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というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。
私たちはこう考えました。ひとりの人がすべての人のために
死んだ以上、すべての人が死んだのです。
また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている
人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよ
みがえった方のために生きるためなのです。
ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしませ
ん。かつでは人間的は標準でキリストを知っていたとしても、今
はもうそのような知り方はしません。
だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者で
す。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。

(英語)http://www.hskchurch.com

Ⅱコリント：5 章 14-17 節

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

今週の予定

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。

今日（日）
７/７

PM

１：３０

イスラエルのための祈祷会

PM

６：５５

見張り人たちの集まり（祈祷会）

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

７/１０
（水）
７/１１
(木)

PM

１：２５

祈祷会

(２２号室)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

AM

８：４５

賛美チーム練習

（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、

７/１４

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

またこの思いを持つ他のクリスチャン達と交わ

（日）

PM

１：３０

監督者と執事たちとのミーティング

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。

（今晩の祈祷会はありません！）

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！

全ての髪がなくなったり、或いは多くの刺青があるか
もしれません。そして、彼らは癒されても、まだ、足
を引きずっているかもしれませんし、髪の毛もない
く、沢山の刺青もあるかもしれません。私たちは、病
人の癒しを求めていなければなりません。そして、神
様が彼らに触れて下さると喜びます。私と一緒にこの
ことをして下さるのは誰ですか？
今日はある賛美を英語とポルトガル語の２か国語の
みで歌います。(日本語はまだありません！) そし
て、皆さんが、「ここは日本人クリスチャンのための
教会ではないんだ！」と思う誘惑にかられるかもしれ
ませんので、警告をする必要があります。このような
思いがきましたら、注意して下さい！私たちは、他の
人々と神様の愛と喜びを分かち合うために集まりま

意味を発見し続けることを願っています。主に仕える
ことは、しばしば教会リーダーたちがすべきことのよ
うに思われます。そして、彼らは給料を受け取ってい
るので、教会メンバーたちはただ座って見ているだけ
でいいのだと容易に考えがちです。いいえ、そうでは
ありません！もし私たちがそのように考えるのであれ
ば、私たちは間違っています。私たち皆が主に仕えて

す。天のお父様についてもっと学ぶために集まりま
す。でも…本来私たちが集まるのは、神様を礼拝する
ためです。本来私たちが集まるのは、私たちの人生に
注がれている神様の祝福に対して感謝の思いをを表す
ためです。どんな曲でも言葉を知らないようでした

いなければなりません！アーメンですか？
先週、ブラジル人の牧師先生と話しているとき、彼
は私に最近あるブラジル人の男性とした会話について
話してくれました。この男性は全身に刺青をしていて
肌に刺青がないところがほとんどないほどだそうで
す。(私はその男性にお会いしたことはありません)で
も、牧師先生はこの男性を HKS で受け入れられるか、
私に尋ねました。私は直ぐに、「はい！」と答えまし
た。そして、私が言おうとしていることを皆さんはお

抜け出させて下さい」をメロディーに入れて下さい。
神様があなたが歌っている席の隣にいて下さることを
あなたは発見するでしょう！
私たちが一緒にいるときは、話していなければなら
ないと私が信じる表現について、私は今も教えていま
す。そうです、教会では静かにしていることが正しい
振舞いだと信じている方もいると思いますが、私は、
それには全く同意できません。神様は、どんなものも

きよ
私は、先週の集会とバーベキューのことを何度も思
い返しては楽しんでいます。ワォー！先週の日曜日は
なんと素晴らしい時間だったでしょう！食事はとても
美味しく、多くの交わりが喜びに溢れていました。私
たちはこれをまたしなければなりません。そして、外
で調理をして下さった皆さんへ「ありがとうございま
した！」焼きそばはとても美味しかったです。外で作
るともっと美味しくなります。
そして、先週は主が私たちに語って下さっていると
私が思うことを皆さんが聞いて下さって感謝します。
私は今もそれらのことについて考えています。
私がとばした内容(言わなかったこと)をすぐに分かち
合うとは思いませんが…私たちが、主に仕えることの

分かりになると思いますが、以下を注意して読んで下
さい：イエス様がすべてのクリスチャンに加わってほ
しいと願っておられる行動の一つは、これです：病気
を癒すことです。そして、病人は本当に悪そうに見え
ます。彼らは、病気で不具者となることもあります。

ら、「ハレルヤ」、「お父様、あなたは素晴らしいで
す」、「私をもっと助けて下さい」、「問題から私を

ご自身の口を閉じてお造りにはなりませんでした。続
けて私たちの教会を神様への賛美で
溢れる教会にしていきましょう！

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。

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。

思いを巡らす考え
「神が立ちはだかる」
南アフリカの自然動物保護官ジャイルズ・ケ
ルマンソンは、信じがたい光景を見ました。２
匹のミツアナグマが、６頭のライオンを退けた
のです。圧倒的な不利な前にもミツアナグマは
引き下がりません。ライオンは簡単に仕留めら
れると高をくくっていたでしょうが、カメラは
堂々と立ち去るミツアナグマの姿を捉えていま
した。
ダビデとゴリアテの物語は、それ以上です。
ゴリアテは屈強な大男で青銅の武器を持ってい
ました(Ⅰサムエル 17：5-6)。ダビデは駆け出し
の羊飼いで、手には兄に届けるパンとチーズ、
そして石投げがあるだけでした。
ゴリアテの挑発にサウル王と「イスラエルの
すべては…非常に恐れ」ていました(11 節)。彼
らはダビデに驚いたことでしょう。ダビデはな

