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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、大いに賛美されるべき方。
すべての神々にまさって恐れられる方だ。
まことに、国々の民の神々はみな、むなしい。
しかし主は天をお造りになった。
尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。

hskchurchjapan@gmail.com

詩編：96 編 1-6 節

(インターネットアドレス)
(日本語)http://www.hskchurch.org
(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
今日（日）

PM

２/２３

１：３０

監督者と執事たちとのミーティング

今晩の祈祷会はありません

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

２/２６

ラー、又は妻のルースにおっしゃって下さい。

（水）

PM

１：３０

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

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
Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ

２/２７
(木)

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

第一回断食祈祷の日

ていますのでご利用下さい。

AM

８：４５

賛美チーム練習

３/１

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり…

(日)

PM

１：００

母親たちの祈祷会

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)

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。

第二回目断食祈祷の日

３/２
（月）

PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

牧師より
親愛なる HSK の皆様へ！
きよ
最近はとても良い気候になっていると思います
が、いくつかの”虫たち“が病気を引き起こしてい
ますので、あなたが触れるものにはお気をつけ下さ
い！私は、先週一日本当に病気でした。皆さんは私
が罹った病気は欲しくないと思います。
多くの人々を病気にしているコロナウイルスにつ
いての報道をあまりご存じない方がいるかもしれま
せんが、それは今も感染を広げています。私は更に
中国のために祈っています。そこではこのウイルス
により数千人の人々が亡くなっているからです。で
も、一方では警察官がマスクを着用していないとい
う理由である人を打ちたたいている映像も見ていま
す。ユーチューブに投稿されたあるビデオでは、中
国のあるアパートのドアを居住者を内に閉じ込める
ために溶接機で密閉していました。そして、中国の
村々では人々が行き来できないように道をふさいで
いるのを見ましたか？私の結論です：中国は本当に
福音が必要です。あまりにも多くの人々が非常に恐
れています。この国のためにもっと祈りましょう。
最近、私はリラックスするために何をするか尋ね
られました。数秒間、その質問に対する答えが分か
りませんでした。でも、私が楽しんでしていること
の一つは、妻と一緒にモールを歩くことです。どこ
ででも妻と一緒にランチを楽しんでいます。私がリ
ラックスするためにしていることの彼女の答えは”
ニュースを読むこと”でした。でも、もしニュース
が最悪のものでしたら、どうしてリラックスできる
でしょうか？その疑問に対する私の答えです：私は
ニュースを読んで祈ります。そして、翌日にそのニ
ュースがよくなっていることを期待します。もちろ
ん、そのニュースがいつも翌日によくなるわけでは
ありませんが、大切な人々の人生の中に小さな変化
があることは、私を励まします。そして、皆さんの

人生に少しの変化があることも私を励ますのです！
来週は、大切なイベントが二つあります。一つは
断食祈祷で、もう一つは母親たちの祈祷会です。一
つの考え方として、断食は食事をしないで耐える日
だと考えるかもしれません。そして祈祷会は、私た
ちの予定をめちゃめちゃにするまた別のイベントだ
と考えられるかもしれません。でも、聖書の御言葉
の“犠牲”には真実の意味があります：そして、辞
書の定義はこうです：より重要、又は価値あるとみ
なされるもののために大切なものをあきらめる行
為。もし、私たちがこのことを信じられたならば、
私たちの時間を賢く使うでしょう。
今日、私とルースは私たちの孫たちを HSK に連れ
て行きます。二人は数回 HSK に来たことがあります
が、皆さんもお気付きのように、以前よりももっと
大きくなりました。(そして、彼らには小さな弟も
出来ました！)私は毎日彼らに話していますが、彼
らはまだ私に話しません…ただ少しだけ私に微笑み
かけてくれます。でも、彼らに毎日語り掛けている
と、私の内でこの良い奇妙な感情が生まれます。そ
の感情は、彼らが泣くときに、彼らがすることから
生まれます。そして、彼らはどうするでしょう？彼
らは私を見て、私に抱き上げてもらいたいと思いま
す…ただ彼らを抱きしめます。私が悩んでいる時に
神様に抱きしめて欲しいと願うなら、神様の心に良
い奇妙な感情を起こさせるのではないだろうかと思
います！
主があなたを更に祝福して下さいますように。
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。

日

思いを巡らす考え
「刺し通された愛」
電話もメールもしました。そして今、門の前に立
っていますが、返事はありません。カーラの兄は、
うつ病と依存症から引きこもっていました。カーラ
は何とかしたいと兄の好物に元気のでる御言葉を添
えて、門の上から中に降ろそうとしましたが、忍び
返しに引っ掛かり、中身が地面にこぼれました。思
いやりの品は無駄になったのでしょうか。兄が気づ
き、彼女の思いは伝わるでしょうか。カーラには、
希望を捨てずに兄の癒しを祈ることしかできません
でした。
神は世を愛されたので、人の罪を壁を越えてひと
り子をくださせ、疲れて自分の殻に引きこもる世界
に、愛と癒しをもたらされました(ヨハネ 3：16)。
しかし、そこには犠牲が伴いました。イザヤが「彼
は私たちの背きの罪のために刺し通され、私たちの
咎のために砕かれた」(イザヤ 53：5)と予言してい
るとおりです。

