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「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい」

兄弟愛をもって互いに愛し、
　尊敬をもって互いに相手を
　　優れたものと思いなさい

2020 年 年間標語

ローマの信徒への手紙12章10節

神を仰ぎ、人を愛し、自らを修める
　「目には見えない何者かが現れては、(…)新たな問い
を投げかけ既存の規則をリセットする。(…)欧米の大国
がシリア、リビア、イエメンで成し得なかったこと（和解、
休戦）を、(…)企業や労働組合が成し得なかったこと
(減・免税、無利子、社会保障)を、この小さな微生物は
やってのけた。(…)いきなり大気汚染が軽減され、時間
に余裕が生じ、(…)親は子を知るようになり、子は家族
と共に過ごすことを覚えた。(…)旅行や余暇は成功の基
準ではなくなった。(…)沈黙の中で自らを顧み、弱さと
絆という言葉の価値を理解し始めた。(…)貧者も金持ち
も同じ船に乗っていることを知った。(…)ウィルスの前で
私たちは皆同じ弱い存在であることも。(…)数日だけで
社会的平等がもたらされた。(…)数日だけで私たちは塵
のような存在であることを知った。私たちは誰なのか。
(…)真実を直視し、天命を待ち望もう。」
（Moustapha Dahleb(ペンネーム)、アフリカ・チャドの作家）

　パンデミックの直後、全世界に広まった詩の一部を紹
介します。私たちは2020年の計画を立て、準備していま
したが、挫折と諦め、失望が連続した1年でした。聖書が
「人は心に自分の道を考え計る、しかし、その歩みを導
く者は主である」（箴言16:9）と語るように、神様の前
で無力な存在に過ぎない私たちについて再確認する1年
でした。しかし、その中でも神様から与えられた意外な
喜びもたくさんありました。その一つとして、この1年間
の大学年間聖句「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬を
もって互いに相手を優れたものと思いなさい」（ローマ
12:10）の意味を改めて実感したことがあげられます。さ
らに「敬神・愛人・自修」という本学の校訓を顧みる恵
みの1年でもありました。新たに与えられた命と時間、出
逢い、学びの中でも、このような神様からの恵みをチャ
ペルセンターで共に分かち合いたいと願います。

宗教主任　洪　伊杓

編集後記編集後記
　2020年度は、「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに
相手を優れたものと思いなさい」（ローマの信徒への手紙12：10）
という聖句を年間標語として掲げました。兄弟愛と訳されている
言葉は、ギリシア語では「フィラデルフィア」といい「アデルポス（同
じ母から産まれた兄弟姉妹）」を「フィレオー（愛する）こと」という
原義です。しかしパウロは、誰であれ自分の隣にいる他者をもそう
した兄弟姉妹として愛し、敬意をもって仕えなさいと言っていま
す。なぜなら、その他者も自分も神の大切な被造物だからです。

　「鉄は鉄をもって研磨する。人はその友によって研磨される。」（箴
言27：17）という聖書の言葉があります。友から刺激を受け、励ま
され、慰められることから、自らの歩みが確かなものとなっていくこ
とがあります。オンラインでのコミュニケーションが中心であったこ
の1年を過ごしたからこそ、兄弟姉妹以上に他者との関係の尊さを
感じ、意味を問うことがあったかもしれません。不安な状況はまだ
続きそうですが、一人ひとりの歩みが主によって守られますようお祈
りしています。（K.O.）

チャペルセンター
2020年度のあゆみ

期間 ： 2020年4月13日（月）～5月4日（月）
4月13日 「苦難（患難）から希望へ」 学長  菊野一雄
 「愛と信頼の距離」 宗教主任  洪　伊杓
4月17日 「真理を求める大学として」 院長  朴　憲郁
4月20日 「偏見というウイルス」 宗教主任  洪　伊杓
4月24日 「シャローム、あなたがたに平和があるように」
  宗教主任補佐  大久保絹
4月27日 「恵みとしての奉仕」 宗教主任  洪　伊杓
5月1日 「希望の光」  宗教主任補佐  大久保絹
5月4日 「命の息、復活の息」 宗教主任  洪　伊杓

期間 ： 2020年5月8日（金）～2021年1月25日（月）
5月8日 「孤立が成長を育むときになる」 教授  高橋寛子
5月11日 「魂を生き返らせてくださる主」 理事長  小野興子
5月15日 「自由を得る」ために 専任講師  杉村篤志
5月18日 「単独行、むしろ恵みの時間」 宗教主任  洪　伊杓
5月22日 「身近な幸福の光」 専任講師  大井奈美

2020年5月25日（月）～29日（金）（3回の動画配信）
テーマ：他者を尊重し、寛容さを身につけるために
　25日 「キリスト教的美徳に生きる」山梨英和学院院長 朴憲郁
　27日 「わたしはあなたがたを友と呼ぶ」　