祈りのリクエスト

☐

ぜ、皆と違っていたのでしょう。彼らはゴリア
テに注目しましたが、ダビデは神に目を向けま
した。ダビデは「主はおまえを私の手に渡され
る」(46 節)と断言しました。ダビデは神が立ち
はだかって下さると信じていました。そして、
彼の信仰は、巨人の額に放たれた小石の一投で
証明されました。
不安で弱気になってしまいそうなとき、神は
脅威以上のお方だと信じましょう。私たちの人
生を支配されるのは神なのです。

神よ、世の中の悪や危険に
圧倒されそうなときがあります。
神がそれ以上に多きいお方であることを
見せて下さい。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

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(✓)

□今週、神さまの癒しを必要としていることが分
かっている方々のために覚えて祈りましょう。
神さまは今日もなお癒すことができるお方で
す！
○今、香港では多くの抗議が続いています。どう
ぞ、世界のその地域にいる信仰者たちのために
お祈り下さい。
□台湾もまた中国本土の支配を受け入れるよう圧
力をかけられています。この状況に主が介入さ
れますように。
○日本のため、天皇とご家族がイエスさまと出会
いますように続けてお祈り下さり感謝します。
□私たちの姉妹であるデイジーさんとご家族のた
めに、今週もう一度どうぞお祈り下さい。主が
ゆうこさんとあきおくんを直ぐに癒して下さい
ますように。癌は耐え難い病気です。その病気
で苦しんでいる方々のために祈りましょう。
〇歌手である小坂さんの孫娘さんは、まだ奇跡を
必要としています。再びこの１０代の少女のた
めにお祈り下さるのは誰ですか？
□ベン牧師とルースさんの健康のために、どうぞ
お祈りして下さいませんか？彼らは毎日主の力

が必要です。
○神さまは「私たちが求めることや、考えること
ができる以上のこと」をなさると約束されまし
た。主が素晴らしいことをして下さると信じ続
けましょう。
□イランは核ミサイルを製造し、イスラエルを攻
撃したいと望んでいます。私たちはこの状況の
ために祈らなければなりません。
○サブリナさんはＨＳＫの新しいメンバーです。
主が彼女を祝福し続け、彼女の人生やご家族の
中で働かれますように。今週、彼女と息子のル
ーカスさんのために祈りましょう。
☐私たちはより多くの政治家たちが救われ、ここ
日本で主によって用いられますように祈りま
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。

お知らせ
★次回の執事たちのミーティングは…来週の日

どうぞお取りになって、お読み下さい。そしてほかの

曜日 7 月 14 日です。執事の皆さんは、

方たちと分かち合って下さい。

午後１時半から始まるこの重要なミ
ーティングに出席するように予定し

★特別な賛美の時…遠クリ(遠州クリスチャンネッ

ていてください。執事の皆さんは、

トワーク)主催の賛美集会が 7 月

ミーティングが始まる前に一緒に食事をしたいかもし

13 日(土曜日)に森町の教会であり

れません。良い食事は、ミーティングをさらに良くす

ます。このイベントは HSK に出席

るでしょう！

している若者たちでこのようなイ
ベントに興味のある方たちのため

★教会へようこそ！…牧師先生は、キサヌキ サブ

のものです。この集会についての詳細は鈴木康亮さん

リナさんが今日から HSK メン

にお尋ねになるか、または SKI スタンドに案内があり

バーになることをお知らせで

ますのでご覧下さい。

きることをとても喜んでいま
す。彼女は、HSK メンバーた

★来週日曜日のスピーカーは…幸男さんです。

ちにとても励まされてきました。そして、皆さんにと

彼は主がこの教会に語って下さっていることを皆さん

っての祝福になりたいと願っています。

と分かち合うことに興奮しています。彼が日本の勉強
をするときやパートタイムの仕事をするとき、そし

★村田裕樹さんと賢美さんは… 娘さんのめぐみ

て、主について多くの人々に話すとき、続けて彼のた

さんが、今年 12 月に第一子を出産

めにお祈り下さい。

予定であることを皆さんにお知らせ
できることをとても喜んでいます。
賢美さんは、今年おばあちゃんにな
ります‼母子、そして、ご主人も大変お元気です！

★とても良い手紙です…東北地方にいる私たちの
宣教師の天野真実さんと亮さん
からの手紙は、教会掲示板でご覧頂
けます。また彼らが共に働いている
団体、石巻クリスチャンセンターか
らの手紙も SKI スタンドにあります。

７月は、何方かの誕生日月です！
あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら…
お誕生日、おめでとうございます！
あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、
これからの新しい一年がさらによい年となりますように！
神様の祝福がありますように！

