
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下さい。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

たのみおしえを忘れません。悪者は私に対して

わなを設けました。しかし私はあなたの戒めから

迷い出ませんでした。詩編 119編：105-110

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） 

５/２６  

ランチの後、バイタルグループ      

   今夜の祈祷会はお休みです！ 

５/２９ 

（水） 
PM  １：２５ 祈祷会 (２２号室)  

５/３０ 

（木） 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

５/３１ 

 （金） 

第 5 週目金曜日、断食祈祷の日！ 

PM ６：５５ 祈祷会 

６/ ２ 

(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 イスラエルのための祈祷会 

PM ６：５５ 見張り人の集まり（祈祷会） 

 

今週の予定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2019-5-26 

(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！ 

 この数週間ナイジェリア人クリスチャンのアダさ

んと共に賛美した新しい数曲を皆さんが楽しんでく

ださっていることを希望します。今日は、彼女の曲

の中の一曲を日本語とポルトガル語で賛美します。

翻訳が良く出来ていると思いますが、賛美するとき

は、確かに私たちが主を礼拝することを願っていま

す。もし私たちが本当に神様を喜ばすために歌うの

でなければ、賛美する意味は何でしょうか？ 

 先週、私は、イエス様が弟子たちにご自身の肉を

食べ、血を飲むように言われたときのイエス様のみ

言葉を瞑想していました。「わたしの肉を食べ、わ

たしの血を飲む者は、わたしのうちにとどまり、わ

たしも彼のうちにとどまります。」（ヨハネ 6：

56）イエス様の弟子の多くは、このみ言葉を聞いた

とき、イエス様に従うことを止めました。彼らは、

「これはひどいことばだ。そんなことを誰が聞いて

おられようか」と言いました。（ヨハネ 6：60）イ

エス様のこのみ葉の意味は何でしょうか？これが私

の考えです：キリストの肉とは、ただ単に人間の肌

のことではありません。それは旧約聖書のユダヤ人

たちがシナイの荒野を通った時、神様が彼らに与え

たマナの型です。皆さんも覚えているかと思います

が、マナは天からの”食物“でした。（詩編 78：

28）そして、キリストの血は、ただ単に人間の心臓

を動かしている血のことではありません。それは、

同時に永遠の命に溢れる血のことでもあります。結

論です：私たちは、神様の喜びのために生きること

に献身的でなければなりません。「わたしは、天か

ら下って来た生けるパンです。だれでもこのパンを

食べるなら、永遠に生きます。またわたしが与えよ

うとするパンは、世のいのちのための、わたしの肉

です。」（ヨハネ 6：51）私たちは神様の喜びのた

めに生きることに献身的でなければなりません。 

 時々、私は“悩ませる”という言葉を使います。

そして、皆さんは、この言葉は隠されるべき感情を

述べているのだと思われるかもしれませんが、私は

そうは思いません。なぜでしょうか？私が経験する

ことの中には喜ばしくないものもあり、解決策が見

出せません。私の経験の中には痛々しいものもあ

り、安心を見出すことが出来ません。困難な経験も

あり、脱出の道を見出せません。「牧師先生、不信

仰を投げ捨てるべきですよ！」そうです、それが解

決策かもしれません。「それから、牧師先生、お薬

を飲むべきですよ！」そうです、それで安心がもた

らされるかもしれません。でも、ダビデ王が悩んで

いた時、神様が彼に示したことを読んだことがあり

ますか？「神を待ち望め…」（詩編 43：5）私たち

が思い乱れているとき、私たちはもう少し頻繁にこ

のことをしてみるべきだと思います！ 

 今日は、５月最後の日曜日です。今年も５ヶ月が

終わろうとしているなんて信じられないです。そし

て、今週の金曜日は第５週目の金曜日です。今週金

曜日、皆さんが私とともに断食祈祷に加わって下さ

ることを希望します。今日私たちは神様の御力が大

いに必要であるように思えます。悪しき力があまり

にも多くの人々をみじめにしています。でも、私た

ちが断食祈祷をするとき、神様が私たちや他の人々

のために何かして下さいます。皆さんはどう思いま

すか？それをしましょう。 

 今日、皆さんに更なる神様の祝福がありますよう

に。            あなたの牧師、ベン 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(✓) 

□西田さんは、弟さんのしんいちさんが健康にな

るよう、彼のための祈りを求めています。今週

彼のために祈りましょう。 

○HSKの友人のさつきさんをご存知方もいらっしゃ

ると思います。彼女のお父さんは癒しを必要と

しています。今週、彼のためにもお祈りくださ

い。 

□鈴木康亮さんは、彼の友人たちにとっての証人

となりたいと願っています。今日、主が彼を大

いに用いて下さいますように。 

○小笹さんは、義理のお母さんの山本すみえさん

の救いを信じています。彼女のために、彼の祈

りに加わりませんか？ 

□サブリナさんは、彼女の息子さんのルーカスさ

んが人生の自由を経験することを願っていま

す。今週、ルーカスさんのためにお祈りくださ

い。 

〇メリ子さんは、主がブラジルにいる彼女の家族

に救いをもたらしたいと願って下さっているこ

とを知っています。神様は彼らを救うことが出

来ます。彼らのためにお祈りください。 

□今週、天皇のために祈って下さるのは誰です

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「勇気を呼び起こす」 

 

