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彼らに食物を与えられます。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

あなたは御手を開き、すべての生きるものの願
いを満たされます。

立（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

詩篇 145:14-16

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

12/10 (日）
今日!

PM 1：30

執事/監督 ミーティング！

（今夜の祈祷会はありません。）

12/13 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

12/14（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

12/16（土）

ＡＭ 10：30 ＪＯＹクラブ（子どものイベント）

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。

12/17(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

PM

6：55

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
見張り人の集い（祈祷会）

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
私がこの手紙を書いているとき、私とルースさんは
2019 ペンテコステ教役者大会の只中にいます。この大
会では、6 人のユダヤ人クリスチャンたちが、イスラエ
ルで主がどのように働かれているかを話してくれまし
た。その中で興味深い一つの事は、ユダヤ人は日本
人をとても好んでいるということです。彼らは日本人が
どうして好きなのか分からないけれども好きだというこ
とです！彼らユダヤ人たちは、主が日本に偉大なこと
をしてくださることを本当に期待していて、それが、イス
ラエルのための更なる祝福になると信じているそうで
す。ＨＳＫのクリスチャングループが何年も継続してイ
スラエルのために祈ってくれていることを感謝します。
祈り続けてください！
この数週間、旧約のヨシュア記を続けて読んでいま
す。その中の最初の出来事は、2 人の斥候がエリコの
町を偵察に行くところです。エリコは、主がイスラエル
に滅ぼすように命じた町でした。「彼らは行って、ラハブ
という名の遊女の家に入り、そこに泊まった」（ヨシュア
2：1）2 人の主を畏れるユダヤ人たちは、売春婦であっ
た女性の家に身を隠しました。不道徳な女性の家に入
ることを彼らはどう思っていたでしょうか？そして、彼女
の家を出る際、その町が滅ぼされる時には彼女とその
家族には害を与えないことを約束しました！神を知る
2 人の男たちは偶像を拝む誰とも約束をせず、ラハブ
とだけ、殺さないことを保証しました！彼らは、全能の
神について何を信じたのでしょうか？それらの答えは
はっきり分かりませんが、私はこのように思います。：
彼らは、神の愛は非常に偉大であり、強力であること
を信じていた。・・神はその憐れみをどこまでも広げら

れる！私は主の憐れみをとても嬉しく思います。
先週の日曜日、私たちは皆バースデーパーティーを
楽しんだと思います。今までほとんどは大人のお祝い
だったと思いますが、あなたのお子さんの誕生日を、ケ
ーキ（アイスクリーム）など持参してお祝いしたい方は、
是非そうしてください。パーティーの様子を撮った動画
をアメリカの友人たちの送り、彼らは楽しんで観てくれ
ました。でも教会が単なるパーティーだと勘違いされな
いようにしたいです！ともあれ、もっと楽しみましょう。
まだ春は今月に始まらないように感じますが、一番の寒さ
は終わったと思います。しかしながら、まだ病気にかかる
人々がいます。手からの細菌による感染症にも気を付けてく
ださい。手を清潔にすることが病気の多くを予防すると聞き
ました。最近、日が少し長くなったことに気づきましたか？私
は太陽光が好きです。あなたはどうですか？
私は十分に伝えることができないですが・・・ルースさんと
私は、皆さん一人ひとりをとても感謝しています。毎週、皆さ
んに会うのを楽しみにしています！
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
□ インフルエンザが流行している中、健康が守られるよう
続けて祈りましょう。

す。

□ 今週、教会リーダーたちに知恵が与えられるよう祈って
くれませんか？彼らのための祈りを主に掲げてくださる
ことを、彼らはありがたく思います。

□ 主が私たちに命じておられるように、エルサレムの平和
のためにお祈りください。
□ ベン牧師のお母さん（レイさん）は、今も腰の癒しが必

□ まだ主を知らない家族がいるのはどなたも同じだと思い
ます。今週、家族のための祈りを主に掲げましょう。
□ こフィリピンのドゥトルテ大統領、トランプ大統領、ブラジ
ルのボルソナロ大統領のために特にお祈りください。今
年、彼らがもっと主を知りますように。

要です。今週、彼女を祈りで支えましょう。
□ ベネズエラは、今も私たちの祈りが必要です。そこには
困窮があり、神の平和が必要です。
□ 日本の天皇と、皇室全体が救われるように祈ってくださ
いますか？私たちの神には不可能はありません。