　山梨英和認定こども園園長 大木正人
　29日 「『冷たい水一杯』のような友』」 宗教主任 洪　伊杓

6月1日 「神への謙遜」と「神からの知識」 宗教主任　洪　伊杓
6月5日 「憐れみの神様」 山梨英和中高宗教主任  宍戸尚子
6月8日 「癒しと回復としての騒音」 宗教主任  洪　伊杓
6月12日 「真理と自由」 法人本部　事務局長  古屋秀樹
6月15日 「多様性が活かされるコミュニティー」
  宗教主任補佐  大久保絹
6月19日 「アカダマ、と名づけてみた」
  日本基督教団八ヶ岳伝道所牧師  山本　護
6月22日 「よく聞いているのか」 宗教主任 洪　伊杓
6月26日 「Growing Through Suffering」 Danny Brown
6月29日 「よくみているのか」 宗教主任  洪　伊杓
7月3日 「心の倉に良い言葉を」
  日本基督教団甲府教会牧師  齋藤真行
7月6日 「よく見て、聞いているか、石の叫びを」
  宗教主任  洪　伊杓
7月10日 「尊敬をもち、相手を優れたものと思って
 人助けをする」 准教授  佐柳信男
7月13日 「止まっているこの時こそ」 宗教主任  洪　伊杓
7月17日 「忍耐と祈りのとき」 宗教主任補佐  大久保絹
7月20日 「『赤毛のアン』のように」 宗教主任  洪　伊杓

年間標語

9月28日 「互いに忍耐する平和のきずな」 宗教主任  洪　伊杓
10月2日 「主はあなたを支えてくださる」 宗教主任補佐  大久保絹
10月5日 「謙遜な悔い改めの時」 宗教主任  洪　伊杓
10月9日 「神のなさる事は、時にかなって皆美しい」
  オルガニスト  五味恵美子
10月12日 「ダニエルの祈りのように」 宗教主任  洪　伊杓
10月16日 「心に愛の灯を」 クワイア指揮者  深澤由美子
10月19日 オンライン音楽礼拝 オルガニスト  五味恵美子
 （オルガン献奏動画配信）
 曲目 「主よ、人の望みの喜びよ」 J.S.バッハ
 　　「イエスよ、我が喜び」 J.G.ヴァルター
10月23日 「ステキな礼拝？」
  日本基督教団愛宕町教会牧師  宍戸俊介
10月26日 「もっと大きな業を行う」 宗教主任  洪　伊杓
11月6日 「江戸しぐさ‥『三脱の教え』」
  日本基督教団市川教会牧師  土橋　誠
11月9日 オンライン音楽礼拝 クワイア指揮者 深澤由美子
 （献唱動画配信）
 曲目「Amazing Grace」 イギリス民謡  神坂真理子編曲
 　　「The Holy City」F. E. WEATHERLY作詞
 　　STEPHEN ADAMS作曲 　中田羽後訳
11月13日 「神の愛」 日本基督教団山梨教会牧師  及川　信
11月16日 オンライン 音楽礼拝（献唱動画配信）
 曲目 「虹のやくそく」　作詞・作曲 川上盾
 グリーンチャペルクワイア チャペルセンター教職員
11月20日 「生かされている恵みに感謝」
  日本基督教団韮崎教会牧師  小島仰太
11月27日 「惜しまず施す豊かさ」
  日本基督教団峡南教会牧師  森　容子
11月30日 「待つ時間の喜び」 宗教主任  洪　伊杓
12月4日 「恵まれた者となる為の天からの知らせ」
  日本基督教団日下部教会牧師  山上清之
12月7日 オンラインアドヴェント音楽礼拝（動画配信）
 『まぶえのかたえに』編曲：井上征剛

ヴァイオリン演奏：4年  渡邉日向
12月11日 「一緒に歌い、一緒に踊ろう！」
  日本基督教団  三浦きょうこ牧師
12月14日 「主の道を備えること」 宗教主任  洪　伊杓
12月18日 オンラインクリスマス礼拝（動画配信）
1月8日 「真の奇跡」 宗教主任  洪　伊杓
1月15日 「善悪を知る木の実と命の木」
  日本基督教団南甲府教会牧師  高津　俊
1月18日 「安かれ」 宗教主任  洪　伊杓
1月22日 「風に吹かれて」 宗教主任補佐  大久保絹
1月25日 「当たり前のことを喜び歌おう」 宗教主任  洪　伊杓

2020年度はチャペルアワーやキリスト教諸行事をオンラインで実施しました。

緊急事態におけるチャペルメッセージの配信　（7回）

チャペルメッセージの配信　（46回）

キリスト教教育週間
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チャペルセンターに
郵送された手紙など

袋の中身

フードバンク山梨に届けました

85セット作りました

ボランティアサークル The Peace Fellows

　感染症の拡大に伴い、年度始めには、休校の措置がとら
れ、大学ではオンラインでの授業が展開されることになりまし
た。感染拡大の威力は緩やかになりつつありますが、先の見え
ない状況が、私たちに、未だに不安と困惑を与えています。
　こうした中、私の所属するThe Peace Fellowsでは、今年
度オンライン上でのサークル活動を試みました。フードバンク
山梨への寄付では、所属する部員と顔を合わせる機会を持
つことなく、オンラインの媒体を活用し、情報共有と活動状況
を報告し合い、進めました。寄付する物資の他に、フードバン
ク山梨の支援を利用するこどもたちのために、メッセージカー
ドやペーパークラフトを添えることを決め、部員が個 に々準備
しました。ほんのわずかな支援でしたが、届く先のこどもたち
が温かな気持ちを持てるようにと、心を込めて作成し、送りま
した。
　例年の活動が、理想的な形で進められず、困難を伴いまし

