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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9/12今日! 
ＰＭ 1：30 監督・執事ミーティング 

夜の祈祷会はありません。 

9/15（水） PM 1：30 祈祷会（メインルーム） 

9/17（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

9/19（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! 

 ミニランチ インドスパイシーチキン 

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） 

2021-9-12 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

  主よ、あなたはわたしを探り、わたしを知りつくされました。 

あなたはわがすわるをも、立つをも知り、遠くからわが思いをわきま

えられます。あなたはわが歩むをも、伏すをも探り出し、わがもろもろ

の道をことごとく知っておられます。わたしの舌に一言もないのに、 

主よ、あなたはことごとくそれを知られます。あなたは後から、前から

わたしを囲み、わたしの上にみ手をおかれます。 

このような知識はあまりに不思議で、わたしには思いも及びません。

これは高くて達することはできません。 

     詩篇 139：1-6 
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

 先週は涼しく感じられましたが、皆さんはどうでし

たが？暑い日も少なくなっていると思いますので、汗を

かくことも減るかと思いますので、私は凄く嬉しいで

す！あなたはどう思いますか？ 

私のソングリストによると、少なくとも 15曲の新し

い歌が賛美のために用意されています。私はそれらの

歌を習っていくことが楽しみです。歌詞を日本語に翻訳

してくださった陽子さんと智子さん。ポルトガル語に翻

訳してくださったアンドレアさん、ホナルドさん、ロウズ

さんたちに大変感謝しています。彼らは喜びと能力を

もって取り組んでくださいました。おそらく今年までにあ

と 2, 3曲学ぶつもりです。 

インターネットで私が視聴した大きな教会の牧師先

生のメッセージについて分かち合うものは今回ありま

せんが、普段私は説教者や説教について頻繁に検索

しています。それで、突然私のコンピューターの画面に

何が現れるでしょう？それは、教会のリーダーですが、

縞のシャツで古いジーンズ、スニーカーです。もちろん

ノーネクタイ！彼は教会の人たちにアピールしていると

思いますが、私はそのようなスタイルになるつもりは少

なくとも 50年はありません！けれども、メッセージのテ

ーマは「生活に関係ある事柄」についてでした。例え

ば、不登校の子どもや・・家のローンを払うことの困

難・・・ペットを交通事故で失うなど。 

私はそのよう「生活に関係したメッセージ」はしませ

んが、このようなメッセージを語っています。「全のなる

神は、どこで私たちが悪魔を攻撃することを求めてい

るか！」「なぜ賛美礼拝はなぜ情熱的でなければなら

ないのか！」「いつあなたは祈らなければならない

か！」「主を知るためには何をしなければならない

か！」 

結論：「なぜなら、あなたがたが主にあって堅く立っ

てくれるなら、わたしたちはいま生きることになるからで

ある。」（1テサロニケ 3：8） 

 

先週日曜日の朝礼拝後、ルースさんのために祈っ

てくださりありがとうございました。皆さんの多くが彼女

に手を置き涙して祈ってくださいました。その様子を見

て、過去に見なかったような愛を私は感じました。私の

気持ちを説明できませんが、愛に圧倒されました。牧

師の妻をこれほど愛してくれるメンバーたちを持つ教

会はどれほどあるでしょうか。すべての教会のメンバー

たちすべてがそのような愛を持ってほしいです。 

私たちがしていることで正しくないことを語るのは難

しいことです。否定的な言葉で励まされる人はいませ

ん。しかし、間違った方向に行こうとしたり、間違ったこ

とをしている人々には、隠れた罠が仕掛けられている

ことが多くあります。パウロは言いました。 

「一度は悪魔に捕えられてその欲するままになって

いても、目ざめて、彼のわなからのがれさせて下さるで

あろう。」（2テモテ 2：26） 

主が、あなたを悪魔の罠から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 
 

□ 今週、アフガニスタンのためにお祈りください。 

□ 幸男さんとネイディーンさんの結婚式の式場に関

しての知恵が与えられるようお祈りください。 

□ ベン牧師のお母さん（レイさん）が転倒しましたが、

その打ち身と癒しのためにお祈りください。 

□ エルサレムの平和のためにお祈りください。 

□ つや子さんのご友人（山下ひちろさん）の癌が癒さ

れるようにお祈りください。 

□ 酷いウイルスが根絶するよう祈るのを忘れないで

ください。 

□ ホナルドさんのリクエストで、息子さんのルアンさ

んと、その友人のナタリエさんのためにお祈りくだ

さい。彼らは救い主を知る必要があります。 

□ リンさんは、義理の娘さん（ロザーナさん）が救わ

れることを求めています。お祈りください。 

□ 今週、私たちの教会メンバーたちが信仰にあって

強く、神と共に歩むことができるようお祈りくださ

い。 

□ 教会の隣人の神谷さんが、すぐに救い主が必要で

あることを知るようお祈りください。 

□ 日本では新しい総裁の選挙が予定されています。

その方が救われるよう祈りましょう。 

□ アメリカではまだ山火事が続いています。山火事

が完全に終息するよう祈ってください。 

 

