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ボランティアサークル The Peace Fellows

　みなさんは、ボランティア活動にどのような意義を見
出していますか。私は、ボランティア活動を通じて得ら
れるものは多くあると思っています。例えば、新しい友
人ができる、充実感が得られる、価値観が変わり視野
が広がるなど、ボランティアを通して得られたものは、
社会に出てからも役に立つと思います。
　ボランティアをやってみたいけれど、どのように関わ
るのがいいかと心配する必要はないと思います。そし
て活動を始める立派な理由がなくてもまず大切なの
は、他者を思いながら自発的に活動を行うことだと思
います。もし一人で活動することが難しいと感じるなら
ば、ボランティア団体に所属すると良いかもしれませ
ん。自分の肌に合う団体がきっとあると思います。
　私たちThe　Peace　Fellowsは各々の興味や関心
に基づいた活動を幅広く行っております。昨年はNPO
法人フードバンク山梨との連携活動や、ペットボトル

キャップの回収など、身近な問題に目を向けた活動をし
ました。また特に、貧困問題について深めました。貧困
というと、どこか遠くの国で起きていることのように感じ
る人もいるかもしれません。しかし、実際は日本国内でも
深刻な社会問題として認識されています。また山梨に
おいても6人に1人の子どもが貧困状態にあると言わ
れています。私たちは学内で食品を回収し、フードバン
ク山梨を通して食を必要とする家庭に届ける「フードド
ライブ」という活動を行っています。この活動に携わり、
他者に思いを寄せるとともに、貧困という難しいテーマ
を自分たちの問題として考えるようになりました。
　みなさんも興味や、このようなボランティア活動をし
たいという思いがあると思います。その思いを是非行
動に移してみませんか。そして、The Peace Fellows
として活動してみたい方、ぜひチャペルセンターへ足
を運んでください。

The Peace Fellowsの活動を通じて
The Peace Fellows 部長　2年　村松えり子

〇チャペルアワーを担当しました〇　
　 6月 7 日 （火）「隣人を愛すること～熊本地震救済募金を通して～」 学生 教職員20名出席
　 6月22日 （水）「フードドライブとは」 学生 教職員40名出席
　 7月25日 （月）「フードドライブを終えて」 学生 教職員25名出席
　11月16日 （水）「私からあなたへ、山梨英和から世界へ
　　　　　　　　　　～最近のThe Peace Fellowsの活動より～」 学生 教職員35名出席
　12月 6 日（火）「私たちから誰かへ届く幸せ」 学生 教職員53名出席

〇新聞・報道にとりあげられました〇
【新聞】
　10月21日  (金)　山梨日日新聞　『おにぎり写真で給食を』
　10月28日  (金)　山梨日日新聞　『食品ロスや飢餓を考える　山梨英和大でワークショップ』
　11月10日  (木)　山梨日日新聞　『デザインおにぎり 投稿　途上国支援で英和大生40人参加』
【報道】　　　
　12月 1 日（木） UTY／YBS　フードドライブ 

〇全学的に取り組みました〇
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2016年
4/20（水）～28（木）熊本震災救済募金活動
　学内に募金箱を設置し、募金活動を行い、熊本YMCAおよ
び日本基督教団九州教区へ送付。

7/1（金）～15（金）フードドライブ
　学内で食品を集め、NPO法人フードバンク山梨に寄付。

夏期休暇中　
・フードバンク山梨のボランティア　
　　食品の箱詰め／食品発送
　　夏休み子どもバーベキュー大会
・やまなしライフサポートのボランティア
　　炊き出し
・サークル親睦会

10/3（月）ペットボトルキャップ回収開始
　学内に回収箱を設置し、回収したペットボトルキャップを開
発途上国へのワクチンに変える活動。

『世界食料デー』月間の取り組み
　　世界の食料問題を考える日として国連が制定したもので、
世界に広がる栄養不足や飢餓、貧困を解決していくことを目
的としています。

