
 

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。 
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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） 

６/２３  
   今夜の祈祷会はお休みです！ 

６/２６ 

（水） 
PM  １：２５ 祈祷会 (２２号室)  

６/２７ 

（木） 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

６/３０  

(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 

       そして…ＢＢＱ 

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 2019-6-23 

(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！ 

 先週は何と素晴らしい天気だったでしょう！暑す

ぎず、涼しすぎずでした！このような天気の夏でし

たらとても良いのですが…ますます暑くなっていく

でしょう。皆さんが健康であるよう、希望します。

私は、約３週間夏風邪をひいてしまいましたが、そ

れもほとんど終わったと思います。 

 先週、私はホノルルにある教会の日曜日の朝礼拝

を見ました。ルースと私は何度もその教会の前を通

ったことがあり、いつもそこを訪れようと思うので

すが、まだ行っていません。そして、ユーチューブ

のビデオでは何百人もの人々がその集会に出席して

いる様子を写し出していました。その教会のステー

ジでは多くの綺麗なライトがあって、演奏者たちは

上手に演奏しています。牧師先生のメッセージは理

解し易いものでした。そして、その教会のことにつ

いて私が妻に話したとき、再び彼女にこう言いまし

た。「神様が日本に大きな教会を作って下さったら

いいのにね。」でも、同時に私が思ったことを想像

できますか？教会は船のようでありえると思いまし

た。大型船は、高波や暴風のときあまり動けませ

ん。でも、小舟は高波や暴風の中でなおも留まるこ

とは出来ません。同様に、小さな教会はしばしば存

続することが危うくなる一方で、大きな教会は安定

して前進します。結論です：（1）最高の船長は、

非常に賢い人です。（2）何も損失なく目的地に着

くことは、本当に重要なことです。抜き身の剣を持

っていた男性にヨシュアが尋ねた質問に対し彼の返

答は、「いや、私は主の軍の将として、今、来たの

だ。」と言いました。(ヨシュア記 5：14) またも

う一つの結論はこれです：私が皆さんをどう導くか

について、私は注意深くなければなりません。船の

大きさは、神様によって決められるでしょう。 

 今日、私たちはまた別の新しい曲を覚えます。そ

うです。先月は２曲新しい曲を覚えました。そし

て、今年は５曲以上の新しい曲を覚えることになる

かもしれません。私たちが覚えた曲をもっと繰り返

すことが出来たら、と思う方もいると思います…そ

うします。でも、あなたの思いにこのアイデアを加

えて下さい：新しい曲を聞いたときには、家に帰っ

て、ユーチューブでその曲を歌っている人を見つけ

て下さい。それから、その曲を何度も歌って下さ

い。そして、それは何を達成するのでしょうか？答

えです：あなたは神様を礼拝したいというより強い

願いをもって教会に戻ってくるでしょう！「また、

酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるから

です。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と

をもって、互いに語り、主に向かって、心から歌

い、また賛美しなさい。」（エペソ 5：18-19） 

 今日私は、何人かの方たちと初めてお会いするこ

とを期待して教会に来ています。今日私は、天のお

父様をもっと知りたいと思いながら教会に来ていま

す。今日私は、悪い感情を持っている方たちを励ま

したいと願って教会に来ています。あなたは、なぜ

今日教会に来ていますか？その答えについて注意深

く考えて下さい。これが真理です：「あなたがたは

キリストのからだであって、ひとりひとりは各器官

なのです。」（Ⅰコリント 12：27） 

              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(✓) 

□私たちの姉妹であるノーラさんのためにどうぞ

お祈りください。彼女は今いくつかの肉体的な

問題に直面しています。彼女は奇跡が必要で

す。 

○私たちの教会の新しい敷地、すべての方々にと

って利用しやすい場所のために、再び祈ってく

ださいませんか？ 神さまは、私たちを助ける

ことができる以上のお方です。 

□私たちの教会への来会者たちのために祈りまし

ょう。主が彼らを救いに導き、キリストに従い

たいと願う信仰を与えてくださいますように。 

○クリスチャンの迫害についての中国からのニュ

ースは続きます。彼らを守り、多くの中国人を

救って下さるように主に求めましょう。 

□エルサレムの平和のために、ネタニエル首相が

イエスさまと出会うことができますように、ど

うぞ再びお祈りください。 

〇ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領の

ために祈りましょう。彼が神さまの知恵に導か

れますように。さらに、フィリピンの大統領と

アメリカの大統領のためにもお祈りくださるこ

とを願います！ 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主は喜ぶ」 

 

