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主に感謝せよ。主はまことにいつくしみ深い。
その恵みはとこしえまで。
神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。
主の主であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。
ただひとり、大いなる不思議を行われる方に。
その恵みはとこしえまで。
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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

日付
４/１８(日）
今日

時間と内容
PM

６：５５

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)

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

４/２１(水)

PM

１：３０

祈祷会(メインルーム)

４/２２(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。
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、
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。

４/２５(日)

HSK ランチがあります！
今晩の祈祷会はお休みです！

牧師より
HSK のメンバーと友人の皆さんへ
きよ
皆さんが私のこの短い手紙を読んでいる頃、アメ
リカでは土曜日の夜ですので私は母と夕食を食べて

花がとても好きです。ですので、他の方たちが見て
楽しむためにお花をもってきたいという方は、どうぞ
そうして下さい。教会では花瓶やフラワースタンドを

いるでしょう。でも、皆さんのことを祈っています。彼
女は皆さんのために祈った彼女の全ての祈りを思い
起こさせてくれるでしょう。そして、HSK で起こてい
る良いことを一緒に聞けることを期待しているでしょ
う。母と時間を過ごさせて下さって感謝します。

用意できます。
最近聞いたところでは、コロナウイルスの感染者が
いくつかの県で増加しているとの事です。感染拡大
地域の知事たちは、この増加を止めるために制限の
ルールを復活させています。この感染者増加の一つ

私がアメリカの家族を訪問している間、主が私に何
を語って下さるか分かりません。水曜日に日本を出
発する直前、私はあるアメリカ人伝道者のメッセージ
を聞きました。彼は最近クリスチャンたちの大きな集

の弊害は、他の健康問題を抱えている人たちの治療
用ベッドが減らされることです。この事実を考える
と、他の結果を私に想像させます。それは、医療費の
増大やお医者さんや看護婦さんたちの更なる感染、

会で語っています。この伝道師のマリオ・ムリ―リオ
氏は他のアメリカ人伝道者と違います。彼は、アメリ
カやアルコール中毒者、薬物中毒者、そして、ギャン
グたちを憎んでいる過激な若者たちに語ります。そし
て、彼らはクリスチャンになります。でも、最近の彼の

死者が増え、葬儀も増えるといったことです。ダビデ
が書いている言葉を私たちは覚えていなければなら
ないと思います。「たとい死の陰の谷を歩むとも、私
はわざわいを恐れません。あなたがわたしともにおら
れるからです。」（詩篇 23：4） 今日これを信じるの

メッセージはこのようなものでした：多くの教会が存
在しなくなります！と。なぜでしょう。なぜなら、牧師
たちのメッセージに力がないからです。あまりにも多
くのメンバーたちが悪魔に妥協しているからです。イ
エス様は言われました、「また不法がはびこるので、

は誰ですか？
今日、皆さんはスピーカーの方によって祝福される
でしょう。主が私たちを成長させて下さっています。
それは勝利の中で生きるためにとても必要なことで
す。私は皆さんのために祈っています。

多くの人の愛が冷えるであろう。」（マタイ 24：12）私
は自分自身にこのことが起こってほしくないです！
私は多分 3 週間教会を欠席しますが、皆さんには
続けて毎回交わりの時間を特別な時として欲しいで

あなたの牧師、ベン

す。先週のサプライズの誕生日パーティーはとても良
かったです。多分、私は次回のパーティーを逃すと思
いますが、5 月にはすべてのパーティーの中にいま
す！
先週の日曜日の執事会で、ある方が教会の建物の
中にお花を見たいと言いました。私も同感です。私は

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
「神のあわれみ」
ジェームスが 6 歳のとき、兄のダビデが 14 歳の誕
生日を目前にスケート中の事故で亡くなりました。母
マーガレットは、ダビデが大人になる大変さを味わわ
なくてもよいと考えることで、息子を亡くした悲しみ
を乗り越えようとしていました。その考えは、ジェー
ムス・バリーのファンタジー『ピーターパン』として、数
十年後に花開きました。主人公が少年のまま年を取
らない、子どもたちが大好きな物語です。想像を絶
する心の痛みから、素晴らしい者が生まれたので
す。
ひどく困難な状況からでさえ、素晴らしいものを
生み出してくださる。神はそのようなお方です。その
一例が旧約聖書のルツ記です。ナオミは夫も二人の
息子も亡くし、人生の支えを失いました。しかし、亡く
なった息子の妻、異邦人のルツが、義母と共に生き、
ふたりの生活を支え、イスラエルの神に仕える決心

