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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。 

 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6/30(日）今日! PM  6：55  見張り人の集い（祈祷会）   

7/3 (水) PM 1：25 祈祷会（ルーム 22） 

7/4（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

7/7(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  イスラエルの祈祷会 

PM  6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

2019-6-30 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

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。力強い神よ。 

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 

      

 

 

 
 

tel:053-442-5080


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

先週、私の体調が悪いことをお聞きになった方もい

ると思いますが、確かに私は病気に罹っていました。

右目に炎症があり酷い痛みがありました。今は良くな

っていると思いますが、・・感染症によって死なずに生

きているでしょう！まだ死ぬには若すぎます。 

皆さんは、太陽の照りつける晴天の日をすでに楽し

まれたことと思います。できれば今日も晴れて、屋外で

食事ができていたら良かったです。 

先週、ローマ書を再び読みました。この書は、神が

ユダヤ人たちに与えた多くの約束に関して語っている

ので、理解するのに大変難しいと思います。（一句一句

をよく噛み砕いて理解すべきです！）しかし、聖書のロ

ーマ書を毎年読んでください。この中で言う「異邦人」と

は私たちのことです。神と私たちとの関係は以下のよう

に結論づけられます。「どうか望みの神が、あなたがた

を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖

霊の力によって望みにあふれさせてくださいますよう

に。」（ローマ 15：13） 

最近、両親が子どもたちに何を教えるか考えてみま

した。子ども達には、学校に行くことがいかに重要かを

絶えず教えているのではないでしょうか。ご存じのとお

り、学校では、読み書きや、その他多くの考え方を学び

ます。しかし、私とルースさんが信じていることは、子ど

もたちは学校では学ばない一つの考えを持たなけれ

ばならないということです。それは、教会に行くことは絶

対必要であること。病気以外は教会を休む言い訳には

ならないこと。そして、皆さん全員に知っていただきた

いことは次の事です。：教会に行くのは、何かとても良

いことを話すことだと、誰かが友人に言うでしょう。しか

しクリスチャンの交わりを無視することは天の御父に認

められているのだと信じてはいけません。「信者となっ

た者たちはみな一緒にいて、いっさいの物を共有して

いた。」（使徒 2：44） 

誰かががイスラム教国の独裁者のために祈ってくだ

さることを望みます。それらの独裁者たちはイスラエル

を攻撃することや、クリスチャンを苦しめることを求めて

います。アメリカ大統領の選択がすべてそれらの国々

を平和に導くとは言えませんが、トランプ氏は、近い将

来大量のアメリカ軍をある国へと投入させ、大規模な

破壊を与えると思います。ダビデはこのように書きまし

た。「まことに、主は、正しい者の道を知っておられる。

しかし、悪者の道は滅び失せる。」（詩篇 1：6） 

再び言います。ルースさんと私は、教会や家族、全

能なる神に対するあなたの愛に大変感謝しています。

私たちはあなたに対して正しい模範になりたいと願っ

ています。それは私たちにとってとても大切なことで

す。「愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長

し、かしらなるキリストに達することができるたえなので

す。」（エペソ 4：15） 

今週も、主があなたを祝福してくださいますように。

来週も私たちはあなたに会いたいです！ 

 

 

 あなたの牧師・・・ ベン 
 

 

 

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。 

 

じし

 

 

ウエブサイトは www.hskchurch.org です。次に Mediaをクリックすると日曜礼拝がご覧にな

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。 

 

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 
 

□ 癌を患っているカリフォルニア州の 14歳のスカイさん

のために、どうぞ覚えてお祈りください。この 10代のク

リスチャン少女のための素晴らしい奇跡を信じましょう。 

□ ノーラさんは背中の痛みから癒しが必要です。主が彼

女に触れて下さり、痛みから解放されますように。 

□ イランとアメリカの間の状況のために祈りは必要です。

主の知恵がこの問題のために進歩しますように。 

□ 私たちのベン牧師がアレルギーから癒されるために、

どうぞお祈りください。彼は元気になり、主に仕えるため

に強められたいと願っています！ 

□ 主のご命令に従い、今週エルサレムの平和のために祈

りましょう。近隣諸国は、ユダヤ人たちを滅ぼしたいの

です。 

□ ＨＳＫの友人であるテレサさん、彼女の身体に主が触れ

て下さることが必要です。どうぞ、今週彼女のためにお

祈りください。 

□ 智子さんはご友人の、まりこさん、じゅんこさん、みちよ

さん、やすよさんへの救いを信じています。今日は救い

の日です！彼女たちのために智子さんと共にお祈りし

て下さるのは誰ですか？ 

□ つや子さんの姉妹方、なるみさんときよこさんが救われ

ますように再び祈りましょう。あなたが知っている他のご

年配の方々は、まだクリスチャンではありません。彼ら

は救われます！ 

□ 宏美さんは良い仕事を望んでいます！どうぞ今週彼女

のためにお祈り下さい。 

□ 主が陽子さんの背中を完全に癒して下さいますように。

神さまは彼女の癒し主です！他に誰か、癒しが必要な

方をあなたは知っていますか？ 

 

