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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、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。 

 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4/12(日）今日! 
PM 1：30 監督/執事会議 

夜の祈祷会はありません！ 

4/15 (水) PM 1：30 祈祷会 

4/16（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

4/19(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   見張り人の集い（祈祷会） 

2020-4-12 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

主は王となられた。地は楽しみ、 

海に沿った多くの国々は喜べ。 

雲と暗やみとはそのまわりにあり、 

義と正とはそのみくらの基である。火はそのみ前に行き、 

そのまわりのあだを焼きつくす。主のいなずまは世界を照し、 

地は見ておののく。もろもろの山は主のみ前に、 

全地の主のみ前に、ろうのように溶けた。 

もろもろの天はその義をあらわし、 

よろずの民はその栄光を見た。 

詩篇 97：1-6 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 気候が良くなってきましたね。でも、様々なアレル

ギーの季節ともなりました。そのためにも・・私は、皆が

健康であるよう祈り続けています。皆さんは、死をもた

らすウイルスの拡大を止めてくださるよう、全能なる神

に求めていますか？このウイルスによる死者数の多さ

に、私は悲しく思います！主が人々を守り、癒し、救っ

てくださるよう祈らなければなりません！ 

今日がイースターの日であることを知らない方もい

るかもしれません。クリスマスは１２月 25日と決まって

いますが、イースターは 3月 22日～㋃25日の期間で

毎年違います。そうです、イースター（復活祭）は、イエ

ス様が墓からよみがえられたことを祝うための祭りで

す。聖書では、ユダヤの過ぎ越しの祭りの後にイエス

様がよみがえられたことが書かれています。子どもの

頃、私はイースターエッグに色を塗ったり、沢山過ぎる

チョコレートキャンディーを食べたりしました。（ルースさ

んは新品の服を買ってもらったでしょう。・・イースター

クローズ！） それで、私たちは今日何をすべきでしょ

うか？ 私の考えは、主に感謝すべきです！ウイルス

についての私たちの思いをすべて脇に置いて、神の御

子イエス・キリストの復活を感謝しましょう。主が生きて

おられるゆえ、私たちも生かされるのです！ハレル

ヤ！ 

先週、ヨハネの福音書を読んでいましたが、イエス

様の生涯について、２章でとても不思議な記録を見つ

けました。エルサレムにある神殿が滅ぼされることにつ

いて、イエス様がこのように言われました。「イエスは

自分のからだである神殿のことを言われたのであ

る。 それで、イエスが死人の中からよみがえったとき、

弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出して、聖

書とイエスのこの言葉とを信じた。」（21,22節） 

イエス様が全能の神によって死からよみがえられた

とき、弟子たちは二つの事を思い起こしました。それ

は、聖書とイエス様が言われた言葉です！ヨハネのこ

れらの記述でどのような意味があるでしょうか？聖書と

イエス様の言葉は必ず後に来ることを語っておられま

す。結論： 神はあなたの周りで起こっていることを支

配しておられます！ 

先週、私はインターネットでアメリカ人の医師が診療

している病院で何が起こっているかを語るのを聴いて

いました。彼女の話では、患者のほとんどが死亡し、

彼らの遺体は、葬儀社が閉鎖しているため大きな冷凍

トラックに入れられているとのことでした。彼女は非常

に憤慨し、怒っていましたが、その言葉や動作から私

が感じたことは、この聖句です。「・・この世の中で希望

もなく神もない者であった。 」（エペソ 2：12） 

感染者たちは勿論、彼女のことも私は可哀想に思い

ました。私たちは、違った生き方（死に方）をすることが

できますか？そうです！「わたしたちは、このために労

し苦しんでいる。それは、すべての人の救主、特に信じ

る者たちの救主なる生ける神に、望みを置いてきたか

らである。」（1テモテ 4：10） 

 今週、主があなたを祝福し健康を守られますように！ 

 

 

あなたの牧師 ベン 

 

 

 

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。 

 

じし

 

 

ウエブサイトは www.hskchurch.org です。次に Mediaをクリックすると日曜礼拝がご覧にな

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。 

 

