
主はわたしの牧者であって、わたしには乏しい
ことがない。主はわたしを緑の牧場に伏させ、
いこいのみぎわに伴われる。主はわたしの魂を
いきかえらせ、み名のためにわたしを正しい道
に導かれる。たといわたしは死の陰の谷を歩む
とも、わざわいを恐れません。あなたがわたし
と共におられるからです。あなたのむちと、あ
なたのつえはわたしを慰めます。               

                         詩篇23：1-4

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…

浜松救 い主教会
(Hamamatsu Church of the Savior)
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再び来てくださるとき・・・ 
もうあなたは、私たちの友!!

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 。

〒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- 
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

今週の予定
日
付

時間 と内容

6/26 
今日

          HSK 夏歌フェステバル 

           フェステバルの後は 

       美味しいランチが用意されます！  

           今晩の祈祷会はお休みです
6/29

(水) PM 1:30 祈祷会(メインルーム)

7/1

(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習

7/3

(日)

AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習  
AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり 
                断食祈祷第  1 日目 
PM 1:30 イスラエルのための祈禱会  
PM 6:55 見張り人たちの集まり（祈祷会） 
（インターネットでのライブ配信）

7/4

(月)                断食祈祷第 2 日目

mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.com/


   !"#$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'(&
親愛なるHSKのメンバーと友人達へ！ 
  私は先週日曜日の父の日イベントを楽し
みました。とても良かったです。勿論、
贈物も特別でしたが、男性たちの交わり
は本当に特別でした。そして、私たち皆
がイエス様のようになっていることが分
かります。素晴らしいです！ 
    いつでも私の好きな映画のジャンルを
聞かれるときの最初の答えは、“アクショ
ン映画“です。歴史的なアクション映画が
好きですが、古い戦争映画は好きではな
いと思います。自然災害の映画も沢山あ
ります！勿論、人々が死ぬのを見るのは
好きではありません。でも、ここを皆さ
んは注意深く読んで下さい：私は良い戦
いは好きです！人々が互いに打ち合った
り撃ち合うことの良いことは何でしょ
う？これが私の定義です：人々の中には
自分が他者よりも強いと思い、それを証
明したいと思う人がいます。他者が愚か
であると考え、それを証明したいと思う
人がいま す。自分が支配すべきと思い、
それを証明したいと思う人がいます。そ
のような考えは良い戦いをさせます。そ
して、どのようにして私の考えを神様の
御言葉と合致させるのでしょうか？初代
教会のリーダーたちの言葉を考えて下さ
い：「死のとげは罪であり、罪の力は律
法です。しかし、神に感謝すべきです。
神は、私たちの主イエス・キリストに
よって、私たちに勝利を与えて下さいま
した。」(Ⅰコリント 15：56-57) 
   今日は6月最後の日曜日です。そして、
2022 年の半分が終わろうとしています。
光陰 矢の如くです！そうです、夏は暑く
なっても長す ぎることはないと思いま
す。そして、願わくば、数日間の休みを
とって、冷たい川べりに座って麦 茶を飲

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。

めたらと思います。でも…私は、今も
今年神様が大いなることされるのを見
ることを期待しています。そして、そ
のような期待を持ち続けるように私を
励まして下さるよう、お願いします。
本当にウクライナでの戦争は、リー
ダーたちがとても邪悪な国であるロシ
アとの戦争のように思えます。そし
て、私たちはこの戦いから距離的に遠
く離れていますが、地獄からのものが
世界中で神様の働きを威嚇しようとし
ていると思います。私たちは、神様が
この戦争を止めてくださり、すべての
国に正しいリーダーたちを建ててくだ
さるよう求めていなければなりませ
ん。 
   今日私たちは誰が歌うのを見て聞く
でしょう？この歌フェステバルのこと
をただ考えるだけで私は嬉しくなりま
す。私は、12 月にもこれをすることを
すでに考えています！どうぞ、笑うこ
とや歌う人に拍手することを躊躇わな
いで下さい。私が読んだ聖書個所か
ら、弟子たちが沢山冗談を言ってイエ
ス様を笑わせたようには思えません
が、…クリスチャンたちは、主にあっ
て非常に喜んでいました。(ピリピ 4：
10). 
    今週、主があなたとあなたのご家族
を祝福して下さいますように。日毎に
暑くなりますから、私たち皆が健康で
あるように祈っています。そして、ウ
クライナとロシアの国民のために頻繁
に祈っていましょう。この戦争では毎
日数百人の人々が亡くなっています。 
                   あなたの牧師、ベン



