
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

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…

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

2021-1-16

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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夜の祈祷会はありません！
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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 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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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ！
   皆さんはどう思っているでしょう、この

3週間の日曜日は続けてお祝いパーティー
だったように思います！クリスマスイベン
ト、ニューイヤーのお祝い、先週美味しい
バースデーケーキがありました。（ベネッサ
さんのお誕生パーティーのものです）！今月
はまだ他にもバースデーケーキがあると聞き
ました！すべてのイベントの意味は分かりま
せんが、神は今年をお祝いの年としたいよ
うです！神は、今年も私たちがもっと喜び
に満ちるよう求めておられます。別の教会の
牧師先生は、彼らの教会ではパーティーはや
りませんと言われるでしょう。しかし、聖書
でダビデ王は、神の御前に行くことに対して
このように書いています。「われらは感謝を
もって、み前に行き、主にむかい、さんびの
歌をもって、喜ばしい声をあげよう。」（詩
篇95：2）　さらにこのように書かれていま
す。「全地よ、主にむかって喜ばしき声をあ
げよ。」（詩篇100：1）　今年、主を祝う
年としましょう！
ルースさんが先週、昨年に起こった経験に
ついて分かち合ってくれましたが、私も同様
にあります。その経験とは、私たちが住んで
いるマンションで働いているある女性とのや
りとりです。彼女は建物内を散らかしてし
まったことに対して私に謝って話していたの
ですが、最後にこのように言いました。「イ
エス様はあなたを愛しています！」　それを
聞いて、私の思考が数秒間停止してしまいま
した。「この女性は誰なんだ？クリスチャン
なんだろうか？でも誰だか分からない。」　

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。

その後、別のクリスチャンのリーダー
がこう言いました。「私たちは知らない
人に対してもイエス様について話してい
かなければならない！」　
確かにそれが正しいことです。もしあ
なたが新年の決意を決めていなければ、
これにしてはいかがでしょうか？「私は
もっと多くの人にイエス様の御名を語り
ます。知らない人でも語ります。」

HSKに対する新しい夢について、私は
そんなに考えていませんでしたが、次の
ことが一番大切かと思いました。：今
年、群衆たちの心が変えられなければな
らない。群衆たちが全能なる神を信じ、
追及しなければならない。日本の全ての
島々で、老いも若きも群衆たちが、主を
喜ばせたい魂で教会で溢れるようになら
なければならない。これが良い夢でしょ
うか？私はそう思います。
神がコロナのすべての変異種を根絶や
しにしてくださるように祈り続ければな
りません。新しい変異種は感染力が高
く、重症化になる可能性もあるようで
す。ワクチン接種は、ある人々には効果
があるようですが、多くの人々にとって
はあまり効果があるようには見えませ
ん。コロナの収束を、共に主に祈り求め
てください。今週、多くの方々が快復し
なければなりません。

          あなたの牧師　　ベン



ＨＳＫのインターネットに繫げたい方
は・・・Wifi：hsk/1PW: song1234
今日、ポルトガル語のメッ
セージの通訳はFMラジオ
90.1、またはアプリのTeam 
Viewerでお聴きになれます。
お困りの時はホナルドさんにお声かけ
ください！

無料の“聖書通読日課表”英語版
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！日本語版も同じ場所にありま
す。

今日（16日）より・・・ベン牧師の
メッセージはLINEアプリで
もお聴きになれます。通訳
者が別室または自宅から通
訳します。LINEの音声に数
か月間不具合がありました

が、現在解決しています。LINEで繋が
りたい方は鈴木智子さんにお申し出く
ださい！

お忘れの方もいると思い
ますが・・お子さんをお
連れでない方々は、第2駐
車場に車を停めてくださるとありがた

いです。第2駐車場への地図は玄関に置
いてあります。教会の駐車場は、お子
さんを連れている方々や歩行が困難な
方々を優先してください。

お皿やタッパーが・・、教会のキッチ
ンに残されています。先月のパー
ティーで忘れていった
方々はいませんか？心当
たりのある方は、キッチ
ンに置いてあるものをご
確認ください。もし見つからない場合
はリンさんにお尋ねください。

HSKのメンバーになりたいですか？
HSKのメンバーシップに関する案内（3

か国語）を差し上げま
す。または、ベン牧師
や、アンジェロさん、

もしくは幸男さんにお尋ねください。
彼らは皆さんからのご質問に喜んでお
答えします。

この3週間でHSKのイベントに・・ 食
事を提供してくださったすべての方々
に、厚く感謝申し上げます。食事のお
かげで交わりが大変良いものになりま
した。ベン牧師にとってクリスマスの

持ち寄りランチは素
晴らしい思い出とな
りました。彼は、す
でに次のクリスマスラ

ンチを更に良いものにしようと考えて
います。
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友人のビルが知り合いのジェラルドに、神が
備えられた救いの道について語りました。
ジェラルドは長い間、信仰とは無縁で、自分
本位な生活をしてきたそうですが、己の罪を
涙ながらに悔い改め、イエスに人生をささげ
ました。今の気持ちは、と尋ねると「洗われた
感じ」と答えました。
            これは、イエスの十字架の犠牲を信じて
手にする救いの本質です。使徒パウロは神
に対する不従順の例を挙げた後に、「あなた
がたの中のある人たちは以前はそのような
者でした。しかし、主イエス・キリストの御名
と私たちの神の御霊によって、あなたがたは
洗われ、聖なる者とされ、義と認められたの
です。」（Ⅰコリント 6：11）と述べています。
「洗われ」、「聖なる者とされ」、「義と認めら

れた」とは、罪を赦されて、神と正し
い関係が築かれたということです。ま
た、救いという不思議なできごとは、
私たちが良いことをしたらではなく、
神の「あわれみのゆえに‥‥新生と
更新のとの洗い」（テトス 3：5）によ
るのです。罪は人を神から引き離しま
すが、イエスの贖いを信じるなら罪
咎は洗い流されます。私たちは新しく
され(Ⅱコリント 5：17)、神のみもと
に近づき(エペソ 2：18)、清められ
ます(Ⅰヨハネ1:17)。
     なぜイエスによって洗われ、聖別
されるのが重要なのでしょう。あなた
にとってキリスト信仰はどういう意味
を持ちますか。

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(✓)

*賢美さんの母（友子さん）と祐子さんのお
母さんのためにお祈りください。友子さん
は回復に向かっています。祐子さんのお母
さんは腰の骨を折ってしまいました。神が
彼女たちをすぐ癒してくださいますよう
に。

*コロナのオミクロン株が流行しています。
天の御父が感染を止めてくださり、今病気
に罹っている方々を癒してくださると信じ
続けましょう。

*ジョアナさんとご主人、そして3人の子ど
も達は東京で隔離期間にあり、もう1週間留
まらなければなりません。彼らのためにお
祈りください。

*エルサレムの平和のために再び祈って
くれますか？イスラエル人たちがイエス
様をメシアとして信じますように。

*あなたの母国の指導者たちのために祈
るのを忘れないでください。政府は私た
ちの祈りを通して変えることができま
す。

*今週、HSKの子ども達全員のために再
び祈りましょう。すべての悪影響から守
られるよう主に求めてください。

*日本の各学校で英語を教えているHSK
の方々のために再び祈りましょう。

*ネイディーンさんとバネッサさん、恵
美子さんが健康で、お腹の赤ちゃんたち
も丈夫に大きくなるようお祈りくださ
い。
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