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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。

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。
またいつでもお電話下さい。あなたのために祈

今日（日）

PM

１:００

婦人たちの昼食会と交わり

９/１６

PM

６:５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

PM

１：２５

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

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、

９/１９
（水）
９/２０
（木）

(２２号室)

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

９/２３

AM

８：４５

賛美チーム練習

りを持ちたい方は、私達の教会の体に加えられ

（日）

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり

ることを歓迎します。

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
先週皆さんは、如何お過ごしでしたか？私は、皆
さんのために祈っていました。先週、帰宅したと
き、幼子に戻ってしまったパウロの友人たちを心配
する彼の言葉について考えることを止めることが出
来ませんでした。(へブル書 5：13 参照下さい)赤ち
ゃんは好きですが、何年も”幼子”のままであるク
リスチャンを見るのは悲しいです。私は、皆さんが
そのようであって欲しくありません！ですから、先
週、私が分かち合った警告を聞いて、変わることを
選択して下さい！
皆さんは、時々、どうして私が真剣であったり、
笑いが溢れるような時があるのだろうと思うかもし
れません。これが、私が信じていることです：神様
は、全てのクリスチャンが持つようにと純粋な喜び
を造られたと思います。私はそのような喜びが欲し
いです。一方で、私の持つ弱さゆえに、私の人生で
変化が成されることも願っています。そして、私の
心の奥深くを掘って下さっている神様を感じること
がよくあると思います。そして、私はこのことを言
うことを恥ずかしいとは思いません：私は、霊にお
いて若いと感じます。私は、神様の御力にもっと期
待しています。私は、更に信仰を持っていると信じ
ます。６９歳であることは素晴らしいです！皆さん
が６９歳になったとき、私が感じるように皆さんが
感じることを希望します！
数年前の私の誕生日パーティーで、私が何を経験
したいかを聞かれました。これが私の答えでした：
小さな飛行機を作って、飛び方を学び、そして毎週
地上高く飛びたい！そうです、私は死んでしまうで
しょう。なぜなら、真っすぐに飛行するのではな
く、鳥のように飛行したいからです！今、牧師とし
てのその考えはとても奇妙な考えのように思えます
が、地上で見られることから、何が起こるべきかと

いう
視点を得られると思います。(今週、霊的にもう少
し飛びましょう！)
数回程、私の妻は自分の携帯電話を間違った場所
に置きました。長い時間かけて探した後、私は彼女
に言いました。「どうして、私の電話を取って自分
の電話にかけないの？」結果はお分かりだと思いま
す。彼女の携帯は…鞄の中や…車の中…冷蔵庫の中
で見つかりました！いいえ、それはありません。で
も、私たちは他のものを無くすことがあり得ます…
神様の御声を聞きたいという願い、隣人に対する
愛、主を礼拝することの必要といったものです。お
分かりになりますか？必要を失うこと…願いを失う
こと…愛を失うことです。そして、これは解決に対
する神様の考えの一つであると思います：牧師先生
の言うことを注意深く聴くことです！「あなたがた
の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさ
い。この人々は神に弁明する者であって、あなたが
たのたましいのために見張りをしているのです。で
すから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いて
することにならないようにしなさい。そうでない
と、あなたがたの益にならないからです。」（ヘブ
ル 13：17）
先週は、少し涼しくなりました。皆さんは、雨も
楽しんだことを希望します。まだ落ち葉はありませ
んが、来月には見られるでしょう。落ち葉のことを
話すのは早すぎるでしょうか？分かりませんが、私
は、葉が落ちるのを楽しみにしています。そして、
季節が変わる時、私たちの内の何かが変わることを
期待しましょう。なぜなら、私たちの神は良いお方
で、神様がおこす変化はとても素晴
らしいものだからです！
主が更にあなたを祝福して下さい
ますように。
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
「正しい祈り方」
祈りのノートをつけている人を「すごいなあ」
と思います。その人たちは、他の人の祈りのリク
エストを記録して毎日祈り、その課題の経過をノ
ートに書き加え、祈りが応えられると、賛美の言
葉を記録していきます。また、祈り会を主催する
人や、ベッド脇にいつもひざまずいて祈るのでそ
の場所のじゅうたんがはげて薄くなっているとい
う人もいます。私はそういう人たちに感化され、
完璧な祈りの生活や素晴らしい祈りをまねしよう
と何年間も頑張りました。正しい祈り方を学びつ
つ、祈りの奥義に触れたいと思ったのです。
そしてついに分かったことは、神はただ、最初
から最後まで、へりくだって祈る祈りを求めてお
られるということです(マタ 6：5)神は、必ず耳を
傾けているので親しく話をしなさい、と言われま
す(6 節)。高尚な言葉や暗記した言い回しは必要
ありません(7 節)。祈りは贈り物です。主の尊厳

