
あなたのみことばは、私の足のともしび、私の

道の光です。私は誓い、そして果たしてきまし

た。あなたの義のさばきを守ることを。私はひ

どく悩んでいます。主よ。みことばのとおりに私

を生かしてください。どうか、私の口の進んで

ささげるささげ物を受け入れてください。主よ。

あなたのさばきを私に教えてください。私は、

いつもいのちがけでいなければなりません。し

かし私は、あなたの戒めから迷い出ませんで

した。   詩篇 119:105-110 
 

 

 

 

 

浜松救い主教会(HSK) 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  

TEL:053-442-5080 

FAX: 053-442-5186 

 hsk.church@agate.plala.or.jp 

URL: (日本語)www.hskchurch.org 

    (English) www.hskchurch.com 

携帯：080-8117-1774 

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。 

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。 

 

5/19(日）今日 ＰＭ 6：55 見張り人の集い！（祈祷会） 

5/22（水） PM  １：25   祈祷会(ルーム 22) 

5/23（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

5/25（土） ＡＭ 10：30 ジョイクラブ（子どものイベント） 

5/26 (日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   賛美、、HSK日曜学校 

交流タイム！ ランチ バイタルグループ！ 

 祈祷会はありません。 

  

今週の予定 
 

 

 

 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
Hamamatsu Church of the Savior 
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Welcome to HSK! 

 

 

tel:053-442-5080


 
 

親愛なる HSKの皆様へ！ 

   まず申し上げますが、先週の日曜日は私にとって、とて

も特別でした。集会室の前で 28人のお母さんたちを目にし

たことは、私にとって大きな驚きでした。そして見つめてれば

いるほど踊りだして叫びたくなりました。「主がなさっているこ

とを見てください！」 ワオ！私の母も先週の日曜日、そこに

いてほしかったです。彼女も喜んだことでしょう。先週は素晴

らしい日曜日でした。さらに良いことが今年起こってほしいで

す。 

  先週休まれた方は、私の失くした結婚指輪が見つかった

ことを聞いていないと思いますが、そうです、リンさんが見つ

けてくれました。私は主がそれを戻してくださったことに感謝

し、とても喜んでいます。そして、イエス様のたとえ話で銀貨

を失くした女のひとのことを思い起こさせました。「見つけた

ら、友達や近所の女たちを呼び集めて、『なくした銀貨を見

つけましたから、一緒に喜んでください。』と言うでしょう。」

（ルカ 15：9） そのとおり、私も喜びました。 

 先週、見たり聞いたりしたニュースで、中国とアメリカの貿

易が困難な状況になっているのを皆さんもご存じと思いま

す。トランプ大統領は貿易の不平等を是正しようと決心して

います。私はトランプ大統領、並びにその他の国々のリーダ

ーたちのために毎日祈っています。中東の指導者の一言に

よって、すぐにでも戦争が起こりえます。世界情勢について

興味のない方もいると思いますが、今月は世界の指導者た

ちのために祈ってください。北朝鮮の独裁者は、日本を挑発

するかもしれません！ 

 今日は、ナイジェリアの歌手と一緒に私たちは歌うつもりで

す。彼女が書いた歌詞は、真理に満ちているので、私たちの

心にしっかりと刻まれる必要があります。先週私が話したよ

うに、私たちは、不可能という言葉をあまり使わないかもしれ

ませんが、不可能だと思いながら生きていることが多くあり

ます。 

「人にはできないことが、神にはできるのです。」（ルカ 18：

27） 今日聞いたことが、あなたの不可能だと思っている思

いを解消してくださることを希望します。 

 先週の日曜日の午後、ＨＳＫの監督並びに執事たちと良い

会話を持ちました。彼らと話すことは素晴らしい喜びです。

私たちは福音を分かち合う新しいアイデアについて探してい

ます。もしあなたが良いアイデアをお持ちでしたら、私や彼ら

にお話しください。（次回のＢＢＱは 6月最後の日曜日に決

まりました！あなたの参加を求めます！） 

 最近、ルースさんと私は、ハイビスカスの苗を 2鉢買いま

した。私たちは、数年前からその花の大きくて色鮮やかな花

びらを見て、全能なる神の御業だと感激していました。冬の

間も室内で育てていると成長し続けます。私の結論： ハイ

ビスカスを買ってみてください。神を感じさせてくれます。 

                あなたの牧師  ベン 

 

 

 

牧師より 
 

 

   日曜朝礼拝のインター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。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。 

 

