
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 

５/３０(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) 

６/２(水) PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

６/３(木) PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

６/６(日) 

第一日目断食祈祷の日 

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 

PM１２：３０ 母親たちの祈祷会 

PM１２：３０ 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) 

６/７(月) 
第二日目断食祈祷の日 

PM  ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

 

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

浜松救い主教会 2021-5-30 

(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 

  今日は 5月最後の日曜日で、明日は 5月最後

の日です。皆さんはこのことを信じられないかもしれ

ませんが、先週、クリスマスの飾り付けを我慢する必

要がある場合のことを考えていました！私はあまり

にも頻繁に将来のことを楽しみにし過ぎてしまいま

す。偉大なことをして下さる神様に期待することは、

神様の方法で生きるためには大切なことだと思いま

す。そして、確かに毎日の出来事に耐えることはつま

らないです。皆さんはどう思いますか？ 

 この一週間以上、私はエゼキエル書を読んでいま

す。最初の章は、この書簡の内容について不思議に

思えるとても珍しい幻が書かれています…“私はこ

のユダヤ人の祭司が書いていることを理解するつも

りです。”そして、彼の書いていることをもう少し読み

進めると、イスラエル人がどれほど頑固であったかと

いうことを神様は十分に言うことが出来ないように見

えます。（聖書学者たちは、28章はサタンを説明して

いると信じています） でも、34章 11節では良い知

らせが表されています。『まことに、神である主はこう

仰せられる。見よ。わたしは自分で私の羊を捜し出

し、これの世話をする。』、『わたしがわたしの羊を飼

い、わたしが彼らをいこわせる。―神である主の御告

げ。―』(34：15) 私の結論です：主は永遠に私たち

の味方です！ 

 政治家たちについての最も貧弱な意見の一つはこ

れです：彼らは、自分たちの友人の大多数を喜ばせ

ることを言う。多分、似たような意見が悪いとは思わ

れませんが、確かに、セールスマンは、よくお客さん

を喜ばせることを言います。そして、男優や女優たち

はどうでしょうか？もし彼らが映画のプロデューサー

たちに批判的であったら、有名にはならないでしょ

う！でも、多くの教会のリーダーたちがすることを皆

さんは想像できますか？そうです、彼らは、教会のメ

ンバーたちを喜ばせ満足させることを言います。これ

は、私が皆さんに言うべきことだと信じます。：あなた

は真理を知ります。そして、その真理はあなたを自由

にします。あなたは完全な真理を知ります。そして、

その完全な真理はあなたを本当に自由にします。 

 ユダヤ人とアラブ人の衝突について多くの人々の考

える理由が私の頭の中にこのような思いを抱かせませ

ます：私はどちらの味方をするべきなのか？そして、先

週、私は、この教会が支援している団体のユダヤ人リー

ダーから良い知らせを受け取りました。 彼の手紙には

こう書かれていました：“これらすべてのチャレンジの只

中で、アラブ人のクリスチャンたちとメシアニックのユダ

ヤ人たちのコミュニティは、愛と一致と平安の内に共に

祈っています。アラブ人のクリスチャンたちは勇敢と信

仰の場所に立っています。私たちは、将来に向かって共

に希望を抱いています。このことをお伝えして結びの言

葉とします、と。私は、救い主、イエス・キリストを愛して

いる全ての人々のために主に感謝します。 

 主があなたを祝福し、守られますように。主があなた

に御顔を照らし、あなたを恵まれますように。そして、平

安を与えられますように。     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(✓) 

 

□のりよしさんは、友だちのレオさんとケイラさんの救

いを信じています。今週、彼らのために祈りましょう。 

○もりやスーザンさんの友人、テスさんのためにお祈り

下さい。彼女のお母さんは、最近コロナウイルスで亡

くなりました。 

□HSKに来るすべての方が霊的に成長して、賢くなる

ことを求めている方がいます。 

○今も、多くの国々は、コロナウイルスに苦しんでいま

す。このウイスルを主が止めてくださるよう、祈りまし

ょう。 

□ベネッサさんは、多くの人々にイエス様のことを語る

ために力と神様の助けを求めています。 

○フードバンクによる教会のアウトリーチのために続け

て祈りましょう。このことを通して多くの人々が救わ

れますように。 

□イスラエルとパレスチナの衝突が止まるよう祈りまし

ょう！ 

○メアリージェーンさんと娘さんのレイカさんのために

お祈り下さい。 

□ここ日本で主に仕えている多くの牧師先生や宣教師

たちが、励まされていますよう、お祈り下さい。 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふさわしいお方」 

 

