
主よ、王はあなたの力によって喜び、あなたの助けによっ

て、いかに大きな喜びをもつことでしょう。あなたは彼の心の

願いをゆるし、そのくちびるの求めをいなまれなかった。あな

たは大いなる恵みをもって彼を迎えそのかしらに純金の冠を

いただかせられる。彼がいのちを求めると、あなたはそれを

彼にさずけ、世々限りなくそのよわいを長くされた。あなた

の助けによって彼の栄光は大きい。 
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浜松救い主教会(HSK) 
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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。 

 

6/21(日） 

今日! 

父の日/母の日のお祝い！ 

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！） 

6/24（水） PM  １：30  祈祷会 

6/25（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

6/28(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! 

ＨＳＫチリホットドック＆焼きそばＢＢＱ 

 

 

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！ 

  

先週はいかが過ごされましたか？私は幾つかの事柄を感

謝しました。その 1つは、教会のすべてのコンピューターが

調子よく稼働していることです！ハレルヤ！2つ目は、先週

教会に来られた人が多かったことです。それはとても嬉しい

ことでした。私は、神が私たちに与えられておられる道をもっ

と理解できるよう、神を求めています。（私のために祈ってく

ださりありがとうございます！） 

私が聖書から何を求めているかと言えば、長年理解した

いと思っていることであり、主には次のことです。：神は私に

起こったことをご支配くださっている！そうです。自分の頭で

は理解しているのですが、なぜ私はよく心配するのでしょう

か？先週も些細な出来事で心配になり、私の睡眠さえも奪

われてしまいました。心配を追い払う真理は何でしょうか？

心配を取り除く真理は何でしょうか？まだ最適な答えは見つ

かりませんが、イエス様のこの御言葉が私に飛び込んでき

ました。「空の鳥を見るがよい。まくことも、刈ることもせず、

倉に取りいれることもしない。それだのに、あなたがたの天

の父は彼らを養っていて下さる。あなたがたは彼らよりも、

はるかにすぐれた者ではないか。」（マタイ 6：26） 真理は何

でしょう？答え：神は私に関するすべてのことを支配しておら

れる。なぜなら、私は神にとって大きな価値があるのだか

ら！（今あなたは何か心配していますか？） 

あるクリスチャンと会話をしていたとき、主はこの御言葉を

思い起こさせてくださいました。「もしも、あなたがたが、人々

のあやまちをゆるすならば、あなたがたの天の父も、あなた

がたをゆるして下さるであろう。もし人をゆるさないならば、

あなたがたの父も、あなたがたのあやまちをゆるして下さら

ないであろう。」（マタイ 6：14-15） 私がこの箇所を読むと

き、いつも変な考えが浮かんできました。それは何かと言う

と、神は誰かの罪を赦さないことができるのだろうか、という

考えです。それはできるようです。しかし、イエス様の御言葉

にはより深い意味が込められています。その一つは、失敗を

犯した人を赦すことは、私たちが決して拒んではいけないこ

とです。2つ目は、私たちが赦すとき、私たちが神から赦され

ることに成功します。‘オーハッピーデー、オーハッピーデ

ー！主が私の罪を赦してくださった！♪’ 

パソコンを通して日曜礼拝に忠実に参加してくださってい

る方々に感謝したいと思います。（並びに日曜夜の祈祷会

へのご参加） 

妨害は多く強くあるように思われます。 また、別の用事を

する理由はきりがありません。しかし、私が確信していること

は、集中するために時間を取ることは、いつも益がありま

す。私たちは神にいつも繋がっていなくてはなりません。聖

霊様の御声に敏感でなければなりません。教会で賛美する

歌は全能なる神に聴かれています。実に、私たちが困難な

状況下であっても賢くあるよう神は語ってくださっています。

問題の中でも神は私たちに道を示してくださっています。私

たちが走るべき行程のゴールに到達できるよう神は語ってく

ださっています。成長し続けましょう。「わたしたちの主また

救主イエス・キリストの恵みと知識とにおいて、ますます豊か

になりなさい。栄光が、今も、また永遠の日に至るまでも、主

にあるように、アーメン。」（2ペテロ 3：18） 

 

