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なたは時にかなって
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彼らに食物を与えられます。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

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。

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

詩篇 145:14-16

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。

今週の予定

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

2/24 (日）
今日!

教会ランチ！ 一緒に食べましょう！
今夜の祈祷会はありません。

2/27 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

2/28（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

しゃって下さい。またいつでもお電話下さ
AM

８：４５

AM

９：５５

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

ＰＭ

1：30

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

PM

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

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。

3/3(日）

6：55

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
イスラエルのための祈祷会
見張り人の集い（祈祷会）

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
あなたはどう感じたか分かりませんが、この数日の
日曜日礼拝と交わりは違っていました。「・さまざまの
思弁と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打
ち砕き・・・」 私が幾度も面している気持ちでした。けれ
ども、今は、次のように感じています。「・・すべてのは
かりごとを虜にしてキリストに服従させ」（2 コリント 10：
5） それは良い気持ちであり真理です。私たちは肉に
あって歩んでいますが肉に従って歩んでいるのではあ
りません。（3 節）
さて今日は、2 月の最後の日曜日です。今週の終わ
りに 3 月になることは信じがたいことです。光陰矢の如
し。そして、今日又は来週、あるプロジェクトについて紹
介しますが、皆さんからの祈りが必要です。そうです。
誰かは、私が長い時間を必要とする冒険には若くない
と思うかもしれませんが、私は、主が戻られるまで、も
しくは私が主にお会いするまで、歩み続け、・・座らない
で動き続けることを計画しています。あなたはどう思い
ますか？
今月初旬に行われたペンテコステ大会では、一人の
スピーカーは、このように言いました。「私たちは世界
の終わりの時代の終わりに来ています。私が死ぬ前
に、イエスキリストが再びこの地に来られることを期待
しています。」
私は彼の言葉を聞いて数秒頭の中が凍ってしまいまし
た。なぜなら、その牧師先生は私の歳ぐらいかそれ以
上だったからです。もし彼が私と同じ歳であったら、あ
と 20 年以内でイエス様が再臨するのを見ることを予期
しているでしょう。ワオ！そのユダヤ人牧師が信じてい
ることを、私は今も考えています。大いなることがすぐ
に起こるのでしょうか？おそらくそうでしょう。その出来
事を待つ間、目を覚まして祈っていましょう！
これからお知らせすることは、皆さんを驚かせてしま
うことかもしれませんが、私は聖霊様の御声も聴いて

います。なぜでしょう？今までの活動やこれからの活
動に対し、私たちは皆、感謝し、祈る必要があるからで
す。
「しかし、牧師先生、あるお知らせは、私に関係のない
ものです。」
確かにそうかもしれません。しかし、知る必要のあるク
リスチャンが、あなたの助けを必要としているかもしれ
ません！これが結論です。：どうか、集会のすべての
部分を聞いていてください。クリスチャンとして、あなた
は、あなたの教会にいのちの幾らかを加えています！
今日初めて来られた方々、2 度目 3 度目に来てくだ
さった方々にお伝えします。： 私と私の妻、そして教会
のすべてのメンバーたちは、あなたが来てくださり、心
から嬉しく思っています。ここには娯楽的な何かはない
と思いますが、あなたが求める友人となる者たちがい
ます。そして、平和を求める者には、天の父が豊かに
与えてくださいます。私たちは皆、あなたが再び何度も
ここに来てくださることを希望します。そして、あなたに
とって、本当の友になれたらと望みます。今週、主があ
なたを祝福してくださいますように。
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。

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう
ウエブサイトは

www.hskchurch.org です。次に Media をクリックすると日曜礼拝がご覧にな

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
□ ＨＳＫのシングルマザー達のために再び祈ってくれます
か？彼女たちすべてが今週励まされますように。
□ 鈴木祐子さんのお母さん（静子さん）のためにお祈りく
ださい。彼女は健康と、イエスキリストへの信仰が必要
です。

□ 中国の信者たちが守られるよう祈りましょう。多くのクリ
スチャン達が苦しんでいます。
□ 初めて教会に来られた方々すべてのために祈りましょ
う。彼らがイエス様のことをもっと知りたい願いを持ちま

□ アメリカの幾つかの州は、中絶に対しての酷い決断をし
ました。神がアメリカを憐れんでくださるようお祈りくださ
い。

すように。
□ ＨＳＫの大切な子ども達のために続けてお祈りくださ
い。

□ 日本で児童虐待が増加しています。両親たちが、イエ
スキリストに心を向けるよう祈りましょう。

□ あなたが知っている牧師や宣教師たちのためにお祈り
ください。彼らは皆、主からの知恵と励ましが必要で

□ 日本のクリスチャンスクールのために祈ってくれます
か？すべての必要が満たされるよう求めてください。
□ 私たちは皆、家族で救われていないメンバーがいます。
今週、確信を持って、彼らを神の恵みの座に携えて行
きましょう。

