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浜松救い主教会はプロテスタントの単

全地よ、神にむかって喜び呼ばわれ。そのみ名の栄光を歌え。
栄えあるさんびをささげよ。神に告げよ。「あなたのもろもろのみ
わざは恐るべきかな。
大いなるみ力によって、あなたの敵はみ前に屈服し、
全地はあなたを拝み、あなたをほめうたい、
御名をほめうたうであろう」と。来て、神のみわざを見よ。
人の子らにむかってなされることは恐るべきかな。

立（Independent）クリスチャンの集まりで

詩篇 66：1-5

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

今週の予定

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。

3/15(日）今日!

洗礼式！
ＰＭ 6：55

見張り人の集い（祈祷会）

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

3/18 (水)

PM 1：30 祈祷会

3/19（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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。

3/22(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！
ニュースでも報じられているように、コロナウイルス
が世界中に拡大を続け感染者がより増えています。先
週、感染者の死亡率は、多くの国々で 2%～4%だと話し
ましたが、驚くことに、韓国での死亡率は 0.4%だそうで
す。病院のことについて私は分かりませんが、韓国の
多くはクリスチャンです。彼らの神への祈りがこの致死
率に関係があるのでしょうか？神がこのウイルスを消
滅してくださるように、私たちは祈っていきたいです。
明日、3 月 16 日は私の妻が人生の新たな年代に入
ります。60 代を卒業して 70 代となります。私たち夫婦
は本当に老人になりました。彼女と 47 年間共に生きて
きて絶えず励まされていたことは、私たちは年齢より若
いということです。私が古い服や帽子を身に着け続け
ることを彼女は嫌いました。また、古い靴や色あせたシ
ャツも嫌がりました。私たちが若いころの写真は数枚し
か残していません。新しい日は、古い物を捨てて、新し
い物を買う日だとしてきました。そのわけで、私のお財
布にはお金は留まっていませんでしたが、人生はどれ
だけのお金を貯めたかが大切なのでしょうか？私はル
ースさんに感謝しています。今年は彼女に特別な祝福
があるよう望みます。
先週、袋井の教会での葬儀で待っていたとき、自分
が参列した幾つかの葬儀について思い出していまし
た。たいていは、葬儀の司式をする専門の方を頼むと
思いますが、誰も知らない人々が参列されていること
が多いと思います。ですので、隣に座った人に話しか
けるのを躊躇します。とても悲しんでいる参列者もいま
すが、多くは感情をあまり表現しませんでした。一方、
袋井の葬儀では皆がきつく抱き合っていました。牧師
先生は、悲しんでいる家族の友人でした。そして、賛美
が式の初めと終わりに歌われました。私の結論は：
生きることにおいても死においてもクリスチャンであ

ることは最高です。
さて、アメリカ人たちは今年の 11 月に大統領選挙を
控えています。それに向け、各支持者たちはそれぞれ
の立候補者への支持を訴えています。かつては、この
ような政治活動に私はほとんど興味を持たず、政治家
たちが大統領を選べばいいぐらいに思っていました
しかし、現在候補者には危険な考えを持っている人た
ちもいます。例えば、中絶の擁護者などです。なので、
今私は、トランプ大統領のために祈っています。あなた
は自国の大統領や首相、王や天皇のために祈ってい
ますか？今年、彼ら指導者たちのために祈りましょう。
今日、新しい賛美を歌います！この歌をもっと知りた
い方はインターネット、ユーチューブで調べてください。
またその他のワーシップソングも検索して聞いてみてく
ださい。新しい賛美が沢山あって励まされることと思い
ます。
今週、主があなたを祝福し健康を守られますように！

