
全地よ、神にむかって喜び呼ばわれ。 

その御名の栄光を歌え。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御わざは恐るべきかな。 

大いなる御力によって、あなたの敵は御前に屈服し、 

全地はあなたを拝御、あなたをほめうたい、 

御名をほめうたうであろう」と。来て、神の御わざを見よ。 

人の子らにむかってなされることは恐るべきかな。 

詩篇 66：1-5 

 

 
 

 

 

 

 

浜松救い主教会(HSK) 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  

TEL:053-442-5080 

FAX: 053-442-5186 

携帯：080-8117-1774 

 E-mail: 

   hskchurchjapan@gmail.com 

ウエブサイト  www.hskchurch.com 

 

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。 

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。 

 

3/29(日）今日 ＰＭ 6：55 見張り人の集い（祈祷会） 

4/1（水） PM  １：30   祈祷会(メインルーム) 

4/2（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

4/5 (日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   賛美、HSK日曜学校＆交流！ 

断食祈祷１日目 

ＰＭ 12：45  母親祈祷会 

ＰＭ 1：30  イスラエルの祈祷会 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

4/6（月） 
断食祈祷会２日目 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い（祈祷会） 

  

今週の予定 
 

 

 

 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
Hamamatsu Church of the Savior 
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Welcome to HSK! 

 

 

tel:053-442-5080
mailto:hskchurchjapan@gmail.com


 
 

親愛なる HSKの皆様へ！ 

    

 先週も、多くの国々で死亡者が出ている悲しいニュースが

流れた１週間でした。スペインでは、老人施設で働く介護職

員がいなくなり、数人の老人がベッドで死んでいたそうで

す！信じられますか？オリンピックの延期や浜松まつりの中

止に対して私は落胆しませんでしたが、コロナでの人々の亡

くなり方に悲しく思いました。主がこの病気を止めてくださる

よう私たちは続けて祈らなければなりません。途上国で感染

がさらに拡大すれば大量の死者が出るでしょう。 

 私の母の健康状態について気にしてくださっている方もい

るかもしれませんが、母は私の一番下の弟の所に先週引っ

越しました。母が自宅で住むのが安全となるまで弟夫婦の

家で住むこととなりました。母はよく休んでいますが、皆さん

や私のために日々祈っています！最近彼女と話した会話で

は、日本のためにさらに長い時間祈っていると話していまし

た。 

 来週日曜日の午後、私は、依頼された磐田にあるブラジル

人教会での説教をすることとなりました。その際、すべての

教会の 5 つの土台について分かち合いたいと思っていま

す。その土台の 1 つは交わりです。交わりについての私の

定義は、与えたり受け取ったりすることの経験です。「日々

心を一つにして、絶えず宮もうでをなし、家ではパンをさき、

よろこびと、まごころとをもって、食事を共にし」（使徒 2：46） 

「真心をもって」の意味は、彼らは語り合いながら、必要を分

かち合っていた。互いに助け合う計画を立てていた。幸せの

ふりをしているのではなかった。元気なふりではなかっ

た。・・真心をもっていた。私が絶えず真心を込めているとは

言えませんが、それを求めているのは確かです。ふりをする

ことは止めなければなりません！私たちは真心を込めて生

きていこうではありませんか？ 

 今日は美味しい食事はありませんが、できれば来月したい

と思います。５月には外で盛大なバーベキューを行いましょ

う！また、㋃19 日は聖餐式があります。㋃は良い経験があ

る月です！ 

 ＨＳＫメンバーの皆さんにお礼申し上げます。教会の来訪

者の方々にフレンドリーであることありがとうございます。多

くの来訪者たちは、再び来られることはありませんが、皆さ

んの微笑みやハグを簡単に忘れられるでしょうか？私はそ

う思いません。皆さんも、初めてＨＳＫに来たことを憶えてい

ることでしょう。あなたがハグされたことは、特別な経験では

ありませんでしたか？これからも教会に来てくださったすべ

ての方々に、交わりを通して特別な経験としていきたいと思

います。 

 再び申し上げますが、皆さんが教会に来たときと出る時、

除菌スプレーを使用してください。そして同時に、全能なる神

が今週私たちの健康を守ってくださると信じましょう。主の癒

しの力は最高の証です！ 

 

  

                あなたの牧師  ベン 

 

 

 

 

 

牧師より 
 

 

   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。 

 

