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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。
イザヤ書：66 章 1-2 節

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）

またいつでもお電話下さい。あなたのために祈
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祈祷会
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賛美リーダ―と奏楽者の練習
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賛美チーム練習

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
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いお子様を持つ方々が、ゆっくりとメッセージ

（水）

(２２号室)

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
（Independent）クリスチャンの集まりですが、
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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
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９：５５ 賛美・分かち合い・日曜学校・交わり！

りを持ちたい方は、私達の教会の体に加えられ
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１: ００

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）

ることを歓迎します。

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
春は到来したでしょうか？そう思います。そし
て、もうずぐくしゃみも止まることを希望します。
でも、しばらくは、私たち皆が健康であるよう続け
て祈ります。約１０日前になりますがハワイにいる
間、その島では多くの子供たちが肺炎にかかってい
ると聞かされました。そうです、島に住む人々も病
気になります。そして、先週の日曜日に私たちが学
んだように、その島には大きな「暗闇」がありま
す。私は今も国々の民の上に輝く「光」について考
えています。「暗闇の中にすわっていた民は偉大な
光を見、死の地と死の陰にすわっていた人々に、光
が上った。」（マタイ 4：16）「主は直ぐな人たち
のために、光を闇の中に輝かす。主は情け深く、あ
われみ深く、正しくあられる。」（詩編 112：4）
先週の日曜日に皆さんに語っている間、私は皆さ
んに多くのことを繰り返し語っていることに気付き
ました。私の思いのいくつかは繰り返す必要がない
と思う方もきっと何人かいらっしゃると思いますが
…私が語っているとき、神様が「もう一度言いなさ
い！」と私に語っていると感じます。ですから、そ
れが私がすることです。とにかく、忍耐をして下さ
い。
そうです、私はもう数日間、ルースのいない生活
を我慢しなければなりませんが…彼女の留守中、食
事を運んで用意してくださった皆さんにとても感謝
しています。美味しいパンに加えて、教会の多くの
女性からのチキン、ビーフ、ハム、そしてその他美
味しい食べ物を頂きました。（それからある兄弟か
らもです）。ありがとうございます。私には食べる
ものが沢山あります！あと数日もすると、ルースが
帰ってきて食事を作ってくれます！
今日は３月の最後の日です。そして明日は、今
年第４番目の月…４月になります。（そして、明日

は、エープリールフールの日ですから、皆さんが私
に話をするときは、私は注意して聞くでしょう！）
どにかく、来月天のお父様がして下さると私が希望
していることにつて思うとき、神様を喜ばせるため
に行きたいという私たちの願いが増し加わることも
同時に希望します。そして、主を喜ばせるために生
きることの一部はこれだと思います：絶えず神様の
助けを求めて主を呼ぶことです。ダビデ王が全能な
る主について学んだことの一つはこれです：私たち
が助けを求めるとき、神様は必ず私たちに答えて下
さるということです！「主よ。まことにあなたは
いつくしみ深く、赦しに富み、あなたを呼び求め
る：」すべての者に、恵み豊かであられます。」
（詩編 86：5）「私は苦難の日にあなたを呼び求め
ます。あなたが答えてくださるからです。」（７
節）私たちは、私たちに対する助けと守り、祝福を
日々神様に求めないことによって深刻な間違いをし
ています。来月、明日から神様の助けを求めること
にもっと上手くなりましょう！
来週の日曜日、主の御心ならば、ルースが私た
ちと一緒にいるでしょう。彼女は電話で、皆さんに
会えなくて寂しいと、そして帰国を楽しみにしてい
ると言っています。今週彼女が健康であるよう、そ
して金曜日の無事の帰国をお祈りください。春はも
うここに来ています。そして、私たちは何か新しい
ものを天から期待することができると思います。皆
さんはどう思いますか？

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
「最高の贈り物」
友人のバーバラは長年、多くのカードや思い
やりのあるプレゼントをくれました。キリスト
を救い主として受け入れたときは、聖書をもら
いました。彼女は「毎日、神のそばで、聖書を
読み、祈り、信頼と従順を育むことで、神のみ
そばを歩み、霊性を成長させることができる」
と教えてくれました。神を深く知ることができ
るように導いてもらったおかげで、私の人生は
変わりました。
バーバラは使徒ピリポを連想させます。彼は
イエスに招かれると（ヨハ：1：43）、すぐさま
友人ナタナエルに「モーセが律法の中に書き、
預言者たちも書いている方に会いました」（４
５節）と伝えました。彼が疑っても、口論した
り、あきらめたりせず、「来て、そして、見な
さい」（４６節）と促しました。

祈りのリクエスト

ナタナエルがイエス様を「神の子」、「イエ
スらえるの王」と宣言して、どれほどピリポは
喜んだことでしょう（４９節）。イエスが約束
された「さらに大きなこと」を、友だちも見ら
れると確信できるのは素晴らしい祝福です（５
０-５１節）。
聖霊は神と人の親密な関係を始動させ、神を
信じるすべての人の内に住まわれます。神と個
人的に知り合う関係を築き、霊とみことばを通
じて日々、神と交わることを人に勧めるように
導いてくださいます。「イエスをもっと深く知
りましょう」という招待は、贈る人にも受ける
人にも、最高の贈り物です。

