
主は王である。国々の民は恐れおののけ。 

主は、ケルビムの上の御座に着いておられる。 

地よ、震えよ。 

主はシオンにおいて、大いなる方。 

主はすべての国々の民の上に高くいます。 

国々の民よ。大いなる、おそれおおい御名をほめたたえよ。 

主は聖である。 

王の力は、さばきを愛する。 

あなたは公正を堅く立てられた。 

あなたは、ヤコブの中で、さばきと正義を行われた。 

われわれの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。 

主は聖である。  
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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 

１/10 

今日 

PM  1：30 監督者と執事たちとのミーティング 

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) 

１/13 （水） PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

１/14(木) PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

1/16(土) PM 7：30 第 2回目 HSKポルトガル語集会  

１/17(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 2021-1-10 

(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 

 先週の日曜日(3日)、私たちの教会では何と素晴ら

しい時間を共有したことでしょう！日曜日の夜は、頭の

中で日曜日のことを思い巡らせていましたので眠れま

せんでした。そして、今私たちは今年結婚式があること

を予想することができます…そうなることを希望しま

す！とにかく、自然な喜びで私は幸せになりました。そ

うです、当然のことながら、教会の中であまりにも多く

笑うことを許す私を他の人々は非難することが出来ま

すが…それを私は止めないでしょう。それに加えて、真

剣に振舞うことによって、本当に何が達成されるのでし

ょうか？主の箱がダビデの町に入った時、ダビデはその

聖なる箱が移されたことに厳粛なセレモニーを望んだと

思うかもしれませんが、サムエルはこのように書いてい

ます：サウルの娘ミカエルは窓から見下ろし、ダビデ王

が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中

で彼をさげすんだ。」(Ⅱサムエル 6：14) ダビデは町

に聖なる箱が戻ってきたことをとても喜びました。私は

主が私たちの味方であることを嬉しく思います！ 

 先週のルースさんのメッセージを注意深く聞いて下さ

り、ありがとうございます。祈りについてどれほど多くを

語られるか分かりませんが、私たちは頻繁に祈ることを

思い起こす必要があると思います！そして、今年さらに

聖書を読むための目標を皆さんがお立てになるのでし

たら、私は喜びます！さらに多くの人々が病気になるこ

とに加えて、他の問題も出て来ることでしょう。その問

題には、全能なる神様の御言葉に堅く結びついた信仰

が必要となります。そして、もし信仰に結びついていな

いなら、私たちは天のお父様の権威について大きな疑

いを持ってしまうでしょう！ 

 この数週間、私はアメリカの数人の牧師先生たちのメ

ッセージを聴いています。彼らは主の預言から長いメッ

セージを分かち合っています。他の教会のリーダーたち

は、最近神様から多くの夢を受けています。これらの夢

の多くは、直ぐにも多くの国々で神様の教会に多くの

人々が導かれるという神様のご計画を表しています。

皆さんに知っていて欲しいのは、今年この町で天のお

父様がなさろうとしていることにつて私がとても興奮し

ているということです。勿論、何か素晴らしいことが起

こるのを見ることなく多くの日々が過ぎていくことはあ

り得ますが、初代のクリスチャンたちも同じ経験をしま

した。そして、神様は突然素晴らしいことを起こされまし

た。『目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないも

の、そして、人の心に思い浮かんだことのないもの。神

を愛する者のために、神の備えてくださったものは、み

なそうである。』(Ⅰコリント 2：9) 

 このような時に私たちは続けて神様の御力が表され

るために祈っていることを希望します。最近、ある牧師

先生がこのように言われるのを聞きました；「神様は夜

により働かれるようです。」 最初、私は”本当だろう

か?”と思いました。でも、神様は光であり、光は闇の中

で最も輝くのです！ 

 皆さん、休息はとれましたか？明日から仕事が始まる

方や既に始まっている方もおられます。主が私たちの

健康を守っ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.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(✓) 

 

□ウイルスはまだ世界の多くの地域で広がっていま

す。感染が止まるようにお祈り下さい！ 

○アマルさんの家族はまだ日本へ入国できません。今

週彼らのためにお祈り下さい。アマルさんは１月２３

日に戻る予定です。 

□ひかりさんは仕事と勉強のために東京へ引っ越しま

した。彼女が住んでいる場所の近くに教会が見つか

るようにお祈り下さい。 

○ＨＳＫのフードバンクは最近多くの人たちを助けてい

ます。特に私たちが手を差し伸べているシングルマ

ザーたちのためにお祈り下さい！ 

□私たちの賛美チームはあなたの祈りに感謝していま

す。毎週聖霊さまに導かれますように。 

○アメリカのために祈り続けて下さい！今年、神の御

心がそこでなされますように。 

□ダニエリさんはこの数ヶ月間、身ごもっていますので

祈りましょう。 

○婚約した幸男さんとナディーンさんのために、祈りし

ましょう。主がこの期間を用いて、彼らを祝福して下

さいますように。 

 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「紙製の王冠」 

 

