
主よ。私はあなたに身を避けています。 

私が決して恥を見ないようにしてください。 

あなたの義によって、私を救い出し、私を助け出してください。 

あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。 

私の住まいの岩となり、強いとりでとなって、 

私を救ってください。あなたこそ私の巌、私のとりでです。 

わが神よ。私を悪者の手から助け出してください。 

不正をする者や残虐な者の手からも。 

神なる主よ。あなたは、私の若い頃からの私の望み、 

私の信頼の的です。 

詩篇：71篇 1-5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 

５/１６(日） 

今日 

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) 

５/１９(水) PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

５/２０(木) PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

５/２３(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 

    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 2021-5-16 

(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 

  どこから書き始めましょうか？まず、先週の日曜

日 9日は、悠起子さんと私がインタネットを通して話

しましたが、皆さんが忍耐をもって聞いて下さったこ

とをとても感謝しています。HSKには私たち皆をつ

なぐ最高の設備はありませんが、この時期、更に高

価な設備を購入する必要はありません。本当に直接

会うことが私は一番好きです。ですので、今日、皆さ

んと共にこの教会にいることを私はとても嬉しく思い

ます。（先週のパーティーを逃してしまい少し悲しか

ったです。）そして、もう一度申し上げますが、この 2

週間の自宅待機中、皆さんのお祈りを感謝します。

もちろん、ルースさんと一緒にいることは決して退屈

ではありません！ 

 アメリカから帰国して以来、そこで見聞きしたことに

ついて考え続けています。私は、アメリカの教会のた

めに沢山祈っているとは言えませんが、アメリカの教

会のことを考えます。アメリカで神様がして下さって

いる幾つかのことは、ここでも起こって欲しいと思い

ます。でも確かに、ここ日本でも起こるとアメリカの

教会のリーダーたちが信じているので私はとても嬉

しく思います。アメリカのクリスチャンたちは、更に世

界のために祈っているようです！これは良いことで

す！ 

 先週、私は 3つの国旗を購入しました。それらを今

月受け取れることを希望しています。それらはイスラ

エルの国旗とクリスチャンの国旗、そして”天国に訴

える国旗“です。あとでこれらの国旗についてお話を

しますが、今、神様は私に語られていると思います。

それは、日本中で神様がしようとすることについて新

しい期待を持つようにというものです。日本において

神様の次の大きな動きに私が深く入り込んでいくと

は思いませんが、何か驚くべきことを見たいと願って

います。 

 先週、皆さんにインドのためのお祈りをお願いしま

した。インドの医療制度を破壊するほどにコロナウイ

ルスの感染が拡大していることを皆さんは新聞やテ

レビの報道でご存知だと思います。私たちは続けて

祈らなければなりません。そして、その国のクリスチ

ャンたちを主が守り祝福して下さるよう、主に求めて

下さい。今現在、今週、私たちはイスラエルのために

祈らなければなりません。その国で今何が起きてい

るのか、注意深く新聞を読み、またテレビの報道を見

て下さい。その報道は良いものではなく、ひどいもの

です。主がイスラエルの国にいるクリスチャンたちを

守り、祝福して下さるよう、私たちは祈らなければな

りません。 

 ＨＳＫに捧げて下さっている皆さんにもう一度、感

謝申し上げます。多分、会計報告は皆さんにとって興

味深いものではないかもしれませんが、皆さんには

どのくらいのお金が教会に献金され、また使われて

いるかを知って頂きたいと思います…この情報は皆

さんに秘密にされるべきではありません。そして、他

の人たちに私たちが捧げている捧げものについて知

ることはとても大切だと思います。私は、フードバンク

の捧げものについて良い報告を聞いています。そし

て、私たちはこの教会のこのアウトリーチを続けてサ

ポートするべきです。 

 今週、あなたとあなたのご家族の上に神様の祝福

が満ちますように。神様があなたのご家庭を祝福し

て下さるよう、私は祈っています。 

      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(✓) 

 

□今週、アメリカ、インド、そしてブラジルのために祈り

ましょう。それらの国では今もコロナウイスルの感染

が深刻です。 

○再び教会の”フードバンク“のためにお祈り下さい。イ

エス様を知ることを通して人々が祝福されますよう

に。 

□特定の国々の中で働いている悪しき力に対抗して祈

りましょう。 

○HSKの子供たちを覚えてお祈りくださいません

か？この子供たちは神様の目に尊く、神様は彼ら皆

にご計画を持っておられます。 

□ベネッサさんのためにお祈り下さい。彼女は最近目

眩を経験しています。 

○メアリージェーンは直ぐに健康診断を受けます。そし

て、良い結果が聞けるよう、祈っています。 

□私たちの職場や家庭で神様を喜ばせたいという願い

をもって個人的に礼拝する私たちを助けて下さるよ

うにと、陽子さんは神様に求めています。 

○幸男さんは、新しい会社で、働くための資質に関係

した良い仕事をする人々を捜すことに携わっていま

す。新しい仕事を始めた彼のために祈りましょう。 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「罪悪感と赦し」 

