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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

今日（日）

ラー、又は妻のルースにおっしゃって下さい。

８/２５

今晩の祈祷会はありません！

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
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祈祷会
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賛美リーダ―と奏楽者の練習

（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

８/３０

God)います！だれでも心から神様を知りたい、

(金)

第５週目金曜日 断食祈祷の日
PM

６：５５

教会で祈祷会

AM
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賛美チーム練習

９/１
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９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

（日）

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。

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
今日は８月最後の日曜日です。そして、今月はず
っと暑かったことに皆さんも同意されると思いま
す。そして、９月はもう少し涼しくなることを希望
します。暑い気候にも関わらず、教会のクーラーは
とてもよく効いていましたが、少なくともあと一
月、或いはもう少し長くなるかもしれませんが、引
き続きクーラーをつけていくでしょう。涼しくして
いましょう。
それで、皆さんはお休みを楽しみましたか？私は
今年の夏は近くの川で泳ぐことはありませんでした
が、アイスティーを沢山飲みました。私の場合、何
か甘いものと一緒に冷たい飲み物を飲むととても満
足感があります。そして、もちろん、また私の妻が
家に居てくれるのは、とても良いです。先週日曜日
のお二人の洗礼式に加えて今日お一人の方の洗礼式
がありますが…これは素晴らしい夏です！
先週、ある牧師先生との会話の中で、めったに使
わない言葉…“偽”が私の口から出てきました。こ
の言葉は、よく人工的な花を説明するのに使われま
す…それらは偽物です。或いは、プラスチック製の
爪…それらは偽物です。アメリカ大統領がよく、
「そのニュースは偽のニュースだ」、と言います…
偽りのニュース“です。でも、偽の話、偽の交わ
り、偽の感謝、偽の挨拶、偽の約束、偽の喜び、偽
の涙があると思います。偽物のリストはとても長く
なります。そして、皆さんは私が次に何を言おうと
しているかご想像ができると思いますが…私は、偽
の喜び、偽の話、偽の交わり、そしてもっと多くの
偽物がとても嫌いです。なぜでしょうか？なぜな
ら、神様は決してどんな偽りのものにも参加しない
からです。神様は真実なお方ですから、本物の真実
なことにだけ関わるのです。これが私の結論です：
偽物に用心して下さい。そうです、偽りのものは、

恐らく無くなることはないでしょう。でも、真実なも
のは更に美しくなり、更に満足なものになり、更に天
のお父様の臨在で満たされるでしょう。
今月私たちがお祝いした誕生日パーティーは私にと
ってとても励まされるものでした。それは、ただ単に
私たちが食べた美味しいケーキではなく、皆さんが歌
い、笑うのを聞き、そして、皆さんが互いに笑顔でハ
グし合うのを見ていると、私たちの教会には天からの
素晴らしいものがあるからです。そうです、何千人も
の人々がこの教会に来て賛美し笑うとき、私たちは皆
さんとはハグできないでしょうし、確かに会話はとて
も短くなると思います。でも…でも…私たちが、本当
に知っているべきお方は誰でしょうか？私たちが、本
当に交わっているべきお方は誰でしょうか？教会の建
物を出るとき、私たちの思いは誰のことであるべきで
しょうか？ですから、これがまた別の結論です：
（１）毎日、全能なる神様と真実な会話をもって一日
を始めて下さい。（2）あなたが家を出るとき、その
日一日を神様を喜ばせたいという願いを持っているこ
とを確認してください。（3）神様があなたを驚かせ
るような素晴らしいことをして下さると期待して下さ
い。もしあなたがこのようにするのでしたら、毎週日
曜日は、前の日曜日よりも更に良い日になると皆さん
にお約束できます！
私は皆さんのために祈っています。今日、神様の祝
福が皆さんと皆さんのご家族にありますように。
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
「知恵に驚く」
娘が「年をとって、お父さんは賢かったって
気づいたわ。息子に話をしていると、お父さん
から聞いた言葉が口から出てくるの」と言われ
ました。おかしなものです。子育てをしていた
頃、私も自分の親に言われたことを口にしてい
ると気づきました。親の知恵に対する見方は、
自信が父親になって変わりました。くだらない
と思っていたことが、ずいぶん賢明なことだと
分かりました。昔はよく分かっていなかったの
です。
神の愚かさは、知者の知恵よりも賢いと聖書
は教えます（Ⅰコリント 1：25）。「事実、この
世が自分の知恵によって神を知ることがないの
は、神の知恵によるのです。それゆえ…」神は
苦しみの救い主を通して信じる者を救おうと定
められました(21 節)。

祈りのリクエスト

☐

神にはいつも驚かされます。世界は勝利の王
を予想していたのに、神の御子は、苦しみのし
もべとして来られ、十字架にかけられ無残に殺
されました。しかし、イエスはこの上ない栄光
の内によみがえられたのです。
神の知恵では、謙遜はプライド以上の価値が
あります。愛は、受けるに値しないあわれみと
いつくしみによって、その価値を表します。私
たちの無敵の救い主は、究極のいけにえになり
ました。キリスト信じる人たちを完全に救うた
めです。

