
主よ。あなたは私を探り、私を知っておられます。 

あなたこそは私のすわるのも、立つのも知っておられ、 

私の思いを遠くから読み取られます。 

あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、 

私の道をことごとく知っておられます。 

ことばが私の舌にのぼる前に、なんと主よ、 

あなたはそれをことごとく知っておられます。 

あなたは前からうしろから私を取り囲み、 

御手を私の上に置かれました。 

そのような知識は私にとって、あまりにも不思議、 

あまりにも高くて、及びもつきません。 

詩篇：139篇 1-6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 

9/19（日） 
PM  6：55 見張り人たちの集まり（祈祷会） 

    （インタネットでライブ配信します） 

9/22（水） PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

9/24(木) PM 7：25 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

9/26（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 

   9月のバーベキュー！それをしましょう！ 

     今晩の祈祷会はありません！ 

 

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

浜松救い主教会 2021-9-19 

(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  

  皆さんはご存知ないかもしれませんが、ルースと私

は先週神戸にいる子どもたちと孫たちを訪れ、二日間

間過ごしました。わたしたちはとても素晴らしい時間を

過ごしました。そして、孫たちのある大きな変化に気付

きました…彼らは話そうとしています！そして、そこに

滞在中、彼らが出席している大阪の教会の新しい場所

についての知らせに私たちはとても喜びました。この教

会は、直ぐにホテルで集会を持ちます。でも、彼らには

今も教会活動のために神様の多くの知恵が必要です

ので、この教会のクリスチャンたちのために続けてお祈

り下さい。 

  ルースと私は、孫たちが私たちと遊びたがったので、

ジョアンナや大輔さんとあまり長い話は出来ませんでし

た。皆さんは、あまり私が孫たちと遊ぶ姿を見たことが

ないと思いますが、私はとても楽しみます。そして、私の

一番の喜びは、孫たちの笑顔を見たり、彼らの笑い声

を聞く事です。そして、それは彼らが可愛く見えるから

ではなく、むしろ、孫たちがお爺ちゃんにもっと自分たち

を笑顔にさせもらいたい、もっと笑わせてもらいたいと

思っているからです。孫たちはお爺ちゃんにもう一回、

足をくすぐってもらいたい、もう一回腕を摘まんでもら

いたいのです。彼らは愛されたいのです！そして、聖書

の中のどんな御言葉が孫たちに対する私の愛と似てい

るか、分かりますか？『心を尽くし、思いを尽くし、知性

を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。…』(ルカ

10：27)確かにこのことは神様を喜ばせます。 

  来月結婚する HSKの二人のメンバーと最近交わし

た話の中で、休息の必要性について話しました。なぜで

しょう？なぜなら、何かをしていて、殆ど休息を取らな

いということはとても簡単です。休息をあまりとらない

と健康の問題も生じるからです。疲れている時は、良い

推論が難しくなります。使徒パウロが、ユダヤのクリス

チャンに向けて書いた手紙の中でこう言っています。

『したがって、安息日の休みは、神の民のためにまだ残

っているのです。』（へブル 4：9） “安息日の休み”の

定義はいつも私にとっての不思議ではありますが、最

近パウロの他の言葉を基にこのような考えを持ちまし

た：『また、わたしの安息にはいらせないと神が誓われ

たのは、ほかでもない、従おうとしなかった人たちのこと

ではありませんか。』（へブル 3：18） 不従順な人たち

は、神様の安息にはいれません。結論です：主に従って

下さい。あなたは安息を得ます。 

  皆さんは、私が皆さんへの短い手紙の中で天気に

触れることが多いのではと思っているかもしれません

が…、神様が天気を通して毎日何かをなされているの

が分かります。『天は主の義を告げ、全ての国々の民は

主の栄光を見る。』（詩篇 97：6）『あなたははるか以前

に地の基を据えられました。天も、あなたの御手のわざ

です。』（詩篇 102：25） 皆さんに神様の祝福がありま

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(✓) 

 

□再びコロナ感染が終息するように祈りましょう。多く

の国々では今も多くの人々が病気になり、毎日亡く

なっています。 

○カルフォルニアは多くの森林火災に対処しています。

これらの火災と闘っている人々が守られるよう、お祈

り下さい。 

□主はエルサレムのために祈るように求めていますか

ら、今週エルサレムに平和があるよう、祈りましょう。 

○私たちの知り合いの牧師先生達が、今日励まされて

いますように祈りましょう。 

□北朝鮮のリーダーたちが、直ぐにイエス様を知ります

ようにお祈り下さい。 

○数週間のうちにナイディーンさんと幸男さんがご結婚

されます。彼らが特別な日のために準備をするとき、

彼らのために祈りましょう。 

□リンさんは、義理の娘さんのロザリンさんの救いのた

めの祈りを求めています。 

〇最近教会に来られない方たちの信仰が主のうちにあ

って強められていますように、続けてお祈り下さい。 

 

