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はじめて来られた方、歓迎します！

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下さい。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。悪者は私に対して
わなを設けました。しかし私はあなたの戒めから
迷い出ませんでした。詩編 119 編：105-110
節

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

今週の予定

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

今日（日）

っています。今日お帰りになる前に、是非ＨＳ

５/１２

PM

１：３０

監督者と執事たちのミーティング！

今夜の祈祷会はお休みです！

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ
いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ
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。

５/１５
（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

AM

８：４５

賛美チーム練習

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり…と

PM

６：５５

見張り人の集まり（祈祷会）

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、

５/１６
（木）

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。

５/１９
(日)

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
先週のお天気はとても良かったことに皆さんが同
意して下さると思います。そうです、美しい日光が
私の書斎を満たすと、集中することは私にとって難
しいことですが…気候はもっと良くなってくると思
います。そして、このことを皆さんは信じられます
か？私は、次のバーベキューについて考えていま
す！ワァーオ！５月４日のバーベキューはとても良
かったです。そして、つぎのはもっと良くなると思
います。それをしましょう！
私たちの文化の中の振舞いについて私が気付いた
ことの一つは、黙っていることはしばしば守りのよ
うであるということです。もしあなたが他の人と話
さないならば、その人はあなたが何を考えているの
か分からないですよね？もしあなたが話さないな
ら、あなたが何が好きで何が嫌いか、或いは、何を
持っていて何を持っていないか、或いは、どんな言
葉が話せて、どんな言葉が話せないか…等々、分か
りません。沈黙していることによって、他の人があ
なたは豊かなのか、貧しいのか、思わせ続けること
にもなりうるのです。しかしながら、問題はこれで
す：あなたがともに働いているのがどんな方かをあ
なたは知ることがないでしょう。あなたが一緒に住
んでいるのがどんな方かをあなたは知ることがない
でしょう。そして、最悪なことは、あなたの人生を
さらに良いものにして下さる方がどんな方かを知る
ことがないでしょう。賢い王であったソロモンはこ
のように書いています「ふたりはひとりよりもまさ
っている。ふたりが労苦すれば、良い報いがあるか
らだ。どちらかが倒れるとき、ひとりがその仲間を
起こす。倒れても起す者のいないひとりぼっちの人
はかわいそうだ。」（伝道の書 4：9-10）結論で
す：沈黙しようとする誘惑を拒んでください。沢山
話してください。ふたりはひとりにまさります！

私の妻のことで多くの好きなところがありますが
その一つは、どれほど早く友人を作れるかというと
ころです。彼女の考え方の中では、すべての人との
良い関係は出来るだけ早く始めるべきだということ
です。私は、親しくなる前にその人のことを知る必
要があると思うのです。知らない人を恐れているの
ではありませんが、いい会話を始めることが出来る
ようにその人について何かを知りたいと思います。
そうです、私は用心深く見えるかもしれませんが、
関係の始めは、さらに長く続くようになるためにす
ぐに始めるべきだと思います。結論です：私があな
たに仕事のことや家族、出生地などを聞いても怖が
らないで下さい。私たちが“良き友人”になること
を私は願っています。
今日、多分アンジェロさんとご家族はブラジルの
教会に出席していることでしょう。彼らは、ポルト
ガル語で全ての曲を賛美しているでしょう。彼らは
ポルトガル語の聖書を読んでいるでしょう。彼ら
は、ポルトガル語で叫んでダンスをしているでしょ
う？彼らがいなくて淋しいですが、彼らが親戚たち
の中で祝福となっていることを希望します。彼らの
ために祈りましょう。
また、今日は母の日です。今日、HSK に出席して
いる全てのお母さんたちへ「母の日、おめでとうご
ざいます！」私は皆さんに感謝しています。私はよ
く皆さんのために祈ります。そして神様が更に皆さ
んを祝福して下さると信じます。あなたの教会を愛
して下さってありがとうございます。この教会に喜
びをもたらしてくださって
ありがとうございます！
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
「愛は探し続ける」
携帯電話やポケベルが無い時代、私は１９歳
で実家から千キロ以上離れた土地に引っ越しま
した。毎朝、母に電話をする約束でしたが、あ
る時、それを忘れて出かけました。その夜、二
人の警察官が家に来ました。それまで電話を忘
れたことがなかったので、母が心配したので
す。何度電話しても話し中だったので、警察に
様子を見て来て欲しいと頼んだそうです。警察
官は「愛情深く捜し続けてくださるお母さんで
幸せですね」と言いました。
電話をしようとして、受話器が外れていたの
に気づきました。母に謝ると「あなたが行方不
明だと伝えた人たちに、大丈夫だと知らせなく
ては」と言いました。母は心配し過ぎだと思い
ましたが、それだけ愛されていると知って、嬉
しかったものです。

