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

神を愛するとは、

浜松救い主教会(HSK)

神の命令を守ることです。

〒430-0853

浜松市南区三島町 522

その命令は重荷とはなりません。

TEL:053-442-5080
FAX: 053-442-5186
携帯: 090-1748-8480

なぜなら、神によって生まれた者はみな、

hsk.church@agate.plala.or.jp

世に勝つからです。

URL: (日本語)www.hskchurch.org
(English) www.hskchurch.com

私たちの信仰、

浜松救い主教会はプロテスタントの単

これこそ、世に勝った勝利です。

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

1 ヨハネ 5:3-4

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。

今週の予定

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

9/9 (日）

PM 1：30 監督・執事のミーティング

今日!

今夜の祈祷会はありません！

9/12 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

9/13（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

9/15 (土)

AM

10:30 子どものイベント:JOY クラブ！

AM

８：４５

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)

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。

9/16(日）

賛美チーム練習

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
先週は危険な台風に見舞われました！被害を受け
た地域と被災者たちのために私は祈っていました。私
たちの市にそのような災害が来ないことを強く希望しま
す。確かに、暴風雨を生み出し、様々な方角に向かわ
せるのも神の御業ですが、次のことも真理です。「神は
神を愛する者、そのご計画によって召された者のため
にすべてのことを働かせて益としてくださいます！」
10 日程前も、私はブラジル人の牧師先生と長い会
話を楽しみました。私は日頃、彼のため、彼の家族や
教会のために祈っています。その日は、聖書の真理に
ついて話していたのではありませんが、教会メンバー
の信仰が強められるためには何をすることができる
か、主をもっと礼拝するために、どんなことをもっと教え
ることができるのか、相手の話すことから互いに学ん
でいました。HSK のためのさらに良い場所や、教会の
キャンプ場を購入したい事、クリスチャンスクールを始
めたい事など、私は自分の願いを分かち合っていまし
た。（彼がクリスチャンスクールで先生になってほしいと
思っています！） しかしながら、私の夢すべてには、
多額のお金や多くの人々、そして大きなチャレンジが
必要です。それについて、彼は先週、私にこのように言
いました。
「もし、あなたが欲しいだけのお金を得たとしたら、どこ
から使い始めますか？あなたが最初に何を買ったり、
建てたりしますか？」
「ある建物を建てたり、リフォームしたりして教会の建
物にします。」と、私は単純に答えました。それが、わた
したちの最初にすべき一番大切なことだと思いません
か？しかし、先週のメッセージのとき、それ以上に大切
なことについて、主は私に語ってくださいました。それ

は何でしょう？教会は建物ではなく御身体です。・・一
つの身体「・・ちょうどからだが一つでも、それに多くの
部分があり・・その全部が一つからだであるように、キ
リストもそれと同様です。」（1 コリント 12：12）
どのような建物も神の教会とされていません。木や鉄
の枠組みの中には、いのちはありません。しかし、次を
読んでください。：教会も、いのちを無くすこともありえ
ます。・・建物の教会であるように、いのちが無い！ど
のように？メンバーたちが与えるのを止め、分かち合う
のを止め、信じるのを止めてしまうことによってです。
一人一人のクリスチャンの喜びや希望、愛が教会にい
のちを加えます。「器官は多くありますが、からだは一
つなのです。」（20 節）この真理についてもっと理解しな
ければなりません。あなたはどう思いますか？
神の御霊が私たちに信じさせたいと願われている真
理は何か、私は聖書で探し続けています。私が学んだ
ことを皆さんに話すとき、私は熱くなりすぎる時がある
かもしれませんが、クリスチャンとして生きることについ
て私が学んだことは、自分が知っていることに落ち着
いてしまわないで、それに心躍らせていなければなら
ないことです。いのちは全能なる神から流れ出ます。
パウロのこの言葉を知っていますか？「人知をはるか
に超えたキリストの愛を知ることができますように。こう
して、神ご自身の満ち満ちたさまにまで、あなたがたが
満たされますように。」（エペソ 3：19） 神の祝福がござ
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
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。

祈りのリクエスト
□ 古田あつしさんのために祈りましょう。彼は、鼻の問題

□ 祐子さんのお母さん（大場しずこさん）のための祈りを

のために祈りを求めています。今週、主が彼を癒してく

神に掲げましょう。彼女は心臓の状態が悪く、主の助け

ださいますように。

と癒しが必要です。

□ 平和、あけぼの、アソカこども園のためにお祈りくださ
い。園長先生たちがイエス様を知りますように。
□ 鈴木祐子さんは、同僚（中川まさえさん）のための祈り
を求めています。今週、彼女の友人の救いのために共
に祈りましょう。

□ さくらさんは、フィリピンにいるご家族に主の助けを求め
ています。とくに、弟さんのロムニックさんに助けが与え
られるよう求めてください！
□ 今週、エルサレムの平和を求めて祈りましょう。神は、
イスラエルにご計画をお持ちです。

