
1 主こそ王。全地よ、喜び躍れ。多くの島々よ、喜び祝え。 

2 密雲と濃霧が主の周りに立ちこめ 正しい裁きが王座の基をなす。 

火は御前を進み周りの敵を焼き滅ぼす。 

4   稲妻は世界を照らし出しそれを見て、身もだえし 

山々は蝋のように溶ける主の御前に、全地の主の御前に。      

天 主の正しさを告げ知らせ、すべての民はその栄光を仰ぎ見る。 

詩篇 97：1-6 

 

 
 

 

 

 

 

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：070-4500-9327 

 E-mail: 

  hskmychurch@gmail.com 

ウエブサイト  www.hskchurch.com 

 

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、是非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。 

 

4/26(日）今日 
ランチはありません！ 

今夜の祈祷会はありません！ 

4/29（水） PM  １：30   祈祷会(メインルーム) 

4/30（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

5/3 (日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   賛美、HSK日曜礼拝 

断食祈祷１日目 

ＰＭ 12：30  母親祈祷会 

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） 

5/4（月） 
断食祈祷会２日目 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

  

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:hskmychurch@gmail.com


 
 

親愛なる HSKの皆様へ！ 

   皆さんは驚かれないと思いますが、先週、大きなショッ

ピングモールが完全に閉鎖されているのを見て、私は驚い

てしまいました。感染者数や死傷者数を誰かが大げさにして

いるのではないと思います。では「私たちは何をしたら良い

のでしょうか？」との問いに対しては、「私たちはもっと多く、

もっと熱く祈らなければならない。」と答えます。熱く祈ること

に関して言えば、誰かが大声で祈っていると、うるさく感じら

れるかもしれません。けれども、神はうるさいほどに祈られる

ことを良しとされます。むしろこのように言われています。 

「義人の祈りは働くと大きな力があります。」（ヤコブ 5：16） 

この意味は、あなたの祈りが誰かに聞かれていることなど気

にするのを止めなさい！主にあなたが必要としているものを

伝えなさい。あなたに欠けているもの、失くしたものを求めな

さい。主に変えてもらいたいもの、混乱したものを伝えなさ

い！主はあなたにどうしたらよいのかカウンセルをしたりしま

せん！神は動く準備をしておられます。この聖句について一

緒に考えてください。「彼は万物よりも先にあり、万物は彼に

あって成り立っている。」（コロサイ 1：17） 

 先週の日曜日、教会の祈祷会で祈っていると、主がクリス

チャンたち（教会）を暗闇の国々で輝く光としたいのだ、とい

う思いがきました。私たちが暗闇の一部となってはいけませ

ん。私たちは光です。けれども、祈りの中で感じたのは、教

会が暗くなっている・・礼拝がなくなり・・・交わりがなくなり・・・

賛美がなくなる・・・教会が空になる。神の教会が悪によって

飲み込まれていく。その時、私の頭の中で一つの言葉が爆

発しました。「だけど！」 “だけど”とは、何でしょう？ 

「だけど、キリストは教会の頭です！キリストは身体の救い

主です。」（エペソ 5：23）  

キリストからいのちが流れ、私たちを生き続けさせ、戦い、

打ち勝ちます！ハレルヤ！「信じます！」の声が聞こえるで

しょうか？ 

来週の日曜日、月曜日（５/3、4）は、連日断食祈祷日で

す。（１日でも参加してみましょう）ストレスや不安によって私

たちが疲労したとき、食べることが最善の治療法だと思うか

もしれません。けれども、その考えに注意してください。私た

ちは、世界的に深刻な状況の只中にいます。神は私たちの

求めに従って影響を与えたいと願っておられるのです。私た

ちが祈らなかったり求めなかったりしたら、苦しみが長引く可

能性もあります。 

「わたしの名をもってとなえられるわたしの民が、もしへり

くだり、祈って、わたしの顔を求め、その悪い道を離れるなら

ば、わたしは天から聞いて、その罪をゆるし、その地をいや

す。」（2 歴代誌 7：14） 

神に祈り求めることにより、神から聴き、赦され、癒される

結果となります。来週、断食し祈ることができますように。 

 

                あなたの牧師  ベン 

 

 

 

 

 

