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私たちの主、主よ。 あなたの御名は全地にわた
り、なんと力強いことでしょう。 あなたはご威光
を天に置かれました。 あなたは幼子と乳飲み子た
ちの口によって、 力を打ち建てられました。 それ
は、あなたに敵対する者のため、 敵と復讐する者
とをしずめるためでした。 詩篇 8 篇 1-2 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

今週の予定
日
付

時間と内容
HSK ブラジル式バーベキュー

10/30
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)

い。あな たのために祈 ってい ます。今日お

11/2
PM 1:30 祈祷会(メインルーム)
( 水)

お 持ち帰り下さ い。尚、小さ いお子 様を持

11/4
(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

しゃ って下さい。 またい つでもお電話 下さ
帰りになる前 に、是非ＨＳ Ｋの礼 拝ＤＶＤを
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 。

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
断食祈祷第一日目
11/6
PM 1:30 イスラエルのための祈り会
( 日)
PM 1:30 監督者と執事たちとのミーティング
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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HSK のメンバーと友人の皆さんへ
10 月の最終日曜日になりました。火曜日に
は 11 月に入ります。そして、今週には秋は終
わ るかもしれませんが、涼しい風にも感謝し
ていま す。四季があることが好きな方は誰で
すか?私 は好きです。
私が多くの時間を何に費やしているのだろう
かと思いう方もいらっしゃるかもしれません
が、 これが最高の答えです:私は、主に解決し
て欲し い、或いは変えて欲しい、止めて欲し
い問題を 頻繁に思っています。いいえ、私は
悲観主義者 ではありませんが、孫が病気だと
知ると悩みま す。二人の人が絶えず喧嘩をし
てると聞くと悩み ます。身体障碍者の方を見
ると悩みます。神様 は私たちが健康で感謝す
る者であることを願っ ておられると思いま
す。「でも、牧師先生、あなた は多くを求め
すぎているのでは。」いいえ、そう は思いま
せん。ヨハネは 3 通の短い手紙の 3 番目の手
紙の中でこう書いています。「愛する者
よ。、あなたがたましいに幸いを得ているよ
うに すべての点で幸いを得、また健康である
ように 祈ります。」(IIIヨハネ 2)ヨハネは多
くを求めす ぎでいましたか?これが私の結論
です:『あらゆ る祈りと願いによって、どん
なときにも御霊によ って祈りなさい。そのた
めに、目を覚ましていて、 すべての聖徒のた
めに、忍耐の限りを尽くして 祈りなさい。』
(エペソ6:18) これらの言葉の 意味は何でしょ
う?答えです:問題を見た時に、 出来るだけ早
く天と繋がりを持つのです。そし て、神様の
教会のメンバーが関わっている問題 を見た
ら、できるだけ早く助けを求めていること を
神様に知ってもらうようにしましょう。

私は小さな孫たちのニックネームをよく考
え ます。彼らの中の 2〜3 人をバビーと呼
びます。 それは、バタ―の“バ”とベイビー
の“ビー”のように発音します・・・バ
ビー！でも孫息子の一人は、そのニックネ
イムは私の名前だと思っています。彼が
フェイスタイムで私の顔を見ると、「バ
ビー、バビー」と、叫び始めます。彼の言
葉は、その名前で私を知っているというこ
とだから、本当に私を良い気持ちにさせて
くれます。彼は、私はとても特別だと思っ
ています！そして、私たちが会うと、すぐ
に私の腕に飛び込んできます。でも、この
小さな孫との経験のゆえに私が持つほかの
思いが何かお分かりですか？そうです、私
たちの天のお父様は私たちがお父様のお名
前…イエス様、ご主人、救い主…を使うと
きに喜んで下さるにちがいありません。そ
れを頻繁に声に出し、神様を喜ばせましょ
う。
教会に来られる訪問者の方々を受け入れら
れている気持ちにさせて下さっている皆さ
んに感謝します。私たちの他の人々に対す
る愛は、神様の私たちに対する愛と私たち
を繋げていると本当に私は信じています。
愛を他の人々と分かち合うことを通して神
様の愛をもっと理解するのだと信じます。
そして、次はどうなるのでしょう？すべて

の訪問者たちが天のお父様を知って、神
様に従いたいと願うと思います。イエス
様は言われました。『もしあなたがたの
互いの間に愛があるなら、それによっ
て、あなたがたがわたしの弟子であるこ
とを、すべての人が認めるのです。』
（ヨハネ 13：35)
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

