
エルサレムの平和を求めよう。 
「あなたを愛する人々に平安があるように。 
あなたの城壁のうちに平和があるように。 
あなたの城郭のうちに平安があるように。」 
わたしは言おう、わたしの兄弟、友のため   
に。 
「あなたのうちに平和があるように。」 
わたしは願おう 
わたしたちの神、主の家のために。 
「あなたに幸いがあるように。」 

         詩篇１２２：６－９

Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…

浜松救 い主教会
(Hamamatsu Church of the Savior)

2023-3-26

再び来てくださるとき・・・ 
もうあなたは、私たちの友!!

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
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 。

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522 

TEL 053-442-5080 
FAX 053-442-5186 
携帯 070-4500-9327 
(ポルトガル語) 090-9220-0600 
 宣教師（牧師） 
ベン・ファウラ- 
hskchurchjapan@gmail.com 
(インターネットアドレス) 
(日本語)http://www.hskchurch.org  
(英語)http://www.hskchurch.com

今週の予定
日 
付

      
                時間と内容

3/26 
今日        No Prayer Meeting Tonight!

3/29

(水) PM 1:30  祈祷会(メインルーム)

3/31

(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

4/2

(日)

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１日目 

PM  1:30　イスラエルの祈祷会 
PM   6:55　見張り人の集い（祈祷会） 
       （インターネットライブ中継）

4/3

(月)         断食祈禱２日目

mailto:hskchurchjapan@gmail.com
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.org
http://www.hskchurch.com/
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HSK のメンバーと友人の皆さんへ きよ  

先週の日曜日も素晴らしい時を持ちまし
た！私は喜び叫びながら帰宅しました。新
しいメンバーが増え、新しいビジターも来
られました！そして主への賛美は天が建物
に降りて来られるように感じられました。
私たちが更に良い礼拝者となれるよう、そ
して神の愛と罪の赦しを人々に知らせるこ
とができるよう神に求め続けなければなり
ません。 
皆さんがお聞きになったように、私たち
夫婦は次の牧師と副牧師となってくれる二
人を選びました。そして１０月１日よりＨ
ＳＫに関するすべてのことを彼らに託しま
す。私が前回語ったように、ＨＳＫ全員が
信仰を増し加え、主に従う願いを強くし、
偉大なる神の御業を期待するよう私は願っ
ているからです。そのような願いを持つ者
は、人生のどこかで神の御力に対する迷い
や神の助けを拒むことや、御声を聴くのを
止めてしまう誘惑に遭う時があるでしょ
う！皆さんがそのようになってほしくない
と私は思っています！そのためにも、私は
皆さんのために祈り続けます！そして、私
のために祈って下さりありがとうございま
す。 
私たちの将来について詳しくは話しませ
んでしたが、実際に私たちも詳しく分かっ
ていません。私たちは夫婦が住むのに十分
な家を借りるつもりですが、母も一緒に住
みたいと言っているので暫く一緒に住むか
もしれません。私たちが住む正確な場所は
秋ぐらいに決まると思います。そして、私
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。

たちは必ず教会に行きますが、それは多
国籍のメンバーたちが集う教会でしょ
う。そして仕事についてはまだ全く分か
りません。 
もう３月の最後の日曜日になりまし
た。すぐに４月となります。まだ肌寒い
日もありますが、暖かな日が多くなりま
した。教会の室内にも新鮮な空気をもっ
と取り込みたいです。皆さんはどうか知
りませんが、戸外にいると主のご臨在を
もっと感じられるように私は思います。
なぜでしょう。「密雲と濃霧が主の周り
に立ちこめ、正しい裁きが王座の基をな
す。」（詩篇９７：２）「火は御前を進
み、周りの敵を焼き滅ぼす。」（３節）
「稲妻は世界を照らし出し・・」（４節）
「天は主の正しさを告げ知らせ・・」（６
節）結論：　今年はすごい夏となるで
しょう！ 
今日はアンジェロさんがスピーカーで
す。彼は3週間前から今日のメッセージ
を用意してくれていたので強力なメッ
セージとなるでしょう！（あなたはどう
思いますか？）　私たちは彼のメッセー
ジを通して神の御声を聴きたいと思いま
す。アンジェロさんと幸男さんは英語で
メッセージしてくれます。 
皆さんの教会に捧げて下さりありがと
うございます。教会からの什一献金を他
の宣教団体に捧げられることを大変嬉し
く思っています。ＨＳＫは多くの方々に
とって大いなる祝福だと思います。ハレ
ルヤ！ 



★HSK でインタネットに接続したい方
は... Wi-Fi 設定にアクセスする: hsk/1... 
PW: song1234 です。 今日
のメッセージをあなたの 言
語で聞くための情報がプロ
ジェクター画面に表 示され
ます。

