
あなたがたのうちに苦しんでいる人がいますか。 

その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか。 

その人は賛美しなさい。あなたがたのうちに 

病気の人がいますか。その人は教会の長老たち

を招き、主の御名によって、オリーブ油を塗って

祈ってもらいなさい。信仰による祈りは、病む人

を回復させます。主はその人を立たせてください

ます。また、もしその人が罪をおかしていたなら

その罪はゆるされます。 

ヤコブ 5章：13-15節 
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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

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

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

（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。 

 

今日（日） 

４/２１  

      

PM ６：５５ 見張り人たちの集まり（祈祷会） 

４/２４ 

（水） 
PM  １：２５ 祈祷会 (２２号室)  

４/２５ 

（木） 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

４/２８ 

(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…と 

       ランチ！ 

昼食後：バイタルグループ 

    フィリピンン人の婦人たちグループ 

 

今週の予定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2019-4-21 

(Hamamatsu Church of the Savior) 

 

 

再び来てくださるとき・・・ 

もうあなたは、私たちの友‼ 

mailto:hsk.church@agate.plala.or.jp
http://www.hskchurch.com/


きよ 
親愛なる HSKの皆様へ！ 

 桜はほぼ散ってしまいましたが、次の花…つつじ

が咲くことで再び街が美しくなるでしょう。神様が

この島国に咲かせてくださる色とりどりの花々を私

は本当に楽しんでいます！そして、そうです、花々

は私たちにアレルギーをもたらす花粉を作りますが

…それでも、私たちが花々を楽しむことを希望しま

す。 

 ほぼ毎週日曜日に皆さんと分かち合うようにと美

味しいものを持ってきてくださる皆さんに感謝しま

す。先週の日曜日に出された手づくりケーキを私は

もらいませんでしたが、それを見ました。美味しか

ったですか？でも、一つ一つのお菓子は、神様の愛

がこの教会で見られているのだと私に思わせます。

そして…いつの日か、教会に来る人が多くなり、す

べての人がお菓子を食べれなくなる日が来ても、神

様の愛が見られることを主に感謝することでしょ

う。 

 皆さんも先週火曜日のニュースを見聞きしている

かもしれませんが、パリにあるノートルダム寺院が

火事でほぼ全焼してしまいました。去年、ルースと

私は、この聖堂の入口近くに座りました。私たち

は、中に入りたかったのですが、私たちの前にはす

でに入ろうとする多くの人々が待っている状態でし

た。この聖堂の外観は、その築年数同様に素晴らし

いものでした！パリの人々はこの教会が消失したこ

とを悲しんでいますが、おそらく今年修復作業が始

められるでしょう。彼らがこのことを信じることを

希望します：「主は与え、主は取られる。主の御名

はほむべきかな。」（ヨブ 1：21） 

 悲劇的な出来事を読むとき、神様は何をしておら

れるのだろうかと、私はよく思います。もちろん、

神様はそのような悲劇が起こることをご存知でした

すが、なぜ神様はそれが起こることをゆるされたの 

でしょうか。天から聞かれた神様の御声は、怪我を

した人々にもっと良い影響を与えることができたの

だろうか。神様からのビジョンや夢は、人々を正し

い方向へと導くことができたのだろうか。あるいは

…サタンは、神様が起こると疑わなかったことをす

ることに成功したのだろうか。これらの疑問に対す

る答えは一つだけではないと思いますが…ダビデが

昔発見したこのことを私は信じます：「主よ。あな

たのみわざはなんと多いことでしょう。あなたは、

それらをみな、知恵をもって造っておられます。」

（詩編 104：24）結論です：神様のなさることは、

いつも正しいのです！知恵をもって、それらすべて

を造られたのです。 

 この４週間、私はアメリカの税務署…IRSから４

通から５通の手紙を受け取りました。手紙には、私

はアメリカ政府から約１１万円借りていると書かれ

ています。最初の手紙を受け取り次第、私はそのお

金を支払いましたが、手紙は、郵便受けに届き続き

ました。とうとう先週火曜日の夜、私はテキサス州

の税務署に電話をしました。彼らの返答は、「ファ

ウラーさん、あなたの借金は返済されています

よ。」でした。私は、その言葉を聞いてとても嬉し

かったです。でも、他のことばで私を喜ばせたもの

が何かお分かりですか。「子よ、勇気を出しなさ

い。あなたの罪は赦されました！」イエス様は、こ

の言葉を言われました。ハレルヤ！  

 今週、主があなたを祝福されますように！ 

             あなたの牧師、ベン 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

牧師より 

 

 

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。 
 

 

 

http://www.hskchurch.org/
http://www.hskchurch.comで'live


 

 

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(✓) 

□キャッシーさんの妹さんの友人のドナさんのた

めにお祈りください。彼女は、ライム病に苦し

んでいて、悪化しています。 

○牧師先生の娘さんのエリザベスさんのためにお祈り

くださいませんか？彼女は、つわりが重いため床か

ら出ることができません。 

□マルシオさんは、彼の生活が主によって強めら

れ、イエス様のために日々輝けるようにと求め

ています。 

○賢美さんは、同僚のゆうこさんのお父さんの癒

しを信じています。彼は重篤でホスピスにいま

す。彼は、すぐにイエス様を知るようになるか

もしれません。 

□続けて HSKのシングルマザーたちのために祈り

サポートをしましょう。彼女たちは、毎日励ま

しが必要です。 

〇HSKの友人の高部孝蔵さん（高部千宝里さんのお

兄さん）は、手術を受けたばかりで、毎日体力

が必要です。今週、彼のためにお祈り下さい。 

□多くの国々では選挙が行われています。これら

の国々のリーダーたちが救われると信じましょ

う。 

○私たちとの交わりの中で、ご家族との関係に癒

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「きよめる」 

 