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

をしました(ルツ 1：16)。最終的に神は予想できない
祝福をくださいました。ルツは再婚してオベデが生ま
れます。オベデはダビデの父エッサイの父（4：17）、
すなわち、イエスの先祖として聖書に名を残します
（マタイ 1：5）。
神のあわれみは人の理解を超えて深く、私たちは
それを思いがけない形で味わいます。注意している
なら今日、それに気付くかもしれません。

困難な状況が思いがけない祝福に
変わっていったという経験がありますか。
その神の御業をどのように人に話しますか。

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(✓)

□コロナウイルスの感染が止まるように祈りましょう！
幾つかの地域では感染が広がっています。
○HSK の子供たちを祈りに覚えて下さい！彼らは主
の御目にとても尊いです。
□牧師先生がアメリカの家族を訪問している間、健康
であるよう祈りましょう。
○牧師先生のお母さんのレイさんはもう目がよく見え
ません。彼女は 99 歳です。主が触れて下さり、彼女
の目を癒してくださいますように！
□まさえさんは、ひかりさんがフルタイムの仕事を見つ
けられるよう、祈りを求めています。お祈り下さい。
○ナイディーンさんのお姉さん、リアンさんの婚約者で
あるエリックさんがアメリカへの旅行ビザを取得し
て、彼女と結婚できるよう、主にお祈り下さい。
□エヴァリンさんのご主人、渡辺さんはまだ体調がすぐ
れません。彼の癒しのためにお祈り下さい。
○千葉ホープチャーチのあるメンバーの方が骨肉腫で
す。この病気は多くの苦しみを引き起こします。ブレ
ンダさんの癒しのためにお祈り下さい。

□日本の天皇と彼のご家族の救いのための祈り覚え
て下さい。神様は皇室の皆さんを愛しています。
○私たちの”フードバンク“は主に祝福されています。
多くの人々が主に立ち返ることを信じましょう。
□“エルサレムの平和”のためにお祈り下さい。現在の
アメリカ大統領はイスラエルの敵の多くと友人関係
にあります。

☞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
★HSK Wifi と繋がるためにお待ちの皆さんへ

残ってくっださい。初めて来られた方は

お知らせ：hsk/１ PW:song1234 今日の牧師先

無料です。その他、小学生以上は 400

生のメッセージの日本語通訳は FM ラジオ 87 とラインア

円、そして幼稚園児３００円です。（チリホ

プリで聞くことが出来ます。

ットドックではありません）

★感謝します… HSK フードバンクに食料やお金を捧
げて下さっている皆さんに感謝します。次回の献品収集

★次回の新しい賛美曲は …HSK で間もなく歌われ

日は 5 月第一日曜日（2 日）です。今年毎月第一日曜日

ます。曲名は「You Hold It All

にこのことを続けてしていきましょう。ベネッサさんと悠起

Tother」(マーベリック・シティ・ミュ

子さんは、それらを本当に必要としているご家族に喜んで

ージック)です。ユーチューブ

届けてくださっています。

（<https://www.youtube.com/

watch?v=0EgEJcwh93I>では英語でのみ視聴すること
が出来ます。どうぞお聞き下さい。

★スピーカーの予定…牧師先生不在中、以下の皆さ
ん（彼らのためにお祈り下さい）がメッ
セージします。

4 月 8 日…アンジェロさん、
4 月 25 日…ルースさん、
5 月 2 日…幸男さん
注：キャンセルする集会はありませ
ん！すべてのメッセージは 3 か国語で聴くことが出来ま
す。

★教会の会計報告…3 月から 4 月の会計報告は、来
週以降の週報でお知らせします。正確
な会計報告を続けて下さっている鈴木
智子さんに感謝します。そして…「スー
パーブック」の全シリーズを DVD で購
入したことを報告できることを彼女は
とても喜んでいます。旧約と新約聖書のクリスチャンたち
のお話を近い将来子供たちに見せられます！

★来週の日曜日（25 日）…朝礼拝後すぐに美味しい
ランチが用意されます。皆さんは是非一緒に食事と交りに

