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喜びと救いの声は、正しい者の幕屋のうちにある。
主の右の手は力ある働きをする。
主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。
私は死ぬことなく、かえって生き、
そして主のみわざを語り告げよう。
主は私をきびしく懲らしめられた。
しかし、私を死に渡されなかった。
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(

ベン・ファウラー

詩篇：118 篇 15-18 節
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今週の予定

(日本語)http://www.hskchurch.org
(英語)http://www.hskchurch.com

日付

はじめて来られた方、歓迎します！

３/２１(日）

今日あなたが来てくださったことを、私達はと

今日

ても嬉しく思っています。どうぞまたお越し下

時間と内容
PM

１:３０

PM

６：５５

監督者と執事会達とのミーティング
見張り人たちの集まり(祈祷会)

(インターネットで祈祷会をライブ配信します)

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

３/２４(水)

PM

１：３０

祈 祷会(メインルーム)

３/２５(木)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

AM

８：４５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

AM

９：５５

賛美、分ち合い、日曜学校、交わり

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ＨＳ
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。

３/２８(日)

浜松救い主教会はプロテスタントの単立

今日はランチがあります！

（Independent）クリスチャンの集まりですが、

今晩の祈祷会はお休みです！

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。

牧師より
HSK のメンバーと友人の皆さんへ
きよ
私たちが共に集まるとき、天のお父様が私たちの
ためにして欲しいと願ったことを私は何度考えたこと

エス様は丁寧に話したでしょうか？或いは、強く厳し
かったでしょうか？その時のイエス様の態度を知る
ことは難しいです。でも、質問をしている人たちの態

か思い出せません。なぜこのような思いを私は持つ
のでしょうか？一つの理由は、神様を褒め称えること
は新鮮な経験であるべきだからです。いいえ、それ
は私の個人的意見ではありあません。それは真理で
す。ダビデ王はこう書いています。『新しい歌を主に

度はこのようであったと思います：彼らはイエス様に
敬意をはらわず、すべての奇跡を止めたいと思って
いました。イエス様のしておられたことは、彼らの規
則に添っているものではありませんでした。イエス様
は彼らの手順に従っていませんでした。イエス様の

歌え。』（詩篇 96：1） そうです、昔の賛美も多くの
意味がありますが、それらは古くなり得ます。全能な
る神様によって皆さんや私のために新しい経験が与
えられています。ソロモンはこう書いています『…あ

お言葉は、弟子たちを力づけ、後に彼らにこう言わし
めたのだと思います。「人に従うより、神に従うべきで
す。」（使徒 5：29） この言葉を私たちは繰り返すべ
きでしょうか？そうするべきだと私は思います。

なたの酒ぶねは新しいぶどう酒であふれる。』(箴言
3：10)そして、神様のいつくしみはどうでしょうか？
預言者エレミヤは彼の書簡の中でこのように書いて
います。『私たちが滅びうせなかったのは、主の恵み
による。主のあわれみは尽きないからだ。それは朝ご

皆さんが私のこの手紙を読んでいるころには、ルー
スと私は家族や孫たちのいる神戸への短い旅行から
戻っていることでしょう！彼らを訪問することは私の
妻を見た目にも振舞いにも若々しくさせます！彼女
を愛し、尊敬して下さっている皆さんに感謝します。

とに新しい。』（哀歌 3：22-23） そして、神様の教
会をとても興奮させるものは何だと、私が考えている
か想像できますか？そうです、新しい祝福、新しい
神様のご臨在、そして、新しい喜びです。この一年を
通して、主に新しいことを私たちに与えて下さるよう

彼女は皆さんを愛しています！この新しい年が、皆
さんと共に笑い、喜び、そして皆さんをハグすること
が増し加わる年となることを彼女は期待していま
す！
そして、今週、主が皆さんにとっての素晴らしい一

に私は求め続けます。『見よ。まことに私は新しい天
と新しい地を想像する。先のことは思い出されず、心
に上ることもない。』（イザヤ書 65：17）
イエス様が、奇跡を行う権威を彼に与えたのは誰

週間として下さいますように。いつも歌う歌のように
私たちは素晴らしいことをして下さる神様に期待しな
がら、神様と共に前進し続けなければなりません。
あなたの牧師、ベン

かと聞かれた時、彼の返事はこうでした：『一言尋ね
ますから、それに答えなさい。そうすれば、わたしも、
何の権威によってこれらのことをしているかを、話し
ましょう。』（マルコ 11：29） イエス様のこれらのお言
葉を読んだとき、どうしてイエス様はご自身を疑う人
たちに話されたのだろうか、と私はよく思います。イ

牧師先生のメッセージを聞くことができます。・・・ポルトガル語(または英
語で聞く場合、”Blizz"のアプリを開き、メッセージ ID を入力してください。ID は、
スピーカーの方がメッセージを分かち合う前にスクリーンに表示されます。イヤホンが
必要ですので、持参して下さい。

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.com で’Schedule of Meetings’をクリックしま
す。次に‘Click here to visit Live Stream channel’をクリックしますと過去の集会リストがありま
すのでいつでもご覧になれます。是非他の人々とこの情報を共有して下さい。

