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祈りとは何か
ジョイ・ハニー

神様にとっては、祈りがとても大事なものです。神様はあなたのすべての
祈りを天国にある鉢に保管しています。「巻物を受けとった時、四つの生き
物と二十四人の長老とは、おのおの、立琴と、香の満ちている金の鉢とを手
に持って、小羊の前にひれ伏した。この香は聖徒の祈である。」（ヨハネの
黙示録 5:8）。神様がそのために安い容器を使わなかったことに注意してく
ださい。聖徒の祈りは非常に大切なものです。神様はそれらを金の容器に保
管しています。彼は私達の祈りを聞くだけでなく、永遠にそれらを守ってい
ます。
私達は「絶えず祈りなさい」と言われています（テサロニケ人への第一の手紙 5:17）。私
達は、神様が私達のすべての必要としていることを満たすという聖句が好きで、それらを引用
し、それらによって生きていきます。しかし、時に、祈るようにという聖句を無視することが
あるかもしれません。それらに従わないことによって無視しているのです。そうして、勝利と
復活がないと疑うでしょう。

祈りは人生を変えるものです。祈りは私達を清めるものです。祈りは私達を仰ぎ奉るように
するものです。祈りは尋ね、受け取ることです。祈りはすべての疑問への答えです。なぜな
ら、神様は私達の祈りに答えてくださるからです。祈りは神様に触れています。
祈りとは喜び（詩篇 16:11）
祈りとは休みと平和（マタイによる福音書 11:28-30）
祈りとは悟り（ヨブ記 32:8）
祈りとは力（使徒行伝 4:31）
祈りとは報われる（ペテロの第一の手紙 2:12）
祈りとは浄罪（イザヤ書 6）
祈りとは癒し（歴代志下 7:14）
祈りとは動力（使徒行伝 17:28）
祈りとは信仰を与える（マルコによる福音書 9:29）
祈りとは永遠に保つ（ヨハネの黙示録 5:8）
祈りとは確信を与える（ヨハネの第一の手紙 5:14）

ジョイ・ハニーの「あなたが祈るとき」という本から著者の許可をもらって、引用しました。

追伸：ジョイ・ハニーは元の UPCI 全般警視のケネス・エフ・ハニー司教の妻です。彼女は 5 人の子供と、10 人の
孫がいます。彼女は世界中を渡って、いろいろな修養会や祈りの大会で話しをし、40 冊以上の本を執筆しています。

祈りの戦士
メアリー・キャサリン・ビーク

私は戦士というものを考えると、献身的である一方で、不敵で恐れない古
代日本の戦士を思い浮かべます。歴史の中で、多くの文化がいろいろな戦士
を生み出して、それぞれが最高で最も勇気ある者と主張してきました。彼ら
は、皆、より良い戦士になるために、ある名誉要綱と儀式に従っていまし
た。
申命記 20:１では、モーセがイスラエルの民を次のように励ましました：「あなたが敵と戦
うために出る時、馬と戦車と、あなたよりも大ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れてはならな
い。あなたをエジプトの国から導きのぼられたあなたの神、主が共におられるからである。」
今日、私達は馬と戦車には追いかけられていないかもしれませんが、実際の戦いに直面して
います。誰かの戦いは、過去の罪であるかもしれません。誰かは、神との歩みに自信がないか
もしれません。他の人達は、家庭生活の日々の家事に苦労しているかもしれません。このすべ
ては、毎日に起こりうる実際の戦いです。私達は、自分を強く、勇気があり、恐れない、祈り
の訓練を受けた戦士として見なければなりません。
「あなたは戦いのためにわたしに力を帯びさせ、わたしに立ち向かう者らをわたしのもと
に、かがませられました」（詩篇 18:39）。

もしかして、あなたは、人生に献身が無いせいで、力がなくなったり、足を引きずられたり
すると感じることがありますか？ 神様がすでに私達に反抗する者に勝ったことを忘れないで
ください。そして、私達の祈りが戦士のように一貫したものであれば、私達は恐れることがあ
りません。毎日、私達は天国の思いを持って目を覚まし、生活や家族に神様の意志があるよう
に祈るべきです。
「なぜなら、すべて神から生れた者は、世に勝つからである。そして、わたしたちの信仰こ
そ、世に勝たしめた勝利の力である。」（ヨハネの第一の手紙 5:4）。
この聖句は私に勇気を与えてくれます。神から生まれたクリスチャンとして、神様はすでに
私達が勝利者になれることを約束しています。それは、私達が自分の弱点に勝たなければなら
ないということを意味しています。弱点は私達を打ち負かすことができますが、私達は祈りに
よってそれを敗北させることもできます。
古代の戦士はいつも戦闘に従事していたという訳ではありません。しかし、彼らは絶えず、
自分の儀式と信念に一貫していました。戦闘で戦わなくても、毎日、宗教的に訓練を受けてい
ました。私達は、毎日戦うことはないかもしれませんが、神様との関係をより強くするため
に、祈りを一貫して行わなければなりません。問題が起こったときだけ、神様に走り、求める
訳にはいけません。私達は、霊的に認識し続けるために、いつも神様と密接にしていなければ
なりません。
私の祈りの生活をより一貫させるために、次のことが役に立ちました。
•
•
•
•
•