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、是非お取り下さ

い。また、ご友人にも情報を分かち合っ
て下さい！昨今私たちはイスラエルのた
めに祈らなければなりません。尚、イス
ラエルのための祈祷会は来週の日曜日
（４/２）智子さん宅で行われます。 

注意！集会室の最後列は小さなお
子さんを連れた家族のために空け
ておいてください。尚、遅れて来
られた方が座れる場所として用意
しておいてください。時間通りに来られ
た方々はできるだけ前からお座りくださ
い。ご協力ありがとうございます。 

HSKからの什一献金４３,000円は・・、
以下のように分配され捧げられました。 

ブリッジフォーピース(イスラエル支援) 

(1３,000円)　ウィクリフ聖書翻訳(宣教
師支援)(15,000円) サマリ
タンパース（トルコ災害

支援）（15,000円).これらの団体は福音
宣教と被災者への支援活動に熱心に取り
組んでいます！（3月の十一献金の詳細
は来週お知らせします！）  

2023年4月～2024年３月までの監督・
執事のメンバーは・・監督/岡田幸男さ
ん、浜本アンジェロさん　執事/なかち
ホナルドさん、なかちア
ンドレアさん、リンさ
ん。智子さん、ルースさ
んです。智子さんは会計係を継続してく
ださいます。幸男さんとルースさんは９
月までとなり、その後は別の方に委任さ
れます。 

来週日曜日（2日）、月曜日（３日）
は・・・断食祈日です！ベン牧師はメン
バー全員がどちらかの日に参加すること
を望んでいます。昨今、神の助けと癒し

を必要としています。ウクラ
イナとロシアの戦争に神が働
いてくださるよう祈らなけれ
ばなりません。皆さんのご参

加を感謝します。 

HSKの会計報告の報告書は・・・集会室
の後ろのSKIスタンドにあります。ご質
問がありましたらベン牧師または智子さ
んにお尋ねください。智子さんが会計を
正確に記録してくださっていることにベ
ン牧師は大変感謝しています！ 
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「天を待ち望む」 ラリー・クラブ著 
  　あなたは今、試練の洪水を経験してい
るかもしれません。 あなたは祈りの答え
を待っていました。 あなたは一杯の苦し
みを味わいました。 何も、誰もあなたの
心の中にあるその必要性に触れることはで
きません! 男性または女性が神に飢えてい
るとき、敵軍は大きな怒りでその人に向
かってきます。しかし、その信者は立ち上
がって、「私は試され、試練に遭い、これ
らすべての力が私に対してたちはだかって
いますが」、「私は誰を信じていたかを
知っており、彼は私がその日まで彼に約束
したことを保つことができると確信してい
ます」と言うことができます。 それはあ
なたの立場を取る時です! あなたは無理に
笑ったり喜んだりする必要はありません。
現時点での幸せ。 実際、あなたはあなた

の魂に混乱しか持っていないかもしれ
ません。しかし、聖書はこう言ってい
るので、あなたは知ることができま
す、あなたは神がまだあなたと共にお
られることを知ることで確信すること
ができます。「まことに、主はとこし
えに王として座っておられる」(詩篇
29:10) 我慢してください。 すぐにあな
たは彼の声を聞くでしょう:興奮しない
でください、慌てないでください。 た
だわたしから目を離さないでくださ
い。 すべてのことをわたしに委ねなさ
い。 そして、あなたは自分が彼の信じ
られないほどの愛の対象であり続ける
ことを知るでしょう。

 イエス様、ありがとうございます! 

***皆がアクセスしやすい場所に教会の建物
が与えられるようお祈りください。
***アレルギーで苦しんでいる方々のために
再びお祈りください。
***HSKの子ども達全員のためにお祈りくだ
さい。イエス様が彼らを病気や怪我から
守ってくださいますように。
***アレックスさんが神様からの知恵を与え
られて将来のための様々な決断ができるよ
うお祈りください。彼は祈りを求めていま
す。
***今週、私たちの教会のシングルマザーた
ちのためにお祈りください。
***教会のビジターの方々にリーチアウトし
続けましょう。彼らが愛され受け入れられ
ていると感じられるよう努めましょう。

***日本やあなたの出身国の指導者たち
がすぐに救われるよう祈ってくれます
か？
***日本で牧師や宣教師として主に仕え
ている先生方のために祈りましょう。
***日本の学校で働いている方々のため
にお祈りください。彼らはその場所で
主のために輝きたいと願っています。
***デイジーさんの膝が完全に癒され正
常に動くことができるようお祈りくだ
さい。
***高部千宝里さんは、足に酷い痛みが
あります。主が彼女を癒し健康にして
くださるよう祈るのは誰でしょう？
※提出した祈りのリクエストの週報への記載
を望まない方は、リクエストカードの欄に
チェックを入れてください！
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祈りのリクエスト


