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あなたがたのうちに苦しんでいる人がいますか。その人

〒430-0853

は祈りなさい。喜んでいる人がいますか。その人は賛

浜松市南区三島町 522

美しなさい。あなたがたのうちに病気の人がいますか。

TEL:053-442-5080
FAX: 053-442-5186
携帯: 080-8117-1774

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さい。信仰による祈

hsk.church@agate.plala.or.jp

りは、病む人を回復させます。主はその人を立たせてく

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

ださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その

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

罪は赦されます。
ヤコブ 5：13-15

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

今週の予定

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！

4/14(日）今日!

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。）

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

4/17 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

4/18（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

4/20（土）

ＡＭ 6：55 ジョイ クラブ（子どものイベント）

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。

4/21(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

PM

6：55

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
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！
先週は台風があったのでしょうか？私は風の激しさ
に驚いてしまいました。けれども、強風の後は穏やか
な天気になることを希望します。それと、桜の花を見ま
したか！ワオー！私の家の近くでも大変美しかったで
す。これからさらに多くの花々が咲き、私たちの市がさ
らに美しくなると思います。神は地球を美しく創られまし
たか？そう思います！
先週の月曜日、前日の朝私が分かち合ったメッセー
ジについて考えていました。私の言葉に憐れみが足り
なかったか、他の人たちの状況についての理解が足り
なかったかもしれない。「私は神が認めるような真理を
語っただろうか？」 など、考えていました。
そして火曜日、このように思いました。神との交わり
はすぐに誤解されやすいものだと。それは、私たちが
多くの良いことをしたら、神との完全な交わりと等しい
と。しかし、必ずしもそうではありません。ヨハネが第 1
の手紙の中で言っているように、神との交わりがあって
も暗闇の中を歩むこともありえます。
「もし私たちが、神と交わりがあると言っていながら、し
かもやみの中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っ
ているのであって、真理を行ってはいません。（1 ヨハ
ネ 1：6） 暗闇のすべての考えや感情から私たちが遠
く離れているように願います。あなたはどうですか？
「しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光
の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、
御子イエスの血はすべての罪から私たちをきよめま
す。」（1 ヨハネ 1：7）
今年の下旬に友人の結婚式があるのですが、私は
それについて考えていました。その結婚式のためのす
べての計画について考えました。沢山の事柄について
決めていかなければなりません。それに比べると、将
来、私たちが神とお会いすることについて、私たちは何

も知りません。多くの人々は前もって準備することがほ
んの少しだと信じています。私たちが神にお会いする
時が、重要でないと思っていることが、どれほど大きな
間違いでしょうか？私の結論は：「また、互いに勧め合
って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませ
んか。ある人々のように、一緒に集まることをやめたり
しないで、かえって励まし合い、かの日が近づいている
のを見てますますそうしようではありませんか。」（へブ
ル 10：24-25）
ルースさんと私は、先月ハワイで孫たちと過ごした思
い出を今も楽しんでいます。私たちが度々家族に会い
に行くのを許してくださってありがとうございます。多く
の祖父母は孫たちと遊ぶ機会はありますが、私たちは
めったにできません。しかし、私たちがこの教会にい
て、皆さんが神を知るお手伝いをすることも神の御心
だと信じています。それは、私たちの幸せです！私た
ちは、全能なる神があなたに偉大なることをしてくださ
るのを見たいと願っています。神があなたのために成
してくださる御業がもっと嬉しいことです。
今週も、主があなたとあなたのご家族を祝福してくだ
さいますように。私たちはあなたのために祈っていま
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
□ 山下パトリシアさんは妹（メアリーさん）のための祈りを
求めています。メアリーさんがカタールに引っ越します
が神の守りが必要です。

□ 村田裕樹さんは、娘さん夫婦に赤ちゃんが与えられる
ことを求めています。佐々木家に新しい家族が加えら

□ ベン牧師の叔母さんで、京都で仕えているマーシュ先
生のためにお祈りください。彼女は体力が必要です。

れるようお祈りください。
□ 坂池陽子さんは、ＨＳＫに 10 代、20 代、30 代の人々が

□ 来月ブラジルに一時帰国するアンジェロさん、バネッサ

増え、将来のリーダーたちが与えられるよう信じ求めて

さん、イザキくんのためにお祈りください。彼らは、向こ

います。今週、そのためにお祈りください。ＨＳＫのすべ

うで親族たちに証したいと思っています。

てのシングルマザーのためにお祈りください。

□ キャシーさんは、ご高齢のご近所の方（長谷川さん）の

□ 智子さんの友人（やすよさん）は、ご主人を亡くされまし

救いを信じています。今週、共に長谷川さんのために

た。彼女が救われ、主の平安が与えられますように。今

祈りましょう。

週、彼女のためにお祈りください。

□ 昌恵さんは労働環境に問題のある人々のための祈りを
求めています。主が彼らにすべての事に関する知恵を

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

与えてくださいますように。

は、リクエストカードの週報×とお書きください。

□ 賢美さんの姉（美智子さん）の癒しと救いのために祈り
ましょう。彼女は珍しい難病を患っています。
□ 私たちの愛するさつきさんは、足の痛みと湿疹の症状
があります。今週、彼女のためにお祈りください。

