
主に信頼する者は、動かされることなくて、
とこしえにあるシオンの山のようである。
山々がエルサレムを囲んでいるように、主は
今からとこしえにその民を囲まれる。これは
悪しき者のつえが正しい者の所領にとどまる
ことなく、正しい者がその手を不義に伸べる
ことのないためである。主よ、善良な人と、
心の正しい人とに、さいわいを施してくださ
い。                                    詩篇125：1-4
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再び来てくださるとき・・・ 
もうあなたは、私たちの友!!

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Ｄ
ＶＤ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 。

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522 

TEL 053-442-5080 
FAX 053-442-5186 
携帯 070-4500-9327 
(ポルトガル語) 090-9220-0600 
 宣教師（牧師） 
ベン・ファウラ- 
hskchurchjapan@gmail.com 
(インターネットアドレス) 
(日本語)http://www.hskchurch.org  
(英語)http://www.hskchurch.com

今週の予定

1/2今日!
あけましておめでとうございます！
夜の祈祷会はありません！

1/5（水） PM　1：30　祈祷会
          （メインルーム）

1/7（金） ＰＭ　7：25　賛美チーム練習

1/9（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!

主の晩餐/聖餐式
AM 12:30　イスラエルの祈祷会
PM 6:55　見張り人の集い
                （祈祷会）
（インターネットライブ中継）
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HSK のメンバーと友人の皆さんへ 
   この7日間、私が考えていたことは何か想
像できますか？そうです。先週の日曜日に皆
さんと過ごした楽しい時のことを考えていま
した！ワオ！最高でした！スペシャルな音楽
と食事が交わりを最高なものにしてくれまし
た！そして、私はこれが再び行われるにはど
うしたらいいかと考えました！カレンダーを
見ると、今年のクリスマスは日曜日になって
います！今年はさらに音楽が増え、友人た
ちが増え、食事も増えなければなりませ
ん！あなたはどう思いますか？ともかく、
参加してくださった方々、食事を持ち寄って
くださった方々、神の愛を分かち合ったく
ださった方々に厚く感謝申し上げます。
先週、スペシャルミュージックとビデオの
ことで、私はルースさんとこのように話しま
した。「これを500人や1000人のメンバーで
行えたらどうだろう！そうしたら誰でも歌
うことは可能だろうか？きっと30や40組の
クリスチャンたちが歌いたいと申し出るだろ
うか？」　
そして、その場合の解決を考えました！そ
の1つは、12月の期間、毎週スペシャル
ミュージックの時間を持つ。または、朝9時
に始まって、夜9時まで歌い続ける！また
は、ビデオに録画するのはどうでしょう？
さて皆さんはどう思いますか？
私はこのことを言わなければなりませ
ん。：絶えず喜びの雰囲気がHSKの性質で
あってほしいです。どういう意味でしょう？
笑う自由、全能なる神をもっと知りたい願

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。 

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。

いを持ち、涙ながらに祈る純粋な祈りが
あることです。
ある教会リーダーたちは、私たちの賛
美の声が大きすぎるとか、説教が長すぎ
るとか、教会にいる時間が長すぎるなど
と思っているでしょう。しかし、私はこ
のように言います。：多くの友人や親族
たちは溺れている状態です。そして救命
ボートが必要です。浮輪では十分ではあ
りません！
ともあれ、今日は2022年の最初の日曜
日です。そして今年は51回皆さんと一緒
に日曜礼拝を持ち、賛美し、成長してい
きます。毎月最後の日曜日には続けて教
会で食事をしていくつもりです。それか
らBBQももう少し増やしていきたいで
す。私が好きな事です！昨年、友人らを
教会に招いてくれた方々、ありがとうご
ざいました。より多くの人々が教会に続
けて来てくださることを望みます。この
願いは伝道の根本です。：人々は救い主
にお会いしなければならない。私たちは
救い主を信じなければならない。イエ
ス・キリストだけが罪から彼らを救うこ
とができます。
今日は良い日になります。外は寒く、
今月はさらに寒さが厳しくなるでしょ
う。けれども、全能なる神とお会いする
ことの妨げにはなりません！
　　　　　あなたの牧師　　ベン



無料の“聖書通読日課表”が・・・教会の玄
関に置いてありますのでご自由にお持ちく
ださい。ご友人にも1部差し上
げてくださっても構いません。
聖書全体を通読しましょう！不
可能ではありません！

