
 

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 
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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） 

１/２６  
PM ８：００ 聖餐式/主の晩餐 

１/２９ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会  

１/３０ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

１/３１ 

(金) 

第五金曜日 断食と祈りの日 

PM ６：５５ 祈祷会 

２/２  

  （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… 

PM １：３０ イスラエルのための祈祷会 

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 2020-1-26 

(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:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


きよ 
親愛なる HSKの皆様へ！ 

 今月も最後の日曜日となりましたが、信じられま

すか？日が経つのがあまりにも早いです。でも、毎

週日曜日には、私たちには更に新しい友人ができ、

来月は更に良い月になると信じます。そして、二人

の通訳者と私が話すのを忍耐をもって聞いて下さ

り、感謝します。月に一度はこのようにしたいと思

っていますが、意見のある方は私にお話下さい。 

 先週、私は近所のレストランでニュージーランド

出身の良き友人と朝食を食べました。私は、彼の教

会で起こっていることを知りたいと思いました。彼

もまた、HSKで彼が見ていることで素晴らしい意見

を持っていました。でも、私は、自分の人生に起き

たいくつかの変化を説明することに感動を覚えまし

た。そして、一つの変化はこれです：今年、私は本

当に私たちの親戚や友人たちがクリスチャンになっ

てほしいと願っています。私たちが教会に家族と一

緒に来ることを願っています。でも、皆さんに参加

していただきたい基本的な HSK の２つの部分がある

と思います。最初のものは、礼拝とメッセージを通

して神様が語られているのを聞く事です。でも、そ

れと同じくらい重要なものは、最後の祈りの後の交

わりです(２番目の部分)。教会の中にいるこのこと

がどうしてそんなに重要なのでしょうか？答えで

す：この時が、友人の必要を知るときであり、天か

らの祝福を受け取った友人と共に喜ぶ時もありま

す。大きな問題を抱えた方のために祈る約束をする

ときです。どうぞ、今年は HSK での交わりの時を見

逃さないで下さい！ 

 また、この友人との会話のもう一つは、伝道につ

いてでした。でも、丁度先週、私は聖書の中でこの

真理を見つけました：もし、クリスチャンたちが成

長し…成熟するなら、教会は直ぐに成長するかもし 

れない。そして、成熟はこのように説明できるので

はないだろうか：予算で生活する代わりに、気前よ

く与える。私たちの所有している物を守る代わりに

他の人たちと分かち合う。もっとお金を稼ぐために

一生懸命に働く代わりに、喜びと希望与えるための

機会と癒しを毎日求める。「私はキリストとともに

十字架につけられました。もはや私が生きているの

ではなく、キリストが私のうちに生きておられるの

です。いま私が、この世に生きているのは、私を愛

し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信

じる信仰によるのです。」(ガラテヤ 2：20) 

 正直申し上げますと、先週の日曜日の朝皆さんに

お話をする前、私はメッセージは失敗だったと感じ

ていました。なぜでしょうか？私が理解していない

と思ったメッセージがあまりにも多かったからで

す。でも、集会が進むにつれて、誰かが励まされて

いることを願うことが出来ました。そして、もう一

度言いますが、忍耐強く聞いて下さってありがとう

ございます。皆さんは、ルースや私をとても励まし

て下さいます。主があなたを祝福し、守られますよ

うに。そして、あなたを他の多くの人々にとっての

祝福として下さいますように。アーメン！ 

              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(✓) 

 

□オーストラリアに雨を降らせた、神さまを褒めたた

えます。今、家のない多くの方々と神さまの慰めが

ありますように祈りましょう。 

○あなたの国の指導者たちのために、祈り続けて下さ

い。彼ら全員が救われ、毎日イエスさまと共に歩き

始めますように。 

□私たちの教会への新来会者たちのために、祈り続け

ましょう。多くの方が問題を抱えており、心と人生

にイエスさまを必要としています。 

○全ての日曜学校の先生のために、再びお祈り下さ

い。彼女たちは、子どもたちがイエスさまを愛する

ようになるのを、見る心を持っています。 

□こうき君は、今週木曜日に耳の手術をします。速や

かな回復を祈りましょう。 

○祐子さんは、親戚（諏訪部さん）が癒され、イエス

さまと出会うことができますよう祈り求めていま

す。お祈り下さい！ 

□陽子さんは、主が私たちの教会により多くの若者を

連れて来ることを信じています。このことが直ぐに

起きますように祈りましょう。教会員の子どもたち

は、まだここにいません。 

○みちこさんが、毎日心に神さまの平安と希望を持て

ますように、祈り続けて下さい。 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもたちを神へ導く」 

 

