
 

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） 

４/５ 

PM １２:４５ 母親たちの祈祷会 

PM  １:３０ イスラエルのための祈祷会 

    第 1 日目断食祈祷の日  

PM   ６:５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

４/６ 

（月） 

    第２日目断食祈祷の日 

PM  ６:５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

４/８ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会 

４/９ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

４/１２  

 （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 2020-4-5 

(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！ 

 先週は、とても多くの恐ろしい経験をしている

国々について更に悪いニュースがありました。毎朝

私は、苦しいんでいる人々や死者が減少しているこ

とを期待してコンピューターを開きますが、励まさ

れることは何もありません。私は、神様が私たちの

生活(人生)をご支配されていることを堅く信じてい

ますし、こんなに多くの人々の身に起こっているこ

とを主がどうして許されているのか理解できればと

思います。でも、今は主に信頼するときです！今

週、このことをもう少ししましょうか？共に信頼し

ょう！ 

 私のアメリカの家族のためにお祈り下さり、あり

がとうございます。私の母は、私の弟夫婦と一緒に

いて、皆が元気にしています。私の子どもたちや孫

たちも皆元気にしています。でも、今週、来週は何

万人ものアメリカ人が亡くなるかもしれませんの

で、多くの悲しみが満ちることになり得ます。私た

ちは、主のあわれみとこのウイルスを止めて下さる

よう求め続けなければなりません。 

 数日前ですが、ニュースを読んで国々のために祈

った後、聖書を開き、イザヤ書 24章を読みまし

た。『地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主が

このことばを語られたからである。…地はその住民

によって汚された。彼らが律法を犯し、定めを変

え、とこしえの契約を破ったからである。それゆ

え、のろいは地を食い尽くし、その地の住民は罪あ

る者とされる。それゆえ、地の住民は減り、わずか

な者が残される。』(3,5-6 節)数秒間、息もつけな

いように感じました。今日、このようなことが起こ

るのでしょうか？続けてこのイザヤ書を読み進める

と、あなたは本当に驚いて息もつけなくなるかもし

れません。でも、この予言がどう終わっているかご

存知ですか？『万軍の主がシオンの山、エルサレム

で王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからで

ある。』(23節) このみ言葉の意味は何でしょう

か？私の答えです：主の栄光も丁度良い時に必ずこ

の地を満たすのです！ 

 私は、教会が恐らく数週間閉鎖しなければならな

いという報告を確認しています。私が皆さんへのこ

の短い手紙を書いている時、これらの報告は偽物で

す。ルースと私は、出来る限り毎週教会にいる予定

です。でも、今日から、私たちは皆マスクを着用

し、窓を開口し続け、今まで以上に消毒液を使うよ

うにします。このように変化しますが他の人々と神

様の愛を分かち合うことに恐怖を抱かないで下さ

い。最近、私はある教会メンバーにこう言いまし

た、「もし、あなたが病気になって入院したら、私

に電話を下さい。私に来て祈ってほしいと言って下

さい。お医者さんの許可が頂ければ、私は直ぐにで

もあなたのそばに駆けつけます。」と。『この病気

は死で終わるだけのものではない。』（ヨハネ

11：4） 

 最後に、今週更に神様に信頼して進んでいきまし

ょう。『恐れのある日に、私は、あなたに信頼しま

す。』（詩編 56：3） 

            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(✓) 

 

□全ての方々にとって都合の良い場所へと、神さまの

導きを祈りましょう。 

○ローズさんの友人（フェリペさん）のために、お祈

り下さい。彼は深刻なオートバイ事故に遭い、治癒

が必要です。 

□キャシーさんの母（パットさん）のために、祈って

下さいませんか？彼女は小さな脳卒中があり、主の

癒しと強さを必要としています。 

○ニューヨーク市に住むルースさんの家族のためにお

祈り下さい！多くの人たちが新型コロナウイルスに

感染しています！ 

□もうすぐ学校に戻るＨＳＫの子どもたちのために、

お祈り下さい。主が祝福し、一人ひとりを守られま

すように。 

○多くの国は感染性の高いウイルスで満ちています。

今週、イタリア、イラン、スペイン、その他多くの

国で何人が亡くなるでしょうか？私たちはこのウイ

ルスを止めるように主に求めなければなりません。 

□これらの国々にいるクリスチャンのために、お祈り

下さい。彼らが病人のために祈りますように、奇跡

を見ますように。 

○デイジーさんは、友人（アーウィンさん）のため

に、祈りを求めています。彼もまた事故に巻き込ま

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「救うもの」 

 

