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新年あけましておめでとうございます！
この一年の始めに、毎年恒例の30日間の祈りを行います。今年は私たちの祈りを強めていま
までよりもっと効果的に、効率的に祈る事が出来るように祈りのガイドを添えることにしまし
た。毎日の祈りの時にこのガイドを使ってください。このガイドはまだ祈る事に慣れていない
人にでも、これからはもっと長く、違うレベルの祈りをしたい人にでも、だれにでも役に立つ
ようになっています。毎日パート１、２、３と全てのパートを祈りに取り入れる事をお勧めしま
す。そうすれば必ず結果を見る事が出来ます。
この新しい祈りの旅を神が祝福しますようにお祈りします！

 パート 1: 感謝＆賛美 
 わがたましいよ。主をほめたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。 
　 (詩編 103:2)
　 まず最初に神が私たちのためになさってくださったこと、特に2018年にあったことについ
　 て賛美と感謝をささげるために次のように祈りましょう。
　
祈り:
● 天におられる父よ、この日という贈り物を感謝します。そして私を東京賛美の宮を通してな
さっていることの一部にしてくださってありがとうございます。主が、ことごとく私に良くしてく
ださったことについて、私は主に何をお返ししようか。(詩編 116:12)
● 父よ、2018年になさってくださった全ての祝福と素晴らしいことを感謝します。
● 父よ、TWTと世界中の教会であったたくさんの素晴らしい証し、魂の収穫、救い、癒し、
そして神聖な出会いを感謝します。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なこと
である。 (詩編 118:23)
● 父よ、あなたの恵みと哀れみだけのおかげで私たちはここまで来れたことを認めます。
達成できたもの、進歩できたもの、成功したもの、全ては主、あなたのおかげです。全ての栄
光をささげます。
● 父よ、イエスキリストの御名によってその御座の前に行きます。そして視野を広げ、感謝の
心をもって、私が聞く前にもうすでにあなたが私の声を聞いてくださると信じて自分と家族、
TWTファミリー、そして世界中のUPCI全体のためにとりなしをします。御言葉にはこう書いて
あります、主よ、あなたの名によって何かを求めるなら、あなたはそれをします。
(ヨハネ 14:14)
● 父よ、もし私たちがあなたの喜ばれないような事を考えたり、言ったり、そういうような行
動をとってしまったなら、お許しください。今ここで罪を犯した事を告白し、その清めと毎朝新
しくなる哀れみを与えてください。 (1ヨハネ 1:9; 哀歌 3:22-23)
● 父よ、今年、奇跡としるしがあることを信じて、御言葉に忠実でいられるようにその恵みを
頂きます。
● 天におられる父よ、今年をはじめ、私たちのいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、
私を追って来ることを感謝します。主イエスが戻る私たちの前の道が輝きを増していること
を感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります、アーメン。 (詩編 23:6, 箴言 4:18)

30日間の祈り：ガイド
次に、その日の聖句を読みましょう。意味をよく理解するために４回くらい読みましょう。
　聖句の言葉に　ついてよく考えましょう。そうすることによって神がその御言葉を通して私
　たちに語りかけるでしょう。

例:
30日間の祈りの１日目の聖句は ‒ 詩篇5:3 です。ですのでこれがその日の聖句となります。

次に、その日の祈りのポイントを「父よ、あなたの御言葉に基づき、こう祈ります・・・」と
　言って祈りましょう。

例:１日目の祈りのポイントの祈り方
父よ、あなたの御言葉に基づき、こう祈ります。UPCIとその団体は神が預言された目的と神の
約束を受け取り、そして次の聖句を追求する事を祈ります。「求め....主が賜わる地を所有する
にいたるであろう。 」

　ここで祈りを続けて、追加したい祈りなどがあれば自由に祈りましょう。

最後に、次の祈りでこのパート１を終えましょう。

祈り:
父よ、私たちの祈りを聞き、答えてくださってありがとうございます。全ての栄光が永遠にあな
たのものであるように祈ります。イエスキリストの御名により感謝をもって祈ります、アーメン。
イエスは主である！

