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というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。
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私たちはこう考えました。ひとりの人がすべての人のために死んだ
以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人
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のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のため

FAX: 053-442-5186

にではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きる

携帯: 080-8117-1774

ためなのです。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を
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知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知って
いたとしても、今はもうそのような知り方はしません。
だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者で

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

す。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
2 コリント 5：14-17

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！

ＰＭ 12：30 美味しいランチ＆交わり

7/28(日）今日!

今日あなたが来てくださったことを、私達

昼食後、女性の祈祷会
夜の祈祷会はありません。

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

7/31 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

8/1（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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。

8/4(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!

ＰＭ 1：30

イスラエルの祈祷会

PM

見張り人の集い（祈祷会）

6：55

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
先週の日曜日も、なんと素晴らしいときだったでしょ
う！翌日月曜日の朝、目覚めたとき、皆さんと歌った楽
しかった歌が思い出されました！そして今日気づかれ
た方もいらっしゃると思いますが、再び私たちは同じ歌
を歌いました！「主キリストが今日よみがえられた！」
これを歌う理由かあります。それは、私たちは、主が生
きておられることについてもっと考えていなければなら
ないからです。それについて疑問を抱いている方はい
ないと思いますが、主が生きておられることをどれだけ
思っているでしょうか？全能なる神が私たちを助けてく
れていて、祝福してくれていると、あなたはどれくらい
頻繁に思いますか？主キリストはよみがえられ、今日
生きておられます！ハレルヤ！
先週日曜日のお誕生パーティーを、あなたは楽しみ
ましたか？私は楽しみました。つや子さんとお話しした
とき、彼女はお祝いを大変喜んでくれているようでし
た。来年は、彼女の記念すべき誕生パーティーで、バ
ーベキューをするのを、私はとても楽しみです！（バー
べキュー誕生日パーティーは 90 歳の特権です！） ま
た、フィリピン姉妹たちは、持ち寄ったお料理を教会全
体に振る舞ってくださり、ありがとうございました。私た
ちの教会の料理人たちは凄いです！
ほぼ毎週、私は自分たちが何を祈っているか、全能
なる神に何を懇願しているか、どのような変化を求め
ているか考えます。イエス様に癒しを求めていた人た
ちは、癒しの力に対する信仰を持っていると言われま
した。ですので、私たちの祈りにとって信仰が一番大切
なようです。しかし、私は次のことも信じています。：感
情が注がれなければならない。必死さが祈りになけれ
ばならない。私たちの祈りは期待が詰まっているべき
です。
ある父親が、悪霊に憑かれた自分の息子をイエス

様のところに連れてきたとき、彼は主に叫んだと聖書
で記されています。また、別の父親は、幼い娘が死に
そうになっているとき、イエス様に癒しの奇跡を懇願し
ました。さらに、ある異邦人の母親は、悪霊に憑かれた
娘から悪霊を追い出してくださるよう、イエス様に粘り
強く求めました。結論：あなたは祈るとき信仰や情熱が
ありますか？天からの祈りの応えをあなたは必至で求
めていますか？奇跡を真に求めて祈りましょう。
あなたが分からない言語でも一緒に賛美してくださ
り、皆さんありがとうございます。歌えない箇所は忍耐
してくださっていると思います。しかし、私は賛美につい
て次のように信じています。：天の御父は、私たちの歌
を聴いてくださっています。そして、あなたの歌う各パ
ートは、御父にとって「特別な歌」となります。あなたの
歌うパートを歌う準備をしていてください！「・・父はこの
ような礼拝者たちを求めておられるからです。」（ヨハネ
4：23）
今日も、私は皆さんと会うのを楽しみにしていまし
た。私たちは、今日栄光の王にお会いします！

