
 

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） 

５/３ 

第 1 日目断食祈祷の日 

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 

PM   ６:５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

５/４ 

（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) 

５/６ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会 

５/７ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

５/１０  

 （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  １：３０ 監督と執事たちのミーティング 

PM  ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-5-3 

(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！ 

 今週、恐らく政府は多くの仕事が再開することを

容認するかもしれませんが、もしまだ多くの人々が

感染している状況であれば、更にもう一週間の隔離

が必要になると思います。人々から少し離れている

ことは私にとってそんなに困難なことではありませ

んが、教会に行けないことや話すことを楽しむクリ

スチャンたちに会えないのは本当に寂しいです。と

にかく、この病に対する神様の解決を求めて祈り続

けましょう。先週、私が聞いたアメリカ人の牧師先

生は、ウイルスが死滅する、或いは感染が止むのが

いつであろうと、神様からのより大きな祝福を期待

していると言っていました！ 

 私がいつも励まされるダビデの経験の一つは、イ

スラエルの敵の中で逃亡者として生きていた時のこ

とです。(Ⅰ歴代誌 12 章) 聖書には、ダビデは

“引きこもっていた”とあります。それは、抑えら

れ、拘束され、囲まれていたということです。で

も、ある日、ダビデが引きこもっていた街に”勇士

たち“が入ってきました。彼らは勇士であって戦い

のために従軍している人でした。彼らの顔は獅子の

顔でした。『日に日に、人々がダビデを助けるため

彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営と

なった。』(Ⅰ歴代誌 12：22) そして、ダビデの

経験がどのように私を励ますのでしょうか？ 全能

なる神様は…私たちの神様はどれほど偉大である

かをダビデに示していたと思います！ 

 この数週間、いくつかの国のリーダーたちは、自

国民の死に対して中国政府を非難しています。この

リーダーたちは、中国がウイルスについての偽情報

を広げたと言います。もし、中国がこのウイルスに

関して世界に警告を発していたら、それらの国のリ

ーダーに従って自国民を守るためにもっと準備が出

来ただろうということです。でも、神様はこの死に 

至る病気について世界に警告することもできまし

た。そうですよね？そして、神様は世界中に広がる

ことを許されず、中国にこのウイルスを留めておく

こともできたかもしれません。そうですよね？私た

ちは天のお父様についてどう考えていなければなら

ないのでしょうか？その質問に対する私の答えの一

つはこれです：『…あなたがたは、わたしがあなた

がたの神、主であり…連れ出す者であることを知る

ようになる。』(出エジプト 6：7) 

 毎日私は皆さんの健康のために祈っています。そ

して、病気の人々を癒すために神様が私たちを用い

て下さるよう祈っています。教会は力と栄光が増し

加わるべきだと堅く信じています。それは、すべて

のクリスチャンが、恐れるのではなく、むしろ神様

の賜物を用いるために神様の霊に満たされているべ

きだということです。キリストが天に戻られた後で

行われた最初の祈祷会のひとつで、このことが書か

れています。『その集まっていた場所が震い動き、

一同は聖霊に満たされ、神のことばを大胆に語りだ

した。』(使徒 4：31) 今は隠れている時ではな

く、大胆になり、神様の真理を語り、賜物を用いる

ときです。 

 どうぞ覚えていて下さい。皆さんはルースと私に

とってとても特別です。皆さんを愛しています。 

             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(✓) 

 

□ニューヨークにいるルースさんのご家族のために、

お祈り下さい。ルースさんの兄（デービッドさん）

の死後、ご家族にとっては辛い時です。 

○イエスさまと御言葉を握り続けましょう。「恐れる

な、私はあなたと共にいる。」主がご支配されてい

ます！ 

□今週、お互いにお祈り下さい。兄弟または姉妹に、

手紙を書いたり電話を掛けたりしましょう。私たち

は、つながっていなければなりません！ 

○ナディーンさんは、脳手術を受けた友人のお母さま

のために祈って下さった全ての方に感謝します。彼

女は元気に回復しています。しかし、ナディーンさ

んのご家族のために祈り続けて下さい。彼らは癒し

を必要です！ 

□新型コロナウイルス感染症は今、アフリカで急速に

広まっています。今週この国のためにお祈り下さ

い。病院と薬の不足は多くの家庭で多くの苦しみを

もたらします。 

○近いうちにまた手術を受ける賢美さんの母（友子さ

ん）のためにお祈り下さい！ 

□神さまは、私たちが求めたり考えたりできる以上の

ことをすることができるお方です！日本の全ての教

会が、この困難な日々に成長することを求め信じ続 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご覧になるお方」 

