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主はこう仰せられる。「天はわたしの王座、
地はわたしの足台。わたしのために、
あなたがたの建てる家は、いったい
どこにあるのか。わたしのいこいの場は、
いったいどこのあるのか。
これらすべては、わたしの手が造ったもの、
これらすべてはわたしのものだ。
わたしが目を留める者は、へりくだって
心砕かれ、わたしのことばにおののく者だ。

イザヤ 66 章：1-2 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。
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

今日（日）
３/１７
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６：５５

見張り人たちの集まり（祈祷会）

PM

１：２５

祈祷会 (２２号室)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

３/２４

AM

８：４５

賛美チーム練習

(日)

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ

３/２０

を聴くことができるためのベビールームも設け

（水）

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、

３/２１
（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
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。

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
先週月曜日の朝６時頃、浜松の南西方向に虹を見
た方はいますか？とても美しかったです。ルースに
それを見せた後、３月に虹を見たことはなかったと
私たちは言いました！それには何か意味があるので
しょうか？分かりませんが、虹には素晴らしい意味
があります！
皆さんが私からのこの短い手紙を読んでいるこ
ろ、私とルースは大阪の教会…大阪ライフチャーチ
で他のクリスチャンたちと賛美をしているでしょ
う。その集会の中で、彼らの牧師先生が私たちの孫
たちのために祈っているのを聞くでしょう。牧師先
生は、子供たちが守られ、健康であるよう、そして
主の目的のために用いられるようにと主に祈るでし
ょう。私は、私の娘と大輔さんが、彼らの教会に仕
え、自分たちの子供が主を愛するようにと願ってい
ることをとても嬉しく思います。どこかの教会に出
席しているあまりにも多くの親御さんたちは、その
ような願いを持っていません。私は、HSK に出席し
ている全ての親御さんたちがそのような願いを持つ
ことを心から希望します。主に従っている子供たち
は、彼らの両親に大きな喜びをもたらします。
今週、私は８日前にお話をしたブラジル人教会の
ことをずっと考えていました。彼らの集会は、土曜
日の夜８時から夜中までです！そんな夜遅くに教会
に行くことは容易ではないと思いますが、彼らは何
度も何度もそうしています。これらのクリスチャン
たちは、狭い場所で、或いは毎週違う場所で集会を
している全てのクリスチャンたちのための更なる祈
りへと私を駆り立てる。皆さんもこれらの教会のた
めに祈って下さることを希望します！
先週日曜日の午後、私は監督者や執事たちと素晴
らしい会話を楽しみました。私たちが話した９０分
は１５分くらいに感じました…皆さんが街での伝道

や他のテーマについて前向きな意見を持っていまし
た。約２週間以内に、HSK に執事として仕えて下さ
る次のグループの教会メンバーをお知らせします。
私は、今も喜びをもってこの責任を担って下さる教
会メンバーを探しています！
３週間前に、マルシオさんと私は、浜松駅に集め
られたホームレスの人々に食べ物を与えている２つ
の他教会を手伝いました。これらの教会は、暖かい
食べ物を与えるだけではなく、神様の愛を分かち合
っていました。そのイベントに行くことに興味のあ
る方は、マルシオさんにお話しください。
今日遅い時間に私とルースはホノルルに向けて発
ちます。私たちは、現地時間で日曜日の朝８時にそ
こに到着する予定です。（そうです、私たちはもう
一度日曜日を楽しみます！）そして、それはさらに
２人の私たちの子供と彼らの配偶者、そして５人の
孫たちに会うことの始まりです。私たちが家族と楽
しむことができるよう、私たちが HSK から離れるこ
とを許してくださり、ありがとうございます。で
も、このことは本当です：私たちは皆さんのことを
思っています。そして、皆さんのために祈っていま
す。そして、主が皆さんをもっと祝福してくださる
ようにといつも求めています。
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
「屈しない勇気」
大きなホテルの前に 1970 年代のある日、年配
の人が集まり、少し若い人が走り回って荷物の
世話をしていました。「あの人たちは？」と尋
ねると「牧師たち」との答え。「で、あの若い
人は？」と尋ねると、「あれはマルティン・二
―メラー牧師。80 歳です。彼は何も恐れないの
で若々しいのです」と答えたそうです。ドイツ
の大半の牧師はヒトラーに屈しましたが、神学
者でもあったマルティン・二―メラー師は、勇
敢にナチスの悪に抵抗しました。
二ーメラー師が恐怖に屈しなかったのは、ス
ーパーマンのような遺伝子の持ち主だったから
ではなく、神の恩寵のゆえでした。彼は反ユダ
ヤ主義の立場だったこともありましたが、悔い
改めていました。神は、彼を回復させ、言行と
もに真実を貫けるように助けて下さいました。

