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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8/29今日! ＰＭ 6：55 見張り人の集い（祈祷会） 

9/1（水） PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

9/2（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

9/5（日） 

断食祈祷 1日目 

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! 

ＡＭ 12：30  母の祈祷会/イスラエルの祈祷会 

ＰＭ 6：55 見張り人の集い（祈祷会） 

（インターネットライブ中継） 

9/6（月） 
断食祈祷 2日目 

ＰＭ 6：55 見張り人の集い（祈祷会） 

2021-8-29 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

  新しい歌を主にむかってうたえ。 

全地よ、主にむかってうたえ。主にむかって歌い、 

そのみ名をほめよ。日ごとにその救を宣べ伝えよ。 

もろもろの国の中にその栄光をあらわし、 

もろもろの民の中にそのくすしきみわざをあらわせ。 

主は大いなる神であって、いともほめたたうべきもの、 

もろもろの神にまさって恐るべき者である。 

もろもろの民のすべての神はむなしい。 

しかし主はもろもろの天を造られた。     詩篇 96：1-5 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 皆さんご想像の通り、私は妻が帰宅でき大変喜

んでいます。彼女も同様に喜んでいます。御心であれ

ば、彼女は来週の日曜日 5日に教会に行くことができ

るでしょうが、咳が止まるように是非祈ってください。日

本に着いてからも咳き込んではっきりと話すことができ

ない状態です。 

皆さんの生活はこの数日で変化があったでしょう

か？ 私は聖書の学びの中で、ある言葉が新しい意味

を与えてくれました。「それ以来」という言葉です。この

言葉自体は意味がないようにみえますが、ある決断と

結びついたり、ある失望と結びついたり、状況の変化と

結びつく言葉です。パウロはコロサイの友人たちに書

いていました。「キリスト・イエスに対するあなたがたの

信仰と、すべての聖徒に対していだいているあなたが

たの愛とを、耳にして以来、わたしたちは、いつもあな

たがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリスト

の父なる神に感謝している。」（コロサイ 1：3-4） 

ここで、私からの質問です。あなたが救われて以

来、この数日であなたの人生で変わったことは何です

か？毎日それに対するよい返答を期待しましょう！あ

なたはどう思いますか？ 

再び皆さんにお礼申し上げます。あなたの教会に

捧げてくださってありがとうございます。コロナによって

教会を閉鎖せざるをえなかった牧師先生たちは、財政

的に大変圧迫されていると思います。私たちも、毎月

余裕があるわけではありませんが、・・皆さんにもっと

捧げるように求める必要がないことを嬉しく思います。

「各自は惜しむ心からでなく、また、しいられてでもな

く、自ら心で決めたとおりにすべきである。神は喜んで

施す人を愛して下さるのである。」（2 コリント 9；7） 

先週、あるユーチューブのタイトルで困惑したもの

がありました。そのタイトルはこのような感じです。「な

ぜ私たちの教会は、2つのグループの作者の歌を歌

わないのか？」 

私の答えは、ある作者が神の愛について正しくな

い歌を書いているからあたりまえだと思いました。けれ

ども分かったことは、私たちもそのような作者たちの歌

を歌っていて、彼らの歌詞は全能なる神について間違

ったことを言っていません。次に考えたことは、そのよ

うな作者たちは今悪い事をしているからだという理由で

す。そのことにしても、彼らクリスチャンたちがした悪い

事実はありません。 

それで、このような結論になりました。私たちは神

の偉大さを宣言する歌を歌います。イエス様は私たち

の全ての罪を赦してくださったことを宣言する歌を歌い

ます。そして、神が地を揺るがしてくださる歌であれ

ば、私たちはその歌をよく歌います。 

再び言いますが、私は皆さんと皆さんのご家族の

ために祈っています。このパンデミックは多くの人々の

思いに影響を与えています。今日、私たちは勇敢でい

なければなりません。主が、あなたのするすべての活

動に力を与え、あなたの健康を守っ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 
 

□ あまりにも多くの国々でコロナの感染が問題となっ

ています。主がこのウイルスを止めてくださるよう

お祈りください。 

□ 多くの洪水や山火事、地震がアメリカや中国で起

きています。アフガニスタンについての悲しみも加

わっています。両国のためにお祈りください！ 

□ ＨＳＫのすべての子ども達を覚えてお祈りくださ

い！彼らが健康で、すべての悪から守られますよ

うに。 

□ コロナにより経済的に困難な日本のすべての教会

のためにお祈りください。 

□ 日本のリーダーたち、とくに天皇や皇族方が救わ

れるようお祈りください。 

□ 今週、私たちの教会のリーダーたちを祈りで支え

ましょう。彼らは日々主の知恵が必要です！ 

□ 今日、互いに励まし合いましょう。電話やメールを

今週してみましょう。 

□ エルサレムの平和のために祈っていてください。 

□ 日本の教育システムで働いているあなたの知って

いる方々のために再び祈ってくれますか？ 

□ 困難な時期、あなたの知っている牧師先生型のた

めに祈りましょう。 

□ 教会のシングルマザーたちのために祈りましょう。

今週、彼らの必要が主によって満たされますよう

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。 

 

