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chapel news
2017 年 年間標語 隣人愛に生きよう
イエスは言われた。
「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』
これが最も重要な第一の掟である。
第二も、これと同じように重要である。
『隣人を自分のように愛しなさい。』」
マタイによる福音書２2章３７－３９節

「愛する」と訳されているギリシャ語の原語を見る

と、
「アガパオー」である。これは「好きになる」ことで

はなく、
「大切にする」、
「大事にする」という意味で
ある。意思を示す言葉であって、感情とは無関係なの

なたの敵を愛せよ」とは、
「憎たらしい敵であっても大

事にしよう」という意味だ。日本人ならピンとくる。
「敵に塩を送った上杉謙信の精神だ！」。

この一年、どのくらいの人がこの標語の意味を理解

である（もちろん、大事にしていると、知らないうちに

したかどうかわからない。が、日本語には、
「あの人は

しろい）。

し、隣人を大事にする。そんな「できた人」になろうで

嫌いだった人を好きになっていくこともあるからおも
この聖句は、要するに、
「神さまと隣人を心を込め

て大事にしよう」という意味なのである。だから、
「あ

できた人だ」という言い方がある。神さまを大切に
はないか。

山梨英和大学チャペルセンター

宗教主任

高橋
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ボランティアサークル The Peace Fellows
Love for others
The Peace Fellows 部長
今年度のThe Peace Fellowsの活動は、年間標語で
ある「隣人愛に生きよう」を活かした山梨から世界まで幅
広い視野を持ったものでした。例えば、山梨英和こども園
の環境整備のお手伝いやこどもたちとの交流、薬物やア
ルコール依存からの回復を目指す山梨ダルクの見学、
ま
た毎週木曜日には暴力のない世界を目指すために力と勇
気の象徴として黒い服を着るという国際キャンペーン、
「Thursdays in Black」の取り組みなどです。
これらの活動を振り返ってみると、私たちがこれから社
会の中でどのように生きていくのか、隣人のために何がで
きるのか、
そのために何が必要なのかについてのヒントを
得ることができたと感じます。そしてこの経験や活動は、
部員みんなの「糧」にもなっているはずです。身近な気づ
きや世界における社会問題への関心が、学びや実践に繋
がったようにも感じています。
ルカによる福音書10章25節～37節にある「善いサマ
リア人」というイエス様の譬え話があります。このお話か
ら、
「隣人愛」とは「現状や物事、存在を無視せずに関わ
りを持つこと」であると捉えることができると思います。 そ
して、山梨英和大学の校訓の一つである「愛人」も同じこ
とを示しているのではないかと思います。他者への愛、思

2年

風間奈月

いやりを忘れることなく、キリスト教精神の基盤である奉
仕の精神を持ち、活動を続けていきたいです。
その他にも、
タイやフィリピンでのワークキャンプ、韓国
やベトナム、
インドネシアでの平和を考える研修といった
海外プログラムに参加している部員もいます。サークル内
や学内でそれぞれの体験を聞き、共有することで良い刺
激を与えられています。活動に参加した本人たちばかりで
はなく、他の部員が、若い視点や国際的視野から物事を
捉え、
そして考え、社会に貢献できる素敵な人間になって
欲しいです。
12月には宮城県にある東日本大震災の被災者支援施
設や福島県にある放射能情報センターに集うこどもたち
へクリスマスプレゼントを贈りました。会ったことのないこ
どもたちを思い、楽しくクリスマスをお祝いできるよう祈り
を込めてメッセージカードを添えました。すると後日、
お礼
の手紙が送られてきました。お互いの顔を合わせなくと
も、
あたたかい気持ちの行き来を感じ、
このような形も「隣
人 愛 」であると感じました。これからのT h e P e a c e
Fellowsの活動が愛に溢れ、実りの多いものとなりますよ
うお祈りします。

