
 

この世の王国よ。神に向かって歌え。 

主にほめ歌を歌え。 

昔から、いと高き天に乗っておられる方に向かい、 

ほめ歌を歌え。聞け。神は御声を発せられる。 

力強い声を。神の力を認めよ。 

みいつはイスラエルの上に、道からは雲の上にある。

神よ。あなたはご自身の聖なる所におられ、 

恐れられる方です。 

イスラエルの神こそ 力と勢いとを御民にお与えになる

方です。ほむべきかな。神。 

詩編 68編：32-35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） 

６/ ９  

PM １：３０ 監督者と執事たちのミーティング 

   今夜の祈祷会はお休みです！ 

６/１２ 

（水） 
PM  １：２５ 祈祷会 (２２号室)  

６/１３ 

（木） 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

６/１５ 

 （金） 
AM１０：３０ ジョイクラブ！（子供のイベント） 

６/１６  

(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 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 2019-6-9 

(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！ 

 この数日間、私はイザヤ書とエレミヤ書を読んで

います。著者たちは、この国民に大いなる愛を分か

ち合いましたが、彼らが神様から受け取ったメッセ

ージはとても違っていたようです。エレミヤは、ユ

ダヤ人たちの反抗の故に神様がしようとしておられ

ることについて天からとても強い警告を聞きまし

た。しかし、一つの真理がイザヤにしばしば繰り返

されました。「私は、大いなる者である。」神様は

しばしば言われたようです。「イスラエルの聖なる

方は、あなたのなかにおられる、大いなる方。」

（イザヤ書：12：6）「わたしはほんのしばらくの

間、あなたを見捨てたが、大きなあわれみをもっ

て、あなたを集める。」（イザヤ書 54：7）そし

て、私がこれらの御言葉を読んでいるとき、神様が

私に語って下さるのを聞いたと思います！神様はこ

う言われました。「私が大いなる者であることをあ

なたは信じなければならない！」それは、私がもう

長い間していることだと思いました。でも、神様は

またこのようにも言われたと思います。「あなたが

何かを失くしたとき、わたしが大いなるものだと思

いましたか？」「誰かがあなたを失望させたとき、

わたしが大いなる者であると思いましたか？」「あ

なたが罪を犯したとき、わたしが大いなる者でおあ

ると思いましたか？「あなたのあわれみは大きい。

主よ。」（詩編 119：156） 

 幸男さんとの最近の会話の中で、彼は何かこのよ

うなことを言いました。「どれほどの多くの家族が

静岡県に引っ越してきて別れしまうことには、驚き

でです。他の県では、夫婦は仕事に満足していて一

緒に暮らしています。でも、静岡県に引っ越してき

て大きな問題が始ります。」と。私は、その意見を

聞いてショックではありませんでしたが、この町に

住んでいる多くの人々は、大きな問題を抱えていま

す。でも、私が考えそうになったことを信じられま

すか？“人々は静岡から出て行くべきだ！”一瞬、

その考えは自分にショックを与えました！でも、そ

れから私は神様に言いました。「主よ、それをしな

いで下さい！彼らをみな浜松に、そして、この教会

に連れて来て下さい！私たちは、さらに大きな奇跡

を信じます“主へのこのリクエストに賛同して下さ

るのは誰ですか？ 

 時々、他の教会の中で、或いは他の町で起こって

いる素晴らしいことを私に話して下さる方もいるで

しょう。例えは、別の教会では、大きなユースグル

ープがあります…別の教会では、大きなバンドがあ

ります…別の教会では、よく訓練されたリーダーた

ちがいます、等々。そのような情報はいつも私を励

ましますが、このようなことをよく私に話してくれ

る方は、このような提案で話を終えます。「牧師先

生、あなたは HSKをそのような成功した教会にする

べきですよ。」長い間、私の返事は、「私には出来

ません」でした。そして、正直に言って、私には不

足している所が沢山あると思います。でも、私たち

について私が信じようと選んだことは何だと思いま

すか？答えです：「もしも主が私たちの味方でなか

ったなら…」（詩編 124：1）主は私たちの味方で

もあります！ハレルヤ！私は叫びたい気持ちです！ 

 私は、皆さんが主を礼拝することを期待して…誰

かを励ましたいと願って…与えることを計画して教

会に来て下さることを希望します。なぜでしょう

か？この場所がそれをするための場所だからです！ 

「感謝しつつ、主の門に、 

賛美しつつ、その大庭に、 

はいれ。…」（詩編 100：4） 

    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(✓) 

□ルースさんの義理のお姉さんのアンさんが、彼

女の救い主としてイエス様を信じるよう、お祈

りください。 

○私たちは、親戚たちがイエス様を信じるように

なるという神様の約束を握りしめることが出来

ます。 

□森田スーザンさんは、二人の息子さんたちが大

学で学んでいるとき、彼らのための祈りを求め

ています。彼らの人生に神様の守りがあるよ

う、お祈りください。 

○康亮さんは、彼の友人たちに神様のことを伝え

たいと願っています。そして、彼らが皆救われ

るのを見るために自分が主によって用いられた

いと本当に願っています。 

□デイジーさんは、彼女の娘さんのデムジーさん

のために皆さんの祈りを求めています。主が彼

女に主を喜ばせたいという願いを与えて下さる

よう、求めて下さい。 

〇小笹さんは、彼の職場の子供やご家族のための

祈りを求めています。主が彼らの人生に平安と

救いをもたらしてくださいますように。 

□私たちの兄弟、幸男さんが平日学校で日本語を

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アビーの祈り」 

 

