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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。 

 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12/20(日） 

今日! 

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 6：55 見張り人の集い（祈祷会） 

（インターネットのライブ祈祷会！） 

12/23 (水) PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

12/24（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

12/27(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! 

クリスマスのお祝いランチ 

夜の祈祷会はありません！ 

2020-12-20 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤ

の町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上って

行った。 それは、すでに身重になっていたいいなづけの妻マリヤ

と共に、登録をするためであった。 ところが、彼らがベツレヘムに

滞在している間に、マリヤは月が満ちて、初子を産み、布にくるん

で、飼葉おけの中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなか

ったからである。さて、この地方で羊飼たちが夜、野宿しながら羊

の群れの番をしていた。 すると主の御使が現れ、主の栄光が彼

らをめぐり照したので、彼らは非常に恐れた。 御使は言った、

「恐れるな。見よ、すべての民に与えられる大きな喜びを、あなた

がたに伝える。   ルカ 2：4-11 

 

      

 

 

 

 

tel:053-442-5080
mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 どれほど寒くなったことでしょう？非常に寒いで

す！風に当たるとさらに寒いです！たしかに冬です 

外は寒いですが、暖かな教会があります。ただ、窓は

開けたままですので、暖かな上着を着てください。 

 ところで、旧約聖書で、新約聖書の中のクリスチャン

たちに触れられていないの人物の一人はヨセフである

ことを気づかれたでしょうか。エイプトの王パロの次に

高い位についた唯一のユダヤ人ですが、聖書でこのよ

うに書かれています。「主がヨセフと共におられたの

で、彼は幸運な者となり、その主人エジプト人の家にい

た。」（創世記 39：2）「・・主が彼の手のすることをすべ

て栄えさせられるのを見た。」（3節） これはクリスチャ

ンのサクセスストーリーです！この話は初代教会で語

られたと思うでしょうが、ステパノだけがヨセフについて

思い起こしたように見えます。なぜ、初代のクリスチャ

ンたちにとって、ヨセフの経験は重要視されなかったの

でしょうか？それに対する私が考えるベストアンサー

は、：神のご目的は遥かに重要なものだった。そして同

様に私たちの目的も遥かに重要である。では、私たち

の目的は何でしょう？神のご栄光が表されることで

す！（ローマ 8：18参照）私たちの目的は良くなると定

められています！ 

来年私たちが何を期待するか考えていませんが、ル

ースさんと私は、私の母と多くの子ども達家族に会い

に行けると希望します。私たちの友人たちや親族らが

強いクリスチャンになることを希望します。不可能な状

況に神の御力が表されることを希望します。そして更

に加えたいことがあります。：神の喜びと平安、愛にも

っと満たされたいです。あなたはどうですか？これらの

ことを求め、天の御父の御業を見ましょう！ 

皆さんもニュースでご存意かと思いますが、ＣＯＶＩＤ

－19のワクチンがアメリカ中に配送されます。そのワ

クチンが私たちに届けられるのはいつでしょうか？先

週の日曜日も言いましたが、私はワクチンを打ちます。

しかし、それにより怖れはなくなるでしょうか？私はそう

は思いません。40年以上前私が日本に来てから、

人々が怖れていることに驚きました。熱を出すことや、

大雨になること、近所の人に会うこと、変な音を聞くこと

など。私の結論：私たちはとこしえまで怖れない者にな

らなければなりません！ 

「愛する者よ。あなたのたましいがいつも恵まれてい

ると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、またすこ

やかであるようにと、わたしは祈っている。」（3 ヨハネ

1：2） 

     あなたの牧師   ベン 

 

 

 

 

 

 

牧師より 
 

多言語でメッセージを聞くことができます。・・ 
ポルトガル語（英語）の通訳はアプリの“Ｂｉｚｚ”をインストロールし、メッセージＩＤを入力してください。 

ＩＤは説教が始まる前にスクリーンにて表示されます。通訳をお聴きになる際、ご自身のイヤホンが 

必要です。 

 

 

じし

 

 

集会のウエブサイトは <www.hskchurch.com> です。次に Schedule of Meetings をクリック,

次に Click here to visit Live Stream channel.すると過去の動画もご覧になれます。情報共有してく

ださりありがとうございます。 

 

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



祈りのリクエスト 

 

