
  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、御力は雲

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。 

詩篇 68:32-35 
 

 

 

 

 

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。 

 

6/16(日）今日 ＰＭ 6：55 見張り人の集い！（祈祷会） 

6/19（水） PM  １：25   祈祷会(ルーム 22) 

6/20（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

6/23 (日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   賛美、HSK日曜学校 

 夜の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！ 

   先週はいかが過ごされましたか？先週の日曜日は、礼

拝後の驚きを抱きながら帰宅しました。その理由は、私たち

が共に喜びながら賛美し、笑いながら語らい、問題を抱えて

いる人々を励ますことができ、とても幸せに感じたからです。

確かに、この教会には、痛みや悲しみを抱えている方々もい

ますが、喜びに満ち溢れてその喜びを彼らに分かち合いた

い方々もいます。ハレルヤ！聖書ではこのように語っていま

す。「それどころか、からだの中で比較的に弱いと見られる

器官が、かえってなくてはならないものなのです。・・もし一つ

の部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、もし一つ

の部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶので

す。」（1 コリント 12：22,26） 皆さん、ぜひ覚えていてくださ

い： 私たちが手をポケットに入れたままや、口を閉じたまま

であるなら、キリストの御からだの一部であることを放棄して

しまっています。 

 皆さんが少なくとも週 1 度は世界情勢について見聞きする

ことが望ましいと思います。ほぼ世界中で、恐れや悲しみ、

苦痛に晒されているクリスチャンたちがいます。それは、政

府の指導者たちがキリスト教徒を嫌っているからです。アメ

リカでさえも、クリスチャンのビジネスや学校が、強い勢力に

よって経営破たんに追い込められたり、不道徳な生き方を

人権として広めたりしています。私たちはクリスチャンたちの

ために祈らなければなりません。祈りましょう。 

 私のビジネス（コンクリート洗浄）のために祈ってくださって

いたら、ありがとうございます。すでに、私一人では賄えない

ほどの申し込みを頂きました。誰か手伝ってくれる人を頼ん

でそのご依頼に応えたいと思っています。これを通しても、

私は全能なる神にさらにより頼んでいます。神の祝福が私

たちすべてにさらにあるように祈っています。 

 先週、私は使徒行伝を読んでいました。ご存じの通り、こ

の書は、使徒たちが神の愛と憐れみ、平安、希望を人々に

伝えた記録です。しかし、クリスチャンたちが町々で伝道した

ときに度々生じた問題は、人々がキリストの復活を信じなか

ったことでした。使徒たちの教えに対して民衆が暴動を起こ

すこともありました。しかし、使徒パウロは、この真理を希望

と結びつけました。彼はこのように言いました。「・・また、義

人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いてい

る望みを、神にあって抱いております。」（使徒 24：15） お金

や健康に希望を持てない人のためだけでなく、それらに希望

がある人でも持つ希望です。結論：神の助けやご臨在にもっ

と希望を持ちましょう。 その希望には報いがあります。今週

も神の祝福がありますように。 

                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 

 

御霊が私たちの内で、イエスに対する永遠の熱

い渇望を創造されるまで御業は完了しません。 

主の日には、御霊はイエスキリストの御前にど

のような花嫁を差し出されるのでしょうか。二心

の者？なまぬるい愛、または愛が覚めた者？イエ

ス様に専心していない者？キリストと親密でない

者？ 

もしあなたが真にイエス様を愛していたら、絶

えずイエス様のことを思っています。主はいつも

あなたと共にいます。聖霊様が住まわれます。主

は生きておられ、あなたの内で働いておられま

す。死の床にあってもキリストに対する熱い情熱

を湧きあがらせます。 

ローマ書 8：26 では、信じる者たちの心に聖霊

様の最も力強い御業の一つが記されています。

「御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてく

ださいます。私たちは、どのように祈ったらよい

のか分からないのです。御霊ご自身が、言いよう

もない深いうめきによって、私たちのためにとりなし

てくださいます。」御霊の深いうめきとは何でしょ

う？あまりにも深い意味のある感情で言葉では表すこ

とができないとは何でしょう？ 

ヘブル語のうめきという言葉は、「憧れーキリスト

をもっと慕い求めることです。あなたはキリストに恋

い焦がれていているため、主の御前にただ座っている

だけで、深いうめき以外何も発することができないこ

とです。イエス様だけが唯一の幸せであり、私はあな

たの麗しさを仰ぎ見、御恵みを味わいます。－私はあ

なたのすべてを求めます。」 

これは、神の聖さを渇望し、自分自身の罪に苦しむ

内なる叫びです。「私はどのように祈ったらよいのか

分かりません。」と認め、心の内で叫びます。 

「聖霊様、来てください！あなたは神の御心をご存じ

です。御父の御心に従ってどのように祈ったらよいの

か導いてくださいます。私と共に歩んでください。ご

支配ください。」 

 

