Welcome to HSK!

浜松救い主教会!
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Hamamatsu Church of the Savior

私は助言をくださった主をほめたたえる。
浜松救い主教会(HSK)
〒430-0853

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。

浜松市南区三島町 522
TEL:053-442-5080

主が私の右におられるので、私はゆらぐことがない。

FAX: 053-442-5186

それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは楽しんでいる。

携帯: 080-8117-1774

hsk.church@agate.plala.or.jp
URL: (日本語)www.hskchurch.org
(English) www.hskchurch.com

私の身もまた安らかに住まおう。
まことに、あなたは私のたましいをよみに捨て置かず、
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。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には、

立（Independent）クリスチャンの集まりで

楽しみがとこしえにあります。

すが、神様に大いに寄り頼んで(very

詩篇 16：7-11

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

今週の予定

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！

9/8(日）今日!

教会ランチ・・・執事/監督ミーティングは来週
夜の祈祷会はありません！

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

9/11 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

9/12（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

9/14（土）

ＡＭ 10；30

ジョイクラブ（ＨＳＫ子どもイベント）

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

9/15(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

ＰＭ 1：30

執事/監督ミーティング

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

PM

見張り人の集い（祈祷会）

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。

6：55

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
日ごとに幾分か涼しくなると思っていましたが、まだ
そうではないようです。それでも、今週は少し気候の変
化が感じられました。先週、私たちの地域は台風に見
舞われずに済みましたが、アメリカの東海岸にそれは
上陸し今も上空を移動しているようです。
一方、香港の大規模デモは政治において、巨大な
台風のようだと感じます。中国が軍事介入して数百人
もの死傷者が出ないよう私は祈っています。神の平和
が香港に来るように祈りましょう。
先週のメッセージは、正午ごろに終わるよう私は切
実に求めていましたが、ご存じの通り、そのようにはい
きませんでした。最後まで忍耐をもって聞いてくださり
ありがとうございました。情欲に支配されず、恐れを振
り払い、神が私たちの味方であることを信じるなら、私
たちの人生は変えられると、私は確信しています。誰
かが「アーメン！」と言っているでしょうか？今日は、主
が私たちに語ってくださっているメッセージパート 2 を
話します！
ユーチューブで、あるアメリカ人牧師のメッセージを
聴いて２年になりますが、教会のリーダーたちが政治
家になることを止めなければならないとよく語っている
のに気が付きました。私はそれを聞いたとき、牧師は
政治家のようだとは思ったことがなかったので、とても
不思議に思いました。しかし、政治家は何をするでしょ
うか？人々が何を求めているか、求めていないかを聴
きます。そして、多数の人々が喜ぶことを行います。そ
れはまさに、教会のリーダーにも言えます。彼らは、教
会メンバーたちの好きな事、嫌いな事を聞き、多数のメ
ンバーたちが喜ぶことをすることができます。結論：私
は牧師であり政治家ではありません。私は、神がお求
めになること、またはそうでないことをあなたがたに伝
えます。そして、聖霊様が言われる保つべきこと、捨て

るべきことをあなたに伝えます。全能なる神の御声に
聞き従うことにより、私たちは何を期待できるでしょう
か？喜びが純粋となり、・・平安が永続し・・・希望が満
ち満ちたものになります。私は政治家ではありません。
今月の１５日または１６日に、私とルースさんは日本
を発ち、ホノルルに数日滞在し、アメリカの別の場所に
行きます。私の留守中、皆さんにいくつかのことをお願
いしてもいいですか？例えば： 教会に来るとき、賛美
をしたい強い願いを持って来ること。・・・・それぞれの
説教者のメッセージを、神に期待をもって聴くこと。・・・
交わりの時間に、他者との良い時をもつことなどです。
私たちは神の御力に近づいていると私は信じています
情熱を失わないようにしましょう。
再度申し上げますが、あなたの教会のために捧げ、
分かち合い、祈ってくださってありがとうございます。新
しいメンバーはとても特別です。そして、さらに新しいメ
ンバーも加わるでしょう。さらに、新しい歌も紹介される
でしょう！そのことは、私にとって心躍ることです。
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
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。

