 嶺重 淑（大学宗教主事） 

 １２月 ７日（水） 「クリスマス礼拝」打樋啓史（宗教総主事） 

   （12/7のみ水曜日、時間帯は１７：５０～１８：２０） 

 ２０２３年 

  １月１２日（木） 井上 智（宗教センター宗教主事） 

 

https://us06web.zoom.us/j/88541380476?pwd=UUIzTkRUanA1UGZrbEc1M1hOOHpzUT09


 

●第２回 教育研究部サロン「キリスト教と関西学院と私」のご案内 
今回は中道基夫院長をお迎えし、キリスト教や関西学院との関りを打樋啓史宗教総主事との対談形式

で語っていただきます。参加者との懇談も交えて進めてまいりますので是非ご参加ください。 

お話：中道 基夫（関西学院院長） 

司会：打樋 啓史（関西学院宗教総主事） 

日時：２０２２年１０月２４日（月）１７：１０～１８：４０ 

会場：ランバス記念礼拝堂（西宮上ケ原キャンパス） 

主催：関西学院宗教活動委員会 

※対象は関西学院教職員と学生です。 

※対面で実施しますが、Zoomでの参加も可能です。ご希望の方は 

https://forms.office.com/r/w0JJjbqbvM へお申し込みください。 
QRコードはこちら→ 

 

 

●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。 

［ボランティア参加までの流れ］ 

https://www.kwansei.ac.jp/c_volunteer/c_volunteer_m_001740.html 

［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 

 
●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://forms.office.com/r/w0JJjbqbvM
https://onl.tw/UBvnyqX
https://www.kwansei.ac.jp/about/chapel/weekly/
https://www.kwansei.ac.jp/c_christian/index.html