祈りのリクエスト

をほめたたえ(9-10 節)、主が必要を満たして下さ
るという確信を表明し(11 節)、罪を赦し、日々の
歩みを導いて下さるという平安を確認します(1213 節)。
声に出して祈る祈り、心の中で祈る祈り、涙な
がらの祈り…。神はどんな祈りも聞いて下さると
約束しておられます。神と神の完全な愛を信頼す
るなら、正しい祈り方とは、へりくだって、ゆだ
ねて祈ることだと分かります。

愛の救い主、
主なるイエスに語りかけることが、
正しい祈り方だ。

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(✓)

□続けて祈りの中でシリアの国を覚えて祈りまし
ょう。そこでは多くの破壊と苦しみがありま
す。
○亜矢子さんは、弟さんの池田竜也さんとお父さんの
池田勝三さんのための祈りを求めています。お二人
は主の癒しと救いが必要です。
□草場千宝里さんのお兄さん、孝蔵さんは肺炎を患っ
て再び入院しています。今週、彼のためにお祈り下
さい。
○双子を妊娠しているジョアンナさんのためにお祈り
下さい。双子が順調に成長し、健康でありますよう
に。そしてジョアンナさんの肉体が強められますよ
うに。
□賢美さんのお姉さんの松井美智子さんのためにお祈
り下さいませんか？彼女の肺が完全に癒されますよ
うに。
□北海道での地震はとても深刻です。現地のクリスチ
ャン達を主が祝福して下さり、かれらの親戚の人々
を救って下さるように祈りましょう。
○私たちの”ジョイクラブ”の集まりはとても上手く
いっています。このアウトリーチと HSK の子供たち
のために続けてお祈り下さい。
□HSK に出席している訪問者たちのゆえに主を褒め称

えます。今週彼らのためにお祈り下さい。
○キャッシーさんのアメリカ人の友人、ドナさんは主
からの癒しを必要としています。ドナさんは、ライ
ム病です。彼女の為に祈って下さるのは誰でしょ
う？
□主が私たちのワーシップチームを導いて下さるよ
う、続けて祈りましょう。彼らは賛美するとき、聖
霊様の油そそぎと導きを願っています。
○智子さんは、次の世代のクリスチャン達が成熟し、
彼らの生活の中でイエス様の御力を持つことを神様
にあって信じています。
□牧師先生のお母さんのレイさんのためにもう一度祈
って下さいませんか？彼女は腰の痛みからの解放が
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
★私たちの教会へ歓迎します！牧師先生は、ま

★ワーシップチームでのまた別の変化：今日か

た HSK の新しいメンバーをお知

ら、前で賛美するワーシッ

らせできることをとても喜んで

プチームメンバーの立ち位

います：あいそ悠起子さんです。

置が少し変わります。マイ

そうです、皆さんは、彼女はメ

クケーブルは、部屋の前での動きを少し困難にさせま

ンバーであると思っていたかも

すので、立ち位置を変える必要があります。

しれませんが…今日、彼女はメンバーです。悠起子さ
ん、私たちの教会にようこそ。彼女と愛花ちゃんのた ★数名のクリスチャンたちが…二つの”チーム
めに続けて祈りましょう。

“に加わっています。でも、ビデオや PA を操作る方
がもう少し必要です。このよ

★今日から…数か月間何曲かの賛美の歌い方が変わ

う

うな設備を操作することをお

ります。例えば、私たちは、

手伝いすることに興味のある

２か国語で賛美をします。そ

方は、執事の方にお話し下さ

して、集会の後で、３か国目

い。覚えるのに難しいことは

の言語で同じ曲を賛美しま

ありません。喜びを持って主に仕えましょう！

す。このような方法で数週間賛美をした後、皆さんの
ご意見を牧師先生やワーシップリーダーと分かち合っ ★皆さんもお気付きのことと思いますが…毎週
て下さい。私たちは、HSK での主への賛美礼拝が更に 昼頃になると日曜学校の子供たちが日曜学校の教室
良くなることを願っています。
から礼拝室に移動します。この少し早めの移動が必要
です。それは、教室は長時間子供たちが居るには少し

★今月最後の日曜日は…幸男さんがスピーカーで

狭すぎるからです。小さな椅子を持ち込む際、少し騒

す。そして、その後は教会の駐車場 がしいかもしれませんが、牧師先生のメッセージに集
でバーベキューをします！フレンド 中し続けましょう。牧師先生は、日曜学校の先生達
シップミーティングもあり、素晴ら にとても感謝しています…本当に！
しい日曜日とな
るでしょう。気
候ももう少し涼
しくなることでしょう！ヤ―!

★写真をお持ちの方は… HSK の友人たちやクリス
チャンと一緒の写真のある方
は、牧師先生が世界中の彼の
友人たちにそのような写真を
見せることに興味があります。
彼は、彼らのために祈ってく
れる人々に見せるためにこれらの写真を用います。皆
さんのために祈って下さるように彼は友人たちを励ま
します！あなたの写真を牧師先生にメールして下さ
い。ありがとうございます。