 

  妻の「まあ！」という声とともにラブラドー

ルレトリーバーの「マックス」が台所から飛び

出しました。カウンターの端のトレーにあった

ラムの骨付き肉が無くなっています。マックス

ベッドの下に隠れましたが、頭と上半身だけし

か入りません。頭隠して尻隠さず、とはこのこ

とです。 

  私は「ああ、マックス、その罪は身に及ぶこ

とを知りなさい」とつぶやきました。これはあ

る 2 部族に対するモーセの警告です(口語訳参

照)。彼は「…、今や、あなたがたは主に対して

罪を犯したのだ。あなたがたの罪の罰があるこ

とを思い知りなさい」(民 32：23)と語りまし

た。 

  罪にいざなわれると一瞬は、良い気分かもし

れません。しかし、神から離されるという究極

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！ 

 

けましょう。全ての牧師のために再びお祈り下さい 

○中国で亡くなる人は少ないかもしれませんが…状況

は非常に危険かもしれません。今週、中国と中国の

クリスチャンのために祈って下さるのは誰ですか？ 

□ベン牧師の母（レアさん）は自宅に戻りましたが、

次の２週間は外出を制限されています。彼女は私た

ちのためにもっと祈っていますので、彼女が元気に

過ごせるように祈りましょう。 

○大石さんは片足に痛みがありますが、おそらくまだ

痛みがなくなっていません。今週、彼の健康のため

にお祈り下さい。彼はＨＳＫに来ることを楽しんで

います！ 

□全員を雇用し続け、失業した人々の必要を満たして

下さるよう再び主に求めましょう！ 

 

 

☞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。 

       

の痛みを味わうのです。モーセは、神の目はご

まかせないことを民に確認させました。「神の

目には、すべてが裸であり、さらけ出されてい

ます。私たちはこの神に対して弁明をするので

す」(ヘブ 4：13)と聖書が語るとおりです。 

  聖なる神は全てをご覧になりますが、私たち

が罪を告白し、悔いて、改め、神と正しい道を

歩むように優しく導いてくださいます(Ⅰヨハネ

1：9)。どうか今日、神を愛し、神に従っていけ

ますように。 

  

  すべてをご存知の上で、なおも愛して下さ

る神。その事実は罪に背を向ける動機になり

ますか。 神の愛に今日、どんな具体的な形

で応答しますか。 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

★次回執事たちのミーティングは…来週の日曜

日(10 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。 

 

★先週日曜日の午後…ルースさんのお兄さん、デ 

イビットさんがニューヨーク市の病院 

で亡くなりました。88 歳でした。ご家 

族に看取られること亡くなくなりまし 

たが、ルースさんは、お兄さんの信仰 

は本物だったと言っています。それは 

神様がデイビットさんと共にいて下さっとと言うこと 

です。ルースさんはお兄さんの埋葬について詳しいこ 

とは分かりませんし、この時期アメリカへの帰国は出 

来ません。ニューヨークにいる彼女のご家族のために 

お祈り下さり、ありがとうございます。今も神様への 

純粋な信仰を必要としている親戚もいます。 

 

★来週日曜日、5 月 10日…幸男さんが朝礼拝で 

メッセージをします。彼は、主をも

っと知ることを求めています。そし

て、他の人々と神にある彼の信仰を

更に分かち合いたいと願っていま 

す。彼の人生に神様の御こころを知るために求めると

き、彼のためにお祈り下さい。 

 

★明日 5 月 4 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。『わたしの好む断食は、これではない

か。悪のきずなを解き、くびきのなわめをほどき、し

いたげられた者たちを自由の身とし、すべてのくびき

を砕くことではないか。』(イザヤ書 58：6) 

 

★今月、毎週日曜日の夜…6 時 55 分から祈祷会 

があります。牧師先生は、祈って下 

さっている方々や祈祷会に出席して 

いる皆さんにとても感謝しています。 

そして、昨今の多くの苦しみと死が 

ある間、私たちはもっと祈らなけれ 

ばならないと牧師先生は信じています。『義人の祈り 

は働くと、大きな力があります。』(ヤコブ 5：16) 

 

…………………………………………………………… 

眠った人々のことについては、兄弟たち、 

あなたがたに知らないでいてもらいたくあり

ません。あなたがたが他の望みのない人々   

のように悲しみに沈むことのないためです。 

 私たちはイエスが死んで復活されたことを 

信じています。それならば、神はまたそのよ 

うに、イエスにあって眠った人々をイエスと 

いっしょに連れてこられるはずです。 

  Ⅰテサロニケ 4：13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              5 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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 


