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あなたを攻めるために作られる武器は、
どれも役に立たなくなる。
また、さばきの時、
あなたを責めたてるどんな舌でも、
あなたはそれを罪に定める。
これが、主のしもべたちの受け継ぐ分、
わたしから受ける彼らの義である。

(英語)http://www.hskchurch.com

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

今週の予定

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。

今日（日）

今日、洗礼式があります！

８/２６

今晩の祈祷会はお休みです！

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

８/２９
（水）
８/３０
（木）

PM

１：２５

祈祷会

(礼拝堂)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

（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

８/３１

God)います！だれでも心から神様を知りたい、

（金）

第 5 週目の金曜日祈りと断食の日！
PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

AM

８：４５

賛美チーム練習

９/２

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり

（日）

PM

１：３０

イスラエルのための祈り会

PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

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。

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
数週間前、夏は９月の中旬頃に終わるだろうと予
測しました。暑いのには飽き飽きしていますから、
私の予測が正しいことを希望します。皆さんはどう
ですか？でも、感謝なことですが、雨が少しですが
降っています。何かが気温を下げてくれることを希
望し続けましょう。
この教会の友人である山下まさひろさんのために
祈り、支えて下さった皆さんに感謝します。彼は、
先週の月曜日に執り行われた彼のお父さんのお葬式
に HSK のクリスチャン達が出席して下さったことで
とても励まされました。直ぐに彼の親戚の何方かが
HSK に出席するのを見られることを希望します。
今日お知らせしますが、朝の礼拝後すぐに皆さん
は駐車場の洗礼式用のプールの周りにお集まり下さ
い。村田ゆうきさんが洗礼を受けます。私は、本当
にもっと多くのクリスチャン達が洗礼を受けられた
らと思います。この素晴らしい経験をするために
HSK のメンバーである必要はありません。でも…全
能の神様との真実な関係は必要です。
この数週間、私は神様から離れてしまい、多分ご
両親を尊敬しなくなってしまったかもしれないクリ
スチャンの子どもたちのために祈っています。クリ
スチャンの親御さんで自分たちは神様の愛について
子供たちに教えることに失敗してしまったと分かっ
ている方達は、しばしば苦しむと思います。神様と
の関係の大きな必要性について子供たちに話をさせ
ることは不可能なことのように思えます。不敬謙な
喜びに向かわせるこの世の牽引はとても強いです。
親御さんたちがどのように生きるべきか、という問
いに対する全ての答えを私は持っていませんが…こ
のことを信じます：（１）あなたの家庭で、本物の
礼拝者になること。（2）あなたの家庭で、頻繁
に、そして情熱を持って祈ること。（3）清くない

ものを見たり読んだりしないこと。（4）あなたの
家庭で愛を広げること。（5）全ての会話で正直で
あること。子どもたちの心を変えることが出来る唯
一つの行為があるとは思いません。でも、全能の神
様があなたのうちに住まわれるとき、頑固な子供た
ちが継続的に反抗することが難しい’神のような’
人とあなたはなるでしょう。
HSK の小さな子供たちのご両親たちへ…私は、皆
さんがご自分たちのお子さんを教会に連れて来て下
さっていることを感謝しています。皆さんは、子供
たちがこの教会で愛されていると信じていることを
希望します。日曜学校の先生達は、子供たちが理解
して信じることが出来るよう、熱心に真理を分かち
合っています。スペースが足らないことで、この教
会の子どもたちのためのプログラムは小さいものだ
と思わせるかもしれません。でも、喜びが建物全体
に満ちていると信じます。私はこの教会の中に愛の
‘プール’を感じます。
今日 HSK に初めてお越しになった方へ、あなたに
お会いできたことを皆がとても喜んでいます。あな
たが再びお越し下さって、私たちをもっとよく知っ
て下さることを希望します。この教会で色々な言語
が話されているのを聞くと思いますが、私たちは、
一つの神を知ること余念がありません！今週神様が
あなたを祝福して下さいますように。直ぐにまたお
会いしましょう。

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。

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.org です。次に Media をクリックすると日曜礼拝が
見られます。または、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオをい
つでもご覧になれます。

思いを巡らす考え
「決めつけない」
和解について話し合う場で「きめつけてはいけ
ない」と助言されました。私たちは一度の間違いで
相手を決めつけ、変わるチャンスを与えない傾向が
あります。
ペテロは決めつけられても仕方がない失敗を何
度もしましたが、神は見捨てられませんでした。ペ
テロは衝動的な人で、イエスを「いさめ」て、厳し
く叱られました（マタイ 16：21-23）。彼はイエス
を三度否みましたが（ヨハネ 18：15-27）、立ち直
らせていただきました（21：15-19）。ところがそ
の後、教会内に差別を持ち込む動きに加担したので
す。
この問題は、ペテロが異邦人から身を引いたこ
とから発生しました（ガラテヤ 2：11-12）。彼が異
邦人と自由に交わるようになって間も無い頃です。
信徒の異邦人にも割礼が必要だと主張するユダヤ人
がやって来ました。するとペテロは、異邦人を避け

祈りのリクエスト

るようになりました。これではモーセの律法に逆戻
りです。そこで、パウロは、ペテロの行動を偽善だ
と言ったのです(13 節)。パウロが大胆に抗議したこ
とで、この問題は解決しました。ペテロは差別では
なく、聖霊による美しい一致をもって、神に仕え続
けました。
あの人はああいう人だと決めつけ合う必要はあ
りません。神の恵みにより、互いから学び、必要な
場合は厳しいことも言い、愛の中でともに成長しま
しょう。

