
  聞け、勝利の喜ばしい歌が正しい者の天幕にある。 

「主の右の手は勇ましいはたらきをなし、主の右の手は高くあがり、 

主の右の手は勇ましいはたらきをなす」 

わたしは死ぬことなく、生きながらえて、 

主のみわざを物語るであろう。主はいたくわたしを懲らされたが、 

死にはわたされなかった。 

詩篇 118：15-18 

浜松救い主教会(HSK) 

〒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 080-9220-0600 

 E-mail: 

   hskmychurch@gmail.com 

ウエブサイト  www.hskchurch.com 

 

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、ぜひ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。 

 

6/6(日） 

今日! 

第 1回 断食祈祷日 

昼 12：30  母の祈り会 

昼  12:30   イスラエルの祈祷会 

PM  6：５５   見張り人の集い(祈祷会) 

（インターネットのライブ祈祷会！） 

6/7（月） 
第２回 断食祈祷日 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い(祈祷会) 

6/9（水） PM  １：30   祈祷会（メインルーム） 

6/10（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

6/12（土） 
ＰＭ 7：30 第 2回 ポルトガル語礼拝！ 

インターネットのライブ hskchurch.com 

6/13(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! 

ＰＭ 1：30 監督/執事 ミーティング！ 

夜の祈祷会はありません。 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 

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

 

 

tel:053-442-5080
mailto:hskmychurch@gmail.com
http://www.hskchurch.com/


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

まず初めに、先週の日曜日に行われたＢＢＱのお手伝い

をしてくださったすべての方々に感謝に感謝申し上げます。

すべてはとても美味しく、ケーキも特別でした。もっと大勢が

参加できればよかったですが、また近いうちにも行うことが

できればと思っています。 先週お知らせしましたが、今年

は感染対策により、室内での会食は控え、できるだけ屋外

での食事としたいと思っています。皆さんも、毎週マスクを着

用してくださりありがとうございます。暑くなるとマスクは大変

ですが・・しばらくは我慢しなくてはなりません。ともかく、神

にコロナの感染を止めてくださるよう求め続けてください！ 

 先週、私は駐車場の門のペンキ塗りをしました。屋外での

作業には絶好のお天気で、暑すぎないタイミングでした！ペ

ンキ塗りをしながら、皆さんや皆さんのご家族、友人たちの

ためにずっと祈っていました。そして私自身のためにも沢山

祈りました。なぜでしょう？主が語っておられることを語りた

いからです。もちろん、聖書には真理が満載していて私たち

が学んでいないことが多くありますが、・・・耕すために鋤が

必要であり、戦うためには武器が必要です。戦いの場に鋤

を持って行っても負けてしまうでしょう。私たちが聴かなけれ

ばならない言葉として、聖霊様はどのようにおっしゃっている

のでしょうか？私のために祈ってくださってありかとうござい

ます。 

 それから、ＢＢＱの後片付けのお手伝いもしてくださりあり

がとうございました。私は、片付けを早くすることで、交わり

の時間を終わりにさせてしまうことのためらいがありました。

しかし、交わりを続けていただけるあるアイディアを思いつき

ました！何だと思いますか？アイスクリームはどうでしょう

か？！？ 

  今日、私が数か月間皆さんの前に出していた 2つの旗

について話すつもりです。その両方とも日本では見られるこ

とはありませんが、イスラエルの旗がよくどこで見られるかご

存じでしょう。それはアメリカやカナダ、メキシコなどの北アメ

リカの教会です。しかし、ラテンアメリカやアフリカでも見られ

ます。では、私たちの教会でなぜそれらの旗を飾るのでしょ

うか？それは今日、説明します。 

 先週日曜日の夜の祈祷会では、5か国の出身者が集いま

した。ブラジル、インド、日本、アメリカ合衆国、カナダです。

それで、私の頭に聖書個所が浮かびました。「彼らは新しい

歌を歌って言った、「あなたこそは、その巻物を受けとり、封

印を解くにふさわしいかたであります。あなたはほふられ、そ

の血によって、神のために、あらゆる部族、国語、民族、国

民の中から人々をあがない、」（黙示録 5：9」 

すべての国々に、イエス様はなんという素晴らしい御業を

成されたことでしょう。 

今週も神があなたを祝福し守ってくださいますように！ 

     

あなたの牧師 ベン ファウラ 

 

 

 

あなたの牧師より 
 

?