祈りの場所を決めること
特定の時間を設定すること（変更可能）
祈りのノートを書くこと
祈りで求めているものをはっきりすること
いつも祈りを賛美で始めて、賛美で終わること

あなたは、生活でこの枠組みを持ったなら、それを自分の家族にも関係付けてみてくださ
い。夫と子供達を祈りの時間に含めてみてください。これは、あなたの子供達が自分の祈りの
生活を自分で始めることを促すでしょう。このことは、私達の子供達が自分の祈りの力を知
り、理解するのに役に立ちました。
すべてのことで、目的のある祈りに導くものを見つけてみてください。それは、あなたの家
族、生活、そして、永遠の人生に良い影響を与えるでしょう。

追伸：メアリー・キャサリン・ビークは、イギリスとチャネル諸島への宣教師の妻です。彼女はジェームズ・ビー
クと結婚し、2 人の大切な娘のケイラーとアレクサがいます。過去 9 年間、メアリーは様々な若者奉仕、結婚セミナ
ー、女性奉仕、音楽、リーダーシップセミナー、そして、とりわけ妻と母親に関わってきました。

子供達のための祈りの影響
シャロン・ターピン

それは、彼がこの世に生まれた暑い 8 月の夜でした。9 ヶ月もの長い間、私
は彼に会うのをすごく楽しみにしていました。しかし、医者が、私達の赤ち
ゃんのダスティンが脊髄二分脊椎を持っていると私に知らせた時の、私の圧
倒的な驚きと恐怖を想像できるでしょうか。脊髄二分脊椎とは、赤ちゃんの
骨が脊髄の周りに正しく形成しない先天性欠損症のことです。私はそれにつ
いてほとんど何も知りませんでしたが、それは全く良いお知らせではなかっ
たことは分かっていました。
ダスティンが夜が明けるまで生きるかどうか分からなかったので、すぐに祈りの戦士達に声
を掛けました。ヤコブの手紙 5:14 は教会の長老たちを呼ぶように言っています。私達は、ダ
スティンのために祈りを捧げ、神様が答えてくださいました。
信仰によって歩み、祈りの生活をしながら、私達は最初の数年を乗り越えました。その時、
神様が約束した通り、多くの奇跡が起こりました。ダスティンは賢い少年に成長し始めまし
た。
ダスティンの人生の始めに、彼と私の姉の夫ダニーの間で特別な結びつきが始まりました。
一緒に過ごした多くの時間は、時間がたつにつれて成長する強い愛を作り出しました。その数
年間で彼らはすごく仲良くなりました。
私は、ダスティンがダニーに及ぼしていた影響を知らなかったので、ダスティンがダニーを
地元の教会での復活会に参加ように説得した時、すごく驚きました。次に起こったことが、ダ
ニーの人生の道を圧倒的に変えました。振り返ってみると、その特別な夜の後、ダニーはほと
んどすべての教会の礼拝に参加してきました。日が月になり、月が年になりました。神様はダ
ニーの人生を完全に改めてくださいました。なぜなら、小さな男の子が自分の叔父と一緒に教
会に行くことを欲し、彼に尋ねることを恐れなかったからです。聖書のヨシュア記 1:9 では、
次のことが書いてあります。「あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆ
え、恐れてはならない、おののいてはならない。」
その時、私達は、ダニーの時間が限られていたのを知りませんでしたが、神様はそれを知っ
ていました。彼は、その復活会の 16 年後、いなくなりました。彼は、一生懸命神様のために
生きて、神様が 3 歳の少年を使って彼に正しい道を見つける方法を伝えたという話をよくしま
した。
神様がどうやって私達の子供を使うのか知らないかもしれません。彼らのために祈ることは
神様の王国への投資だと信じています。私達の祈りは子供達に大きな影響を与えます。神様が
毎日子供達にやらなければならないことのために力を与えてくださるように祈ることによっ
て、彼らの人生を変えられます。ダスティンがそうでしたが、ダスティンの叔父の人生も変え
られました。
私は、ダスティンを生かした祈りがなかったなら、どうなったのだろうかと思うことがあり
ます。彼は、今日、どうなったのでしょうか？彼は色々な挑戦に直面しましたが、神様はすべ
てのことを乗り越えるために彼に勇気を与えてくださいました。彼は車椅子から説教し、他の
人々に決して諦めないように励ましています。彼は､3 歳から現在に至るまで、彼の奉仕を通
して多くの人々が聖霊を受けることを見てきました。