たが、この期間を、他者への奉仕ではなく、自らの学びの機
会へと転換することを考え、SNSを利用し、調べた内容や、
意見を発信する場を持ちました。第１回は、「私たちの考える
平和とは」、第２回は、「食の視点から考えるSDGs」のテー
マで数週間の間に、部員が交代で投稿を続けました。こうし
た機会を持ったことは、自分の知識を深めるだけではなく、設
けられたテーマに対し、何を思い、考えているか、部員同士が
認識する機会となりました。直接会って、発言する場面では、
躊躇して言葉にできないことを、SNSで発信し、個々の考えを
理解し合えたことは、有意義な活動であったと思います。
　異例の形となった大学生活ですが、悲観するばかりではな
く、この状況を受け入れ、新たな目標と希望を持ち、前進する
ことが必要だと思います。大学生活が華やかでなくとも、よく
自分を研究し、これから先の人生に迷い、模索することは、大
学生として忘れてはならない課題です。

今年度のサークル活動を通して
The Peace Fellows 部長　2年　深澤 春香

2020年度活動報告　コロナ禍であってもできることを！

フードバンク山梨を通して、臨時休校要請中のこどもたちに届けられました。学生が集まって作業することができな
かったため、リモート会議を重ね、アイディアを出し合いました。各自準備した手紙などはチャペルセンターに郵送し、
対面しない形でのボランティアを工夫して行うことができました。33名の学生が参加しました。

2020年5月21日㈭  フードバンク山梨へ寄付
レトルトご飯、紙石鹸、ペーパークラフトに手紙を添え、85セット寄付しました。
2020年5月21日㈭  フードバンク山梨へ寄付
レトルトご飯、紙石鹸、ペーパークラフトに手紙を添え、85セット寄付しました。
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リレー投稿のテーマ：「私の考える平和とは」
The Peace Fellowsの公式Twitterで「私の考える平和とは」をテーマに戦争、貧困、いのち、環境問題、差別、抑
圧、などについて36投稿しました。

2020年8月13日㈭～31日㈪ SNSチャレンジ Part1.2020年8月13日㈭～31日㈪ SNSチャレンジ Part1.

学内で集めたキャップは34500個でした。ポリオワクチン6本の寄付に繋がります。

2020年9月16日㈬ ペットボトルをポリオワクチンに2020年9月16日㈬ ペットボトルをポリオワクチンに

今年度はワークキャンプを兼ねた恒例の合宿は断念し、希望者4名で半日ペンキ塗りをしました。教会の方も応援に
来てくださりよき交わりのときとなりました。

2020年10月21日㈬ 日本聖公会長坂聖マリヤ教会で奉仕2020年10月21日㈬ 日本聖公会長坂聖マリヤ教会で奉仕

クリスマスツリー点火式では、受付、案内のほかに、同窓会からのクッキーと
スープを配布しました。

2020年11月24日 ㈫ 第33回山梨英和大学クリスマスツリー点火祭2020年11月24日 ㈫ 第33回山梨英和大学クリスマスツリー点火祭

■10月5日～18日
世界食料デーにあわせ、国連が定める持続可能な開発目標（SDGs）17の目標のうち6つを取り上げ、「食の視点か
ら考えるSDGs」をテーマにThe Peace Fellowsの公式Twitterで91投稿しました。

リレー投稿のテーマ：「食の視点から考えるSDGs」
1  貧困をなくそう
2  飢餓をゼロに
3  すべての人に健康と福祉を
7  エネルギーをみんなにそしてクリーンに
14 海の豊かさを守ろう
15 陸の豊かさを守ろう　　

■10月19日～31日
「おにぎりアクション」に挑戦しました。「おにぎりアクション」は、１枚の写真投稿につき給食５食分に相当す
る寄付（100円）を協賛企業が提供し、NPO法人TABLE FOR TWO Internationalを通じて給食をプレゼ
ントできる取り組みです。142枚の写真を投稿し、710食分の給食をプレゼントできました。

2020年10月5日㈪～31日㈯ SNSチャレンジ Part2.2020年10月5日㈪～31日㈯ SNSチャレンジ Part2.

「オンラインではなく、体を動かし
た作業を通して仲間との繋がりを
全身で感じることができました」

2年  品川和輝

「顔を合わせて共に何かをすること
の大切を感じました」　　　　　
　　　　

2年  塩谷大輔

「会わないと得られない経験、顔を
合わせることで取れるコミュニケー
ション・感情があることに気づかさ
れました」　　　　2年  田川智也
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　私たちGreen Chapel Choirは、昨年の10月から新
たに指揮者とオルガニストの先生を迎え、点火祭やク
リスマス礼拝で献唱しました。新型コロナウイルスの
影響を受けて、昨年度は卒業礼拝が中止となり、卒業
式は簡略化され、卒業された先輩方とも最後に歌うこ
とができず悔しい思いもしました。今年度に入ってから
も前期はオンライン授業となり、予定されていたキリス
ト教諸行事も中止となったため、私たち隊員もサーク
ルの活動が出来ない日 を々過ごしてきました。
　後期に入り少しずつ対面授業が増え、大学で隊員と
も再会しました。そして、今年度最初の発表でもある
点火祭の練習から活動をスタートしました。合唱をす
るということは必然的に飛沫が飛びます。その状況の
中でも、それぞれが感染させないために、換気や消毒
を徹底し、距離を置き、隊員それぞれが気を遣いなが
ら練習をしてきました。点火祭では、学生の皆さんの
前で、クリスマス礼拝では、動画配信という形で、私た
ちの後期の成果を発表できたと思います。

