
主に信頼する人々はシオンの山のようだ。 ゆる
ぐことがなく、とこしえにながらえる。 山々が
エルサレムを取り囲むように、主は御民を今よ
りとこしえまでも囲まれる。 悪の杖が正しい者
の地所の上にとどまることなく、 正しい者が不
正なことに、手を伸ばさないためである。主
よ。善良な人々や心の直ぐな人々に、 いつくし
みを施してください。詩篇：125 章 1-4 節                       

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…

浜松救 い主教会
(Hamamatsu Church of the Savior)

2021-1-23

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 。

〒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
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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ！

  この数日間、本当に寒いと思います。そして、
皆さんが暖かく過ごされていることを希望しま
す。でも、毎朝、太陽が少しでも早く昇るように
なれば、私は嬉しいです。明るくない時に起きる
のは好きではありません。皆さんはどうですか？ 
       新年最初の月を迎えるにあたり、様々な経
験に対して私たちが必要な更なる神様のみこと
ばを知ることを求めています。あなたにどんなこ
とが起こるか分かりませんが、私たちは幾つか
の出来事を避けて通るのではなく、経験するで
しょう。今年は 3 人のご婦人たちが赤ちゃんを産
みます。そして、出産するにあたって多くの方法
があるわけではありません。痛みが来ます。汗や
涙を流すことになるでしょう。ですから、ある状
況で開放を得るためには、痛みが伴うのです。
そして、私たちは口からどんな言葉を出すので 
しょうか？感謝でしょうか、それとも不平不満で
しょうか？私たちの顔にはどんな表情が見られ
るのでしょうか？喜びでしょうか、悲しみでしょ
うか？今年、私たちは、“成熟を目指して進む”こ
とを学ばなければなりません。（へブル 6：1）  
あなたが「受け取ります！」というのを私は聞い
たでしょうか？『神がお許しになるならば、私た
ちはそうするべきです。』(3節)。 
        私は先週とても変わった経験をしました。
ルースと私はクリスマスキャンディを全部食べて
しまったことが分かりました。（多分、私はルー
ス以上に食べましたが、…）  ダイニングテーブル
にもうクリスマスクッキーはありません！  クリ
スマスチョコレートは冷蔵庫にありません！食器
棚にクリスマスキャンディーはありません！そし
て、次の瞬間、日本中のキャンディーが食べられ
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。

てしまったと思いました。そうです、私は本当
にそんな考えを持ちました！ですから、私
は、近くのお店に行って、安いドーナッツ４個
と２つの小さなアップルパイを買ってきまし
た。アップルパイと温かい紅茶を飲んで少しす
ると、とっても気分が良くなりました。神
様、感謝します！浜松にはまだ甘い食べ物が
ありますから！（今、あなたは私と笑うこと
が出来ます！） 
         1 月には、12 月に他の教会で起こっ
たことの報告を頻繁に耳にします。多くの教
会でクリスマスパーティーが行われ、牧師先
生達は来訪者たちに感謝しています。私は彼
らの喜びを楽しんでいます。でも、同時にこ
のようにも思いました：HSK では、私たちは
本当に来訪者たちを愛したでしょうか？クリ
スマスの歌は、私たちをもっと神様の御声に
敏感にさせたでしょうか？私たちはイエス様
がそうであったように、与えたいという願い
のゆえに、与えたでしょうか？正直、今年の
クリスマスのイベントが私たちの生き方に大
きな影響を与えるものであってほしいです。 
「世界に喜びを。主が来られた」  そうです、
主は来られました。私たちを癒すために、主
は来られました！私たちを救うために主は来
られました。私たちを解放するために、主は
来られました！私たちを祝福するために主は
来られました！「彼は、真理とめぐみをもっ
てこの世を治める」  今週、更なる祝福があ
なたにありますように！ 

                                あなたの牧師、ベン



★HSK Wifi へのアクセスは…ｈｓｋ/1  

PW:song1234   今日の牧師先生のメッ
セージを自分の言語で聞く方法は、プロ
ジェクターのスクリーンで確認できます。 

★次の新しい曲…...私たちは、チャリティー・
ゲイル作詞の「私はイエスを語る」を覚えま
す。この曲はユーチューブで
日本語もポルトガル語もあり
ませんが、スペイン語はどう
でしょうか？“イエスは語っ
た”. 