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。 
 

と

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

□ 世界の多くの国は、まだウイルスのために閉鎖して

います。このウイルスが、イエスさまの御名によって

終息するように祈りましょう！ 

□ ネイディーンさんの姉（ポーリーンさん）のお腹が癒

されますように祈り続けて下さい。神さまは、彼女の

癒し主です！ 

□ 私たちは「エルサレムの平和」のために祈り続けな

ければなりません。今週それをして下さい。 

□ 他国の多くの人々は、このウイルスのために仕事を

失っています。彼らの経済的な必要を満たして下さ

いますようお祈り下さい！ 

□ 今アレルギーの季節です。多くの方は、これらのア

レルギーのために苦しんでいます。お祈り下さい！ 

□ 今週、ベン牧師とＨＳＫのリーダーたちのために祈り

ましょう。 

□ 今週、祈りの中で賛美チームのために、祈りをささ

げて下さいませんか。彼らは毎週、聖霊さまによっ

て導かれることを望んでいます。 

□ 私たちは、すべての日曜学校の先生のために、神さ

まを賛美します。子どもたちにイエスさまについて教

信頼している弟子の最高の性質は感謝の思いであ

る。感謝の心は知覚でき、評価でき、人生を恵み

と受け止めることにより沸きあがる。恵みは、自

分にはふさわしくないが御父から無償で頂いた賜

物である。そのような認識は、すでに恵みであ

る。そして賜物として受け取ることは贈り主を知

ることでもある。 

 感謝の心は朝、「主よ、新しい日の贈り物を感

謝します。」と叫ぶ。そして祝福が注がれるのに

合わせて、さらなる感謝も捧げられていく。 

 尊い命の贈りものであっても、しばしば当たり

まえと捉えてしまう。だが、感謝の霊により解き

放たれる。緊急事態宣言がニュースで発令される

とき、一日一日の命、生活を感謝して祝う意義が

目覚める。 

 私たちの内に住まわれる聖霊の存在とイエス様

の御言葉「わたしがきたのは、羊に命を得させ、

豊かに得させるためである。」（ヨハネ 10：10）

が相まって、いのちは無限な価値があることを気づか

された。私たちの生活で良い事があったとき感謝する

のは簡単であるが、悪いことすべてを含め、喜び悲し

み、成功、失敗などを感謝できるのは聖霊の御業であ

る。私たちが今ある状態にまで導かれた過程を忘れて

はならない。私たちは恐れないで恵みの神に信頼する

とき、主の導きをすぐに見出すことができる。 

 

 

思いを巡らす 
 

「主にあって強められる」より抜粋 「感謝の道」 著ビル ジョンソン 
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えています彼らのためにお祈り下さい。そして、主に

彼らの健康を守って下さいますように求めて下さい。 

□ ＨＳＫに出席している全ての来会者は、私たちが祈

りをささげることができる方です。今週、彼らのため

に祈りましょう。 

□ あなたの国の指導者たちのためにお祈り下さい。最

近、彼らのために祈りましたか？ 

□ ＨＳＫの全てのシングルマザーたちのために、再び

祈って下さいませんか？彼らの全ての必要が、主に

よって満たされますように。 

□ 私たちの教会の何人かの妻には、まだクリスチャン

ではない夫がいます。彼らの家の「雰囲気」は、いつ

も良いとは限りません。夫婦のためにお祈り下さい。 

□ 私たちの街の全ての教会を祝福して下さるように主

にお願いして下さい。牧師たちが病気になることを

恐れているなら、教会員たちは何を感じたり考えた

りするでしょうか？ヨシュアへの神さまの言葉を思い

出しましょう。「わたしはあなたと共にいる。わたしは

あなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ。

雄々しくあれ。」（ヨシュア 1章５－６節） 

 

注: 祈りのリクエストで週報への記載を望まない場合は、リクエス

トカードに週報×とお書きください。ありがとうございます。 



 

 

 

4 月 5、６日は、・・、断食祈祷日で

す！今日ベン牧師からそれについて

の説明があります。私たちの家族や

友人らの祝福を求めて共に祈る日数

を増やしていきたいです。 

 

来週の日曜日（㋃５日）は・・ＨＳＫ

のすべての母親たちは、母の祈り会にお

誘い致します。昼 12：45～13：30まで行

われます。 

祈り会の部屋は当日表示されます。 

 

同日㋃５日は・・・イスラエルの祈祷会が午後 1：

30 より行われます。是非皆さんご

参加ください。これについての詳し

い情報は鈴木智子さんにお尋ねく

ださい。 

 

HSK からの什一献金・・、61,000円（＋2,000円）は、

以下のように分配され捧げられました。 

Ｔｉｋｋｕｎ（イスラエル宣教（13,000円） 

真実さん&亮さん(石巻宣教)(15,000円)  

 

 

 

ウイクリフ聖書翻訳(15,000円) 

日本国際飢餓機構(10,000円) 

ギデオン聖書配布(10,000円) 

今年１月からＨＳＫが捧げた総合

計は、189,000円となります。 

 

大型の新約聖書・・・日本語、英語で書かれたものを

差し上げます。教会の本棚に置いてありますので、ど

なたでもお取りくださり、ご自分用や

プレゼント用としてお使いください。見

当たらない場合はアンジェロさんにお

尋ねください。 

 

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、是非お取り下さい。英

語版による情報は、インターネットで検索できます。私

たちはイスラエルのために祈ら

なければなりません。 

 

 

HSK 月間会計報告(2020 年 2 月-2020 年 3 月) 
教会の会計係、鈴木智子さんから、

教会の月間収支報告書が提出され

ました。2020年 2月１６日から 2020

年 3月１５日までの分です。詳細は

SKIスタンドにあります。概要は左記 

の通りです。 

教会什一献金の額は、61,000円で

した。HSKに捧げてくださったす

べての方々、誠に感謝申し上げま

す。神の祝福が皆様にさらに豊か

にございますように!他者に与え続

けてくださる方々に、牧師先生は

大変感謝しています!ハレルヤ！ 

 

項目 先月繰越 収入 支出 残高 

一般会計 ¥713,456 ¥604,708 ¥547,311 ¥797,008 

建物献金 ¥645,182 ¥5,403 ¥0 ¥650,585 

援助金 ¥60,968 ¥0 ¥0 ¥60,968 

宣教師基金 ¥138,697 ¥0 ¥0 ¥138,697 

奨学金基金 ¥171,527 ¥0 ¥0 ¥171,527 

クリスマス基金 ¥5,452 ¥0 ¥0 ¥5,452 

伝道基金 ¥11,169 ¥0 ¥0 ¥11,169 

墓地基金 ¥130,126 ¥0 ¥0 ¥130,126 