  無神論者は、親が子供に宗教を教えることは不道

徳だと言い、信仰継承は虐待だとさえ主張します。

これほど極端でないまでも、家庭で進行を積極的に

進めないクリスチャンもあると聞きます。多くの親

は、政治や経済、芸術やスポーツ、栄養や健康な

ど、子供の価値観に影響を与えたいと思います。し

かし、神に関することは別だと考える人もいるので

す。 

  これと対照的なのがテモテです。使徒パウロは

「幼いころから…聖書はあなたに知恵を与えてキリ

スト・イエスに対する信仰による救いを受けさせ」

(Ⅱテモテ 3:15)とテモテに語りました。彼は自然

に信じたのではありません。神と向き合う心を幼い

頃から母にはぐくまれ、自信は、教えられたことに

とどまる決断をしたのです(14 節)。もし、神がい

のちで真理の泉ならば、神を愛しなさいと優しく教

えるのは子育てに不可欠のはずです。 

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！ 

 

□インドから２人のクリスチャンが、ＨＳＫに出席し

ています。今週、インドのために祈って下さるのは

誰ですか？インドの一部のクリスチャンたちは、迫

害されています！ 

○イラン人たちは、政府がしない多くの事のために抗

議しています。その国には、私たちが祈るべきクリ

スチャンたちがいます。祈りましょう。 

□ベン牧師の義娘（ジャクリーンさん）は、いつでも

赤ちゃんを産めます。今週、彼女のために祈って下

さいませんか？ジョアンナさんは、２月１８日に出

産する予定です。ルースさんは、新しく加わる孫た

ちをとても楽しみにしていますが、母親たちに元気

で楽しんで欲しいと願っています！ 

 

 

 

☞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。 

       

  様々なものが子供に影響を与えます。音楽、友だ

ちや先生、それからすべてが、あからさまに、或い

はひそやかに、何を信じるべきかを語ります。沈黙

するのはやめましょう。私たちは神の祝福を体験し

たのですから、子どもたちを神に導きましょう。 

     

      

親愛なる父よ、神に向き合うように、 

子どもたちの心をはぐくむ、 

という喜びと特権を与えて下さり 

感謝します。 
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お知らせ 

 

★今週金曜日(31 日)…第 5 金曜日の断食祈祷の

この日、皆さんが断食をして

祈りに加わって下さい！この

日についての詳細と私たちの

家庭や町で主が大いなること 

をして下さるように心から求める人々に加わること 

が、どれほど皆さんにとって大切なことかを牧師先生 

がお話をします。 

 

★来週日曜日(2 月 2日)…礼拝室で午後 1 時 30 分 

から、イスラエルのための祈祷会があ 

ります。お弁当を持参するか、購入し 

て、この祈祷会に出席する方たちと昼 

食を共にしてはどうでしょうか。私た 

ちは皆、敵からイスラエルが守られ、この国に神御自 

身の教会を建て上げて下さるよう、天のお父様に求め 

続けていなければなりません。また…ブリッジフォ 

ーピースからイスラエルについての最新情報が届いて 

います。無料の小冊子「オリーブ」が教会玄関の前の 

机の上にありますのでお取り下さい。もし他の方と分 

かち合いたい方は、追加でお持ち帰り下さい。 

 

★12 月から 1 月の教会什一献金…59,000 円は、

以下の通り分配されました：

真美さん、亮さん (石巻宣

教)(16,000 円)、ブリッジフ

ォーピース(イスラエル宣 

教)(16,000円)、カンボジア教会(支援)(15,000 円)、 

平田牧師先生(支援)(18,000 円)ハレルヤ！教会や他 

の人々への皆さんの献金を感謝します！ 

 

★今晩 8時から…HSKで聖餐式、又は主の晩餐が再 

び執り行われます。HSK のメン 

バーや友人たちの中には先週、 

お休みをした方もいます。です 

ので、その方々は来られるでしょう。でも…皆さん、 

何方でもお越し下さい。この式は短時間で終わります 

が、素晴らしいものです。 

★HSK の名刺が…日本語とポルトガル語で入手でき 

       ます！数枚の日本語と英語の名刺

は教会玄関にありましたが、今日

は、ポルトガル語の名刺も置かれ

ています。何枚かお取りになって 

他の方と分かち合って下さい。あなたの名前や電話番 

号、住所を記入できる場所が、名刺の両面にありま 

す！ 

 

★HSK のメンバーになりたいですか？教会のメ 

ンバーシップについての案内 

は、3 か国語に訳されていま 

す。この案内については、牧 

師先生、又は幸男さんにお聞きください。教会リーダ 

ーたちは、メンバーシップは素晴らしい経験だと信じ 

ています。 

 

★多くの方たちが病気です！そして、どこででも 

病原菌に感染することは容易で 

す。ですので、教会に出席する前 

と後で、教会の玄関にあります消 

毒液をお使い下さい。小さなお子 

さん(赤ちゃん)を抱くときは、事 

前に十分に手を洗って下さい。ご 

協力ありがとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


