
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 

９/６  

（日） 

    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) 

９/７ 

(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) 

９/９ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

９/１０ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

９/１３ 

(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 

PM １：３０ 監督者と執事たちとのミーティング 

（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 2020-9-6 

(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 

 今年も第９番目の月に到達しました。今年も８ヶ

月が過ぎてしまったなんて信じられません。そし

て、今月は全ての教会が開かれるよう、更に祈って

います。私は教会が閉鎖しているのは好きではあり

ません。そして、私たちは世界中の教会のために祈

っているべきだと思います。ウイルスは今も多くの

教会の扉を閉ざし続けています！ 

 ３週間前、私とルースは沼津港の隣にある博物

館；駿河湾深海魚博物館を訪れました。私は、初め

て海底深く生きる海の生き物を見ました。これらの

生き物は冷たい水の中で生き、水圧もあるので捕ま

えることは困難です。私は、誰も見られない地球上

の場所で神様が成されていることの不思議をそこで

感じました。その博物館の報告によれば、駿河湾の

海底では誰も知らない生き物がまだ多く生息してい

るとの事でした。そして、私たちはどれほど神様に

ついて知っているでしょうか？かつてイエス様はあ

る人々にこう言いました：『あなたがたは、わたし

をも、わたしの父をも知りません。』(ヨハネ 8：

19)今私たちはどう考えるべきでしょうか？これが

私の最善の答えです：神様を知ることを求めましょ

う！神様についてのどんな誤解も持たないようにし

ましょう！ 

 先週、私はアメリカでよく知られている牧師先生

のジム・シンバラ先生の短いメッセージを聴きまし

た。彼は白人ですが、彼の教会メンバーの 90％は

黒人です。驚くことに、彼は多くの黒人たちが郵便

局や病院、学校、モールなどあらゆる公共の場所で

経験している恐れについて情熱を持って語りまし

た。彼はスペイン系住民やラテン系民族といった

“有色人種(特に黒人)”に対して無礼なことを言う

人々に本当にとても怒っていました。私は、ブラジ

ル人や刺青をした人を受け入れない日本の教会のこ 

とを思いました。そして、バーで働く人たちはどう

でしょうか？シンバラ牧師先生は、このような言葉

でメッセージを終えています：あなたは他の人を愛

さないのですか？あなたは神を知りません！あなた

は誰が好きか選ぶのですか？あなたは神を知りませ

ん！私の結論です：アーメン！ 

 毎週私が皆さんの前に立つとき、私は自信を持っ

ているように見えますが、よく少しの恐れを持つと

いうことを皆さんに言わなけばなりません。なぜで

しょうか？それは私が皆さんに話すことすべてが全

能なる神様に承認されるべきだと思うからです。私

は、神様の御力について皆さんが聞くどんなことも

皆さんを混乱させたくありません。私は、皆さんが

聞くどんなことも神様が皆さんを愛していることに

疑いを持たせたくありません。ですから、私のため

にお祈り下さい。私は皆さんにお会いしてお話をす

ることが好きですが、その願いは、神様が私の人生

に成されるようにと私が希望することに付随してい

ます。そうです、神の教会とは、神様をもっと知り

たいと願うクリスチャンのグループであるべきで

す。そして、これがまた真理です：『あなたがた

は、代価を払って買い取られたのです。ですから自

分のからだをもって、神の栄光を現しなさい。』

(Ⅰコリント 6：20) 

 主が新しいこの週を天の経験の週として下さいま

すように。私は皆さんや皆さんのご家族のために祈

っています。私は皆さんのご家族全員がこの教会で

共に座り、主を礼拝する姿を見たいです。 

              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。・・・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(✓) 

 

□フードバンク支援活動のために祈り続けましょう。

神さまはこのことを通して多くの人を祝福していま

す！ 

○新しく首相になる方のためにお祈り下さい。安倍氏

の健康のために。 

□アメリカは最近神さまの助けを必要としています！

今週、米国のために祈って下さいませんか？抗議と

暴動はクリスチャンを含む多くの人々を傷つけてい

ます 

○ＨＳＫの全てのシングルマザーのために再び祈りま

しょう！彼女たちは経済的な必要があるかもしれま

せん。 

□リンさんは尚奇跡が必要です。誰が主に直ぐに彼女

へ現実に与えられるように求めていますか。今週、

私たちの姉妹の為に祈りましょう。 

○未だここや他の国の多くの教会は、一緒に集まるこ

とができません。このウイルスが終息するよう祈り

ましょう！ 

□賛美チームのためにお祈り下さい。私たちは彼ら一

人ひとりに神さまに感謝します。 

○多くの国で「人身売買」の停止のために祈ることを

覚えて下さい。これは日本で起こっています！ 

□インド出身の２人のクリスチャンがＨＳＫに出席し

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「再び失敗」 

 

