
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 
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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 
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ベン・ファウラー 
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(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 

９/５(日） 

今日 

    断食祈祷第一日目 

PM １２：３０ イスラエルのための祈祷会(12 号室) 

PM  ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

(インターネットで祈祷会をライブ配信します) 

９/６(月) 
断食祈祷第二日目 

PM  ６：５５ 見張り人たちの集まり(祈祷会) 

９/８(水) PM  １：３０ 祈祷会(メインルーム) 

９/９(木) PM  ７：２５ 賛美リーダ―と奏楽者の練習 

９/１２(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 １２：３０ 母親たちの祈祷会      

PM １：３０ 監督者と執事たちとのミーティング 

 

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

浜松救い主教会 2021-9-5 

(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 

  私の妻が教会に戻ってきたことをとても嬉しく思

います！そして、彼女のために祈って下さった皆さん

にとても感謝しています。彼女は、アメリカで本当に

病気でした。そして、今もまだ咳の症状を引き起こす

ものからの解放が必要です。ですから、あなたの手

を彼女の上において主に奇跡を求めて下さい。彼女

は今日それが欲しいです！ 

  今日は 9月の最初の日曜日です。そして、今月

の末までには夏は終わるでしょう。教会メンバーのお

二人が結婚する 10月には寒くなっていることでしょ

う。私は、今月主がして下さることを楽しみにしてい

ます。皆さんはどうですか？ 

  私は多くの教会で今まで以上に頻繁に行われて

いるオンライン集会のことを聞いていますが、先週、

そのことについて考えていました！私は、インターネ

ットを通して福音を伝えられることを感謝しています

が、良くない別の考えもあります！それは何でしょう

か？更に多くのクリスチャンたちが自分たちの牧師

先生をコンピューターで見るならば、教会建物の中

には教会メンバーたちが殆どいなくなるということで

す。そして、殆どメンバーたちがいないということが、

何かが広がっているのではなく、縮んでいるような感

覚を私に与えます。正直なところ、私は神様にこの気

持ちを取り去って下さるようには求めていません。神

様にこう言っています、「出来るだけ早くご計画やお

金、そして、より大きな教会建物や駐車場、もっと多

くの通訳者たち、教会オフィスのスタッフを持つため

に必要なものは何でも私に与えて下さい！私は縮ま

るのは好きではありません。」と。まだ神様からの返

事を頂いていませんので、私はこのような結論に至

りました：神様はそれを実現するためにご計画に取り

組んでおられます！私たちの将来について私に賛成

して下さる方は誰ですか？ 

  今日は、他ではまだ話していない真理の第二部

をお分かちします。アメリカでは、この真理はよく分

かち合われています。でも、最近この真理に思いを

巡らせる中で、主が私にこう語られたと思います。

『あなたは、教会のメンバーたちを説得しなければな

らない！』 まず、”説得する“という言葉は、車の販

売店やタイヤの販売員、保険の販売員のする説明に

よく使われるようにみえます。でもこの言葉は聖書の

中にあります。『こういうわけで、私たちは主を恐れる

ことを知っているので、人々を説得しようとするので

す。』（Ⅱコリント 5：11） 結論です：私はあなたが信

じるように説得します。『それから、パウロは会堂に入

って、三か月の間大胆に語り、神の国について論じ

て、彼らを説得しようと努めた。』（使徒 19：8） 

  今週は暑く、そして雨が降るようです。続けて皆さ

んが健康であるように私は主に祈っています。そし

て、再び言いますが、いつでも私や他のクリスチャン

たちに祈って欲しい時は、電話でも結構ですので言

って下さい。この教会にはあなたが祝福されるように

と願っているメンバーたちがいます！ 

              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、テネシー州とルイジアナ州でハリケーンに

よる影響を受けた人々のためにお祈り下さい。幾つ

かの国々では今も森林火災が続いています。主がこ

の火災を止めてくださるよう、お祈り下さい。 

○さくらさんのご家族と伊藤さんの癒しのためにお祈り

下さい。また、さくらさんのフィリピンにいるご家族は

癒しが必要です。 

□牧師先生のお母さんが転倒から快復を求めて続け

てお祈り下さい。彼女は打撲傷を負っていて、癒しが

必要です。 

○まさえさんは、感染状況が悪い東京で暮らしている

娘さんたちのための祈りを求めています。彼女たち

が守られるようにお祈り下さい。 

□ブラジル人の牧師先生、マルセロ先生のご家族のた

めにお祈り下さい。彼は、先週の月曜日にコロナ感

染して主のもとに召されました。 

○再び浜松市のために祈って下さるのは誰ですか？ 

□つや子さんのお友達の山下さんのためにお祈り下さ

い。この方は癌で癒しを必要としています。 

○ジョアンナさんと大輔さんの教会のためにお祈り下さ

いませんか？彼らは礼拝のための新しい場所が必

要です。 

祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「聖霊の助け」 

 