　今年度最後の発表となる卒業礼拝では、「あゝ 感謝
せん」という曲を発表します。4年生との最後の発表に
なる大切な曲です。この曲の練習において先生から
「感謝したい人を思い浮かべながら」と言われ、自分
が感謝したい人は誰なのかと考えてみました。それは、
3年間共に活動してきた4年生への感謝であり、その思
いを込めながら練習をしています。クワイアの隊員数
は多くはありませんが、先輩後輩という上下の関係で
はなく、仲良くでき、濃密な時間を過ごすことができま
した。そんな先輩達との別れは、私にとっては寂しく不
安なものです。だからこそ、今年度最後の献唱で先輩
方にこれまでの感謝を伝え、先輩方が卒業した後も頑
張っていきます、というメッセージを込めたいと思って
います。
　これからの聖歌隊の活動もコロナの収束までは収
録などが中心となっていくとは思いますが、多くの人に
クワイアの歌を伝えていきたいと思います。

新たなスタート新たなスタート
グリーンチャペル クワイア 隊長　3年 齊藤 恵美

グリーンチャペル クワイア 隊長　３年　渡邉 日向

歌うことが好きな方、讃美歌・聖歌に興味がある方、キリスト教行事で賛美奉仕をしたい方、
隊員は学年問わず、随時募集しています。興味のある方はチャペルセンターまで。

5

　山梨英和大学での4年間の歩みは、多様な「出会い」
に満ちたものでした。そのなかでも欠かすことなく通い
続けたチャペルアワーは、大学生活の“道しるべ”とし
て私を支えてくれました。グリンバンクホールの扉の向
こうには、オルガンの音に耳をすませ、祈りをささげ、
心を静めることのできる空間が待っていました。チャペ
ルアワーで語られるメッセージはまさに、自分自身の視
野を広げてくれる言葉たちとの「出会い」でした。3年
次には「邂逅を求めて―チャペルアワーと私―」という
題でメッセージを担当する機会をいただきました。その
際に引用したのが｢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7章7節）という一
節です。4年前の私は大学進学という人生の岐路に立
たされるなかで、山梨英和大学の門をたたきました。そ
して導かれるように様々な「邂逅」をかさね、多くのこ
とを与えていただきました。大学4年間は「門をたたく」
ことで道が「開かれていく」経験そのものであったよう
に思います。

　今年度はコロナウイルスの
影響下において、1年次から続
けてきたグリーンチャペルク
ワイア（聖歌隊）の活動も例
年までとは違った形をとること
となりました。感染防止策を
とった練習や動画配信型の礼
拝を行うなかで、講師の深澤
先生、五味先生、チャペルセンターの洪先生や大久保
さんには様々な側面から支えていただきました。ソー
シャルディスタンスや非対面、非接触を考慮するのが当
たり前になってしまった昨今、人と人とのつながりが薄
れたように感じてしまいがちです。しかしこのような状
況だからこそ、人のあたたかみをより強く実感すること
ができるのだと気づかされました。大学生活を通じて得
た出会いやつながり、そしてチャペルセンターの皆さん
への感謝を胸に、これからも「邂逅」をもとめ、自己研
鑽に励んでいきたいと思います。

邂逅をかさねて邂逅をかさねて  4年　津田 萌花

　大学在学中に何ができるのか模索していた頃、キリス
ト教教育週間のメッセージで先輩方が参加した平和や
人権について学ぶセミナーや海外ボランティアの話を聞
きました。意欲的に参加する先輩の姿が印象的で、日
本や世界で起きている問題に関心を持ち、問い続ける
ことの大切さに気づかされました。そのことがきっかけ
となりチャペルセンターの扉を開け、ボランティアサー
クルThe Peace Fellowsに入部し、学内や地域のボラ
ンティアに積極的に参加しました。私が特に向き合った
活動は、「Meal for Refugees(以下M4R)」という難民
支援活動です。難民の故郷の料理を学生食堂で販売
し、売り上げの一部を難民支援協会に寄付するもの
で、学年を越えた有志グループで継続して取り組みまし
た。またM4Rの実施だけでなく、難民支援の輪を広げ
る目標を掲げ、関心のある仲間とGood Samaritansと
いうグループを作り、助けを必要とする人の隣人となる
活動として難民認知や啓発活動も行いました。これら
の活動は、大学コンソーシアムやまなし学生イニシア
ティブ事業の支援対象プロジェクトとして採択され、活
動の幅を広げることもできました。
　活動に参加したばかりの頃の私は、難民問題への知

識がなく、このような自分が難
民支援に携わってよいか不安
に思っていました。そのような
思いをもって参加した難民支
援協会主催の『難民アシスタ
ント養成講座』で伝えられた
言葉が私を変えました。－「あ
なたの不安は難民の方に比べ
たら大した事ではない。問題に向き合っていく事が大切
だ」－。それからは知ろうとしないことに罪悪感を持つ
ようになり難民問題について学び、支援の方法を探り、
Good　Samaritansの仲間と共有する事に力を注ぎま
した。困難に直面し、悩むこともありましたが、共に活
動する人たちの仲間の存在が励ましとなり大学４年
間、取り組むことができました。
　チャペルセンターには何かに挑戦しようと努力する学
生やそのことに真摯に寄り添ってくれる先生方が集う
素敵な場所です。私はこの場所で多くの経験をし、少し
ずつ自分を変えることができました。今後は自分が発信
したコトで人の心に変化を与えられるようになれたらと
思っています。

