Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK!

浜松救い主教会

2019-9-1

(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‼

〒430-0853
浜松市南区三島町 522
TEL 053-442-5080
FAX 053-442-5186
携帯 080-8117-1774
宣教師（牧師）
ベン・ファウラー
(E-mail アドレス)
hsk.church@agate.plala.or.jp
(インターネットアドレス)
(日本語)http://www.hskchurch.org

私は助言を下さった主をほめたたえる。
まことに、夜になると、私の心が私に教える。
私はいつも、私の前に主を置いた。
主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。
それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは楽しんでいる。
私の身もまだ安らかに住まおう。
まことに、あなたは、私の魂を よみに捨てておかず、
あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。
あなたは私に、いのちの道を、知らせてくださいます。
あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には、
楽しみがとこしえにあります。

詩編：16 編 7-11 節

(英語)http://www.hskchurch.com

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）
９/1

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

９/４

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

（水）

ハワイからチームが到着！

９/５

ハワイのチームのミニストリー

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

(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
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。

９/８
（日）

そしてランチ！

（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
先週、皆さんは健康に過ごされましたか？主があ
なたのためにして下さったことを見ましたか？月曜
日の夜、私は長い時間の中で今までで見た最高の夢
を見ました。短くしますとこうです：アメリカのど
こかで多くのクリスチャンたちと私はミーティング
をしていました。私は大きな部屋の前に立ってい
て、特別なゲストスピーカーが他の人々為に祈りっ
た後、私のために祈って下さるのを待っていまし
た。彼は突然私を見ると、私の横に来てこのように
言いました：「主は、あなたにこう言われます：あ
なたが夢に見ていたことは過去のことになりま
す。」私は喜びで目が覚めました。何という夢でし
ょう。私にはすぐに成就してほしいと願っている夢
が沢山あります。皆さんはどうですか？
今月、私とルースは、ハワイ、ジョージア州、そ
してアラバマへと旅行します。私たちは、子供たち
や孫たちと時間を過ごしたいと思っています…彼ら
は私たちのことを知る必要があります！でも、正直
なところ、私たちが留守中、私が希望していること
が起こることをもっと考えています。先週言いまし
たように、聖霊様を通して私たちの生活の中に成さ
れている良い変化を私は感じています。そして、も
っと多くの人々が私たちの教会に出席してくださる
ることを願っていますが、私は、あなたのご主人や
奥さんが救われて欲しいです…あなたのお子さんた
ちが救われて欲しいです…あなたのご家族全員がこ
の教会に居て欲しいです。神様があなたの家庭の中
で何か素晴らしいことを起こしてして下さることを
願っています。ですから、皆さんはよく私の祈りの
なかにあることを信じて下さい。
先週と先々週の日曜日に、私は３人のクリスチャ
ンたちに水の洗礼をしました。(２度、私はポルト
ガル語で話さなければなりませんでした！)そし

て、このことに私はとても励まされました。私は、
今でも水の洗礼の完全な意味は何だろうかと考えて
いますが、このことを皆さんに知っていて欲しいと
思います：私たちの信仰は、神様の前に神様が本当
に見たいと願う署名をするのだと思います。
先週、再びブラジル人の牧師先生とお会いして朝
食を共にしました。私たちの会話の大部分は、もし
私がルースの美しさを保つためのお金が十分になか
ったら、引退後私はどうするべきだろうか、という
ことでした。いいえ、そうではありません！むしろ
もし、家賃でも何でも支払えなくなったら、どうす
るべきか、とうことです。ルースとの最近の会話の
中で、私は彼女に家は買わないだろうし、飛行機も
ビジネスクラスには乗らないだろう！と言ったこと
を、彼に話しました。そして…私が色々なことが出
来なくなったら、子供たちの助けも必要になるかも
しれません。でも、ずっと以前に私たち夫婦はこの
子を決めました：私たちを決して見捨てない神様に
私たちは信頼することが出来るということです！そ
して、これがまた真理です：私たちが神様を信頼し
ていることを確信しなければなりません。もし私た
ちが何をしてほしいか分かっていなかったら、相手
は何をしてあげたらよいか分かりません。
私は、今日皆さんにお会いできてとても嬉しいで
す。そうです、教会メンバーが教会の中に入って来
るのを見て喜ぶ牧師先生は少ないと思いますが、私
は喜びます。私たちは偉大な神様の子供です。そし
て、神様は、ご自身の栄光の中へ入るための素晴ら
しい”道“を私たちに教えて下さいます。
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
「変わらない」
最近、私たち夫婦は、同窓会のためにカルフ
ォルニア州のサンタ・バーバラに行きました。
３５年前、私たちが恋に落ち、素晴らしい日々
を過ごした街です。思い出の場所も訪ねよう
と、当時、お気に入りだったレストランに行っ
てみると、全く別の店になっていて、地域の
人々に４０年も親しまれたと告げる鉄の祈念版
があるだけでした。私は当時の面影の残る路地
を見つめました。かつては、カラフルなパラソ
ルやテーブルが並んでいたのです。
何もかも変わってしまいましたが、神の誠実
な愛だけは変わりません。ダビデ王は「人の日
は、草のよう。野の花のように咲く。風がそこ
を過ぎると、それは、もはやない。その場所す
ら、それを、知らない。しかし、主の恵みは、
とこしえから、とこしえまで、主を恐れる者の