〇チャペルアワーを担当しました〇
4 月18日（火）「ボランティア活動で生きる隣人愛」
10月17日（火）「Love for others」

学生教職員30名出席
学生教職員59名出席

〇新聞にとりあげられました〇
【新聞】
6月17日（土）
7月 4 日（土）
10月16日（月）
10月27日（金）
11月20日（月）
11月22日（水）

山梨日日新聞
山梨日日新聞
山梨日日新聞
山梨日日新聞
山梨日日新聞
山梨日日新聞
読売新聞
12月 2 日（土） 山梨日日新聞
12月19日（火） 山梨日日新聞
1 月17日（水） 山梨日日新聞
3 月 9 日（金） 山梨日日新聞
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『薬物依存 回復へ支援 英和大生 生活用品募り寄付』
『山梨英和大生 困窮世帯を支援 健康志向の食品募る』
『おにぎり写真投稿 途上国の給食支援』
『反暴力の訴え 黒服に託す 山梨英和大の有志 木曜に着用』
『デートDV 予防学校から』
『色とりどりツリー輝く』
『クリスマスツリー 山梨英和大で点火祭』
『英和大生がフードドライブ』
『難民の郷土食 学食で 山梨英和大 学生企画「問題身近に」』
『難民の郷土料理 提供 山梨英和大 学食で、一般利用も』
『震災の記憶 後世に 各地で追悼、備え再確認』

活 動 報 告

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

6/12（月）～23（金）山梨ダルク支援活動
石鹸や洗剤などの生活用品を学内で募り、山梨ダルクに寄付。
7/3（月）～21（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。

7/13（木）Thursdays in Black
女性、男性、子どもの虐待に対してNOと
言うための方法として木曜日に黒い服を
着て強姦と暴力のない世界を求める啓
発運動。暴力に苦しむ人に目を向ける。 山梨ダルク生活用品支援

10/28（火）山梨英和カートメルこども園バザー手伝い
10/5（木）～11/15（水）お
にぎりアクション2017
おにぎりの写真を撮影し、
専 用サイトに投 稿 。アジ
ア・アフリカの子どもたち
に給食を届けるアクション。
11/4（土）、5（日）紅楓祭
カートメルバザー
タピオカ販売／英１グランプリ優勝

Thursdays in Black
7/20（木）やまなしライフサポートのボランティア
炊き出し

～夏期休暇中～
・フードバンク山梨
・やまなしライフサポート
・山梨英和プレストンこども園
・山梨英和カートメルこども園
・山梨ダルク
・山梨英和ダグラスこども園

食品の箱詰め／食品発送
炊き出し
園児との交流／環境整備
園児との交流／環境整備
施設見学
園児との交流／環境整備

紅楓祭
11/7（水）おにぎりワークショップ
留学生を交え、おにぎりを作り交
流。食品ロスについて考える。
11/11（土）三英和大学包括連携協
定締結記念講演会
静岡英和学院大学で実施された
講演会で、ボランティアについて
ディスカッションを行う。

おにぎりワークショップ

11/21（火）第30回山梨英和大学
クリスマスツリー点火祭

9/23（土）ペットボトルキャップ回収
学内に回収箱を設置し、回収したキャップをワクチンに変える活動。
ワクチン12本分のキャップ回収達成！
10/18（水）半日修養会 受付
10/21（火）山梨英和ダグラスこども園バザー手伝い
10/24（火）DVについて学ぶワークショップ

点火祭
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。
12/14（木）クリスマスプレゼント送付。
送付先：日本キリスト教団東北教区被災者支援センターエマオ
会津放射能情報センター
12/15（金）クリスマス礼拝
礼拝奉仕
12/19日（火）燭火礼拝
礼拝奉仕
12/20（水）ペットボトルキャップ回収
学内に回収箱を設置し、回収した
キャップをワクチンに変える活動。
ワクチン11本分のキャップ回収達
成！