□ サクラさんのおばあさん（クィチナさん）が病気なのでお
祈りください。イエスの御名により癒されますように。

□ 今週、中国のために祈ってくれるのは誰でしょう？多く
のクリスチャンたちが迫害を受けています！

□ 森田スーザンさんは、入院している友人のヘレンさんの
ための祈りを求めています。

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

□ ＪＰＦ大会に出席した牧師先生たちのために祈りましょ

は、リクエストカードの週報×とお書きください。

う。彼らが励まされ続けますように。
□ ホナルドさんとアンドレアさんの息子さん、ルアンさんの
ために祈ってくれますか？彼はすぐに仕事が必要で

思いを巡らす

「主にあって強められる」

より抜粋 8 章「環境をコントロールする」 著 ビル・ジョンソン

私たちの耳にセットされた基準は、自分自身

語る人々と同じ見地に立って関わっていくことに境

を強める力を確定する。なぜなら、他のどの声

界線を引いた。私は彼らにミニストリーをするが、

よりも神の声を聴くのを選ぶことにより、私た

私の人生にアクセスさせない。私が弱い時、彼らを

ちが力づけられるからである。

避ける。それは、憐れみがあるようには聞こえない

私たちは皆、聖霊様が導く他の誰か、及びす

が、疑いや裁きから私の心を守る責任は自分にしか

べてに対しミニストリーをしていると、私は強

ないからだ。それらの霊に同意する人々の影響を自

く信じている。だから、彼らを受け入れ、神の

分が受けやすいことは、自分だけが分かるからだ。

愛と力を示すべきである。確かに、他の誰かと

人々の性格や価値観はソロモンによる警告として与

ビジネスをしたり、イエス様を紹介するために

えられている。「怒りやすい者、気短な者と交わっ

友となったり、弟子訓練をしたりするように神

てはなりません。あなたもその習わしに倣って悪魔

が召すこともある。しかし、そのような関係

の罠に陥るからです。」

は、友人の見解や価値観に影響を与えるため
に、自分自身をオープンにする友情関係とは全
く違う。私たちは、誰が自分の人生に影響を与
えるか注意しなければならない。
私たちが、精神的に弱いとき、また肉体的に
疲れているとき、文句を言ったり、批判的であ
ったりする人々の近くにいないように注意しな
ければならない。私は、否定と不信仰によって

HSK のメンバーになることに興味のある方は、・・、
いつでも私たちの牧師または監督者の幸男さんにお申

ベン牧師またはルースさん、陽子さんにお尋ねください。

し出ください。 HSK のメンバー
シップに関する案内が 3 か国語

教役者大会会場から・・S さま

で用意されています。この教会は

ざまな教会の新しい情報の案内

完全な教会ではありませんが、

を入手しました。みなさん是非

毎週日曜の学びや交わりを通し

読んでお持ち帰りください。本の

てあなたはイエス様のようにもっと変えられると、ベン牧

紹介や、注文などの情報もあり

師は信じています。

ます。

次の子どものイベント、JOY クラブは・・今週の土曜
2 月 16 日に行われます。良い歌や、とても興味深い

ベン牧師のお母さん（レイさん）は・・・電話で

聖書のお話し、ゲーム、お菓子などで、お子さんたちや、

皆さんのお祈りありがとうございます。」と、伝えてほし

そのお友達にとって、とてもスペ

いとのことです。彼女はＨＳＫの女性たちが彼女にとて

シャルなイベントです。JOY クラ

も親切にしてくれた

ブの電車は午前 10:30 に出発し

ことを沢山の素晴

ますので、皆さん乗り遅れない

らしい思い出として

ようにしましょう！

います。レイさんは、
日々ＨＳＫのために

ＨＳＫにおかえりなさい！・・大輔さん、ジョアナさん、

祈り、今年、神が皆

そしてオーク君、ケイトちゃん！赤ちゃんたちを連れて

さんに成された偉

私たちの所に来てくれてとても嬉しいです。また度々来

大なる事を聞くのを期待しています。

ルースさん、レイさん、ルーシーさん

てください。彼らは、おじいち
ゃん、おばあちゃんに会う必
要があります！

今月、フィリピン レディースランチョンは、・・今月最

ヤコブ 5

後日曜日 24 日の教会ラ

14 あなたがたのうちに病気の人がいますか。その人

ンチで行います。フィリピ

教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を

ンの女性たちは一緒にテ

塗って祈ってもらいなさい。

ーブルに座り、話します。

15 信仰による祈りは、病む人を回復させます。主はそ

ルースさんは、いつも彼女

の人を立たせてくださいます。また、その人が罪を犯して

たちと良い時を持つことを期待しています。

いたなら、その罪は赦されます。
16 ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表し、互

歌の翻訳に参加しませんか？・・

いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈り

歌の歌詞を別の言語に翻訳してくだ

は働くと大きな力があります。

さる方を求めています。経験は問い
ません。興味のある方は、詳しくは、

