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新しい歌を主に歌え。全地よ主に歌え。
主に歌え。御名をほめたたえよ。
日から日へと、御救いの良い知らせを告げよ。
主の栄光を国々の中で語り告げよ。
その奇しいわざを、すべての国々の民の中で。
まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。
すべての神々にまさって恐れられる方だ。
まことに、国々の民の神々はみな、むなしい。
しかし主は天をお造りになった。
尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。

詩編：96 編 1-6 節

(日本語)http://www.hskchurch.org
(英語)http://www.hskchurch.com

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

今週の予定

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

今日（日）

ラー、又は妻のルースにおっしゃって下さい。

１/１２

PM

１：３０

監督者と執事たちのミーティング

…今晩の祈祷会はありません…

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

１/１５

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

（水）

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

１/１６
(木)

PM

１：３０

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

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…

（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、

１/１９

またこの思いを持つ他のクリスチャン達と交わ

（日）

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。

(今日は聖餐式があります！)
PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
皆さんにこの短い手紙を書いている時、イランの
テロリストが殺害されて以来、中東で起こり得るこ
とを私は考えています。旧約聖書の中で多くの預言
メッセージを書いたユダヤ人の預言者が語ったこと
が起こるのでしょうか？月曜日に聖書を読んでいる
と、この節が更に意味あるもののように思われまし
た。「主よ。エルサレムの日に、『破壊せよ、破壊
せよ、その基いまでも。』と言った。エドムの子ら
を思い出してください。バビロンの娘よ。荒れ果て
た者よ。おまえの私たちへの仕打ちを、おまえに仕
返しする人は、なんと幸いなことよ。」(詩編
137：7－8)
この 2 週間、ルースのためにお祈り下さり、あり
がとうございます。彼女は、良くなっていますが、
今は他の方々が病気だと聞いています。私は、彼ら
のために祈っていますし、彼らが奇跡を受け取る
と、又は回復していると信じ続けます！イエス様は
言われました、「病人に手を置けば病人はいやされ
ます」と。(マルコ 16：18) そして、あなたが一
緒に住んでいる方が病気でしたら、あなたの手をそ
の方に置いて祈って下さい。癒し回復させて下さる
よう、神様に求めて下さい。アーメンですか？
数日前、ユーチューブでアメリカ人の牧師先生が
話すのを聞いていると、彼は、イエス様が教えられ
た真理の多くに妥協するよう教会のリーダーたちを
導く考えについて牧師先生たちに警告し始めまし
た。例えは、ある不道徳な行動は見逃されなければ
ならないという考えです。或いは、ある人の傲慢は
取るに足らないことである、という考えです。私
は、次のパウロの言葉をもっとよく理解することを
求めてきました；「あなたがたは、正しくない者は
神の国を相続できないことを、知らないのですか？
だまされてはいけません。不品行な者、偶像を礼拝

する者、姦淫する者、男娼となる者、男色をする
者、…」「あなたがたのある人たちは以前はそのよ
うな者でした。しかし、主イエスキリストの御名と
私たちの神の御霊によって、あなたがたは洗われ、
聖なる者とされ、義と認められたのです。」(Ⅰコ
リント 6：9,11) 時に私たちが止めなければなら
ないことを言うことは難しいですが、本当の悔い改
めが始まると、私たちはどれほど清められるでしょ
う！
私が、小さな教会と大きな教会の両方の牧師先生
たちの話を聞いていますと、小さな教会の牧師先生
が”忍耐“について語っている一方、大きな教会の
牧師先生は、頻繁に励ますことをしているように思
います。そして、神社仏閣に囲まれた教会の牧師先
生はどうでしょうか？私メッセージの多くの中にあ
る根となる考えはこれだと思います：私たちはお辞
儀をするべきではない。私たちは、王を礼拝するべ
きです！私たちは、神様が私たちのために偉大なこ
とをするのを見ます！皆さんはどう思いますか？
(私はこの教会にいることを喜んでいます！)
毎年新年の初めに、皆さんがしたいと願っている
ことや何かを購入するために節約しているのだろう
か、或いは行こうと計画している所があるだろう
か、と私は考えながら時を過ごします。HSK に出席
しているクリスチャンは皆さん、今年大きな夢見る
ものとなると思います。そして、私の役割はこれで
す：皆さんが夢を見続け、期待し続け、信じ続ける
よう励ますことです。私たちの神様は何でもできる
お方です！神様が更に皆さんを祝
福して下さいますように。
あなたの牧師、ベン

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。

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。

日

思いを巡らす考え
「賛美の生活」
作家ウォーレス・ステグナーは、50 歳で亡くな
った母親に宛てた手紙を記しました。彼は、すでに
80 歳で、その手記は「遅すぎた手紙」と題されま
した。彼の母は、西部開拓時代直後の荒っぽい社会
で成長し、結婚してふたりの息子を生み、育て上げ
ました。ステグナーは、その母の徳の高さをたたえ
ています。彼女は人をよく励ましました。素行が良
いとは言えない人に対してさえ、そうしました。彼
は、母の歌声が、彼女の強さを表していたと言いま
す。ステグナーは「あなたは賛美する機会を決して
逃しませんでした」と母に語り掛けます。彼女は生
涯、事の大小にかかわらず、神の恵みを歌で賛美し
続けました。
詩編の作者も機会をとらえて歌で賛美しました。
順境の日も逆境の日も、そうでした。その賛美は、
無理やりではなく、「天と地…を造った方」(詩
146：6)が「飢えた者にパンを与え」たり(7 節)、

