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Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

"Like" Ladies Prayer International on Facebook
フェイスブック上では、アメリカ、香港、フィリピン、スウェーデン、ギリシャ、
コロンビア、カナダ、メキシコ、中国、ケニア、クロアチア、オランダ、ガーナ、ジ
ャマイカ、プエルトリコ、南アフリカ、フィジー、オーストラリア、オーストリア、
キプロス、マレーシア、パキスタン、イタリア、インド、フランス、チリ、イングラ
ンド、エチオピア、レバノン、トリニダード、トバゴ、ノルウェー、ホンジュラス、
スリランカ、ニュージーランド、ソロモン諸島、ハイチ、インドネシア、パプアニューギニア、ウガンダ、ル
ワンダ、スコットランド、デンマーク、韓国、ナイジェリア、 ボリビア、トルコ、日本にフォロワーがいま
す。
祈りチームのリーダーの皆さん、国際女性の祈りのページを訪れ、「いいね！」をクリックしてくださ
い！！ Facebook Ladies Prayer International Link
そして、自分のグループを http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl でこのニ
ュースレターに申請するように招待するか、LadiesPrayerInternational@aol.com に連絡してください！
この情報を、皆さんの教会、友人、家族と共有をお願いします。この素晴らしい祈りのミニストリーを共に
担ってくださり、また、このニュースレターとフェイスブックのページを広めていくことに手助けしてくださ
り、本当に感謝いたします！

なぜ祈るのですか？
ジェーン・ビュフォード

祈りはいつでもどこでもすることができます！私達は、祈りを聞いて、
答えてくださる神に仕えています。
皆さんは「なぜ祈るのですか？」と聞くかもしれませんが、それは、祈
りは、私達がするすべてのことに差を生むからです。祈りは、私達の神様
とのコミュニケーションを開く扉です。「主は言われる、わたしはただ近
くの神であって、遠くの神ではないのであるか。主は言われる、人は、ひ
そかな所に身を隠して、わたしに見られないようにすることができようか。主は言われる、わ
たしは天と地とに満ちているではないか」（エリミヤ書 23:23-24）。神様は、私達のすべて
の祈りを聞いてくださり、彼の答えは、時には“はい”、時には“いいえ”、時には“待って
みましょう”、そして、時には“わたしはよりよい計画を持っています！”であったりしま
す。彼の道はいつも私達の道よりも優れています。
数十年前、私達はある地域で家を買おうとしていました。その時、私達が見つけた家は私達
の求めていたことをすべて満たし、私達は喜んでいました。しかし、その家を買う前に、祈り
と断食で少し時間を持つことにしました。結局、私の夫と私は、これが私達のための家ではな
いと感じました。その時、私は失望したでしょうか？実は、答えは「はい」です。しかし、し
ばらくして、私達は別の家を買いました。その家に住んでいる間、私達の息子のブラッドは若
い隣人の男の子を主に導き、彼は今でも神様のために生きています。祈りにはいつも価値があ
ります！
皆さんは「なぜ祈るのですか？」と聞くかもしれませんが、それは、私達は神様の指導が必
要だからです。祈りは、毎日を始めるために素晴らしい方法です。これからの日に何が起こり
うるのか、誰も分かっていません。神よ、あなたの計画より先に進まないようにしてくださ
い。神様に大胆に来て、誘惑からあなたを守るように主の御霊を求めてください。何よりも、
私達は、彼が共にいることを渇望する必要があります。人生には、時々乗り越えるべきことが
あります。私達が神様の御座に近づくと、彼は私達に力強さと保護と知恵を日ごとに新たに与
えてくださいます。「主よ、あなたの大路をわたしに知らせ、あなたの道をわたしに教えてく
ださい。あなたのまことをもって、わたしを導き、わたしを教えてください」（詩篇 25:45）。神様は、あなたが経験するどんな決断や状況においても、あなたに指導を与えてくださ
います。
皆さんは「なぜ祈るのですか？」と聞くかもしれませんが、私達は、女性として、自分の
子供のためにも、また、他人の子供のためにも祈らなければなりません。私達は、危険な時代
に生きています。私達は、子供を世界から遠ざけることはできませんが、彼らを守るために保
護の祈りをすることができます。私達は、彼らのために仲介し、知恵と力によって御守られる
ように主に頼むことができます。私達は、神様が彼らに人生で正しい選択をするように手助け
してくださるように祈ることができます。この世界は彼らの道に邪悪なものをもたらすかもし
れませんが、私達のうちにいますのは、世にある者よりも大いなる者なのである（ヨハネの第
一の手紙 4:4）！神の武具で彼らを固めなさい（エペソ人への手紙 6:10-18）。これらの御言
葉を子供達のために宣言してください。教会にいる、この大切な子供達を守る盾はあなたしか

