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万軍の主。あなたのお住まいは
なんと、慕わしいことでしょう。
私のたましいは、主の大庭を恋い慕って
絶え入るばかりです。
私の心も、身も、
生ける神に喜びの歌を歌います。
なんと幸いなことでしょう。
あなたの家に住む人たちは。
彼らは、いつも、あなたをほめたたえています。
詩篇：84 章 1-2,4 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。

１/１３

PM

１：３０

監督と執事たちとのミーティング

今晩の祈祷会はありません

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

１/１６
（水）

PM

１：２５

祈祷会

(２２号室)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

AM

１０：３０

AM

８：４５

賛美チーム練習

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

PM

６：５５

見張り人たちの集まり（祈祷会

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。

１/１７

浜松救い主教会はプロテスタントの単立

（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、

１/１９
(土)

ジョイクラブ(子供のイベント)

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。

１/２０
（日）

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
まず、言う必要があるのは、先週日曜日の誕生日
パーティーを私はとても楽しんだということです。
そして、とても多くの訪問者があり、彼らは私たち
の友人になったことを希望します。（そして、先週
初めて来られた方で、今日もお越し下さっているの
でしたら、私たちは再びあなたにお会い出来て嬉し
いです！）でも、また同時に、一年の最初の日曜日
に皆さんと共に賛美し、聖書から真理を分かち合え
たことも楽しみました。天のお父様にとって、一年
の中で最初の日曜日がどれ程重要か、私は分かりま
せんが、私たちが信じるために決断したことやどの
ように生きることを決断したかが、天のお父様にと
ってとても重要であると思います。そうです、私た
ちの監督者と少なくとも２人の執事が今年何度か分
かち合って下さいます。そして、私は、すでに彼ら
が全能の神様が言っておられることを聞くことを楽
しみにしています。彼らが語るのを皆さんは楽しみ
にしていますか？
先週、私は、今年の始まりはどれ程違っているか
ということを考えていました。まず、私の横には一
人ではなく二人の通訳者が立っていました。そし
て、メッセージは私が思っていた以上に長くなりま
した。加えて、訪問者の多くはブラジル人達でし
た!！多分、他の牧師先生達も同じような経験をし
ているかもしれませんが、していないかもしれませ
ん！でも、私はこのような結論に至りました：天の
お父様が私たちの集会を導いておられるならば、誰
であっても、彼らは神様と神の家族に愛されている
ことを知らなければなりません。私たちが将来、顔
と顔を合わせて神様にお会いするとき、神様は、私
たちにどのくらいの人々と話をしたかではなく、ど
のくらいの人々に神様の愛を分かち合ったかを尋ね
るでしょう。

先週、ルースとの会話の中で、HSK のクリスチャ
ン達は他のクリスチャン達とどう違うかということ
を共に思っていました。何が違うのでしょうか？私
たちは、讃美歌ではなく、最近書かれた曲を多く歌
います。私たちには、長く説教をする牧師がいま
す！牧師先生は、時に余りにも情熱的になります。
でも、彼女が言った一つの結論はこれです：すべて
の教会は、互いに少しの違いがあるでしょう。でも
…その結論には誤解を招く所があると思います。私
が言おうとしていることは何でしょうか？数人の牧
師先生だけではなく、全ての牧師先生達は、病人の
ために祈り、神様が彼らを癒して下さることを期待
するべきだと思います。全てのワーシップリーダー
達が喜びで溢れているべきだと思います。全てのク
リスチャン達が、頻繁に教会に何かを捧げることを
期待しているべきだと思います。皆さんはどう思い
ますか？確かに、更にイエス・キリストのようにな
ることを選んでいきましょう！
今週は更に寒くなると思います…本当に寒いでし
ょう。外出する方は暖かくして下さい。また、主に
私たちが健康であるよう、続けて祈りましょう。余
りにも多くの方がインフルエンザに罹っていて、仕
事や学校を休んでいます。もし、体調がすぐれない
方がいましたら、躊躇なく祈りを求めて下さい。
「あなたがたの間で病気の方はいますか？」私たち
の神様は癒し主であり、道を作る方、奇跡を行われ
る方です。それが神様です！
主があなたを祝福し、守られますように。
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
「ザリガニの苦境」
ザリガニ釣りに誘われてワクワクしました。
いとこがプラスチックのバケツをくれたので、
私はにっこりしながら「ふたはないの？」と尋
ねました。彼は釣り竿と餌の入った袋を持ち上
げながら「必要ないよ」と言いました。理由は
後で分かりました。小さなザリガニたちは、ほ
ぼ満杯のバケツから逃げようとしますが、１匹
が縁にたどり着くと、他の１匹がそれを引きず
り下してしまうのです。
そのありさまは、社会の利益よりも自分の利
益を優先する姿勢が、何と破壊的であるかを映
していました。使徒パウロは、テサロニケの教
会に手紙を書いて「気ままなものを戒め、小心
なものを励まし、弱い者を助け、全ての人に寛
容でありなさい」（Ⅰテサロニケ 5：14）と促し
ました。信頼し励まし合う関係が必要だと知っ

