
人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められ

るとは。人の子とは、何者なのでしょう。あなたがこれを

顧みられるとは。あなたは、人を、神よりいくらか劣るも

のとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あな

たの御手の多くのわざを人に治めさせ、万物を彼の足

の下に置かれました。すべて、羊も牛も、また、野の獣、

空の鳥、海の魚、海路を通うものも。私たちの主、主よ。

あなたの御名は全地に渡り、なんと力強いことでしょう。 
詩篇 8:4-9 

 

 

 

 

浜松救い主教会(HSK) 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  

TEL:053-442-5080 

FAX: 053-442-5186 

携帯: 090-8117-1774 

URL: (日本語)www.hskchurch.org 

    (English) www.hskchurch.com 

 

浜松救い主教会はプロテスタントの単

立（Independent）クリスチャンの集まりで

すが、神様に大いに寄り頼んで(very 

dependent on God)います！だれでも心

から神様を知りたい、またこの思いを持

つ他のクリスチャン達と交わりを持ちた

い方は、私達の教会の体に加えられる

ことを歓迎します。 

はじめて来られた方、歓迎します！  

今日あなたが来てくださったことを、私達

はとても嬉しく思っています。どうぞまたお

越し下さい。どのようなことでも、あなたの

手助けとなるようなことがあれば、牧師の

ベン・ファウラー、又は妻のルースにおっ

しゃって下さい。またいつでもお電話下さ

い。あなたのために祈っています。今日お

帰りになる前に、是非ＨＳＫの礼拝ＤＶＤを

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

とのできるためのベビールームも設けて

いますのでご利用ください。 

 

12/22(日） 

今日! 

クリスマスプログラム＆ランチ！ 

（今夜の祈祷会はありません。） 

12/25（水） 
クリスマスの日！イエス様、お誕生おめでとう！ 

PM  １：25  祈祷会(ルーム 22) 

12/27 (金) ＰＭ 7：25  賛美チーム練習 

12/29(日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   日曜礼拝＆HSK日曜学校&交わり 

ＡM  12:30   フィリピン女性たちの交わり！ 

（今夜の祈祷会はありません。） 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
Hamamatsu Church of the Savior 
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Welcome to HSK! 

 

 

tel:053-442-5080


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  私はこの日を楽しみにしていました。今私がこれを書いて

