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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。

１１/２５

今晩の祈祷会はお休みです！

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

１１/２８
（水）
１１/２９
（木）

PM

１：２５

祈祷会

(礼拝室)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

（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、

第五週目金曜、断食祈祷の日！

１１/３０
(金)

PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

AM

８：４５

賛美チーム練習

１２/ ２

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり

（日）

PM

１：３０

イスラエルのための祈り会

PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

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。

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
先週の日曜日のことについて何と申し上げたらい
いでしょうか？多くの人達が私のために歌って下さ
っているのを見て、喜びに圧倒されたときに体験し
た驚きと喜び、そして感謝の思いを言葉で表現する
ことは本当にできないと思います。そして、大きな
誕生日ケーキと沢山のプレゼントとともに美味しい
ランチを用意して下さいました。ルースと私は、と
ても素晴らしい気持ちで帰宅しました。ワーォ!そ
して、皆さんがどれ程他の人達を愛するのかという
思いが、私の頭の中で溢れ続けています！今、言う
のに一番良い言葉は、「神様の私たちの偉大な愛の
故に私たちは他の人達を愛することが出来るので、
神様に栄光をささげます！」という言葉ではないか
と思います。先週私が経験したようなことは殆どの
牧師先生は経験しないことではないかと思います。
皆さん、ありがとうございます！
先週の日曜日に帰宅したとき、この５週間で私た
ちは３回の誕生日パーティーと１回のバーベキュー
をしたことに気づきました…特別なイベントが４週
の日曜日にありました！そして、１２月には更に特
別なイベントが計画されています。今年は本当に素
晴らしい形で終わろうとしています！でも…先週の
日曜日に私が言ったように、他の人々のために真剣
に祈りましょう。なぜなら、天のお父様は私たちが
期待している以上によりよく今年が終ることを願っ
ておられると思うからです。皆さんは、どう思われ
ますか？それをしましょう！
皆さんがこの手紙を読んでいるとき、ルースと私
は、大阪のとても素晴らしい教会に出席していま
す。そこで、双子の赤ちゃんたちの献児式が行わ
れ、それから、多分皆で昼食を食べ、それからルー
スと私は今日の午後遅くに浜松に戻ります。前もっ
て申し上げますが、神様の愛をゲストスピーカーの

アレックスさんと彼のご家族である恵美子さん、ひ
ろゆきくんと分かち合って下さってありがとうござ
います。（彼らが名古屋ではなく、浜松に住んでい
たらと思います！）そして、再び確認するよう願い
したいのですが、今日のゲストの方々がこの教会で
愛されていることを知るようにして下さい。なぜな
ら、ただ単に礼儀正しくすることは容易なことです
から、あなたの挨拶が真実であるようにして下さ
い。
最近、「教会」という言葉の意味することを考え
ています。そうです、この言葉は、ある住所でクリ
スチャン達が会う建物を言います。でも、またそれ
は神様が使われる意味ではないと私は思います。か
みさまのこの言葉の定義はこうであるようです：
「神様の御身体」です。そして、神様の定義と私た
ち定義との違いは何でしょうか？最善の答えは：神
様の教会は、生きていて偉大であり、神様のご臨在
が溢れています。今週、神様の教会となりましょ
う！
今日は１１月最後の日曜日です。（今月は長くな
かったと思います！）でも、私たちには、祈り、与
え、信じ、分かち合う月がまだ一月あります。１２
月を大いなる期待の月としましょう。皆さんは、ど
う思いますか？
ルースと私は、今日皆さんと一緒に居られなくて
寂しく思いますが、皆さんのために祈っています。
幸男さんが、今日は全ての責任を担って下さいま
す。そして、主が、今週をあなたの必要な経験で満
たして下さいますように。皆さんに神様の祝福が更
にありますように！
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
「静かな証」
エイミーは福音を語るのが禁じられている
国に住んでいます。彼女は大きな病院で新生児
の世話をしている看護師です。とても仕事熱心
で優秀なので、女性たちは彼女に興味津々で
す。それで、こっそり質問するのです。エイミ
ーが救い主について語るのは、そういうときで
す。
ある時、彼女が良くできることに嫉妬した同
僚が、薬を盗んだと訴えました。エイミーの上
司はその訴えを信じず、やがて真犯人が見つか
りました。この事件がきっかけで、彼女の信仰
について尋ねる同僚も出てきました。エイミー
の話を聞いて、私は使徒ペテロの言葉を思い出
しました。「愛する者たちよ。…異邦人の中に
あって、立派にふるまいなさい。そうすれば、
彼らは、何かのことであなたがたを悪人呼ばわ