   休日のごちそうを食べた後、各々が、キャンディー

や小さなおもちゃが詰まった「お楽しみ箱」を開けま

した。その中には、紙で作った王冠も入っています。

私たちは直ぐにそれをかぶり、テーブルを囲んで、互

いににっこりしました。私たちの王国は、食後の散ら

かったダイニングですが、私たちは、このひとときだ

け、王様や女王様でした。 

   そのとき聖書の約束を思い出しました。普段はあ

まり考えないことですが、すべてのキリスト者は来世

ではイエスとともに世を支配する権威を与えられま

す。使徒パウロは「あなたがたは、聖徒が世界をさば

くようになることを知らないのですか」(Ⅰコリント 6：

2)と語ります。互いに訴訟を起こして争う人たちが

教会の中にいたので、地域のキリスト者の評判が悪

くなっていました。パウロは、彼らの未来の特権を指

摘して、地上のいさかいを穏やかな方法で解決する

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！ 

 

□この冬の間、ベン牧師とルースさんが健康でい 

られますようにお祈り下さい。私たちの健康のために

主に求めて下さい！ 

○日本の指導者たちがイエスさまを知り出会えますよ

うに再び祈りましょう。 

□まだイエスさまを救い主として知らないあなたの愛

する人たちのために「破れ口に立ち」続けて下さい！ 

○今週の土曜日夜の集会を祝福して下さるように主に

求めて下さい。人々は大きな問題を抱えて来ます！ 

 

 

☞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。 

       

ように勧めたのです。 

   私たちが聖霊によって、自制、柔和、忍耐を養うな

ら、確執に対処できるようになります。イエスが再臨

されて私たちの霊性が完成するまでに(Ⅰヨハネ 3：

2-3)、私たちは「神に仕える王国と祭司」(黙示録

5:10参照)の役割を果たすように準備されます。こ

の約束は、金の王冠にはめ込まれたダイヤモンドの

ように輝いています。それを離さないようにしましょ

う。 

 

   聖霊は確執の中であなたの言動に 

どのような影響を与えますか？ 

   そういうあなたの言動は、周りの人に 

        影響を与えますか？ 

 

   

 

 



 

★今週土曜日、1月 16日…夜 7時半から、HSKで 

全てをポルトガル語で行う集会が行わ 

れます。毎週日曜日の集会で私たちが 

賛美と祈り、そして分かち合いをしてい 

るように、この集会でも賛美と祈り、分 

ち合いをポルトガル語で行います。皆さんをこの集会に歓

迎しますが、メッセージの通訳はありません。教会のイン

ターネットサイトでもこの集会をご覧になれます。 

 

★今月 1月、夜の祈祷会は…10日、24日です。2 

月に断食を再開します。今月、 

どうぞ頻繁にお祈り下さい。コロ 

ナウイスルによる感染者は今も 

減少していません。病院は、病 

気の人々で溢れています。今月 

全能なる神様が奇跡を起こしてくださる必要があります。 

 

★HSKのWifi と繋がりたい方へのご案内： 

ｈｓｋ/1  PW:song1234 

 

★先週日曜日(3 日)…何方でも新しい FM/AM ラ

ジオが日本語でルースさんのメッセー

ジを聴くために使用可能となりました。 

       これらのラジオは教会内でのみでの

使用となりますので、ご自宅に持ち帰 

らないで下さい。他のグループの方々は、母国語でメッセ 

ージを聴くためにこれらのラジオを聴く必要があるでしょ 

う。 

 

★注意！小さなお子さんのいない方で HSK に出席し

ている方は、教会建物から 300

メートルほどのところにある第二

駐車場に車を駐車して下るよう

にお願いしています。この駐車場 

の場所を示す地図が教会玄関にあります。歩行困難な方 

は、教会建物の前にある駐車場をどうぞお使い下さい。 

 

 

★今日、牧師先生は…祈りのためのリクエストを求め

ます。どうぞ祈りのリクエストを出すことを 

躊躇しないで下さい。全ての祈りは少なく 

とも一ヶ月間天のお父様に祈ります。『何 

も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感 

謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願

い事を神に知っていただきなさい。』(ピリピ 4：6) 

 

★幸男さん、ナイディーンさん、おめでとうござい

ます！皆さんがお聞きになったように（そして、私たち多 

            くが見たように）、ナイディーンさんは、 

            幸男さんの結婚の申し込みを受け入 

れました。素晴らしいです！彼らは、ま 

だ結婚の日程や場所をお知らせする 

段階ではないようですが…近い将来 

多分何かを現すでしょう。「神様がお二人を更に祝福して

下さいますように！」 

------------------------------------------------ 

 

先の事どもを思い出すな。 

昔の事どもを考えるな。 

見よ。わたしは新しい事をする。 

今、もうそれが起ころうとしている。 

あなたがたは、それを知らないのか。 

確かに、わたしは荒野に道を、 

荒地に川を設ける。 

野の獣、ジャッカルや、だちょうも、 

わたしをあがめる。 

わたしが荒野に水をわき出させ、 

荒地に川を流し、わたしの民、 

わたしの選んだ者に飲ませるからだ。 

わたしのために造ったこの民は  

私の栄誉を宣べ伝えよう。 

               (イザヤ書 43：18-21) 
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