行動することで変われた行動することで変われた 4年　藤井 友華
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Chapel news
クリスマスツリー点火祭は、「待降節（アドヴェント）」の始まりを知らせるものとして行っている伝統的な行事です。今年度
は、100名ほどの学内関係者と共に点火式を行うことができました。またCOVID-19に苦しむ世界中の人たちをおぼえ、特
別に「平和のいのり」をお捧げしました。世界が平和に包まれるよう、本学学生や留学生の協力を得て、タイ語、インドネシア
語、日本語、中国語、スペイン語、韓国語、英語で祈りましたのでご紹介します。

平和のいのり
今、私たちは、COVID-19の世界的な感染拡大という危機に直面しています。そして、COVID-19に不安と戸惑いをもって
毎日を過ごしています。
  （タイ語） 1年 グムカン ガーンティラー ในขณะนี้พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายจากการแพร่เชื้อของ COVID19
 ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และใช้เวลา　ในทุกวันไปด้วยความกังวลใจและสับสน

世界的に猛威を振るう中、感染し、苦しんでいる方々の上にあなたの癒しを祈ります。
  （インドネシア語） １年 ダルファ ギエルバラン Kami berdoa untuk kesembuhan Anda bagi mereka yang
  terinfeksi dan menderita di tengah kekacauan global ini.
感染症によって命を失った方々、とりわけ弔いの機会さえ得られなかった方々への主の慰めを祈ります。　
  （日本語 甲州弁） 3年 久保田 優羽 えらい流行り病いで亡くなったし、おとぶらいもできなんだ人んとおに、
 主の慰めを祈ります。
治療のために、医療に従事する人々を憐み、感染のために、心の落ち着かない日々を過ごしている私たちを、慰め、導いてく
ださい。
  （中国語） 4年 テイ セイキョウ 因为治疗，同情从事医疗的人们，因为感染，无法静下心来生活的我们，
 请主安慰并引导我们。
私たちは、ウイルスに感染するかもしれないという恐怖心から、隣人を警戒し、距離を保ち、過ごしています。そればかりでな
く、世界では差別や暴力が起こっています。　
  （スペイン語） 2年 松崎 モニーク澄子 Por el temor que tenemos en contagiarnos del virus, nosotros
 precavemos a nuestro prójimo  y tomamos distancia. Sin embargo,
 hoy en dia el mundo está llenó de discriminación y violencia.

主イエスは「あなたがたは地の塩であり、世の光である」と教えてくれました。ウイルス感染がやまないこの時も、地の塩、世
の光として執り成し祈り、希望を捨てず歩むことができるようにしてください。
  （韓国語） 3年 チェ ソンリョル "너희는 땅의 소금이며, 세상의 빛이다''라고 주 예수께서 말씀하셨습니다.
 바이러스 감염 사태가 진정되지 않는 이 때에, 땅의 소금, 세상의 빛으로 중보
 기도하오니, 희망을 버리지 않고 걸어 나갈 수 있도록 도와 주소서.

物理的な距離を越えて、隣人に思いを寄せ、隣人の命と平安のために祈ることができるようにしてください。世界中のすべて
の人々が互いに愛をもち励まし合うことができますように。
  （英語） ３年 小林 真波 Lord, let us always be compassionate to ourneighbors, beyond 
 physical distances, and we’ll pray for their lives and peace.Let us pray
 to you that all the people in the world love and encourage each other.

主よ、私たちの祈りをお聞きください。イエス・キリストの御名によって、祈ります。アーメン

第33回山梨英和大学クリスマスツリー点火祭

2020年度クリスマス募金・献金報告
募金・献金総額：35,000円　

期間：2020年11月24日～12月24日
献金送り先：
社会福祉法人ひかりの家 7,000円
山梨ダルク 7,000円
フードバンク山梨 7,000円
渋谷りつ子さんを支える会 7,000円
ノット・フォー・セール・ジャパン 7,000円
みなさまからいただいた募金・献金はそれぞれの活動の
ため用いられます。感謝をもってご報告いたします。

第33回山梨英和大学クリスマスツリー点火式
日時：2020年11月24日（火）17：00～17：30

主な内容：賛美、学生聖歌隊（グリーンチャペルクワイア）による献唱、
　　　　待望のいのり、点火宣言、平和のいのり、クリスマスメッセージなど。
後　　援：山梨英和短期大学・大学同窓会

後期の主なキリスト教行事
　　10月21日（水）半日修養会 中止　　
　　11月24日（火）第33回クリスマスツリー点火式
　　　※学生・教職員で第1部のみ実施（参加者：105名）
　　12月18日（金）クリスマス礼拝（動画配信）　
　　12月22日（火）燭火礼拝 中止
　　3月15日（月）卒業礼拝（動画配信）
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チャペルセンターの新たな歩みがはじまりました