★最新情報です...イスラエル

らうために重要なことです： 毎週日曜日

についての最新 情報が教会玄

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。

★ティーム・ビュアー・アプリ...携帯電話

やコ ンピューターを通してご

自分が理解できる言語で 日曜

日の朝のメッセージを聴くた

めにこのアプリが 必要な方が

いらっしゃいます。このアプリは、

関のテーブルの上にあります。
無料 の小冊子「オリーブ」を

お取り下さい。そして、他の 人たちと分
かち合って下さい。イスラエルのための

祈り会が来週日曜日午後 1 時 30 分から鈴
木智 子さんのお得であります。
★牧師先生とルースさん

は・・・11 月第二週 目に

「夏休み」をとります。お二
人は、ハワイの子供 たちを

2,3 日訪問します。彼らの留

守中について の詳細は、来週お知らせし
ます。

www.teamviewer.com で検索して下さ

備忘:来週日曜日(6 日)は

表示されま す。

ちは午後 1 時半からメイン

い。 ログインの番号はメインスクリーンに
★先週、牧師先生が・・・日曜日の朝礼拝
中に 子供たちがいるべき部屋についてお

知らせしまし た。ご自分たちのお子さん
がどこの部屋にいるべ き
かについてご質問がある

方は、牧師先生、また は
ルースさんにお聞き下さ
い。HSK に出席してい

る子供たちの安全は教会
リーダーたちにとって重

要なことです。下の案内を注意してお読み
くださ い。そして、HSK を安全な場所に
するためにご協 力下さりありがとうござ
います。

HSK の監督者たちと 執事た
ルームでミーティ ングを行

います。牧師先生は 12 月のイベントの計
画を楽しみにしています。

思いを巡らす考え
「主のうちであなたを強める」
ビル・ジョンソン著

神は悪を造らず、悪は、神が私たちの中で
行おうと意図されたすべてのことを実現させる能
力を制限しません。
これは、敵が何を企んでいるかということを決
して心配してはならないもう一つの理由です。悪
魔は神にとって決して脅威ではありません。神は
一瞬で闇の王国を一掃することも可能です。 神
は、ご自分の勝利を、ご自分に似せて造られた息
子や娘と分かち合い、ご自分がどのような方であ
るかを示すことができるようにすることが、より
有益でより輝かしいことであると判断されたので
す。
神様は私たちに争いの準備をさせるだけで
なく、争いの中に私たちを導いてくださいます。
私たちが神から与えられた目的を追い求めている
とき、私たちの人生のあらゆる状況は、その目的
を達成するために共に働くのです。神はどんな手

10/30
でも、たとえ二のペアでも勝つことができる
ので、私たちは決して神の目的なしに対立す
る瞬間を生きる必要はありません.

実際には、主はすでに勝利しておられるの

です。 私たちの仕事は、十字架の勝利の現実
に心を合わせることです。そうすれば、私た
ちの周りで働いている主の目的と贖いを見る
ことができます。そして、私たちは自分の置
かれた状況において、どのように天とパート
ナーになるべきかを認識することができるの
です。
人生のどの時点においても、私たちにとっ
て最も安全な場所は、神と神が私たちを召さ
れた目的を情熱的に追い求めることです。 情
熱的に追求することで、私たちは前進するこ
とができます.

私たちの任務と運命は、王国を前進させる
ことであり、私たちの人生を維持するために
働く恵みと好意の傘が付属しているのです。
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....アレルギーや咳がある方々のためにお祈
りください。主が今週彼らを癒してくださ
いますように。
□今週、私たちの国のリーダーたちのため

亡くなって います。神様がこの戦争を

止めて下さるよう、 続けてお祈り下さ
い。

に続 けて祈りましょう。

□メアリージェーンさんは、彼女のパ

○私たちは、私たちの教会への来訪者たち

れるように祈ってい ます。祈りましょ

を主 に感謝しています。彼らが愛され、受

け入れら れていると感じられるようにしま

スポートが フィリピン当局から発券さ
う!

しょう。

○私たちの神様は、私たちが直面する

□エルサレムに平和があるよう、イスラエ

日祈り続けましょ う!

ルのた めにお祈り下さい。国の中では日々

どんな問 題よりも大きなお方です。毎

衝突があ るようです。

□私たちには、まだ救われていない愛

○ウクライナとロシアの戦争はまだ終わり

に祈りましょう.

が見え ません。そして、多くの人々が日々

する人たち がいます。今週彼らのため