いないかもしれません。「私はあなたのために祈っていますよ」と書いてあるカードを彼らに
渡してください。彼らは、決して、それを忘れません！
祈りは、私達が生活でやっているすべてのことのための主要な武器の一つです！指導のため
にもそうです！決断をするためにもそうです！子供達のためにもそうです！自分自身のために
もそうです！私達がいつでもどこでも彼の御名を呼びかけることができるということは、何と
言う素晴らしい特権でしょう！

追伸：ジェーン・ビュフォードは、UPCI の婦人部の事務総長です。彼女は、国際のユナイテッド・ペンテコステ教
会の共同編集者であるダニエル・ビュフォードと結婚しています。彼らには、ふたりの息子のブランドン（妻ブリア
ン）・ビュフォードとブラッド（妻テンピ）・ビュフォードがいて、そして 4 人の素晴らしい孫がいます。

私達の子供のために
ドナ・テン・アイク

祈り：それは、地上で天国に出会うための場所です。この場所は、 不
可能なことが可能になる場所です。
「信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。なぜなら、神に来
る者は、神のいますことと、ご自身を求める者に報いて下さることと
を、必ず信じるはずだからである」（ヘブル人への手紙 11:6）。
祈りの中で神様を忠実に求めることは、彼が誰であるかについての私
達の信念を確立し、未だ見られないことへの希望を新たにし、そして、最後に私達の信仰を正
しく位置づけます。
反対の勢力にもかかわらず、祈りは、“信仰”しか握っておくべきことが何も残っていない
ように見える時でさえも保持します。「さて、信仰とは、望んでいる事がらを確信し、まだ見
ていない事実を確認することである」（ヘブル人への手紙 11:1）。
信仰は、私達の子供の未来のために、私達を神様の完璧な計画の時間の流れに繋がり続ける
ことを可能にします。神様は、子供達が自分自身が誰であるのか、また、自分の道筋がどこに
繋がるのかを見つけるように、私達に協力したいと願っています。
最近、祈りの中で何かと格闘し、何も変化がないように見えた時がありましたが、私は次の
言葉に驚かされました。「ドナよ！あなたは静まって、わたしこそ神であることを知れらなけ
ればなりません。」直ちに、私は詩編 46:10 に行きました：「静まって、わたしこそ神である
ことを知れ。わたしはもろもろの国民のうちにあがめられ、全地にあがめられる」。
絶望の内に祈る中で、私は自分の道を得るために、神様と格闘していたことが分かりまし
た。私は主の御旨と結びつくことを求めず、自分の思いを一心的に求めていました。私は神様
の意志に反して祈っていたことを認識して、その御旨に対する感情的な恐れを脇に置き始め、
神様が私を介して祈るように委ねました。私の祈りは服従の祈りになりました。

ありがたいことに、主は私に、すべての事柄において主権を持っていることをとても寛大に
思い出させました。
祈る前に、私達は、冷静的になって、彼は主権者であると認識しなければなりません。私達
は、自分が変えられないものと格闘することを拒否して、神様がどうやって答えるべきのかに
ついての先入観を放っておく、もしくは、放棄します。私達は、神様が御自分の目的のための
計画を持っていることを認識します。
私達は、神様が最初から最後までを知っていることを保証できます。私達は、イエスが言っ
たことを適用すれば、どんな時でも子供達のために祈ることに成功します。「あなたがたがわ
たしにつながっており、わたしの言葉があなたがたにとどまっているならば、なんでも望むも
のを求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう」（ヨハネによる福音書 15:7）。
なぜ祈るのですか？子供達のためです！

追伸：ドナ・テン・アイクはユナイテッド・ペンテコステ教会の認可を受けた教役者です。彼女はミシシッピ州で
の婦人委員会で、国際女性の祈りと婦人プロモーションの部長として仕えています。 ドナはミシシッピ祈祷隊で行政
補助をしており、ミシシッピ州ウィギンズにある Word Alive Revival Center という教会でドブス牧師と彼の妻のパ
ムを支援しています。