  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 

 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

「あなたがたが召されたのは、実に、自由を得

るためである。ただ、その自由を、肉の働く機会

としないで、愛をもって互に仕えなさい。」（ガ

ラテヤ 5：13） 

私たちが福音の深さと豊かさを真に理解すると

き、自然に喜びや愛、自由に満たされていきま

す。それはイエス様ご自身がそのような存在であ

り、私たちに働いておられるからです。しかし、

この聖句が教えるように、私たちは与えられた自

由を肉の働く機会としてしまう可能性がありま

す。私たちの罪に揺れる心は福音を利用して利己

的な目的のために使おうとします。 

福音が個人的なものとして捉えることはもっと

もであり、それらは「造りかえられる」「新生」

「成長」などの言葉からきます。それゆえ、福音

はおもに個人的で内面的なものとして「自分が造

りかえられること」「自分の新生」「自分の成

長」と捉えられます。確かにそれは個人的であり

内面的なものです。しかしながら、それ以上のものが

あります。神の恵みが私たちの人生や内面に働かれる

とき、私たちを通して外側にも働かれるのです。私た

ちの思いと心の新生は、私たちを愛の力で押し出しま

す。 

神の恵みは全ての変化の原動力です。内側と外側へ

の動きは鏡のように連動しています。内側では、神の

恵みは自分自身の罪を理解させ、悔い改めと信仰へと

導き、造り変えられる喜びを体験させてくれます。外

側では、神は愛と奉仕の機会を示してくださり、悔い

改めと信仰へと導き、神が私たちを通して働いてくだ

さる喜びを体験させてくださいます。 

言い換えれば、福音は内面的な罪やもがき、偶像的

渇望への解決だけでなく、対外的な愛や赦し、奉仕の

欠如への解決です。 

イエス様の素晴らしい福音が私たちを動かすように

生きましょう！ 

「福音中心の生活」より抜粋  著 Robert Thune 

 

 

□ デイジーさんの膝が、合併症になることなく良くなり

癒されるために祈り続けましょう！ 

□ 今週も日曜学校の子どもたちと教師たちのために祈

り続けて下さい。 

□ 私たちは主に新型コロナウイルス感染症の蔓延を

止めるよう求める必要があります！貧しい国々の多

くの人々が病気で亡くなっています。 

□ ＨＳＫの全ての父親のために祈りましょう！彼ら全員

が救われ、神さまをよりよく知るために家族を導けま

すように。 

□ 今週は、私たちの国の指導者を選び、毎日彼のた

めに祈りましょう。 

□ 幸いにも、あなたは教会のために祈っています...家

族のために祈っています。私たちの市街の牧師たち

のためにもお祈り下さい。 

□ 賛美チームを神さまに感謝します。毎週、聖霊さま

が彼らを導くことを信じましょう。 

□ 私たちの愛する人が、イエスさまを知り出会うように

信じ求め続けましょう！ 

□ アメリカでの抗議と暴動は、多くの深刻な問題を引

き起こしています。今日、アメリカのために祈って下

さるのは誰ですか？ 

□ よねくぼ アドリアナさんのお母さまが先週亡くなり

ました。日本やブラジルのご家族のために、お祈り

下さい。 

□ 教会で行っている「フードバンク」のために、祈り続

けましょう。主はこの働きを、祝福して下さっていま

す。 

□ 今日、神さまの御力が必要なクリスチャンは、ベン

牧師の叔母（マーシュさん）と同僚（川島さん）です。 

 

※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。 



 

 

6月 21日・・今日は（ＨＳＫ）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！ 
            あなたの牧師、ＨＳＫ監督者、執事らはあなたに大変感謝しています。 

あなたはこの教会の祝福です！ 

 
 

 

6月 21日・・今日は父の日！ 

      

             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          ネット礼拝をご覧になっているお父さんたちもいるでしょう。 

それらすべてのお父さん方へ 

父の日おめでとう！ 
          あなたの牧師、ＨＳＫ監督者、執事らはあなたに大変感謝しています。 

あなたはこの教会の祝福です！ 

 
 

 

6月 28日 チリホットドックＢＢＱ！ 

2、3 か月間教会ランチがなくて我慢し

ておられた方々も多くいたことでしょ

う！楽しくない！食べられない！交わり

ない！けれども今週の日曜日は盛大な

ＢＢＱをしてくれるそうです。雨天の場

合でも外で調理する予定です。是非晴

れるよう願ってください。小学生以上と

大人は 500 円です。3 歳以上の幼児は 400 円、ビジター

は 300円です！楽しい時となるでしょう！ 

 

今夜 6：55 から祈祷会があります。 

この祈祷会はインターネットでご覧になれ

ます。週報Ｐ4 には祈りのリクエストが沢山

書かれています。神に助けを求めましょ

う！ 

 

 

 

 

教会の会計報告は・・来週の週報で掲載されま

す。まずはベン牧師からこの 4 週間に捧げてくださ

った彼は教会から他の団体・個人にどれほど捧げ

られたか報告するのを楽しみにしています！      
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