
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 

１０/４ 

（日） 

今日 

    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) 

１０/５ 

(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) 

１０/７ 

（水） 
PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

１０/８ 

(木) 
PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

１０/１１ 

(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 2020-10-4 

(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 

 初代クリスチャンたちの経験の一つはとても悲しいも

のです。どんな経験でしょうか？とても良き友人となっ

た他のクリスチャンたちの中には彼らの信仰を拒絶した

人もいました。パウロはデマスという名前の友人につい

てこう記しました。『デマスは今の世を愛し、私を捨てて

…』(Ⅱテモテ 4：10) そして事は更に悪くなりました！

『…みな私を捨ててしまいました。…』(Ⅱテモテ 4：16) 

デマスが主を喜ばせるために生きることを止めてしまっ

たときのパウロの気持ちがどれほど酷いものであった

か、私たちには分かりませんが、パウロは苦しんだと思

います。長年にわたって、私は同じような経験をしてい

ます。一度私はルースにこう言いました、「もしあなたが

私の顔を叩いたとしても、それはある教会メンバーが私

に話すのを止めて教会に来ることを拒むことよりも、は

るかに傷は少ないよ。」と。その痛みは直ぐに治りませ

ん…それは長く続きます…時には２年以上にもなりま

す。そうです、それが私に起こっています。でも、最近聖

書で読んだ個所で再び私を生き返らせた御言葉が何

かお分かりですか？『金銭を愛する生活をしてはいけ

ません。いま持っているもので満足しなさい。主ご自身

がこう言われるのです。「わたしは決してあなたを離れ

ず、また、あなたを捨てない。」』(へブル 13:5) 何とい

う友でしょうか…全能なる神様は！ 

 約 2週間前に、私の息子の一人が再び私の退職の

計画について尋ねてきました。私がルースにそのような

計画を話すとき、彼女はいつも 4～5語でその会話を

終えます「主の御心がなりますように！」と。私には、大

工などを必要としている他の牧師を助けることを含め

ていくつかの考えがあります！でも確かなことは、もし

私たちがアメリカに帰ったら、情熱的な人が牧会をして

いる教会に出席しなければなりません…その牧師先生

は賛美をしたいと願う人々で溢れる大きな教会に対す

る大きなビジョンを持った方で…国籍は関係なく人々

を愛する牧師でなければなりません。私はずっとわくわ

くしていたいです。神様の知恵を増し加えたいです。神

様の教会に対する私の愛は増し加わっていかなければ

なりません！ですから…これらの経験の備えをするた

めに私は何をしているべきでしょうか？ここに一つの考

えがあります：今、神様に対して私たち皆が飢え渇いて

いなければならないと思います！イエス様は言われま

した『いま飢えている者は幸いです。あなたがたは、や

がて飽くことができますから。』(ルカ 6：21) 

 気が散ることは簡単に起こり得ることだと思います。

私は最近、運転中、気が散ってしまうことがあることに

気付きました。ですから、もっと運転に集中しなければ

なりません。でもある種の気が散ることは常に避けなけ

ればなりません。神様が言っておられることを聞くのを

妨げるものによって気が散ることです！たまに友人を

訪問したルカは、このことを記録しています：『ところが、

マルタは、いろいろともてなしのために気が落ち着か

ず、…』(ルカ 10：40) マルタはイエス様のために昼食

を用意するのに余りにも忙しくなりました。「でも、牧師

先生、昼食の用意をするには集中しなければならない

ですよ！奥さんが間違ってしまい、健康的でない食べ

物がテーブルに置かれるかもしれません！」そうです、

そうなるかもしれません。でもマルタは忙しくなり過ぎ

てイエス様が言われていることを聞く事が出来ません

でした。彼女は、色々なことを心配して、気を使ってい

たのです。(41節)私の結論です：神様に聞くことから

何ものもあなたの気を散らすことを許してはいけませ

ん！ 

神様の祝福がありますように。 

     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(✓) 

 

□私たちの姉妹（リンさん）のために祈り続けて

下さい。彼女は化学療法を続けています！ 

○ＨＳＫのシングルマザーのために再びお祈り下

さい！彼女たちは必要を満たすために主を必要

としています。 

□アメリカ合衆国のためにどうぞ祈って下さいま

せんか？来たる 11 月の選挙で、主が道を示され

ますように！最近、何千人ものクリスチャンが

ワシントンＤ.Ｃ.に集まり、国のために祈りま

した。全国民にとって深刻な時期です！ 

○日本の新首相、菅氏のためにお祈り下さい。彼

が直ぐにイエスさまと出会うことができますよ

うに。日本にはクリスチャンの政治家が必要で

す！ 

□ベン牧師の母（レアさん）が、元気に健康にな

るようにお祈り下さい。彼女はあまり具合が良

くありません。 

○日曜学校の先生方全員にとても感謝していま

す。今週、彼女たちのために祈って下さいませ

んか？彼女たちはＨＳＫの子どもたちを本当に

愛しています。 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「風変わりな慰め」 

 

