
主よ、地のすべての王たちは、あなたに感謝しましょう。 

彼らがあなたの口のみことばを聞いたからです。 

彼らは主の道について歌うでしょう。 

主の栄光が大きいからです。 

まことに、主は高くあられるが、低い者を顧みてくださいます。 

しかし、高ぶる者を遠くから見抜かれます。 

私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かして下さいます。 

私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、 

あなたの右の手が私を救って下さいます。 

主は私にかかわるすべてのことを 成し遂げてくださいます。 

主よ。あなたの恵みはとこしえにあります。 

あなたの御手のわざを捨てないでください。 

詩編：138編 4-8節 
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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） 

２/９ 

PM １：３０ 監督者と執事たちとのミーティング 

今晩の祈祷会はありません 

２/１２ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会  

２/１３ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

２/１６  

  （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 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-2-9 

(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:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


きよ 
親愛なる HSKの皆様へ！ 

 先週の日曜日は皆さんと何と素晴らしい時間を過

ごしたことでしょう。このことを何度も申し上げた

ことがありますが、主が私たちに語っておられると

信じることを分かち合うことを私は楽しんでいま

す。そして、皆さんにはこのことを知ってほしいと

思います：私には、私たちが聞く必要があると思わ

れる話題のリストはありません。むしろ、私や皆さ

んの人生で主に最初に変えて欲しいと願うリストが

あります。最近あるクリスチャンと交わした会話の

中で、再び私が気付いたことは、もし私の人生であ

る変化が起こらないのならば、私が皆さんにどんな

ことを言っても何か大切なことが欠けることになる

でしょう。ですから、私のためにお祈り下さい。 

 先週日曜日、誕生日のお祝いをしているときに私

を見なかった方もいるかもしれませんが、それは、

私の助言を必要とする HSK メンバーたちと話をする

必要があったからです。私を通して神様が語って下

さるのを聞く事が出来ると思って下さる方々に対し

て、私はいつも感謝しています。そして、私はよく

自分が言ったことを考えながら帰宅します。私の言

葉は、神様から聞いたものだっただろうか、それと

も、私の意見だったのだろうか？私だけではなく、

真理を語る HSKメンバーたちがいると他の方に話せ

ることをとても嬉しく思います！キリストのみ身体

である一人一人は、キリストのいのちが他の人々に

示されるためにとても重要であることが分かりま

す。 

 今朝皆さんと分かち合いますが、先週の水曜日に

HSKのメンバーである鈴木宏美さんのお葬式を行い

ました。私は、今も彼女のご家族に話したことを吟

味しています。それは、彼女のご家族がまだ誰もク

リスチャンでないからです。皆さんも覚えていらっ

しゃると思いますが、宏美さんは病気であるお母さ

んのために頻繁に祈りのリクエストを出していまし

た。今週、宏美さんのご家族のためのお祈りを感謝

します。 

 コロナウイルスの感染拡大が終息しているとの報

道がなされていたらと思いますが、日を追うごとに

悪化しているように見えます。先週私が見たユーチ

ューブは、床の上に 8 人位の人が積み重なった小さ

なバスの写真でした。主が中国人クリスチャンたち

を守って下さり、彼らが病人たちに手を置いて奇跡

を求めて祈るとき、彼らの祈りに応えて下さいます

ように。天からのこれらのしるしや不思議を求めて

彼らと共に祈り続けましょう。 

 先週の日曜日は、今年 2 個目のコストコケーキを

食べました。今年、10 個以上のケーキを食べると

思う人は誰でしょう？私です。でも、同時にその’

パーティ‘では新しい方々も見られて、本当に興奮

します。私たちの教会の雰囲気が喜びで溢れること

を私は本当に願っています。でも、私が何度も言っ

ていることを付け加えても良いでしょうか？教会に

入って来る全ての人が、本当に愛されていることを

感じるべきです…再び彼らに会うことを私たちが期

待していることを彼らは感じるべきです…全能の神

様が彼らの救い主になることにとても関心を持って

いることを彼らは感じるべきです！そして、それ

は、私たちが続けてハグし、手を握り、神様が彼ら

を祝福することを表す言葉を言い続けることです。

恥ずかしがるのはやめましょう。信仰の言葉はあな

たの口にあります！これを信じるのは誰でしょう

か？ 

 ルースと私はあなたを愛し 

ています!!!! 

    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(✓) 

 

□コロナウイルスの事態のために、祈り続けましょ

う。ワクチンが間もなく発見されますように。 

○鈴木宏美さんのご家族のために、特にお母さまは宏

美さんが亡くなってから、とても落ち込み悲しんで

います。 

□明日から浜松で、牧師や宣教師、献身者のための３

日間研修があります。本当に励ましの時になると信

じています。全ての教会リーダーたちの内で、主が

何か素晴らしいことをして下さるよう祈って下さる

のは誰ですか？ 

○アンナさんは、大学入学試験を受けている兄弟（デ

ビッドさん）のために、祈りを求めています。 

□森田スーザンさんは、神さまに友人（小川まことさ

ん）が救われるために求めています。 

○ネイディーンさんの姉（ポーリンさん）は、体に触

れられる必要があります。彼女は食べ物を消化でき

ません。これは、医師がまだくい止めることができ

ない深刻な健康問題を引き起こしています。今週、

彼女のために祈りに参加しましょう。 

□賢美さんの母（倉橋友子さん）の癒しと救いのため

に、祈り続けて下さい。 

○幸男さんは、自身の人生を神さまの御心の中で、歩

むことを望んでいます。 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私たちはちり」 

 