思いを巡らす考え
「神の働き」
かつての奴隷たちが埋葬されたバージニア州の
シェナンドー渓谷に、様々な人種のクリスチャンが
集まり、アメリカ合衆国の長年の人種問題が何を
意味するのか、手をつないで祈り求めました。する
と突然、風が吹き、雨が降り出しました。ビル・ヘイ
リーの 10 歳の娘は「神様が泣いている」とささや
きました。人々は、神が赦しと和解のために働いて
おられると信じました。
神はカルバリの十字架でも働いておられました。
イエスが息を引き取られた後、地は揺れ動き、岩
は裂け、墓が開きました（マタイ 27：51-52）。イ
エスが神の御子であることを否定する人たちもい
ましたが、見張り役の百人隊長の結論は間違いで
した。警備の人たちは地震やすべての出来事を見
て怯え、「この方はまことに神のこであった」(54
節)と言ったので罪を赦すために働いておられま

祈りのリクエスト

☐

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(✓)

□今季、アレルギーで苦しんでいる人をご存知でし
たら、その方たちのためにお祈り下さい。
○政府リーダーたちが救われるように祈り続けましょ
う。
□私たちの牧師先生が、語り、また行うすべてに聖
霊様の導きを求めて祈り続けてくださいません
か？それが、牧師先生の願いです。
○コロナウイスルは今も蔓延しています。それがすぐ
に終息するよう、祈り続けましょう。
□私たちの教会の”フードバンク“のアウトリーチのた
めに、そして教会からの贈り物を受け取った方た
ちが主を知るようになることを求めて続けてくださ
い。
○教会を訪れる方たちが、主の御力に触れられて、
彼らの人生が変えられるよう、お祈りくださいませ
んか。
□今週、日本の国民がイエス様を知るようにと祈り
ましょう。
○私たちは、今も全ての人が簡単にアクセスできる
場所を求めています。このことについて今週お祈
り下さい。

した。「神は、キリストにあって、この世をご自分と
和解させ、違反行為の責めを人々に負わせな」か
ったと聖書は語ります(Ⅱコリント 5：19)。私たち
にとって、神に赦されたという確信を示すために、
他者を赦す以上の方法があるでしょうか。

神の赦しを自分とは合わない人と
どう分ち合ってきましたか。
イエスの贖いによる神の赦しを、
今日、まだ受け取っていないなら、
躊躇する理由は何ですか。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

□今週、HSK の子供たちを覚えましょう。彼らが全
ての悪から守られますように。
○日本の学校で働いているマークさん、ルースさ
ん、賢美さん、パトリシアさん、そして、ナイディーン
さんのためにお祈りください。彼らは祝福となりたい
と願っています。
□私たちの教会のシングルマザーたちのために知恵と
力と励ましを求めて祈りましょう。
○アルゼンチンでは森林火災、インドネシアでは洪水、
そして、イタリアでは火山の噴火が起こっています。
皆さんもニュースでご覧になっているはずです！で
すので、これらの国々のためにお祈りください。それ
をしましょう。

☞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
出来ます。『私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマ
によって、キリストとともに葬られたのです。それは、キリ
ストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられた
ように、私たちも、いのちにあって新しい歩みをするため

★HSK Wifi と繋げたい方は…以下の通り WiFi

です。』（ローマ書 6：4）

をセッティングして下さい。

hsk/１ PW:song1234

★来週日曜日（28 日）…皆さんは他の方たちと一緒

今日の牧師先生のメッセージをご自分の言語で聴くため

に残ってランチを食べて下さい。

の案内がプロジェクターのスクリーンに表示されます。

メニューはまだ決まっていませんが、
…再びチリホットドックは食べません。

★今日賛美した新しい曲…「Glory to God
Forever」は、英語のみですが、ユー
チューブ
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kA4-ioUmYjo. で視聴す
ることが出来ます。この曲の日本語やポルトガル語はあり
ません。済みません！でも、今週この曲を覚えましょう！

今年の夏は、皆さんと一緒にハンバー
ガーやステーキ、焼きそばを食べたいと牧師先生は願っ
ています。牧師先生から、後ほどメニューについてお話し
ます。

★毎週約 30 分…または、それ以上、交わりの時間を
教会のインタネットのサイト
からライブ配信していま

★今日の通訳…日本語での牧師先生のメッセージは、
携帯のラインアプリ、または、FM ラジオ
87 局で聞くことが出来ます。また、大きな
ヘッドホンをご使用になりたい方は、メイ
ンルームの後ろの書架の上のバスケット
の中にありますのでご利用ください。

す。目的は、ご自宅で視聴
している教会員の方たちが教会に繋がり続けるためで
す！牧師先生は、集会に出席できない皆さんのことを淋
しく思っています。そして、私たちが共に集まることが出来
る日を本当に楽しみにしています！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★お勧めします…続けてフードバンクを一杯にして下
さい。ですので、毎月第一日曜日に、

『そういうわけですから、兄弟たち。私は、神のあ

HSK フードバンクに食べ物を持参し

われみのゆえに、あなたがたにお願します。あなた

ましょう。もちろん、食物を購入するた

方のからだを、神に受け入れられる、聖い、生きた

めに献金したい方は、いつでもそのよ

供え物としてささげなさい。それこそ、あなたがた

うにして下さい。現在必要とされている食物のリストが
SKI スタンドでご覧になれます。

★4 月第一日曜日（4 日）…当日の天気が晴れても
雨でも朝の集会後直ぐ、洗礼式を行い
ます。このイベントについての詳細は、
ベン先生、または幸男さんにお尋ね下
さい。水の洗礼についての簡単な説明は、今日聞く事が

の霊的な礼拝です。』（ローマ 12：1）

