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聞け、勝利の喜ばしい歌が正しい者の天幕にある。
「主の右の手は勇ましいはたらきをなし、主の右の手は高くあがり、

TEL:053-442-5080

主の右の手は勇ましいはたらきをなす」

FAX: 053-442-5186

わたしは死ぬことなく、生きながらえて、主のみわざを物語るであろう。

携帯：070-4500-9327

主はいたくわたしを懲らされたが、死にはわたされなかった。

E-mail:
hskmychurch@gmail.com
ウエブサイト www.hskchurch.com

詩篇 118：15-18

今週の予定

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

3/28 日 今日

夜の祈祷会はありません。

3/31（水）

PM １：30

4/1（木）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

4/3（土）

ＰＭ 7：30 ポルトガル語集会（歓迎）

祈祷会(メインルーム)

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！

断食祈祷 1 日目

今日あなたが来てくださったことを、私達

AM ８：４５

はとても嬉しく思っています。どうぞまたお

AM ９：５５

越し下さい。どのようなことでも、あなたの

賛美チーム練習
賛美、HSK 日曜礼拝＆交わり

4/4 (日）

洗礼式

手助けとなるようなことがあれば、牧師の

AM12:30

ベン・ファウラー、又は妻のルースにおっ

ＰＭ 6：55

しゃって下さい。またいつでもお電話下さ

（インターネットのライブ祈祷会！）

母の祈祷会

イスラエルの祈祷会

見張り人の集い（祈祷会）

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。

4/5 (日）

断食祈祷２日目
ＰＭ 6：55

見張り人の集い（祈祷会）

牧師より

と１６５節

親愛なる HSK の皆様へ！

ば、愚かになってしまい、それは良くありません。

まずお礼を申し上げます。ルースさんのパーティを素晴

教会にどのような額でも捧げてくださっている皆さんに感

らしいイベントとしてくださったすべての方々、誠にありがとう

謝申し上げます。私たちは神が語られるのを聴いているの

ございました。私もルースさんも皆さんからの食事や歌、愛

で、献金についてあまり語っていないと思います。まさに神

情にとても驚きました。彼女は皆さんに囲まれて若返った気

の御言葉は、「与えなさい。そうすれば与えられます。」とあ

持ちになったようです。もちろん私たちは年齢を重ねていま

ります。したがって、毎週献金の前に御言葉を宣言するのを

すが、皆さんとの交わりを通して若い気分を味わっていま

続けていきたいと思っています。み言葉の真理を通して、私

す！

は与える機会や与える対象について教えられます。私たち

ニュースでご存じと思いますが、世界中で火山が噴火して
います。大陸には現在 50 か所の活火山があると書かれて

は、多くの人々への祝福とならなければなりません。
先週、新しい方々が HSK に 5 人来られました。 再び来

いました。もしかすると次に噴火するのは富士山でしょう

てくださることと思います。ただ私が確信していることは、神

か？たとえどんなことが起ころうとも、私たちの避け所は主

が彼らを私たちの教会に導いてくださったのは、祝福するた

にあります！ あなたはそれを確信していますか？

めであり、解放するためであり、神のおられることを知らせる

先週日曜日に皆さんと分かち合って後、私が話した言葉
「悪」について考えていました。エペソ６章「それをもって、悪
しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。」（１６節）

ためです！
今週、神が皆さんのご家庭で良い御業を成してくださいま
すように。互いのために続けて祈りましょう。

この節は私たちが最近読みましたが、邪悪な行いや邪悪

あなたの牧師 ベン

な霊について語りました。邪悪な願いや悪者についても聖書
は書かれています。一方パウロはギリシャのクリスチャンに
対してこのように書いています。「今の時を生かして用いなさ
い。今は悪い時代なのである。」（エペソ 5：16） パウロが住
んでいた所では悪がはびこっていたことと思います。そして
神は教会リーダーたちに次のように示してくださったと信じま
す。「あなた方の時間は賢く使われなければならない。あな
たがたがする行動においても賢くなければならない。なぜで
しょう？ それは、あなたが悪を行うことによって罠に陥って
しまうからです。悪の罠をあなたは避けることができます。な
ぜそれを信じることができるでしょう？ 次の節に書いてある
からです。「だから、愚かな者にならないで、主の御旨がな
んであるかを悟りなさい。」（5：17） 私たちが賢くならなけれ

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'Blizz'をダウンロードしてください。
次にメッセージＩＤの表示が出ますので、メッセージが始まる直前にスクリーンに表示された
ＩＤ番号を入力してください。尚、ご自身のイヤホンをご持参ください。



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.com です。次に Schedule
ク、さらに‘Click

of Meetings をクリッ

here to visit Live Stream channel をクリックすると最近の集会がいつでも見られま

す。紹介してくださった方々ありがとうございます。

祈りのリクエスト
□ 世界の至る所で火山が噴火しています。近隣の住
民たちが安全であるようお祈りください。
□ 主がＣＯＶＩＤ－19 の広がりを止めてくださるよう続け

