
 

主よ。王はあなたの御力を、喜びましょう。 

あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。 

あなたは彼の心の願いをかなえ、 

彼のくちびるの願いを、退けられません。 

あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、 

彼のかしらに純金の冠を置かれます。 

彼はあなたに、いのちを請い求めました。 

あなたは彼に、とこしえまでの長い日々を与えられました。 

御救いによって彼の栄光は、大きい。 

あなたは、尊厳と威光を彼の上に置かれます。 

詩篇：21篇 1-5節 

 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  

TEL 053-442-5080 

FAX 053-442-5186 

携帯 070-4500-9327 

(ポルトガル語) 090-9220-0600 

宣教師（牧師） 

ベン・ファウラー 

(E-mail アドレス) 

hskchurchjapan@gmail.com 
 

(インターネットアドレス) 

(日本語)http://www.hskchurch.org 

(英語)http://www.hskchurch.com 

 

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） 

６/２８ 

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 

７/１ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会 

７/２ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

７/５  

（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 

    断食祈祷第一日目 

PM １２:３０ 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) 

７/６ 

(月) 

断食祈祷第二日目 

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 2020-6-28 

(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、私たちは何と素晴らしいお祝いをしたでし

ょう！先週日曜日の午後、帰宅したとき私はとても

興奮していました。私たちの前に立ったお父さんや

お母さんたちは私の心にすばらしい思い出となりま

した！私はもっと彼らのために祈ります。そして、

同時に来年は更にどれだけ多くのお父さんやお母さ

んたちを見るだろうかと思うだけで興奮しました！

大きな夢を見てもよいのではないでしょうか。 

 先週、インターネットチャンネルで、事故や先天

性欠損症で深刻な障害を抱えた異なった国の５人の

人たちが語るのを見ました。彼らはそれぞれ１５分

間語る時間を充てられて、車いすや義足を付けてい

るけれども何をすることで成功をしているか語って

いました。誰も神様の助けを話す人はいませんでし

たが、彼らは皆、何らかの霊的な経験をしました。

彼らは、自分たちが今までしていたこと、出来てい

たことは彼らからいのちを搾り取っていたものだと

いうことに気付きました。彼らが走るマラソンやプ

ロになったこと、車いすでのスキューバダイビング

などの話を聞いて私は励まされましたが、身体的に

何も欠けたことろのない人々が言うのを聞いて動揺

しました！どんな言葉でしょうか？「生きることは

とても退屈だ！」「なぜ私は彼女のような美しい髪

ではないのかしら？」「お料理できない！なんて私

は馬鹿なんでしょう！」「神様はきっと行き止まり

の道を作るのが得意なんだ！」そうです、私たちが

好まないことや私たちができないことでさえも神様

を責めるのです。戦いに敗れた後、イスラエルのリ

ーダーであったヨシュアは全能の神様にこのような

ことを言いました。「あなたはどうなされたのです

か？あなたは私たちが負けて嬉しいのですか？」と

神様を責めました！そして、主は答えられました。

「立ち上がりなさい！あなたはどうしてそのよう

に、ひれ伏しているのか。」(ヨシュア 7：6) 言

い換えれば、主はヨシュアにこう言われたと思いま

す。「黙って、起き上がりなさい！あなたはこの地

を征服する計画を成し遂げるために造られたの

だ。」計画を成し遂げるためにあなたは造られた…

何という御思いでしょうか！あなたは争いに勝つた

めに造られたのです！神様の栄光を表すために造ら

れたのです。私はこれらのみことばをもっと考えな

ければなりません。でも、確かに私たちは主を喜ば

すために生きましょう。それが私たちが造られた目

的の一つです。 

 一週間前、私が教会の草刈りをしていると、腰を

ひねってしまい、ある姿勢で座るとひどい痛みを感

じました。(皆さんがこの短い私の手紙を読むとき

には、すべての痛みが消えていることを希望しま

す！)腰の痛みは、私の母が長年経験しているもの

です。そして、私は背中を切っていませんし、骨を

折ってもいません。そして傷もありませんから痛み

があるのは不思議です。痛みが始った時、ある数字

を思い起こしました…71…私の歳です。私は 70 歳

を過ぎて、これが私にとっての次の経験なんだと思

いました！そして、その思いが何につながったか想

像できますか？そうです…81です。ワーオ！(私は

直ぐにその数字を忘れようと決めました！)とにか

く、皆さんに知っていて欲しいことは、痛みに関係

なく、私は癒しを信じていますし、皆さんや私自身

のために続けて祈ります。そして…皆さんが私の若

さを保たせて下さっています。どのようにでしょう

か？一緒に笑うことで…互いにハグし合うことで…

互いに励まし合うことでです。私 

たちの教会で退屈な雰囲気を受け 

入れないようにしましょう！(も 

う少しコストコケーキをお願いし 

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.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(✓) 

 