祈りのリクエスト

☐

「盲人の目を開け」たり(8 節)、「みなしごとやも
めをささえられる」ので(9 節)、その恵みに自然に
応答したものです。これが本当の賛美の生活です。
その人は、とこしえまでも真実なヤコブの神(5,6
節)を日々信頼して、時と共に強くされていきまし
た。
賛美の生活とは、歌の上手下手ではなく、支えて
下さる神に応答しているか、心の中に賛美の歌があ
るか否かです。

天と地の創造主よ、あなたの守りと備えを
思い巡らすなら、感動に心が震えます。
私の生き方を通して神を賛美し続けられます
ように。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

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(✓)

□この冬の期間、すべての人の健康のために、お祈り
下さい。多くの方々が病気です。神さまは、やはり
私たちの癒し主です。
○イランの状況は、良くありません。この社会的不安
のために神さまの解決を祈りましょう。イランはイ
スラエルの敵国で、イスラエルを守るよう主に願い
求めて下さい。
□ベン牧師とルースさんの孫（スティーブンくん）は
肺炎を患っています。彼は２歳です。彼が病気にな
ったのは、これで二度目です！
○お二方とも神さまの癒しが必要で、賢美さんの母
（友子さん）と幸男さんの祖母（ななこさん）のた
めに祈ることを覚えましょう。
□ベン牧師の母（レイさん）は、ひどい咳のために弱
っていました。彼女の健康を回復するように、主に
お願いして下さい。先週、彼女は９８歳になりまし
た！
○賛美チームのために神さまへ感謝します。毎週、聖
霊さまが彼らを導いてくださると信じましょう。
□数ヶ月の間に、ＨＳＫに来られたすべての方々のた
めに、祈ることを忘れないで下さい。私たちは、彼
ら全員がイエスさまと出会うことを望んでいます。

○私たちは皆が簡単にアクセスできる場所に、主が導
いて下さると依然として信じています。祈り続けま
しょう！
□オーストラリアでの火災は、まだ恐ろしいです。雨
がこれらの火災を鎮火するために与えられるよう、
お祈り下さい。
○あなたは、他の多くの国で迫害されているクリスチ
ャンたちを知っています。今週、彼らのためにお祈
り下さい。
□また、北朝鮮の指導者たちからの脅しは、まだあり
ます。主にこの指導者たちを救って下さるように、
またそこに住むクリスチャンたちを祝福するように
求めて下さるのは誰ですか？神さまへの信仰のため
に、今日多くの人が投獄されているかもしれませ
ん！

☞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。

お知らせ
★もう一つの特別なユースイベント…今週土曜

えていますので、その方々のために駐車スペースを確

日(18 日)、“遠クリ・ワーシップ”

保しなければなりません。

があります。このイベントは、遠州
クリスチャン・ネットワーク(遠くり)

★2020 年全日本ペンテコステ集会…2 月 10 日か

が主催しています。そして HSK に出

ら 13 日まで、雄踏町の浜名湖ロ

席している全ての若者たちが招かれています。詳細に

イヤルホテルで行われます。この

ついては、今日、鈴木康亮さんに聞くか、SKI スタン

集会は、主に牧師先生たちや教会

ドで確認して下さい。

奉仕者のためのものですが、毎年
HSK のクリスチャンたちがこの集会に出席することが

★来週日曜日(19 日)…朝礼拝で、聖餐式、或いは

許可されています。この教役者大会に出席するために

主の晩餐が執り行われます。

は登録料が必要です。詳細については SKI スタンドで

これは、私たちの救い主、

ご覧下さい。

イエス様の苦しみと十字架
を思い起こす特別な時とな

★教会の名刺がありません…でも、今それらがデ

ります。このイベントにつ

ザインされていて、来月には入手可

いては同封の案内を注意深くお読みください。HSK に

能となります。名刺の情報がアップ

出席している全てのクリスチャンは、どうぞ参加して

デートされます。使用していない教

下さい。参加するにあたっては、教会のメンバーであ

会の名刺をお持ちの方は、それらを

る必要はありません。

教会にお戻し下さい。他の方々が友人たちにそれを配
りたいかもしれません。教会についての他の案内は、

★教会ウエッブサイト(hskchuch.com)が修理

教会の玄関のテーブルの上にありますのでご覧下さ

中です…つまり、この時期、多くの

い。

情報が欠如します。近い将来、更
に良いウエッブサイトがオンラインさ
れます。何方でも、このウエッブサイ
トの立ち上げに協力して下さる方は、

新年です！

すぐに牧師先生に申し出て下さい。

続けて祝い続けましょう！

★毎週最新情報が…様々なクリスチャン団体から

それをしましょう！

届き、掲示板や SKI スタンドに追加されています。S
KI スタンドに置かれている案内は、家に持ち帰るこ
とが出来ます…教会への返品は不要です。

★皆さんに感謝します…第 2 駐車場を使用して下
さって、ありがとうございます。
冬の間はそこから教会まで歩い
た後、少し寒さを感じるかもし
れませんが…訪問者の人数が増

