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主は倒れる者を皆ささえ、かがんでいる者をみなおこさ
れます。すべての目は、あなたを待ち望んでいます。あ
なたの時にかなって、食物を与えられます。あなたは御
手を開き、すべての生けるものの願いを満たされます。
主はご自分の全ての道において正しく、またすべての
みわざにおいて恵み深い。主を呼び求める者すべて、
まことをもって主を呼び求める者すべてに主は近くあら
れる。また、主を恐れる者の願いをかなえ、彼らの叫び
を聞いて、救われる。すべて主を愛する者は主が守ら
れる。しかし、悪者はすべて滅ぼされる。

(英語)http://www.hskchurch.com

詩編：145 編 14-20 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）
８/４

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

８/７

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

（水）

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

８/８
(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

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

（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

８/１１

りを持ちたい方は、私達の教会の体に加えられ

（日）

ることを歓迎します。

今日の監督者と執事たちとのミーティングは
ありません

（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！
きよ
ついに一年で一番暑い月が到来しました。先週、
神戸にいる間、気温は 36 度でした。でも、東名高
速で戻ってくるとき、名古屋付近は 39 度でした。
この暑い時には沢山の水分を補給することを皆さん
が覚えていて下さることを希望します。私は、数年
前に熱中症になり、それはひどい経験でした。
先週、私とルースは神戸にいる中村ファミリーと
とても良い時間を過ごしました。彼らは教会でとて
も役に立っていて、私はとても嬉しく思います。で
も、他の教会について私が受けるすべての報告は、
教会が増し加わるようにと祈らされます。大阪は大
都市ですが、私が思うに教会は今も小さすぎます。
皆さんには他の教会のためにもお祈り下さるようお
願いします。
皆さんは他の国々で起こっている出来事について
も新聞をお読みになっていることと思います。先
週、あるブラジルの刑務所で大きな暴動が起こり、
50 人以上の囚人たちが殺されました。また、過密
刑務所内の多数のブラジル人に関する事実も含まれ
ています。そして、中国は更に囚人人口が多く、ア
メリカに至っては一番の囚人人口です。香港では、
デモが今も続いています。そして、薬物ギャングに
より大勢の人々が亡くなっているメキシコはどうで
しょうか？もしあなたがそれらの国々の一国からの
出身者でしたら、自国のためにお祈り下さい。主が
クリスチャンたちを守って下さり、多くの人々を救
って下さるよう、お祈り下さい。
先週、私が 2 人の孫たちと祈っているとき、時間
をかけて彼らの目を注意深く見ました。彼らはどん
な人になるのだろうかと考えました。彼らの両親が
クリスチャンであることを私はとても嬉しく思いま
すが、神様は私にこのように言われたと思います。
「あなたは、私を知っているために、或いは知らな

いために彼らに影響を与えることが出来る」と。で
も私は思いました。彼らが 10 歳になるころ、私は
80 歳です！彼らが 18 歳の時、私は 88 歳です！彼
らの人生にどんな影響を与えることが出来るでしょ
うか？そして、神様が私に何と返答されたか分かり
ますか？「彼らの両親が、私に対するあなたの愛を
子供たちに話すでしょう！彼らの両親が、教会に対
するあなたの愛を子供たちに話すでしょう！今をあ
なたがどう生きるかによって私を愛することの影響
力を彼らに及ぼすことが出来るのですよ！」結論で
す：敬虔な両親になって下さい。そして、敬虔な祖
父母となって下さい。
先週日曜日、私が希望の必要性について皆さんに
話し終えたとき、私たちが必要としている希望はど
れほどのものであるか私たちは理解しただろうかと
思いました。聖書の中では希望について多くの個所
で書かれています。時間の都合で読めませんでした
が。でも、これらの御言葉を聞きましたが？「どう
か、望みの神が、あな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溢
れさせてくださいますように。」(ローマ 15：13)
私たちはどれほど希望に溢れることが出来、そして
そうでなければならないでしょう。そして、聖霊様
は私たちを助けて下さいます。私たちは、生ける神
に望みを置いていなければなりません。（Ⅰテモテ
4：10）
生ける神様の更なる祝福が皆さんにありますよう
に。
あなたの牧師、ベン

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
「その良さは持ち主に聞け」
パッカード社は 20 世紀初頭のアメリカで創業
した自動車メーカーで「その良さは持ち主に聞
け」という力強いキャッチコピーで消費者を引
き付け、その時代を代表する名門高級車メーカ
ーに成長しました。この会社の人たちは、友人
の満足に裏打ちされた製品、という口コミの説
得力をよく理解していたのでしょう。
それならば、自分が個人的に経験した神の恵
みを誰かに話すことも、自分の周りにインパク
トを与えるはずです。私たちは感謝と喜びを神
に伝え賛美するだけでなく、周りの人にも堂々
と言い表すように招かれています。(詩 66：1)詩
編の作者は、自分が罪を悔い改めたときに受け
た赦しを熱っぽく語っています。(18-20 節)
神は紅海の水を両側に分け、中に乾いた道を
造るなど、歴史の中で驚くべき御業を成されま