私は、子供達のための祈りを奨励します。子供のための私達の祈りは、その子供に影響を与
えるだけでなく、彼の道に向けられた多くの人々に影響を与えることができます。私達は、子
供のための祈りにどれだけの命が影響を受けるのか分からないからです！

追伸：シャロン・ターピンは 2 人の子供のダスティンとマシェラの母親です。現在、彼女はコロラド州コロラドス
プリングスにあるユニバーサル・ミニストリーズ・オブ・トゥルースという教会で牧師の妻として仕えています。シ
ャロンはコロラド州での婦人部部長で、また警視の妻です。

メールボックスから
このニュースレターを受け取ると嬉しいです！私はアブダビにある UPCI の祈りコーディネ
ーターです。あなたから祈りの資料を受け取ることができれば幸いです。神様の祝福がありま
すように。ネル姉妹
このニュースレターは素晴らしいです。イエス様に感謝します！私は、パリの国際教会でこ
れらの翻訳のいくつかを使用しています。これらは、女性達皆への大きな祝福です。タガログ
語への翻訳は数ヶ月間ありませんでしたが、私達は再びそれを受け取ることを楽しみにしてい
ます。翻訳者の皆に祝福がありますように！:) ダーラ・ブロッチュ
私にすべての資料を送ってくれて、本当に感謝します。それは、私が主の知識で成長するよ
うにすごく役に立っています。イメール
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私達は．．．国際レディースプレーヤーとして、1999 年から始まり、世界中の
女性から構成され、自分の子供達や、地元の教会とコミュニティの子供達のため
の集中的な祈りを目的として団結し、毎月の第一月曜日に集まっています。
私達の使命は．．．この世代と後の世代の信仰の保全、前の世代の信仰の復活
です。

私達が求めているのは．．．毎月の第一月曜日に一緒に集まり、子供達のための集中的な祈りをする
献身的な女性達です。
三つの優先的な祈り課題：

•
•
•

私達の子供達の救いのため（イザヤ書 49:25；詩篇 144:12；イザヤ書 43:5-6）。
彼らが青年期から信仰の所有権を得ること（ヨハネの第一の手紙 2:25-28；ヤコブの手紙
1:25）。
彼らが主の収穫のミニストリーに入ること(マタイによる福音書 9:38）。
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Optional…

Optio nal to translate … (as you have time)
EP IC – NOV 2017
Thanks“Living”
Teach Me
Lesson
A story in Luke 17 tells of ten very sick men. The disease they suffered from, called leprosy, was easily spread from one
person to another. Because of this, they were not allowed to live within their communities, and were separated from their
families. Though they were separated from others, they heard Jesus had power to heal.
One day Jesus came to the city where they lived. When he was close, they called out to him to have mercy on them. Jesus
had compassion and healed all ten of them. The men were so excited they ran off to tell their friends and family whom they
had been seperated from. But one man turned back, returning to Jesus to bow before him and give him thanks. The other
nine never returned.
The Bible says because the one man came back to thank Jesus, he was made whole. Not only was the disease removed, but
all parts of his body were completely healed. It is important that we are thankful, and keep in perspective the things that are
truly important. There is always something we can be thankful for. We can live a life of thanks”living”.
“In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” I Thessalonians 5:18.

Show Me
Activity
Materials needed: paper to write or draw on and a container to store the papers in. Optional: blank journal
Thanksgiving should be part of our lifestyle. Each day set aside family time to discuss and write down things you are
thankful for. Intentionally become aware of the many blessings the Lord gives you, including the small things that you
often overlook.
To record the blessings, draw a picture of them, or write a note to the Lord thanking Him. Store the notes in a container
that is prominent in your home. You may wish to create a gratitude journal and record your praise moments in a blank
journal the family can share, write in, and decorate.
From time to time take the notes out of the container and read them again as a family.

Train me
Prayer Time
•
•
•
•
•

Thanksgiving is a type of prayer. Pray prayers of thanksgiving for the many blessings in your life. Here are some
examples:
Thank you Jesus for healing _______ of sickness.
Thank you God for the beauty of nature. The trees, flowers, sunshine, gentle breeze are all special gifts from You for
each of us.
Thank you Lord for my family and friends.
Thank you for difficult situations in my life that remind me just how much I need You every minute of every
day.
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