
新しい歌を主に歌え。全地よ。主に歌え。 

主に歌え。御名をほめたたえよ。 

日から日へと、御救いの良い知らせを告げよ。 

主の栄光を国々の中で語り告げよ。 

その奇しいわざを、すべての国々の民の中で。 

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。 

すべての神々にまさって恐れられる方だ。 

まことに、国々の民の神々はみな、むなしい。 

しかし主は天をお造りになった。 

詩篇：96篇 1-5節 
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浜松市南区三島町 522  

TEL 053-442-5080 
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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 

8/２2（日） 今晩の祈祷会はお休みです！ 

8/25（水） PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

8/27(木) PM 7：25 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

8/29（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 

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 2021-8-22 

(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  

  私は教会に戻ってきました。そして、そのことをとて

もうれしく思います。ルースも帰国しましたが、9月 4

日まで自宅で過ごさなければなりません。でも、9月 5

日には戻ります。そうです、私たちの渡米はあまりにも

長いく私たちを教会から遠ざけましたが、私たちは二人

とも戻ってきました。そして、ルースの健康のために祈

って下さってありがとうございました。彼女の中にはも

ウイルスはいませんし、二度と感染しないことを期待し

ています。でも、私たちは皆が健康であるよう続けて祈

らなけばなりません。 

  そして、9～10日間以上太陽を見ていない方は誰

でしょうか？私です。今年二度目の梅雨に入っている

ように思えます。今週は天気も良くなるかもしれませ

ん。でも、あまりにも多くの国々の天気は本当に悪く、

そのような状況が数週間続くかもしれません。中国で

の洪水の様子はご覧になりましたか？そして、何か月も

雨のない国はどうでしょうか？世界的な干ばつです！

そして、多くの国々で起こっている森林火災を皆さんは

見るべきです。主がこれらの火災を止めてくださるよ

う、お祈り下さい。 

  この二週間、更に私は聖書を読んでいます。でも、

これは一日の大半を聖書購読に費やしているというこ

とではありません。むしろ、多くの教会が“キリストの御

身体を建て上げる（エペソ 4：12）“ために用いている方

法について考えながら私はアメリカから帰って来まし

た。 

  私たちが購入したものとそれらをどのように用いる

かという比較の中で、私たちはほとんどの人たちより遅

れていると考える誘惑に会います。先週私が持ったあ

る考えを皆さんは信じられますか？「牧師先生、あなた

は間違った競技場にいますよ。」 私は新しい計画を求

めて白紙の状態で神様のところに行きましたが、神様

は私にこう言われたと思います：「私は、霊と真をもって

礼拝する礼拝者を今も探し求めている！それを書きな

さい！あなたは私の教会の上に建てていますか？止め

てはいけない！」 

  先週、兵庫県知事は、夏季休暇中県外に出た人は

一週間自宅待機しなければならないと勧告しました。そ

の条例によって、ジョアンナと大輔さんはロックダウン状

態になりました。そうです、再び病院は逼迫しています。

でも、更にどれほど多くの人々が生きることをあきら

め、自殺してしまうのだろうかと思います。今日、私たち

は天に向けて真剣に祈るときです。 

  今月と来月のメッセージは退屈しないと思います。

私は、“奮い立たされている”、或いは“自分自身を奮い

立たせて”います。天気や仕事、そしてその他の多くの

仕事はいとも簡単に私の信仰を妨げます。私はそのよ

うなことが起こることを許しません。そして…『私が地上

の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせること

によって、あなたがたを奮い立たせることを、私の成す

べきことと思っています。』（Ⅱペテロ 1：13） 

  神様の祝福がありますように。そして健康でありま

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(✓) 

 

□アメリカ、トルコ、ギリシャ、シベリア、そしてイスラエ

ルでは森林火災が起きて制御不能になっています。

中国では、洪水で家屋が破壊されています。コロナ

の新しい株が今も世界中で人々を殺しています。こ

のような災害やパンデミックを止めてくださるよう、

求める人は誰でしょうか？ 

○感染拡大により再び教会を閉鎖している全ての教会

のリーダーたちのために続けてお祈り下さい。このウ

イルスは地獄からのもので、天のお父様によって止

められなければなりません！ 

□このような時、私たちは主に私たちの信仰が’熱く‘’

燃えている’ようにと祈らなければなりません。そし

て、病気になる恐れは私たちのいのちの内にはあり

ません。私たちの信仰を強めて下さるよう、再び主に

求めましょう。 

○牧師先生のお母さんのレイさんは、本当によく目が

見えるようになりたいと願っています。彼女は何も読

むことが出来ません。主が彼女に良い視力と健康を

与えて下さるようにお祈り下さい。『モーセが死んだ

ときは百二十歳であったが、彼の目はかすまず、気

力も衰えていなかった。』(申命記 34：7)ファウラー

姉妹はそのような経験をしたいと願っています！ 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「復讐しない」 