す。
□ 日本の天皇陛下と皇族がイエス様を知るようにお祈りく
ださい。
□ 今週、日本、アメリカ、ブラジル、フィリピンのためにお
祈りください。

□ 「神にあっては何も不可能なことはない。」という神の素
晴らしい約束を覚えていましょう。

思いを巡らす

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合
は、リクエストカードの週報×とお書きください。

「主にあって強められる」

より抜粋 8 章「環境をコントロールする」 著 ビル・ジョンソン

キリストが私たちの人生に来てくださり、私

ており、それは、私たちが御子のようになる、「恵

たちの肩から罪の重荷を取り去ってくださいま

みとまことに満ちる」ことです。私たちが、恵みに

した。今あなたは恵みに満たされていますか？

より変えられた人になることを思う時、その過程に

長年、恵み無しで生きてきて、私たちは恵みに

3 つのことが含まれます。

気づき、恵みを知り、恵みによって変えられ、

第 1、時間がかかります。何かを学ぶとき時間を

恵みに満ち溢れるようになっていますか？今、

要するものです。恵みの良いモデルとなるためには

恵みの形はこれまで以上に必要とされていま

何年もかかります！知恵もそうであるように、それ

す。

はゆっくりと養われます。しかし、神は恵みでない

励ましが必要ですか？私たちの神は、すべて

性質を私たちから焼き払うのを早急にされません

の子ども達にそれを与えようとしています。神

が、私たちは確実に信頼することができます。神は

は、聖徒達の最終目的地「聖なる都」を指差

粘り強いお方です。

し、私たちを励まし続けることを、日々の重要

第 2、痛みを伴います。粉塵は簡単に落ち着き静

項目とされています。神は日々、私たちの内で

まりません。痛みは神の教室のカリキュラムの一部

働き続け、内側の破壊や罪の支配による瓦礫や

です。

粉塵から、私たちの心を清めてくださり、私た

第 3、変化を意味します。恵みが無い自然的性質

ちの人格を完全にするための恵みの御業を成し

は、違うことに戸惑います。私たちは、足りない、

遂げておられます。

そして抵抗する、できない。けれども神は決して止

神は私たちのために働いているのであって、

めません。神は、私たちがもっと御子のようになる

私たちに敵対しているのではありません。私た

ことに責任を持っています。覚えていますか？「私

ちの益のためであり、悪のためではありませ

たちの内に・・恵みの御業を始められた方

ん。私たちのための神の目標は明確に定められ

は、・・・完成させることのできる方です。」

HSK のメンバーになることに興味のある方は、・・、

オペレーションクリスマスチャイルドからのお知らせ

いつでも私たちの牧師または監督者の幸男さんにお申

良いお知らせ：２０１８年１２月に 11,000 個のクリスマス

し出ください。 HSK のメンバー

ギフトがフィリピンの子ども達に届

シップに関する案内が 3 か国語

けられました！ＯＣＣのスタッフは、

で用意されています。この教会は

捧げてくださった方々にとても感謝

完全な教会ではありませんが、

しています。

毎週日曜の学びや交わりを通し

あまり良くないお知らせ：オペレー

てあなたはイエス様のようにもっと変えられると、ベン牧

ションクリスマスチャイルドは、日本

師は信じています。

での活動を停止する予定です。詳

３月 28 日～30 日、ユースキャンプが・・山梨県で

しい情報はＳＫＩスタンドにてご覧く

行われます。日野教会が主催のキャンプにＨＳＫユー

ださい。

スも招かれています。このキャンプについての情報は
ＳＫＩスタン

HSK からの什一献金 45,000 円は・・、以下のよう

ドにてご覧

に分配され捧げられました。

ください。

真実さん、亮さん(東北ミニストリー)(1,5,000 円)

「若い君！

愛の決心（日本の孤児のミニストリー）（15,000 円）

これを知ったら行きたくなるかもしれないよ！」

クラウド牧師(イスラエル教会支援) (15,000 円)
今月もＨＳＫに捧げてくださっ

来週日曜日、３月３日・・イスラエルのための祈祷会

たすべての方々にベン牧師は

があります。ＰＭ1：30 から始まりますので、どなたでも

大変感謝しています。毎月ＨＳ

ご参加ください。祈祷会の前には昼食もとりますので、

Ｋに捧げられた献金から 10％を

宜しければ集会室で共に食事

外部のクリスチャン団体、牧師、

をしてください。イスラエルのた

宣教師らに捧げています。

めに継続して祈ってくれている
クリスチャンたちに牧師先生は

どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでし

感謝しています。

ょうか。あなたのことばに従ってそれを守ることです。
私は、心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どう

礼拝の賛美で、・・ポルトガル語がないのを気づかれ
た方がいました。ベン牧師は私たちのブラジル人メン
バーたちと友人らの歌声が抜けてしまうのを望みませ
ん。それで、もしあなたがポルトガル語への翻訳をした
い気持ちがありましたら、すぐに始めてください。歌い
ましょう！

か私があなたの仰せから迷い出ないようにしてくだ
さい。あなたに罪を犯さないため、私は、あなたの
ことばを心にたくわえました。
詩篇 119：9-11