天の父よ、あなたは賢明なやり方をな
さるので、御名をほめたたえます。あな
たを信頼し、へりくだってあなたととも
に歩めるように、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(✓)

□カンボジアのニュー・ライフ・クリスチャン・
スクールのために、どうぞお祈り下さい。彼ら
は、新しい建物を建てるためにより多くの資金
が必要です。
○最近、洗礼を受けた方たちのために祈りましょ
う。彼らの信仰が日々強く成長しますように。
□日曜学校の先生たちのために、また子どもミニ
ストリーの「ジョイクラブ」のためにも、祈る
ことを覚えましょう。
○今週、私たちの教会の指導者たちのために、彼
らがする全てにおいて、御霊によって導かれま
すよう、祈って下さいませんか？
□中国と台湾間の事態は、良くありません！中国
は、教会が成長するよう励ましている小国を脅
迫しています。台湾のために祈りましょう。
〇みちこさんは、家族のために祈りを求めていま
す。今週、彼女と一緒に祈りましょう。
□まさえさんは、ご自身と職場で困難を抱えてい
るかも知れない方々のために、祈りを求めてい
ます。
○先週、さつきさんの教会とシンガポールの教会
で英語キャンプに参加した人々のために、どうぞ

お祈り下さい。
□ジョアンナさんと双子の赤ちゃんは、夏風邪が
かなりひどいので、癒しのためにお祈り下さ
い。神さまは彼らの癒し主です。
○主が私たちに求めるように、エルサレムの平和
のために、もう一度祈りましょう。
□大石さんの奥さま（のりこさん）は、なお癒し
のための祈りを必要としています。今週、彼女
のためにどうぞお祈り下さい。

☞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
★来週日曜日(9 月 1 日)は…聖餐式、または主の
晩餐が朝礼拝で執り行われま

★教会内で掛けられている新しいカーテンに
お気付きですか？教会メンバーか

す。その日の日曜日、HSK に

らの親切な贈り物のお陰で、牧師先生

出席するクリスチャンの方達

は 25 年以上も使用したカーテンを取

皆さんは、私たちの救い主、イエス・キリストの苦し

り換えて新しいカーテンを購入するこ

みと死とを思い起こすこの儀式にご参加下さい。

とが出来ました。ある方が、赤は情熱

自分がクリスチャンであると自覚している子供たちも

の象徴だと言いました。牧師先生もその意見に同感で

参加することができます。HSK メンバーでない方もご

す！

参加下さい。

★教会什一献金 52,000 円は、以下の通りに分
★同じく来週日曜日(1 日)…午後 1 時半から、イ

配されま！した：真美さん、亮

スラエスルのための祈祷会があります。

さん(石巻宣教)(17,000 円)、クル

ランチを持ってきて、或いは買って、

ード牧師先生（イスラエル宣教）(

祈祷会が始まる前に、他の方たちと一

20,000 円）、ワイクリフ聖書翻訳

緒に食べたい方もいらっしゃるかもし

(中国宣教援助)(15,000 円)、1 月からの什一献金総額

れません。今週、イスラエルのために

：466,500 円！人々に捧げて下さっている皆さんに牧

共に祈りましょう。

師先生はとても感謝しています！

★来月 9 月 15 日から…牧師先生ご夫妻は、アメ

★今週金曜日(8 月 30 日):第 5 週目金曜日断食

リカの親戚を訪問します。彼らは

祈祷の日！再び牧師先生は、皆さんに今週の金曜日

3 週間留守をします。HSK の数名

(30 日)の断食祈祷に加わるよう、

のメンバー達が皆さんをお世話す

求めています。人々を助け、また、

るための責任を担って下さるよう

励まし、イエス様を信じる信仰へと

現在計画を立てています。教会を愛し、皆さんがイエ

導くために神様の助けを求めましょ

ス・キリストのようになってほしいと願っているクリ

う。あまりに多くの人々は、愛なる

スチャン達に牧師先生はとても感謝しています。

神様がおられること、そして神様を
知る方法があることを知らずに教会やあなたの家の前

★教会の外階段に飾っている花が偽物だと思

を通り過ぎて行きます。私たちは今週金曜日、断食祈

われたら…それは、その通りです。

祷をしなければなりません。主を求める日の締め括り

この夏本物の花を生きた状態で保つ

に祈祷会が教会で午後 6 時 55 分から始まります。ど

ことは無理です。ですので…造花を

うぞお越し下さい。どうぞ断食してお祈り下さい！

もう数週間そこに置きます。でも、
ルースさんにそれらが造花であることを言わないで下
さい。彼女は教会の花々に楽しんで水を上げていま
す！