イエスはもらって嬉しい、
あげて嬉しい、最高の贈り物だ。

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(✓)

□この教会の多くの子供たちが、来月から学校が
始まります。主が彼らを祝福し、健康を守って
下さるよう、再び主にお祈りください。
○さとるさんの息子さんを主が祝福してくださるよう
に祈りましょう。彼は出来るだけ早く、彼の奥さ

んと息子さんが彼と一緒に暮らせることを願っ
ています。このことを主はお出来になると信じ
る方は誰ですか？
□山下パトリシアさんは、彼女の姉のメアリーさ
んのための祈りを求めています。彼女は、すぐ
に仕事のためカタールに行きます。
○鈴木康亮さんは、肺から背中にかけて痛みがあ
ります。主がそれを取り除いてくださるよう、
祈りましょう。
□イスラエルの国民は、イスラエルを滅ぼしたい
と願うテロリストたちと現在衝突があります。
主がこの国民とそこで暮らす全てのクリスチャ
ンたちを守って下さるよう、お祈りください。
〇村田賢美さんは、お姉さんの道子さんのための
祈りを求めています。彼女はお医者さんが治療
することができない珍しい病気を患っていま
す。「主よ、今日彼女を癒してください！」

□マルシオさんは、彼自信と彼の家族のための祈
りを求めています。彼は、家族の信仰が強くな
ること、そして健康を楽しむことを願っていま
す。それは、私たちの教会の全ての家族にとっ
て素晴らしい祈りのリクエストです。
○再びエリザベスさんのためにお祈りください。
彼女は、家族の世話をするための体力が必要で
す。主が、トルーマンさんに良い仕事をすぐに
与えて下さるよう、お祈りください。
□最近ニュースで報告されたことですが、多くの
中国人たちは他の目的地への飛行、或いは特急
電車の使用さえも禁止されています。なぜでし
ょうか？彼らは大きな借金があります…本当に
巨額の借金です。ですから政府は彼らに歩かせ
る、又は普通電車を使わせています。私たちは
頻繁に中国のために祈る必要があります。
○続けて私たちの国民のためにお祈り下さい。

☞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
★最新情報…ブリッジ・フォー・ピースからイスラ

円）、ニュー・ライフ連盟（聖書

エルに関する最新情報が教会玄関に

印刷）(15,000 円)、そしてティッ

あります。無料です。そして…来週

クン（イスラエル宣教）(15,000 円

日曜日（4 月 7 日）はイスラエルの祈

+1,000 円）：1 月からの什一献金

祷会が午後 1 時半から礼拝室でありま

総額：158,500 円です。ありがとうございます。

す。この祈祷会が始まる前に、お弁当を持参して他の

(注：この会計報告は、牧師先生が 2 週間前に留守で

方たちと一緒にランチをしてはどうでしょうか。今

したので遅くなりました。ご了承下さい。）

週、イスラエルの国民のためにおいの下さい。イスラ
エルの敵からの攻撃は、深刻な戦争の始まりのように

★先週牧師先生がお知らせしたように…牧師先

見えます。

生のご長女、エリザベスさんが今
年 10 月に 6 番目の赤ちゃんを出産

★牧師先生は…新しい電話番号を所有しました：

する予定です。べべちゃんは、殆

番号は 080-8117-1774 です。古い番号

ど毎日とてもひどいつわりがあり

は、彼の仕事に関連する連絡先として

ます。妊娠は彼女にとって喜ばしい経験ではありませ

使用されます！そして、牧師先生は、

ん。また、トルーマンさんは良い仕事が必要です。彼

今もこのビジネスを始めるにあたり、

のためにお祈りください。

神様の助けを必要としています。今週、牧師先生のた

★さとるさんは…息子のイチロウ君が誕生したこ

めにお祈りください。

とを皆さんにご報告できること

★教会什一献金…46,000 円は以下の通り分配され

をとても喜んでいます。3 月 20

ました：真美さん、りょうさん（石巻宣教）(16,000

日にフィリピンで生まれまし
た。素晴らしい！お母さんと赤
ちゃんが直ぐに日本に着くよう祈りましょう！

会計報告

█▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
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教会の会計係である松尾三枝子さんから、皆さんによる審査のために、教会の月間収支報告書を用意しま
した。２月１６日から３月１５日までの分です。詳細はインフォメーションスタンドにあります。概要は
以下の通りです。
項目

（単位は全て円）
先月繰越金

収入

支出

残高

一般会計

¥o

¥455,613

¥513,191

-¥57,578

建物献金

¥732,646

！¥4,238

¥57,578

¥679,306

援助金

¥22,587

¥0

¥0

¥22,587

クリスチャン・スクール基金

¥38,381

¥0

¥0

¥38,381

宣教師基金

¥158,697

¥0

¥0

¥158,697

奨学金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

¥5,452

¥0

¥0

¥5,452

伝道基金

¥61,169

¥0

¥0

¥61,169

墓地献金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

クリスマス基金

2019 年 2/3 月の教会什一献金は 46,000 円+1,000 円です！HSK に捧げて下さった皆さんに感謝します。
神様の祝福が皆さんにさらに豊かにありますように！什一献金の詳細報告は今週の週報に記載されています。
什一献金の使用用途の詳細報告は来週の週報に掲載します。牧師先生は他の人々への捧げる願いを感謝してい
ます！

