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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9/27(日）今日! 夜の祈祷会はありません 

9/30 (水) PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

10/1（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

10/4(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! 

 断食祈祷日 1日目 

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！） 

10/5（月） 
第２回 断食祈祷日 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い(祈祷会) 

2020-9-27 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

主をほめたたえよ。 

われらの神をほめうたうことはよいことである。 

主は恵みふかい。さんびはふさわしいことである。 

主はエルサレムを築きイスラエルの追いやられた者を集

められる。主は心の打ち砕かれた者をいやしその傷を包ま

れる。主はもろもろの星の数を定め、すべてそれに名を与

えられる。われらの主は大いなる神、力も豊かであって、

その知恵ははかりがたい。詩篇 147：1-5 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 この数日はどのように過ごされましたか？私とル

ースさんは、孫の怪我（縫い針が膝に刺さってしまっ

た）の事故がありましたが、無事針を取り出せたと聞い

てほっとしていました。この事故については、話すと長

くなるので省きますが、皆さんの家で針をテーブルの

上や床に置いておかないように注意してください！ 

先週、教会のメンバーと大変良い話ができました。

その内容は、私たちが集まったとき、すべてを改善させ

ることのできるある案についてでした。私は皆さんにこ

の事を知っておいていただきたいと思っています。それ

は、私が変えるすべての変化は、交わりを良くするた

めのものです。また、私や他のスピーカーが話してい

るとき、障害を少しでもなくすためです。使徒パウロは

クリスチャンたちにこのように書きました。「・・・かえって

キリストの福音の妨げにならないようにと、すべてのこ

とを忍んでいる。」（1 コリント 9：12） また別の手紙でこ

のようにも書いています。「・・・あなたがたが学んだ教

にそむいて分裂を引き起し、つまずきを与える人々を

警戒し、かつ彼らから遠ざかるがよい。」（ローマ 16：

17） 

もし私たちに障害があると感じたら私に教えてくださ

い！ 

正確には分かりませんが、聖書の中で 1回しか書

かれていない言葉が幾つかあると思います。その中の

一つに「売り物にする」という言葉があります。「私たち

は、多くの人のように神のことばを売物にせず、・・」（2

コリント 2：17） 

当初、私はクリスチャンたちが神の御言葉を売り物

にするのは難しいことと思っていました。・・けれどもそ

れは起こり得るものだと分かりました。どのようにして

でしょう？教会のリーダーがより多額の給料をもらうた

めに何かを約束するなど。それはよく起こることです。

福音は誰でも受け取るべき恵みだと聖書は語っていま

す。または、教会のために何かすることは、神からのさ

らに大きな祝福となり得ると。 

私は神の御言葉を売り物にしていると責められたく

ありません。また、これも私の意見です。：商売とする

者から離れてください！「しかし、わたしたちは、多くの

人のように神の言を売物にせず、真心をこめて、神に

つかわされた者として神のみまえで、キリストにあって

語るのである。」（17節） 

先週、預言者エレミヤの言葉を読んでいたとき、私

が 5年以上前にアンダーラインを引いた聖句に出合い

ました。「主は言われる、わたしがあなたがたに対して

いだいている計画はわたしが知っている。それは災を

与えようというのではなく、平安を与えようとするもので

あり、あなたがたに将来を与え、希望を与えようとする

ものである。その時、あなたがたはわたしに呼ばわり、

来てわたしに祈る。わたしはあなたがたの祈を聞く。あ

なたがたはわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあ

なたがたが一心にわたしを尋ね求めるならば」（エレミ

ヤ 29：11-13） 神について非常に多くの真実がこの中

に含まれています。しかし、私は頭ではこのように思い

ました。：心を尽くして主を求めるなら、神を見出せない

者はいないだろう！神を呼び求める者に主は絶えず耳

を傾けてくださいます。 

私の結論：主を求めることに真剣になりましょう。主

は私たちを幸せにするために計画してくださり、それは

災を与えようというのではなく、私たちに将来を与え、

希望を与えようとするものです。 

 

今週も主の祝福がございますように。 

 

 
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。・・ 
ポルトガル語（英語）の通訳はアプリの“Ｂｉｚｚ”をインストロールし、メッセージＩＤを入力してください。 

ＩＤは説教が始まる前にスクリーンにて表示されます。通訳をお聴きになる際、ご自身のイヤホンが 

必要です。 

 

 

じし

 

 

集会のウエブサイトは <www.hskchurch.com> です。次に Schedule of Meetings をクリック,

次に Click here to visit Live Stream channel.すると過去の動画もご覧になれます。情報共有してく

ださりありがとうございます。 

 

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 



祈りのリクエスト 

 

思いを巡らす 
 

 

