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主は盲人の目をあけ、 主はかがんでいる者を

起こされる。 主は正しい者を愛し、主は在留
異国人を守り、 みなしごとやもめをささえら
れる。 しかし主は悪者の道を曲げられる。

主は、とこしえまでも統べ治められる。 シオ
ンよ。あなたの神は代々にいます。ハレルヤ.

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

詩篇 146 篇 8-10 節
今週の予定
日
付

時間と内容
PM 1:30 監督者と執事たちとのミーティング
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今日

今晩の祈祷会はお休みです!

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

9/14
PM 1:30
( 水)

祈祷会(メインルーム)

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 。

9/16 PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習
(金)
AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習

AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり
9/18
( 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)
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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ！

私が神について表現するワードの一つ
は「力強い」です。私が話したり書いたり
するとき、よく‘力強い神’というワードを
使います。しかし、‘力強い’の言葉の正し

い定義については少し難しいと思います！
なぜでしょう？神が力ある御業をなさるの
を誰が見たでしょう？‘力強い’ことを表し

ている体験に対して、神は‘偉大だ’‘素晴ら
しい’‘すごい’という言葉に容易に置き換え
ることもできます。そこで、私は詩篇24：
8に書かれたダビデの言葉を読みました。
「栄光の王とはだれか？」 それは誰かと
問い尋ねています。それに対しての答え
は、「強く勇ましい主、戦いに勇ましい主
である。」
私たちは神についてどのように定義す
ることができるでしょう？答え：神は戦い
において力強い。では、力強い神を誰が知
りたいでしょう？私です。そして、戦いを
教えてください！
私たちはヨーロッパにある２国、ウク
ライナとロシアのために日々、頻繁に祈っ
ていると思います。毎日数百人が死亡して
いるこの戦争を終わらせてくださるよう私
は神に祈っています。そして、ウクライナ
兵に勝利を与えてくださるようにも祈って
います。ウクライナは日本から遠く離れて
いるので、私たちは祈る必要がないと考え
るかもしれません。飢餓で苦しんでいる他

の国々や人身売買の問題、またクリス
チャン達への迫害など祈るべくことはた
くさんあります。国々の問題を見ると、
私たちの祈りの効果が薄く感じられてし
まうかもしれません。けれども、初代教
会リーダーたちにこのように示されまし
た。「義人の祈りは働くと大きな力があ
ります。」（ヤコブ5：16）

この言葉

の意味は何でしょう？私は次のように信
じます。神と同意した思いの祈りは混乱
した状況を変える効きめがある。 結
論：状況が変えられること、止まるこ
と、始まることを願うなら、熱心に祈っ
てください！私は悪に対する勝利を求め
ます！「主よ、大いなることと、力と、
栄光と、勝利と、威光とはあなたのもの
です。天にあるもの、地にあるものも皆
あなたのものです。主よ、国もまたあな
たのものです。あなたは万有のかしらと
して、あがめられます。」（1歴代誌
29：11）
おそらく暑い日はあと二週間続くで
しょう。たしかに夏は長く暑いです！で
も涼しい気候はやってきます。これから
もすべての教会リーダーたちの祝福のた
めにお祈りください。すべての集会で神
のご臨在が必要です。私たちが祈ると
き、神の御力の現れが必要です。賛美は
御使いたちを引き寄せるべきです！あな
たはどう思いますか？歌い続けましょ
う。そして何が起こるか見ましょう！
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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★これは、誰かに知ってもらい、覚え

てもらうために重要なことです： 毎週
日曜日の朝、メッセージは携帯電話や

FM ラジオで聞きたい言語に翻訳されま
す。必ず、イヤホン付きの
携帯電話を持参するか、
HSK の FM ラジオを使用し

てください。 インターネットのアドレ
スと FM ラジオのチャンネルは、メイ
ンルームの前に表示されます。

メディアチームでは・・・日曜礼拝の
インターネットライ
ブ中継のパソコン操
作やカメラ操作をし
てくださる方を求め
ています。毎週でなくとも構いません
がチームに参加してくださることを求
めています。この奉仕に興味のある方
は今日ホナルドさんにお申し出くださ
い。
教会ランチは・・・今月最後の日曜日
２５日に行われます。屋外
が暑すぎる場合、室内で
食事をします。教会ランチ
はベン牧師にとっていつ
も特別なものですが、他の教会イベン