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

不可能ではありません。

□ 今週も幸男さんのご家族のために、祈り続けて下さい。

□ ＨＳＫに出席している全ての来会者は、私たちがそのた

お祖母さまの死は、とても簡単に悲しみを引き起こす可

めに祈れる人になります。先週、初めて来た母親のた

能性があります。全ての方々が、主の平安の中に留ま

めに誰が祈りましたか？フィリピンとブラジルからの来

れるように求めましょう。

会者のために誰が祈りましたか？

□ つや子さんの健康は、簡単に変化します。彼女の健康

□ 最近、ベン牧師は神さまを信じ、恐れを拒否することに

状態が良くなり、励ましを与え続けて下さるよう、主に求

ついて語りました。一緒に働いているある人は、病気に

めて下さい。彼女は、次の誕生日にバーベキューを楽

なることをとても恐れています。その仲間の従業員のた

しみにしています。

めに、祈りましたか？全能なる神さまの守りについて、

□ ふるや あやこさんは、兄弟（たつやさん）のために祈り
を要求しました。彼は、糖尿病のために癒しが必要で
す。今週、この方のために祈って下さるのは誰です

その方に話しましたか？今週これをしましょう．．．祈
り、話しましょう！
□ ベン牧師の母（レイさん）は、教会のために毎日祈って

か？彼をＨＳＫに導き、私たちの友だちになることを主

います。彼女が長い間私たちのために祈り続けられる

に求めましょう！

ように、健康が守られるよう、主にお願いして下さい。

□ 先週、ベン牧師は幸男さんの弟（モーゼさん）に会いま

□ ＨＳＫの多くの教会員には、教会に出席していない子ど

した！この弟さんのために、幸男さんと共にお祈り下さ

もがいます。それらの子どもたちは強いクリスチャンに

い。彼は、真の神さまとの関係が必要です。

なるべきです。彼らのために再び祈りましょう。

□ 世界中に広がって、多くの人々の死を引き起こしている
ウイルスを終息して下さるように、誰もが主に求めるべ

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

きです。この危険な病気を止めることは、神さまにとって

エストカードの週報×とお書きください。

思いを巡らす

「とりなしの祈り」

より抜粋 10 章 「最高位の方」 著 : C. Peter Wagner
「砦」の意味を、私たちは主の御身体におい

「また、わたしたちは神から出た者であり、全世

て逸脱して取り違えることがあります。この意

界は悪しき者の配下にあることを、知っている。」

味の根源は、「保つ」「強く持つ」という言葉

（1 ヨハネ 5：19 しかし私たちには神からの権威

から来ています。また、「要塞」「城」「監

が委ねられています！「それは、彼らの目を開き、

獄」の意味もあります。

彼らをやみから光へ、悪魔の支配から神のみもとへ

戦時中、急遽陣地を守るために地面を掘って

帰らせ、また、彼らが罪のゆるしを得、わたしを信

塹壕を造った写真を見たことがあります。それ

じる信仰によって、聖別された人々に加わるためで

は、「保つ」ためです。反対に、数年前、私は

ある』（使徒 26：18）私たちは、キリストが与えて

オーストリア、ザルツブルグの山頂にある巨大

くださった自由を信じ、実現させるために召された

な城を観光しました。その山頂にある難攻不落

のです

の城で、誰かは支配していました。それは「強
く持つ」です！

これは天のからの大なる武器です。暗闇の力は抵
抗するが、・・「あなたがたは彼らを恐れてはなら

ある意味で、サタンは未信者たちの中に、強

ない。大いなる恐るべき主を覚え、あなたがたの兄

く保持している場所を持っています。つまり、

弟、むすこ、娘、妻および家のために戦いなさい」

彼らは囚人であり、擒であり、奴隷です。キリ

（ネヘミヤ 4：14）

ストは囚われ人には赦免を宣言するために遣わ
されました。（ルカ 4：18）この宣言は今も補
償されています。教会を通して宣言されます！

来週日曜日 （22 日）は・・アンジェロさんが朝礼拝

今日、コンピューターエンジニアが・・・礼拝のスクリ

のスピーカです。彼は主が語ってくださったことを皆さ

ーンでプログラミングしたものを映し

んと分かち合うことを喜んで

出してくれます。その際、突然画面が

います。毎月メッセージをし

消えたり出たりなどのトラブルが起こ

てくださっている男性方を、

るかもしれませんが、ご容赦ください。

ベン牧師は大変感謝してい

今後、改良により整備される予定で

ます。彼らの皆さんへの愛

す。

は本物です！ルースさんは 4 月に分かち合ってくださ
います！

この夏、門のペンキ塗りを・・・行いたいと思っていま
す。教会の駐車場の入口にある門ですが、あと建物に

先週火曜日（10 日）・・ 幸男さんの祖母ななこさん
が世を去って天に召されました。ご

上がる階段のペンキも少し塗り直したいと思っていま
す。もし、お手伝いをしてくださる方がいましたらベン牧

遺族にとってはお別れを言うのは辛

師にお申し出ください。彼はあな

いことだったと思います。幸男さんは

たと作業するのをとても喜ぶでし

皆さんのお祈りをとても感謝してい

ょう。

ます。近い将来、幸男さんのご家族
とも教会でお会いできればと思いま
す。そのことを信じましょう！

先週お知らせしたように・・ベン牧師とルースさんは
今月ハワイに行くことができなくなりました。その理由
は、日本に再入国することが困難な状況だからです！
再びハワイから日本へのフライトが通常に戻る頃、行く

教役者大会のＤＶＤを・・・１セット 600 円で販売しま

ことになりました。

す。大会の期間に２回のセッションで、日本の将来と聖
書の預言について語ってくださったメッセージが録画さ
れています。来週から販売を開始しますので、お求め
の方は後ろの壁
に貼り出される申
し込みリストに記
名してください。

次回のイベント
ＨＳＫジョイキッズ・㋃に行われます。
母親祈祷会・・・㋃５日
断食祈祷・・・㋃５日、６日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
兄弟たちよ。あなたがたが召されたのは、実に、自
由を得るためである。ただ、その自由を、肉の働く
機会としないで、愛をもって互に仕えなさい。 14
律法の全体は、「自分を愛するように、あなたの隣
り人を愛せよ」というこの一句に尽きるからである。
（ガラテヤ 5：13,14）

