
DAY 6 日目 (1/06/2021):
John/ヨハネ 13:34-35; Acts/使徒行伝 2:46-47 
Pray that our unity and love for one another will grow very strong this year that it will 
touch the hearts of visitors and cause the Lord to draw them to the church for their 
salvation.
今年私たちの一致とお互いへの愛が力強くなって、教会に訪れた人々の心が動かされ、主が彼らを
救いのために引き寄せられるように祈りましょう。

DAY 7 日目 (1/07/2021):
Acts/使徒行伝 13:6-8 
Pray against the Elymas spirit that hinders willing people today from receiving the 
Gospel message for their repentance and salvation.
人々を悔い改めと救いへと導く福音のメッセージをさまたげる霊に対して祈りましょう。

DAY 8 日目 (1/08/2021):
Acts/使徒行伝 8:26-27 
Pray that the Lord will direct you to a famous and influential person, and do not be 
afraid to tell them about Christ and the Gospel message.
主が有名かつ影響力のある人々へと導き、キリストと福音のメッセージについて彼らに伝えることを
恐れることがないように祈りましょう。

DAY 9 日目 (1/09/2021):
John/ヨハネ 4:28-30
Pray that you can share your personal testimony with your family members and friends 
about how the Lord Jesus has saved you and transformed your life, and that He can do 
the same for them.
主イエスがあなたを救って人生を変えられたという証しを家族と友人に分かち合い、神は彼らにも
同じことをすることができるということを伝えることができるように祈りましょう。

DAY 10 日目 (1/10/2021):
Matthew/マタイ 19:13-14
Pray for the children’s ministry and Sunday school to grow, and for more children to be 
drawn to the Gospel and love of Christ.
日曜学校やチルドレンズミニストリー（子供への奉仕）が成長するように、そしてもっと多くの子供
たちが福音とキリストの愛に惹かれるように祈りましょう。



DAY 1 日目 (1/01/2021):
2 Chronicles/歴代志下 7:14; Ezekiel/エゼキエル書 36:26
Pray that we live a life of repentance this year and allow God to take away our stony 
heart and give us a heart of flesh, so He will hear our prayers and answer us.
今年悔い改めの人生を送り、神が石の心を取り除き、肉の心を与えてくださり、神が祈りを聞かれ、
答えてくださるように祈りましょう。

DAY 2 日目 (1/02/2021):
Psalm 47:1/詩篇; Psalm/詩篇 20:5 (AMPC)
Let us declare that this year we will triumph in all our endeavors as the Lord fulfills all 
our petitions.
主が私たちの祈りに答えられるにつれ、今年私たちが行う全てのことで勝利をすると宣言しましょう。

DAY 3 日目 (1/03/2021):
Psalm/詩篇 35:1; 21:11
Pray and declare that every plot of the evil one against your life, family and the church 
will fail in Jesus’ name.
敵があなたの人生、家族、教会に対して立てる策略が崩れるとイエスの御名によって祈り、宣言して
ください。

DAY 4 日目 (1/04/2021):
Acts/使徒行伝 10:5-6; 11:11-12
Pray that God will direct to you to families whose hearts are spiritually hungry and 
prepared to come to church and be saved.
あなたを霊的に飢えている、教会に来て救われる準備ができた家族の元へと神が導かれるように
祈りましょう。

DAY 5 日目 (1/05/2021):
1 Peter/１ペテロ 3:1-2  / ローマ 6:14
Pray that your lifestyle and attitude in the home will witness to your unsaved family 
members and relatives about God more than your words.
あなたの家でのライフスタイルや態度があなたのまだ救われていない家族や親戚に言葉以上に
神のことを語るように祈りましょう。

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)
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