ＤＶについて学ぶワークショップ

ペットボトル
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聖歌隊 グリーンチャペル クワイア

響く歌声に思いをのせて

グリーンチャペル クワイア 隊長 ３年 川戸美奈

入学式、チャペルアワー、半日修養会、クリスマス
ツリー点火祭、クリスマス礼拝、卒業式などの学内行
事に欠かせない存在がグリーンチャペルクワイアで
す。
私がクワイアに入隊したきっかけは、先輩に声をか
けられたことです。練習風景を見学したとき、楽しそ
うな雰囲気で練習をしているのを見て、私もここで先
輩たちと歌いたいと憧れたことを覚えています。
私がクワイアに入隊して、一番印象に残っているこ
とは、二年生のときの入学式です。１人が１パートを
歌った混声４部の歌は、音の響きを合わせることが大
変でした。そして、練習の成果が出て、本番では満足
に歌うことができました。入学式の歌のおかげなの
か、たくさんの新入部員が入隊し、聖歌隊は音の厚み
も増し、一層にぎやかに、楽しくなりました。
聖歌隊の人数が増えたことで、パートの見直しを
し、私はソプラノパートからアルトパートへと変わるこ
とになりました。小さい頃から合唱ではソプラノパー
トを歌っていたので、アルトパートを歌うことが初め

てで緊張しました。また、音を取ることが難しく、アル
トパートだけで歌うと音は合っているのですが、他の
パートとともに歌うと音を外してしまうことが多くあり
ました。しかし、練習を重ねていくと、だんだんとハー
モニーを作れるようになり、クワイアで歌うことが
もっと楽しくなりました。
クワイアで歌う賛美歌やグレゴリオ聖歌などは、
初めて知る歌が多く、新鮮でした。クワイアの指導を
している加藤先生が用意してくださる歌は難しいけ
れど、どれも素敵な歌です。そして、その歌の歌詞に
はどのような意味が込められているのかを知り、その
歌の持つ思いは何かと考えながら、格好良く美しい
歌声で歌えるようにいつも心がけています。
聖歌隊に入隊したことで、様々な学内行事に参加
する機会とその行事に参加する人たちとの交流を得
て、彩り豊かな学生生活を過ごすことができたと思
います。山梨英和大学の聖歌隊の一員として、これか
らも歌の持つ思いを大切にして、心を込めて歌ってい
きたいです。

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
夏期休暇中

音楽礼拝
強化練習

半日修養会
クリスマスツリー点火祭

入学式

キリスト教教育週間

クリスマス礼拝
クリスマス祝会
燭火礼拝
3.11東日本大震災追悼記念会
卒業礼拝

チャペルアワー

音楽礼拝

クリスマスツリー点火祭

グリーンチャペル クワイアは、随時、隊員を募集しています。
歌うことが好きな方、讃美歌・聖歌に興味がある方、お問い合わせはチャペルセンターまで。

校訓 「敬神」「愛人」「自修」に基づく

学び

チャレンジ

気づき

今年度、チャペルセンターでは、
「隣人愛に生きよう」という年間標語に基づき、何をすべきか問
いながら企画をし、活動してきました。
5ページをご覧ください。
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。
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探しなさい
私は大学生活の中で２度、チャペルアワーで話をする機会が
ありました。また、話を聞く側としても何度か参加しています。
人によっては、チャペルアワーにあまり馴染みのない学生生活
を送っている人もいるかもしれません。もちろん忙しい中無理
に参加する必要はないと思います。しかし、私の心に印象深く
残っている聖書の言葉にこのような言葉があります。
「求めなさ
い。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つか
る。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。」
（マタイによる
福音書7章7節）
チャペルアワーとは、出会いの場の一つです。そこで聞く話
の中に新しい出会いや発見があるかもしれません。そこで出会

