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浜松救い主教会(HSK)

私のたましいは、
主の大庭を恋い慕って
絶え入るばかりです。
私の心も、身も、生ける神に
喜びの歌を歌います。
なんと幸いなことでしょう。
あなたの家に住む人たちは。
彼らは、いつも、あなたを
ほめたたえています。
詩篇 84:2、4

〒430-0853

浜松市南区三島町 522
TEL:053-442-5080
FAX: 053-442-5186

hsk.church@agate.plala.or.jp
URL: (日本語)www.hskchurch.org
(English) www.hskchurch.com

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
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

1/27(日）今日

今夜の祈祷会はありません。

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

1/30（水）

PM

1/31（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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。

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
賛美、交わり、HSK 日曜学校

聖餐式/主の晩餐！

2/3 (日）
ＰＭ 1：30
PM 6：55

イスラエルの祈祷会
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！

では、「様々な試練が近づいている。様々な妨害が近くにあ

あなたがこの短い手紙を読んでいるとき、私はホノルル

る・・・様々な遅れがあなたの後ろにある！あなたは避けて

で苦しんでいるか、皆さんと一緒に賛美しているかのどちら

通れないでしょう！ですので、それらの試練があなたに触れ

かです。私がそれら二つのどちらかを選ばなければならない

たとき、あなたがする最善の事は次の事です：あなたが仲の

としたら、それは皆さんと賛美することです！私たちは、今年

良い友人と笑うように笑いなさい。あなたが新しい靴を買っ

新しい歌を学んでいますが、すべてとても良いものです。現

たときのような気持ちを持ちなさい。昇給を告げられた時の

在、歌の‘翻訳者’と、‘チェック係’は、６曲の新しい歌に取り

様に宙を舞いなさい！あなたは手をたたき、神があなたに触

組んでいます。さらに、私の所には、まだ２曲が用意されて

れてくださったときのように叫びなさい！すべてのことを喜び

います！ワオ！今年、もっと歌いましょう！

と思いなさい！ 私は、ヤコブが聴いた神のことばが好きで

先週、私の母と話しましたが、私の甥とその家族がメガチ
ャーチに通っていることを聞きました。5 万人以上いる教会

す。あなたはどうですか？
今後も、さらに寒い日が数週間続くと思います。多くの人々

だそうです。（しかもアラバマにある！） 全員のクリスチャン

がインフルエンザに罹っていると聞きました。私たちは何を

たちが一度に集まることはできず、いくつかの市に教会の建

すべきでしょうか？寒いから、体調が優れないからと言って

物があるそうです。しかし、興味深い情報は、牧師先生が 21

文句を言うべきでしょうか？むしろ、この態度を選びましょ

日間の祈祷会に全員が出るよう招いていることです。その祈

う。「いつも喜んでいなさい。・・これが、キリスト イエスにあ

祷会は、朝 6 時に始まります。建物の一つは午前中だけで

って神があなたがたに望んでおられることです。」（1 テサロ

500 人以上のクリスチャンたちが集まります。アメリカのクリ

ニケ 5：16-18）

スチャンたちが神の助けを求めて祈っていることを聞き、私

ルースさんと私は、皆さんのことを愛しています！！！

はとても嬉しく思いました。そして、電話の母の言葉は、この
ように終わりました。「あなたの教会のメンバーたちに、私が

あなたの牧師

ベン

毎日祈っていることを伝えてね！」 それも、良い知らせでし
た。
よく、私は困難な時、神の助けを求めることについて話しま
した。私たちが混乱したとき、神からの知恵を求めることに
ついて私が話したことを、皆さん聞いたと思います。2 週間
ほど前、私は天の父からの素晴らしい体験をしたと思いま
す。：ある対立の中、神の平安と喜びに包まれました。そして
先週、新約のクリスチャン、ヤコブの言葉をより理解したと思
います。「私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それ
をこの上もない喜びと思いなさい。」（ヤコブ 1：2） 別の言葉

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
□ 私たちの国々のリーダーたちを覚えて祈りましょう。
彼らがすぐにイエス様を知りますように。
□ 大勢がインフルエンザに罹っています。この寒い時
期、健康が守られるよう祈りましょう。
□ あなたが知っている教会の牧師先生たちのために
お祈りください。彼ら全員は教会を導くために、知恵
が必要です。
□ 幸男さんの家族を覚えてお祈りください。家族がイエ
ス様を愛し、従うことを彼は願っています。
□ 中国の信者たちが守られるよう祈りましょう。中国で

に。
□ 今週、互いのために祈ってくださりありがとうござい
ます。今週、あなたがどのように他者を励ますことが
できるか、主に尋ねてください。
□ 今週、北朝鮮のためにお祈りください。その国のリー
ダーたちがすべて、主を知りますように。
□ ベン牧師のお母さん（レイさん）の健康のために続け
てお祈りください。彼女は癒しが必要です。
□ 私たちは、毎週ビジターを迎えています。彼らを覚え
てお祈りください。

