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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

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。

今週の予定
日
付

の手助けとなるよ うなことがあ れば、牧師の

7/31 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)

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

時間 と内容
今日は一緒にランチをしましょう！

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

イザヤ40：29-31

8/3
( 水)

PM 1:30 祈祷会( メインルーム)

8/5
(金)

PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習

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

AM 8:45

ま すのでご利用 下さい。浜松救 い主教会は

AM 9:55 賛美礼拝・日曜委学校・交わり

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

8/7
( 日)

す！だ れでも心から 神様を知りたい 、 また

断食祈祷１日目
PM 1:30...Israel Prayer Meeting
PM 6:55 見張り人の集い（祈祷会）

こ の思いを持つ 他のクリスチ ャン達と交わ

（インターネット”ライブ“配信）

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 。

賛美チーム練習

8/8
(月)

断食祈祷２日目
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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ!
今日は７月の最後の日で明日から８
月となります。まだ6,7週間は暑い日が続
くと思いますが、・・他の国々はさらに
暑いようです！先週、アメリカのある地
域の気温は４０℃でした！暑すぎます！
今の時期水分補給を十分してください！
私の聖書の通読では再び最初からにな
りました。ご存じの通り、この箇所はユ
ダヤ人の先祖の歴史であり、すべてのユ
ダヤ人はこの箇所を注意深く学びます。
私にとって今興味深いことは、ダビデが
105編で書いている言葉です。ダビデはこ
のように書いています。「そのしもべア
ブラハムの子孫よ、その選ばれた者であ
るヤコブの子らよ、主のなされたくすし
きみわざと、その奇跡と、その御口のさ
ばきとを心にとめよ。」（詩篇105：56) 古代イスラエルの歴史で私たちが憶
えていなければならないことは何でしょ
う？答：神の不思議と驚き、神の御こと
ばです！ そして、神が為さりたい御業
はさらにあります！「アーメン」と言っ
ていますか？
私がこれを書いている時、ルースさん
は神戸の娘と孫たちに会っています。彼
女が出発する時は、孫たちをハグやキス
をいっぱいすることだけを考えて出てい
き、帰りは早くベッドに寝ることだけを
考えて戻ってきます！３人の小さな孫た
ちはルースさんの力を素早く吸い取って

しまいます。しかし、ダビデ王はこの
ような経験をしました。自分の力は戦
いで失われた。・・自分の力は十分で
はない！しかしながら、力についてこ
のことを発見しました。「わが身とわ
が心とは衰える。しかし神はとこしえ
にわが心の力、わが嗣業である。」
（詩篇73：26）

私たちは全能なる神

から大いなる力をもらうことができま
す！
毎月の最終日には私の頭の中で思い
を巡らす幾つかのことがあります。そ
の一つは、新しい月が始まる！ 次の
思いは、光陰矢の如し！ 別の思い
は、私たちの天の御父がまだ行ってい
ない御心は何だろうか！ その思いが
一番良いでしょう！共にその思いを分
かち合いましょう。
神の御力が大勢の人々に見られるよ
うにしてくださいという私の祈りにつ
いて、神の真の御思いはどうなのだろ
うかと最近考えました！私の祈りに応
えて神は多くの人々に対して何かして
くださるのだろうか？ただ私が祈って
いるだけで・・・？ある祈りに応えら
れるのが遅いようにも見えます。しか
し、言われます。「わたしに求めよ、
わたしはもろもろの国を嗣業としてお
まえに与え、地のはてまでもおまえの
所有として与える。」(詩篇2：8)
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。

りますが、8月下旬に日本に戻るときは
既 婚 者 と な り ま す。 プ ラ
ディープ夫人はビザの取得
の関係で一二か月遅れて来
日する予定です。彼らクリ
スチャンのお二人を主が豊
かに祝福してくださるよう
続けて祈りましょう！
８月のイベントが2つ...(1)８/21(日)
マークさんの‘サヨナラパーティー’ 持ち

今日（8/7日）＆月曜（8/日）は...断
食祈日です！メンバー全
員はどちらかの日に断
食祈祷してください。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
ロシアに何か起こしてくださる必要が
あります！前もって皆さんのご参加に
お礼申し上げます。

