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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。

宣教師（牧師）
(

ベン・ファウラー

詩篇：118 篇 15-18 節

(E-mail アドレス)
hskchurchjapan@gmail.com

今週の予定

(インターネットアドレス)
(日本語)http://www.hskchurch.org

日付

時間と内容

(英語)http://www.hskchurch.com

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

断食祈祷第一日目
３/７(日）
今日

ても嬉しく思っています。どうぞまたお越し下

PM １２:３０
PM １２：３０
PM

６：５５

母親たちの祈祷会
イスラエルのための祈祷会
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
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

３/８(月)

断食祈祷第二日目
PM

６：５５

見張り人たちの集まり(祈祷会)

３/１０(水)

PM

１：３０

祈祷会(メインルーム)

３/１１(木)

PM

７：２５

賛美リーダ―と奏楽者の練習

PM

７：３０

HSK ポルトガル語集会

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。
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、

３/１３(土)

（@ hskchurch.com にてインターネットライブ配信）

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。

３/１４(日)

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

PM

１：３０

監督者と執事たちとのミーティング

牧師より
HSK のメンバーと友人の皆さんへ
きよ
今年も第三番目の月の 3 月に入りました。そし
て、天のお父様が私たちにどう生きて欲しいかを皆さ

しばしば、直ぐに大きな涙が頬をつたっている人々が
います。そうです、ルカウ牧師先生は、全ビデオの中
で違うスーツを着ているようです。彼は歩き、沢山話

んと更に学ぶことを楽しみにしています。私たちはあ
る種、一連のメッセージの中にいますが、私がこのよ
うになることを計画したのではありませんでした。そ
れは、聖霊なる神様が、ずっと避けてきた衝突のなか
で、私たちが勝利者となることを願っているようで

します！でも、全ての会話の最後に、これらの人々は
完全に変えられ、解放され、自由にされます。私の頭
の中をこの思いが駆け巡ります：そのような問題を
抱えた人で、誰が私の近くに立つだろうか？ 誰が
自分たちの痛みが止まることを願って私のところを

す。皆さんはどう思いますか？私は、私たちが打ち勝
つものとなっていることを心から希望します。それは
神様のご計画であり、私はそれについて強く確信を
持っています。

通るだろうか？私はこのような人々が癒され、変えら
れるのを見たいです。
私たちは、将来経験し得る真理を聞いていると感じ
ます。そして、毎週少し今までより長く話すかもしれ

ご自身の携帯電話や FM ラジオを利用して私のメ
ッセージやお知らせの通訳を聞いて下さっている皆
さんにもう一度感謝します。日本人の教会メンバー
の方々が毎週日曜日に今まで以上に長く聞いて下さ
っていて、そのことには更なる忍耐がいることも私は

ませんが、どうぞ聞いて下さい。私たちがしたい幾つ
かのことのための準備には時間が掛かるかもしれま
せん！そして、今月、或いは今年これが私たちの持
つ経験に当てはまる可能性があります。私たちは主
にあって堅く立っていなければならないと確信しま

承知しています。ありがとうございます。毎週 3 か国
語を用いている教会は日本ではないと思います。
私はこの数日、南アフリカのヨハネスブルグに住む
牧師先生、アルファ・ルカウ氏のユーチューブビデオ
を視聴しています。ビデオの全てが、彼の教会を訪

す。『あなたがたが主にあって、堅く立っていてくれる
なら、私たちは今、生きがいがあります。』（Ⅰテサロ
ニケ 3：8）
あなたの牧師、ベン

問している人々のことで、彼らは深刻な健康問題や
人間関係、経済的な問題等を抱えています。これら
の人々と牧師先生との会話は、聖霊様がその牧師先
生に今まで会ったことがない人々について語ること
の故に、とても独特なものです。神様は、彼らの誕生
日や親戚たちの名前、彼らがどこで雇われているか
といったことを牧師先生に告げます。この知識と同じ
くらい驚くことは、私はこの人々の顔を見ています。
なぜなら、彼らの大半は痛みや大きな苦痛、或いは
死にたいと願っているからです。

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
「とりなしの祈り」
パパが家族の朝の祈りの最後に「アーメン」と言う
や否や、5 才のケイトリンが口を開きました。「私、お
兄ちゃんのために祈ったわ。だって、お祈りの時、ず
っと目を開けていたもの。」10 歳の兄の祈りの姿勢
について祈ることをとりなしの祈りとは呼びません
が、少なくとも、人のために祈れる、ということは分か
っていたようです。
聖書講解の教師として有名なオズワイルド・チェン
バーズは、「とりなしの祈りは、神の立場に立ち、神の
心と神の視点を持つこと」と語り、他人のために祈る
ことの重要性を強調しました。いつくしみの神という
真理に照らして、人のために祈るのです。
その模範はダニエル書 9 章にあります。彼は、ユ
ダヤ人が 70 年間バビロンで捕囚にされる、という
予言を理解していました（エレミヤ書 25：11-12）。と
ころが、この 70 年が終わりに近づいていることに気