★HSK Wifi へのアクセスは…ｈｓｋ/
1 PW:song1234   今日の牧師先生の
メッセージを自分の言語で聞く方法
は、プロジェクターのスクリーンで確
認できます。 

★イスラエルに関する最 新情報…ブ
リッジ ・ フォー・ピースからのものが教
会玄関正面の 机に あ ります 。無料小

冊子「オリーブ」をお取りく
ださ い。イスラエルのため
の祈祷会は 、来週日曜日 

(7  月 3  日)、午後１時半から鈴木智子
さんのご自 宅で 行います 。 

★HSK 什一献金は以下の通り捧げられ
ました：真実さん、りょうさん (石巻宣
教)(15,000 円)、ティックン(イスラエ
ル宣教)(10,000 円)、そし
て、サマリタン・パース(ウ
クライナ宣 教)(10,000 円) 1 

月から HSK が捧げた総額： 298,000 円
です。ハレルヤ！他の人々へ捧げて  

くださってありがとうございます！ 

★来週日曜日(3日)と月曜日(4日)…次
の2 つ間の断食祈祷日です。教会メン
バーの皆さんは、これら 2 日間のうち
のどちらかを選んで断食祈祷をして下

さい。こんにち、私たち
は神様の助けと癒しが必
要です。神様がウクライ
ナとロシアの中で何かを

してくださる必要があります！前もっ
て申し上げますが、参加して下さり、
ありがとうございます。 
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先月繰越金 収入 支出 残高

①一般献金 254,453 343,324 483,093 116,684 

②建物献金 827,770 6,800 27,433 807,137 

③援助金 60,968 0 0 60,968 

⑤宣教師基金 157,697 0 0 157,697 

⑥聖書学校基金 171,527 0 0 171,527 

⑦クリスマス基金 534 0 0 534 

⑧伝道献金 11,169 0 0 11,169 

⑨園献金 130,126 0 0 130,126 

会計報告 

2022.5.16.～

2022.6.15





                 「恵みの中で」 

                マックス・リカド著 

聖書を通して、神の民を表す最も強力な比
喩の一つは、私たちが「神の家」であると
いうことです。 キリストの血によって、
神の霊が私たちの内に住まわれるように
なったという現実には、本当に驚かされま
す。しかし、神様が引っ越したのは、いわ
ば中身を除去し、リフォームしなければな
らない家です。ですから、私たちはキリス
トに従うことを選んだ瞬間に、私たちをこ
の世で神の栄光と本質を真に表現できる家
に変えるために働く、人生の継続的な変革
のプロセスに参加（契約）することになる

のです。パウロはローマ書で、この
継続的な変革は主に、新しくされな
ければならない心と.「生きたいけに
え」として捧げられなければならな
い体の次元で起こっていると説明し
ています。それは、心をゆだね、思
いを新たにし、体を明け渡さなけれ
ば、私たちの人生に働ておられる建
築主であり建設者である聖霊に完全
に協力することはできないからで
す。

□続けてヴァネッサさんとハダサちゃんの
ために 祈りましょう。神様は彼女たちを
見守っていて下さいます。 

○ナイディーンさんは、かわいい赤ちゃ
ん、まことくんの出産を間近に控えてい
ます。今週彼らのために祈りましょう。 

□大石さんのために祈りましょう。彼は背
中の痛みがあって、癒されることを願っ
ています。 

○ウクライナとロシアの戦争が続いていま
す。それがすぐに終結するよう、祈りま
しょう。  

□愛する姉妹、つや子さんのために続けて
お祈り下さい。毎日強くありますよう
に。 

○今週、私たちの教会のシングルマザーた
ちの全ての必要が満たされるよう、お祈
り下さい。  

□今週、私たちが知っている牧師先生
達のために祈りましょう。今週、彼
らが健康で、励まされますように。 

○私たちの教会の大切な子供たちのた
めにお祈り下さい。主が全ての悪か
ら子供たちを守って下さいますよう
に祈りのリクエスト 

□“フードバンク”のアウトリーチのた
めにお祈り下さい。多くの人々の生
活が祝福されますように。私たちが
与えることができる品物を持参して
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。 
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