祈りのリクエスト

聖書は、愛なる神が、道を外れたご自分の子
供たちを、あきらめることなく招き寄せる姿を
美しく描いています。主は良い羊飼いのよう
に、迷う羊を心配して捜し求め、値がつけられ
ないほど値打ちがあるとみんなに教えて下さい
ます。
愛は、決して探すことをやめません。私たち
が主に目を向けるまで、私たちを追い求められ
ます。神の愛を知る必要がある人たちのために
祈りましょう。愛なる神は、彼らを捜すことを
決しておやめになりません。

主よ、あなたの愛に包まれる安全な場所を
備えて下さって、私を捜し求めて
下さり感謝します。

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(✓)

□再びイスラエルとパレスチナとの間で戦いがあ
ります。今週、この問題を主の前に持っていき
ましょう。
○続けて、フィリピンの幼いユヤイちゃんが完全
に癒されるよう、祈りましょう。
□エバリンさんは、彼女の息子さんをフィリピン
から日本に連れてきたいと願っています。J-ロ
君がビザを取得できるよう、お祈り下さい。
○絵理さんが子供たちと日本にいる間、彼女のた
めに祈りましょう。彼らは間もなくアメリカに
発ちます。日々主が彼らの力となって下さり、
アメリカで哲夫さんを祝福して下さいますよう
に。
□今週、天皇と天皇のご家族の救いのためにお祈
りくださいませんか。彼らが直ぐに主を知るよ
うになりますように。
〇トルーマンさんご家族が次に踏み出す必要のあ
る一歩を待っているとき、彼らのために祈って
下さってありがとうございます。
□スリランカのクリスチャンたちは、最近そこで
亡くなった家族や友人たちの故に今も苦しんで
います。どうぞこの国民とこれらのクリスチャ

ンたちのためのお祈りください。
○今週、再び中国にいるクリスチャンたちが守ら
れるよう、祈りましょう。この国では多くの
人々が苦しんでいます。
□私たちの教会のシングルマザーたちのために祈
って下さいませんか？お一人お一人がご家族の
ための知恵と神様の祝福が必要です。
〇ここ日本で主に仕えている牧師先生や宣教師の
先生たちのために続けてお祈り下さい。今週、
彼らが励まされますように。
□カンボジアやフィリピンのクリスチャンたちの
ための祈って下さるのは誰ですか？

☞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

今日は、5 月 12 日、母の日！
お母さんたちへ「おめでとうございます！」
この教会の皆さんと牧師先生は、HSK に出席し
ているお母さんたちにとても感謝しています。
私たちは、皆さんがこの教会を神様の喜びと平安、愛で満たす
場所とするために助けて下さっていると信じています。
★ご注意ください！教会の駐車場から道路に出る

HSK BBQ

ときは、左右を注意深く確認して
下さい。道路の道を歩いていたり、
自転車に乗っている人は簡単に見
ることは出来ません。

★沢山あります… 何方でもお持ち頂いて他の方た
ちとも分かち合えるコンパク
トなポルトガル語の聖書があ
ります。礼拝堂の後ろの書架の最上段にこれらの聖書
が置かれています。これらはすべて無料です。

★毎週日曜日の朝のメッセージは…PA の方によ
って作られた CD を購入することが
できます。すべての CD は、たった
300 円です。最近の殆どの日曜日朝
のメッセージのビデオ録画は、週報
の 1 ページ目に書かれているウエッ
ブサイトでご覧頂けます

★今月 5 月は…金曜日が 5 回あります。ですの
で、第 5 週目の金曜日は、すべてのクリスチャンは断
食をしてお祈りください。多くの
家庭で抱えている問題の解決に
神様の助けを必要としていること
に私たちはもっと真剣にならなけ
ればなりません。あなたのカ

レンダー…5 月 31 日に印を付けて下さい。

これらの写真を撮ったのは誰
だと思いますか？そうです、
サングラスをかけている女性
です！素晴らしい！

