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「主に感謝せよ。
主はまことにいつくしみ深い。
その恵みはとこしえまで。」
主に贖われた者はこのように言え。
主は彼らを敵の手から贖い…

(インターネットアドレス)
(日本語)http://www.hskchurch.org

詩篇：107 章 1-2 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

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。

１２/１６

PM

６：５５

見張り人たちの集まり(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

１１:００ ティアゴ ＆ ブルーナの結婚式

AM

８：４５

AM

９：５５ クリスマス・ソング！分かち合い！

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

１２/１９
（水）

(２２号室)

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

１２/２０
（木）

（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、

１２/２２
(土)

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。

１２/２３
（日）

賛美チーム練習

クラーク高校クリスマスバンド！
ポットラックランチ：クリスマス・ランチ！

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
今は寒いです！ワーォ！そして…とても多くの人
達が病気です。私は、皆さんが良くなって健康であ
るよう祈っています。先週は、中国にいる私の孫の
一人がとてもひどい病気でした。そして、彼女の為
に祈って下さった方がいましたら、感謝します。今
日は彼女が回復したことを報告できることを願って
います。また、私の母のためにお祈り下さり、感謝
します。彼女は、違った種類の痛み止めの薬を飲ん
でいます。今日、彼女が良くなっていることを願っ
ています。そして、皆さんへ、“どうぞ外出の際
は、正しい方法で衣服を着用して下さい。”
皆さんもご存じの通り、今週の土曜日(２２日)は
二人の若者たちの結婚式とパーティーがあります。
その日は多くのブラジル人の方達が教会にみえま
す。そして、皆さんが私たちの教会に受け入れられ
ていると感じて欲しいと願っています。あなたがも
し来られるのでしたら、他の方達と分かち合う多く
の喜びを持って来て下さい。他の人達が、クリスチ
ャンであることは本物の喜びが伴うというのを見る
ように、お祝いしましょう！
それから、翌日の日曜日（２３日）にも、また別
の大きなイベントがあります。訪問者の方達が、私
たちの教会で神様のご臨在を感じられるようにと祈
っています。でも、覚えていて下さい。私たちの顔
や笑いは、神様の喜びや愛をまず表すでしょう。ワ
ーォ！私たちの内に住まわれておられる方の故に、
どれ程私たちが違うように表すことができるかとい
うことを考えると興奮します！私たちが口を閉じて
教会に来る理由は本当にありません！それを信じる
のは誰でしょうか？
最近私の子どもの一人とした会話の中で、二人の
クリスチャンが信じることにどれ程小さい違いでも
あることで、時々緊張した交わりへとつながること

があるということを再び聞きました。（私も過去に
そのような緊張した交わりの中にいたものです！）
時々、教会で成すべき事について別の人と同意する
ことがとても難しいように思います。でも、私は最
終的にこのような結論に至りました：もし別のクリ
スチャンが心から神様を知ろうと努力しているなら
ば、私は彼を励ますべきです。そして…私にとって
心から主を知りたいと願っていることはとても重要
なことです。なぜでしょうか？誰であっても神を求
める者は、見出すからです。そして、正される必要
があることは、神様が喜んで“メスを入れて”下さ
います。天のお父様は、神を求める人たちに”メス
を入れる”ことが好きだと思います！そして、神様
が行われる手術は無料です！ハレルヤ！
私は、毎週喜んで私を助けて下さるこの教会の数
名のメンバー達にとても感謝しています。３人の方
が毎週この週報を翻訳して下さいます。そして、ワ
ーシップチームがあります。ポルトガル語の通訳
者、そして、他の方々。ありがとうございます！と
ても感謝しています！
来週の日曜日は、全ての椅子が適切な場所に置か
れ、食べ物や飲み物が準備された状態であなたは教
会に着くでしょう。全てが終った時、大掃除があり
ます。どうぞその時間のお手伝いをお願いします。
そして、絶えず喜びの大きなお料理を提供し続けて
下さい！私たちは、神様の栄光のためにこのことを
することができます！
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
「鏡と聞く耳」
ウガンダの首都カンパラでセミナーに参加し
たときのことです。ホテルまで迎えに来てくれ
た主催者の女性は、私を一瞥して、にやりと笑
いました。「何かおかしい？」ときくと「髪を
とかしましたか？」と尋ねられました。うっか
りしていました。ホテルの鏡で自分の姿を確認
したのに、なぜ気づかなかったのでしょう。
ヤコブは比喩を用いることで、聖書の学びを
現実的で有益なものとしました。私たちは鏡を
見て、髪は整っているか、顔は洗ってあるか、
シャツのボタンは外れていないかなどを確認し
ます。同様に、聖書は私たちの人格、態度、考
え、行動などをチェックするよう助けてくれま
す（ヤコブ 1：23-24）。すると、私たちは自分
の生き方を聖書の原則に従うように修正するこ
とができます。私たちは「自分の舌にくつわを

