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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。
出エジプト：15 章 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

今週の予定

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

今日（日）

ラー、又は妻のルースにおっしゃって下さい。

１１/１１

またいつでもお電話下さい。あなたのために祈

教会駐車場でバーベキュー！

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
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賛美リーダ―と奏楽者の練習
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賛美チーム練習
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日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり
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フィリピン人女性達のランチ会
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（水）

(礼拝室)

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、

１０/１５
（木）

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。

見張り人たちの集まり(祈祷会)

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
私は、皆さんにこのことを言うことでこの短い手
紙を始めたいと思います。それは、毎週皆さんと分
かち合うことをどれ程私が楽しんでいるかというこ
とです。私が、あることは理解することが難しいと
いうのは本当ですが、私は皆さんが成熟したクリス
チャンになることを願っています。訪問者達が、神
様が彼らを愛しているというのを聞いていて欲しい
と私は心から願っています。毎回メッセージで余り
にも頻繁に繰り返しているのは分かっていますが、
神様が私たちに語って下さっていることを誰にも聞
き逃して欲しくないというのが正直な気持ちです。
でも、続けて私のために皆さんは祈ることができま
す。人生を変える真理について更なる理解力を主が
私に与えて下さるよう、お祈り下さい。
今日行うバーベキューについての話し合いの中
で、このようなイベントは大きすぎる、お金がかか
り過ぎる、時間を消耗しすぎる、と私は何度も思い
ました。そして、このような考えは、私が好まない
喜ばしくない気持ちにさせました。でも、このよう
な気持から解放されることを求めていると、神様が
私にこのように言っていると本当に感じました。
「それをしなさい！見なさい！何が起こるか見なさ
い！」と。そうです、多分料理をする方達も予期し
ないようなことが起こるかもしれませんが、何か良
いことが起こると私が信じていることを皆さんに知
っていて頂きたいと思います。先週私が言いました
ように、毎週同じことをするのが、私の居たいと願
う教会ではありません。皆さんはどうですか？
この短い手紙を書いているとき、私は、ルース
と共に生れたばかりの赤ちゃんたちを抱くために数
日間（５日～８日）神戸で過ごすことを計画してい
ます！この旅行はとても短いものになりますが…私
はおじいちゃんで、孫たちは私に会う必要がありま

す！でも、私が皆さんのために祈っていることは
確かです。私の子どもたち全員がこの教会に出席し
ているべきだと私は思います。もっと多くの近い親
戚たちが私たちと一緒に賛美しているべきだと思い
ます。ですから…彼らの心に主が何か良きことをし
て下さるように求め続けていきましょう！
先週、私はブラジル人の牧師先生に冬休みの間、
一緒に集会を持つよう彼の教会を私たちの教会に招
待しました。まだ日にちは決まっていませんが、彼
らが来て下さることを希望しています。そして、確
かなことは、１２月２３日にクラーク高校クリスマ
スバンドを招きます。このイベントについての詳細
は来月お知らせします。
カンボジア教会にクリスチャンスクールのための
ビル建設を助けるために何であっても捧げて下さっ
ている皆さんにもう一度感謝申し上げます。この教
会への私たちのクリスマス・ギフトを送るのに１２
月９日が良い日ではないかと思います。それをしま
しょう。
約２年間、私たちのワーシップの時間には前もっ
て録音した音楽を用いています。それは、ピアノは
演奏されませんし、教会のドラムや他の楽器も本当
に静かであることを意味しています。このことにつ
いて私は落胆はしていませんが、むしろ歌うことを
とても楽しんでいる多くの新しい賛美を私たちは学
んでいると思います。でも、続けてワーシップチー
ムのためにお祈り下さい。(今も３つの言語で賛美
することはチャレンジです！)
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
「自信に満ちた希望」
宣教師のウイリアム・ワラスは 1940 年代、日
本軍が攻撃する中、中国の梧洲（ごしゅう）で外科
医として働いていました。ワラスはスタウト記念病
院（思遠醫院）の責任者でしたが、病院の器具を数
隻のはしけに載せ、川を行き来しつつ敵の襲撃を避
けて医療を続けるように命じました。
ワラスは「私にとっては、生きることはキリス
ト、死ぬことも益です」というピリピ人への手紙 1
章 21 節が大好きでしたが、身に危険が及ぶ中、こ
の真理を再確認しました。死なずに生きているなら
主のためにすべき仕事があり、死ぬならば、キリス
トと永遠を共にするという約束です。このみことば
は 1951 年、彼の理不尽な獄中死に際し特別な意味
を持ちました。
パウロの書簡は、キリストに従おうとする人の
心を燃やす、深い献身を映し出しています。また、
主のためなら試練や危険にさえ立ち向かおうと励ま

祈りのリクエスト

してくれます。この献身は、聖霊の力と親しい人々
の祈りに支えられています（ピリピ 1：19）。困難
な状況の中でも主の働きに自分を差し出すのは、自
分の命と働きがここで終わっても、その向こうには
イエスと永遠を過ごす喜びがあると信じているから
です。
今日、キリストに献身し、永遠の約束に焦点を
定めましょう。そして、その心と目をもって、人生
最悪の時にでも、神の愛で人々を祝福することがで
きますように。