留学を経て考える隣人愛
私は２年次にオーストラリアに長期留学をしました。毎日が新
しい知識と学びで溢れ、出会う人と同じ数だけ、様々な生き方
や人生に触れる日々でした。日本を離れ海外で生活を送る中
で、世界を肌で感じたと同時に、ホームである日本や今まで歩ん
できた人生を、客観的に見つめ直す事ができました。そしてこ
の経験から、自分の身近にある平和や、今いる場所でできる事
は何か、を考えるようになりました。夏休みには、5日間に渡り
韓国で同世代の学生たちと平和について学び、議論する「ピー
スセミナー」に参加しました。また昨年11月から企画を始め急
ピッチでの準備を経て、1月に「Meal for Refugees」という、
食を通じた難民支援のプロジェクトも実施しました。
これらのアクションのもう一つの大きな原動力であり、私の
心の支えでもあるものが、留学中に沢山の気づきを与え、私を

山梨ダルクの見学で感じたこと
私は今回の見学で、薬物依存からの回復を目指している人た
ちの体験を聞きました。過去の生き方を振り返る「ミーティング」
というプログラムの中では、私の今までの生活とはかけ離れた
体験を聞いて大きな衝撃を受けました。初めて薬物を使用した
時の様子を覚えていることや、今でも薬物を使いたい時がある
ことを聞き、薬物の恐ろしさを感じました。
私は今まで依存症は完治すると思っていました。しかし、実際
は依存しているものから離れて今日一日を生きることに取り組
み、リハビリを行うことで回復を目指すことが可能だと知りまし
た。依存症になってしまっても決して一人ではなく、助けを求める
ことができる場所はあります。ダルクはそのような場所であり、

海外で感じた隣人愛
私には大学に入学してからの2年で、大きな心境の変化があり
ました。それは、昨年と今年の2回、海外プログラムに参加した
ことです。昨年の3月に参加したタイ・チェンライでのワークキャ
ンプでは、現地の人たちとともに、土と水を混ぜセメントを作
り、教会の外壁の建設に携わりました。また今年の2月、インド
ネシアでの若い女性のためのリーダーシップ研修では、アジア
10か国から参加した女性たちとそれぞれの国の女性が抱える
問題や、社会の中での女性の役割などについて議論しました。
私は、この2つの海外でのプログラムに参加する前まで、国・
人種が異なれば分かり合えない、手を取り合えないと思ってい
ました。しかし、実際に異なる国の人々と関わる機会を持つこと
で、間違った思い込みが一気に取り除かれることとなりまし
た。言葉は通じなくとも、
「笑顔」という世界共通のコミュニ

4年 楡井 亮太
う人との間に新たな繋がりが
できるかもしれません。しか
し、それらは、すべて勝 手に
与えられるものではないと私
は思います。そこでの出会い
や 意 味を見つけ て、自分 に
とって大切なものにするのは、自らの探しに行こうとする意思が
あってこそだと思います。ぜひ、学生生活の中で、探しに行こう
としてみてください。チャペルアワーは何かを見つける場所にな
るかもしれません。

３年 亀ケ川 愛
成長させてくれた人たちの存
在 で す。昨 年 4 月に学 内 で
行った「オーストラリア リズモ
ア 洪 水 災 害 復 興 募 金 」も
「Meal for Refugees」も、
活動中私の頭の中には、彼ら
の顔や思い出が思い浮かび上がっています。
「あの人のために」
というより「見過ごせないし放っておけない」という感覚です。
私は「隣人愛」とはそういうものかもしれない、と思います。
私が今ここでできるアクションは、世界から見たら微力である
かもしれません。しかし、それでも行動することで、私の小さな
「隣人を想う愛」は周りの人たちへ伝わり、その人たちからさら
に社会、世界へと広がっていくと信じています。

2年 守木はる菜
社会復帰を目指す人たちをサ
ポートしているかけがえのな
い大きな存在であることを感
じました。一方で、危険な薬
物に手を出し、依存性に陥っ
てしまうという状況にならな
いことが一番であるとも思いました。回復プログラムに参加し、
施設の方からのお話や施設見学を通して、依存症を生み出して
しまう根本にある問題にも目を向けることが必要だと思いまし
た。

