
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
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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

6/12 
(日） 
今日

夜の祈祷会はありません！ 

6/15

(水) PM 1:30 祈祷会(メインルーム)

6/17

(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習

6/19

(日)

AM 8:45　賛美チーム練習 

AM 9:55 賛美礼拝・日曜委学校・交わり
PM 6:55　見張り人の集い（祈祷会） 

（インターネット”ライブ“配信）

mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.com/
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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ！ 
  先週日曜日の午後に帰宅したとき、朝
礼拝後 に私たちがした誕生日パーティの
ことを考えていました。もし、私の記憶
が正しければ、私たちは  2 人ではなく 
4 人の方たちの誕生日をお祝いしまし
た。そして、ケーキの味もさることなが
ら、その自発的な喜びもまた素晴らしい
ものでした。そして他の場所での多くの
イベントでは、この点が欠けています。
笑いは本当に計画されたものとなりえま
す。笑顔はいつわりとなりえます。そし
て多くの人々は、それが幸せであること
を表 現する普通の方法だと考えます。私
は、本当にこの“普通の方法”に賛成でき
ません。賢者が、キリストのお生まれに
なった場所の上に星を見た時、マタイは
こう書いています。『その星を見て、彼
らはこの上もなく喜んだ。』（マタイ 
2:10）     い つわりの笑いでもなく、い
つわりの笑顔でもありません。純粋な喜
びです！そうです、HSK だげがこの喜び
を感じられる場所ではありませんが、あ
まりにも多くの場所でいつわりの喜びが
溢れています。神様が私たちを本当に喜
んでいる者とさせて下さいますように。 
    気付いていない方もいるかもしれませ
んが、HSK のメンバーたちは、お知らせ
をしたり、祈ったりすることで日曜日の
朝の集会に参加しています。私はただ単
に彼らに何らかの役目を与えているので
はなく、これらのメンバーたちは、聖霊
様の導きによって導くことができるべき
だと思っています。彼らは言うことやす
ることを忘れてしまうこともあるかもし

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。

れませんが、時間の経過とともに万事
が収まります. 
     今日から 2 週間後に私たちは最初
の“HSK夏歌フェスティバル”を行いま
す。このことにつて私は興奮していま
す。クリスチャンたちの中には初めて
歌う方たちがいることを私はもう知っ
ています。そして、ブラジル人たちの
バンドも参加します！その日は外での
食事はありませんが、教会の料理人た
ちが皆さんが楽しめる特別なお食事を
用意します。それをしましょう！ 
       私の母のためにお祈り下さってあ
りがとうございます。先週、エリザベ
スさんと彼女の三人の子供たちがアラ
バマで母と一緒に 2 日間過ごしまし
た。母は、先月何度か転倒した後、ほ
ぼほぼ体力を回復したようですが、一
人で歩く体力は今もありません。この
ような事故に遭っても彼女が祈ること
を止めることはないと思います！彼女
はいつも神様が浜松で、そして日本で
偉大なことをしてくださることを期待
しています。 
     皆さんが私のこの短い手紙を読む
とお分かりになると思いますが、ルー
スと私は、神戸にいる孫たちとさらに
数時間過ごしていることでしょう。私
たちは今晩浜松に戻ります。先週金曜
日、6 月 10 日に私たちは結婚 50 周
年を祝いました！結婚生活のうちの 
43 年間は浜松（そして,掛川）で過ご
しました。私たちは何という素晴ら  
しい人生を共有したことでしょう。神
様を褒め称えます! 
    あなたの牧師、ベン



★6 月最後の日曜日(26 日)は…第 1 回
目 の「夏歌フェスティバル」が HSK で
行われます。牧師先生がお知らせをし
たように、日曜日の午前中いっぱい 、 
神 様 の 栄 光 の た め に 賛 美 を し
ます！HSK 夏歌フェスティバルで歌い
たい方は、メインルームの後ろの窓に
貼られているリストにお名前を記入し
て下さい。歌の題名も含
めてご記入ください。
注：各「シンガー」は、
自分の歌の BGM を持参
してください。 

★HSK でインタネットに接続したい方
は… Wi-Fi 設定にアクセスする: hsk/
1... PW： song1234 です。 今日のメッ
セージをあなたの言語で聞くための情
報がプロジェクター画面に表示されま
す。 

