
主に信頼する者は、動かされることなくて、 

とこしえにあるシオンの山のようである。 

山々がエルサレムを囲んでいるように、 

主は今からとこしえにその民を囲まれる。 

これは悪しき者のつえが正しい者の所領にとどまることなく、 

正しい者がその手を不義に伸べることのないためである。 

主よ、善良な人と、心の正しい人とに、 

さいわいを施してください。 

詩篇 125：1-4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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。 

 

5/24(日）今日 
PM  6：５５   見張り人の集い(祈祷会) 

（インターネットのライブ祈祷会！） 

5/27（水） PM  １：30   祈祷会(メインルーム) 

5/28（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

5/31 (日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   賛美、HSK日曜礼拝 

交流タイム 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

（インターネットのライブ祈祷会！） 

  

今週の予定 
 

 
 

 
 
 
 

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

 

 



 
 
親愛なる HSKの皆様へ！ 

    

私は皆さんと会えなくてとても寂しく感じています。とくに毎

週インターネット礼拝をされている方々に対してです。動画

の配信で、音声や映像に不具合があるかもしれませんが、

それはビデオミキサー操作の誤りですのでお許しください。

3,4週間前、私がＰＡシステムを大きく変えたので、まだ完全

には作動できていません。ビデオ制作のために新たにカメラ

を追加しましたが、これもまだ完全ではありません。けれど

も、やがて完全になることを希望しています。これらの変化と

機材の購入は、心の傷ついた人々に神の偉大なる愛を表し

伝えるためです。さらに私の夢はテレビで放送されることで

す。・・なんとかして！ 

先週、私はアメリカ人の牧師がカナダの教会でメッセージ

しているのを視聴しました。彼が言うには、クリスチャンたち

が陥る最悪の状態は、多くの夢を捨ててしまうことだそうで

す！私は自分の夢を殺すことはしません！あなたはどうで

すか？ 

先週のニュースでは、世界中の何千人もの医師や科学者

がコロナウイルスのワクチンや治療薬の開発に探求してい

るそうです。感染者や患者の急激な増加を食い止めるた

め、様々なワクチンの臨床検査を早急に推し進めています。

私も治療薬の出現を待ち焦がれますが、この願いも持って

います：人々が主に立ち返り、神の助けを乞い求めることで

す！なぜそれを求めるのでしょうか？それは、主の願いだか

らです。「苦難の日にわたしを呼び求めよ。わたしはあなた

を助け、あなたはわたしをあがめるであろう。」（詩篇 50：15） 

私たちが治療薬を待つ間、神の助けを希望していきましょ

う！ 

3週間前、政府から国民に補助金の 10万円が支給され

ることを聞きました。私がそれを聞いた瞬間、2つ思いが来

ました。1つは、その大金で何を買おう！ 2つ目は、きっと

外国人はもらえないだろう！ 友人の幾人かは、私が税金を

納めていればもらえると言ってくれました。私は税金を納め

ています！それから、私がそのお金で何を買うのか考えて

いた時間はどれほどか想像できるでしょうか？まだお金も来

ていないのに！以下の聖句は本当です：「あなたの宝のあ

るところに、あなたの心があるからです。」（マタイ 6：21） 

 私が確信していることは、この 2か月間日曜礼拝で聞いた

真理は、現在の状況にある疑い、心配、恐れに対して、私た

ちが強いクリスチャンとされるものでした。そして、この真理

の多くは、よく理解し、熟考される必要があります。生活がか

つての様に戻ったとき、他者の意見に同調すべきでないと

信じます。どのような意見でしょうか？（1）私のマスクは適正

なので私は病気にならない！ （2））私は 1日に 10回手洗

いをしているのでウイルスは着かない。 （3）私は誰にも触

れていないので、誰かに菌を付着させていない！それでは

なく、私たちはこのように言うべきです。「私が祈った人々は

癒されました！」「神にしがみつきましょう！」 

 

あなたの牧師 ベン 

 

 

 

 
 

牧師より 
 

 

z   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



祈りのリクエスト 

 

アンテオケの異邦人が主を信じて大勢救われた

という知らせを聞き、エルサレムの教会はそれを

確かめるため、バルナバを遣わしました。そこで

バルナバが見た光景は、ユダヤ人だけの会衆では

なく、ギリシア人が入り混じった会衆でした。バ

ルナバは、これを神の恵みと捉え、主を褒めたた

えました。彼は彼らを励まし、律法を強制するこ

となく、恥と罪悪感からの解放を説きました。彼

は新しい恵みの型を示しました。私たちが恵みに

よってミニストリーをするなら、今までとは違っ

た方法のミニストリーを許容することができま

す。 

最高の働きをする宣教師は、恵み深い人々で

す。彼らが文化を超えミニストリーをするとき、

アメリカの文化をクリスチャンの生き方の基準と

させることはないでしょう。狭義的な規範意識を

無効にすることで、寛大なミニストリーへと解放

させられます。そのようなミニストリーに人々は

嬉しくさせられます。 

多くの順応性は、確信性が元にあります。恵みに目

覚めたミニストリーは、絶対的な固定観念ではなく、

寛容さ、許容範囲の広さ、文化の流れに対する柔軟さ

を示します。最善なことは、改心者たちが、学び成長

するための豊かな自由が与えられていることです。 

みことばを正確に扱うことは、奉仕者にとって必須

なことです。みことばは、適正に解釈されることによ

ってのみ、適正に適応させられます。聖書的解釈の正

しい方法と聖書的真理の明確な伝達は聖書を教えるの

に兼ね備えられるべきです。恵みを理解し伝えるとき

においても、やはり注意するべきです。 

 