2年 新林 志保
ケーションを介して互いの距
離を縮め、親しくなることが
できる素晴らしさを感じるこ
とができたのです。プログラ
ム中、多くの場面で礼拝が守
られましたが、みんなで手を
繋いで祈りあったことがもっとも印象的でした。お互いがお互い
の国のことを考え祈り合う、この光景に一人ひとりの愛を感じ、
温かい気持ちになりました。困っている時は助け合う、悲しい
時はそっと寄り添う、その愛には国も人種も関係ないことに気
づかされた経験でした。これから先、実際に海外で感じた隣人
愛を、山梨での日々の生活の中で活かしていきたいと思ってい
ます。

5

chapel news
半日修養会

2017年10月18日
（水）

でも、そこにいのちがあるから
～福島原発核事故7年目におきていること～
会津放射能情報センター代表 片岡 輝美 氏
プロフィール
1961年福島県生まれ。
日本キリスト教団若松栄町教会教会員。85年夫･片岡謁也の着
任のため故郷会津若松へ。子どもは息子四人と長男の妻。2005年九条の会･西栄町学
習会を結成し
「自分のことばで平和を語る」
をモットーに月例学習会やピースウォークや
講演会などを企画。2011年3月15日から2週間義弟宅（三重県鈴鹿市）に四男、妹親子
と避難。会津若松に戻り、放射能から子どものいのちを守る会･会津（5月）
と会津放射能
情報センター（7月）
を設立し代表となる。福島の親子約200人が子どもの人権回復を求
めて福島地方裁判所に提訴した｢子ども脱被ばく裁判の会｣の共同代表。

著 書
（新教出版社）
『3.11後を生きる 今、いのちを守る』
（日本キリスト教団出版局） 『原発とキリスト教』
福島の人間は怒り続けている

『クリスチャンとして
「憲法」
を考える』
（いのちのことば社）
『終わらないフクシマ 女性たちの声』
（いのちのことば社）

『これでも罪を問えないのですか！福島原発告訴団50人の陳述書』
（金曜日）

問われる生き方

□
「何が主に喜ばれるのかを吟味しなさい」
エフェソの信徒への手紙5:10
2011年3月11日東日本大震災が発生、ほどなく東京電力福島第一原子
力発電所の原子炉は制御不能となり過酷事故に至りました。原発核事故現
場は混乱を極め、情報もないままに周辺市町村民は避難を強いられ、
それ
までの平穏な生活が一瞬にして奪われたのです。避難区域に指定されな
かった地域でも高い空間放射線量が測定され、子どもを連れて避難を決心
した家族は少なくありません。
この混乱を静めるために放射能は恐くないと
主張する科学者や医者が現れ、私たち福島県民はその主張を信じる者と信
じられない者に分かれました。
キリスト教会内でも、政治が絡む原発問題は教会に持ち込むべきではな
いと主張する人々がいます。
その声を聞きながら、私はこの6年間、繰り返し
信仰的･政治的･社会的にどの立場に立つのかを自分に問うてきました。
日
曜日に礼拝に出席する私も、政治的発言や行動を起こす私もひとりの私で
す。主に喜ばれるには、
どのような生き方をすれば良いかを考えてきました。