に感謝します。この活動を通して多くの方々の人生
が動かされています。
□ 家族によって教会に行くことを止められている方々

てお祈りください。ウイルスの変異種も止めてくださ

がいます。彼らＨＳＫのメンバーや友人たちのために

るようお祈りください。

祈らなければなりません！

□ ＨＳＫの来訪者たちが主に出会い、救われるようお

□ 子どもたちがまだクリスチャンでない家庭がありま

す！彼らのためにお祈りください。

祈りください。
□ 来週、大石さんとようじ君が洗礼式を受けます。今
週、彼らのためにお祈りください。
□ 今週、私たちの教会の子ども達のために祈ってくれ

※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。

ますか？彼らが皆、イエス様を求めますように。
□ ブラジルではウイルスが拡大しています。ブラジル
のボルソナロ大統領も感染しました。ブラジルのた
めにお祈りください。
□ アンジェロさんのお母さん（ミリアムさん）はブラジル
の病院で看護師として働いています。彼女の健康が
守られるようお祈りください！
□ 今の時期、多くの人々がアレルギーで苦しんでいま
す。彼らの健康のためにお祈りください。
□ 私たちの教会にいる独身者の方々のためにお祈りく
ださい。彼らが皆励まされ、必要が満たされるよう求
めてください。
□ 私たちの教会のアウトリーチの「フードバンク」を神

思いを巡らす
「信仰は働くより抜粋

著ジョン・マッカーサー

TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR」＊
R_IKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk/.;lk777777777777777777777777777777777kkkkkkkk・
い。そのようにペテロは彼ら勇気づけた。
神の力とは信仰の動揺に拘わりなく内在してい

るかを知る者はペテロ以上に知る者はないだろ

なぜなら、キリスト者は信仰を通して完成されるか

う。神はペテロの失敗や罪、妥協、裏切りなどを

らだ。彼らに同情を送ることより、信者として彼らは

通してでさえも、彼を成長させ守り育てた。ペテ

完全に守られていることに目を向けさせた。ペテロ

ロは失敗を犯しても、御力により信仰の中で守ら

は、彼らが地上のすべての財産を失う可能性も知って

れた。

いた。ましてや命さえ失う可能性も知っていた。しか

ペテロは、小アジアに住んでいる信者たちへの

し、キリストの内にあるものは何も失われないこと

手紙の中で励ましの言葉を綴っている。自分たち

を、彼らに知らせたかった。彼らの天の資産は保証さ

は異邦人であり、天に故郷があり、王なる国民で

れていること。神の御力の中で彼らが守られているこ

ある。神の子であり、生ける石、聖なる祭司、神

とを。

の所有とされた民である。それゆえ、恐れてはな
らない、ひるんではならない、私たちは窮するこ
とはない。苦しみに会っても心配してはならな

ＨＳＫのインターネットに繫 げたい
方 は・・・

今年より捧げられた総合計は、154,000 円となります。
素晴らしい！

Wifi：hsk/1
PW: song1234
言語などの詳細はスクリーンに表示さ

今週の土曜日（4/3）・・・夜 7：30 よりポルトガル語

れます。

の集会が再び行われます。前回教会に来

来週の日曜日（4 日）・・・朝礼拝後すぐに水のバプテ

られたら方は数人でしたがネットでは 50 人

スマ（洗礼式）が行われます。洗礼を希望される方は、

が視聴されました。すごいことです。この集

今からでも遅すぎませんのでベン牧師または幸男さん

会のために今週お祈りください。

にお申し出ください。

来月 4 日の日曜日お持ちよりください。
4 月 4 日（日）＆5 日（月）は、・・、断食祈日です。

HSK フードバンクに献品してくださる方は必要とされて

ベン牧師はメンバー全員が参加することを望んでいま

いる物品をお持ちください。今日ベン牧師から説明が

す。昨今、神の助けと癒しを必要としています。断食祈

ありますが、この活動を通して多くの人々に支援を受

祷日、日曜と月曜の夜は 7 時より教会で祈祷会が行

けていますので、継続できるようご協力ください。必要

われます。共に祈りましょう

とされている物品のリストは今日配布されます。

3 月 HSK からの什一献金は・・、以下のように分配

来週の日曜日、3 つの祈祷会があります！

され捧げられました。

イスラエルのための祈祷会（昼 12：30 /ルーム 12）

真実さん、亮さん(石巻ミニストリー)(12,000 円)

母の祈祷会（昼 12：30/ベビールーム）

クラウド牧師(イスラエル支援) (15,000

夜の祈祷会（夜 7：00/メインルーム）

円) HSK フードバンク（15,000 円）
今月捧げられた合計金額は 42,000 円
でした
教会の会計係、鈴木智子さんから、

HSK 月間会計報告(2021 年 2 月-2021 年 3 月)
項目

先月繰越

収入

支出

教会の月間収支報告書が提出され

残高

ました。2021 年 2 月１６日から 2021
年 3 月１５日までの分です。詳細は

一般会計

¥615,290

¥412,431

¥496,280 ¥531,441

建物献金

¥679,588

¥2,003

¥0

¥681,591

援助金

¥60,968

¥0

¥0

¥60,968

宣教師基金

¥157,697

¥0

¥0

¥157,697

べての方々、誠に感謝申し上げま

奨学金基金

¥171,527

¥0

¥0

¥171,527

す。神の祝福が皆様にさらに豊か

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

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、42,000 円で
した。HSK に捧げてくださったす

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！

