
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
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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

6/5 
(日） 
今日

          断食祈祷1日目 

PM 1:30　イスラエルの祈祷会 

PM 1:30　監督/執事　ミーティング 

   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）

6/6 
(月)

      断食祈祷2日目

6/8 
(水) PM 1:30 祈祷会(メインルーム)

6/10 
(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習

6/12 
(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 

       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！ 
先週のバーベキューについて皆さんは
どう思ったでしょうか。私は素晴らし
かったと思います！多くの方々がべビー
シャワーとバースデーパーティーを楽し
まれました！食事や交わりを素晴らしく
するために調理や片付け、その他のお手
伝いをしてくださったすべての方々に感
謝します。その日に3つのイベントをした
のですが信じられるでしょうか！ワオ！
私たち皆がそのような機会に新しい友人
を作ってくれたらと思います。彼らは
HSKにまた来てくれるかもしれません。
そうでなくとも、私たちは彼らのために
祈っているべきです。きっと、HSKで経
験した良い記憶を主が用いてくださるで
しょう。 
今週の金曜日6月10日私とルースさんは

50年前ニューヨークで結婚した記念日を
祝います！その時の結婚式を私はよく覚
えています。その理由は色々ありまし
た。結婚式の日の空は青空で風が強く吹
いていました。私はそれまでの緊張の
日々が続いて体重が減り痩せてしまいま
した。3日間も食事ができなかったからで
す！当日、ルースさんが美しいウェディ
ングドレスを着て教会の前から入ってく
るのを見たとき・・・・そうです、元気
になれました。神が私たちを43年以上日
本に住まわせる計画があることなど、そ
のときはほとんど知りませんでした！そ
の後1972年6月10日には、私たちは浜松
に住み楽しく暮らしていました。私たち
の生活は非常に祝福されていました。ア

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。

メリカの家族や友人らは忠実に私たち
のために祈りサポートもしてくれまし
た。そして、真実は：私たちの将来は
驚くべきものとなります！皆さんと共
に過ごす私たちの将来は驚くべきもの
になります！ 
私は今月の毎日曜日を楽しみにして
います。来週12日はアンジェロさんが
メッセージをしてくれます。19日は
ルースさんが話します。その翌週6月
26日はHSKサマーソングフェスティバ
ルがあります。そしてクリスマス前に
はHSKで3人の美しい赤ちゃんを迎え
られるでしょう！主を褒めたたえま
す！ 
今日から今月の終わりまで、皆さん
よくご存知の聖歌を歌いたいと思って
います。しかし、今まで私たちが歌っ
ていたようにではなく、10時のスター
トと同時に賛美チームが聖歌を歌い始
めます。その時あなたは立っていても
座っていても構いません。聖歌を歌っ
た後に普段通りに皆さんに呼び掛け歌
います。この変化の理由は？私たちが
もっと自主的に礼拝し、瞬発的に叫ん
で神を礼拝するようになってほしいか
らです。やってみましょう！ 
今週も主があなたとあなたのご家族を
驚くほどに祝福してくださいますよう
に。私はあなたの友人たちのためにも
祈っています！ 

                      あ なたの牧師、ベン



大切なお知らせ：毎週のメッセージは
別言語の通訳が提供されています。そ
の際、ご自身の携帯電話またはFMラジ
オからイヤフォンでお聴
きください。そのた
め、つねに携帯電話、
ラジオ、イヤフォンをご
持参ください。またHSK
のFMラジオも貸し出しています。イン
ターネットのアドレスやFMラジオの
チャンネルは前面のスクリーンに表示
されます。 

6月最後の日曜日（26日）は・・HSK
で最初の‘サマーソングフェスティバル’
を開催します。歌は2020年から毎年ク
リスマスパーティで皆さんに歌っても
らっていますが、今回は集会すべてで
歌ってもらう予定です！イエス様や教

会に関する歌を歌いた
い方やグループは誰で
も参加できます。参加
を希望される方は‘サイ
ンアップ’予約が必要で

す。今からそのために練習されている
方もいるでしょう！やりましょう！ 

今日（5日）＆明日（6日）は、・・、
断食祈日です！ベン牧師はメンバー全
員がどちらかの日に断食祈祷してくだ
さることを望んでいま
す。昨今、神の助けと癒
しを必要としています。
神がウクライナとロシア
に働いてくださる必要があります！予
め皆さんの参加を感謝します。  