いる時点では、誰が今日出席しているのか、全員は分かり

ませんが、良い時となることは確かです。なぜでしょう？それ

は、プロの演奏を私たちが聴くからでしょうか？プロの歌手

の歌を聴くからでしょうか？いいえ！そのわけは、私たちが

様々な形の喜びを見たり聴いたりするからです。それらは、

私たちを励まし、さらにイエス様のようになりたい願いを起こ

させてくれます。 

私自身、オーケストラやクワイヤーを聴くのが好きなだけ

に、自分もバイオリンを弾けたらいいのに！と思います。ま

た、彼女の様にうまく歌えたらいいのに！と思うこともありま

す。これらの考えは悪いものではありませんが、もっと良い

考えがあります。それは、その歌を通してどれほど感謝が捧

げられたことだろうか！ そのミュージシャンを通して、どれ

ほど神の栄誉が讃えられたであろうか！などの思いです。

今日、それが起これば私たちは変えられます！ 

 今日は短いクリスマスメッセージ、またはメッセージすらな

いかもしれません。メッセージはなければならないとあなた

は思うかもしれませんが、かつてイエス様のお誕生のお祝

いはよく行われていたと言えます 

どのようにして？なぜ？行われていたのでしょう。それは、こ

のことが初代教会の指導者たちに示されていたからです。イ

エス様がお生まれになったとき、暗闇に光が照らされまし

た。「この方にいのちがあった。このいのちは人の光であっ

た。」（ヨハネ 1：4） 暗闇が瞬時に消えるとは凄いことです！

ハレルヤ！ 

 先週の日曜日、献金について話しましたが、それは、教会

に捧げることはいかに大切かについての少短い話しでした。

与えることは、天の御父の振る舞いの大部分であると、私は

信じます。しかし、別の思いも加えたいのです。それは、教

会に捧げる準備をして来ること。これは、コリントの教会に宛

てたパウロの手紙に書かれています。「週の初めに」（1 コリ

ント 16：1） この教会リーダーは、与えることについて、神か

らの真理を見つけたと信じます。与えることを準備しなさい。

次の手紙で、他のクリスチャンたちの経験についてもパウロ

は書いています。「そして、私たちの期待以上に、神の御心

に従って、まず自分自身を主に捧げ、また、私たちにもゆだ

ねてくれました。」（2 コリント 8：5） メンバーたちが最初に捧

げたら、来年、すべての教会はとても驚くべきことが起こるで

しょう！そうしましょう！ 

 毎週、この短い手紙を読む時間を取ってくださりありがとう

ございます。時々、これを書くのに何時間もかかるときがあり

ます！ 

「牧師先生！なぜそんなに長い時間がかかるのですか？」

と問われたら、こう答えます。 

「あなたがこれを読んで、あなたとあなたの家族のために、も

っと天からの出来事を求めてほしいからです。そして、これ

を読んだ後、全能なる神への信仰がさらに大きくなって教会

から帰ってもらいたいからです。さらに、私とルースさんのた

めにもっと祈って頂きたいからです！ 

Merry Christmas! 

        あなたの牧師・・・・・ベン 

 

 

 

 

あなたの牧師より 
 

?

お知らせください・・

い・・ 
 

 日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を皆さんの家族や友人に紹介し続けましょう。 

インターネットのサイトは www.hskchurch.org です。次に Mediaをクリックすると日曜礼拝が見られま

す。又は、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオもいつでもご覧にな

れます。 

 

多言語でメッセージを聞くことができます。・・・あなたのスマホ、アイフォンを使用して通訳を聞く方

法：まずアプリ“ABELON Client ”をダウンロードしてください。次に、Wi-Fi： ｈｓｋ/（password:song1234） 

またはｈｓｋ/2（password:：song5678)を通して HSKに繋げます。アプリを開いて、あなたが 

聞きたい言語をクリックしてください。‘Latency’を 100にセットしてください。あなたの言語で牧師の 

メッセージが聞けるはずです。 
 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

つ

思いを巡らす 
 

「私は見る。しかし今ではない。私は見つめ

る。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が

上り、イスラエルから一本の杖（笏）が起こり、

モアブのこめかみと、すべての騒ぎ立つ者の脳天

を打ち砕く。」（民数記 24：17） 

キリストの実際的な意味として私たちが理解し

として、権威の笏については、エステルの話へと

さかのぼるだろう。キリストの時代から 400年

前、ユダヤ民族はホロコーストの危機に遭遇し

た。エステルは自身の民の無実と救いを懇願しな

がら、王の前に出ることのできない葛藤に苦しん

でいた。王の庭に謁見できるのは、王から招かれ

たときのみだった。もし、招かれもせずに王の庭

に入るなら即座に死刑に処せられる危険があっ

た。しかし、エステル記として記録となったよう

に、エステルは自ら王の庭に出て嘆願した。その

とき、アハシュエロス王は、エステルに笏を伸ば

し、その笏に触れるように招いた。 

笏を伸ばしたことの意味は、エステルは王の好意を

受けていることのしるしであり、彼女に嘆願の機会が

与えられたことである。 

私たちがイエスの御名で御父の前に行くとき、私た

ちに約束された笏により、神の至聖所への道が自由に

許可された。「ですから、私たちは、あわれみを受

け、また恵みを頂いて、おりにかなった助けを受ける

ために、大胆に恵みの御坐に近づこうではありません

か。」（へブル 4：16） 

今日、イエスの御名は神が御子に委ねた完全なる権

威の笏であり、私たちはそれによって祈る。キリスト

がすべての現象に対して命じ、従わせたように、私た

ちに差し伸べられているキリストの特権を用い、悪に

退けと命じることができる。 

 

 

「イエスの名で生きること、祈ること」より抜粋   「御名を生きる」 著Dick Eastman 

 

 

