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いつも主にあって喜びなさい。
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もう一度言います。

〒430-0853

浜松市南区三島町 522

喜びなさい。

TEL:053-442-5080
FAX: 053-442-5186

あなたがたの寛容な心を、

携帯: 090-1748-8480

hsk.church@agate.plala.or.jp

すべての人に知らせなさい。

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

主は近いのです。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

ピリピ 4:4-5

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
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

10/28 (日）

教会ランチはありません。

今日!

今夜の祈祷会はありません！

10/31 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

11/1（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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

11/4(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

PM 1：30

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

PM

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。

6：５５

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
イスラエルの祈祷会
見張り人の集い(祈祷会)

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
先週はとても良いお天気でした。あなたもそう思いま
したか？窓を一日中開けていることができほどの良い
気候でした。私は秋が好きです。先週の日曜礼拝の
後、あなたは新鮮な気持ちで帰ることができました
か？私はできました。毎週、皆さんと共に礼拝できるこ
とは良い経験ですが、私たちは新しくされ、回復し、整
えられていくべきです！問題を抱えて神の家に行くか
もしれませんが、その問題の答えを受け取って帰りま
す。
先週日曜日の礼拝の後、私はマウリシオさんに、彼
の情熱について端的に話しました。そして、彼は、聖霊
様によって、彼が聴くべき神のことばをメッセージとして
くださったことについて分かち合ってくれました。すべて
の教会リーダーたちは、そのように分かち合っていか
なければならなりません。また、マウリシオさんのため
に祈ってくださりありがとうございました。再び彼が教会
で語ってくださるのを、私は楽しみにしています。
先週、別のバーベキューグリルを製作していました。
私はそのような作業が好きです。しかし、・・ただ何かを
作るのではなく、教会のために作るのが好きです。私
の気持ちを説明できませんが、皆さんが一緒に話して
いたり、笑っていたりするのを見ることは、私にとってと
ても嬉しいことなのです。交わりが良くなるためには、
私は何でもするつもりです。「見よ、兄弟たちが一つと
なって共に住むことは、なんというしあわせ、なんという
楽しさであろう。それは頭の上に注がれたとうとい油の
ようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣
のえりにまで流れしたたる。それはまたシオンの山々
におりるヘルモンの露にも似ている。主がそこにとこし
えのいのちの祝福を命じられたからである。」（詩篇

133：1-3）
先週、私が皆さんの前で祈っているとき、神があな
た方に神の祝福を与えてくださるよう、強い願いが与え
られました。祈りの中で自分の誕生日のことを言うの
は変わっていたと思いますが、このことを皆さんに知っ
てほしかったのです：私の誕生日が来る前に、天の父
が、まだ私たちが見たことも聞いたこともないことをして
くださるのを、私は見たいです！天から何かをもらう
時、1 年後や 6 か月後、または、私の誕生日まで待つ
べきではありません。私と共に主の御業を求めていき
ましょう。私はダビデのこの言葉が好きです。「まこと
に、あなたは大いなる方、奇しいわざを行われる方で
す。あなただけが神です。」（詩篇 86：10）
今日初めて私たちの教会に来てくださった方がいま
したら、お会いできて、私たち全員大変嬉しく思ってい
ます。私たちは、あなたのことをもっと知りたいです。も
し、この教会に来たのが 2 度目、3 度目でしたら、再び
お会いできて大変嬉しく思っています。あなたの母国
語を話せる人が教会にいると思いますので探してくだ
さい。今週、あなたが必要としていることのために、祈
りたいと願っているクリスチャンたちがこの教会にいま
す。
ルースさんと私のために祈ってくださりありがとうご
ざいます！

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
□ ノラさんのためにお祈りください。彼女は良い仕事を求
めています。私たちの天の父は良い仕事をすぐ与えて
くださることを信じましょう。