祈りのリクエスト

かけ」(26 節)、「孤児ややもめたちが困ってい
るときに世話をし」ます(27 節)。内住の聖霊を
畏れ「この世から自分をきよく守」ります(27
節)。
注意深く「完全な律法、すなわち自由の律
法」を生活に適用する人は、その行いによって
祝福されます（ヤコブ 1:25 節）。みことばとい
う鏡を見つめるとき「心に植え付けられたみこ
とばを、すなおに受け入れ」ることができます
(21 節)。

鏡が外見を映すように、
聖書は私たちの内側をあらわにする。

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(✓)

□来週日曜日（23 日）の“クリスマス日曜イベン
ト”のために祈っていましょう。多分、多くの
人達はクリスマスの本当の意味を聞くために初
めて来るでしょう。
○続けてここ日本で主に仕えているベン先生を始め、
他の宣教師の先生達のためにお祈り下さい。今週彼
らが励まされますように。
□ベネッサさんは、ブラジルにいる彼女のお母さんの
スウシイさんの救いのための祈りを求めています。
○パトリシアさんは、彼女の生徒の一人で、ゆなさん
の救いを信じています。彼女がうつ病から解放され
ますように。
□HSK では多くの方がアレルギーと風邪で苦しんでい
ます。主の御名によって彼らが癒されますように！
病気の方達のために祈って下さるのは誰ですか？
□続けて、脳に腫瘍のある少年、タスティアン君のた
めにお祈り下さい。彼は奇跡が必要です。
○森田スーザンさんは、肺がんを患っている彼女の友
人のための祈りを求めています。今週、ヘレンさん
のために祈りましょう。
□山下パトリシアさんの義理の弟さん、ひとしさん
は、胆石で苦しんでいて、手術が必要です。彼の救
いと癒しのためにお祈り下さい。

○森田スーザンさんの息子さんのただきちさんは大学
受験の準備をしています。彼女は、彼のためにそし
て彼の救いのための祈りを私たちに求めています。
□康亮さんは、彼の友人のよしあきさんの救いを信じ
ています。今週彼のためにお祈り下さい。
○アンドレアさんは、彼女のご家族全員がイエス様を
主と告白することを願っています。今週、彼女の祈
りに加わりましょう。
□続けてトルーマンさんとご家族、そして中国での彼
らの生活に主のご計画を求めてお祈り下さい。多く
の人々はその国を出るように言われています。

☞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
★会計簡易報告…HSK の会計報告は下記の表でご覧

と分かち合うための食べ物をお持ち下

頂けます。詳細は、SKI スタンドで

さい！HSK でクリスマスランチ‼

ご覧頂けます。来週、教会什一献金

そうです。教会の建物の中は一杯に

(56,000 円)をどのように他の人達へ

なるでしょう。でも、集会が喜びで

分かち合ったかがお分かりになります。

満たされるよう、牧師先生を助けて下

★先週の日曜日の時点で…カンボジアの新しいク

さい。ゆっくりと食事をして、新しい

リスチャンスクール建設のた

友達を作ります。そして、イエス様を

めに

自分の救い主とするよう、生徒さんを

113,000 円が捧げられ

ました。与えて下さってあり

導けたらと願います。それをしましょう！

がとうございます！私たちの

★教会の友人におめでとおうございます：西野

教会からのこの大きなクリスマスギフトに牧師先生は

はるくさんは、彼の教会のクリスチャンの女性、奥山

とても喜んでいます。与えること…それは私たちの教

せいなさんとご婚約されました。結婚式の日はまだ分

会を素晴らしい教会にする一つのことです！

かりませんが、多分来年になるでしょう！

★注意：12 月 22,23 日は HSK 駐車場に駐車は

★覚えていて下さい：今週土曜日の結婚式は、午

困難になるでしょう！ですので、

前 11 時に始まります。皆さんのお席は十分にありま

HSK メンバーの方は、近くの新しい

す。HSK メンバーの皆さんにお願いしたいのですが、

駐車場をご使用下さい。エリアマッ

お客さんの座る場所があるか確認して下さい。そして

プは教会の玄関にあります。

…マルシオさんとパトリシアさんは

★12 月 23 日…クラーク高校の”クリスマスバンド

多くの HSK メンバーと友人たちがこ

“が HSK で演奏して下さいます！集会の終わりにクリ

の特別なイベントに出席して下さ

スマス持ち寄りパーティーがありますので、他の人達

ることをとても喜んでいます。彼ら
は皆さんに良い時間を過ごして欲し

会計報告

いと願っています。
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ｖ

教会の会計係である松尾三枝子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しま
した。１１月１６日から１２月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概
要は以下の通りです。
項目

（単位は全て円）
先月繰越金

！ 収入

支出

残高

一般会計

¥4,150

¥557,161

¥606,579

-¥45,268

建物献金

¥887,606

¥12,048

¥78,935

¥820,719

援助金

¥22,587

¥0

¥0

¥22,587

クリスチャン・スクール基金

¥38,381

¥0

¥0

¥38,381

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥0

¥158,697

奨学金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

クリスマス基金

¥7,250

¥0

¥1,798

¥5,452

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地献金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

2018 年 11/12 月の教会什一献金は 56,000 円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。
神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。
什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい
ます！

