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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、いったいどこにあるのか。
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。主の御告げ
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。

(日本語)http://www.hskchurch.org

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。

今日（日）
３/３

PM

１：３０

イスラエルのための祈祷会

PM

６：５５

見張り人たちの集まり（祈祷会）

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

３/６

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

（水）

いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ
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

３/７
(木)

PM

１：２５

祈祷会

(２２号室)

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

（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、

３/１０

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり！

またこの思いを持つ他のクリスチャン達と交わ

（日）

PM

１：３０

監督者と執事たちとのミーティング

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
今日は３月最初の日曜日です。そして、気候も雨
と共に少しずつ更に暖かくなることと思います。私
は寒い気候には飽き飽きしています。皆さんはどう
ですか？そして今月、誰もくしゃみや咳に耐える必
要がないことを希望します。続けて私たちが健康で
あるよう、主に求めていきましょう。
この数週間、主は私たち家族の中で何をしておら
れるのかと考えています。私は、皆さんのために祈
っています。それに加えて主が皆さんの健康を守っ
て下さるようにも求めていますし、神様があなたの
思いの中にワーシップソングを留めて下さり、あな
たの口から絶えず感謝の言葉が出るようにして下さ
ることを願っています。私たちが祈り、励まし、抱
きしめることができる方を探し続けることができる
ように主が私たちを助けて下さることを願っていま
す。私たちが見るもの、聞くものが、聖霊様の御声
を聞くことから頻繁に私たちの気を散らします。そ
して、私たちが感じることは、簡単に私たちを感謝
しないものとさせます。そうです、私たちは、神様
を見ることは困難で、神様の御声を聞くことは不可
能だと思うことができますが、神様との経験の欠如
は、私たちが何を考えるかを選択すること、或いは
何を見るか、何を希望するかを選択するかという結
果につながるのではないでしょうか。先週、ヨシュ
アの言葉を読んだとき、彼の言葉は私にとって新し
い意味がありました：「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。私と私の家とは、主に仕える。」（ヨシュア記
24：15） ヨシュアが彼の民に言ったことを見てく
ださい、「選ぶがよい」今週あなたはどんな選択を

しますか？今週、何を考え、信じ、感じることを選
びますか？私たちが仕える方を選びましょう。
先週、私が機械を使って何かを掃除している短い
ビデオを見た方はそれをどう思ったのだろうかと考
えました。私は、今年の春に始めたいと思っている
ことを他の牧師先生が行おうとしたらどうだろうと
考えていました。でも、皆さんが私についてこのこ
とをまだ発見していないかもしれませんが、私は、
クリスチャンが神様の教会のためにできることを考
えるのを楽しんでいます。対照的に、自分の家に引
っ越すことや新しい車を買うことを夢見ることは何
ら悪いことではありません。でも、私たちが望むこ
とを夢見るのに制限を持つべきでしょうか？神様が
願っておられることをさらに夢見るべきではないの
でしょうか？正直なことろ、皆さんの上に神様の栄
光が表れる夢は自分がもっと若くなったように感じ
せると信じます。今、共に夢を見ましょうか？
先週、皆さんと一緒にランチを食べたとき、私は
皆さんを見るのを止めることができませんでした。
皆さんが互いに笑顔や笑いを分かち合っているのを
見るととても嬉しくなりました。私たちの会話は、
もっと誠実なものになっていると思います。でも、
この意見を付け加えてもよろしいですか？…間違い
や失敗、罪を隠そうとするどんな誘惑にも注意深く
見て下さい。イエス様はこう言われました：「心に
満ちていることを口が話すのです」（マタイ 12：
34）そして、心に何かが隠されていると、言葉は純
真なものとななりません。
私は皆さんに感謝しています。私は皆さんにお会
いすることを楽しんでいます。今
週、全能の神様によって皆さんが
大いに祝福されますように。
あなたの牧師、ベン
。

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
「苦しみの目的」
人工透析が必要だと言われて、シウ・フェン
は、もう十分だと思いました。独身で定年まで働
きました。長年のクリスチャンです。頑張って長
生きする理由はないと思いました。しかし、友人
たちに説得され、神を信頼して人工透析を始めま
した。
２年後、衰弱性の病気で苦しむ孤独な教会員を見
舞いました。他の人は、彼女に同情しても共感する
ことは難しいのですが、シウ・フェンは自分にも闘
病生活があるので、心を通わすことができました。
彼女の傍らを歩む、特別な慰め人になることができ
たのです。シウ・フェンは語ります。「今になって
分かるのは、病気でも、神が用いてくださるという
ことです。」
苦しみの理由を理解するのは容易ではありませ
ん。しかし、神は、辛い体験を思いがけない形で用
いられます。神に慰めと愛を求めるなら、それによ

