
主に感謝せよ。主はまことにいつくしみ深い。 

その恵みはとこしえまで。 

神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。 

主の主であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。 

ただひとり、大いなる不思議を行われる方に。 

その恵みはとこしえまで。 
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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 

４/４(日） 

今日 

    断食祈祷第一日目 

PM １２:３０ 母親たちの祈祷会 

PM １２：３０ 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) 

４/５(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) 

４/７(水) PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

４/８(木) PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

４/１１(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 

     聖餐式/主の晩餐 

PM １：３０ 監督者と執事たちとのミーティング 

 

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

浜松救い主教会 2021-4-4 

(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 

  この数日間のお天気はとても良かったと思いま

す。そして、まだ桜の木を見ていない方がいました

ら、あまり長く待たないで下さい。桜はとても美しい

です。そして、もし時間がありましたら、是非浜松フラ

ワーパークに行って下さい。そこではチューリップが

満開です。主は私たちが暮らすこの島国を美しくして

下さっていると思います！ 

 私はこの数か月間、アメリカの牧師先生、ハンク・ク

ネマン先生とケント・クリスマス先生の日曜日のメッ

セージをユーチューブで聞いています。最初に聞い

た時、彼らが自分たちを預言者であると言及してい

ることに気付きました。自身を説明するのにこの言葉

を使うのを聞いて、私は奇妙な気がしました。なぜな

ら、預言者は旧約聖書の時代の人たちだと教えられ

て育ったからです。そして、預言者の数は徐々に減

少し、もういないと信じるようになりました。日本にい

る預言者を誰が知っているでしょう？でも、初代教

会には預言者がいました。そして、教会のリーダーた

ちは、偽預言者に気を付けるようにとしばしば警告し

ました。でも、伝道者のような教会のリーダーたちに

加えて、神様は教会のために牧師や教師たちを預言

者としました。いいえ、私がこのようなリーダーの一

人であるとは思いませんが、今このことを信じていま

す：この日本に預言者が必要です。HSKのために一

人以上の人を主が選んで下さるよう求めましょう。 

 聖書の色々な個所で“転々と変えられて”使われて

いる”言葉は、“言い伝え”です。 そうです、あちらこ

ちらで変えられて使われています！尊敬され、そし

て後に軽蔑される…認められたけれど、後に認めら

れなくなる。愛されたけれど、後に憎まれる！パウロ

はギリシャのクリスチャンたちにこう書いています『さ

て、あなたがたは何かにつけて私を覚え、また、私が

あながたに“伝えたもの”を、伝えられたとおりに堅く

守っているので、私はあなたがたをほめたいと思い

ます。』（Ⅰコリント 11：2） でも、他のクリスチャンた

ちに対して彼が書いたのは、『あのむなしい、だまし

ごとの哲学によってだれのとりこにもならぬよう、注

意しなさい。それは人の“言い伝え”によるもの、この

世の幼稚な教えによるものであって、キリストによる

ものではありません。』（コロサイ 2:8） ですから、言

い伝えとは良いものでしょうか。、それとも悪いもの

でしょうか。私は、ギリシャ人に対してのパウロの言

葉に賛成です。『そこで、兄弟たち。堅く立って、私た

ちのことば、または手紙によって教えられた言い伝え

を守りなさい。』（Ⅱテサロニケ 2：15） 『堅く立って、

…守りなさい』はこのような意味だと思います：神様

を喜ばせるために生きるように教えられている生き

方で毎日生きるる…あきらめない生き方を習慣にす

るのです！結論です：習慣を作りましょう！ 

 今日は少なくても 3人のクリスチャンたちの洗礼式

を行います。このことは私にとって大きな喜びです。

『なぜなら、私たちはみな、ユダヤ人もギリシャ人も、

奴隷も自由人も、一つのからだとなるように、一つの

御霊によってバプテスマを受け、そしてすべての者

が一つの御霊を飲む者とされたからです。（Ⅰコリン

ト 12：13） 

 今週、皆さんと皆さんのご家族に神様の祝福があ

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(✓) 

 