祈りのリクエスト
□ 智子さんの友人（あつみさん）のために、どうぞお祈り

□ 今週、ホナルドさんとアンドレアさんの息子（ルアンさ

下さい。彼女は癌と闘っており、奇跡が必要です。

ん）のために祈って下さいませんか？彼がすぐにイエス

□ 森田スーザンさんは、経済的な問題に関して祈りを求
めています。神さまは、彼女の稼ぎ手になることを約束

さまと出会いますように。
□ ノーラさんは、娘（トリシアさん）を日本に連れて来たい

されました。祈りましょう。

です。すぐにビザが与えられますように。祈りましょう。

□ ベン牧師の首の痛みについて、どうぞ祈り続けて下さ

□ ＨＳＫの全てのシングルマザーたちのために、再び祈っ

い。彼は、主が触れて下さることを信じています。

て下さいませんか？全ての彼女たちの必要が、主によ

□ プノンペンにあるニュー・ライフ・スクールのために祈り
続けましょう。神さまは、全ての彼らの必要を満たすこと

って満たされますように。
□ 智子さんの親戚（山田さん）のために、どうぞお祈り下さ

ができるお方です。先週、学校のための寛大な献金を

い。彼女はイエスさまと出会い、癌から回復する必要が

受け取りました！

あります。

□ 小笹さんの両耳のために、どうぞお祈り下さい。彼は何

□ 雅美さんの娘さんとお母さまが救われるように、祈って

らかの痛みを患っています。

下さいませんか？私たちの家族全員が教会へ出席した

□ 現時点では、アメリカ合衆国と中国の関係は、あまり良

ほうがいいでしょう！

くありません。どうぞお祈り下さい！
□ 私たち全員には、まだ救われていない家族がいます！

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。

今週、彼らのために祈りましょう。

思いを巡らす

「Fresh Power」

より抜粋 9 章「御霊の戦略」 著 : Jim Cymbals
今の時代、福音の働きは単なる短いお話しや
教義、一般的な講義だけに留まりません。神の

それらが、生きて力ある働きをしておられる救い主
を証する何かです。

ご臨在の力の感覚をもたらします。この地上で

私たちは今まで以上に祈らなければなりません。

今も生きて働いておられる聖霊様を示すもので

「主よ、私たちの所に来て、私たちが語る言葉と共

す。オカルトやサタンの束縛の脅威について私

に働いてください。あなたが与えてくださったメッ

たちは聞き続けています。しかし、サタンが生

セージを語るとき、あなたの御腕を伸ばしてくださ

きていてこの地で働いているなら、全能なる神

い。」

の強力なる霊は、なおさら働いておられると期
待することはできませんか？

アンテオケの教会が「主を礼拝し、断食している
と、聖霊が・・・」（使徒 13：2）とあるように、

それは、まさにへブル書で語っていることで

私たちは自分たちや教会の忙しいスケジュールを主

す。「この救いは最初主によって語られ・・・

との時間のために調整しなければなりません。私た

神もしるしと不思議とさまざまな力あるわざに

ちが主を待ち望み、祈り、断食するとき、神の御力

より、また御心に従って御霊が分け与えてくだ

の必要性を、神は真実に明らかにしてくださる方で

さる賜物によってあかしされました。」

す。

言い換えれば、サタンの毒に対する特効薬は

どの教会の働きにおいても、聖霊様がおられなけ

2 つあり、それは、神の御言葉と御霊の力の表

ればまったく空しいものとなります。私たちの才能

れです。

や能力でなすことの出来る業ではありません。神の

今日、人々が私たちの教会を訪れると、救い
のメッセージを裏打ちする何かを見る必要があ
ります。アルコール中毒からの解放、家族の回
復、逸脱された性の回復、病の癒しなど・・・

御霊だけがイエスキリストのために何かを変えてく
ださるのです。

次の子どものイベント、JOY クラブは・・今週の土曜

２週間前購入したインターネットのためのデバイス

9 月 14 日に行われます。今回は、プールパーティーで

ですが・・・教会の礼拝をライブで発信するために非常に

はありませんが、楽しい遊びやお菓子があります！そ

重要なビデオミキサーでした。それはまだ適切に動作は

の他、歌、お話し、クラフト、ゲームなどがあります。や

していませんが、近い将来、プレ

りましょう！ JOY クラブの電車は午前 10:30 に出発し

ゼンテーションがとても良くなる

ます！

でしょう。ベン牧師のアメリカ滞

ウガンダの子ども賛美隊（ワトト）が、・・１０月２日、４

在中、ＨＳＫの賛美の動画を見た

日 掛川と浜松で、歌とダンスを再び披露してくれま

アメリカ人家族（４人）がＨＳＫを

す！双方とも無料のコンサートで、各 100 席限定です。

訪問する予定です！

まだクリスチャンでない友人にとって素晴らしい経験に
なるイベントです！

お子さんをお持ちでない方々は・・・早めに教会に来

詳しい案内はＳＫＩス

て第 2 駐車場に車を停めてくださるとありがたいです。

タンドにあります。ボ

（第 2 駐車場の地図は教会の玄関に置いてあります！）

ランティアを募集し

第 1 駐車場はいつも満車となり、ビジターは第 2 の駐車
が困難です！彼らが帰って

ています。興味のあ

しまうことがあってはなりま

る方は、今日幸男さ

せん！皆さんご協力お願い

んにお尋ねください。

します！

次回の執事/監督者ミーティングは・・・・来週の日曜
１５日、午後 1:30 から行いま
す。執事の方は全員ご出席く
ださい！ベン牧師の留守中の
出来事について話します！

ボランティアを必要としています！
コンピューター、オーディオミキサー、ビデオミキサーの
操作をしてくださる方々を求めています。毎週の礼拝で
使用している機器です。教会のためのこのような奉仕
に興味のある方は、直ちにベン牧師にお申し出くださ
い！経験のない方でもすぐに覚えられる操作です。

フィリピンからのお土産をくださった方々へ：（ハ
ハ！）・・・ Ｒgies バタースコッチマンゴービッツとい
うお菓子が最高に美味しいで
す！ベン牧師がはまってしまい
ました！（「それは催促でしょう
か？」
「さて・・・？」）

