
24 日 ウルグアイでは、少女たちと若い女性たちに対し

て多くの家庭内暴力と性的虐待が行われています。これ

らの犯罪がなくなりますように。希望の女性たちの番組

が主が共におられることを伝え、彼女たちがキリストに

あって強められ雄々しくなりますように。（申命記 31:6）

25 日 TWR のラテンアメリカ地域とパラグアイの働きの

両方に協力するチームが、ラジオ放送の視聴範囲を広げ

ることができ、より多くの人たちに主のみことばが広ま

りますように。（使徒 13:48～49）

26 日 ブラジルにいる低所得者層の女性たちが、健康管

理の一環として必要な衛生用品を持つことができますよ

うに。悩みの中にいる彼女たちに信仰生活と実生活両方

に必要なものが備えられますように。（詩篇 68:10）

27 日 ラテンアメリカ地域とカリブ海地域において、国

々の政府機関が性的堕落文化に屈することなく、男女平

等政策の実施と性的暴力の撲滅に尽力できますように。

すべての人たちが真理を知るようになりますように。

（Ⅰテモテ 2:1～4）

28 日 スペイン系の女性たちとラテンアメリカの女性た

ちが、自分たちを創造された神様と地域社会にとって自

らの存在には大きな価値があることを知りますように。

彼女たちの信仰を強めてくださり、神様に全面的に従う

生活ができますように。地域のクリスチャンたちを通し

て大陸全体が福音化され、神様の恵みの栄光がほめたた

えられますように。（エペソ 1:3～6）

후원안내: 국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다.

一般社団法人 TWR 希望の女性たち

https://www.twrjp.org E-mail:woh@twrjp.org
인스타그램,페이스북:TWR 希望の女性たち Women of Hope

1. 天地万物を創造し全世界を支配されている神様が、日

本に対して抱いておられる救いの素晴らしいご計画があ

ることを信じて感謝いたします。その神様のみわざが今

年もこの地で進められ、主の栄光が現わされていきます

ように。クリスチャンがみことばの約束を固く握って、

日々主とともに歩んでいけますように。

2. オミクロン株がこれ以上拡散することなく早く収束し

ますように。集まることが難しいためにリモートで礼拝

を捧げている信徒たちが霊的に弱まることなく、内なる

人に働く御霊により強められますように。教会がコロナ

禍で悩み苦しんでいる人たちに手を差し伸べていけます

ように。

3. 日本の教会と超教派の伝道団体とクリスチャンアーテ

ィストたちが、良い関係を互いに築きながら協力して福

音宣教に力を尽くしていけますように。御国の福音が全

世界に宣べ伝えられ、すべての民族に証しされて終わり

の日が来るまで、イエス様にある変わらない希望と愛を

宣べ伝えていけますように。福音を聞いた人たちやみこ

とばに触れた人たちが地域教会に繋がりますように。

1. 平壌（ピョンヤン）から遠く離れた地域の住民は、厳

しい寒さの中にいます。困難な環境で耐え忍んでいる北

朝鮮の人たちを主があわれんで助けてください。

2. 北朝鮮指導部が平壌だけでなく、北朝鮮全域の住民を

考慮した政策を展開しますように。北朝鮮指導部が自分

たちの限界に気づき、罪を悔い改め、神様にだけ助けを

求めるよう変えられますように。

3. 朝鮮半島の外に住んでいる脱北者が故郷の家族や隣人

と再び結ばれますように。彼らが物質的な助けを得るだ

けではなく、家族との関係、神様との関係を回復できま

すように。脱北者に福音が届いて希望を持つようになり

ますように。

毎月発行する希望の女性たちの祈りのカレンダーは、世界中で

100 カ国の言語に翻訳され、約 65,000 人が共にお祈りしています。

今月もアメリカ南北両大陸のために祈ります。ラテ

ンアメリカは、豊かな資源に恵まれ多民族が共に暮ら

す多様性に富んだ地域です。全域でカトリックが主要

な宗教ですが、福音的な信仰を持つ人たちは少なく、

女性を含む弱い立場の人々は長い間多くの深刻な問題

を抱えています。どのような人にも人生において希望

を持つこと、主なる神様を知ることが必要です。キリ

ストによって救いをもたらすために、神様がこの地域

に平安と将来と希望を与えてくださることを信じて、

共に祈りましょう。(エレミヤ 29:11)
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お祈りの課題 / Prayer Requests