神に犠牲をささげることは、
神の愛を人々に紹介する良い機会だ。

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(✓)

□ベン牧師先生のためにお祈り下さい。彼は、私
たち皆の信仰が増し加えられ、教会に対しても
誠実であって欲しいと願っています。彼は、信
仰についての真理を語るために神様からの知恵
が必要です。
○ジョアンナさんは祈りが必要です。沢山の注意を必
要としている二人の赤ちゃんを世話する体力が必要
です。彼女の為に祈って下さるのは誰でしょう？
□山下パトリシアさんは、妹のメアリーさんのための
祈りを求めています。彼女は体調があまり優れず、
奇跡が必要です。彼女の為に祈って下さるのは誰で
しょう？
○教会メンバーの全ての親戚たちは人生に大きな変化
が必要です。夫たち、妻たち、子供たち、そして祖
父母たちです。今週彼らを主が救って下さるよう、
再びお祈り下さいませんか？
□さとるさんの奥さんは、今も日本で彼と暮らすため
の書類か整うのを待っています。レジーンさんが、
さとるさんとここ日本で一緒にするための適切な書
類を取得することができるよう、主に求めて下さ
い。
□幸男さんは、神様の御力の大胆な証人となることを
願っています。彼と彼のご家族のためにお祈り下さ

い。(それは素晴らしい祈りのリクエストです)
○最近、中国、カンボジア、またはフィリピンの教会
を主が祝福して下さるよう、求めた方は誰でしょ
う？これらのクリスチャン達は、彼らの安全と繁栄
のために私たちの祈りを必要としています。
□あなたがニュースを見たり、新聞を読むとき、主が
あなたに語ることに敏感になって下さい。貧困や痛
みの中にいる人々に対するあなたの祈りは、あなた
が思っている以上に早く神様の助けをもたらすかも
しれません。
○あなたの祈り方を変えることを考えてみて下さい。
先週、私たちの牧師先生が指摘したように、良い祈
りは、たった一言「助けて下さい」です。そして、
あなたはしばしばそのように祈るべきかもしれませ
ん！

☞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。

お知らせ
★明日、ルースさんは…2 週間の神戸での滞在か 最近、ボランティアでビデオとコンピューター設備の
ら帰って来ます。彼女は、彼女と中 操作をして下さっている方々にも感謝します。これは
村ファミリーのために祈って下さっ 難しい“仕事”ではありませんが、起きていなければ
た皆さんにとても感謝しています。 なりません！
願わくは、来年早々に私たちを訪問
されることでしょう。まだ双子の赤ちゃんの世話をす ★来週日曜日(11 月 18 日)…フィリピン人の女性
るのに多くの時間が必要ですので、主がジョアンナさ たちとお友達は、朝礼拝後すぐに
んを助けて下さるよう、続けてお祈り下さい！
一緒に食事をします。これは、
一緒に話をし、祈り、食事を楽

★購入したい方は…誰かのためにクリスマスプレ

しむ特別な時間です。お子さん

ゼントを購入したい方は、とても

を連れていてもこのイベントに出席することができま

素敵なクリスマスギフト用カタログ

す。デザートはいつもとても美味しいです…時々、コ

が SKI スタンドにあります。一冊だ

ストコと呼ばれるとても小さなスーパーから仕入れま

けですが、とにかく他の方達とそれ

す。それをしましょう！

をご覧頂くことができます。

★もう一つの注意： HSK に出席している間、何方
でも使用することが出来

★今週土曜日(11 月 17 日)の夜…浜松ホーリネス

る第二駐車場があります

教会で遠クリユースがスポ

。教会玄関にその場所の

ンサーとなって行う特別な

地図がありますのでご覧く

ユースイベントがありま

す。鈴木康亮さんがそのグ ださい。ワーシップチームのメンバー達は、そこに駐
ループのリーダーで、このイベントの詳細を持ってい 車しなければなりません。よろしくお願いします。そ
ます。または SKI スタンドで追加案内をご覧下さい。 して、これは緊急の祈りのリクエストです：主が、私
このイベントに HSK の全てのユースたちが招かれてい たちに出入りが容易にできる建物を与えて下さるよう
にお祈り下さい。

ます。

★封筒が用意されています…カンボジアの教会へ
のクリスマスギフトのための

このように労苦して弱い者を助けなければな

もので何方でもお使い下さい。

らないこと、また、主イエスご自身が、『受

いくらでも捧げることができ

けるよりも与えるほうが幸いである』と言わ

ますが…すべての捧げ物は、

れた御ことばを思い出すべきことを、私は、

12 月 9 日までに献金箱にお入れ
下さい。12 月の第 2 週目に全額をカンボジアの教会
に送りたいと思います。

★来週の日曜日 11 月 18 日のスピーカーは…
この教会の監督者である岡田幸男さんです。彼は、神
様がこの教会のために彼に示し
て下さっていることを分かち合
うことに興奮しています。また

万事につけ、あなたがたに示して来たので
す。

（使徒 20：35）

