
 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 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…

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

      
                時間と内容

11/27 
今日

ランチがあります！ 
夜の祈祷会はありません。 

11/30

(水) PM 1:30  祈祷会(メインルーム)

12/2

(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

12/4

(日)

AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習  

AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり 

断食祈祷１日目 

PM１:30...イスラエルのための祈祷会 

PM６:55...見張り人の集い（祈祷会） 

（インターネット”ライブ“配信） 

mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.com/
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HSK のメンバーと友人の皆さんへ  
まず、先週の日曜日に素晴らしいパー
ティーを私のために用意してくださったこ
との感謝を申し上げなければなりません。
私は本当に驚きました。そして、皆さんか
らのカードやお金、食べ物、キャン
ディー、服、さらに多くの励ましのお言葉
に圧倒されました。多くの方々からの感謝
を感じました。たとえ、プレゼントがなく
ともあなたの笑顔で私は嬉しいです。言い
換えれば、あなたがHSKに出席されること
が私にとってとても幸せなことです。皆さ
んが主を礼拝している姿を見ることが私に
とって格別な喜びです。ありがとうござい
ます！ 
今月私たちが旅したハワイについて話し
てはいませんでしたが、それはリラックス
した時間でした。ルースさんと私は一つの
教会に行き、そこの牧師先生と2時間ほど
話をすることができました。コロナによっ
て50％以上の人々は教会に来なくなったと
聞き残念でしたが、神は彼のために偉大な
ことをしてくださると信じていると語って
おられました。ハワイでマスクをしている
人は非常に少なく、感染病患者も少ないよ
うに見えました。私がハワイにいる間、
HSKの将来について考えていました。様々
な考えが入り混じっていましたが、その一
つは：メッセージや説教は単なる‘情報’に
なりやすい。しかし、私たちが聞く必要の
ある真理であり、憶えておかなければなら
ない真理だと。しかし、神はハワイで私に
このように語ってくださいました。：クリ

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。

スチャンは神の知識を増し加えなければ
ならない。しかし、その知識はメッセー
ジや説教に添えられると。「皆が行動の
変化を予期しなければならない。」　私
はヤコブ書の節を思いました。 
「御言葉を聞くだけで行わない者がい
れば、その人は生まれつきの顔を鏡に映
して眺める人に似ています。 鏡に映っ
た自分の姿を眺めても、立ち去ると、そ
れがどのようであったか、すぐに忘れて
しまいます。しかし、自由をもたらす完
全な律法を一心に見つめ、これを守る人
は、聞いて忘れてしまう人ではなく、行
う人です。このような人は、その行いに
よって幸せになります。」（ヤコブ１；
２３－２５） 
寒くなったと思う人はいますか？私で
す。でも・・・まだ本当に寒いとは言え
ません！このような時期、風邪や咳など
多くなります！（私たち全員が健康であ
るように私は祈っています。）　万一あ
なたが風邪をひいてもがっかりしたり落
ち込んだりしないでください。神に癒し
を求めてください。私たちは主に癒しと
解放、守りを求めなければならないと私
は確信しています。そして、祈るとき声
を上げてください！主が祈りを聞くのが
難しいのではなく、・・ただの祈りと情
熱的な祈りとの大きな違いがあると思う
からです。ダビデ王はこのように書いて
います。「わたしの祈りが御もとに届き
ますように。わたしの声に耳を傾けてく
ださい。」（詩篇８８：３） 

                    あなたの牧師　　ベン

http://www.hskchurch.com/


HSK 月間会計報告(2022年１０月-2022年１１月) 教会の会計係、鈴木智子さんか
ら、教会の月間収支報告書が提
出されました。2022年１０月１
６日から2022年１１月１５日ま
での分です。詳細はSKIスタンド
にあります。概要は左記の通りで
す。
教会什一献金の額は、61,000
円でした。HSKに捧げてくださっ
たすべての方々、誠に感謝申し上
げます。神の祝福が皆様にさらに
豊かにございますように!他者に
与え続けてくださる方々に、牧
師先生は大変感謝しています!ハ
レルヤ！

