
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: 070-8117-1774 

ポルトガル語 080-4500-9327 

 E-mail: 

   hskchurchjapan@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、ぜひ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。 

 

5/10(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！） 

5/13（水） PM  １：25   祈祷会 

5/14（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

5/17(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) 

（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! 

 

 

tel:053-442-5080
mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

多くの他の国々で、死者の埋葬や病人の治療に奮闘して

いるニュースを皆さん見聞きしていることと思います。親族

や友人を埋葬する場面に人々のグループが、隣り合わせで

それぞれの棺を囲んでいる光景を見て、私はとても悲しく思

いました。死者が埋葬されるための長い溝が掘られている

のです！いつこれらの死と病気は収束するのでしょうか？し

かし、聖書はクリスチャンたちにどのような境遇にあっても、

よい知らせを伝えています。「すなわち、主ご自身が天使の

かしらの声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、天か

ら下ってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々が、

まず最初によみがえり、それから生き残っているわたしたち

が、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会

い、こうして、いつも主と共にいるであろう。」（テサロニケ 4：

16-17） ハレルヤ！ 

この数週間、私は他の教会の牧師先生たちが、メンバー

たちにどのようなことを話されているのか気になっていまし

た。先週見たネットの動画では、あるアメリカの牧師先生が

教会のオフィスからメンバーたちに励ましの言葉を語ってい

ました。その中で彼はヨブのことを話していました。皆さんも

ご存じの通りヨブは大変な苦しみと痛みを味わった人です。

ヨブはコロナウイルスに感染したとは書かれていませんが、

「・・その足の裏から頭の頂まで、いやな腫物をもって彼を悩

ました。」（ヨブ 2：7）と書かれています。そして最後に、彼は

神についてどのようなことを悟ったのでしょうか？「わたしは

あなたの事を耳で聞いていましたが、今はわたしの目であな

たを拝見いたします。」（ヨブ 42：5）  

その牧師先生の結論として語っていたことは、多くの人々が

苦しんでいるのは何か、それは、「私たちは主を知らなけれ

ばならない！」ということだと。 

 毎週日曜日、ご自宅のパソコンから私をご覧になっている

方々は、その日の夜に行われる祈祷会にも、ネットを通して

参加してください。中継される私たちの姿は、ひざまずき祈っ

ています。皆さんも同時に祈ることができます。祈る時間は

1 時間ぐらいで長くはありません。子ども達が傍にいてあな

たが祈りに集中できない時は、子どもたちの興味を向ける他

の何かを用意しておくのも方法です。主に私たちが守られる

よう祈り求めることはとても大切です。病気の人々が癒され

るよう求めることも大切です。あなたはどう思いますか？祈

りましょう！ 

 先週日曜日のメッセージで、私が数週間抱いていた気持ち

を皆さんと分かち合いました。私は自分がトンネルの中にい

るような気持でいました。つまり、暗闇の中にいるように感じ

たのです。しかも、向こう側に光は見えませんでした。私は嫌

な気持ちになりました。先週も、まだ同じような気持ちでした。 

そんな気持ちが消え去ったと言いたかったのですが残念で

す。けれども、先週日曜日のメッセージを終えたとき、私は自

分が何をすべきか少しわかった気がしました。落胆しないこと

です！「あなたがたは、弱り果てて落胆しないために、罪人ら

のこのような反抗を耐え忍んだ方のことを、思い知るべきで

ある。」（へブル 12：3） 

 神と共に行きませんか？行きましょう！ 

 

  あなたの牧師 ベン 

 

 

あなたの牧師より 
 

?

 

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。 
 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

