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あなたは時にかなって、彼らに食物を与えられます。
あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。主
はご自分のすべての道において正しく、
またすべての御業において恵み深い。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

主を呼び求める者すべて、

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

まことをもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。

dependent on God)います！だれでも心

すべて主を愛する者は主が守られる。

から神様を知りたい、またこの思いを持

しかし、悪者はすべて滅ぼされる。

つ他のクリスチャン達と交わりを持ちた

詩篇 145：14-20

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！

今週の予定

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

8/18(日）今日

ＰＭ 6：55 見張り人の集い！（祈祷会）

8/21（水）

PM

8/22（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

8/24（土）

ＡＭ10：30 ジョイクラブ（子どものイベント）（プール）

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

１：25

祈祷会(ルーム 22)

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。

8/25 (日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
賛美、HSK 日曜学校＆交流！

夜の祈祷会はありません。

牧師より

と

親愛なる HSK の皆様へ！

会のリーダーたちに言われました。

先週は休暇を楽しまれたでしょうか？非常に暑かった

「というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神とし

ので川で一日を過ごした方々もいるかもしれません。私は川

て崇めず、感謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、そ

には行きませんでしたが、室内の一部をとても涼しくして過

の無知な心は暗くなったからです。」（ローマ 1：21）

ごしていました。暑くなると私は汗をよくかきます。あなたは

暗くなった心は、何が正しいか、間違いか、良いか悪いか
理解することはできません。結論：世界がイエス様を救い主

どうですか？
この暑い時期、洗礼式を行えることはとても嬉しいことで
す。おそらく２人のクリスチャンが水のバプテスマを受けると
思いますが、来週、別の方も受洗するかもしれません。 夏

として選ぶことを私は望んでいます。それにより、政府がど
のようであっても、人々の生き方は正しくされます。
私は日本にある自由を大変感謝しています。礼拝を持つ

は水のバプテスマを受ける良い時ですが、いつでも良い時

ことや聖書を読むのを恐れる必要はありません。私たちは

なのです。

自分たちの信仰を他の人たちに自由に分かち合うことがで

先週、ルースさんはカンボジアに宣教旅行にいましたが、

きます。しかし、日本のために祈らせてください。「人は心に

皆さん祈ってくださりありがとうございました。彼らが、現地

信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。」（ロー

の水や食事によって病気にならないよう私は祈っていまし

マ 10：10）
ルースさんと私は、いつもあなたに会い、会話するのを嬉

た。
先週の日曜日、最初の賛美の音楽ビデオは新しいビデオ
ではありませんでしたが、今日、そして今後も、新しい歌をビ
デオで紹介したいと思っています。歌手やパフォーマーたち

しく思っています。私たちは、神の素晴らしいクリスチャング
ループの一部だと思います！
あなたの牧師

ベン

の映像を観るのも、興味深いと思います。神は何でもできる
と信じる信仰と礼拝が励まされる歌を、私たちは学ぶ必要が
あります。皆さんも、ユーチューブでこれらの歌を聴いてくだ
さるのをお勧めします。あなたは、神にさらに飢え乾くと思い
ます。
先週、ある中国人の弁護士が中国の政治変革について
話すのを聞きました。近い将来、中国政府が民主化されると
語っていました。その理由について、中国国民が自由を望ん
でいることです。彼らは自分たちの望む仕事を選び、望む場
所に住みたいと思っていると語っていました。彼の話はとて
も論理的に聞こえましたが、その考えの基本には、人間は
善人だとみなしているところがあります。しかし、神は初代教

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。

祈りのリクエスト
を置き、彼らの癒しのためにイエスの御名によって

□ 私たちは更に、香港の街ために祈っていますか？

祈ることを、主に寄り頼むべきです。

日本と他諸国との対立はどうですか？おそらく、そ
れらの国に住んでいるクリスチャンたちは、それらの

□ 国家間および国家内の戦争は、あまりにも多くのク

衝突に対する神さまの答えになるでしょう。神さまの

リスチャンたちが死んでいる結果になっています。麻

教会を祝福して下さるよう神さまに求めましょう！

薬戦争は恐ろしいです。今週、私たちが祈る国のこ
とを考えてみましょう。その国のクリスチャンたちを

□ デイジーさんの娘（デミジーさん）は、仕事が必要で

守るように主にお願いして下さい。

す。彼女がすぐに仕事を得るのを助けて下さるよう、
主に求めて下さるのは誰ですか。

□ 教会員の息子さんたちと娘さんたちは、まだ神さま
から遠く離れています。子どもたちは、両親と神さま

□ 鈴木宏美さんの母（すえこさん）は、糖尿病を患って
います。今週、お母さまを癒すように、主にどうぞお

の愛について話すことを望んでいません。今週、こ

願いして下さい。糖尿病は、誰の健康にとっても危

の子どもたちのために更に集中して祈って下さいま

ないです。

せんか？

□ 大石さんの奥様（のりこさん）のために再びお祈りし

□ 私たちのベン牧師の母（レイさん）のために再び祈っ

て下さいませんか？彼女の症状は良くありません。

て下さいませんか？彼女は背中と脚の痛みがなくな

彼女は天からの大きな奇跡が必要です！

れば気分が良くなります。

□ パトリシアさんのご主人の友人（田中さん）は癌を患
っています。ゆきこさんの友人はエイズを患っていま

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リクエス

す。私たちは、友人たちの癒しのために、彼らに手

トカードに週報×とお書きください。ありがとうございます。

思いを巡らす
「Fresh Power」より抜粋 8 章「人々を牢から引き出す」 著ジム シンバラ

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR」＊
を脱出させました。御使いは、ペテロが囚われた暗
R_IKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk/.;lk777777777777777777777777777777777kkkkkkkk・
過ぎ越しの週に戻ってみましょう。その日、
安息日に太陽が沈みました。信者たちが共に集

