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浜松救い主教会はプロテスタントの単

彼らがあなたの口のみことばを聞いたからです。
彼らは主の道について歌うでしょう。
主の栄光が大きいからです。まことに、主は高くあられ
るが、低い者を顧みてくださいます。
しかし、高ぶる者を遠くから見抜かれます。
私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくだ
さいます。私の敵に向かって御手を伸ばし、
あなたの右の手が私を救ってくださいます。

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

詩篇 138：4-8

今週の予定
2/16(日）今日!

ＰＭ 6：55

2/19 (水)

PM 1：25 祈祷会（ルーム 22）

2/20（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

見張り人の集い（祈祷会）

ことを歓迎します。

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
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。

2/23(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
教会ランチ

夜の祈祷会はありません！

牧師より

じし

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
私がこの手紙を書いている頃、私とルースさんは
浜松で開かれている教役者大会に出席しています。こ
の３日間の大会に 500 人以上の牧師や教会リーダー
たちが参加しています。すべての説教者はとても情熱
的で、私たちは大変励まされました。私は今もそのメッ
セージを熟考しています。日本人でクリスチャン３代目
の牧師が説教してくれましたが、彼はイスラエルの市
民権を持つ方でした。彼のメッセージは、神の御国と日
本についてでした。私はそのメッセージを聞き、主が私
たちの人本列島になさりたい大きなビジョンが与えられ
ました！今日、私の思いは：今この時代に、私たちが
日本にいることをとても嬉しく思っています。神は多くの
人々の人生を変えるための福音を計画されています。
ここにいるべきです！ここが生きるべき島です！
今日の午後、私とルースさんは神戸に住む娘の第
三子出産（火曜日）準備に付き添います。ぜひ娘と誕
生する男の子のためにお祈りください。そして、私たち
は次の日曜日に、娘の上の子ども達二人（オークくん
とケイトちゃん）をＨＳＫに連れていきます。おじいちゃ
んとおばあちゃんは、それを楽しみにしています！
毎日、中国発のウイルスについてのニュースを目に
します。おそらく各国の感染者は増え続けているでしょ
う。しかし、大量の死者が中国で続出しています。全能
なる神がこのウイルスを消滅してくださるよう共に祈り
ましょう。中国人の感染者や死者は何人になったでしょ
うか？中国の政府が神の助けが必要であることを悟る
よう祈りましょう。必ず主は、エジプトの王にモーセを通
して、「わたしの民を去らせなさい！」と語ってくださった
ように、政治家たちにご自身を表すことができます。そ
して、皆さんにお願いします。私たちはウイルスを恐れ
るべきではありません。主は私たちと共におられます。
教役者大会のワークショップのテーマの 1 つには、

神がどのように日本を変えるかについてでした。その
講師は、首都圏で非常に成功している大きな教会の牧
師先生でした。私は、彼を通しての成功を神に感謝し
ましたが、小さな声も聞こえました。「あなたは彼のよう
ではありませんね。彼はあなたよりも上手に話すことが
できます。彼はあなたより尊敬されています。彼は耳も
良く聴こえます。」
その声は御父の声でないと分かっていましたが、私
は自分がより小さく感じました。けれども、その時御父
の声が聴こえました！「あなたが望むことをわたしに話
しなさい！」
今年、神との対話によってこの教会に良い結果とな
ると思います！私たちが皆、信じることのできるこれら
の言葉はどうでしょう。「わたしの恵みは弱さの中で完
全に現れる！」（2 コリント 12：9）
信じましょう！私たちは栄光の王と共に歩んでいる
のです。そのご栄光を私たちは日本で見ると信じま
す！信じましょう！

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
□ 三枝子さんは友人（鈴木さん）のために、祈り求めてい
ます。彼女は、このご友人の方が救われるのを見たい
と望んでいます。

