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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

詩篇 146 篇 8-10 節
今週の予定
日
付

時間と内容

9/18 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)

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

9/21
( 水) PM 1:30

9/23 PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習
(金)

プ ロテスタント の単立（Independent ）ク

AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習 AM

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 。

祈祷会(メインルーム)

9/25
( 日)

AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり
チリホットドックランチ!
今晩の祈祷会はお休みです!
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HSK のメンバーと友人の皆さんへ

先週の日曜日、皆さは気付かれたかかど

うか 分かりませんが、私たちの賛美している
時の声 のボリュームが 50%ほど上がってい

たようで す。私はとても驚きましたし、喜び

ました。更に声 量が上がったことが天に影響
を与えるかは分か りませんが、私たちの心が

声に反映するとき、天 に影響を与えると思い
ます。どうしてそう信じら れるのでしょう

か?詩篇 22 篇 3 節には...『あ なたは聖であら
れ、イスラエルの賛美を住まいと しておられ

ます。』 この節の良い解釈はこうで あると思
います:神の民の賛美は神の王座とな る!神様
への誠実な愛をもって賛美し続けまし ょう!

先週の日曜日の午後、監督者や執事たち
とミ ーティングをしました。この数か月間、
突然やっ てくるかもしれない問題に対して、
事前に知って おく必要があることについての
考えを持ちなが ら、私はこのミーティングを
始めています。私た ちがどう考えていなけれ
ばならないかということ にこの例を用いまし
た:車の運転の仕方を覚え るのは難しいこと
ではありません。でも、突然ブ レーキが効か
なくなった時にどうすべきか、とい う知識を
持つことはとても大切です。そうです、 ブ
レーキが効かなくなることはないかもしれま
せ んが、その状況で何をなすべきかという知
識に 欠けていたら、重大な事故になりうるか
もしれま せん。お分かりになりますか?で
も、何をするべ きか知らなければ、教会の中
で“事故”につなが るかもしれないことが起こ
り得るのではないでし ょうか?私は、監督者
や執事たちにこの例を挙 げました:ワーシッ
プリーダーたちは、ヒップホップのメロ

ディーの歌を歌いたい!或いは、人生 はど
んなに恐ろしいものかということをもっと
歌 った歌がありますよ! 私はこう確信して
いま す。全ての歌が、私たちを神様のご臨
在を求め て“飢え渇かす”歌であるべきです!
今、皆さん はどう思いますか?
毎週私がお話しているとき、皆さんの
お顔の を見ることができます...或いは、皆
さんのお顔 の殆どをです!(私は、マスクは
好きではありま せん。それは今も皆さんの
笑顔を覆っていま す!)誰も眠っている方は
いません!私の話を 聞いて下さってありが
とうございます!私の上 手く話す能力の欠
如の故に、二か国語に翻訳さ れたメッセー
ジに完全に満足していません。で も、もっ
と良く話せるようにと試みています。
また、私は通訳者たちにとても感謝して

いま す。彼らは私のノートをしっかりと学
んで、喜ん で私の言葉を皆さんが理解でき
る言語に置き換 えて下さっています。も

し、通訳者たちや、翻訳 者たち、メディア
エンジニア、ワーチップチームに 支払うと
したら、それらに対する教会の予算は 月

に 20 万円程になるでしょう。でも、彼ら
は何 も求めません!私は彼らにとても感謝
していま す。

12 月には、冷たい気候になります!それ
は 確かです!それまでの間、皆さんが健康
であり ますように。ルースと私は頻繁に皆
さんのために 祈っています。私たちは皆さ
んのために更なる 祝福が欲しいです!
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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★これは、誰かに知ってもらい、覚え

す。朝礼拝後すぐに 行うこの

日曜日の朝、メッセージは携帯電話や

を予定に入 れて下さい!

てもらうために重要なことです： 毎週
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、

特別なイベントに出席すること

★備忘のために!ベビールーム
は赤ちゃんとご 両親のための

HSK の FM ラジオを使用し

部屋です。すべての子供たちや大人 の

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。

い。 2階のもう一つの部屋は静かに活動し

★来週の日曜日:チリホットドックランチ!