祈り．．．なぜ祈るのですか？
テリ・スピアーズ

私は、子供の時にしばしば次の言葉を聞きました：「テリ、それは私が
そう言ったからだ！」子供になすべきことがなくなった時、あなたは切り
札を出すでしょう：「私がそう言ったからだ」。
私達は、祈りの本当の意味を理解せず、誰かがそう言ったからという理
由で何度も祈ることがあるかもしれません。
祈りは本当に必要でしょうか？主権者で、全ての力を持ち、全てのことを知り、全てのこと
を見ている神様は、私達の祈りを必要としているでしょうか？あとは、もしそうだとしたら、
それはなぜでしょうか？
神様が人類のために作ってくださった元の計画に戻ってみましょう。最初に、神様は私達皆
を代表するアダムを作りました。神様がアダムのために意図したものは、人類全体を対象とし
ていました。神様は、彼と彼の子孫に地球全体と全ての創造を治める権利を与えてくださいま
した（創世記 1:26‐28 と詩篇 8:6 を参照してください）。
詩篇 8:6 での「治めさせ」は、元のヘブライ語では「元帥」という意味をしています。アダ
ムは、神様の地上での元帥/管理者、つまり、神様の代理人でした。誰かを代表するというこ
とは何の意味をしているのでしょうか？私達は他の方の意志を再提示します。神様を再提示す

るのは小さな任務ではありません。神様のようになるのは、私達の目的です。
彼が臨在しておられるところで時間を過ごすことによって、私達は彼のように話す、つまり
彼を代表することを学びます。アダムは神様を表し、地上に神様の意志を提示しました。良く
も悪くも、全ての物事が地上でどのように起こったかは、アダムとその子孫に依存しました。
地球が楽園のままだったら、それは人間のおかげでしょう。物事がうんざりしてしまったら、
それも人間のせいでしょう。その時、人類は本当に地上を担当していました。
神様はアダムに地上での権威を与えてくださいましたが、アダムはそれをサタンに渡してし
まいました。そのせいで、イエスは、私達が作った混乱を解決するために人類の一部となりま
した。それこそは、私達を使用する神様の愛と決意を証明しているではないでしょうか。
神様は本当に私達を必要としているでしょうか？答えは「はい」でも、「いいえ」でもあり
ます。彼は神様なので、彼は完全です。しかし、彼は、私達との関係を望んでいます。彼は、
私達を使用して働くことによって、自分自身を制限することを選択しました。
それでは、神様がすでにやりたい、例えば、教会を祝福したり、家族を祝福したりするなど
のことを知っているのに、なぜ私はそのために祈るのでしょうか？それは、私の頼みが彼を解
放するからです。私達は、協同関係を持っています。彼は、愛に基づいている関係を望んでい
ます。
神様は、「彼がそう言ったから」祈りを作ったのではありません。神様が祈りを作った理由
は、私達との関係が結びつくように、御国が来るように、御心が天になされているように、地
上にも行われるように、ということです。
だからこそ、私達は祈ります！

追伸：テリ自身のすべての業績を果たし、夫のスティーブと一緒に 40 年以上のミニストリーをし、彼女は 3 人の
子供と 5 人の孫たちを最も誇りに思っています！彼女は著者で、認可家族療法士で、才能のある話し手です。

私の祈りへの挑戦
ジェニー・フォルマー

私は、若い、美しい、自立した二人の子供のお母さんとして、しばしば
畏敬の念を感じています！正直なことを言うと、私は、また、恐れを感じ
ています。ある夜に、私の子育てへの自己評価が突然入り込んできます。
私は親切に話していましたか？私は良い行動を奨励していましたか？私自
身はそれらの行動の通りにしていましたか？私は彼らの言うことをちゃん
と聞いてあげていましたか？私はあまりにも気を散らしていませんでした
か？私は声を上げていませんでしたか？私は十分に彼らを愛してあげまし
たか？

