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弱った者には力を与え、勢いのない者には
強さを増し加えられる。 年若い者も弱り、
かつ疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。
しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、
わしのように翼をはって、のぼることができ
る。 走っても疲れることなく、歩いても弱
ることはない。
イザヤ40：29-31

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

今週の予定

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

日
付

時間 と内容
洗礼式

7/17 PM 6:55 見張り人たちの集まり（祈祷会）
今日
（インターネットでのライブ配信） PM
夜の祈祷会はありません！
7/20
( 水) PM 1:30 祈祷会( メインルーム)

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 。

7/22
(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習
AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習
7/24 AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり
( 日) 夜の祈祷会はありません！
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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ!

先週、聖書の最初から再び読み直しま

今日私たちがワクワクする出来事があり

した。創世記１章・・再び私にとってと

ます。水のバプテスマです！今年、多くのク

ても不思議な節に突き当たりました。

リスチャンに洗礼を授けてくださるよう私は

「主は地の上に人を造ったのを悔いて、

神に求めていますが、今日、二人が洗礼を

心を痛め」（創世記6：6）
私はヘブル語は分かりませんが、一つ

受けます！素晴らしい！
日本ではどうか分かりませんが、英語圏

一つの言葉「悔いて」「心を」「痛め」

では詐欺師が横行しています。（大勢が詐欺

などの解説が必要です。５節の「主は人

の被害を受けています！）中には非常に多

の悪が地にはびこり、すべてその心に思

額の被害を受けた方々もいます。ともかく私

いはかることが、いつも悪い事ばかりで

が興味を持つことは、詐欺の仕方が単純だ

あるのを見られた」ときに、主はどのよ

ということです。詐欺師は対象者に拳銃で脅

うな気持ちだったのでしょうか？全能な

すのでも、車の下に爆弾を仕掛けるわけで

る神は落胆したでしょうか？本当に失望

もありません。ただ、対象者に電話をかけ

したのでしょうか？本当に後悔されたの

て心配させたりパニックにさせたりする嘘

でしょうか？おそらく私が天で神に聞く

の情報を伝えます。それから、その対処方法

までは正しい解説は得られないでしょ

としては、家の鍵を閉めるとか、犯人を捜せ

う！けれどもある慰めがあります。神は

とか言うわけではなく、クレジットの番号

私たちのことを本当に愛してくださって

を教えるように促すことや、銀行口座にお金

います。イザヤはこのように書いていま

を振り込むことを伝えます。しかし、詐欺を

す。「それゆえ、主は待っていて、あな

さらに興味深くすることは何だと思います

たがたに恵を施される。それゆえ、主は

か？私が思うには非常に多くのクリスチャン

立ちあがって、あなたがたをあわれまれ

たちが地獄からの小さな悪魔の詐欺被害を

る。主は公平の神でいらせられる。幸い

受けていると思うことです。私たちはお金を

なことよ、主を待ち望む者は」（イザヤ

失っていませんが、信仰を失ってしまいま

30：18）

す。そして平安を失い、力を失います。イエ

い！

ス様はかつてこのように言われました。

私たちの救い主は素晴らし

ルースさんと私は皆さんのために祈っ

「疲れた者、重荷を負っている者は私の下

ています。「主があなたを祝福し、あな

に来て休みなさい。」（マタイ11：28）８

たを守り、あなたに御顔を照らし恵まれ

詐欺師に騙されている者も含まれます）

ますように！」（民数記6：24-25）

されないようにしましょう！

騙

あなたの牧師

ベン

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。
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大切なお知らせ： 毎週のメッセージ
は３か国語で通訳されています。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。併せてイ
ヤホンもお持ちくださ
い。HSKでFMラジオを貸
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メインルーム
のスクリーンに表示されます。
今月の教会ランチは・・最後の日曜日（7/
31）です！インド出身のコックさんが調
理してくださると聞きました！その方は８
月の第一週にインドに帰国し結婚式を挙げ
られるそうです。皆さんが彼
のことを決して忘れることの
ないようインド料理を振る
舞ってくださるそうです！
「ベン牧師、本当ですか？想像しているだ
けかも・・インド人のコックさんは誰でしょ
う？
この8,

