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神を愛するとは、
神の命令を守ることです。
その命令は重荷とはなりません。
なぜなら、神によって生まれた者はみな、
世に勝ったからです。
私たちの信仰、
これこそ、世に打ち勝った勝利です。

(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
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

今週の予定

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。

今日（日）

PM

１：３０

イスラエルのための祈り会

９/２

PM

６：５５

見張り人の集まり(祈祷会)

PM

１：２５

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

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

９/５
（水）

(２２号室)

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、

９/６

神様に大いに寄り頼んで(very dependent on

（木）

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

９/９

ることを歓迎します。

（日）

PM １：３０

監督者と執事たちとのミーティング

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
今日は、９月の第一日曜日です。そして、暑い気
候もあと２週間位だと思います。ですから、それは
今月の末にはエアコンは必要なくなるかもしれませ
ん。私にははっきり分かりませんが、そうであるこ
とを希望します。今年の夏は、本当に長く暑い夏だ
と思います！
先週日曜日の朝、皆さんにお分かりになったよう
に、その日の礼拝後にある一人のクリスチャンが水
の洗礼式を受けました。私はその２週間前に洗礼式
のことをお知らせするべきだったと思われた方もい
らっしゃったかもしれませんが…村田さんは、日曜
日にあまり教会に来られませんので、先週の日曜日
にそれをしなければなりませんでした。でも、この
ように突然の洗礼式はこれからもあるかもしれませ
ん。そうです、毎月１,２回の洗礼式を行いたいで
す…私は、本当にそのことが起こることを希望して
います。ですから、主にそれを起こさせて下さるよ
う、祈り続けましょう。
そんなに前ではありませんが、私はルースと一緒
に２,３の特別なイベントに出席したとき、数年前
この教会に出席していましたが今は来ていない数名
のクリスチャン達にお会いしました。私は、今も私
たちの集会で毎週彼らにお会いしたいと願っていま
す。彼らは、かつては大きな笑顔や笑い、そして主
を知りたいという願いを持って来ていました。で
も、私や皆さんに会うのは良い経験ではないと彼ら
に思わせる何かが起こりました。この教会にこのク
リスチャン達がいないことは、何度も私を悲しい思
いにさせました。でも、私はもいつでも、どこでも
彼らの友人であると今でも確信しています。結論で
す：あまり会わなくなってしまった方達のために祈
り続けましょう。
先週日曜日に、私が帰宅したとき、私のメッセー
ジの中のある言葉が、私の頭の中に留まりました。

「私のめぐみは、あなたに十分です。」（Ⅱコリン
ト 12：9）そして私が言うのを聞いたことに加え
て、私は、この説明を加えたいと思います：私たち
は、私たちの神に本当に受け入れられています。そ
うです、今現在の失敗は、人間関係が滅茶苦茶にな
っていることも伴っているかもしれません…でも、
神様のめぐみは、私たちの心の上にその御手を置き
続けています。そうです、今現在の損失は多くの請
求書を伴っているかもしれません…でも、神様のめ
ぐみは、私たちが生きることが出来る道を神様が私
たちに示し続けています。そうです、今現在のあな
たの痛みは、自分が癌を患っていることを確信させ
るものであるかもしれません…でも、神様のめぐみ
は、この真理を叫び続けます：癒しは、あなたのた
めにある。ハレルヤ！神様のめぐみは、あなたに十
分です！その恵みを受け入れ、本当に生きましょ
う。
私は、皆さんの家を訪れて、あなたが必要として
いることやあなたが変えたいと願っているどんなこ
とでも皆さんと共に祈ることに関心があります。こ
の訪問はとても短時間のもので長居はしません。で
すので、そのような訪問に関心のある方は、私にお
話し下さい。ルース、或いは他のクリスチャンと共
にあなたの家であなたと一緒に祈る祈りは、天から
とても驚く何かを起こすかもしれません。それをし
ましょう。
今週、主があなたやあなたのご家族を更に祝福し
て下さいますように。可能であれば、来週日曜日の
前にあなたにお会いするのを楽しみにしています。
皆さんにお会いすることは、
私を喜びで満たします！
あなたの牧師、ベン

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
『旅路を行く力』
クリスチャンとして生きることについて教え
る寓話「恐れのない国へ」は、ハバクク書３章
１９節に基づいています。羊飼いと旅に出た主
人公は、ひどく不安で「自分を担いでくださ
い」と羊飼いに頼みます。しかし、羊飼いは
「それは簡単ですが、自分で登らないと、雄鹿
のように足を鍛えて私の相棒としてついてくる
ことはできませんよ」と答えます。
この悩みは「なぜ私が苦しまなければならな
いのか」、「なぜ、私の人生は困難なのか」と
いう悩みと同じです。実際、私もこのように悩
みます。
ハバククは、紀元前１７世紀末、バビロン捕
囚の起こる前にユダに住んだ預言者です。世の
中が不正義に目をつぶることを憂い、襲い来る
バビロンの脅威に震えていました（ハバ 1：2-