祈りのリクエスト

りしていても、あなたがたのその立派な行いを
見て、おとずれの日に神をほめたたえるように
なります」（Ⅰペテロ 2：11-12）。
自分の生活態度の中に神の働きを招き入れる
なら、家庭や職場、学校で強いインパクトを与
えます。周りの人々は、私たちの言動を見てい
ます。神を信頼し、私たちの行動や思考を支配
していただきましょう。そうすれば、まだ信じ
ていない人たちに影響を与え、幾人かはイエス
を信じる信仰に導かれるかもしれません。

私たちの生活は、
私たちの語る言葉よりも大きく語る。

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(✓)

□HSK のすべてのシングルマザーたちの為にお祈り
下さい。彼女たちの必要が満たされ、今週励ま
されますように。
○私たちには、まだ救われていない愛する人たちがい
ます。今週彼らのために確信をもって祈りましょ
う。主の御心は、全ての人が悔い改めることです。
□山下パトリシアさんには、塊を取り除くための手術
を受けなければならない友人、シャリさんがいま
す。彼女の為にお祈り下さい。
○カルフォルニアでは、今も多くの場所で森林火災が
続いています。多くの方々が亡くなり、また行方不
明になっています。この状況のために祈りましょ
う。
□あや子さんのご家族が救われるよう、祈りましょ
う。彼女は、主が彼らの人生の中で大いなることを
成して下さることを信じています。
□ホナルドさんのお母さんのためにお祈り下さい。彼
女は脳手術後、回復しています。彼女は沢山お話も
しています。でも、個人的にイエス様を知る必要が
あります。
○中国で主に仕えている人々のためにお祈り下さいま
せんか？そこでは多くの迫害があり、人々は出国す
るように求められています。

□私たちは私たちを強めて下さるキリストによって何
でもできます。今週、この素晴らしい御約束をしっ
かり握っていましょう。
○日曜学校の先生達と生徒たちの為にお祈り下さい。
先生達は、子供たちの生活の中に主の働きを見たい
と願っています。
□毎週、ワーシップチームが礼拝の中で私たちを導く
時、主が彼らを祝福して下さるよう、続けて祈りま
しょう。
○牧師先生のお母さん、レイさんは私たちの祈りを必
要としています。彼女は手の痛め止めの薬を飲んで
いますが、そのために身体が弱ります。

☞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
★封筒が用意されています…カンボジアの教会へ することを予定していて下さい。
また、１２月のイベント予定は、
のクリスマスギフトのための
もので何方でもお使い下さい。

１２月２日にお知らせします。（牧

先週の日曜日までに、58,000

師先生は、１２月最後の日曜日に他

円が捧げられました。いくら

の教会と合同礼拝することを期待し

でも捧げることができますが…すべての捧げ物は、

ていますが…この集会はまだ確かで

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

★ラモス・マルシオさんとパトリシアさんは

…彼らの娘さんのブルーナさんが、
★今月の教会什一献金は…下記の通り、団体と個 12 月 22 日に HSK での結婚式を皆さん
人に分配されました。真実さん、りょう

にご報告できることを喜んでいます。

さんご夫妻（石巻伝道）(15,000 円)、

HSK に出席している皆さんは、この特

カンボジアクリスマスギフト(ニューライ

別なイベントに招かれていますが…

フチャーチ)(20,000 円)、サマリタン・

礼拝堂の後ろの大きな窓に貼ってあるゲストリストに

パース(子供支援)（10,000 円）、ブリッ

お名前をご記入下さい。この式に出席される方は、名

ジフォーピース（イスラエル支援）

前を記入することはとても重要です。

(10,000 円) 合計 55,000 円、今年一月
からの什一献金総額：676,423 円！

★牧師先生ご夫妻は…今朝は神戸と大阪にいます
が、今日の午後遅くに浜松に戻ります。今週、彼らの

★来週日曜日、12 月 2 日…午後 1 時 30 分から、 ためにお祈り下さり、ありがとうございます。12 月

イスラエルのための祈祷会が の結婚式の準備とともにもう少しクリスマス飾りが必
あります。皆さんは、是非こ 要です。今日のゲストスピーカーによって皆さんが励
の集会にご出席ください。最 まされることを、彼らは希望し祈っています！
近その国で起こっているイベ
ントについての簡単な報告が
あります。この集会についての詳細は、鈴木智子さん
にお聞き下さい。

★第 5 週目金曜日の断食祈祷会は…今週 11 月
30 日です。教会メンバーの皆さんは、
どうぞこのイベントに参加する計画
を立てて下さい。この日１食でも、
１日でも断食することを選択して下
さい。祈祷会は、夜６時５５分から始まります。私た
ちの国のために祈りましょう。私たちの家族や友人た
ちのために祈りましょう。

★次回執事たちのミーティングは…１２月９日
です。すべての執事たちは、このミーティングに出席

