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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。

携帯: 090-1748-8480

hsk.church@agate.plala.or.jp
URL: (日本語)www.hskchurch.org
(English) www.hskchurch.com

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、神様に大いに寄り頼んで(very
dependent on God)います！だれでも心

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。 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

今週の予定

い方は、私達の教会の体に加えられる
ことを歓迎します。

3/24(日）今日!

（今夜の祈祷会はありません。）

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

3/27 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

3/28（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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

3/29（金）

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。

3/31(日）

第 5 金曜断食祈祷の日
ＰＭ 6：55 断食祈祷会
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！
先週の手紙で書いたように、今日私が教会で皆さん
といることを希望しています。ハワイでの私の滞在はと
ても短いものですが、それは問題ではありません。次
は秋に再び行き、さらに遠くの母の所までいくつもりで
す。離れている私たちのためにも祈ってくださってあり
がとうございます。ルースさんは今週の土曜日 30 日に
戻ります。
再び皆さんに感謝します。私がメッセージの中でつま
ずいているような時がありますが、皆さんがよく忍耐を
もってくださっているからです。英語の単語を忘れた
り、聖霊様が語られていることがすぐ聞こえなかったり
することも度々あります。そして・・・自分が話している
真理に興奮して大声をだします。私たちは、教会を出
る時には変えられていなければならないと、私はよく話
しているように、私たちはメッセージを通して人生に影
響を与える天から何かを聴く必要があります。私も、同
じままで帰りたくありません。確かに、つまずいたような
メッセージは、自分が準備不足のように見えますが、
私はよく整えられたメッセージには疲れています。意味
が分かりますか？私はステーキやハンバーガーはよく
焼かれたのが好きですが、説教はそうではありませ
ん！メッセージはフレッシュで生でなければなりませ
ん。
それから思い出しましたが、夏になる前にバーベキ
ューをしたいと思っています。涼しい春にやるかもしれ
ません。あなたはどう思いますか？やりましょう。
あなたは忘れたかもしれませんが、私は今も山のホ
テルを所有することを夢見ています。それを言うと、誰
かは私の想像力がどれほど大きいかと思うでしょう。で
も、それは私たちの天の父を喜ばせることです。私が
神の必要事項にこのリクエストを書いても、神は気分を
害さないでしょう！そして、何千人もの人々が主を礼拝
することができる大きな教会などうでしょうか？主はこ

のように言われるでしょう。「私に求めよ。わたしは
国々をあなたのゆずりとして与え、地をその果て果て
まで、あなたの所有として与える。（詩篇 2：8）
この言葉が聖書にあることを知っていましたか？私
は将来分かち合わなければならないメッセージが見え
てきたと思います！
3 月 10 日の執事ミーティングでルースさんが伝道の
形として神が彼女に与えられたと信じていることを分か
ち合ってくれました。彼女は全ての女性と話をした後に
は、ハグするべきだと感じているそうです。3 月 1 日か
らその日の日曜日まで、彼女は約 10 人の女性と初対
面であってもハグをしたということです。そしてこのよう
に言いました。「伝道と恐れは両立しない。どんな恐れ
も少しでもあれば、伝道の願いを摘み取ってしまいま
す。」
それについて近い将来話したいと思っています。恐
れないようにしましょう。「人間が私に何ができるだろう
か？」と、私たちは大胆に言うべきです。
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
□ ルースさんは、今もホノルルにいますが、他の人々の
祝福になることを求めています。今週、彼女のためにお