□ 体に癒しを必要としている、ソニアさんの娘（ベアトリ

スさん）のためにお祈り下さい。 

□ 賛美チームのために祈り続けて下さい。私たちは、

いつも一致を望んでいます。 

□ ひかりさんは、日本の大学生がオンライン授業だけ

で順調に行くように祈りを求めています。 

□ リンさんはまだ奇跡を必要としています。今週、癒し

のためにお祈り下さい。先週、彼女は具合が良くな

かった！ 

□ ホナウドさんは、友人、同僚、親戚のための癒しを信

じています。今週彼と一緒に祈りましょう。 

□ ＨＳＫフードバンクと、食べ物を受け取っている方々

が主と出会えますように祈り続けましょう。最近、他

の人を助けるために何か寄付をしましたか？ 

□ マークさんは日本、エジプト、レバノンにリバイバルが

起きることを求めています！今週、このことのために

お祈り下さい。 

□ ナディーンさんの母（ベッキーさん）はアレルギーの

ため癒しが必要です。今週彼女のために祈って下さ

いませんか？ 

 

 

□ ポーリンさんのために祈って下さいませんか？彼女

はナディーンさんの姉で、多くのアレルギーと治癒を

必要としています。 

□ アメリカ大統領選挙は１１月です。今週、米国のため

にお祈り下さい。全能なる神だけが解決できる多くの

問題があります！ 

□ ウイルスの治癒薬はまだ開発されていません。しか

し、天国からの癒しは今日利用可能です。病気が癒

されるよう、主に求めましょう！ 

□ 浜松の他の教会や牧師たちのために、祈ったことが

ありますか？祈りましょう。 

 

※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。 

 

 

パウロが最初の宣教旅行として出向いた都

市、アンテオケのクリスチャン達の霊的状態

は、「弟子たちは聖霊と喜びに満たされてい

た。」と記述されています。それは、キリスト

によって救われたばかりの状況を表していま

す。 

アンテオケの人々は、救われて間もない興奮

の中にあると、あなたは推測されるかもしれま

せん。彼らは最初、御霊に燃えていました。し

かし、数か月で熱も冷め落ち着くだろうと思っ

ていますか？ 

パウロが会堂で教えた大きな宣教集会におい

て、人々は心を開き福音を信じました。「使徒

たちは彼らにみことばを語り、神の恵みの福音

を説き聞かせました。」 

クリスチャンのための行動規則 20項目や、正し

い生き方への服従の約束や契約を求めることもあり

ませんでした。ただ彼らが重視したことは、神は御

霊により恵みの影響を通して彼らの人生に働いてく

ださるという事実でした。それが新しい契約の真髄

でした。それゆえ、新しい改宗者は真実と信頼に基

礎を置くべきです。 

 

「フレッシュパワー」著 : ジム・シンバラ 

 



 

 

10月 4日＆5日は、・・、次回の断食祈日です！ベ

ン牧師はＨＳＫのメンバー全員が参加

してほしいと思っています。多くの

国々はコロナで苦しんでいます。神は

ご自身の家族が祈ることを願っておら

れます。祈りましょう。 

 

 

イスラエルについての新しい情報が届きました。 

ブリッジフォーピースからの情報誌”Olive Life”が教会

の玄関に置いてありますので、是非お取り下さい。イス

ラエルのために祈祷会は来

週日曜日午後 1：30 からで

す。是非ご参加ください。 

 

母の祈祷会は・・・・来週日曜日の昼 12：30から行わ

れます。どのような言語のお母さん

方もこの祈祷会に是非ご参加くださ

い。詳しくはベネッサさん、または悠

起子さんにお尋ねください。 

Information 

教会の Wifi は：hsk/1  

PW: song1234 です 

 

HSKからの什一献金 58,000円は・・、以下のよう

に分配され捧げられました。 

真実さん&亮さん(東北ミニストリー)(18,000円) 

ＨＳＫフードバンク（貧困支援）（15,000円） 

愛の決心(養子サポート)(15,000円) 

Ｔｉｋｋｕｎ（（イスラエル宣教）（10,000） 

１月より捧げられた総合計は、519,000 円となります。

ハレルヤ! 神に栄光あれ！あなたの教会と人々に捧

げてくださりありがとうございます! 

与え続けましょう！ 

 

 

 

2 週間前、悠起子がお知らせしましたが・・・フード

バンクの物資を必要な家庭に届けるためにお手伝いし

てくださる方々を求めています。お手伝いできる方、ま

たは、方法について知りたい方は、

悠起子さん、またはアネッサさん

に今日お尋ねください。彼女たち

は喜んで奉仕してくださっていま

す。 

 

子ども用の手作りマスクが寄贈されました。 

メインルームの書架の上に置いてありま

すのでご自由にお取りください。大人用も

ありますので、お忘れのときにもご利用く

ださい！  

 

先週の日曜日夜の祈りのチーム！ 

（泥棒に扮したのは誰でしょう？・・なんと、マークさ

んでしたか！） 