トも同様に特別です。彼はHSKの調理人
たちやパン焼き人たちに大変感謝して
います！

来月(１０月)・・・ベン牧師はHSKの
賛美チーム全員のための‘ワーシップセ

ミナー’を行う予定です。賛美チームの

方々は必ずご参
加ください。そ
の他、ワーシッ
プシンガーに興
味のある方も歓迎です。日時について
は後日お知らせします。
赤ちゃんたちがHSKに来ます！
赤ちゃんたちが、ようやくHSKに連れ
て来られる日が来ました。もしあなた
が赤ちゃんたちを抱っこしたいときに
は、そのお母さんに承諾を得るようご
注意ください！何かの事故が稀に起こ
る可能性があります！ま
た、お母さんたちに子育
てのための知恵と力を与
えてくださるよう続けて
主に求めてください！
注意！HSKの全ての部屋には感染予防

の た め の 手 指 消 毒 剤 が 置 か れて い ま
す。まだコロナ感染が多くありますの
で、こまめな手指の消
毒をお願いします。毎
週日曜日にスナックが
出ますが、消毒した手
で食べてくださればと思います！

思いを巡らす考え
「イエスをもっと求める」著デビッド・ウィ
ルカソン

より抜粋

聖霊様が働かれるすべてのことは、ご自
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たしは、あなたがこの世の欲から逃れ

て、聖く保たれるようあなたをすべての

真理に導きます。わたしの真理は罪の束

身が来られた目的と関係しています。それは

縛や不信仰からあなたを自由にします。

です。その使命によって働かれます。聖霊様

す。あなたは天の栄光の婚礼へと向かっ

り、弱い時の助け主です。聖霊様は私たちを

してあなたは整えられているのです。すべ

を啓示されます。それらは、私たちを主の花

はあなたを整えているのです！あなたを

様は１つだけのメッセージをお持ちです。主

熱い愛を捧げる花嫁として、わたしはあ

は、もはやあなたのものではありません。あ

それが聖霊様の御業です。−教会を通

私たちすべてを、主の花嫁として整えるため

あなたはこの世のものではないからで

は私たちを導く方です。また、慰め主でもあ

ています。婚礼の食卓にふさわしい者と

解放し、私たちに触れ、私たちの内にご自身

てが用意されています。−

嫁としてふさわしい姿にするためです。聖霊

しみもしわもない者として、主の御前に

の教えは真理の中心に繋がります。「あなた

なたを主に捧げます。」

なたは代価を持って贖われたのです。あなた

して、イエス様を啓示し、私たちがイエ

はキリストの花嫁として選ばれたのです。わ

今、わたし

ス様の愛で満たされるように。
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***小さなハダサちゃんの完全な癒しのため

***教会に来てくださるビジターたちを

にお祈りください。

主に感謝します。互いに愛し続けましょ

***私たちが知るシングルマザーたち全員が

う。

祝福されるように再びお祈りください

***つや子さんの体力と健康のために続

***ローズさんのために続けてお祈りくださ
い。検査の結果がまだ出ていません。

けてお祈りください。智子さんが介護
のための力が与えられるように主に求

***賛美チームのために祈ってくださってあ

めましょう！

りがとうございます。イエス様が笑顔になっ

***私たちは階段がないバリアフリーの

てくださる賛美が捧げられますように。

建物を求めています。お祈りください！

***主が世界からコロナウイルスを追い払っ

***私たちにはまだ救われていない家族

てくださいますように。

のメンバーがいます！今週互いのために

***ロシアとウクライナの兵士たちの死者数

お祈りください。

は多すぎます。ロシアの兵士の死者数は５万

***大輔さんは転職をして大阪に近くに

しょう。

べきか導いてくださるよう祈ってくださ

人以上にも上ります。平和が来るよう祈りま

家族で住むか考えています。主がどうす
るのは誰でしょう？