  洗濯機に丸めて入れた白いタオルの中に、何

と青色のボールペンが入っていました。乾燥の

工程で破裂し、そこらじゅうにインクが飛び散

り、白いタオルは台無しです。どんなに漂白剤

を使ってもきれいにならず、あきらめて雑巾に

することにしました。そのとき、罪が与えるダ

メージを嘆く旧約聖書の預言者エレミヤの言葉

が心に浮かびました。 

  神を拒み、偶像に頼ったことで、イスラエル

の民は、神との絆に永遠に消えない汚点を残し

ました（エレミヤ 2：13）。エレミヤは「たと

い、あなたがソーダで身を洗い、灰汁を使って

も、あなたの咎は、私の前では汚れている-神で

ある主の御告げ-」(22節)と語ります。人々には

汚点を拭う力がありませんでした。 

  己の汚（けが）をきよめることは誰にもでき

思いを巡らす考え 

 

 

 

神様は私たち

の祈りを聞い

てくださいま

す！ 

 

しを必要としている方々がいます。そのことの

ために、今週お祈り下さい。 

□アンドレアさんは、ご家族の救いを信じていま

す。神様はお救いになることが出来ます。 

〇御言葉が教えているように「エルサレムの平

和」のためにお祈り下さいませんか。主は、そ

こに住む多くの人々が主を彼らのメシアとして

知ることを願っておられます。 

□菊池哲夫さんがアメリカで仕事をしている間、

絵理さんとお子さんたちだけがここ日本にいま

すので、彼らのために祈りましょう。 

 

 

☞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。 

       

ませんが、イエスはきよめてくださいます。十

字架の死とよみかえりの力によって、イエスは

信じる者をどんな罪からもきよめてくださいま

す（Ⅰヨハネ 1：7）。 

  信じがたいと思っても、この真理にしがみつ

きましょう。イエスに取り去れない罪の汚れは

ありません。神は、ご自分にすがる人を喜んで

迎え、罪の汚れを洗い流してくださいます(9

節)。私たちはキリストによって自由で希望のあ

る日々を送ることができます。 

 

 

イエスの血が 

私の罪と汚れを濯いでくれた。 

 

 

 
 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★今週の土曜日（27 日）…歌手であり、作曲家 

でもある小坂忠さんが、浜北区のライ 

フリバーチャーチで歌います。この 

コンサートは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。入 

場料は無料です。このコンサートの詳 

細は、SKIスタンドでご覧頂けます。 

 

★来週日曜日(28 日)は…朝礼拝後すぐにランチが 

         あります。皆さんやお友達

は、是非一緒に食事をして下

さい。昼食後、ルースさんは 

           メインルームでフィリピン人 

女性たちと集まりたいと思っています。そして、もし 

あなたがバイタルグループの一員でしたら、あなたの 

グループの他のメンバーたちと会うための時間となる 

でしょう。(注：今日、牧師先生はリンさんがランチ 

の準備をするのをお手伝いしてくださるボランティア 

の方を一名を求めます。喜びをもって彼女を手伝って 

くださる方はいますか？）          

 

★多分 20 冊以上あります…ポルトガル語のポケ 

ットサイズの聖書があります。 

何方でも、無料でお取り頂け 

ます！メインルームの後ろの 

書架の中にありますので、探し 

てみて下さい。お友達に差し上げたい方もいるかもし 

れません。 

 

★美味しいバーベキュー…が 5月 4日に HSKで午 

前 11時から行われます。コック 

さんがソフトドリンクと一緒に美 

味しいチリホットドックを準備し 

ます。雨が降っても問題はあり 

ません。室内で食事をします。こ 

の楽しいイベントに出席する方は、メインルームの後

ろに貼ってあるリストに名前を記入して下さい。行き

ましょう！ 

 

 

★これは小さいお子さんをお持ちの全てのご 

両親への注意喚起です：お子さん 

にメインルームの中を走り回らせな 

いで下さい。床で転ぶと、大怪我を 

するかもしれません。走り回るのは、 

教会の近くにある公園でするべきです。 

 

★5月第一日曜日(5 日)は…朝礼拝で聖餐式、或 

いは、主の晩餐が執り行われ

る      ます。私たちの罪をゆるすた 

めにイエス様の苦しみと死を 

思い起こすこの式に HSKに出 

席している全てのクリスチャンは、是非参加して下さ

い。自分がクリスチャンであることを自覚しているお

子さんも参加することが出来ます。これは、すべての

HSK メンバーが参加するべき特別なイベントだと牧師

先生は考えています。  

 

★今晩は祈祷会があります…HSKで夜 6時 55分 

から始まります。この国や町、私 

たちの家族のために祈るこの時に 

皆さんが招かれています。この祈 

祷会に出席できない方は、この日 

の夜祈るための時間を作って下さい。「義人の祈りは 

働くと大きな力があります。」（ヤコブ 5：16） 

 

 

 

あなたのしもべとあなたの民イスラエルが、 

この所に向かってささげる願いを聞いて下 

さい。あなたご自身が、あなたのお住まいに 

なる所、天にいまして、これを聞いて下さ 

い。聞いて、お赦し下さい。 

（Ⅰ列王記 8：30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