　　学内でも3つのイベントを実施しました。
Part 1 
10/13（木）「食」を考えるワークショップ
　世界の飢餓に目を向け、私たちの「食」を見直すた
めのワークショップの実施。

Part 2 
10/13（木）～11/30（木）おにぎりアクション2016
　おにぎりの写真を撮影し、専用サイトに投稿すること
（＝アクション）で、アジア・アフリカの子どもたちに
給食を届けること（＝アクション）ができるイベント
の実施。

Part 3
10/17（月）～28（金）Table For Two弁当の販売
　開発途上国の子どもたちと私たちが食事を分かち
合うというコンセプトのもとにTable For Two弁当
を販売。売り上げの一部がアフリカの子どもたちの
給食となる支援。

11/5（土）・6（日）紅楓祭
　ふりふりポテトの販売。
11/9（水）おにぎりワークショップ
　世界の食料問題を考え、おにぎりを作る交流会の実施。
11/22（火）クリスマスツリー点火祭
　第2部「おたのしみのひととき」の企画・運営。
12/1（木）～15（木）フードドライブ
　学内で食品を集め、NPO法人フードバンク山梨に寄付。
12/15（木）クリスマスプレゼントの寄付
　日本キリスト教団東北教区被災者支援センター・エマオ
　にお菓子の詰め合わせを送付。
12/18（金）クリスマス礼拝　
12/20（火）燭火礼拝
2017年
1/23（月）礼拝を考えるワークショップ
　聖書の物語やことばを味わうため体験型礼拝を実施。

学内外でのボランティア活動やチャペルセンター諸活動をサポートしています

活活 動動 報報 告告

2016年度最後のチャペルアワー

熊本震災救済募金活動 フードドライブ1回目

フードバンク山梨での食品の箱詰め 食を必要とする方への炊き出し

ペットボトルキャップをワクチンに 「食」を考えるワークショップ

おにぎりアクション2016 Table For Two弁当の販売

紅楓祭 おにぎりワークショップ

クリスマスツリー点火祭 フードドライブ2回目

被災者支援センター・エマオへ クリスマス礼拝

燭火礼拝 礼拝を考えるワークショップ
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聖歌隊 グリーンチャペル クワイア聖歌隊 グリーンチャペル クワイア

学校行事やチャペルアワーで献唱しています学校行事やチャペルアワーで献唱しています
入学式
キリスト教教育週間
チャペルアワー　音楽礼拝
　夏期休暇中　強化練習
半日修養会
クリスマスツリー点火祭
クリスマス礼拝
クリスマス祝会
卒業式

キリスト教教育週間 チャペルアワー　音楽礼拝

半日修養会 クリスマスツリー点火祭 クリスマス祝会

入学式

　昔から歌うことが好きだった私は、山梨英和大学
に入学してから行ける日には必ずチャペルアワーに
出席していました。ある日の休み時間、クワイアに入
らないかと大久保さんに声をかけていただきまし
た。これまでも習い事として合唱クラブに参加してい
たので、迷いもなく聖歌隊に入隊することを決めまし
た。
　私が入隊した当時、男性三人、女性一人という少
人数だったことを覚えています。私以外はみな先輩
で、女性はひとりで一つのパートを歌うので、「私が
音をはずしたら音が変になる！」と常に緊張していま
した。しかし、指導をして下さる先生も先輩方もとて
も優しかったので、すぐに聖歌隊の雰囲気に慣れ、
緊張もなくなりました。
　進級し、私が隊長になりました。新しい隊員もたく
さん入り、隊員の数は昨年の倍になりました。不思議

