
 

26 日 韓国でコロナ禍のために家族が共に過ごす時間が
増えたため、家庭関係が強められ、離婚が減少したこと

を神様に感謝し御名をほめたたえます。主がどうか家族

を守り続けてください。（詩篇 133:1） 
  
27 日 日本の高齢者たちを父なる神様がお守りください。

主が愛しておられることを彼らが早く知りますように。

教会が積極的に高齢者の方々と交流を持ち、人生の晩年
になってもキリストに出会って救われますように。 

（イザヤ 46:4） 
  
28 日 ネパールで児童に性的な虐待をした犯罪者たちが
公正な法の裁きを受け、悔い改めますように。被害を受

けた子どもたちを神様が救い、癒やし、その傷を包んで

ください。（詩篇 147:3） 
  
29 日 フィリピンで、適切な職を探している失業中の女

性たちが、仕事を与えてくださる神様を求めて信じ、聖

書のみことば通りに人生が良いもので満たされますよう
に。（詩篇 34:10） 
  
30 日 ベトナムで、主と共に歩むクリスチャンの女性た

ちを強めてください。彼女たちがキリストの福音を他の
人々に伝え、新しい信徒たちを教え導いていけますよう

に。（Ⅱテモテ 2:2） 
  
31 日 モンゴルで、肉体的、精神的な DV がなくなります

ように。神様の命令通り、夫が妻を愛し辛く当たること

がありませんように。モンゴルを福音化してください。
（コロサイ 3:19） 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
1.日本が自然災害や戦争などから守られますように。主

のご計画と御手の中で、主を信じる者たちに平安が与え

られますように。私達が主の愛をもって一つ心となり互
いを思いやり助け合えるようになりますように。 
  
2.日本の教会に魂への情熱がさらに与えられて、伝道の

使命を十分に果たしていけますように。主を信じる者た
ちが皆、神の良いしもべ、証人となり、暗闇の力に打ち

勝ち、みことばに立って主と共に歩めますように。聖霊

様の油注ぎによって牧師や教会に仕える人たちが日々強
められ、また献身者と働き手が日本の地にもっと与えら

れますように。 
  
3.教会と信徒一人一人と超教派の伝道団体の働きを用い
てくださって、日本中で福音が宣べ伝えられ、主を信じ

て救われる魂が大勢起こされ、日本にリバイバルが起き

ますように。 
 
 

 

1.新型コロナウイルスの感染がまだ収束していません。

政府が海外からの必要な薬品を受け入れ、患者に早く届
けられますように。人々の命が守られ、福音を聞き信じ

て、救いと天国への希望が与えられますように。朝鮮半

島（韓半島）で 6.25戦争の悲劇が二度と繰り返されない
よう戦争勃発の危機からお守りください。 
 
2.イエメンに平和をもたらし福音と食料を与え、飢餓に

苦しむ人々と子どもたちをお救い下さい。またアフガニ

スタンにいるクリスチャンたちをあわれんでお守りくだ

さい。命が守られて礼拝と伝道ができますように。 
  
3. ロシアとウクライナの戦争が一刻も早く終結し、主の
平和が訪れますように。両国で尊い人命が失われること

がなく、被害者、避難民を助け守ってください。両国の

教会が平和をもたらす役割を果たしていけますように。 

  
  
 

 

 
 

 

            
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。 

 

 

 Photo by Bohdan Maylove on Unsplash 
  

  

今月はアジア諸国のために祈ります。アジアは世界の

人口約６割を占め、まだ福音が届いていない人々の最も
多い地域です。そこでの希望の女性たちの働きのニーズ

は大きく、韓国では固く閉ざされた北朝鮮にラジオの短

波放送で 25 年間福音を伝えてきました。日本では希望
の女性たちの働きが昨年から始まり、今秋からは FM コ

ミュニティーラジオで番組がスタートします。インドや

ネパール、インドネシアやカンボジアなどでも福音が伝
えられ、様々な働きが進められています。主によって福

音宣教が前進し、大勢の人たちが救われ人生が変えられ

ますように、豊かな実を結べますようにお祈りください。 

日本のための祈り 

 

北朝鮮、他の地域のための緊急の祈り 
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アジアのための祈り 

いつもご支援くださりありがとうございます。TWR 希望の

女性たちの働きは、国内外のクリスチャンの皆様からのサ

ポートで支えられています。この働きの継続のためにご支

援、ご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。 
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◆聖書のみことば◆ 

どうか、希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安で 

あなたがたを満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせ

てくださいますように。(ローマ人への手紙 15:13)  

聖書 新改訳 2017 ©2017 新日本聖書刊行会 許諾番号 4-2-799 号 

 
 



