
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 
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浜松市南区三島町 522  

TEL 053-442-5080 
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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 

(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

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

（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。 

 

今日（日） 

９/１５  
PM ６:５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

９/１８ 

（水） 
 PM  １：２５ 祈祷会 (２２号室) 

９/１９ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

９/２２  

 （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！ 

今晩の祈祷会はありません！ 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2019-8-25 

(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‼ 

mailto:hsk.church@agate.plala.or.jp
http://www.hskchurch.com/


きよ 
親愛なる HSKの皆様へ！ 

 皆さんは、どんな一週間を過ごされましたか？涼

しかったですか？暑かったですか？ヨーロッパでは

暑さが非常に厳しい地域があります。でも、この晴

天がお米を成長させて、味を良くするのではないだ

ろうかと思います？多分そうですか？ 

 今晩遅くか、明日、ルースと私は、ホノルルに出

発し、そこに住んでいる子供たちと数日過ごしま

す。それから、ジョージアとアラバマに向かいま

す。そこにいる家族は、私たちに会って、主が HKS

でして下さっていることを聞く事を期待していま

す。私は家族に良い報告をすることでしょう。彼ら

は皆さんのために祈っています。そしてもっと素晴

らしい報告を聞きたいと願っています！ 

 今日私は、皆さんがこの数週間聞いてきた真理と

同じ真理をお話しするかは分かりません。でも、私

は今も自分が語ったことについて考えています。そ

して、私が考える理由の一つは、中には語られたす

べてを本当に理解していない方もいるかもしれない

ということを私は分かっています。もし、あなたが

クリスチャンになったばかりである、或いは教会の

新しいメンバーになったばかりであれば、神様の愛

や喜びについてのメッセージを聞く必要があるかも

しれません。でも…私が確信するのは、”強いクリ

スチャンたち“がいる教会は、天のお父様の愛や喜

びを十分に現わすでしょう。もしあまりにも多くの

教会メンバーたちが、失望し落胆していたり、疲れ

ていたら、主に従うことの意味について大切なもの

を見逃してしまいます。私たちは成熟を目指して”

進まなければ“なりません。(へブル書 6：1 参

照)。アーメンですか？ 

今日皆さんは、私が次のように言うのを聞くと思

いますが、来週の日曜日から３週 HSKを留守にする

間、皆さんには何をする必要があるかに気付き、お

手伝いをして頂きたいと思います。椅子が並べら

れ、電気がつけられ、ごみが片付けられる必要があ

りますし、軽食の用意などもあります。でも、この

ことを付け加えさせて下さい：どうぞ礼拝に間に合

わせて下さい。そして神様があなたに語ることを期

待して下さい。そうです、来週以降の日曜日で２週

は、スピーカーの方がポルトガル語を話します！で

すから、英語のみ話される方は、メッセージを聞く

ためにお手元のラジオが機能しているかどうか確認

して下さい。そして、もしメッセージの半分しか聞

けなかったら、あなたは神様が語るのを聞けなかっ

たという地獄からの嘘を信じないで下さい。皆さん

は、この町の他の教会とは違うタイプの教会に出席

していますが、神様は皆さんや私の内で何か素晴ら

しいことを行って下さっています。そのことを信じ

ましょう…どうぞ信じて下さい。 

そうです、ルースや私は子供たちや孫たちと楽し

い時間を過ごしますが、皆さんは頻繁に私たちの祈

りの中にあるとを保証します。ここ浜松は私たちの

住む町です。ここ HKS が私たちの教会です。皆さん

が私たちの喜びです！ですから、私たちが皆さんの

ために祈るとき、皆さんも私たちのためにお祈り下

さい。私たちは健康で、他の人々にとっての祝福で

ありたいと願っています。私の母は、主が皆さんの

内で成して下さっていることを更に聞けることを本

当に楽しみにしています。母が日本に戻ってくるこ

とはないと思っていますが、本人は戻りたと願って

います。 

今週、更に主があなたを祝福し、 

健康を守って下さいますように。 

      あなたの牧師、ベン 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

http://www.hskchurch.org/
http://www.hskchurch.comで'live


☐ 

 

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(✓) 

□ベン牧師とルースさんが、ハワイ、ジョージ

ア、アラバマへ旅行する時に、どうぞお祈り下

さい。彼らがずっと元気で過ごせますように。 

○これらの夏の嵐は、特にバハマで酷かったで

す。何もかも失った人々のために、どうぞお祈

り下さい。 

□今週、私たちの家族全員の救いのために、信じ

ましょう。 

○私たちは来会者一人一人のために、主をほめた

たえます。主が彼らの人生の全ての中で働かれ

るように、祈って下さいませんか？ 

□ＨＳＫの全てのシングルマザーたちのために、

どうぞお祈り下さい。彼女たちは、神さまの知

恵と日々の助けを全て必要としています。 

○日本の新天皇とご家族のために、祈りましょ

う。彼らにあるプレッシャーは、時には大きい

かもしれません。 

□私たちの教会の礼拝チームを、あなたの祈りの

中で覚えて祈り続けてください。彼らは、毎週

日曜日に聖霊さまによって導かれることを望ん

でいます。 

○私たちの教会に出席している方々の中には、大

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一致」 

 

