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主よ。地のすべての王たちは、あなたに感謝しましょう。

〒430-0853

彼らがあなたの口のみことばを聞いたからです。

浜松市南区三島町 522
TEL:053-442-5080

彼らは主の道について歌うでしょう。

FAX: 053-442-5186
携帯: 080-8117-1774
ポルトガル語 080-9220-0600
E-mail:
hskchurchjapan@gmail.com
ウエブサイト www.hskchurch.com

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

浜松救い主教会はプロテスタントの単

ます。私の敵に向かって御手を伸ばし、

立（Independent）クリスチャンの集まりで

あなたの右の手が私を救ってくださいます。

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

詩篇 138：4-8

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。

今週の予定

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
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ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

イスラエルの祈祷会
見張り人の集い(祈祷会)

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

祈祷会(ルーム 22)

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、ぜひ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。
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賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!

ＰＭ 1：30 監督/執事 ミーティング！
（今夜の祈祷会はありません！）

?

あなたの牧師より

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！

たちが、母教会で神が働かれた御業について語ってくれる
のを聞くのは、私にとって楽しいことです。そして、彼らの教

先週は、ＨＳＫの方々で病気になったとの知らせはありま
せんでしたので、皆さん元気に過ごされたことを希望しま
す。中国から発症したウイルスが世界的に拡散され深刻な
脅威となっている現状、私はそれが即座に終息することを

会についてユーチューブで見ることもあります。
「それらの教会のリーダー達をうらやましく思います
か？」と、私が聞かれれば、少しそう思う事もあります
でも、私が本当に思う事は何だと思いますか？それは、

祈っています。最近の気温の高さは、夏においての虫の発

神はそのような偉大なことを日本でも起こすことができると

生に影響を与えるかもしれませんが、・・私たちはそれに耐

いうことです。浜松でもそれを起こしてほしいと私は思って

えることができると思います。虫は人を病気にさせないので

います。神はＨＳＫでも大きな計画をもっておられると信じま

はないでしょうか！（虫が嫌いな人は、寒い冬のために今

す。あなたはどう思いますか？
最近、私は外人たちと以下のことを分かち合いました。

週祈ってください！）
先週私は、コンピューターのソフトを正常に起動させよう

神の道において大きくあるためには、成熟する必要があ

として 6 時間も費やしたのですが、うまくいきませんでした。

る！全員を清めるため、神のご臨在を求める純粋な願いが

最後には無理だということが分かり、がっかりしました。再

なければならないと、私は思う。他者に対して純粋な愛がな

起動させる時間を合わせると 16 時間をも費やしてしまった

ければならない。そこで私の結論は：恐れないで、疑わない

でしょう！私は時間の無駄遣いは嫌いですが、この経験は

で、高慢にならないで、神を知ることを求めましょう！

東京で迷子になったときのようでした！（2 度ほど経験しま

今年皆さんが、聖書をもっと読む決心をされたことを希望

した！首都高のサーキットに迷い込みました！）その日、私

します。聖書日課表をお持ちでない方は、ぜひ今日それを

のために神が用意された計画はどれほど無駄にされてしま

手に入れ、ご利用ください。また、毎朝起きたとき、家庭や

ったことでしょう？嫌な気持ちが増し加わってきました。そん

仕事場、親族のために神の助けを求めましょう。

な時、詩篇の箇所を読みました。「主は私にかかわるすべ

「恐れるな、おののくな。わたしが、もう古くからあなたに

てのことを成し遂げてくださいます。」（詩篇 138：8） そうで

聞かせ、告げてきたではないか。あなたがたはわたしの証

す、私は時間を無駄にしてしまいますが、神は私に関する

人。わたしのほかに神があろうか。ほかに岩はない。わたし

すべてのことを成し遂げてくださいます！神は私を変えるこ

は知らない。」（イザヤ 44：8） 神があなたを益々祝福してく

と、私たちを用いることにおいては決して無駄をされませ

ださいますように！あなたが、さらに神に用いられますよう

ん！

に！

外国から来られているクリスチャンたちは、母国では大き

あなたの牧師…ベン

な教会に通っていた方々がほとんどです。それは、大きな
建物で大勢のメンバーがいる教会です！彼らクリスチャン

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
□ 中国とこの恐ろしいコロナウイルスが、根絶されるこ
とを祈りましょう。あまりにも多くの人が、病気であ
り、死んでいます。