祈りのリクエスト

人々はモーセが取り去られると知って恐れま
した。しかしモーセは「強くあれ、雄々しくあ
れ、彼らを恐れてはならない。…あなたがたの
神、主ご自身が、あなたとともに進まれるから
だ」（申 31：6）と語り、神に従うように民を励
ましました。未来が不確実でも、神がともにお
られるのですから、うろたえる必要はありませ
ん。
闇がのしかかろうと、恐れに襲われようと、
神はあなたとともにおられます。神は「あなた
を見放さず、あなたを見捨てない」（申
31.6,8）。それを忘れず、神のあわれみによっ
て、恐れに立ち向かうことができますように。

恐れずに生きるとは、恐れを感じないこと
ではなく、恐れに支配されないことだ。

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(✓)

□今週、私たちの家族でまだ救われていない人た
ちを覚えて祈りましょう。イエス様は言われま
した。「今日は、救いの日です。」
○牧師先生ご夫妻が、ハワイのご家族を訪問しますの
で、彼らのためにお祈りください。彼らが、強く健
康でありますように。

□続けて、北朝鮮とこの国のリーダーたちがイエ
ス様を知るようになるよう、祈りましょう。
○今週、この町の牧師先生たちのために祈って下
さいませんか？彼らが励まされ、祝福されます
ように。
□中国と問題を抱えている国がたくさんありま
す。今週中国のために祈りましょう。
□トルーマンさんとエリザベスさんたちがどのよ
うに次のステップを踏み出すべきかを知るため
に神様に求めているとき、彼らのために続けて
祈って下さり、ありがとうございます。
○日本の総理大臣の安倍さんがイエス様を知るよ
うになるよう、お祈りください。
□再び、HSK のシングルマザーたちのために祈りま
しょう。彼女らが続けて励まされ、すべての必
要が満たされますように。
□私たち個々の国のリーダーたちを支えましょ

う。彼らが皆イエス様を知るようになりますよ
うに。
○私たちの教会の全ての子供たちのために祈りま
しょう。イエス様にとって彼らは尊いです。そ
して私たちは続けて彼らを愛し、彼らのために
祈らなければなりません。
☐HSK に来られる訪問者たちのために祈って下さい
ませんか？多くの人々が身体と心の癒しを必要
としています。
○主は私たちに約束して下さっています。「私た
ちが求め、考えることができる以上にさらに豊
かに与えることができる」と。今週、軌跡を信
じ続けましょう。

☞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
★今月最後の日曜日（31 日）…朝礼拝後すぐに

い友人たちをとても感謝しています。彼女は、もっと

美味しいランチが用意されます

友人が欲しいと思っていますし、皆さんにとってさら

ので、皆さん、残って食事をし

によき友となりたいと願っています。今週、彼女がホ

て下さい。また、フィリピン人

ノルルの親戚やご家族と過ごすとき健康であるよう、

女性たちのグループは、この日曜日に婦人会がありま

お祈りください。

す。女性たちは、一緒にまとまって食事をします。こ
の日の話し合いと、また祈祷会にも出席ください。

★ベン牧師先生、ホノルルで素晴らしい時間
を！でも、アイスクリームの

★マルシオさんは本当に願っています…彼は、

食べ過ぎには気を付けて下さい。

教会の近隣の人々を教会に招

あなたは、人々が食べたり歌っ

くこと、或いは単純に福音を

たりするのが好きなまた別の島

紹介することを目的として教

に滞在しますね！

会建物の周りを他のクリスチ
ャンたちと回って歩きたいと思っています。彼と一緒

★聞きたい方はいますか…私たちの教会で、他の

にこれをしたい方は、すぐに彼にお話しください。近

クリスチャングループが歌うのを聞

隣住民の方達と福音を分かち合うことについての更な

きたいですか？牧師先生は、先週、

るアイデアは、すぐにお知らせします。

歌った”聖歌隊“にとても励まされ
ました。そうです、彼女たちは、ほ

★第 5 週目金曜日、断食祈祷…この祈祷会は、3

とんど伴奏なしで歌わなければなり

月 29 日にあります。この日は、何も

ませんでしたが…笑顔で歌った歌は、この建物の中に

食べず、他の人たちのために祈ること

更なる喜びを流しました。音楽をもって…このことを

にも、もう少し時間を費やします。こ

またしましょう！

の日の来る前に、昔、預言者イザヤを
通して神様が語られた御言葉を注意
深く学びましょう。「わたしの好む断食は、これでは
ないか。悪のきずなを解き、くびきのなわめをほど
き、しいたげられた者たちを自由の身とし、すべての
くびきを砕くことではないか。」（イザヤ 58：6）

私は、一つのことを主に願った。私はそれを
求めている。私のいのちの日の限り、主の
家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その
宮で、思いにふける、そのために。それは、

★牧師先生は今も探しています… 教会の外の入
口のどこかにある金の結婚指輪です。

主が、悩みの日に私を隠れ場に隠し、その

そして、その指輪を見つけてくださ

幕屋のひそかな所に私をかくまい、岩の上

った方へのお礼は、今も請求される

に私を上げて下さるからだ。（詩編 4-5）

ことを待っています！続けてお探し
ください

★ルースさんは特別な感謝を…先週、彼女の誕
生日に愛を分かち合い、贈り物
を下さった皆さんに感謝してい
ます。彼女はこんなに素晴らし

