
神よ、わたしの叫びを聞いてください。 

わたしの祈に耳を傾けてください。わが心のくずおれるとき、 

わたしは地のはてからあなたに呼ばわります。 

わたしを導いてわたしの及びがたいほどの高い岩にのぼらせてくださ

い。あなたはわたしの避け所、敵に対する堅固なやぐらです。 

わたしをとこしえにあなたの幕屋に住まわせ、 

あなたの翼の陰にのがれさせてください。 

神よ、あなたはわたしのもろもろの誓いを聞き、 

み名を恐れる者に賜わる嗣業をわたしに与えられました。 
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浜松救い主教会(HSK) 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  

TEL:053-442-5080 

FAX: 053-442-5186 

携帯: 080-8117-1774 

ポルトガル語 080-9220-0600 

 E-mail: 

   hskchurchjapan@gmail.com 
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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。 

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、ぜひＨＳＫの礼拝ＤＶＤを

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

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。 

 

3/1(日） 

今日! 

ＰＭ 1：00  母の祈り会 

PM  1:30   イスラエルの祈祷会 

PM  6：５５   見張り人の集い(祈祷会) 

3/2（月） 
第２回 断食祈祷日 

ＰＭ 6：55  祈祷会 

3/4（水） PM  １：25   祈祷会(ルーム 22) 

3/5（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

3/8(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 1：30 監督/執事 ミーティング！ 

（今夜の祈祷会はありません！） 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 

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

 

 

tel:053-442-5080
mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

 

毎週日曜日に、変更が強いられることがあるかと思いま

すが、皆さん柔軟に対応してくださりありがとうございます。

先週の例の 1つは、ランチテーブルの並べ方を変更しまし

た。私一人ではすべてできません。また、テーブルを拭いて

くれたり、ごみを出してくれたり、お皿を洗ってくださっている

姿も見られました。もしルースさんだけでしなければならなか

ったら彼女はすぐ疲れてしまうでしょう。とにかく、ありがとう

ございました。「人の子がきたのも、仕えられるためではな

く、仕えるためであり、また多くの人のあがないとして、自分

の命を与えるためである」」（マルコ 10：45） 

皆さんの良い態度によってルースさんや私はとても励まされ

ています！ 

近いうちに、私たちはまた新しい歌を歌うでしょう。3か国

語で歌うので 9分以上かかると思います。1つの曲をそのよ

うに長い時間歌うことは考えてもいませんでしたが、ありが

たいことに外国からのクリスチャンたちは共に歌うことを愛し

ています。3か国語で歌われる賛美を聴くのが楽しみです。

他の教会でこんなことが行われているでしょうか？ 

先週の日曜日、ランチの準備をしていたとき、子どもたち

が大勢いるのに気づきました。彼らはとても嬉しそうにして

動き、走りまわることもありました。また、非常に大きな声が

出ていたので、大人たちはおしゃべりをできただろうかと気

になりました。しかし、ランチが終わる頃、主に私が示された

のは、教会は喜びで満ちていなければならないことでした。

他の集まりで人々は喜んでいるだろうか？そうです。教会は

喜びに満ちていなければなりません。ある宗教的なユダヤ

人たちは、神を喜び大声で褒めたたえていた弟子たちをし

かりつけました。イエス様は言われました。「あなたがたに言

うが、もしこの人たちが黙れば、石が叫ぶであろう」。」（ルカ

19：40） 

今日は、3月の最初の日曜日です。そして、今日からＨＳ

Ｋ母の祈祷会が始まります。全てのお母さん方は主に求め

て共に祈るひと時を持ちましょう。また、今日と明日、断食祈

祷を実行しておられる方々は、ありがとうございます。 

「わたしが選ぶところの断食は、悪のなわをほどき、くびきの

ひもを解き、しいたげられる者を放ち去らせ、すべてのくびき

を折るなどの事ではないか。また飢えた者に、あなたのパン

を分け与え、さすらえる貧しい者を、あなたの家に入れ、裸

の者を見て、これを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどの

事ではないか。そうすれば、あなたの光が暁のようにあらわ

れ出て、あなたは、すみやかにいやされ、あなたの義はあな

たの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。また、

あなたが呼ぶとき、主は答えられ、あなたが叫ぶとき、『わた

しはここにおる』と言われる。 

もし、あなたの中からくびきを除き、指をさすこと、悪い事を

語ることを除き、」（イザヤ 58：6-9） 

祈りましょう。 

      

    あなたの牧師 ベン ファウラ 

 

 

あなたの牧師より 
 

?