たちの神は、今日でも癒すことができます！
□ エンジェルさんは、二人の娘さん（さらさん、りえさん）の

□ 神はイスラエルの平和のために祈ることを覚えているよ
うに求めています。今週、神の求めに従いましょう。
□ 今日の午後、ルースさんはジョアナさんと大輔さん宅で

心に主が働いてくださることを信じています。今週娘さ
んたちのためにお祈りください。
□ 山下パトリシアさんは、お母さん（エレンさん）のための

2 週間お手伝いをするため出かけます。彼女のために

祈りを求めています。エレンさんは、イエス様を知り近

お祈りください。彼女は主の力が必要です。

づく必要があり、彼女の膝が癒される必要があります。

□ エバリンさんは足に痛みがあります。今週彼女の足が
癒されるようお祈りください。

□ 教会のビジターたちで、家族の状況のために祈りを求
めている人々がいます。今週彼らのために祈りましょ

□ 日本で主に仕えている牧師先生たちや宣教師の方々
のために祈ることを覚えましょう。彼らが今週励まされ
ますように。

う。
□ 今週日本の天皇と皇族の救いのために祈ってくれます
か？彼らの霊的な目が開かれますように。

□ メリージェーンさんは、姉妹のラゾンさんのための祈りを

□ 余りにも多くのクリスチャンの子息たちが神から離れて

求めています。彼女は、まもなく膝の手術をしなければ

います！主があらゆる年齢の子息たちを救ってくださる

ならないので、お祈りください。

よう求めるのはだれでしょう？

□ 森田スーザンさんは、友人のヘレンさんのための祈り
を求めています。ヘレンさんは肺癌を患っています。私

思いを巡らす

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リ
クエストカードの週報×とお書きください。

「神は急いでいない」

より抜粋 24 章「御霊のことを話す」 著 Warren Wiersbe
実際的に神と共に歩んでいるクリスチャン

づけようとしているかもしれません。

は、神を知っていることについて人に納得させ

言葉によって人々をイエスキリストの福音から締

る必要はない。私の経験では、真の神の人は、

め出すよりも、純粋な心で吟味された少ない言葉を

「聞くには早く、語るのには遅いようにしなさ

語るほうがよいです。

い。」（ヤコブ 1：19）という言葉通りです。

ダビデの祈りは私たちが必要としていることで

未熟なクリスチャンほど、スピーチをしたが

す。「私の口のことばと、私の心の思いとが、御前

り、独占したがりますが、成熟した聖徒は、平

に受け入れられますように。わが岩、わが贖い主、

和を保ち御霊に促されたときに語ります。

主よ。」（詩篇 19：14）

正統派ユダヤ人の私たちの友人たちは、神の
御名を口に出すことを拒みます。私はそれにつ
いて賛成ではありませんが、彼らの主に対する
畏敬の念に拍手します。私たちクリスチャン
は、主の御名を軽率に使ってしまいます。時々
私たちは、祈りの中でそのようにしています。
救い主は御父をシンプルに「正しい父」「聖
なる父」として、祈りの中で語りました。私た
ちは祈りがうまくなると、様々な難しい修飾語
で御父を語ります。私たちは、誠実であって
も、無意識に自分の‘深い霊性’を人々に印象

今日の午後、ルースさんは・・ 神戸市に行き、2 週

平田牧師（ブラジル人牧師）（20,000 円）

間ジョアナさんとお孫さんたちと過ごしま
す。彼らは元気ですが、赤ちゃんたちは

HSK に捧げてくださっている方々、誠

退院するためには、もう少し体重が増え

にありがとうございます。皆さんの牧

る必要があります。中村家のために祈っ

師はすべての円を賢く使うよう努力し

てくださりありがとうございます。

ています！最新の会計報告明細は、
SKI スタンドにあります。

クリスマスプレゼントをお探
しの方は、・・、美しいクリスマ

カンボジアの教会に、・・クリスマスの贈り物を捧げる

スギフトのカタログが SKI スタ

ことについて、今日ベン牧師からお話があります。昨年

ンドにあります。カタログは 1

フィリピンの子ども達にクリスマスプ

冊しかありませんが、皆さんで

レゼントを送りましたので、準備さ

ご覧ください。

れている方もいらっしゃると思いま
すが、今年はカンボジアに経済的

次回のバーベキューは 11 月 11 日・・ブラジルスタ
イルのバーベキューを数人のクリス
チャンたちが準備してくれます。それ
についての詳細は来週お知らせしま
す。ベン牧師は、新しく作ったバーベ
キューグリルを準備して、使う日を心
待ちにしています！

イスラエルからの最新情報を届ける・・ 情報誌”オリ
ーブ”が教会の玄関に置いてありますので、どうぞご自
由にお取り下さい。英語版による情報は、インターネッ
トで検索できます。 尚、次回のイスラエルの祈祷会

は、来週日曜日 PM1：30 に行われ
ます。それについての詳細は鈴木
智子さんにお尋ねください。

HSK より什一献金 66,000 円（＋1,612 円）は・・、
以下のように分配され捧げられました。
真実さん、りょうさん(東北ミニストリー)(15,000 円)
ウィクリフ聖書翻訳(Diehl ファミリー)(15,000 円)
クラウド牧師(イスラエル宣教)(17,612 円)

に大きな贈り物をしたいとベン牧師
は希望しています。カンボジアには、福音を聞く必要の
ある多くの子ども達がいます！（オペレイション クリス
マス チャイルドの案内は教会の玄関にあります。）