祈りのリクエスト

☐

って強められ、人の力になれるのです。使徒パウロ
は苦難に意味を見出すことを学びました。神の慰め
を体験し、それによって、人を慰めることができた
のです（Ⅱコリント 1：3-5）。痛みや苦しみをは
ねのけることを求められているのではありません。
神が良いことのために、それを用いられると信じま
しょう。

困難の中でも主に限りなく慰められ、
人を励ますことができると、
神よ、信じ続けられるように
助けて下さい

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(✓)

□ここ日本で多くの人々が救われるよう、続けて
祈りましょう。彼らは救い主を知る必要があり
ます。
○若者や子供たちの中には来月から新しい学校が
始まる子供たちもいます。今週、彼らのために
祈りましょう。
□ベネズエラの国内では、今も多くの不安な状況
があります。今週、この国のためにお祈りくだ
さい。この国のクリスチャンたちのためにお祈
りください。彼らは苦しんでいるかもしれませ
ん。
○ここ日本で働いている宣教師の先生たちのため
にお祈りくださいませんか？今週、彼らが励ま
されますように。
□HSK の訪問者たちお一人お一人がこの教会で愛さ
れ、受け入れられていると感じるよう、お祈り
ください。多くの人々が落胆と傷ついた心で来
られます。
□続けて私たちの牧師先生と教会リーダーたちが
主の知恵を持つことができるようにお祈りくだ
さい。牧師先生や他の人々はアレルギーから解
放される必要があります。

○もう一度、主の命令に従い、エルサレムの平和
のために祈りましょう。
□牧師先生のお母さんのレイさんに体力が与えら
れるよう、続けて祈りましょう。彼女は、今も
腰や足に痛みがあります。
□まだ救われていない私たちの家族の救いに対し
て続けて主を信頼しましょう。
○中国のクリスチャンたちは迫害されています。
今週彼らのために祈りましょう。
☐アメリカのトランプ大統領のためにお祈りくだ
さい。彼は、神様の知恵をとても必要としてい
ます。良い報告：ワシントン DC の役所では多く
の人々が彼のために祈っています。
○ ブラジルの大統領のために何方か祈っています
か？彼は最近病気です。
☐エリザベスさんとご家族は、彼らに対する神様
の御心を知る必要があります。このことが直ぐ
に起こるよう、お祈りください。
○北朝鮮のリーダーたちのためにお祈りください
ませんか？彼らが直ぐにイエス様を知るように
なりますように。

☞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
★次回の執事たちのミーティングは…来週の日

ての詳しい地図は、教会の玄関に

曜日３月１０日です。全ての執事の

あります。そこは、教会からそんな

方々は、午後１時半から始まるこの

に遠くありません！

重要なミーティングに出席するよう
に予定していてください。執事の皆

★牧師先生はとても喜んでいます…はまもとア

さんは、ミーティングが始まる前に一緒に食事をし

ンジェロさんが、何曲かの賛美をポ

たいかもしれません。良い食事は、ミーティングをさ

ルトガル語に翻訳することにチャレ

らに良くするでしょう！

ンジして下さいます。他にもこのこ
とにチャレンジしてみたい方がいる

★３月１６日…毎月の若者たちのイベント‘遠ク
リ’に出席している全ての若者と

かもしれません。あなたはどうです
か？牧師先生にすぐにお話しください。

お友達のための「記念パーティ」
があります。HSK の十代の若者た

★来週…牧師先生は、HSK の一番新しいメンバーを

ちと少し上の年代の若者たちがこ

お知らせします。皆さんに秘密にして

のイベントに招かれています。浜松の遠州キリスト教

いるのではありませんが…そのクリス

会でのこのイベントについての詳細は SKI スタンドに

チャンは誰か分かりますか？そして、

あります。或いは、鈴木康亮さんにお聴きください。

まだメンバーでない方は、すぐに牧師

是非、行きましょう！

先生にお話しください。また…先週、私たちが食べ
た美味しい食事を用意してくださった方々に感謝しま

★西田ゆうりさん、おめでとうございます！

す。それは、とっても美味しかったです。そして、二

先週、彼女は高校を卒業しました。

つのケーキもとても美味しかったです。（多分、私た

そして、来月からは横浜の横浜市立

ちがコストコに行くと、お店は喜ぶでしょう！）

大学に通います。ゆうりさんは、こ
の新しいチャレンジに興奮していま
す。そして、彼女は神様の助けが必要であることを知
っています。彼女のためにお祈りください。

★お忘れの方へ…あなたの車は、毎週日曜日、HSK
に出席している方は何方でも使うことができる第二駐
車場に完璧に適しています。この駐車場の場所につい

3 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！

