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守りの祈りの力
バーナード・コニー

「家に電話をかけることを忘れないで。」 親として、何回この言葉を言ってきたでしょう
か? 私達は自分の子供達が小さい時、 彼らがどこにいるか、いつもどんな時でも知っていま
した。子供達が悪戯をする時までも、当然それを知っていました。もし家が静かであれば、
彼らを探した方がいいことも分かりました。彼らが何をしようとするか、分からなかったか
らです。
親として、子供達のために守りの祈りをしました。「イエス様、彼らの体が強くなるよう

に。彼らを元気に育ててください。どんな病気も彼らに触れさせないでください。彼らが無事でいるよう
に。」そして、時が経ち、子供達も大きくなりました。私は、子供を持つ前からずっと守りの祈りを続けてい
ましたが、今は、新しい守りの祈りの方法を知りました。私たちは皆、守りの祈りをしますが、人生と共に、
その祈りが変わっていきます。ヤコブの手紙 5:16 によると、「義人の祈りは、大きな力があり、効果をもた
らします。」私達は、日々の祈りの中で、神様が私達を義人として認めてくださるように祈ります。私はいつ
も神様を喜ばせる者でありたいと思います。
私達の日々の祈りは、感謝と悔い改めを含むべきです。悔い改めでは、私達が自分達の人格と不備を認め
て、神様の前で自分を謙虚にします。神様は、砕かれ悔いる心に目を留めてくださるのです （詩篇 51:17)。
私達がこのような態度を持ち、神様が私達に目を留めてくださる時－私達が神様と密接な関係を持つ時－願い
を持って大胆に恵みの御座に近づくことができます（ヘブル人への手紙 4:16）。
数十年前、東ヨーロッパと冷戦状態にあった時の話です。バーナード兄弟が出かけましたが、アメリカに帰
るまで、彼から一言の便りもなかった時がありました。その時、私は、神様を信じて、絶えず守りの祈りをす

る生き方を知りました。そして、次の箴言の御言葉を心から悟りました:「便りのないのはよい便りだ。」私の
神様への嘆願書は、その大部分が、家族のための守りの祈り中心となっています。もちろん、具体的な状況や
緊急事態に対するものもありますが、守りの祈りが最も大事な祈りです。
女性の皆さん、一言アドバイスさせてください。主の教育と訓戒によって子供達を育てたとしても（エペソ
人への手紙 6:4)、彼らが神様から離れてしまうことがあります。

しかし、皆さんの守りの祈りが唯一の方法

として彼らを守ってくださる時があります。「私達と神様から離れて行った自分の娘のためにどうやって祈れ
ばいいのでしょうか？」と思うかもしれません。つらいことかもしれませんが、決して希望を失くさないでく
ださい。神様の御言葉がむなしく帰ることはありません（イザヤ書 55:11）。
最後に、皆さんのために、それぞれの状況に合わせた祈りを書き記しておきます:

神様、私達の娘を御手で守ってください。彼女を見守り、仕える天使を送ってくださることを切に願いま
す。彼女が夜、眠りにつく時、神様、彼女の思いにあなたの良心と恵みをもたらしてください。神様、あなた
の恵みがいつも彼女の日々にあるように。あなたの愛を彼女に語ってください。彼女が不安や危険を感じる
時、あなたに手を差し伸べることができるように。彼女に御顔を表してください。神様、彼女の心を深い痛み
から守ってください。イエス様、彼女の思いを敵の手から守ってください。彼女を傷つけず、無事でいさせて
ください。神様、彼女の体に触れ、力強めてください。彼女は自分自身をあなたに捧げました。私は神様があ
なたの愛で彼女に語ってくださるように祈ります。彼女が夜、自分一人で孤独を感じる時、あなたの心を感じ
させてください。彼女の思いに語りかけてくださり、あなたがずっと彼女のそばにいて、変わらず彼女を愛
し、見守っていることを悟らせてください。イエス様、私を愛し、心にかけてくださり、感謝します。あなた
は、私はもちろん、私の娘の人生の中でも、些細なことばかりでなく、偉大なことをも気遣ってくださいま
す。あなたは、私のすべての祈りを貴くみてくださいます。あなたは、その完全な意思に応じて、答えてくだ
さいます。あなたは私達の主なる主、王の王であるにもかかわらず、私達のことを気にかけてくださいます。
私は、あなたがいつも答えてくださることを知っています。ただ感謝を捧げます。
私達は、子供達が 2 歳、12 歳、20 歳、50 歳になったとしても、ずっと彼らのことを心配しています。しか
し、私達が守りの祈りができることと、神様が私達の祈りを聞いてくれるという確信を悟ったことは、大きな
平安を与えてくださいます。神様は信頼するに値する方であるからであります。
追伸：バーナード姉妹は、UPCI 全般警視のデビッド・バーナードの妻であります。彼らは世界中を回り、多くの特別なミーティングや
会議でスピーチをします。三人の結婚している子供達と、孫達がいます。

