
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。 

詩篇 96：1-6 

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: 080-8117-1774 

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、ぜひ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。 

 

1/5(日） 

今日! 

PM  1:30   イスラエルの祈祷会 

PM  6：５５   見張り人の集い(祈祷会) 

1/8（水） PM  １：30   祈祷会 

1/9（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

1/12(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 監督/執事 ミーティング！ 

（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！ 

 

明けましておめでとうございます！今日は、2020 年、初

めての集会です。私は毎年神様から良い事を期待している

ので、新年はいつも喜びをもって迎えています。とくに、今

年は素晴らしいことが起こると期待しています。なぜなら、

皆さんの多くが同じ期待を持っているからです！あなたは

どう思いますか？先週私が話したように、よく見はっていき

ましょう。 

私がもらったクリスマスプレゼントの一つは、ハワイ在住

のアメリカ人牧師が書いた本でした。その題名は、「あなた

の教会を大きくする方法」です。この本は、一見、日本人の

牧師全てが読むべき本と見られるかもしれません。この中

では、幾人かの教会リーダーたちが、次のようなテーマで

書いています。「あなたの教会を成長させる 8 つのステッ

プ」「教会の会衆を成長させる方法」「28 日間であなたの教

会を成長させる方法」 

ある牧師は、「小さな教会を成長させる方法」を書いてい

ました。（私もこのテーマで書けると思いました。）（笑ってい

ますか？） 

とにかく、牧師たちが教会を成長させたい・・神のご栄光

で満ち溢れさせたいと願っていることを、私は嬉しく思いま

した。私もそれを求めています。初代教会においても次の

ような真理を見つけました。 

「そして、彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、

パンを割き、祈りをしていた。」（使徒 2：42） 

休暇中、皆さんが休息できるよう願っています。月曜日

の仕事初めが困難でありませんように。（朝再び早く起きな

ければなりません） あなたの同僚もどのような気持ちか考

えたりしますか？あなたが、大きな微笑みと快い挨拶で職

場に入ったとき、職場に大きな変化をもたらすことでしょう。 

「けれども牧師先生、職場は退屈で汚く、大変ところで

す！」と言う人もいるでしょう。 

しかし、神はそれに似た状態のコロサイ人たちに言われ

ました。 

「何をするのも、人に対してではなく、主に対してするよう

に、心からしなさい。あなたがたは、主から報いとして、御国

を相続させていただくことを知っています。あなたがたは主

キリストに仕えているのです。」（コロサイ 3：23-24） 

先月、友人を教会に連れて来てくれた方々は、彼らが再

び来てくれることを期待してください。この教会に入った

方々は、全能なる神に近づいた経験をしたと、私は心から

信じています。他にそのような場所はありません。神が彼ら

の心に始められた御業は、神の愛や平安、喜びへと思いを

向けさせます。信じ続けましょう！ 

皆さん全ては、ルースさんと私にとってとても特別です。

今年、私たちの関係がもっと強くなるのを楽しみにしていま

す。主があなたをさらに祝福してくださいますように！ 

 

 

                      あなたの牧師…ベン 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

あなたの牧師より 
 

 

?

 

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 
 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

