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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7/14(日）今日! PM  6：55  見張り人の集い（祈祷会）   

7/17 (水) PM 1：25 祈祷会（ルーム 22） 

7/18（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

7/20（土） ＡＭ 10：30  ジョイクラブ！（ＨＳＫ子どもイベント） 

7/21(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） 

2019-7-14 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

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。かつては人間的な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。 

2 コリント 5：14-17 

      

 

 

 

 

tel:053-442-5080


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

先週、あなたの１週間はどうでしたか？私は先週日

曜日の午後、英語とポルトガル語の賛美で日本語訳

がなかったことについて気になっていました。けれど

も、全員が喜んで英語で歌っているのを聞いて驚きま

した。素晴らしいです。今も私はＨＳＫに多くの奏楽者

たちを送ってくださるよう主に求めていますが、それま

では「アメリカンバンド」の助けを得て大きな声で賛美し

ていきたいです。私たちが歌っている曲は美しいメロデ

ーと意味のある歌詞だと思います。私たちが神を喜ば

せたい願いがあれば、神はその歌詞やメロデーを好ん

でくださると思います。あなたはどう思いますか？ 

先週の水曜日、お天気がとても良いので、私はスク

ーターに乗って教会に行こうと決めました。祈祷会の時

間に遅れないように急いでいた私は、バイクに乗ろうと

したとき、片方の足を何かに引っかけてしまい、スクー

ターもろ共倒れてしまいました。自分の失敗だと分かっ

ていたので、私はとてもうなだれました。そして自分の

姿を見られたら他の人に笑われてしまうだろうと恥ず

かしくなりました。結論は： 腕にかすり傷、スクーター

に大きな傷、そして、もっと注意するように自分自身へ

の警告を得ました。このようなことがあった他の人はい

ますか？ 

もし、最近香港で起こっているデモを注目している方

がいましたら、その大きさに驚かれているでしょう。中

国にはその暴動を鎮圧する正当な理由があるように見

えますが、その国に住むクリスチャン達は政府に弾圧

され苦しんでいます。あるクリスチャンたちは、中国か

ら逃げようとして警察に捕まり投獄されたそうです。中

国政府によるクリスチャン弾圧と教会への破壊行為は

不当なことです。それらクリスチャンたちのために、皆

さんお祈りください。 

私が毎日読んでいる新聞では、アメリカ大統領がし

ていることについて、失敗でとか間違いだとか書いてあ

ります。トランプ大統領は、万人に受け入れられること

をしてはいませんが、正しいことをしたい、正直であり

たい願いを持っています。「牧師先生、彼は３度も結婚

して、暴言による言葉の攻撃も多く、ほとんど教会に行

っていません。だから、彼はクリスチャンではないと思

います！」と言われる方もいるでしょう。しかし、彼が主

に信頼していたらどうでしょう？ 

「万軍の主よ。なんと幸いなことでしょう。あなたに信

頼するその人は。」（詩篇 84：12） 

私たちは自国のリーダーたちのために祈らなければ

なりません。皆さんの中には日本から遠く離れた母国

の方もいるでしょう。そしてその国のリーダーを好まな

い方もいるでしょう。しかし、神が国の支配者たちにつ

いて言われていることを憶えていますか？ 

「・・すべての人のために、また王とすべての高い地

位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝が

ささげられるようにしなさい。それは、私たちが敬虔に、

また威厳をもって、平安で静かな一生を過ごすためで

す。」（1テモテ 2：1-2） 「支配者を恐ろしいと思うの

は、良い行いをする時でなく、悪を行うときです。権威

を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれ

ば、支配者からほめられます。」（ローマ 13：3） 

今週も、主があなたをさらに祝福してくださいますよ

うに！ 

 

 

 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 

 

□ 鈴木まさみさんの娘（ゆきなさん）の救いのために、どう

ぞお祈り下さい。彼女は今すぐイエスさまと出会うこと

ができますように。 

□ つや子さんは、家族全員の救いを信じています。このこ

とがすぐに起こるように祈りましょう。 

□ ＨＳＫの友人（テレサさん）は、深刻な健康問題に取り組

んでいます。彼女はすぐに真実の奇跡が必要です。ど

うぞ彼女のためにお祈り下さい。 

□ ノーラさんは兄弟（イスラエル バーボサさん）のため

に、癒しを求めています。彼は心臓肥大を患っていま

す。彼のために祈って下さるのは誰ですか？ 

□ 再びホナウドさんとアンドレアさんの息子（ルーカスさ

ん）の救いを信じましょう。 

□ 森田スーザンさんの友人（ヘレンさん）は、なお奇跡と

彼女の夫が救われることが必要です。 

□ ルースさんは、８月のカンボジアへの宣教旅行のため

に祈りの要請があります。彼女と大阪出身のクリスチャ

ンたちは、多くの人が触れられることを信じています。 

□ 日本にいるクリスチャンの政治家たちが選ばれることを

祈りましょう。 

□ ＨＳＫに来たすべての来会者のためにお祈りして下さい

ませんか？今週、彼らの命が主によって触れられます

ように。100人の以上の来会者は、数年の間、毎年ＨＳ

Ｋに出席しています！  

□ 今週、私たちの教会のリーダーたちのために覚えて祈

りましょう。彼ら全員があらゆる状況に対して神の知恵

を持てますように。 

□ 日本の新天皇は、イエスさまと出会う必要があります。

今週、彼とご家族のために、どうぞお祈り下さい。 

□ 彼らの国の指導者のために祈って下さっているのは誰

ですか？ フィリピン？ ブラジル？ アメリカ？ 

 