 

 
 

思いを巡らす 
 
「恵みに目覚める」より抜粋  著チャールズ・スインドル 

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR」＊
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□ ＨＳＫの子どもたちのためにお祈り下さい。ある一部

では今学校へ戻っており、彼ら全員が安全でありま

すように。 

□ 高齢者施設で働いている幸男さんとローズさんのた

めに祈りましょう。彼らが祝福され、周りの人々を祝

福しますように。 

□ 私たちの教会へ来られる方々が、礼拝に出席する

時、主によって歓迎され感動することを祈って下さい

ませんか？ 

□ 家族全員が救われるように祈りましょう。イエスさま

は彼らをとても愛しておられます。 

□ あやこさんは、家族全員が救われることを望んでい

ます。今週、彼女のご家族のために祈りましょう。 

□ ホナルドさんとアンドレアさんは、息子（ルアンさん）

とガールフレンド（ナタリさん）の救いを信じていま

す。今週、彼らのためにお祈り下さい。 

□ 森田スーザンさんは、友人（小川さん）の救いのため

に祈っています。今週、彼のために祈りましょう。 

 

□ ナディーンさんの姉（リアナさん）は、肩の怪我のた

めに癒しを必要としています。彼女のためにお祈り

下さい。もう一人の姉（ポーリーンさん）は、深刻な消

化器系の問題を抱えています。この親族が普通に

食べますよう、主に助けを求めて下さい。 

□ デイジーさんの娘（ダーシールさん）は、新しい仕事

が必要です。今週、彼女のために祈りましょう。 

□ 私たちの市街には、食べ物もお金もない人々がいま

す。ゆきこさんの仕事は、彼らのための助けを見つ

けることであり、それは難しいのです！今週、彼女

のためにお祈り下さい。 

□ ウイルスのために苦しんでいる国々のために、再び

お祈り下さい。クリスチャンも亡くなっています。他の

人のために祈りましょう！ 

 

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。 



 

 

 

6月 7、8日は、・・、断食祈祷日です！ベン牧師かメ

ンバー全員が参加することを望ん

でいます。多くの国々は依然ウイ

ルスに苦しんでいます。神は、ご

自身の民がこのために祈ることを

期待されています。祈りましょう！ 

 

来週の日曜日（5月 31日）は・・

アンジェロさんがスピーカーです。この

ＨＳＫ執事は皆さんを心から愛し、皆さ

んとご家族の更なる祝福を願っていま

す。今週彼のためにお祈りください。 

同日 5 月 31 日から・・・食料の寄付を受け付け

ます。掲示板に食品のアイテムを載せますので、寄付

してくださる方はお持ちください。この企画については

今日ベン牧師がお話しします。これらの食料は困って

いる方々に差し上げます。必ず

お持ちになる前に、必要とされ

ているかどうかを確かめてくだ

さい。尚、洋服は持ち込まれな

いようお願いします。 

 

 

 

 

会計報告書の詳細は・・メインルームの後ろにあるＳ

ＫＩスタンドにありますのでご覧ください。来週、教会か

らの什一献金（46,000円）の充

当先について掲載します。捧げ

てくださりありがとうございまし

た！ 

 

換気が必要な間・・・礼拝中、できるだけ窓を開け新

鮮な空気を入れていきます。暑くあればエアコンもかけ

ます。自宅待機の方々は、ネットでの朝礼拝と夜の祈

祷会にご参加ください。政府による感染防止の対策に、

当教会は従っていきます。 

 

 

 

HSK 月間会計報告(2020年 4月-2020年 5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 4月１６日から 2020

年 5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、46,000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 ¥678,797 ¥459,299 ¥486,423 ¥651,674 

建物献金 ¥654,185 ¥2,400 ¥0 ¥656,585 

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 



HSK Food Bank...フードバンク...Cesta Básica　

Alimentos	não-perecíveis.......Foods(long	expira9on	date)........	

																															賞味期限の長い食品	

Arroz	-	Rice	-	米	

Feijão	-	Brazilian	Dried	Beans	-	ブラジル乾燥豆フェイジョン	

Óleo	-	Cooking	Oil	-	クッキングオイル	

Sal		-	Salt	-	塩	

Açucar	-	Sugar	-	砂糖	

Macarrão	-	SpagheA	-	スパゲッティ	

Macarrão	Instantâneo	-	Instant	Ramen	-	インスタントラーメン	

Farinha	de	Trigo	-	Flour	-	小麦粉	

Atum	em	lata	-	Canned	tuna	-	ツナ缶	

Milho	em	lata	-	Canned	corn	-	コーン缶	

Molho	de	tomate	-	Tomato	sauce	-	トマトソース	

Biscoitos	doces	ou	salgados	-	Biscuit,	crackers	or	cookies	-		
ビスケット、クラッカー、クッキー	

Produtos	de	Higiene	e	Limpeza....	Hygiene	Products...衛生品	

Sabão	em	pó	-	Laundry	Detergent	-	洗濯洗剤	

Amaciante	-	SoKner	(clothes)	-	柔軟剤	

Creme	Dental	-	Tooth	paste	-	歯磨き粉	

Sabonete	-	Soap	-	固形石鹸	

Papel	higiênico	-	Toilet	Paper	-トイレットペーパー	

Lenço	de	papel	-	Tissues	-	ティッシュペーパー


