
24 日 精神的な暴力を受けているイタリア人の女性たち

の回復をお祈りします。彼女たちの人生にある敵の鎖を

断ち切り、聖書のみことばを避難所とし、また適切な治

療を受けられますように。神様の真理によって自由にな

りますように。（ヨハネ 8:32） 
  
25 日 オランダのミッション系の学校が 100 年以上にわ

たって公的な支援を受けてきたことを、神様に感謝しま

す。聖書の真理が教えられ受け入れられる場所でありま

すように。（テトス 2:1） 
  
26 日 フェロー諸島の 5 万人の住民を助けてください。

18 もの島々に点在していますが、住民が皆、福音によっ

て救われ、共同体としての団結を持ち、愛し合って暮ら

していけますように。（コロサイ 3:14） 
  
27 日 ロシアの女性たちが希望の女性たちの番組を通し

て福音を聞き、傷ついている彼女たちが、打ち砕かれた

心を癒やしてくださるあわれみ深い天の神様を知ります

ように。（詩篇 34:18） 
  
28 日 スイスの若いクリスチャンたちが信仰に積極的に

なったことを主に感謝いたします。彼らが神様と親密な

関係を保ち、みことばを学んで、キリスト者としてさら

に成長し、周囲の人たちに伝道できますように。 

（Ⅰペテロ 2:2） 
  
29 日 ボスニア・ヘルツェゴビナの人々が神様にあっ

て、お互いに和解し平和に一致するようにとお祈りしま

す。国の指導者たちに、様々な決定事項において、平和

を保てる敬虔な知恵をお与えください。この地域に福音

を豊かにもたらしてください。（ローマ 12:18） 
  
30 日 近年、若者の間では宗教を拒絶する傾向が強くあ

ります。チェコの若者たちが主イエス・キリストを救い

主として信じ受け入れ、新世代の誠実なキリスト者とな

りますように。（伝道者 12:1） 

 
 

 

 

1. 4 月から新学期、新年度を迎えるクリスチャンの子ど

もたち、学生、新入社員のためにお祈りいたします。コ

ロナ禍にあっても主にあって喜びを保ち、新しい環境に

早く慣れ、学びにおいても仕事においても、日々神様か

らの力と知恵を頂いて、この暗い世にあって光の子とし

て主とともに歩んでいけますように。 
  
2. オミクロンが早く終息しますように。日本にある教会

が集まれない中でも、霊的にも経済的にも弱まることな

く、主から委ねられている福音を大胆に宣べ伝えていけ

ますように。福音を聞いた人たちが御霊の働きによって

イエス様を信じ、罪を悔い改め、神様に立ち返りますよ

うに。 
  
3. クリスチャンがあらゆる霊的な知恵と理解力によっ

て、神のみこころについての知識に満たされますよう

に。（コロサイ 1:9) キリストのうちに根ざし、建てら

れ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに

感謝する者となりますように。（コロサイ 2:7)  

             聖書 新改訳 2017 @2017新日本聖書刊行会 

 

 

 

 

1.まだ寒く非常に危険で劣悪な環境の中で、TWR 韓国の

北方宣教放送を聴く北朝鮮のクリスチャンたち一人一人

を、神様が守りあらゆる面で養って支えてください。 
  
2.北朝鮮の家庭教会とすべての聖徒たちの集まりで、定

期的に礼拝が捧げられますように。神様のみことばと賛

美が響き渡り、主の御名があがめられるようにさせてく

ださい。たとえ制限された人たちだけしか来れなくて

も、神様への礼拝が途絶えることなく、持続して捧げら

れますように。 
  
3. 一日も早く国境が開かれ、人々が自由に行き来でき、

必要な食料や物資が十分に国民に届けられますように。 

 

 

 

 

                
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。 

 

                                                                                                                                           
 

  
  

 今月も欧州のために祈ります。欧州は約 70％がキリ

スト教であると言われていますが、若い世代では信仰

の衰退、性的不道徳がまん延しています。欧州の希望

の女性たちは、特に若い女性に福音を届け、カウンセ

リングやリーダーシップの訓練を通して、次世代のク

リスチャンの育成に力を注いでいます。欧州の人々が

イエス様を救い主として信じ、聖書を人生の基盤とし

て歩めますように、また戦争の根が解決され、欧州全

体に主の恵みと平和があるように共に祈りましょう。 
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お祈りの課題 / Prayer Requests  