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。 

 

五旬節の日、神がなさった御業は劇的であり

強大だった。聖書の記述による御霊のしるしの

一つは風である。 

五旬節の日、ある建物の２階で吹いた風は激

しいものだった。（使徒 2：2）多くの者たちに

とって、堆積されたごみを吹き飛ばしていただ

くためには激しい風が必要だ。御霊の訪れのよ

うな台風が、多くの教会に必要だ。私たちに

は、霊的生活の大変革が必要であり、些細な変

化では足りない。クリスチャンの教会が神の風

が自分たちに吹き付けられるのを求め祈るな

ら、町や市全体にどのような影響が起こるだろ

うか？ 

神は私たちを引き上げる力があることに感謝

し褒めたたえる。そうでなければ、私たちはど

のようであっただろうか。私や妻キャロルも決

して聖書学校には行かなかっただろう。イエス

様は漁師や、社会的基準に満たない者たちをお

選びになった。そして神は、その中に介入さ

れ、彼らを驚くべき所へと引き上げてくださっ

た。「誰が一番偉いですか？」と争った口、主を３

度知らないと拒んだ口は、イエスの復活により天の

勝利に飲み込まれ、変えられた。「ユダヤ人もいれ

ば改宗者もいる。・・あの人たちが私たちのいろい

ろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうと

は。」（使徒 2：11） 

御霊は、私たちの弱点や欠点よりも偉大であり、

制約や無能、無知、卑しさの束縛から私たちを解放

するために来られた。神のみによる御業を、私たち

を通して成そうとされる。問題は、私たちの能力で

はなく、御霊に委ねるか否かである。 

 

「Fresh Power」 思いを巡らす 
 

       より抜粋 「天からのもの」 著 : Jim Cymbals 



 

 

今週の日曜日（7/20）・・・午前 10:30より子ど

ものイベント、ジョイクラブが行われま

す。歌や、聖書のお話し、ゲームやお

菓子などで楽しい時を過ごします。牧

師先生は、子どもたちが学べるこのイ

ベントをとても楽しんでいます。また、親

御さんたちも子育てについて学んでい

ると信じています。電車は時間通りに

出発します。 

 

６曲以上の新しい歌を・・・ベン牧師は皆さんと一緒

に歌っていきたいと思っています。そのほとんどはポル

トガル語で訳されていますが、日本語訳がありません。

歌詞を日本語に訳したい方は

いますか 

あなたもできるでしょう！１、2

曲、英語の歌の翻訳にチャレ

ンジしてくださる方がありまし

たらベン牧師にお申し出ください。 

 

水のバプテスマを受けたい方は、・・ベン牧師

または幸男さんに、即お申し出くだ

さい。当教会のメンバーでなくても構

いません。尚、水のバプテスマは全

身の浸水を信じて行っています。そ

のため、洗礼の時、完全に濡れます。

「バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたが

たはみな、キリストをその身に着たのです。」ガラテヤ

3：27） 

先週の月曜日・・・・駐車場にある水道管の取り換え

をしました。車の衝突により破損したようでした。皆さん

も新しい水道の側に駐車する際に

は、くれぐれも水道に当たらないよう

に気を付けてください。修理は難しく

はありませんが、費用が高額です。

ご協力ありがとうございます。 

 

 

来週の日曜日（２１日）・・・すべてのフィリピン女性た

ちは朝礼拝の後、ルースさんとのミーティングにご参加

ください。きっとコストコのケー

キやアイスティ、コストコ 

 

のチキンやパン・・・を持ってく

る方々がいるでしょう。（ほん

と？） 多分そうです！それか

ら、チリホットドックなどを期待

している人たちもいます！（ほんと？） いや、それは違

う！ 

 

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

ローマ 7 

25 私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に

感謝します。ですから、この私は、心では神の律法

に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。 

ローマ 8 

1 こういうわけで、今はキリスト・イエスにある者が

罪に定められることはありません。 

2 なぜなら、キリスト・イエスにあるいのちの御霊

の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放した

からです。 

3 肉によって無力になったため、律法にはできな

くなっていることを、神はしてくださいました。神は

ご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と同じよう

な形でお遣わしになり、肉において罪を処罰された

のです。 

4 それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む

私たちの中に、律法の要求が全うされるためなの

です。 

 


