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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、マニラ、ドイツ、
ブルガリア、ポルトガルとエルサルバドル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！

失われた愛されている子供のために祈る
シェリー・スーザン

あなたは自分の息子や娘が間違った人生の決定を下すのを見ているかもし
れません。彼らが選んだ道は、多くの人が旅する道であって、家庭の尊厳と
安全や天の父との関係から霊的な破壊へとまっすぐに向かわせます。
あなたは、心の中で、子供があなたの膝の上に座って、快く、そして、喜
んで耳を傾けて、従った時期を思い出すかもしれません。今は、長い夜が自
分自身に尋ねるのに費やされています：「私は何かを別の方法でするべきで
したか？」、それとも、「私は彼らをどんな影響から守るべきでしたか？」。これらの疑問
は、もはや、答えをもたらすのではなく、代わりに苦痛をもたらします。
あなたから与えられた愛と心配で語られた警告の言葉は、風に投げ込まれてきました。あな
たは不気味な嵐を見て、その嵐が彼らを崖にまっすぐ吹き飛ばします。遭難が避けられませ
ん！
恵みによって、あなたはその状況を制御することができないことを気付き始めます。今まで
の、彼らに罪悪感を感じさせようとするあなたの試みがうまくいかなかったように、これから
も、うまくいかないでしょう。あなたは、一歩後退する必要があることを認識しなければなり
ません。人の心を変えられるのは、人間ではなく、神様だけです。
しかし、希望を失くさないでください。自分の考え方を否定的な考え方から信仰と期待の考
え方へと変えてみてください。神様を信じなさい（マルコによる福音書 11:22-23）。
いつも祈ってください（テサロニケ人への第一の手紙 5:17）；絶えず行ってください（ル
カによる福音書 18:1-5）；信仰を行動に移してください（ヤコブの手紙 2:17）。そして、何
よりも、決して諦めないでください。あたかも既にそうであるかのように宣言してください
（ヘブル人への手紙 11:1）。絶望的で霊的に死んだ状況に命を宣言してください。信仰によ
って、彼が戻って来る時、私達は皆、祭壇の前で礼拝と叫び声を上げるでしょう。
敵があなたに罪を犯させないようにしてください。サタンは、「彼らはもう戻って来ない」
や「それはありえない」のような疑いの言葉をささやくでしょう。彼は嘘つきであることを忘
れないでください。
私達が覚えておかなければならないのは、主は私達を非常に大切に愛してくださり、放蕩で
あっても、主はその愛の関係を再び望んでいます。あなたの子供達は神様を求めていなくて
も、神様は子供達を求めています。
あなたが祈る時、次のように祈ってください。

•
•
•
•
•
•
•

神様が彼らを御手で守るように祈ってください（ホセア書 2:6-7）。
特定の祈りを祈ってください。
世代の呪いが壊れるように祈ってください（出エジプト記 20:5）。
彼らを改めて神様に捧げてください（イザヤ書 57:18）。
彼らを受け入れ、愛してください。彼らを操ろうとして、聖霊の代わりに霊的な働き
をしようとしないでください。
神様の約束を宣言してください。
祈る相手を探してみてください（ガラテヤ人への手紙 6:2）。

この霊的な戦いにおいて、あなたは一人ではないことを忘れないでください。特定の御言葉
について主に尋ねてください。その御言葉に従って祈ってください。イエスは涙を流されたこ
とがあります（ヨハネによる福音書 11:35）。あなたも自分の放蕩の子供のために涙を流して
ください。
そして、最後に、玄関先に立って、太陽から目を覆って、放蕩の子供の帰りを見守ってくだ
さい。彼らが戻って来る時は、大喜びの時になるでしょう！

追伸：テキサス州オースティン出身のシェリー・スーザンは、オーストリア出身のベルンハルトと結婚していま
す。彼女は 3 人の美しい子供達のジョシュア、サバンナ、ソフィー、そして素晴らしい義理の娘のレラの母親です。
シェリーは牧師の妻であり、子供のミニストリーの部長であり、福音を伝えることに情熱を持っています。教会に関
わり、魂を神様に導くことに加えて、彼女は、キッチンでレシピを試したり、歴史の本を読んだり、外を歩いたりし
ています。

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。

私対睡眠
ニール・ジャミソン

今回の戦いは、私対睡眠である。
それは、力ではなく、意志の試しだ。
私の心の深いところで壮大な闘争が続く。
この戦いにもう一度参加するべきか？
敵は囁き始める...私をずれさせようとしている。
甘い嘘で私を諦めさせようとしている。

「祈るより休んだ方がいいよ。
あまり心配しなくていいよ...あなたは既に祝福されている。」
彼の言葉は多くの変装をして現れる。
最初はその言葉が甘く聞こえたが、私は次の事実を思い知った：
もし私が戦いに現れなかったら、それは敵の勝利である。
戦いは始まる前に失われている。
だから私はその戦いに参加することを決心する。
私の主なる王の前に奉仕で祈る準備ができている。
しかし、敵は狡猾で、諦めることがない。
私がやろうとすることにいつも邪魔をしている。
その打撃は素早く来る。最初の攻撃は妨げと呼ばれる。
私の心はさまよい、祈りの行動に入ることができない。
仕事や子供、家事について考え始めている。
祈りの時間は空想の時間になってしまった。
「集中しろ！」と頭の中で叫ぶ。
私はこの攻撃を止めて代わりに祈り始める。
敵の次の動きは本当に卑劣である。
既に状況が悪くなる時までその動きに気づかない。
ああ、この感情はまさか？
口を開き、大きな欠伸をする。
まぶたは重くなり、眠ってしまう。
祈りで徹夜するために目を覚ますことはもうない。
主の恵みによって、私は睡眠から激しく起きてしまう。
神様は私を霊的に呼んでいる。
「主よ！私は今日あなたの助けが必要だ！
私が集中して、そして本当に祈るための力を貸してください！」
「睡眠と妨げと罪から私を守ってください！
私には乗り越える戦いがあるからだ！」
躍起が上がり、そして聖霊が燃えるようになる。
突然、目覚めて、霊が流れ始める。
私は悔い改め、感謝し、主に賞賛を捧げる。
懇願し、仲介し、主の導きを探し始める。
私が祈りながら、時間はすばやく流れている。
私は自分に流れている聖霊に動かされている。
このように私は神様に祈りを捧げられた。
それは私が毎日やる戦いだが、今回は私の勝利だ！
オレゴン州の婦人部部長のガーニツェ・ラングレーに提出されました

Text Link

メールボックスから

エイカーズ姉妹，
もし可能であれば、女性ニュースレターをスペイン語でも受けたいと思っています。
私の夫と私は、6 年前メキシコのミズーリでスペイン語での働きを始めました。私は、自分
のためには英語でのレターで満足していますが、スペイン語でも印刷して、スペイン語の会衆
に祝福してあげたいと思います。
毎月、華麗によく書かれた丁寧なニュースレターと、これをまとめるためのすべての働きに
感謝します。それらは、絶え間なく、私の心に触れ、自分のミニストリーと祈りの妻、ママ、
そしてミミとして、大いに祝福されて、励まされています！
真にありがとうございました，
牧師の妻のアドリアナ・キャンプ

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!
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