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その恵みはとこしえまで。」

URL: (日本語)www.hskchurch.org
(English) www.hskchurch.com

主に贖われた者はこのように言え。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

主は彼らを敵の手から贖い、・・

立（Independent）クリスチャンの集まりで

詩篇 107:1-2

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。

今週の予定

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
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PM 1：30

今日!
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12/5 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

12/6（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

6：５５

イスラエルの祈祷会
見張り人の集い(祈祷会)

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ＨＳＫの礼拝ＤＶＤを
お持ち帰りください。尚、小さなお子様を
持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ
とのできるためのベビールームも設けて
いますのでご利用ください。
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８：４５

賛美チーム練習
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９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!

PM

1：30

執事/監督 ミーティング！

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
まず、先週私とルースさんが神戸にいる間、祈ってく
ださったことに、お礼申し上げます。私たちは、子ども
達や孫達と共にすばらしい時を過ごすことができ、大
阪の教会にも行くことができました。そこでのゲストス
ピーカーが語ってくれた言葉は、私が今年皆さんに語
っていた言葉でもあったので、私たちはとても励まされ
ました。先月の初めに話したように、私は天の父が特
別なことをしてくださるのを期待しています。今年が終
わる頃には、私たちは皆、神が私たちがまだ見たこと
も聞いたこともないことをしてくださるという更に偉大な
る信仰を持つべきだと信じています。
信仰のことについて言うと、信仰はポケットの中に余
分にお金を持つ、またはガソリンを満タンにする、ある
いは冷蔵庫に牛乳を一杯入れることのように考えやす
いと思います。信仰は余分に持つことのように見られ
ることが多くありますが、初代クリスチャンにこのことが
示されました。：「信仰は望んでいる事がらを保証し、目
に見えないものを確信させるものです。」（へブル 11：
1） 言い換えれば、パウロは次のように書いていると
思います。「信仰はあなたが持つことができないと言わ
れたものを得るために必要なものです。」
ですが神の御言葉にはそれ以上の意味がありま
す。私たちが持つのが不可能だと見えるもののため
に、信仰がもっと必要であると私は信じています。それ
ゆえ、信仰が足りないことのないようにしましょう。
今日と来週、私たちの教会で計画されている大変良
いイベントのためのご案内をします。ある方々は更に
忙しくなって、もっと休みたい、・・活動したくないと思う
かもしれません。けれども、私はこの提案をします。毎

日、天の父にこのリクエストをして一日を始めてくださ
い。「主よ、この日を喜びで終わらせてください。私の霊
を新しくして帰宅させてください。今日何かをするのが
嫌になりませんように！」 あなたはどう思いますか？
今月、このように祈りましょう。
2 週間前、皆さんが歌ってくれた歌を、私は今も考え
ています。また、頂いた尊い言葉や特別な贈り物につ
いても思い起こしています。ワオ！あの日曜日はとて
も良かったです。まるでクリスマスのようでした！これ
から新しい年に向かいますが、私は皆さんに心からの
祝福を望みます。私は最善を尽くして皆さんを教え、励
まし、導き、守るつもりです。おそらく、次の牧師や監督
者、執事についての話を、あなたは耳にするでしょう。
しかし、私が牧師である間は、私は神の祝福があなた
の人生にあるように求めていきます。あなたが驚くべき
クリスチャンとなるように、私は神に求めています。私
たちの教会が神のご臨在で満たされることを、私は慕
い求めています。歌う新しい歌も探しています。毎週同
じことを繰り返すことだけに満足しません。そのような
わけで、私のために祈ってください。
主が、今月 12 月、あなたとあなたのご家族を天から
の良い経験で満たしてくださいますように。
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。