□ 坂池陽子さんは、ご実家の近くの教会（金沢グレースチ
ャペル）のための祈りを求めています。牧師先生夫妻
が強められ、経済的に祝福されますように。
□ ホナルドさんのお母さんは、脳に癌があるため手術を

□ 自民党の総裁選挙が近づいています。神の御心にか
なう立候補者が総理大臣になるようお祈りください。
□ 私たちは皆、神の助けを必要としている親族がいます。
今週、それらの親族のために祈りましょう。

する必要があります。彼女がイエス様の御名によって
癒されますように！

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

□ 今週、私たちの賛美チームのためにお祈りください。彼
らはもっと聖霊に導かれたいと願っています。

思いを巡らす

は、リクエストカードの週報×とお書きください。ありがと
うございます。

「Hungry For More Of Jesus」

より抜粋 12 章「私たちは試される」 著 David Wilkerson
私たちは自分が犯した失敗によって試されま

あなたが神に心から悔い改めているなら、神はあな

す。クリスチャンが昔の罪や世の欲に引き戻さ

たに愛なる御腕を回し、語られることを信じてくだ

れたりすることの意味ではありません。信じて

さい。「わたしが、それが起こることを許したのだ

いる者たちが人生の破船に遭うことです。ペテ

よ。あなたが、自分の心にあるものを知ることがで

ロは、清められ成長していた信者に警告しまし

きるためです。しかし、あなたはわたしにとって、

た。「よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに

一番大切な部分において、進歩し、成長していま

誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにな

す。あなたはわたしと共に歩みたいと言いました。

らないようにしなさい。」（2 ペテロ）

だからわたしはあなたに教えているのです。わたし

主にあって成長しているにも関わらず、私た

は、あなたの内側にあるものを知っています。あな

ちが落とし穴にはまってしまったとき、その失

たがそれを捨てるまで、あなたはそれによって悩ま

敗によって試みを受けます。落ちたことは様々

されます。しかし大切なことは、わたしがあなたと

な原因からきています。例えば、怒りの根な

共にいることです。あなたが試練の只中にいる時

ど。もしあなたがその人に、どうして怒ったの

も、わたしはあなたと共に立っています！」

かを聞けば、彼はこう答えるかもしれません。

私たちの応答は、「主よ、あなたは私のうちのあ

「家族に言われて腹が立った。自分が一番嫌な

る部分に触れておられます。その部分を取り除いて

ことをされて、かっとなってしまった！」

私を励ましてください。私はあなたと前進していき

私たちは、試みを受けるとき、自分が情けな
くなります。主は、本当に自分のことを愛して
いるのか疑問に思ってしまいます。けれども、

ます。

新約聖書（日本語/英語）差し上げます（残り数冊）

憶えていてください！・・メインルームの最後の列の

どなたでも無料の聖書をどうぞご自

右側、左側の席は遅く来た方々のた

由にお取りください。お友達などへ

めにとっておかれます！早く来られ

の素敵なギフトにしてもいいです

た人々から前の席にお座りください。

ね！

HSK のメンバーになることに興味のある方は、・・、

また・・A の駐車スペースは、近所の

ベン牧師または、監督者の幸男さんにお申し出くださ

方専用の駐車スペースですので、そ

い。 HSK のメンバーシップに関

こには駐車しないでください。ご協力

する案内が 3 か国語で用意され

ありがとうございます。

ています。この教会は完全な教
会ではありませんが、毎週日曜

ご存じでない方のために・・

の学びや交わりを通してあなた

松尾三枝子さんは、教会の会計係をしてくださっていま

はイエス様のようにもっと変えられると、ベン牧師は信じ

す。毎月 5 日を締めに会計報告書

ています。

を提出してくれています。会計報告
書は SKI スタンドにあります。もしご

次の子どものイベント、JOY クラブは・・今週の土曜

質問がありましたら三枝子さんにお

9 月 15 日に行われます。良い歌や、とても興味深い聖

尋ねください。彼女は喜んで答えてく

書のお話し、ゲーム、お菓子などで、お子さんたちや、

ださいます。

そのお友達にとって、とても
スペシャルなイベントとなり

今月の教会ランチは・・最後の日曜日 30 日です。今月

ます。JOY クラブの電車は

は日曜日が 5 回あるので、食事ができるまでにあと 3 週

午前 10:30 に出発しますの

間待たなければなりません。きっととても美味しい料理を
味わうことができるでしょう！期待しましょう！

で、皆さん乗り遅れないよ
うにしましょう！

主のすばらしさを味わい、これを見つめよ。幸いな
ことよ。彼に身を避ける者は！
詩篇 34:8
ほぼ毎週、・・ SKI スタンドには、
様々な教会からのコンサートやスペ
シャルスピーカーなどの案内が置か
れています。ベン牧師からは、それ
らのすべての案内についてのお知
らせはありません。けれども・・皆さ
んがそれらに出席することは自由ですので心配なさら
ないでください。

