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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。
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、

立（Independent）クリスチャンの集まりで

へりくだって心砕かれ、

すが、神様に大いに寄り頼んで(very

わたしのことばにおののく者だ。

dependent on God)います！だれでも心

イザヤ 66:1-2

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

3/10 (日）
今日!

ＰＭ

1：30 監督・執事ミーティング

（今夜の祈祷会はありません。）

3/13 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

3/14（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
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
お持ち帰りください。尚、小さなお子様を
持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ
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。

3/17(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

PM

6：55

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
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！
先週の初めに、私とルースさんは、真実さんと亮さ
んに会って、とても良い時を持ちました。彼らはＨＳＫに
寄りたいのはやまやまでしたが、旅の途中ということで
できませんでした。二人は、私たちが金銭的なサポート
をしてくれたことに、大変感謝していました。
私は、毎週皆さんを見て楽しむだけではなく、声を聞
いても楽しんでいます。あなたが喜ばしくない経験を分
かち合ってくれた時には、即座に神に求めます。あな
たが神に助けられますように、祝福されますように、守
られますようにと。悪霊から来る苛立たしさや痛みを、
私たちはなぜがまんしなければならないでしょうか？イ
エス様は、かつて 18 年間も悪霊による苦しみに捉えら
れた女性に会いました。彼女の腰は曲がって伸ばすこ
とができませんでした。イエス様は、彼女をご覧になっ
て、言いました。「女よ、あなたの病気は癒されまし
た。」
イエス様が彼女の上に手を置かれると、女はたちどこ
ろに腰が伸びて神をあがめた。（ルカ 13：11-13）
これはイエス様の生涯の中の小さな出来事ですが、
主が私たちを病から自由にしたいと願っておられるの
を信じることができます。あなたは何を信じますか？
先週日曜日の午後、まだ早い時間に私は家に戻りま
したが、自分が話したメッセージについて色々考えてい
ました。「レース」「重荷」「まとわりつく罪」（へブル 12：
1）など。「私たちは本当にレースの中にいるでしょう
か？」と、考え初め、その日遅くになっても答えは得ら
れませんでした。しかし、レースに抜けてしまったら、そ
の結末があることを、あれからさらに確信するようにな
りました！だから、「レース」に抜けてしまうことは危険
です。私たちが参加すべきレースと、参加すべきでな
いレース！について理解していますか？
今日は、私たちのフィリピン人女性たちが歌ってくだ

さいます。1 か月以上前、私は彼女たちに皆さんと主
のために歌ってくれるようお願いしました。彼女たちの
歌を聴きながら私が微笑んでいるのを見ると思います
が、彼女たちの微笑みと笑いは私をとても幸せにしてく
れます。彼女たちのために祈り続けてください。仕事は
きつく、教会に来るとき疲れていることがあります。
先週の日曜日、献金を捧げる時、スクリーンに出す
聖書個所を間違えてしまいました。皆さんと一緒に読
むべき御言葉を間違えてしまったので、私は帰宅して
からも気にしていました。それが集会の流れのつまず
きに思ったからです。でも、主にこのことを相談すると、
このような思いが与えられました。：私が儀礼的になっ
てしまわないように、神への礼拝に満足し、儀式的に
ならないように！結論として、またつまずきが来たと
き、私はもっと感謝します。
私のために祈ってくださってありがとうございます。
私は、天からもっと沢山の知恵が本当に必要です。
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
□ 森田スーサンさんの息子さん（只吉さん）が運転免許の
試験に合格できるようお祈りください。そして、2 人の息