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

は、リクエストカードの週報×とお書きください。 

 

 

イザヤが深い失望のどん底に落とされたとき、

自分は見放されて捨てられたとしか思えなかっ

ただろう。 

「私のもとに、セラフィムのひとりが飛んでき

たが、その手には、祭壇の上から火ばさみで取

った燃えさかる炭があった。」（イザヤ 6：6-

7）燃えさかる炭がイザヤの唇に触れたとき、焼

け付く痛みにあえいだことだろう。しかし、そ

の痛みの先には、罪が赦され咎が贖われた喜び

へと変えられた。彼の唇が焼けただれたとき、

御使いの言葉は魂の激痛を癒す塗り薬のように

感じたに違いない。「見よ。これがあなたのく

ちびるに触れたので、あなたの不義は取り去ら

れ、あなたの罪も贖われた。」（6：7） 

その瞬間から、イザヤの人生は完全に変えら

れた。聖なる火によって聖められた唇とされ、

彼は二度と同じことを言ったり、考えたり、見

たり、生活したりはしなかっただろう！ 

 神を褒めたたえます！イザヤの様に滅びよう

とする罪人にも希望がある！私にも、あなたに

も！希望は見いだされている！燃えさかる炭火では

ない！しかし、それが示していることは、イエスキ

リストが十字架という祭壇で、血を流され、その血

を私たちの語る唇、聞く耳、考える思い、見る目、

感じる心、決断する意志に触れてくださったこと

だ。 

私の内の火による確信、罪の告白は、私に聖めへ

の渇望をもたらした。イザヤが聴いた同じ平安の言

葉を慕い求めた。そして、与えられた！「アン、わ

たしの御子イエスの血は、過去、現在、未来のすべ

ての罪からあなたを聖める。あなたが自分の罪を告

白したので、わたしは真実で正しい神として、あな

たの罪を赦し、すべてのけがれからあなたをきよめ

る。」 

 

「イエスを見る期待」 思いを巡らす 
 

       より抜粋 「膝を曲げる」 著 :Anne Graham Lotz 



 

 

来週の日曜日（7/7）・・・イスラエルのための

祈祷会が PM 1：30 より行わ

れます。ぜひ皆さんご参加くだ

さい。祈祷会の前に、参加者は

教会で昼食をとりますので、ご

一緒にどうぞ。 これについて

の詳しい情報は鈴木智子さん

にお尋ねください。 

ブリッジフォーピースから最新情報 

ＨＳＫも支援している団体、ブリッジフォーピースからイ

スラエルについての最新情報

誌”OLIVE LIFE”が届きました。

教会の玄関に置いてありますの

で、どうぞご自由にお取り下さい。

また、友人にも差し上げて下さい。 

 

7月 14日・・監督者と執事の方々は、午後 1:30より

メインルームでミーティングが行われますのでご参加く

ださい。ベン牧師は彼らと語り合うの

を楽しみにしています。尚、教会メン

バーの方で、執事ミーティングで話し

合ってほしい事柄がありましたら、す

ぐに彼らに伝えてください。 

 

今日、初夏のバーベキューが・・・屋

外で行われたらよかったです。シェー

ドが大きいテントを最近購入し、暑さ

の対策もしました。今日の特別イベン

トのために手伝ってくださる皆さん、誠

にありがとうございます。皆さんと一緒

に屋外で食事をすることは、ベン牧師にとって

格別なことです。 

 

次回のジョイキッズは、・・・来週日程をお知

らせします。電車に乗る想定で行っているイベ

ントですが、次は飛行機に乗る想定にする予 

 

定です！遠くに飛び立ち、天のお父様のなさっておら

れる素晴らしい事を見ましょう！ 

 

憶えていてください・・・日曜礼拝はインターネットのラ
イブ中継でご覧いただけます。毎週 10人～20人、時

にはそれ以上の方々が視聴してくれています。あなた

が見逃した礼拝を見たい時は、hskchurch.org ま

たは www.hskchurch.com.で検索してくださ

い。多言語、浜松の教会で検索して見つけてくださ

り、来訪してくださる方々もいます！ 

 

 

 

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

詩篇 150 

1 ハレルヤ。神の聖所で、神をほめたたえよ。 

御力の大空で、神をほめたたえよ。 

2 その大能のみわざのゆえに、 

神をほめたたえよ。 

そのすぐれた偉大さのゆえに、 

神をほめたたえよ。 

3 角笛を吹き鳴らして、神をほめたたえよ。 

十弦の琴と竪琴をかなでて、神をほめたたえよ。 

４ タンバリンと踊りをもって、神をほめたたえよ。 

  御琴と笛とで、神をほめたたえよ。 

５ 音の高いシンバルで、神をほめたたえよ。 

  鳴り響くシンバルで、神をほめたたえよ。 

6 息のあるものはみな、主をほめたたえよ。 

ハレルヤ。 

 

http://hskchurch.org/
http://hskchurch.com/