□今週、リンさんの健康のためにお祈りくださ

い。彼女は多くの検査を受けます。 

○アンジェロさんは、友人の奥さん、スザナさ

んのための祈りを求めています。彼女は感情

の癒しが必要です。 

□ホナルドさんは、HSK のすべての方が、信仰に

おいて成長するのを見たいと願っています。

それは良いリクエストです。 

○続けてルースさんの義理のお姉さんのマリリ

ンさんの救いのためにお祈りください。 

□ひかりさんは、直ぐに日本に帰国することを

希望していますので、彼女のためにお祈りく

ださい。 

○ソニアさんのお子さん達、ベアトリスさんと

エンツォさんのためにお祈りください。彼ら

は主からの励ましが必要です。 

□ダニリーさんは、ご家族の一致と平和に暮ら

すことを願っています。今週彼らのために祈

りましょう。 

○陽子さんは、つや子さんの健康と霊的な励ま

しのための祈りを求めています。 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「贖いの希望」 

 

  その男の罪は贖えるでしょうか。8回の狙撃で

6 人を殺害。1500 件近い放火で 1970 年代、ニュ

ーヨークを恐怖に陥れました。現場には警察を

愚弄する声明が残っていました。しかし、つい

に捕まり、終身刑になりました。 

  そんな男にさえ、神は手を差し伸べました。

男は現在、キリスト者となり、日々聖書を読

み、犠牲者の家族に真摯に謝罪し、彼らのため

に祈っています。40年以上も刑務所で暮らし、

救いようのない罪人であるはずの男は、神に希

望を託し「私の自由はイエスの内にあります」

と語ります。 

  こんなありそうもない悔い改めの話が、聖書

の中にもあります。サウロ(後の使徒パウロ)

は、イエスの弟子たちに対する「脅かしと殺害

の意」に燃えてダマスコに行く途中、よみがえ

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！ 

 

□神様は、私たちの”フードバンク”を通しく

多くの人々を祝福して下さっています。この

HSK のアウトリーチのために続けて捧げ、祈り

ましょう！ 

○このコロナウイルスの感染拡大が続いていま

すから、主が感染を止めて下さるよう、続け

て祈らなければなりません！このウイスルが

拡大していることに関する報道を読んでくだ

さい。そうすることで私たちは熱心に祈るこ

とができます。 

□私たちの教会の来訪者の方々のために祈り続

けましょう。彼らが歓迎され、受け入れられ

ていると感じますように。 

〇今週、私たちの牧師先生を覚えてお祈りくだ

さい。彼は毎日主から聞きたいと願っていま

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。 

       

りの主、キリストに出会いました(使 9：1)。そ

して、心と人生を変えられ(17-18節)、史上最強

のイエスの証人になりました。キリスト者の撲

滅を企てていた男が、福音宣教のために自らの

命をささげたのです。 

  贖いは、神の奇跡の御業です。劇的な救いだ

けでなく、すべての救いの根底にある真理は同

じです。誰ひとり神に赦してもらえる価値のあ

る人はいませんが、イエスは力強い救い主で

す。「ご自分によって神に近づく人々を、完全

に救うことがお出来になります」(ヘブ 7：25) 

 

 

  贖いが可能とは思えない人を知っています

か？神に不可能はありません。その人のため

に祈りましょう。 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

 

 

★7 月 5 日 6 日は…断食祈祷の日です！HSK の全メ

ンバーが参加して下さること

を牧師先生は希望していま

す。多くの国民がこのウイス

ルのために苦しんでいます。

そして、神様は神の家族が彼 

らのために祈ることを期待しています。それをしまし 

ょう。 

 

★最新の会計報告のコピーは…メインルームの 

後ろにある SKIスタンドでご覧頂け 

ます。来週、教会の什一献金(47,000 

円)を受け取った団体、または人々に 

関する詳細を週報でお知らせします。 

今日は…捧げて下さっていることを感謝します。 

 

★ブリッジフォーピースからの最新案内…イス

ラエルへのこの宣教冊子は教

会の玄関にあります。無料小

冊子“オリーブ”をお取り下

さい。来週の日曜日のイスラ 

エルのための祈祷会にあなたは興味があるかもしれま

せん。 

 

★母親たちの祈祷会…来週日曜日の午後 12 時 30 

分から母親たちの祈祷会があります。 

話す言語に関係なく、お母さん達は 

この祈祷会に是非参加して下さい。 

詳細については、ベネッサさん、ま 

たは、悠起子さんにお聞きください。 

 

★感謝します…“フードバンク”食べ物や他の 

品々を寄付して下さっている皆さんに感謝します。毎 

週、これらのものは、必要のあるかたやご家族に届け 

られています。これらのご家族が彼らに対する神様の 

愛を信じて、神様の助けを求めますよう、続けてお祈 

りください。食べ物は体に満足感を与えますが、主だ 

けが魂を回復させます！ 

 

★感謝します…先週の誕生日パーティを分かち合 

って下さった皆さんに感謝します。 

交わりがピザやケーキを美味しくし 

ました。今日のチリホットドックも 

同じように美味しいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

教会の会計係である鈴木智子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しまし

た。５月１６日から６月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概要は以

下の通りです。                             （単位は全て円） 

項目 先月繰越金 収入 支出 残高 

一般会計 ¥651,673 ¥465,784 ¥513,641 ¥603,816 

建物献金 ¥656,585 ¥5,800 ¥0 ¥662,385 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697 

奨学金 ¥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 

墓地献金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 

2020 年 5/6 月の教会什一献金は 47,000円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。 

神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。 

什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい

ます！ 

 

▇▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 

 

会計報告 

 

 

 

 

 


