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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

あなたがたのうちに苦しんでいる人がいますか。
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さい。
信仰による祈りは、病む人を回復させます。
主はその人を立たせてくださいます。また、
もしその人が罪を犯していたなら、
その罪は赦されます。
ヤコブ書 5 章 13-15 節
今週の予定

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

今日（日）

ラー、又は妻のルースにおっしゃって下さい。

４/２８

ランチとバイタルグループ
フィリピンの婦人達のグループミーティング
（今晩の祈祷会はお休みです）

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ＨＳ
Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

５/ １

いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ

（水）

PM

１：２５

祈祷会

(２２号室)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

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、

５/ ２
（木）

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、

５/ ４

またこの思いを持つ他のクリスチャン達と交わ

（土）」

AM １１：００ チリホットドック

バーベキューパーティー！

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。

AM

８：４５

賛美チーム練習

５/ ５

AM

９：５５ 賛美・分かち合い・日曜学校・交わり！

（日）

PM

１: ３０

イスラエルのための祈祷会

PM

６: ５５

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
今週の始め、私は大部分のクリスチャンたちが自
分たちの教会での日曜礼拝についての意見について
考えていました。私は、よくこのように言うのを聞
きます、「とてもいい集会でした。」でも、私がそ
のクリスチャンに牧師先生が何と言ったかを聞く
と、思い出すことが出来ません。もし集会が良かっ
たら、きっとその方は、信仰が増し加えられること
を、或いは問題の中で神様がして下さっていること
をもっとよく理解できる大切なことを聞いたように
思えます。そうですよね。でもあまりにも多くの時
は集会が良かったというのは、椅子が心地よかっ
た、部屋の温度が丁度快適な温度だった、音楽が面
白かった、という意味であるように思います。HSK
では、殆どの集会が素晴らしいと思う方もいると思
いますが、私は、集会を“良い”ものにすることを
求めているのではありません。私は、一つ一つの集
会が、どうにか人生を変えるようなものであること
を心から希望します。
ほとんどの方がご存知のように、この町で今週末
から恒例の５月祭りが始まります。おそらくほとん
どの浜松市民は、今週は浜を舞い上がる凧を見て、
町の通りを引かれる屋台についていく時だと信じて
います。そして、それから無料のお酒に酔う機会も
あります。友情を強めたり心をリフレッシュさせる
ことが出来る色々な楽しみ方があると思います。で
も、この祭りは、害のある喜びを求めるために抑制
がきかなくなるように人々を誘惑します。天から来
る喜びについて私たちの友人たちに語ることに大胆
になりましょう。
私は、何度も祈りについて、そしてどれほど私た
ちはクリスチャンたちのために祈っていなければな
らないか、ということを話してきました。でも、祈
りが必要であることについて警告を感じています。

どんな警告でしょう？祈りを“適切な活動”にして
しまうことに気を付けて下さい。なぜでしょうか？
適切な祈りは、私たちがした賢いことや私たちが仕
事で収めた成功、人々の前で私たちがどれほど行儀
が良いか等についての考えで一杯になりがちです。
そのようには祈らないで下さい！祈りは、いつも天
からの助けを求めるものです…大きな問題から救い
出されることを求めます…叫びです。そして、最も
大切なことは、祈りは信仰の表れであることです。
今週、神様と論ずるのではなく、情熱をもって祈り
ましょう！
明日、ルースと私は岐阜県の親戚を訪ねます。一
日の旅行ですから渋滞した高速に長時間失速して過
ごすことがないことを願っています。そして、土曜
日、皆さん大勢と美味しいホットドックを食べたい
と思います。この連休中、一日中家でテレビを過ご
すことがないようにしましょう。喜んで交わりをし
ましょう。今週土曜日のバーベキューに来てくださ
い。
もし今日初めて私たちの教会を訪れたのでした
ら、あなたが来てくださったことをとても嬉しく思
っています。どうぞ私たちと一緒に昼食を食べて下
さい。今月初めて HSK に来られた方は、昼食が無料
です。
今週、主があなたを祝福されますように。
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
「新しい計画」
考古学者のワーウィック・ロドウエル博士
は、引退の準備をしている時に、英国のリッチ
フィールド大聖堂で重大な発見をしました。建
築業者が工事前の発掘作業のために床を慎重に
掘っていたときに、1,200 年前のものと思われる
大天使ガブリエルの像を発見したのです。博士
の引退は延期され、新たな興奮に満ちた多忙な
人生が始りました。
モーセの人生が劇的に変わったのは、80 歳の
時でした。彼はエジプトの王女の養子でした
が、自分がへブル人であることを忘れたことは
なく、同胞が虐待されているのを見て激怒し、
エジプト人を殺してしまいました（出 2：1112）。そして、それを知ったパロに殺されるこ
とを恐れて、ミデヤンの地に逃れ住みました
（13-15 節）。