 

  文化人類学者のドナルド・ブラウンの著書『ヒューマ

ン・ユニヴァーサル』には、文化を超えた人間の共通

点以上挙げられています。例えば、玩具、ジョーク、

ダンス、ことわざなどがある、蛇を恐れる、物を紐で

くくることなどです。また、どの文化にも善悪の概念

があり、気前の良いこと、約束を守ることを善とし、

卑怯、意地悪、殺人を悪としているといいます。人に

は良心が備わっているのです。 

   神はユダヤ人に十戒を与え、善悪を教えられまし

たが、異邦人も良心に従えば正しい行いができる

と、使徒パウロは気付きました。神の律法は「彼らの

心に書かれてい」たのです（ローマ-2：14-15）。とこ

ろが、人は正しく行動するとはかぎりません。ユダヤ

人は律法に背き（2：17-24）、異邦人は良心に背い

て（1：32）、罪を犯しました。しかし、悔い改めてイエ

スを信じるなら、神は掟破りの罪を不問にして下さ

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！ 

 

□イスラエルでは、今現在パレスチナとの間に不安な

状況にあります。エルサレムの平和のためにお祈り

下さい。 

○続けて、全ての人々にとって容易にアクセスできる教

会建物が与えられると信じて求めて下さい。 

□中国の国民と指導者たちがイエス様を知るようにな

るよう、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。 

       

います（3：23-26、6：23）。 

   神の被造物なる人には善悪を判断する力が備わ

っています。ですから、悪いことをしたり、すべき善を

しなかったりすると、罪悪感に襲われます。しかし、素

直に罪を認め、神の赦しを乞うなら、神はその罪を

帳消しにしてくださいます。私たちがすべきことは、

神の赦しを乞うことです。 

 

  善悪を判断する力はどこから来ると思いますか。 

あなたは、イエスに赦しを乞いたいことが 

ありますか。 

    

 

 

 

 



お知らせ 

 

 

 

★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。 

 

 

 

 

 

★毎週日曜日に約３０分…或いはそれ以上長く交わ 

りの時間を教会のインタネットサイト“live streamed” 

で流しています。その目的は家で 

視聴しているメンバーたちが教会 

と繋がり続けるためです！牧師先 

生は、集会に出席できない皆さんにお会いできず淋しく

思っていますし、私たちが一緒にお会いできる日を楽しみ

にしています！ 

 

★この週報に…2 ヶ月分の会計報告のコピーが入って

います：3月 16日から 4月 15日 

までのものと 4月 16日から 5月 

15日までのものです。牧師先生の 

留守中、最初の会計報告(3月 16 

日～分)が週報に載りませんでした 

が、今日それらを確認できます。また、詳細報告のコピー

もありますが、それは常時 SKIスタンドで見ることができ

ます。もし何かご質問がありましたら、教会の会計係の鈴

木智子さんにお尋ねください。牧師先生は智子さんにとて

も感謝しています。 

 

★什一献金報告・・・4 月 16 日から 5 月 15 日までの

月の什一献金の報告は、来週の週

報に掲載します。牧師先生が留守

でしたので、この報告が遅れまし

た。この報告を牧師先生と分かち合 

うと先生はとても喜びました。 

 

 

★今月は日曜日が 5回あります・・・ですので、日曜 

日の夜の祈祷会は 3回あります。来週の 

日曜日の夜の祈祷会が今晩になります。そ 

して 5月 30日にも行います。教会の他の 

祈祷会にも加わって下さい。また、インター 

ネットを通しても参加して下さい。祈りましょ 

う…情熱をもって！ 

 

★最近、牧師先生は…アメリカの教会リーダーたちが 

信じていることについて話され 

ましたが、それは神様は日本も 

含む世界中ですぐに始めようと 

しておられることについてです。もし、この牧師先生、ダッ 

チ・シーツ氏が神様から聞いたことを聞きたい方は、下記 

のユーチューブでチェックして下さい。とても素晴らしい 

メッセージです！（注：このメッセージは英語のみとなりま 

す。） 

https://www.youtube.com/watch?
v=p7sekBMEImk 
 
 
 

母の日、おめでとうございます！ 
何という写真でしょうか！ 
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