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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

神を愛するとは、
神の命令を守ることです。
その命令は重荷とはなりません。
なぜなら、神によって生まれた者は
みな、世に勝つからです。
私たちの信仰、これこそ、
世に打ち勝った勝利です。
1 ヨハネ 5:3-4

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

9/23(日）今日

夜の祈祷会はありません！

9/26（水）

PM

9/27（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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。

9/30 (日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
賛美、交わり、HSK 日曜学校

フレンドシップミーティング：特別スピーカー
秋のバーベキュー!!!（HSK 駐車場）
PM 6：55

見張り人の集まり（祈祷会）

牧師より

と

親愛なる HSK の皆様へ！

のことを天の父が喜ばれるようにしていきましょう。

まだやや暖かい気候ですが、先週の雨も止んでよかっ

すべてのメッセージの終わりの時、どのように礼拝を終え

たです。皆さんはどう過ごされましたか？また・・風邪をひい

るべきか、主に求め始めます。私が、誰でも祈りを求めてい

てしまった方々もいることを聞きました。秋も深まりますが、

る方は前に来てくださいと言うのを、皆さんよく聞かれている

皆さん元気で過ごしてほしいです。

と思います。しかし、まったく違う形で終わる集会もあるべき

先週、私は毎朝３時または３時半頃に目を覚ましました。

だと感じています。時には、全員が立って祈ったり、・・前に

どうしてか分かりませんが、私は眠ることができませんでし

出て祈ったりするなど。座ったままで、聞いたことを静かに同

た。しかし、祈りと聖書朗読の時間ともなりました。ヨハネ 17

意しているだけが、常に十分とは言えないと私は思います。

章にあるイエス様の祈りを読んでいたとき、イエス様の一語

今日どのようにすべきかはっきり分かりませんが、このこと

で、私は揺さぶられました。「それは、父よ、あなたがわたし

を信じてください。「前に出ていき、祈りを求めなさい。」と言う

におられ、わたしがあなたにいるように、彼らがみな一つと

天からの小さな御声を無視しないでください。「あなたは前に

なるためです。また、彼らもわたしたちにおるようになるため

立ち口を開いて祈りなさい。」と言う聖霊様の小さな御声を

です。そのことによって、あなたがわたしを遣わされたこと

無視しないでください。声を出して祈ることや、立つこと、手

を、世が信じるためなのです。」（２１節）「またわたしは、あな

を挙げることなどは、あなたの人生で必要な変化について、

たがわたしにくださった栄光を彼らに与えました。それは、わ

神が語ってくださったと、あなたが確信した結果でしょう。ご

たしたちが一つであるように、彼らも一つであるためです。」

理解してもらえたでしょうか？あなたが神の御声を聴いたと

（22 節）一つと言われているのが、神の栄光の 1 つの大い

確信することは良いことです。確信していきましょう。

なる現れを弟子たちに意味しているのではありません。「１

今日で、９月は最後の１週間となりました。この１週間を、

つ」は、一致の１つの強い理解を意味しているのでもありま

神の御力に対する更なる信仰と期待で満たしていきましょ

せん。キリストの将来に関係した神の計画や目的を意味して

う。そして、今週を神の助けを求めるリクエストでいっぱいに

いるのでもありません。そうではなく、次の意味があると思い

しましょう。今月は良い経験で終えることができます。

ます。：イエス様は神が語られたように語った。・・そして、イ

あなたの牧師・・・ベン

エス様は、神からの力で奇跡をおこなったり、神の権威を用
いて悪霊を追い払ったりされた。・・神の愛と平安、喜びの唯
一否定できない表れであった。私たちも同じ経験を持つよう
にされています。「それは、父よ、あなたがわたしにおられ、
わたしがあなたにいるように、彼らがみな一つとなるためで
す。また、彼らもわたしたちにおるようになるためです。その
ことによって、あなたがわたしを遣わされたことを、世が信じ
るためなのです。」（ヨハネ 17：21） 結論：私たちは、すべて

