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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ます。
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
生けるものの願いを満たされます。
詩篇：145 章 14-16 節

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）

またいつでもお電話下さい。あなたのために祈
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見張り人たちの集まり(祈祷会)

PM
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祈祷会

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

AM

９：５５ 賛美・分かち合い・日曜学校・交わり！

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

２/２０

いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ

（水）

(２２号室)

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
（Independent）クリスチャンの集まりですが、

２/２１
（木）

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

２/２４

りを持ちたい方は、私達の教会の体に加えられ

（日）

ることを歓迎します。

ランチとバイタルグループ！
今晩の祈祷会はお休みです

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
先週の天気はとても良かったではないですか？春
の到来はまだだと思いますが、再び本当に寒くなる
ことはないでしょう。私は、もっと晴れる日を楽し
みにしています。皆さんはどうですか？
多分皆さんもご想像できることと思いますが、先
週末ルースと私は、孫たちと素晴らしい時間を過ご
しました。私たちは、３月に再び彼らに会いたいと
願っています。そして彼らがもう少し大きくなっ
て、歩いていることを期待しています！歩くんです
か？いいえ、まだ歩きませんが、ハイハイを始めて
いるかもしれません。そして、ジョアンナさんと大
輔さんは、皆さんとお話ができてとても喜んでいま
した。彼らは、HSK にはとても素晴らしい「家族
感」があると思っています。私も同感です。でも、
もっと多くの人々が教会の建物に入ってくるとき、
そのような感情をどうやって持ち続けるのだろうと
考えています。１００人でも３００人でもそう感じ
ることができますか？私は、きっとできると思いま
す。
私たちが賛美する曲を、ユーチューブで歌われて
いるのを聞いたら、多分私たちが少し違っていくつ
かの曲を賛美していることに気付かれると思いま
す。そして、この違いにはいくつかの理由がありま
す。一つの理由は、彼らはプロのシンガーたちでプ
ロのバンドを持ち、何ら問題なく編曲させることが
できることにあります。私たちはそのような編曲を
行うことは出来ません。また、私は、私たちがすべ
ての賛美の曲を家庭に持ち帰って、お皿を洗ってい
るときや工場で機械を動かして働いているときにそ
れらの曲を賛美できることを願っています。ですか
ら、それぞれの曲は、テンポにほとんど集中しなく
ても覚えやすいものであるべきです。ですので、ユ
ーチューブで聞き続けてください。でも、また同時

に家に賛美の歌を持ち帰って、何度も繰り返し歌っ
てください。
この２週間、旧約時代のイスラエル人のリーダー
であったヨシュアについて話した後、この男性につ
いてもっと沢山話すことがあると真実に言えます。
彼は、決して神様のご命令を疑わなかったようで
す。彼は、イスラエルが敵を征服し、大いなる勝利
を収めるよう主がいつも助けて下さることを願って
いたようです。そして、ついにイスラエルのすべて
の敵が征服される時が来た時に、ヨシュアは彼の民
に向かってこう言いました。「今、あなたがたは主
を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あな
たがたの先祖たちが川の向こう、およびエジプトで
仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。」（ヨシ
ュア記 24：14）でも、次の言葉を読んだことがあ
りますか？「もしも主に仕えることがあなたの気に
入らないのなら、川の向こうにいたあなたがたの先
祖たちが仕えた神々でも、今あなたがたが住んでい
る地のエモリ人の神々でも、あなたがたが仕えよう
と思うものを、どれでも、きょう選ぶがよい。私と
私の家族とは、主に仕える。」(15 節)主に仕える
ことは彼の家族がしなければならないことだと分か
ったこの男性は、何という人でしょう！私の結論で
す：私と私の家族は、主に仕えます。あなたのご家
族はどうですか？
今月は 2 月ですが、まだ今年の始めからそんなに
経っているとは感じていません。そして、それはこ
のことを意味します：今年、神様とともに進み続け
ましょう…ぼんやりせず…もっと情熱をもって…も
っと熱くなって。私と一緒にしてくれるのは誰です
か？
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
「励まし合う」
近所のジムには、健康や体力の衰えを防ぐた
めに運動に励む人々が集い、自分も頑張ろうと
いう気分にさせれます。壁には、お互いに批評
をしないように、むしろ、互いの頑張りを励ま
す言葉を心がけましょうと注意書きが貼ってあ
ります。
信仰についても同じことが言えます。霊性を
高めたい、信仰を成長させたいと頑張っている
人でも、時として、自分と人とを比べて落ち込
むことがあります。成熟した信仰者の中で、自
分の居場所がないように感じたりします。
パウロはそんな私たちに対し「互いに励まし
合い、互いに徳を高めなさい」（Ⅰテサ 5：11）
と真直ぐに語ります。また、ローマ教会には
「私たちひとりひとり、隣人を喜ばせ、その徳
を高め、その人の益となるようにすべきです」

