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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）
９/３０

今日 HSK バーベキュー！
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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

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

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、

１０/３
（水）
１０/４
（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
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。

１０/７
（日）

聖餐式
PM

１：３０

PM

６:５５

イスラエルのための祈祷会
見張り人たちの集まり(祈祷会)

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
今日は９月最後の日です。そして明日から１０月
です。来月は更に涼しくなると思います。ヤー!そ
して、日中の時間は少し短くなり、夜が長くなりま
す。季節の変化は、全ての事を変え続けているとい
う神様のこの地上に対するご計画を思い起こさせま
す！でも、申命記にあるこの御言葉を皆さんも興味
深く読まれると思います。「主は、その恵みの倉、
天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あ
なたのすべての手のわざを祝福される。それであな
たは多くの国々に貸すであろうが、借りることはな
い。」(申命記 28：12) そうです、私たちは、季
節ごとに天からの雨で祝福されています！ですか
ら、私たちは、来月また違った祝福を期待すること
が出来ます。皆さんはどう思いますか？
数日前に、私はあるクリスチャンと弟子のヨハネ
がキリストの生涯の記事の初めに書いたことについ
て分かち合いました。彼は、大筋でクリスチャンは
神から生まれたと書いています。クリスチャン達は
誕生日がありますし、国籍もあります。また血縁の
家族もあります。でも同時に、神から生まれた者で
もあります。クリスチャン達は、全能の神様を自分
の神様とした時、“再び生まれた者”となります。
（ヨハネ 1：12-13 参照）そして、神の子どもであ
るということは、全く違った経験が伴います。なぜ
でしょうか？なぜなら、私たちは、聖霊様の御力に
よって見て、聞いて、触れ、そして語ることが出来
るからです。これが私のこれらの考えの結論です：
私たちは、主張する誘惑をすぐに捨ててしまうよう
注意しなければなりません。私たちは、私たちの持
ち物がどれ程価値のある物か、という考えをすぐに
捨てなければなりません。私たちは、一番でありた
いという願いをすぐに捨てなければなりません。再
び生まれた者であるということは、私たちを更に高

い喜びのレベルへと導きます。そこに到達しましょ
う。
この数か月間、数人の HSK メンバーや友人たち
が、教会に食べ物を持って来て下さっています。彼
らは沢山の食べ物を準備してきて下さる時もあれ
ば、少しの時もあります。私は、他の方達と分かち
合うために食べ物を持って来て下さる方々にとても
感謝しています。そのような方は、とても寛容な心
をお持ちだと思います。そして、これまでも、或い
は最近でも、食べ物でも持って来て下さった方に申
し上げますが、本当にありがとうございます。
今日は、お天気がいいことを希望します。そうで
あれば、外で食べることができます。雨かも知れま
せんので、その場合には室内で食事をするでしょ
う。でも…どこで食べても今日のランチは特別だと
思います。なぜそんなに特別なのでしょうか？なぜ
なら、私たちの教会の中の喜びが増し加わっている
からです。そして、喜びのある所で食べることは本
当に素晴らしいです。喜びを持って食べましょう！
もし、あなたが私たちの教会に初めて来られたの
でしたら、私たちはあなたにお会いできたことをと
ても喜んでいます。私たちは、あなたのお名前や住
んでいるところを知りたいです。どうぞくつろいで
ください。そして、理解できないことは何でも誰に
でもお聞き下さい。牧師として、全ての人を全能の
神様と更に良い関係へと導くことを希望していま
す。もし、あなたがまだクリスチャンでないのでし
たら、今日がその日です。救われるためにあなたは
何をしなければならないでしょうか？答えは、信じ
始めることです！
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
「不思議の鍵を開ける」
ある日、帰宅すると庭にハイヒールが転がって
いました。娘のリサのものだと思い、孫たちを迎
えにきたら渡そうと中に入れました。しかし、彼
女のものではないと言います。実際、家の者は
皆、自分の物ではないというのです。それで元の
場所に置いておくと、次の日には消えていまし
た。不思議です。
使徒パウロも不思議について述べていますが、
その不思議は推理小説の類ではありません。例え
ば、エペソ人への手紙３章は前の時代の人々には
知られていなかった不思議について述べています
(５節)。この不思議は、神は以前、ご自分の民イ
スラエルにだけご自分を啓示されていましたが、
今や異邦人もイエスを通して「共同の相続者」
(６章)になれるというものです。つまり、イエス
を救い主と信じる人たちは皆ひとつになって、神
を愛し、神に仕えることができます。また、等し

祈りのリクエスト

く「大胆に確信をもって神に近づく」ことができ
ます（１２節）。このような不思議な一致によっ
て、世界は神の豊かさを知るのです(１０節)。
救われたことのゆえに、神をほめたたえましょ
う。救いは、さまざまな文化や社会背景の人々を
主イエスにあってひとつにし、一致という不思議
の鍵を開けてくれます。

