
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。 

Ⅱコリント：5章 14-17節 

 

〒430-0853 
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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） 

７/２１  

PM  １：００ フィリン人婦人たちの集会 

PM ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

７/２４ 

（水） 
PM  １：２５ 祈祷会 (２２号室)  

７/２５ 

（木） 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

７/２８ 

 （日） 

AM ８：４５ 賛美チーム練習 

AM  ９：５５ 賛美・分かち合い・日曜学校・交わり 

       そして、ランチ！ 

今晩の祈祷会はありません！ 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2019-7-21 

(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！ 

 毎週日曜日の午後、帰宅すると、私は、私たちの

人生に主がして下さっていることで私が見たことに

ついて考えながら時間を過ごします。牧師先生の中

には、どのくらいの席が空いていたか、誰が遅刻し

たか、又は、礼拝に来られなかった人は誰だろうか

と考える先生もおられるかもしれません。しかしな

がら、私はそれらのことは考えません。むしろ、私

たちは心から主を礼拝しただろうかと考えます。神

様の御力を私たちにもっと飢渇かせる大切なことを

神様が語ったのを私たちは聞いただろうか？私たち

は今週神様を喜ばせたいという更に強い願いをもっ

て教会を出ただろうか？問題に対する天からの解決

を得ただろうか？「牧師先生、あなたは沢山考えす

ぎですよ！」いいえ、そうは思いません。なぜでし

ょうか？私たちは、“キリストの内にあって生き

て”いなければなりません。さもなければ、私たち

は死んでいるのです！私たちは、信仰で満たされて

いなければなりません。さもなければ、疑念の念に

取り囲まれてしまいます！私たちは、勝利者でなけ

ればなりません。さもなければ、隠れる場所を求め

ているものとなります。キリストの内に生きていま

しょう！ 

 先週、ルースと私は、テレビで「突破」という映

画を観ました。これは、４年前の寒い冬のある日、

湖で溺れた１０代のアメリカ人のクリスチャンの話

です。死んだ状態から一時間以上経過した後、彼の

心臓が再び鼓動し始め、２８日後には完全に健康に

なって病院を歩いて退院しました。この映画を皆さ

んもご覧になるべきです。驚くべき真実の物語で

す。 

 先週の月曜日、ルースと私は、東京で西野はるく

さんの結婚式に出席しました。彼は、近い将来、奥

さんのせいなさんを連れて私たちの教会を訪れたい 

と希望しています。でも、結婚式の後、私たちは以

前 HSKのメンバーだった５人の女性たちと会うため

に大きなモールに行きました。彼女たち一人一人と

話をしたとき、彼女たちの神様に対する愛を聞いて

とても喜びました。彼女たちをとても誇らしく思い

ました。そうです、人数は少ないですが、彼女たち

は多くの人たちの祝福になると信じます。 

 今日初めてこの教会にお越しになった方、或い

は、数回出席されている方もいるかもしてません

が、皆さんに知って頂きたいことは、皆さんにお会

いできて私は心から嬉しく思っていることです。そ

して、私たちが歌う賛美や私が分かち合うメッセー

ジ、集会が終わってからの交わりは本物であると皆

さんが分かって下ることを心から希望します。並ん

で座ることや一緒に立つことは宗教的な経験ではあ

りません。私たちの祈りはある本から読まれている

ものでは決してありません。これが真理です：私た

ちの生活の中に良い変化を起こす目的を持って神様

がここにいて下さると思うので、私たちは共に集い

ます。変えられる、或いは、助けられ、癒されると

いう願いを持ってもう一度お越し下さい。あなたは

失望することはありません。 

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(✓) 

□今週、サブリナさんの息子（ルーカスさん）のため

に、どうぞお祈り下さい。彼は毎日神さまの助けが

必要です。 

○私たちのベン牧師と妻ルースさんのために、健康と

安全を、祈り続けて下さいませんか？ 彼らは日々

神さまの力強さを必要としています。 

□人によっては、夏休みの間に、帰省しています。 

彼らが家族や友人たちへの祝福となりますよう祈り

ましょう。 

○私たちの市街の牧師たちのために祈って下さってい

るのは誰ですか？ 彼ら全員は教会を導くために、

神さまからより多くの知恵を必要としています。 

□昨日は素晴らしい「ジョイクラブ」がありました。

ＨＳＫのこの外に出て行く奉仕活動のために、参加

する子どもたちのために、どうぞお祈り下さい。 

〇再び、癌を患っているスーザンさんの友人（ヘレン

さん）のために祈りましょう。彼女は奇跡が必要で

す。 

□アビーさんが米国のビザを取得することについて、

祈りに応えて下さった神さまをほめたたえます。彼

女が８月にジョシュさんと一緒にいるために旅発つ

時、神さまが彼女を祝福して下さいますように。 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「決して遅すぎない」 

