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Hamamatsu Church of the Savior

聞け、勝利の喜ばしい歌が正しい者の天幕にある。
浜松救い主教会(HSK)

「主の右の手は勇ましいはたらきをなし、
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わたしは死ぬことなく、生きながらえて、
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主のみわざを物語るであろう。

ポルトガル語 090-9220-0600
E-mail:
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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

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。
詩篇 118：15-18

今週の予定

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

3/14(日）

夜の祈祷会はありません！

から神様を知りたい、またこの思いを持

今日!

監督/執事のミーティングは来週です！

3/17 (水)

PM 1：30 祈祷会（メインルーム）

3/19（金）

ＰＭ 7：25 賛美チーム練習

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。

3/21(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

ＰＭ

1：30

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!
監督/執事ミーティング

ＰＭ 6：55 見張り人の集い（祈祷会）
（インターネットのライブ祈祷会！）

牧師より

じ

親愛なる HSK のメンバーと友人達へ！
先週のサプライズバースデーパーティーを楽しま
れたのは誰でしょう？私です。それからケーキもとても
美味しかったです。また別のパーティーも楽しみです。
私たちの喜びの交わりに天使たちが引き寄せられたこ
とでしょう。100 人 200 人 300 人のパーティーだったら
どうなっていることでしょう！できるでしょうか？やりま
しょう！
最近の週報で触れましたが、ユーチューブで
南アフリカの礼拝を観ました。その礼拝は賛美と牧
師の説教、祈りがあり 3 時間の長さでした。祈りの中で
神からの啓示を受けた牧師がある人々が抱えている
必要について語っていました。そこで共通した問題が
浮かび上がりました。それは、霊的ドクターと自称する
者からコンサルティングを受け、それにより 1 万または
5 万もしくはそれ以上を請求されたことです。彼らは本
当の医師ではなくクリスチャンドクターでもありません。
コンサルティングには呪いまたは祝福を得ることが含
まれました。しかも、それを受けた女性たちが性的虐
待を受けたようです。コンサルティングを受けた後妊娠
していました。そのような被害に遭った女性たちは借金
があり失業していたり、私生児だったり、悪い状況にい
ました。私は、女性たちが人生の苦労や悲しみを牧師
に打ち明けるのを聞き、何度も涙が込み上げました。し
かし、その牧師は彼女の顔をまっすぐ見て言いました。
「神はあなたをとても愛していますよ。」
そのように言われて女性はどう思うだろうかと私は
考えました。彼女はそのように傷つけられるべきでは
ありませんでした！しかしイエス様はそのような女の人
に会いました。そしてそのような話を聞きました。その
後イエス様は何とおっしゃったでしょうか？「わたしはあ
なたを罪に定めない。行きなさい。そして、もう罪を犯し
てはいけません。」
私の結論は、私たちは神の御言葉を十分に語って

いません。
数日前、私はある牧師先生方の動機についてルー
スさんと話していました。ある方はリーダーになること
や聖書の知識を分かち合うために牧師になります。ま
た、大きな建物を建設したことが大きな達成と見ていま
す。しかし、イエス様は成されたことすべてにおいて 1
つの動機を持っておられたと思います。それは何でしょ
う？ 私はこう思います。：いのちを与えるため。失った
ものを回復させるため。神の愛を示すため。
「盗人が来るのは盗んだり、殺したり、滅ぼしたりす
るためにほかならない。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）
今日も皆さんにお会いできることを楽しみにしていま
した。私たちが賛美する時、神のご臨在に触れ聖霊様
が私たちの心に良い変化を与えてくださるでしょう
私とルースさんは皆さんのために頻繁に祈っていま
す。皆さんの微笑みと笑いは私たちを幸せにしてくれ
ます。神がさらに皆さんを祝福してくださいますように。
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。・・
ポルトガル語（英語）の通訳はアプリの“Ｂｉｚｚ”をインストロールし、メッセージＩＤを入力してください。
ＩＤは説教が始まる前にスクリーンにて表示されます。通訳をお聴きになる際、ご自身のイヤホンが
必要です。

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を家族や友人に紹介し続けましょう
集会のウエブサイトは
次に Click

