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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。喜びなさい。

携帯: 090-1748-8480

あなたがたの寛容な心を、

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

すべての人に知らせなさい。

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

主は近いのです。

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

ピリピ 4：4-5

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。

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
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ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

イスラエルの祈祷会
見張り人の集い(祈祷会)

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

祈祷会(ルーム 22)

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。
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賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
監督/執事 ミーティング

?

あなたの牧師より

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！

か？けれども本当です！あまりにも多くの人々は、握手は
必要ない・・褒めることは照れ臭い・・・笑顔はふさわしくな

先週は、台風によって吹き飛ばされるなどの被害を免れた
でしょうか？私のスクーターは飛ばされましたが、破損はあり

い・・などと考えています。気を付けてください！神は言われ
ました。「あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。」

ませんでした。また、断水と停電が 24 時間ぐらい続きました

（レビ記 19：18）「あなたの敵を愛しなさい。」（ルカ 6：35）

が、それほど酷くはありませんでした。しかしながら、あの風

では、イエス様のこの言葉はどうでしょうか？「人がその

は本当に強かったですね。ワオ！あのような台風が再び来な

友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだ

いことを望みます！そして、涼しくなってきました。雲の様子

れも持っていません。」（ヨハネ 15：13） 私は私たちの教会

から見て、近々さらに冷えてくることが予想されます！秋の日

の‘愛情のレベル’を引き上げることを決心しました。女性同

が楽しみです！

士でハグする時、「神よ、私の友をもっと祝福してください。」

先週の日曜日に教会で行われていた出来事を見て、私は

と祈るべきです。男性同士がハグする時、「神よ、私の友を

考えていました。どんな出来事でしょう？新しく来られた方が

もっと祝福してください。」と祈るべきです。初めて会う人に対

集会をとても楽しまれたと、私に話してくれたことです。さら

しても、友となることを恐れるべきではありません。男性と女

に、彼女は、他のクリスチャンのことをとても褒めていまし

性が握手する時、この質問をすべきです。「あなたは平安と

た。なぜでしょう？それは、そのクリスチャンが彼女の母国

喜びが必要ですか？希望と愛が必要ですか？あなたのた

語を話していたからです！それを聞いた瞬間、私は不思議

めに今祈ります！」
低い愛情のレベルは、神の私たちに対する愛の理解を深

な喜びに包まれました。クリスチャンたちが集まったとき、こ
のことが起こるべきだという確信が来ました。：‘愛の言語’

めるようには導きません！正しい愛を実践しましょう！
ルースさんと私は、今日、あなたが教会に来てくださってと

が始まるべきです。‘喜びのハグ’が与えられるべきです。そ
して‘神に大胆に詰め寄る’よう解放されるべきです。私たち

ても嬉しく思っています。神に従い続けましょう。

がしていること全てが正しいとは思っていませんが、とても
あなたの牧師…ベン

良い形で、私たちの人生が変えられる方へと近づいていると
思います。
先週、他の牧師先生との会話で、主が私に語ってくださっ
たと信じたことがありました。「誰かが、一番高い‘愛情のレ
ベル’の説明をするのを信じないように注意しなさい。彼らの
‘愛情のレベル’は低すぎる。」と、主が語られたと信じまし
た。それを聴いてすぐに、私は思いました。「‘愛情のレベ
ル’とは変わった考えのようだ。では、‘低い愛情’とは何

。

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。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
□ 私たち全員が大型台風の被害から守ってくださった
神を褒めたたえます。台風の被災者たちのために
祈りましょう。
□ HSK リーダーたちが、様々な状況や、すべき決断の
ために神の知恵が与えられるよう続けてお祈りくだ
さい！
□ インドネシアを覚えてお祈りください。多くの人々が
苦しんでいます。
□ HSK に新しい人々を連れてきてくださる神を褒めた

ださい。彼らが皆、今週励まされますように。
□ 教会で奉仕している方々すべてに、再び感謝しま
す。あなたの教会を愛し支えてくださっている皆さん
を、神が祝福してくださいますように。
□ 主が教会の経済を祝福してくださることを信じましょ
う。主は、毎月助けてくださっていることを、私たちは
知っています。
□ イスラエルのために続けて祈らなければなりませ

たえます。彼ら一人一人の人生に、平安と慰めが見

ん！イスラエルの平和のために祈りましょう。神の

いだされますように。

約束は「しかりであり、アーメンである。」 神がなさ

□ HSK の子どもたちのためにお祈りください。子どもた
ちは私たちにとって祝福であり、彼らが成長して主を
愛し、仕えるのを見たいです。
□ 今週、日本の総理大臣、安倍首相のために祈ってく
れますか？安倍首相がイエス様を救い主、友として
知りますように。
□ 今週、お互いのために祈ってくださりありがとうござ