　山梨英和大学は「敬神・愛人・自修」の校訓を持つ山梨
県唯一のキリスト教精神に基づく大学で、2年後には開学
20周年を迎えます。しかし、2020年に入ると、新型コロナ
感染拡大により「緊急クローズ宣言」を出さざるを得ない
事態になりました。
　この未曽有の情況の中で、2020年3月末に「山梨英和
大学緊急対策本部」を設置し、4月18日には、教職員が一
体となって、山梨英和大学を守り、維持・発展させるため
に、4つの基本方針（①教学の崩壊をきたさないこと、②
学生や保護者の方々の不安を払拭すること、③進路・就職
への適切な情報の提供と対応策を明示すること、④オンラ
イン遠隔授業の実施に伴い、学生の皆さんの負担を軽減
するために「自修環境整備補助として一律5万円の支給を
図ること」）を決め、5月からオンライン遠隔授業を開始し
ました。

　6月に入り、充分な感染防止対策を取った上で、20名以
下の授業（ゼミや語学等）の対面授業も開始しました。但
し、事情があってキャンパスに来れない場合も考慮し、「対
面と遠隔のハイブリッド型授業」を進め、教職員と学生の
皆さんの大変な努力によって、危機的情況を乗り越え、何
とか授業を無事に終了することが出来ました。
　しかし、この長き1年間に亘って、学生の皆さんは大変な
苦労をされ、本当に辛く残念な日々を過ごされたことと思
います。
　しかし、今こそ叡知と勇気をもって、未来に向かって前進
して行きましょう。
　新約聖書の「ローマの信徒への手紙」にある通り、「苦
難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」というこ
とを信じて。

学長　菊野 一雄
苦難から希望へ向かって苦難から希望へ向かって

皆様こんにちは。
　私は、昨年10月からチャペルセンターのオルガニスト
として勤めております。
　コロナ禍にあってチャペルアワーが開催できておら
ず、この３月に卒業される学生の皆様とは一度もグリン
バンクホールでお目にかかれること無く、とても残念で
した。
　3月15日に配信された「卒業礼拝」をご覧になってくだ
さいましたでしょうか？その中で、グリーンチャペルクワ
イアが献唱した「あゝ 感謝せん」は、指揮者の深澤先生
が選曲された、とても素晴らしい曲です。

　あゝ 感謝せん　　　あゝ 感謝せん
　　我が神　今日まで導きませり
　げに主は　強き手もて　我を守りませり
　あゝ 感謝せん　　　あゝ 感謝せん
　　我が神　今日まで導きませり
　　我が神　今日まで導きませり

　この歌詞にあるように、私も今日まで主に守られ、導
かれ生かされております。
　「感謝する」という言葉は「賛美する」とも訳せる言葉
だそうです。
　「チャペルアワー」が新年度には再開され、ガルニエ
の温かで華やかなパイプオルガンの音色がそこに集う皆
様の心に御言葉と共に響き、礼拝が捧げられる日が来る
よう願うばかりです。

オルガニスト
五味　恵美子

　神様の御導きと多くの方との御縁で、グリーンチャペ
ルクワイアと共に活動を許されたことに感謝致します。
　新型ウイルスで厳しい状況の中にあっても、私達は賛
美する場を与えて頂きました。改めて歌うことの素晴らし
さを感じ、また、忘れかけていたことに気付くきっかけを
頂きました。音楽を全身で表現する楽しさ、気持ちが一
つになる感動と達成感、そして、安心して活動出来る場
を整えて下さった方々への感謝。音楽をしていたからこそ
多くの事を経験することができ、今だからこそ、その必要
性を痛感しています。

　奏でることは、心を守り、精神を鍛えてくれます。そし
て心の免疫力を高めてくれます。全てにおいての特効薬
となってくれます。音に触れることで、賛美することの楽
しさや喜びを分かち合える仲間の輪が広がることを祈り
ます。

　建学の精神である「敬神」「愛人」「自修」の学びを受
けている皆さんから放つ歌声は、鮮明でキラキラと輝
き、聴く人の心に一音一音届きます。これからはきっと、
心を解かす音が必要な場面が増えることでしょう。そし
て、皆さんの歌声が多くの人の心を救うことでしょう。音
楽は、一瞬にして心を解き放ち、全身に血を巡らせてく
れます。そしていつまでも心に残っています。音楽の持つ
力を信じ、「自分がこの世の中に必要な存在であること」
「自分を大切にすること」「仲間を愛すること」から奏で
るハーモニーを共に創り上げていかれたら幸いです。

クワイア指揮者
深澤　由美子

あゝ 感謝せん 音楽の力



6

Chapel news
クリスマスツリー点火祭は、「待降節（アドヴェント）」の始まりを知らせるものとして行っている伝統的な行事です。今年度
は、100名ほどの学内関係者と共に点火式を行うことができました。またCOVID-19に苦しむ世界中の人たちをおぼえ、特
別に「平和のいのり」をお捧げしました。世界が平和に包まれるよう、本学学生や留学生の協力を得て、タイ語、インドネシア
語、日本語、中国語、スペイン語、韓国語、英語で祈りましたのでご紹介します。

平和のいのり
今、私たちは、COVID-19の世界的な感染拡大という危機に直面しています。そして、COVID-19に不安と戸惑いをもって
毎日を過ごしています。
  （タイ語） 1年 グムカン ガーンティラー ในขณะนี้พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายจากการแพร่เชื้อของ COVID19
 ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และใช้เวลา　ในทุกวันไปด้วยความกังวลใจและสับสน

