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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。 

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ＨＳＫの礼拝ＤＶＤを

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

とのできるためのベビールームも設けて

いますのでご利用ください。 

 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
Hamamatsu Church of the Savior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9/22(日）今日! 夜の祈祷会はありません！ 

9/25 (水) PM 1：25 祈祷会（ルーム 22） 

9/26（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

9/29(日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   日曜礼拝＆HSK日曜学校&交わり! 

PM  6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

2019-9-22 

 
 

 

Welcome to HSK! 

 

 

私は助言をくださった主をほめたたえる。 

まことに夜になると、私の心が私に教える。 

私はいつも、私の前に主を置いた。 

主が私の右におられるので、私はゆらぐことがない。 

それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは楽しんでいる。 

私の身もまた安らかに住まおう。 

まことに、あなたは私のたましいをよみに捨て置かず、 

あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。 

あなたは私に、いのちの道を知らせてくださいます。 

あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には、 

楽しみがとこしえにあります。 

詩篇 16：7-11 

      

 

 

 

 

tel:053-442-5080


 
  

親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

  

皆さんがこの手紙を読んでいる頃、私とルースさん

は私の母レイさん（97歳）に会っていると思います。そ

して、日本時間の今日が終わる前に、母の教会に出席

し、朝または夕の礼拝で分かち合っているでしょう。私

が日本を発つ前に、義理の弟から教会での説教を頼

まれました。その教会はＨＳＫとほぼ同じ大きさです。

また、彼らクリスチャンたちは、宣教師が大好きで多く

の宣教師たちをサポートしています。毎年、年に数回、

各国の宣教師たちを支援するため教会のチームを送

っています。そのようなクリスチャンたちと交わること

は、私にとって楽しいことです。 

しかし、アメリカのクリスチャン達に話すことは難しい

と、私は感じています！なぜでしょう？多くの牧師は、

クリスチャンたちに心地よいメッセージを聞かせるべき

だと思っているからです。・教会にはあまり長い時間留

まらせるべきでない。・・・日曜日の天気は完璧である

べきだと思っていると思います。あなたは、私が信じて

いることがお分かりだと思いますが、結論はこうです。：

私たちは成長しなければなりません。・・大人にならな

ければなりません！今日、私の母の行く教会で、私は

どのようなメッセージを話すかまだはっきり決めていま

せんが、本当に聴こうとする人々がよく噛んで理解す

る内容だと思います！ 

アメリカに行くたび、私はいつも全能なる神について

何かを学びたいと思っています。日本でまだないもの

を、アメリカで神が初めてくださっているかもしれないと

思っているからです。アメリカで神が偉大なることをし

てくださっているなら、私はそのような偉大な事が起こ

るのを期待したいのです。アメリカ人クリスチャンの神

は、日本人クリスチャンの神でもありますね！そのよう

なわけで、私はアメリカから良い報告を持って帰りたい

です。 

Ｈ みなさんＨＳＫに捧げてくださりありがとうございま

す。2,3週間前にもお伝えしましたが、今月、10万円も

の寛大な捧げものをカンボジアのクリスチャンスクー

ル（ルースさんが訪問しました）に支援金として送金す

ることができました。 

2  一方、2週間前、あるアメリカの教会からとても悲し

い手紙を受け取りまた。その教会の牧師先生で、個人

的には面識のない方からでしたが、このように書いて

ありました。「教会出席者の減少や厳しい経済状態の

更なる悪化により、やむを得ない決断として、私たち

の一般会計からの個人への献金は中止することにな

りました。」 

を 私の最初の感想として、教会を維持するための経費

が非常に負担になるときもあるのだろうと思いました。

私たちの教会は閉鎖になってほしくないと願いました。

そして、次の私の思いは次のようでした。「神に捧げる

ことは妥協してはならない。」「生きることは与えること

が含まれる！」「私たちが神の御顔を拝するとき、主に

捧げたことがいかに少なかったかお詫びすることがな

いようにしたい！」 

あ あなたはどう思いますか？ 

 私は今日、バニラアイスやアップルパイ、またはチー

ズケーキを食べるでしょうか？分かりませんが、このこ

とは言えます。：全能なる神があなたを祝福してくださ

ること、あなたの家庭や人生で何か良い事が起こるこ

とを、私は期待しています。 

 主があなたとあなたのご家族を益々祝福してください

ますように。神はそれができます！ 

 

   あなたの牧師   ベン 
 

 

 

 

牧師より 
 

多言語でメッセージを聞くことができます。・・・あなたのスマホ、アイフォンを使用して通訳を聞く方法：

まずアプリ“ABELON Client ”をダウンロードしてください。次に、Wi-Fi： ｈｓｋ/（password:song1234） 

またはｈｓｋ/2（password:：song5678)を通して HSKに繋げます。アプリを開いて、あなたが 

聞きたい言語をクリックしてください。‘Latency’を 100にセットしてください。あなたの言語で牧師の 

メッセージが聞けるはずです。 

 

じし

 

 

ウエブサイトは www.hskchurch.org です。次に Mediaをクリックすると日曜礼拝がご覧にな

れます。又は、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオもいつでもご覧

になれます。 

 

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 
□ 祈りはまだイランとアメリカ合衆国の間の情勢のために