私達の祈りは決して死にません
ミリアム・スポンスラー

「巻物を受けとった時、四つの生き物と二十四人の長老は、おのおの、竪琴と、香のいっ
ぱい入った金の鉢とを手に持って、小羊の前にひれ伏した。この香は聖なる者たちの祈りで
ある」（ヨハネの黙示録 5:8）。
私達の祈りは決して死にません。
神様は、私達が神様に対して、本当に私達の祈りを聞いてくれるのかを疑問に思いながら祈る時であって
も、いつも真実で、素晴らしい方であります。神様が本当にこの祈りを心にかけてくださるのでしょうか、と
問うことがあるかもしれません。私の子供の心は、あまりにも荒く、あまりにも頑なで、あまりにも混乱して
いて、あまりにも迷っています！私の祈りは無駄にならないのでしょうか？

恐れることはありません。神様は、私達の思い、私達の切なる願い、私達の心の叫びをすべて知っていま
す。私達が神様の意志に従って祈る時、神様は私達の祈りを聞いてくださり、本当に心がけてくださいます。
神様は、私達の信仰や理解よりも、私達の願いを受け入れ、それらに答えることを切望してくださいます。神
様は真実な方であります。
私の幼少期の思い出の断片に、ずっと自分の子供達の救いのために神様に叫ぶ母の祈りがあります。私は、
7 人兄弟の末っ子であり、ペンテコステ教会で育ったことで特権を得ていましたが、私の兄姉達はその特権を
持っていませんでした。彼女は、希望の光が見えなくても、彼らの救いのために執拗に祈り続けました。私
は、彼女の祈りが現在もなお生きており、心に働いていることを信じています。
私達の祈りが決して死なないからこそ、母が 50 年間近く、父のために祈った後、彼が 88 歳で洗礼を受ける
ことになったと思います。ひとりの兄は、数年間、不信心な人生を生きていましたが、神様のもとに戻って来
て、今はリバイバルの教会で牧師をやっています。もうひとりの兄は、数十年間、神様から離れていました
が、神様のもとに戻って来ました。彼が神様のもとへ戻ることができたのは、母がもう天の神様の元へ召され
た後でした。神様は永遠であり、私達の時間軸にまったく限定されることはありません。
ルカによる福音書 18 章では、不当な裁判官と諦めないやもめについての例え話があり、不当な裁判官が彼
女の願いを聞いた理由は、彼女が続けて尋ねたからでした。私達が神様の意志に従って祈っていることを知っ
ていれば、私達は、神様が答えてくださるという信仰を示すことによって、祈りが続けることができると信じ
ています。私達の信仰が試されることもあるかもしれませんが、神様は時宜に応じて答えてくださいます。
そのさ迷ってしまっている子供を諦めないでください。勇気を持ってください。祈り続け、信じ続けてくだ
さい。私達は、神様のやり方を想像し始めることさえできませんが、神様のタイミングは完璧です。私達の祈
りは、神様にとって価値あるものであり、金の鉢に納められています。それらが死ぬことはありません。
追伸：ミリアムは、心から愛したマイクと結婚し、42 年間、共に暮らしました。彼女は、伝道者の妻であり、牧師の妻と今はアルゼン
チンで宣教師の妻として仕えています。彼女は、素晴らしい二人の息子と義理の嫁の母であり、素敵な二人の孫の祖母であることを誇り
に思っています！

祈りの戦士
リンダ・リーディング

私は、子供達のために祈る母親達の話を基に「祈りの戦士」というタイトルを何度も聞
いています。祈りの戦士とは、執り成しの祈りのミニストリーを通じて、他人のために執
り成している人のことを言います。
私は独身（結婚したことがない）で、子供もいませんが、よく子供達のために祈ってい
ます。私は、彼らが神様の霊の偉大な御手に触れられることに応えることを見るのが大好
きです。イエス様は子供達のために祈りました。