世界的に猛威を振るう中、感染し、苦しんでいる方々の上にあなたの癒しを祈ります。
  （インドネシア語） １年 ダルファ ギエルバラン Kami berdoa untuk kesembuhan Anda bagi mereka yang
  terinfeksi dan menderita di tengah kekacauan global ini.
感染症によって命を失った方々、とりわけ弔いの機会さえ得られなかった方々への主の慰めを祈ります。　
  （日本語 甲州弁） 3年 久保田 優羽 えらい流行り病いで亡くなったし、おとぶらいもできなんだ人んとおに、
 主の慰めを祈ります。
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  （中国語） 4年 テイ セイキョウ 因为治疗，同情从事医疗的人们，因为感染，无法静下心来生活的我们，
 请主安慰并引导我们。
私たちは、ウイルスに感染するかもしれないという恐怖心から、隣人を警戒し、距離を保ち、過ごしています。そればかりでな
く、世界では差別や暴力が起こっています。　
  （スペイン語） 2年 松崎 モニーク澄子 Por el temor que tenemos en contagiarnos del virus, nosotros
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 to you that all the people in the world love and encourage each other.
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クワイア指揮者
深澤　由美子

あゝ 感謝せん 音楽の力
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「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい」

兄弟愛をもって互いに愛し、
　尊敬をもって互いに相手を
　　優れたものと思いなさい

2020 年 年間標語

ローマの信徒への手紙12章10節

神を仰ぎ、人を愛し、自らを修める
　「目には見えない何者かが現れては、(…)新たな問い
を投げかけ既存の規則をリセットする。(…)欧米の大国
がシリア、リビア、イエメンで成し得なかったこと（和解、
休戦）を、(…)企業や労働組合が成し得なかったこと
(減・免税、無利子、社会保障)を、この小さな微生物は
やってのけた。(…)いきなり大気汚染が軽減され、時間
に余裕が生じ、(…)親は子を知るようになり、子は家族
と共に過ごすことを覚えた。(…)旅行や余暇は成功の基
準ではなくなった。(…)沈黙の中で自らを顧み、弱さと
絆という言葉の価値を理解し始めた。(…)貧者も金持ち
も同じ船に乗っていることを知った。(…)ウィルスの前で
私たちは皆同じ弱い存在であることも。(…)数日だけで
社会的平等がもたらされた。(…)数日だけで私たちは塵
のような存在であることを知った。私たちは誰なのか。
(…)真実を直視し、天命を待ち望もう。」
（Moustapha Dahleb(ペンネーム)、アフリカ・チャドの作家）

　パンデミックの直後、全世界に広まった詩の一部を紹
介します。私たちは2020年の計画を立て、準備していま
したが、挫折と諦め、失望が連続した1年でした。聖書が
「人は心に自分の道を考え計る、しかし、その歩みを導
く者は主である」（箴言16:9）と語るように、神様の前
で無力な存在に過ぎない私たちについて再確認する1年
でした。しかし、その中でも神様から与えられた意外な
喜びもたくさんありました。その一つとして、この1年間
の大学年間聖句「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬を
もって互いに相手を優れたものと思いなさい」（ローマ
12:10）の意味を改めて実感したことがあげられます。さ
らに「敬神・愛人・自修」という本学の校訓を顧みる恵
みの1年でもありました。新たに与えられた命と時間、出
逢い、学びの中でも、このような神様からの恵みをチャ
ペルセンターで共に分かち合いたいと願います。

宗教主任　洪　伊杓

編集後記編集後記
　2020年度は、「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに
相手を優れたものと思いなさい」（ローマの信徒への手紙12：10）
という聖句を年間標語として掲げました。兄弟愛と訳されている
言葉は、ギリシア語では「フィラデルフィア」といい「アデルポス（同
じ母から産まれた兄弟姉妹）」を「フィレオー（愛する）こと」という
原義です。しかしパウロは、誰であれ自分の隣にいる他者をもそう
した兄弟姉妹として愛し、敬意をもって仕えなさいと言っていま
す。なぜなら、その他者も自分も神の大切な被造物だからです。

　「鉄は鉄をもって研磨する。人はその友によって研磨される。」（箴
言27：17）という聖書の言葉があります。友から刺激を受け、励ま
され、慰められることから、自らの歩みが確かなものとなっていくこ
とがあります。オンラインでのコミュニケーションが中心であったこ
の1年を過ごしたからこそ、兄弟姉妹以上に他者との関係の尊さを
感じ、意味を問うことがあったかもしれません。不安な状況はまだ
続きそうですが、一人ひとりの歩みが主によって守られますようお祈
りしています。（K.O.）

チャペルセンター
2020年度のあゆみ

期間 ： 2020年4月13日（月）～5月4日（月）
4月13日 「苦難（患難）から希望へ」 学長  菊野一雄
 「愛と信頼の距離」 宗教主任  洪　伊杓
4月17日 「真理を求める大学として」 院長  朴　憲郁
4月20日 「偏見というウイルス」 宗教主任  洪　伊杓
4月24日 「シャローム、あなたがたに平和があるように」
  宗教主任補佐  大久保絹
4月27日 「恵みとしての奉仕」 宗教主任  洪　伊杓
5月1日 「希望の光」  宗教主任補佐  大久保絹
5月4日 「命の息、復活の息」 宗教主任  洪　伊杓