祈りのリクエスト

☐

した。その神は、個々の人の人生にも驚くほど
に働いて、素晴らしいことをして下さいます。
苦難と闘う人に希望を与え、聖書が理解できる
ように霊性を下し、私たちの日毎の必要をまか
なってくださいます。
私たちが神の慈しみの実体験を人に話すな
ら、それは特定の商品を推奨すること以上に価
値あることです。なぜならそれは、神が良いお
方だと認めること、また、この世の旅路を行く
仲間同士で励まし合うことだからです。

神よ、私の人生に働いて成して
下さった数多くの素晴らしい御業を
堂々と伝えられるように助けて下さい。

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(✓)

□歌手である小坂さんの孫娘さんは、なお奇跡を
必要としています。再びこの 10 代の若者のため
にお祈り下さるのは誰ですか？
○金曜日、ルースさんはカンボジアへ宣教旅行の
ために出発します。彼女が無事に到着し、健康
で滞在し、係わるクリスチャンたちのために祝
福となりますように、どうぞお祈り下さい！
□台湾もまた中国本土の支配を取るように圧力を
かけられています。この事態に主が介入されま
すように。
○伊藤さんとご家族は、今日フィリピンにいま
す。彼らはこれから２週間、健康で滞在します
よう、どうぞお祈り下さい。
□鈴木雅美さんは、娘（ゆきなさん）のために祈
りの要請がありました。娘さんは神さまとの真
実の関係を必要としています！
〇松尾ノーラさんは、兄弟（イスラエルさん）の
ために祈りをリクエストしました。彼は良いこ
とではない心臓肥大を患っています。彼の癒し
のために主に求めましょう。
□何人かの来会者たちは、大きな家族の問題を抱
えています。私たちは彼らを、彼らの子どもた

ちを、そして他の親戚の方々を、救うために主
に求めなければなりません。私たちの教会で初
めて出会った方々のために祈ってくださるのは
誰ですか？
○近隣諸国の独裁者たちは、クリスチャンたちが
神さまへの信仰のために苦しむことを許してい
ます。北朝鮮の指導者たちの救いのために再び
求めて下さいませんか？
□戦争は中東で容易に始まるかもしれず、イスラ
エルは急速に多くの破壊を被るかもしれませ
ん。イスラエルを憎む人々の心を変えるために
どうぞ主に求めて下さい。

☞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
★今月の執事たちのミーティングは…ありませ

★数週間前にお知らせしたように…もしあなた

ん。ランチもありません。

が、自国の言語に翻訳したメッセージ

今日

教会のキッチンで料理を作

を聞くために教会の FM ラジオを使用

る

るにはこの時期は暑すぎま

する場合は、礼拝堂の後ろの書架の

す。でも…９月には素晴ら

上にある白いプラスチック製のバス

しいランチと１０月にはバーベキューをします！これ

ケットの中に置いて戻してください。

らのイベントを楽しみにしているのは誰でしょうか？

使用バッテリーと耳当てのプラグは新しいものと交換
します。

★今週金曜日、８月９日…ルースさんは、約８日
★今月８月は…太陽が今まで以上にこの教会を熱

間、カンボジアの教会の活動
のお手伝いをするために大阪

くするでしょう。ですので、皆さ

出身のクリスチャングループ

んが礼拝堂に入ってくるときは、

と一緒に日本を発ちます。現

エアコンが効いていてとても寒く

地は、暑くて雨が多いので皆さんの祈りに感謝するで

感じるでしょう。でも、忍耐して

しょう。彼女のご主人は生水は飲まないように言いま

下さい。もっと人々が部屋に入っ

したが、彼女は、クリスピークリケットや焼きガエ

てくると暖かくなるでしょう。暖

ル、茹でたトカゲを食べるのを楽しみにしています。

かい場所は、建物の右端、又は左

「本当ですか？」

端に見つけることが出来ます。

★祈祷会があります…イスラエルのための祈祷会
が今日あります。この国のために他の教会メンバーと

ですから、あなたがたは、心を引き締め、身

一緒に祈りたい方は、礼拝室に午後１時３０分にお集

を慎み、イエス・キリストの現われのときあ

まりください。更に２,３週間かもう少し長くなる

なたがたにもたらされる恵みを、ひたすら待

かもしれませんが、全ての女性

ち望みなさい。

たちは、朝礼拝終了後すぐに始

Ⅰペテロ１章１３節

まる祈祷会に加わるように招か
れています。この祈祷会の結果
として良いことが起こっています。

８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！

