
 
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、野の獣も、 

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わたり、なんと力強いことでしょう。 
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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ＨＳ

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ

を聴くことができるためのベビールームも設け

ていますのでご利用下さい。 

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。 

 

今日（日） 

１２/２９  

賛美、分ち合い、日曜学校 そして、交わり！ 

PM １２:３０  フィリピン人女性たちの集会 

１２/３１ 

（火） 

PM  ９:００ HSK で大晦日礼拝！ 

     （夜９時から真夜中まで！）   

１/１ 

（水） 
元旦(祈祷会はありません) 

１/３ 

 （金） 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

１/５ 

(日) 

  

AM ８：４５ 賛美チーム練習 

AM  ９：５５  賛美・分かち合い・日曜学校・交わり 

PM ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2019-12-29 

(Hamamatsu Church of the Savior)  

 

再び来てくださるとき・・・ 

もうあなたは、私たちの友‼ 

mailto:hsk.church@agate.plala.or.jp
http://www.hskchurch.com/


きよ 
親愛なる HSKの皆様へ！ 

 今年最後の日曜日になりました…もう１２月に日

曜日はありません。そして、来週日曜日は、新年の

集会と互いのための祈りを始めます。そうです、来

年も私たちは更に誕生日を祝い、同じ仕事を続け

(多分)、同じ家(多分)に住むでしょう。私たちが新

しいことを期待出来るのと同じくらい、他の多くの

経験にはあまり変化がないでしょう。そして、もし

ほとんど、或いは何の変化もないなら、容易に落胆

したり失望してしまいますし、或いは退屈になるこ

ともあり得ます。皆さんはどう思いますか？でも、

新年を迎えるにあたって提案があります：祈ること

に対して、神様に従うことに対して、困難な経験に

対してもっと強い決心をもって始めましょう。私た

ちが、強い決心をしたクリスチャンであるならば、

きっと神様は私たちのために多くの新しい経験をさ

せて下さいます！アーメンですか？ 

数週間前に、２度目となりますが、”ブリッジ・

オブ・スパイ”という何年も前に起こった真実な出

来事に基づいたアメリカ映画を観ました。その映画

のなかっで、主人公の弁護士は、アメリカ最高裁判

所でロシア人スパイを弁護する答弁をしました。こ

れは理解する重要なことです；アメリカ人弁護士

が、スパイであり嘘つきであり詐欺師の犯罪者であ

る男性を弁護していました。そして、あなたならそ

んな人をどうして弁護出来るでしょうか？答えで

す：平和に生きることへの人々の探求が守られてい

る法治国家であるアメリカで生きるということがど

ういうことかという最も純粋な真理をこの弁護士は

分かち合ったのです。私が映画のこの場面を観てい

た時、突然、神様の真理について重要なことを理解

しました。何でしょうか？神様の真理はとても力強

いということです。それ(神の真理)は、クリスチャ

ン一人一人の義への探求を守る天の御国の律法で

す。この真理を固く握りましょう！ 

 来週、１月９日に私の母レイさんは９８歳の誕生

日を祝います。彼女と家族は、長く生きるための力

を与えて下さった神様にとても感謝しています。で

も、彼女が特に感謝しているのは、彼女の家族や友

人たちを主が祝福して下さったことです。彼女は、

自分が後どのくらい生きられるかを心配していると

は思いませんが、むしろ、全能の神様がどんなこと

を成されるか、見たいのだろうと思います！そし

て、どんな願いがあるか分かりますか？そうです、

彼女は、主が日本を祝福して下さることを願ってい

ます。彼女は、神様が多くの日本人を救って下さる

ことを願っています。私の母の願いをもって新年を

始めましょう。皆さんはどう思いますか？ 

 「新年おめでとうございます」と言うのは早すぎ

るでしょうか？今週火曜日の夜教会に来られる方

は、この場所で、丁度よい時間に私と一緒にこの言

葉を言っていることでしょう！今週火曜日の夜は大

きな声を出しましょう！感謝し喜びましょう！今年

は皆さんや私にとって良い年でした。私たちは、天

のお父様への心からの感謝をもって新しい年を始め

なければなりません。 

           あなたの牧師、ベン 

 

日曜日朝礼拝のインタ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。または、www.hskchurch.comで’live video’をクリックしてください。過去のビデオをい

つでもご覧になれます。 

 

 

 

 

 

 

牧師より 

 

 

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.org/
http://www.hskchurch.comで'live


 

 

注意：四角と丸のリクエストに関しては全員がお祈りをす

るようにして下さい(✓) 

 

