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Hamamatsu Church of the Savior

主に感謝せよ、主は恵みふかく、
浜松救い主教会(HSK)

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

〒430-0853

もろもろの神の神に感謝せよ、

浜松市南区三島町 522
TEL:053-442-5080

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

FAX: 053-442-5186

もろもろの主の主に感謝せよ、

携帯: 070-4500-9327
ポルトガル語 090-9220-0600
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

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。
ただひとり大いなるくすしきみわざをなされる者に感謝せよ、
そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。
詩篇 136：1-4

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

4/11(日）

ＰＭ

から神様を知りたい、またこの思いを持

今日!

夜の祈祷会はありません！

4/14 (水)

PM 1：30 祈祷会（メインルーム）

4/15（木）

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

1：30

監督/執事ミーティング

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。

4/18(日）

AM

８：４５

AM

９：５５

賛美チーム練習
日曜礼拝＆HSK 日曜学校&交わり!

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！

皆さんはどうか分かりませんが、先週の日曜日は私
にとって特別な日でした。空は曇っていて水は冷たか
ったですが、（私もちょっと濡れました）4 人のクリスチャ
ンたちが受洗され、私は嬉しい気持ちでいっぱいで
す。洗礼式はめったにするものではないと思っている
牧師先生もいると思いますが、私はそうではありませ
ん！水の中から出た人は新しい“いのちの歩み”をしま
す。水を温かくする方法を今考えていますが、とりあえ
ず、今年も多くのクリスチャンたちが洗礼を受けること
を願います！願いましょう。これが真理です：「すなわ
ち、わたしたちは、その死にあずかるバプテスマによっ
て、彼と共に葬られたのである。それは、キリストが父
の栄光によって、死人の中からよみがえらされたよう
に、わたしたちもまた、新しいいのちに生きるためであ
る。」（ローマ 6：4）
日曜日のメッセージについて聖霊様によって示され
たと、私が言うことがありますが、神が私に何を語ろう
とされているのか理解するのには時間がかかります。
イエス様が群衆たちに影響を与えてくださったように、
私たちが変えられる生き方は、私にとって大切なだと
思っています。
「わたしたち強い者は、強くない者たちの弱さをにな
うべきであって、自分だけを喜ばせることをしてはなら
ない。」（ローマ 15：1）
今月の数週間、私はアメリカに行き、母との時間を
持つ予定です。8 月には彼女のための大きな誕生パ
ーティが計画されていますが、その時は母とじっくり話
ができないので時期を早くして会いに行きます。私の
留守中は賢い監督者たちが皆さんを励まし、導き、守
ってくれます。もちろんルースさんは彼らを時々チェック
するでしょう！海外の渡航ですのでＣＯＶＩＤの関係の
大変さがあります。皆さんの祈りが助けとなりますので

ぜひお願いします。私も皆さんのために頻繁に祈りま
す！皆さん全員が私にとって特別です！
私がアメリカから戻り次第、駐車場の入り口の門や
階段、プレハブ（＃10＃12）の渡り板などの修理やペン
キ塗りをしたいと思っています。もしお手伝いしてくださ
る方がいましたら、すぐ私にお申し出ください。夏はペ
ンキ塗りに絶好です！
5 月の第 1 週の天気が良ければ、駐車場でＢＢＱを
やるのはどうでしょう？その日はマスクを外して（たぶ
ん）美味しい食事を食べ一日を過ごしましょう。
主があなたをさらに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
□ 世界中でＣＯＶＩＤ－19 の流行を止めてくださるよう再
び神に求めましょう。