 パート ２: とりなしの祈り ①  
 ます最初に次のように祈りましょう。
　
祈り:
● 天におられる父よ、今日の私の祈りが効率的でありあなたに喜びをもたらすように私の
口に触れ、その御霊で導いてくださるようにイエスキリストの御名により祈ります、アーメン。
ゼカリヤ書4:6に書かれています。権力によらず、能力によらず、わたしの霊によって、と万軍
の主は仰せられる。
● ですので父よ、イエスキリストの御名により、聖霊が私たちの収穫の地の上を覆って、次の
日曜日に大勢の人々がTWTに集まる事を祈ります。(イザヤ書 5:26)
御言葉に書かれています。その方（聖霊）が来ると、罪について、義について、さばきについて、
世にその誤りを認めさせます。(ヨハネ 16:8)
● 父よ、イエスキリストの御名により、聖霊が「激しい風」のように吹き続き、今週救われる
べき人々をさばき、改心させ、信仰を与えてください。そして今週の全てのTWTの集会に大勢
の人々が集まるように祈ります。(民数記 11:31; ヨハネ 16:8-11)
● 父よ、イエスキリストの御名により、次の日曜日にこの教会（TWT）に来る大勢の魂を妨げ
る地獄の門を壊します。(マタイ 16:18)
● 父よ、イエスキリストの御名により、今週私たちの収穫の地における救われていない魂の
耳が聖霊の音を聞き、次の日曜日にこの教会に惹かれるように祈ります。 (イザヤ書 5:26)
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● 父よ、イエスキリストの御名により、私たちの全ての礼拝でしるしと不思議が相次いで現
れ、それにより大勢の人々がこの教会及び御国に惹かれるように祈ります。 
(使徒行伝 5:12,14)
● 父よ、イエスキリストの御名により、私たちの伝道用のトラクトやパンフレット、ちらし、
ウェブサイトなど全てに聖霊が息を吹きかけ、油の注がれた収穫を刈るものとなり、次の日
曜日にこの教会に大勢の人々を惹くように祈ります。 (ヨエル記 3:13)
● 父よ、イエスキリストの御名により、この教会で常に多くの明かしがあり、それにより超自
然的な教会の成長があることを祈ります。(使徒行伝 6:7)
● 父よ、イエスキリストの御名により、あなたの刈り手の御使いたちが私たちの収穫の地で
働き、大勢の人々が救いなどを得るためにこの教会に来るように祈ります。(マタイ 13:39)
● 父よ、イエスキリストの御名により、あなたの刈り手の御使いたちが今年新しく改心した
人々と困難な状況に負われているTWTのメンバーが回復や祝福のために次の日曜日に教会
に来るようにするように祈ります。(詩編 103:20)
● 父よ、イエスキリストの御名により、この教会が使徒たちの働きと同じように人には理解
できないような超自然的な成長を経験するように祈ります。 (使徒行伝 13:44)
● 父よ、イエスキリストの御名により、私たちの家族や親戚の救いを宣言します。大勢の魂
の収穫とビジネスや企業、政府、学校、家と人々の内に御国の前進があるように祈ります。
(ヨシュア記 24:15、 使徒行伝 16:31、 黙示録 3:8)
● 父よ、あなたとこの地の間に入り祈りました。主が私たちの祈りを聞き全ての答えを与え
られたことを感謝します。全ての栄光が永遠にあなたのものです。イエスキリストの御名に
より感謝をもって祈ります、アーメン。
イエスは主である！

 次に、このパートに出て来た聖句を読みましょう。聖句の言葉についてよく考えましょう。
そうすることによって神がその御言葉を通して私たちに話しかけるでしょう。聖霊に指示され
た通りに行動をとるようにしましょう。

