
 

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。 

 

詩篇：89篇 11-14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） 

７/２６ 
今晩の祈祷会はお休みです！ 

７/２９ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

７/３０ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

８/２  

（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) 

(インターネットで祈祷会をライブ配信します) 

８/３ 

(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 2020-7-26 

(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！ 

 最近は、毎日更に暑くなってきたと思う人は誰で

しょうか。私です。そして、暑い季節は冷たい川で

泳ぐ時です。川を見つけられればと思いますが、急

いではいません。なぜでしょうか？アイスティーや

アイスクリームでも涼めるからです！皆さんはどう

ですか？ 

 先週の日曜日、皆さんは一緒に過ごした時間を楽

しまれたことと思います！私は今も私たちが食べた

美味しい食事や素晴らしい交わりのことを考えてい

ます。私はアメリカのある友人にメールをしてこう

言いました。「これが毎週日曜日にあるべき教会の

姿だよ！」 毎週日曜日にこんな素晴らしいランチ

をすることができるとは思いませんか、素晴らしい

交わりは持つことができます！皆さんはどう思いま

すか？まだそれを実現しましょう！ 

 先週の日曜日の朝お話したとき、何か他のこと…

別の真理について…言う準備をするべきだというこ

の変わった思いを持ちました。そして、文と文の間

で、この思いを変えて下さるように主に祈りまし

た。(確かに、私が用意した別のメッセージはあり

ませんでした！) そして、それからこの思いが私

に来ました；「だれか問題を抱えて混乱している人

がこの教会に来ている！間違った道に進んだために

失われている人がこの教会に来ている！そして、神

様を信じることがその人が今持つ必要のあるもの

だ！」 そして、その真理は、私の聖書のページを

飛ばすように思えました。なぜでしょうか？食べる

物が何もない時に混乱するイエス様の弟子たちを見

たからです。時に彼の友人たちは、着る綺麗な服が

ないから心配しました。そして、そのとき、イエス

様は彼らに何と言われたでしょう？「神を信じなさ

い！」私はそのメッセージをとても楽しみました！

私を励ましました！皆さんも同じように感じたと希

望します！ 

 今月から８月が始ります。そうです、もっと熱く

なっていきます。でも、熱いだけではなく病気であ

ったり、あきらめようとしている人たちともっと神

様の愛を分かち合う機会を持つようになると私には

思えます。ですから、誰かが助けを求めて叫ぶ叫び

を聴く耳と目を開いていましょう。８月はあなたに

とって大いなる月となると思います！ 

 多分皆さんは日本でのウイルスの新しい感染状況

を新聞で読んでいると思います。これについてはっ

きりとは分かりませんが、政府は教会に出席するの

は避けるようにクリスチャンたちにお願いするかも

しれません。皆さんに知っていて欲しいのは、許さ

れるのであれば、私とルースは毎週日曜日教会にい

ます。来月は集会が少し短くなるかもしれません

が、私たちの安全のためにも一致した祈りがとても

重要であると思います。励まし合い続けるためにも

一致した礼拝がとても重要であると思います。主が

あなたにするように語られていることを注意深く聞

いて下さい。 

 全ての来訪者の方々やこの教会に再び戻ってこら

れた方々に申し上げます。「お越し下さりありがと

うございます。」皆さんは、宗教的なことをしてい

る場所にいるのではありません。皆さんは、神聖な

ものを観る場所にいるのではありません。むしろ、

全能なる神様が礼拝されている場所、皆さんを愛す

る人々がいる場所、そしてあなたを自由にする真理

を聞く場所に来ているのです！私たちは皆さんのた

めに祈っています！    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.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(✓) 

 

□ＨＳＫのシングルマザーのためにお祈り下さ

い！主が彼女たちの必要全てを与えて下さいま

すように。 

○私たち全員には、まだイエスさまを知らない家

族がいます。今週、彼らのために祈りましょ

う。 

□ウイルスはまだ残っています。私たちは主にウ

イルスを止めるように、求め続けなければなり

ません！ 

○今週あなたの国の指導者たちが救われますよう

にお祈り下さい！あなたは、大統領または首相

が誰であるか知っていますか？ 

□主は、教会の「フードバンク」を用いて祝福し

て下さいます。祈りと与え続けて下さい。私た

ち全員は、この「バンク」から誰が受け取って

いるのか知りませんが、私たちは祈りと贈るこ

とができます。やってみましょう！ 

○ＨＳＫのリーダーたちがイエスさまの近くを歩

き続け、イエスさまの知恵を持てるようにお祈

り下さい。これにはベン牧師と監督の幸男さん

が含まれます！ 

□今週、アメリカのために祈って下さいません 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「裏切られる」 