お祈りの課題 / Prayer Requests  

１日 中国ではオンラインの宗教活動の制限が厳しくな
っています。福音が伝えられ国中に広まるように神様が

この分野で働く人々に優れた知恵を与え、盾となってく

ださい。（箴言 2:7） 
  
2 日 インドのコーディネーターたちが、祈りの同志とな

る働き人を決め、グループを形成してミーティングを行

い、希望の女性たちの番組のリスナーの窓口としての役
割を果たしています。主が彼女たちに素晴らしい導きと

力とを与えてください。（イザヤ 28:29） 
  
3 日 インドネシアの女性の 80％は未信者（イスラム教

徒）です。主がインドネシアとジャワの希望の女性たち

のプログラムを用いて、健康に関する情報だけではなく
キリストについての霊的な知恵と理解力、神様について

の知識で満たしてくださいますように。（コロサイ 1:9） 
  
4 日 韓国で女性、少女、知的障害者を持つ人たちをネッ
トなどによる恐ろしい性的なビジネスの罠から神様が守

って救い出してください。（詩篇 91:3） 
  
5 日 カンボジアの希望の女性たちのチームが、あらゆる
層の女性たちに福音を届けるために番組を企画、制作す

る時、その心を聖霊様で満たし知恵と英知と知識を与え

てください。国中に福音が広まりますように。 
（出エジプト 35:31） 
  
6 日 日本で、DV を受けている女性たちや虐待を受けて
いる子どもたちを神様が救ってくださり、肉体的、精神

的、霊的にも癒やしてください。福音を聞いて希望を見

い出し、傷が癒やされますように。（詩篇 103:3～5） 
  
7 日 ネパールで、女性たちが(希望の女性たちが提供す

る)裁縫の実習を通して収入を得て、幸いな生活をするこ

とができますように。国中に福音が広まり人々がキリス
トに救いと希望を持つように主が助けてください。 

（詩篇 128:2） 
  
8 日 フィリピンで、セブアノ語、イロカノ語、タガログ
語の希望の女性たちの放送を用いてくださり、神様が女

性たちを信仰による喜びと平安をもって満たし、聖霊様

の力によって望みに溢れさせてくださいますように。
（ローマ 15:13） 
 

 

 

9 日 ベトナム北部の遠隔地で、子どもと両親を養うため
に、日々懸命に働いている貧しい女性たちに、主が力を

お与えください。その地で福音が隅々まで広まりますよ

うに。（イザヤ 40:29～31） 
  
10 日 モンゴルでは物価が急騰しているため、低所得者

たちは食料を買うことさえ困難な状況です。主が人々の

日々の必要を備え空腹と苦しみから救ってください。
人々が福音を聞くことができますように。（詩篇 34:6） 
  
11 日 シンガポールで、資格のある女性たちがそれにふ

さわしい仕事に就くことができ、公平な社会になります
ように。 教会にさらに良い実を結ばせてください。 

（箴言 31:31） 
  
12 日 中国で、女子より男子を重視する不平等がなくな

りますように。教会が世の間違った価値観ではなく神の

国の価値観に従うよう助けてください。（創世記 1:27） 
  
13 日 インドの希望の女性たちが、家計の管理、不妊症

やがんなどの健康に関する教育や情報を提供して、多く

の女性たちを助けられたことを主に感謝し、神様をほめ
たたえます。信教の自由の少ないインドで福音が広まり

ますように。（イザヤ 28:26） 
  
14 日 イスラム教徒の多いインドネシアで、聖書の真理
と生活に役立つ情報を何万人もの人々に伝えている希望

の女性たちの番組が、64 の地方局で放送されていること
を主に感謝いたします。福音による恵みが国中に溢れ流

れますように。（Ⅱコリント 9:11～12） 
  
15 日 北朝鮮の女性たちが、韓国で制作された希望の女
性たちの放送を聞き、福音をよく理解し、神の愛を知り

イエス様を受け入れて救われますように。あらゆる方法

で全国民に福音が伝わりますように。（イザヤ 28:23） 
  
16 日 カンボジアには、うつ病に苦しんでいる若者たち

や女性たちが大勢います。彼らが真の神様に希望と癒や

しと喜びを見い出しますように。国内で急速に成長して
いる教会を大いに用いてください。（詩篇 94:19） 
 
17 日 母国の家族を養うためにアジア諸国から日本に出

稼ぎに来ている女性達が、キリストの福音を聞いて救わ
れますように。孤独や恐れ、家族の崩壊、人身売買など

から彼女たちを守り神様が共にいてください。 

（申命記 31:6） 

  
18 日 ネパールで希望の女性たちを放送するラジオ局が

8 局から 15 局に増えたことを、主に感謝し御名をほめた
たえます。このヒンズー教国で、番組を通して福音が

隅々まで伝わりますように。（Ｉ歴代誌 16:9） 
  
19 日 フィリピンでは、多くの夫婦間で意思の疎通が困
難な状況です。主が助けてくださり彼らがキリストを信

じて心を一つにし、同情し合い、愛を示し、謙遜になり

悪に対して悪を返さず、祝福し合えますように。 
（Ⅰペテロ 3:8～12） 
 
20 日 ベトナムで児童を軽視し虐待している人たちの心
を主が変えてくださり子どもを愛し世話をするように導

いてください。全国民が児童の保護と自制について教育

を受け、この悪が直ちに止みますように。（箴言 25:28） 
  
21 日 モンゴルでは、十代の少女たちの未婚の妊娠率が

上昇しています。不道徳がこれ以上蔓延（まんえん）せ

ず、結婚に関する神様の敬虔な教えを若者たちがよく学
んで理解し、イエス様を信じて救われ、自分の体を聖な

る尊いものとして保つことができますように。 

（Ⅰテサロニケ 4:3～6） 
  
22 日 中国の女性たちがキリストを知って救われ、自分

が神様にどんなに愛されている尊い存在なのかを知り、

どんな境遇でも自尊心を持てるよう主が助けてください。
（エペソ 1:4-6） 
  
23 日 カンボジアで家庭内暴力をする男性たちを主が変

えてくださり、苦しんでいる女性たちを癒やしてくださ
い。国が福音化されますように。（イザヤ 29:24） 
  
24 日 主がインドに信仰深い女性の教育者をお与えくだ
さい。女性たちがキリスト教の教育によって健全な教え

を受けて、イエス様からの希望、癒やし、平安を得て人

生を歩んでいけますように。（テトス 2:1,3～5） 
  
25 日 ジャワ島を含むインドネシアで、希望の女性たち

の番組制作と放送を 20 年間支えてくれた忠実な支援者た

ちを覚えて、神様をほめたたえます。神様に自分の持っ
ているものを誠実に捧げてきた支援者の一人一人を豊か

に祝福してください。（ヨハネ 3:21） 
  