 

   その人は朝一番、軽トラで畑の点検に出かけまし

た。すると、一番遠くの畑にまたしても大量のゴミが

捨てられていました。人目を盗んで不法投棄をする

人がいるのです。彼は怒りで頭に血が上がりました。

仕方なく生ゴミ袋を回収していると、犯人の住所が

印刷された封筒を見つけました。復讐する絶好のチ

ャンスです。その夜、彼は犯人の家に行き、その庭に

畑に捨てられたゴミだけでなく、自分のゴミまでもば

らまいて帰ってきました。 

   復讐は蜜の味だと言う人もいますが、そうでしょう

か。サムエル記第一 24章には、ダビデと部下たち

が、サウル王から逃れて洞窟に隠れていた時のエピ

ソードが記されています。サウルが用を足すために

洞窟に入って来ると、ダビデの部下たちは復讐の絶

好の機会だと言いました（3－4節）。しかしダビデは

「私の主君に対して、そのようなことをして、手を下す

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！ 

 

□三枝子さんにはまだ救われていない 4人の兄姉が

います。ひろひこさん、かずよさん、みちこさん、たか

おさんが救われますようにお祈り下さい。まだクリス

チャンではない親戚の方がいる方は誰でしょうか？

互いのために、そして互いの家族のために祈りましょ

う。 

○再び、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。この状況の中で自宅に待機しなければ

ならない彼女たちを主が祝福して下さいますよう、お

祈りください。彼女たちは、本当に教会にいたいと願

っています。 

 

 

 

☞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。 

       

など、主の前に絶対にできないことだ。』(6節)と、自

分の気持ちを押さえました。サウルは事の次第に目

を疑いました。そして「あなたは私より正しい」と大声

で叫びました（17－18節）。 

   自分や自分の家族をひどい目に合わせた加害者

に対する復讐チャンスが訪れるかもしれません。そ

の時、自分の気持ちを満足させますか。それともダビ

デのように、自分を制御しますか。復讐ではなく、神

の義を選ぶことが出来ますか。 

    

 

仕返しをしたと思ったのはいつですか。 

正義を求めるとき、ダビデの姿は、 

何を教えてくれますか。 

 



お知らせ 

 

 

 

★HSK Wifi へのアクセスは…ｈｓｋ/1 

  PW:song1234 今日のメッセージを母語で聴く

ための案内はスクリーンに表示されます。 

 

 

 

 

★以下は最新の会計報告です・・・教会の会計係の 

鈴木智子さんが作成して下さいました。 

先週、6－7月分の会計報告が印刷さ 

れ、今日は 7－8月分です。来週、7月 

分(49,000円)、8月分(35,000円) 

の什一献金分配先の詳細について報告をします。 

 

★お忘れかもしれませんが…小さなテーブルが電子

ピアノのそばに置かれています。教会

のために購入されたお花を飾るためで

す。そして、お花をもって来て下さった

方は、集会後にそれらを自宅に持ち帰

ることが出来ます。暑い部屋では生花 

はあまり長くもちません。 

 

★階段について…２階の教会玄関へと繋がる階段は、 

              まだペンキ塗りが終わっていませ 

ん。でも、クリスマス前かもっとそれ 

以前に全体を赤く塗られます！ペ 

ンキ塗り職人が教会に戻ってきまし 

た！ 

 

★先週(15 日)…教会のコンピューターとインタネット

の接続に問題が発生しました。多分教会のウエッブサイト

でその集会をご覧になることが出来ます。録画されていま

す。日曜日の祈祷会も録画されています。牧師先生は、コ

ンプーターを操作して下った方、音調節やビデオ調節をし

て下さった方々にとても感謝しています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教会の会計係である鈴木智子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しました。

7月１６日から 8月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概要は以下の通りです。                             

（単位は全て円） 

項目 先月繰越金 収入 支出 残高 

一般会計 ¥248,511 ¥345,083 ¥475,738 ¥117,856 

建物献金 ¥775,416 ¥2,400 ¥24,295 ¥775,416 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥157,697 ¥0 ¥0 ¥157,697 

奨学金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527 

クリスマス基金 ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452 

伝道基金 ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169 

墓地献金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 

2021年 7/8月の教会什一献金は 35,000円です！HSKに捧げて下さった皆さんに感謝します。 

神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。 

什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝していま

す！ 
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会計報告 
 

  

 

 

 

 


