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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。 

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ＨＳＫの礼拝ＤＶＤを

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

とのできるためのベビールームも設けて

いますのでご利用ください。 

 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
Hamamatsu Church of the Savior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5/23今日! 夜の祈祷会はありません！  

5/26（水） PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

5/27（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

5/30（日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   日曜礼拝＆HSK日曜学校&交わり! 

ブラジルＢＢＱ！（雨天？屋内で飲食！） 

ＰＭ 6：55 見張り人の集い（祈祷会） 

（ hskchurch.comのライブ祈祷会！） 

2021-5-23 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

主よ、わたしはあなたに寄り頼む。 

とこしえにわたしをはずかしめないでください。 

あなたの義をもってわたしを助け、わたしを救い出してください。 

あなたの耳を傾けて、わたしをお救いください。わたしのためにのが

れの岩となり、わたしを救う堅固な城となってください。 

あなたはわが岩、わが城だからです。 

わが神よ、悪しき者の手からわたしを救い、 

不義、残忍な人の支配から、わたしを救い出してください。 

主なる神よ、あなたはわたしの若い時からの 

わたしの望み、わたしの頼みです。  詩篇 71：1-5 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 この数日は検疫から解放されて、私は自由を楽し

んでいました。先週皆さんと共に過ごせたことは私にと

って特別な喜びでした。近年私が他の牧師たちにこう

話していました。「メッセージはケーキやアイスクリーム

みたいであるべきだと考えやすいが、自分はビーフを

出す！」  

私はビーフを好むクリスチャンたちのもとに戻れて

嬉しいです！この意味がお分かりでしょうか？ 

イスラエルやインドについてのニュースを、皆さん

がご存知だとよいのですが、両国の状況は刻々と変化

しています。私たちもそれに合わせて日々変化しなが

ら祈らなければならないでしょう！ウイルスや戦争を止

めてくださることを、主に求め続けてください！それら

は多くの人々の命を奪います！ 

この数か月間、私は旧約聖書をより詳しく読んでい

ます。イエス様が 3日後に墓からよみがえることを示

す旧約の箇所を私は見つけようとしています。旧約聖

書の中にそのことが書いてあると言ったのは誰でしょ

う？パウロです（1 コリント 15：3） 私が見つけたのは

どこだと思いますか？出エジプト 3：6・・「『わたしは、あ

なたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブ

の神である』・・」  

全能なる神のこの御言葉をイエス様はどのように解

釈されたでしょうか？ 

「『わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神

である』と書いてある。神は死んだ者の神ではなく、生

きている者の神である」  ハレルヤ！ 死はもはや私

たちを支配することはありません！ 

 先月アメリカに帰国した時のことをいまでも思い出し

ていますが、その 1つのことは、教会の建物です！巨

大な建築物もあります！駐車場も広大です！もちろん

ネットでそのような光景を見ていましたが、実際に目に

すると、こんなに大きい建物を誰が夢見ただろうかと思

わざるをえません。数百数千ものクリスチャン達が集う

場所について聖書ではどのように書かれているでしょ

うか？キリストのこの言葉が伝えているように思えま

す。「また言われた、そこで、わたしもあなたに言う。あ

なたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわ

たしの教会を建てよう。ハデスの門もそれに打ち勝つ

ことはない。」（マタイ 16：18） 

そうです、教会が強力になることは神によって計画さ

れていたことです。それから私にとってはどのような意

味があるでしょうか？その答えの 1つは、「それは今、

天上にあるもろもろの支配や権威が、教会をとおして、

神のあらゆる知恵を知るに至るためであって、」（エペ

ソ 3：10） 

あなたの教会に捧げてくださりありがとうございま

す。そしてルースさんと私のために祈ってくださりあり

がとうございます。皆さんと共に歌ったり笑ったりするこ

とは・・なんという喜びでしょう。それ以上のものはある

でしょうか？主が皆さんをさらに祝福してくださいます

ように。 

 

 あなたの牧師  ベン 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧師より 
 

多言語でメッセージを聞くことができます。・・ 
ポルトガル語（英語）の通訳はアプリの“Ｔｅａｍ Ｖｉｅｗｅｒ”をインストロールし、メッセージＩＤを入力してください。 

ＩＤは説教が始まる前にスクリーンにて表示されます。通訳をお聴きになる際、ご自身のイヤホンが 

必要です。 

 

 

じ

 

 

集会のウエブサイトは <www.hskchurch.com> です。次に Schedule of Meetings をクリック,

次に Click here to visit Live Stream channel.すると過去の動画もご覧になれます。情報共有してく

ださりありがとうございます。 

 

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう 



祈りのリクエスト 

 

