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この世の王国よ。神に向かって歌え。主に、ほめ歌を歌え。
昔から、いと高き天に乗っておられる方に向かい、
ほめ歌を歌え。聞け。神は御声を発せられる。
力強い声を。神の力を認めよ。
みいつはイスラエルの上に、御力は雲の上にある。
神よ。あなたはご自身の聖なる所におられ、
恐れられる方です。イスラエルの神こそ、
力と勢いとを御民にお与えになる方です。
ほむべきかな。神
詩篇 68:32-35

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。

6/2(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)

6/5（水）

PM

祈祷会(ルーム 22)

6/6 (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。

6/9(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
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！

を見ましたか？あれはもの凄く重そうです！） しかしなが

10 日ほど前、私は教会の建物の大家さん宅を訪ねまし

ら、トランプ大統領は、アメリカと日本の貿易不均衡の是正

た。そのお宅の前は、きれいに刈り込まれて青々とした芝生

の合意を求め続けるでしょう。貿易の均衡について、私には

があり、まるでゴルフコースのようでした。大家さんご夫妻

専門知識はありませんが、アメリカと日本が緊密な同盟国で

に、その芝生が非常にきれいなことを話していると、傍らに

あることを、トランプ大統領は確かにしてくれるでしょう。

30 メートル以上もの高い木が数本あるのに気づきました。そ

先週を通して、私は毎朝 4：30 に目が覚めました。（私の体

れらの大木は不格好でしたが、樹齢 300 年以上の木だと奥

内時計がおかしくなっているようです。） おそらく、主が私に

さんが語っていました。 つまり、台風や地震、戦争などを潜

もっと祈るように目覚めさせているのでしょう。誰かが朝 4：

り抜けてきた木々です！私は驚いて眺めました！彼らの家

30 に神の助けを必要としているのかもしれません。そして、

を後にして、私はそれらの木々がどのような時代を生きてき

私はこの結論に達しました。あなたが祈るとき、時間は無駄

たか考え続けていました。けれども、一番の考えは何かと思

にされない。さらに、あなたが毎朝早くに祈るならその日は

いますか？誰がこれらの木々を眺めて、創造主なる神に思

良い一日となるでしょう。あなたはどう思いますか？

いを巡らしたかです。「主の木々は満ち足りています。主の
植えたレバノンの杉の木も。」（詩篇 104：16）
先週、私は小さな青いトラックを買いました。日本に住んで
から今までトラックは持ったことがありませんでしたが、今所

今日は 6 月の最初の日曜日です！今月は日曜日が 5 回
あります。そして毎回良いものです。この第一日曜日が一週
間全体を良くしてくれると信じましょう。私とルースさんはあな
たのために祈っています！！！

有しています！そして、前から話していたビジネスをすぐに

あなたの牧師・・・・・ベン

でも始めたいと思っています。それから今まで会ったことの
ない人たちと会うでしょう。（今まで経験したことのない問題
にも出会うでしょう！） けれども、神はこのように語ってくだ
さいました。「欲の深い人は争いを引き起こす。しかし主に寄
り頼む人は豊かになる。」（箴言 28：25） 私は将来を楽しみ
にしています。私のために祈ってくださってありがとうござい
ます。
先週、皆さんも新聞やテレビで見聞きされたと思います
が、アメリカの大統領が来日し数日滞在されました。トランプ
大統領は、最高の寿司や神戸牛を食べ、最高のプレゼント
をもらってホワイトハウスに帰るだろうと、私はルースさんに
話していました。（相撲の優勝力士にトロフィーを贈呈したの

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、エルサレムに神の平和があるようお祈りく

□ あなたの知っている牧師先生方のために今週お

ださい。イスラエルは神によって多くの問題を解

祈りください。彼らは強められ励まされる必要が

決してくださる必要があります！

あります。

□ 川崎市の事件の被害者の方々のために祈りまし
ょう。イエス様が彼らの助けと慰めとなりますよう
に。
□ 4 人の子ども達がライム病を患っている家族の

□ アンジェロさん一家は今週日本に戻ります。彼ら
が健康で戻れるよう主に求めましょう！
□ 中国で主に仕えている方々のために祈ってくれ
ますか？今日、中国では多くの迫害があります。

