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

  

祈りにおける忍耐 
カレン・ハッチャー 
 

 私には、忍耐することは難しいことです。それは学ぶべき振る舞いです。私の

子供の時の最初の思い出の一つは、父がルカによる福音書 21:19を引用したこと

です：「カレン、『あなたは耐え忍ぶことによって、自分の魂をかち取るであろ

う』」。 

 

 聖書は、これについてはっきりとしています。私達は約束のものを受けるため

に忍耐が必要です。「神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなたがたに必要なのは、忍

耐である」（ヘブル人への手紙 10:36）。同様に、聖書は、忍耐を学ぶには試練が必要であること

もはっきりしています。「それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生

み出し、忍耐は錬達を生み出し、錬達は希望を生み出すことを、知っているからである」（ロー

マ人への手紙 5:3-4）。 

 

 私が自分の問題をイエス様に任せるということは、私は彼を信頼しているということです。私

が神様に忍耐を持っているということは、私が彼を信頼していることを証明します。私は、神様

が私の状況を正しい方法で、適切な時にお世話してくださるということを信じているでしょう

か？私は何かを完全に離して、神様に任せる時、なぜストレスや心配をしなければならないでし

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
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ょうか？心配をするのではなくて、感嘆するべきかもしれません！ 

 

 時々、私達の子供達は間違った選択をします。彼らがどれほど遠く神様から離れていても、息

がある限り、私達は、神様が彼らに忠告し続け、憐みを示し、悔い改める機会を与え続けるよう

に祈る必要があります。諦めないでください。私達はもし、自分の子供達が悔い改める前にいな

くなるとしても、私達の祈りは神の御前におぼえられています（使徒行伝 10:4）。神様は、既に

行われた祈りに基づいても行動されます。 

 

 私は自分の子供達を神様に任せることができるでしょうか？ちょっと待ってください！彼らは

神様の子供達ではありませんか？そして、神様にその子供達を育てるように頼まれませんでした

か？私は、神様が私の放蕩息子を戻してくださるほど信頼しているでしょうか？私の子供達は、

幼い時、壊れたおもちゃで泣き、私がそれを直すことを期待しました。彼らは私におもちゃを渡

した後、しくしく泣きましたが、待っている間にそれを奪ったり、怒りを吹き飛ばしたりするこ

とはありませんでした。どうして私はそれと同じように神様を信頼することができないでしょう

か？神様は全世界を創ったではありませんでしたか？そして、食物連鎖も創ったではありません

でしたか？彼は人体を創造した時、すべてのことを考えなかったのですか？どうして私は彼が私

の問題に対処できないと思いますか？ 

 

 神様は、必要とされる前に、あがないの計画を予期して考えたのではないでしょうか？預言者

達が迫害された時、神様は彼らの世話をしませんでしたか？すずめが地に落ちるのを神様は知ら

ないのですか？どうして私は神様が私を省みて下さらないと思うのですか（ペテロの第一の手紙

5:7）？私は彼がいつ、そして、どのように祈りに答えてくださるのかを知らないかもしれませ

ん。しかし、私は次のことを知っています：1)神様はすべてを治める 2)神様は私を気にかけてく

ださる 3)神様は答えてくださる 4)神様はすべてを正しく行う。「あなたの荷を主にゆだねよ。主

はあなたをささえられる。主は正しい人の動かされるのを決してゆるされない」（詩篇 55:22）。 

 

 
 追伸：カレン・（バーナード）ハッチャーは宣教師の両親に韓国で育てられました。彼女は 10歳の時に日曜学校の教師

になり、16歳の時に教会のバンドチームに入りました。彼女と夫のチャールズ・ハッチャーは、2009年に退職するまで牧

師を務めました。現在、カレンは、A Better Mail Serviceを所有しており、ルイジアナ州ゴンザレス市で非常に活動的で

す。ハッチャーはゴンザレスのセントロ・デ・ヴィーダ教会に出席します。 

  

祈って忍耐してください 
アン・ジョンストン 
 

  「あなたがたも、主の来臨が近づいているから、耐え忍びなさい。心を強くし

ていなさい」（ヤコブの手紙 5:8）。 

 

 私達は、すべてがすぐに叶う世界に住んでいます。料理する時間もないので、

電子レンジで何かを温めて、すぐに準備を整えます。コーヒーメーカーを待てな

いので、インスタントコーヒーを飲むか、ポッドで急いでコーヒーを作ります。

交差点でも、気短な運転手は、信号が青になる瞬間、前の車が動かないとクラクションを鳴らし

ます。彼らが次のガソリンスタンド、または、コーヒーバーに行くにも関わらず。 

 

 忍耐は、現在の人々にほとんどない性質です。そして、時には、これが私達の祈りに影響を与

えることもあります。私達は要求を持って神様の御前に来て、すぐに答えられることを望みま

す。私達は、彼の答えを待って、彼が正しい道を示すのを、そして、私達の緊急の要求を供給す

 

 



るのを彼に任せることを望んでいません。すぐに答えを得られない時には、神様が私達を気にか

けていない、もしくは、私達の声を聞いていない、などと思ってしまいます。 

 