聖餐式/主の晩餐は、・・・来週の日曜日
(9日)、執り行います。これは、私たちの
救い主イエス・キリストが、私たちに罪の
赦しと永遠のいのちを得させるために、苦
しみ死んでくださったことを思い起こすた

めのものです。そのために心
を整えて臨んでください。
HSKのメンバー並びにメン
バーでない方々もご参加くだ

さい。自分がクリスチャンであると自覚し
ている子ども達も参加してください。

来週日曜日（9日）・・昼12：30よりイス
ラエルのための祈祷会が行われます。詳細
については鈴木智子さんにお尋ねくださ
い。ブリッジフォーピースより、イスラエ
ルについての新しい情報誌 “Olive Life”が届
いています。玄関に置いて
ありますのでご自由にお
取りください。

HSKからの什一献金（46,000円）
は・・、以下のように分配され捧げられま
した。真実さん&亮さん(石巻宣教)(16,000
円)クラウド牧師(イスラエル
支援) (20,000円)ニューライ
フリーグ(聖書出版)(10,000
円)捧げてくださってありが
とうございます！

グッドレポート：2021年のHSKから捧げ
た合計は593,000円でした。ハレルヤ！ベ
ン牧師は大変喜んでいます！2021年HSK

フードバンクは380,376円捧
げました。これらを合わせた
総額は973,376円となりまし
た！ 

昨日、・・・アレックスさんと恵美子さ
ん、はるきくんが東京に到着しました。7
日間の隔離期間の後浜松に来ます。今週の
終わりに来ることを望んでいます。彼らが
健康で無事に浜松に来ることができるよう
お祈りください。今日ベン牧
師は彼らが入るアパートで必要
な物についてお話しします.
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HSKの監督・執事全員並びにベン牧師＆ルース夫人より：
       あけましておめでとうございます！
           今年、神があなたを祝福し、
            健康をお与えになりますように





「忘れられた神」著フランシス・チャンよ
り抜粋

もし神が「祈るのを止めなさい。」と言
われたら。また、私が「しばらくの間神に
語るのを止め、神に向かってじっと見つめ
なさい」と言ったなら、あなたはどう思う
だろうか？ソロモンは神の御前に出たと
き、先走って語ってはならないと戒めてい
ます。それは愚か者がすることだと。私た
ちはよくその事をしている。
私たちの文化は、社会に流通しているテク
ノロジーに頼り、言葉が容易く語られ書か
れる。しかも、過剰に溢れていて、何でも
ありで発信されている。神への恐れは聞く
由もなく、私たちは聴くのに遅く、語るの
に早く、怒るのに早い傾向にある。

　賢い者は何も言わずに神の所に行
き、畏敬の念で神を仰ぎ見る。目に
見えない神を見つめることは空しい
努力に見えるかもしれない。しか
し、ローマ書1：20で書かれている
ように、神の目に見えない本性、す
なわち神の永遠の力と神性は創造の
初めから被造物によって知られ、
はっきりと認められている。
神はなぜ350,000,000,000以上もの
銀河を造られたのだろう。昔の人々
は見ることも知ることもなかったの
に。それは、私たちに神の大きさは
測り知れないことを示唆するためか
もしれない。または、天文学的な大
きさに対して、「自分はいったい何
者なのだ」と言わせるためかもしれ
ない。

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(✓)
*バニーマーシュさんの腕の骨折が完全に癒
され、日々力づけられるよう祈ってくれま
すか？
*クリスマス集会で御言葉の種が蒔かれた
人々が、クリスマスの意味を知り、信仰の
根が成長するよう信じましょう！
*賢美さんのお母さん（友子さん）が癒され
強められるよう続けてお祈りください。
*アメリカにいるジョアナさん、大輔さんと
子どもたちが健康で問題なく帰国できるよ
うお祈りください。
*寒い冬において、互いに祈りによって支え
合いましょう。
*ビデオを通してフードバンクの宣教が祝福
されているのを見ました。捧げ続けましょ
う！

*アレックスさん、恵美子さん、はるき
くんは今東京で隔離期間にあります。主
が彼らを健康に保ってくださるよう求め
てください。
*神は私たちの思いを超えて豊かに施す
ことの出来る方です！今週求めましょ
う。
*今週、励ましが必要な牧師先生たちの
ために祈ってくれますか？
*HSKのシングルマザーたちを覚えて祈
りに捧げてください。今年、彼女たちは
さらに希望が必要かもしれません。
*コロナとオミクロン株の拡大が収束す
るのを諦めないで再び祈りましょう。


☞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。
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