 パート ３: とりなしの祈り ②＆霊的な戦い  
 ます最初に時間をかけて聖霊により（賛美し、威厳を語りながら祈ること）次のように祈り
　 ましょう。
　
祈り:
● 天におられる父よ、イエスキリストの血潮により、敵からのあらゆる攻撃からの庇護を
受け取ります。あなたの聖霊の力と御使い戦士たちが私、私の家族、家、家の内のもの、
そしてTWTファミリーを覆って庇護してくださるようにイエスキリストの御名により祈ります、
アーメン。
父よ、御言葉はあなたは私たちに蛇やさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を
授けたので、私たちに害を加えるものは何一つないと言ってます。(ルカ 10:19)
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、
また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。 (エペソ 6:12)
そして私たちは子羊の血と、あかしのことばのゆえに敵に打ち勝ち・・・と書いてあります。 
(黙示録 12:11)
主の使いは主を恐れる者の回りに陣を張り、彼らを助け出されるとも御言葉に書かれていま
す。 (詩編 34:7)
そして私たちがあなた、イエスキリストの名によって求めることは何でも、それをする、とも書
いてあります。父が子によって栄光をお受けになるためです。私たちが主の名によって何か
を求めるなら、主はそれをします。(ヨハネ 14:13-14)
● ですので父よ、イエスキリストの血潮により、この教会（TWT）と教会の成長に対する悪魔
の攻撃を壊します。 (黙示録 12:11)
● 父よ、イエスキリストの御名により、新しく改心した人々を全てのしばり、束縛、呪い、魔術、
そして世代の呪いから解放します。(民数記 23:3) 父よ、イエスキリストの御名により、この教
会の全ての救われた魂の信仰が定着するように祈ります。(コロサイ 4:12)
● 父よ、TWTファミリー、特に新しく改心した人々が常に神の好意を経験するためにあなた
の聖なる霊を与えてください。(詩編 5:12)
● 父よ、イエスキリストの御名により、新しく改心した人々がしるしと奇跡を表し、それに
よって人々をキリストに惹くように祈ります。(ゼカリヤ書 8:23)
● 父よ、イエスキリストの御名により、新しく改心した人々を世に連れ戻そうとする全ての悪
の力に対して祈ります。
私たちは知った。神のなさることはみな永遠に変わらないことを。それに何かをつけ加える
ことも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れ
なければならない。(伝道の書 3:14)
● 父よ、イエスキリストの御名により、私たちの礼拝で新しく改心した人々の信仰が定着す
るようにあなたの永遠の御言葉を放ってください。(ヨハネ 6:66-68)
● 父よ、イエスキリストの御名により、新しく改心した人々を素早くあなたの行動的な弟子に
変えて、それにより人々をキリストに惹くように祈ります。(ヨハネ 4:29, 39)
● 父よ、TWTのメンバー全員の栄光を戻して、それにより人々をキリストに惹くように祈り
ます。(ゼカリヤ書 8:3)
● 父よ、イエスキリストの血潮により、TWTのメンバーにつながりのある全ての悪、良い物が
なくなる状況、貧困、霊的な盲目、子供ができない状況、利益が入らない状況、臓器の機能不
全、そして呪いを打ち消します。(イザヤ書 54:17; 第一ヨハネ 4:4; ローマ 8:31)
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● 父よ、イエスキリストの御名により国々を私たちへのゆずりとして与え、地をその果て果て
まで、私たちの所有として与えてください。(詩編 2:8)
● 父よ、イエスキリストの御名により教会の成長と東京賛美の宮の拡大に繋がるために
この教会のリーダー全てに神の知恵を与え続けてください。(イザヤ書 33:6)
● 父よ、イエスキリストの御名により、牧師とその家族が毎日聖霊の知恵を受けて、教会の
メンバーと教会の成長のために知恵と知識をもって牧会を続ける事が出来るように祈りま
す。(エレミヤ書 3:15-16)
● 父よ、イエスキリストの御名により、牧師であるあなたの使いへの油注ぎを毎日新しくして、
彼の言葉を強くしてください。(イザヤ書 44:26)
● 父よ、イエスキリストの御名により、私たちの牧師が教会を導くためにあなたの御心と
計画を教え続けてください。(ヘブル 8:5)
● 父よ、イエスキリストの御名により、しるしと不思議を通して牧師の油注ぎを確証してく
ださい。(マルコ 16:17-18, 20、 第二コリント 12:12)
● 父よ、イエスキリストの御名により、TWTのメンバーや家族、親戚が受けたネガティブな
診断書を勝利の証し変えてください。(ヨブ記 33:23-25)
● 父よ、イエスキリストの血潮の油注ぎにより、TWTのメンバーが抱えている全ての結婚
生活に関する問題、家族問題、失望、欲求不満、そして失敗などを壊します。
(イザヤ書 10:27、 民数記 23:23、 マタイ 13:28)
● 父よ、イエスキリストの御名により、TWTのメンバー全員が祝福として世に放たれるように
祈ります。そしてこの教会、メンバー全員とその子供から子孫までのもとから豊富な富と財宝
が離れず、偉大な者になることを祈ります。(詩編 112:1-3、  創世記 22:17-18)
● 父よ、イエスキリストの御名により、TWTのメンバー全員の人生の中で毎日神聖な出会い
があるように祈ります、アーメン。(詩編 68:19、 創世記 18:1-15)

