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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10/11(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！ 

10/14 (水) PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

10/15（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

10/18(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 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！） 

2020-10-11 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

もろもろの民よ、手をうち、喜びの声をあげ、神にむかって

叫べ。いと高き主は恐るべく、全地の大いなる王だから

である。主はもろもろの民をわれらに従わせ、もろもろの国

をわれらの足の下に従わせられた。主はその愛されたヤ

コブの誇をわれらの嗣業として、われらのために選ばれ

た。神は喜び叫ぶ声と共にのぼり、主はラッパの声と共

にのぼられた。神をほめうたえよ、ほめうたえよ、われらの

王をほめうたえよ、ほめうたえよ。詩篇 47：1-6 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 2週間前、私は教会の駐車場にある大きな木を刈

っていました。その木があまりに大きくなりすぎたため、

かなり小さくカットしようと決めました。いざ私がハサミ

を茂みの上に入れたとたん、いきなり鳥が飛び出てき

ました。もう少しで危うく私の顔面に鳥が衝突しそうに

なりました。一体鳥はその木の中で何をしていたので

しょうか？私は木の中を覗いてみました。するとそこに

は巣とその中に 2個の白い卵があったのです。私はそ

の木を刈るのを止め、母鳥が帰ってくるのを期待しまし

た。しかしその後も、母鳥は戻ってこなかったので、母

鳥が怖がってしまったのだろうかと考えながら帰宅しま

した。外側の枝を切ってしまったので、巣を守ることが

できないかもしれません！私は翌日再びその木の所

に行き、中を覗いてみました。すると、母鳥がちゃんと

卵を抱いて巣の中に座っていました。それを見て私は

胸を撫で下ろしました。では、この経験で神は何を教え

てくださったでしょう？ 

「神よ、わたしをあわれんでください。わたしをあわれ

んでください。わたしの魂はあなたに寄り頼みます。滅

びのあらしの過ぎ去るまではあなたの翼の陰をわたし

の避け所とします。」（詩篇 57：1） 

私は長年南部のゴスペルミュージックを聴くのを楽し

んでいます。（ただのゴスペルミュージックではなく南部

のゴスペルです！）ゴスペルを聴かない人々のほとん

どは、南部のゴスペルは歌っているのかどうか分から

ないと思っています。けれども、私にとって大切なのは

声だけではなくメッセージです。その多くは天国、栄光

の地、向こう側 とあり、“下にあるこの地を私たちは旅

している”と歌われています！確かに私はそのメロディ

も好きです。なぜなら、自分の言葉で続けて歌いやす

いからです。そのようなわけで、南部のゴスペルソング

を皆さんに紹介していきたいと思っています。是非メロ

ディを覚えて主に歌ってください！ 

私は多くの外国人たちと会話をしましたが、外国人

が来日する一般的な理由は、労働賃金が高いからだ

そうです。私自身の理由は違いますが、彼らの理由は

悪くはありません。しかし、お金があるから物をもっと

買いたくなる誘惑はあります。そしてお金を使うので、

働かねばならない。お金が絶対的なものになってしま

います。使徒パウロはローマにいる友人たちに書きま

した。「わたしは自分のしていることが、わからない。な

ぜなら、わたしは自分の欲する事は行わず、かえって

自分の憎む事をしているからである。」（ローマ 7：15）  

私の結論は：「むしろ自分のため、虫も食わず、さび

もつかず、また、盗人らが押し入って盗み出すこともな

い天に、宝をたくわえなさい。」（マタイ 6：20-21） 

ルースさんと私は、今週、娘のジョアナとその家族に

会うため神戸に行きます。そして、一緒に沖縄に行き

休暇を過ごします。その間も私たちは皆さんの事を思

っています。そして来週の日曜日に教会で会えること

を楽しみにしています。その日は聖餐式をしますので、

イエス様のなされたことを思いおこし、心を整えましょ

う。 

主があなたを祝福し、平安を与えられますように！ 

 