  現在のチェコ共和国、モラビア地方のクリス

チャンが、1722年、迫害を逃れて、ある寛大な

ドイツ人伯爵の領地に住みつきました。4年間で

300人以上が、その地に来ました。ところが、宗

教難民の理想郷のはずだった地では、教理の違

いから不和が目立ちました。そこで彼らは、ち

ょっとした選択をしましたが、それが共同体を

目覚ましく回復させました。彼らは、意見の違

いではなく、共通している部分に焦点を合わせ

たのです。 

  使徒パウロは、エペソの教会の人たちに一致

するように強く勧めました。罪は常に人間関係

のあつれき、問題、自分本位な願望をもたらし

ます。しかし、エペソの人々はキリストを信じ

て愛によって歩む者とされました(エペ 5:2)。彼

らは「平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に

思いを巡らす考え 

 

 

 

神様は私たち

の祈りを聞い

てくださいま

す！ 

 

きな問題に直面しています。多くは強められ、 

励まされる必要があります。 

□中国で主に仕えている方々のために、祈って下

さいませんか？最近、迫害が多くあります。 

○ベン牧師の母（レイさん）のために、健康が守

られ、日々強められますように、どうぞ再びお

祈り下さい。 

□ホナウドさんのご両親は、健康の問題を抱えて

いるため、どうぞ祈り続けて下さい。 

○エルサレムの平和とネタニヤフ首相が救われる

ことを、再び祈りましょう。 

 

 

☞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。 

       

保つ」よう召されたのです(4：3)。 

  この一致は、上下関係や気の合う仲間意識に

基づいた一致とは異なります。私たちは、「謙

遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をも

って互いに忍び合」わなければなりません(2

節)。このような行動は、人間の視点で見るなら

ば、不可能です。しかし、全能なる神の御力が

私たちの内に働かれるので(3：20)、人の努力で

は到底できない一致も、可能になります。 

 

 

  父よ、すべてに勝り、すべての中に 

 おられるお方。あなたは私たちの中に一致

をもって住んでくださいます。 

 

      

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★先週日曜日にお知らせした…ウガンダの子供 

たちの聖歌隊(ワトト)が、 

歌って踊るため、10月 2日 

と 4 日に浜松と掛川に戻っ 

て来ます。入場料はありま 

せんが、席の数に限りがあります。2 教会で約 100 席 

です。これは、まだクリスチャンでないあなたのお友 

達にとっても素晴らしい経験となるでしょう！詳細は 

SKIスタンドでもご覧になれます。ボランティアが必 

要です。今日、幸男さんにお話下さい。 

 

★ゲストピーカー方々は…牧師先生が留守をする 

間、HSKでお話をして下さる方々は以下の通りです： 

9 月 22日…サラ・ゴードンさん 

“ 29日…花本アンジェロさん 

10月 6日…岡田幸男さん 

牧師先生は、神様が彼らを通して 

語って下さり、それが更に HSK を 

生き生きとした教会にすると信じているので、とても 

喜んでいます！幸男さんが今後 3週間教会を導いて下 

さいます。それは彼が皆さんの全ての質問に答えて下 

さるということです！ 

 

★先週の日曜日(8 日)…HSK の隣の倉庫で仕事を

されている従業員の方が、彼の 

仕事場の建物の前に何台か車が 

止まっていることで苦情があり 

ました。彼は、毎週日曜日は駐 

車場を使えないことは分かっています。ですから、彼

との会話では忍耐を用いて下さい。そして、この問題

が直ぐに解決されることを願います。 

 

★更にもう一週分の週報が…今月印刷されます。 

そして、それ以降の日曜 

日 2 週間(9/29 と 10/6 

)の週報はありません。 

ですので今月の会計報告 

は、来月お知らせします。追伸：私たちは、来月新し 

い賛美の曲を覚えます。 

★リンさんに感謝します…彼女は、先週私たちの 

昼食を用意して下さいました。彼 

女は、とても早くに教会に来て、 

準備を始めます。そして食事の後 

沢山のお鍋を洗います。牧師先生 

は、毎月もっと多くの HSK メンバ 

ーたちが彼女を助けて欲しいと思っています！ 

彼があなたの名前を呼ぶのが聞こえますか？ 

これから、私たちが一緒に食事をするため、あなたが 

リンさんと一緒にできることを日曜日に彼女とお話下 

さい！ 

 

★教会駐車場の警備員は…毎週日曜日は見られな 

いかもしれません。ですので…警備の方がいない時 

は、体育館の中に車を止めるスペースがあるか見て下 

さい。でも、もし小さなお子さんがいなくて、歩ける 

方は、第 2駐車場をお使い下さい。そうです、教会に 

着くころには汗をかいているかもしれませんが、あな 

たの顔の汗には、神様の栄光を表すものが付くでしょ 

う！(牧師先生は、このことが起こると信じていま 

す！) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