次に、ここで祈りを続けて、追加したい祈りなどがあれば自由に祈りましょう。

 最後に、次のように勝利を宣言して感謝と賛美で終わりましょう。

祈り:
父よ、既に私たちに勝利を与えてくださったことを感謝します。
御言葉にこう書いてあります、神に感謝します。神はいつでも、私たちを導いてキリストによ
る勝利の行列に加え、至る所で私たちを通して、キリストを知る知識のかおりを放ってくださ
います。
(第二コリント 2:14)
父よ、あなたの御言葉は決して失敗する事がない。その御言葉を信じて、私たちには勝利が
あるということを宣言します。
私たちの祈りを聞き、答えを与えてくださってありがとうございます。
全ての栄光、誉れ、賛美と感謝があなただけのものであるように祈ります。イエスキリストの
御名により感謝をもって祈ります、アーメン。

ユナイテッドペンテコステ教会インターナショナルは、万軍の神が全能の有って有る者で
あることを認識し、「わたしは有る」を2019年のテーマとして採用しました。出エジプト記3:14
で神はモーセに言われました。「『わたしは有って有る者』。また言われた『イスラエルの人々
にこう言いなさい、『わたしは有る』という方が、わたしをあなた方のところへつかわされまし
た』と」。私たちの神「わたしは有る」が私たちを助けてくださいます(詩編28篇7節)。祈りと断
食に共に参加し、どんなことにおいても神の神聖な介入があることを信じましょう。
神は言われました「見よ、わたしは主である、すべて命ある者の神である。わたしにできない
事があろうか」。（エレミヤ書32章27節）

1日目 / 1月4日
主よ、これから30日間わたしたちが祈る祈りをあなたが聞き届けられることを信じます。
そしてあなたの答えを期待を持って待ち望みます。
聖句: 詩篇 5:3

2日目 / 1月5日
主よ、今日わたしは隠されている大きなことをあなたが明らかにされるように祈ります。
聖句: エレミヤ 33:3 

3日目 / 1月6日
全ての病いが癒され、全ての病気の霊から解放されたことを宣言します。主イエスの御名に
よって病気になることを拒否します。
聖句: 1ペテロ 2:24

4日目 / 1月7日
日本の人々が救われ神に立ち返ることを祈ります。
聖句: 使徒行伝 2:21

5日目 / 1月8日
わたしたちは神の恵みの元にあるので、教会の人たちが罪に支配されないように祈ります。
聖句: ローマ 6:14

6日目 / 1月9日
わたしの人生また教会におけるあらゆる性的な罪に対して祈ります。
私たちはイエスキリストの血によって洗われたと宣言します。
聖句: 1コリント 6:9-11

7日目 / 1月10日
わたしの人生また教会に対してかけられた長い間続いているのろいが打ち破られるように
祈ります。なぜならキリストが私たちのためにのろいとなってくださったからです。
聖句: ガラテヤ 3:13

30日間の祈りと断食：祈りのポイント
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8日目 / 1月11日
わたしの人生と教会に存在する全ての打ち負かす霊を責めます。聖書にわたしたちは
イエスキリストによって勝ち得て余りがあると書いてあります。
聖句: ローマ 8:37 