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。 
 

と

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

神が黙っておられるという言葉をあなたが読む

とき、あなたの罪の告白が十分で誠実であるかを

謙虚に吟味することを勧めます。あなたは神と取

引きしようとしていませんか？あなたの内に真の

悔い改めがありましたか、それとも後悔しただけ

ですか？私たちに黙っておられることの真の御言

葉は、私たちの心の中に入り、私たちの思いや動

機を晒します。ダビデは、「神は心の中の真実を

喜ばれる。」（詩篇 51：6）ことを知っていまし

た。それゆえ、彼は単なる表面的な告白では止ま

りませんでした。 

二番目のステップは、他の人々と正しい関係に

するために可能な全てのことをすべきです。大

抵、私たちは罪に至る前に霊的な堕落がありま

す。そのとき、私たちは周りの人を傷つけたりし

やすいものです。罪に陥ると、神との交わりを断

ち、さらに他の人たちにダメージを与えます。私

たちの告白が誠実であれば、私たちは正しく回復

しようとします。「自分は告白したんだ。だから誰か

に謝らなくてもいいのだ。」と神に主張します。その

ような態度は、神に私たちの罪を本当に告白していな

いことの証拠でしょう。神に対して砕かれた心は、人

に対して堅くなることはできません。もし私が御父の

御前で素直にへりくだったなら、他の人たちの前でへ

りくだることは容易なことです。 

自分を義とする高慢な態度は、クリスチャンが犯す

どんな罪よりも、御霊を悲しませると私は思います。

私たちが心で赦しを体験するなら、私たちとキリスト

にある兄弟姉妹たちとの隔ての壁はありません。真に

赦された者の印の一つは、他の人を赦せることです。

私たちの心を調べ、私たちと天の御父と他の人々のそ

れぞれの関係が正しいことを確かめましょう。 

 

 

思いを巡らす 
 

「神は急がない」より抜粋 20章「赦されたー楽しむ」 著Warren Wiersbe 

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR」＊
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□ ＨＳＫの友人（みほさん）は、最近未熟児の赤ちゃん

（女児）を出産しました。赤ちゃんの体重はわずか

900グラムでしたが、正常に成長するようお祈りくだ

さい。 

□ 森田スーサンさんの友人（ヘレンさん）を覚えてお祈

りください。彼女は癌を患っています。ヘレンさんが

イエスの御名によって癒されますように！ 

□ ガブリエル デカーボーリョさんのための祈りを求め

ている方がいます。彼は白血病で今入院していま

す。神は今も癒すことができます。 

□ ベベさんは、まだ快調ではありません。彼女と、家族

の世話をしているトルーマンさんのためにお祈りくだ

さい。  

□ 日本で仕えている牧師先生や宣教師の方々のため

に祈りましょう。今週、彼らが励まされますように。 

□ ベン牧師のお母さん（レイさん）は目の痛みがありま

す。彼女の眼がすぐ癒され、快適になりますように。

今週、彼女のために祈るのは誰でしょう？ 

□ 菊地ファミリーは 6月にアメリカに引っ越します。今

週、恵里さん、哲男さんが強められ励まされますよう

に。 

□ 中東の情勢は今も不安定です。今週、エルサレムの

平和のため祈りましょう。 

□ ＨＳＫの日曜学校の先生たちのために祈ってくれま

すか？子どもたちが、学びを通してもっと学んでほし

いと願っています。 

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

は、リクエストカードに週報×とお書きください。ありがと

うございます。 

 

 

 



 

 

教会からの什一献金・・・61,000 円+2,000 円は先週、

教会外部に捧げられました。詳細は来週の週報でご報

告します。あなたの教会と他者に捧げてくださりありが

とうございます！私たちの教会が、他の諸教会や牧師、

国々のキリスト教団体に献金できる事

を、ベン牧師は大変嬉しく思っています。 

来週 5 月 31 日（第 5 金曜日）断

食祈祷日！ 

断食して祈るのに参加しません

か？多くの国々が内戦の最中に

います。また、戦争を起こそうとし

ている国もあります。平和のため

に神の助けが必要です。祈って

断食しましょう！ 

 

今週の土曜日、25 日・・教会の隣の公園でジョイク

ラブを行います！戸外で楽しむには良い気候だとリー

ダーたちは考えました。がよく語られているそうです。

公園にいる他の子ども達も参加してく

れることを望んでいます。（雨天の場合

は教会内で行います！）大きなテント

を張って行いますので活動も変わって

くると思います！今週土曜日、特別な

ことをしましょう！Ｃｏｍｅ ｏｎ！ 

 

6 月 8 日、午後 7 時・・・ 

天竜区の天竜めぐみ教会で遠

州リバイバルナイトが行われ

ますので、皆さんご参加くださ

い。このイベントの詳しい案内

は掲示板にありますのでご覧

ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

正しい者たち。主にあって、喜び、楽しめ。すべて

心の直ぐな人たちよ。喜びの声をあげよ。正しい者

たち。主にあって、喜び歌え。賛美は心の直ぐな人

たちにふさわしい。 

詩篇 32：11＆33：1 

 

  

HSK 月間会計報告(2019 年 4 月-2019 年 5 月) 
 

教会の会計係、松尾三枝子さんか

ら、教会の月間収支報告書が提出さ

れました。20１9年 4月１６日から

2019年 5月１５日までの分です。詳

細は SKIスタンドにあります。概要は

以下の通りです。 

教会什一献金の額は、61,000 円＋

2,000 でした。HSK に捧げてくださ

ったすべての方々、誠に感謝申し

上げます。神の祝福が皆様にさら

に豊かにございますように!他者

に与え続けてくださる方々に、

牧師先生は大変感謝していま

す!ハレルヤ！神に栄光あれ！ 

 

項目 先月繰越 収入 支出 残高 

一般会計 ¥109,312 ¥614,721 ¥543,661 ¥180,372 

建物献金 
¥681,632 ¥2,718 ¥0 ¥684,348 

援助金 ¥22,587 ¥0 ¥0 ¥22,587 

クリスチャンスクール基金 ¥38,381 ¥0 ¥0 ¥38,381 

宣教師基金 
¥158,697 ¥0 ¥0 ¥158,697 

奨学金基金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527 

クリスマス基金 ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452 

伝道基金 ¥61,169 ¥0 ¥0 ¥61,169 

墓地基金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 