1 日 スペイン語の希望の女性たちの番組が 21 周年を

迎え、ラジオやネット、SNS を通して北米とラテンアメ

リカ全域にみことばが放送され、主のみわざが進められ

ていることを感謝し御名をたたえます。（イザヤ 55:11）

2 日 メキシコで暴力事件によって失踪した女性たちが

無事に早く見つかりますように。心を痛め不安の中にい

る犠牲者たちの家族が信仰を持ち、慰め力づけられて主

からの恵みが注がれますように。（詩篇 23:4）

3 日 神様が定められた人間の尊厳を知らずにいるコロ

ンビアの若い女性たちが神様の創造の秩序を理解し、聖

書の真理を学んで受け入れ、主の御心に沿って誇りを持

って生きられますように。（創世記 1:27）

4 日 ペルーの女性たちが健康管理において予防が大事

であるという教育を受け、自分の体を神の宮として大切

にできますように。（Ⅰコリント 6:19～20）

5 日 ドミニカ共和国で政府や家族にも世話をされずに

亡くなる貧困層の子供たちや高齢者をあわれんで助けて

くださり福音を聞いて救われますように。教会が彼らの

必要を満たすことができますように。（申命記 15:7～8）

6 日 カナダのクリスチャン団体に新しい協力が得られ

彼らが女性たちの精神的、肉体的、感情的なニーズを満

たすことができますように。 カナダの人たちが神様のみ

ことばに立ち返りますように。（ガラテヤ 6:9～10）

7 日 有罪となった受刑者たちがわずかな自由を享受で

きる「新しい出発の家」で、パラグアイのチームが働き

を開始できたことを感謝いたします。 彼らに福音が伝わ

り、真の解放がもたらされますように。（イザヤ 61:1）

8 日 深刻な経済危機と困難の中で家族の世話をするキ

ューバのシングルマザーたちが、主のみことばを信じ、

分別力と知恵が与えられますように。キリスト教徒を迫

害するこの国を福音化してくださいますように。

（詩篇 119:66）

9 日 ボネール島の人口が増えるにつれ多様化する社会

で、人々がお互いに寛容になり、尊び合いながら働けま

すように。国民が福音を聞いて救われ、イエス様を模範

として生きる者となりますように。（マタイ 7:12）

10 日 移民の女性たちが 2 つ以上の文化を持って生き

るという葛藤の中で、良いバランスを見つけられますよ

うに。彼女たちが福音を聞いて救われ、キリストにある

平安によって支えられますように。（ピリピ 4:6～7）

11 日 ブラジルで、家庭内暴力と虐待から逃れるための

クリスチャン・シェルター（避難所）がもっと多く設立

されますように。そこが女性たちや弱い立場の人たちに

とって、イエス様を知ることのできる安全な所となり、

助けを得られますように。（詩篇 46:1）

12 日 ラテンアメリカでは、約 150 万人の子どもたち

が学校に通えません。教育が優先されるよう国々の政府

を悟らせて、その心を動かしてください。全ての人たち

が読み書きができるようになって、聖書を読むようにな

りますように。（箴言 18:15）

13 日 ウルグアイの多くの女性たちがラジオで毎日放送

される希望の女性たちの祈祷課題を聞きネットで読みな

がら共に集い祈っていることを主に感謝いたします。こ

こにリバイバルを起こしてください。（エレミヤ 29:12）

14 日 南北両大陸において、両親を亡くして孤児となっ

た子どもたちをあわれんで助けてくださり、彼らが福音

を聞いて救われますように。彼らが主に身をゆだねて祝

福されその人生が変えられますように。（詩篇 10:14）

15 日 ドミニカ共和国で服役中の女性たちが福音を聞く

ことができますように。獄中にいてもキリストを知って

自由になり再出発できますように。（ヨハネ 8:36）

16 日 コロンビアの女性たちを慰めあわれんでくださ

い。殺人の被害率は女性が高く効果的な抑止力はほとん

どなく、へんぴな地域には複雑な司法制度があるために

犯罪が悪化しています。国全体が悔い改めますように。

（イザヤ 49:13）

17 日 クリスチャンたちが行いと真実をもって隣人を愛

せますように。ラテンアメリカの新型コロナウィルスの

患者たちへのケアに、地域教会が積極的に参加できます

ように。（Ⅰヨハネ 3:17）

18 日 パラグアイの農村地帯の若い女性たちが、正規の

教育と聖書の教えを受けられますように。国が福音化さ

れ、国民が聖書を読むようになりますように。

（箴言 4:13）

19 日 ドミニカ共和国で TWR 希望の女性たちの働きに

加わって活動する聖徒たちが、神様から新しく力を得て

豊かな創造性を与えられますように。（イザヤ 40:31）

20 日 ラテンアメリカ諸国で子ども、女性、高齢者に対

する家庭内暴力がなくなりますように。彼らが主に叫び

求めて暴虐から救われますように。 国々に悔い改めのリ

バイバルを起こしてください。（Ⅱサムエル 22:3～4）

21 日 米国の本部チームが次世代に働きかける時、世界

情勢に関して情熱を持っている人たちに TWR 希望の女性

たちの使命を理解してもらうことができ、共に活動する

方法について、神様からの知恵が与えられますように。

（詩篇 145:4）

22 日 ボネール島の TWR 希望の女性たちのスタッフが

母国語であるパピアメント語で賛美歌集を編集する時、

彼女たちに力と忍耐力をお与えください。主に栄光が帰

せられ、皆が恵まれる素晴らしい歌集が完成しますよう

に。（ヘブル 12:1）

23 日 アルゼンチンの若い女性たちが、キリストを信じ

て、キリストにあって歩み、その中に根ざし建てられま

すように。神様が信徒たちを用いてくださり、若い女性

たちに必要な助けがすべて与えられ、福音が広まります

ように。（コロサイ 2:6）


