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あなたのみことばは、私の足のともしび、
私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。
あなたの義のさばきを守ることを。私はひどく悩んでいます。
主よ。みことばのとおりに私を生かしてください。
どうか、私の口の進んでささげるささげ物を受け入れてください。
主よ。あなたのさばきを私に教えてください。
私は、いつもいのちがけでいなければなりません。
しかし私は、あなたのみおしえを忘れません。
詩篇 119:105-109

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、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。

5/5(日）

PM 1:30

はじめて来られた方、歓迎します！

今日!

PM ６：５５

見張り人の集まり(祈祷会)

5/8（水）

PM

祈祷会(ルーム 22)

5/9 (木)

ＰＭ 7：25

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
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。

5/12(日）

１：25

AM

８：４５

AM

９：５５

PM

1:30

イスラエルの祈祷会

賛美チーム練習
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！

す。私たちは古代の遺跡を見学した後、岐阜出身の外交官

私がこの手紙を書いているとき、浜松まつりが開催間近

であった杉原千畝さんの記念館を訪ねました。彼は、第２次

の頃です。祭りで誰も怪我をしないように願いますが、大勢

世界大戦時、リトアニアの領事館に務めていました。彼は、

は酔っ払い、吐き気を催す人々も出るでしょう。先週触れま

国からの命令に背いて、ドイツのナチから逃げようとしてい

したように、この祭りの最中は人々が節度を失うので良いこ

たポーランドのユダヤ人たちのためにビザを発行しました。

とではありません。

杉原さんは、2139 以上ものビザを発行し、約 6000 人のユダ

私たちの市のために祈ってくれている方々においては、あり

ヤ人を日本に脱出するのを助けました。彼は、後に「国々の

がとうございます。近い将来、５月の第一週は大きなクリス

中の義人」として栄誉を受けた唯一の日本人となりました。

チャンイベントが開催されることを希望しています。それが起

すごい！

こることを希望する人は、他に誰かいるでしょうか？

今日は５月の最初の日曜日です。（今月町中で美しい花々

５週間ほど前、聖書カバーを新しくするために私の勉強用

が咲き誇るのを皆さんご覧ください。） 気候は暖かくなり、セ

の聖書をアメリカに送りました。その聖書カバーは１５年使い

ーターも着なくてもよくなります。私たちが親族や友人たちに

込んで外れてしまいました。そして、水曜日に新しい青のレ

神の愛をもっと分かち合えるよう祈っています。あなたが、当

ザーカバーとなった私の聖書が戻ってきました。その革の匂

教会を訪問されるのが初めて、もしくは２回目でしたら、ここ

いはとても良いものでしたが、そのために払った金額は聖書

で歓迎されていることを感じて頂けたらと思います。私たち

３冊分でした！「先生、どうして古い聖書のためにそんなに

の笑いは心からのものです。会話もそうです。私たちはあな

払うのですか？」と聞かれるでしょう。そうです。私はそれに

たの友人になりたいと思っていることを信じて頂けたら幸い

ついて自問自答していました。そしてこの答えになりました。

です。また、ご家庭の状況などのためにお祈りをお求めの方

この聖書の１ページ１ページに聖霊様からの示しが記されて

は、是非私たちにお申し出ください。

いるのです。沢山の日付は・・・私が落胆したとき、神が語っ

あなたの牧師・・・・・ベン

てくださり、励ましてくださった日であり、混乱したとき、導き
を与えてくださった日でした。わたしはそのようなメモと日付
をよく見ていきたいと思っています。主は私が聖書を読むと
き、御手を私の心に置いてくださいます。あなたはそのことを
信じますか？できればこれからの１５年も読んでいきたいと
思っています！青い新しい本革のカバーですから！
先週の月曜日、私とルースさんは、娘夫婦、孫達に会いに
岐阜県に行きました。彼らは大輔さんのご実家に出向いて
いたからです。その地域は日本の真ん中に位置するそうで

