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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8/11(日）今日! 
執事/監督ミーティングはありません！ 

夜の祈祷会はありません。 

8/14 (水) PM 1：25 祈祷会（ルーム 22） 

8/15（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

8/18(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  6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

2019-8-11 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

主は倒れる者をみなささえ、 

かがんでいる者をみな起こされます。 

すべての目はあなたを待ち望んでいます。 

あなたは時にかなって、彼らに食物を与えられます。 

あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。

主はご自分のすべての道において正しく、 

またすべての御業において恵み深い。 

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。 

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。 

詩篇 145：14-20 

      

 

 

 

 

tel:053-442-5080


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

先週、アメリカの 2つの都市で、銃の乱射により 30

人以上が死亡したのをご存じかと思います。アメリカで

は、ある個人が大量の人々を殺害する事件が多発し

ますが、その原因について私は説明できません。多く

の市民が危険な拳銃を所持していますが、アメリカの

政府が規制をしてくれることを望みます。そして、神が

アメリカのクリスチャン達を目覚めさせ、神の光が暗闇

に照らされるための折りと行動が必要であることを、彼

らに気づかせてくださるよう祈っています。 

毎週、私は皆さんと歌う賛美について、歌の曲が多

すぎるだろうか、少なすぎるだろうかと、よく考えます。

どうしてそのように考えるでしょうかの？私たちがお店

や郵便配達人に「ありがとうございます。」とお礼を言う

ように、天の御父の感謝」を表すことで十分だと思いが

ちだからです！けれども真実は、全能なる神が私たち

を愛することを止めたとたん、私たちに地獄の経験が

やってきます。神が祝福を閉ざしたとたんに、私たちに

痛みが来るでしょう。結論：全ての歌が天の御父に対し

て純粋な感謝の表現としましょう。さらに、情熱をもって

賛美リーダーが導く歌を歌いましょう。私たちの神は、

私たちにどれほどまでに良くしてくださっているでしょ

う！ 

先週の日曜日、私たちが教会を出たとき、ルースさん

は、私たちの教会の女性たちが他の女性たちに示して

くれている神の愛に対して喜んでいました。最近の彼女

たちの会話は、喜びの涙で終わります。そのことを聞い

て、私は感激に浸り喜びました。しかし、次に私はこの

ように思いました。そのような交わりは、クリスチャンの

女性たちだけでなく、すべての女性たち・・男性たちの

交わりであるべきだ。微笑みや握手、挨拶だけでなく、

「喜びが必要ですか？私は、たくさん差し上げます！」

「あなたは、憐れみが必要ですか？私は、たくさん差し

上げます。」「あなたは心配してくれる友人が必要です

か？」「私がすぐその人となります。」 

私は教会メンバーたちにこのリクエストをしたいと思

います。あなたが会う誰とでも、いのちを分かち合ってく

ださい。励まし、喜びを分かち合ってください。あなたが

励ましや喜び、希望や平安が必要なときはすぐ、それら

をあなたに求めているクリスチャンから祈りを求めてくだ

さい。この教会は純粋な交わりに満ちていなければなり

ません。 

あなたがこの手紙を読んでいるとき、私の妻はカンボ

ジアの教会にいます。彼女のために祈ってくださりあり

がとうございます。カンボジアでは貧しく傷ついた人々

に会うでしょう。多くの人々には良い将来がありません。

カンボジアの教会のために祈ってくださりありがとうござ

います。ルースさんは良い報告を持って帰国すると信じ

ます。 

 

 

 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 

 