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
□ 香港ではまだ抗議が行われています。今週、この事態

□ 今週、私たちのベン牧師のために祈って下さいません

について、どうぞお祈り下さい。クリスチャンたちは、危

か？彼は日々聖霊さまによって導かれることを望んで

険にさらされる可能性があります

います。

□ 日本と韓国間の緊迫は収まっていません。神さまから

□ 今週「エルサレムの平和」のために再び祈りましょう。

の知恵が、この問題を解決するために必要です。

イランはまだその国を破壊すると脅迫しています。

□ ＨＳＫの全ての子どもたちのために、どうぞ再びお祈りく

□ ノーラさんの兄弟（イスラエルさん）は、まだ心臓肥大の

ださい。彼ら全員が、主を愛し、主に仕える心を持って

ために触れられる必要があります。今週彼のために、

成長しますように。

どうぞお祈り下さい。

□ 深刻な病気を患っています大石さんの奥様（のりこさ

□ 私たちは、一階に入口のある建物のため、誰もが簡単

ん）のために、どうぞお祈り下さい。彼女は今入院中で

に教会へアクセスできるために、まだ願っています。

す。彼女が今すぐイエスさまと出会いますように。

これが起こるように、どうぞお祈り下さい。

□ ジョアンナさんは第三子を妊娠しているので、毎日のた

□ 私たちの国々の指導者たちのために祈りましょう。彼ら

めに力強さが必要です。今週、彼女とだいすけさんのた

全員がイエスさまと出会い知ることができますように。

めに、どうぞお祈り下さい。
注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リク

□ ルースさんは、８月にカンボジアへの宣教旅行に行く予

エストカードの週報×とお書きください。

定です。彼女は大阪からのチームに同行します。

思いを巡らす

「Fresh Power」

より抜粋 6 章「一致した家」 著 : Jim Cymbals
一致の原理や重要性は、使徒を通し、御霊の
御業により初代教会に授けられた。そのとき、

シップや分裂に騙さている。神は、そのような環境
をどのように祝福できるのだろうか？

油注がれた説教と力ある伝道が成されただけで

厳しい質問が我々の前にある。人々が互いに争い

なく、御霊の素晴らしい御業が成された。使徒

続けるなら、御霊の賜物の価値は何だろうか？教会

4：32 に記されている。「信じた者の群れは心

の外に出ると互いに冷淡でいるなら、素晴らしい説

と思いを一つにして、だれひとりその持ち物を

教は何の役にたっているだろう。

自分の物と言わず、すべてを共有していた。」

一致が何よりも大切であることをイエス様は教え

その御業は使徒たちにより統率されていたので

られた。再び我々は注意して聴く必要がある。「あ

はない。彼らはイエス様に付き従っていたが、

なたがたに新しい戒めを与えましょう。あなたがた

仲間内では論争や不一致もあった。それゆえ、

は互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛

これは神が生み出し、愛により建て上げられた

したように、そのように、あなたがたも互いに愛し

ものであり、御霊により生まれたものである。

合いなさい。」（ヨハネ 13：34）もちろん、これは

今日、不一致や分裂が盛んになり、神の御業

人間的には可能なことではない。御霊の力に全て委

を押さえつけている。結果として、何億もの未

ねる以外にない。イエス様が私たちを愛されたよう

信者たちがキリストの御身体に対して湾曲した

に、我々は他のクリスチャン達を愛することなど、

見解を持っている。

どのようにできるだろうか？ どんな牧師もただ教

悲しいことだが、キリスト者同士の結婚の破

えることによって、神の愛を浸透させることはでき

局も少なくはなく、離婚率はアメリカ社会全体

ない。しかし、聖書にはこのように書かれている。

と変わらない。教会の委員会では牧師たちとの

「この希望は失望に終わることはありません。なぜ

争いがあり、教会スタッフたちは互いに競い合

なら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私

い、ねたみ合っている。ワーシップチームはゴ

たちの心に注がれているからです。」（ローマ 5：
5）

HSK からの什一献金 88,000 円は・・、先週、以下

があります。今週、アンジェロさんのためにお祈りくださ

のように分配され捧げられました。

い。

真実さん&亮さん(石巻ミニストリー)(15,000 円)
平田牧師（牧師サポート）（20,000 円）

ご存じですか？・・・・ジョアナさんは、3 人目の赤ちゃ

ブリッジフォーピース(イスラエルミニストリー)(18,000

んを妊娠しています。出産予定

円)

日は 2020 年 3 月です！おそら

ニューライフチャーチ(カンボジア クリスチャンスクール

く次は双子ではないだろうと大

ミニストリー)(20,000 円)

輔さんは思っていますが、まだ

ニューライフリーグ（聖書発

わかりません！ベン牧師とルー

行）(15,000 円)

スさんはこのご夫婦のことを大変嬉しく思っています。

１月より捧げられた総合計は、

ジョアナさんの健康状態が守られるようお祈りください。

４１４，５００円となります！ハレルヤ!

トルーマンさんとエリザベスさんは・・・10 月に、神か
ブリッジフォーピースから最新情報

ら再び赤ちゃんを授かります。男

ブリッジフォーピースから最新号の情報誌”OLIVE

の子の赤ちゃんのようです！エリ

LIFE”が届きました。教会の玄関に置いてありますので、

ザベスさんは健康で、毎日お腹が

どうぞご自由にお

大きくなっていますが、家族のお

取り下さい。また、

世話をするのも大変になってきま

友人にも差し上げ

した。彼女のために祈ってくださりありがとうございま

て下さい。

す！

この情報誌の英語

第 2 駐車場に停めてくださり、ありがとうございま

版は、ウエブサイトにてご覧いただけます。

す。
毎週日曜日、教会の 1 階と前面の駐車場が満車にな

来週日曜日、8 月 4 日・・イスラエルのための祈祷

り、後から来られる方が駐車できず帰ってしまう可能性

会があります。ＰＭ1：30 から集会室で行われますので、

があります。小さなお子さんをお連れでない方は第 2

どなたでもご参加ください。祈

駐車場に停めて下さるとありがたく思います。ご協力お

祷会の前には、集会室で各

願いします。

自持参の食事をお取りくださ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

い。

「主はわれらを御心に留められた。主は祝福してく
ださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝

来週の日曜日（4 日）は、・・礼拝のスピーカー

福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者

は、はまもとアンジェロさんです。ベン牧師より推薦さ

も、大いなる者も。」詩篇 115：12-13

れたアンジェロさんは、神が私た
ちの教会に語ってくださっている
と信じる言葉を分かち合ってくだ
さいます。ポルトガル語のメッセ
ージですが日本語と英語の通訳