  アビーは、飛行機事故で両親を失い、自らも

重傷を負った少年のニュースを耳にしました。

高校２年生のときのことです。知らない人でし

たが、母親が「彼のために祈りましょう」と言

ったので、いっしょに祈りました。 

  数年が過ぎ、大学の教室で隣の席にいたオー

スティン・ハッチは、アビーが祈った、あの人

でした。間もなく、ふたりは付き合い始め、

2018年に結婚しました。 

  アビーは「将来の夫のために祈っていたなん

で信じられない」と結婚前のインタビューで語

りました。私たちは、自分や身近な人たちのた

めに祈ることがほとんどで、直接知らない人の

ために時間を割いて祈ることは稀です。しか

し、使徒パウロは、エペソの教会の人たちに

「すべての祈りと願いを用いて、どんなときに

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！ 

 

学んでいるので、彼のためにお祈りください。

彼は、日本語が上達することを願っています。 

○メリ子さんは、ご家族のための祈りを求めてい

ます。彼女は、娘さんが HSKにいつも出席する

ことを願っています。今週、彼女たちのために

祈って下さる方は誰ですか？ 

□ガブリエル君は、彼の将来に対する神様の方向

性を知りたいと願っています。彼のために祈り

ましょう。 

〇以前 HSKのメンバーだった五月さんのお父さん

は病気で、まだクリスチャンではありません。

この男性のためにお祈りください。 

□サブリナさんは、数週間 HSKに出席していま

す。彼女には、天からの助けが必要な息子さん

がいます。今週、すぐさまルーカスさんのため

に何方か祈って下さいませんか？ 

 

 

☞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。 

       

も御霊によって祈りなさい。そのためには絶え

ず目をさましていて、すべての聖徒のために、

忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい」と教え

ました。（エペソ 6：18）また、Ⅰテモテ 2：1

には、立場のある人を含む「すべての人のため

に」祈るよう、書かれています。 

  個人的に知らない人のためにも祈りましょ

う。それは互いの重荷を負い合うひとつの方法

でもあるのです。（ガラテヤ 6：2） 

 

 イエスよ、個人的な知り合い以外のため 

にも祈れるように、私の心を開いてください。 

知らない人を案じる気持ちを受け取って下さり、 

その方々を助けて下さい。 

 

 

 
 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★浜松へお帰りなさい！先週の金曜日、アンジェ 

ロさんとご家族がブラジルでの長い 

休暇から戻ってきました。多分、彼 

らは毎日ビーチに行っていたかもし 

れません！多分、毎日牛肉を食べて 

いたかもしれません！でも、彼らは 

美味しい焼きそばの国に帰って来ました！再び教会で 

皆さんにお会いできることを私たちは喜んでいます！ 

 

★週土曜日（15日）ジョイクラブが…教会 

駐車場の隣の公園であります！私たちは、大きなテン 

トの下で、ゲームや賛美をしたり、聖書のお話を聞き 

ます。そしてもちろんお菓子も食べます。全ての子 

供たちとお供たちは是非来て下さい。雨天の場合、ジ 

ョイクラブは教会の中で行います。それをしましょ 

う！ 

 

 

       

★グレイスさん、お帰りなさい！グレイスさん

は、アメリカの高校を卒業し

て、数週間浜松にいます。そ

れから、アメリカの大学に通

うため戻ります。彼女の今後

の計画について詳しいことは 

ご本人にお聞きください。彼女は、皆さんのお祈りを 

喜んでいます。 

 

★ご参考までに：HSKで私たちが賛美している曲の 

多くは、英語とポルトガル語の 

ユーチューブでご覧になれます。 

ポルトガル語で検索したい方は、 

その曲のポルトガル語のタイト 

ルでどんなシンガーでも聞いて下さい！私たちは、多 

くの曲を 3か国語で賛美しているので、時々、歌う曲 

が 5曲以下になる集会もあります。 

 

 

 

★牧師先生が話したビジネス（パワー・ウ 

オッシュ浜松）…この仕事を今週 

から始めます。成功するようにお祈 

り下さっている皆さんに先生はとて 

も感謝しています。そして、お手伝 

いしたい方は、すぐに牧師先生にお 

話しください。先生はこの聖書個所が好きです。「愛 

する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているよう 

にすべての点でも幸いを得、また健康であるように祈 

ります。」（Ⅲヨハネ 2） 

 

★ご存知ない方もいるかもしれませんが…ルー

スさんは、8月にカンボジアに行くために航空券を購      

入しました。いいえ、彼女は引退 

してそこに行くのではありませ 

んが…むしろ、大阪のクリスチャ 

ンチームに同行します。このチー 

ムは、ニューライフチャーチ・プ

ノンペンのためにできることはどんなことでもする予

定です。（多分、彼女はカンボジアに一緒に連れて行

く双子の孫たちの汚れたおむつを替えているかもしれ

ません！） 

 

------------------------------------－------ 

 

万軍の主はこの山の上で万民のために、あぶらの

多い肉の宴会、良いぶどう酒の宴会、髄の多いあ

ぶらみとよくこされたぶどう酒の宴会を催される。こ

の山の上で、万民の上をおおっている顔おおいと、

万国の上にかぶさっているおおいを取り除き、永久

に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙

をぬぐい、ご自分の民へのそしりを全地の上から除

かれる。（イザヤ書 25：6-8） 
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