
マリアは言った。「わがたましいは主をあがめ、わが霊は、わ

が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しいはした

めに目を留めてくださったからです。ほんとうに、これから

後、どの時代の人々も、私をしあわせものと思うでしょう。

力ある方が、私に大きなことをしてくださいました。その御

名は聖く、そのあわれみは、主を恐れかしこむ者に、代々に

わたって及びます。主は、御腕をもって力強いわざをなし、

心の思いの高ぶっている者を追い散らし、…飢えた者を飢

えた者を良いもので満ちたらせ、富む者を何も持たせない

で追い返されました。主はそのあわれみをいつまでも忘れ

ないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。 

ルカ 1：46-51,53-54 
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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。 

 

日付 時間と内容 

１2/13 

今日 

AM ８：４５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

AM ９：５５ 賛美、分ち合い、日曜学校、交わり 

PM  1：30 監督者と執事たちとのミーティング 

(今晩の祈祷会はありません) 

１２/16 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

１２/17 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

１２/20 

(日) 

AM ８：４５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

AM ９：５５ 賛美、分ち合い、日曜学校、交わり 

PM  ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

(インターネットで祈祷会をライブ配信します) 

 

今週の予定 
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Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-12-13 

(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 
HSKのメンバーと友人の皆さんへ 

 この手紙の冒頭申し上げたいのは、日曜日の朝の集

会に出席するのを恐れない皆さんに感謝しているとい

うことです。中には家族や友人から家に居るようにと言

われている方たちがいることを私は知っていますが、そ

れが人々を家に留まらせます！そして、それは私も含

めてです！私も恐れの声をはっきり聞くことが出来ま

す！その恐れに加えて非難の声も聞きます！私は何を

言っているのでしょうか？「他の人たちが病気になるの

はあなたのせいだ！」「他の人たちが病気になることに

対してあなたは責任がある！」私はこのような結論に至

りました：『主は、私の光、私の救い。だれを私は恐れよ

う。主は、私のいのちのとりで。だれを私はこわがろ

う。』(詩篇 27：1) 

 家の中が少し寒くなってきたので、ルースと私はつい

にヒーターをいくつかつけるようになりました。暖かい

部屋はまだ必要ないと思う方もいるかもしれませんが

…家の中で 2枚重ねでセーターやジャケットを着たり

帽子をかぶるのは心地よくありません！でも、確かに

咳や風邪、そしてインフルエンザの季節でもありますか

ら、どうぞ暖かくして過ごしてください。 

 トランプ大統領が敗北した最近のアメリカの選挙につ

いて皆さんは私がどう思っているのだろうかと思ってい

る方もいると思います。まず、私は毎日トランプ氏のた

めに祈っています。そして、神様が何をなさろうとしてお

られるのかは分かりません。とても邪悪な力が神の教

会への攻撃を増し加えるかもしれません。そうです、ウ

イルス感染の影響で教会は閉ざされています。でも、最

近詩篇 74篇でこのような御言葉を見つけました；イス

ラエルの敵の攻撃により起こったことの記録です：『あ

なたの聖所に火を放ち、あなたの御名の住まいを、その

地まで汚しました。彼らは心の中で、「彼らを、ことごとく

征服しよう。」と言い、国中の神の集会所をみな、焼き

払いました。』(7-8節) 先週私がこれらの御言葉を読

んだとき、聖書のページが飛び出してきたようでした！

私は思います、いいえ、分かっています。私は母国のた

めにもっと祈らなければなりません。 

 先週、見知らぬ人から私に 3億８０００万円をアメリカ

の私の銀行口座に振り込んだというメールを受け取り

ました。その知らせをルースと分かち合うと、彼女は笑

い始めました。でも、私はそのお金で何が買えるか…

土地や新しい教会の建物、大きな新しい教会の建物

等々、考えていましたので彼女のことは聞こえませんで

した。やっと彼女がこういうのを聞きました、「愚かな人

だけが、自分は突然お金持ちになると信じるだろう！」

その言葉は、私の頭にあったすべての考えを完全に消

しました。無くなりました！ほんのつかの間でしたが、私

は悲しくなりました。でも、そのような考えから私が得た

ものは何かお分かりですか？そうです、皆さんは私に

とって、そして神様にとって一番大切なものです！ 

  

                   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.comで’Schedule of Meetings’をクリックしま

す。次に‘Click here to visit Live Stream channel’をクリックしますと過去の集会リストがありま

すのでいつでもご覧になれます。是非他の人々とこの情報を共有して下さい。 

 

 

 

 

 

 

牧師より 

 

 

牧師先生のメッセージを聞くことができます。・・・ポルトガル語(または英 

語で聞く場合、”Blizz"のアプリを開き、メッセージ ID を入力してください。IDは、 

スピーカーの方がメッセージを分かち合う前にスクリーンに表示されます。イヤホンが 

必要ですので、持参して下さい。 

 

 

 

 

http://www.hskchurch.com/


☐ 

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(✓) 

 