  祖母が最近、昔のアルバムを送ってくれたの

で目を通していると、一枚の写真に目が留まり

ました。私は２歳で暖炉の横に座っています。

父は母の肩に手を回し、ふたりは笑顔で私を見

つめています。私はそれを毎日使う鏡台の上に

飾りました。これは両親の愛を思い出させてく

れますが、実は、良い両親の愛も完璧ではあり

ません。私は、人間の愛は不完全でも、神の愛

は完全であることを忘れないために、この写真

を取っておくのです。 

  聖書によれば、神は、あの写真の両親のよう

なまなざしで、私を見ておられます。預言者ゼ

パニアは、私には驚き以外の何物でもない方法

で、神の愛を表現しています。彼は神が高らか

に歌ってご自分の民を喜んでおられると語りま

す。民が努力して神の愛を獲得したのではあり

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！ 

 

□イランには多くの不安があります。どうぞ、そ

こに住んでいる信仰者たちのためにお祈りくだ

さい。数人のクリスチャンたちがイスラム国家

にいます。 

○今週、新天皇と家族の救いのために、祈ってく

ださいませんか？ すべての皇族の方々がすぐ

にイエスさまと出会うことができますように。 

□ホナルドさんのご両親のためにどうぞ祈り続け

てください。彼らは健康の問題を抱え、さらに

イエスさまと出会う必要があります。 

〇私たちのフィリピン人の姉妹たちのために続け

て祈りましょう。彼女たちの子どもが日本へ住

むために来ることができることを望んでいま

す。神さまは可能なお方です！ 

□今週、私たちのベン牧師の健康のためにどうぞ

お祈りください。彼は、日々健康が強められる

ことが必要です。 

 

☞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。むしろ、神の命令に従わず、互いに対

する思いやりもありませんでした。しかしゼパ

ニアは、神の愛が最後には民の不義に打ち勝つ

と約束しました。神は彼らの受けるべき「宣告

を取り除き」(ゼパ 3：15)、喜びをもって彼らを

楽しみ、喜ばれます(17節)。神は彼らを集めて

家に連れ帰り、回復させて下さいます(20節)。 

  これは間違いなく、毎朝、思い巡らす価値の

ある愛です。 

 

 

 神よ、あなたの赦しと 

いつまでも変わらない愛に感謝します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★来週日曜日(30 日) …朝礼拝の後、教会駐車場 

でバーベキューをします。このバーベキューは、美味 

しい日本の食べ物と皆さんがお好きなチリホットドッ 

クです！あなたのお友達もこのイベントに歓迎しま 

す。特別な時となるでしょう！(雨天の場合は、室内 

で食事をします！)大人の方は 500円、幼稚園児は 

400円です。初めて来られた方は無料です！ 

 

 

 

 

 

★ＨＳＫで歌われている全ての曲は…英語版を 

        ユーチューブで見つけられま 

す。そして、ポルトガル語でもほ 

とんどの曲を見つけられます。 

検索してお聞きください。そし 

て、情熱をもってこれらの曲を歌うことを学んで下さ

い。 

       

★小さなお子さんのいる親御さんへ：  

お子さんたちを教会の建物内で走り回 

らせないで下さい。歩くように彼らに 

教えて下さい。もしお子さんたちが押 

してしまうと深刻な怪我に苦しむこと 

になるお年寄りの訪問者やメンバーの方たちがいらっ 

しゃいます。続けて私たちの教会が何方にとっても安 

全な場所であるようにしましょう。 

 

★まだ水の洗礼式を受けていない方がいまし 

たら…牧師先生は、教会の洗礼式用のプールであな 

たがこの経験をすることを求め 

るのを待っています。この経験 

を受けるにあたり、あなたはこ 

の教会のメンバーである必要は 

ありません。でも、ＨＳＫのメンバーになるために

は、この経験が必要です。 

 

 

★このことをご存じない方もいるかもしれま 

せん：教会のメインルームには、 

教会への捧げもののための献金箱 

が 2つあります。大きな献金箱は 

メインルームの前に、そして、小 

さな白い献金箱は同じ部屋の後ろ 

に置かれています。あなたはどちらの箱もお使いにな 

っているかもしれません。2つの献金箱の中身は、で 

きるだけ早く銀行に預け入れるために教会の会計係に 

毎週日曜日に渡されます。 

 

★エアコンがオンになります…これから数か月 

間、毎週日曜日は冷房をかけます。 

全ての方にとって丁度快適な温度に 

することは難しいです。ですので、 

寒いと感じる方は、何か羽織るもの 

をお持ちになって下さい。また、頼まれない限りエア 

コンの温度調節装置には触れないで下さい。ご協力あ 

りがとうございます。 

 

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

 

Ⅰテサロニケ 5 

23 平和の神ご自身が、あなたがたを全く聖なるも

のとしてくださいますように。主イエスキリストの

再臨のとき、責められるところのないように、あ

なたがたの霊、たましい、からだが完全にまもら

れますように。 

24 あなたがたを召された方は真実ですから、きっ

とそのことをしてくださいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 


