
ハレルヤ。 

まことに、われらの神にほめ歌を歌うのは良い。 

まことに楽しく、賛美は麗しい。 

主はエルサレムを建て 

イスラエルの追い散らされた者を集める。 

主は心の打ち砕かれた者をいやし 彼らの傷を包む。 

主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。 

われらの主は偉大であり、力に富み、 

その英知は測りがたい。 

 

詩篇：147篇 1-5節 

 

〒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) 090-9220-0600 

宣教師（牧師） 

ベン・ファウラー 

(E-mail アドレス) 

hskchurchjapan@gmail.com 
 

(インターネットアドレス) 

(日本語)http://www.hskchurch.org 

(英語)http://www.hskchurch.com 

 

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。 

 

日付 時間と内容 

９/２０  

（日） 

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) 

９/２３ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

９/２４ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

９/２７ 

(日) 

AM ８：４５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

AM ９：５５ 賛美、分ち合い、日曜学校、交わり 

（今晩の祈祷会はお休みです） 

 

今週の予定 
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Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK! 

浜松救い主教会 2020-9-20 

(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 
HSKのメンバーと友人の皆さんへ 

 やっと暑い天候でなくなりました！そして、皆さん

もお気付きと思いますが、日毎に日照時間が短くなっ

ています！でも、今月は毎日暖かいでしょう。皆さん

はどう思いますか？ 

 先週、私は預言者エレミヤの言葉を考えていまし

た。例えば、エレミヤは全能の神様がこう言うのを聞

きました：『わたしは近くにいれば、神なのか。 

遠くにいれば、神ではないのか。人が隠れたところに

身を隠したら、わたしは彼を見ることができないの

か。天にも地にも、わたしは満ちているではない

か。』(エレミヤ 23:23-24) 多くの人たちとの会話

の中で、彼らが突然「ごめんなさい。私を許してくだ

さい。」というのに気付きます。後でこのようなこと

ばは、会話を丁寧にするために時々使われると聞きま

した。でも、このことばは、もっと頻繁にこのことを

意味すると思います。「私は隠れ続ける必要があ

る。」「あなたは私のことをもうこれ以上知るべきで

はない！」「もうこれ以上質問しないで下さい！」そ

して、そうです、これは私たちが生活している文化の

一部です。でも…これは私たちが天のお父様と話す話

し方であるべきでしょうか？私の結論です：（1）私

たちは、神様が私たちに近くおられることを信じなけ

ればなりません。（2）私たちは神様から隠れること

は出来ません。(3)神様は天と地に満ちておられま

す。 

 最近過去 3 回に亘って皆さんと分かち合ったメッセ

ージについて考えていたとき、それらは本当に‘ステ

ーキ’のようなメッセージであったと思います…皆さ

んはそれらを何度もよく噛む必要があります！でも、

私がメニューについて神様に尋ねたとき、神様は私に

お答えになりませんでした。私はこう考えていまし

た。時々私たちは神様の愛についてもっと知る必要が

ある…ラーメンを知るように。或いは、神様の平安は

どうでしょうか…それはすしのようなもものでしょう

か！。或いは、神様の喜びはどうでしょうか…アイス

クリームのようなものでしょうか？でも、この思いが

私に来ました：味と栄養とはとても異なる。そしてあ

る食べ物はとても美味しいかもしれないけれど、栄養

はないかもしれません！(私は、沢庵が大好きです

〈それは大根の漬物です〉でも、それは毎日三食必ず

食べなければならない食べ物ではありません!)いつか

神様の平安についてお話をするでしょう…でも、警戒

して下さい！そのメッセージはステーキのようなもの

になるでしょう。 

 私たちが続けてマスクを着け、手を消毒液をしてい

る状況の中で、思い切って誰かの手を握ったり、誰か

をハグして下さっているのでしたら、ありがとうござ

います。(もしあなたが私の手を握らなくても私は傷

つきません!) 私たちがこの状況を経験するであろう

ことを主はご存じあったと分かっていますが、神様は

このことを初代のクリスチャンたちに示されました：

一緒に集まることをやめてはいけません。(へブル

10:25 参照)そして、私たちが交わるときは集まるこ

とが含まれます。ですから、続けてマスクを着け、消

毒液を使い、そして…そして…神様の愛を他の人々と

分かち合っていきましょう。きっと私たちは天からの

ものを経験します。 

 そして、教会に捧げて下さってありがとうございま

す。私たちが喜んで与えることを学んでいることを嬉

しく思います！そして、もし HSK の他のクリスチャン

に与えたい方は、献金封筒にその方のお名前を記入し

て下さい。出来るだけ早く、その方にあなたの捧げも 

のをお渡しします。 

 全能の神様があなたやあなたのご家族を更に祝福し

て下さいますように。 

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。・・・ポルトガル語(または英 

語で聞く場合、”Blizz"のアプリを開き、メッセージ ID を入力してください。IDは、 

スピーカーの方がメッセージを分かち合う前にスクリーンに表示されます。イヤホンが 

必要ですので、持参して下さい。 

 

 

 

 

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(✓) 