  リサは戸惑いました。「主がその若い者の目

を開かれたので、彼が見ると、なんと、火と馬

と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちてい

た」(Ⅱ列王記 6：17)と記したカードを受取りま

したが、状況に当てはまりません。「私は癌だ

し、流産したばかり。天の軍勢は当てはまらな

い。」 

  ところが「天使たち」が現れました。癌を克

服した人たちが話を聞いてくれました。海外赴

任中の夫は予定より早く帰国しました。友人た

ちが共に祈ってくれました。しかし、パティー

がティッシュ 2箱を持って尋ねて来てくれた時

には、何よりも神の愛を感じました。彼女はそ

れをテーブルに置くや泣き出しました。自身も

流産を経験し、その痛みを知っていたのです。

かけがえのない体験だったとリサは言います。

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！ 

 

□私たちは教会の建物を感謝していますが、それ

でも誰もが簡単にアクセスできる建物を望んで

います。お祈り下さい！ 

○私たちはコロナウイルスの終息を祈り続けなけ

ればなりません。メアリージェーンさんは、フ

ィリピンで病気の親戚のために祈ることを求め

ました！ 

□幸男さんの友人でもあり、ＨＳＫに来たことも

あるブラジル人牧師は、非常に深刻な脳卒中で

苦しんでいます。レジナルド・アラウージョ牧

師の完全な癒しをお祈り下さい。 

○アマルさんは、今年、奥さんと娘さんが浜松へ

引っ越すことができるようになることを望んで

います。直ぐに実現するように主に求めて下さ

い！ 

□多くのＨＳＫメンバーや友人には、まだクリス

チャンではない子どもがいます。私たちはこの

子どもたちを救って下さるように、主に求め続

けなければなりません。祈るのは誰ですか？ 

 

☞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。 

       

「今なら理解できます。天の軍勢はずっとそこ

にいました。」 

  敵の軍隊がイスラエルを取り囲んだとき、天

使たちがエリシャを守りました。しかし、エリ

シャのしもべにはそれが見えず、「どうしたら

よいのでしょう」と言いました(15節)。それで

エリシャは「彼の目を開いて見えるようにして

下さい」と祈りました(17節)。 

  私たちが神を見るなら、苦境は問題の本質

と、私たちが一人ではないことを示します。神

の慰めが私たちを離れないことを体験します。

神は思いがけない方法でご自分の愛をしめされ

ます。 

 

悪い知らせを聞いた時、あなたにありがちな反

応は何ですか。苦境を乗り越えた時、神を見る

目はどのように変わりましたか。 

 



お知らせ 

 

 

 

★次回の執事たちのミーティングは…来週日曜   

         日(11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、10 月 5 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) 

 

★この 3～4 週間で…少なくとも 5 つの教会のマイ

クシステムが使用できなくなりました。 

新しい中古の設備が使用できなくなっ 

たものと入れ替えをする為に購入され 

ます。そして、このことで変な音が突 

然聞こえることがあるかもしれません。 

ある人は、このような音を取り除くた 

めに一生懸命努力して下さっていますので、どうぞ忍

耐して下さい。全てが通常通り機能する日が来るでし

ょう…そう願います！ 

★4 月にお知らせできませんでしたが…牧師先

生は教会内でコロナ関連に必要

な突然の変化があったためにお

伝えすることができませんでし

たが、HSK 執事は、リンさん、ル 

ースさん、鈴木智子さん、アンジェロさん、悠起子さ 

ん、鈴木祐子さんです。彼らは 2021 年 3月まで皆さ 

んに仕えて下さいます。幸男さんは、続けて HSKの唯 

一の監督者として仕えて下さいます。牧師先生は、皆 

さんをとても愛しているこの教会メンバーたちに非常 

に感謝しています。彼らはいつも牧師先生を励まして 

います！ 

 

★注：聖餐式、或いは主の晩餐は 10月 18日 

に執り行われます。 

この行事が行われる日 

曜日はそれ以外の日曜 

日よりも特別な日とな 

るのではありませんが、ずっと以前イエス様が私たち

の罪の赦しの代価を払うためにして下さったことを思

い起こすことを期待することは良いことだと牧師先生

は考えます！『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) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

神が造られた物はみな良い物で、感謝して受ける

とき、捨てるべき物は何一つありません。(Ⅰテモ

テ 4：4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10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！ 

 

  

 

 

 

 

 