祈りのリクエスト

1）。彼は神に介入して苦しみを除いて下さいと
求めました(１３節)。それに対して、神は、ご
自分が定めた時に義を行われると言われました
（2：3）。ハバククは神を信じて待つことを選
びました。苦難が終らなくても、神が、力を与
え続けてくださると信じました。
私たちも、神が苦難を耐え忍ぶ力を下さると
信じています。最も厳しい旅路も、キリストと
の絆を強めるために使われると確信しているの
で、安心しています。

辛い時、
主が私のちからだと信じて間違いない。

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(✓)

□今週、健太さんとご家族のために続けて祈りま
しょう。健太さんは、彼の家族全員が主を知る
ことを願っています。
○この町の多くの人々が救い主の必要に気付きま
すよう、お祈り下さい。
□先週の日曜日、村田さんが水の洗礼式を受けた
ことは素晴らしいことでした。もっと多くの
人々が洗礼を受けてイエス様に従いたいという
願いを持つよう、祈りましょう。
○主が、私たちの町の他の教会を祝福して下さい
ますように。私たちが知っている教会が、信仰
に強く留まり、主と共に歩むよう、祈りましょ
う。
□メアリージェーンさんは、フィリピンにいる彼
女のお兄さん、ジニー・ラゾンさんのための祈
りを求めています。脳梗塞が完全に回復します
ように。
○悠起子さんは、職場で多くの必要を抱えた人々
に会っています。主が彼女に神様の知恵を与え
て下さるよう、求めましょう。
□日曜学校の先生達と生徒達のためにお祈り下さ
い。彼女たちは、主が子どもたちの心に働かれ

るのを見たいと願っています。
○双子の出産が近づいているジョアンナさんのた
めにどうぞお祈り下さい。
□ベネズエラの国は、私たちの祈りを必要として
います。この国の指導者たちに神様の知恵が与
えられますように。
○今週、日本の総理大臣になって欲しいと主が願
っている方のために祈りましょう。
□牧師先生のお母さん、レイさんはめまいがして
います。主が彼女を速やかに癒して下さるよ
う、お祈り下さい。
○北朝鮮では何が起きているのでしょうか？主が
北朝鮮の人々やリーダー達を救って下さるよ
う、祈って下さるのは誰でしょう。彼らは救い
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
★村田裕樹さん、おめでとうございます！
彼は、先週日曜日の午後、水の洗
礼式を受けました！牧師先生は、
このイベントをとても楽しみまし
た。続けて村田さんとご家族を主
が祝福して下さるよう、祈りまし
ょう！

人を祝福して下さるよう求めましょう。彼らが日本に
戻るためには多くの物が必要になるかもしれません。

★来週の日曜日、９月９日…HSK の監督者と執事

たちは、午後１時半から共に集まるように予定してい
て下さい。牧師先生は、このミー
ティングを楽しみにしています。
彼は、いつも彼らの意見を聞くこ
★先週、８月３０日… 渡辺健太さんのお父さん とを期待しています。そして、彼
が、お亡くなりになりました。彼の は、彼と教会を愛しているこのク
お父さんは、長い間闘病生活を送っ リスチャン達にとても感謝しています。
ていました。そして皆さんの多くも
彼のために祈っていました。続けて ★また、新しい HSK のメンバー：なかちアン
健太さんとご家族のためにお祈り下 ドレアさんです！おめでとうございます！
さい。彼らがお父さんを亡くしたこ そうです、このクリスチャンは、今日から HSK のメン
とは、長い悲しみとなり得ます。
バーとして承認されました。
アンドレアさんは、他のメ
★最新情報です…ブリッジ・フォー・ピースから ンバー達を以前よりもよく
知るようになってきました
の最新情報が、教会の玄関にありま
が、彼女は、あなたにとっ
す。無料の小冊子「オリーブ」をご
ての祝福になりたいと願っています。続けて彼女のご
覧下さい。HSK は定期的にユダヤ人
家族のためにお祈り下さい。彼女は、皆さんのために
とイスラエルの国民へ伝道をしてい
るこのミニストリーに献金援助をしています。イスラ 祈っています。
エルのための祈祷会は、今日の午後１時半から始まり
ます。皆さんはどうぞこの祈祷会に参加して下さい。 ★次回の子供のイベント、ジョイクラブは…９
月１５日、土曜日です。楽しい歌やとても面白い聖書
★川端さとるさんとレジーンさん、おめでと のお話し、ゲーム、お菓子がこのイベントを子供たち
やお友達にとってとても特別なものにします。ジョイ
うございます！
クラブの列車は、午前１０時３０分に発車します。
８月３０日、彼らは、
フィリピンのマニラで
結婚しました！願わく
ば今月さとるさんと奥
さんが、HSK に戻って
来て下さることでしょう。彼らに会うまで、主がお二

9 月は、何方かの誕生日月です！
あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら…
お誕生日、おめでとうございます！
あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、
これからの新しい一年がさらによい年となりますように！
神様の祝福がありますように！

