
 

天はあなたのもの、地もあなたのもの。 

世界とそれを満たすものは、あなたがその基を据えられました。 

北と南、これらをあなたが造られました。 

タボルとヘルモンは あなたの御名を高らかに歌います。 

あなたは力ある腕を持っておられます。 

あなたの御手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。 

義と公正は、あなたの王座の基。 

恵みとまことは、御前に先立ちます。 
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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） 

７/１２ 

PM １：３０ 監督者/執事たちのミーティング 

    今晩の祈祷会はお休みです 

７/１５ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

７/１６ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

７/１９  

（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 

   ブラジル式誕生日祝いのバーベキュー！ 

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祈祷会ライブ配信) 

 

今週の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-7-12 

(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！ 

 まず、先週私のために祈って下さった皆さんに、

感謝します！ 月曜日から、私の目の感染部が悪化

しました。水曜日と木曜日に眼科クリニックを受信

しました。そして今日、私はどうのようになってい

るでしょうか？食欲もありましたし、目以外は完全

にすべて順調でしたので、すぐにもっと良くなるは

ずです。でも、もう一度言いますが、皆さんのお祈

りをありがとうございます！(そして、これは加齢

による問題ではありません！) 

 先週の日曜日、私が帰宅したとき、その日の朝私

が語ったメッセージについて考え続けていました。

私は愛を持って語っただろうか？使徒パウロはコリ

ントの友人にこのように書いています。『いっさい

のことを愛をもって行いなさい。』(Ⅰコリント

16：14) でも、全能の神様によって語られたこの

言葉を読んだことがありますか。『わたしは、愛す

る者をしかったり、懲らしめたりする。だから、熱

心になって、悔い改めなさい。』(黙示録 3：19) 

私の結論はこうです：『訓練と思って耐え忍びなさ

い。神はあなたがたを子として扱っておられるので

す。父が懲らしめることをしない子がいるでしょう

か。』(へブル 12：7) 誰かが「アーメン」、また

は「行こう」と言うのを私は聞いたでしょうか？ 

 いくつかの旧約聖書の書簡には多くの預言が書か

れています。その中には成就した預言もあります

し、まだ成就していないものもあります。数か月

前、私はエレミヤ書に見られる全ての預言を読もう

と決めました。テーマは神様がイスラエルから取り

除こうとするものについてが主となっていますが、

これらの節を私は見つけました。『見よ。わたしは

すべての肉なる者の神、主である。わたしにとって

できないことが一つでもあろうか。』(32：27)、

『わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに

答え、あなたの知らない、理解を超えた大いなる事

を、あなたに告げよう。』(33：3) 私は何度もこ

れらの節を読んだことがありますが、今回は違って

います。なぜでしょうか？私たちの神様は、難しく

て行うことができないものを何も見つけることは出

来ません。そして、私たちがまだ知らないことで、

神様がお出来になることが沢山あります！結論で

す：(1)私たちは大いなることを求めることを躊躇

するべきではありません！（2）私たちが持ってい

ないからと言って不平を言うことは、多分全能なる

神様をイライラさせます！今、皆さんはどう考えま

すか？ 

 私が再び考えていることは、私たちがお会いする

とき私たちが出来ると信じるように皆さんを導いて

いることについてです。例えば、私たちは手をたた

くべきである…情熱をもって賛美するべきである…

喜びをもってささげるべきである…叫ぶべきであ

る！多分他の教会のリーダーたちは、私は自分たち

の感情を抑えるべきだと思うかもしれません…規則

的に事を行い…威厳を保つべきだと！でも、私はそ

のようには行いません！なぜでしょうか？感情の欠

如は、結果として本当に同情してはいないと確信す

るからです。規則的に事を行うことは、聖霊様の働

きを邪魔すると確信します。威厳を保つことは私と

状況が滅茶苦茶になっている人との間に壁を作ると

確信します！全ての杯には内側と外側があります！

イエス様は言われます。『まず、杯の内側をきよめ

なさい。そうすれば、外側もきよくなります。』

(マタイ 23：26) 

 今週、皆さんに神様の祝福があ 

りますように。 

      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(✓) 

 

□続けてベン牧師先生の健康のために祈りましょ

う。(彼は病気でいることがとても嫌いです！) 

○メアリージェーンのお兄さんのジミーさんは健

康に問題があります。今週彼のためにお祈りく

ださい。彼はフィリピンにいます。 

□ひかりさんがスエーデンから日本に早い時期に

帰国できるようお祈りください。 

○私たちの姉妹のリンさんのために続けて祈りま

しょう。イエス様の御名によってこの癌が取り

除かれますように！ 

□悠起子さんは、娘さんの愛花ちゃんがお父さん

に会いに行くとき、守られるようお祈りを求め

ています。 

○マリエさんはハワイに戻りましたが、主が彼女

を導いて下さるよう、続けて祈りましょう。彼

女は良い仕事が必要です！ 

□アンドレアさんとホナルドさんの息子さんのル

アンさんのために再びお祈りください。彼らは

クリスチャンファミリーになることを願ってい

ます。 

○ホナルドさんは HSK の全ての兄弟姉妹たちのた

めの祈りを求めています。 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「別々でもひとつ」 

 

