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私たちの主、主よ。 あなたの御名は全地にわた
り、なんと力強いことでしょう。 あなたはご威光
を天に置かれました。 あなたは幼子と乳飲み子た
ちの口によって、 力を打ち建てられました。 それ
は、あなたに敵対する者のため、 敵と復讐する者
とをしずめるためでした。 詩篇 8 篇 1-2 節

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

今週の予定
日
付

時間と内容

断食祈祷第１日目
PM１：３０・・イスラエルの祈祷会
11/6 PM１：３０・・監督/執事ミーティング
今日 PM６：５５・・見張り人の集い（祈祷会）
(インターネットでのライブ配信)
11/7

（月）

断食祈祷２日目

11/9
PM 1:30 祈祷会(メインルーム)
( 水)
11/11
(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

頼 んで(very dependent on God) います！だ

AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習

いを持つ 他のクリスチ ャン達と交わ りを持

11/13 AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり
( 日)

れでも心から 神様を知りたい 、 またこ の思
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 。

夜の祈祷会はありません。
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HSK のメンバーと友人の皆さんへ

私が何でも話しても良いと言われたの

らしいものだったでしょうか！今もあの時

て話しました。内容は、おもに私とルー

い友達について私は考えています。お天気

た経験についてでした。話し過ぎた点は

BBQをしたい私の思いを皆さんは想像でき

を与えることができたことを伝えまし

先週の日曜日に行ったBBQはなんと素晴

で、家族の関係を教会で保つことについ

の美味しい食事や笑い、そして沢山の新し

スさんが４人の子どもたちを日本で育て

は完璧でしたね。今年が終わる前に再び

ありましたが、家族の関係に大きな影響

るでしょうか？でも・・今後気候はさらに

寒くなるでしょう。２０２３年の春に再び
やりましょう！

先週私が考えていたことは、ある教会

リーダーや大学教授や行政指導者が大勢の

人々の前で話す場合についてでした。まず
初めに聴衆を引き付ける話をするでしょ

う。（イエス様は様々な人々にたとえ話を
用いて話しました。）しかし、聴衆が皆癌
患者だとしたら、または借金を抱えている

方々だとしたら、もしくは、囚人だとした
ら話の話題は違ってくるでしょう。確かに

多額の借金をした人たちが囚人である場合
もありますが、聴衆によって話題が適切か
どうかは違ってきます！しかし、そのよう
なことを考えていた私の出した結論は何だ

と思いますか？全員が毎週ぴったりだと感
じるメッセージは得られない！HSKに出席
している方々は毎週全能なる神との関係を
切望していると信じます！

１０日前頃でしたが、４人のクリスチャ

た。教会で両親の肯定的な態度、賛美に
対する期待、礼拝に対する期待、神に聴
くことの期待、交わることの期待などが
子どもに影響を与えたことです。否定的
になる理由や言い訳は一つもありませ
ん！

アーメン？

今週、私とルースさんは神戸とホノル

ルに住む私たちの子たちや孫たちに会い
ます！皆さんから遠くに行きますが、皆
さんのことを忘れません。毎週日曜の礼

拝や分かち合い、交わりの時間が、皆さ
んが今まで味わったことのない経験を天
から得られる機会となりますように！私
は皆さんから遠すぎることはありませ

ん！しかし、私の留守中、主が皆さんの
ご家族に偉大なることを成してくださる

よう期待してください。神ができると確

信することを私たちは夢見ていなければ
なりません！
あなたの牧師

ベン

ン男性たちと素晴らしい時を持ちました。
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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★これは、誰かに知ってもらい、覚えても
らうために重要なことで
す： 毎週日曜日の朝、

メッセージは携帯電話や

FM ラジオで聞きたい言語

に翻訳されます。必ず、イヤホン付きの携

帯電話を持参するか、HSK の FM ラジオを
使用してください。 インターネットのア
ドレスと FM ラジオのチャンネルは、メ
インルームの前に表示されます。

数か月間・・・教会の様々な責任は監
督や執事たちに任されていました。例
にとして、礼拝の後に出る
飲み物などの責任はリンさ
んが担当してくれていま
す。ベン牧師はおもに教会
の開け閉めをしてくれています。それ
らの分担表は教会の掲示板に貼りださ
れています。教会の奉仕に参加してく
ださる方がいましたら、その表に書か
れている担当者にお申し出ください。

