
 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 
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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

11/20 
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)  

11/23

(水) PM 1:30  祈祷会(メインルーム)

11/25

(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

11/27

(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 

今日は教会ランチがあります! 

夜の祈祷会はありません。         

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  
今日は、私が留守中に起こった良いことの知 
らせが聞けることを希望します。そうです、
私 は、いつも天からのすばらしいことを期待
してい ます!そして、多分私がハワイで見た出
来事の 良い報告があることでしょう。ハワイ
では 2 つの 教会を訪問することを希望しま
す。そうです、ル ースは、私が HSK で歌って
いるように大きな声 で他の教会では歌わない
と思っています。それ は本当ですが、起こっ
ていることを見て聞く必要 があると思いま
す。なぜでしょうか?なぜならそ の教会で聖
霊様がしていることを見たいです し、聞きた
いからです。新しい賛美曲も覚えたい です!さ
らに大きな神様のビジョンを得たいで す!さら
に良い教会のリーダーとなるために私 を奮い
立たせるような新しい経験を持って皆さ んの
元に戻ることを希望します。  

2 週間前、私は 10 月に男性たちとの小さな 
グループミーティングをしたことについて書
きま した。私は、クリスチャンファミリーと
教会との間 の繋がりについて話すことを選び
ました。これ は、私が彼らに云った 4 つ目の
ポイントです:子 供たちにいつも教会につい
て話す。いいえ、子ど もたちは意見はないか
もしれませんが、彼らは あなたの意見を知る
必要があります。家の食卓 では、母親や父親
が教会で聞いたことを省略す ることが多いよ
うに思います。最近あなたは子供 たちに 
HSK についてどんなことを言いました か?  

子供が親を知らないという話の中で、私はそ 
の問題の根を発見したと思います:両親が静
か すぎる...十分に話さない。きっと、毎日何

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。

時間もテレビからの声を聞かされているか
もしれませ ん。そして、学校や職場や
ショッピングモールで 私たちが聞く声はど
うでしょう!! でも、貴重な情 報もあります
が、父親の声は良し悪しにかかわ らず、直
ぐに感情を変えることができると思いま 
す。イエス様は言われました。『わたしの
羊はわ たしの声を聞き分けます。またわた
しは彼らを知 っています。そして彼らはわ
たしについて来ま す。』結論です:ご両親
たち、もっと話して下さ い!  

私は HSK のメンバーお一人お一人にどれ 
ほど感謝しているか、皆さんに知っていて
欲しい です。多分ずっと以前に、或いは最
近、あなたは 忠実に礼拝に出席すること、
与えること、教会リ ーダーたちを尊敬する
こと、他の人たちを愛する ことを選択して
います。私は、皆さんがするつも りだと
言ったことを頻繁に思います...とても感謝 
しています。私は、この教会のメンバーと
して生 き方のより良い模範となることを希
望します。  

今日は、もう一人の教会の監督者が皆さん
と 分かち合います。多くの理由で私は監督
者たち にとても感謝しています...お一人で
はなく!そ して、最近感謝するまた別の理
由ができました: 彼らは自分たちが結婚し
た女性を本当に愛し、 自身の子供たちを愛
しています。彼らは良い父 親になりました!
教会は彼らが必要です。  

                          あなたの牧師、ベン  

http://www.hskchurch.com/


★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(27 日)は...美味しいラン
チが 朝礼拝後すぐに用意されます。そ
うです、牧師先 生はまた外でバーベ
キューをしたいと思ってい
ま すが...多分、寒すぎるこ
とでしょう!でも、来週は 

何か特別なものが用意されるかもしれ
ません! (それは何でしょう?1?)良き交
わりの時と食事を 予定していましょ
う。  

★また、来週日曜日(27 日)は...幸男さ
んと ナイディーンさんにお会いする最
後の日曜日とな ります!! 本当ですか?? 

彼らはアメリカに行っ て、もう戻りま
せん?? いいえ、そうではありませ ん! 