寄りランチ！マークさんは8/23にカナ
ダに帰国します。暑い夏ですがマーク
さんのためのスペシャルな時を持ちま
しょう。(2) 8/28（日）礼拝後に‘’かき
氷パーティー１カップ100円ですが豪勢
です！アイスクリー
ムのトッピング？
小豆？納豆？（ベ
ン牧師、やりす
ぎ！）

イスラエルについての新しい情報が届
きました。ブリッジフォーピースから
の情報誌”Olive Life”が教会
の玄関に置いてありますの
で、 ご 自 由 に お 取 り 下 さ
い。２冊以上お持ちになっ
て他の人に差し上げてください！イス
ラエルは神の助けを非常に必要として
い ま す。 イ スラ エ ル の た め に 祈 り ま
しょう。

次の新しい曲‘キング
リー’.

オブ

この歌はユーチューブ‘King of

Glory-Lyrics(Live)で検索
できます。ポルトガル語
では’Rei da Gloria-LetraTood Dulaney’です。歌詞
の日本語訳はHSKソング
翻訳者たちによって完成

プラディープさんは8/13（金）にイン
ドに戻ります！彼は独身でインドに帰

グロー

されました！（Wow!）

7/31

思いを巡らす考え
「究極の献身」「究極の勇気」
殉教者たちの声より抜粋

ん。誰もが純白の衣をまとっています。
私たちは顔と顔を合わせて神を見るこ

収監されたルーマニア人の若い女性が共産 とができます！私はなぜ悲しむ必要が
党の看守たちの足音を聞いたのは真夜中だっ あるでしょう。」
た。彼女はキリストを信じた信仰により死刑
の判決を受けていた。彼らは彼女の周りに集
まり小声でささやき合いながら別れの言葉を
彼女に投げかけた。彼女は憐れみを乞うので
もなく叫び取りすがることもなかった。
その日の夕方囚人たちは彼女が話すのを聞
いていた。彼女の顔は愛の満たしで輝いてい
た。「私にとってこの墓は天の都に入る玄関
です。誰がその美しさを言い表すことができ
るでしょうか。そこでは悲しみは聞かれませ

彼女には婚約者がいたが、地上の婚
約者と結ばれる代わりに天の花婿に会
いに行くと彼らに語っていた。
残忍な看守たちが彼女の牢に入ると
すぐに、彼女は立ち上がり前に進み出
た。看守たちが彼女を取り囲んだと
き、彼女は使徒信条を唱えた。する
と、看守たちの目から涙がこぼれた。
それから囚人たちは銃声を聞いた。死
刑執行人たちはこの若い女性の命を終
わらせたと思ったが、実際は彼女を遥
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かに素晴らしい場所へと送った。

**現在のところ、ネイディーンさんはまだ妊 **デイジーさんは、子ども達やご主人
のための祈りを求めています。家族全員
娠中です。彼女のためにお祈りください！
**この２４時間でウクライナでは何人の兵
士たちが亡くなったでしょうか？100？
200？300？

この戦争を止めてくださり、

神の平和がウクライナとロシアに与えてくだ
さるよう神に祈らなければなりません！
**プラディープさんは今週インドに戻りま
す。主が結婚式の準備をすべて整えてくださ
るよう求めてください！
**最近教会に見えないメンバーたちのため
にお祈りください。彼らが皆すぐに戻ってき
ますよう祈るのは誰でしょう？求め続けてく
ださい！
**ハダサちゃんはだんだん体重が増えてき
ましたが、退院するにはまだ足りません。
主がハダサちゃんの体重を増やしてくださ
り、バネッサさんの体調も良くしてくださる
よう再び求めてください！

の健康と天からの大いなる祝福が必要
です。それらを求めて祈ってくれるのは
誰でしょう？
**バネッサさんは二人の看護師さん
（ゆかさん、あずささん）のために祈
りを求めています。彼女たちは、永遠の
いのちを与えてくださる神に対する信頼
を必要としています。
**ホナルドさんの息子（ルアンさん）と
その友人（ナタリーさん）は天からの
助けが必要です。彼らのために再び祈っ
てくれるのは誰でしょう？
**ギルソンさんは親族の方の祈りを求め
ています。ファビオさんとフラビオさん
の壊れた結婚生活が、癒され回復され
るようお祈りください。

