Welcome to Hamamatsu Sukuinushi Kyokai…HSK!

浜松救い主教会

2019-2-3

(Hamamatsu Church of the Savior)
再び来てくださるとき・・・
もうあなたは、私たちの友‼

〒430-0853
浜松市南区三島町 522
TEL 053-442-5080
FAX 053-442-5186
携帯 090-4265-4800
宣教師（牧師）
ベン・ファウラー
(E-mail アドレス)
hsk.church@agate.plala.or.jp

主は倒れる者をみなささえ、
かがんでいる者をみな起こされる。
すべての目は、あなたを待ち望んでいます。
あなたは時にかなって、
彼らの食物を与えられます。
あなたは御手を開き、
すべての生きるものの願いを満たされます。

(インターネットアドレス)
(日本語)http://www.hskchurch.org

詩篇：145 章 14-16 節

(英語)http://www.hskchurch.com

はじめて来られた方、歓迎します！
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

今週の予定

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。

今日（日）

PM

１：３０

イスラエルの祈祷会

今晩の祈祷会はありません

２/３

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ＨＳ
Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ
いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ

２/５

全国ペンテコステ大会…本日から８日まで開催

（火）

このためにお祈りください。

を聴くことができるためのベビールームも設け
ていますのでご利用下さい。
浜松救い主教会はプロテスタントの単立

２/６
（水）

PM

１：２５

祈祷会

(２２号室)

（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

２/７

God)います！だれでも心から神様を知りたい、

(木)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

AM

８：４５

賛美チーム練習

２/１０

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

（日）

PM

１：３０

監督者と執事たちとのミーティング

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。

（今晩の祈祷会はありません！）

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
まず、私がホノルル滞在中、私のためにお祈りく
ださり、ありがとうございました。そして、先週の
日曜日 HSK に戻ってこれてとても嬉しかったです。
先週は、今年初めて皆さんと一緒に食事をしました
ので、私たちの間の交わりを見てとても嬉しく思い
ました。今年は本当の喜びをもって始まっていると
思います。
皆さんも週報を読んでご存知のことと思います
が、今週数百人の牧師先生たちと教会奉仕者たち
（1,000 人以上になるかもしれません！）が恒例の
ペンテコステ集会に出席します。私は、いつもこの
集会を楽しみにしています。それは、スピーカーの
方々はこの国にはクリスチャンが少なく、教会は古
くなってきていて、本当に大きくないということを
知ったうえで日本に来ていると思うからです。そし
て、スピーカーの方々は、励ましのメッセージを分
かち合いたいと願っています。彼らは、また、神様
がまだ始めておられないことを不思議に思い、多
分、なぜ自分たちの教会はそんなにも祝福されてい
るのだろうかと思っていると思います。（スピーカ
ーの方たちの多くは、数千人のメンバーを抱える教
会を導いています！）そして、正直なところ、私も
不思議に思います！私は、ホノルルで大きな教会の
建物を沢山見ましたし、いくつかのクリスチャンス
クールも見ました。日本は、多くのクリスチャンの
いる国々からそんなに遠く離れていません！ですか
ら、私たちは何を考え信じることを選択しましょう
か？ここにいくつかの提案があります：1.決してあ
きらめない/やめない！ 2.いつも天からの解決/答
えを期待する！ 3.罪に対する誘惑を拒否する！
4.与え続ける。 5.すべてのことに感謝する！ 皆
さんはどう思いますか？
1 月は、3 人以上の方たちの誕生日をお祝いしま

した。今月はもっと多くの誕生日パーティーがある
かもしれません！そして、ある人はこんな疑問を持
つかもしれません：私たちの教会は、これらのパー
ティーのためにお金を払っているのだろうか？この
答えは簡単です：いいえです！むしろ、誰でもバー
スデーケーキやアップルパイを持ってきて皆さんと
分かち合いたいという方は、そうして頂いても構い
ません！今年、純粋な喜びをもってもっと祝いまし
ょう！
今ホノルルにいる私の子供たち…エリザベスとト
ルーマンのために祈って下ってありがとうございま
す。彼らは、本当に皆さんの祈りを感謝していま
す。ルースと私が彼らの計画について聞いたので、
私たちは喜んでそれを皆さんと分かち合います。
私たちは、今年第 2 番目の月に入りましたので、
私たちがするすべてのことの中に神様の更なる助け
を求め、私たち皆が主を求めていることを希望しま
す。時間の経過とともに、労働者たちのスキルはさ
らに向上します。私たちはより早く仕事をこなすこ
とができます…より早く終えることができます。経
験を増します。でも、今週この考えがあなたの思い
の中で駆け巡るようにしてくださいませんか？＊自
分の仕事をとてもしっかりこなすことのできる人が
近くにいけれど、家庭では大きな問題をかかえてい
る。前よりも大きな車を買う親戚がいるけれど、同
時に別の誰かと衝突している。私たちは、他の人た
ちを助けるために神様の助けを必要としています！
今週、もう少し天のお父様の御声に敏感になってい
ましょう…皆さんに神様の祝福がありますように！
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。

日曜日朝礼拝のインタ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。または、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオをい
つでもご覧になれます。

思いを巡らす考え
「耳は聞くために造られた」
女優のダイアン・クルーガーは、スターの仲
間入りが約束される役をオファーされました
が、それは若くして夫と子供を亡くす女性の役
でした。彼女は、そのように大きな喪失を経験
したことはありません。リアリティ豊かに演じ
ることができるだろうかと思いました。しかし
思い切って引き受け、役作りの準備に深い悲し
みを抱えている人たちの自助クループに出席し
ました。
クルーガーは、グループの誰かが自分の状況
を話すと意見や提案を口にしました。多くの人
がそうであるように、その人の役に立ちたいと
思ったのです。ところが、彼女は徐々に口を開
くのをやめて、相手の話にただ耳を傾けるよう
になりました。そしてやっと、相手の気持ちに
寄り添うことを学び出したのです。理解力は耳

