夜の祈り：自由参加の徹夜祈祷会を 10 日目に
■どうして夜の祈りなの？
ひと晩中、または夜のひとときに、目を覚ましていたり、祈っていたりすること
が、聖なることだからという理由からではありません。そうではなく、人々がいそ
がしくもあわただしくもない唯一のときが、夜なのです。
一夜を徹して起きていることが目的であるべきではなく、必要なだけ時間をかけ
て祈り、祈るように神が期待してくださっていることを祈り切るまで祈りたいと、
わたしたちは信じています。
ある方々には徹夜していただくことをご提案します。ちゃんと休憩しながらです。
リーダーとして、いつ休息が必要で、祈りの次の項目にいつ移れば良いのか、雰囲
気を感じ取ることができるでしょう。90 分ごとに最低 10 分間は休むことをおすす
めします。
祈りの時間に聖書の引用を取り入れても良いです。提案内容のすべてを実行する
のか、一部にするのか、あなたのグループに最適なようにしてください。提案して
いる方法の順序も、自由に変えて用いてください。
【夜の祈りの方法の提案】
◆賛美礼拝から始めましょう。祈りによって、歌によって、神をほめたたえます。
◆（罪の）告白のときを持ちます。あなたの祈りを神が聞いてくださるのを妨げるものは、
なにもないようにしなければなりません。参加者が個人的に告白したり、共に言い表し
合ったりするときを持つのです。個人的な罪は、個人的に神に対して告白し、会衆の罪
は公に告白するよう促してください。ダニエル書 9 章 1～19 節に、神の民の罪を公然
と言い表し、執り成しをするダニエルの姿が描かれています。教会の罪を全体のことと
して告白するよう、参加者を励ましてください。
◆祈祷会に出席している方々の必要を祈ります。非常に多くの人々が、傷ついていたり、
祈ってもらうことを必要としていたり、あるいは、叶えられる見込みのないような祈り
の課題を持っています。輪になって、真ん中にイスを一つ置き、特別な祈りのリクエス
トがある人々に一人ずつ来てもらい、そのリクエストを分かち合うのです。それからそ
の人の周りに集まり、２、３人がその人の具体的な必要を祈って、神の約束に頼ります。
どれほど多くの人々が傷つき、祈りを必要としているかに驚かされるでしょう。
◆グループを二つに別けましょう。女性たちに一つの部屋で、男性たちにはもう一つの部
屋で祈ってもらいます。女性グループのリーダーは女性、男性グループのリーダーは男
性です。全員とは分かち合えないし、そうするべきでない個人的な必要が、よくありま
す。同性同士のほうが共有しやすいものです。
◆男女が再び集まった後、次ページからの祈りの課題に基づいて祈ります。これらは世界
中の教会からの祈りの課題です。
◆この 10 日間祈ってきた７人のために祈ります。
◆聖句を一つ選び、それを通して祈ります。
◆賛美と感謝の会をもう一度して、祈りのときを閉じます。

世界中の教会からの祈りの課題
●2019 年に世界中で行われる数百、数千の伝
道活動を祝福してください。特に 2019 年 6
月にインドで、2020 年 5 月にパプア・ニュ
ーギニアで行われる全員参加伝道のためにお
祈りしましょう。
●信条のために迫害や投獄されているアドベン
チスト教会員のためにお祈りしましょう。
●世界中で公立の大学へ通っているアドベンチ
ストの青年が、キリストの力強い使者になる
ことが出来るよう、リバイバルを経験できる
ように。
●イエス様の曇りないご臨在を受け入れていな
い、世界人口の 69％の人々のために。
●宣教の働きが行き届いていない旧ソ連の 28
の都市に住む 6200 万人の人々のために（ユ
ーロ・アジア支部）。
●中東の 20 の国にいる 746 の民族のために働
くことを望む勇敢な伝道師を起こしてくださ
るように。
●北アジア太平洋支部、南アジア太平洋支部に
おける千人宣教師の運動のために。青年が台
湾、中国、ロシア、そしてミャンマーのような
国で奉仕するときに、聖霊のバプテスマを受
けて、神様の働きをするために強められます
ように。
●他の文化や宗教から来た人々を愛することに
よって、神に奉仕するアドベンチストが大波
のように増えますように。
●あなたが困難な地にあるときに奉仕すること
を望んでくれる、今日のワルド派のような学
生を起こしてくださるように。
●南アジア太平洋支部の宣教の行き届いていな
い 41 の都市に住む 2 億 2 百万の人々がイエ
ス様を知るように。
●神様のご計画を求め、地域へ愛情深い奉仕や、
聖書研究、そして個人的な証によって伝道す
る地方教会の安息日学校や、信徒伝道会のた
めに。
●世界中で実際的な必要に直面している ADRA
のために。
●南アジア太平洋支部の中で、最も宣教の行き
届いていない 6 つの都市に住む 1600 万の
人々のために。福音に触れていない人々に愛
の奉仕をするために出ていく教会員に、日ご
と聖霊のバプテスマがなされますように。