彼らが祝福され励まされるようお祈りください。

□ ベン牧師は 2 週間アメリカに帰り、ご家族と過ごしま

□ 主がお命じになったように、エルサレムの平和のた

す。その期間中、健康で元気に過ごせるようお祈りく
ださい。

めに祈りましょう。
□ アマールさんの奥さんと娘さんが浜松に来ることがで

□ ＨＳＫに集うすべての子どもたちが悪い影響から守ら
れるようお祈りください。

きるよう共にお祈りください。主が彼女たちのために
ビザを発給してくださるよう求めましょう。

□ 私たちの政府のリーダーたちのためにお祈りくださ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

い。彼らが全員イエス様を救い主として知りますよう

※提出した祈りのリクエストの週報への記載を望まな

に。

い方は、その旨をリクエストカードにお書きください。

□ 最近受洗した方々が、主と共に歩み成長されるよう
お祈りください。
□ ブラジルで看護師をしているアンジェロさんのお母さ
ん（ミリアムさん）がＣＯＶＩＴから守られるよう祈りまし
ょう。
□ 再び教会の建物が誰でも入りやすい場所となるよう
信じて求めましょう！
□ ＨＳＫのリーダーたち全員がいつも主の知恵を持つこ
とができるようお祈りください。
□ 多くの日本人たちの霊が目覚めるようお祈りくださ
い。多くは心にイエス様がいません。
□ 毎週ビジターが来てくださることにとても感謝です。

思いを巡らす
福音の力により私たちは謝ることができる。
神は私たちの方に近づいてくださり、私たちを

「福音中心の生活」 著: Robert H. Thune
印だ。
私たちが自分自身の罪に対する福音の真理を信じ

ご自身に近づけてくださる。福音は神が初めに

頼りとするとき、神が赦してくださった自分の罪

赦しの御手を差し伸べてくださった。神は私た

は、他者が自分に対して犯すどのような罪よりも大

ちの負債を免除してくださり、さらに和解の道

きいと悟る。イエス様が十字架で成し遂げてくださ

を設けてくださった。私たちが自分の罪を知

った御業は私たちの良心の中で成長し他者とも関係

り、悔い改めるなら、神と和解し、神から与え

を回復させたい願いと力へと発展する。それがまさ

られた愛の喜びと恵みを体験する。

にキリストにあって、神が私たちのとの関係を回復

神が私たちを赦してくださったように、私た

してくださったことだ。福音を通して、聖霊様は私

ちが他者を赦すとはどういうことだろう。私た

たちにも主と同じ方向へと向かわせる力を与えてく

ちが聖書にある神の赦しを本当に経験するな

ださる。

ら、他者に対して驚くほど赦すだろう。反対に
私たちが赦さないなら、また頑なに拒むなら、
さらに恨んでいるとしたら、私たちは福音の喜
びと自由の真髄を経験していないことの確かな

ＨＳＫのインターネットに繫げたい方は・・・

Wifi：hsk/1
PW: song1234

駐車スペースを教会の前に設けていますのでご利用く
ださい。ご協力ありがとうございます！

言語などの詳細はスクリーンに表示されます。
通訳はＦＭ87 または Line アプリを使用しています。

洗 礼 おめでとうございます！
先 週 水 のバプテスマを 受 けた方 々は 、

大 石 さん
ヤラ（Ｌ）さん
ガブリエラ（Ｒ）さん
ようじ君
でした。

ベン牧 師 の留 守 中 は・・・ ルースさんとアンジ ェ
ロさんがスピーカーをしてくださいます。 通 訳 を 聴
く音 声 に問 題 が生 じた場 合 はホナルドさんに お
申 し出 ください。ベン牧 師 が通
信 方 法 について研 究 しながら皆
さんがメッセージを聴 けるよう調
整 してくださっていますが、まだ
予 期 せぬトラブルが発 生 してい
ます！

次の新しい賛美は、・・、「Ｙｏｕ ｈｏｌｄ ｉｔ ａｌｌ ｔｏｇｅｔｈ
ｅｒ」（あなたはすべてを保ってくださっている）という曲で
す。英語の歌詞だけですがユーチューブで視聴できま
す。以下を検索して是非お聴きくだ

<https://www.youtube.com/watch?v
=0EgEJcwh93I>

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、是非お読
み下さい。

お願い：小さなお子さんをお連れでない方や身体が不
自由でない方は第二駐車場に
車を停めてくださるとありがた
いです。教会の玄関に第二駐
車場への地図が置いてありま
す。ビジターの方は来客用の