で仕方ありません。女性の割合が高くなり、私が入
隊した時とは違って、音の厚みも増し、今が一番いい
音を作りだせているように思えます。また練習の合
間、みんなでわいわい話をしたりする時間も楽しく感
じます。
　入学式や卒業式だけでなくチャペルアワーや半日
修養会、クリスマス祝会などたくさんの学内行事に
聖歌隊の一員として参加し、キリスト教や宗教音楽
を知ることができました。これは山梨英和大学に入
学したからこそ、得られたものだと思います。
　指導して下さる先生方や先輩方、後輩たち、いろ
んな人たちと出会うことができ、聖歌隊に入ってよ
かったと思います。来年度は就職活動などで今まで
のように練習に参加出来るかわからないのですが、
山梨英和大学の聖歌隊として一曲、一曲大切に歌っ
ていきたいです。

今年度、チャペルセンターでは「私たちを平和の道具としてください」という年間標語に基づき、
平和を実現する人＝The Peacemakers として、何をすべきか問いながら企画をたてていきました。
学生ひとりひとりの賜物が活かされ、より充実した活動となりました。

今までと今と グリーンチャペル クワイア 隊長　3年　望月　史織

校訓  「敬神」  「愛人」  「自修」 に基づく

学び　　チャレンジ　　気づき

5ページをご覧ください。
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　私は2016年8月16日から21日に韓国で行われたピースセミ
ナーに参加しました。元々日韓関係に興味があり、とにかく行っ
て学びたいと勢いで参加を決めました。出発までに3回の事前
学習会があり、日韓関係の歴史を遡り、参加者で年表を作りま
した。このプログラムでの共通語が英語だったため、すべての
資料が英語で、かなり苦労したことを覚えています。
　このピースセミナーの参加者は全員女性で、日本人参加者７
名と神学大学で学ぶ韓国人の学生とが一緒になって韓国併合
の時代のことや慰安婦問題について学びました。一つの出来事
に対しての受け止め方は人の数だけ存在します。しかし、これか

らの未来が平和であってほし
いと思う気持ちは国籍や言
語が違っても、みんな同じで
あると強く感じました。「やっ
てみたい、挑戦してみたい」と
思う気持ちを軸に行動するこ
との大切さや、日本を離れ現
地に行くことの重要性、誰に対しても思いやりを持つことの必
要性などを学ぶことができ、自分の自信にもつながるとても意
義のある経験でした。

Be A Peace Maker 1年　植松亜美

　私は大学生活で3回チャペルアワーで話をしました。自分の
考えや思いを原稿にまとめ伝わりやすいように話をします。
　SNSでの発言は活発に行われる一方で、直接的な人と人との
コミュニケーションが不足していると感じられる昨今、人の前で
自分の考えや思いを発言する場は貴重だと思いました。今後の
社会生活でも必ず活きてくると思います。自分の発言がダイレク

トに伝わるため非常にやりが
いを感じることができます。
　みなさんもチャペルアワー
に参加してみてはいかがです
か。きっと新たな世界の発見
につながると思います。

私とチャペルアワー 4年　飯嶌夏樹

　私は大学1年生の時から3・11東日本大震災追悼記念会に参
加してきました。2011年3月11日に東日本大震災が起きて以
来、ニュースや新聞などで津波の様子や崩壊した町の様子など
を目にするたびに、被災された方々はどんな気持ちで今を生き
ているのか、自分は何をするべきなのか考えるようになりまし
た。そのような思いの中、追悼記念会に参加しました。そこで被
災された先輩の話や、ボランティアとして東日本に行った方々の
話を聞き、東日本大震災とその後の復興の現状についてより深
く知ることができました。そして自分なりにできることをして

いこうと思うようになりまし
た。
　追悼記念会は、震災のこと
を思い起こすと同時に、いの
ちの尊さについても考えると
きとなりました。この思いを自
分の心から風化させないため
にもこれからも参加していきたいです。