□ ニューヨークにいるルースさんのご親戚のためにお

祈り下さった全ての方に感謝します。しかし、まだ全

員がクリスチャンではありません！引き続きお祈り

下さい。 

□ ６月中に手術を受ける賢美さんのご両親のために

祈って下さいませんか？そして、直ぐにイエスさまと

出会うことができますように。 

□ 新型コロナウイルス感染症の終息を祈り続けなけれ

ばなりません！病んでいるクリスチャンたちを祝福し

て下さいますように主に求めて下さい。主が私たち

全てを憐れんで下さいますように！ 

□ 教会の子どもたちのために祈り続けましょう。私たち

は子どもたち全てを愛しています！ 

□ ネット視聴者全員が祝福され、直ぐに教会に来るこ

とができますように。彼らの信仰を強くさせて下さい

ますよう主に求めましょう。 

□ 賛美チームのためにお祈り下さい。彼らはＨＳＫで

主に用いられることを望んでいます！ 

思いを巡らす 
 

誰かが火のふるいにかけられているとき、周り

の人々はどうするべきでしょう？ペテロの重大な

失敗に対してイエス様はどうされたでしょうか？

イエス様は「あなたの信仰がなくならないように

祈っています。」と言われました。 

このキリストの素晴らしい模範を見て、私は失

敗者に対する愛し方について自分がほとんど知ら

なかったことに気づきました。「・・しかし兄弟

よりもたのもしい友もある。」（箴言 18：24）に

ある友として、イエス様はペテロの良いところ

も、悪いところもご存じでした。サタンはペテロ

を求めていたが、主はもっと彼を求めておられま

した。ペテロは救われていました。しかし、彼は

貪欲により欺かれ、その貪欲はサタンに扉を開く

こととなりました。しかし、ペテロは心から主を

愛していました。その上でイエス様はペテロに言

われました。「私はあなたのために祈っていま

す。」 

イエス様は、この時が来るのを遥か前からご存知で

した。そして、御父なる神の御前で、ペテロのことを

何時間も語られていたと思います。―主がどれほどペ

テロを愛しているかー御国におけるペテロについてー

友としてのペテロについて。 

私たちが、兄弟姉妹がこの世に妥協したり、誤った

道に向かっていたりするのを見る時、主の愛が与えら

れたいです。イエス様がペテロを戒めるに至った十分

な愛を私たちも持たせてください。その上で「私はあ

なたのために祈っています。」と言うことができるで

しょう。 

それは相手を責めるように言うのではなく、愛をも

って言うのです。私たちはともすると、相手を責める

口調になってしまいます。けれどもイエス様は私たち

に説教することはありませんでした。イエス様は単に

「わたしはあなたのために祈っています。」とペテロ

に言われました。私たちも兄弟姉妹のための祈りを神

の御坐に捧げて、彼らの信仰がなくならないように祈

らなければなりません。 

「イエスを乞い求める」より抜粋  著David Wilkerson 

 

□ 新型コロナウイルスで多くの患者の看護をしている

医療従事者の方々のために祈り続けて下さい。彼ら

が元気でいて下さいますように。 

□ ベン牧師の母（レイさん）は、背中に嫌な痛みがあり

ます。今週、彼女が癒されるように祈って下さるのは

誰ですか？ 

□ 最近、２種類のウイルスに感染している人々がいる

と誰かが言いました。一つは新型コロナウイルス

で、もう一つは恐怖ウイルスです！そして、恐怖ウイ

ルスはコロナウイルスよりはるかに多くの人々に感

染しているかもしれません。あなたは恐怖ウイルス

に罹っていないことを確かめて下さい！ 

□ 主が言われたのは、「あなたが水の中を過ぎるとき

も、わたしは、あなたとともにいる。川を渡るときも、

あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなた

は焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。」（イザヤ

43:2）新改訳 2017 

※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。 

 

 



 

 

5月 10日・・今日は母の日！ 

      

   主がこの日をあなたにとって特別な日としてくださいますように！ 

ネット礼拝をご覧になっている多くのお母さんたちがいるでしょう。 

それらすべてのお母さん方へ 

母の日おめでとう！ 
 

また一緒に集まったときにはもっとお祝いしましょう！ 

今日、神様があなたを祝福してくださいますように! 
 

 

毎週日曜日の夜、・・6：55 より祈祷会を行います。 

この祈祷会の様子は教会のウェブサイトでご覧になれ

ます。毎週日曜日のよる、ＨＳＫの

メンバーたちはそれを見て共に祈

ってください！今の感染蔓延による

苦境と死の現状において、私たち

はもっと祈らなければならないとベ

ン牧師は感じておられます。「義人

による祈りは働くと多くの力を得ます。 

（ヤコブ 5：16） 

マスクを忘れた方は・・集会室の後ろ

の書架の上に補足用のマスクを用意し

てありますのでお使いください。ご自身

のマスクが使用できない場合もお取り

になって構いません。但し、一人一枚で

お願いします！ 

 

教会の週報は・・毎週ＨＳＫのウェブサイトから

ダウンロードできます。ぜひ、お時間をとって週

報の内容をよくお読みください。ベン牧

師は、今の時期メンバ一人ひとりの信

仰が弱くならないよう願っています。む

しろ私たちは信仰において成長するこ

とができます。                  

 

 

今日より教会Ｙou Tube チャンネルで、・・・毎
週メッセージの英語から日本

語、ポルトガル語から英語の通

訳が聴けます。’ＨＳＫ Ｃｈuｒｃ

ｈ Ｈａｍａｍａｔｓｕ ,Japan’で検

索してください。まもなく、もう一

台のカメラがスピーカーを撮影

できるようになる予定です。良

い画像で視聴  

したい方は、教会のウェブサイト hskchurch.com 

からご覧ください。‘Ｓｃｈｅｄｕｌｅ  ｏｆ Ｍｅｅｔｉｎｇｓ’

をクリックしてください。  

 

 

ビデオ機器、パソコンを操作して下さる方

は・・・幸男さんか牧師先生にお申し出くださ

い。経験のない方でも、操作の

仕方をメンバーが教えてくれま

す。これらの機器の操作を覚え

るには幾らかの時間を必要とし

ますので、ご了承ください。  

 

 

 


