
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)

2021-1-9

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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HSK のメンバーと友人の皆さんへ 

       )*+,-./012324567896:;
<=>?@ABCDEFG$HBIJKLML;N
O.PQ4RCSTUV96:WXR;YZ28Y
Z$.[\]2^H28I&%_% %̀L;GCaFU
;Tb+cdef+ghijkl8mVno24R
4Tpq;r3sWFSt+uv;w74RCWx
RH28IUVsy1+z{;|BC}~.�ÄwF
1ÅÇ2H28IÉ24TÑÖFU;s=Ü745
678WáRHBIÑÖVTà,;s=xRH28I
âGw8FYZ$.ä6wãyåw1wRçGw8
Féé%%èêVTGw8FÉy.BCsW;#74YZ
$.ë\HBIíì;TÑ+îïVs+sW.U;
x78WáRHBIâGw8FñKBCYZ$.ó
EwòôW2w6RöÉy.Vw24VRãw
RöíÉ24Tàõ;TÑÖVU;s=x78WáR
HBIâYZ$.ú\ùû82w6Röü†wú\
ùöíU8mVYZ$.°23r74RCWáRHB
FT<7W¢3wCsW.£74RHBIÉy.2H
2§=ö 
         96:VTJK+•L+N¶^.]2^H2
8ß®•©+aêVT™´ùVw3T¨sß<7W
≠RÆØùT∞+±ù≤≥24¢RSt.¥µ28
W∂†H28IUF¶^+sW.�ÄCW†T∑∏π
C+ùVw3T∫ª.28$TèêºΩTæRVT
èê+ø¿Tèê+¡¬º√ƒ;≈R4∆HBI«
»w… ºÀ;≈wFCÃ3+ÕŒwr≥FG$H
BI`%*œT–—ed+“”‘FT’%*÷◊œ+ÿ
Ÿ.⁄$T¤%ß_W 

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。
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★HSK Wifi へのアクセスは…ｈｓｋ!"#
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★コロナウイルスの変異株が…ÊÁjËT0
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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(✓)
□この酷いコロナウイルスと全ての変異株
がす
ぐに終息するよう、再びお祈り下さい。
○ローズさんは、職場で主に用いられたい
と願っています。同僚たちはイエス様を知る
必要があります。どうぞ、彼女と彼女の同僚
たちのためにお祈り下さい。
□教会に来た来訪者たちが愛され、受け入
れられているように感じられるよう、彼らを
覚えてお祈り下さい。
○ベネッサさんのお友達のジェシカさんの
ためにお祈り下さい。彼女が救われ、主の
御力によって変えられますように。
□ナイディーンさん、ベネッサさん、恵美子さ
んたちは大切な赤ちゃんがお腹にいますの
で、彼女たちのためにお祈り下さい。主が
彼女たちの健康を守り、強めて下さいますよ
うに。

○ホナルドさんは、私たちの教会の中で
イエス様に対する愛が増し加わワってい
くことを、そして交わりの中で互いに対
する愛が増し加わっていくことを信じて
います。
□続けてつや子さんが健康で体力も与
えられるよう、お祈り下さい。
○賢美さんのお母さん、智子さんが癒さ
れ、病院を退院することが出来るよう、
再びお祈り下さいませんか？
○ブラジルの大統領、ボルソナロ氏のた
めにお祈り下さい。彼は、選挙期間中に
刺されたことによる合併症のため、再び
入院しています。
□私たちは、神様に日曜学校の先生た
ちを感謝しています。今週、彼女たちの
ためにお祈り下さい.
☞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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