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
□ 日本とそこに住む人々がイエス様に立ち返りますよ

□ ルースさんは、彼女が働いている学校、こども園の
校長、園長先生方が救われることを信じています。

うに、再びお祈りください。

今週、新津さん、加藤さん、藤谷さん、小林さんのた

□ 今日、私たちの教会リーダーを覚えてお祈りくださ

めにお祈りください。

い。彼らは、HSK に仕え導くために、神の知恵を持
ちたいと願っています。

□ 教会の近隣の方々（神谷さん家族）のためにもお祈
りください。彼らがイエス様を知ることを、私たちは求

□ 日本の「引きこもり」を覚えて祈りましょう。彼らは社

めています。

会から隔離し、家からほとんど出ることができませ
ん。主は彼らを愛し、彼らの思いを癒したいと願って

□ 山下さきこさんの救いのために祈ってくれますか？
彼女は山下さんのお母さんです。先週の月曜日、ベ

おられます。

ン牧師とルースさんは、彼女のお宅に訪問して良い

□ 私たちの神は、北朝鮮のリーダーの心に語ることが

時を持ちました。

できます。今週、金正恩総書記のために祈りましょ
う。

□ ベン牧師のお母さん（レイさん）の健康のためにお祈
りください。彼女は腰痛を患っています。

□ 一人ひとりの子どもは、主の御心にとってとても貴く
大切な存在です。今週、HSK の子どもたちのために

□ ルースさんのお兄さん（ビル・マローンさん）は、めま
いがあり、主に触れられる必要があります。今週彼

お祈りください。

のためにお祈りください。

□ 教会で奉仕してくださっている全ての方々に再び感
謝します。通訳者、メディアチーム、日曜学校教師、

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

賛美チーム、挨拶、案内係など・・。皆さんすべてが

は、リクエストカードに週報×とお書きください。ありがと

祝福です。

うございます。

思いを巡らす
「神は急がない」より抜粋 12 章「人生の火の炉」 著 Warren Wiersbe
誰でも、人生の内で一度や二度、試練や試みに

的な苦痛を用いられます。だからと言って、神の家族

遭ったことはあると思います。その苦難を私たち

のすべての苦しみが、神からの懲らしめだという意味

は様々な形で捉えます。私たちは信頼できる友人

ではありません。例えば、エレミヤと使徒パウロは、

に、「私は本当に戦いの中を通っている。」と表

非常に多くの苦しみに遭いましたが、それは彼らが神

現することもあると思います。

に従ったからであり、不従順の故ではありませんでし

しかし、試練の最も強烈なイメージには、「火
の炉」と捉える表現があります。「銀にはるつ

た。
ヨブは痛みの炉を理解しました。ヨブが純粋な金と

ぼ、金には炉、人の心をためすのは主。」（箴言

して火の炉から出てくるために、神は金かすを焼き尽

17：3）ソロモンは、神がご自分の民を試し聖める

くしてくださいました。

ために、火の炉に通される時があることを知って
いました。

私たちのうちで痛みを楽しむ者は誰もいません。痛
みの炉は、私たちが祈って求めるとか期待するもので

人生の炉の一つを見ましょう。：痛みの炉。聖

はなく、私たちにとって時に必要なことです。ヨブの

書では、主イエス以外で、最も苦痛を味わった人

ように、信仰によって私たちは火の炉に入り、私たち

物はヨブでしょう。彼は富を失い、子ども達を失

の人生に、御父の目的を成し遂げてくださる神を、信

い、健康も失い、妻や友達からも疎んじられまし

頼しなければなりません。御父である神の御手に用い

た。彼らの考えは、神はいつも正しい者には健康

られるには安すぎる器となるより、火の炉を通り抜け

と富とで祝福してくださり、悪者には苦しみを与

純粋な金とされる器の方がよいのです。

えるという理論でした。
今、神はご自身の子ども達を訓練するため肉体

HSK からの什一献金は・・、以下のように分配され捧

車の駐車場所ですが・・日曜日の朝、１階のジムに駐

げられました。

車する場合、は、出入り口を塞がないようにご注意くだ

真実さん&亮さん(石巻宣教)(17,000 円)

さい。もし、駐車場が満車になっている場合は、第２駐

ブリッジフォーピース(イスラエル宣

車場に車を停めてください。第２駐車場までの地図は

教)(15,000 円)、愛の決心（養子縁組

教会の玄関に置いてあります。

支援）（15,000 円）、田中牧師（(牧師

車のロックもお忘れないように。

支援)(20,000 円)

（来週は敷地内でのバーベキュ

什一献金 62,000 円プラス 3,200 円で、合計 65,200 円

ーのため、駐車スペースが少な

でした。１月より捧げられた総合計は、553,811 円となり

くなります！）

ます。素晴らしい！!

ビジターの方々へ！・・ 今日、教会に来てくださり、

来週の日曜日（30 日）は、・・‘フレンドシップミーティ

私たち一同大変うれしく思っています。あなたが見たり

ング’があります。ご家族やお友達をお誘いください。

聞いたりしたことで何か質問がありましたら、教会で一

スピーカーは幸男さんです！礼拝

番嬉しそうに見える者にお尋ねください！私たちは主

後は、秋の HSK バーベキューに

を礼拝するために来ています。あなたも、また再び何

皆さんご参加ください！HSK に初

度でも来てくださることを願っています。

めて来てくださった方は、バーベキ
ューの料金は無料となります。

スクリーンの賛美の歌詞が・・読みにくいと思われる
方は、ベン牧師、又はパソコンのエンジニアの方にお
話しください！幾分か調整はでき
ますが、・・プロジェクターのパワー
がだんだん弱くなってきています。
新しいプロジェクターを注文しまし
たが、まだ届いていません。

HSK 月間会計報告(2018 年 8 月-9 月)
項目

先月繰越

教会の会計係、松尾三枝子さんか

収入

支出

残高

ら、教会の月間収支報告書が提出さ
れました。20１8 年 8 月１６日から 9

一般会計

¥277,693

¥623,497

¥808,051

¥93,139

建物献金

¥577,559

¥203,699

¥0

¥781,258

援助金

¥22,587

¥0

¥0

¥22,587

です。

クリスチャンスクール基金

¥38,381

¥0

¥0

¥38,381

教会什一献金の額は、62,000 円プ

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥0

¥158,697

奨学金基金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

感謝申し上げます。神の祝福が皆

クリスマス基金

¥2,249

¥0

¥0

¥2,249

様にさらに豊かにございますよう

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地基金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

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

ラス 3,200 円でした。HSK に捧げ
てくださったすべての方々、誠に

に!他者に与え続けてくださる方々
に、牧師先生は大変感謝していま
す!