3.11東日本大震災追悼記念会に参加して　 4年　樋口智士

　Table For Two（＝二人の食卓）は、世界の食の不均衡を解
消するための取り組みで、先進国の過剰なカロリー摂取を「オ
フ」し、途上国の食事に「オン」する活動です。カロリーオフした
お弁当を考案・販売し、お弁当代の一部（1食につき20円）を
途上国に送ると1食分の給食を届けることができます。時間と
空間を越え、食卓を分かち合うという考え方です。食べること
は、生きることに直結します。お弁当を購入するだけで国際貢
献ができるため「ぜひ山梨英和大学でも取り入れたい」と思
い、実施を決意しました。また私一人で支援するのではなく、世
界の食の格差を学内のみんなで考えたいと思い準備を進めま
した。

　学食スタッフとの打ち合わ
せ、メニューの考案、諸手続
きなど、準備段階で様々な壁
にぶつかりましたが、お弁当
は即日完売し、「誰かのために
できることをやってみよう！」
という学内の人の関心と思い
やりを感じました。
『小さなことに、大きな愛を込めればいいのです』というマ
ザーテレサの言葉があります。どんな小さなことであっても、愛
を込め、実践することの大切さを感じることができました。

TFTお弁当販売に取り組んで（小さな一歩から大きな動きへ） 4年　北村侑香

　僕は一昨年の12月に行われた「ハンガーバンケット」という
世界の食事の格差を疑似体験するワークショップに参加し、世
界の現状を全く知らないということに気づきました。そして、
もっと世界のことを知る必要があり、その中で自分にできるこ
とがあるのではないかと興味を持ち、チャペルセンターの様々
なワークショップに参加するようになりました。家に余っている
食材を持ち寄って料理を作り、みんなでシェアする「サルベージ
パーティー」、世界の食についてみんなで考えるワークショップ
など、「食」を考えるきっかけとなり、毎日食べられることのあり
がたみを改めて感じました。そして食べ物を粗末にせず、残さず
食べることがまず自分に出来ることだと思い、その後意識して
食事を摂るようになりました。
　ワークショップでの学びを通じて、誰かがすることを待って

いるのではなく、自分が率先
して出来ることを行動にうつ
す大切さを学びました。
　チャペルセンターの大久保
さんがワークショップへの参
加を促してくれたことで考え
が変わり、またチャペルセン
ターという居場所に出会うことができました。チャペルセンター
は、学生や先生・職員の方が集うユニークなコミュニティーで
す。ボランティアの話はもちろん、日々のたわいもないこと、就
職活動の話、世間話など学年や立場を越え、自由に語り合うこ
とができる場所であり、充実した4年間を送ることができまし
た。卒業しても顔を出したいと思っています。

I've learned a lot of things here! 4年　徃藏和正
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写真家、ノンフィクション作家、 桜美林大学特任教授。
1962年生まれ。これまで世界140ヵ国を取材し、「紛争」「地球環境」「宗教」などを基軸
に、独自の切り口で「文明論」を展開している。第32回 太陽賞受賞。公益社団法人「日本
写真家協会」会員。市民発電事業、一般財団法人「多摩循環型エネルギー協会」代表理
事。多摩グリーンライブセンター「がん哲学外来カフェ」の運営にも関わる。
日本基督教団 経堂緑岡教会教会員。　HP　http://www.momoikazuma.com/

