Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…

浜松救い 主教会 2022-8-7

(Hamamatsu Church of the Savior)
再び来てくださるとき・・・
もうあなたは、私たちの友!!

〒430-0853

私は、主のみわざを思い起こそう。まことに、昔か

浜松市南区三島町 522

らのあなたの奇しいわざを思い起こそう。 私は, あ
なたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あな
たのみわざを、静かに考えよう。神よ。あなたの道
は聖です。神のように大いなる神が、ほかにありま
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しょうか。 あなたは奇しいわざを行われる神, 国々
の民の中に御力を現わされる方です。 あなたは御腕
をもって、ご自分の民、 ヤコブとヨセフの子らを贖
われました。 詩篇 77 篇 11-15 節

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

今週の予定
日
付

断食祈祷第 1 日目
8/7 PM 1:30 イスラエルのための祈禱会
今日 PM 6:55 見張り人たちの集まり（祈祷会）

（インターネットでのライブ配信）

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

時間と内容

8/8
(月)

断食祈祷第 2 日目

8/10
PM 1:30 祈祷会( メインルーム)
( 水)
8/12
(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習

す！だ れでも心から 神様を知りたい 、 また

AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習

こ の思いを持つ 他のクリスチ ャン達と交わ

8/14 AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり
( 日) PM 1:30
監督・執事ミーティング

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 。

夜の祈祷会はありません！

!"#$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'(
HSK のメンバーと友人の皆さんへ
暑すぎると思う方は誰でしょう？私で
す！暑さもあと 6 週間ほどだと言うこと
は正しいことだと願います！でも…7,8 週
間かもしれません。とにかく、皆さんは
家の植物にもう少し水を与えることを考
えているかもしれません。この暑さで植
物たちは本当に乾いていると思います.
最近読んだ記事に、“新しい”病で、サ
ル 痘 と い う も の が あ る そ う で す。 最 初
に、サル痘が他の国々に広がっていると
誰がかが言ったとき、私は冗談を言って
いるのだと思いました。でも、また別の
思いは何か分かりますか：また別の病い
が病気なることの恐れを私たちに抱かせ
る。また別の病が、私たちが他の人々と
話すことを恐れるようにさせる。勿論、
医療関係者による注意喚起は無視するべ
きではありませんが、私たちは、再び恐
れるべきでしょうか？ダビデ王に与えら
れ た 神 様 の 御 言 葉 を 感 謝 し ま す。 『 主
は、私の見方。私は恐れない。人は、私
に何ができよう。』（詩篇 118：6）
毎日、私はアメリカで起こっている出
来事についてのニュースを読みます。す
べてのアメリカ人がアメリカのニュース
に興味があるわけではありませんが、ガ
ソリン価格が上昇し、森林火災が広がっ
ている時に人々がしていることを私は知
りたいと思います。人々の中には、経済
的理由や森林火災で焼かれてしまったた
めに家を失った人々もいます。でも、最
近のアメリカでは何が多いか分かります
か？怒りのあまり人を殺してしまった人
がいます。怒りのあまり、パレードを

見ている群衆の中に車で突っ込んでし
まった人がいます。怒り、苦々しさ、
憎悪！これは新しい行動でしょうか？
います！ヤコブはこう書いています：
『愛する兄弟たち。あなたがたはその
ことを知っているのです。しかし、だ
れでも、聞くには早く、語るのにはお
そく、怒るにはおそいようにしなさ
い。人の怒りは、神の義を実現するも
のではありません。』（ヤコブ 1：1920） 私の結論は：もっと良く神様の愛
を知りましょう。
私たちの中には、暑い気候で汗をか
かずに仕事をするのは困難な人たちが
いると思います。そして、暑いと、簡
単に不平を言ってしまうと思います。
でも、この真理は何度も聖書の中から
飛 び 出 して き ま す。 ペ テ ロ が ク リス
チャンの女性たちの外見について書い
ている間、神様はご自身が本当に興味
のあることを彼に示しました。『むし
ろ、柔和で穏やかな霊という朽ちるこ
とのないものを持つ、心の中の隠れた
人がらを飾りにしなさい。これこそ、
神の御前に価値あるものです。』（Ⅰ
ペテロ
3：4）また別の結論は：本当
に暑くて不平を言いたくなったとき
は、心の隠れた人がらを投げ捨てては
いけません！それは朽ちることのない
もので、神様の御目に尊いものです！