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

づくと、彼は真摯に祈りました。神のみことばを引用
し、（ダニエル 9：4-6）、へりくだり（8 節）、神の品性
をあがめ（9 節）、民の罪を告白し(15 節)、神のあわ
れみにすがって祈りました（18 節）。するとすぐ、神
が応答されたのです（21 節）。
こんなに劇的に応えられる祈りばかりではありま
せんが、くじけないで下さい。神を信じ、神を頼るな
ら、人のためにふさわしく祈れます。

人のために祈るとき、
どうやって神のみこころを探し求めますか。
どうやって神の視点を持ちますか。

神様は私たち
の祈りを聞い
てくださいま
す！

るようにして下さい(✓)

□仕事を必要としている方たちのためにお祈り下さい。
神様はお出来になります！
○HSK の子供たちが、直ぐに救われて、イエス様に人
生を捧げますよう、祈りましょう。
□出産日が 3 月 15 日と近づいていますので、ダニエ
ラさんのために続けてお祈り下さい。
○日本でのウイルス感染者が減少していますから、神
様を褒め称えます。このウイスルが完全に根絶され
るよう、続けて祈りましょう。
□世界中の多くの国々で、大きな洪水を経験していま
す。お祈り下さい。
○まだイエス様を知らない三枝子さんの 4 人のご兄弟
のためにお祈り下さいませんか？彼らがすぐに救わ
れますように。
□私たちの教会の”フードバンク“に捧げることを、どう
ぞ忘れないで下さい。神様は、このアウトリーチを通
して続けて生活を祝福して下さっています！
○今週、あなたの国の政府リーダーたちのためにお祈
り下さい。
□アマルさんご家族が日本への入国をすぐにも許され
ますよう、続けてお祈り下さい。

○続けて、私たちの教会のリーダーたちがする全てを
聖霊様が導いて下さるよう、今週彼らのためにお祈
り下さい。
□今週、私たちの教会のシングルマザーたちを祈りに
覚えて下さい。そして、子どもたちと離されているお
母さん達はどうでしょうか？祈りましょう。
○ナイディーンさんの双子のお姉さんはエリさんと婚約
をしていますが、何かが彼のアメリカ入国を阻んで
います。彼のためにお祈り下さい。
□

☞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
★次回の執事たちのミーティングは…来週の日曜日

★場所と時間が変更になります…イスラエルのため

です。今月執事の皆さんは、このミ

の祈祷会の時間と場所が変更になりま

ーティングに出席するように予定し

す。集会は 12 時 30 分から、プレハブ

ていて下さい。牧師先生は、彼らに

の 12 号室で毎月行われます。今日、

とても感謝しています！。

この集会に皆さん、是非ご出席くださ
い。

★明日、3 月 8 日は…断食祈祷の 2 日目です。今
日、断食をしなかった方は、明日それ

★HSK Wifi と繋がるためにお待ちの皆さんへ

をすることを考えて下さい。皆さんは

お知らせ：hsk/１ PW:song1234

私たちが主にして下さるようにと求め

今日の牧師先生のメッセージの日本語

ていなければならないことが沢山ある

通訳は FM ラジオ 87 とラインアプリで

ことをご存知です。明日の夜の祈祷会

聞くことが出来ます。また、もっと大きい

は、6 時 55 分から始まります。『わたしの好む断食は、こ

ヘッドホンを使用したい方は、礼拝堂の後ろにある書架の

れではないか。悪のきずなを解き、くびきのなわめをほど

上のバスケットの中にありますので、お使い下さい。

き、しいたげられた者たちを自由の身とし、すべてのくびき
を砕くことではないか。』(イザヤ 58：6)

★今週土曜日(13 日)７時３０分から始まります…

★教会の写真担当者！アマルさんは、毎週 HSK のイ
ベントの写真撮影をボランティアでして
下さいます。もちろん、写真を撮られた

殆どがポルトガル語で行われる

くない方は、彼にそう伝えて下さい。数

集会が HSK であります。日曜日

枚の写真が、随時教会のウエッブサイト

の集会のように、賛美と祈りと交わりが
ありますが、この集会では、ポルト

に掲載されます。この時これらの写真は
コピーされません。

ガル語のみで賛美と分かち合い
をします。皆さんがこの集会への
出席を歓迎されますが、メッセージの通訳はありません。
ご自宅のコンピューターで教会のインタネットサイトからこ
の集会をご視聴することが出来ます。

3 月は、何方かの誕生日月です！
あなたの誕生日は、今月ですか？もし、そうなら…
お誕生日、おめでとうございます！
あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、
これからの新しい一年がさらによい年となりますように！
神様の祝福がありますように！