自己反映は良いことなのですが、私は、しばしば、自分自身に厳し過ぎるかもしれません。
ありがたいことに、神様の恵みによって、良いことが悪いことを上回るという励ましの瞬間が
あります。最近、このような瞬間が教会で起こりました。私が、2 歳の息子が祭壇への呼び出
し中に後を追いかけていった時、私の 4 歳の娘が祭壇でひざまずいて、手で顔を覆い、真面目
に神様に祈っている姿を見ました。失敗と疑いの思考が瞬く間に消えて、私は神様の恵みに感
謝しました。
私の好きな聖書の一つはピリピ人への手紙 1:6「そして、あなたがたのうちに良いわざを始
められたかたが、キリスト・イエスの日までにそれを完成して下さるにちがいないと、確信し
ている」です。私は、いつも、パウロが言った「良いわざ」は、私達が主のためにやっている
事柄を指していると思っていました。しかし、最近、神様は私の子供に関連して、この聖句に
ついての考えを私の心に入り込ませました。私が彼らの母親になった時、彼らは神様が私の中
に始めた「良いわざ」の代理人になりました。
これは、神様が私自身の親としての自己評価を見るために、私に与えられたレンズになりま
した。それは、子供のためにと、子供と一緒に祈ることを私に挑戦しました。私は母として失
敗してきた可能性があるかもしれませんが、誰が本当に私の人生を治めているのかは最も大事
な焦点です。私達の挑戦は、箴言 3:5 に従って生きることです。「心をつくして主に信頼せ
よ、自分の知識にたよってはならない。」私達は神様の御言葉に頼らなければなりません！神
様は、あなたの中でその「良いわざ」、つまりその子供を「良いわざ」として始めることを選
びました。そして、彼は間違いをしません。
私は、子供達に自信をつけることができますが、神様は、彼らを完璧にさせるために、私に
協力してくださいます。私の弱い瞬間に、彼は私の強さになってくださいます（ピリピ人への
手紙 4:13）。私が良い判断をするための知識に不足していると感じる時にも、彼は私に知恵
を与えてくださいます（ヤコブの手紙 1:5）。私が恐怖でいっぱいである時にも、彼は私を安
心させてくださいます。彼は私達の保護者です（詩篇 91:1-2）。だからこそ、今日、励まさ
れ、自信を持ってください。神様は、あなたを選びました。そして、あなたの中で彼が始めら
れたことを、完璧にし、保護し、最後まで見送ってくださいます。

追伸：ジェニー・フォルマー、彼女の夫、そしてふたりの子供達は、ミッションのアソシエイツとして約 10 年間務
めた後、近頃、英国への中級の宣教師に任命されました。彼女は、UPCI の一般認可を受けた教役者であり、地区婦人
部リーダーとして仕えています。

From the Mailbox

•
•

• Dear LPI, Just emailed to say that the newsletters are invaluable.
Appreciate the Word.Incredible!!!! THANK YOU for all that goes into these! Annette T
Thank you so much for all you do. Your inspiring posts on Facebook are so helpful as
we desire to encourage our Ladies at Church in Surrey, BC! -Sis Billie
Praise the Lord, I am Sis Monalisa T. Sarmiento from Pampanga Philippines a Pastors
wife for 28 yrs and one of the Ladies Auxiliary official from our District here in the
Philippines, I am sharing your article to our ladies in the church and it's really a great

•

blessing to them, God bless you all.
Great newsletter! I enjoy translating it into Indonesian. Love and prayers, -Vani
Marshall

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

編集者から
神様は偉大なことを行われています！
神様が多くの扉を開いてくださっており、このニュースレターは、現在、英語、スペイン語、フランス
語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、ギリシャ語、アラビア語、ペルシア語、チェコ
語、中国語、スワヒリ語、ハンガリー語、タガログ語、インドネシア語、ルーマニア語、イタリア語、
ノルウェー語、ポーランド語、ヒンディー語、グルジア語、日本語、スウェーデン語、ベトナム語
とバングラディッシュ語があります。

セルビア語、ブルガリア語や、他の言語への翻訳者のために私達と一緒に祈ってください。
もし皆さんが、上記の翻訳のいずれかを入手したい場合、LadiesPrayerInternational@aol.com
にご連絡ください。喜んでメーリングリストに追加いたします！
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries
Ladies Prayer International on Facebook

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）。Text Link

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and
emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child
placement for adoptive couples.
HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional
issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a
bundle for your church.

Subscribe online at LadiesMinistries.com