祈りのリクエスト

☐

上にある。主の義はその子らの子に及び、主の
契約を守る者、その戒めを心に留めて、行う者
に及ぶ」（詩 103：15-18）と語り、「わがたま
しいよ。主をほめたたえよ。」と賛美しました
(22 節)。
古代の哲学者ヘラクレイトスは「同じ川には
二度と入れない」と語り、「ゆく川の流れは絶
えずして、しかももとの水にあらず」は方丈記
の一文です。人の世は移ろいますが、神は不変
で、約束を必ず全うされます。主の愛とまこと
は、代々限りなく信頼できます。

全能なる永遠の神よ、あなたが変わらな
いお方で、非常に信頼できることを感謝しま
す。主の愛とまことに頼れるように、今日も
私を助けて下さい。

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(✓)

□私たちの家族や友人たちの救いのために、祈り
続けましょう。今日が救いの日です！
○最近、あなたの国の指導者たちのために祈りま
したか？今週、祈りの中で彼らを支えましょ
う。
□今週、ベン牧師の首の痛みの癒しのために、ど
うぞお祈り下さい。深刻な痛みではありません
が、痛みを望んでいません。神さまは彼の癒し
主です！
○今週２日間、ハワイから浜松へ来る 25 人のクリ
スチャンのグループがあります。彼らはクラー
ク高校と幸男さんの職場で分かち合います。こ
れらのイベントを祝福するために、どうぞ主に
お願いして下さい。
□韓国と日本の関係はあまり良くありません。ど
うぞお祈り下さい！
〇今週、小笹さんの息子（もとなりさん）の救い
のために、祈って下さいませんか？
□智子さんの息子（りょうすけさん）が、神さま
を愛するように、どうぞお祈り下さい。彼の妻
（あいさん）と二人の子ども（いはちゃん＆ま
きくん）です。

○カンボジアにあるニュー・ライフ・スクール
は、新しい学校の建設を始めるために経済的な
祝福が必要です。これが起こると信じましょ
う。
□現在、アメリカとイランの間は緊迫していま
す。両国のために祈りましょう。
○ホナルドさんとアンドレアさんの息子（ルアン
さん）の救いのために、再び祈りましょう。神
さまは彼をとても愛しておられます。
□先週、大石さんの奥さま（のりこさん）のため
に祈って下さいましたか？今週どうぞお祈り下
さい。彼女はすぐに大きな奇跡が必要です。

☞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。

お知らせ
★今月の執事たちのミーティングは…９月１５

★ゲストスピーカー…牧師先生の留守中、以下の

日です。午後１時半から始まる

方々がスピーカーを務めて下さいます。

この重要なミーティングに全ての

9 月 22 日…サラ・ゴードンさん

執事たちは出席するように予定し

9 月 29 日…はまもとアンジェロさん

ていて下さい。この集会が始まる

10 月 6 日…岡田幸男さん

前に執事の皆さんは一緒に食事を

神様がこの方々を通して HSK が更に

取りたいかもしれません。楽しい食事はミーティング

生きた教会となるよう、語って下さると牧師先生は

をさらに良いものとします。

信じているので、とても喜んでいます！

★この教会にようこそ！牧師先生は、今日から、

★次回のジョイクラブは… 多分、9 月 14 日で

なかちホナルドさんが HSK のメン

す。前回のジョイクラブでは、子供

バーであるとお知らせできること

たちは、暑い日で二つのプールの中

をとても喜んでいます。彼は、他

で楽しく遊びました。今月は遊び用

のメンバーによってとても励まさ

の水がありませんが、この子供たち

れてきました。そして彼自身も皆さんにとっての祝福

のイベントは特別です。行きましょ

となることを願っています。どうぞ続けて彼と彼のご

う！

家族のためにお祈り下さい。「 ホナルドさん、HSK

★3 人のクリスチャンたち、おめでとうござい

にようこそ！」

ます…先月水の洗礼を受けた皆さんです：8 月 18 日
★来週日曜日(８日)は…教会ランチがあります。

…愛花ちゃんとポーラさん！8 月 25 日…ホナルドさ

私たちは長いこと一緒に食事をしてい

ん。牧師先生は、このことが毎週日曜日

ませんので、喜びにあふれた交わりの

にあればいいと思っています…それは冬

時間の計画を立てましょう。10 月 20

でもです‼

日はバーベキューが計画されています。
ワーオ！それも素晴らしい時となるでしょう！

★今月少なくとも 2 週の日曜日は…牧師先生が
不在ですので、教会の週報はありません。でも、何ら
かのフォーマットにお知らせを入れて
作りることに興味のある方は、すぐに
牧師先生にお話しください。

９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！