闇を引き裂き「まばゆい光」を伴い現れました。私

まったとき、今までになかったほど熱心になっ

たちの混乱や迷いを一掃させる神の栄光の表れは驚

ていました。「神よ、私たちには時間がありま

くべきものです。

せん。休みが終わりました。今が最後の夜で

私たちの中で、結婚や子ども、経済の暗いジレンマ

す。明日は終わりかもしれません。最後の時が

に囚われている人々は何人いるでしょうか？霊的な

来ています。主よ、ペテロを救ってくださ

問題において答えが見えない状態。私たちは理論づ

い！」

けやカウンセリング、対策などを建てますが効果が

その同じとき、神は御使いを暗い牢に送りま
した。（使徒 12：6-7）

ありません。私たちに必要なことは、神の光の放出
です。

神が素晴らしいタイミングで祈りの答えを送

それは、聖書を読むときいつも必要な光です。

ってくださったように見えませんか？危機一髪

「生まれながらの人間は神の御霊に属することを

でペテロは助け出られました。教会の祈りが答

受け入れません。それらは彼には愚かなことだか

えられました。私たちが信仰を保ち続ければ、

らです。また、悟ることもできません。なぜな

そのようなことが起こります。神の時計は私た

ら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだ

ちのとは違います。何度も、神は危機一髪のと

からです。」（1 コリント 2：14）

ころで事を起こされます。

さらに、聖句が私たちの心に語ってくださっている

神は天から何かを遣わしたのを私たちは見ま

教えを、悟ることができるよう神からの啓示も必要

す。このとき、神は御使いを遣わし神のしもべ

です。・・主よ、もっと私たちに光を送ってくださ
い！

子、 プール遊びが用意されています。

来週の日曜日（25 日）は、・・・教会ランチはありま
せん。それに代わり、甘いシロップが
のった冷たいかき氷、ハロハロを 100

来週日曜日（２５日）のスピーカーは・・・ラモス・マウ

円で販売します。その他、噂の何かも

リシオさんです。主が語ってくださっていると信じる言葉

振る舞われるかもしれません。それは

を彼は私たちに分かち合うのを楽しみにしています。そ

何でしょう？

の準備を、神が最後まで祝福し
てくださるようお祈りください。さ
らに、来週日曜日（２５日）は洗

ベン牧師夫妻にさらなるお孫さんのご予

礼式が執り行われます！水の

定、・・・ おめでとうございます。ご次男ピーターさ

バプテスマを受けるのは誰でし

んの妻ジャクリーンさんが第 2 子を

ょう？

妊娠され、2020 年 2 月に出産を予
定しています。ピーターさんは２児

８月 30 日、金曜日は・・・第５金曜日、断食祈祷の

の父になります。（これから３人の

日です！再び他のクリスチャン達と共に、あなたの知

お孫さんが予定されているのを誰

人や多くの人々のために神の祝福を求めて断食祈祷

が一番興奮しているでしょう？）

をしましょう！断食祈祷についての良い本が教会図書
にありますし、ご自身でも購入でき

今週土曜日（２４日）は・・子どもたちのためのスペシ

ます。購入について知りたい方は、

ャルイベント・・ジョイクラブがあります！ＨＳＫのすべ

ベン牧師にお尋ねください！

ての子ども達、お友達も
誘ってぜひ参加してくだ
さい。歌や聖書のお話し、
クラフト、美味しいお菓

HSK 月間会計報告(2019 年 7 月-2019 年 8 月)
項目

先月繰越

収入

支出

教会の会計係、松尾三枝子さんか

残高

ら、教会の月間収支報告書が提出さ
れました。20１9 年 7 月１６日から

一般会計

¥370,560

¥515.071 ¥514,308 ¥371,323

建物献金

¥692,405

¥7,980

¥0

¥700,385

援助金

¥22,587

¥38,381

¥0

¥60,968

クリスチャンスクール基金

¥38,381

¥0

¥38,381

¥0

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥20,000

¥138,697

奨学金基金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

す。神の祝福が皆様にさらに豊か

クリスマス基金

¥5,452

¥0

¥0

¥5,452

にございますように!他者に与え

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地基金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

2019 年 8 月１５日までの分です。詳
細は SKI スタンドにあります。概要は
以下の通りです。
教会什一献金の額は、52,000 円で
した。HSK に捧げてくださったす
べての方々、誠に感謝申し上げま

続けてくださる方々に、牧師先
生は大変感謝しています!ハレ
ルヤ！神に栄光あれ！

