
全ての国々の民よ。手をたたけ。喜びの声を上げて神に叫べ。 

まことに、いと高き方主は、恐れられる方。全地の大いなる王。 

国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。 

主は、私たちのためにお選びになる。 

私たちの受け継ぐ地を。主の愛するヤコブの誉れを。 

神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を、 

上って行かれた。 

神にほめ歌を歌え。ほめ歌を歌え。 

われらの王にほめ歌を歌え。ほめ歌を歌え。 

 

詩篇：47篇 1-6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 

１０/１８ 

（日） 

今日 

    断食祈祷第一日目 

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) 

１０/２１ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

１０/２２ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

１０/２５ 

(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 

ランチと更なる交わり！ 

今晩の祈祷会はありません！ 

 

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

浜松救い主教会 2020-10-18 

(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 

  私は、今では良き友人となったブラジル人牧師先生

とほぼ毎週、近くのレストランで一緒に朝食を食べま

す。私たちがよく話すのは、日本中の様々な教会で起こ

っていることについてです。殆ど全ての会話の中で、私

はブラジルについて何かしら学びます。でも、私はブラ

ジルについて何かを学ぶために彼に会うのではありま

せん。多くの時、彼は自分が知っていることを私に喜ん

で話すわけではありません。むしろ、多くの人々が自分

たちの問題を解決するためにどれほど必死に神様を必

要としているかを話します。彼は、主が多くの日本人を

救って下さるよう、どれほど願っているかを私に話しま

す。会話の最後に彼は言いました。「私はもっと祈ること

が必要です！」と。私はこのような会話がとても好きで

す！正直に満ちています！ 

 10日ほど前、私は最近皆さんと分かち合った真理…

真心について妻と話をしていました！私は、私が誠実

になることを何が妨げるのか、或いは、私がふりをする

のを何が止めるのかをずっと考えていました。そして、

ルースと会話をしているとき、このような思いを持ちま

した：神様の命令に従うことはとても大切だ。弟子のヨ

ハネはこのように書いています：『私たちが神を愛して

その命令を守るなら、そのことによって、私たちが神の

子供たちを愛していることが分かります。神を愛すると

は、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなり

ません。』(Ⅰヨハネ 5：2-3) ヨハネは、クリスチャンた

ちがどれほど無法者であるかを私たちに思い出させて

いるのでしょうか？神様は、クリスチャンたちがどれほ

ど不従順になったかを示しているのですか？いいえ、

そうは思いません。むしろ、自分たちの文化の規則によ

って生きることを選択する人は誰でも、ふりをするよう

に強いられるでしょうし、騙すことを強要されたり、静か

にしているよう脅されるでしょう！でも、神様は初代の

クリスチャンたちにこのことを示しました：『もし、私たち 

が神の命令を守るなら、それによって、私たちは神を知

っていることが分かります。』(Ⅰヨハネ 2：3) 

 私が皆さんにお話するとき、しばしば「重荷」のような

ものを持ちます。どういう意味でしょうか？私は、本当

に病気の人や今も病気の人のために祈っています。私

は、嘘をつかれ騙されて傷ついた人のために祈ってい

ます。人々を殺しているウイスルを止めて下さるよう、

神様にすがり求めています。私が皆さんにお話をすると

き、自分を笑顔にしているのではありません…私は本

当に感謝して、嬉しいのです。私は、神様の御業につい

て偽りの言葉を話しません…神様は見えない方法で働

いて下さっています。そして、皆さんの前に立って更に

頻繁に感じるのは少しの恐れです・・・それは神様が語

っていないことを言ってしまうのではという恐れです。

私は、少しの苛立ちを覚えます…神様があまりにもゆっ

くり働いておられるように思えてしまいます。でも、これ

が真理です：皆さんや私は、この地球上に神様の栄光

の表れの経験をもっと持つべきだと確信します！です

から、毎週教会に自分の「シートベルト」を持ってくるの

を忘れていないか確認して下さい！私たちは、毎週速

い電車か飛行機に乗っているでしょう！ 

 私は告白しなければなりません。毎週、私は“あまりい

い気持ち”がしません・なぜでしょう？それは、皆さんに

さようならを言う時間があまりにも早く来るからです…

そこでは、私は皆さんに何も言うことがないように思え

ます…皆さんは家に帰る必要があります。私たちが再

びお会いする次の日曜日が来ます。素晴らしいです！

そして、今週、主が皆さんを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(✓) 

 

□より多くの若者がＨＳＫへ参加し始めることを

祈りましょう！そして、ＨＳＫへ出席していな

い子どもたちのために祈っていなければなりま

せん。祈って下さるのは誰ですか？ 

○宣教師の友人である（ジャスタス・コニーさん

とリックさん）のために祈って下さいません

か？彼らは最近より良い健康を必要としていま

す。リックさんは長年心臓の問題に耐えてきま

したが、今日奇跡が必要です。 

□フードバンクから食料を受け取っている方々の

ためにお祈り下さい！彼らがイエスさまを知り

たいと願いますように。 

○ホナルドさんは、アンドレアさんの親戚（ナイ

アさん）のために祈りを求めています。彼女は

最近脳卒中を患いました。彼女のために祈りま

しょう。 

□主が言われるように続けて「エルサレムの平

和」を祈って下さい。 

○新型コロナウイルス感染症は、まだ多くの国で

広がっています。ワクチンが間もなくできます 

 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「彼方からの声を聴く」 

 