□原発核事故は起きない
「安全神話」
から
起きても大丈夫との
「安心神話」
へ
2011年3月11日午後7時3分、
日本政府より原子力緊急事態宣言が発令
され、6年7か月経った今も解除されていません。複数の原子炉が爆発し炉
心溶融を起こしたのは人類史上初めてですから、今行われている廃炉作業
も全て初めてのこと。
しかも、原子炉内は数十秒で致死するほどの放射能が
あり、原子炉に流れ込む地下水は毎日数百㌧の汚染水になります。人類は
核の領域に入ってはならなかった、
また自然の前に無力であることを思い
知らされています。
爆発によって原子炉から放出された放射性物質は大地や河川、海を汚染
しました。汚染された土壌は除染作業でフレコンバッグに収められています
が、余りにも夥しい数となり、2016年6月、環境省は8千ベクレル/㎏以下で
あれば全国の公共事業に再利用できるとしました。
「安全基準」
を現実に合
わせたことにより健康に影響はないとされた汚染土が、
みなさんの生活圏
内に入って来ることも現実味を帯びてきました。
この現実の中、大きく聞こえるのは「福島は復興している」
との声です。
つ
まり、除染は完了し食の安全は確保された。190名を越える小児甲状腺がん
の発症や疑いは放射線の影響とは考えにくい。
そして何より、原発核事故が
あっても避難しない県民がいる。だから、福島はもう大丈夫、福島に帰ろう
と帰還政策が強行されているのです。
原発で事故は起きないとの
「安全神話」
は、福島原発核事故により完全に
嘘だったことが証明されたにもかかわらず、今や「安心神話」にすり替えら
れつつあります。
「原発事故は起きても大丈夫」
との安心神話の目的は、原
発を再稼働させ海外輸出を目指す原発推進です。再稼働した原発や海外に
建設された原発でも事故は起きるでしょう。
でもその時、
自ら除染し食の安
全を確保しながら復興する福島県がモデルケースとなり、原発事故は起き
ても大丈夫と安心させるのです。
いったいこの国の目指す復興とは、誰のた
めの、何のための復興なのでしょう。
また、福島県は本当に復興しているの
でしょうか。
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思いを
「告訴状」
と
「陳述書」に

他

□会津放射能情報センターの活動
2011年5月、私たち市民が立ち上げた会津放射能情報センターには二つ
の活動の柱があります。
ひとつは空間･食品･土壌･衣類の測定を行うことで
「安全かどうかは私が決める」生き方を選ぶこと。
もうひとつは、放射能汚染
に不安を持つ人々に
「あなたはひとりではない」
と伝え、人々を繋げていくこ
と。そのために、毎月しゃべり場や内科医精神科医による健康相談会を開
き、春夏には子どもたちの保養プログラムを行っています。
センターに繋がるある家族は、原発核事故直後、中通りから会津若松市
に避難してきました。上の女の子は小学6年生、下の女の子は幼稚園を卒園
したばかり。
ふたりは仲良しの友人と中学校、小学校に入学することをとて
も楽しみしていたのです。
しかし、現実は一変しました。原発の暴走を知っ
た両親は、
まずは1週間程度の避難と考えましたが、爆発によって新築3年
目の家に夥しい放射性物質が降り注いだことが分かると、家には帰れない
と判断。
それから7年の月日が流れようとしています。上の女の子と同年代
のみなさん、想像してみてください。
ある日突然、大きな自宅から二部屋の
古いアパートに避難することを、楽しみにしていた学校ではなく誰も知らな
い学校に入学することを、大好きな友達を置いて避難した後ろめたさを、入
学した先で「自分で勝手に避難して来て、被災者面するな」
といじめられる
ことを。悲しくて苦しいのはこの姉妹だけではありません。いつ帰れるの？
と娘に問い詰められても、答えることができない親の悔しさ。
自宅の近所に
住む祖父母はいつでも孫達が帰れるように部屋を整え、毎月カレンダーを
めくっています。
放射能を不安に思うのは科学的知識がないから、臆病だからと言われま
す。
しかし、原子炉内に留まっているべき夥しい人工放射性物質が拡散され
た今、
その不安はいのちを守るために真っ当な感情であり、防衛本能です。
避難の責任は自己責任ではなく、原発核事故を起こした日本政府と東電が
負うべきなのです。