   学生時代、友人たちと大学の講義を時々サボりま

したが、期末試験の 1週間前のクリス教授の講義に

は、学生全員が出席していました。試験問題の大き

なヒントを出してくれるからです。 

   なぜだろうと思っていましたが、先生は、私たちが

良い結果を出すことを心から願っていたからです。

要求レベルは高くても、そこに到達できるように手伝

ってくれました。学生に必要なことは、良い準備をす

るために、授業に出席して耳を傾けることでした。 

   神もそうです。要求レベルに妥協はありませんが、

神に似た者になることを強く望まれて、その基準に達

することを助けようと、聖霊を送ってくださいました。 

   神はエレミヤ書 3章 11～14節で、自らの罪を認

めて神に立ち返るように不実なイスラエルに呼び掛

けられました。しかし、彼らが、どれほど頑固で弱い

かを知っておられたので、ご自身で助けてくださいま

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！ 

 

□デイジーさんがご家族のお世話をするとき、体力を

主が与えてくださるよう、お祈りください。 

○結婚式の準備をしている幸男さんとナイディーンさ

んのためにお祈り下さい。 

□様々な国のリーダーたちが個人的な方法で主を知る

ようになるために私たちは続けて祈らなければなりま

せん。 

 

 

 

☞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。 

       

した。彼らの背信を癒すことを約束し（22節）、彼ら

を教え導くために牧者を送られました（15節）。 

   どんなに大きな罪に足をすくわれても、どれだけ神

から離れていても、神は、あなたの不信仰を癒そうと

待っておられます。何という慰めでしょう。私たちに

必要なことは、間違っていると認め、神の聖霊に心を

変えていただくように自らを差し出すことです。 

  

どういう分野で神に素直に従うことが 

難しいですか。 

その心を癒し助けてくださいと、 

どうやって神にお願いしますか。 

    

 

 

 

 



お知らせ 

 

 

 

★次回の執事たちのミーティングは…来週の日曜日 

12日の 1時半から始まります。執 

事の皆さんは、このミーティングに 

出席するように予定していて下さ 

い。牧師先生は、彼らにとても感謝

しています！。 

 

★明日、6 日は…断食祈祷の 2 日目です。今日、断食

をしなかった方は、明日それをすること 

を考えて下さい。皆さんもご存知のよう 

に、私たちには主がして下さるように求 

めるべきことが沢山あります。明日の夜 

の祈祷会は、6時 55分から始まり 

ます。『わたしの好む断食は、これではないか。悪のきずな

を解き、くびきのなわめをほどき、しいたげられた者たちを

自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。』(イ

ザヤ 58：6) 

 

★今日 12時半から始まります…イスラエルのため 

の祈り会が、1階の 12号室であります。 

この祈祷会についての詳細は、鈴木智

子子さんにお聞きください。多分、イスラエ 

ルでは今も森林火災が続いているかも 

しれません。祈りましょう！ 

 

★HSK Wifi へのアクセスは…ｈｓｋ/1 

  PW:song1234 今日のメッセージのポルトガル語の

通訳は、FM ラジオ 90，または、Team Viewerで聞

く事が出来ます。 

★鞄の忘れ物です…6 ヶ月以上もの間、この鞄が教 

会のキッチンに置かれています。あなたのものではありま 

せんか？今日、お持ち帰り下さい。ありがとうございま 

す。 色：ダークブラウン…内側は銀色 

 

 

 

 

 

 

★古い賛美曲…これは再び、私たちが賛美する曲で 

す。ユーチューブで見つけて練習して下さい。Great In 

Power by Hillsong(https://www.yutube.com/ 

watch?v=JhrnsaeHPh4) その他数曲の新しい賛美 

曲が今年の終わりに紹介されます。牧師先生は、神様に 

歌う新しい曲を覚えることに興奮しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月は、何方かの誕生日月です！ 

 あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら… 

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！ 

神様の祝福がありますように！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yutube.com/