□リンさんの腕が完全に動くようになるために続けてお祈

りください。彼女は皆さんのお祈りにとても感謝してい

ます。 

〇このウイルスがすぐに終息するよう祈りましょう。神様は

お出来になります。 

□陽子さんはワーシップチームに新しいメンバーを神様が

備えて下さっていると信じています。今週、そのことを

祈りましょう。 

〇この時期は多くの人々が風邪やインフルエンザに罹る

時です。今週、お互いの健康のために祈りましょう。 

□世界中の多くの人々がコロナウイルスに苦しんでいま

す。今週世界中の国民のために祈りましょう。 

〇あなたの母国のリーダーたちが神様の命令に対して従

順であるよう祈って下さいませんか？ 

□兄弟アマルさんが、19日にインドに戻る時、彼のために

お祈りください。1月にご家族と共に日本に戻ってくる

ことを彼は希望しています。 

〇私たちの愛する人たちがすぐにイエス様を知るようにな

ると信じ続けましょう。 

□主は私たちの教会フードバンクを用いて祝福して下さ

っています。続けてお祈り下さり、分ち合って下さい。 

 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「話す力を感謝する」 

 

トムは脳梗塞の影響で失語症になり、長いリハビリ

になるという話でしたが、数週間後の礼拝に現れ、私

たちを喜ばせてくれました。その上、立ち上がって話

そうとしたので、驚きました。彼の言葉は不明瞭でた

どたどしく、繰り返しや言い間違いもありました。しか

し、明らかだったのは、神をほめたたえていたという

ことです。心の痛みと祝福を同時に感じる瞬間があり

ますが、これはそのひとつでした。 

   クリスマスの前触れの物語の中に、話す力を失っ

た人が登場します。祭司ザカリヤです。主の使いが

現れ、偉大な預言者の父になると告げられましたが、

夫婦ともに老年のため、にわかには信じられません。

すると「これらのことが起こる日」まで、口がきけなく

なりました(ルカ１:１１-２０)。しかし、奇跡の息子に名

を付ける儀式の席で、再び言葉を発したのです。 

   彼はまず神を賛美しました(ルカ１:６４)。そして「ほ

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！ 

 

〇私たちは、この教会へ来られたお一人お一人の来訪者

を感謝しています。教会の扉を入ってくる人々を私たち

が続けて愛し、受け入れますように。 

□ナイディーンさんは、彼女の姉妹の婚約者、エリックさ

んのための祈りを求めています。彼は、アメリカに入国

して結婚するためにビザが必要です。 

〇続けて”エルサレムの平和”のために祈りましょう。彼ら

がイエス様をメシアとして受け入れますように。 

□牧師先生のお母さん、レイさんは今日もっと健康を必要

としています。お祈りください。 

 

☞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。 

       

めたたえよ。イスラエルの神である主を。主はその民

を顧みて、贖いをなし…」(６８節)と預言しました。 

   トムは、ザカリヤのようです。話せるようになると、

まず神をたたえました。考える力の与え主に心を向

かたのです。私たちも、どんなことが起こっても、その

ようにありたいものです。 

 

   危機に見舞われたとき、 

あなたはどんな反応を示しますか？  

その苦境を切り抜けられたとき、 

まず何を思いますか？ 

どんな応答をしますか？ 

 

   

 

 



 

★12月イベント予定 

27 日…10AM…持ち寄りランチを含む HSK クリ

スマス礼拝！これはとても特別なイ 

ベントになります。今日、このイベント 

についての詳細をお知らせします。 

３１日…10PM…大晦日礼拝！ 

賛美礼拝と祈祷会を行います！このイベントについての

詳細は今月末にお知らせします。 

 

★HSKのWifi と繋がりたい方へのご案内： 

ｈｓｋ/1  PW:song1234 

 

★頻繁にご使用ください…教会の入った後は手の消

毒液をお使い下さい。今月は私たちの手を綺麗に保つた

めにもう少し注意する必要があります。 

 

★良いお知らせです…FM ラジオの日本語でメッセー 

              ジを聞いている方へ：新しく強い 

FM ラジオの通信機が教会建物内 

でインストールされています。チャ 

ンネルは同じ 68ですですが、力 

が増し加わった状態です。チャンネ

ルは簡単に見つけられます。将来的にチャンネルが変

更しましたら、お知らせします！ 

 

★先週牧師先生がお知らせしたように…HSK フー

ドバンクディナーは中止となりました。でも、このイベント

は他の日に行いますが、その日は１月にお知らせします。

牧師先生はこれをしたいと願っていますし、この考えを持

ってくださっている他の皆さんにも感謝しています。これ

をしましょう！ 

 

★今月末まで…HSKフードバンクの 

ための捧げものは、２つの献金箱のいず 

れかに置かれます。牧師先生が先週言い 

ましたように、今年の教会のクリスマスギ 

フトはフードバンクに捧げます。喜びを 

もって捧げて下さい！ 

 

★考えたことはありますか…聖書を初めから終わりま 

で通読することを。それは可能です。こ 

のことをするために無料の毎日の聖書 

日課表が教会の玄関の机の上にありま 

す。他のクリスチャンと予定表を分かち 

合いたい方は、是非そうして下さい。 

 

★１２月３１日…牧師先生は、大晦日礼拝を賛美や証、

祈り、そしてもちろん何か美味しい食べ物も含めたものに

したいと思っています。以前はこのイベントを夜９時から

始めていましたが、この集会を少し短くすることが、私た

ちが少なくとできる一つのことのようです。ですので、夜 

１０時から夜中まで、皆さんはどうぞ教会にお越しくださ

い。このイベントに関して変更の必要性があるかもしれま

せんので、週報をよくお読みください。 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 

 

 

 

 