思いを巡らす 
 

□ 賢美さんのお母さん（友子さん）の健康のためにお

祈りください。 

□ ＨＳＫのすべての子ども達のために続けてお祈りく

ださい！彼らは神を愛し仕えることを学んでいま

す。 

□ ＣＯＶＩＤ－19はまだ流行していています。感染拡

大を止めてくださるよう主に祈ってください。インド

のために祈ってください。感染による死者が何千

人もいます！ 

□ 今週、あなたの国の政府指導者たちのためにお

祈りください。 

□ 今週、イスラエルとパレスチナの戦闘のために皆

さん祈ってください。戦闘が激化しています！主は

ユダヤ人たちが平和に住むことを計画されている

と信じます。 

□ 今週、あなたの国のリーダーたちのためにお祈りく

ださい！クリスチャンでないリーダーが多すぎま

す。彼らは救われなければなりません！ 

□ 日本の教育システムの中で働く機会を得ているＨ

ＳＫの方々のために祈ってくれますか？ 

□ 今日、主の知恵を必要としている牧師先生たちの

ためにお祈りください。今の時期、彼らの仕事は困

難です。 

□ ベン牧師のお母さん（レイさん）は、最近視力に問

題があります。レイさんの目が癒されるようお祈り

ください。 

□ 今週、賛美チームのために祈ってくれますか？彼

らは皆、聖霊様に導かれたい」と願っています。 

□ ＨＳＫに来られるすべてのビジターのためにお祈り

ください。彼らがＨＳＫで歓迎され愛されていると感

じますように。 

□ 亜矢子さんは、高齢のお父さんを介護するときが

ありますのでお祈りください。お父さんが救われる

事を彼女は願っています。 

□ 家族である息子や娘、父母など、まだクリスチャン

でないことが多くあります。主が彼らを救ってくださ

るよう再び求めるのは誰でしょう？  

※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。 

 

 

 

私が長い年月祈っていた様々な事柄について

振り返ってみると、主がこのように語っておら

れたと感じます。 

「デービット、わたしはこのリクエストをあ

なたの前に差し出した。それは鏡のようであっ

て、あなたの内側の深いところにあるものを見

せていた。」 

私が見た鏡に反射するものとは、疑いや怖

れ・・不信仰などだった。それらによって私は

イエス様の足元に取りすがって叫んだ。 

「おお、主よ！私はこの問題についての答え

はどうでもいいです。ただこの悪い霊から解放

してください。答えを求めて泣きながら祈ると

き、あなたを疑いたくはないのですが、私の心

には不信仰の種が依然としてあります。 

信仰の一番苦しい時は最後の 30分であること

は事実です。神が答えてくださらないように見

える時、私たちは諦め、そこから立ち去り、別の道

に行きます。そのような時、私たちは神の備えに委

ねるのだと思います。神の絶対的な御心に。 

そしてあなたはこのように言うでしょう。「主

よ、あなたが最善と思うことを成してください。」

または、「あなたはこれを求めておられなかったに

違いありません。」 

けれども、神はそのような結論を望んでおられま

せん！神の御心であると確信できる私たちの家族の

救いにおいては、イエス様が答えられるまで決して

諦める必要はありません。悪魔の説得を拒否する理

由があります。そして、神の信仰を私たちのうちに

成長させてくださるよう求める権利があります。妥

協してはいけません。 

 

「イエスに飢え乾く」 著: David Wilkerson 

 

 

 



 

 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・ 

Wifi：hsk/1 

PW: song1234 
言語などの詳細はスクリーンに表示されます。 

通訳はＦＭ87または Lineアプリを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

新しい歌「Ａｔ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ」を・・・近いうちに

歌います。ユーチューブの以下のサイトで視聴で

きますので聴いて覚えて歌いまし

ょう。ポルトガル語 (Lá na cruz 

- Diego Natan Cover)  
英語 Chris Tomlin - At the 

cross (love ran red) 
 

東北にいる私たちの宣教師夫妻から・・・ニュ
ースレターが届きました。教

会の掲示板にありますので

ご覧ください。亮さん真美さ

んは東北の被災者たちの多

くに福音を分かち合っていま

す。彼らのために今週お祈り

ください。  

 

今日のポルトガル語通訳は・・・・皆さんの

携帯電話の hskchurch.com or 

FM ラジオ 90 で聴くことができま

す。ヘッドフォンの使用を望まれる

方は、集会室の後ろのかごの中

にヘッドフォンがありますのでお使

いください。  

 

やっと日本語の通訳が・・、ＦＭラジオ 87 でよく聴

こえるようになりました。これまで頻繁に不具合

がありご迷惑をおかけしましたが、これからは大

丈夫だと思います。ＦＭラジオの操作が分からな

い場合は智子さんにお尋ねください！  

 

 

また、携帯電話のアプリ

ＬＩＮＥにても悠起子さん

の通訳を聴くことができ

ます。  

 

来週日曜３０日、ビッグなブラジルＢＢＱ！ 

梅雨時ではありますが、ベン先生含め数人が美

味しいブラジル牛を渇望しています！雨天の場

合は屋内で食べますが、天気

が良ければＢＢＱを屋外で行

いたいと思います！料金は７

歳から 77 歳は７００円、４歳

から６歳は 600 円、ビジター

は 500 円、３歳以下は無料で

す！本物のブラジル人料理人

による美味しい食事をしなが

ら交わりを楽しむときとなります！やりましょう！  

 

4 月 5 月の HSK 什一献金は・・以下のように分

配され捧げられました。  

【4 月】 金額 47,000 円 

ウィクリフ 聖書翻訳(宣教師支援)(12,000円) 

ＨＳＫフードバンク（食糧支援）（10,000円） 

真実さん、亮さん(東北ミニストリー)(15,000円) 

ブリッジフォーピース(イスラエル宣教) (10,000円) 

１月より捧げられた総合計は、201,000円となります！

ハレルヤ！ 

【5 月】 金額 32,000 円 

ＨＳＫフードバンク（食糧支援）（10,000円） 

真実さん、亮さん(東北ミニストリー)(12,000円) 

Ｔｉｋｋｕｎ（イスラエル宣教）（10,000円） 

１月より捧げられた総合計は、233,000円となります！ 

ハレルヤ！ありがとうございます！ 

 

 


