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全地よ。神に向かって喜び叫べ。
御名の栄光をほめ歌い、
神への賛美を栄光に輝かせよ。神に申し上げよ。
「あなたのみわざは、なんと恐ろしいことでしょう。
偉大な御力のために、あなたの敵は、御前に
へつらい服します。全地はあなたを伏し拝み、
あなたにほめ歌を歌います。
あなたの御名をほめ歌います。」
さあ、神のみわざを見よ。
神の人の子らになさることは恐ろしい。
詩編：66 編 1-5 節

(英語)http://www.hskchurch.com

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

今日（日）

今晩の祈祷会はありません

３/２２

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

３/２５

っています。今日お帰りになる前に、是非ＨＳ

（水）

PM

１：３０

祈祷会

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

AM

８：４５

賛美チーム練習

AM

９：５５

日曜礼拝＆HSK 日曜学校、交わり…

Ｋの礼拝ＤＶＤをお持ち帰り下さい。尚、小さ
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
ていますのでご利用下さい。

３/２６
(木)

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。

３/２９

美味しい昼食が用意されます！

（日）
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
私たちはまた悪ニュースを聞く一週間を過ごして
います。皆さんもご存知のように、北アメリカやヨ
ーロッパ諸国では命にかかわるウイルスの感染拡大
を一生懸命にくい止めようとしています。近い将
来、お医者さんや医学研究者たちがワクチンを開発
すると思いますが、他のウイルスと同じようにその
ウイルスも毎年戻ってくると予測されています。私
たちは何を信じるでしょう？数日前に聖書のこの節
を読みました。「平安のうちに私は身を横たえ、直
ぐ、眠りにつきます。主よ。あなただけが、私を安
らかに住まわせてくださいます。」(詩編 4：8)そ
して、私は、忠実に教会に出席して下さっている皆
さんお一人お一人にとても感謝しています。でも、
もし熱がありましたら、家に居ることを選択して下
さい。私は、皆さんが健康であるよう、祈っていま
す。
連日アメリカのニュースでは、“コロナウイルス
に感染した場合”の影響について色々なお医者さん
のインタビューを報道しています。殆どの場合、こ
れらの専門家たちは、大部分の質問に答えられませ
ん…いまだにわかっていないことが多いからです。
でも、日々更なる発見がなされています。明確なこ
とは、このウイルスの感染力の強さです。でも最
近、他の感染力のある病気はどうなのだろうかと考
えました。どのくらいのそのような病気があると思
いますか？答えです：少なくとも８０種類です！も
し、一つウイルスに感染しなくても、他の違うもの
に感染するかもしれません！
先週、聖書を読んでいると、イスラエルの裁きつ
かさであったギデオンの個所に来ました。彼はイス
ラエルの敵であるミデヤン人と戦うようにと主から
命じられました。(士師記 7：1-7 参照) イスラエ
ルの軍隊を集めたとき、喜んで戦いに行く民が

32,000 人いました。でも、神様はギデオンに“誰
でも”恐れ、おののく者は帰らせるように言い、
22,000 人が帰って行きました。信じられますか？3
人に 2 人が臆病だったのです！私は、このことを数
日前の夜、ルースに話しました。「私は、神様がた
だ単に大きな教会を作るのではなく、強い教会を作
られることを希望しているよ。」と。大きな教会が
多くの臆病者の集まりにも成り得るのです。
先週、私はあるアメリカ人の牧師先生が神様のあ
われみについて語っているのを聞きました。でも彼
のメッセージのある一部分は、私を目覚めさせる質
問でした！あなたが教会に来ないことを正当化する
何を神様がなさらなかったのですか？神様はあなた
を十分に祝福していませんでしたか？神様はあなた
を十分に守られていませんでしたか？神様はあなた
を十分に愛しておられませんでしたか？私の結論で
す：私たちは、他のクリスチャンとの交わりを避け
るべきだと提案する考えや気持ちに注意しなければ
なりません！
正直に言いますと、多くの人々が経験している危
険(ウイルス感染)は、神様の助けを求めて神様に信
頼するようにと彼らを導くだろうと思います。最近
読んだように、神様は私たちの力であり、砦、避け
どころ、巌、贖い主です。「私の救いと、私の栄光
は、神にかかっている。私の力の岩と避け所は、神
のうちにある。」(詩編 62：7) 神様があなたを祝
福し守られますように。
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。

思いを巡らす考え
「絶望の写真」
世界大恐慌下の米国で、著名な写真家ドロシ
ア・ラングは、フローレンス・オーウエンズ・
トンプソンと彼女の子供たちを撮影しました。
その有名な写真「移民の母」は、エンドウ豆の
不作の後の絶望を捉えています。この写真をカ
リフォルニア州ニポモで撮影した時、ラングは
農業安定局の仕事をしており、農場の季節労働
者の窮状を当局に知ってほしいと願っていまし
た。
哀歌はエルサレム陥落後のユダの絶望を語っ
ています。ネブカデネザルの軍勢はエルサレム
に攻め込む前に町を包囲し、兵糧攻めにしたの
で人々は飢えに苦しみました(Ⅱ列 24：10-11)。
こんなことになったのは、ユダが長年、神に不
従順だったからでしたが、哀歌の作者は、民を
代表して神に叫びました(哀 2:11-12)。

