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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。

１２/２３

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

１２/２６

PM

１：２５

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

１２/３０

AM

８：４５

賛美チーム練習

(日)

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

（水）

(２２号室)

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

１２/２７
（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、
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。

１２/３１
（月）

多分…大晦日の交わり！

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
私は、皆さんと共に過ごすこの日を楽しみにして
いました。そして、部屋が特別なゲストたちで一杯
になることを希望します。一年のうちのこのクリス
マスの時期は、新しい友人たちとの経験を沢山持つ
べきだと思います！そして、HSK に初めてお越しに
なった方々には、再び来て下さることを本当に願っ
ています。そうすればあなたのことをもっとよく知
ることが出来るからです。それに加えて、皆さんは
クリスチャンと一緒にいると純粋な会話をするとい
うことを発見すると私たちは確信しています。しば
しば多くの秘密で覆われた偽りの笑顔の仮面をかけ
ている人々と一緒に過ごした後、そのような人間関
係があるべき関係だと容易に信じてしまいます。で
も、それはあるべき人間関係ではありません。イエ
ス様の助けによって、どんな人でも純粋な喜びに満
たされることができ、幸せであるふりをすることを
止めることができます。
そして、きっと HSK であなたの言葉を話さない方
にもお会いするでしょう！それについて私たちはど
うするでしょうか？これが私の最善の答えです：そ
の方にあなたのお名前を伝えて下さい。そしてその
方のお名前も聞いて下さい！そして、その方の外見
を褒めて下さい。そして、この”ゲーム“に他の方
が加わるように招いて下さい。今日、あなたは帰る
前に、何か新しい言葉を学ぶかもしれません…そし
て、新しい友人もできるかもしれません！
先週、私は背中にある痣のことで意見を聞くため
に皮膚科の先生を尋ねました。そうです、その痣は
見たことがありませんでしたが、私の妻は、それは
取り除くべきだと思っています。でも、私が待合室
で待っている間、多くの人々が見るからに痛そうな
様々な皮膚疾患を抱えて入って来ました。赤い腕と
赤い顔をした人もいれば、手を包帯で巻かれた人も

いました。ある人々が持っている痛みの故に悲しい
気持ちがしました。これらの人々はどのくらいお医
者さんに会いに来ていて、でも痛みを軽減されない
でいるのだろうか、と私は思いました。肌がとても
弱くて、割かれやすく、食べ物や細菌、或いは太陽
からでさえもすぐに悪影響を受けてしまうようで
す。聖書の中の有名な男性の一人は、ひどい皮膚病
になりました。「私の皮は固まっては、またくずれ
る。」(ヨブ記！) でも、皮膚科の待合室で私の前
を通っていくこれらの人々に私は何を言うことがで
きたでしょうか？あるいは、彼らの包帯を見ていな
かったかのようなふりをするべきだったでしょう
か？…このような思いで待合室を出ました：私は、
皮膚の感染症や疾患を患っていないことを更に感謝
しました。でも…誰であっても皮膚の問題を持って
いる方がいましたら、私は、私たちの身体の創造主
である方からの癒しを求めて更に情熱を持って祈り
ます。「そして、自分から十字架の上で、私たちの
罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を
離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち
傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです。」
（Ⅰペテロ 2：24）
今日初めて私に会った方は、どうぞまたお越し下
さり、私と話をして下さい。この教会の人達は皆あ
なたと友達になりたいと思っています。今週、私た
ちはあなたやあなたのご家族のために祈っていま
す。そして、神様の祝福が更にあなたにありますよ
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
「豊かさと苦しみ」
アン・ヴォスカンプは著書「1000 の贈り物」
の中で、神様がして下さったことを毎日の生活
の中で見つけなさいと勧めています。そうすれ
ば、台所のシンクに虹色の泡ができた、という
些細なことがら、自分のような罪人にさえ救い
が与えられたという大きなことまで、神が様々
な形で豊かに施して下さっていることに気づき
ます。彼女は、感謝の心が、どんな苦境にあっ
ても神を見出す鍵だと言います。
ヨブは苦境を経験したことで有名です。彼は
多くを失いました。全ての家畜を失った直後、
１０人の子供たちをいっぺんに亡くしたので
す。聖書は「この時、ヨブは立ち上がり、その
上着を引き裂き、頭をそり」（1：20）と語
り、彼の深い悲しみを表しています。しかし、
その時のヨブの言葉から、私はヨブが感謝する習

祈りのリクエスト

慣を身につけていた人だと思います。なぜなら、
彼は失ったものは全て神から与えられたものだと
語ったからです(21 節)。さもなくば、この悲し
みの中でどうして神を礼拝できたでしょう。
日々の感謝があっても、喪失の痛みを消すこと
はできません。ヨブ記を読み進めると分かるよう
に、ヨブは悲しみと向き合い、問い、苦悩しまし
た。しかし、神が良いお方であると、どんな形で
あれ認めるなら、どれほど辛いときでも、全能の
神の御前にひざまづき礼拝することができます。