□そこにいのちがあるから
誰かの犠牲の上に成り立つ原子力政策は差別の構造そのものです。原発
核事故によって奪われたのは、
その人の過去･現在･未来であり、安心して生
きる権利です。原子力政策も原発も人々のいのちや権利を脅かしているの
です。
しかし、
この大きな権力や組織の前に立つ時、放射能汚染の現実を知
る時、
自分の無力さを感じます、一体私に何ができるのだろう、
このような集
まりの壇上で話していても、何も変わらないのではないかと…。
私はその思いに囚われる度に、主イエスの生き方を思い起こしてきまし
た。主イエスは権力者と抑圧された者の仲介をしたのではありません。徹底
的に抑圧され悲しむ者の傍らに立ち、
目の前にあるいのちを励まし続け、時
の権力に抗ったのです。私の傍らにも、原発核事故によって大きく人生が変
えられたあの姉妹とその家族の傍らにも、主イエスが立っておられると信じ
たいのです。
「吟味する」
とは、
よく考え選び取ること。私も、共に生きるいのちに誠実
に向き合うこと、
いのちを尊ばない存在に否との声を上げ続け、平和を作る
働きの当事者となっていくことを、主に喜ばれる生き方として選んでいきた
いと願っています。
みなさんは、誰と共に喜び悩み、行動する生き方を選択していくのでしょ
うか。一人ひとりに与えられたいのちが豊かに輝く人生になりますように、
心から祈っています。

チャペルセンター
2017年度のあゆみ

2017年
◆4月10日
（月）

始業礼拝

学長

菊野一雄

年間標語
隣人愛に生きよう

◆4月10日
（月）～14日
（金）
オーストラリア台風被害支援募金
◆5月22日
（月）～26日
（金）

キリスト教教育週間 テーマ：隣人愛に生きよう

◆12月1日
（金）～15日
（金）

フードドライブin山梨英和大学
22日
（月）宗教主任 高橋 一
23日
（火）本学学生 植松亜美 新林志保 風間奈月
24日
（水）本学教員 佐柳信男
25日
（木）勝沼教会牧師 舩戸良隆
26日
（金）
山梨ダルク 小林郷志 中藤敏紀
◆6月12日
（月）～23日
（金）

山梨ダルク支援活動
◆7月3日
（月）～21日
（金）

フードドライブin山梨英和大学
◆9月25日
（月）

第3クォーター始業礼拝

宗教主任

高橋一

◆12月15日
（金）

クリスマス礼拝

宗教主任

高橋一

◆12月19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、
音楽を捧げました。
参加団体：グリーンチャペル クワイア・軽音部・吹奏楽部
RingerRinger・1LDK・ヴァイオリン独奏・
The Peace Fellows 他

◆10月5日
（木）～11月15日
（水）

「世界食料デー」
おにぎりアクション2017
◆10月18日
（水）

半日修養会

講師 片岡 輝美 氏
「でも、
そこにいのちがあるから」
～福島原発核事故７年目におきていること～

2018年
◆1月9日
（火）

◆10月24日
（火）

新年礼拝

DVについて学ぶワークショップ

学長

菊野一雄

◆3月8日
（木）

◆10月30日
（月）

3.11

日本基督教団「山梨伝道キャラバン」

東日本大震災

追悼記念会

◆3月15日
（木）

◆11月7日
（火）

留学生交流企画 おにぎりを作って食べよう！

卒業礼拝

宗教主任

高橋

一

◆11月21日
（火）
第30回 クリスマスツリー点火祭
◆11月21日
（火）～12月20日
（水）

◆チャペルセンターのご案内◆

クリスマス募金・献金

2017年度クリスマス募金・献金報告

募金・献金総額：56,000円（クリスマス募金：10,040円、クリスマス献金：45,960円）
送り先：
・ひかりの家

市川三郷町

・山梨ダルク
甲府市

14,000円

こちらもご覧ください

14,000円

http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp

発達に障害があるこどものための通園施設

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

14,000円

・渋谷りつ子さんを支える会

14,000円

南アルプス市

食の貧困を抱える家庭を支援する団体

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。

大学webサイト
「チャペルセンター」

ソーシャルメディア公式アカウント
https://www.facebook.com/
YamanashiEiwaCollegeOﬃcial

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・献金を下記の団体に送りました。
ご協力、心より感謝申し上げます。
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皆さんチャペルアワーへ
参加してみませんか
学

