
 

主に信頼する人はシオンの山のようだ。 

ゆるぐことなく、とこしえにながらえる。 

山々がエルサレムを取り囲むように、 

主は御民を今よりとこしえまでも囲まれる。 

悪の杖が正しい者の地所の上にとどまることなく、 

正しい者が不正なことに、手を伸ばさないためである。 

主よ。善良な人々や心の直ぐな人々に、 

いつくしみを施してください。 

しかし、主は、曲がった道にそれる者どもを 

不法を行う者どもとともに、連れ去られよう。 

イスラエルの上に平和があるように。 

詩篇：125篇 1-4節 
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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） 

５/１７ 

PM   ６:５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

 (インターネットでのライブ祈祷会) 

５/２０ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会 

５/２１ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

５/２４  

（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 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

 (インターネットでのライブ祈祷会) 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-5-17 

(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！ 

 先週はお天気がとても良かったですね。公園を訪

れることは出来ませんが、この天気をとても楽しみ

ました。公園も開放される日も来るでしょう。本当

にもっと外に出られることを心待ちにしています。 

 新聞やテレビのニュースをご覧になっている方は

お分かりだと思いますが、この世界の多くの場所

で、今も病があります。最近知ったのですが、私た

ちが何度が支援をしているカンボジアの教会や学校

は閉鎖されているそうです。このことで教会のリー

ダーたちは今後どのようにして他の人々を助けるか

を考えて多くの時間を費やしていることと思いま

す。恐らく…カンボジアの多くの人々は貧しく、薬

を買う余裕もないかもしれません。私たちは、続け

て主が病人を癒して下さり、このウイルスを止めて

下さるよう祈り続けなければなりません。 

 ダビデが詩篇を書いている時、彼が用いたことば

の一つは、私があまり使わないことば…“通って”

です。エジプトでの捕らわれの身を離れたイスラエ

ル人についてダビデはこう書きました。『神は海を

変えて、かわいた地とされた。人々は川の中を(通

って)歩いて渡る。』(詩篇 66：6) 再びダビデは

詩篇 78篇の中で、『神は海を分けて彼らを通ら

せ、せきのように水を立てられた。』(13節) そ

して、もう一度ダビデは書いています。『主が葦の

海を叱ると、海は干上がった。主は、彼らを行かせ

た(通らせた)。深みの底を。さながら荒野を行くよ

うに(通るように)。』(詩篇 106：9) 神様は最も

偉大な王の一人であるダビデにこれを示しました：

神様は、ご自身の民が困難な状況を通り抜ける方法

をご存知であること。私の結論です：私たちも困難

な状況を通るでしょう…神様の助けをもって。 

 この 3 か月間で、私たちは新しい賛美曲を 3 曲、 

覚えました…多分 4曲かもしれません。でも、日曜

日の朝の集会に出席する人々が少ない時は、新しい

曲を覚えることを止めるべきだと思いました。そし

て、新しい曲を覚えることを止めることにつてい考

えれば考えるほど、聖餐式を取りやめ、祈祷会をキ

ャンセルし、皆さんに家に居るよう励ますべきだで

あるように思えます。でも数週間前に、私はある幻

のようなものを見たと思います。キリストを頭とす

るキリストの御身体としての教会を見ました。そし

て、キリストから身体に力がきます。行う力が与え

られていてもそれをしないことによって、私は間違

いを犯してしまうと本当に思います。お分かりにな

りますか？これが結論です：私たちは祈り続け、新

しい曲を学び続け、そして何が起ころうと聖餐式を

執り行い続けます。『私は、私を強くして下さる方

によって(通して)、どんなこともできるのです。』

(ピリピ 4：13) 

 私のために祈ってっ下さっている皆さんに感謝し

ます。私には学んで皆さんと分かち合う真理が沢山

あることを分かっていますが、この数週間、私は自

転車から落ちて膝に切り傷を負った自分の子供を慰

める母親のような気持でいます。出血を止めたいの

です。痛みを止めたいのです。私たちは恐れずに生

きて欲しいのです。私たちがマスクをすることなく

会いたいのです！それは、多すぎる希望でしょう

か？私はそうは思いません。神の教会は、いのちの

溢れる人々の集まる場所です。ですから…信じ続け

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.comで’Schedule of Meetings’をクリックしま

す。次に‘Click here to visit Live Stream channel’をクリックしますと過去の集会リストがありま

すのでいつでもご覧になれます。是非他の人々とこの情報を共有して下さい。 

 

 

 

 

 

 

牧師より 

 

 

牧師先生のメッセージを聞くことができます。・・・あなたのスマホ、アイ 

フォンを使用してポルトガル語でもそれが可能です。このチャンネルのユーチューブを検索し 

てください：HSK Church Hamamatsu、Japan. そして、スピーカーのメッセージの英語通訳 

はユーチューブのチャンネルでお聞きになれます。 

 

 

 

http://www.hskchurch.com/


☐ 

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(✓) 

 

□主の癒しを必要としているエヴェリンさんの

姉妹（マルバローザさん）のためにお祈り下

さい。 

○アギンヘスさんは、白血病を患っている一歳

のマライアさんのために祈り求めています。

奇跡がなされるようにお祈り下さい。 

□賢美さんの父（つねおさん）は、今月 20 日に

手術を受ける予定です。彼が癒されますよう

にお祈り下さい。 

○新型コロナウイルス感染症は、まだ多くの国

で流行しています。ワクチンが間もなく作ら

れますようにお祈り下さい。 

□ＨＳＫの全ての子どもたちのために祈って下

さいませんか。主が彼らを元気に安全に守ら

れますように。 

○全てのシングルマザーのために再び祈りまし

ょう。彼女たちは毎日神さまの助けを必要と

しています。 

□最近、腰痛を経験しているレイさんのために

お祈り下さい。主が直ぐに彼女を癒して下さ

いますように。 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「名前の意味」 

 

