
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)
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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

3/19 
今日

PM 6:55 見張り人たちの集まり(祈祷会)  

(インターネットでライブ配信しています) 

3/22

(水) PM 1:30  祈祷会(メインルーム)

3/24

(金) PM 7:55 賛美リーダーと奏楽者の練習

3/26

(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       

       ランチと更なる交わりの時間!  

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 

      先週の日曜日に、新しく HSK のメン
バーに なられる方をお一人紹介しました。
そして、今日 は更にもうお二人の方がメン
バーになりますの で紹介します!とても嬉し
いです。そして、更に どれだけの人がメン
バーになっていくのでしょう か?将来のこ
とを考えるだけで、神様が私たち の人生に
して下さっていることに対して主に感謝 の
気持ちで一杯です。皆さんはどう思います 
か?  

       今日は、ルースと私がした決断を皆さ
んと分 かち合いますが、多くの考えと祈り
が必要です。 そして、将来起こることを皆
さんがお聞きになっ た後、祈り始めて下さ
い。そして、聖霊様があな たにして欲しい
と願っておられることに耳を傾け て下さ
い。そして、私は本当に神様の御声を聞く 
事を強調したいと思います。ある問題を解
決す るために人間的な知恵を用いること、
或いは、選 択をすることにおいて人間的な
理由付けをする ことについて私は頻繁に話
しています。そして、 私たちは多くの良い
決断をする為の知識を持っ ていますが、こ
の偉大な真理は初代のクリスチャ ンたちに
示されました。彼らの中には教養のある 
人々も含まれていました。『神の愚かさは
人より も賢く、神の弱さは人よりも強いか
らです。』(1 コリント1:25) パウロは、神
様が何か愚かなこ とをしたとか弱いお方で
あることを発見したので はなく、むしろ、
人間の知恵や能力に比べて、神 様は知性と
能力においてはるかに優れているこ とを発
見しました。そして、すべての問題に対し 

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。

る正しい答えを私たちが知っていると思
うことは 愚かなことです!私たちは、全て
のことをする力 や能力を持っていると思
うことは愚かなことで す! そして...私た
ちは、全能の神様に従うことによって決
して間違った方向には行きません。で す
から、すべての問題に対して神様の答え
を求 めましょう! 

     春になると、日本には毎年四季という
ものが あることを思い起こします。そし
て、新しい季節 が到来すると、木の葉の
色や植物が劇的に変化 します。今、葉っ
ぱは美しい緑色です。でも、四 季と私の
生き方とにどんな関係があるのでしょ 
う?私は詩篇の 1 篇のこれらの御言葉か
ら答え を見いだしました。主のおしえを
喜びとする人(1 節)のことを書いていま
す。『その人は、水路のそ ばに植わった
木のようだ。時が来ると実がなり、 その
葉は枯れない。その人は何をしても栄え 
る。』(3 節)。 

     情熱をもって賛美し、人々への真実の
愛を持 っておられる皆さんに感謝しま
す。私たちが賛美 した後で互いに話をす
る時間を持った先週日曜 日にこのことに
気付きました。多分他の教会でも このよ
うな交わりはあるかもしれませんが、私
た ちが持っているものはとても素晴らし
いと。ルー スと私は毎日みなさんや皆さ
んのご家族のため に祈っています。主が
皆さんの健康を守り、平安 を与えて下さ
ることを願っています。私は頻繁に 主に
神様の愛を他の人々と分かち合う多くの
機 会を与えて下さるようにと祈り、求め
ています。 



★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。

★もうマスクの必要はないのでしょう
か? 先週の月曜日に政府よりマスクは必
要ないとのアナウンスがありました。む

しろ、マスクをすることは 
個人の選択です。ですので、
今日から、教会では 皆さん
はマスクをするかもしれま

せんし、しないか もしれません。で
も、多くの人々が風邪を引いてい ますの
で、引き続き注意をしましょう。 

★来週の日曜日(26 日)...朝礼拝後、直ぐ
に 美味しいランチが用意
されます。外で食べるに
は 充分に暖かくありませ
んが、ビックバーベキュー
の 日が来ます!それをしま
しょう! 