祈りのリクエスト

(ロマ 15：2)と書き送りました。天の御父は、私
たちのような者に対しても、親切に憐れみ深く
してくださいます。その神の姿を心に留め、神
の恵みを自分の言動によって示しましょう。
お互いを受け入れ（7 節）、霊の成長について
は、神を信頼し、聖霊の働きにゆだねましょ
う。神に従うことを日々追い求めつつ、信仰の
兄弟姉妹が励まされる雰囲気を作りましょう。
みんなが信仰の成長を求めているのですから。

あきらめるか前進するか
を決めるのは励ましの一言だ。

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(✓)

□ノラさんの娘さんのトリシアさんが、教育コー
スの論文を書くとき、彼女のためにお祈りくだ
さい。
○スーザン小杉さんのご主人の救いと彼の健康の
ためにお祈りください。
□5 月にアンジェロさん、ベネッサさん、イサキ君
たちがブラジルに旅行をするとき、彼らのため
にお祈りください。彼らは、ご家族が救われる
のを見たいと願っています。
○絵理さんは、みいなちゃんがここ日本で、そし
て、アメリカで、もうすぐ小学校一年生になり
ますのでお祈りを求めています。哲夫さんは、
今アメリカでご家族が暮らす家を探していま
す。
□5 月に現在の天皇が退位し、皇太子（浩宮様）が
新しい天皇となりますので、続けて日本のため
に祈りましょう。
□この教会のリーダーたちのためにお祈りくださ
いませんか？彼らは神様の知恵と導きによって
進みたいと願っています。
○北朝鮮とこの国の指導者たちがイエス様を知る
ようになりますよう、続けて祈りましょう。

□ベネズエラでは、今も緊迫した困難な状況があ
ります。今週、主がこの国を助けて下さいます
ように。
○多くの国々が中国との関係において困難を抱え
ています。今週、中国のために祈りましょう。
迫害されている中国人クリスチャンたちの為に
も祈りましょう。
□HSK の一人一人の子供を感謝します。今週、この
子供たちとご両親たちのためにお祈りくださ
い。
○今週、この町の牧師先生たちのためにお祈りく
ださい。彼らが励まされ、祝福されますよう
に。ペンテコステ集会は彼らにとって大きな祝
福でした！
□以前 HSK にいた何人かのメンバーたちは続けて
天からの祝福が必要です：マーカスさん、美紀
さん、リチャードさん、そしてその他多くの方
たちです。今週彼らのために祈ってくださるの
は誰ですか？

☞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
★新婚ご夫妻、アイバンさんとケイさん、

さい。それは無料です。

おめでとうございます
彼らは、2 月 8 日にフィリピ

★来週の日曜日… 朝礼拝の後すぐに皆さんと一緒

ンで結婚されました。彼らに

にランチを食べます。ルースさんがス

いつお会いできるか誰も分か

ピーカーです。そして、もっと情熱を

りませんが…彼らに再びお会

持って主に従うようにと私たちを励ま

いするときまで、主が彼らを

す真理を主が彼女に語って下さってい

祝福してくださるよう、祈りましょう。

ると彼女は信じています！

★今月、フィリピン人の女性たちの昼食会…が

★最新情報です…ペンテコステ集会で他の教会が

来週の日曜ランチと合わせて行われま

何方でも持ち帰って読めるようにと案内用紙を持って

す。この日はフィリピン人の女性の皆

来られました。あなたが注文し

さんは話をするためにテーブルの周り

たいと思う本の広告もあるかも

に集まって下さい。

しれません。礼拝室の後ろにこ
の無料の案内がありますので、

★覚えていて下さい：HSK のメンバーの皆さん
は、毎週集会に聖書を持参下さい。

自由にお取り下さい。

★HSK の什一献金がどのように分配されたかは

訪問者の方は、いつも聖書個所のコ
ピーをお取り頂くことができます。

…来週の日曜日にお知らせします。でも今のところ

そして、今年聖書全体を読みたいという方は、教会の

…与えてくださってありがとうございます！

玄関の机に毎日の聖書日課表がありますのでお取り下

会計報告
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ｖ

教会の会計係である松尾三枝子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しま
した。１１月１６日から１２月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概
！
要は以下の通りです。
（単位は全て円）
項目

先月繰越金

収入

支出

残高

一般会計

¥62,440

建物献金

¥803,122

¥2,381

¥72,857

¥732,646

援助金

¥22,587

¥0

¥0

¥22,587

クリスチャン・スクール基金

¥38,381

¥0

¥0

¥38,381

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥0

¥158,697

奨学金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

¥5,452

¥0

¥0

¥5,452

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地献金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

クリスマス基金

¥452,922

¥579,999

-¥64,637

2018 年 11/12 月の教会什一献金は 56,000 円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。
神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。
什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい
ます！

