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弱った者には力を与え、勢いのない者には
強さを増し加えられる。 年若い者も弱り、
かつ疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。
しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、
わしのように翼をはって、のぼることができ
る。 走っても疲れることなく、歩いても弱
ることはない。
イザヤ40：29-31

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

今週の予定

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

日
付

時間 と内容

帰りになる前 に、是非ＨＳ Ｋの礼 拝ＤＶＤを

7/24
今日

つ方々 が、ゆっくり とメッセージ を聴く こ

7/27
PM 1:30 祈祷会( メインルーム)
( 水)

い。あな たのために祈 ってい ます。今日お

お 持ち帰り下さ い。尚、小さ いお子 様を持
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

7/29
(金) PM 7:25 賛美リーダーと奏楽者の練習
AM 8:45 賛美リーダーと奏楽者の練習

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 。

今晩の祈祷会はお休みです

7/31
( 日)

AM 9:55 賛美・分ち合い・日曜学校・交わり
今日は一緒にランチをしましょう！
PM 6:55 見張り人たちの集まり（祈祷会）

（インターネットでのライブ配信)
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親愛なるHSKのメンバーと友人達へ!

先週の日曜日に私がどれほどわくわくし

た か、説明することができるか分かりませ
んが、 HSK に天国が来たように思いまし

た。ワーオ！ まず、キリストの死と苦しみ
を思い起こすこと（聖餐式）から始まり、

その後では 2 人の若いクリスチャンたちの

洗礼式があり、それから、大きな誕生日
パーティがありました。私はとても興奮しま
した.そして、これはますます良くなってい

きました。私が聞いた笑い声やクリス
チャンたちの間で交わされた会話は、他
の多くの教会で起こっていることと似
ているとは思いません。例えば、アメリ

カでは, 日曜日の午後は、大きな湖でボー
トに乗ったり、近所のお宅のプールで泳
いだりして過ごします。釣り、或いは映
画鑑賞や友人たちと連れ立って遊ぶこと
は週末の大きな活動です。ですから、1

時間以上教会にいることは、彼らにとっ

くと思います。そうです！先週の日曜日、私
はリンさんにこう言いました。「何百人もの
人々に聖餐式を行わなければならない日が
来るよ」と。彼女も私に同意してくれまし
た。そして、天候も完璧であったことに皆さ
んはお気付きでしたか？

て長すぎるんです！でも…私たちは、長

後のところから分かち合います。メッセージ
の途中で電気が止まってしまったとき、
メッセージの最後が大きく途切れてしまった
と感じました。ですから、今日はメッセー
ジの最後のところに加えてもう少し真理をを
聞く事ができます！でも、メッセージはそ

はもう少し長く休息を取らなければなら
ないそうです。ということは、来週の日

今日は最初に、先週のメッセージの最

んなに長くはならないと思います。少なくと
も 2 時間（時には 3 時間）教会にいると他
のことをする予定を立てるのが少し困難に
なるのは分かります。でも…全能の神様に

よって変えられることは、すべてを働かせて
益とされます！それを信じるのは誰です
か？私は信じます！
先週の日曜日に教会を出るとき、私たち

の交わりのついて再び思いました。数名の方
たちは、洗礼式の後すぐに帰られました
が、ほとんどの方は残って軽食とケーキを頂

時間、賛美しては話し、笑っては話しま
す。私の結論です：私は正しい教会にい
ます！そして、皆さんはここを正しい場
所にしてくださっています！

先週、プラディープさんが言うには、

彼は薬を飲んで少なくとも 1 週間、或い

曜日(31 日)は、多分美味しいインドカ

レーを食べられないということです。で
も、私たちには、日曜日のランチを素晴
らしいイベントにしてくださる料理人の
方々がいます。この暑い天気は容易に皆
さんの健康に影響を与えます。ですか
ら、毎日沢山の水分をとることは非常に
大切です。数年前、私は十分に水分をと
らなかったために熱中症になりました。
それは良い経験ではありません。救急車
に乗るのは、興味深い経験ではありまし
たが、私はそれをもう一度経験したいと

は思いません。ですから,水分補給を続け
て下さい.