□ アメリカはあまりにも多くの銃撃に直面していて、多くの

人々が殺されています。今週、アメリカのためにどうぞ

お祈り下さい。 

□ ＨＳＫで多くの新しい方々と会えるのは喜びです。神さ

まの愛を持って、私たちの教会へ入るすべての人のた

めに、手を差し伸べ続けましょう。 

□ 今週、私たちの教会の子どもたちのために祈って下さ

いませんか？主が彼らをすべての悪から守って下さい

ますように。 

□ 今週、カンボジアで主に仕えているルースさんと他のク

リスチャンたちのために、どうぞお祈り下さい。 

□ 今とても暑いです！水分を補給し、できるだけ涼しくして

お過ごし下さい。先週、１万以上の人々が熱中症で病

院に運ばれました。 

□ 私たちの特定の国々の指導者たちのために祈ることを

覚えましょう。彼ら全員が、すぐにイエスさまと出会いま

過ぎ越しの週に戻ってみましょう。その日、

安息日に太陽が沈みました。信者たちが共に集

まったとき、今までになかったほど熱心になっ

ていました。「神よ、私たちには時間がありま

せん。休みが終わりました。今が最後の夜で

す。明日は終わりかもしれません。最後の時が

来ています。主よ、ペテロを救ってくださ

い！」 

その同じとき、神は御使いを暗い牢に送りま

した。（使徒 12：6-7） 

神が素晴らしいタイミングで祈りの答えを送

ってくださったように見えませんか？危機一髪

でペテロは助け出られました。教会の祈りが答

えられました。私たちが信仰を保ち続ければ、

そのようなことが起こります。神の時計は私た

ちのとは違います。何度も、神は危機一髪のと

ころで事を起こされます。 

神は天から何かを遣わしたのを私たちは見ま

す。このとき、神は御使いを遣わし神のしもべ

を脱出させました。御使いは、ペテロが囚われ

た暗闇を引き裂き「まばゆい光」を伴い現れま

した。私たちの混乱や迷いを一掃させる神の栄光の

表れは驚くべきものです。 

私たちの中で、結婚や子ども、経済の暗いジレン

マに囚われている人々は何人いるでしょうか？霊的

な問題において答えが見えない状態。私たちは理論

づけやカウンセリング、対策などを建てますが効果

がありません。私たちに必要なことは、神の光の放

出です。 

それは、聖書を読むときいつも必要な光です。

「生まれながらの人間は神の御霊に属することを

受け入れません。それらは彼には愚かなことだか

らです。また、悟ることもできません。なぜな

ら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだ

からです。」（1コリント 2：14） 

さらに、聖句が私たちの心に語ってくださって

いる教えを、悟ることができるよう神からの啓示

も必要です。・・主よ、もっと私たちに光を送っ

てください！ 

 

「Fresh Power」 思いを巡らす 
 

  より抜粋 8章「自分たちの牢獄から引き出す」 著 : Jim Cymbals 

すように。 

□ 私たちはすべての人にとって簡単にアクセスできる別

の場所について、なお祈っています。今週、主の御前に

この必要を、どうぞ持って行って下さい。 

□ 賢美さんは、彼女のご両親（つねおさん、ともこさん）の

救いのために信じています。今週、彼らのために、どう

ぞお祈り下さい。 

□ 大石さんは、深刻な病気を患い、現在入院されている

奥様（のりこさん）のために祈り求めています。今週、彼

女のために祈りましょう。 

□ 山下パトリシアさんは、ご主人が救われるのを見たいで

す。今週、夫（てんぺいさん）のために祈りましょう。 

□ みちこさんは、ご自身とご家族のために祈りの支援を求

めています。どうぞお祈り下さい！ 

 

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。 



 

 

来週の日曜日、洗礼式を・・ 礼拝直後に執り行いま

す！現在一人の方が水のバプテスマを希望されてい

ますが、他に希望される方がい

ましたら今日ベン牧師、又は監

督者の幸男さんにお申し出くだ

さい。バプテスマを受けるには、

当教会のメンバーでなくても結

構です。また、夏の後半に洗礼

を予定することもできます。 

 

教会の入口にある看板のポルトガル語が・・・・間違

っているのを気づかれた方もいらっしゃるかもしれませ

ん！年内に修正したいと思っています！間違った文字

を多くのブラジル人が読んで

記憶してしまっているかもし

れないとベン牧師は気にし

ています！あなたはどう思

いますか？ 

 

来月 9 月 15日から・・ベン牧師とルースさんはアメ

リカに居るご家族に会いに行きます。アメリカでの滞在

は 3週間です。彼らの留守中は、教

会メンバーたちが色々な責任をもっ

て皆さんのお世話をしてくれます。教

会を愛し、イエス様のように皆がなる

ことを求めるクリスチャンたちにベン

牧師は大変感謝しています。 

 

次回のジョイクラブの予定は、・・次回お知ら

せします。子どもたちのプールパーティはどうでしょう？ 

祈りや聖書のお話し、クラフト、

そして教会のプールで泳いだ

り、冷たい飲み物を飲んだりし

たいと思っています！ワオ！

やりましょう！  

 

 

 

熱中症の患者は、・・・・今年数千

人にも及びます。どうか皆さん、水

分を十分に摂取してください。でき

るだけ屋内で涼しく過ごしてくださ

い。来週から夏休みに入るご家庭

は、プールや川での子ども達の水

遊びには十分ご注意ください！  

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

「涙とともに種を撒く者は、喜び叫びながら刈り取

ろう。種入れをかかえ、泣きながら出ていく者は、

束をかかえ、喜び叫びながら帰ってくる。」 

詩篇 126：5-6 

「彼らが集まって来たとき、パウロはこう言った。

『皆さんは、私がアジヤに足を踏み入れた最初の

日から、私がいつもどんなふうにあなたがたと過ご

してきたか、よくご存じです。私は謙遜の限りを尽く

し、涙をもって、またユダヤ人の陰謀によりわが身

にふりかかる数々の試練の中で、主に仕えまし

た。」使徒 20：18-19 

「キリストは、人としてこの世におられたとき、自分

を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫

び声と涙とをもって祈りと願いをささげ、そしてその

敬虔のゆえに聞き入れられました。」へブル 5：7 