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。

お知らせください・・


い・・

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。

つ

祈りのリクエスト
□ 今週、日曜学校の先生方のために祈ってくれま

り、すべての必要を満たしてくださるよう求めまし

すか？彼らは、子どもたちがイエス様をもっと愛

ょう。

するのを見たいと願っています。

□ 日本は新天皇がご即位しました。新天皇、皇后、

□ エルサレムの平和のために祈ることを私たちは

御一族がクリスチャンに変えられるよう今週お祈

命じられています。神への忠実さをもって、今週

りください。日本に最初のクリスチャン天皇が与

そのために祈りましょう。

えられますように！

□ アンジェロさん一家は今夜ブラジルに戻ります。

□ 教会バーベキューに参加した方々のためにお祈

主が彼らの滞在を素晴らしいものとしてくださる

りください！彼らがイエス様を愛し従うのを見た

よう求めましょう。

いと、私たちは願っています。

□ スリランカのテロにより死亡者の数は増えていま

□ ベン牧師の母（レイさん）は酷い腰痛を患ってい

す。現地の人々は主の慰めを必要としていま

ます。今週、彼女の癒しを信じお祈りください。

す。主がクリスチャン達を祝福してくださるよう求

□ 私たちの教会が誰でも自由に出入りできる場所

めてください。

になるよう再び祈りましょう。神はできます！

□ ベネズエラの暴動について読みましたか？そこ

□ カンボジアとフィリピンの教会のために再び祈る

には神からの守りと祝福を必要としているクリス

のは誰でしょう？主が中国のクリスチャン達を祝

チャン達がいます。今週、ベネズエラのために祈

福してくださるよう求めましょう。

りましょう。

※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。

□ あまりにも多くの日本人牧師たちは、金銭的な負
担があります。主が彼らをさらに祝福してくださ

思いを巡らす
「神は急いでいない」より抜粋 10 章「力の源」 著 Warren Wiersbe
アメリカ人のある方が、ハドソン・スパージョ

を保証するように感じています。それによって祈るこ

ン氏に彼のミニストリーの秘密は何かと尋ねまし

とを怠ります。それが愚かさです！確かに、私たち

た。それに対し、偉大な説教者は静かに答えまし

は、牧師がみことばを学び、メッセージの準備をする

た。「私の民が私のために祈ってくれていること

とき祈るべきです。スパージョン氏はこのように語り

です。」

ます。「祈りのカギで開かれるまで、みことばの宝の

もちろんそれ以外の事実もスパージョン氏の成功

奥義は現されない。」

に関係していることは疑う余地もありません。彼

牧師の書斎をパワーハウスにするのは神の民の祈りの

は聖書を熱心に学んでいました。そして雄弁でも

サポートです。信仰の祈りによって火が点火されなけ

ありました。み言葉に生きる全き信仰を持ってい

れば、説教は乾いた燃えさしでしかありません。

ました。神は一つのミニストリーを成し遂げるた

牧師は助けの祈りを必須としています。神のしもべ

めに彼を選ばれました。そして、彼はその召しに

は、教会メンバーが理解できないプレッシャーや試練

敏感でした。しかし、祈りがなければ、彼がそれ

を受けます。教会の民が彼のために祈り、彼らの祈り

を成し遂げることは困難だったでしょう。

の答えを自分の人生で見ることは、最高の励ましで

信者の皆さん、今日、牧師たちや御言葉の奉仕
をする方々のために祈ってください。私たちが祈

す。
祈る牧師と祈る民は強力なコンビネーションです。

ることで、神の御力はミニストリーに表されま

自分の牧師のためは勿論、他の牧師たちのためにも祈

す。私たちは、人の学位や経験の広さが霊的成功

り続けましょう。

次回の執事ミーティングは・・来週の日曜日 5 月

状態です。彼女のために続けてお祈りください。

12 日に行われます。執事の方々
は、午後 1:30 より大切なミーティ

今夜、アンジェロさん、ベネッサさん、イザキくん

ングが行われますのでご参加くだ

が・・大きなビーフバーガーの国ブラ

さい。ミーティングの前に一緒に昼

ジルに一時帰国します。ブラジルで

食を取って楽しむこともできます。

の滞在は約 1 か月です。ビーフや

美味しいランチは良いミーティング

お菓子やケーキを食べ過ぎない

へと繋がります！

とようにしてくださいね。まだクリ
スチャンでない親族を彼らは訪

ランチを作ってくださった方々、ありがとうございま

問しますので、祝福されるようお

した!・・・先週は美味しいランチを用意してくださり、私

祈りください。彼らのために祈っ

達はとーっても楽しむことができま

てくれるのはだれでしょう？

した。早く来てお手伝いしてくださ

ご存じない方へのお知らせですが・・ＨＳＫの良き友

った方々もありがとうございました。

人、西野悠久さんが７月 15 日に東京で挙式します。彼

ＨＳＫで食べる食事は町中のレスト

は、ＨＳＫの皆さんの励ましを大変感謝しています。今

ランでも味わえないほど美味しい

年の後半、婚約者の方と共にＨＳＫに

とベン牧師は思っています。

立ち寄ってくださるかもしれません。ま
だ日程は計画されていません。

ＨＳＫメンバーについてのご案内は・・・・・3 か国語
の冊子で用意されています。お求め
の方は、お気軽に牧師にお申し出く
ださい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金銭を愛する生活をしてはいけません。いま持ってい
るもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるので
す。「わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを
捨てない。」

ベン牧師夫妻の長女エリザベスさんは・・10 月下旬

そこで、私たちは確信に満ちてこう言います。「主はわ

に男の子を出産する予定です。新しいお孫さんの妊娠

たしの助け手です。私は恐れません。人間が私に対し

にベン先生、ルースさんは大変喜んでいます！エリザ

て何ができましょう。」

ベスさんのつわりは少し良くなったそうですが、4 人の

へブル 13：5-6

子ども達のお母さんとしての仕事をこなすのは大変な

５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!