□リンさんは、違う種類の薬を服用し始めまし

た。彼女の体を強め、完全な癒しを与えて下さ

るように主に求めて下さい！ 

○アマルさんは、妻と娘さんのために、祈りを求

めました。彼は今、彼女たちと一緒に日本にい

ることを望んでいます。これを実現するように

主にお願いして下さい！ 

□ＨＳＫフードバンクから受け取っている全ての

家族は、私たちの祈りを必要としています。全

員にお会いしていませんが、彼らは大きな問題

のために神の助けが必要です。今週、この「友

人」のために祈って下さるのは誰ですか？ 

○ナディーンさんは姉（ポーリンさん）のために

祈りを要請しました。お姉さんは多くのアレル

ギーがあり、その治療はとても不快にさせま

す。祈りましょう！お母さまのためにも祈って

下さい！ベッキーさんも多くのアレルギーがあ

ります。 

□森林火災により、アメリカの西部の空気が汚染

されました。ピーターさんは、この空気を吸わ

ずに外に出ることはできないと言っています。 

これらの火災を止めるように、主に頼んで下さ

い！ 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うわさを止める」 

 

  英国のケンブリッジのホーリートリニティ教

会の牧師に任命されてから、チャールズ・シメ

オン(Ⅰ759-1836年)は、何年も抵抗にさらされ

ました。会衆の大多数はシメオンではなく、当

時の副牧師を就任させたかったからです。彼ら

はうわさを流したり、礼拝をボイコットした

り、彼を教会堂から締め出したりさえしまし

た。しかし、聖霊に満たされたいと願ったシメ

オンは、ある原則を定め、それに従うことでゴ

シップに耐えました。そのひとつは、完全な真

実でない限り、どんなうわさも信じないこと。

もうひとつは、「別の側面から見れば、全く別

の物語になると常に信じる」ことです。 

  彼はそんなやり方で、相互の愛を壊すゴシッ

プや中傷を終わらせなさいという神の命令に従

いました。神は私たちが正直であるように望ま

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！ 

 

○マークさんは、日本、エジプト、レバノンのた

めに、祈りをリクエストしました。彼はこれら

の国々で、神がリバイバルを始めることを望ん

でいます。私たちのリクエストにイスラエルを

加えて祈りましょうか？ 

□ひかりさんは、日本人の学生のために祈りを求

めました。まだ神の愛を本当に知らない群衆が

います。彼らの心に神の御業を求めましょう！ 

○ＨＳＫに出席している幾つかの家族には、問題

はありませんが、全能なる神との真の関係を必

要とする息子と娘がいます。これらの子どもた

ちのために祈って下さるのは誰ですか？ 

□致命的なウイルスのために、世界中の人々が病

気になっています。私たちは、このウイルスを

止めて病気を癒して下さるように、主に求め続

けなければなりません！主にこれをして下さる

ように、よく求めるのは誰ですか？ 

○ベン牧師の母（レアさん）は祈りを必要として

います。彼女は約一日歩くことができませんで

した 

☞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。 

       

れます。神の十戒のひとつは「あなたの隣人に

対し、偽りの証言をしてはならない」です(出

20：16)「偽りのうわさを言いふらしてはならな

い」という戒めもあります(23：1)。 

  うわさや虚偽の話を広めたりしない。それを

聞いた瞬間に「もうやめよう」と言う。このよ

うにするなら、世の中はずいぶん変わるでしょ

う。聖霊の助けを頼りに愛で真実を語ることが

できますように。私たちは言葉を用いて神に栄

光を帰するのですから。 

 

 

反発された時、何に助けられましたか。 

あなたがゴシップを聞いたときの反応は、 

どんなものですか。 

 



お知らせ 

 

 

 

★HSK Wifi へのアクセス案内： 

ｈｓｋ/1  PW:song1234 

 

★また、捧げたい方は…HSK のメ 

ンバー、或いは友人に捧げたい方 

は、その方のお名前を献金封筒に 

はっきりと明記して下さい。あな 

たの捧げものは、可能な限り早く

その方へ届けられます。 

★来週日曜日(27 日)…ルースさんが朝礼拝でお話

をします。彼女は知恵のことばを主 

に求め、長い間困難な状況の中にあ 

る教会の婦人たちに語りたいと願っ 

ています。神様が教会全体に対して 

の御言葉を彼女に語って下さると彼女は信じていま

す！来週は人生を変える経験となるよう主に求めまし

ょう！ 

★‘多分’来週日曜日(27日)は一緒にランチ  

 …今日、牧師先生は皆さんに 

来週一緒に食事をしたいか 

確認します。ランチは、キッチンがまだとても暑いの

で、簡単なものになるでしょう。そして…全員の方が

長い時間交わりをしたいというわけではないでしょ

う。とにかく、今日決めましょう！ 

★悠起子さんとベネッサさんに感謝します…彼 

女たちは、殆ど毎週食べ物やお金

を を必要としている人々を助けてい 

ます。最近、悠起子さんが言うに 

は、食べ物を届けるのをお手伝い 

して下さる方が必要だそうです。時々お手伝いできる

方はいますか？お二人のどちらでも結構ですので、お

手伝いができる方はお話下さい。 

★教会什一献金分配先情報…これについては来週 

の週報でお知らせします。他者への HSK 献金の使われ 

方についての質問がありましたら、鈴木智子さんにお 

尋ねください。彼女は教会の会計報告を正しく管理す 

るために多くの時間を費やして下さっています。智子 

さん、ありがとうございます！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。８月１６日から９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 ¥680,861 ¥579,961 ¥615,521 ¥645,301 

建物献金 ¥664,385 ¥0 ¥0 ¥664,385 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥147,697 ¥0 ¥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 58,000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 
 

 

 

 

 

 

 


