
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)

2023-3-12

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

3/12 
今日

PM 1:30  監督・執事ミーティング

     (今晩の祈り会はお休みです!) 

3/15

(水) PM 1:30  祈祷会(メインルーム)

3/17

(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

3/19

(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  

PM 6:55 見張り人たちの集まり(祈祷会)  

(インターネットでライブ配信しています) 

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   

今回５週間ぶりに皆さんに手紙を書くこと

となります。私とルースさんは私たちの教

会に戻ってとても嬉しく思っています。もち

ろん、向こうでは母に会え、とても良い時間

を持つこともできました。母は今も毎日私

たち全員のために祈ってくれています。私

たちが最後に彼女に会ったとき、彼女の左

の聴力が全く聞こえず、目がほとんど見え

ない状態でしたが、大変喜んでくれました。 

先週は私たちのアメリカ帰郷について少

しだけしか話せませんでしたが、私たちに

長年サポートしＨＳＫのために祈って下さっ

ていた友人たちや親族と会えてとても良

かったです。ＨＳＫで起こっていることを彼

らに報告でき喜んでもらえました。 

アメリカで私たちが訪問した教会の中の

一つ（先週話した通訳者がいる教会）につ

いて、私は今も考えています。その教会は

他の５か所のとは大きな違いがありまし

た。その一つは、清いスキンシップです。

彼らは聖霊様によって自由とされること・・

叫んだり・・踊ったり・・礼拝したりすることを

求めているようでした。そうです。彼らが神

から受け取ったことを私たち全員も受け取

らなければなりません。ですので、近い将

来その経験についても話すつもりです。 

今月は、私たちが他者のために祈る願い

をさらに強固にしていきたいと思っていま

す。時間の経過により、混乱した状況に妥

協し・・不一致に失望し、・・諦めが日常化

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。

してしまいがちです。しかし、私たちの鈍

化した感覚は、他の人々の同様の問題

に対して慰めの言葉をなくす結果となっ

てきます。または、不本意であっても我

慢しなければならないとか・・・彼らのた

めに祈る必要がないと納得させてしまい

ます。神は問題を解決することができな

いなどと信じる誘惑に、私たちは絶えず

注意しますように！ 

５月からコロナ感染予防の政府ガイド

ラインが緩められると聞きました！それ

は、デパートや店などでマスクをしなくて

もよいという意味でしょうか。そうでしょ

う。しかしながら、主がすべてのウイルス

や・・アレルギー・・発熱などの症状拡大

を止めてくださるよう求め続けなければ

なりません。私は病気になるのはうんざ

りです！あなたはどうですか？ 

春はもうそこまで来ています。私はき

れいな花々を見るのが楽しみですが、皆

さんはどうですか？そして厚いコートや

セーターもいらない新しい季節になりま

す！ 

今週も主があなたを祝福してください

ますように。私はこの教会に戻れてとて

も嬉しいです！ 

あなたの牧師　　ベン

http://www.hskchurch.com/


★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。

HSKメンバーにようこそ！今日、ス
マさんがHSKのメン
バーになられたことを
喜びをもってご報告し
ます。彼女は皆さんに
仕えたいと願っています！夫のプラ
ディープさんはHSKのミニストリーを
サポートしたい彼女の思いをベン牧師
に伝えてくれました。主が、このご夫
婦を祝福してくださるようにお祈りく
ださい。

教会からの什一献金については・・・
来週の週報でご報告しま
す。捧げてくださった皆
さんに誠に感謝申し上げ
ます。毎月、HSKからの

什一献金は、日本や海外の宣教団体
に贈られています。

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
非お取りになってお読
み下さい。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もっと
祈らなければなりません。最近、ユダ
ヤ人たちと周辺国との戦いでは多くの
死傷者が出ています！

注意！ベビールームは赤ちゃんとその
両親だけが入室できま
すのでご注意くださ
い。それ以外の子ども
や大人たちはこの部屋
を使用できませんのでご承知おきく
ださい。余分な部屋がないのでお困
りのこともあるかと思いますが、ご
了承ください。解決方法としては：主
に多くの部屋のある大きな建物を求め
てください！

子ども達の安全のために・・・掲示
板にHSKの子どもたちが日曜学校終
了後に居るべき場所について掲示され
ていますので注意深くお読
みください。子供たちが
入ってはいけない場所があ
りますのでご注意くださ
い！ご協力ありがとうござ
います。
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「天を待つ」著ラリー・クラブ　より抜粋


         教会の歴史を通して偉大な説教者の説
教を読むと、真の説教が本質的に神学的で
あることが確認できます。彼らの説教は、
今日の教会ではめったに見られない聖書の
深い理解を明らかにしています。 彼らを
説教した人々は、彼らの説教が聖書にしっ
かりと根ざしていることを確実にするため
に一生懸命働きました。 スパージョンは
週に5冊の本を読み、ジョナサン・エド
ワーズは1日12～14時間を彼の研究に費や
したと言われています。 彼らは彼ら自身
が持っていないものを他人に与えることが
できないと信じていたのでこれをしまし
た。 このため、彼らのミニストリーは、
失われた人々を改宗させ、神の教会を築く

のに強力でした。今日の牧師たちは、
より深い神学的研究のために言うまで
もなく、説教の準備のための十分な時
間を見つけるのに苦労しています。牧
師が神の言葉の説教と教えを主要な仕
事と見なすときだけ、真理のみことば
を扱うのに必要な時間を作る傾向があ
ります。 私は、神の偉大な人々の研究
と彼らの説教が大きな励ましの源であ
ることに気づきました。彼らは、その
ような勤勉さを通して、より良い説教
者になることができると信じるように
私に拍車をかけました。 今週、牧師が
神の言葉を準備し、研究しているとき
に、牧師のために祈りましょう。 

***ロシアとウクライナの戦争は１年を過ぎ
ました。この戦争が終わるようお祈りくだ
さい。

***今週、私たちの教会のシングルマザーた
ちが励まされ続けるようお祈りください。

***日本の学校で働いている方々のためにお
祈りください。彼らはその場所で祝福とな
りたいと願っています。

***HSKの子ども達のためにお祈りくださ
い。彼らがすべての悪から守られますよう
に。

***すべての人々が入りやすい場所に教会が
移転することを私たちは今も信じて求めて
います。

***今週ローズさんのために続けてお祈りく
ださい。彼女は３/８から化学治療を始めま
した。

***私たちの教会に来てくださるビジターの
方々を主に感謝します。彼らが愛され受け

入れられていると感じられるよう努め
ましょう。

***膝の手術を終えたデイジーさんが順
調に快復するよう続けてお祈りくださ
い。そして主が彼女の家族全員を救っ
てくださるよう求めてください。それ
も素晴らしい奇蹟です！その他にも、
まだ救われていない家族のために祈り
続けましょう！聖書は、「今日は救い
の日」と書かれています。

***小木真理さんとひかりさんは良い職
を探しています。主が彼女たちの働く
会社を導いてくださるよう求めましょ
う.

***ベン牧師の母レイさんは左耳の聴力
を失い、視力もとても弱くなっていま
す。主がレイさんに健康を与えてくだ
さるよう祈ってくれるのは誰でしょ
う？
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