
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

 

日本のための祈り 

1．日本の政権が変わり、菅内閣が発足しました。元安

倍内閣の路線継承を明言していますが、背後に隠されて

いる偽りや策略が主の光によって明らかにされ、神様の

主権と権威が日本の上に置かれて、日本が正しい道を歩

むことができるように導いてください。 

2. コロナウイルスにより、経済的破綻、家庭崩壊、自

殺者の急増など社会的な混乱が起こっています。日本及

び世界中の国々でコロナウイルスが1日も早く収束しま

すように。死や破壊から守られ、この時こそに真の神で

あるイエスキリストを求めることができるように助け導

いてください。 

 

北朝鮮宣教のための祈り 

1. 北朝鮮に政治的に建てられた教会で毎週主日、定期的

に礼拝が行なわれ、参加する者の信仰が育つようにして

ください。北朝鮮政権が宣伝する家庭教会がたとえ宣伝

用で構成されているとしても定期的な集会を持って、神

様の用いられる道具として人々に福音が宣べ伝えられる

ようにしてください。 

2.R国で待機中だった脱北者が安全に入国できるように

導いてくださり感謝します。ハナ院での教育をよく受け

て終えることができ、その過程を通して心に平安を与え

てください。海外で接したキリスト教信仰、そして関わ

った働き人たちとの繋がりが途絶えることのないように

してください。 

毎月発行される希望の女性たち祈りのカレンダー 100 カ国の言葉に翻訳され 

65,000 人が共にお祈りしています 

 

 

<기도 후원자의 편지> 

 

저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습니

다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 
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人身売買 

誰も他人を所有するべきではありません。 誰も人を売買する

権利を持つべきではありません。 人身売買による苦痛がなく

なることを祈りましょう。 この世界に住んでいる一人一人が貴

重です。 あらゆる創造物において、神の愛と憐れみから私達

を切り離すことはできず、神の愛は決して変わりません。 

 



切に祈ります。 

1. 主よ、売春から逃れた女性をあなたとのより深い歩みに導く

内容になるように「隠された宝」の 制作チームに知恵を与えて

下さい。（箴言 2:6） 

2. 父よ、人身売買に関わる全ての人々がイエス・キリストの力

により救われ、変えられることを祈ります。（イザヤ 56:1） 

3. 父よ、私たちの周りで起こっている人身売買に目を向けて、声を

上げ、この邪悪を終わらせるために助ける勇気を与えて下さい。 

4. 主よ、ルーマニアの難民が人身売買や奴隷状態から安全に守

られますように。彼らに友情と愛を与えるように、クリスチャ

ン達の心に触れて下さい。（ローマ 12：10） 

5. インドネシアの貧しい人達の訓練と雇用創出のために祈りま

す。家族が娘達を不法移民労働者として海外に送ることをやめ

ますように。それは人身売買へとつながります。（詩篇 144：

11） 

6. 父よ、北朝鮮を脱出する女性が安全に導かれ、仲介人にだま

されて売春宿に売られることのないように助けて下さい。（出

エジプト 19:4） 

7. 主よ、中国当局が人身売買を終わらせ、すべての犯罪者を裁

きにかけるために積極的に働きかけることを祈ります。奴隷に

される犠牲者を救い出して下さい。 

8. 主よ、「儲かる」仕事に誘惑されて、パスポートを没収され、無

給で働かされ、命の危険にさらされて生きる、ウクライナの人身

売買の 23万人の犠牲者のために祈ります。（詩篇31：2） 

9. 主よ、「隠された宝」がたくさんの言語に翻訳されているこ

とに感謝します。売春している女性達に希望と未来があること

を示すために、このツールを用いて下さい。 

10. 父よ、ポーランドの子供達を誘拐や人身売買からお守り下

さい。“彼らはわたしの民をくじ引きにし、子どもを遊女のた

めに与え、酒のために少女を売って飲んだ。” （ヨエル 3:3） 

11. 主よ、教育を受けられず家の奴隷として売られ、拷問を受

けているネパールの子供達を救ってください。（詩篇 25：

20） 

12. 主よ、当局、社会組織、教会に、人身売買の陰謀を若者に

警告させてください。 奴隷にされた人々が自由を取り戻し、

癒しを受けますように。（エレミヤ 17:14） 

13. 父よ、若いインドの少女達が家族で尊重され、保護される

こと祈ります。 強制結婚や仲介人に売られることからお守り

下さい。 

14. 人身売買、奴隷制度、強制結婚の犠牲者のため、そして南

アフリカでの伝統や宗教の一部を成す、これらの過酷な試練が

終わることを祈ります。指導者、父親の心に変化をもたらし、

少女達が逃れる方法が見つかりますように。（詩篇 34:22） 

15. 麻薬の「運び人」や性奴隷として、何に関与しているのかを

知らずに使われている、罪のない少女達のために祈ります。こ

れは少女達がレイプされた後に起こり、恐怖によって誰かにア

ラートを出すことを妨げます。（詩篇 44：26） 

 

