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主は、私の力であり、ほめ歌である。
主は、私の救いとなられた。
この方こそ、わが神。
私はこの方をほめたたえる。
私の父の神。
この方を私はあがめる。

(日本語)http://www.hskchurch.org

出エジプトⅠ5 章 2 節

(英語)http://www.hskchurch.com

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

今週の予定

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。

今日（日）

PM

１：３０

イスラエルのための祈り会

１１/４

PM

６：５５

見張り人の集まり(祈祷会)

PM

１：２５

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

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

１１/７
（水）

(２２号室)

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、

１１/８

神様に大いに寄り頼んで(very dependent on

（木）

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。

１１/１１
（日）

駐車場での第２回目 HSK バーベキュー！

監督者と執事たちとのミーティングはお休みです

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
皆さんもご想像できるように、私の妻が居なくて
寂しいですが…彼女が私の娘にとっての大きな祝福
となっていますので、彼女が娘や生まれたばかりの
孫たちと一緒にいることを喜んでいます。そして、
先週はルースの話をよく聞いて下さってありがとう
ございました。約一月前、彼女は神様が彼女に語っ
て下さっていることを感じ、神様が私たちの教会に
語って下さっていると信じました。彼女は、頻繁に
皆さんのために祈っています。そして毎週日曜日に
皆さんと共にいることを楽しんでいます。
そして、皆さんはこの数日間の天候を楽しんでい
ますでしょうか？この時期の夕焼けはとても美しい
です。新しい季節は、神様が全ての教会を祝福し、
特に私たちの人生に何か素晴らしいことをして下さ
るという更なる期待を私の内に与えてくれます。皆
さんが他の方達のために祈って下さっていることを
希望します。そして…神様の偉大な愛、罪に対する
赦し、神様の持っておられる力が私たちの人生を更
に良いものにすることを他の人達と分かち合う機会
を逃さないようにしましょう。
数週間前に、ルースと私が孫の誕生のために神戸
にいた時、病院への向かう途中で信号待ちをしてい
ると、歩道をとてもゆっくりとした動きで歩いてい
るある男性を見ました。蟻の方がその男性よりもそ
の歩道を早く走れるのではないかと思います。彼の
歩き方は普通なのですが、次の足が一歩出るのに少
なくても 15～20 秒かかるのです。車が動き出した
とき、私は、彼は何を思っているだろうかと考え始
めました。彼は、自分がどれほどゆっくりと歩いて
いるか分かっているのだろうか？自分がどこへ行こ
うとしているのか分かっているのだろうか？日が暮
れるまえに目的地に着けると思っているのだろう
か？きっと彼の思いは混乱していたことでしょう。
でも、私はこのような考えを持ちました：他にどれ

程の人々が、混乱しているのだろうか？私たちは、
今日私たちの神様に近くにいなければなりません。
「それは、神が混乱の神ではなく、平和の神だから
です。」（Ⅰコリント 14：33）
私が聞いて学んだ最初の日本語の一つはこれでし
た：分からない！（分かりません！理解できませ
ん！）その言葉はとても頻繁に使われていましたの
で、全ての会話の中に自然に入れる表現のようなも
のだと思いました。でも、こう信じるようになりま
した：余りにも多くの人々は本当にあることを知り
ません。そして、知らない理由は、愚かだと思われ
るかもしれない質問をすることを恐れるからです。
でも、クリスチャンとして、私たちは愚かな質問を
することを恐れる必要はありません。なぜでしょう
か？聞くことで、何が必要であったのか、誰が傷つ
いているのかということをもっと理解することに繋
がるからです。聞くことは、もっと憐れみを求める
こと、或いはもっと守られることに繋がるからで
す。私たちは、知らないもの、理解しないものでな
いようにしましょう。「わたしが言っていることを
よく考えなさい。主はすべてのことについて、理解
する力をあなたに必ず与えてくださいます。」（Ⅱ
テモテ 2：7）
今週、主があなたを更に祝福して下さいますよう
に。ルースと私はあなたのために祈っています。
あなたの牧師、ベン

多言語でメッセージを聞くことができます。・・・あなたのスマホ、アイフォンを使用して通
訳を聞く方法： まずアプリ“ABELON Client ”をダウンロードしてください。次に、Wi-Fi： ｈｓｋ/
（password:song1234） またはｈｓｋ/2（password:：song5678)を通して HSK に繋げます。
アプリを開いて、あなたが 聞きたい言語をクリックしてください。‘Latency’を 100 に

セットしてください。あなたの言語で牧師のメッセージが聞けるはずです。

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.org です。次に Media をクリックすると日曜礼拝が
見られます。または、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオをい
つでもご覧になれます。

思いを巡らす考え
『なおも王』
この数十年で、クリスチャンにとって最悪の
日と報道されたのは、日曜礼拝に集う人が攻撃
された 2017 年 4 月の事件です。礼拝の場で流血
事件とは言語道断で、全く理解できません。し
かし、この種の痛みをよく知る人の言葉に慰め
られます。
アサフが詩篇 74 篇を書いた頃、エルサレムの
住人の大多数は、虐殺されるか捕囚の身でし
た。彼は「あなたに敵対する者どもは、あなた
の集会のただ中でほえたけり」(4 節)、「あなた
の聖所に火を放ち、あなたの御名の住まいを、
その地まで汚しました」(7 節)と、冷酷な侵略者
が神殿を壊したときの苦渋の体験を語ります。
しかし、ひどい現実の中にあっても、アサフ
はよって立つ所を決めたのです。私たちも同じ
ようにできます。アサフは「確かに、神は、昔