  ロンドンの英議会前広場にはチャーチル、ガ

ンジーなどの像に交じり一体の女性の像が立っ

ています。ミリセント・フォーセット、女性参

政権のために戦った人です。仲間にささげた言

葉「勇気は勇気を随所に呼び起こす」と記した 

 旗を持ち、不朽の名声をたたえられています。

フォーセットは、勇気が勇気を呼び、臆病な人

を動かすと主張しました。 

  息子ソロモンに王座を譲るとき、ダビデは王

の重い責任について述べました。ソロモンの使

命は、イスラエル人を神の命令に従わせ、神か

らゆだねられた土地を守り、神殿を建てるとい

う歴史的な大事業を監督することでした(Ⅰ歴

28：8-10)。ソロモンはその重責に恐れおののい

たのではないでしょうか。 

  ダビデはソロモンが恐れているのを知り「強

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！ 

 

か？彼は、まだクリスチャンではありません。 

○賢美さんのご両親の倉橋つねおさんととも子さ

んのために祈りましょう。彼らが直ぐに主を知

るようになりますように。 

□ビッキーさんの弟のダニオ・ディゾンさんは、

健康状態がすぐれません。今週彼の癒しのため

にお祈りください。 

〇ロナルドさんのご両親は主に触れらる必要があ

ります。神様は、彼らの全ての必要を満たすこ

とがお出来になります。 

□イスラエルは極めて危険な状況にあります。こ

の国民に主の平和がもたらされるように、そし

てユダヤ人とパレスチナ人の救いをお祈りくだ

さい。 

〇更に愛を求めましょう。 

 

☞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。 

       

く、雄々しく、事を成し遂げなさい。恐れては

ならない。おののいてはならない。神である

主、私の神が、あなたとともにおられるのだか

ら。」(20節)と力強く励ましました。真の勇気

は自分に対する自信ではなく、神のご臨在と力

に頼ることから生じます。ソロモンは必要は勇

気を与えられました。 

  私たちは問題が生じると、頑張って勇気を奮

い起そうとします。しかし、神ご自身が、信仰

を新たにされるお方です。神は私たちとともに

おられ、神の臨在は私たちの勇気を呼び起こし

ます。 

  

 神よ、怖いと感じると、弱気になるな、自分の 

才覚を発揮せよと鼓舞しがちですが、それでは不十

分です。どうか、私とともにいて、あなたの勇気を与

えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★今週金曜日、5 月 31日…この日は終日断食祈 

祷です。皆さんがご参加下さい。 

第 5週目金曜日断食祈祷の日 

です。内戦の只中にある国々、 

戦争を始めたいと思っている他 

の国も多くあります。そして、もし平和があるならば 

私たちは神様の助けが必要です。祈りと断食をしまし 

ょう。 

 

★教会什一献金…61,000円+2,000円は下記の通り 

           捧げられました：りょう 

            さんと真実さん(15,000円 

)(石巻宣教)、クルード牧 

師先生(18,000円)(イスラ 

エル宣教)、ギデオン(10,000 円)(聖書宣教)、そし

て、田中牧師先生(20,000 円)(地方牧師先生援助) 1

月 1 日からの献金総額：284,500 円。ワーオ！他の

人々へ捧げて下さってありがとうございます。このこ

とを牧師先生はとても喜んでいます！ 

       

★来週日曜日 6月 2 日…午後 1時 30分からイス 

ラエルのための祈祷会があります。 

この国で起こっている近況報告も含

むこの祈祷会に、是非出席してい下

さい。私たちは、イスラエルのため

に祈っていなければなりません。 

 

★最新情報です…ブリッジ・フォー・ピースから 

のイスラエルに関する最新情報 

が教会玄関にあります。無料の 

小冊子“オリーブ”をお読み下 

さい。この冊子の英語版は以下の 

インターネットサイトでご覧になれます： 

www.bridgesforpeace.com. 

 

★今日は最後の日曜日です…絵理さん、みいなち 

ゃん、そしてたいきくんは、来週アメリカのカルフォ 

ルニアに発ちます。そこでは哲夫さんが数か月前から 

働いています。多分、彼らは、3年又はもう少し長期 

間そこに滞在するかもしれません。寂しくなります

が、続けて彼らが祝福され、ま 

た他の人々にとっての祝福とな 

ることが出来る教会を容易に見 

つけられますように。来月の出 

発に向けての最終準備をすると 

き、彼らのためにお祈りくださ 

い。「皆さん、さようなら。また戻ってきて、

すぐに私たちを訪ねて来て下さい。神様の祝

福がありますように！」 

 

★ジョイクラブは…昨日はありませんでしたが、6

月に特別なイベントがあります。来月のジョイクラブ

についてのお知らせが間もなくあります。牧師先生

は、HSK の子供たちのためのこのイベントを行うため

に何か月も助けて下さっている HSKの婦人たちにとて

も感謝しています。 

 

 

 

 

★小木マリエさん、おめでとうございます！ 

キャッシーさんの一人娘のマリエさんは、先週の金曜

日にホノルルのパシフィック・リム聖書学校を卒業し

ました。マリエさんは、HSK で育った後、何年間もホ

ノルルに住んでいます。(彼女はそこに住んで、プロ

のサーファーになるようです！ 「本当ですか、牧師

先生？」 「いいえ、冗談です！」)主が、更にマリ

エさんを祝福してくださいますように！ 

 

 

 

 

 

        (写真：ラリッサとマリエ) 
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