は、信仰のゆえに大勢が苦しみを受けていることが
明らかになっています。
□ 今週、私たちのシングルマザーたちを支えて祈りま
しょう。彼女たちは皆、家族を養うための力が必要で

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。

す。
□ 合衆国に戻ったエリザエスさん、トルーマンさん、そ
の子供たちが生活の変化に順応できるようお祈りく
ださい。彼らは、次にどこに行くべきか主に聴いてい
ます。
□ 再び、ＨＳＫの子ども達のために祈りましょう。彼ら
は祝福です。彼らの信仰が続けて成長しますよう

思いを巡らす
「恵みに捉えられ」より抜粋 12 章「自分自身を差し出す」 著マックス ルケード

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR」＊
った命令も、おきても、定めも守りませんでした。」
初めから、神は正直さを求めておられる。神は
R_IKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk/.;lk777777777777777777777777777777777kkkkkkkk・
（ネヘミヤ 1：6-7）
決して完璧を求めないが、正直であることを求め
られる。モーセの時代、神は言われた。「彼ら

彼は王国の中で 2 番目に偉い立場でありながら、自

は、わたしに不実なことを行い、わたしに反抗し

分自身を差し出した。民の堕落の責任を受け止めた。

て歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。そ

すると国全体が悔い改めた。「そして、すべての外

のとき、彼らの無割礼の心はへりくだり、彼らの

国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がっ

咎の償いをしよう。」（レビ 26：40-42）

て、自分たちの罪と、先祖の咎を告白した。彼らはそ

ネヘミヤは、正直さの価値を知っていた。エル

の所に立ったままで、一日の四分の一は彼らの神、主

サレムの城壁が崩れるのを聞いてとき、彼は神を

の律法の書を朗読し、次の四分の一は、告白をして彼

責めただろうか？天を咎めただろうか？この祈り

らの神、主を礼拝した。（ネヘミヤ 9：2-4）

から何を読むだろうか？「どうぞ、あなたの耳を

聖書では、このように公衆の前で正直に告白するこ

傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを

とが一般的でした。神は大祭司に命じました。「両手

聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラ

をヤギの頭の上に置いて、イスラエルの罪、咎を告白

エル人のために、昼も夜も御前に祈り、私たちが

しなさい。」

あなたに対して犯した、イスラエル人の罪を告白

それを見て、人々は神が罪を憎み取り扱われること

しています。まことに、私も私の父の家も罪を犯

を知りました。誠実な礼拝の前には、正直な心がなく

しました。私たちは、あなたに対して非常に悪い

てはなりませんでした。

ことをして、あなたのしもべモーセにお命じにな

毎年恒例の全日本ペンテコステ教役者大会は・・・

来週の日曜日（3 日）・・・イスラエルのための

来月 2 月 5 日～8 日に開催されます。会場は浜名湖

祈祷会が PM 1：30 より行われます。ぜひ皆さんご参

の畔のダイワロイヤルホテルで

加ください。祈祷会の前に、参

す。スピーカーは、牧師であり神

加者は教会で昼食を共にして

学者であるクリスチャンのユダ

いますので、ご一緒にどうぞ。

ヤ人です。スピーカーの方々に

今週、浜松で行われる教役者

ついての詳しい案内はＳＫＩスタ

大会のために祈りましょう！

ンドにあります。カンファレンス
の参加者はおもに牧師先生たちや宣教師の方々です

牧師先生の指輪を探してくださり・・ありがとうござい

が、ＨＳＫの友人たち、メンバーたちも参加できます。但

ます。まだ見つかっていませんので、見つけてくださっ

し登録料が必要です。

た方への賞金はまだ有効です！指輪を無くしてから、

聖餐式/主の晩餐は、・・・来週の日曜日(2 月 3 日)、

聖書の言葉「あなたは地上のもの

執り行います。これは、私たちの救い主イエスキリスト

を思わず、天にあるものを思いな

の苦しみと死を思い起こすためのものです。HSK のメ

さい。」（コロサイ 3：2）がよく語ら

ンバーたちは欠席すべきだと、ベン

れているそうです。

牧師は信じています。キリストの死は、
すべての罪の完全な赦しを成し遂げ

ＨＳＫからの什一献金（64,000 円）充当先は・・

られました。私たちはそのことを覚え

来週の日曜日にお知らせします。・・・捧げてくださっ

て、天の父に感謝しましょう。

た皆さんに感謝申し上げます！

HSK 月間会計報告(2018 年 12 月-2019 年 1 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。20１8 年 12 月１６日から

一般会計

¥0

¥642,763

¥580,233

¥62,440

建物献金

¥820,719

¥2,167

¥19,764

¥803,122

援助金

¥22,587

¥0

¥0

¥22,587

以下の通りです。

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、64,000 円

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥0

¥158,697

奨学金基金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

の祝福が皆様にさらに豊かにござ

クリスマス基金

¥5,452

¥113,000

¥113,000

¥5,452

いますように!他者に与え続けて

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地基金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

2019 年 1 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

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す。神

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！