ていたからです。彼はテサロニケの教会の人達
が、互いに支え合っていることをほめ（11
節）、ますます良い関係を築くように勧めまし
た（13-15 節）。赦し、寛容、思いやりの社会を
作っていく努力をする中で、神との関係、また
人と人との絆も強くされていきます（15,23
節）。
私たちが足の引っ張り合いをせず、互いに認
め合い、神に誉を帰する言動をするなら、真摯
な愛を通して成長し、キリストをあかしできま
す。

周りの人が自信を持つために、あなたは
何をしましたか。
あなたは信仰の兄弟姉妹からどんな配慮や
励ましを受けましたか。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

祈りのリクエスト
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 に来られる全ての訪問者たちの為にお祈り下
さいませんか？多くの方々は身体だけではなく
心の傷の癒しが必要です。
○パトリシアさんは、ご主人と彼の家族の救いを信じ
ています。今週、山下さんやご家族のために祈りま
しょう。
□先週、大阪から来られたいとうさとみさんはお父さ
んのよしひろさんと妹のえつこさんがキリストのも
とに来るのを見たいと願っています。今週、彼らの
ためにお祈り下さいませんか？
○あやこさんは、息子さんのようじ君が、間も無く小
学校一年生になりますが、彼の信仰が成長し、守れ
ることを信じています。彼女の子供たちの為に祈っ
て下さるのは誰ですか？
□数週間のうちに、この町で大きな集会があります。
多くの牧師先生やクリスチャンの奉仕者が出席しま
す。この集会の上に神様の祝福があるように祈りま
しょう。
□アンドレアさんは、彼女のご家族全員が救われるこ
とを願っています。今週、なかちさんご家族のため
にお祈り下さい。
○エブリンさんは、息子さんのジェイローさんが日本
に来て彼女と一緒に暮らすことを希望しています。

このことが起こるようにお祈り下さい。
□ベン牧師先生のお母さんは、今も腰の酷い痛みに耐
えています。イエス様の御名によって彼女が癒され
ますように。
□まさみさんのお祖父さんは、アルツハイマー病で
す。彼女は、彼が癒されることを願っています。彼
のために祈って下さいませんか？
○デイジーさんは、彼女の義理のお母さんと弟さんの
ための祈りを求めています。彼らの思いと心が主に
触れられますように。

☞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
★次回子供のイベント、ジョイクラブは…今

ちの救い主、イエス・キリストの苦しみと死を思い起

週土曜日の 1 ㏨にあります。素敵な歌

すためのものです。牧師先生は

や面白い聖書のお話し、ゲームやおや

この日、HSK のメンバーは誰も

つが、このイベントをあなたのお子さ

休むべきではないと信じていま

んやお友達にとってのとても特別なも

す。キリストの死が全ての罪の

のとします。ジョイクラブ列車は、午前 10 時 30 分出

赦しを完全なものとしました。そのことを覚えて、天

発です。

のお父様に感謝を捧げましょう。

★恒例の全日本ペンテコステ大会は…来月の 2

★先週日曜日、初めての試み…牧師先生は、彼

月 5 日-8 日に開催されます。この

の隣にお二人の通訳者に立ってもらい、分かち合うこ

集会は、浜名湖の湖畔にあるダイ

とを選択しました。このことは、今年

ワロイヤルホテルで行われます。

頻繁にあるか、滅多にないかになるでし

スペシャルスピーカーには、牧師

ょう。たとえ 3 か国語が話されていても

先生であり聖書の教師であるユダ

皆さんが、神様が語っておられるのを聞

ヤ人のクリスチャンが含まれています。この集会のス

くことを心から希望しています。今年も忍耐して下さ

ピーカーについての詳細は SKI スタンドにあります。

り、ありがとうございます。

この集会は、主に宣教師や牧師先生達のためのもので
すが、HSK のメンバーや友人たちも登録料を払った

★また、先週のことです…1,2 台の車が間違った

後、出席が許されています。

場所に駐車されていました。これは
少しの問題を引き起こします。

★特別なユースイベントが…今週土曜日 1 ㏨に、

全ての教会メンバーの方達は、第

浜松福音自由教会でありま

二駐車場に車を駐車するように考

す。詳細は、鈴木康亮さん、

慮すべきです。どうぞご理解、ご協力をお願いし

または SKI スタンドから入手

ます。教会に間に合うためにたった数分早く駐車

できます。このイベントは、

場に着く必要がありますが…それをしましょう！

遠州クリスチャンネットワー
ク（遠クリ）が主催しています。行きましょう！
！

★”聖餐式“または”主の晩餐“…は 2 月の最
初の日曜日（3 日）に執り行われます。これは、私た

1 月は、何方かの誕生日月です！
あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら…
お誕生日、おめでとうございます！
あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、
これからの新しい一年がさらによい年となりますように！
神様の祝福がありますように！