人々を建て上げていくとき、本人たちが行動に

より学ぶよう導かなければならない。例えて言う

と、彼らが魚を逃がしかけるとき、釣り竿をすぐ

に取り上げて逃さないよう助けることをしないこ

とだ。同時に、彼らを愚かさや敗北から保護する

ことはできない。なぜなら、それは彼らが勝利の

感動や、自分自身で成し遂げた満足感を手にする

可能性を失くしてしまうことだ。 

教会の成功度は、人数ではなく教会員たちの人

生である。教会の牧師は、1年後また 5年後に教

会員たちの個人的な成長がどのような位置にいる

ことを望んでいるか。それにより、神がその牧師

に示してくださること、つまり聖徒を整えること

に向けて努力することができる。 

また、個人の能力の基本的な見誤りを見るのと

同じように、会衆の中で、彼らの道徳的、霊的な

信頼につながるキリストの力を見誤る悲劇が起こ

っているのを見る。ある人々は、クリスチャンた

ちがまっすぐで狭い道を歩むよう、あらゆる面に柵を

設けて保護しようと考えている。 

それについては理解できない。私を含め皆クリスチ

ャンたちはイエス様を愛し、従いたいと願っている。

「わたしの民は護衛が必要ではなく、導き手である羊

飼いが必要なのです。」 

彼らが罪を犯したとき、彼らに必要なのは、愛、受

け入れ、赦しである。疑惑や拒絶ではない。 

牧師たちは、人々の心の中にキリストのいのちの確

信を建て上げるべきであり、打ち砕くべきでない。 

キリストのいのちは信じる者たちには、驚くほど固

い。私たちはもっとそれに信頼すべきである。 

「愛、受け入れ、赦し」より抜粋 5章「ミニストリーへの解放」 著 Jerry Cook 
 

□ 今週、私たちの国の指導者を選び、毎日彼または

彼女のために、祈り始めましょう。今年、各国の指導

者たちは、おそらく神さまの助けをもっと必要になる

でしょう。あなたはどう思いますか？ 

□ 指導者たちが神の教会に対して暴力を容認すると、

多くの国のクリスチャンたちは今年たくさん苦しむで

しょう。誰がこれらのクリスチャンたちのために、頻

繁に祈って下さいますか？ 中国のクリスチャンた

ち？イスラム教国家のクリスチャンたち？ロシアのク

リスチャンたち？ 

□ オーストラリアの大規模な火災は、大気に影響を与

えている煙を引き起こしています。それらの火災を

鎮火するように、主に願いましょう。 

□ 希望に満ちて、誰かが私たちの教会のために毎日

祈っています…メンバーとその家族のために祈って

います。でも、私たちの街の全ての牧師たちのため

に祈りましょう。 

 

□ 皆の仕事は順調かもしれませんが、他の人は一生

懸命働いて、疲れ果てているかもしれません。全て

のクリスチャンを祝福し、彼らが働いている会社に

祝福がありますように、主に求めて下さいません

か？ 

□ 北朝鮮は、再び隣国に問題を起こすために何かを

すると脅しています。その国の指導者たちを救うよう

に、主にお願いして下さい。確かに、北朝鮮には、

神さまの助けを必要としている幾人かのクリスチャ

ンがいます！ 

□ ベン牧師は最近、神さまが私たちの教会で見せ

たいと信じている奇跡、しるし、素晴らしいことに

ついて話しました。誰が私たちの牧師と共に、こ

れが直ぐに起こるように、神さまに求めて下さいま

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。 

 

 



 

1月にお誕生日を迎えられる方へ!  

今月あなたはお誕生日を迎えますか?  そんなあなたに・・ 

「お誕生日、おめでとうございます!」 

あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、 

これからの新しい一年がさらによい年となりますように! 

今日、神があなたを祝福してくださいますように! 
 

明けましておめでとうございます！ 
あなたの牧師並びにＨＳＫの監督、執事たちは、この新しい年があなたにとって大いなる

祝福となるよう心から願います！私たちはあなたを愛しています！ 

次回の執事ミーティングは・・来週日曜日 12

日に行われます。執事の方々は全員、午後 1:30 より

大切なミーティングが行われますのでご参加ください。

ミーティングの前に一緒に昼食を取って楽しむこともで

きます。美味しい食事は話し合いを

良くします！ 

 

ブリッジフォーピースから最新情報 

イスラエル宣教のブリッジフォーピースから最新情報

誌”OLIVE LIFE”が届きました。教会の玄関に置いてあ

りますので、どうぞご自

由にお取り下さい。また、

友人にも差し上げて下

さい。 

また、石巻に住む私たちの宣教師夫妻、亮さん、真美

さんからニュースレターが届きました。掲示板にありま

すので、ぜひお読みください！

先月の教会からの什一献金は、・・以下のように分

配され捧げられました。 

真実さん&亮さん(石巻宣教)(17,000円)  

Tikkum(イスラエル宣教)(20,000円) 

カンボジアクリスチャンスクール（20,000円)  

ワールドビジョン(飢餓子ども救済)(10.000円) 

2019年捧げられた合計金額は、701,5,00円でした! イ

エス様、ありがとうございます！あなた

の教会に捧げてくださったすべての

方々、大変ありがとうございました！ 

 

 

 

聖書通読日課表を無料でさし

あげます。 
日本語版、英語版があります。

玄関またはＳＫＩスタンドにあり

ますので、ぜひ皆さんお持ち帰りください。今年、

聖書を通読しましょう！私たちはできます！  

 

初孫のお誕生を・・・村田裕樹さんと賢美さんは大変
喜んで報告されました。女の子で名前は愛実（えみ）ち

ゃんです。両親のめぐみさん、耕

成さんは、神から与えられた贈り

ものに感謝し、親になることを学

んでいます。 



 

 

 