ため、キャシーさんは癒しを信じて祈りを求めて

□ ＨＳＫのシングルマザーたちのためにお祈りくだ

います。彼らが皆、イエス様の御名によって癒さ

さい。彼女の経済面と精神面が満たされる必要

れますように。

があります。

□ ルースさんは、義理の姉、アンさんの救いを信じ

□ 教会に来ている方々の中には、大きな問題を抱

ています。今週、アンさんのためにお祈りくださ

えておられる方もいます。今週、聖霊様によって

い。

祈るべき人のためにお祈りください。主はあなた

□ 今週、ＨＳＫの賛美チームのためにお祈りくださ

に教えてくださいます！

い。彼らは皆、いつも主に賛美することも願い、

※提出した祈りのリクエストの週報への記載を望まな

皆さんの賛美を励ましたいと思っています！新し

い方は、その旨をリクエストカードにお書きください。

い歌が好きなのは誰でしょう？

思いを巡らす
「イエス様をもっと求める」より抜粋 14 章「憐れみの学校」 著 Warren Wiersbe
あなたは、自分自身がなぜ深い試練に陥ってい

す。「もし私たちが苦しみに会うなら、それはあなた

るのか理解していないかもしれません。事実、人

がたの慰めと救いのためです。」（2 コリント 1：6）

生のある時期、非常に苦しく、諦めたくなるとき

私たちは、自分が通っている道を見て「これは慰め

がありましたが、聖霊様が来てくださりあなたの

られるためであり、同じ試練にあう他の人々を祝福し

心に平安をもたらしてくださいました。

救うためである。」と、誰が言うでしょうか？ほとん

慰め主なる主は、私たちの魂の深い悲しみに触

どの人は言わないでしょう！試練の中でそれを信じて

れてくださいます。主は私たちの霊を強め助け、

受け入れるのは難しいことです。しかし神の御言葉は

引き上げてくださいます。神のその御業には永遠

真実です。「艱難が忍耐を産み」（ローマ 5：）

の目的があります。「神はどのような苦しみのと

苦しみの教室では、神は憐れみ深くなるよう訓練し

きにも私たちを慰めてくださいます。こうして、

ます。教会の行く末に大きな艱難（非常な苦しみと迫

私たちも、自分自身が神から受ける慰めによっ

害）があるのを主はご覧になっています。しかし、こ

て、どのような苦しみの中にいる人をも慰めるこ

の終わりの時、試みられた真の証を持つ人々を私たち

とができるのです。それは、私たちにキリストの

のために備えてくださっています。

苦難があふれているように、慰めもまたキリスト

キリストの御身体は、艱難によっても躓かず、滅ぼ

によってあふれているからです。」（2 コリント

されない人々、逃げず反発せず、疑わずに神の愛を堅

1：4-5）パウロは、ある人々には苦しみがあるこ

く保ち、主の真実さを表す人々を必要としています。

とを認めています。その人自身が学ぶためだけで
なく、他の人々の益のため、学ぶためでもありま

次回の執事ミーティングは・・来週の日曜日 6 月 9

次回のジョイクラブは・・6 月 15 日、土曜日です。場

日に行われます。執事の方々は、午後 1:30 より大切

所は、教会の隣の公園で

なミーティングが行われますの

行う予定です。雨天の場

でご参加ください。ミーティング

合教会で行います。きっと

の前に一緒に昼食を取って楽

楽しいイベントになりま

しむこともできます。

す！

美味しいランチは良いミーティ
ングへと繋がります！

イスラエルのための祈祷会は・・今日 PM 1：30
ランチを作ってくださった方々、ありがとうございま

より行われます。どうかイスラエルのために祈り続けて

した!・・・先週はとーっても美味しいランチを楽しむこと

ください。周辺アラブ諸国は、

ができました。早く来てお手伝いし

ユダヤ人たちを滅ぼそうとし

てくださった方々もありがとうござ

ています。神はそれを許し

いました。 ＨＳＫで食べる食事は

ませんが、戦争が起これば

町中のレストランでも味わえない

多くの苦難があります。

ほど美味しいとベン牧師は思って
います。

来週お日曜日（9 日）・・幸
男さんがスピーカーです。彼は皆さんにメッセージする

先月ご結婚された方はだれでしょう？・・・・・3 そう

のを喜び、皆さんの人生に良いことが起こるのを求め

です、アイアンさんとアルマさん

ています。主が来週の日曜礼拝

の娘、キミコさんがフィリピンでご

を素晴らしいイベントとしてくださ

結婚され、キミコ カタロゴさんと

るよう求めましょう。

なりました。ご主人は、現在フィリ
ピンにいますが、近い将来、来日
する予定です。カタロゴご夫妻お
めでとうございます！

6 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!

