
 主をほめたたえよ、主の御名をほめたたえよ。 

主のしもべたちよ、ほめたたえよ。主の家に立つ者、 

われらの神の家の大庭に立つ者よ、ほめたたえよ。主は恵みふか

い、主をほめたたえよ。主は情ぶかい、その御名をほめ歌え。 

主はおのがためにヤコブを選び、 

イスラエルを選んで、おのれの所有とされた。 

わたしは主の大いなることと、われらの主のすべての神にまさることとを

知っている。  

詩篇 135：1-5 

浜松救い主教会(HSK) 

〒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 080-9220-0600 

 E-mail: 

   hskmychurch@gmail.com 

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。 

 

8/2(日） 

今日! 

第 1回 断食祈祷日 

ＰＭ 12：30  母の祈り会 

PM  1:30   イスラエルの祈祷会 

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！） 

8/3（月） 
第２回 断食祈祷日 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い(祈祷会) 

8/5（水） PM  １：30   祈祷会（メインルーム） 

8/6（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

8/9(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! 

ＰＭ 1：30 監督/執事 ミーティング！ 

夜の祈祷会はありません。 

 

 

今週の予定 
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Welcome to HSK! 

 

 

tel:053-442-5080
mailto:hskmychurch@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

ご存知のとおり、日本に感染の第二波が来ていると懸念

されています。先月教会を再開したばかりなのに再び閉鎖し

てしまった教会もあり、牧師先生たちの多くは、落胆されたこ

とでしょう。外国では 6か月以上閉鎖している教会もあるよ

うです。私たちの将来はどうなるのでしょうか？私は分かり

ませんが、古い歌にもあるように、「明日は分からないけれ

ども、明日は主の御手にある。」と信じます。主の御手にある

ということは、すべて私たちの益となることです！あなたはど

う思いますか？ 

先週、私は旧約聖書の悪を行ったユダヤ人の王たちにつ

いて読んでいました。その中でヤロブアムの名前が聖書で１

００回以上出ています。彼の名前に何が多く書かれているで

しょうか？答え：“ヤロブアムの罪！” ヤロブアムはイスラエ

ルが分断されて後の最初の王でしたが、人々がエルサレム

に礼拝（ソロモンの宮）に行くのを止めるため、シュケムを再

建し、２つの金の子牛の像を造って宣言しました。「ここにあ

なた方の神々がおられる・・・」 

「この事はヤロブアムの家の罪となって、ついにこれを地

のおもてから断ち滅ぼすようになった。」（1列王記 13：34） 

神についての無知が他の神々への礼拝に導かれてしまっ

たのではないでしょうか？怖れや焦りが他の神の力に対す

る期待となってしまったのでしょうか？そうです。しかし、ヤロ

ブアムについて、このように書かれています。「・・行って自分

のために他の神々と鋳た像を造り、わたしを怒らせ、わたし

をうしろに捨て去った。」（1列王記 14：19参照） 

結論：私たちは神をうしろに捨ててはいけません！神を喜

ばす生き方をしましょう！ 

仲村ファミリーを温かく迎えてくださり、彼らが今もＨＳＫの

一員だと感じさせてくださりありがとうございました。彼らは

浜松に住むことはないかもしれませんが、どこにいてもＨＳＫ 

を心に携えていると思います。それを思うと、ＨＳＫで私が経

験したことが絶えず私に更なる夢を与えてほしいです。 

先週、アメリカのメガチャーチの牧師先生が語るメッセー

ジを聴いていましたが、彼はクリスチャンたちに何を信じさ

せ、行動させているかを教会のリーダーたちに警告していま

した。教会リーダーたちは「適切な。」という言葉をよく使う

が、・・・賛美は適切であるべき・・・教会活動は適切であるべ

き・・・」など。その言葉の基本的な意味は、人々が楽しむよ

うに説教し・・・気分が良くなるように賛美し・・・時間がかから

ないようにする。なぜでしょう？人々は忙しいからです。人々

はイライラさせられたくないからです。・・・人々は快適に過ご

したいからです。 

私は「適切な」というよりも「啓示的」でありたいと決めまし

た。神が私たちの内で変えたいと願っていることを啓示した

いと思っています。皆さんにも了承していただきたいです。     

     

あなたの牧師 ベン ファウラ 

 

 

 

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英語/ポルトガル語の通訳を聞く方は、ＹＯＵＴＵＢＥチャンネ