神のひとり子の傷が、究極の癒しという希望をも
たらします。神が、私たちのすべての咎をその岡谷
負わせられたからです(6 節)。
イエスは、私たちの罪と、私たちの必要によって
刺し通された、神の贈り物です。このお方は、今日
の世界にも新たな視点と力をもって来られました。
あなたにとって、この神の贈り物は、どういう役目
を果たしますか。

神よ、私の必要を今日、満たすために、
私の心の壁を乗り越えて
イエスという贈り物を下さり、
ありがとうございます。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

祈りのリクエスト

☐

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(✓)

□大きな祈りのリクエストがあります：この浜松市の
すべての人々の救いのためにお祈り下さい！今週祈

イジィさんの他のお子さんたちのためにもお祈り下

りましょう。
○私たちの中に存知の方もいらっしゃるあるブラジル
人のご家族が祈りを必要としています。親族が神様

さい。
○主がジョアンナさんに健康を与えて下さり、誕生し
たばかりの赤ちゃんの健康も守って下さるよう、お
祈り下さい。二人は今週自宅に戻ります。

から離れています。主がこのご家族を助けて下さる
よう、何方か祈って下さいますか？
□中国ではこの数週間で、数千人の人々が亡くなって
います。そして、ウイルスは今も感染が拡大してい

□ベネッサさんは、多くの問題を抱えている女性たち
に話をするとき、神様の知恵を必要としますので、
彼女のためにお祈り下さい。また、彼女は、母親た

ます。今週、中国のためにお祈り下さい。
○教会メンバーの方の息子さんが今日主を必要として
います。再びルアンさんのためにお祈り下さい。

ちが共に祈るとき主が大いなることをして下さるこ
とを願っています。
○最近行われた教役者大会に出席した多くの牧師先生
たちは、会衆の少ない教会を牧しています。教会の

□鈴木宏美さんのご家族の救いのために主に祈って下
さる方はいますか？彼女は、頻繁に彼らのために祈
っていました。
○ナイディーンさんは、重度の消化器系の問題を抱え

成長がゆっくりであると、容易に失望します。様々
な教会の牧師先生たちのために再びお祈り下さい。
今年は、私たちが“見て”“聞く”年になるかもし

ているお姉さんのための祈りを求めています…それ
は本当に深刻です。今週、ポーリンさんの癒しを求
めて主にお祈り下さい。
□宮島デイジィさんは、仕事を必要としている娘さん
と彼女のご主人、そしてフィリピンにいるご家族の
ための祈りを求めています。そして、この祈りのリ
クエストに加えて、完全な癒しを必要としているデ

れません。

☞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
★3 月 1 日 2 日は…次の断食祈祷

★3 月 14 日…遠州キリスト教会で若者たちの賛美

の日になります。そうです、今朝この

集会があります。このイベントにつ

ことについて牧師先生から更にお話が

いての詳細は SKI スタンド、または

あります。私たちの家族や教会に主の

鈴木康亮さんにお聞き下さい。HSK に

祝福を一致して求める日を更に増やし

出席している全ての若者たちは遠クリ

たいと思っています。

主催のこのイベントに是非お越し下さい。

★毎月第一日曜日は…HSK に出席している全ての

★牧師先生ご夫妻は…新たに孫のカイ君(3100 グ

お母さんたちは、母親たちの祈祷

ラム)が誕生したことを皆さんにお知

会に参加下さい。午後 1 時から 1

らせできることを大変喜んでいま

時半まで、指定された部屋でお母

す。彼は、神戸で正午頃に誕生しま

さんたちが一緒に祈ります。最初

した。母親のジョアンナさんと父親

の母親たちちの祈祷会は 3 月 1 日

の大輔さんは、主が彼らに与えて下さったこの赤ちゃ

です。

んをとても喜び感謝しています。

★また、来週日曜日(3 月 1 日)は…イスラエル

★松尾三枝子さんに感謝します…彼女は何年間

のための祈祷会が午後 1 時半からあり

も教会の財政記録を正確に管理して

ます。皆さん、この祈祷会に出席下さ

下さいました。彼女の責任を注意深

い。詳細については鈴木智子さんにお

く、鈴木智子さんを含む他の人たち

聞き下さい。

に移行しています。牧師先生は彼ら
にとても感謝しています。

会計報告
▇▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
教会の会計係である鈴木智子さんから、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。１月１６日から２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

一般会計

¥658,872

¥601,895

¥547,311

建物献金

¥645,182
¥60,968
¥138,697
¥171,527
¥5,452
¥11,169
¥130,126

¥
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0

援助金
宣教師基金
奨学金
クリスマス基金
伝道基金
墓地献金

¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0

残高

¥713,456
¥645,182
¥60,968
¥138,697
¥171,527
¥5,452
¥11,169
¥130,126

2020 年 1/2 月の教会什一献金は 61,000 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！