     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 
 

□ 私たちの姉妹（リンさん）の癒しのために求め続けて

下さい。神さまは今日でも奇跡を起こすことができま

す！ 

□ 私たちの教会へ来ている方々が、ここで愛され受け

入れられていると感じられますように祈りましょう。 

そして、イエスさまと直ぐに出会えますように。 

□ 新型コロナウイルス感染症に罹っているご存知の方

のためにお祈り下さい。ワクチンが間もなく利用可能

になりますように。 

□ 今週、あなたの国の指導者たちのために、どうぞお

祈り下さい。彼ら全員が直ぐ主を知り、主と出会えま

すように。 

□ 賛美チームにとても感謝しています。今週、彼らのた

めにお祈り下さい。 

□ ベン牧師とルースさんは今週数日間沖縄にいます。

彼らが良い休暇を過ごすことができますようにお祈り

下さい。 

□ メアリージェーンさんは、フィリピンで病気を患ってい

る親戚のために祈りを要請しました。彼らを癒すため

に、主に求めて下さるのは誰ですか？クリスチャンは

神さまが病気を癒すことができると信じていますが、

あなたはその希望がありますか？ 

□ ウイルスは人々が他の人と一緒にいることを恐れさ

せ続けていますので、あまりにも多くのクリスチャン

が教会への出席をやめているのは本当のようです。

ベン牧師は、教会員たちの信仰を守ることに必死に

なっている他の牧師たちのために、祈るように皆さん

に求めています。 

□ 中国は、他の幾つかの国々が中国の要求に従わな

い場合、法律と侵略をもって脅迫し続けています。 

中国のクリスチャンたちはこのことのために苦しんで

いるのでしょうか？苦しんでいるクリスチャンのため

に、もう一度祈りましょう！ 

□ 日本のために祈り続けましょう！ 

 

※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。 

「あなたがたの天の父が完全であられるよう

に、あなたがたも完全な者となりなさい。」

（マタイ 5：48）ここで言われる完全さは、罪

や欠点がない存在と言う意味ではありません。

人々は目に見える外見によって裁きます。しか

し、神は内面の心にある動機をお裁きになりま

す。ダビデは神に対して全き心を持ち生涯を生

きました。－しかし、彼は主に対して罪を犯し

てしまいました。 

主にあって完全という意味は私たちが思うも

のと全く違うものがあります。成熟した意味、

ギリシャ語では“まっすぐ”であることが含ま

れ、汚点や咎がなく完全な服従です。完全な心

は責任ある心、主の願い、囁き、警告に対し敏

感に応答し、直ちに従うことです。そのような

心は、「主よ私に語ってください。しもべは聴きま

すあなたの道を示してください。私はそれを歩みま

す。」と、絶えず求めます。 

 完全な心は、聖霊により自分の内の深い部分を示

してくださるよう求めます。隠された部分が照らさ

れ、キリストのようではない暗闇が明るみに出され

取り除かれることを望みます。隠れた罪を隠す者

は、責められたり明るみに出されたりすることを嫌

います。 

 主によって探られることは、裁かれることではな

く贖われることです。主の御心は、私たちが聖く純

粋な者として神の御前に立つことができるよう整え

るためです。 

 

「イエス様を乞い求める」著 : David Wilkerson 

 

 



 

 

先週、美味しい食事を振る舞ってくださりありがと

うございました。・・、さらにメインのコストコのケーキ

が分かち合われ、満腹となった方々も

おられました。お誕生日のお祝いなど、

サプライズのパーティーはベン牧師は

嬉しく思っています。愛と喜びを分かち

合うことは素晴らしいです！ 

 

聖餐式/主の晩餐は、・・・来週の日曜日 18日に執

り行われます。この日は当別な日として、イエス様が昔、

私たちの罪を贖うために死なれたことを思い起こす時

を持ちます。「あなたがたは、代価を払って買いとられ

たのだ。それだから、自分のからだをもって、神の栄光

をあらわしなさい。」（1 コリント 6：20） 当日出席のクリ

スチャンたちは全員ご参加くださ

い。また、自分がクリスチャンで

あることを自覚している子ども達

も参加が認められています。当

教会のメンバーでない方も参加

できます。 

 

来週の日曜日（18日）・・・幸男さんとネイディーンさ

んがスピーカーです。彼らは、主が皆さん全員に語りた

いと願われている事柄を分かち合ってくだ

さいます。彼らのメッセージは、日本語、

ポルトガル語、英語で聴くことができます。

（メッセージが 2時間になることはありま

せん！） 

 

ＨＳＫＦＭラジオは・・・・ポルトガル語、

英語の通訳のため、もう暫く使用します

が、さらに良い音声で聴くため携帯のア

プリのご使用をお勧めします。 

ＨＳＫのＷｉｆｉ・・・hsk/1.....PW: song1234. 

アプリ(無料)・・・ Ｂｉｚｚ ｂｙ Ｔｅａｍ Viewer 

 

 

 

Ｍｅｅｔｉｎｇ ＩＤ は説教の初めに表示されます！ 

 

 

 

ご注意ください・・・、集会室の椅子の間隔は感染予

防のために広く取られています。そのため人数が増え

ると座る場所がなくなる恐れがあります。その場合、積

んである椅子をお取りになり、ご自身が安全と思われ

る場所に置いてお座りください

（外には行かないでくださ

い！）。尚、窓は換気のために

開けてあります。 

主がこの国においてもウイルスの拡大を止めてくださ

るよう求め続けてください！ 

 

今日の午後から・・・ベン牧師とルースさんは、沖縄と

神戸の旅行に行きます。ご親族と共にお休みを楽しみ

ます。お二人は 18日の礼拝には出席します。彼らの

留守中、監督者と執事たちが対応してくださいます。

（今週寒くなったら沖縄では泳がないでしょう！）  

 


