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Hamamatsu Church of the Savior

浜松救い主教会(HSK)

「万軍の主。あなたのお住まいは

〒430-0853

なんと、慕わしいことでしょう。

浜松市南区三島町 522
TEL:053-442-5080

私のたましいは、主の大庭を

FAX: 053-442-5186
携帯: 090-1748-8480

hsk.church@agate.plala.or.jp

恋い慕って絶え入るばかりです。

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

私の心も、身も、生ける神に
喜びの歌を歌います。

浜松救い主教会はプロテスタントの単
立（Independent）クリスチャンの集まりで

詩篇 84:1-2,4

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

今週の予定

い方は、私達の教会の体に加えられる
ことを歓迎します。

はじめて来られた方、歓迎します！

1/6(日）

PM 1：30

イスラエルの祈祷会

今日!

PM

1/9 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

1/10（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

6：５５

見張り人の集い(祈祷会)

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
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。

1/13(日）

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

1：30

執事/監督 ミーティング！

牧師より
親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
申し遅れましたが、「明けましておめでとうございま
す！」
元旦は先週でしたが、私は今も 1 月のこの第一週
に心躍っています。神は今月、そして今年、私たちを御
子イエスキリストの姿へと更に変えてくださるために何
をしてくださるでしょうか？多くの良い経験が私たちに
近づいていると思います。先週土曜日の夜に行われた
ニューイヤーズセレブレイションに参加されなかった
方々は、素晴らしい時を逃してしまい残念でした。それ
は賛美と交わり、美味しい食べ物の時でした。夜 10 時
に食べるのは健康的ではありませんが、・・特別なご馳
走でとても美味でした。
無論、多くの人々は食べ物や洋服、住む場所もなく
新年を迎えたと思います。多くの国々では紛争が続
き、投獄されているクリスチャンたちも多くいます。今
年、多くの場所で苦しんでいる兄弟姉妹たちのために
祈る時間をもっと増やしていけたらと思っています。今
月、中国人のクリスチャンたちのために祈ってくれます
か？
先週は、頭を休める時間をあまりとることができませ
んでした。今日のメッセージを準備したり、賛美の曲を
選んだり、皆さんが読んでいる週報を書いたりしていま
した。でも、ルースさんと一緒に何度か食事に行きまし
た。それはとても楽しいことです。
あっ、それから忘れてはいけないことがあります。先
月、私とルースさんにクリスマスプレゼントをくださりあ
りがとうございました！皆さんがそれらに沢山の愛を詰
めてくださっているので、プレゼントすべてはとても嬉し
いものです。ありがとうございます！

今私がこの手紙を書いているときは、まだ日曜日の
メッセージは何であるか、天の父から聞いていないと
思います。いや、神が語られていないとは思っていま
せんが・・、少し違った方向から真理を表す必要がある
と、私は考えています。何を言っているでしょうか？
私たちのほとんどは、神の私たちに対する愛を幾分か
知っていると思います。神の愛を私たちは感謝していま
す。しかし、まだ愛されたことのない・・・又は愛は現実で
はないと思っている誰かと、神の愛を分かち合うことを、
神は私たちにどのように求められているか？・・
イエス様は言われました。「わたしがあなたがたを愛し
たように、あなたがたも互いに愛し合うこと、これがわ
たしの戒めです。」（ヨハネ 15：12） 今年、私が何を学
ぶか、そしてそれを通して何をするか期待で胸が弾み
ます。あなたはどうですか？
今年は 52 回の日曜日があります。今日は第一回目
で、あと 51 回あります。全ての週に互いが会えないか
もしれませんが、互いに対する愛が強くなることを希望
します。私たちは、集まることを毎週期待し、共に情熱
をもって礼拝したいと強く求め、離れているときは、私
たちの神が偉大なることをしてくださることを見たいと
望みたいです。
今週、このように生きることを始めましょう。神があな
たがたを更に祝福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。