あなたの牧師、ベン

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。
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★HSK でインタネットに接続したい方
は…Wi-Fi 設定にアクセスする: hsk/
1... PW：song1234 です。 今
日のメッセージをあなたの言
語で聞くための情報がプロ
ジェクター画面に表示されます。

★来週日曜日(31 日)…朝拝後すぐにラ
ンチが提供されます。暑い気候ですの
で、8 月のランチはありません。で
も、素晴らしい食事が含まれる特別な
イベントがあります。近々詳
細をお知らせします。

★私たちの宣教師に関する 新情報…東
北地方での彼らの最新情報が SKI スタ
ンドに置かれています。すべて
を失い、 主を必要 としている
人々にりょうさんと真実さん
が語るとき、彼らを主が祝福
して下さるよう 、続けて続け
て お祈り下さい。

★ようこそ HSK へ！今日、牧師先生は
新しい2 人のメンバーたちを紹介でき
ることをとても喜んでいます：ヴァレ
リオ・シェリーさんと彼女の
お母さんの伊藤さくらさんで
す。彼女たちは HSK のワー
シップチームに加わり、チー
ムをもっと素晴らしいチームにして下
さいます！

★HSK 什一献金は(¥49.000)以下の通
りに分配されま し た：真 実 さ ん 、
り ょ う さ ん（石巻宣教)(15,000
円)、 クル ード 牧師 先生 (イスラエ ル
宣教)（20,000）、そして、サマリタン
パ ース （ ウ ク ラ イ ナ 宣 教 )
（14,000 円） 1 月からの
HSK
什一献金総額：
347,000 円 ハレルヤ！他の
人々へ捧げてくださって感謝します。
先月繰越金
収入
①一般献金
116,684
489,397
②建物献金
807,137
4,670
③援助金
60,968
0
⑤宣教師基金
157,697
0
⑥聖書学校基金
171,527
0
⑦クリスマス基金
534
0
⑧伝道献金
11,169
0
⑨園献金
130,126
0

★2 人の若いクリスチャンたち、おめ
でとうございます…古谷さくらちゃん
と伊藤まうく君の2 人は、先週の日曜
日に洗礼を受けました！牧師先生は 2
人を洗礼の水の中に入れ、そしてそこ
から出すことをとても喜びました！今
彼らは“新しいいのち”
の歩みをしています。

支出
497,010
0
0
0
0
0
0
0

残高
109,071
811,807
60,968
157,697
171,527
534
11,169
130,126

会計報告
2022.6.16.〜
2022.7.15

思いを巡らす考え
「イエス様に対する更なる飢え渇き」
デビット・ウイルカーソン著
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性質は、わが子たちの涙に感動し、彼

らが私のもとに戻ってくるとき、憐れみ

詩篇 107 篇では、この言葉が 4 回繰り返 をもって感動する。わたしは彼らの弱さ
されている。"そのとき彼らは主に向かって叫 に感動する。
んだ..."。 神の民が途方に暮れる時、嵐が吹

き荒れ、悩みが魂を溶かす時、彼らは主に向
かって叫び、主は彼らを苦境から救い出して
くださったのです。

詩篇 107 篇で、ダビデはこのように
言って います。「見なさい、神の心が
いかに容易に動かされるか、神の子ら
の叫びにいかに素早く応えられるか

主がダビデに教えておられることは、次の を」。 神の憐れみには終わりがないの

ようなことです。イスラエルの子らに対する

わ彼らは何度もたしのすべての行いを見よ。
何度もわたしを裏切ったが、彼らがわたしに
叫んだとき、わたしは彼らの声を聞いた。私
の

です。私たちは苦悩や罪悪感を経験し

続ける必要はありませんし、カウンセ

ラーや友人のところに駆け込む必要も
ありません。 ただ主のもとへ行き、叫

ぶだけでいいのです。主は優しい父であ
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□子供たちは、神様から私たちへの贈物で

り、私たちの必要に触れてくださいま
す.

□ウクライナとロシアとの戦争が止まる

す。ネイディーンさんの出産予定が近づいて

よう、お祈り下さい。そして、両国のク

○HSK の子供たちのために続けて祈りましょ

てしまった方たちがいます.

いますので、彼女のために続けてお祈り下さ リスチャンたちを主が守って下さるよ
う、求めて下さい。きっとすべてを失っ
い。
う！彼らが、自分の救い主としてイエス様を ○アグネスさんと彼女のご家族のために
お祈り下さい。彼女はお兄さんのア
知るようになりますように。
□つや子さんに体力が与えられるよう、お祈

レックスさんを亡くしました。

り下さい。私たちは彼女に会えなくてとても □再び、コロナウイスルと全ての変異株
に終止符が打たれるよう、お祈り下さ
淋しいです。
○私たちの教会のシングルマザーたちの全て

い。

の必要が満たされるよう、祈りましょう。

○皆さんの自国のリーダーたちのために

□私たちの教会の「フードバンク」アウト
リーチを主に感謝します。食べ物や他の品々

続けてお祈り下さい。彼らがすぐに主
を知るようになりますように。

を受け取った方々がすぐにイエス様を知るよ

□プラディープさんの健康が回復するよ

○入院中のハダサちゃんの体重が増えて、退

場や教会に戻りたいと願っています!

うになりますように。

院できるよう、続けて祈りましょう。

う、お祈り下さるのは誰ですか？彼は職
☞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。

