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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9/13(日）今日! 
ＰＭ 1：30 監督/執事 ミーティング！ 

夜の祈祷会はありません 

9/16 (水) PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

9/17（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

9/20(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 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！） 

2020-9-13 

 
 

 

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 

 

 

      

 

 

 

 

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


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 この２週間の私が話したメッセージについて考えて

いました。先週のメッセージは正しいクリスチャンにな

ることであり、その前の週は、忘れてしまった方もいる

と思いますが、男らしくあれ（女らしくあれ）というタイト

ルでした！「男らしくあれ」は話しやすいものでしたが、

先週は話しにくいものでした。なぜでしょう？なぜなら、

神は恵み深く赦しに富む方だと、牧師先生信じるべき

だ・・・さらには皆が良い人だと信じるべきであると考え

やすいという思いが引っかかるからです。 

しかし、あるリーダーたちは教会に再び全員が戻る

ことを疑っていると聞きました！ある教会リーダーたち

も礼拝に来ることを止めてしまいました。それゆえ、天

からのメッセージは何でしょう？私たちが固く確信に留

まり、献身に留まらせるものは何でしょう？ダビデはこ

のように書いています。「神よ、わたしの心は定まりま

した。わたしの心は定まりました。わたしは歌い、かつ

ほめたたえます。」（詩篇 57：7） 

またパウロはこのように書いています。「なぜなら、

わたしはイエス・キリスト、しかも十字架につけられた

キリスト以外のことは、あなたがたの間では何も知るま

いと、決心したからである。」（1 コリント 2：2） 

私の結論は：私たちは神に対する信仰について真

剣にならなければなりません。教会の礼拝は娯楽では

なく、学びです。パウロが若い牧師テモテに書いたこの

言葉を私は好んでいます。「しかし、俗悪で愚にもつか

ない作り話は避けなさい。信心のために自分を訓練し

なさい。」（1テモテ 4：7） 

この数日間、私はエレミヤ書を読んでいました。他の

旧約の預言者たちと比較して、彼はイスラエルが経験

する悲劇について神からの言葉を聴きました。それは

イスラエルが偶像や不品行、並びにその他の罪を慕っ

ていたからです。神のユダヤ人たちに対する計画は何

かについて、私は決して分かりません。15章でエレミ

ヤはこのように書いています。「もし彼らが、『われわれ

はどこに行けばよいのか』とあなたに尋ねるならば、彼

らに言いなさい『主はこう仰せられる疫病に定められた

者は疫病につるぎに定められた者はつるぎに、ききん

に定められた者はききんに、とりこに定められた者はと

りこに行く』（エレミヤ 15：19） 彼らの行く手は更なる痛

みと苦しみのようです。しかし、次には以下の様に書か

れています。「それゆえ主はこう仰せられる、『もしあな

たが帰ってくるならばもとのようにして、わたしの前に

立たせよう。もしあなたが、つまらないことを言うのをや

めて貴重なことを言うならばわたしの口のようになる。』

（エレミヤ 15：19） 「もしあなたが帰ってくるならばもと

のようにして、わたしの前に立たせよう」とあるように、

今日、私たちは主の下に戻るべきではないですか？つ

まらないことから貴重なことへと移るべきではありませ

んか？ 

皆さんが私たちの市にあるすべての教会とそのリー

ダーたち、並びにクリスチャンたちのために祈ってくだ

さっていることを希望します。暑さと疲れは怠慢と気晴

らしを求めがちです。パウロはイザヤ書から引用し、実

を結ばない、暗闇の業に仲間入りしないよう警告を与

えました。「「眠っている者よ、起きなさい。死人のなか

から、立ち上がりなさい。そうすれば、キリストがあなた

を照すであろう」（エペソ 5：14） 

私とルースさんはあなた方のために祈っています。

あなたの家族全員が教会に来られ、共に主を賛美す

ることを、私たちは期待しています。 

 

 

 
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。 

 

 

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 

 