プロフィール

著  書

地球の上で、感覚を研ぎ澄ませ
講師　桃井 和馬 氏

2016年10月19日（水）半日修養会

　写真は視覚的なメディアです。しかし写真は、実は見えない
ものにこそ意味があるのです。みなさんは1日に1万点の写真を
見ていることをご存じですか？夜寝る前にたぶん1枚も覚えて
いないでしょう。すべては目の前を右から左に流れるだけ。写
真の本当の面白さは、背後の物語を、写っている情報から想像
することです。
　「想像する」。つまり自分の頭で、能動的に考える。すると見て
いるみなさんの頭の中で、まるで映画のワンシーンのように写
真が動きだし、話し始めるのです。それが面白いのです。
　みなさんに今必要とされているのは、写真を見ることでわ
かった「想像力」、それも時代への想像力です。
　ここで質問です。次の問題の数式を書いて下さい。
「A社は、全世界で収穫される小麦の50％を買い付けていると
仮定します。経営に成功。残りの50％の買い付けにも成功した
とすると、世界にある小麦の何パーセントをA社は輸入できる
でしょうか？」
　簡単ですね。50＋50=100。小学生でもわかる算数の問題で
す。大学生のみなさんには、あまりに簡単で拍子抜けしたかも
しれません。100％、つまり全世界の小麦すべての買い付けに
成功したわけです。
　算数のレベルでは正しい問いと答えです。しかし、これを本
当にやってしまったら、たぶん戦争が起きてしまう。独占禁止法
という法律があります。これも、「誰かが、ひとつの分野である
以上のシェアを独占すると、必ず価格をつり上げる」という経
験からできた法律です。もしA社が100％の小麦を独占してし
まったら、必ず価格を上げます。すると当然、食糧にありつけな
い人が出てくる。そして紛争へと繋がる。
　「小麦」の部分には、「水」「土地（領土）」「資源」などの言葉を
入れることができるでしょう。人間には絶対に必要なもの。しか
し、地球上に限りがあるもの。大抵の場合、戦争はその分配を
巡り起きているのです。逆にいえば、「民族」や「宗教」が最初の
きっかけとなって起きた戦争は、人類史レベルで考察すれば、
わずかな例外を除いて、ほとんどないと取材をし続ける中で感
じ続けました。
　災害や戦争の現場に立ち続けました。その中で、教育の大切
さを実感するようになったのです。
　パキスタンを大地震が襲い７万人が亡くなったその直後に
すぐ住人たちが始めたのが、テントでの学校でした。理由は、崩
れた建物（校舎）の多くに本来入っているはずの鉄筋が入って
いなかったから。たぶん10年前、20年前の建築に関わった大

人が、自分の利益のために、本来入れるはずの鉄筋を入れず、
その予算をポケットに入れてしまったのです。まっとうな大人
は「そのような不正に社会が蝕まれないために教育が必要」だ
と感じたのです。また、最初に考えた数式のように、知識として
は正しいことでも、それをやらないことが人間の知恵で、地球
に74億もの人が住む今の世界で必要なのは、本物の知恵に他
なりません。
　多くの人が、私たち日本人の科学や技術や学術レベルは最
高のレベルにあり、原発でもこれからは正しく動かすことがで
きると信じています。しかし、今も福島原発では、爆発した原子
炉から放射性物質を取り出すことができず、取り出し方も分か
らず、外部には放射線が漏れ続けています。私たちの科学や技
術のレベルはそれほどでしかありません。
　にも関わらず、日本政府は、海外への原発輸出を再開。また
原子炉から出る廃棄物を、「10万年間、責任を持って保管する」
と表明しました（2016年9月1日　朝日新聞）。これはあまり問
題にもならなかった政府見解です。理由は日本人のほとんどが
10万年という年月をリアルに考えられなかったからです
　しかしそれがどれくらい荒唐無稽なことであるかは、エベレ
ストからも分かります。
　エベレストは、ユーラシア・プレートとインド・プレートの衝
突の歪みで生まれた山です。歪みは1年でおよそ10㎝。つまり
8848メートルのエベレストは、88千年で誕生した計算になり
ます。
　日本政府が発表した10万年という年月は、世界で最も高い
山エベレストが海の中から隆起し、8848メートルになるまでの
時間より長いわけです。
　こういう無茶苦茶なことをきちんと「変だ！」と言えるように
なるためにも、教育が必要で、だから今、君たちはこの学舎で
学問をしているのです。
　「すべての権力は腐敗する」と言われています。人間の社会の
中で権力機構は必要ですが、もしも権力機構がチェックされな
くなると必ず腐敗します。それが長い人類史の中でわかった事
実でしょう。
　同じように、人間は、人間を越えた存在がいない状態になる
と、簡単に暴走します。これも長い人類史の中でわかった事実
でしょう。だから私たちには宗教や、神様が必要なのだと思っ
ています。人間は、人間を越えた存在の前で「正しく畏れる」必
要があるのです。

