
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)

2022-6-19

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

6/19 
(日） 
今日

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）

6/22

(水) PM 1:30 祈祷会(メインルーム)

6/24

(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習

6/26

(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    

      HSKサマーソングフェスティバル！ 

              美味しいランチ！ 

夜の祈祷会はありません！

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！ 
  前回皆さんに言い忘れていましたが、
先週末私たち夫婦は長崎の旅行に行って
いました。そこで、大輔さん、ジョア
ナ、3人の孫たちと過ごしました。彼らが
私たちの結婚50周年のお祝いをしてく
れ・・素晴らしい時を過ごしました。私
たちが長崎市に行くのは初めてで、そこ
で歴史的なことを多く学びました。日本
で興味深い場所に行きたい方にとって長
崎はとても良い場所としてお勧めしま
す！ 
長崎市は魅力的な町ですが、私は通り
がかる学生や主婦、会社員などにも興味
を持ちました。彼らは自分たちが住む市
についてじっくり考えているわけではな
いかもしれません。おそらく数学のテス
トや買い物、仕事の取引などについて考
えているでしょう。しかし、あまり昔で
はないとき、6万人から8万人の人々が原
爆での被爆と長年の後遺症で亡くなりま
した。おそらく、私たちがすれ違う市民
たちは、第二次世界大戦で死亡した人々
の子孫や血縁者だと思います。今、私た
ちは何を考えることが大切でしょうか？ 
人それぞれに過去に対する意見はあり
ます。けれども、将来についてはどうで
しょう？怒り、憎しみ、後悔でしょう
か？そのような感情が歴史になるので
しょうか？多分そうではないでしょう！
世界の救い主が心に住んでくださること
だけに未来はあります。イエス様は言わ
れました。「わたしを信じる者は決して
滅びることはなく、永遠のいのちを持ち
ます。」「だれでもキリストにあるなら
ば、その人は新しく造られた者である。
古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが
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。

新しくなったのである。」（2コリン
ト5：17） 
来週の日曜日にあるスペシャルイベ
ント・・サマーソングフェスティバル
を私は楽しみにしています！私も歌う
ので少し緊張しています。上手く歌え
ないからです！けれども、誰に対して
歌うのか、また歌を聴くことを考える
とすでに嬉しくなってきます。神のご
臨在を期待しましょう！ 

3人の赤ちゃんの一人目ソラナちゃ
んがお誕生しました！来月になったら
彼女を見ることができると思います
が、彼女の誕生で私はとてもいい気分
になっています。新しい命！神からの
贈りもの！たしかに彼女はオムツを何
回も替えなければならず、夜中の1時
や２時に起きて抱っこされなければな
りません。けれども、彼女の笑いや微
笑みは天の何かを反映させているで
しょう！それを信じるのは誰でしょ
う？ 
すでに梅雨が始まったと聞きまし
た。なので、曇りや雨の日が多くな
り、日差しは少なくなります。けれど
も、お天気を造られた方は誰でしょ
う？おそらく今年の梅雨シーズンは短
くなるのではないでしょうか？そう望
みます。 
今週も主があなたを祝福してくださ
いますように！ 

あなたの牧師　　ベン
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父の日おめでとうございます! 
       今日、HSKに来られているすべてのお父さん方に特別な言葉を送ります。 
あなた方すべては私たちにとって特別です。今日そして生涯あなたが祝福されます
よう祈ります。あなたがご家族や友人らを愛する愛は表されています！ありがとう
ございます！

ソラナ　クリス
ティちゃん、お誕生おめでとうございま
す！恵美子さんとアッレクスさんの第二
子、ソラナちゃんが6月14日3,830グラム
で誕生しました！以下は恵美子さんから
のメッセージです。「私たちは素晴らし
い神の創造を褒め称えています！みなさ
んの尊いお祈りを本当にありがとうござ
いました。多くの方々の助けをいただき
私たち家族は大変元気です。彼女を皆さ
ん一人ひとりに紹介するのを待ちきれま
せん！皆さんすべてを愛して
います！」 

来週の日曜日（6月26日！）
は・・HSK第1回‘サマーソン
グフェスティバル’を開催し

ます。当日歌ってくださる方は集会室の
後ろに貼ってある参加表に名前を記入し
てください。歌のタイトルも書いてくだ
さい。注：歌われる方は楽曲の音源をご
用意ください。 

来週日曜日(26日)は教会ランチがありま
す！室内で食事をします。
フェスティバルの後のラン
チですので楽しい会話が弾
むことでしょう。ランチの
値段は、13-99歳（400

円）　7-12歳（300円）　0-6歳（無
料）　まだ安い！初めのビジターは無料
です！ 

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方
は・・・Wifi：hsk/1   PW: song1234 
今日、メッセージの通訳につ
いての情報はスクリーンに表
示されます。通訳はお手持ち
の携帯電話もしくはFMラジオ
にて聴くことができます。





「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。

*出産を終えた恵美子さんの快復のために
お祈りください。恵美子さんとソラナ
ちゃんは元気です。 

*ネイディーンさんの出産が近づいていま
す。彼女とお腹の赤ちゃん（まことく
ん）が健康で丈夫でありますように。 

*HSKにいるすべてのお父さん方を覚えて
祈りましょう！主が彼ら全てを健康で力
強くしてくださいますように。 

*ベン牧師の母レイさんのためにお祈りく
ださい。毎日の体力が必要です。 

*今週イスラエルの平和のためにお祈りく
ださい。 

*私たちの教会のシングルマザーたちのた
めにお祈りください。今週彼女たちの必
要が満たされますように。 

*私たちの教会に来られた訪問者たち
のためにお祈りください。 

*私たちの賛美チームは皆さんと賛美
するのを楽しんでいます。今週彼ら
のためにお祈りください。 

*教会の隣人、神谷さん家族とサッシ
店の大場さんたちのためにお祈りく
ださい。 

*HSKの英語教師たちのためにお祈り
ください。彼らは生徒たちや同僚ら
が救われるのを見たいと思っていま
す。 

*バネッサさんは先週の水曜日から入
院しています。主が彼女とお腹の赤
ちゃんの健康を守ってくださるよう
求めてください。 

思いを巡らす考え                                                                     6/19
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