思いを巡らす 
 

□ 主がコロナウイルスを撲滅してくださるよう私たちは

祈らなければなりません。お祈りください。 

□ 私たちの教会リーダーたちが、必要な決断すべてを

主に寄り頼むことができるようお祈りください。 

□ 私たちのフードバンクアウトリーチのためにお祈りく

ださい。食料などを受け取った全員の心に主が働い

てくださるよう求めてください。 

□ 日本の学校で働いているＨＳＫの方々（ネイディーン

さん、マークさん、賢美さん、ルースさん）のためにお

祈りください。 

□ 私たちの教会の賛美チームのためにお祈りくださ

い。彼らは皆、毎週聖霊様に導かれたいと願ってい

ます。 

□ 学校に通っているＨＳＫの子どもたちのためにお祈り

ください。主が毎日彼らを守り祝福してくださるよう求

めてください。 

□ あなたがご存じの牧師先生たちが、いつも励まされ

ているようお祈りください。苦しい状態の方々が多く

います！ 

□ ベン牧師のお母さん（レイさん）は、私たちの教会の

ためにいつも祈ってくださっています。コロナ禍でも

彼女の健康を主が守ってくださるようお祈りください。 

□ エバリンさんとジェイロさんは新しい職に就きますの

でお祈りください。 

□ まだ救われていない夫を持つ女性たちが、私たちの

教会に多くいます。今週、彼ら夫たちを主に掲げ祈り

ましょう。 

□ 神は私たちの必要をすべて満たしてくださると約束し

てくださっています。今職を失っている方々のために

お祈りください。 

□ 主が私たちに命じておられるよう「エルサレムの平

和」のために再び祈りましょう。 

□ インドに住むアマールさんのご家族が来日し、共に

日本で住むことができるよう祈ってくれますか？ 

□ おそらく中国でもまだコロナの感染者が数千人以上

いると思います。主が中国のクリスチャン達を祝福し

てくださるよう祈るのは誰でしょう？ 

□ カンボジアから牧師先生に届いたメールには、カンボ

ジアで大勢が病気になり死んでいるそうです。今週

彼らのために祈りましょう。 

※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。 

 

 

ピリピ 2：12の「自分の救いを達成しなさ

い。」とは、ギリシャ語では「あなたの救いが

働くよう努力をし続けなさい」という意味で

す。それがクリスチャンに任されている聖別だ

と書かれています。 

しかし、救いを自分自身で勝ち取ることだと

勘違いする人たちもいますが、救いは神からの

賜物であると聖書ではっきりと書かれていま

す。「あなたがたの救われたのは、実に、恵み

により、信仰によるのである。それは、あなた

がた自身から出たものではなく、神の賜物であ

る。決して行いによるのではない。それは、だ

れも誇ることがないためなのである」（エペソ

2：8-9）さらにパウロは言いました。「律法に

より義とされる者は誰もいない。・・すべての

者は罪を犯し、神の栄光に達することはできません

でした。キリストイエスの贖いにより神の恵みによ

り義とされるのです。「自分の救いを達成しなさ

い」とは、未信者に対し救われるよう努力しなさい

と命じているのではありません。信者に対し、自分

の内側に与えられた神からの恵みの賜物により聖な

る生活をするよう努力し続けなさいと教えていま

す。（ピリピ 2：13） 

救いを達成しなさいとは、目標に向かって努力し

なさいという命令でもあります。パウロはピリピの

クリスチャンたちに、キリストのように完成される

ため救いを押し進めるよう求めている。栄光ある信

仰の完成に向かうための救いを達成しなさいとパウ

ロは示しています。 

 

「キリストにある満たし」著 : John MacArthur 

 



 

 

 

今月 27日は教会ランチがあります。 

９月最後の日曜日、まだ戸外

は暑いと思いますので、屋内

で食事をします。１０月にはビ

ッグなＢＢＱをしましょう！賛

成の人は誰でしょう？ 

 

来週の日曜日（２0 日）、・・・朝礼拝のスピーカーは

アンジェロさんです。彼は皆さんに神の祝福を求めな

がら、神が皆さんの健康と幸せについて語ってくださる

ことを期待しています。今週、主からのメッセージが皆

さんの大いなる祝福となるようお祈り

ください。 

 

 

水のバプテスマには暑すぎること

はありません！ 

洗礼を受けたいと願われる方は、速やかにベン牧師ま

たは幸男さんにお申し出ください。「すると、ペテロが答

えた、「悔い改めなさい。そして、あなたがたひとりびと

りが罪のゆるしを得るために、イ

エス・キリストの名によって、バ

プテスマを受けなさい。そうすれ

ば、あなたがたは聖霊の賜物を

受けるであろう。」（使徒 2：38） 

Information 

教会の Wifi は：hsk/1  

PW: song1234 です 

 

ご確認： 毎週日曜日の礼拝メッセージは、ポルトガ

ル語または英語の通訳が聴けますが、お手持ちのス

マホやアイフォンのアプリＢｉｚｚ（Ｔｅ

ａｍ Ｖｉｅｗｅｒ） 

を利用していただいております。も

し、アプリの起動に問題がありまし 

 

 

たら、ベン牧師またはのりよしさんにお尋ねください。ご

自身の携帯で母国語のメッセージを聴くのは喜ばしい

ことと思います！尚、その際、ご自身のイヤホンをご持

参ください！ 

 

 

 

先週のフード（金銭）バンクレポートにて・・・必要な

方々に多くの食品や金銭が届けられたと聞き、ベン牧

師は大変喜びました！ＨＳＫのメンバーや友人たちは

大変寛容であると思ったそうです。クリスチャンたちは

他者に与え続けて頂きたいと願っておられます。「父

なる神のみまえに清く汚れのない信心とは、困ってい

る孤児や、やもめを見舞い、自らは世の汚れに染まず

に、身を清く保つことにほかならない。」（ヤコブ 1：27） 

最近差し上げたギフト！ 

 

 


