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その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか。そ
の人は賛美しなさい。あなたがたのうちに病気の人
がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の
御名によって、オリーブ油を塗って祈ってもらいな

浜松救い主教会はプロテスタントの単

さい。信仰による祈りは、病む人を回復させます。

立（Independent）クリスチャンの集まりで

主はその人を立たせてくださいます。また、もしその

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

人が罪を犯していたなら、その罪は赦されます。

から神様を知りたい、またこの思いを持

ヤコブ 5：13-15

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！

今週の予定

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

4/7(日）

PM

今日!

1:30
PM

イスラエルの祈祷会
6：５５

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

4/10（水）

PM

4/11（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

１：25

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、ぜひ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。

12/14(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!

ＰＭ 1：30 監督/執事 ミーティング！
（今夜の祈祷会はありません！）

?

あなたの牧師より

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！

先週のランチの後、3 グループのクリスチャンたちが分か
ち合いをしていて、涙を流している者の姿もあるのを見まし

あなたがこの短い手紙を読んでいるとき、私が待ち望ん

た。私は、神が私たちの内側でなしてくださっていること、造

でいた妻の隣に座っているかもしれません。彼女は暖かい

り上げてくださっていることに対する感謝でいっぱいになり

島から帰ってきましたので、こちらの島の寒さに慣れるのに

ました。互いが真実な友となり、励まし合おうと願っている

数日かかるかもしれません。けれども、日本に戻り、彼女の

のを見ました。仮面がゆっくり私たちの顔から取り去られる

教会に戻ってきたことを大変喜んでいます。彼女がいない

のが見えます。これが他の教会のクリスチャンたちの経験

間も祈ってくださり誠にありがとうございました。

かどうか分かりませんが、このような経験を日々していきま

先週は寒くはありましたが、太陽の日差しを楽しみまし

しょう。確かに、その態度は他の人々の人生に影響を与え

た。数日前の空の青さは美しかったですが、またくしゃみが

ると思います。イエス様が十字架に掛けられる前の日、御

出ました。また別の花粉が飛散し、誰かにアレルギーを起

父に祈られた言葉を憶えていますか？「わたしは」、ただこ

こさせているのでしょうが、できるだけ早くそれが治まってほ

の人々のためだけでなく、彼らのことばによってわたしを信

しいです。暫くは、皆が健康であるよう祈り続けましょう。

じる人々のためにもお願いします。それは、父よ。あなたが

この数週間、私はイスラエルの偉大な王、ダビデについ

わたしにおられ、わたしがあなたにいるように、彼らがみな

て読んでいました。その中で、「とこしえに」という言葉が何

一つとなるためです。また彼らもわたしたちにおるようにな

回も出ています。「彼はわたしの名のために一つの家を建

るためです。そのことによって、あなたがわたしを遣わされ

て、わたしはその王国の王座をとこしえまでも堅く立てる。

たことを世が信じるためなのです。」
あなたは、ルースさんと私にとって特別な存在です。私た

（2 サムエル 7：13） 現代生きている人間において言えば、
誰も永遠に生きている人はいません。今の国々を見ても、

ちはあなたのためによく祈っています。神があなたをさらに

どの国も永遠に存在しません。なぜ、神はダビデとその王

祝福してくださいますように。

座はとこしえまでと言われたのでしょうか？その答えとし
あなたの牧師…ベン

て、私が今考えているのは、ダビデの人生は神の偉大なる
ご計画の啓示であったと思います！どのようなご計画でし
ょう？神の御国は地上にあって永遠にある・・神の人間に
対する愛は永遠にある・・罪に対する神の解放は永遠であ
る。詩篇 23：6 でダビデが書いていることを注意して読んで
ください。「まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと
恵みとが、私を追ってくるでしょう。私はいつまでも、主の家
に住まいましょう。」

。

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
□ イスラエルの国民に対する攻撃がさらに激化してい
ます。主がその国のクリスチャン達を祝福し、安全を
守ってくださるよう求めてくれますか？
□ 先週の日曜日、7 人が初めて教会に来てくれまし

□ 私たちの牧師と教会リーダーたちに神の知恵が与
えられるよう続けて祈りましょう。
□ ベン牧師のお母さん（レイさん）が強められるよう続
けてお祈りください。彼女は今も腰と足の痛みがあり