今週、皆さんのために祈ってい
ます。
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

ありません！聖書は集会ごとに持参し
て下さい。

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

★教会のエアコンは完璧な状態です

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。
★8 月の 2 つのイベント（1）8 月 21
日(日曜日)は、マークさんの“さよなら
パーティー”があります。彼は 8 月 23
日にカナダへ帰国しま
す。暑い日曜日になると
思いますが、マークさん
のために特 別 な 時 間
に し ま し ょう 。 … 持 ち 寄 りラ ン
チ です！(2）8 月 28 日(日曜日)は、
朝礼拝後すぐに“かき氷パーティー”を
します。1 カップ 100 円ですが、その
価値はあります！氷の上にアイスをの
せたい方はいますか？豆は？納豆はど
うですか？
★教会のコンピューター技師は…牧師
先生が分かち合う聖書個所を表示しよ
うとしています。今は、日本語と英語
の御言葉のみ表示可能です
が、近い将来、日本語とポル
トガル語も簡単にみられるよう
になります。この御言葉の表示
は、皆さんの聖書を自宅に置
いて来るようにするものでは

が…屋根から大量の熱風がメインルー
ムに流れ込みます。 そして、これはメ
インルームが長い間、涼しくいられな
いことを意味します。 この問題を解決
すれば、あなたが選んだ席が本当に涼
しくなる可能性があります。
もし、涼しくなりすぎたら、
右側か左側の席を選んでくだ
さい。 (注：冷房を切ると、
すぐに暑くなり、気を失うか
もしれません!)
★今年中は…最初の曲は聖歌を歌いま
す。そうです、中には 2,3 曲歌い方を
知らない方もいらっしゃるかもしれま
せんが、後でユーチューブで
それを検索して、覚えて下さ
い。これらの曲を覚えること
は、あなたが大きな衝突の中
で聞く必要があるものになる
と牧師先生は信じています！
★備忘録！毎週、教会イベントの全て
を牧師先生や賛美リーダーからお知ら
せしません。お知らせしていないこと
は 教 会 週 報 に 掲 載 して い ま す。 そ し
て、それはあなたにとって重要なこと
かもしれません。教会を出る前に週報
をお取り下さい。 注意深
くお読みください。
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思いを巡らす考え
「イエス様にお会いすることを期待する」

あなたに敵対できようか 』と言われた

アン・グラハム・ロッツ著

のです. ありがとう、ありがとう・・・

「脱皮」というセミナーの初日の朝、私は

私たちの主イエス・キリストを通して、

10歳の頃から毎日読んできた厳選した聖句、

私に勝利を与えてくださる 神に感謝し

『日々の光』を開きました。 その朝、私が

ます。

その聖句を「聞いた」方法はこうでした。

その聖句を読んでいると、私の羊飼

「強くありなさい、そして働きなさい、ア

いは、慈愛に満ちた心で、私が直面して

ン、わたしはあなたと共にある」と主は言わ

いる課題を敏感に察知し、私の弱さを

れる。主よ、私を強くしてくださるキリスト

真に理解して、私に語りかけているのが

によって、私はすべてのことを行うことがで

はっきりと聞こえました。私はその言葉

きるというのですか？

に励まされ、強められ、自分の使命を

そうだ、アン、『主とその力の中で強くあ

見事に果たすことができたのです。その

りなさい...主の喜びがあなたの力となる』...

セミナーに来た女性たちは、私がどん

主はアンに向かって、『このあなたの力で行

なに苦労してきたか、誰一人として疑う

きなさい...神がアンの味方であるなら、誰が

ことはありませんでした。 私たちの羊
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**デイジーさんさんの娘さん、ゆうこさん

飼いが語るとき、主は名前で個人的に
語ってくださいます。
**今週私たちの牧師ご夫妻、ベン先生

のためにお祈り下さい。背骨が湾曲している とルースさんが健康であるよう、お祈り
下さいませんか？毎日力が必要です。
ので、手術が必要かもしれません。
**続けてさくらさんのお父さん、ロメオさ

**多くの教会では、様々な夏のアウト

んの健康が回復するよう、祈りましょう。

リーチが行っています。多くの人々が主

**赤ちゃんのハダサちゃんは元気で順調に

を知るようになることを信じましょう。

体重も増えています。病院からすぐにも退院

祈りのリクエスト

できるよう、祈りましょう。

**マークさんは、今月日本を発ってカ

**真言君がすぐに生まれます。健康とネイ

ナダに帰国します。彼のために続けて祈

ディーンさんの安全なお産のために祈りま

りましょう。

しょう。

**カンボジアのニューライフクリスチャ

**続けて、コロナウイスルの感染が終息す

ンスクールのためにお祈り下さい。主が

るよう祈りましょう。今も私たちの神様が

彼らの全ての必要を満たしてくださいま

全てをご支配されています。

すように。

**私たちの姉妹、つや子さんの健康のため

**ルースさんの姪っ子、キムさんのため

に続けてお祈り下さい。彼女に会えなくてと にお祈り下さい。彼女は精神的な病と
闘っています。主が彼女の心に触れて下
ても淋しいです。
さいますように。