祈りのリクエスト

☐

を使うことで養われました。
預言者エレミヤは、民が自分たちの「耳」を
使って主の御声を聞くことを拒絶したと歯に衣
着せず避難して、彼らを「愚かで思慮のない
民」（エレ 5:21）と呼びました。神は常に私た
ちの人生に働きかけて、優しい言葉をかけ、指
示や励まし、警告の言葉をくださいます。御父
の願いは、私たちが学んで成長することです。
そのために各々に耳などがあたえられています
が、問題は、私たちがそれを用いて、神のみこ
ころを聞こうとするかどうかです。

意識して耳を傾けるなら、
信仰は成長していく。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

注意：四角と丸のリクエストに関しては全員がお祈りをす
るようにして下さい(✓)

□ブラジル南部の被害者たちのご家族のためにお
祈りください。ダムの崩壊後、まだ多くの方が
行方不明です。
○アメリカは、私たちの祈りが必要です。あまりにも
多くの人々が銃弾の傷で亡くなっています。お祈り
ください！
□今週、ベネズエラの国のために祈ってくださいませ
んか？彼らは、経済的、人道的、政治的危機にあり
ます。リーダーたちは知恵を求めて主に立ち返りま
すように。
○再び HSK のシングルマザーたちのために祈りましょ
う。彼女たちの必要がすべて満たされ、励まされま
すように。
□私たち教会の姉妹たちのまだ救われていないご主人
のためにお祈りください。
□SK の子供たちが若い時にイエス様を知るようにな
るよう、祈りましょう。そして、ご両親たちが子供
たちを育てるとき、主の知恵が持てるよう、彼らの
ために祈りましょう。
○牧師先生のお母さん、レイさんは、彼女が抱えてい
る痛みを軽くする手順を受けています。それがうま
くいくよう、お祈りください。
□今週、ここ浜松で火曜日から開催される集会のため

にお祈りくださり、ありがとうございます。多くの
牧師先生たちや教会奉仕者たちが出席します。彼ら
が皆励まされますように。
□エブリンさんは、彼女の息子さんのジェロさんが日
本のビザを取得できることを願っています。このこ
とが起こるよう、お祈りください。
○トルーマンさんとエリザベスさんが次にどんな一歩
を踏み出すべきか、彼らが主に求めているとき、彼
らのために続けてお祈りくださり、ありがとうござ
います。神様は、彼らの人生に対する大いなるご計
画を持っておられます。
☐日本の首相、安部さんが主を知るようになりますよ
う、お祈りください。

☞提出した祈りのリクエストの週報への記載を望まない方
は、その旨をリクエストカードにお書きください。

お知らせ
★恒例の全日本ペンテコステ大会は…今週の 2

教）(14,000 円)、ブリッジ・フォー・

月 5 日-8 日に開催されます。この

ピース（イスラエルへの宣教）

集会は、浜名湖の湖畔にあるダイ

(12,000 円)、ギデオン（日本聖書宣

ワロイヤルホテルで行われます。

教）(10,000 円)、トルーマンさん

スペシャルスピーカーには、牧師

ご家族(宣教師援助)（20,000）、コーナーストーン・

先生であり聖書の教師であるユダ

フェローシップ(メキシコ宣教師援助)(10,000 円)

ヤ人のクリスチャンが含まれています。この集会のス

牧師先生は、皆さんの HSK への贈り物をとても感謝し

ピーカーについての詳細は SKI スタンドにあります。

ています。

この集会は、主に宣教師や牧師先生達のためのもので
すが、HSK のメンバーや友人たちも登録料を払った

★寒い日曜日の期間…今後 2,3 週間は、皆さんの

後、出席が許されています。

足が、頭より少し寒いかもしれま
せん。暖房の循環があまり良くな

★最新情報…ブリッジ・フォー・ピースからイスラ

い

いため、これが現状です。ですの

エルに関する案内が、今日入手可能

で、さらに靴下を重ね履きするのが良いかもしれませ

です。無料の小冊子「オリーブ」が

ん。そして…温度計を調節しないで下さい。もし暑すぎ

教会玄関の机の上にあります。この

るときは、靴下をお脱ぎ下さい。

冊子の英語版はインターネットの

www.bridgesforpeace.com.でご覧頂けます。
★次回執事たちとのミーティングは…2 月 10 日
日曜日です。執事たちは全員、午後

だが、今、ヤコブよ。あなたを造り出した方、主はこ

1 時 30 分から始まるこの大切なミ

う仰せられる。イスラエルよ。あなたを形造った方、

ーティングに出席するように予定し

主はこう仰せられる。「恐れるな。わたしがあなたを

ていて下さい。執事たちは、ミーテ

贖ったのだ。わたしはあなたの名を呼んだ。あなは

ィングの始まる前に一緒に食事をしたいかもしれませ
ん。良いランチがミーティングをもっと良いものにし
ます！

わたしのもの。あなたが水の中を過ぎるときも、た
しはあなたとともにおり、川を渡るときも、あなたは
押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼れ

★教会什一献金 64,000 円＋2,500 円は…以下の

ず、炎はあなたに燃えつかない。イザヤ書 43：1-2

通り分配されました：真美さん、りょうさん（石巻宣

２月は、何方かの誕生日月です！
あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら…
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！
神様の祝福がありますように！