●北アジア太平洋支部の中で最も宣教の行き届
いていない 105 の都市に住む、4 億 600 万
の人々に伝道するための方法を聖霊の神様が
教えてくださるように。
●アドベンチストのチャプレンによる奉仕でチ
ャプレンが動員されるとき、また教会員が受
刑者への奉仕に関わるときに、祝福があるよ
うに。
●安息日学校の教師を覚え、彼らの働きが子ど
もたちにとってどれほど大切であるかを、彼
らが知ることができるように。
●地域とのつながりにおける健康プログラムや
家族向けプログラム、また世界中のパスファ
インダークラブに、お導きがあるように。
●更に多くの若い世代が都市伝道に参加するよ
うに。
●新しい教会員を愛し、養うことが出来るよう
わたしたちを助けてくださるように。
●どのようにすれば自分たちの地域に、真理に
満ちたもっと多くの文書（印刷物や電子書籍）
を届けることが出来るか教えてください。
人々がそれを読み、聖霊の神様が彼らに聖書
の真理を教えてくださいますように。
●危険な場所で働く伝道師に主のお守りがある
ように。
●希望と命の言葉を広めるために、文書伝道者、
学生ボランティア、作家、メディア専門家、資
金援助者を与えてくださるように。
●8208 のアドベンチスト教育機関とおよそ
200 万人の学生のために祈ります。これらの
学校がいつも聖書の真理を教え、若い人々を
伝道と奉仕に導きますように。
●主よ、宗教に関心のない世俗文化に伝道する
知恵をお与えください。聖霊の神様が、世俗
的な心をとり囲んでいる壁を打ち破ってくだ
さいますように。
●イスラム教、仏教、ヒンズー教を含む、伝道の
及んでいないアジアの人々のために祈ります。
多くの人が今までイエス様の名前を聞いたこ
とがありません。彼らの必要を満たす特別な
知恵をわたしたちにお与えください。
●心霊崇拝や偶像崇拝、精霊崇拝のとりこにな
っている人々へ伝道するときに、わたしたち
を祝福してください。わたしたちが彼らの世
界観を理解し、個人的な救い主を紹介するこ

とができるように助けてください。
●世界中のアドベンチストが今までなかったほ
ど祈るような思いを与えてください。聖霊の
後の雨を乞い求めさせてください。わたした
ちはあなたに、ヨエル書 2 章、ホセア書 6 章、
そして使徒言行録 2 章の約束の成就を願い求
めます。
●南アフリカ・インド洋支部の 18 の国にいる
541 の民族のために祈ります。彼らを聖書の
真理へと導いてくださいますように。
●避難所にいる人々の日常的、霊的な必要をど
のように満たすことが出来るか示してくださ
い。願わくは、わたしたちの教会が、誰がどこ
から来たかにかかわらず、すべての人を愛す
るが故に知られる存在となりますように。
●わたしたちが忠実に余すことなく、ヨハネの
黙示録 14 章の三天使のメッセージを宣べ伝
えることが出来ますように。わたしたちがす
べての教えの中心をキリストの愛と義とする
ことができますように。
●インター・ヨーロッパ支部 20 か国 806 民族
に教会を設立するため、神様が都市伝道者た
ちを立ち上がらせてくださいますように。
●インター・アメリカ支部 38 か国の 948 民族
に教会を設立するため、神様が働き人の軍勢
を立ち上がらせてくださいますように。
●どのようにすればわたしたち教会の信仰の大
要を明確かつ建設的、そして聖書主義的に宣
べ伝えることができるか教えてください。イ
エス・キリストの愛がわたしたちの信じるす
べての中心でありますように。
●北アメリカ支部 9 か国 789 民族に教会を設
立するため、神様が若い専門家を備えてくだ
さいますように。
●イスラエル地域での 70 民族に仕える志願者
を神様が備えてくださいますように。
●東中央アフリカ支部 11 か国 830 民族の中に
教会を設立することができるよう、医療伝道
者を神様が立ち上がらせてくださいますよう
に。
●南アジア支部 4 か国 2568 民族のためにとり
なしをする祈りの戦士を神様が立ち上がらせ
てくださいますように。特に、インドのホー
プ TV とアジア助成盲学校のことを覚えて祈
ります。
●南アジア太平洋支部の出版社の働きのために。
●わたしたちが「10 日間の特別祈祷」伝道チャ

レンジをするときに、あなたが詩編 32 編 8
節の約束に従って、わたしたちの前を行き、
導いてくださいますように。
●わたしたちの家族が家庭とその地域であなた
の愛を証しできるように。どうか、家庭に調
和を与え、壊れた関係を癒やし、弱いものを
虐げられることから守り、あなたの聖なる力
を絶望的な状況の中であらわしてください。
●世界中にいるわたしたち教会員、牧師、そし
て指導者たちが、毎日神様の言葉を糧とする
ことができますように。また、個人的な祈り
の中で、日々あなたをたずね求めますように。
あなたなしでは、わたしたちには何もできな
いことを覚えさせてください。
●西中央アフリカ支部 22 か国 1978 民族の中
に新しい教会を設立するために、看護師や医
師を立ち上がらせてくださるように。
●トランス・ヨーロッパ支部の最も宣教の行き
届いていない 19 の都市に住む、4900 万人の
人々のために。
●わたしたちの子どものために祈ります。彼ら
が妨害や圧力に遭遇するときに、あなたのた
めに果敢に立つことが出来ますように。彼ら
が賢明な選択をし、真理のために立つことが
できるように助けてください（イザヤ書 44 章
3、4 節）
。
●身近な人の日々の必要を満たすことによって、
わたしたちにキリストの無我の模範に従うこ
とを教えてください。医療伝道者、地域ボラ
ンティア、そして困っている人の友として仕
えるために、わたしたちを備えてください。
●終わりのとき、あなたの教会にはじめの敬虔
さが力強く回復されますように。天が落ちよ
うとも、真理のためにわたしたちが立つこと
ができますように。
●イスラム教の人々と福音を分かち合う方法を
示してください。彼らが聞き入れ、あなたの
恵みの申し出に応えますように。
●昨年、日本における全員参加伝道でまかれた
真理の種のために祈ります。どうか、日本の
ために働き祈る働き手を送ってくださいます
ように。