いがあり、面接試験も近々あります。主の御心であれ

子さんが、すぐにイエス様を知ることができるようお祈り

ば、すぐ来日できますように。
□ 西田有理さんは、大学生活に入ります。彼女の必要を

ください。

主がすべて満たしてくださるようお祈りください。

□ 鈴木康亮さんは、手のしびれがあり、癒しを求めていま

□ ようじくんと美衣名ちゃんは、小学校に入学します。彼ら

す。イエス様は癒し主です！

が新しい生活に馴染めるようお祈りください。

□ まさ美さんの娘（ゆきなさん）のためにお祈りください。

□ ベン牧師のために続けてお祈りください。彼がアレルギ

彼女が主に近づき安息を得ますように。

ーから解放されますように。アレルギーのある他の人々

□ 鈴木祐子さんの甥（みづきさん）は肺に問題があります

のためにも祈りましょう。アレルギーは必要ありません。

ので、お祈りください。彼がイエス様の御名で癒されま

□ 今、大きな紛争の中にある国々のために祈っています

すように。

か？ベネズエラ、中国、中東などでは、クリスチャンたち

□ 幸男さんは、今月今やっている仕事を停止し、毎日日

が今日も迫害を受けています。

本語を勉強しますので、彼のためにお祈りください。

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

□ デイジーさんの身体全体が完全に癒されるようお祈りく

クエストカードの週報×とお書きください。

ださい。彼女は日々主の力が必要です。
□ サクラさんの娘（シェリーさん）は、日本で勉強したい願

思いを巡らす

「愛が行う」

より抜粋 4 章「わたしはあなたと共にいる」 著 ボブ・ゴフ

神について、私がとても好きな部分は、人々

た。失敗は一つの過程であり、大丈夫と言うだけで

を失敗へと導くことです。神の創造の御業は、

なく、大丈夫以上のものです。神は、私たちが失敗

私たちを赤ん坊として生まれさせることでし

したからと言って締め出したりしません。3 ストラ

た。それは、歩くことも話すことも、トイレに

イクでアウトというものでもありません。神は、私

行くことすらできない状態としました。私たち

たちが転んでも、ほこりを払って立ち上がらせ、再

は、すべて教えられなければなりませんでし

び立ち向かっていくのを助けるお方です。私たちの

た。そして、学ぶには時間がかかります。神は

失敗の記録を細かくつけることはありません。

私たちをそのように創造し、神に頼り、両親や

うまくいかないことがあると、私たちが傷つきゆ

他者に依存する存在としました。すべては、私

がめられます。私の人生でも同様に、うまくいくこ

たちが何度も繰り返して、やっと正しくなるこ

ともあれば、うまくいかないこともあります。しか

とができるように、神はデザインされました。

し、うまくいくとかいかないとかの評価をつけるこ

それにおいては、神はとこしえの忍耐をお持ち

とをやめました。なぜなら、今は違う評価の仕方が

です。

あるからです。以前、私は失敗することを恐れまし

イエス様が弟子たちに、「あなたがたは、こ
の世とは違う考えでいなさい。」と教えられた
ことが、私は好きです。
弟子たちはイエス様と数年共に過ごしました
が、彼らが知るべき全てを知ることもできず、
イエス様が天に挙げられたのを見た弟子たちも
いました。彼らは悟るのは遅い者たちでした
が、それでも主にとっては愛する者たちでし

た。だが今は、重要でないことに成功することの方
を恐れています。

ベン牧師が喜んでいるお知らせです。
森田スーサンさんがＨＳＫの新しいメンバーになりまし
た。先週、彼女のご長男を皆さん
に紹介し、とても喜んでいたスーサ

オペレイション クリスマスチャイルドから・・よいニュ

ンさんですが、二人の息子さん達

ースが届きました。英語版、日本語版がＳＫＩスタンドに

がＨＳＫに来るのを楽しみたいと希

あります。また、来月、浜松で行わ

望しています。彼女とそのご家族

れるクリスチャンコンサートの情報

のために続けてお祈りください。

もＳＫＩスタンドにあります。是非手

「スーサンさん、教会メンバーにようこそ！」

に取ってお読みください。有名な
歌手のコンサートですので、お友

来週日曜、３月 17 日・・・ルースさんとベン牧師は、

達を誘ってみるのもいいですね。

娘さん夫婦と双子のお孫さんたちと共に大阪の教会に
出席します。ジョアナさんからの求めで、お孫さんたち

ＨＳＫでのバースデーパーティについて：

の献児式に立ち会います。その後、ベン牧師夫妻はホ

あなたや友人のお誕生日を教会でお

ノルルに向かい、別のお子さんやお孫さんたちに会い

祝いしたい方は、大きなケーキを持参

ます。ベン牧師は 21 日に帰国し、ルースさんは 28 日

してくださって結構です。礼拝後にバー

に帰国します。来週は幸男さんがスピーカーです。マ

スデーソングを歌って一緒にケーキを

ウリシオさんは英語を言

食べることができます。

語とする方々がメッセージ
を理解しているか確認しま
す。来週日曜日、あなた

感謝しつつ主の門に、賛美しつつ主の大庭に、入

は主の御声を聞くことを期

れ。主に感謝し、御名をほめたたえよ。主はいつく

待してください！（来週の日曜日、
またバースデーパーティーのケー
キが出るかもしれないので、ベン
牧師はお休みすることを心配して
います！）

新しい季節になりましたが・・室内の温度を、全員が
快適にするのが難しい時期でもあります。暑いと感じる
人があったり、一方で寒い
と感じる人があったりするで
しょう。温度調節は牧師先
生が管理しますので、どう
かご了承ください！礼拝時
間にちょうど良い温度にな
る時があると思います！

しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は
代々に至る。
詩篇 100：4