長

菊野

一雄

キリスト教精神に基づき、約１３０年前に創立され

方々が自らの経験談や聖書にまつわる話などを皆さ

い歴史と伝統の中で培われてきた３つの校訓（敬神、

きながら黙祷して、希望に満ちた一日が始まるので

た山梨英和女学校を母胎とした山梨英和大学は、長

愛人、自修）を持っています。この３つの校訓の精神

が最もよく体現されている場がチャペルアワーではな

んにメッセージとして語りかけます。そして、後奏を聴
す。

チャペルアワーは皆さんが神様へ心を開く窓であ

いでしょうか。

り、そして集まった人々と出会う心の窓でもあると思

くと分かると思いますが、チャペルアワーは心を静め

へ参加されることを願って止みません。

毎週発行されている『チャペル週報』をご覧いただ

てオルガンの調べに耳を傾ける前奏に始まり、共に

います。私は、一人でも多くの皆さんがチャペルアワー

讃美歌を歌い、聖書の朗読を聴いた後、さまざまな

大学の学び・チャペルアワー・
ボランティア活動の「三位一体」
宗教主任
筆者にとってこの一年は、山梨英和大学の歴史と

個性に、少しずつではあるが慣れ始めた日々であっ
た。

本学のキリスト教教育は、①広い意味でのキリスト

高橋

一

る。さらに大久保 絹・宗教主任補佐のコーディネート
によって、多くのワークショップやボランティア活動が
毎年積み重ねられている。

貧困・格差問題への学びから始まったフードドライ

教の学びと、②チャペルセンターの活動の2点に集約

ブは、本学の学生活動の特色となりつつある。2017

本学では「キリスト教概論」などの講義が必修とさ

に目を向ける新しい Meal for Refugees（難民の故

される。

れている。キリスト教に触れたことのない学生には戸

惑うことも多いと思うが、人生の座標軸を設定する上

でも、また大学生としての知的主体を形成するために

年度からは学生による発案によって、日本国内の難民

郷の料理をレシピによって再現して学生食堂で味わ
うプロジェクトでM4Rと略記）も始まった。

これらのアクティヴィティとともに、より深い学びへ

も、必ず意味を持つ学びだと確信している。

と展開させる読書会や聖書研究会なども将来は計画

のキリスト教活動の拠点である。毎週守られるチャペ

てくることができる場所となればと願っている。

一方、研究棟2階にあるチャペルセンターは、本学

ルアワーは「建学の精神」を証しする大切な時間であ

したいと思う。チャペルセンターが誰でも気軽に入っ

編集後記
チャペルセンターの活動の指針である年間標語「隣人愛
に生きよう」をどう具体化したらいいかを思い悩みながら、こ
の一年間、学生たちとともに歩んできました。しかし、私が思
い悩むまでもなく、学生ひとりひとりは、自分の賜物を活か
しながら、しかも自然体で、隣人愛に根ざした活動に携わっ
てきました。そして、彼女たち、彼らのそうした姿を見ること
は、私の日々の喜びでした。イザヤ書11章1－2節に、こう書
かれています。
「エッサイの株からひとつの芽が萌えいで そ

の根からひとつの若枝が育ち その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊 思慮と勇気の霊 主を知り、畏れ敬う霊」。
ある注解には「切り株」とあります。いったん切り倒された樹
木の「切り株」からでも、芽が出て、残った根元からは若枝が
育つ、その根が大地に根を張っていれば。
大学で培ったものが根となり、大学を巣立っていくひとりひ
とりのこれからの歩みに神の祝福が与えられるように祈って
います。
（ K.O.）
発行

2018年3月15日
山梨英和大学 チャペルセンター
〒400-8555 山梨県甲府市横根町888
TEL(055)-223-6020 (代)