 

思いを巡らす 
 

「イエスを渇望する」より抜粋 9章「御霊によって歩む」 著David Wilkerson 
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□ 主が私たちの家族を救ってくださるよう祈りましょう。

神はすべての人々が救われ悔い改めに導かれるこ

とを求めています。 

□ 私たちの教会のフィリピン人たちの子どもたちのた

めに祈ってくれますか？フィリピンで暮らしている子

どもたちもいます。主が彼ら一人ひとりを祝福し、救

ってくださいますように。 

□ ルースさんの生徒さん達や同僚たちのためにお祈り

ください。彼女は 4か所の学校で働いていて、彼ら

がイエス様に導かれるのを見たいと願っています。 

□ イスラエルの選挙のためにお祈りください。ネタニエ

ル首相が再選するよう求めてください。 

□ 宏美さんの仕事と将来が祝福されるようお祈りくださ

い。 

□ サブリナさんと息子のルーカスさんのために再びお

祈りください。彼らは神の助けが必要です。ＨＳＫの

メンバーや友人たちも仕事において神の知恵が必

要です。指示に従って働く職場で敬意が失われてい

る環境があります。 

□ ベン牧師の母レイさんが、日々強められ健康である

よう再びお祈りください。 

□ 1か月に一度行われているジョイクラブのためにお

祈りください。子どもたちが祝福され主にあって成長

するのを私たちは見たいと願っています。 

□ ベン牧師が間もなく開業する水圧洗浄のビジネスの

ためにお祈りください。このビジネスで彼は教会を祝

福したいと思っています！ 

□ ＨＳＫのお父さん方すべてのためにお祈りください。

彼らがイエス様を愛し、主のために生きることができ

ますように。 

□ 岐阜市長はクリスチャンです。彼が多くの人々にイ

エス様のことを分かち合うことができるよう祈りましょ

う。 

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・・・41,000円+1,000円は以下

のように分配され捧げられました。 

真実さん&亮さん(石巻宣教)(15,000円) Ｔｉｋｋｕｎ（イス

ラエル宣教）（17,000円） 

愛の決心（孤児支援ミニストリー）

（10,000円） 

ＨＳＫと人々に捧げてくださり誠にあり

がとうございます! 

 

今月最後の日曜日（30 日）・・・礼拝の後すぐ

に教会の駐車場でＢＢＱが行われま

す。美味しい日本の食材を使って、皆

さんの大好きなチリホットドックをいた

だきます！このスペシャルなときに、

あなたのお友達も大歓迎です！（雨天

の場合、室内で食事をします！） 

 

駐車についてですが・・健常者の大人

の方々は、できるだけ第 2駐車場に駐

車してください。駐車場までの距離は徒

歩 5、6分です。最近、お子さんのいる方

が、教会の駐車場に停められないため

やむなく帰宅されたそうです。そのようなことは二度と 

 

 

あってほしくありません！ 

 

浜松救い主教会の名前が・・・カト

リック教会のように思われるそうです。

ですので、ＨＳＫを紹介するときには、

プロテスタントの教会であることも伝

えてください。（ベン牧師が大変喜ぶ

ことです。） 

 

HSK のメンバーになりたいと思われる方は・・、いつ

でも HSKの監督者又は牧師先生にお申し出ください。

また、水のバプテスマについてもいつでもお尋ねくださ

い。その特別な意味など、当教会の牧師、牧師婦人、

監督者の幸男さんが喜んでご説明します！ 

 

 

  

HSK 月間会計報告(2019 年 5 月-2019 年 6 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 5月１６日から

2019年 6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、41,000 円＋

1,000 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 ¥180,372 ¥409,799 ¥521,444 ¥68,727 

建物献金 ¥684,348 ¥4621 ¥0 ¥688,969 

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 