ると言われたことを信じましょう！
□ 教会のシングルマザーたちのためにお祈りくださ
い。主が彼女たちの必要を満たしてくださいますよう
に。
□ アンジェロさんの、菊川に住む親せきの方が重い病
気です。主が、そのクリスチャン女性アリアドニさん
を癒してくださるようお祈りください。

います。これからも、HSK の兄弟姉妹に対して励ま

※提出した祈りのリクエストの週報への記載を望まな

しの源であり続けてください。

い方は、その旨をリクエストカードにお書きください。

□ 浜松に住む牧師先生とそのご家族を覚えてお祈りく

思いを巡らす
「神は急がない」より抜粋 22 章「急募：見分けられるクリスチャン」 著 Warren Wiersbe
意見というのは、あなたが握っているものであ

航空機に乗った後、私は航空機を比べてどれが良い

り、確信というのは、あなたを握っているものだ

か意見を持つことができます。しかし、自分の意見

と言われます。ほとんどの人々が握っている確信

を、統計や科学的データによって証明することはでき

はとても少ないものですが、私たちが握っている

ません。私は多くの聖書カンファレンスで説教をしま

ものは、私たちにとって大切なものです。確信は

した。み言葉について、私は意見を持っています。し

人生の羅針盤です。私たちを正しい方向に進ませ

かし、神はそれらについての真理をご存知です。私の

ます。私たちの周りが揺り動かされ、変化する時

意見は、私が成長する時変わることもあり、あなたも

も、私たちを支える土台の石です。

そうでしょう。

大抵、激変なくして確信はありません。新しい

私たちが本当の確信を基礎として行動するとき、真

意見は、あなたがコーヒーを飲みながら休んでい

理を恐れません。すべての真理は神のものであること

るときに得ることができますが、真の確信はリア

を知っていて、すべての真理は繋がっていることも知

ルな対立や苦しみから生まれます。イサクが、父

っています。私とあなたの意見が一致しないときか来

が掘った井戸を再び掘らなければならなくなった

たとき、立ち止まってこのように尋ねてみましょう。

ように、それぞれの新しい世代が、霊的現実の力

「これは確信の問題か？意見か？試練なのか？」

を自ら発見しなければなりません。使用済みの信
仰は、信仰では全くありません。
意見は、人生の様々な経験から来ます。種々の

来週日曜日、10 月 14 日は・・・監督者と執事
たちのミーティングが午後 1:30 より行われます。 ベン
牧師はこのミーティングを楽しみ
にし、彼らの意見を聞くことを期待
しています。そして・・、彼らの牧
師や教会に対する愛をとても感謝
しています！

次 回 の JOY クラブは 10 月 20 日 （土 ）・・ 良
い歌や、とても興味深い聖書のお話し、ゲーム、お菓
子などがあり、お子さんたちや、そ
のお友達にとって、とてもスペシャ

ベン牧師のお母さん（レイさん）からのニュ
ース！
レイさんは、皆 さんのために日 々祈 っていること
を、皆 さんに知 らせたいと思 っています。 彼 女
は、HSK の男 性 たちが伝 道 者 になることを求 め
ています。また、HSK
が経 済 的 に祝 福 さ
れるよう祈 ってくれて
います！彼 女 は再
び皆 さんと会 いたい
と思 っていますが、
体 力 的 に不 可 能 か
もしれません。 しか
し、いつか天 で皆 さんと会 うのを予 定 していま
す！

ルなイベントです。JOY クラブの電

教 会 の建 物 の状 況 ・・ 先 週 の

車は午前 10:30 に出発します。

台 風 の被 害 を心 配 された方 もい
ると思 いますが、教 会 の建 物 の
被 害 は全 くありませんでした。 ベ
ン牧 師 は、建 物 の一 部 が飛 ばさ
れていないか心 配 しましたが、
月 曜 日 の朝 確 認 したところ、何
も飛 ばされず、ちゃんと立 ってい
ました。お祈 りありがとうございました！

賛美の歌を他の言語に翻訳したいと思ったことが
ありますか？・・・ HSK のこのチームにもっとメンバー
が必要です。歌の翻訳の経験がなくても構いません。
あなたの教会のために、歌の
翻訳をすることに興味のある
方はベン牧師にお申し出くださ

ビジターの方々へ： 私たちは皆、あなたが当教会に

い。

来てくださり、大変うれしく思っています。ぜひ、礼拝後
も残って、私たちと教会のランチを共にしてください！
初めて食事される方は無料となります！

10 月 21 日 はラモス・マウリシオ
さんがゲストスピーカー！・・ 私 たち
の執 事 の一 人 、マウリシオさんが主
から聴 いたことを分 かち合 ってくださ
るのを、ベン牧 師 は楽 しみにしてい
ます。主 が、その日 の集 会 を HSK
の特 別 なイベントとしてくださるよう
求 めてください。

今日、神がさらにあなたを祝福してく
ださいますように！

10 月にお誕生日を迎えられる方へ!
今月あなたはお誕生日を迎えますか? そんなあなたに・・
「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!
今日、神があなたを祝福してくださいますように!