でも、お二人はナイディーンさんのご
家族を 来年 1 月 23 日まで
訪問して、そして、それか
ら永 遠に日本に戻りま
す!!!!(多分です)  

★今日、牧師先生がお知らせしす・・・
12 月に行うことを希望している少なく
とも一つのイベ ントについてです:クリ
スマス歌フェスティバル! 昨年の 12 月 

21 日に行ったように、クリスマスの 日
(25 日)の集会で歌って、歌って、更に

歌って過 ごしたいと牧師先生は
思っています。参加したい 方は
誰ですか?皆さんを歓迎します!そ
れをし ましょう!  

★ご存知ない方もいらっしゃるかもし
れま せんが・・・毎月、第一、第三、
第五日曜日の夜 7 時から 8 時まで祈祷
会を行っています。ひと月に 

一度しか出席できなくても、
皆さんのご参加を歓 迎しま
す。どうぞお越し下さい。共
に主を求めまし ょう!  

★来週日曜日(27 日)...教会の会計報告を
しま す。牧師先生は HSK のお金がどの
ように使われ ているかを正確に記録
し、管理し続けてくださって いる鈴木
智子さんにとても感謝しています。ま
た、 HSK にいくらであっても捧げ続け
てくださってい る皆さんにも牧師先生

は感謝しています。毎月献 

金額の 10%を日本や他国
の牧師先生や宣教師 の

方々に捧げています。 
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「イエス様にお会いすること期待する」 ア
ン・ロッツ著  

ある会議の初日の朝、私は 10 歳の時から 毎
日読んできた聖句を厳選した『日々の光』を 
開きました。 その朝、私はその聖句をどのよ 
うに「聞いた」かというと、次のようなもの
で す。  

「『強くあれ、働け。わたしはあなたととも
に いる。』と、 万軍の主は仰せらます。」 
「主よ、私を強くしてくださるキリストに
よっ て、私はすべてのことができるというこ
とです か?」 「そうだ、アンよ、主にあっ
て、その力によって 強くなりなさい...主の喜
びがあなたの力とな る... 主はアンに向かい、
『あなたのこの力で 行きなさい......』と言わ
れました。もし神が、 アン、あなたの見方で
あるなら、だれがあなた に敵対することがで
きようか。だから、アン、あ なたは憐れみを
受けたのだから、元気をなく  

してはならない...。良いことをしている
間、疲 れてはいけない。あなたが元気を
なくさない ならば、時機に応じて刈り取
るであろう。」  

この聖句を読んだとき、私ははっきり
と、私 の羊飼いが慈愛に満ちた心で、私
が直面して いる課題を敏感に察知し、私
の弱さを本当に 理解して、私に語りかけ
ておられるのがはっき りと聞こえまし
た。私はその言葉にとても励ま され、自
分の使命を見事に果たすことができま し
た。会場に来ていた多くの女性たちは、
私が どれほど苦労していたかを知る由も
ありませ んでした。  

私たちの羊飼いが語るとき、私たち個人
に 対して、その名前を挙げて語られるの
です。 私たちの内面も外面も知っておら
れます。  

□牧師先生ご夫妻のためにお祈り下さってあり 
がとうございます。彼らは教会に戻って来ら 
れたことを喜んでいます。  

○私たちの教会のすべての子供たちのためにお 
祈り下さい。彼らが元気で守られますよう
に。 

 □まさえさんは、娘さんのゆうりさんのための
お 祈りを求めています。彼女が大学卒業後、
良 い仕事につけますようにお祈り下さい。  

○神様は私たちに神様の知恵を与えたいと
願っ ておられます。今週それを求めましょ
う。  

□神様の道に子供たちを訓練する HSK の親 御
さんたちのために祈りましょう。  

□HSK のご近所の方々が、直ぐにイエス様
を 知るようになるよう、お祈り下さいま
せんか? ○ウクライナとロシアの戦争がす
ぐに終結するよう、祈り続けましょう。  

□主が赤ちゃんのお母さん達に力を与え、
赤ちゃんたちを強く成長させて下さるよ
う、お祈り下さい。  

〇牧師先生のお母さん、レイさんはもっ
と健康に なる必要があります。彼女と彼
女の妹のベニ ー・マーシュさんのために
お祈りをしてくださ s るかたは誰でしょ
う?マーシュさんは、かつて 浜松で宣教
師をしていました。 

思いを巡らす考え                                                                        11/20

!"#$%&'(