てくれています。ベン牧師は彼女たちの奉
仕に大変感謝しています。
最近１１曲も翻訳してくだ
さいました！おそらく来年
歌う曲も幾つかあるでしょ
う！
他にもご存じないことかもしれません
が・・・毎週日曜礼拝を成功させてくださっ
ている7つのクリスチャングループがあり
ま す。 そ れ ら の グル ープ は 、 賛 美 リ ー
ダー 、 バ ッ ク ア ップ シ ン
ガー、コンピューター’エン
ジニア‘、PA
ビデオ

’エンジニア‘、

ミキサー、通訳、

ジョイスターターらのグループです！ベン
牧師は彼らを大変感謝しています！それか
ら、監督者、執事のグループもあります！
合わせると９つのグループです！神があな
たをさらに祝福してくださいますように！
近い将来・・・メッセージで引用される聖

9週間・・・賛美リーダーたちは

礼拝の初めに聖歌を１曲歌っています。そ
れらの聖歌には大変馴染のあ
る方々もあるでしょう。歌詞
は古い文語体も多くあります
ので、今後「讃美歌改訂版」
の歌詞を用いる予定もありま
す。現代の歌詞に変えた際違
和感を感じるかもしれませんが歌い続けて
ください！
ご存じないかもしれませんが・・多くの歌
を日本語に翻訳するのに長時間費やされて
います！陽子さんと智子さんがおもにやっ

書個所の本文をメインルームのスクリーン
で表示する計画があります。それを問題な
く実行するには数週間以上かかると思いま
す。ベン牧師が使用している聖書バージョ
ンですが、コンピューター‘エンジニア’の
操作に手間がかかりますので忍耐を持って
お待ちください。きっと難なく操作できる
日がいつか来るでしょう！

7/17

思いを巡らす考え
「新しい力」著ジム・シンバラより抜粋
ペテロが解放された最後の瞬間、教会の祈
りは応えられた。私たちも信仰を保持してい
るなら、そのような経験をするだろう。神の
時間感覚は私たちとは違う。聖書で何度も書
かれているが、神は最後の瞬間に間に合うよ
うに現れてくださる。
多くの人々は、夫婦関係、親子関係、経済
問題などで光が見えない暗闇の体験をする。
解決が見えない霊的な問題が私たちを悩ませ
る。私たちは理由を探し、カウンセリングを
受け、対策を練るが、すべてが空しく終わ
る。私たちが必要なことは神の光の放出だ。

神がキリスト者たちの熱心な祈りに応
えペテロを起こされたように、神が再
び現れてくださり御業をなしてくださる
と信頼することができる。私は教会で
そのような祈りが応えられるのを何度
も何度も見た。私たちは最大限に祈ら
なければならない。主よ、彼らを目覚
めさせてください！目覚めさせてくださ
い。
ペテロの記述によると神が牢の見張りを
すべて取り払いペテロの手から鎖を解き
放してくださった。神は現在でも鎖を解
き放してくださる。情欲や薬物、アル
コール、欺瞞などどれほど強い鎖であろ
うと。御霊の力は縛りのかせを振りほ
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どき人々を自由にさせてくださる！

**小さなハダサちゃんの体重が増えて丈夫

れ、受け入れられていると感じられるよ

に成長するよう続けてお祈りください。

う求めてくれませんか？

**出産を間近に控えているネイディーンさん

**教会メンバーの子ども達でまだクリス

とお腹の赤ちゃん（真言くん）のために続

チャンでない方々がいます。ご両親たち

けてお祈りください。

は私たちの祈りを必要としています。祈

**ロシアとウクライナの戦争に終わりが見

りましょう。

えない状況です。戦争を主が止めてくださる

**エルサレムの平和のためにお祈りく

よう求めてください！

ださい。そこに住む多くの人々がイエス

**今日の洗礼式を教会リーダーたちはとて

様をメシヤとして受け入れますように。

も喜んでいます。二人の若いクリスチャンが

**あなたの知っている牧師先生たちの

イエス様の言われることに従います。彼らと

ためにお祈りください。力や励ましを

HSKのすべての子ども達のためにお祈りくだ

必要としているかもしれません。

さい。

**中国では洪水の災害に見舞われてい

**アグネスさんのご兄弟アレックスさんは

ます。洪水で家屋や畑が水没していま

癌の治療のために再入院します。今週彼のた す。洪水の被害によりすべてを失ったク
リスチャン達もいるでしょう。彼らのた
めにお祈りください。
**教会のビジターの方々のためにお祈りく
ださい。彼らが教会に入ったときから愛さ

めに祈るのは誰でしょう？

