
マリアは言った。「わがたましいは主をあがめ…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、…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章 46、49-51,54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。 

 

日付 時間と内容 

１２/２７  

（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 

今晩の祈祷会はお休みです！ 

１２/３０ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

１２/３１ 

(木) 
PM １０:００ 大晦日礼拝  

１/１ 

(金) 
元旦！ 

❓ PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

１/３ 

(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 

今晩の祈祷会はお休みです！ 

 

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

浜松救い主教会 2020-12-27 

(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 

 今日私たちはイエス・キリストの誕生を祝います。そ

うです、クリスマスは過ぎましたが、私たちの救い主の

故に私たちは喜び歌うことが出来ると思います！私は

この日をずっと楽しみにしていました。それは、イエス様

を愛するクリスチャンたちによる歌を聴けるからです！

そして、歌う殆どの方たちはもっと練習が出来たらよか

ったと思うかもしれませんが、私たちはその歌で励まさ

れると思います。そうです、また、今年教会の腕のいい

料理人たちが作った美味しい食事を頂くことが出来た

らと思いますが…来年はそうなることを願います！そし

て、もう一度申し上げても良いでしょうか。私とルース

から皆さんへ「メリークリスマス！」 

 聖書の中で読むのに難しい箇所の一つは出エジプト

記２５-３１章です。これらの章では、イスラエル人たちが

シナイの荒野を旅するときに彼らが運んでいた幕屋を

建てるために必要な大きさ、形、色、材料などが記録さ

れている個所です。モーセの書第二巻目のこの個所が

私とどう関係するのかを見いだすことに葛藤を覚えま

す。でも、幕屋のための寸法を示す只中で、ユダヤ人た

ちへの神様の御言葉を見ます；『わたしはイスラエル人

の間に住み、彼らの神となろう。彼らは、わたしが彼ら

の神、主であり、彼らの間に住むために、彼らをエジプ

トの地から連れ出した者であることを知るようになる。

わたしは彼らの神、主である。』(出エジプト 29：45-

46) 神様は、ユダヤ人に向かって３回、「わたしが彼ら

の神である」と宣言しました。そして、この言葉からこの

ような思いが来ました。このお方は私たちの神でもあ

る！神様が私たちにして下さった何という約束でしょう

か！私たちは必要ない何を恐れるのか！不必要な何

を疑うのか！どんな不確実性を私たちは投げ捨てるこ

とが出来ることか！新しい年は良い年になります！全

能なる神様が私たちの神様です！ 

 先週の日曜日、感染者が増加する今日、私たちの生

活の仕方に関する浜松市が発行した概要リストを読み

ましたが、私は同時に天のお父様は私たちにどのように

生きることを願っておられるのかということについて考

えました。神様は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈り

なさい、すべてのことに感謝しなさいと言われていま

す。そうです、私たちは続けてこれらのことをすることが

出来ると思います。でも、私たちがするもっと重要なこ

とがあると思います。私は何を言っているのでしょう

か？答えです：病人の上に手を置きなさい、賛美しなさ

い、互いに励まし合いなさい！私の結論です：あなたが

私と２メートルの距離をとりたいと思うのでしたら、それ

は大丈夫です。でもこのことを知っていて下さい。私

は、病人の上に手を置き、情熱をもって賛美し、あなた

の友であり牧師であることを期待しながら生活するつ

もりです。『あなたがたは自分自身と群れの全体とに気

を配りなさい。聖霊は、神がご自身の血をもって買い取

られた教会を牧させるために、あなたがたを群れの監

督者にお立てになったのです。』(使徒 20：28) 

 今週、神様があなたを祝福し、守られますように！ 

私たちは更なる祝福へ向かっています！ 

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(✓) 

 

□最近も互いに祈り、励まし合い続けましょう。今週、

誰かに電話をしたり、手紙を書いたりして、彼らを祝

福して下さい。 

○小木マリーさんは仕事が必要です。彼女は兄弟と一

緒に横浜にいて、そこか、または東京で働きたいと思

っています。小木家族のためにお祈り下さい！  

□今週、賛美チームのために祈って下さいませんか？

彼ら皆は、賛美を歌う時に聖霊に導かれることを願

っています。 

○ジェーンさんは、姉妹のジョイさんが元気で新しい仕

事を見つけられるように祈り求めています。 

□昌恵さんは、娘のひかりさんが神さまに喜ばれる良

い仕事を見つけてほしいと祈り求めています。 

○今一度、ウイルスが直ちに終息するよう祈り続けまし

ょう。神さまは可能なお方です。 

□今週も「エルサレムの平和」のために、祈り続けましょ

う。 

○日本のためにお祈り下さい！あまりにも多くの人々

が、まだ彼らの心と家にイエスさまがいません。 

□ＨＳＫの何人かの来会者は仕事を必要としていま

す。今週、彼らのためにお祈り下さい。 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もろびとこぞりて」 