項
目 先月繰越 収入 支出 残高

一般会計 ¥26,349 ¥608,670 ¥507,82
8

¥127,191

建物献金 ¥764,762 ¥22,500 ¥28,323 ¥758,939

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968

宣教師基金 ¥157,697 ¥0 ¥0 ¥157,697

奨学金基金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527

クリスマス基金 ¥534 ¥0 ¥0 ¥534

伝道基金 ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169

墓地基金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126

★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。 

来週日曜日(４日)＆月曜日（５日)
は、・・、断食祈日です！ベン牧師はメン
バー全員がどちらかの日に参加することを

望んでいます。昨今、神の助けと
癒しを必要としています。ウクラ
イナとロシアの戦争に神が働いて

くださるよう祈らなければなりません。皆
さんのご参加を感謝します。 

先週ベン牧師からお伝えしましたが・・・
１００部以上のクリスマストラクトやその
他のトラクトがメインルームの後ろに置い
てあります。ぜひ今週それらをお持ちに
なって友人たちやご近所にお配りくださ

い！子供用もあります。すべてのトラクト
は神の愛の良い知らせが含まれています！ 

イスラエルについての新しい情報が届きま
した。ブリッジフォーピースからの情報
誌”Olive Life”が教会の玄関に置いてありま
すので、是非お取り下さい。また、ご友人
にも情報を分かち合って下さ
い！尚、イスラエルのための祈
祷会は来週の日曜日（４日）
ＰＭ1：30に智子さん宅で行わ
れます。 

HSKからの什一献金6１,000円は・・、以
下のように分配され捧げられました。HSK
フードバンク（困窮者支援)（11,000）ブ
リッジフォーピース(イスラエル支援) 

(10,000円)　ウィクリフ聖書翻
訳(宣教師支援) (20,000円) サ
マリタンパース（ウクライナ宣
教）（20,000円）HSKに捧げて

くださった方々に大変感謝します!　 １月
より捧げられた総合計は、550,000円とな
ります。ハレルヤ！喜び叫びましょう！ 
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「天を待つ」著ラリー・クラブ　より抜粋 

イエス様の再臨を待つこと以上にクリス
チャンの生活で偉大なる召しはない。その
過程で、御霊の御業が私たちの中や外で働
くのを体験する尊さがあるが、それを気づ
かずに通り過ぎてしまうのも容易い。ペテ
ロはそのどちらかを選択だとしなかった。
「私たちは何を待ち望むべきか・・」「イ
エス・キリストを通して、神の永遠なる栄
光を分かち合うため・・」 
ペテロが強調したことは、私たちの感覚
では長く感じる期間であっても‘しばらく
の間’としている。「しかし、あらゆる恵
みの源である神、すなわち、キリスト・イ
エスを通してあなたがたを永遠の栄光へ招
いてくださった神御自身が、しばらくの間

苦しんだあなたがたを完全な者とし、
強め、力づけ、揺らぐことがないよう
にしてくださいます。」（1ペテロ５：
１０） 
信仰とは砂のような土台ではなく岩
の土台であり、私たちがキリストのよ
うになる過程で嵐のような試練に遭っ
ても、神は私たちを安定と平安に導い
てくださる。ペテロはこのように私に
語っている。 
　わたしは主の再臨を受け身で待つべ
きでなく、この世の楽しみこの世の宝
を楽しむ人生の追加として与えられる
ものではない。永遠の価値のないもの
のために生きる人生は、最も大きな価
値観の神の証を告げずに生きること同
様、無価値な人生である.

...あなたの知人でアレルギーのある方々の
ためにお祈りください。彼らは神の癒しを
切望しています。 

...毎週日曜日に私たちを賛美に導いてくれ
る賛美チームのためにお祈りください。ベ
ン牧師が紹介したい新しい歌は沢山の練習
が必要です！ 

...ロシアとウクライナの戦争が終結するよ
う続けて祈りませんか？あまりに多くの人
命が失われています。 

...つや子さんがこの時期も健康で過ごせる
ようにお祈りください。つや子さんの妹、
なるみさんの救いのためにもお祈りくださ
い。 

...教会の隣に住む神谷さん家族がすぐイエ
ス様を知ることができるようお祈りくださ
い。 

...教会のための建物がバリアフリーの
場所を私たちは今も求めています。ど
うかお祈りください！ 

...今週、あなたが知っている牧師先生
方のために祈ってくれますか？彼らが
教会を導くのに励まされますように。 

...日曜学校のためにお祈りください。
お手伝いしてくださる方は智子さん又
はルースさんにお申し出ください。 

...私たちは‘フードバンク’を続けていま
す。私たちの教会のアウトリーチのた
めに祈りましょう。 

...日本の学校に働いている方々のため
に祈ってくれますか？彼らのイエス様
への信仰が表されますように。 

思いを巡らす考え                                                                        11/27
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