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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）

PM

３/８

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

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

３/１１

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。

３/１２
(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。

３/１５

今日は洗礼式があります！

（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
日本国内にウイルス感染が広がっているようです
ので、私は皆さんが健康であるように祈っていま
す。私が読んだとろこでは、手を清潔に保つことで
病気になる機会が随分減るようです。そして、その
他に私たちは何をするべきでしょうか？私の最善の
考えはこれです：全能の神様にこのウイルスを止め
て下さるように嘆願し続けることです。皆さんはど
う思いますか？そうです、「信仰による祈りは、病
む人を回復させます。主はその人を立たせてくださ
います。また、もしその人が罪を犯していたなら、
その罪は赦されます。(ヤコブ 5 章 15 節)
先週日曜日の祈祷会や月曜日の夜の祈祷会に出席
して下さった皆さんに感謝したいと思います。この
毎月の断食祈祷の時が、更に多くの答えを頂くと同
時に、私たちが神様をもっとよく知る時となるべき
です。祈りと共に流された涙が私の心をかき回し、
そしてそれは神様の心をもかき回したことでしょ
う。「涙とともに種を蒔くものは、喜び叫びながら
刈り取ろう。」(詩編 126 篇 5 節)
今日は、私たちがどのように天のお父様を信頼し
なければならないかについてもう少し分かち合いた
いと思います。このようなライフスタイルについて
先週の日曜日に私がお分かちしたように、どれほど
頻繁に私たちは主を信頼していることかと思いなが
ら、実ははそうではないかもしれないことを思いま
した。イザヤは、かつて神様がこのように言うのを
聞きました：「立ち返って静かにすれば、あなたが
たは救われ、落ち着いて、信頼すれば、あなたがた
は力を得る。しかし、あなたがたは、これを望まな
かった。」(イザヤ 30 章 15 節) そして、モーセの
この言葉を読んだことがありますか。「このような
ことによってもまだ、あなたがたはあなたがたの
神、主を信じていない。」(申命記 1 章 32 節) 今

年は今まで以上に主を信頼する年となることを希望
します。
新聞を読んでいる方は、ウイルス感染による死亡
者数をご存知だと思います。先週、イランでは刑務
所で何千人もの人々が亡くなることを避けるために
数千人の囚人たちを刑務所から解放したことを新聞
で読みました。(それにもかかわらず北朝鮮の報告
では、北朝鮮国内に感染者は一人もいないとの事で
す。それは真実でしょうか？) 私の結論です：私
たちは恐れるには十分な理由があるように見えま
す。玄関に鍵をかけて 2,3 か月外出するべきではな
いように見えます。でも、この神様の御言葉にしが
みつきましょう。「恐れるな。わたしはあなたとと
もにいる。たじろぐな。わたしはあなたの神だか
ら。私はあなたを強め、あなたを助け、わたしの義
の右の手で、あなたを守る。」(イザヤ 41 章 10 節)
今週、妻は HSK に戻ってきます。彼女は、孫たち
と一緒にいる娘を手伝っています。私たちや、私の
子どもたち、そして孫たちのためにお祈り下さり、
ありがとうございます。私は、彼らが主に従ってい
ることをとても嬉しく思いますし…彼らは今でも皆
さんをとても愛しています。私たち皆が日本で再び
一緒にいることはないと思いますが…彼らのうちの
何人かは時々訪ねて来てくれることを願っていま
す。彼らが皆さんのことをもっとよく知って欲しい
と思います！
今週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
「ただ神を拝する」
ホセは良いイベントで有名は教会の牧師でした
が、忙しい教会活動が、商業的になっていないか心
配でした。そこで、教会が健全な理由で成長してい
るのか、またイベント頼みなのかを確かめようと一
年間、これらの行事を廃止しました。そして神を礼
拝する生きた宮になることに専念しようと教会を励
ましました。
ホセの決断は極端なようですが、イエスの宮きよ
めを思い出すならどうでしょう。素朴な祈りで溢れ
ているべき聖なる空間が、ささげ物の鳩などを忙し
く売りさばく市場になっていました。イエスは商人
の台をひっくり返し、商品を買う人々を止めまし
た。彼らの行為に憤慨され、イザヤ書 56 章とエレ
ミヤ書 7 章を引用して「『私の家は、すべての民の
祈りの家と呼ばれる。』と書いてあるではありませ
んか。それなのに、あなたがたはそれを強盗の巣に
したのです。」(まるこ 11：17)と言われました。

祈りのリクエスト

☐

外国人が神を拝する異邦人の庭が、世俗的な金儲け
の場となっていました。
商売も忙しさも、悪いことではありません。しか
し、それは教会の教会たる部分ではありません。私
たちは生きた神の宮であり、主な務めは神を礼拝す
ることです。イエスのように台をひっくり返さない
までも、同様の思い切った改革を、神が求めておら
れるかもしれません。