6月のイベントのために・・・祈ってく
ださる方々にスケジュールをお知らせ

します。6月12日・・アンジェロさんス
ピーカー（ベン牧師夫妻は娘さん家族
との旅行。6/19に浜松に戻ります。）6
月19日・・ルースさんスピーカー。主
が私たちの教会のために
語ってくださったことを分か
ち合ってくれます。6月26
日・・HSKサマーソングフェ
スティバルブラジル人バンドがし演奏
してくれます！ 

BBQ　（6/26）のご協力ありがとうご
ざいました！先週の日曜日に行われた
BBQを素晴らしいイベントとしてくだ
さったすべての方々に感謝申し上げま
す。屋外で食事をするのに最適なお天
気でしたね。次回のBBQの
交わりはおそらく9月とな
るでしょう！スケジュール
の変更もあると思います
が、ホットドックと焼きそ
ばを屋外で食べたい人は誰でしょう？ 
........................................................ 

わたしが選ぶところの断食は、悪のな
わをほどき、くびきのひもを解き、し
いたげられる者を放ち去らせ、すべて
のくびきを折るなどの事ではないか。
また飢えた者に、あなたのパンを分け
与え、さすらえる貧しい者を、あなた
の家に入れ、裸の者を見て、これを着
せ、自分の骨肉に身を隠さないなどの
事ではないか。そうすれば、あなたの
光が暁のようにあらわれ出て、あなた
は、すみやかにいやされ、あなたの義
はあなたの前に行き、主の栄光はあな
たのしんがりとなる。 
（イザヤ58：6-8）
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「忘れられた神」著フランシス・チャンより
抜粋 
人々が自分の人生を主に明け渡すとき、地
獄行の切符を交換するのですが、多くの場合
それには行き先が書かれておらず、悔い改め
という意味のものだと解釈されています。た
だ小さなイエス様をあなたの人生で生きて頂
くことだけを望んでいるとしたら、小さな神
があなたを地獄から引き上げてくださいま
す。しかし、それだけではあなたに計画され
た満ち満ちたいのちを見失ってしまうことと
なります。さらに、あなたは聖霊様さえ必要
としなくなります。それは少し違った暮らし
で教会に通うだけを求めているからです。 
　あなたは神なしに、あらゆる宗教の人々と
うまく生活することはできるでしょう。あな
たがイエス・キリストに従う道だけを求める
とき、聖霊様の導きと助けが必要となってき
ます。主が命じられたことにすべて従いたい

と望み、それを人々に求めるとき、御
霊が必要です。並びに、キリストの苦し
みと死、復活を伝える召しを受ける信仰
を頂くときも御霊が必要です。パウロは
このように表しました。「しかし私た
ちは、この宝を土の器の中に持ってい
る。その測り知れない力は神のもので
あって、私たちから出たものでないこと
が、あらわれるためである。 私たち
は、四方から患難を受けても窮しな
い。途方にくれても行き詰まらない。 
迫害に会っても見捨てられない。倒され
ても滅びない。 いつもイエスの死をこ
の身に負っている。それはまた、イエス
のいのちが、この身に現れるためであ
る。」 
あなたが人生の行き先が変えられたこと
を本当に信じるなら、あなたの生き方
は変わり、聖霊の助けを必死に求める
こととなるのです。

**ベン牧師の母(レイさん)のためにお祈
りください。レイさんは頻繁に転倒して
います。主が彼女を強め癒してください
ますように。 

**現在アメリカにいるマーシュさんのた
めにお祈りください。彼女は様々な検査
をしていて癒しが必要です。 

**恵美子さんの出産が間近となっていま
す。ソラナちゃんが無事生まれるように
恵美子さんの健康のためにもお祈りくだ
さい。 

**コロナの感染はまだ続いています。主
が感染を止めてくださるよう祈り続けて
ください。 

**残念なことにウクライナとロシアの戦
闘が続いています。その地域に平和が来
るようお祈りください。 

**今週HSKの子ども達のために続け
て祈りましょう。彼らが安全で健康
でありますように。 

**HSKにいる英語教師の方々のため
にお祈りください。彼らの同僚たち
や生徒たちが主を知るようになるよ
う求めてください。 

**ネイディーンさんとバネッサさん
の体調と大切な胎児たちの健康のた
めにお祈りください。主が彼女たち
を強め健康を守ってくださいますよ
うに。 

**私たちの指導者たちのためにお祈
りください。今週祈りましょう！ 

**マークさんの仕事の契約が終了に
近づいています。彼の将来について
主からの導きが与えられるようお祈
りください。 
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