１日 希望の女性たちのインスタグラムに登録し、不妊

症のために祈りを求めてくる多くのロシア人の女性たち

に、神様の真理と恵みが慰めとなりますように。主が彼

女たちの祈りを聞いてくださいますように。 

（詩篇 119:76） 
  
２日 アルバニアでやもめとなった女性たちに信徒たち

を遣わし、彼女たちが霊的に励まされ心が癒やされ、経

済的にも自立できるように助けてください。（詩篇 68:5） 
  
３日 デンマークの教会にリバイバルを起こしてくださ

い。毎日みことばを読み、祈るべきであると気づかせて

ください。母親たちと祖母たちが子供たちと孫たちに、

主の教えを効果的に伝えられますように。（箴言 7:1～3） 
  
４日 イタリアの難民庇護制度のもとにいる女性たち

は、多くの苦痛を経験してきた人たちです。政府が医

療、心理、法的な事柄において、彼女たちの必要を充分

満たせるように助けてください。難民に福音が伝えられ

ますように。（詩篇 56:8） 
  
５日 若いスウェーデンの少女たちは、孤独のためにイ

ンターネットに沢山の時間を費やします。彼女たちの感

情、身体、精神が守られ、詐欺や恐喝の犠牲になりませ

んように。主イエス様を最高の友として知ることができ

ますように。（箴言 4:23） 
  
6 日 国民の精神的な生活に、神様のみことばで力強く

影響を与えられるように、セルビアのチームに創造力を

与えてください。希望の女性たちの番組と祈りのカレン

ダーが用いられ、祈りと聖書を読むことで、女性たちが

神様の愛と真理を深く知ることができますように。  

（エペソ 4:15） 
  
7 日 ノルウェーの聖徒たちの間にリバイバルを与えて

ください。忙しい生活の中でしばし立ち止まり、祈りと

みことばで、神様との時間を何よりも優先しますよう

に。（マタイ 6:33） 
 
8 日 性的虐待と近親相姦の犠牲になったグリーンラン

ドの子どもたちを癒やしてください。両親が子どもを尊

重し愛し、また地域が福音化し、主のみことばと訓戒で

子どもたちを育てられますように。（エペソ 6:4） 

 

 
  
9 日 フランスの社会で地元のクリスチャンラジオの影

響力が強まってきたことを、神様に感謝し御名をほめた

たえます。1981 年以来続いてきた番組が良い影響を与え

実を結ばせてくださいますように。（エペソ 3:20～21） 
  
10 日 5 月に行われるドイツの人身売買反対協議で、

「隠された宝物」（性暴力に苦しむ女性のためのオーディオ

ドラマ）の番組が積極的に受け入れられますように。社会

福祉や様々な関連組織が効果的にこの番組を取り入れて

用いられますように。大勢の人々が放送を聞いて救われ

ますように。（マタイ 13:44） 
  
11 日 オランダの新政府、特にクリスチャンの議員たち

に勇気と知恵をお与えください。彼らが国の公衆衛生、

住居、医療倫理などに関して重要な決定を下す時に、神

様を恐れ公正をもって、聖書を基準にしていけますよう

に。（詩篇 72:1～20） 
  
12 日 ブルガリアのロマ人の女性たちが救われ、聖書の

教えを受け、子育ての知恵が与えられますように。彼女

たちが社会や教育上の障壁を克服できるように助けてく

ださい。（ルカ 18:27） 
  
13 日 フィンランドの協力団体が後援する希望の女性た

ちの番組のために、フィンランドとスウェーデンのルー

テル派の教会で、3 月に献金が豊かに与えられたことを

神様に感謝いたします。働きがさらに拡大しますように。

（ルカ 6:38） 
  
14 日 私たちの必要をすべて満たしてくださる神様が、

家族を支えるためにクロアチアの女性たちに良い仕事を

お与えください。彼女たちが神様に目を向け、信仰と勇

気を持って歩んでいけますように。（ピリピ 4:19） 
  
15 日 ポルトガルの希望の女性たちのチームを主に感謝

いたします。彼女たちに心と志(こころざし)の一致を与

え、奉仕するために必要な財政と奉仕者たちをさらにお

与えください。（ピリピ 2:2） 
  
16 日 フェロー諸島に住む外国人の女性たちが、その地

域社会に受け入れられますように、家族も救われますよ 

うに。この地域にキリストへの信仰をもたらしてくださ

い。（出エジプト 23:9） 

 
 
 

 

17 日 新型コロナウィルスの影響で苦しんでいる人々

に、食料と日用品だけでなく、親切を施し敬虔な助言を

もって助けているルーマニアの聖徒たちを、祝福し強め

てください。愛する人の死を悲しみ嘆く人たちに、イエ

ス様の死と復活の福音を通して、主の慰めがもたらされ

ますように。（ヨハネ 11:25） 
  
18 日 コロナ禍で、スペインの多くの人々は孤立、孤

独、消え去らない悲しみに苦しんでいます。スペインの

人たちがキリストにある平安を、信仰を通して持つよう

になりますように。（ヨハネ 14:27） 
  
19 日 スイスの人々が神様を求め、キリスト信仰に関心

を持ち、聖書を読んで真理を探求、発見しますように。

信仰のリバイバルがありますように。（イザヤ 26:9） 
  
20 日 人身売買を行い女性を商品のように扱う悪らつな

売春あっせん業者や、それに関わる犯罪者たちのために

お祈りします。彼らを悟らせ悔い改めさせ、その悪事を

やめさせ、神様といのちの道に向かわせてください。 被

害者たちを悪の手から救ってください。（イザヤ 1:16） 
 
21 日 アルバニアの女性刑務所で奉仕しているすべての

聖徒たちに、知恵と恵みをお与えください。服役中の女

性たちをキリストにある希望によって助けているアルバ

ニア刑務所フェローシップの誠実な働きを主に感謝いた

します。 （ヘブル 13:3） 
  
22 日 主を信じてその愛と善を受け入れるよう、ノルウ

ェーの女性たちの心を大きく開いてください。彼女たち

が信仰によって救われ、恥、罪悪感、拒絶感から癒やさ

れ、神様の愛、保護、あわれみを深く感じますように。

（ローマ 8:1） 
  
23 日 神様がフランスにいる学生たちの心に働きかけて

くださり、彼らが福音を聞いて救われ、神様の真理の中

に自分の価値観とアイデンティティを見つけられますよ

うに。 主が私達を造られたからです。（詩篇 100:3） 

  

  