『もう、死なせない！－子どもの生きる権利－』（フレーベル館）
『すべての生命（いのち）にであえてよかった』（日本キリスト教団出版局）
『妻と最期の十日間』（集英社）
『希望の大地－「祈り」と「知恵」をめぐる旅』（岩波書店）  　 他多数

共著『3・11メルトダウン』（凱風社）
『東日本大震災－写真家17人の視点』 （朝日新聞出版）
『生きる－東日本大震災から１年』（日本写真家協会編 新潮社）
デジタル書籍『大地巡礼』　　　　　　　　　　　　　　他多数
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◆4月11日（月）
始業礼拝　宗教主任　深津容伸

◆4月20日（水）～28日（木）
熊本地震救済募金

◆5月23日（月）～27日（金）
キリスト教教育週間
　テーマ：平和を目指して
　　23日（月）田草川すみ江 氏 甲府YWCA会長　
　　24日（火）大木正人 氏 山梨英和こども園園長
　　25日（水）神宮寺みどり 氏 山梨英和カートメルこども園教諭
　26日（木）糟谷理恵子 氏 山梨英和中学校教頭
　　27日（金）加藤真代 氏 浜松大空襲戦災体験者

◆7月1日（金）～15日（金）
フードドライブ in 山梨英和大学
◆9月26日（月）
始業礼拝　学長　ジョージ・ギッシュ

◆10月13日（木）
ワークショップ 　 「食」を考えよう！
◆10月13日（木）～11月30日（木）
おにぎりアクション2016
◆10月17日（月）～28日（金）
Table For Two弁当の販売

◆10月19日（水）
半日修養会
　　　講師　桃井和馬　氏
　　　「地球の上で、感覚を研ぎ澄ませ」

◆11月7日（月）
逝去者追悼礼拝

◆11月9日（水）
ワークショップ　おにぎりを作ろう！
◆11月22日（火）
第29回　クリスマスツリー点火祭

◆11月22日（火）～12月20日（火）
クリスマス募金・献金

◆12月1日（木）～15日（木）
フードドライブ in 山梨英和大学
◆12月16日（金）
クリスマス礼拝　宗教主任　深津容伸
◆12月20日（火）
燭火礼拝
「共に礼拝をつくりあげよう！」をテーマとし、学生有志と準備を
進めました。イエス・キリストの「希望」を象徴するキャンドルラ
イトの光を中心に学生・教職員が集い、聖書を朗読し、音楽をさ
さげました。
初めての試みでしたが、多くの学生の奉仕により一つとされ、豊
かな燭火礼拝となりました。
　　参加団体：グリーンチャペル クワイア・軽音部・吹奏楽部
　　　　 　　Ringer Ringer（ハンドベル）・The Peace Fellows

2017年
◆1月10日（火）
新年礼拝　宗教主任　深津容伸　

◆1月23日（月）
ワークショップ　礼拝を考えよう！
◆3月10日（金）
3.11　東日本大震災　追悼記念会

◆3月15日（水）
卒業礼拝　宗教主任　深津容伸

年間標語
わたしたちを平和の道具としてください

　　　　　2016年度クリスマス募金・献金報告
募金・献金総額：60,000円（クリスマス募金：16,964円、クリスマス献金：43,036円）

送り先：
・ひかりの家 15,000円
　　市川三郷町　発達に障害があるこどものための通園施設
・山梨ダルク 15,000円
　　甲府市　　　薬物依存からの回復・社会復帰を支援する施設
・フードバンク山梨 15,000円
　　南アルプス市　食の貧困を抱える家庭を支援する団体
・渋谷りつ子さんを支える会 15,000円
　インド マザーテレサの家の関連施設でボランティアされている渋谷さんを支援する会
みなさまからいただいた募金・献金を上記の団体に送りました。