祈りのリクエスト

☐

詩編 107 篇の作者も、イスラエルが荒野をさ
まよった絶望の時代(4-5 節)を描写しましたが、
その焦点は、苦しい時につるべき行動に移りま
す。この苦しみのときに、彼らは主に向かって
叫びました。すると素晴らしいことに、主は彼
らを苦悩から救い出されたのです(6 節)。
絶望しているなら黙っていないで、神に叫び
ましょう。神は耳を傾け、希望を取り戻させた
いと待っておられます。神が即、苦しい状況か
ら抜け出させて下さるとは限りませんが、いつ
もともにいて下さると約束しておられます。

神の助けを大変な困難の中で
体験したのはいつですか？
今週どのようにして大変な状況の人を
励ましますか？

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

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(✓)

□暫くの間、あなたの信仰を働かせ、イエスさまに信
頼して下さい。私たちは恐れを心に留めてはなりま
せん。神さまは私たちに恐れの霊を与えたのではな
く、力、愛、健全な心を与えて下さいました！
○全ての方々が、集うために簡単にアクセスできる場
所を、神さまの導きを祈りましょう。
□智子さんの友人（あつこさん）が救われますよう、
お祈り下さい。彼女は幼少の頃によく教会に出席し
ていました。
○ノリヨシさんの友人（ジャイメさん）は、脳梗塞を
経験したので、主からの癒しが必要です。今週、彼
のために祈りに覚えましょう。
□鈴木さんの息子さん（かずとしさん）は、心の平安
と健康を必要としています。彼のための祈りに、一
緒に加わりませんか？
○今週も、宏美さんのご家族のために祈りましょう。
彼ら全員が、救い主としてイエスさまと出会います
ように。
□あやこさんの兄弟（たつやさん）は、糖尿病を患っ
ており、毎週透析を受けています。今週、彼のため
にお祈り下さい。
○祈りの中で、ネイディーンさんの母（ベッキーさ
ん）を覚えて下さい。彼女は重度のアレルギーと

人々の周りにいることを恐れています。彼女がイエ
スさまの御名によって癒されますように！
□つや子さんの姉妹（なるみさん、きよこさん）の救
いのために、一緒に祈りましょう。
○今、学校へ戻っているＨＳＫの子どもたちのために
お祈り下さい。主が彼らの一人ひとりを祝福し、守
られますように。
□多くの国は、非常に感染性の高いウイルスに満ちて
います。今週、イタリア、イラン、スペイン、及び
他の多くの国で、何人が亡くなるでしょうか。私た
ちは、このウイルスを終息するよう主に求めなけれ
ばなりません。これらの国々にいるクリスチャンた
ちのためにお祈り下さい。彼らは病人のために、奇
跡を見るために祈るべきです。

☞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。

お知らせ
★最近開催された教役者大会で…ある牧師先生

う。そして、まだ水の洗礼を受けていない方は、牧師

が、聖書の預言との関

先生、又は幸男さんにお話下さい。まだ水は温かくは

係で日本の将来に関す

ありませんが、気候は徐々に暖かくなってきていま

ることを 2 回のセッシ

す。洗礼式を行うにあたっては、HSK メンバーである

ョンで語っておられま

必要はありません。

す。これらのメッセージを収めた DVD が来週購入でき
ます。この DVD のコピーを購入したい方は、礼拝室の

★月例祈祷会と断食について…このイベントに

後ろにある申込用紙に名記して下さい。

は誰が参加できるかについて混乱し
ている方もいるかもしれません。こ

★教会月例会計報告は…来週の週報に記載されま

れが正しい情報です：毎月行われる

す。でも、今日は素晴らしいお知ら

断食祈祷には皆さんの参加を歓迎

せがあります：教会の什一献金は

します。そして…何食断食するかは各人がお決めくだ

61,000 円でした！これは素晴らし

さい。断食についてのとても良い本（英語とポルトガ

いです。牧師先生は、いつもこのお

ル語）が教会図書にありますし、購入することもでき

金を他の人々に捧げることを楽しんでいます。そして

ます。

HSK に捧げて下さっている皆さんに感謝します。これ
があなたの教会です！

★駐車場について…小さいお子さんをお持ちでな
い方で 400 メートルほど歩ける方は、第二駐車場をご

★この 2,3 か月…私たちは以下の賛美曲を覚えま

利用ください。教会建物の近くの駐車場は、小さいお

した：“主の祭壇に来なさい”

子さんのいるご両親や来訪者、足の不自由な方々の

“もはや奴隷ではなく”“主を高く

ために必要です。第二駐車場の地図は、教会玄関の机

上げよ“”“イエス様、あなたはお

に置いてあります。皆さんのご協力を感謝します。

出来になれます“先週は初めて”神
さまのいつくしみ“を賛美しました。
“デモ用ビデオ”を何度も繰り返しかけることは不可
能ですから、これらの賛美曲のメロディーを忘れてし
まわれるでしょう。ですので、新しい賛美を覚えたら
それをユーチューブで見つけて何度も歌って下さい。
殆どの曲はポルトガル語や英語で歌われています！
(牧師先生には、今年私たちに覚えて欲しい賛美曲が
あと 3 曲あります！）

★ネイディーンさん、おめでとうございます
…彼女は、先週の日曜日に水
の洗礼式を受けました！牧師
先生はいつもこのイベントを
楽しんでいて、今年はもっと
多くの洗礼式をすることを期
待しています。それが起こると信じる方は誰でしょ