思いを巡らす

「神は急がない」

より抜粋 「赦し、それを楽しむ」 著 Warren Wiersbe…
すべての正直なクリスチャンは、かつて神に

ても、赦されていなかったり、反対に神から離れた

従わなかったり、失望させたりしたことがある

気持ちであっても、赦されていたりします。

と認めるでしょう。聖書の偉大なる人物たちも

そのような場合、みことばにすぐ立ち返ることが一

一度や二度神を失望させています。私たちの素

番大切です。夫婦の関係がぎくしゃくしていて、会

晴らしい主だけが罪を犯すことはありませんで

話が途絶え、沈黙に包まれるときがあります。しか

した。唯一罪のないお方だからです。

し、赦す心があれば、心と唇は開き、言葉が発せら

それゆえ、神はご自身の子ども達の罪を赦して

れます。そのとき、隔ての壁は壊され平和の架け橋

くださるということを知るのは、ありがたいこ

が築かれます。

とです。私たちは皆、この御約束を知ったので

神はあなたに話したいと願っておられます。それは

す。「もし私たちが自分の罪を言い表すなら、

みことばを通してそうされます。あなたが交わりを

神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、

回復した後、みことばに戻り、思いを巡らせてくだ

すべての悪から私たちをきよめてくださいま

さい。古い真理は新しい意味を持ち、馴染のあった

す。」（1 ヨハネ 1：9）

聖句から新しい真理が飛び込んできます。みことば

私たちが自分の罪を告白し、神の約束を信じ

は、あなたの砕かれた心に薬のように働きます。あ

るなら、赦されたと知ります。しかし、心の内

なたは、御父からの語り掛けを頂いたことを実感

側で赦しを体験していません。感動に揺さぶら

し、喜びに満たされます。

れる体験を求めるのではありませんが、御父か
ら大丈夫だよという安心感をもらいたいと感じ
るときがあります。確かに言えることは、感情
は騙され易いものです。赦された気持ちになっ

次 回 、子 どものジョイクラブは・・

ったりすることがあります。その点について調整してお

4/20（土 ）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。ジョイクラブの
電 車 はＡＭ10：30 に出 発 します。
送 れないでください！

りますのでご了承ください。私たちの教会の賛美がさ
らに良くなることを、牧師先生が望んでいるのは確か
です。

第 2 駐車場のご使用、ありがとうございます。
あなたが教会に来るとき、ＨＳＫの駐車場は空きが多
いと思いますが、時間が経つと満車

4 月 27 日土曜日・・・静岡市でユースのための特別

となります。お子さんを持つ方々は

なイベント”Jesus Passion”が

第 1 駐車場で構いませんが、そうで

あります。詳細はＳＫＩスタンド

ない方々は第 2 駐車場に停めてくだ

の案内をご覧ください。もしく

さるとありがたく思います。

は、鈴木康亮さんにお尋ねく
ださい。

新年度の最初の執事ミーティングが・・・

4 月 27 日・・シンガーソングライターの小坂忠さんが

今日行われます。新メンバーも加わり新年度 12 か月

浜北区のライフリバーチャ

を務めてくださる執事たちは、鈴木祐子さん、鈴木智子

ーチでコンサートをします。

さん、リンさん、あいそ悠起子さん、ラモス・マウリシオ

遠州クリスチャンネットワ

さん、ルースさん、ハナモト・アンジェロさんです。ベン

ーク（えんくり）が主催のコ

牧師は、これらＨＳＫメンバーの方々を大変誇りに思っ

ンサートで、入場無料です。

ています。彼らは喜んで皆さんに

詳しい情報はＳＫＩスタンドにあります。

仕えたいと思っています！彼らの
ために多く祈ってください。

ほぼ毎週・・牧師先生は、ＨＳＫの様子を 90 秒の動画
にしています。それを他の国々の友人たちに送り、ＨＳ
Ｋについて知らせ、祈ってもらうよ
うにしています。その動画をご覧に
なりたい方は、ベン牧師にご自身
のＥメールアドレスをお伝えくださ
い。

ＨＳＫワーシップチームは、・・・
“アメリカンバンド”と一緒に歌う
曲が、もうすぐ 100 曲以上となり
ます。ほぼ全ては 3 か国語で歌
っています。そのため、ある日曜
日の賛美の時間が長くなったり、
歌う曲数が少なか