キリストにある一致は、
互いの壁を崩し、教会を建てる。

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(✓)

□キャッシーさんは、イギリスで始まるフランク
リン・グラハムの集会のための祈りを求めてい
ます。この国が、集会を通して祝福され、多く
の人々が救われますように。
○悠起子さんが、浜松市で働くとき、彼女の為に祈り
ましょう。彼女は、職場で主に用いられたいと願っ
ています。
□私たちのワーシップチームは、毎週の礼拝で聖霊様
に導かれることを願っています。今週、彼らのため
にお祈り下さい。
○もう一度、北朝鮮と韓国のためにお祈り下さい。こ
の２国間に平和が訪れますように。
□今週、日本のリーダー達のために祈って下さいませ
んか？ここ日本にもっと多くのクリスチャンのリー
ダー達が与えられますように。
□もう一度、”エルサレムの平和“のために祈りまし
ょう。そして、この国に対して主の守りが続けてあ
りますように。
○神様が置かれた場所でトルーマンさんとエリザベス
さんが主に仕えるとき、彼らのためにお祈り下さ
い。彼らは、彼らと彼らの子供たちの為の皆さんの
お祈りを感謝しています。
□私たち家族の救いを信じて祈り求めましょう。神様

は彼らに救いをもたらすと約束して下さっていま
す。
○鈴木宏美さんのお母さん、鈴木すえこさんの癒しの
ためにお祈り下さい。彼女はパーキンソン病です。
また、主が彼女を救って下さるよう、お祈り下さ
い。
□今週、この町であなたの知っている牧師先生達のた
めにお祈り下さいませんか？彼らが、主にあって励
まされ、強められるよう、お祈り下さい。
○鈴木宏美さんは、仕事を必要としています。直ぐに
主が彼女によい仕事を与えて下さるように求めて下
さるのは誰でしょうか？

☞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
★イスラエルに関する最新案内…は教会玄関に

★来週日曜日(７日)は…聖餐式、或いは主の晩餐

あります。無料の小冊子「オリーブ」

朝礼拝で執り行います。この集会に

をお取り下さい。この冊子の英語版は

出席している全てのクリスチャンは

インターネットでご覧いただけます。

私たちの罪を赦すためにキリストが

受けた苦しみと死を思い起こすこの
<www.bridges for peace.com
>で検索して下さい。 また、イスラエルのための祈 聖餐式に参加して下さい。この教会
祷会は、来週日曜日(７日)の午後１時３０分から始ま のメンバーでない方も参加して下さい。自分がクリス
ります。この祈祷会についての詳細は、鈴木智子さん
チャンであると自覚している子供さんも参加すること
にお聞き下さい！（お弁当を持参して、この集会の前
に他の方達と一緒に食事をしてはどうでしょうか！） が出来ます。私たちがジュースを飲み、クラッカーを
食べることについて私たちが信じていることが同封の

★ポルトガル語を学びたい方はいますか？そう 説明書に書かれていますので、注意深くお読み下さ
です、月に２回 HSK で無料 い。
の

のポルトガル語の授業が有
名なブラジル人の幸男さん

★すべての案内用紙は…SKI(救い主教会案内)に

によって行われています！

あるこれらの案内用紙（情報誌）は、ご自由にお取り
次回の授業についての案内は彼にお聞き下さい。生徒 下さい。全て無料で、永遠にお持ち頂いて結構です。
の一人はルースさんです。今では彼女はポルトガル語 教会に戻す必要はありません。そして、私たちは毎日
を話します…頻繁に！

聖書を読んでいますか？聖書通読
日課表が教会玄関のテーブルの上

★毎月第３日曜日…フィリピン出身の全ての婦人
達は、朝の礼拝後すぐに一緒

と SKI スタンドに置いてありま
す。それも、無料で永遠にお持ち頂けます。

に食事をします。この素晴ら
しい交わりの時間のことをご
存じかも知れません、或いは、ご存じないかもしれま
せん。この素晴らしいイベントについての案内は、ル
ースさん、パトリシアさん、デイジーさん、スーザン

…………………………………………
どのようにして若い人は自分の道をきよく
保てるでしょうか。あなたのことばに従って

さんにお聞き下さい。(食事はいつも素晴らしです！) それを守ることです。私は心を尽くしてあな

たを尋ね求めています。どうか私が、あなた
★先週…牧師先生は、「キリスト教式葬儀」を希望

の仰せから 迷い出ないようにして下さい。

する方のために、牧師先生や あなたに罪を犯さないため、私は、あなたの
他の HSK メンバーの方が出来 ことばを心にたくわえました。
ると思われることについての
案内を紹介しました。冊子１
冊を残して、全ての冊子が先
週の日曜日に持ち帰られました。この案内冊子のコピ
ーが欲しい方は、今日牧師先生にお話し下さい。そし
て、もしこのことについてアイデアがありましたら、
直ぐに牧師先生にお話し下さい。
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