□ 小杉スーザンさんは、夫（小杉さん）の救いを信じて
います。今週、彼のためにお祈り下さい。
□ あなたの国の指導者たちのために最近祈りました

□ 完全に癌がなくなるように、賢美さんの母（友子さ
ん）のために、祈り続けましょう。

か？彼らを覚えて、主の御前で祈りましょう。
□ 日曜学校の先生たちとジョイクラブの子どもミニスト

□ 最近、生まれたばかりの赤ちゃんを亡くした、ヴィッ
キーさんの孫娘さんのためにお祈り下さい。主が彼
らの慰めとなりますように。

リーのために、祈りに覚えましょう。
□ 今日、日本の新天皇とご家族のために再び祈りまし

ょう。彼らは、心にイエスさまが必要です。

□ デイジーさんの２人の子ども（ようこちゃんとあきお
君）が癒されますように、お祈り下さい。

□ ＨＳＫのシングルマザーたちに、目を注いで下さい。

今週、彼女たちの必要が全て満たされますように。

□ つや子さんは、妹（なるみさん）が癒されますように

□ 誰かベン牧師とルースさんの親友（ドロシーさん）の

祈り求めています。今週、彼女のために祈りましょ

ために、祈って下さいませんか？４０年以上にわた

う。

って、ドロシーさんと現在天国にいる夫は、支援する

□ 大石さんの友人（村上さん）は癌を患っています。彼
が癒されますように祈りましょう。

ために与えられていて、彼女は今、癒しを必要として
います。

□ ネルソンさんの娘（クリスティンさん）は、彼女を癒し
て下さる神さまが必要です。彼女は今入院中です。

※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。

祈りましょう！

思いを巡らす
「イエスを見ることを期待する」より抜粋 10 章「御名を生きる」 著ディック・イーストマン
あなたが誰か好きな人の側に座ったとき、ただ
じっとしていることは難しくないですか？

私は

けれども、母がもう老齢になり歩くことや見ること
もできなくなりました。彼女はもはや料理も掃除もで

難しいです。自分の子ども達やその配偶者たち、

きず、私を玄関で出迎えることもできなくなりまし

孫達が、よく私たちの家に集まり遊んだり話した

た。父も同様に、身体が不自由になり、歩くのもおぼ

り、食べたりして、互いに楽しく過ごします。彼

つかず、耳は聞こえなくなり、ボランティアの介護者

らが来ると、私はすぐ立ち上がって、何かを持っ

の助けにより生活していました。

てきたり、手伝ったり、一緒に遊んだり、お茶を

しかしながら、私はここにきてやっと彼らの助けが

出したり食事を作ったりします。それは、彼らが

できることに大きな喜びを感じました。父に大好きな

好きだからであり、彼らのために動くことが、嬉

アップルパイを届けたり、美味しいローストビーフを

しいからです。

作ってあげたりできました。彼らに「愛している

ある日、私が実家の両親を訪ねたとき、他者に
仕えることで、愛を表すということを思い出しま
した。長年、私の両親は強くたくましい生活を送
っていました。彼らは他者に仕え、与え、私はも
ちろん人々を助けたりしていました。私は、彼ら
の愛の行動の受ける側にいました。実際、彼らは
私にとって素晴らしい祝福でした。

よ！」と伝えられる何かができることが嬉しいので
す。

次回の執事ミーティングは・・ 来週日曜日(2/9)
に行われます。執事の方々は全員、午後 1:30 より大
切なミーティングが行われますの

男 性 方 で参 加 を希 望 される方 は、配 布 しました
カレンダーに都 合 の良 い曜 日 や時 間 を記 入 し、
ベン牧 師 にご提 出 ください。

でご参加ください。ミーティングの
前に一緒に昼食を取って楽しむこ
ともできます。美味しい食事は話

毎日の聖書日課表は・・・

し合いを良くします！

無 料 でどなたでもお持 ちになれ
ます。ＳＫＩスタンドにありますの
で、1 冊 以 上 お取 りくださり他 の
方 にも差 し上 げてください。今
年 、聖 書 をもっと読 みましょう。
あなたはできます！
また、 掲 示 板 には国 内 外 のクリスチャンやクリス
チャン団 体 の活 動 の情 報 が掲 示 してありますの
で、ぜひお読 みください。あなたの祈 りのサポート
を求 めている他 のクリ スチャンたちがいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イスラエルについての新しい情報が届きました。
ブリッジフォーピース（イ
スラエル宣教）からの情
報誌”Olive Life”が教会
の玄関に置いてありますので、是非お読み下さい。ま
た、ご友人にも情報を分かち合って下さい！

ベン牧師とルース夫人は・・ホノルルに住む次男、
ピーターさんとジャクリーン夫人に
第二子、ラファエル・ウイリアム・ファ

あなたは熟練した者、すなわち、真理のみことばを
まっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人と
して、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。
（2 テモテ 2：15）

ウラーくんが 1/27 に誕生したことを
大変喜んで報告されました。母子共
にとても健康です！ピーターさん一
家は、神様からの新しい賜物に歓喜しています。彼ら
のために祈ってくださりありがとうございます。

ベン牧 師 は・・ 今 月 、男 性 たちと聖 書 勉 強 のク
ラスを始 めたいと思 っていま
す。そうです、それは日 本 語
やポルトガル語 でも分 かち合
いたいと思 っていますが、そ
れに参 加 したい方 がいるか
どうかを知 りたいそうです！

2 月にお誕生日を迎えられる方へ!
今月あなたはお誕生日を迎えますか? そんなあなたに・・
「お誕生日、おめでとうございます!」
あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、
これからの新しい一年がさらによい年となりますように!
今日、神があなたを祝福してくださいますように!