「そのとき、イエスに手をおいて祈っていただくために、人々が幼な子らをみもとに連れてきた。ところ
が、弟子たちは彼らをたしなめた。するとイエスは言われた、「幼な子らをそのままにしておきなさい。わた
しのところに来るのをとめてはならない。天国はこのような者の国である」。そして手を彼らの上においてか
ら、そこを去って行かれた。」（マタイによる福音書 19:13-15）。
今や大人となった私の姪達が、昔、「あなた達のために祈るわ」と聞くと、私が彼らのために戦いに出ると

いうことだと分かっていた、と話してくれます。神様は、彼らを癒し、守り、人生の導きを与えてくださいま
した。彼らは、執り成しの祈りの力を分かっています。
数年前、児童養護施設に住んでいた少年が私達の教会に来ました。彼は、日曜学校の後、養親に迎えに来て
もらうのを待っていましたが、私は、彼らが来るまで、彼と一緒に教会の入り口の階段に座っていました。私
は、彼の人生の問題について耳を傾け、彼がその日、教会を出る前に一緒に祈りました。私達の祈りは単純な
ものでしたが、その祈りは、彼が生みの母親と一緒に家に戻った後でさえも彼と共にありました。
数年後、十代になった彼から電話が来ました。彼は友達を必要とし、私の名字を電話帳で探して、私に当た
るまで、それぞれの電話番号にかけてみたそうです。彼は問題を抱えており、私が彼と彼の状況のために祈っ
てくれると思った、と言いました。私は彼のために立ち上がって、戦士のように祈りました。
皆さんの子供達、姪達、甥達、あるいは友人の子供達を祈りで包んであげてください。彼らがこの世の中を
歩く時、彼らのために執り成して祈ってあげてください。私は、皆さんが子供達のための祈りの戦士になるこ
とを期待しています。

追伸：リンダ・リーディングは、インディアナ州グリーンフィールドで、両親が牧師をしている間、何年も音楽のミニストリーを楽し
みました。彼女は、2008 年に非ホジキンリンパ腫ステージ 4 の治療後、2010 年にフロリダ州に引越しました。彼女は、毎日を神様から
の贈り物としてお祝いしています。

メールボックスから
このニュースレターは、本当の祝福です。メールを受け取った瞬間、すぐにそれを読んでしまいました。特に、バーナード姉妹の「守
りの祈りの力」の記事がとても気に入りました。私は、大人になって教会を離れてしまっている 3 人の娘達がいます。私は彼女達とそれ
ぞれの家族のために祈っています。本当にありがとうございました。
___

-エトアーズ

このニュースレターをいただき、感謝しています。私は本当に今日、この瞬間に必要としていました。私の愛する息子達のために祈っ
ています。
____

-ナディーン

親愛なる皆様方、励ましのメッセージをくださり、感謝します！証しと、どうしたら祈りの約束を守ることができるのかということを
教えてくれる素晴らしいメッセージでした！私は、スワヒリ語と英語のニュースレターを受け取りたいので、お願いします。真にありが
とうございます。

-オンセリオ

賛美レポート
私は、この度、ベネズエラの婦人部部長のデイジー・グレイトロールから、この証しを受けました。共有するのが良いかと思いまし
た。皆さんに神様の祝福があるように。

-キャシー・クロスリー

「私達は、牧師リナ・デ・ブラチョ姉妹のために祈ってくださるようにお願いしました。彼女は、甲状腺の周りに多くの腫瘍があり、
また、鼻には皮膚ガンもありました。彼女は手術を受けましたが、神様は奇跡を行いました。医師は、腫瘍の量に唖然とし、彼女は長い
間話すことができないだろうと言いました。一週間後、彼女が検診に来た時、医師は、彼女がはっきりと、かつ、元気良く話したので、
完全にショックを受けていました。また、彼は、ガンの兆候もなく、化学療法をする必要もないと彼女に伝えました！すべての栄光を神
様に！ 私達は、ユナイテッド・ペンテコステ教会での女性達の団結した祈りに感謝します。神様が皆さんを続けて祝福してくださるよう
に。」

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、ヒンディー語とグルジア語があります。

セルビア語、ブルガリア語と日本語の翻訳者のために私達と一緒に祈ってください。
デビー・エイカーズ

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）。

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 birthmothers 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!