  携帯電話や Wi-Fi、電子レンジでさえ無い…。

それが「アメリカで最も静かな町」と呼ばれる

ウエストバージニア州グリーンバンクの生活で

す。ここには世界最大の可動式電波望遠鏡があ

って、深宇宙の中性子星や銀河が発する電波を

「聴く」ために「静かな」環境が必要です。サ

ッカー場より開口面を持った望遠鏡は、電波の

送受信が法律で厳しく規制されている広大な地

域の真ん中にあります。 

  科学者たちは意図的に作られた静けさのおか

げで「天体の奏でる音楽」を聴くことができま

す。私にとっては、宇宙の創造主の声に耳をす

ましなさいという促しでもあります。神は、気

まぐれで不真面目な人々に対し、預言者イザヤ

を通して語られました。「耳を傾け、わたしの

ところに出て来い。聞け。そうすれば、あなた

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！ 

 

ようにお祈り下さい。私たちは主に病気を癒して

下さるように求めなければなりません！ 

□家族全員に救いが来るように祈りましょう。私

たちの教会の妻たちや母親たちは、クリスチャ

ンの家族を望んでいます。再び祈って下さるの

は誰ですか？ 

○新天皇とご家族がイエスさまと出会えますよう

にお祈り下さい。 

□ＨＳＫの子どもたちのために祈ることを覚えま

しょう。主が彼ら全員を安全に守られますよう

に。 

○あなたは、かつてＨＳＫに来ていましたが、今

は来ていない家族を知っています。主がもう一

度彼らを連れ戻してくださるよう、求めて下さ

いませんか？回復を信じましょう！ 

□私たちの市街の全ての牧師のために、再びお祈

り下さい。ミーティングがないために本当に落

胆している人もいるかもしれません！ 

 

☞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。 

       

は生きる。わたしはあなたがたととこしえの契

約…を結ぶ」(イザヤ 55：3)。神は真実なお方で

す。神を求め、神に赦しを請うすべての人に対

して、永遠の愛を約束しておられます。 

  私たちは雑事や雑念を離れ、聖書を読み、神

に祈り、神の御声にしっかりと耳を傾けること

ができます。神は近くにおられます。そして、

私たちが時間を割いて神と過ごすことを望んで

おられます。そうすれば、神が常に優先されま

す。今の生活にも、永遠においても。 

 

神に耳を傾けることが重要なのは 

何故でしょう。 

神のための時間を、どうやって取りますか？ 

 



お知らせ 

 

 

 

★来週 25 日、屋外または、屋内でランチをしまし

ょうか？ この週報が印刷される 

時点では、来週どこでランチを食べ 

るか決まっていませんでしたが…今 

日お知らせします。牧師先生は、先 

月のランチでより多くの人たちが残って食事をしたことを

とても喜びました。ですので再び来週もできるのではない

でしょうか？そして、屋外がそんなに寒くなければ、バー

ベキュー、またはピクニックをしましょう！ 

 

★2 週間前…日曜日の夜の祈祷会部ループの写真で

す！(幸男さんは写真には写っていませんが、そこにいま

した！)続けて今晩の祈祷会に出席することを考えてくだ

さい。報道は容易に変わりますが、ウイスル感染や家族の

分断、反抗的な子供たちというような多くの問題は今も続

いて起こっています。私たちは主にいくつかのことを止め

て下さるように求め続けていなければなりません！祈りま

しょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

★この情報は全ての訪問者たちのためにもう一度

表記します！HSKの FM ラジオは、 

今日のスピーカー  の方たちのポル 

トガル語と英語での通訳を聞くために 

使用できます。でももっとよく聞くた 

めに、ご自分の携帯をお使いになることをお勧めします。

HSK WiFi に 接 続 す る た め に 、 hsk/1 … PW: 

song1234 に接続し、次のアプリをダウンロードして下

さい： Blizz by Team Viewer これは無料です。(ご

自分の携帯電話をお使い下さい) 集会の IDは、牧師先

生が話し始めるとすぐに表示されます！ 

 

 

★簡単に報告します…最新の HSK会計報告は、来 

週の週報に掲載します。これまで、あ 

なたの教会に捧げて下さって感謝しま 

す。フードバンクでは食品やその他の 

もので今も必要とされている物がある 

ことを覚えていて下さい。このアイテムリストは SKI スタ

ンドでご覧になれます。 

 

★金銭的援助をしたい方は…請求書の支払いに助 

けを必要としているクリスチャンをあ 

なたがご存知で、その方に金銭的な 

援助をしたいと思っているかもしれ 

ません。でもあなたからの贈物であ 

ることを知られたくない方は、お金を 

入れた封筒にその方の名前を書いて、教会の献金箱にお 

入れください。教会の会計係、または牧師先生が速やか 

にその方にお渡しします！ 

 

★PAの問題が続いていますが…もう一度ご自身 

のコンピューターや携帯でご視聴下さ 

い！先週、長い間起きている問題に 

対する更なる解決策が見つかりまし 

た。ケーブルからワイヤレスの設備に 

変えることは容易ではありません。で 

も、成功に近づいています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