 神様は、アブラハムとサラに男の子が生まれ、そして、彼を大いなる国民とするという約束を

しました。しかし、子供がいないまま年を取るにつれて、彼らが焦って、自分達のやり方でその

約束を成し遂げようとしました。その結果、イシマエルが生まれましたが、彼は神様が意図した

子ではありませんでした。その後、神様の良い時期にイサクが生まれました。彼らが忍耐を持っ

て主を待っていたならば、彼らの人生はどれほど良い人生になったでしょうか。 

 

 リベカが二人の男の子を産んだ時、兄は弟に仕えるという預言が与えられました。しかし、ヤ

コブは、神様の計画が成し遂げられるのを待たず、兄から長子の特権を得るために計略を練りま

した。彼の母親もまた、辛抱強くなり、ヤコブが父親から祝福を受けることができるように計略

を練りました。彼らが、神様を急かすのではなく、神様の約束が成し遂げるために忍耐強く待っ

ていたら、どれほどすべてがうまく進められたでしょうか。 

 

 多くの場合、私達は、子供達のために神様に祈り、神様に彼らの安全を御守るように、そし

て、彼らが神様の意志に従って生きるように頼みますが、彼らが私達が教えたことから離れてし

まうと、神様が何をしているのか疑問に思います。悪魔は彼らが主に仕えることを断ち切らせよ

うとしているようです。私達は彼らを主に捧げ、主に救うように頼んだ日を覚えていますが、今

は、彼らは、神様に関心がないようです。絶えず、彼らのために祈り続けてください。 

 

 ヤコブの手紙 5:16では次のことが書いてあります：「義人の祈は、大いに力があり、効果のあ

るものである」。もし神様があなたに約束を与えてくださったら、彼は約束したことを達成する

ために天と地を動かすことを知って、確信してください。 

 

 
 追伸：アン・ジョンストンはニュー・ブランズウィック州の UPBI（現在は北東クリスチャン・カレッジ）を卒業してお

り、彼女の人生の大部分を福音の仕事のさまざまな側面に携えてきた教役者の娘です。彼女はケベック州ポイント・クレ

アにあるウェスト・アイランド・ユナイテッド・ペンテコステ教会に出席し、The King's Translatorsと働いています。

彼女は 3人の子供と 6人の孫がいます。 

  

イエス様と恋に落ちる 
デビー・サンフォード 
 

  

「イエス様と恋に落ちるのは、 

イエス様と恋に落ちるのは、 

イエス様と恋に落ちるのは、 

最高のものである」 

（ジョナサン・バトラーの曲） 

 

 イエス様と恋に落ちるのは、私達が生活の中で直面する多くの闘いに対する答えになります。

私達が本当に彼と恋に落ちるとき、彼が私達の行うすべてのことの焦点になります。 

 

 私は夫と恋に落ちた時、彼と一緒に時間を過ごしたくなりました。何か重要なニュースがある

時、最初は彼にそれを伝えたいのです。彼の意見は私に最も価値があり、アドバイスを受けたい

時、そして、ストレスから慰めが必要な時には彼のところへ向かいます。 

 

 



 

 それと同じように、私達はイエス様と恋に落ちる時、彼と対話をし、彼と一緒に時間を過ごそ

うとします。祈りは負担ではなく、私達の魂が愛し、慕う者の御前に来る時の特権と名誉です。

「神よ、しかが谷川を慕いあえぐように、わが魂もあなたを慕いあえぐ。わが魂はかわいている

ように神を慕い、いける神を慕う。いつ、わたしは行って神のみ顔を見ることができるだろう

か」（詩篇 42:1-2）。私達が本当に神様を愛するのであれば、祈りは、私達が忙しい毎日で素早

くやらなければならいことでなく、その日の絶頂となり、私達の態度と考え方を表すものです。 

 

 私達がイエス様と恋に落ちる時、彼の意見は私達にとって最も重要です。自分の生き方で彼を

喜ばせようとします。私達の生活が彼の御言葉の教訓を反映するようにすることは、負担ではあ

りません。「あなたは仰せられました、『わが顔をたずね求めよ』と。あなたにむかって、わた

しの心は言います、『主よ、わたしはみ顔をたずね求めます』と」（詩篇 27:8）。私達が神様を

愛する時、神様の御言葉への従順は真に私達の心から来るでしょう。 

 

 私達がイエス様と恋に落ちる時、他に誰もが持たない力に直接つながります。「わが力なる主

よ、わたしはあなたを愛します。主はわが岩、わが城、わたしを救う者、わが神、わが寄り頼む

岩、わが盾、わが救の角、わが高きやぐらです。わたしはほめまつるべき主に呼ばわって、わた

しの敵から救われるのです」（詩篇 18:1-3）。 

 

 私達は、この愛とこの力を他の人々と、特に私達の子供達と共有したいと思います。彼らのた

めに祈る時、イエス様と恋に落ちることは私達の日常生活にどのように影響を与えるのかを模範

にしてみましょう。イエス様を愛する人の興奮、平和、力、そして、喜びを彼らに見せてくださ

い。「イエス様と恋に落ちるのは、最高のものである」ということを彼らに示してください。 
 
 
 追伸：デビーは牧師の妻、母親、祖母、婦人部部長、先生の他にもいろいろな役割を満たす人です。現在、彼女は夫の

デール・サンフォード牧師と一緒にニューメキシコ州クレイトンに教会を開設するという生涯の冒険に携わっています。 

  

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、バングラディッシュ語とタイ語がありま

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! 
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 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！ 

 

 

 

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 
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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!  

  
 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