思いを巡らす 
 

□ この時期、多くの人々が風邪やインフルエンザ、コロ

ナに感染して病気です！どうか祈り続けてください。 

□ フードバンクのアウトリーチを主に感謝します。このミ

ニストリーを通して大勢が主を知るよう祈りましょう。 

□ クリスマスがすぐ間近です。この期間伝道をしている

教会のために祈りましょう。 

□ 自国のリーダーたちのために祈りましょう。多くのリ

ーダーたちは天からの助けが必要です。 

□ 多くのビジターを教会に送ってくださり主に感謝しま

す。彼らが個人的に愛され歓迎されていると感じま

すように。 

□ 教会のすべての子どもたちが主によって守られ安全

でありますように。 

□ 私たちの賛美リーダーたちのためにお祈りください。 

彼らは毎週聖霊様に導かれたいと願っています。 

□ まだ救われていない家族のためにお祈りください。ま

だクリスチャンでない親族のために祈りましょう！ 

□ 多くの国々で迫害されているクリスチャン達のため

に、今週祈りましょう。 

□ 日曜学校の先生たちのためにお祈りください。彼女

たちは、子どもたちがイエス様を知るのをを願ってい

ます。 

□ 私たちの教会のお父さん方全員のためにお祈りくだ

さい。彼らが全員救われ、神を知る知識へと家族を

導くことができますように。 

□ 日本の天皇と天皇家が救われるようお祈りください。

神は彼らを愛しておられます。 

□ アメリカのトランプ大統領は大きな奇蹟を必要として

います。祈るのはだれでしょう？ 

※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。 

 

 

イエス様は聖霊様を「助け主」「慰め主」と言

われました。そこでこの質問をさせてくださ

い。もし私たちの生活が快適であったなら、誰

が慰め主を必要とするでしょうか？福音を伝え

るために、自分の人生を危険にさらす人々、苦

しんでいる人々です。（ピリピ：1：29）彼らは

神が共にいてくださる永遠のご臨在を体験した

人々でしょう。 

最近、私は韓国ソウルの驚くべき人物と食事

をしました。アフガニスタンのタリバンに拘束

された 23人の宣教軍の一人でした。彼は地下牢

に閉じ込められ、殉教するかもしれない恐怖の

体験をしたことを語ってくれました。 

ある晩、23人の宣教師が自分の命を神に委ね、

神のご栄光のために死ぬことを栄誉としまし

た。彼らは 1つの聖書を 23に破り、誰も見ていな

い時にそれに目を向けました。そして 40日間の拘

束の期間、彼らは神の御言葉と神の御霊に包まれて

いました。彼らの何人かは、牢獄の中であっても神

との親密な体験をしました。その親密さは解放され

快適な生活の中では味わうことができませんでし

た。これは、聖霊様が私たちに与えてくださる甘美

な尊い贈り物です。 

 

「忘れられた神」 著: フランシス・チャン 

 

 



 

 

 

12月のイベントスケジュール！ 

27日・・ＡＭ 10：00 ＨＳＫクリス

マス礼拝＆持ち寄りランチ！とてもス

ペシャルなイベントです！詳しくは今

日お知らせします！ 

３１日・・ＰＭ 10：00  大晦日の

賛美礼拝と祈りのイベント！詳しくは後日お知らせしま

す。 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・  

Wifi：hsk/1 

PW: song1234 

 

お願い・・教会内に入る際、玄関に置いてある

消毒液にて手の消毒をお願いします。今月は、

手の清潔をさらに注意する必要があります。  

 

浜松市の感染予防ガイドライン 

コロナウイルスの市内感染増

加によりガイドラインが追加さ

れました。内容は、会合は屋

外で、対面での会話を避け、ス

ーパーへの買い物は一人で、

在宅勤務などがあります。これ

らの中には従うのが不可能なこともあると思います。そ

れでもベン牧師が今日教会のガイドラインについて説

明します。（1）教会の中では全員マスク着用を義務化

します。（2）手の消毒液を頻繁に使用します。誰かが

忘れていたら丁重にお伝えください。これらのガイドラ

 

 

インによって感染の防止と雇用の保持に務めたいと思

います！喜んで従いましょう！ 

 

来週日曜（27日）の持ち寄りランチ、重要事項・・・

すべての料理はしっかりとカバーしてください。コロナ

対策として、もし、暖かい日でしたら屋外で食事すべき

ですが、それは難しいでしょう。ただし、ご家庭で風邪

や熱の方がいましたら、持ち寄りの食事は販売されて

いるもの（スー

パー、コストコ、

ＫＦＣなど！）を

ご購入の上お

持ちください。フ

ライドチキンは人気です！ 

 

 

今月の会計報告は・・・来週の週報に掲載します！教

会からの什一献金は大変良いもので 56,000円でし

た！あなたの教会に捧げてくださりありがとうございま

した！  

 

 

Merry Christmas! 

December 25th....Christmas Day! 
      あなたの牧師、監督、執事らは、あなたの更なる祝福を求め祈ります！ 