スペシャルユースイベントが・・・ 浜松福音自由教

にも、分かち合ってほしいと思っています。

会で 1 月 19 日（土）に行われます。このイベントに
ついての詳しい情報

ポルトガル語の聖書が必要な方は、・・・ 部屋の後

は、鈴木康亮さんに

ろの書棚に新しいコンパクト聖書があ

お尋ねください。案内

りますので探してください。無料で差し

のチラシはＳＫＩスタン

上げます。大き目の聖書をお求めの

ドにあります。このイ

方は、牧師先生にお申し出ください。

ベントは、遠州クリス
チャンネットワーク：エンクリが主催です！行きましょ

毎年恒例の全日本ペンテコステ教役者大会

う！

は・・・来月 2 月 5 日～8 日に開催されます。会場は
浜名湖の畔のダイワロイヤルホテルです。スピーカ

石巻市からのニュース

ーは、牧師であり神学者であるクリスチャンのユダヤ

レターが・・・真実さん、亮

人です。スピーカーの方々についての詳しい案内は

さんから届きました。掲示

ＳＫＩスタンドにあります。カンファレンスの参加者はお

板に貼ってありますのでご

もに牧師先生たちや宣教師の方々ですが、ＨＳＫの

覧ください。日本語と英語

友人たち、メンバーたちも参加できます。但し登録料

で良いニュースや写真が

が必要です。

載っています。最近、彼らが何をしているか是非お
読みください。彼らのために続けてお祈りください。

来週の日曜日（1/13）・・・・ ＰＭ1：30、メインルー
ムで、 ＨＳＫの監督、
執 事 の 方 々 は 、ベ ン
牧師とのミーティング
が行われます。ベン牧
師は、彼らと分かち合
いたい事があり、彼ら

祈りのリクエスト
□ 中国のクリスチャンたちは、私たちの祈りを必要として

□ 12 月に教会を初めて訪れた方々すべてのために祈り

います。信仰の故に、あまりにも多くの人々が苦しんで

ましょう。彼らが再び来ることを願いますように。

います。

□ インドネシアでは、津波によって大勢が亡くなりました。

□ 私たちの教会に仕え続けるリーダーたちのために、お

今週、被災地のために祈りましょう。

祈りください。

□ 私たちのほとんどは、家族全員がまだ救われていませ

□ 私たちは、私たちを強くしてくださるキリストを通してす

ん。今週、彼らのために主の救いを求め祈りましょう。

べてのことをすることができます。今週、その約束を掴

□ ベン先生のお母さん（レイさん）を覚えてお祈りくださ

みますか？

い。レイさんは足の痛みが癒される必要があります。
□ ＨＳＫの子どもたちのために祈ってくれますか？彼らが

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。

皆、幼い時期にイエス様を知り、愛しますように。
□ リチャードさんは、Sagura クリスチャンフェローシップを
導く手伝いをしていますが、その教会のために祈りを求
めています。
□ さつきさんのために祈りましょう。彼女が健康になり、彼
女の教会で主のためにさらに用いられますように。

思いを巡らす

「Ｉｎ

Ｔｈｅ

Ｇｒｉｐ

ｏｆ

Ｇｒａｃｅ」

より抜粋 14 章「魂の紛争」 著 マックス ルケード

おそらく、あなたは壁に頭をぶつけたことが

多くが長年のサタンの嘘によって、自分は御国に

ありますね。あなたの中に、打ちのめされるよ

ふさわしくない者だと信じ込まされます。自分は、

うな弱さがありますか？それは、あなたの言葉

恵みの泉にそんなにも頻繁に行っていいのだろう

ですか？思いですか？癇癪ですか？貪欲です

か？自分は再び赦しを求める価値はないと。

か？後悔ですか？ゴシップですか？律法を知る

もし、あなたの罪が、主の恵みを受けることがで

までは、それらが悪だと感じなかったことが、

きないほど大きいものであったら、主は初めからあ

今は知ったことによって戦いが起こっていま

なたを救わなかったでしょう。あなたの短気は、天

す。

で最新のニュースではありません。あなたの罪は神

あなたの立場を覚えてくださいーあなたは神

を驚かせるものでもありません。神はそのことをご

の子です。ある人々は、自分が神に捨てられた

存じでした。あなたを初めに受け入れた方は、絶え

ので、戦いが生じていると考えます。「神の子

ず受け入れているのではないと言う理由はあります

には、こんな戦いはない。自分は孤児に違いな

か？

い。以前、神は私のための場所を与えられた
が、今は場所がない。」

さらに、あなたが攻撃を受けていることは、神の
側にいることの意味に違いありません。サタンは、

それは、サタンが恥の種を撒いたことです。

あなたのいのちの実を恐れています。サタンが望ん

サタンがあなたの罪で誘惑することができなけ

でいることは、今日あなたを打ち負かせば、明日戦

れば、あなたを責めて落ち込ませます。「神は

う敵（捧げ、賛美する者）を減らせることです。

おまえが格闘することに疲れている。」と囁き
ます。「御父はおまえの懇願にうんざりしてい
る。」と嘘を吹き込みます。