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。 
 

と

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

□ ルースさんの長兄（デービッドさん）は、まだニューヨ

ークの新型コロナウイルス感染症で入院していま

す。早く回復するようにお祈り下さい！デービッドさ

んの家族は彼に近づくことができないので、これは

彼らにとって非常に困難な時期です。 

□ 新型コロナウイルス感染症のために作られるワクチ

ンのために祈り続けましょう！多くの人がまだ苦しん

でいます。そして、主に医療従事者が安全に守られ

ますように求めて下さい！ 

□ 脳手術を受けたばかりのナディーンさんの母の友人

のためにお祈り下さい。彼女が直ぐに完全に回復し

ますように。 

□ 天皇とご家族が直ちにイエスさまと出会いますよう

に祈って下さいませんか？彼らはウイルスのため

に、他の多くの方々と同じくらい恐ろしく感じている

かもしれません！ 

□ 私たちの賛美チームのためにお祈り下さい。彼らは

主に礼拝をささげるために導くことを喜びます。 

□ 私たちの母国の指導者たちのために再び祈りましょ

う。多くの人々が病気にかかって死んだため、全て

様々な家庭において、精神的疲れによるため息

や倦怠感が現れることがあります。心の奥深くに 

潜む気弱さ。それは不思議なことではありませ

ん！私たちの日常のペースや行動、雑音などは、

海岸に打ち付けられる波のようなもので、私たち

の存在はそこにある貝殻のようです。私たちは、

そこで白旗を挙げ「降参です！あきらめまし

た！」と言いたくなります。気弱になることは悪

ではありません。しかし、戦いを投げて、船を捨

ててしまうのは間違いです。 

 精神疲労による衰弱は多くの経験の結果です。

すべては悪ではありません。私たちは待つのに疲

れ、勉強するのに疲れ、憶えるのに疲れ、敵と戦

うのに疲れてしまいます。 

 多くのことは良い事ですが、私たちの力には限

界があります。そして、暫くすると疲れによって

足が動かなくなります。疲れが長引けば長引くほ

ど、倦怠感により息苦しさを覚え、私たちの希望

が死滅してしまいます。 

 イザヤのように、弱い者を支える励ましの言葉を掛

け合わなければなりません。主は決して疲れること

も、たゆむこともなく、勢力のない者に力を与えるこ

とのできる方です！ 

 私たちの霊的疲労や倦怠感のあるところに、主は安

息を与えてくださいます。神が私たちに求めているこ

とは、ただ主の御もとに近づくことです。私たちは神

に心を向け、思いを巡らし、主の御心を尋ね求めま

す。そして、すっかり神の隠れ家の密かな所で匿って

頂くのです。 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

「」Seasons Of Life より抜粋 「疲労の特効薬」 著チャールズ・スインドル 
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の国の指導者たちは激しいプレッシャーの下にいま

す！ 

□ このウイルスのために、今仕事がない方々のために

お祈り下さい。備えて下さる主によって、彼ら全ての

必要を満たして下さいますように。 

□ 全ての牧師は祈りを必要としています。もし彼らが

恐れていると、教会員を導くことが難しいかもしれま

せん。牧師たちが恐れないようにお祈り下さい！ 

□ 人影のない店や車が少ないということは、多くの人

が家にいることを意味します。そして、誰もが家で何

をしているのでしょうか？皆に大声で話すように主に

求めましょう。彼らに主を信じたいと強い願いを与え

て下さるように主に求めて下さい！ 

□ 私たちが何度も支援してきたカンボジアの教会や学

校は、今ウイルスのために閉鎖されました。彼らの

ために祈りませんか？そしてインド、ブラジル、フィリ

ピンはどうですか？ 

□ 中国のクリスチャンたちは祈りを必要としています。

彼らはまだ迫害されています。 

 
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

トカードに週報×とお書きください。ありがとうございます。 



 

 

 

5 月 3、4 日は、・・、断食祈祷日で

す！今日ベン牧師からそれについて

の説明があります。私たちの家族や

友人らの祝福を求めて共に祈る日数

を増やしていきたいです。 

 

来週の日曜日（5月 3日）は・・ＨＳ

Ｋのすべての母親たちは、母の祈り会に

お誘い致します。昼 12：30～13：30まで

行われます。 

祈り会の部屋は当日表示されます。 

 

同日 5 月 3 日は・・・イスラエルの祈祷会が午後

1：30 より行われます。是非皆さん

ご参加ください。これについての詳

しい情報は鈴木智子さんにお尋ね

ください。 

 

HSK からの什一献金・・（40,000円＋5,000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(石巻宣教)(15,000円)  

ブリッジフォーピース（イスラエル宣教)(15,000円) 

 

 

 

平田牧師(牧師支援)(15,000円) 

 

今年１月からＨＳＫが捧げた総合

計は、234,000円となります。 

ベン牧師は、捧げてくださったすべ

ての方々に大変感謝しています！ 

 

注意・・・COVIT-19の感染者の増加によって、日本で

も医療体制が大変な危機となっています。安倍首相に

よって緊急事態宣言が発令され５月６日まで行動の制

限が要請されています。不要不急の外出を避け、マス

クを着用し、人との距離を２メートル以上開け、人との

接触を７０から 80%減らすことが求められています。そ

のため、ＨＳＫのメンバーの方々も自宅にてインターネ

ットでの礼拝をしてくださっても結構です！コロナの収

束後に再び全員で賛美できるでしょう！ベン牧師はそ

の日を本当に楽しみにしています！ 

 

 

 

 

HSK 月間会計報告(2020 年 3 月-2020 年 4 月) 
教会の会計係、鈴木智子さんから、

教会の月間収支報告書が提出され

ました。2020年 3月１６日から 2020

年 4月１５日までの分です。詳細は

SKIスタンドにあります。概要は左記 

の通りです。 

教会什一献金の額は、40,000円で

した。HSKに捧げてくださったす

べての方々、誠に感謝申し上げま

す。神の祝福が皆様にさらに豊か

にございますように!他者に与え続

けてくださる方々に、牧師先生は

大変感謝しています!ハレルヤ！ 

 

項目 先月繰越 収入 支出 残高 

一般会計 ¥797,008 ¥392,209 ¥510,420 ¥678,797 

建物献金 ¥650,585 ¥3,600 ¥0 ¥654,185 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697 

奨学金基金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527 

クリスマス基金 ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452 

伝道基金 ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169 

墓地基金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 


