Welcome to HSK!

浜松救い主教会!
2020-1-19

Hamamatsu Church of the Savior

浜松救い主教会(HSK)
〒430-0853

浜松市南区三島町 522
TEL:053-442-5080
FAX: 053-442-5186
携帯：080-8117-1774
E-mail:
hskchurchjapan@gmail.com
ウエブサイト www.hskchurch.com

新しい歌を主に歌え。全地よ。主に歌え。主に歌え。
御名をほめたたえよ。日から日へと、御救いの良い知らせ
を告げよ。主の栄光を国々の中で語り告げよ。
その奇しいわざを、すべての国々の民の中で。
まことに主は大いなる方、大いに賛美される方。
すべての神々にまさって恐れられる方だ。

浜松救い主教会はプロテスタントの単

まことに、国々の民の神々はみなむなしい。

立（Independent）クリスチャンの集まりで

しかし主は天をお造りになった。

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

尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。

から神様を知りたい、またこの思いを持

詩篇 96：1-6

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。

はじめて来られた方、歓迎します！

今週の予定

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

1/19(日）今日

ＰＭ 6：55 見張り人の集い！（祈祷会）

1/22（水）

PM

1/23（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

１：30

祈祷会(ルーム 22)

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。

1/26 (日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
賛美、HSK 日曜学校＆交流！
教会ランチ

夜の祈祷会はありません。

牧師より

と

親愛なる HSK の皆様へ！

その囁きで私は夜中悩まされました。とうとう朝になり、私

皆さんは、今年の始まりをどのように感じているか分か

は、壊れたスクーターに私の電話番号と部屋番号を書いた

りませんが、私はとても嬉しく思っています。確かに 1 週間

メモを貼りました。それから 2 日後、そのスクーターの持ち主

以上体調が悪かった方々もいましたが、ルースさんと私は

が玄関に現れました。私は、彼のスクーターを破損してしま

不平を言わないことに決め、小さな試練だと受け止めまし

った事情を説明し、弁償することを伝えました。しかし、残念

た！

なことに、その部品はもう販売されてないと言うのです。それ

先週は、前の週の午後に持たれた執事会での提案につい

で私は 1 万円を差し出し、受け取ってくれるように頼みまし

て考えていました。その一つは、今年断食を多くする提案

た。けれども、彼は受け取れないと言って、私が無理やりに

で、私も同意しました。また、子どもたちに祈りを導いてもらう

ポケットに入れようとするのを、身をよじって拒みました。そ

という案も出ました。それも良い案だと思いましたので、実行

れから、「ベンさん、心配なさらないでください！」と言って笑

していきましょう。また、もっと良い証人になろうという案もあ

いながら去って行きました。

りました。それらを目標にしていきましょう。

結論：私に新しい友人が与えられました！

皆さんに再びお礼を申し上げますが、いかなる額において
もＨＳＫに捧げてくださりありがとうございます。すべてのお

確かに、意外な方法で友人が与えられましたが、・・神が
ご介入くださった結果です！

金は賢く使われていると信じております。教会で購入した物

あなた方すべては、私とルースさんにとって特別です。あ

の中には高額の物もありますが、中古の物を選び、支出を

なた方と歌い、話し、握手し、ハグするのは、私たちの喜び

減らすよう努めております。別の建物に移動するには多額

です。今年、主があなたを益々祝福してくださいますように。

の費用がかかると思いますが、私は長い間天のお父様に求

全能なる神に祝福されている皆さんと、私は大いに喜びた

めています。神は、私たちの必要を満たしてくださる驚くべき

いです。

ことをしてくださるでしょう！
2 週間前になりますが、台風のような強風の日がありまし

あなたの牧師

ベン

た。それで夕方ごろ、マンションの寝室がら私のスクーターを
見てみると、吹き飛ばされて隣にあったスクーターに倒れ掛
かっていたのです。私は慌てて外に出て、自分のスクーター
を起こしたのですが、もはや、私のスクーターのハンドルが
ぶち当たり、隣のスクーターのウインドシールドが壊れてい
ました。そのとき、私にある誘惑のささやきが聞こえました。
「だれも見ていないのだから、あなたのせいではないとしてし
まえ。ウインドシールドの修理代金は 1 万または 2 万、もしく
は 5 万かもしれないぞ。」

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。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
□ フィリピンで噴火した火山付近に住んでいる方々のた

□ 今、スウェーデンに住んで働いている、昌恵さんの娘

めに、お祈り下さい。神さまが全ての人を守って下さい

（ひかりさん）のために祈りましょう。主が、ひかりさん

ますように。

に多くのクリスチャンの友人を与えて下さいますよう

□ 今年、私たちの愛する人がイエスさまと出会うと、信じ
続けましょう！クリスチャンの夫を望んでいる、幾人か
の素敵なクリスチャンたちがいます！
□ 新天皇とご家族のために、祈って下さいませんか？彼
らは皆、人生にイエスさまを必要としています。
□ オーストラリアの国は、まだ酷い火災を経験していま
す。たくさんの雨が降るように祈りましょう。
□ 私たちの教会リーダーたちのために、祈り続けましょ
う。彼らは喜びをもって教会に仕えています。
□ ＨＳＫで子どもたちを支えることを、どうぞ覚えて下さ
い。主が彼らを祝福し、全てを安全に守られますよう
に。
□ 雅美さんは、膵臓の問題を抱えている母（すみこさん）
のために、祈り求めています。どうぞお祈り下さい！