いらっしゃいますが、今はこの 問題に対

てください。 インターネットのアドレ

そうです、来週日曜日(25 日)、私たちは屋

方々はこの部屋をお使いにならないで下さ
たい子供た ちが使用する部屋です。追加
の部屋がないことで 問題になる人たちも
する解決策がありませ

内で一 緒に食事をします!外で

ん。下のプレハブ の10

バーベキューをするには まだ暑

号室と12号室は日曜学

すぎますので、それは 10 月まで

校終了後には空きま

お預けで す。でも、屋内でバーベ

す。結論:私たちにもっと多くの部屋があ

キューフードのチリホットド ック

る大きな 建物を与えて下さるよう、主に

を食べられます!これも素晴らしいイベン

お祈り下さい!

トに なりますから、ゆっくり食べて沢山
笑うために、予 定に入れて下さい!ホット
ドックの価格は、500 円(10-99 歳まで)、
400 円(6-9 歳)、無料(0 -5 歳)です!初めて
こられた方も無料です!
★プラディープさんはイ
ンドに帰国しまし

た! いいえ!彼はずっとそ
こにいるのではなく、 25
日に奥さんと一緒に浜松

に戻る予定です。牧 師先
生は、私たち皆で 10 月
2 日に彼らの結婚の お祝
いをしたいと思っていま

3人の赤ちゃんたちの前と...
後です!

思いを巡らす考え
「恵みの目覚め」
チャールズ・スウインドール著
真の自由を促すある聖句があります。それ ら
は、解放してくれるのです!束縛の罠や律 法主
義的な牢獄から本当に解放されたい人、 真の
自由を求めるすべての人はこれらの聖句 を何
度も何度も読んでください。この聖句は、 日
常的にあなたの中にある恵みを呼び覚ます の
に役立ちます。ここでいくつか紹介します。
ガラテヤ 5:1 キリストは、自由を得させるた
めに、私たちを解放してくださいました。
ローマ6:7 死んでしまった者は、罪から解 放
されているのです。ローマ 8:2 キリスト・イ
エスにあるいのちの
御霊の原理が、あなたを解放したからで す。
神様が与えて下さる人生を楽しむ楽しみ 方を
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□大石さんのためにお祈り下さい。彼は腰の
調 子が良くなく、癒しが必要です。彼は長
時間 座っていることが困難です。主がこの
腰の痛 みを取り除いて下さいますように。
○今も、ウクライナでの戦争を止めて下さる
よ う、主に祈っている方は誰でしょうか?そ
こに いるクリスチャンたちは、全てを失っ
てしまっ たかもしれません。
□さくらさんのお父さん、ロメオさんを覚え
てお 祈り下さい。彼は体の癒しが必要で
す。
○牧師先生のお母さんのレイさんの背中の痛
み が癒されるよう、お祈り下さい。
□私たちの教会の子供たちの中で恐れを持っ
て いる子供たちいるかもしれません。彼ら

9/18
他の人々が知るのをお手伝いする以上 に
人生におけるより大きな仕事を考えるこ
と は出来ません。正直なところ、それが
私の人 生の目標の一つです...他の人々が
人生を楽 しむお手伝いをすること。
あなたは他の人々を助けるために、プロ
の カウンセラーである必要はありませ
ん。捕ら われた仲間を自由にするため
に、あなたの力 を貸してあげてくださ
い。衝動:罪悪感のベ ールを生きるために
閉じ込められた友人は、 さびた恥の錨に
引き込みます。あなたは彼ら の唯一の防
御であり、恵みを殺す者からの 守りであ
るかもしれません。私の大きな目標 の一
つは、自由の喜びを失い、恵みの魅力を
ほとんど知らない仲間の牧師たちに、
もっと もっと息抜きの場を提供すること
です。
が恐 れから自由にされるよう、祈りま
しょう。
○小杉スーザンさんは、ご主人のかずお
さんの 救いを求めています。
□メアリージェーンさんは、彼女のパス
ポートが フィリピン当局から発券され
る必要がありま す。すぐにそのことが
起こるよう、祈りましょ う。
○リンさんは、ご主人ネルソンさんご家
族の救い を求めています。今週、彼ら
のために祈って下 さるのは誰ですか?
□続けてロザリンさんの癒しと良い検査
結果を 受けることができるよう、祈り
ましょう.