  最も勇敢な生存者と言われた人は、予想外の人で

した。銃を持つことを拒否した衛生兵デズモンド

は、単独で銃撃の中をくぐり抜け、彼の信仰をあざ

笑い、臆病者と呼んだ人も含め、75 人の負傷兵を

救出したのです。彼は「主よ、もうひとり…」と祈

り続けました。その勇気に勲章が授与されました。 

  聖書は、イエスが誤解されていたと語ります。ゼ

カリヤの預言どおり、イエスはロバに乗ってエルサ

レムに入られ（ゼカ 9-9）、群集は救いたまえとい

う意味の「ホサナ」と叫んで迎えました。彼らは詩

篇 118 篇 26 節を引用して「祝福あれ。主の御名に

よって来られる方に」(ヨハネ 12:13)と叫びました

が、次の節は「枝をもって…祭壇の…」といけにえ

に言及します(詩 118:27)。群衆は、ローマから解

放してくれる地上の王を期待していましたが、イエ

スはそれ以上のお方でした。王の王であり、私たち

のいけにえ。人類の罪から救う目的で自ら十字架に

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！ 

 

れ、主からの癒しが必要です。 

□私たちは教会へ来られた全ての方々のことを、主に

感謝します。今週、彼らの心に触れられると信じま

しょう。 

○あなたの国の指導者たちのためにお祈り下さい。彼

らは最近多くの知恵を必要としています。神さまは

私たちの必要を全て満たして下さることを約束され

ました。 

□アメリカで今仕事がない方々のために、祈りましょ

う。 

○医師は、ウイルスが原因で多数の人が命を落とす次

の国はインドだと考えています。おそらく他の国よ

りも多くの人がそこで亡くなるでしょう。今週、イ

ンドのために、クリスチャンのために、どうぞお祈

り下さい！ 

□今週、主を信頼し、私たちを助けて下さる主に求め

続けましょう。「いつも主を信じなさい。主の前に

あなたの心を注ぎなさい。神は私たちの避け所で

す。」 

 

 

☞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。 

       

かかられる肉体を持った神でした。それは何世紀も

前に預言されていました。 

  ヨハネは「初め、弟子たちにはこれらのことがわ

からなかった」と書いています。これらはイエスの

ことだと、後から思い至ったのです(ヨハネ

12:16)。神のみことばに照らされて、神の永遠の目

的が明らかになりました。神は、全能の救い主を送

られるほど、私たちを愛しておられます。 

   

今、あなたは自分の救いを 

    どのように感謝しますか。 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★次回執事たちのミーティングは…来週の日曜

日(12 日)です。午後 1 時半か

ら始まるこの重要なミーティ

ングに執事の方たち全員が出

席するよう、予定していて下

さい。ミーティングの始まる 

前に、執事の方たちは一緒に食事をしたいかもしれま 

せん。ミーティングがキャンセルされる場合は、通知 

されます。 

 

★ブリッジ・フォー・ピースからの最新情報 

(イスラエル宣教)…教会玄関に小冊子「オリー 

ブ」がありますので、 

ご自由にお取り下さ 

って、他の方たちと 

分かち合って下さい。この冊子の英語版は、ウエッブ 

サイトでご覧いただけます。 

 

★明日 4 月 6 日は…2 日間の断食祈祷の第２回目

になります。もし今日断食さ

れなかった方は、明日断食す

ることを考えてみて下さい。

明日の夜６時５５分から祈祷

会があります。世界のために 

共に祈りましょう。 

 

★来週日曜日(12 日)は…ルースさんがスピーカー 

です。もし、教会建物が閉鎖された場合 

は、インターネットを通してお話します。 

彼女は、再び皆さんと分かち合えるの事 

をとても喜んでいます。主が彼女に私たちに対する主 

の御言葉を与えて下さるようお祈り下さい。 

 

★今日から…多分数週間続くと思われますが、お子 

さんを含む全員の方に教会建物の 

中ではマスクの着用をお願いしま 

す。マスクをお忘れになりました 

ら無料で差し上げます！外があま 

り寒くなければ、教会の窓を開け 

ますが、暖房はつけておきます。 

手の消毒をこまめにお願いします。(消毒液でうがい 

はしないで下さい！) 食べ物や飲み物も提供の仕方 

が少し変わるかもしれません。これは永遠に続く方法 

ではありません！ 

 

★来週の日曜日、或いは数週間自宅で自粛を 

される方は…ご自宅のパソコンやスマートホンを通 

して、賛美やメッセージ、その他の活動に参加する時 

間をお取り下さい。教会のウエッブサイトは、この週 

報の 1枚目にはっきりと書かれています。”集会時 

間”のページを探して、”ライブ・ストリーム“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か国語で書かれた教会週報も”教会週報”で 

ご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              4 月は、何方かの誕生日月です！ 

 あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら… 

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！ 

神様の祝福がありますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 