□今日洗礼を受けた方たちが、信仰に強くとどまるよ

う、お祈り下さい。 

○私たちの教会のシングルマザーたちのために祈りま

しょう。彼女たちが励まされていますように。 

□主が私たちに祈るよう、求めているように、「エルサレ

ムの平和」のためにお祈り下さい。 

○HSKのリーダーたちのために祈って下さいません

か？彼らがするすべてで神様を喜ばせたいと願って

います。 

□主が私たちの道をもたらされるよう、全ての訪問者

たちのためにお祈り下さい。彼らが神様に愛され受

け入れられていることを知りますように。 

○今週、日曜学校の先生たちのためにお祈り下さい。

彼らは、子どもたちがイエス様のもとに来るのを見た

いと願っています。 

□今も多くの地震や洪水、火山噴火が起こっていま

す。多くの人々の安全のためにお祈り下さい。 

○4000億匹のイナゴをユーチューブでご覧になりま

したか？アフリカで異常発生しています！イナゴが

発生している国の多くの国民のために私たちは祈ら

なければなりません。 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「園で」 

 

  父の告別式では、彼が好きだった「祈りの園生を」

(新聖歌 197番)を歌いました「わが主はわれと歩

み、ささやき給いぬ、永遠までも汝は、われのものぞ

と」という繰り返しは、父に、そして私に、喜びをくれ

ました。 

  オースティン・マイルズは、1912年の春、ヨハネの

福音書 20章を読んだ後にこの曲を作りました。「そ

の日、自分が画面に入り込んだように感じました。私

はマリヤがイエスの前にひざまずき「ラボ二（先生）」

と叫んだ、あの瞬間の静かな目撃者でした」と書いて

います。 

  マグダラのマリアは、空になったイエスの墓のそば

で泣いていると、一人の男が、なぜ泣いているのか

と尋ねました。彼女は、園の管理人が話しかけたと思

いましたが、そこにいた人はなんと、復活されたイエ

スでした。マリヤの悲しみは喜びに変わり、弟子のと

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！ 

 

□教会で行っている”フードバンク“のアウトリーチを祈

りに覚えて、参加して下さい。私たちは多くの人たち

がイエス様のもとに来るのを見たいです。 

○日本の若者たちが救い主の必要が分かるよう、お祈

り下さい。 

□私たちの牧師先生や皆さんがご存知の牧師先生達

が主にあって励まされているよう、お祈り下さい。 

○今週私たちの国の政府のリーダーたちのために祈り

ましょう。そしてアメリカの政治リーダーたちは多くの

祈りを必要としています。 

 

 

☞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。 

       

ころに走っていきました。そして「私は主にお目にか

かりました」(18節)と言いました。 

  私たちもイエスが蘇られたと確信しています。今は

天の御国で御父とともにおられますが、私たちをひと

りにはせず、聖霊を下さいました。キリストを信じる

人の内には聖霊が住み、その聖霊によって、イエス

のご臨在と、自分が主のものであることを確信しま

す。 

 

  

ひとりで人生を歩まなくてもよいという 

安心感はどんなものですか。 

イエスの臨在を身近に感じたのはいつですか。 

    

 

 

 

 



お知らせ 

 

 

 

★次回の執事たちのミーティングは…来週の日曜日 

11日です。執事の皆さんは、このミ 

ーティングに出席するように予定し 

ていて下さい。牧師先生は、彼らに 

とても感謝しています！。 

 

★明日、4 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) 

 

★HSK Wifi と繋がるためにお待ちの皆さんへ 

お知らせ：hsk/１ PW:song1234今日の牧師先 

生のメッセージの日本語通訳は FM ラジオ 87 とラインア 

プリで聞くことが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

★来週日曜日(11日)、聖餐式、または主の晩餐 

…を朝礼拝で行います。HSKに 

出席している全てのクリスチャン 

は参加するように予定して下さい。 

このイベントには HSKのメンバー 

でない方も参加できます。お子さん 

も自分がクリスチャンだという自覚があるお子さんは、参 

加できます。『それから、パンを取り、感謝をささげてか 

ら、裂いて、弟子たちに与えて言われた。「これは、あなた 

がたのために与える、わたしのからだです。わたしを覚え 

てこれを行いなさい。」』(ルカ 22：19) 

 

★これらの教会メンバーたちに感謝します…彼らは少なく 

ともこの 2年間、執事として教会に仕えてくださいまし 

た：リンさん、智子さん、ルースさん、アンジェロさん、悠起 

子さん、祐子さんです。今日から、21年 4月から 22年 

3月までの一年間、執事となる次の教会メンバーのグル 

ープは、リンさん、智子さん、ルースさん、悠起子さん、ナ 

イディーンさん、ホナルドさんです。21年 3月から 23年 

3月までの監督者は、幸男さんとアンジェロさんさんで 

す。皆さんと牧師先生を愛しているこれらの教会メンバー 

たちのアシストを受けられることを牧師先生は楽しみにし 

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 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！ 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