 

日曜朝礼拝のインター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。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。 

 

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.com/


祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

弟子たちは 2階の部屋で自分自身を強めていま

した。主にあって強められるとは、御約束の成就

を受け取り、奉仕するために準備していることが

すべてです。宇宙飛行士が大気圏を超えるため

に、宇宙服を着て宇宙の真空状態に対処するよう

なものです。それがなければ彼の身体は爆発して

しまいます。私たちにおいても、神のご栄光の領

域に触れる時、「栄光」の意味は「重さ」です。

私たちは栄光の大気圏で生きるため、またその栄

光を地上に運ぶための十分な力を構築するため、

内なる力を放出しなければなりません。 

神のご栄光を運ぶために私たちは造られまし

た。クリスチャンは単に救われ、死んだ後天に行

くことだけではありません。それよりも、天の現

実の中で生きることを学ぶことです。私たちがキ

リストと共に労苦し、御国をこの地にもたらすこ

とです。教会が大宣教命令である全世界に出てい

き、福音を述べ伝え、あらゆる人々を弟子とし、主の

知識を広めることは私たちが見落としていることで

す。それは、初代教会の聖霊のバプテスマに対する論

争と関係しています。使徒で証されているように、聖

霊のバプテスマは一度きりの出来事ではありませんで

した。私たちが継続して力を与えられ、イエス様が身

身体なる教会に与えられる御業を成し遂げるためのも

のです。 

「主にあって強められる」より抜粋 「必死の叫び」 著ビル・ジョンソン 

 

□ 私たちは各国の指導者たちのために、祈り続けなけれ

ばなりません。彼ら全てが、直ちに救われますように。 

□ 神さまは、私たちの家族全員が救われると約束されま

した。今週、あなたの家族や親戚の方々のためにお祈

り下さい。 

□ コロナウイルスは、まだ根絶されていません。神さま

が、このウイルスを直ぐに止めますよう祈りましょう。 

□ 日本の学校で働いているＨＳＫの方々のために、祈っ

て下さいませんか？彼らは職場で神さまを証ししたい

と望んでいます。 

□ 主が私たちに求められた、エルサレムの平和のために

祈って下さいませんか？神さまは、その国を愛してお

られます。 

□ ジョアンナさんと大輔さんには、３人のお子さんがいま

すので、お祈り下さい。彼らは、毎日神さまの助けと強

められる力が必要です。 

□ ナディーンさんの姉（エレンさん）のために、お祈り下さ

い。彼女は本当に彼女の人生で、神さまの助けと知恵

を必要としています。 

□ 私たちの教会リーダーたちのために、祈り続けましょ

う。主が、彼らに主の知恵を与えて下さいますように。 

□ 私たちは今もなお、誰でも簡単にアクセスできる建物

が必要です。今週、そのために祈ることを覚えましょ

う。 

□ ＨＳＫの愛らしい子どもたちのために、祈り続けて下さ

い。彼らは、イエスさまを愛することと、祈ることを学ん

でいます。 

□ 教会の賛美チームのために、あなたの祈りの中で覚え

ていて下さい。彼らは皆、毎日曜日、聖霊さまに導か

れることを望んでいます。 

□ 教会とベン牧師のために、毎日祈っている人がいるこ

とを願っています。今週、そのことをしましょう。 

□ 私たちの教会へ来ている新来会者のために、祈りまし

ょう。多くは、イエスさまだけが、解決できる深刻な問題

を抱えています。 

□ 子どもたちにイエスさまを教えている、日曜学校教師

のためにお祈り下さい。 

 

※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。 



 

3月にお誕生日を迎えられる方へ!  

今月あなたはお誕生日を迎えますか?  そんなあなたに・・ 

「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! 

今日、神があなたを祝福してくださいますように! 
 

 

次回の執事ミーティングは・・来週日曜日(8 日)

に行われます。執事の方々は全員、午後 1:30 より大

切なミーティングが行われますの

でご参加ください。ミーティングの

前に一緒に昼食を取って楽しむこ

ともできます。美味しい食事は話

し合いを良くします！ 

 

イスラエルについての新しい情報が届きました。 

ブリッジフォーピース（イ

スラエル宣教）からの情

報誌”Olive Life”が教会

の玄関に置いてありますので、是非お読み下さい。ま

た、ご友人にも情報を分かち合って下さい！ 

 

明日 3/2 は・・今月の連続断食祈祷の２日目

です。今日断食されない方は

明日行うことをお考え下さい。

明日夜、6：55 に祈祷会は行

われます。共に祈りましょう。  

 

ランチのためにありがとうございました。  
先週の日曜日、美味しいランチの準

備や料理を 
してくださったすべての方々に大変感

謝します。とてもおいしかったです。

執事のリンさんは、喜んでキッチンの

奉仕をしてくださっています。リンさ

ん、ありがとうございます！  

 

 

 

 

 

今年最初の洗礼式は・・・３月 15 日に行われ

ます！ナディーンさんが水のバプテ

スマを受けます。その日、同じく洗

礼を受けたい方は、ベン牧師にす

ぐお伝えください。ナディーンさんは

その日を楽しみにしています。ベン

牧師も同様です。洗礼式は礼拝

後直ちに、建物前の洗礼槽で行

われます。  

2 月 HSKからの什一献金（61,000円）は・・、以

下のように分配され捧げられました。 

真実さん&亮さん(石巻ミニストリー)(16,000円) 

愛の決心(養子縁組ミニストリー)(15,000円) 

ニューライフリーグ(聖書出版)(10,000

円) 

田中牧師(牧師サポート)(20,000円) 

今年捧げられた合計は 126,000円でし

た！ハレルヤ！ 

 

「与えよ。そうすれば、自分にも与えられるであろう。

人々はおし入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量

をよくして、あなたがたのふところに入れてくれるで

あろう。あなたがたの量るその量りで、自分にも量

りかえされるであろうから」。与えなさい。そうすれ

ば与えられます。」（ルカ 6：38） 
 

 

 