 

 

 

 

 

16. 主よ、貧しいインドネシアの親達が娘達を大切にし、貧困

から抜け出すために売春婦を選ぶように勧めることがありませ

んように。 

17. 神様、人身売買の被害者である私達の職場や教会の人々

に、目を開かせてください。 愛を持って手を差し伸べ、注意

深く耳を傾け、彼らを解放するために聖霊様の導きが与えられ

ますように。（第一ヨハネ 4：21） 

18. フィンランドのとりなし人達が TWR のナショナルパート

ナーである Sansa を通じてヒンディー語とロシア語での「隠さ

れた宝」の制作を支援していることを神に賛美します。 

19. 他人を支配する人身売買の「マスター」達のために祈ります。 

父よ、彼らが邪悪さに目を向けて、悔い改めるように助けて下

さい。あなただけが、霊的に混乱している、伝統に従ってい

る、または宗教的に誤った心を変える知恵を持っています。 

20. 韓国が国際基準に従って人身売買法を適切に作成するよう

に祈ります。 主よ、肉体的および精神的に障害のある人々を

守り、性的搾取や強制労働に追い込まれないようにして下さ

い。（詩篇 43:1） 

21. 主よ、私たちはアルバニアでの人身売買の終わりを祈りま

す。 この国は、特に観光シーズンの期間に、強制労働と性的

人身売買にさらされた男性、女性、子供達の発信源、通過点、

目的地です。（詩篇 82:4） 

22. 主よ、人身売買された女性達に働きかける動機と恵みを多

いにクリスチャン達に与えてください。 信者は、新しいライ

フスタイルに適応するのが難しいと感じる、このような女性達

を頻繁に裁いてしまいます。 

23. 父よ、私たちは性的搾取、国内奴隷、搾取労働者、そして

犯罪組織を助けるために泥棒として働くことを強いられた未成

年者を含む、フランスにおける現代の奴隷貿易全体の終わりを

祈ります。（箴言 14：31） 

24. 政府の支援と希望の女性の「隠された宝」シリーズの神様の

導きの助けに寄って、ドイツの売春で働いている女性達が、逃

れることができますように。 

25. リベリアの親達が子供達の安全を守り、子供達に教育を提

供することを約束する他人に引き渡さないように。 この子供

達の多くは人身売買に売られています。 

26. 父よ、人身売買の問題に目を向けられるように、ブルガリ

ア人達の目を開けてください。 広報キャンペーン、雇用、そ

の他の防止活動が、これらの生命を脅かす過ちから潜在的な犠

牲者を守るためのツールとなりますように。（箴言 2:12） 

27. 主よ、コートジボワールでの人身売買の被害者全員が人間

の尊厳を回復し、女性であることの喜びを再発見できるように

祈ります。 

28. 主よ、多くが売春を余儀なくされるフランスの風俗店の

18,000 人の女性の解放を祈ります。（詩篇 143:9） 

29. 父よ、フランスでしばしば子供を利用して人々を気の毒に

感じさせ、奴隷にされてお金を乞うことを余儀なくされた外国

人を解放して下さい。彼らは十分な寄付を得られなかった場

合、上司に殴られます。（詩篇 9:9） 

30. 主よ、ウルグアイのクリスチャンが食べ物や衣服を提供し

て、移民を助けていることを感謝します。 人身売買に導こう

とする邪悪な者から求職者を供給します。 

31. 主よ、彼女達を売春婦として売ろうとする、邪悪な男性達

と結婚させられるネパールの少女達を助けて下さい。（詩篇

17：13） 

一般社団法人 TWR 

〒203-0042 東京都東久留米市 八幡町1-3-4-201 

デジタル・メディア 

http://www.brandnewlife.jp 
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