に！
□ あなたは、クリスチャンではない、おそらく邪悪なことを
する政府指導者を知っています。最近、この方のため
に、祈ったことがありますか？今週、この方のために祈
ってみませんか？
□ 今年、おそらく何千人ものクリスチャンたちは、彼らが
嫌われている国で死ぬでしょう。これらの国々にいるク
リスチャンたちに神の守りがあるように、再び主に願い
ましょう。中国、ロシア、イラン、イラクのクリスチャン
は、どうですか？
□ ホナルドさんとアンドレアさんの息子（ルアンさん）のた
めに、誰か再び祈って下さるでしょうか？彼は本当に
主に触れられる必要があり、主はこれをとても簡単に
できます。

□ アメリカとイランの間には、まだ緊迫しています。この事
態のためにお祈り下さい。

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リクエス
トカードに週報×とお書きください。ありがとうございます。

思いを巡らす
「Living & Praying In Jesus Name」より抜粋 「御名を生きる」 著 Dick Eastman

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR」＊
を表してくださる。キリストの完全さは、ギリシャ語
R_IKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk/.;lk777777777777777777777777777777777kkkkkkkk・
イエスは、アルファでありオメガ（黙示録 1：
8）であると書かれている。キリストは絶えずおら

のアルファとオメガでは、まったく言い尽くすことが

れ、永遠におられ、すべてにおいてすべてであ

できない。アルファとオメガはギリシャ文字の初めと

る。アルファでありオメガであるというフレーズ

終わりであるが、その全ての中、つまりイエスの御名

は、あまりにもよく使われるため、その重要な意

には、宇宙の全ての力が存在する。そして、どのよう

味を失いがちである。ヨハネの黙示録では 4 回使

な力（悪霊も含め）よりも以前から存在し、現在従う

用されており、キリストが神の直接的な表れであ

どんな力よりも長く永続するものである。

るとして、完全であることを示している。キリス
トご自身が、「わたしはアルファでありオメガで
ある。始めであり終わりである。・・」と伝えた
意味は、ご自身のご性質にある。
黙示録で、弟子によるキリストの御姿の啓示が
1：13-16 に書かれている。それらは、次に来る 2
章に詳しく述べられており、指摘された教会の失
敗や必要に対し、効果的に解決できるキリストの
力を伝えている。
キリストは、私たちの世界において、力の完全
統一である。初めから終わりまで、完全な愛と力
は主のものであり、キリストは、ご自身の民を通
して人々を愛し治める。そして、彼らに主ご自身

しょう。

来週の日曜日（26 日）は、・・、ラモス・マウリシオさ
んがスピーカーです。彼は、自分自身に対して、また教
会に対して神が語ってくださった言葉

来週の日曜日（26 日）は・・朝礼拝の後、美味しい

を、いつも喜んで分かち合ってください

教会ランチがありますので、ぜひ残

ます。神が何を語ってくださるのか期

って食事を共にしてください。これ

待しましょう！

は、今年皆さんと食べる最初の食
事です。共に交わる素晴らしい時と

ＨＳＫのＥメールアドレスが変わりました！

なるでしょう。ＨＳＫに来られて初め

先週よりＨＳＫのＥメールアドレスが変わりましたので、

て食事をされる方は無料ですので

教会についてのお問い合わせにはご利用くださるよう

ぜひお召し上がりください！

身近な方々にお知らせください。
ＨＳＫの皆さんは、いつでも直接ベン

今月最後の金曜日（1/31）・・・ＨＳＫメンバーの皆さ

牧師とルース夫人に気軽にお話しく

んには、断食祈祷の日としてご参加を求めます。これ

ださい。以下が新しいアドレスです

は、今年初めての断食祈祷日となります。来週の日曜
日、ベン牧師は、皆さんが今年期待できる断食祈祷の

hskchurchjapan@gmail.com.

経験について話す予定です。やりましょう！

（どなたでもメールで連絡できます！）

教会からの什一献金充当先については次回の週
報にてお知らせします！

祈りのリクエストカード
は・・・ 日本語、英語、ポルトガル
語で書かれています。どの言語のカ
ードでもご自由にお書きください。提出
されたカードは 1 か月間教会にて神
の御前で祈ります。皆さん共に祈りま

HSK 月間会計報告(2019 年 12 月-2020 年 1 月)
項目

先月繰越

収入

支出

教会の会計係、松尾三枝子さんか

残高

ら、教会の月間収支報告書が提出さ
れました。20１9 年 12 月１６日から

一般会計

¥563,469

¥593,682 ¥498,279 ¥658,872

建物献金

¥640,780

¥4,402

¥0

¥645,182

援助金

¥60,968

¥0

¥0

¥60,968

クリスチャンスクール基金

¥138,697

¥0

¥0

¥138,697

宣教師基金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

奨学金基金

¥5,452

¥0

¥0

¥5,452

す。神の祝福が皆様にさらに豊か

クリスマス基金

¥11,169

¥0

¥0

¥11,169

にございますように!他者に与え

伝道基金

¥130,126

¥0

¥0

¥130,126

墓地基金

¥563,469

2020 年 1 月１５日までの分です。詳
細は SKI スタンドにあります。概要は
以下の通りです。
教会什一献金の額は、59,000 円で
した。HSK に捧げてくださったす

¥593,682 ¥498,279 ¥658,872

べての方々、誠に感謝申し上げま

続けてくださる方々に、牧師先
生は大変感謝しています!ハレ
ルヤ！神に栄光あれ！