また・・アンジェロさんがこの日のスピー
カーで す。彼は、皆さんと分かち合うた
めに準備をしてい ます。 

また...真実さんとりゅうさんが来られま
す。彼 らは、HSKからの捧げものに対し

ての感謝を分か ち合いたいと願ってい
ます。 

★教会にようこそ! 今日、私たちは最も
新し いメンバーとしてお二
人のクリスチャンたちを承
認 します:ウイリアムさんと
奥さんのちえみさんで す!神
様の栄光のために更に彼ら
が用いられま すように、そ
して多くの人々の祝福となりますよう に
お祈り下さい。私たちは、ウイリアムさ
んとちえみ さん、そして彼らの娘さん
を愛しています .

★教会什一献金が捧げられました...詳細
は 来週の週報に掲載致します。今のとこ
ろ、あなたの 教会へ捧げて下さり、あ
りがとうございます。 
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「天を待ち望む」 ラリー・クラブ著 
   神の恩寵を逃したところに、苦い思いが 生 
まれます。 しかし、神の恵みが受け入れられ 
るところでは、赦しが花開くのです。多くの
人 がパウロの最後の手紙と信じているその手
紙 の中で、パウロはテモテに「キリスト・イ
エスに ある恵みによって強くなりなさい」(2 
テモテ 2:1)と勧めています。 

       この最後の励ましの言葉は、なんと洞察
力 に富んでいることでしょう。パウロはテモ
テに、 祈りや聖書の勉強や慈悲深さにあって
強くな りなさいと求めるのではなく、それぞ
れが重要 であるとしています。 パウロは、信
仰を持つ 息子に、恵みにおいて成長すること
を望んで いるのです。 この領域を主張しなさ
い。 この 真理を心に刻みなさい。 もし、何
かを見落と しても、神の恵みを見落としては
なりません。 

庭を長く歩けば歩くほど、花の香りを嗅
ぐこ とができるようになります。恵みの
中で自分を 

絶やせば絶やすほど、恵みを与えること
ができ るようになります。 これが、怒り
に対処する 手がかりになるのでしょう
か。 その秘訣は、支 払いを要求すること
ではなく、救い主の支払い を思いやるこ
とにあるのではないでしょうか。 

あなたの友人は、あなたとの約束を破っ
た かもしれません。 あなたの上司は約束
を守り ませんでした。 残念です。でも、
行動を起こす 前に、この質問に答えてく
ださい。 あなたが神 様との約束を破った
とき、神様はどのような反 応をされまし
たか? 

***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。
***ロザリンさんが引き続き化学療法の治療
を受 けますので、彼女のためにお祈り下さ
い。主 が彼女に力と神様の平安を与えて下
さいます ように。 

***再び、鼻炎性アレルギーで苦しんでいる
人々 のためにに祈りましょう。 

***HSK の全ての子供たちを覚えて祈りま
しょ う。イエス様が子どもたちを危険や病
気から 守って下さいますように。 

***今もってウクライナとロシアとの戦争終
結の兆 しが見えません。それが直ぐに終わ
るように 祈りましょう。 

***全ての問題の中で教会のリーダーた
ちが続け て神様の知恵を持つよう彼ら
のためにお祈り 下さい。 

***今週、私たちの教会のシングルマ
ザーたちの ためにお祈り下さい。 

***牧師先生のお母さんのレイさんの体
力のため に続けてお祈り下さい。彼女
は今も日本や HSK のために祈ってい
ます.

***私たちは、今も全ての人々にとっ
て簡単にアク セスすることができる教
会の場所を信じて祈 っています。お祈
り下さい。 
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祈りのリクエスト