期間 ： 2020年5月8日（金）～2021年1月25日（月）
5月8日 「孤立が成長を育むときになる」 教授  高橋寛子
5月11日 「魂を生き返らせてくださる主」 理事長  小野興子
5月15日 「自由を得る」ために 専任講師  杉村篤志
5月18日 「単独行、むしろ恵みの時間」 宗教主任  洪　伊杓
5月22日 「身近な幸福の光」 専任講師  大井奈美

2020年5月25日（月）～29日（金）（3回の動画配信）
テーマ：他者を尊重し、寛容さを身につけるために
　25日 「キリスト教的美徳に生きる」山梨英和学院院長 朴憲郁
　27日 「わたしはあなたがたを友と呼ぶ」　

　山梨英和認定こども園園長 大木正人
　29日 「『冷たい水一杯』のような友』」 宗教主任 洪　伊杓

6月1日 「神への謙遜」と「神からの知識」 宗教主任　洪　伊杓
6月5日 「憐れみの神様」 山梨英和中高宗教主任  宍戸尚子
6月8日 「癒しと回復としての騒音」 宗教主任  洪　伊杓
6月12日 「真理と自由」 法人本部　事務局長  古屋秀樹
6月15日 「多様性が活かされるコミュニティー」
  宗教主任補佐  大久保絹
6月19日 「アカダマ、と名づけてみた」
  日本基督教団八ヶ岳伝道所牧師  山本　護
6月22日 「よく聞いているのか」 宗教主任 洪　伊杓
6月26日 「Growing Through Suffering」 Danny Brown
6月29日 「よくみているのか」 宗教主任  洪　伊杓
7月3日 「心の倉に良い言葉を」
  日本基督教団甲府教会牧師  齋藤真行
7月6日 「よく見て、聞いているか、石の叫びを」
  宗教主任  洪　伊杓
7月10日 「尊敬をもち、相手を優れたものと思って
 人助けをする」 准教授  佐柳信男
7月13日 「止まっているこの時こそ」 宗教主任  洪　伊杓
7月17日 「忍耐と祈りのとき」 宗教主任補佐  大久保絹
7月20日 「『赤毛のアン』のように」 宗教主任  洪　伊杓

年間標語

9月28日 「互いに忍耐する平和のきずな」 宗教主任  洪　伊杓
10月2日 「主はあなたを支えてくださる」 宗教主任補佐  大久保絹
10月5日 「謙遜な悔い改めの時」 宗教主任  洪　伊杓
10月9日 「神のなさる事は、時にかなって皆美しい」
  オルガニスト  五味恵美子
10月12日 「ダニエルの祈りのように」 宗教主任  洪　伊杓
10月16日 「心に愛の灯を」 クワイア指揮者  深澤由美子
10月19日 オンライン音楽礼拝 オルガニスト  五味恵美子
 （オルガン献奏動画配信）
 曲目 「主よ、人の望みの喜びよ」 J.S.バッハ
 　　「イエスよ、我が喜び」 J.G.ヴァルター
10月23日 「ステキな礼拝？」
  日本基督教団愛宕町教会牧師  宍戸俊介
10月26日 「もっと大きな業を行う」 宗教主任  洪　伊杓
11月6日 「江戸しぐさ‥『三脱の教え』」
  日本基督教団市川教会牧師  土橋　誠
11月9日 オンライン音楽礼拝 クワイア指揮者 深澤由美子
 （献唱動画配信）
 曲目「Amazing Grace」 イギリス民謡  神坂真理子編曲
 　　「The Holy City」F. E. WEATHERLY作詞
 　　STEPHEN ADAMS作曲 　中田羽後訳
11月13日 「神の愛」 日本基督教団山梨教会牧師  及川　信
11月16日 オンライン 音楽礼拝（献唱動画配信）
 曲目 「虹のやくそく」　作詞・作曲 川上盾
 グリーンチャペルクワイア チャペルセンター教職員
11月20日 「生かされている恵みに感謝」
  日本基督教団韮崎教会牧師  小島仰太
11月27日 「惜しまず施す豊かさ」
  日本基督教団峡南教会牧師  森　容子
11月30日 「待つ時間の喜び」 宗教主任  洪　伊杓
12月4日 「恵まれた者となる為の天からの知らせ」
  日本基督教団日下部教会牧師  山上清之
12月7日 オンラインアドヴェント音楽礼拝（動画配信）
 『まぶえのかたえに』編曲：井上征剛

ヴァイオリン演奏：4年  渡邉日向
12月11日 「一緒に歌い、一緒に踊ろう！」
  日本基督教団  三浦きょうこ牧師
12月14日 「主の道を備えること」 宗教主任  洪　伊杓
12月18日 オンラインクリスマス礼拝（動画配信）
1月8日 「真の奇跡」 宗教主任  洪　伊杓
1月15日 「善悪を知る木の実と命の木」
  日本基督教団南甲府教会牧師  高津　俊
1月18日 「安かれ」 宗教主任  洪　伊杓
1月22日 「風に吹かれて」 宗教主任補佐  大久保絹
1月25日 「当たり前のことを喜び歌おう」 宗教主任  洪　伊杓

2020年度はチャペルアワーやキリスト教諸行事をオンラインで実施しました。

緊急事態におけるチャペルメッセージの配信　（7回）

チャペルメッセージの配信　（46回）

キリスト教教育週間