父よ、私たちが礼拝の時間に求めているもの
で、お門違いがあるなら教えて下さい。礼拝の
主役はあなただということを理解できるように
助けてください。

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(✓)

□アマルさんは、弟（デイビッドさん）ために、祈り
を求めています。弟さんは、彼の人生に対する神さ
まの御意志を知る必要があります。また、アマルさ
んがインドへ帰国し、家族を日本へ連れて来ること
は、ウイルスのために不可能と思われます。直ぐ
に、この問題が解決するよう主に求めましょう。
○インドにいるクリスチャンたちのために、もっと祈
りましょう。一部のクリスチャンたちは、神さまへ
の信仰のために迫害されています！
□ノリヨシさんは、最近脳梗塞を起こし、現在部分的
に麻痺している友人（ジャイメさん）のために、祈
りを要求しました。この友人のために奇跡を、主に
求めて下さるのは誰ですか？
○ヴァネッサさんは、ＨＳＫに出席している母親たち
のために、祈りを求めました。先週の彼女たちの祈
り会は、彼女たち全員の内面の癒しの始まりでし
た！
□先週、幸男さんが述べたように、お祖母さまは入院
していて重病です。ハナコさんには、体力、癒し、
平安が必要です。今週、彼女のために祈って下さる
のは誰ですか？
○ベン牧師の母（レアさん）のために、再び祈って下
さるのは誰ですか？彼女は腰痛の緩和が必要です。

彼女は、毎日日本のために祈ることを決心していま
す！
□私たちは皆、世界中の人々の命を奪っているこのウ
イルスが終わるよう、主に求めなければなりませ
ん。今週、毎日求めましょう。
○宏美さんのご家族、鈴木家のために、誰か再び祈っ
て下さいませんか？彼女の家族の何人かは、近々掛
川からＨＳＫへ来て下さるかもしれません。
□教会員の何人かの息子さんたちと娘さんたちは、ま
だクリスチャンではありません。今週、彼らの救い
のために、もう一度主に全て求めましょう。
○私たちは、カンボジア、フィリピン、ブラジル、イ
ンド、中国等のために祈る要求があります。これら
の国々のために、祈って下さるのは誰ですか？人々
は病気であり、癒しが必要です。

☞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
★近い将来…コンピューターを操作する方々は、こ

条件の一つは水の洗礼を受けていることです。そし

れまで 8 年間以上使用してきたもの

て、今年暖かい日に洗礼を受けられます！）

と全く違うソフトウエアーを使用し
ます。歌詞の現れ方に大きな違いが

★注意：どこででも簡単に病原菌をもらってしまい

あることに気付かれるでしょう…あ

ますので、毎回集会の前後には教会の玄

るものが現れないかもしれませんし

関に消毒液がありますので、お使い下さ

突然消えるかもしれません！このことが起こっても、

い。小さいお子さんを抱くとき前には、

どうぞ、忍耐して下さい。最終的には全てが正しく機

よく手を洗って下さい。ご協力ありがと

能するようになります！

うございます。

★今月と多分来月… 違うワーシップリーダーにな

★毎月第一日曜日に…皆さんに祈りのリクエスト

ります；時々一つのミーティ

カードが渡されます。他の祈りのリ

ングに 2 人のリーダーがいる

クエストがあればいつでもまた別の

こともあるかもしれません。

カードをお取り頂けます。クリスチ

賛美の途中でワーシップリー

ャングループが一ヶ月間あなたのリ

ダーが変わることは、小さな間違いにつながりかねま

スエストのためにともに祈ります。

せん。でも、忍耐して、賛美し続けてください。毎週
日曜日ワーシップチームの皆さんが持っている良い態

……………………………………………………………

度に牧師先生はとても喜んでいます。

★次回の 2 日間の断食祈祷は…4 月 5 日、6 日で
す。断食して他の人と祈る
この機会をカレンダーに印
を付けて下さい。HSK のメ
ンバーと友人たちは、是非
参加して下さい。

★今年最初の洗礼式は…来週日曜日、3 月 15 日で
す。集会後直ぐに教会の洗礼式用
のプールでナイディーンさんが水
の洗礼式を受けます。来週日曜日
に彼女と一緒に洗礼を受けたい方
は、すぐに牧師先生に申し出て下
さい。

★何方でも HSK のメンバーになりたい方は…牧
師先生、または幸男さんにご自分の言
語で書かれた案内パンフレットをもら
って下さい。(メンバーシップの必要

目をさまして、感謝をもっ
て、たゆみなく祈りなさい。
（コロサイ 4：2）