 

日曜朝礼拝のインター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。 

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。 

 

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。 

 
 



祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

私たちがとりなし手と呼ばれるのは素晴らし

いことだと思いませんか？だれでもなることが

できます。あなたのとりなす祈りは一つも失わ

れません。一つもです！私たちが忘れているこ

ともあります。悪魔にとって、私たちが計画し

ていても笑っているでしょう。私たちが目で見

えることに頼っているのを見て、安心するでし

ょう。しかし、私たちが祈ると、悪霊たちは震

えます。私たちが忠実にとりなしているとき、

悪魔は「止めたほうがいいよ。長い間祈ってい

るのだから。主が聴いていないことが分からな

いのかい。」と引き留めようとします。 

しかし、悪魔はうそつきであり、私たちの祈

りの一つも地に落ちることはありません。 

私たちが天に入るとき、とりなしてきた人々

がそこにいるのを見て驚くでしょう。あなたは

とりなすことが困難ですか？あなたが困難と感

じても諦めるべきではありません。ローマ書 8：26-

27では、素晴らしい慰めが書かれています。「御霊

もまた同じように、弱いわたしたちを助けて下さ

る。なぜなら、わたしたちはどう祈ったらよいかわ

からないが、御霊みずから、言葉にあらわせない切

なるうめきをもって、わたしたちのためにとりなし

て下さるからである。そして、人の心を探り知るか

たは、御霊の思うところがなんであるかを知ってお

られる。なぜなら、御霊は、聖徒のために、神の御

旨にかなうとりなしをして下さるからである。」

（ローマ 8：26-27） 

凄いことですね。御霊が私たちと共に祈ってくだ

さっています。だから、私たちの祈りはいつも聴か

れているのです。ハレルヤ！ 

「戸の外に立って叩く」より抜粋  著コーリー・テン・ブーン 

 

□ 聖書では「あなたがたが得られないのは・・願わない

からです」とあります。今週、主に偉大なることを求

めましょう！ 

□ 教会の来訪者たちのためにお祈りください。彼らが

教会を好きになれるよう歓迎しましょう。 

□ イスラエルとパレスチナ間の停戦協定を感謝しま

す。エルサレムの平和のために祈るのを忘れないで

ください！ 

□ 先週、私たちの教会の子どもたちが歌うのを聴けて

素晴らしかったですね。今週、彼ら子どもたちのため

にお祈りください。 

□ 三枝子さんの 4人の兄弟姉妹たちはまだ救われて

いません。ひろひこさん、かずよさん、みちおさん、

たかおさんが救われるようお祈りください。 

□ ルースさんは 7月にニューヨークに住むご親族を訪

ねます。マリリンさん、キム＆ジャクリンさんらの救

いのためにお祈りください。 

□ 再び教会のシングルマザーのためにお祈りくださ

い。 

□ ＣＯＶＩＤ－19のために多くの場所で病気や死が起こ

っています。感染が急激に止まるようお祈りくださ

い。 

□ ベン牧師のお母さん（レイさん）と叔母さん（バーニ

ーさん）の近頃の健康のためにお祈りください！ 

□ 今週、天皇と御皇室のためにお祈りください。 

※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。 

 

 



 

6月にお誕生日を迎えられる方へ!  

今月あなたはお誕生日を迎えますか?  そんなあなたに・・ 

「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! 

今日、神があなたを祝福してくださいますように!  
 

 

次回の執事ミーティングは・・来週の日曜日、13 日

に行われます。執事の方々は、このミーティングに出

席するよう予定をたててください。ベン

牧師は彼らのことを大変感謝していま

す！ 

 

明日 6 月 7 日は、・・、断食祈祷の

2日目です！今日断食できなかった

方は明日行うこともお考え下さい。私

たちは皆、主に多くの事を求めなけれ

ばなりません。明日夜の祈祷会はＰＭ

6：55から行われます。 

「わたしが選ぶところの断食は悪のな

わをほどき、くびきのひもを解き、しえたげられる者を

放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどの事ではない

か。」（イザヤ 58：6） 

 

今週土曜日（12 日）ＰＭ7：30 より・・ＨＳＫ

でポルトガル語集会が行われます。通常の礼拝のよう

に賛美し祈り、メッセージがありますが、すべてポルト

ガル語です。通訳はありませんが、どなたでもご参加く

ださい。この集会は教会のホームぺー

ジのライブにてご視聴できます。 

 

 

 

 

 

 

 

来週、イスラエルの祈祷会ですが、・・・行われる場

所をご存知ですか？ ルーム 12で今日、昼 12：30より

行われます。どなたでも歓迎ですので是非ご

参加ください！ 

 

 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・  

Wifi：hsk/1 

PW: song1234 
今日の通訳はポルトガル語でＦＭラジオ

90 またはＴｅａｍ Ｖｉｅｗｅｒで聴くことがで

きます。 

 

日本の私たちの宣教師夫妻からニュースレタ

ーが届きました 

石巻で宣教師をしている亮さん真美さんですが、まだ

大変な状態が続いています。「ＩＣＣニュースレター」（日

本語）はＳＫＩスタンドにありますので是非お読みくださ

い。そして彼らのためにお祈りください。また以下のウ

ェブサイトも大変興味深いのでご覧ください。 

<ishinomakicc.org> 
 

 

 

 