 

 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「不屈の人」 

 

   戦時中、軍用機が海に墜落し、乗員 11人のうち

8人が死亡しました。ルイス・ランペリー二他二人は

救命いかだで 2 ヶ月間漂流し、嵐や敵機の銃撃、サ

メの難を逃れ、魚や鳥を捕って生で食べ、ついに島

に漂着しました。しかし、すぐに捕虜となり、2年間、

虐待、拷問、重労働に苦しみました。彼の驚くべき物

語は『不屈の男 アンブロークン』で語られています。 

   預言者エレミヤも不屈の男です。敵の陰謀に耐え

（エレミヤ 11：19）、鞭や足枷（20：2）、地下牢への

投獄（37：15-16）、ロープで吊され泥沼に沈められ

もしました（36：6）。彼が死ななかったのは、神がと

もにいて救い出すと約束しておられたからです（1：

8）。神は私たちにも「『わたしは決してあなたを離れ

ず、また、あなたを捨てない。』」（へブル 13：5）と約

束されます。神は、苦難に遭わないように守るとは言

われませんでしたが、苦難の中でも守ると約束して

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！ 

 

□日本の天皇が救いの必要を知りますよう、天皇を覚

えてお祈り下さい。 

〇ルースさんは、来月疑わしいほくろの生検を行う必

要がありますので、彼女のためにお祈り下さい。そし

て、彼女の声も快復させてくださいますよう、主にお

祈り下さい。 

 

 

☞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。 

       

下さいました。 

   ルイスは神の加護を悟って、戦後、イエスに人生を

ささげました。自分を虐待した人たちを赦し、そのう

ちの何人かをキリストに導きました。ルイスは、苦難

を避けられなくともひとりで苦しまなくてよいと知りま

した。イエスとともに苦難に立ち向かうとき、私たちは

不屈の人になります。 

 

    

ストレスの原因となっている問題は何ですか？ 

主がともにいて、一緒に戦ってくださることを 

信じていると、イエスに伝えてください。 

イエスに背負われて進みましょう。 

 



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。 

 

 

 

 

 

★来週の日曜日（26日）…皆さんは、朝の集会後に 

教会駐車場の屋外で行 

うビックバーベキューに 

どうぞ、ご参加ください。 

外が雨でも雪でも、また、 

暖かくても寒くても喜び 

をもって屋外で食事をします！これは、日本式/アメリカ 

式バーベキューです！10歳以上の方はお一人 600円、 

5-9歳の方は 500円、4歳以下のお子さんは無料で 

す。食事を希望される方は、9月 21日までにバーベキ 

ューリストにお名前を記入して下さい。 

 

★「思考という名の戦場」の本が無料です…アメリ

カ人、ジョイス・メイヤーさんの著書が

今日、入手可能です。教会玄関のテー

ブルの上にありますので、ご覧下さ

い。この本は日本語のみですが、この

著者の他の本は彼女のウエッブサイト

から無料でダウンロードできるようで 

す。(tv.joycemeter.org/japanese/ebooks) 

 

★幸男さんとナイディーンさんさんの結婚式の会

場が変更になりました。日程は同じですが、結婚式は、 

             掛川のアッセンブリ―・オブ・ゴット教 

会で行われます。この教会の場所の 

詳細については彼らにお聞きくださ 

い。この新しい場所は多くの人たちの 

祈りの答えです。でも…結婚式の計

画が速やかに完成するよう、続けてお祈り下さい。 

 

★また・・・来週日曜日（26 日）は…アマールさんと私た

ちが話す最後の日曜日になる 

でしょう。彼は、10月 2日にイ 

ンドに帰国します。教会リーダ 

ーたちはその日曜日、彼と彼の 

ご家族のために祈りますが、彼が今後働く場所と同時に

彼が仕える教会を主が示してくださるよう、彼は今祈り求

めています。今週、彼と彼のご家族のためにお祈り下さ

い。 

 

 

 

 

        安けさは川のごとく 

     （ホレイショ・スパフォード） 

 

安けさは川のごとく 心ひたすとき 

悲しみは波のごとく 我胸満たすとき 

全て 安し 御神共にませば 

 

全て 安し 御神共にませば 
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