  イギリスの医療宣教師ヘレン・ローズベアは、1964

年、コンゴ動乱の際、反乱軍に捕らえられ、虐待され

ました。彼女は、こんな苦痛に耐える価値があるの

かと自問しました。イエスに従う代償について考えだ

したとき、彼女は神が語りかけておられると感じまし

た。後年、次のように語っています。「神は質問を変

えなさいと言われました。『耐える価値があるか』で

はなく、『ささげるに値するか』と問いなさいと言われ

ました。」 

   すさまじい試練の中で主の恵みが働き、ヘレン・ロ

ーズベアは決心しました。どんな状況に遭遇したとし

ても、「私のために死の苦しみを受けた救い主は、私

をささげるに値するお方だ」と腹をくくったのです。 

   彼女の「神は私をささげるに値する」という言葉

は、「ほふられた子羊は、力と、富と、知恵と、勢いと、

誉れと、栄光と、賛美を受けるにふさわしい方です」

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、この教会への来訪者たちを主に感謝して

います。彼らが教会に来た時には、手を差し伸べまし

ょう。 

□日本の天皇と天皇家の人々の救いのために祈りまし

ょう。 

〇私たちの教会の子供たちのためにお祈り下さい。彼

らが全ての悪から守られますように。 

 

 

 

☞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。 

       

というヨハネの黙示録に記された賛美に呼応しま

す。私たちの救い主は、私たちのために苦しみ、血を

流し、死んでくださいました。イエスがすべてをささ

げてくださったので、私たちは、永遠のいのちと希望

を値無しで受けられます。主はすべてをささげるに

値するお方。すべてを受けるにふさわしいお方です。 

 

 

  イエスの死と復活は、自分が遭遇するすべて 

の状況を超越していると、どのように証明しま

すか。 

  今日、あなたは私のすべてですと、どうやっ

て主に伝えますか？ 

 

    

 

 

 

 



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。 

 

 

 

 

 

★新しい賛美曲を覚えます …近い将来、”十字架で 

           “という賛美曲を賛美します。ポルトガル 

           語では次のタイトル(Lá na cruz –  

Diego Natan Cover)でユーチ 

ューブでこの曲を検索して下さい。英

語では Chris Tomlin - At the cross (love 

ran red)です。すぐにこの曲を覚えて、一緒に賛美しま

しょう。 

 

★牧師先生のメッセージの日本語通訳…FM ラジ 

オ 87局と“Line”（悠起子さんが自宅 

から通訳をしています）で聴くことが出 

来ます。そして、FM ラジオの操作方法 

が分からない方は、智子さんが助けて 

下さいますので彼女にお聞きください。 

 

★今日のバーベキューの料理人たちに感謝します 

             食事の準備をして下さっている方々

に、そして、サラダを作ったり飲み物を

用意して下さった数人の女性たちも含 

めて感謝します。今日のランチで 

は、天気がいいことを願います。そして、牧師先生が何を

考えているか、皆さんは分かりますか？そうです、また次

のバーベキューはいつしようか？彼のために祈って下さ

い。彼は、いつも神様の喜びを分かち合うために次のイベ

ントを考えています！ 

 

 

★最新情報です…ブリッジフォーピースからの情報誌 

             が教会玄関の机に置かれています。

この小冊子は、無料です。来週日曜

日午後 1時半から 12号室で、イス

ラエルのための祈り会があります。 

この祈り会についての詳細は、鈴木智子さんにお聞きくだ 

さい。 

 

★6月 6日(日曜日)、7日(月曜日)は…次の断食 

祈祷日になります。教会メンバーの皆さん 

はこの 2日間の内のどちらを選んで断食 

祈祷をして下さい。今日、私たちは神様の 

助けと癒しを必要としています。日曜日と 

月曜日の夜 7時から祈祷会があります。共に祈りましょ 

う。 

 

★今日から…大きなプラスチック製のシートでワーシッ

プチームと会衆を分けます。牧師先から 

このシートについての短い説明がありま 

す。でも…このシートは歌う側とそれを 

見る人を分断させるような考えを生む 

ものではありません！皆さんはもっと 

大きな声で歌うべきです！皆さんはも 

っと大きな声で叫ぶべきです！私たちは地獄から来るす

べての考えを教会に迎えるべきではありません！ 

 

★私たちは国々のために祈ることを止めてはいけ 

ません…今も多くの国々はコロナウイルスの感染に苦し 

んでいます。ここにトップ 3の国があります：アメリカ、イ 

ンド、ブラジルです。日本はこのリストで 35番目でした。 

ウイルス感染は今も拡大しています。私たちは神様にこれ 

を止めてくださるよう、続けて祈らなければなりません。今 

週、祈って下さるのは誰ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