□ ＨＳＫの来訪者たちのために祈りましょう。彼らが

皆、イエス様を信じて神の平安を見出しますよう

に。 

□ 私たちの教会リーダーたちに神の知恵が与えら

れるよう続けて求めましょう。彼らは、この教会が

霊的に強く健全になることを求めています。 

□ 亜矢子さんは、家族全員がイエス様を知ってほ

しいと願っています。今週、彼女のご家族のため

に祈りましょう。 

□ カンボジアのニューライフ教会クリスチャンスクー

ルの新しい建物のために再びお祈りください。必

要な資金が満たされますように。 

□ ベネッサさんは、仕事のお客さんたちにイエス様

を分かち合うことができる機会を毎週求めていま

す。すぐに救われる人が出ますように。 

□ 私たちの多くは、冬休みに遠出する機会がある

と思います。主が私たちすべてを守ってください

ますように。 

□ アメリカのトランプ大統領のためにお祈りくださ

い。最近、彼は大きな圧力を受けています。 

□ みことばが教えるよう、再びエルサレムの平和の

ために祈りましょう。 

□ ＨＳＫにいる英語の教師たちのためにお祈りくだ

さい。彼らが生徒たちとイエス様の愛を分かち合

うことができますように。 

□ サクラさんの友人の娘さん（サラさん）が手術を

受けます。今週、彼女のためにお祈りください。 

□ 天皇と皇族の方々が救われるよう祈ってくれま

すか？神は彼らを愛しています。 

□ 香港にいるクリスチャン達はどうでしょう？彼らの

ためにも続けてお祈りください。 

※提出した祈りのリクエストの週報への記載を望まな

い方は、その旨をリクエストカードにお書きください。 

 



 

 

ＨＳＫ恒例の大晦日集会は・12/31（火曜日）夜 9 時

より行われます！皆さんお越しください、ご家族や友人

らも歓迎です。数曲の歌や証、沢山のお菓子や飲み物

（ホット、コールド）

が用意されます。 

そして真夜中には

喜びの大きな叫び

をします。多くの人々が起きているその日だけは、ご近

所の迷惑にはならないでしょう。やりましょう！ 

 

来週の日曜日（29日）・・・フィリピン諸島の女性たち

は、礼拝後に交わりのミーティングがありますのでご参

加ください。さらに強いクリス

チャンになることを求めるこれ

ら女性たちを、グループリーダ

ーのルースさんは喜んでいま

す。（おもに英語で話されてい

ます！） 

 

ＨＳＫのホームページが新しくなりました

<www.hskchurch.com> で検索してください 

まだ基本情報だけで、英語のみですが、来年にはあと

2か国語を加えたいと思っています。

もし、ホームページを改善できるアイデ

ィアがありましたら、ベン牧師にお話し

ください！ 

 

 

 

今日、クリスマスプログラムに参加してくださり、 

ありがとうございます 

ベン牧師はあなたが前に立つ姿を見て、聴いていまし

た。そして、聖霊様があなたに教会で用いられる願い

を語ってくださるよう望んでいま

した。私たちの教会の新しい音

楽ミニストリーを誰かが始めるか

もしれません！！！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

御使いたちが彼らを連れて天に帰ったとき、羊飼いた

ちは互いに話し合った。 

「さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくだ

さったこの出来事を見てこよう。」 

そして急いで行って、マリヤとヨセフと、飼い葉おけに

寝ておられるみどりごとを探し当てた。それを見たとき、

羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを知

らせた。それを聞いた人たちはみな、羊飼いの話した

ことに驚いた。しかしマリヤは、これらのことをすべて

心に納めて、思いを巡らせていた。羊飼いたちは、見

聞きしたことが、全部御使いの話のとおりだったので、

神をあがめ、賛美しながら帰って行った。 

ルカ 2：15-20 

Merry Christmas!  

 

          
 

キリストのお誕生の日、あなたとあなたのご家族に、御使いらの喜び      

と平和の知らせがありますように。この年末と新しい一年に向け     

牧師並びに監督、執事たちは、それが起こることを宣言いたします。 

あなた方に奉仕することは喜びです。皆さんが祝福されるのを見るの

は喜びです。皆さんのために祈ることで、私たちの希望は膨らみます！ 
 

http://www.hskchurch.com/