ご協力、心より感謝申し上げます。

◆チャペルセンターのご案内◆
人と人とが出会い、集う場所
チャペルセンターは、学生のみなさん、教職員、同窓生など多くの方々
に開かれた場所です。どなたでも大歓迎のオープンスペースです。

こちらもご覧ください
大学webサイト「チャペルセンター」
http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp
ソーシャルメディア公式アカウント

https://www.facebook.com/
YamanashiEiwaCollegeOfficial

https://twitter.com/yec_navi

http://accountpage.line.me/yamanashi-eiwa
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　3.11東日本大震災は、千年に一度と言われるほど
の大災害をもたらしました。同時に、多くの人々 がボラ
ンティアに熱心に取り組むようになり、2011年はボラ
ンティア元年と言われるようになりました。事実、本
学学生のボランティアへの関心も高く、ここ数年、多
くの学生がさまざまなボランティア活動に携わってお
り、本学に入学した理由の一つにボランティア活動の
活発さをあげる学生もおります。チャペルセンターも
一つの窓口となり、子どもの貧困問題への関心・学び
から始まったフードドライブも、この2年間で4回実施

いたしました。
　チャペルセンターでは、学内、学外、そして地域社
会で必要とされている働きに目を向けて活動してきま
したが、今後海外でのボランティアにも活動の場を広
げていこうと、その準備としてすでに何人かの学生や
スタッフが、タイ、韓国、ベトナムや北米での研修に参
加しております。
　このようなチャペルセンターの活動に、皆さんの積
極的なご参加を心からお待ちしております。

「サービス」（神と隣人への奉仕）としての
ボランティア活動

「サービス」（神と隣人への奉仕）としての
ボランティア活動

宗教主任　深津　容伸

　At Yamanashi Eiwa College, Chapel Hour is a time and place to discover who we are. It is for 
all the students, faculty and staff to be free from what others think about us and be ourselves 
before the presence of God.  It is a time and place to listen to the words of the Bible, especially 
the words of Jesus, which give us important hints on how we can live in the way God intends us 
to live with others in the world.

　Chapel Hour is like a window that opens up our hearts to God.
　By contrast, the Chapel Center is like a window that opens out onto the world around us.  

　The Chapel Center is a place where we can make new friends and find ways of working 
together to serve the needs of others in our community, as well in other areas of Japan and the 
world.
　So please come to the Chapel Hour where you can “Be still and know God.”  And whenever 
you need a friend or want to enjoy working with others as a volunteer and join in other service 
activities, please feel free to stop by the Chapel Center where you are always welcome.

George W. Gish, Jr,
 College President and Board of Trustees Chair

All Are Welcome to Chapel Hour 
and the Chapel Center

All Are Welcome to Chapel Hour 
and the Chapel Center

　キリスト教精神に基づく奉仕の心をもって学生と共に奔
走した一年の歩みを今じっくり振り返っています。慌ただし
く過ぎた、しかし、本当に充実した一年でした。
　1月のチャペルアワーで聞いた「Continue to Begin」とい
う言葉に力を注ぎこまれました。そして、来年度も、失敗を
恐れず新たなチャレンジを続けていこうと改めて決意しまし
た。この春卒業されるみなさんにとっても大切にしてほしい
言葉です。

　大学を離れ、これまで味わうことのなかった苦しみに直面
することもあるでしょう。「人生に意義があるなら、苦しみに
も意味があるはずだ。苦しむことは人生の一部であるから
だ」とV.フランクルは言っています。「奮闘」してください。
　私からは、「安心して行きなさい、神があなたと共におら
れます（God be with you）」という聖書の言葉を贈ります。
これからはじまるみなさんの新たな歩みが、苦しい奮闘の中
にあっても「平和」であるようお祈りしています。

編集後記編集後記