（‘集会ディレクター’があるのを知って
ましたか？）

いつでも・・・最近の日曜礼拝ビデオ
を見たい方はウエブサイトのアドレス
hskchurch.com.にアクセス
し、‘Schedule of Meetings’
をクリック

’Live Stream

channel‘をご覧ください。
だれでも最近の礼拝ビデオを視聴でき
ます。

大切な情報・・・‘Team Viewer’

で礼

拝メッセージを視聴する場合、前もっ
てTeam Viewer のアプリに登録する必

要 が あ り ま す。 （ 無 料 ） 次 に I D ナ ン
バーを入力しますが、その
ナンバー（毎回同じ）は教
会のスクリーンに表示され
ま す。 イ ン タ ー ネ ッ ト の

サービスなので世界中どこにいても‘礼
拝ライブ中継’を視聴できます！
注意！ 教会のすべての部屋には手指
消毒スプレーが置かれています。まだ
ウイルス感染が多く起こっていますの
で消毒をこまめに行って
ください。礼拝後のお菓
子を食べるときには特に
注意してください！

思いを巡らす考え
「信仰は働く」著ジョン・マックアーサー
より抜粋
悔い改めは知的な事柄ではない。ユダは
考えを変えた一人だった。彼がしなかった
ことは自分の罪から背を向け主の憐れみを
求めて自分自身を委ねることだった。悔い
改めは単に考えを変えることではなく、心
を変えることだ。霊的な方向転換であり信
仰がすべてだ。新しく生まれる意味での悔
い改めは、罪から背を向け救い主に向かう
ことだ。それは内面的な応答であり外的な
行動ではない。そして、本当の救いはその
実によって表わされる。（ルカ３：８）
よく言われることは、悔い改めと信仰は
コインの裏表であると。そのコインは改宗
と呼ばれる。悔い改めは罪からキリストへ
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と向きを変える。信仰は救いと義の唯
一の望みとしてのキリストを抱きしめ
る。それは改宗の意味を簡単に描写し
た言葉だ。信仰と悔い改めは顕著な概
念があるが単独では成り立たない。本
当の悔い改めは常に信仰の裏の面だ。
そして、誠の信仰とは悔い改めが伴
う。「その両者は離れることはできな
い。」
悔い改めは道徳的であり知的行為だ
けではない。悔い改めが求めるものは
「考えを変える」だけでなく罪への執
着から離れることである。新約聖書の
辞書では、悔い改めを外側の変化や考
えの変化だけでなく、自分のすべての
向きを変える決断であると強調してい
る。

...主は「エルサレムの平和のために祈りな

...HSKのシングルマザーたち全員のた

さい。」と私たちに命じておられます。今
週祈りましょう。

めにお祈りください。彼女たちの必要
がすべて満たされるのを私たちは見た
いです。子どもたちがまだクリスチャ
ンでない家庭もあります！

...ウクライナとロシアの戦争が終わるよう
求め続けましょう。毎日あまりにも多くの
人々が死亡しています！

...私たちの賛美チームを神に感謝しま

...先週の日曜日につや子さんに会えてとて

す。今週彼らのために祈りましょう。

も良かったです。愛する姉妹つや子さんの
健康のために続けてお祈りください。

...まだ救われていない家族のために私

...ビジターたちと時間をとって話してくれ

...北朝鮮のリーダーたちのためにお祈

ている方々、ありがとうございます。教会
に来られる方々に神の愛を示し続けましょ
う。

りください。彼らは日本海上空にミサ
イルを飛ばし続けています。

...今週ハワイの家族を訪ねるベン牧師と

救われるようお祈りください.

ルースさんのためにお祈りください。彼ら
は皆さんのために祈っています！

たちは皆祈りましょう。

...教会の近隣の神谷さんと大場さんが