 

 

なぜあなたは聖霊様があなたの人生で働かれ

るのを願いますか？あなたの益のためだけに聖

霊様の経験を味わいたいのですか？その答えが

「はい」であるなら、聖書にある魔術師のシモ

ンと同じです。彼は使徒たちから聖霊様の力を

お金で買おうとしました。 

聖霊様は、私たちの欲しい物やなりたいこ

と、たとえ必要と思っていることのために取り

扱われるものではありません。私たちの動機を

吟味されることなしに聖霊様について議論など

できません。 

御霊のご臨在や力を願うための私たちの目的

があるように、神ご自身も御心なる目的をお持

ちです！1コリント 12では次のように書かれて

います。「みなの益となるために、おのおのに

御霊の現れが与えられているのです。」 

御霊は御心と神の目的のままに、おのおのに

御霊の賜物を分け与えてくださっています。主の明

白な目的は、教会の益のためであり教会の徳を高め

るためです。私たちのビジョンが御心に沿う時、ま

た、教会を純粋に愛する時、教会が神や人に対する

愛で成長するのを求める時、聖霊様は私たちを用い

たいと願われます。 

私たちは使徒パウロのようであるでしょうか？彼

は天を求めていました。しかし、教会を愛する愛の

故に引き裂かれました。彼は教会を愛する理由によ

りのみ地上で生きた人でした。 

 

「忘れられた神」 著: フランシス・チャン 

 

 

 



 

 

 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・ 

Wifi：hsk/1 

PW: song1234 

今日の通訳は日本語でＦＭラジオ 90

またはＴｅａｍ Ｖｉｅｗｅｒで聴くことがで

きます。ＦＭラジオの使い方が分から

ない方はホナルドさんにお尋ねくださ

い！ 

 

9/5（日）＆9/6（月）は、・・、断食祈日です！ベ

ン牧師はメンバー全員がどちらかの日に断食祈祷

してくださることを望んでいます。

昨今、神の助けと癒しを必要とし

ています。 

今夜はＰＭ6：55時より教会で祈

祷会が行われます。 

 

イスラエルについての新しい情報が届きました。 

ブリッジフォーピースからの情報誌”Olive Life 9

月号”が教会の玄関に置いてありますので、是非

お読み下さい。また、ご友人にもお

配り下さい！イスラエルでは山火

事がまだ拡大しています。今週、ぜ

ひイスラエルのためにお祈りくださ

い。 

  

イスラエルの祈祷会が・・・9/5 昼 12：30から行

われます。場所はルーム 12プレ

ハブです。詳しくは鈴木智子さんに

お尋ねください！今イスラエルは新

しい首相になりましたが古くからの

敵に今も攻撃されています。イスラエルのために

祈りましょう。 

 

 

 
。 

 

東北の宣教師夫妻から大変良いニュースレタ

ーが届きました！ 

亮さんと真美さんからの手紙ですが、日本語と英

語で書かれています。教会の掲

示板にありますのでご覧になって

ください。手に取って読み終わり

ましたら、皆さんが読めるよう元

の場所に戻してください。ありがとうございます。 

 

HSKからの什一献金（6 月）・・、49,000 円は、以

下のように分配され捧げられました。 

真実さん&亮さん(石巻宣教)(19,000円)  

ブリッジフォーピース（イスラエル

宣教)(10,000、円) 

日本国際飢餓機構(10,000円) 

ＨＳＫフードバンク（10,000円） 

今年 2021 年ＨＳＫが捧げた総

合計は、329,000円となります。素晴らしい! 

HSKからの什一献金（7 月）・・、35,000 円は、以

下のように分配され捧げられました。 

真実さん&亮さん(石巻宣教)(15,000円)  

Ｔｉｋｋｕｎ（イスラエル宣教)(10,000円) 

日本ギデオン協会(聖書配布)(10.000円) 

今年ＨＳＫが捧げた総合計は、

364,000円となります！皆さんが日

本と他の国々の貧しい方々のため

に豊かに捧げてくださることをベン

牧師は嬉しく思っています。そんなに多くの教会が

できることではありません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

イエスは言われました。「与えなさい。そうす

れば与えられるであろう。・・・あふれ出るまで

に量をよくして、あなたがたのふところに入れ

てくれるであろう。ルカ 6：38 