□今週は、多くの人が新年に家族を訪問します。

イエスさまの愛を、全ての方々に表すことがで

きますように。 

○香港では、依然として抗議が進行中です。どうぞ、

お祈り下さい！ 

□ＨＳＫの全ての可愛い子どもたちのために、祈り続

けて下さい。彼ら皆が、イエスさまを愛し、イエス

さまに従って、成長しますように。 

○ＨＳＫのシングルマザーたちのために、再び祈って

下さいませんか？全ての彼女たちの必要が、主によ

って満たされますように。 

□日曜学校の先生たちと「ジョイクラブ」の働きのた

めに、祈ることを覚えましょう。 

○あなたの国の指導者たちのために、祈っています

か？今週、祈ることを忘れないで下さい。 

□私たちの教会の賛美チームを、あなたの祈りの中で

祈り続けて下さい。彼らは皆、毎週日曜日、聖霊さ

まに導かれることを望んでいます。 

 

 

 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「愛に洗い清められ」 

 

  南カルフォルニアの小さな教会の人たちは、

神の愛を行動で表現する方法を思いつきまし

た。教会員たちがコインランドリーに集い、貧

困家庭の人たちの服の洗濯をさせてもらって地

域に貢献しました。みんなで服を洗い、たた

み、時には食事や食材を提供します。 

  奉仕者のひとりは、地域の人たちを実際に交

流して、彼らの話を聞けたことが、何よりの報

酬だと言いました。彼らは、自分の信仰を愛の

言葉と行動で表し、他者と純粋に交わるという

生き方を育みたかったのです。 

  使徒ヤコブは、クリスチャンの愛の社会貢献

は、純粋な信仰の成せる業だと語ります。彼は

「信仰も、もし行いがなかったら、それだけで

は、死んだものです」(ヤコブ 2:14-17)と語りま

す。私他たちはイエスを信じることで神の子と

思いを巡らす考え 

 

 

 

神様は私たち

の祈りを聞い

てくださいま

す！ 

 

○私たちの教会に出席している方の中には、大きな問

題に直面している方もいます。多くは、強められ、

励まされる必要があります。互いに祈ることを忘れ

ないで下さい。 

□今週、ＨＳＫの全ての父親のために祈りましょう。

彼ら全員が、イエスさまを知り、従うことを願って

います。 

○私たちの息子や娘の何人かは、まだクリスチャンで

はありません！誰が祈って下さっていますか？ 

 

☞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。 

       

なりますが、他人に仕えることで主イエスに仕

えて初めて、信仰者として行動したと言えます

(24節)。信仰と社会貢献は、身体とたましいの

ように相互依存の関係にあり(26 節)、私たちの

うちに働かれ、私たちを通して働かれるキリス

トの力を映し出します。 

  私たちは、神の十字架の犠牲は自分のためだ

と信じ、完全な愛で洗い清められ、どのように

人に仕えるかを通して、溢れでる本物の信仰を

表していくことができます。 

 

 イエスよ、あなたの完全な愛で私を洗っ

てください。そうすれば、私は人々の生活

の中に、あなたの愛を注ぐことができるで

しょう。 

 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★HSK 恒例大晦日の集会…は 12 月 31 日(火曜

日)、夜 9 時から始

まります！ご親戚

やお 友達を誘っ

て、皆さん、お越 

し下さい。私たちは、再び数曲賛美し、証をしたり、 

温かい、或いは冷たい飲み物と一緒に沢山のお菓子 

も頂きます。真夜中に、私たちは大きな喜びの声を上 

げます。浜松の他の場所でも皆さんが起きていますの 

で、私たちが騒いでいることを心配する必要はありま 

せん。それをしましょう！ 

 

★約 3週間前に…教会は礼拝堂の後ろの壁に賛美 

の歌詞を表示するために中 

古のプロジェクターを購入 

しました。もし、ワーシッ 

プリーダーや他の賛美者た 

ちの大きな笑顔を見たら、それは、彼らが歌う必要の 

ある歌詞を見ることが出来るからです！(このプロジ 

ェクターはビックカメラでは 481,000円で販売されて 

いますが、殆ど新品に近い状態で 50,000円でした。 

牧師先生はこの購入は教会のお金の賢い使い方だと思 

っています！） 

 

★1月 5日(新年最初の日曜日)に…皆さんと楽 

しく食べられる軽食、又はお菓子のようなものをご持 

参下さい。これは時間をかけて作るようなものをお願 

いしているのではありませが…簡単な食べ物です。皆 

さんはどう思いますか？ココナッツキスやロールケ 

ーキはどうでしょう？（いいえ、牧師先生、それ 

は、ブラジルのお菓子ですよ！）ブコパイやエンサ 

イマダはどうでしょう？（いいえ、牧師先生、それ 

はフィリピンのお菓子ですよ！）(ええ、私にはどれ 

も美味しそうです！） 
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教会の会計係である松尾三枝子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しま

した。１１月１６日から１２月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概

要は以下の通りです。                             （単位は全て円） 

項目 先月繰越金 収入 支出 残高 

一般会計 ¥459,750 ¥656,487 ¥552,768 ¥563,469 

建物献金 ¥632,153 ¥8,627 ¥0 ¥640,780 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697 

奨学金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527 

クリスマス基金 ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452 

伝道基金 ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169 

墓地献金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 

2019 年 11/12 月の教会什一献金は 66,000円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。 

神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。 

什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい

ます！ 
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会計報告 

 

 
  

 
 