<www.hskchurch.com> です。次に Schedule of Meetings をクリック,

here to visit Live Stream channel.すると過去の動画もご覧になれます。情報共有してく

ださりありがとうございます。

祈りのリクエスト
□ 渡辺さんは再び入院しました。今週彼の癒されるよう
お祈りください。

□ 世界中でＣＯＶＩＤ－19 の流行を止めてくださるよう再

□ パウロさんとジェーンさんは息子さんたち（ジョナサン
さん、ダビさん）の救いを信じています。主が速やか
に彼らを救ってくださるよう求めましょう。

び神に求めましょう。先週、浜松の大きな病院が医
療従事者の感染により外来の診療を中止する事態
となりました。

□ デイジーさんは首のヘルニアが癒されることを信じて
います。今週彼女のためにお祈りください。

□ ４月４日、水のバプテスマを希望する人々が多くいる
よう信じて祈ってくれますか？

□ アンドレアさんは教会から離れている人々の心に主
が働いてくださるよう求めています。共に祈ってくださ

※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。

る方は誰でしょう？
□ 大石さんは、友人の村上さんの癌が癒されるよう祈
りを求めています。神は今日も癒すことができます！
□ 日本の政治家たちが救われるよう祈り続けましょう。
日本にはクリスチャンのリーダーが非常に少ないで
す。
□ ローズさんは姉妹のロジネイさんが主によって変えら
れることを求めています。彼女が再び教会に来るよう
神が彼女の心に働いてくださるようお祈りください。
□ 私たちの賛美チームにメンバーをもっと加えてくださ
るよう信じてください。
□ マークさんの肩のねじれが癒されるよう信じて祈って
くれますか？神は今日も癒してくださいます！

思いを巡らす

「冬になる前に来なさい」 著: チャーリー・スインドル

あなたを賢く見せるためには、話すことより

た。あまりに明らかな形が神の道ではない。

も黙ることにある。喧々諤々たる議論にブレー

すべてが静まった後、優しい風がそよいだ。そし

キをかけるには、優しい言葉で対応することが

て御声があった。その御声には確信と信仰が伴って

効果的だ。最も強力な叱責は暴言を浴びせられ

いた。責めも恥も説教も咎めもない。主は温かく彼

ることより静かで肯定的な模範を見せられるこ

を力づけ導き出した。

とだ。
他者を成長させる秘訣は規則や決まりで締め
つけるよりも、想定以上の信頼を与えること
だ。神は私たちの人生の裏側で最高の賜物を与
えてくださっている。予想していなかったとこ
ろに驚きが隠されている。エリヤが失望し道を
外しかけていたとき、主はどのように彼と接し
ただろうか？地震を通してか？竜巻を通して
か？火を通してか？いいや、1 列王記 19 に書か
れているが、神はそれらの中にはおられなかっ

主はエリヤにご計画を示され約束を思い起こさ
せ、助け手を送り彼を守り養った。。

きます。ヘッドフォンの使用を好まれる
方は、集会室の後ろのかごの中にヘッ
ドフォンがありますのでお使いく
ださい。（ヘッドフォンのジャックは皆さ
んの携帯電話には適合するか分かりま

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・
Wifi：hsk/1
PW: song1234

せん。）

言語などの詳細はスクリーンに表示されます。

提 案 がありました。

来 週 新 しい歌 を紹 介 します。
‘Ｇｌｏｒｙ ｔｏ Ｇｏｄ Ｆｏ ｅｖｅｒ’（永 遠 に神 に栄 光
あれ）という曲 で、ユーチューブで聴 くことができ
ます。（英 語 ）日 本 語 やポルトガル語 がないのは
残 念 ですが、今 週 以 下 のサイトをチェッ クしてみ
てください。

https://www.youtube.com/watch?v=kA
4-ioUmYjo.

フードバンクを 満 たすため、毎
月 の最 初 の日 曜 日 に 食 料 を持
ってくることはどうでしょう。ＨＳ
Ｋフードバンクのためにご計 画 く
ださい。もちろん献 金 はいつで
も受 け付 けております。 その場
合 、封 筒 にフードバンクと書 い
て献 金 箱 に入 れてください。提
供 して頂 く食 料 のリスト はＳＫＩスタンドに あります
のでご確 認 ください。ご協 力 ありがとうございます。

次回の執事/監督ミーティングは・・来週の日曜日
21 日、午後 1:30 よりに行われま

4 月の第一日曜日（4 日）は、・・、朝礼拝後すぐに

す。執事の多くは欠席しています

水のバプテスマ（洗礼式）が行われます。洗礼を希望さ

が来月からの新しい執事につい

れる方はベン牧師または幸男さんにお申し出ください。

て話します。（突然日時が変更に

聖書では以下のように書かれています。

対してご容赦くださりありがとうご

「・・キリスト・イエスにあずかるバプテスマを受けたわ

ざいます。）

たしたちは、彼の死にあずかるバプテスマを受けたの
である。」（ローマ 6：3）

ステバンくん、お誕生おめでとうございます・・ダニエ
リさん、イウリさんご夫婦に男の子の赤ちゃんが生まれ
ました。お母さんは退院されたかどうか
わかりませんが、産後の順調な快復の
ためにお祈りください。彼女とご家族の
ために祈ってくださりありがとうございま
した！主がこの家族を神の御心のまま
に導いてくださいますように！

今日のポルトガル語通訳は・・・・皆さんの携帯電話
で hskchurch.com またはＦＭラジオ 90 で聴くことがで

