
 

 

主は、王だ。地は、こおどりし、多くの島々は喜べ。 

雲と暗やみが主を取り囲み、義とさばきが御座の基である。 

火は御前に先立って行き、主を取り囲む敵を焼き尽くす。 

主のいなずまは世界を照らし、地は見て、おののく。 

山々は主の御前に、ろうのように溶けた。全地は主の御前に。 

天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。 

偶像に仕える者、むなしいものを誇りとする者は、 

みな恥を見よう。全ての神々よ。主にひれ伏せ。 
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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） 

４/１９ 
PM ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

４/２２ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム)  

４/２３ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

４/２６  

  （日） 

AM ８：４５ 賛美チーム練習 

AM  ９：５５ 日曜礼拝 ＆ 交わり 

今晩の祈祷会はお休みです！ 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-4-19 

(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！ 

 皆さんは、他の国々のために祈っていますか？日

本では神様の助けが大いに必要であると思いますが

…これが、昔ダビデ王に示されました：『わたしは

国々をあなたへのゆずりとして与え、地をその果て

果てまで、あなたの所有として与える。』(詩編

2：8) 私たちは、私たちの“所有のもの”のため

に祈り続けなければなりません。皆さんはどう思い

ますか？ 

 またウイルスや貧困の国々での多くの人々の死に

ついての悪いニュースが報じられた一週間でした。

そして、アメリカでは、南の州を通ったいくつかの

竜巻で 30 人以上の方が亡くなりました。私の弟の

一人は、自宅の一室を強化するように計画していま

すので、彼や彼の家族は大きな嵐によって亡くなる

ことはありません！今や、嵐や洪水、或いはウイル

スもが人を殺してしまう時のようです！ 

 忘れてしまわれた方もいるかもしれませんが、数

週間前、私は主を信頼することにつてお話をしまし

た。その時に私が言いましたように、信頼という言

葉は何度も聖書に書かれています。何度も繰り返

し、私たちは、人ではなく、主に信頼するように、

王ではなく、神様のお名前に信頼するように語られ

ています！でも、私たちの置かれる状況の中で、な

ぜ信頼することがそんなに重要なのでしょうか？

『私は主に言う。「わがやぐら、避け所、信頼する

わが神！」』ここに神様を信頼することにつての真

理があります：ある問題は突然現れます…失うこと

は突然起こります…地獄からの攻撃は突然あなたを

突き落とします。恐れたり、震え上がったり、隠れ

てはいけません！神様を信頼するのです！「恐れの

ある日に、私は、あなたに信頼します。」(詩篇

56：3) 

 この 2 週に渡る日曜日、コンピューターでインタ

ーネットを視聴している皆さんと出来る限り近づく

よう、私は今まで以上に時間を費やしています！ど

ういう意味でしょうか？私は、私たちが持っている

設備がしっかりと機能して欲しいと願っています…

何方か少なくとも 2時間は視聴し続けらることを願

っています！そうです、毎回の集会後、いつも以上

に少し疲れを感じます。でも、私が本当に起こって

ほしいと願っていることを皆さんはご存知ですか？

コンピューターを切ったとき、視聴している皆さん

が、「”全能なる神様“が私に語って下さった！私

は、今から神様が偉大なことを行って下さるのを期

待します！」と言うでしょう！このような期待を皆

で持ち続けましょう！ 

 私が毎日新聞を読んでいますと、ウイルスが止ん

だとき、すべての人々はどれほど違った生き方をす

るだろうかと言うアイデアをある人は持っていま

す。決してもう二度と握手はしないと思う人もいる

でしょう。或いは、いつもマスクを着用していよ

う、公共の公園は永遠に封鎖されるだろう、と思う

かもしれません。今年どれほど生活が変わるか分か

りませんが、皆さんにはこのことを知っていて欲し

いと思います：他の人々へ神様の愛を表すことは止

めてはなりません。お分かりになりますか？もし、

私たちを慰め、拾い上げ、触れることから神様を止

めることが出来るものがないなら、神様の子供とし

てどれほど違った行動をとることが出来るでしょう

か！人々が出来ないということに対して注意して下

さい！互いに愛し合いましょう！ 

            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(✓) 

 

□ルースさんの姪御さんと彼女の娘さんのために、お

祈り下さりありがとうございます。彼女たちは現在

ウイルスが過ぎ去りました。今回非常に深刻になっ

たかもしれませんが、神さまは凄いことをなされま

した！ 

○新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！多くの人は今もなお

苦しんでいます。繰り返しになりますが、医療施設

が非常に限られている貧しい国々のためにお祈り下

さい。 

□ＨＳＫのリーダーたちが全ての事柄において、主の

知恵を持ち続けられるようにお祈り下さい。彼らは

教会の活動を注意しています。 

○天皇とご家族が直ちにイエスさまと出会うことがで

きますように祈って下さいませんか？ 

□私たちの賛美チームのためにお祈り下さい。彼らは

主に礼拝ささげるために教会へ導くことを喜んでい

ます。しかし、空の教会堂で歌うことは時々難しい

です！ 

○あなたの祖国の指導者たちのために、再び祈りまし

ょう。彼らは皆、神さまの助けが必要です！ 

 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「気象予報士の間違い」 

 