  現役の牧師だった頃、自分が役立たずの虫け

らのように思える主日がありました。先週は、

良い夫、良い父、良い友ではなたった…次のご

用までには自分を立て直さなければならない

…。何とか礼拝メッセージを語り、今週はより

良く生きようと誓いました。 

  これは間違ったアプローチです。ガラテヤ人

への手紙３章は、神が御霊をいただいた私たち

を通して力強く働かれるのは、無償の贈り物だ

と語ります。私たちが何をしたとか、それに値

するからではありません。 

  アブラハムの人生はそれを証明しています。

彼は夫として失敗しました。難を逃れるために

うそをつき、２度もサラの人生を危険にさらし

ました（創 12：10-20）。にもかかわらず、彼の

信仰は義とみなされたのです(ガラ 3：6)。彼は

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！ 

 

ています。彼らとインドにいる家族のために祈りま

しょう。ご存知のように、現時点では家族に会うこ

とはできません。 

○ベン牧師の母（レアさん）は具合が良くありませ

ん。彼女の視力は良くありません。このクリスチャ

ンを強め元気にして下さいますよう主にお祈り下さ

い。彼女はあなたのために毎日祈っています！ 

□ベン牧師は日本の全ての牧師や宣教師のために祈っ

ていなければならないと信じています。他の国では

牧師たちは教会を辞めています。私たちは主に信仰

に満ちた指導者たちを守るように頼まなければなり

ません。 

○中国の多くの人々はウイルスで病気になるかもしれ

ません。彼らを癒し、中国にいるクリスチャンを祝

福するように求めて下さるのは誰ですか？ 

□カンボジアの教会は祈りを求めています。ウイルス

は未だ国内で広がっています。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。 

       

失敗しても自らを神の御手にゆだね、神は、ア

ブラハムと彼の子孫を用いて世を救おうとされ

たのです。 

  悪い言動の正当化はできません。イエスは私

たちに従順を求められ、そうできるように助け

られます。反省のない頑固な心は、自分に対す

る神のご計画を妨げますが、善行を続ければ、

私たちを通して御力が働くとは限りません。私

たちは、恵みによって救われ、成長しますが、

私たちを通して神が働かれるかどうかは、神の

裁量です。神の恵みを得るために奉仕すること

はできません。恵は無償の贈物です。 

 

自分は不適格だと感じた状況を思い出し、神は

それをどのようにご覧になったと思いますか。

今、あなたはどう思いますか。 

 



お知らせ 

 

 

 

★次回の執事たちのミーティングは…来週日曜   

         日(13日)です。午後 1時半から 

始まるこの重要なミーティングに 

執事の皆さんは出席するように予 

定して下さい。執事の皆さんは、 

このミーティングの前に一緒に食事をしたいかもしれ 

ません。 

 

★明日、9 月 7 日は…断食祈祷の 2 日目です。今

日、断食をしなかった方は、明日それ 

をすることを考えて下さい。皆さんは 

私たちが主にして下さるようにと求め 

ていなければならないことが沢山ある 

ことをご存知です。明日の夜の祈祷会 

は、6 時 55 分から始まります。『わたしの好む断食

は、これではないか。悪のきずなを解き、くびきのな

わめをほどき、しいたげられた者たちを自由の身と

し、すべてのくびきを砕くことではないか。』(イザ

ヤ 58：6) 

 

★HSKワーシップチームの更なる変化！そうで 

す、今日からワーシップチームメン 

バー全員がラジオを聞いているよう 

に見えますが…彼らは皆さんやメン 

バーたちの互いの声を聞いていま

す！HSK はワーシップチームのための新しいモニタリ

ングシステムを購入しました。そして彼はこれが更に

ワーシップリーダーたちをよくすると信じています。

(この新しいシステムで彼らはラジオは聞くことがで

きません！) 

★多くのフィリピン人姉妹たちと一人の兄弟 

に感謝します…彼らは、私たちが先週の日曜日に食

べた美味しくて冷たい新鮮なデ

ザート…ハロハロを準備して下

さいました！そして、彼らがそ

のアイスに加えた喜びは、それ 

をもっと美味しくしました。牧師先生は、それは今ま 

で食べたハロハロの中で一番大きい物だったと思って 

います。 

 

★感謝します…車を第二駐車場に止めて下さって 

いる皆さんに感謝します。最近ある 

方が牧師先生に、HSKに出席する人が 

少なくなっているので、別の駐車場 

を使用する必要はないだろう、と言 

いました。彼の返事は、「全能の神様が私たちの教会 

の中で偉大なことをして下さると期待しています！」 

でした。私たちはそのような人々のために余裕を持っ 

ていなければなりません。 

 

★子供と大人のための無料のマスクが…メイン 

の礼拝室の後ろにあります。今日、 

マスクを忘れた方は、ご遠慮なく 

無料のマスクを一枚お取り下さい。 

また、礼拝室の前と後ろには 2 種類の手の消毒液があ 

ります。一つは液体タイプで、もう一つはジェルタイ 

プのものです。両方使う方もいるかもしれません！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月は、何方かの誕生日月です！ 

 あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら… 

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！ 

神様の祝福がありますように！ 

 

  

 

 

 

 

 

 