★最新情報…りょうさんと真実さんからの
最新情報が SKI スタンドにあります。彼ら

は、2011 年の東日本大震災
で多くを失った人々と神様の
愛を誠実に分かち合っていま
す。 

★先週の日曜日(9 日)…牧師先生のお母
さんのレイさんは 100 歳の誕生日を祝いま
した！牧師先生が彼女にお祝いの電話をかけ
ると、彼女は彼に感謝して、こう言いました
「私が毎日 HSK のために
祈っていることを皆さんに
伝えて下さい」と。彼女
は、75 年以上も日本のため

に忠実に祈っています！レイさん、お誕生日
おめでとうございます！続けてお祈り下さ
い！ 

★良い中古品の I-Pad を欲しい方はいま
すか？ 今日、ルースさん、または彼女のご
主人（彼をご存知ですよ
ね！）にお話下さい。30 

日間返金保証付きです！ 

★2022 年最初の教会ランチ…は来週日
曜日(30 日)です。このような予定を立てま
しょう。ゆっくりと食べ、大きな声で笑い、
情熱を持って賛美し、ひたむきに耳を傾け、一
途に慰める…私たちがしているすべてのことを
もっとしましょう！教会の料理人たちは、今

年美味しい食事を出す
ことを期待しています。
今年は、何度か屋外で
バーベキューをします！
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「イエス様にお会いすることを期待する」 

                   アン・グラハム・ロッツ著 

           あなたは神から切り離されていると感じます
か？神様はずっと上にいて、自分はずっと下にいる
と感じることがありますか？それなら、私のよう
に、自分の感情ではなく、神の御言葉の中に信仰を
休ませることを学ぶ必要があります。 

        私の霊的な旅路の中で、自分の感情が、
私の人生における神の存在の意識を押し殺して
しまったことが何度もありました。 私は神に見
捨てられたと感じたことがあります。  そのよう
な弱さの時に、私はイエスの明確なビジョンを必
要としていました。  そのビジョンとは、神が御
言葉を通して与えてくださったもので、「決して
あなたを捨てない、決してあなたを見捨てない」

とはっきりと約束しているものなのです。
イザヤは目の前に広がるビジョンを見て、
「その衣の裾が神殿を満たしている」こと
を確認しました。  明らかに、イエスのい
ない場所はなかったのです。イエス・キリ
ストの全存在は、神の子にとって大きな慰
めです。少し考えてみてください。 

       アフガニスタンの山の洞窟にも、イ
スラエルの血まみれの通りにも、コロンビ
アの麻薬がはびこるジャングルにも、アメ
リカの洗練された役員室にも、「主はそこ
におられる」のです。そして主はここにい
る-この場所にも、私たちの心にも。

□ご主人であり子どもたちの父親であった花村
さん亡き後、エミリンさんと子どもたちに慰めが
あるよう、祈りましょう。 
○私たちは、これ以上このウイスルが広がらな
いように神様に止めてくださるよう、求め続け
なければなりません。神様はそれがお出来にな
ります。 
□“フードバンク”のアウトリーチのために続け
てお祈り下さい。私たちは多くの人々の生活が
祝福され、イエス様を知ることを願っていま 

す。 
○世界中の様々な場所で深刻な津波が起こっ
ています。影響を受けている場所の人々のため
に祈りましょう。 
□バネッサさんと胎児のためにお祈り下さい。
お医者さんに、彼女はもう少し休むよう、言わ
れています。 

○皆さんが知っている牧師先生方のため
にお祈り下さい。力と励ましを必要として
いる先生もおられるかもしれません。 
□私たちの教会で様々な学校で教えてい
る方たちのためにもう一度お祈り下さい。
彼らはイエス様を分かち合いたいと願って
います。 
○ベン牧師先生の叔母さん、マーシュさん
と彼女の良き友人である川島てる子さん
は体調が優れません。今週、彼女たちを強
めてくださるよう、主に祈って下さるのは誰
でしょう？ 
○今月、アレックスさんと恵美子さんが必
要な選択をするとき、主が彼らに知恵を与
えてくださるよう、お祈り下さい。アレック
スさんはお給料の良い仕事が必要です。 
□牧師先生は、今も 1 階での集会室を主
に求めています。彼と一緒に、それがすぐに
起こるよう求めて下さい。 
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