□ １８日火曜日に、帝王切開で子どもを産むジョアンナさ
んのために、どうぞお祈り下さい。彼女は元気に、健康

□ 康亮さんは、家族の救いを信じています。直ぐに、この
ことがなされるように祈りましょう。

な赤ちゃんを産みたいと望んでいます！
□ 多くの牧師は、先週の研修会で祝福されました。これら

□ 私たちは、コロナウイルスのワクチンが発見されること
を、更に信じる必要があります。世界中で病気になって

の牧師たちが、励まされますように祈ります！
□ ヴァネッサさんは、多くのお客さんたちと福音を分かち

いる方々の癒しのために、誰が主に求めて下さいます

合いたいと願っていますので、彼女のために祈って下さ

か？

いませんか。

□ 原付の免許を取得しようとしているガブリエルさんのた

□ ＨＳＫの全ての子どもたちのために祈り続けましょう！

めに祈りましょう。４月に彼は専門学校で勉強を始めま

主は一人ひとりを愛し、彼らのためにご計画がありま

す。

す。

□ 今週、アメリカのために祈って下さいませんか？トラン
プ大統領は、私たちの祈りを必要としています。

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合

□ ちゃこさんは、家族全員の救いを信じています。今週、

は、リクエストカードの週報×とお書きください。

山本家のために祈りましょう。

思いを巡らす

「キリストにある充足」

より抜粋 「この御名を生きる」 著 : ディック・」イーストマン
ピリピ 2：12 の主なテーマは「あなたの救い

はなく、信者の中にある天からの資源を元にした聖

を達成しなさい。」です。ギリシャ語では、

なる生活を保ち、努力して生きなさいという意味で

「あなたの救いを働かせるために努力し続けな

す。（ピリピ 2：13）聖書には、そのような命令が

さい。」という意味であり、クリスチャンがす

満ちています。例えばローマ 6：19「・・あなたが

べき聖別のことをいいます。

たは、以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として

ある人々は、自分自身で救いを勝ち取る意味
だと勘違いしています。しかし、聖書で明示さ

捧げて、不法に進みましたが、今は、その手足を義
の奴隷として捧げて、清潔に進みなさい。」

れていることは、救いは神からの賜物です。私

また、救いを達成する命令は、ゴールに向かって

たちの働きの結果でもなく、だれも誇るべきで

突き進むことを言っています。パウロは、ピリピの

はありません。（エペソ 2：8-9）さらにパウロ

人々にキリストのように完全になるための救いを推

は言及しています。「律法によってはだれも義

し進めています。言い換えれば、あなたの救いのた

とされることはできません。すべての者は罪を

めに働きなさいではなく、栄光ある信仰の完成に向

犯したので、神からの栄誉を受けることが出き

かって進んでいくあなたの救いを働かせなさいとい

ず、ただ恵みにより、キリスト・イエスによる

うメッセージです。

贖いのゆえに、価無しに義と認められるので
す。・・人が義と認められるのは、律法の行い
によるのではなく、信仰によるというというの
が、私たちの考えです。」（ローマ 3：20、2324、28）
「あなたの救いを達成しなさい」というの
は、未信者が救われるよう頑張れという命令で

来週日曜日 （22 日）は・・幸男さんがスピーカです。

3 月 1 日、2 日は・・・再び断食祈祷の日となります！

彼は私たちが最近歌う新しい賛美

牧師先生から今日、それについてのお話しがあります。こ

に励まされているそうです。また、

の 2 日間の断食祈祷は、執事たちと監督

彼のご家族や友人たちに主が働い

者によって承認されました。私たちは、教

ていることにも励まされています。

会の祝福を皆が一致して神に求める日を

主が彼を通して語ってくださるメッセ

増やしていきたいです！この断食祈祷日

ージを期待しましょう。主は私たちを

についての案内は来週の週報にも掲載し

成長させ、さらに良い礼拝者へと変えてくださいます。

ます。

注意： 教会のエアコンの温度調節は皆さん全員の快
適度に合わせることはできません。

毎月第一日曜日は・・・ＨＳＫのすべて

そのため、寒いと感じる方もいると

のお母さん方は、‘母の祈り会’へのご出

思いますので、各自、温度調節のた

席をお招きします

めの服装をご用意ください。また、

午後１：00～1：30 行われます。祈りの部

換気のために窓を開けることもあり

屋は当日表示されます。最初の‘母の祈

ますので、ご了承ください。結論：毎

り会’は３月１日です。この祈り会につい

週、上着をご持参ください！

ても、今日ベン牧師からお話しがありま
す！やりましょう！

ベン牧師とルース夫人は、・・・今日の午後から火曜
の午後まで神戸に行きます。そして、3 月中旬にも、再

来週日曜日（２３日）・・・朝礼拝の後に教会ランチが

び神戸の家族と会い、新しいお孫さ

あります。美味しい食事をしながら共に語らい、楽しい

んに会う予定です。彼らとその家族

時を過ごしましょう。料理長のリンさんは、皆さんのた

のために祈ってくださりありがとうご

めに食事を作ることをとても楽しんでいると、ベン牧師

ざいます。ジョアナさんと大輔さんの

に語ってくれました。ベン牧師は、彼女が喜んで料理す

第 3 子は今週火曜日の午後に出産

ることのできる能力を大変感謝しています！

される予定です。

クリスチャン団体からの新しい情報は・・・ＳＫＩスタン
ドにあります。ご自由にお持ち帰りください！4 冊の本
が教会図書に加えられました。どなたでもお読みくださ
い。ベン牧師は、皆さんが教会の貸し出し図書を利用
される事を望んでいます！