※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、そこんｓｈｈの旨をリクエストカードに

お書きください。 

 

 

 

「知恵のある者はだれか。その者はこれらの

ことに心を留め、主の恵みを悟れ。」（詩篇

107：43） 

ダビデは、神がご自身の愛する子どもたちを

どのように取り扱っておられるかを考察しまし

た。それにより神の恵みや赦しについての驚く

べき啓示を受けました。特定の詩の中で、神の

恵みを理解する鍵について語っています。その

鍵は単純であり簡単な言葉です。「彼らは主に

叫んだ・・」という言葉が詩篇 107編に 4回も

繰り返されています。 

イスラエルの民は荒野で何度も神の道に背き

ました。彼らの罪のゆえに飢え、乾き、損失を

被りました。「この苦しみのときに、彼らが主

に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出

された。」（6節） 

主がダビデに教えたことは、「ただ私がして

きたことを考察しなさい。イスラエルの民に対して

どのように取り扱ったかを。彼らは私に何度も逆ら

った。しかし、彼らがわたしに叫んだとき、私は彼

らの叫びを聴いた。彼らの涙や彼らが悔い改めたの

を見るとき、わたしは彼らを憐れんだ。彼らの弱さ

に私は心を傾けた。」 

ダビデは、神の啓示を受け、このように反応し

た。「神の御心はどれほど私たちに注がれておられ

るか。そして神の子どもたちの叫びに、なんと早く

応答してくださることか。神の恵みは尽きることは

ない。私たちは苦しみと罪悪感で打ちひしがれたま

までいる必要はない。私たちは、すぐに主に駆け寄

り告白して叫ぶべきだ。神は、私たちの必要を深く

ご存知であり、満たしたいと願われる。聖書で書か

れているように、神はご自身の子ども達を喜びとさ

れている！ 

 

 

「イエスをもっと求める」 著: デーヴィット・ウイルカーソン 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・ 

Wifi：hsk/1 

PW: song1234 

今日のメッセージの通訳についてはスクリーンに

表示されます。 

 

新しい歌の紹介です。 

It is well with my soul.（私

の魂に良い）という曲です。ぜひ

ユーチューブで検索して練習して

ください。 

 

来週の日曜日（19 日）は・・集会の後にスナックと

ミニランチをアマールさんが振る舞ってくださいま

すので、ぜひご堪能下さい！ミニ

ランチはインド料理のスパイシー

チキンで、アマールさんがいつも

作っていた得意料理です！本場

のインドのチキンはどれほどスパ

イシーでしょうか？ 

  

 

先週の日曜日にお知らせしましたが・・東北に住む

宣教師夫妻（亮さん＆真美さん）からのニュースレ

ターが届いています。コピー

したものがＳＫＩスタンド（集会

室の後ろ）にありますのでご

覧ください。日本語のみで

す！ 

 

 

 

 

 

 

コロナのワクチン接種について・・・2回目の接種後

に発熱の症状が伴う恐れから接

種をためらう方々がいますが、私

は接種をお勧めします。感染して

重症化することはさらに悪いこと

だからです。 

 

もう 1曲紹介します。 

'The Power of the Cross（十字架の力） 

近いうちに皆さんと歌いたいと

思っています。 

十字架の力 

暗黒の日の夜明け、主か向

かったカルバリ、罪びとの世さ

ばき受け、木に架けられた。 

主の顔に痛み見る。私の罪のため、の不義とねた

みから、血に染まるかんむり。 

光うせ 地は揺れた。頭を垂れた創造主。幕はさ

け、主のいのち、勝利を叫ぶ。！ 

わがたましい、主の傷と苦しみにより自由に。 

死は滅び生かされる 主の深い愛で！ 

 

十字架の力 主は罪背負い 怒りをぬぐい、赦し

の道開いた。 

十字架の力 神の子イエスが、偉大な愛で 

赦しの道開いた。 