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう
ウエブサイトは

www.hskchurch.org です。次に Media をクリックすると日曜礼拝がご覧にな

れます。又は、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオもいつでもご覧
になれます。

祈りのリクエスト
□ ルースさんの友人のお孫さん（Tristan くん）のためにお
祈りください。この少年は脳に塊があり、すぐ手術をしな
ければなりません。

□ パトリシアさんは、友人（シャーリさん）のための祈りを
求めています。彼女は脳に塊があり、イエス様を知る必

□ 牧師先生のお母さん（レイさん）のために再び祈ってく
れますか？彼女は近ごろ弱くなっていて、主の力が必
要です。

要があります。
□ ルースさんが英語を教えている 4 か所の学校でクリス
マスの本当の意味を自由に分かち合うことができるよう

□ メキシコから何千人もの移民がアメリカに入国しようと
押し寄せています。この大きな問題に対すて良い解決
が与えられるようお祈りください。

お祈りください。クリスマスの素晴らしい話に彼らの心
が触れられ変えられますように。
□ 智子さんは、友人のご主人（藤田たけよしさん）のため

□ どなたでも自由に出入りできるバリアフリーの建物が教
会に与えられるよう続けてお祈りください。

の祈りを求めています。彼の霊と心の救い、癒し、自由
が必要です。

□ この国のリーダーたちのために祈ってくれますか？彼ら
の多くがすぐにイエス様を知りますように。

□ 中国政府は、外国人の信者の滞在をさらに困難にして
いるのでお祈りください。

□ カリフォルニアの山火事は沈下しましたが、まだ大勢が

□ 祈りのリクエストがある方は、リクエストカードに今日記

行方不明です。彼らの家族の方々は私たちの祈りを必

入してください。今週、あなたのリクエストのために他の

要としています。

人たちが祈ります！

□ 三枝子さんは、友人のおばあさんの救いを信じていま
す。今週、はるぐちゆきえさんのためにお祈りください。

思いを巡らす

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リ
クエストカードの週報×とお書きください。

「神は急いでいない」

より抜粋 28 章「苦い根を掘り起こす」 著 Warren Wiersbe
へブル 12：15 では苦い根のことを警告してい

持つものとなります。

ます。根は育てなければ成長しません。私たち

心の土壌から苦い根を排除する方法が、3 語で

が自分の傷や罪を正直に主に告白するなら、主

語られています。「平和」「聖め」「恵み」。私た

はその根を根こそぎするのを助けてくださいま

ちが全ての人と平和を保つなら、マタイ 18：15-20

す。苦い根が根こそぎされていれば、ひどい痛

の教えに従い、自分の受けた感情の傷による兄弟姉

みから救われます。しかし、問題は、私たちが

妹との断絶を許しません。また、私たちが聖い人生

その根を育て、深く根を張るのを楽しんでしま

を養っているなら、苦い根の繁殖を許さない雰囲気

うことです。外側では、私たちは信仰に篤い人

の中にいます。それら全ては神の恵みによるもので

に見られますが、内側では苦々しい思いを抱く

す。自然の性質では、私たちは自分自身を守り、近

人になってしまいます。

くに来るものを獲得します。（おそらく、他の人々

苦い根は大胆に取り扱わなければなりませ

の方に来ていると思うものを与えているでしょ

ん。それを外に引っ張り出し、木の根元に斧を

う。）しかし、神の恵みはそれら全てを変えます。

当てます。病気になった枝や枯れた葉っぱを取

今日、私たち皆、自分の心の土壌を調べる時間を

っただけでは意味がありません。問題は根だか
らです。
もちろん、苦い根を生やさないことが最善で
すが、それも努力が必要です。まだ小さなうち
にそれを切り取る方が容易です。それを長引か
せれば、苦い根はさらに成長し、より苦く毒を

持ちましょう。

カンボジアの教会へのクリスマスギフトの封筒

12 月 23 日、クラーク高校‘クリスマスバンド’が・・

は、・・ 用意されています。

HSK に再び来て演奏してくれま

先週の日曜日までに計

す！昨年も演奏してくれた高校生

88,000 円捧げられました。金

グループは、今年も HSK に来るこ

額はいくらでも構いませんが

とを望んでくれました。・・私たちは

12 月 9 日までにお捧げくださ

彼らと良いときを再び持つことがで

い。12 月第 2 週にカンボジア

きるでしょう。その日、私たちと加

に送金したいと思っています！

わる方々は：バチスタリフォマーダ
教会の牧師先生とご家族、メンバーたちです！彼らは

次回の執事のミーティングは、・・12/9、

昨年末に HSK と合同礼拝をした方々で、再び来訪を

PM1：30 から行われます。すべての執事

望んでくれました。重要：礼拝後にクリスマスの持ち寄

さんたちはお集まりください。今年、来年

りランチを計画していますので、皆さん分け合うための

のイベントのための大切な考えを話し合

食事をお持ちください。HSK でクリスマスランチ！！！

いたいと、牧師先生は思っています。

教会のスペースが満杯になると思いますが、その集会
が喜びで満たされるようベン牧師を手伝ってください。

ブルーナさん＆チアゴさんの結婚式に参加の方

私たちはゆっくり食事をして新しい友人を作り、学生た

は、・・メインルームの後ろのガラス

ちに、イエスキリストを救い

に貼ってある名簿に名前を記入し

主として紹介していきたい

てください。結婚式は 12 月 22 日

と思います！やりましょ

HSK で行われます。出席者の名簿

う！

は大変重要とされていますので、今
日記名してくださるようお願いしま
す！

「すると御使いが言った。『こわがることはない。マリ
イスラエルからの最新情報を届ける・・ 情報誌”Olive

ヤ。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。

Life”が教会の玄関に置いてありますので、どうぞご自

あなたはみごもって、男の子を産みます。名をイエスと

由にお取り下さい。発行元は、イス

つけなさい。その子はすぐれた者となり、いと高き方の

ラエルへの福音宣教に貢献する団

子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビ

体ブリッジフォーピースです。

デの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの
家を治め、その国は終わるここがありません。』（ルカ
1：30-33）