  息子の名前はコフィですが、これは金曜日に

生まれた男の子という意味です。友人のカーナ

人の牧師の名前をもらいました。彼はひとり息

子を亡くしていて、私たちのコフィのために常

に祈ってくれます。本当に感謝なことです。 

  背景を知らないと、名前の重大な意味を見逃

しがちです。ルカの福音書 3章にはヨセフの系

図が書かれています。さかのぼるとアダム、さ

らに神にまでたどり着きますが(38節)、31 節に

は「ナタンの子、ダビデの子」とあります。ナ

タンとは誰でしょう。Ⅰ歴代誌 3章 5節による

とナタンはダビデとバテ・シェバの子です。 

  バテ・シェバの子をナタンと名付けたのは偶

然の一致でしょうか。あの事件を思い出して下

さい。預言者のナタンが勇敢にもダビデを糾弾

しました。彼が王の権力を悪用してバテ・シェ

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！ 

 

○浜松のすべての牧師のために祈りましょう。

今週、彼ら皆が励まされますように。 

□今週、あなたの国の指導者たちのために祈っ

て下さいませんか？彼ら全員がイエスさまと

出会うことができますように。 

○中国のクリスチャンたちは、まだ迫害されて

います。最近、教会が破壊されたというニュ

ースがありました。政府による神の民に対す

る憎しみは、全能の神さまを喜ばせるもので

はありません。 

□私たちは、神の教会をより美しく、より力強

く、神の栄光でより豊かにさせるように、主

に求め続けなければなりません。このことに

ついて牧師と一緒に祈って下さるのは誰です

か？ 

 

☞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。 

       

バを手に入れ、、彼女の夫を殺害したのです。 

  ダビデは預言者のあからさまな非難を受け入

れ、恐ろしい罪を悔い改めました。心癒された

後、ダビデは息子をナタンと名付けました。バ

テ・シェバの息子が、そう名付けられたこと、

そして彼が、イエスの地上の父であるヨセフの

先祖になったのはふさわしいことです(ルカ 3：

23)。 

  聖書は、神の恩寵が様々なところに、系図の

目立たない名前にさえ織り込まれていることを

見せてくれます。世界は神の恵みで満ちていま

す。 

 

  思いがけない神の恵みに触れたことがあり

ますか。神の壮大な物語に焦点を絞って気付

く人生の恵みとは何ですか。 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★今月、毎週日曜日の夜…6 時 55 分から祈祷 

会があります。この祈祷会は、教会 

ウエッブサイトでご覧になれます。 

全ての教会メンバーは毎週日曜日の 

夜、互いに‘見て祈る’時間を取る 

べきです！多くの苦しみと死のある 

今日、私たちはもっと祈らなければなりません。 

『義人の祈りは働くと、大きな力があります。』 

(ヤコブ 5：16) 

 

★先週の日曜日から…英語のメッセージをポルト

ガル語に、またはポルトガル

語のメッセージを英語に翻訳

したものが、毎週教会のユー

チューブチャンネルで聞くこ

とができるようになりました 

。『HSK Church Hmamatsu, Japan』のチャンネルを検 

索して下さい。すぐに一台のカメラがスピーカーの方 

を見られるようにします。より良い映像で見るために 

は教会のウェブサイト hskchurch.com を検索してご 

覧下さい。‘Schedule of Meeting’をご覧になって 

リンクをクリックして下さい。 

 

★最新情報…これまで何度かこの教会で支援をして 

いるカンボジアの教会と学校について 

の最新情報を掲示板でご覧頂けます 

。時間を取ってお読み下さい。そして 

写真もご覧になって下さい。カンボジ 

アでもウイルスの影響で幾つかの教会や学校は閉鎖し 

ています。彼らのために続けて祈りましょう。 

 

★牧師先生は…高木のりよしさんと HSKの PA シス 

テムを徐々に変えています。これらを 

変えることで更に音声とともに教会の 

インターネット上でのオーディオ効果 

も向上します。全ての変化が確定する 

までは、突然何か奇妙な音が聞こえることがあ 

るかもしれません。パニックにならないで下さい。音 

は直ぐに消えます。 

 

★牧師先生のお母様、レイさんは…自宅に戻ら 

れましたが、病気になる危険があるた 

めこの 2 週間外出は許されていませ 

ん。今週には近くのスーパーマーケッ 

トへ行くことが許されると彼女は思っ 

ています。彼女は、皆さんのお祈りを 

とても感謝しています。 

 

★コンピューターで視聴されている皆さん 

へ：毎週皆さんにお会いできず 

とても寂しいです。他の方たちが 

皆さんのために祈っています！母の 

日は 6月か 7 月にお祝いします！ 

続けて互いのためにお祈り下さい。そして、何か必要 

がありましたら、教会メンバーの方か牧師先生にご 

連絡下さい。 

 

…………………………………………………………… 

 

私の兄弟たち。さまざまな試練に会うとき 

は、それをこの上もない喜びと思いなさい。 

信仰がためされると忍耐が生じるということ 

を、あなたがたは知っているからです。 

その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれ 

ば、あなたがたは、何一つ欠けたところのな 

い、成長を遂げた、完全な者となります。 

           （ヤコブ 1：2～4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