 

  レオナルド・ダ・ヴィンチの没後 500年記念

展覧会が 2019 年に世界中で開催され、多くの絵

画や研究ノート等が展示されましたが、彼の作

品とはっきり認定されている絵画は 5点しかあ

りません。 

  そのひとつ「最後の晩餐」は、ヨハネの福音

書に記されたイエスと弟子たちの最後の食事を

題材にした壁画です。「あなたがたのうちのひ

とりが、わたしを裏切ります」という主の言葉

に、弟子たちは狼狽します(ヨハネ 13：21)。そ

して、それは誰かと論じている隙に、ユダは師

であり友であるイエスの居場所を権力者たちに

知らせるため、やみに消えていきました。イエ

スの心の痛みは「わたしのパンを食べている者

が、わたしに向かってかかとを上げた」という

言葉で明白です(18 節)。食卓を共に囲む親しい

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！ 

 

か？トランプ大統領は私たちの祈りを必要として

います。 

○ＨＳＫの子どもたちのために祈り続けましょ

う。主は一人ひとりを愛し、彼らのためにご計

画があります。 

□先週の日曜日、少なくとも８人がＨＳＫへ初め

て来ました。誰が今彼らのために祈っています

か？彼らが直ぐに主と出会えるように祈りまし

ょう。 

○あやこさんの健康のためにお祈り下さい。彼女

はずっと頭痛を患っています。 

□神さまは私たちの必要全てを満たすと約束され

ました。仕事のない方々のために祈りましょ

う。 

○中国のクリスチャンへの迫害は、感染のこの時

期の間で増えています。彼らのために再び祈り

ましょう。 

□リンさんはなお彼女の体に奇跡を必要としてい

ます。誰が私たちの姉妹のために、完全に癒さ

れますよう、もう一度主に求めるでしょうか 

☞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。 

       

友が、その関係を悪用して自分を傷つけるので

す。 

  友に裏切られた経験がある人は少なくないで

しょう。その痛みとどう向き合いますか。イエ

スの「わたしのパンを…」という言葉は、詩篇

41篇 9節の引用ですが、この詩篇は失望に終わ

りません(ヨハネ 13：18)。ダビデは親しい友に

裏切られ、その苦悩を神に吐露しましたが、神

のご臨在と永遠の愛に力を得て賛美しました(詩

篇 41：11-12)。 

  友に裏切られても、神の愛が私たちを支え、

耐える力をくださいます。 

 

 

  友人に裏切られたことがありますか？ 

 その時、神のご臨在と愛にどのように励まさ

れましたか。 

 

 

 

 

 

               

                    

  

 

  

  

 

 

 

 



お知らせ 

 

 

 

★8 月 2 日 3 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(67,000 

円)は以下の通り団体や個人に分配さ 

れました：真実さん・亮さん(石巻宣 

教）(17,000円)、ブリッジ・フォー・ピース（イス 

ラエル宣教）(15,000円)、平田牧師先生(牧師への援 

助)(20,000円)、ワイクリフ聖書翻訳(宣教師への援 

助)(15,000円)、1 月からの献金総額：397,000 円 

。 

★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…先週の誕生日パーティとバーベキ 

ューを分かち合って下さった皆さん 

に感謝します。特に暑さの中、皆さ 

んが美味しい食事が食べられるよう 

にと熱いグリルの周りで耐えて料理 

をして下さった料理人たちに感謝します。 

ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

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。６月１６日から７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 ¥603,816 ¥662,880 ¥707,843 ¥558,853 

建物献金 ¥662,385 ¥2,00 ¥0 ¥664,385 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥138,697 ¥9,000 ¥0 ¥147,697 

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 6/7 月の教会什一献金は 67,000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！ 
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会計報告 

 

 

 

 

 

 


