
DAY 11 日目 (1/11/2021):
Hebrews/ヘブル 6:4-6; Matthew/マタイ 19:26
Pray for those that have fallen away from the faith, even though the Bible says it is 
impossible to renew them, that the Lord will have mercy and renew them.
聖書では信仰から離れてしまった人々が立ち帰ることは不可能だとありますが、主が彼らを哀れんで
信仰へと帰ることができるように祈りましょう。

DAY 12 日目 (1/12/2021):
John/ヨハネ 11:25; Ephesians/エペソ 5:14 
Pray and declare that everything that is dead or asleep in you or in the church will be 
awakened and revived by the resurrection power of Christ, with fresh anointing for 
rededication and recommitment.
あなたの内に、また教会にある全ての死んでいるものと眠っているものが、キリストのよみがえりの
力により新たな献身の新鮮な油注ぎにあって起き上がり、復活するよう祈り、宣言しましょう。

DAY 13 日目 (1/13/2021):
1 Corinthians/1コリント 16:9; Revelation/黙示録 3:8
Pray and declare that every open door that the Lord has set open before us, our family 
and the church, will remain open for destiny, financial and soulwinning breakthrough, 
in Jesus’ name.
イエスの名によって、主が私たち、家族、教会の運命、経済的、伝道的突破のために開かれるとされた
全ての扉が開かれたままであるように祈り、宣言しましょう。

DAY 14 日目 (1/14/2021):
Zechariah/ゼカリヤ 9:11; Matthew/マタイ 16:18
Pray and declare total liberty for souls by the blood of the covenant and by the 
authority of the name of Jesus that the enemy will not hinder us from reaching the 
great harvest of souls that the Lord has prepared for the church this year. 
契約の血とイエスの御名の権威によって救われていない人々の魂が完全に自由にされ、敵が私たち
を妨げることなく、主が今年教会のために用意された偉大な魂の収穫にあずかることができるよう
祈り、宣言しましょう。

DAY 15 日目 (1/15/2021):
Isaiah/イザヤ 25:7
We declare that every darkness cast over the people of Japan and other nations of the 
world be destroyed, that the light of the Gospel have free course, leading the people to 
salvation.
日本と他の国々の人々を覆っている全ての闇が破壊され、福音の光が自由に輝き、人々を救いへと導
くと宣言しましょう。

JANUARY - Month of PRAYER
I am the Lord who answers PRAYER / わたしは祈りに答える主だ (Jeremiah/エレミヤ 33:3)

Effectual fervent prayer / 効果的で熱心な祈り (James/ヤコブ 5:16)



DAY 16 日目 (1/16/2021):
Romans/ローマ 10:1
Pray that you will have a burden for your family members, co-workers, and friends, who 
are not saved, that the Lord will use you to bring them to Christ.
まだ救われていないあなたの家族や、同僚、友人の救いのために重荷を背負う心が与えられ、主が
あなたを用いて彼らをキリストへと導くよう祈りましょう。

DAY 17 日目 (1/17/2021):
Matthew/マタイ 6:31-33
Pray that you will get busy about bringing souls to God’s kingdom and the Lord will 
take care of your needs that you worry about and which are keeping you so busy.
神の王国へと人々を導くことで忙しくなることで、あなたを悩ませ、とても忙しくさせているニーズを
主が満たされるように祈りましょう。

DAY 18 日目 (1/18/2021):
John/ヨハネ 4:35; Luke/ルカ 10:2
Pray that the church will recognize the urgency of the time we are in and take 
soulwinning very seriously, and ask the Lord to give us more workers in the church to 
receive the expected harvest this year.
教会が今の時の緊急性に気がつき、魂の収穫を真剣にとらえるように、また主が教会にもっと働き人
を与え、今年の収穫を受け止めることができるように祈りましょう。

DAY 19 日目 (1/19/2021):
John/ヨハネ 15:4-5; 2 Timothy/2テモテ 2:15
Pray that you will grow stronger in the Lord this year by prayer, fasting and the study of 
the Word, so you can be more effective in the Kingdom and in winning souls for Christ.
今年あなたが祈りと、断食と、御言葉を学ぶことによって主にあって成長し、神の御国での働
きとキリストへと人々を導くにあたって効果的になることができるように祈りましょう。

DAY 20 日目 (1/20/2021):
Matthew/マタイ 13:25; 2 Timothy/2テモテ 2:2
Let’s pray that God will raise faithful men in the church, awaken and strengthen the 
spiritually sleeping and the weak, so they will play their roles in the church and fulfill 
God’s purpose in their lives.
神が信仰深い男性たちを立ち上がらせ、霊的に眠ってしまっている人々や弱い人々を目覚ま
し、力を与え、彼らが教会での役割を担い、神の彼らの人生のための計画を満たすことがで
きるように祈りましょう。
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