ル： ＨＳＫ Ｃｈｕｒｃｈ Ｈａｍａｍａｔｓｕ，Ｊａｐａｎでお聴きになれます。 

 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

□ 多くのイスラム教徒は、神からの夢を持ち、主イエス

へ目を向けています。このことが続けてありますように

お祈り下さい！ 

□ 私たちは未だ新型コロナウイルス感染症を止めるた

めに、主が必要です！祈り続けましょう。そして、私た

ちは恐れることはありません！ 

□ 今週、ベン牧師とルースさんの健康のために祈って下

さいませんか？彼らは毎日主の力強さが必要です！

彼らはあなたのために祈る時、信仰で満たされたいと

願っています！ 

□ 私たちの姉妹であるリンさんが完全に癒されるように

祈り続けましょう！彼女はあなたに祈ることを求める

かもしれませんので、祈る準備をして下さい！ 

□ 私たちの国の指導者たちのために祈りましょう。一人

ひとりは彼らの人生に主イエスが必要です。指導者た

ちは彼らの国のウイルスのために脅されています！ 

□ 私たちは、ＨＳＫを訪れる全ての方々のために、神を

褒めたたえます！彼ら皆が来て祝福され、励まされま

思いを巡らす 
 

「あなたは、いのちの道をわたしに示し、御前にあっ

て、わたしを喜びで満たして下さる」（使徒 2：28） 

イエス様が日々どのような思いや態度をお持ちであっ

たか考えたことがありますか？イエス様の担われた重荷

によって苦しまれていたでしょうか？また多くの涙を流

されたでしょうか？主がおられた場所は荘厳な重めかし

さがあったのでしょうか？ 

イエス様は確かに涙を流されました。そして、ゲッセ

マネで重荷を背負い苦しみのあまり血の汗を流されまし

た。また、あるときは人々の不信仰のゆえに憤られまし

た。しかしながら、聖書ではキリストが喜びに満ち満ち

た方であったことがはっきりと書かれています。 

私たちは、ときに静まって主が神であることを理解し

なければならないときがあります。また、御霊がイエス

様に親密な愛の賛美を導くときがあります。しかし、聖

書を通して、主が敵に対して勝利を治めた所はどこで

も、群衆が大いなる叫びをもって主に賛美を捧げまし

た。 

ヘブル語の「叫ぶ」は、「耳をつんざく」という意味

です。神の民が涙を流すとき、喜びの涙であり、彼らの 

賛美は非常に大きく、耳をつんざくようでした！ 

イエス様のご臨在が表されるときはいつも、非常に大きな

喜びがあることを神の民は知っていました。そして、私たち

が叫ばなければ、木々が私たちのために賛美すると語ってい

ます。 

もし、私たちが唯一イエス様に飢え乾いているなら、主の

素晴らしいご臨在を体験し、偉大なる喜びを知るでしょう！ 

「イエス・キリストを乞い求める」より抜粋  著David Wilkerson 

 

すように。 

□ 御言葉は私たちに、神は非常に豊かにできるお方

で、何よりもまず私たちは神に求めたり考えたりでき

ると言っています…私たちは求めていますか？  

□ アメリカのためにお祈り下さい。今、不安があまりに

も多くあります。抗議活動はより多くの人々を死に至

らしめる可能性があります！ 

□ 今週、誰が断食して祈りますか？私たちの教会と同

様によく他の教会のために祈って下さい。感染が増

加するにつれ多くの教会は閉鎖する可能性があり

ます。これはどんな教会によっても良い経験ではあ

りません！ 

□ 教会の賛美チームのためにあなたの祈りの中で、

続けてお祈り下さい。 

□ ＨＳＫで日曜学校の教師に感謝します！神はあなた

方一人ひとりを祝福します。 

 

※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。 



 

8月にお誕生日を迎えられる方へ!  

今月あなたはお誕生日を迎えますか?  そんなあなたに・・ 

「お誕生日、おめでとうございます!」 

あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、 

これからの新しい一年がさらによい年となりますように! 

今日、神があなたを祝福してくださいますように!  
 

 

次回の執事ミーティングは・・来週の日曜日、9 日

に行われます。執事の方々は、午

後 1:30 より大切なミーティングが行

われますのでご参加ください。ミー

ティングの前に昼食をご自由にお

取りください！ 

 

明日 8 月 3 日は、・・、断食祈祷の 2日目です！今

日断食できなかった方は明日行うこともお考え下さい。

私たちは皆、主に多くの事を求めなけ

ればなりません。明日夜の祈祷会は

ＰＭ6：55から行われます。「わたしが

選ぶところの断食は、悪のなわをほど

き、くびきのひもを解き、しいたげられ

る者を放ち去らせ、すべてのくびきを

折るなどの事ではないか。」（イザヤ 58：6） 

 

第 2 駐車場に・・車を停めてくださった方々、あり

がとうございます。この 2 週間、来訪者の増加により駐

車場が満杯となりました。ベン牧師は駐車場がさらに

足りなくなってほしいと思っています！（さ

らに多くの人々が教会に来て主に出会っ

てほしくないですか？友人たちももっと来

てほしくはないですか？もちろん、私たち

はそれを望んでいます！） 

 

最近、美味しい食べ物を持ってきてくださった

方々、・・、分かち合ってくださりありがとうございました。

その容器を教会のキッチンに置き忘れているかもしれ 

 

ません。どうかキッチンをご確認ください。見あたらない

場合はルースさんにお尋ねください。

（ベン牧師の家にあるかもしれませ

ん！冗談） 

 

 

水のバプテスマを受けたいですか？ 

洗礼を希望される方は、いつ

でもベン牧師にお申し出 くだ

さい。また、ＨＳＫのメンバーに

なることに興味のある方は、

ベン牧師または幸男さんにお

声をかけてください。また、ベン牧師とお話しを望

まれる方で通訳を必要とされる方は、幸男さん、

悠起子さん、アンジェロさんにお申し付けください。

彼らは喜んであなたの声となってくれます！  

 

聖餐式（主の晩餐）は・・毎年 4 回（1 月、㋃、

7 月、10 月）に行います。もし、あなたが理由に

より聖餐式に参加できなかった場合、ベン牧師

にお申し出ください。別の日に予定することがで

きます。尚、聖餐式が行われる日曜礼拝は、キ

リストの十字架を思い起こす時間を取りますの

で時間が少し長くなります！ 

 

 
 

 

 