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

□ 新コロナウイルスに感染しているルースさんの姪（ジャケリ

ーンさん）と彼女の娘（グレースさん）のために、お祈り下さ

い。主が直ぐに彼女たちを癒して下さいますように。 

□ このウイルスの状況をどのように対処するかについて、主

が私たちの政府指導者たちに知恵を与えて下さいますよう

に。この病気を止める神さまの力を信じる信仰を、彼らに与

えられますよう、主に求めて下さい。 

□ 学校へ戻るＨＳＫの全ての子どもたちのために、祈って下さ

いませんか？主が彼らをすべて安全に守られますように。 

□ 家族の関係で参加できない賛美チームの幾人かのメンバ

ーのために、お祈り下さい。 

□ 今年のこの時期にアレルギーを抱えている方々のために、

祈りましょう。咳やくしゃみは、誰もが経験する必要なことで

はありません！ 

□ 日本の天皇とご家族の救いのために、祈って下さいません

か？主は彼らが救われることを望んでおられます。 

私が皆さんと分かち合いたい大切なメッセージ

は、神はあなたを用いたいと願っておられるこ

とです。あなたが有名なクリスチャンでなくと

も構いません。また、牧師や預言者でなくとも

構いません。ギリシャ語を知らなくともよいの

です。－ただあなたがイエス様を信じているだ

けでー神が選ばれた代表ですー新しい契約の祝

福を用いる者として召され権威を与えられてい

るクリスチャンです。 

 父なる神は、あなたの祈りを通して、イエス

様の御業を解放することを望んでおられます。

聖霊様は、あなたを助けたいと願っておられま

す。ベテルは発見されるのを待っておられま

す。歴史が書かれ、行く道が形作られます。 

 あなたは、臆病であってはいけません。何が

必要であり、正しくふさわしいのか知らない者

ではありません。弱点に怯えて、何もできない

活動麻痺に陥ってはなりません。起き上がりな

さい！あなたの内におられる助け主により奮い

立たされなさい！ 

 私の妻セシルが重い病気になったとき、主に

祈ることを示されました。私は１か月間、毎日１時

間彼女のために祈りました。１時間は理論的根拠が

ないと思う人々もいました。また、神が癒すのに長

い時間は必要ないと言う人々もいました。しかし、

私が個人的に神によって示され動かされたことだけ

を語ります。私が発見したことは、神が働かれる方

法は 1つだけではないことです。神の創作の種類は

尽きることはないようです。私たちにとってのカギ

は絶えず、従順さです。 

 

「とりなしの祈り」 思いを巡らす 
 
  より抜粋  「Taking Hold of Together With Against」 著 : Dutch Sheets 

□ 私たちは「エルサレムの平和」のために祈ることを求めら

れています。今週、それをしましょう。そして、イスラエル

のネタニヤフ首相を祝福して下さるよう、主に求めます。 

□ 私たちは不可能を可能にする神さまに仕えると、信じ続け

ましょう。まだ救われていない私たちの家族のために、祈

って下さるのは誰ですか？ 

□ 主が新コロナウイルスに感染した病人の世話をしている

看護師たちと医師たちを守って下さいますように。大胆

に、主に医療従事者たちを救って下さることを頼みます。 

□ 今でも全ての方に交通の便が良い建物を望んでいます。

この状況のために祈ることを覚えて下さい。 

□ 日本には高齢の宣教師や牧師がたくさんいます。全ての

病気から彼らを守られますように主に求めましょう。 

□ インドの国のためにお祈り下さい。ＨＳＫの友人の親族が

いて、今神さまの守りが必要です！インド人の多数がウイ

ルスで死ぬ可能性があります。 

 

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

ストカードの週報×とお書きください。 



 

 

自宅待機の方は・・日曜礼拝をパソコンやスマホのイ

ンターネットを通してＨＳＫの賛美、メッセージなどを視

聴しご参加ください。ＨＳＫのウエブサイトのアドレスは  

週報の１ページ目に記載されています。

(www.hskchurch.com) で検索し、

MＥＥＴＩＮＧ TＩＭＥ をクリックし 

Ｌｉｖｅ Ｓｔｒｅａｍ Channel をクリッ

クします。すべてのメッセージは過

去の動画で残されていますので、

いつでも視聴することができます！また、週報はＣＨＵ

ＲＣＨ BＵＥＴＩＮをクリックしていただくとダウンロードで

きます。 

感染防止のためマスク着用をお願いします。 

子どもも大人も教会内ではマスクを着用してください、

お忘れの方は無料で差し上げますのでお申し出くださ

い。また、換気のため窓は開けておきますが（寒すぎな

い限り）暖房はかけておきます。

消毒スプレーは頻繁に利用して

頂きます。食べ物、飲み物の提供

は多少方式を変えて行います。 

 

 

献金してくださる方法として・・・銀行振り込みができ

ます。教会に来られない方で献金を希望される方はご

利用ください。以下が振込先と口座番号です。 

ＪＡバンク 支店：三島町 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！ 

 

 

ベン牧師の電話番号が変わりました。 

週報の１ページにも記載されていますが、 

新しい番号は 070-4500-9327 となりました。 

 

 

ブラジル人のリーダー、幸男さんへのお問い合わせは、 

090-9220-0600 へお願いします。 

来週の日曜日（１9 日）は・・朝礼拝で、聖餐式/主の

晩餐を執り行います。HSK の出席者は少ないと思い

ますが、イエスキリストの苦しみと死を思い起こすこと

は大事であると、ベン牧師は考えています。その理由

は、私たちに癒しが必要だからです！ 

「まことに彼は私たちの病を負い、私たちの悲しみをに

なった。 しかるに、私たちは思った、彼は打たれ、神

にたたかれ、苦しめられたのだと。 しかし彼は私たち

のとがのために傷つけられ、私たちの不義のために砕

かれたのだ。彼はみずから懲らしめをうけて、私たちに

平安を与え、その打たれた傷によって、私たちはいや

されたのだ。」（イザヤ 53：4） 

教会のメンバーでなくとも、洗礼前のクリスチャンであ

っても、キリストの割かれた御身体、流された血を分か

ち合う聖餐式に是非参加してください。自分がクリスチ

ャンであることを自覚している子ども達も歓迎です。 
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