人と対決するときの目標は回復のみだ。
相手を辱めることではない。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

注意：四角と丸のリクエストに関しては全員がお祈りをす
るようにして下さい(✓)

□山下さんのご家族のためにお祈り下さい。まさ
ひろさんは、彼のお父さんのお葬式に参列して
下さった皆さんに感謝しています。今、彼のご
家族の救いのために祈りましょう。
○渡辺さんのために続けて祈りましょう。彼は入院中
で回復しています。そして、彼は全能なる神様を喜
ばせるために生きなければならないと堅く信じるよ
う、続けてお祈り下さい。
□ベン先生の叔母さんのマーシュさんのためにお祈り
下さい。彼女は、今週親戚や友人たちを訪れるため
にアメリカを旅行します。主が彼女の力となって下

主が彼のお父さんを癒して下さいますように。
□ルースさんが働いている 4 つの学校の園長先生たち
のためにお祈り下さい：藤谷さん、しんずさん、小
林さん、加藤さんです。彼女たちがすぐに救われま
すように。
○酷い洪水被害があったインドのために今日祈りまし
ょう。350 人以上が亡くなり、多くの人々が家を失
いました。また、中国で主に仕えている人々のため
にお祈り下さい。この国はイエス様が必要です。

さいますように。
○「エルサレムの平和のために祈りなさい」という御
言葉が私たちに教えるように、私たちが祈り続けま
すように。
□HSK では多くの方が、夏の間遠方へと出掛けまし
た。そしてまだ戻っていない方々もいます。彼らが
ご家族とともにいて主によって用いられますよう

□まだイエス様を知らない家族のために祈り続けて下
さい。イエス様は言われます、「今日が救いの日で
す。」教会メンバーの子どもたちの多くが神様から
離れています。彼らのために今日祈って下さるのは
誰ですか？

に。
□私たちの姉妹、つや子さんの健康と体力のために続
けて祈りましょう。彼女は HSK に来て皆さんと一緒
にいることがとても好きです。
○渡辺健太さんのお父さんは、今も奇跡が必要です。

☞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、その旨をリクエストカードにお書きください。

お知らせ
★来週日曜日（9/2）…メインルールでイスラエ

山の写真もあります。この情報

ルのための祈祷会があります。

をインターネットやソーシャル

この祈祷会は、午後 1 時半から

メディアなどでは分かち合わな

始まります。この集会が始まる

いで下さい。頻繁に彼らのため

前に他の人達と一緒にお弁当を

にお祈り下さい。彼らは、更な

食べたい方は、そうして下さい。この集会についての

る経済的な援助を必要としています。

詳細は鈴木智子さんにお聞き下さい。

★お二人が新しい教会のメンバーに加わりま
★第 5 週目金曜日の断食祈祷イベントは…今週 す！はまもとアンジェロさんとベネッサさんです！
金曜日の 31 日です。牧師先生は、 おめでとうございます！牧師先生は、HSK のメン
HSK の全メンバーが、この日断食祈 バーになるというお二人のクリスチャン達の決断をと
祷をして参加することを選んで下さ ても喜んでいます。
ることを希望しています。大きな問 彼らは、この教会に
題を克服するために神様の助けを必 仕えたいと願っていて、
要としている親戚や友人たちを私たちは知っていま

それは牧師先生に喜び
す。今週金曜日、私たちは、彼らのために神様の助け を与えています。彼ら
を求めて熱心に神様に求めましょうか？それをしまし と彼らの息子さんのた
ょう。祈祷会は、断食の日を取り結ぶため金曜日の夜 めの皆さんの祈りを彼らはとても感謝しています。
6 時 55 分から始めます。歴代誌Ⅱ7：13-14「もし、
わたしが天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、 ★東北地方の宣教師、真実さんとりょうさん
また、いなごに命じてこの地を食い尽くさせた場合、
から…ニュースレターが教会の掲示板でご覧いただ
また、もしわたしの民に対して疫病を送った場合、わ
けます。彼らは、2011 年の
たしの名を呼び求めているわたしの民がみずからへり
壊滅的な津波で生き延びた
くだり、祈りをささげ、わたしの顔を慕い求め、その
人々の応答によって励まされ
悪い道から立ち返るなら、わたしが親しく天から聞い
ています。
て彼らの罪を赦し、彼らの地を癒そう。」

★次回の子どもたちのイベント、ジョイクラ
ブは…9 月 15 日です。素晴らし

★山下まさひろさんは、感謝をしています…彼
は、先週の月曜日に執り行われた彼のお父さんの葬儀
に参列して下さった方々やお祈りをして下さった HSK

い歌やとても面白い聖書のお話、

の皆さんにとても感謝をしています。彼のお母さん

ゲーム、おやつなどがあります

は、多くの宗教的な葬儀の伝統を省略すると同時に

から子どもたちやお友達にとって

ベン牧師先生に葬儀で語ることに同意して下さいまし
とても特別なイベントになるでしょう。ジョイクラブ た。彼女は、後で、葬儀はストレスのないものだった
の列車は 10 時半に出発します。誰も乗り遅れないよ と言って下さいました。
うにしましょう。列車は時間通りに出発します！

★とても素晴らしいニュースレター…“ アジ
ア”での私たちの宣教師達からの手紙が、今日掲示板
でご覧いただけます…トルーマンさんとエリザベスさ
んからです。それは英語のみですが、彼らの写真も沢