必要とされています。主の知恵がこの問題を解決して

下さいますように。 

□ 主が、陽子さんの腰を完全に触れて癒されますように。

神さまは、彼女の癒し主です！ 

□ つや子さんの姉妹（なるみさん、きよこさん）が救われま

すように、もう一度祈りましょう。 

□ 私たちはＨＳＫの全ての子どもたちを愛しています。今

週、子どもたちの名前で祈って下さい。彼らのご両親の

ためにも、どうぞお祈り下さい。 

□ もっと多くの政治家たちがここ日本で救われ、主のため

に用いられることを、私たちは祈ります。 

□ 今週、神さまの癒しが必要だと分かっている方々のた

めに、祈ることを覚えましょう。 

□ ベン牧師とルースさんは、今週アラバマ州でベン牧師

のお母さまと一緒に過ごします。彼らが共に交わりを持

つ時、彼ら全員が励まされますように。 

御霊が、私たちの内にキリストに対する熱い

羨望を生まれさせなければ、御業は完成されな

い。 

啓示の日に、御霊はどのような花嫁を主イエ

スの御前に立たせるだろうか？二心の者だろう

か？愛がなまぬるい者や冷めている者だろう

か？イエスに専心していない者は誰だろうか？

キリストとの親密さを求めない者は誰だろう

か？ 

もしイエスを真に愛するなら、イエスが絶え

ず心の思いとなり、どのような時も共に歩む。

聖霊は今日ここにおられ、あなたと共に歩まれ

る。肉において死を通して、御霊によりキリス

トへの熱い愛を生まれさせてくれる。 

ローマ 8：26では、信じる者の心に働く最も

偉大なる聖霊の御業の一つが書かれている。

「御霊も同じようにして、弱い私たちを助けて

くださいます。私たちは、どのように祈ったら

よいか分からないのですが、御霊ご自身が言い

ようもない深いうめきによって、私たちのため

にとりなしてくださいます。」 

心の中の深いうめきとは何だろうか？言いようも

ない奥底の感情とは何だろうか？ヘブル語では、う

めきとは「慕い焦がれる」-キリストをもっと求め

て進むこと。 

神を慕い焦がれるあまり、主のご臨在の中に座る

のみで、深い心のうめきしか口から出てこない状

態。「イエス様、世界中であなただけが唯一の幸せ

です。あなたの麗しさを、私は見て味わいました。

－それで、私はあなたのすべてを求めます。」 

これが自分の罪に苦しみもだえ、聖さをあえぎ求

める者の内なる叫びだ。しかし、彼はどのように祈

ったらよいのか分からず、心の叫びで訴えている。

「聖霊様、来てください！あなたは神の御思いをご

存じです。神の御心に沿った祈り方をご存じです。

私と共に歩んでくださいー私をコントロールしてく

ださい。」 

 

 

「イエスに飢え乾く」 思いを巡らす 
 

  より抜粋 9章「御霊に歩む」 著 : David Wilkerson 

□ 神さまは「私たちが求めたり考えたりする以上に」するこ

とを約束されました。信じ続け、主に素晴らしいことをし

て下さるように頼みましょう！ 

□ 今週、教会のリーダーたちのために祈ることを忘れない

で下さい。彼らはどんな事態が生じても、神さまの知恵

がありますように。 

□ 国家の指導者たちのために祈って下さっているのは誰

ですか？フィリピン、ブラジル、日本、そしてアメリカ？ 

□ 雅美さんの娘（ゆきなさん）の救いのために、再びお祈

り下さい。 

□ 私たちの市街の牧師たちのために、祈って下さっている

のは誰ですか？彼らは教会を導く時、神さまの知恵と

励ましを必要としています。 

□ 香港での緊迫した事態のために、どうぞもう一度お祈り

下さい。多くの抗議者たちが逮捕されています。 

 

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

は、リクエストカードの週報×とお書きください。 

 

 



 

 

今日のスピーカーは、・・ベン牧師が大変尊敬してい

るセーラ・ゴードンさんです。セーラさんとご主人、そし

てご子息たちは、身体に大きな障害を抱えた乳幼児た

ちを、愛情をもって世話し、保護しながら育てておられ

る、日本において貴重なご家族です。ＨＳＫでは彼女の

団体である「愛の決心！」を支援させていただいており

ます。ぜひ、今回彼女からお話しをお聴きください。セ

ーラさんとご家族のためにお祈りください。 

 

 

 

 

来週の日曜日（29 日）のスピーカーは・・・・ 

浜本アンジェロさんです。主が彼の家族を祝福してくだ

さるようお祈りください。彼らはＨＳＫ

を愛し、浜松のすべての人々がイエ

ス・キリストを知るように願っています。

ポルトガル語、日本語でのメッセージ

ですが、英語の通訳を希望される方

はＦＭラジオをご利用ください。 

 

今月の会計報告は・・・・来月の週報にて掲載となり

ますが、会計報告書のコピーはＳＫＩスタンドに置かれ

ています。っ不明な点につい

ては、会計係の松尾三枝子

さんにお尋ねください。あな

たの教会に捧げてくださりあ

りがとうございます！ 

 

 

来週の日曜日（29 日）はランチがありません！ 

次回のランチは 10月 20日でバーベキューをします。

ベン牧師は必ず参加したいと思っています。尚、9月

29日、10月 6日は、週報はあり

ません。ＨＳＫの監督者、幸男さん

が教会のイベントについてのア 

 

ナウンスをしてくれます。 

 

続けてお祈りください。 

ベン牧師の娘さんたちが出産を控

えています。エリザベスさん（来月

予定日！） ジャクリーンさん（2月

予定） ジョアナさん（2月） 娘さん

たちの産後のお手伝いのため、ル

ースさんが今年、来年とＨＳＫを留

守にすることが増えるかもしれませ

ん。 

 

 

ウガンダの子ども達のコンサートが・・・10月 2日、4

日と 2か所で行われることを覚えていてください。これら

のイベントについての詳しい情報はＳＫＩスタンドにありま

すのでご覧ください。無料のコンサートですが、席に限り

があり、先着順となりますのでご注意ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。 

「子どもたちを、わたしのところに来させなさい。止めては

いけません。神の国は、このような者たちのものです。」

（マルコ 10：14） 