毎日の感謝を書き留めて、
生活がどう変化するか試してみよう。

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(✓)

□中東地域では、今も不安定な状況にあります。
今週この地域…イスラエル、イラン、トルコ
等々のために祈りましょう。
○クリスマスシーズン中は、多くの人々が初めて教会
に入って来ました。今日、HSK に初めてこられた方
達のために、今週祈りましょう。彼らが神様を知る
ようになりますよう、主の助けを求め、お祈り下さ
い。
□私たちの教会に来ている子供たちの為に祈って下さ
いませんか。ひとりひとりがもっとイエス様を愛す
ることを学ぶことができますように。
○HSK に来ている婦人たちの未信者のご主人たちの為
に祈りましょう！今年、彼らがイエス様を信頼する
ようになりますように！
□山下パトリシアさんは、ご家族の救いを信じていま
す。今週、そのことのために祈りましょう。
□ベネッサさんは、ブラジルにいる彼女のお母さんと
ご家族のための祈りを求めています。彼らは、まだ
皆クリスチャンではありません。彼らのために祈っ
て下さるのは誰でしょう？
○三枝子さんは、彼女の友人のゆきえさんの救いを信
じています。今週、この女性のために祈りましょ
う。

□昨日のブルーナさんとチアゴさんの結婚式に出席さ
れた多くの方達は、まだイエス様を知りません。主
が彼らに神様の愛と喜び、平安を語って下さいます
よう、祈りましょう。
□続けてデイジーさんのお子さん達、ゆうこちゃんと
あきおくんのために祈りましょう。彼らがイエス様
の御名によって癒されますように。
○この国、日本を覚えて祈って下さいませんか？今年
多くの人々が救われますように。
□康亮さんの友人のよしあきさんに主を信じ信仰を与
えて下さるよう、主に祈って下さるのは誰ですか？

☞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

皆さんへ

メリークリスマス!!

そでうす。クリスマスは火曜日ですか、牧師先生は、今年最後の日々をキリストの喜びに満たさ
れている皆さんであることを希望し、祈り、夢に見ている
ということを皆さんに知って頂きたいと願っています。
「祝福あれ。主の御名によって来られる王に。天には平和、
栄光は、いと高き所に。」（ルカ★19：38）

★教会什一献金… 56,000 円は以下の通り分配され ★チアゴさん、ブルーナさん、おめでとう
ました。りょうさん、真美さ ございます…レイスご夫妻！昨日、
ん(東北宣教)（16,000 円）、 このご夫妻は、HSK で結婚式を挙げられ
愛の決心(日本養子宣教団体) ました。牧師先生は、彼らの結婚式に
（15,000 円）、クルード牧師 参加できたことをとても喜びました。
牧師先生は、ポルトガル語で彼らに多く
先生（イスラエル教会）、ニ
ューライフリーグ（クリスチャン印刷出版）(15,000

の祝福を語りたかったのですが…一つの

円）今年の什一献金総額：845,423 円！ハレルヤ!

言葉が何度も適切に繰り返されたようです：「パラベ

これは素晴らしいです！

ンス」(おめでとうございます！)

★クラーク高校クリスマスバンドの皆さん！

★牧師先生は HSK の皆さんに…来年は聖書全部

ようこそ HSK へ！今日、HSK に出席している皆さん

を読んで欲しいと願っています！教会の

が、あなたたちが再び私たちのために歌い、楽器を演
奏するために、戻って来て下さったことをとても喜ん
でいます。後ほど、

玄関の前の机に無料の聖書通読日課表が
あります。英語版は、SKＩスタンドにあり
ます。それをしましょう。そして、今月」
から始めたい方は、それは更に素晴らし

皆さんと一緒に食事

いです。一年以内に聖書全体を読むこと

を楽しむことを希望

は難しいことではありません。

します。どうぞ、リ
ラックスして、情熱を持って歌って下さい。私たちは
今日、一緒に何曲かクリスマスソングを歌います！

★ある方からの提案です…それは、大晦日の 12
月 31 日に、私たちが共に集い、交わりと祈りの時を

★ひらた牧師先生とご家族の皆さん、そし
て、改革バプティスト教会のメンバーの皆さ
ん、HSK へようこそ！今日、HSK に出席されている

持つというものです。牧師先生は、これをすることに
とても興味があります。そして、今日このようなミー
ティングについてもう少しお話をします。夜 10 時か

ら真夜中にかけてのミーティングはどうですか？そし
皆さんが、クリスマス祝会を て、新年の最初の数秒間、皆で叫ぶのです！それか
楽しまれることを希望しま
ら、また大きなカップの温かいコーヒーや紅茶、ココ
す。私たちは、共に食事をし アを飲みます！そして、マシュマロを焼いてはどうで
ながら素晴らしい時を過ごす しょう…コストコの大きなマシュマロです！それをし

ことを期待しています。そして…皆さんと分かち合う
ために食べ物を持って来て下さった方に感謝します。
ベン牧師先生は、ひらた牧師先生の友人であることを
とても喜んでいます。

ましょう！

