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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、是非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。 

 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
Hamamatsu Church of the Savior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7/19(日）今日! 
ＢＩｇブラジリアンＢＢＱ！ 

ＰＭ 6：55   見張り人の集い（祈祷会） 

7/22 (水) PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

7/23（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

7/26(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! 

夜の祈祷会はありません。 

2020-7-19 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

もろもろの天はあなたのもの、地もまたあなたのもの 

世界とその中にあるものとは 

あなたがその基をおかれたものです。 

北と南はあなたがこれを造られました。 

タボルとヘルモンは、御名を喜び歌います。 

あなたは大能の腕をもたれます。 

あなたの手は強く、あなたの右の手は高く, 

義と公平はあなたのみくらの基、 

いつくしみと、まことはあなたの前に行きます。 

詩篇 89：11-14 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 先週の晴れの日は 1日だけだったことに気づかれ

ましたか？それで、暑い日でもありませんでした！おそ

らく、今年は短い夏になりそうだと、私は考えていま

す！ 

先週、朝起きてニュースを読むと、ウイルスによる死

者の埋葬が今も大量に行われている国々のことが書

かれていました。感染の第 2波が来ているようです。

アメリカでも死者数は減少していますが、感染者数は

多くなっています。一体、中国では何が起こっているの

でしょうか？私の結論は：私たちは、主にこのウイルス

を止めてくださるよう祈り続けなければなりません。世

界中のクリスチャンたちが、コロナの収束を神に求めて

います。治療薬と同時に、神が彼らの祈りに応えてくだ

さるよう私は求めています。確かに神はこの状況を支

配されていますが、神の助けを求める祈りを聴いてくだ

さっています！祈り続けましょう！ 

 先週日曜日の午後、監督、執事の皆さんとのミー

ティングを持ちました。その中で、今起こっている事柄

や将来起こる出来事について話すのを聞き、私の思い

が新しくされました。彼らの意見が勝っているとは誰も

思っていませんが、同時に誰に対しても批判やねたみ

や文句がありませんでした。私たちが一致したことは、

神が私たちの教会にもっと働いてくださることを求めて

いることです。神の助けを求める思いや乾きはとても

強くあります。私はイエス様のこのお言葉を思い起こし

ました。「互に愛し合うならば、それによって、あなたが

たがわたしの弟子であることを、すべての者が認める

であろう」（ヨハネ 13：35）。 

最近ルースさんと話していました。「クリスチャンたち

の集会で何が起こるべきだろうか？」 

もちろん、賛美や捧げること、牧師の熱いメッセージが

あるべきです。しかし、時間の制限があると、どのよう

なことが起こるでしょう？賛美の歌や捧げることも短く

なってしまいます。もちろん、牧師も時間の調節はする

べきです。しかし、数分の時間でよく行われることは、

交わりです。 

一方、初代教会のクリスチャンたちが、御霊に導か

れてしていたことは、・・「そして日々心を一つにして、

絶えず宮もうでをなし、家ではパンをさき、よろこびと、

まごころとをもって、食事を共にし・・」（使徒 2：46） 

私の結論は：もっと交わりをしましょう！毎回、真心

から行いましょう！ 

あなたの教会に捧げてくださりありがとうございま

す。数か月間多くの人々が欠席をしていたので、経済

的な問題となってもおかしくありませんでしたが、その

ようにはなりませんでした。おそらくある教会メンバー

たちが余分に捧げてくださったのだと思います。彼らは

問題があれば喜んで助けてくださるでしょう。とにかく、

私たちの教会は神の教会であり・・建物、備品・・すべ

てが神の物であると、私はより確信しています。神が

御心により私たちに使わせてくださっているなら、私た

ちは神のご栄光のために使います。もし、神が建物を

望まれないときも、私たちは神の豊かさに感謝するで

しょう。あなたはどう思いますか？ 

今週も神があなたをさらに祝福してくださいますよう

に！ 

 

あなたの牧師 ベン 

 

 

 

 

 

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。 

 

じし

 

 

ウエブサイトは www.hskchurch.org です。次に Mediaをクリックすると日曜礼拝がご覧にな

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。 

 

