
主は王となられた。もろもろの民はおののけ。主はケルビム

の上に座せられる。地は震えよ。主はシオンにおられて大

いなる神、主はもろもろの民の上に高くいらせられる。彼ら

はあなたの大いなる恐るべき御名をほめたたえるであろう。

主は聖でいらせられる。大能の王であり、公義を愛する者

であるあなたは堅く公平を立て、ヤコブの中に正と義とを

行われた。われらの神、主をあがめ、その足台のもとで拝

みまつれ。主は聖でいらせられる。 
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浜松救い主教会(HSK) 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  
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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、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。 

 

1/3 (日） 

今日! 

ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＹＥＡＲ！ 

（今夜の祈祷会はありません！） 

1/6（水） PM  １：30   祈祷会（メインルーム） 

1/7（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

1/10(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！ 

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！） 

 

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
mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


 
  

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。新年を皆さんと共に迎えられて大変嬉し

く思っています。先週の日曜日に皆さんと大いなる喜びを

持って過ごしたことを思うと、今年に対して心躍ります。ワ

オ！微笑みと笑い、拍手のすべては私を大変喜ばせまし

た。私はもうすでに今年の 12月にはどのようにさらなる喜

びへと変化させるか考えています。 

今日は、私の妻ルースさんがスピーカーです。先週彼女

はメッセージすることを望んでいましたが、咳の関係で今日

となりました。私の希望はＨＳＫのメンバーたちがメッセージ

を分かち合ってくださることですが、今年どれほどそれが可

能となるか分かりません。しかし、主が彼らに示してくださっ

たことを聞けることを楽しみにしています。 

皆さんもニュースで見聞きしていると思いますが、コロナ

の感染がさらに増加しています。アメリカの国民はワクチン

の接種を受け始めましたが、いつ私たちも感染保護のため

に受けられるのでしょうか？天の御父による守りを信じて祈

りましょう。 

この 2か月間、アメリカの牧師先生方がトランプ大統領

に期待する夢を語るのをネットで聴いていました。彼らはト

ランプ氏が再びホワイトハウスで 4年大統領を務めると信

じています。まるで、大海の嵐の中で神の御ことばにのみし

がみついているように見えます。今まさに頭だけを水面に

上げているのに精一杯な状態でしょう。それは怖ろしい状

況でしょう！しかし、最近ある一語が今までにないほどに意

味深く感じられます。それは、「りっぱに戦いぬきなさい。」

（1テモテ 1：18、6：12参照）という言葉です。この言葉は牧

師のテモテに語られた言葉ですが、パウロに示された啓示

であり次のことです。：私たちが将来に対して神が語られた

ことばを信じるなら、私たちは戦士です！ 

先週、私やルースさんにプレゼントをくださりありがとうご

ざいました。帰るときはすごいプレゼントの荷物でした。一

つ一つのプレゼントを開ける時、私はこのような思いが頭を

巡りました。ＨＳＫは与えることを楽しむクリスチャンで満ち

ている。小さな子どもから頂いたキャンディーの小さな袋も

とても嬉しく思いました。ありがとうございます。 

教会に 1か月以上飾られたクリスマスのデコレーション

は、今日で見るのが最後となります。私も楽しみましたが飾

りは取り下ろされる時期となりました。けれどもお誕生日を

お祝いしたいときはいつでも大きなデコレーションケーキを

持ってきてください！ 

今週も主があなたを祝福してくださいますように！ 

 

 

                      あなたの牧師…ベン 
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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。 

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。 

 

 

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。 

 
 



祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

私たちが最も必要とする力 

シモンペテロに力をお与えになった神と同じ神

が、あなたに力を与えようと待っておられる。

今、暗闇の力に対抗しなければならない必要性

は、これまで以上に大きくなっている。人々の生

活に蔓延る穢れと暴力は控えめな忠告では到底拭

いきれない。若者が校舎で射撃したり暗闇の衝動

に刺激させたりする悪霊の力に対する解毒剤と

は、私たちの唯一の希望は聖霊の力です。 

偉大な説教者であるチャールス・スパージョン

は次のように語っています。「神の御霊がおられ

なければ私たちは何もできない。風の吹かないヨ

ットであり、馬がいない馬車に乗っているような

ものだ。また樹液が断たれた枝のように枯れてし

まう。さらに、火のない石炭のように役に立たな

い者となる。」 

教会とは、学びのセンターであるとか、世の中

から逃避する場所だとか考える構図は正しいとは

言えない。私たちにはイエス様から与えられた宣教が

ある。そして、御霊の力が解き放たれたとき、私たち

は主の働きのために効果的に用いられる。 

使徒 1：8でイエス様が弟子たちと交わした約束

は、イエス様が天に挙げられて以降、弟子たちの耳に

響き続けていた。「あなたがたは力を受けます。あな

たがたは証人となります。」 

主は、私たちを超自然的な力で満たすことを約束し

てくださっています。その約束は今日も私たちのため

にも用意されているのです。 

「フレッシュパワー」より抜粋 5章「ミニストリーへの解放」 著ジム・シンバラ 

 

□ ベン牧師の従姉妹べスさんのために、お祈り下さ

い。ご主人と娘さんは、最近イエスさまの所へ行きま

した。 

□ 新型コロナウイルス感染症が終息するように、主に

求め続けましょう！ 

□ 私たちの教会を訪問して下さる全ての方々のために

祈って下さいませんか？彼らがここで愛され受け入

れられていると感じ、神さまに触れられますように。 

□ 私たちの姉妹リンさんは、間もなく放射線治療を始

めますので、祈り続けて下さい。 

□ 政府の指導者たちがイエスさまと出会い知るように

なるために、祈ることを続けましょう。 

□ 中国のためにお祈り下さい。多くの人がイエス・キリ

ストへの信仰のために、そこで迫害されています。 

□ 日本のためにも祈り続けましょう！心にイエスさまが

いない人が、あまりにも多くいます。 

□ アメリカはまだ祈りを必要としています。今週、どう

か米国のために祈って下さいませんか？ 

 

□ 主はＨＳＫ「フードバンク」を通して、多くの人々を祝

福し続けています。分かち合って下さり感謝します。

そして祈り続けて下さい。 

□ 日本の天皇とご家族が救われるために祈って下さ

いませんか？ 

□ ＨＳＫのシングルマザー全員に、力強さと神さまの助

けを祈りましょう！ 

□ 私たちは賛美チームにとても感謝しています。今

週、彼らのために祈りましょう。 

□ 私たちは教会の建物に感謝していますが、それでも

誰もが簡単にアクセスできる建物を望んでいます。

お祈り下さい！ 

□ 今週、励まされ続けることを必要としている牧師たち

のために祈って下さい。ウイルス感染が彼らの教会

に出席することを多くの人に恐れさせているので、

牧師たちの多くは苦労しているかもしれません。 

※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！ 
先週のクリスマス祝会に参加してくださったすべての方々に感謝します！素晴らしかったです

ね！2021年はさらに良くなることを考えています！  ベン牧師より 

 

次回の執事ミーティングは・・来週日曜日 10

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。 

 

お好みのマスクをお取りください！ 

無料のマスクが集会室の後ろの書架の

上に置いてありますのでご自由にお持

ち帰りください。また、ＨＳＫの建物内に

おいてはマスク着用をお願いします。ど

の室内においても手指の消毒薬が置か

れていますので、どうか頻繁にご使用ください。 

1 月 16 日 ＰＭ7：30・・・ポルトガ

ル語集会がＨＳＫで行われます。日曜

礼拝のような形でポルトガル語での賛

美や祈り、メッセージがあります。是非

皆さんご参加ください。但し、言語の

通訳はありません。ウエブサイトでご視聴できればと思

います。 

 

イスラエルから最新情報 

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。 

 

今月 1 月の夜の祈祷会は、・・10日、24日です。断

食祈祷は 2月に行われます。ＣＯＶＩ

Ｄ19は衰えてはいませんので今月頻

繁にお祈りください。重症患者の病床

数が逼迫しています。今月、全能なる

神に奇蹟を求めなければなりませ

ん！ 

 

 

 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・  

Wifi：hsk/1 

PW: song1234 
 

先週視聴したキリスト誕生のビデオは・・・ 
ＹＯＵＴＵＢＥでご覧いただけます。 

 

 

 

 