9日目 / 1月12日
わたしと教会の内にある死んでいるものや眠っているものがよみがえることを祈り、宣言し
ます。なぜなら私たちの主イエスはよみがえりであり命だからです。
聖句: ヨハネ 11:25 

10日目 / 1月13日
わたしと教会が信仰によりこの世の全ての状況に打ち勝ち何も私達を打ち負かす事がない
と祈り宣言します。
聖句: 1ヨハネ 5:4 

11日目 / 1月14日
わたしたちの主イエス・キリストの王国が日本の全てに人の心に入るように祈ります。
イエス・キリストの御名によって、アーメン。
聖句: ルカ 19:9

12日目 / 1月15日
わたしの人生における山が取り除かれ海の中に投げ込まれるとイエスの名によって宣言
します。
聖句: マルコ 11:23

13日目 / 1月16日
主はわたしと教会のために良い働きを始められ、イエス・キリストが来る日までにそれを
行われると自信を持って宣言します。
聖句: ピリピ 4:6

14日目 / 1月17日
すべての恵みが豊かに与えられ、すべて必要なものが常に与えられ、すべての良いわざに
富ませてくださるように神に祈ります。
聖句: 2コリント 9:8

15日目 / 1月18日
わたしと家族と教会に対して悪い計画を持っている人たちが引き返させられ、混乱に陥る
ように祈ります。
聖句: 詩篇 140:8

16日目 / 1月19日
恐れず堅く信仰に立つ事ができるように、罪を非難し、聖なる手を祈りを持って神に伸べる
ことができるように祈ります。
聖句: ヨブ 11:13-15 

17日目 / 1月20日
教会が持っている打ち勝つ力に気づき大胆に用いる事ができるように祈ります。
聖句: ローマ 8:37 

18日目 / 1月21日
キリストを信じる者としてわたしが病人に手をおけば癒されることを宣言します。
聖句: マルコ 16:17-18

19日目 / 1月22日
み言葉の伝道が力強い油注ぎを受け、わざとしるしと奇跡が行われるように祈ります。
聖句: ルカ 9:1-2 
 
20日目 / 1月23日
教会がキリストにあって常に勝利し、悪魔に降伏することのないように祈ります。
聖句: 1コリント 15:57 

21日目 / 1月24日
主よ、日本のリーダーたちがあなたに立ち返り人間や悪例ではなく神の助言に従うように
イエス・キリストの御名によって祈ります。
聖句: ローマ 13:1

22日目 / 1月25日
神が今年教会のために用意された素晴らしい魂の収穫を敵が妨げることのないように主に
祈ります。
聖句: マタイ 16:18

23日目 / 1月26日
サタンに心が縛られている人たちが解放され、キリストの救いのメッセージに影響される
ように祈ります。
聖句: 2コリント 4:3-4 

24日目 / 1月27日
わたしたちは神の油注ぎとキリストの血のおおいの下にあるのでどんな霊も悪魔もわたし
たちに触れることも傷づけることができないことを祈ります。
聖句: 歴代誌上 16:21-22

25日目 / 1月28日
教会の聖徒によってしるしと奇跡がさらになされるように祈ります。
聖句: 使徒行伝 5:12
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メモ26日目 / 1月29日
教会が聖霊によって受けた力を用いまだ救われていない世の人々のためのキリストの有効
な証人になる事ができるように祈ります。
聖句: 使徒行伝 1:8

27日目 / 1月30日
主よ、サタンの使いが閉じたこの国の大いなる魂の収穫の門を再び開けてください。
イエス・キリストの御名によって祈ります。
聖句: 1コリント 16:9

28日目 / 1月31日
教会の周りの町の人々が突然生ける神に対する飢えと欲求が生じ救いのみ言葉を聞きに
訪れるように祈ります。
聖句: 使徒行伝 13:44

29日目 / 2月1日
わたしと他の聖徒たちの家族のメンバー、同僚、友人のうち救われていない人たちが救われ
るように祈ります。
聖句: ローマ 10:1

30日目 / 2月2日
主が祝福に関する理解を与えられ、神の働きのためにささげることができるよう恵みを与え
てくださるように祈ります。
聖句: ルカ 6:38
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