祈りのリクエスト

40 年後、義父の羊を飼っていた 80 歳のモーセ
の前に、主の使いが現れました。聖書はそれが
「柴の中の火の炎の中であった。よく見ると、
火は燃えていたのに柴は焼け尽きなかった」
（3：2）と語ります。神はこの時、イスラエル
人をエジプトの奴隷状態から解放するように命
じられました（3：22 節）
今、神はご自身の大きな目的のために、あな
たをどう召しておられますか。あなたの人生
に、どんな新しいご計画を立てておられるでし
ょう。

聖なる神よ、私は改めて人生のすべての
日々をあなたにささげます。

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(✓)

□さくらさんの姪っ子のユヤイちゃんのために続
けてお祈りください。彼女か完全に癒され、ご
家族の必要が満たされますように。

○森田スーザンさんの友人のヘレンさんのための
祈りを求めています。彼女は、癌で奇跡を必要
としています。今週、彼女のためにお祈りくだ
さい。
□スリランカで爆弾テロにあい亡くなった方々の
ご家族のために祈りましょう。主が彼らを慰め
て下さいますように。
○HSK の子供たちのためにお祈りください。彼らは
主にとってとても大切な子供たちです。今週、
彼らのために祈りましょう。
□私たちの教会のリーダー立ちが教会を導いてい
く上で知恵を求めて神様に祈っていますので、
彼らのために続けてお祈りください。
〇主が命じられているように、もう一度エルサレ
ムの平和のために誠実に祈りましょう。
□今週、この町のために祈りましょう。あまりに
も多くの人々が救い主なる主から遠く離れて生
きています。
○全ての人にとってアクセスが簡単になる教会の

場所についてもう一度お祈りください。主はこ
の必要を与えることが出来る以上のお方です。
□HSK の友人のみほさんのためにお祈りください。
彼女は困難な妊娠に直面していて、彼女自身と赤
ちゃんの癒しを必要としています。

○ここ日本で主に仕えている他の牧師先生や宣教
師の先生たちを覚えて祈って下さいませんか？
最近励ましを必要としている先生もいるかもし
れません。

□私たちの教会には多くの訪問者たちが来ます。
彼らが心に平安を見出し、救い主なるイエス様
を知るようになりますように。

☞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
★最新情報…ブリッジ・フォー・ピースからイスラ

★ビックチリホットドック BBQ/パーティー…

エルに関する最新情報が教会玄関に

今週土曜日(5 日)HSK で！雨天決

あります。無料です。そして…来週

行です！食べ物、交わり、そして

日曜日（5 月 5 日）はイスラエルの祈

楽しみ！午前 11 時から始まります

祷会が午後 1 時半から礼拝室でありま

。来られる方は、今日パーティー

す。皆さんをこの祈祷会に歓迎します。

リストに名前を記入して下さい。
料金：大人 500 円(幼稚園児は

★教会什一献金…63,000 円は以下の通り分配され

400 円）です。

ました：真美さん、りょうさん（石巻宣教）(15,000
円）、ブリッジ・フォー・ピース（

★来週日曜日(5 月 5 日)、聖餐式、または主の

イスラエル宣教）(13,000 円)、平

晩餐…朝礼拝の中で行われます。HSK に出席する全

田牧師（牧師支援）(10,000 円）、

てのクリスチャンは、私たちの罪を赦すためにイエス

ニューライフチャーチ（カンボジア

様が通られた苦しみと死を思い起こすこの儀式にご参

教会）(15,000 円)：HSK と他への捧げものを感謝しま

加下さい。自分がクリスチャンであることを自覚して

す！

いるお子さんたちも参賀することが出来ます。牧師先
生は、これは HSK の全てのメンバーが参加するべき特

★素晴らしいニュースレター…真美さんとりょ

別ないイベントであると考えています。

うさんから英語と日本語の両方で書かれた手紙が教会
の掲示板に貼ってありますのでご覧ください。また
…トルーマンさんとご家族からのニュースレターも掲
示板に貼られていますので、併せてお読みください。

！

会計報告
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教会の会計係である松尾三枝子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しま
した。３月１６日から４月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概要は
以下の通りです。
項目

（単位は全て円）
先月繰越金

収入

支出

残高

一般会計

¥o

建物献金

¥679,306

¥2,326

¥0

¥681,632

援助金

¥22,587

¥0

¥0

¥22,587

クリスチャン・スクール基金

¥38,381

¥0

¥0

¥38,381

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥0

¥158,697

奨学金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

¥5,452

¥0

¥0

¥5,452

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地献金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

クリスマス基金

¥630,452

¥521,140

¥109,312

2019 年 3/4 月の教会什一献金は 63,000 円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。
神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。
什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい
ます！