た。主が彼らを救い、主に従う願いと信仰を与えてく

ます。彼女は毎日私たちのために祈ってくれていま

ださるよう求めてください。

す！

□ ベネズエラはまだ非常に不安定な情勢です。今週こ

□ 世界的に、政府が教会に反対する政治家たちのた

の国のためにお祈りください。そこに住むクリスチャ

めに分裂が起こっています。そのような反対勢力が

ンたちのためにお祈りください。彼らは苦しんでいる

日本で起きませんように。国々とリーダーたちのた

でしょう。

めに祈りましょう。日本にクリスチャンの政治家が必

□ 悪を行う人々を止めることができないように見える
かもしれませんが、私たちの神は力があり、私たち
が神の助けを求めるのを待っています。今週、神に
求めましょう。
□ ある教会メンバーの子どもたちは、神から遠く離れ
ています。主が再び彼らに信仰を与え、神に引き戻
し、両親への大きな愛を与えてくださるよう求めてく
ださい。

思いを巡らす

要です。

□ トルーマンさんとベベちゃんは、良い仕事と家を求め
ています。今週も、彼らに助けが与えられるよう求め
るのは誰でしょう？ベベちゃんが健康でいられるよう
主にお祈りください。
□ 北朝鮮の指導者たちが救われるよう祈ってくれます

か？非常に不敬虔な人々は、悪を行う事を喜んで
います！
□ ※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。

「恵みの目覚め」より抜粋 10 章「親しく個人的な恵み」 著 Charles Swindol
私たちは皆、自分自身の人間的な弱さと格闘す

したり否定したりしない様は、他者を自由にします。

ることは、形を変え、頻繁に起こることだと言え

傷ついたことにより、他者はあなたに近づき、安心さ

ます。自分で苦しみ、傷つき、失敗する。爆発

せます。恵みにより私たちは自分の格闘を認めること

し、後悔する。瞑想や祈りによってなくなるもの

ができるようになります。自分の弱さに満たされると

ではない。文句を言っても仕方がない。私たちは

き、面目を守ろうとする焦りは消え去ります。ありの

単なる人間だからです！不完全だから厄介はあり

ままの自分でいられる自由となります。あなたはもは

ます。

やブランドの装飾品に頼る必要はありません。それら

パウロは「肉体のとげ」、つまりある種の痛み

によって恵みは締め出されることが多いのです。

を持っていました。それは、彼から取り去らわれ

私たちの人生でもろく不完全な部分を隠す必要はあ

ることはありませんでした。けれども、それによ

りません。それを言いなさい！認めなさい！恵みによ

る弱さの中においても、彼は前進し続けました。

りあなたは助けられます。あなたは安全に導き出され

その理由は恵みです。彼は人間的な弱さの中で満

ます。

ち足りることができました。それにより、彼に新
しい力が生まれました。恵みは弱さの中で満たし
を与えるので、侮辱、落胆、迫害をも喜びと変え
られます。
これは 1 世紀の宣教者のみに言えることではあ
りません。私たちにも言えます。自分の弱さをか

次回の執事ミーティングは・・ 来週日曜日(4/7)
に行われます。執事の方々は全
員、午後 1:30 より大切なミーティン
グが行われますのでご参加くださ
い。ミーティングの前に一緒に昼
食を取って楽しむこともできます。
美味しい食事は話し合いを良くし
ます！

来週の日曜 4 月 14 日は・・・岡田幸男さんがス
ピーカーです。彼は、今年一年も監督の務めをしてくだ
さいます。彼は、皆さんを愛し、さらに
賢いクリスチャンとなることを願って
いるクリスチャンなので、ベン牧師は

ご了承ください：
週 報 にあなたの名 前 が載 るこ
とがありますが、それは、ビジタ
ーの方 々が、ＨＳＫで行 われて
いるイベントの情 報 を 得 るため
に、案 内 として紹 介 させて頂 い
ております！良 いと思 いません
か？ベン牧 師 は、良 いことだと
思 っています！

毎週日曜日の教会活動で必要なヘルプについ
て・・ ルースさんがそれらのリストを作 成 する予
定 です。そのリストは出 来 上 がり次 第 、皆 さんに
配 布 します！なぜでしょう？彼 女 は戻 っていま
す！暫 く、担 当 のリスト はありませんで したが、皆
さんの助 けをありがとうございました ！

大変嬉しく思っています。

先週、ありがとうございました。
日曜日、教会で美味しい食事を準備
してくださったすべての方々に感謝します。リンさんは

終わりに兄弟たち。喜びなさい。完全な者になりなさい。
慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちな
さい。そうすれば、愛と平和の神はあなた方と共にいて
くださいます。 （2 コリント 13：11）

時間通りに用意するよう一生懸命
作ってくれました。今月、他の人々
にもお手伝いしてくださるよう、ベ
ン牧師からの呼び掛けがあるでし
ょう。

次 回 、子 どものジョイクラブ
は・・ 4/20（土 曜 日 ）に行 われま
す。5 歳 から 10 歳 の子 どもたち
は皆 さん、お友 達 も誘 って参 加
してください 。このイベントについ
て詳 しく知 りたい方 は、村 田 賢
美 さん、鈴 木 智 子 さんにお尋 ね
ください。

4 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!