★来週日曜日、6 月 19 日…ルースさん
は、朝礼拝後すぐに、全てのフィリン
人女性たちと集まりたいと思っていま
す。彼女は、簡単な励ましの言葉の分

かち合いと彼女たちの
証を聞く事を楽しみに
しています。HSK に来
訪しているフィリピン
人女性の皆さんはこの

イベントに歓迎します。 

★先週の日曜日から…すべての集会で 
冷房が使われます。勿論、教会の窓は
少し開けた状態にしてお
きますが、寒すぎると感
じる方は、座る別の場所
を捜して下さい。夏場に
多い湿度を下げるために
も空調は必要です。 

★教会駐車場は…おそらく近い将来、
全員の 車を収容することはできないで
しょう。近くに追加の
駐車場がありますので
覚えていて下さい。駐
車場の場所を示した地
図は教会玄関にありま
す。 

エ リ ザ ベ 
ス さ ん と 
牧 師 先 生 
の お 母 さ 
ん の レイさ
ん！彼女たち
は皆さんを愛
しています！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
悪者には心の痛みが多い。しか
し、主に信頼する者には、恵み
が、その人取り囲む. 正しい者た
ち。主にあって、喜び、楽しめ。
すべて心の直ぐな人たちよ。喜び
の声をあげよ。 
詩篇  32：10-11

!"#$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'()





「忘れられた神」フランシス・チャン著 

御霊に導かれることは、結果としてキリスト  

の愛でキリストのようになることです。    パ
ウロ は、御霊がくださる賜物について述べた
後、「わたしは、さらにすぐれた道を示しま
しょう」 I Cor.12:31）    と書いています。ま
るで、「確かに、これらの御霊からの賜物は
大切です。でも、本当に大切なことを教えて
あげよう。世界を変えるものを教えてあげよ
う。」と、言っているようです。そして、そ
の手紙の  13 章に、有名な「愛の章」が書か
れています。   その中で彼は、愛がなければ
他のものは何も重要でないことを私たちに思
い出させます。 

      この箇所は、パウロが超自然的な賜物か
ら愛に焦点を合わせているので、とても力強
いのです。愛がなければ、"人や御使いの異
言 "で話すこと、"予言の力 "や "あらゆる奥義

とあらゆる知識 "を理解することは、何
の意味もないと、パウロははっきりと
言っています...... 

      もっと大切なことから目をそらすこ
とのないようにしましょう。 イエスは
弟子たちに言われた。「確かに、わた
しは、あなたがたに、蛇やさそりを踏
みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ  
権威を授けたのです。だから、あなたが
たに害をくわえるものは何一つありませ
ん。だがしかし、悪霊どもがあなたが
たに服従するからといって、喜んではな
りません。ただあなたがたの名が天に
書きしるされていることを喜びない。」
(ルカ 10：19-20)私たちの真の喜びは、
私たちに与えられた恵みによってもたら  
されるのです。

□続けてアグネスさんのお兄さん、アレク
セスさんのためにお祈り下さい。彼は癌
の治療のために入院しています。 

○妊娠中の恵美子さん、ナイディーンさ
ん、そしてベネッサさんのためにお祈り
下さって、ありがとうございます。 

□ルアンさんと彼の友人のナタリーさんが
すぐにイエス様を知りますようにお祈り
下さい。 

○クリスティアナさんは、友人のディジョ
ンさんのための祈りを求めています。今
年の夏、彼女は子供たちの親権を持つの
で、良い母親になれるよう、お祈り下さ
い。 

□小さなパトリックさんが癌から癒される
よう続けて祈りましょう。 

○プラディープさんは、友人のベン
カット・ラオさんが仕事を捜してい
るので、彼のためのお祈りを求めて
います。 

□ローズさんは、彼女のお母さんのレ
ダさんが健全な心を持つようにと祈
りを求めています。彼女のお母さん
のための祈りに加わりましょう。 

○ロシアとウクライナとの戦争は今も
続いていま す。直ぐにも戦争が止ま
るよう、お祈り下さい。  

□私たちの大切な友人のつや子さんが
健康になるよう、彼女を覚えて祈り
ましょう. 
☞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。

思いを巡らす考え                                                                     6/12
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