  アルビンとティムは、ある仕事を一緒にする

よう命じられましたが、取り組み方について、

かなり意見が違うと分かりました。相手のやり

方が間違いとは思いませんが、あまりに違うの

で衝突は必至でした。そこでふたりは上司を交

えて話し合いました。その結果、上司は二人を

別々の担当にし、プロジェクトは成功しまし

た。アルビンはこの経験から、一致とは必ずし

も共同で何かをすることではないと学びまし

た。 

  アブラハムが別々の道に行くことをロトに提

案したのは、この真理を知っていたからでしょ

う(創 13：5-9)。土地が両者の家畜の群れにとっ

て手狭になったのを見て、アブラハムは知恵を

絞り、別れることを提案しました。しかし、ま

ず親戚であることを強調し(８節)、その親しい

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！ 

 

□のりよしさんは、叔父さんのそねさんが健康に

なるようにと祈りを求めています。 

○デイジーさんは、彼女の膝が完全に動くように

なる必要があります。今週彼女のためにお祈り

ください。 

□ナイディーンさんの将来の義理のお兄さん、エ

リックさんは神様の平安と安全が必要です。 

〇伊藤さんのご家族に日々神様の平安と力がある

よう祈りましょう。 

□康亮さんは、もっと聖書を理解したいと願って

います。今週彼を覚えて祈りましょう。 

〇コロナウイルスのワクチンのために続けて祈り

ましょう。そして、多くの国々で病気の人たち

を主が癒してくださいますようお祈りくださ

い！感染者の数は非常に増えています！ 

 

☞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。 

       

関係をロトに再確認しました。その後、非常に

謙遜な姿勢で、甥のほうが最初に土地を選べる

ように計らいました。自分が年長者であるにも

かかわらずです(９節)。ある牧師が「仲睦まじ

い分離」と表現したのもうなずけます。 

  神が各々を特別に造られたので、同じ目的の

ためであっても、別々に働く方が良い時があり

ます。しかし、神の家族であることを念頭に置

いておきましょう。別々のことをしていても、

同じ目的のために働いています。 

 

 

  謙虚が仲睦まじい分離にどのように役立つ

でしょうか。意見が食い違って当然という課

題に対して、どのように目的の一致を保ちま

すか(ローマ 14：1-10)。 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

 

 

★牧師先生がお知らせしましたが…今後、数週 

間、或いは数か月間、食べ物のない 

方たち、または殆どない方たちを助 

ける目的のため教会に食品類を持っ 

て来て下さい。これは“HSK フード 

バンク”です。最も必要としている物のリストがあり 

ますので、注意深くお読み下さい。 

 

★駐車場に関するお願い：全ての独身者や小さい 

お子さんのいないご夫婦の方々は、 

毎週日曜日は第二駐車場に車を駐車 

して下さい。HSKに戻って来る方や 

訪問者の人数も増えていますので、 

このような方々のために教会建物に 

近い場所にもう少し多くの駐車スペ 

ースを確保する必要があります。皆さんのご協力を感

謝します。 

 

★７月１９日はブラジル式でビッグなバース 

デイバーベキュー！今月で 90 歳 

を迎えるつや子さんのお祝いと…HSK 

での交わりを更新し続けることも含 

めて、お友達や皆さんをこのバーベ 

キューに歓迎します。これのバーベ 

キューは正真正銘のブラジル人の料理人たちが準備 

して下さいます。そして、天候に関係なく、皆さんが 

美味しいランチを期待して下さい。この食事は無料で 

す。 

 

★マスクをお忘れの方へ…教会に来られる際、マ 

スクをお忘れになった方は、 

礼拝堂の後ろに無料のマスク 

あります。これらは大人用の 

サイズになりますが、お子さ 

んもご使用になれます。また、 

ご使用されたマスクはご自宅 

へお持ち帰り下さい。それを教会に置いて帰らないで 

下さい。 

★聖餐式、または主の晩餐…6 月 26日に朝の集 

会に出席する全てのクリスチャンは 

この聖餐式に参加して下さい。HSK 

のメンバーでない方も、私たちの罪 

を赦すために合われたイエス・キリストの苦しみと死 

を思い起こすこの特別な時間に参加することができま 

す。 

 

★HSK のメンバーになりたいですか？教会のメ

ンバーシップに関する 3 つの言

語で書かれた案内を何方でも読

むことができます。この案内に

ついて、牧師先生や他の教会メ 

ンバーにお尋ね下さい。また、質問のある方は、牧師 

先生、または幸男さんにお話下さい。 

 

★今月から…HSK の日曜学校が 2 つのクラスに分か

れます。一つのクラスは 22 号室(子供の部屋)を、も

う一つのクラスは 12 号室(外のプレハブ)を使用しま

す。あなたのお子さんがどちらのクラスに出席する

か、鈴木智子さんに確認して下さ 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