 

  義母が心臓発作を起こしましたが、幸いにも

処置が早くて助かりました。主治医によると、

重症の場合、１５分以内に適切な処置をした患

者の生存率は３３パーセント、それ以後は５パ

ーセントだそうです。 

  ヤイロの娘が病気で死にかけていて、すぐに

対処が必要なのに、彼女を癒しに行かれたイエ

スは途中で歩みを止められました(マルコ 5：

30)。ご自分に触れた人を特定するためです。そ

して、女性に優しく話をされました。ヤイロの

気持ちが察せられます。こんなことをしている

暇はない。私の娘は死にかけている…。そしｓ

て、彼が恐れたとおりになり、娘は亡くなって

しまいました(35節)。 

  しかしイエスは「恐れないで、ただ信じてい

なさい」(36節)と、ヤイロに励ましの言葉をか

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！ 

 

○今、韓国と日本の間には大きな不安があります。こ

の事態をすぐに変えて下さるように、どうぞお祈り

下さい。 

□私たちの教会へ来られた方々のために祈りましょ

う。彼ら全員が祝福され、今すぐイエスさまと出会

いますように。 

○私たちの教会でシングルマザーの方々のために祈っ

て下さるのは誰ですか？ 彼女たちは家族の世話を

する時、励ましが必要です。 

□香港での事態のために、再び祈って下さいません

か？ 中国政府は教会に反対しているだけでなく、

人々の行動を統制しようとしています。 

 

 

 

☞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。 

       

けられました。そして、あざける見物人を気に

とめず、娘に話しかけられると、彼女は生き返

りました。イエスは、お自分が遅すぎることは

ないことを示されました。イエスの御業は時間

に制約されないのです。 

  私たちもヤイロのように、神は遅すぎた、も

うダメだと考えがちです。しかし、それは違い

ます。私たちの人生に、あわれみに富んだ神の

良い御業が成就されます。それに遅れなどあり

ません。 

    

 イエスよ、あなたは時間さえも支配さ

れ、主の完全なご計画は、決して遅れず成

就されることを忘れないように、どうかわ

たしを助けて下さい。 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★来週日曜日(28 日)…朝礼拝の後すぐにランチが

用意されます。皆さんは、 

素晴らしい交わりが持てる 

この美味しいランチを食べ 

て下さい。今回はバーベキ 

ューではありませんが、屋外で食事をしたい方は、そ

うして下さい。 

 

★西野はるくさんとせいなさん、おめでとう 

ございます！彼らは 

先週月曜日、彼らの 

牧師である天野先生の 

司式の下、結婚しまし 

た。彼ら写真は、HSK 

の礼拝堂の後ろの窓 

のようにも見えます。彼らは、すぐにこの教会に来た 

いと思っています。 

 

★教会什一献金…来週の週報 

で分配先の明細をお知らせしま 

す。でも、今日のところは、こ 

の 4週間、HSKに金額はいくらであっても捧げて下さ 

った皆さんに牧師先生はとても感謝しています。 

 

★元 HSK メンバーのスウェイン・アビゲール 

さんは…間もなく、アメリカ 

にいるご主人のジョシュさんと 

一緒に暮らせるようになります 

。彼女は、長い間、彼女のため 

に祈って下さった皆さんに感謝 

しています。 

 

★少なくとも 5曲の…新しい英語の曲を皆さんに 

日本語で歌うように覚えてほしいと思っています。す 

でに、殆どの曲はポルトガル語に翻訳されています 

が、日本語はまだです。ですので、何方か、曲を日本 

語に翻訳してみたい方はいらっしゃいますか？あなた 

はできるかもしれません！1 曲か、或いは 2 曲でも英

語を日本語に翻訳したい方は、牧師先生にお話し下さ

い。 
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教会の会計係である松尾三枝子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しま

した。６月１６日から７月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概要は

以下の通りです。                             （単位は全て円） 

項目 先月繰越金 収入 支出 残高 

一般会計 ¥68,727 ¥882,810 ¥580,977 ¥370,560 

建物献金 ¥688,969 ¥3,436 ¥0 ¥692,405 

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 ¥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 

墓地献金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 

2019 年 6/7 月の教会什一献金は 88,000円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。 

神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。 

什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい

ます！ 
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会計報告 

 

 

 

 