  若い予報官のチャールズ・ピアスは、二つの前線

の影響でハリケーンはニューイングランドまで北上

すると 1938 年 9 月 21 日の正午の会議で警告しまし

たが、上司たちは一蹴しました。熱帯低気圧はそれ

ほど北上しないからです。しかし、2 時間後、ロン

グアイランドで地滑りが発生。ハリケーンは午後 4

時にはニューイングランドに到達していました。船

は座礁し、家は破壊されて海に飛ばされ、600 人以

上が亡くなりました。確かなデータと詳細な気象図

に基づいたピアスの警告が公表されていればと悔や

まれます。 

  耳を傾けるべき相手を間違えてはいけません。神

は「あなたがたに預言する預言者たちの言葉を聞く

な。彼らはあなたがたをむなしいものにしようとし

ている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っ

ている」と警告され(エレ 23：16)、偽預言者につ

いて、「もし彼らがわたしの会議に連なったのな

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！ 

 

□まだ救われていない家族がいますか？今週、彼らの

ために名前を挙げて祈りましょう。 

○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。 

□世界中の全ての医療従事者が、このウイルスに感染

しないようにお祈り下さい。多くの医師や看護師が

ウイルスのために、或る国々で亡くなりました。 

○最近、ベン牧師のために祈りましたか？他の牧師た

ちのために祈りましたか？教会は人と会わなけれ

ば、教会員が他の人との交わりの望みを失うことは

簡単です！このようなことが起こると、牧師たちは

落ち込んでしまいます。 

□繰り返しになりますが、ＨＳＫに出席している全て

の子どもたちが守られますように主に求めて下さ

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。 

       

ら、彼らはわたしの民にわたしのことばを聞かせ」

ることが出来ただろうと言われました(22 節)。 

  今も偽預言者はいます。専門家と称して、神をか

やの外に置いたり、みことばをねじ曲げたりします

が、見分ける鍵は、みことばと聖霊にあります。ク

リスチャンの判断が、聖書の真理に沿っているな

ら、私たちの言動は、世に向かって真理を映し出し

ていきます。 

     

  真理か否かを見定める 

あなたの基準は何ですか？ 

意見の違う人に対する態度は 

どうあるべきですか？ 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★来週日曜日、或いは数週間自宅で自粛され 

る方は…自宅のパソコン、又はスマートフォンのイ 

ンターネットを通して、賛美やメ 

ッセージ、その他の活動にご参加 

ください。教会のウエッブサイト 

は、この週報の 1 ページ目に明記 

されています。 

(www.hskchurch.com)で検索して「Meeting times」を

開き、「Live Stream」をクリックして下さい。全て

のメッセージが保存されていますので、お好きな時間

に礼拝を視聴することが出来ます！3 か国語で書かれ

た週報は、「Church Bulletin」でダウンロードでき

ます。今日、コンピューター、またはスマートフォン

でポルトガル語でメッセージを聞く事についてお知ら

せします！ 

 

★安全になるまで…お子さんを含む皆さんは、教 

会内でのマスク着用をお願いします。 

マスクをお忘れの方は、無料で一つ 

差し上げます！外が寒くなければ、 

教会の窓を開けますが、暖房は切り 

ません。手の消毒を頻繁にして下さるよう、皆さんに 

お願いします。軽食や飲み物の提供は、普段と少し変 

わるかもしれません。 

          

★礼拝に出席できない方のために…続けて HSK 

に献金を希望される方は、以下の 

銀行へ振り込むことが出来ます： 

JA(農協) 三島支店： 

口座番号：0014245  

代表者氏名：FOWLER JR JOE  

BENNETT  

注意；この口座はベン牧師の個人銀行口座ではあ 

りません。団体の名前は不可であり、代表者の名 

前となっています！  

 

 

 

 

 

★教会の新メンバー：ナイディーンさん！ 

         そうです、今日ナイディーンさん 

         が HSK のメンバーとして承認され 

         たことお知らせできることを牧師 

         先生はとても喜んでいます。彼女 

は、教会に仕え、友人たちを教会に招き、皆さんと神 

様の愛を分かち合うことを通してこの教会を助けたい 

と強く願っています。特別な経験は、最近受けた洗礼 

でした。彼女とアメリカにいる彼女のご家族のために 

頻繁にお祈り下さい。「ナイディーンさん、教会によ 

こそ！」 

 

★素晴らしいニュースレターが…東北地方で宣 

教している天野亮さんと真実さん 

から届きました。この手紙は日本 

語と英語の両方で書かれています。 

掲示板にありますので、お読みく 

ださい。読み終わりましたら、他 

の方も読めるよう、掲示板にお戻し下さい。ご協力あ 

りがとうございます。 

 

★教会会計報告は…来週、掲載します。教会会計

の正確な記録を執り続けるというこ

の大きな責任を担って下さっている

鈴木智子さんに牧師先生はとても感

謝しています。 
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