□ 中国でのクリスチャンに対する迫害のニュースは絶えま

祈りください。

せん。主が彼らを守り、さらに多くの中国人たちを救っ

□ 多くのフィリピン人姉妹たちは、必要のために重労働を

てくださるよう祈るのは誰でしょう？神は、中国も愛して

しています。彼女たちの多くは、フィリピンにいる親族た
ちの生活費を支援するために送金していることをご存じ

います。
□ アメリカの悪の力は力を増してきています。中絶でも生

ですか？そのようなＨＳＫのメンバーたち、友人たちの

き残った嬰児を殺すことが許される法案が出ました。ア

ために祈るのはだれでしょう？

メリカの悪を止めてくださるよう主に求めてください！

□ 今月、数人の日本人牧師たちが「燃え尽きてしまった」

□ アメリカの多くの政治家たちは、イスラエルを支援する

という情報が、2 か所からベン牧師に入りました。その

ことを反対し、イスラエルの敵をサポートしています。神

意味は、彼らが牧師であることに疲れ辞めて、他のこと

がイスラエルを守り、祝福してくださるのを求めるのは

をしようとしていることです。主が彼らを力づけてくださ

誰でしょう？もしイスラエルが祝福されるなら、私たちは

るよう求めてください。「主を待ち望む者は新しく力を

祝福されます！

得、鷲のように翼をかって上ることができる。」（イザヤ

□ ＨＳＫのすべてのシングルマザーのためにお祈りくださ

40：31）

い。彼女たちは多くの仕事を成し遂げる知恵が必要で

□ ベン牧師は、今もクリスチャンビジネスをこの春開業す

す

る準備をしています。彼は、まだ多くの事を知りません。

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

彼が成功するように求めてくれませんか？

クエストカードの週報×とお書きください。

思いを巡らす

「愛の目覚め」

より抜粋 7 章「他者を自由へと導く」 著 Charles R. Swindol
他者に自由を与え、無制限の可能性を楽しま

リストと交わる生活から動かされます。非常に多く

せるよう、個人的自由を保障する点において

の信者が自由にされる必要があることを、私はこの

は、私たちはあまり協力的でないのではないで

30 年間見てきました。私たちの仕事は人々を自由に

すか？他者を助けるより、厳しくして自由を与

することです。神の御業は人々に慎みを与えること

えることを拒むことが多くあります。国々は、

です。神の御業は、私たちがするより遥か素晴らし

膨大なイデオロギーの違いを脇に置き、世界が

いことです。

自由であるように協力します。しかし、クリス

あなたは人々を助けるとき、プロのカウンセラー

チャンのコミュニティにおいて、個人が自由を

になる必要はありません。その友人が罠にはまって

見出すことの支援は論外とされています。酷評

いるのを自由にさせてあげればよいのです。恵みを

とも聞こえますが、この世界において、恵みを

殺すものに対して、あなただけが防御であり守りに

殺すものが、恵みの水を抜き、律法的な支配と

なることができます。

操縦の中に閉じ込めようとします。信じがたく

人々が、神が備えてくださった人生を知り、楽し

悲しいことに、他者の霊を萎えさせたり殺した

むのを助けること以上の宣教はないと、私は思いま

りしてしまいます。私たちは巨獣を自由にさ

す。

せ、他者を自由にさせません。
制限は適切であり必要ですが、聖書には、誰
かが別の者からの制限を必要とすることは書か
れていません。それをするのは律法です。律法
は恵みを締め出します。最善であるのは自制で
す。それはその人の内なる聖霊様と、イエスキ

第 5 金曜日、断食祈祷日は・・3

も加えられる可能性があります。現在のところ、以上の

月 29 日（金）です。その日は各自

クリスチャンたちが教会に仕え

ができる程度に断食し、祈りに時間

る心構えでいます。松尾三枝子

を費やしてください。その日の準備

さんは続けて会計を担当してく

期間として、昔イザヤを通して神が

ださいます。「神があなたがたを

語られた預言を注意深く学びましょ

益々祝福してくださいますよう

う。「わたしの好む断食は、これでは

に！」

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

今後から数か月、・・・ 教会室内の温度調節が難しく

とし、すべてのくびきを砕くことではないか。」（イザヤ

なります。室度が高くなると床がぬれ、靴底の汚れと混
じり合い、酷い泥汚れとなります。

58：6）

それを防ぐため、集会中は冷房
をかけます。冷えるのを気にさ

来週日曜（31 日）は教会ランチが・・・礼拝後にすぐ

れる方は、上着をご持参ください。

用意されます。美味しいラ
ンチを是非皆さん共に頂き
ましょう。当教会で初めて
食事される方は無料です。

ＦＭラジオに問題がありましたら・・・・別のラジオに

ランチ代金は学生・大人

替えて聞いてみてください。ラジオは

400 円、3 歳以上 300 円です。尚、フィリピン人女性た

牧師先生やゲストスピーカーたちの

ちのミーティングもその日に行われます。ＨＳＫのすべ

メッセージを聴くとき、多言語での通

ての女性たちは、そのミーティングや祈り会に参加でき

訳のために使われています。教会に

ます。

はＦＭラジオを多数用意しておりま

子どもたちのＨＳＫジョイクラブは・・4 月に行われま

す！

す。今月は、ジョイクラブの先生た
ちの都合によりお休みします。来月、

断食するときには、偽善者たちのようにやつれた顔

このイベントにあなたもお手伝いを

つきをしてはいけません。彼らは断食していること

頼まれるかもしれません。また、率

が人に見えるようにと、その顔をやつすのです。ま

先してボランティアをお願いします。

ことに、あなたがたに告げます。彼らはすでに自分

子どもたちは、ジョイクラブで祈るこ

の報いを受け取っているのです。しかし、あなたが

とを学んでいます！

新しい執事たちを紹介できるのを・・ 牧師先生は喜
んでいます。彼らは来月 4 月から 2020 年 3 月まで執
事を務めてくださいます。鈴木智子さん、鈴木祐子さん、
リンさん、ルースさん、マウリシオさん、悠起子さん、は
まもとアンジェロさんです。岡田幸男さんは、続けて教
会の監督者を務めます。今後、他の教会メンバーたち

断食するときには・・・人に見られないで隠れた所に
おられるあなたの父見られるためです。・・あなたの
父が報いてくださいます。
マタイ 6：16-18