  混雑したショッピングモールで幼い子供が「アイ

スクリーム、アイスクリーム」と叫び続け、その大

騒ぎを近くの買い物客が注目し始めました。父親が

「分かった。でも、まずママのためにお使いをしよ

う。いいね」と言うと、「いやだー、アイスクリー

ム！」若い父親は、限界に近づいていました。そこ

に、小柄な女性がやってきました。靴とバックがマ

ッチした身なりのよい女性でした。父親が「かんし

ゃくを起こして…」と言うと、その人は微笑み「か

んしゃくに捕まっちゃったのね。でも、まだ小さい

から。忍耐して、目を離さないでね」と応じまし

た。状況を劇的には変えませんでしたが、父子には

この種の間が必要でした。 

  この女性の賢い言葉は、詩編 103 編を映していま

す。ダビデは「あわれみ深く、情け深い。怒るのに

おそく、恵み豊か」な神について記しています(8

節)。世の父が我が子をあわれむと述べながら、主

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！ 

 

□ＨＳＫの全てのリーダーたちがイエスさまと親しく

歩み続け、イエスさまの知恵を持ち続けるように、

どうぞお祈り下さい。彼らは、義の方法で私たちの

教会を導きたいです。 

○ジョアンナさんと２月１８日に生まれる赤ちゃんの

ために、お祈り下さい。ジョアンナさんの健康をお

祈りください。 

□陽子さんは、浜松で多くの人が救われることを信じ

ています。このことを信じ、直ぐになされるよう、

主に求めましょう。 

○小坂忠さんの孫娘さん（空さん）が亡くなった後、

ご家族に慰めがありますように、祈りに覚えて下さ

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。 

       

はそれ以上に「ご自分を恐れる者をあわれまれる」

(13 節)と語ります。神は私たちが弱いことをご存

知です。「私たちの成り立ちを知り、私たちがちり

にすぎないことを心のに泊めておられる」からです

(14 節)。 

  私たちは、失敗も多く、自分にふりかかる出来事

に圧倒されることもしばしばです。天の父が忍耐強

く、常に共にいて、愛溢れるお方だと知っているの

は、何という安心でしょう。 

     

      

天の父よ、あなたは常に共にいて下さり、 

忍耐強い父です。私たちが何者かを 心

に留めておられます。そのすべてを 

感謝します。 
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お知らせ 

 

★正確な日は分かりませんが…おそらく 10 日ほ 

ど前、鈴木宏美さんは、ご自分の 

天の家“人の手によらない、天に 

ある永遠の家“(Ⅱコリント 5:) 

へ召されました。牧師先生が、先 

週水曜日(5日)に彼女の葬儀を行 

いました。今日皆さんにもお話しますが、彼女のご家

族は、親族だけでの葬儀を希望されましたが、牧師先

生が葬儀で話すことが許されました。ですので、彼は

福音を伝えました。ご親族の中には、すぐに HSK に来

ると言った方もおられました。彼女が亡くなって本当

に寂しく思っているご家族のために続けてお祈り下さ

い。宏美さんは、HSKにとっての祝福でした！ 

 

★ご存知ない方もいるかもしれませんが…HSK 

のリーダーたちがどのように 

葬儀を行うかについての大切 

な案内が SKI スタンドにあっ 

て、ご覧になれます。 

少し理解が難しいかもしれませんが、牧師先生は、喜 

んでその小冊子の内容を説明してくれます。 

 

★恒例の日本ペンテコステ集会が…明日から木 

曜日まで行われます。日本中から 

集まる教会リーダーたちのための 

この集会は、浜松のクリスチャン 

たちのためにも開かれています 

が、参加費が必要です。この集会 

に参加することに関心のある方は 

SKIスタンドのある案内をご覧下さい。 

 

★今日、監督者と執事たちは…今年、断食祈祷 

ができる他の日について 

話し合うつもりです。牧師 

先生は、先月断食をして祈 

祷会に出席した方々によっ 

てとても励まされました。牧師先生は、これをもっと 

頻繁に行うべきだと考えています。皆さんはどう思い

ますか？ 

★牧師先生は待っています…男性たちが、牧師先 

生たちと聖書を学ぶことに関心 

があるかを知りたいと思ってい 

ます。今日、あなたの予定を牧 

師先生に伝えて下さい。 

または、幸男さん、マウリシオさん、アンジェロさん 

と一緒に聖書を学ぶことに関心のある男性はいます

か？彼らはあなたとの聖書の学びを楽しむでしょう。 

 

★覚えていて下さい！HSK の名刺を他の人たちと 

分かち合うことが出来ます。日本語 

と英語の名刺と日本語とポルトガル 

語の名刺があります。教会の玄関に 

これらが置かれています。名刺は 

容易に印刷可能です。 

 

…………………………………………………………… 

 

1）私たちの住まいである地上の幕屋がこわれ

ても、神のくださる建物があることを、

私たちは知っています。それは、人の手

によらない、天にある永遠の家です。 

6）そういうわけで、私たちはいつも心強いの 

です。ただし、私たちが肉体にいる間 

ということも知っています。 

7）確かに、私たちは見えるところによってで 

はなく、信仰によって歩んでいます。 

     （Ⅱコリント 5：1,6,7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