 

  毎年のクリスマス、私たち家族は世界各地のナティ

ビティセットで室内を飾ります。ドイツのものや、ベツ

レヘムのオリーブの木で作られたもの、色鮮やかな

メキシコ民芸調のものもあります。お気に入りは、ア

フリカのものです。伝統的な羊とラクダに代わってカ

バがうっとりと赤子のイエスを見つめています。 

  イエスの誕生の場面を各々の文化を交えて映すナ

ティビティセットを見ると、イエスの誕生が特定の国

や文化の為でないことを改めて教えられ、心が温ま

ります。イエスの誕生は、すべての国、すべての民族

にとっての良き知らせです。 

  幼子イエスは、全世界に対する神の本当のみこころ

を啓示しています。聖書は、パリサイ人ニコデモとイ

エスの問答を記し、次のように語ります。「神は、

実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛

された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅び

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！ 

 

○アマルさんは無事にインドへ到着しました。滞在中彼

の健康と家族と共に安全な帰国のためにお祈り下さ

い。 

□アメリカのためにもう一度お祈り下さい。今起こって

いる多くの事、そして私たちはそこで神のご意思が

なされることを望んでいます。 

○主はＨＳＫの伝道活動「フードバンク」を通して多くの

人々を祝福して下さっています。与え祈り続けましょ

う。 

□私たちの新しい友人、リチャードさんは、主が彼に仕

事を与えて下さることを信じています。今週、彼のた

めにお祈り下さい。 

○ナディーンさんも来年から新しい仕事を必要として

います。神さまは彼女に仕事を与えて下さいます。誰

がそのことを信じますか？ 

 

 

☞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。 

       

ることなく、永遠のいのちを持つためである。」(ヨハ

ネ 3：16) 

  イエスは万民に対する良い知らせです。あなたの国

がどこであろうと、神は、イエスの誕生を通して、あな

たに愛と平和をあげたいと伝えておられます。「もろ

びとこぞりて、むかえまつれ！」(讃美歌 112番)「あ

らゆる部族、国語、民族、国民」(黙 5：9)の中にあっ

て、イエスを信じる人は生まれ変わり、やがて神の栄

光をたたえて永遠に祝うのです。 

 

イエスの降誕を祝うあなたならではの方法はあり

ますか。神の愛が世界中の人々のためだと思い出

すなら、クリスマスシーズンはさらに喜ばしいもの

になるでしょうか。 

 



お知らせ 

 

 

 

★会計報告…１１/１２月の教会会計報告がメインルーム

の SKIスタンドにありますので、 

ご覧下さい。教会什一献金は、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)、 

ティックン(イスラエル宣教)(15,000 円)、ワイクリフ(聖

書翻訳)(15,000円)、愛の決心(クリスチャン養子宣教) 

(１０，０００円) あなたの教会とその他の人々への捧げも

のを感謝します！ 

 

★HSK Wifi へのアクセスは…ｈｓｋ/1 

  PW:song1234 今日のメッセージ 

を母語で聴くことについての案内はス 

クリーンに表示されます。 

 

★１月の第一日曜日のスピーカーは…ルースさんで

す！彼女は今も咳から解放される必

要がありますので、続けて完全な癒し

を主に求めて下さい。 

 

★12月 31日は大晦日礼拝！…そうです、今年最 

後の日となる木曜日の夜、 

祈りと賛美と証の時間に 

皆さんは是非お越し下さ 

い。10時に開始し、大き 

な勝利の叫びをもって真夜中に終えます。新年も私たち 

の生活に神様の祝福を求めて、一致して祈りましょう。 

 

★マスクをお忘れの方へ…無料のマスクがメインルー 

ムの後ろにあります。お使いになったマスクはご自分でお 

持ち帰り下さい。それは永遠にあなたのものです！ 

また、ハンドクリーナーも頻繁にお使い下さい。 

 

★母親たちの祈祷会…来週日曜日、12時半からあり 

ます。言語に関係なく、全てのお母さん 

達がこの祈祷会に招かれています。詳 

細についてはバネッサさん、または悠起 

子さんにお聞き下さい！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教会の会計係である鈴木智子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しました。

１１月１６日から１２月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概要は以下の通りで

す。                             （単位は全て円） 

項目 先月繰越金 収入 支出 残高 

一般会計 ¥592,837 ¥557,171 ¥521,850 ¥628,158 

建物献金 ¥667,388 ¥7,000 ¥0 ¥674,388 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥147,697 ¥10,000 ¥0 ¥157,697 

奨学金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527 

クリスマス基金 ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452 

伝道基金 ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169 

墓地献金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 

2020年 11/12月の教会什一献金は 56,000円です！HSKに捧げて下さった皆さんに感謝します。 

神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。 

什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝していま

す！ 
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