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

□ 私たちの姉妹であるリンさんは、化学療法を始めましたの

で、お祈り下さい！この治療を止める奇跡を信じましょ

う！ 

□ 今週９０歳になるつや子さんを、主が祝福し続けて下さい

ますように。ベン牧師のお母さまは９８歳なので、つや子

さんは「続ける」べきです！ 

□ 私たちの兄弟であるアマルさんが、直ぐにインドにいる妻

と娘と再会することを祈りましょう。この長期の分離は誰

にとっても良くありません！ 

□ まだ新型コロナウイルス感染症に終わりはありません。私

たちは祈り続けなければなりません！そして、中国にいる

クリスチャンたちを守るよう、主に求めて下さるのは誰で

すか？ 

□ 私たちの教会へ訪れている方々のために、神に感謝しま

す。主に彼らの必要すべてを満たすことを求めましょう。 

□ 神は小さな子どもたちを愛しておられます。今週ＨＳＫの

聖歌の作者であるチャールズ・コンバース

は、このように書いています。「どれほどの平

和を私たちは捨てているか、どれほどの不必要

な痛みを持ち込んでいることか。なぜなら、す

べてのことを祈りによって神のもとに持ってい

かないからだ！」 

 今日、洞察力とは、祈りではなく私たちがた

だ聴くことを学ぶことだと考えられています。

多くの人々はヨシュアのようであり、エリコで

の勝利の前に万軍の将からの指示を求めたが、

その後、再び同様の指示をアイの町で求めるこ

となく敗北に陥るようなことをしています。ア

カンの罪が発覚したとき、ヨシュアは対処しな

ければならない不必要な痛みを経験しました。

そして、イスラエルは暫くの間、平和を逃して

しまいました。 

 今日、私たちはキリストを素晴らしいカウン

セラーとして信頼しています。主と一対一の価

値ある時間を過ごす必要があります。神の見方

により一日を見させていただかなければなりま

せん。イエス様は、ただ祈りなさいと言われた

のではなく、気を付けて祈っていなさいと言われま

した。サタンの巧妙な騙しと肉の欲が、その日あな

たを待ち構えているからです。」 

サタンは私たちを誘惑し、ふるいにかけ、ペテロに

敗北を与えたように、私たちをも敗北させようと狙

っています。私たちはそのためにも祈らなければな

りません。そして素晴らしいカウンセラーである主

からの洞察をいただき、識別しなければなりませ

ん。私たちが誰に会うべきか？どこに行くべきか？

その日の計画は？先にある隠れた所に誘惑が潜んで

いないか？私たちがキリストに近く生きているな

ら、主からの警告が与えられます。主ご自身が、私

たちの洞察力です。洞察力は、状況を見る力、状況

に対応する力です。私たちがキリストを見ているこ

とで、主が私たちのために見てくださいます。 

 

 

「イエスの名で生き祈る」 思いを巡らす 
 

   著 : ディック・イーストマン 

子どもたちのために祈って下さいませんか？ 

□ 今週、九州のために祈ることを覚えましょう。まだ大雨

による被害が大きいです。 

□ 賛美チームのためにお祈り下さり、ありがとうございま

す。彼らは皆、礼拝の間、神が生きて働いているのを見

たいと望んでいます。 

□ 天皇とご家族が直ぐに救われるようお祈り下さい！ 

□ 日本にはキリストを信じない人が多すぎます。今週、こ

の国のためにお祈り下さい。 

□ 日本の学校制度で働く信仰者たちのために祈って下さ

いませんか？彼らは証し人になりたいと願っています。 

□ 今週、私たちの市街の牧師たちとご家族のために祈り

ましょう。 

□ ベン牧師の母（レアさん）は背中の痛みから解放される

必要があります。彼女もまた見ることが困難です。彼女

はあなたのために祈っています！ 

 

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リク

エストカードの週報×とお書きください。 



 

 

 

ＨＳＫフードバンクは・・数週間前からクリスチャンの

皆さまにご協力いただいています。

この企画は、生活困窮者に対して

食べ物、生活物資などの支援をす

る目的です。当初からベン牧師が

お知らせしているように、提供して

いただく物品のリストがあります。ぜ

ひ、そのリストをご確認の上、ご提供の方をよろしくお

願いします。 

 

マスクをお忘れの方は・・・教会で用意してありますマ

スクをご着用ください。マスクはメインルームの後ろに

置いてあります。大人サイズですが

お子さんでも利用できます。使用さ

れたマスクは必ずお持ち帰りください。 

 

 

聖餐式/主の晩餐は・・・7/26の朝礼拝で執り行いま

す。HSKに出席されているすべ

てのクリスチャンは、どうぞご参

加ください。ＨＳＫのメンバーでな

い方でも、キリストの贖いを思い

起こすこの特別な時（私たちの罪

のためにキリストが苦しみ死んでくださったこと）にご参

加ください。但し、参加される方は、神の御子イエスキ

リストに対する信仰、つまり、神の賜物である救いを受

け取けたと確信していることが必要です！来週の日曜

日に配布されます参考資料をよくお読みください！ 

 

つや子さん、お誕生日おめでとうございます！ 

明日、心の若いつや子さんは 90歳のお誕生日を迎え

ます！彼女は、毎週皆さんの愛

に満ちた挨拶やハグ、握手などに

大変感謝しています。彼女の喜び

により、お誕生日の贈り物を私た

ちに振る舞ってくださるそうです！ 

 

 

今回のブラジリアンＢＢＱは、つや子さんから皆さんへ

のプレゼントです！今日皆さんが帰られるとき、つや子

さんに感謝をお伝えください！ 

来週の日曜日（26 日）は・・アンジェロさんが朝礼拝の

スピーカーです。彼は熱心に主を求め、主の御心に耳

を傾けておられ、ベン牧師は大変嬉しく思っています。

彼ら家族は、他のブラジル人たち家族

をＨＳＫへと導いておられます。彼らの

ために続けてお祈りください。主が彼

らをＨＳＫへと導いてくださいます！ 

来週日曜日にＨＳＫに来訪するの

は・・・・神戸市から仲村さん一家です。

彼らは皆さんと会い、共に礼拝できる

ことをとても楽しみにしています！彼らは明日帰られま

すが、できれば今年再び来たいと言ってくれていま

す！ 

「人々がわたしにむかって「われらは主の家

に行こう」と言ったとき、わたしは喜んだ。

（詩篇 122：1） 

 

 