祈りのリクエスト

から私の王、地上のただ中で、救いのわざを行
われる方です」(12 節)と心を定めました。そし
て、その真理によって、その時点では救いが見
えなくても、神の偉大な力をほめたたえまし
た。彼は「どうか、契約に目を留めてくださ
い。しいたげられる者が卑しめられて帰ること
がなく、悩む者、貧しい者が御名をほめたたえ
ますように」（20-21 節）と祈りました。
義もあわれみの見えない、というときでも、
神の愛と力が減ったわけではありません。アサ
フ同様、自信を持って「それでも神は私の王」
と言うことができます。

神はご自分の御名を守られる。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

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(✓)

□現在新しいブラジルの大統領になった男性のた
めに祈っていた方もいます。アメリカの大統領
のために祈って下さるのはだれでしょう？中間
選挙が 11 月 6 日、アメリカ時間の火曜日にあり
ます。
○なかちホナルドさんは、ご家族のための祈りを
求めています。彼のお母さんは、間もなく脳の
手術を受けます。彼女は奇跡が必要です。
□古谷あや子さんは、ご家族のための祈りを求め
ています。彼らはまだクリスチャンではありま
せんが、彼女は、彼らがすぐに”再び生まれ
る”ことを願っています。
○トルーマンさんとご家族は中国に残るために神
様の助けが必要です。主が彼らをその地に留め
て下さるよう求めて下さるのは誰ですか？
□私たちは、中国にいるクリスチャン達のために
祈らなければなりせん。迫害が増し加わり、多
くのクリスチャン達が牢に入れられています。
○HSK に出席している独身のお母さんたちは、家族
を養うために更なる神様の助けが必要です。子
供たちに食べさせたり着させたりするのに必要
なもので彼女たちを更に主が祝福してくださる

よう、お祈り下さい。
□余りにも多くの家庭でクリスチャン達は、お酒
を飲んだり、怒りを持っていたり、無反応であ
る人と生活しています。夫たち、妻たち、子供
たちの人生に主が大きな変化を起こして下さる
よう、求めて下さい。
○HSK のワーシップリーダー達や牧師先生は、皆さ
んを主への礼拝へと導くのに神様の助けが必要
です。礼拝の時を驚くべきものとするために彼
らに更に知恵を与えてくださるよう、主に求め
て下さるのは誰でしょう？
□以前は HSK に来ていましたが、何年もお会いし
ていない方々を私たちは知っています。これら
のクリスチャン達が HSK に戻るよう、再び主に
求めて下さるのは誰でしょうか？彼らは私たち
の教会で変えられると牧師先生は信じていま
す。
○教会に与えて下さってありがとうございます。
そして、私たちが引っ越すのに必要なお金のた
めに主に祈って下さいませんか？
□
○

お知らせ
★ブラジル式大バーベキューは…11 月 11 日、日 ルトガル語で歌うようになっていると彼は思っていま
曜日の朝礼拝後すぐに始めます。
外での美味しい食事に加えて、
料理人たちは新しいバーベキュー
グリルを使うことを楽しむでしょ
う。そして、ピクニックテーブル
も３台用意されます。素晴らしい
交わりの時となるでしょう。やりましょう。料金は、
高校生以上：600 円です。小学生：500 円、幼稚園
児:400 円です。

す。

★封筒が用意されています…カンボジアの教会へ
のクリスマスプレゼントとするために何方でも使えま
す。いくらでも捧げることが
できますが…贈り物は、11 月
25 日までに献金箱にお入れ下さ
い。12 月の最初の週までにカン
ボジアの教会に全額送りたいと
思いっています。

★また…来週日曜日、11 月 11 日の午後は、執事と
監督者達とのミーティングはありま
せん。牧師先生は、バーベキューの
周りでの交わりがゆっくりと進んで
欲しいと思っています！もし、天候
が悪い時は、室内で行います！

★素晴らしいニュースレターが…真実さんとり
ょうさんから届いています。それは
掲示板でご覧になれます。日本語の
みですが、皆さんが見て楽しめるよ
うに沢山の写真も載っています。こ
のお二人の’宣教師‘は神様が彼ら
と共に何か良いことを行って下さっていると信じてい
ます。

★クリスマス飾り…近い将来…今月にも教会の建
物の中を飾り付けます！HSK の友人か
らの過分な贈り物が、コストコと呼
ばれる小さなお店で幾つかの新しい
飾りを購入するのを可能にしました。
そして…先週食べたコストコの誕生日
ケーキを皆さんは楽しみましたか？ワーォ！それは美
味しかったです！

★浜松クリスチャン聖歌隊…は、12 月 1 日に浜
松の教会で行われるクリスマスコンサートへの招待場
を送って下さいました。コンサートについての詳細は
SKI スタンドにありますので、ご覧下さい。このコン
サートチケットは、たったの 500 円です

★11 月 18 日、私たちは、岡田幸男さんをゲス
トスピーカーとしてお迎えします！ 牧師先生
は、この教会の監督者が、主が彼に語って
下さっていることを分かち合って下さるの
を聞くことを楽しみにしています。幸男さ
んは皆さんとポルトガル語で賛美するのを
楽しんでいます。皆さんは、更に上手にポ

11 月は、何方かの誕生日月です！
あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら…
お誕生日、おめでとうございます！
あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、
これからの新しい一年がさらによい年となりますように！
神様の祝福がありますように！

