
DAY 21 日目 (1/21/2021):
Exodus/出エジプト記 15:1; 1 Corinthians/1コリント 15:57
Pray that the Lord will cause us to triumph over all the works and intents of the enemy 
against us, our families and the church.
主が私たちと家族、教会に対しての敵の働きと策略に対して勝利を与えられるよう祈りましょう。

DAY 22 日目 (1/22/2021):
Mark/マルコ 7:37; Luke/ルカ 9:1-2 
Pray that God will bring healings, miracles, signs and wonders, and unprecedented 
revival, restoration, and harvest, including angelic assistance, so that we will be aston-
ished beyond measure. 
神が癒しと、力あるわざと、しるしと、奇跡、また、今までにないリバイバル、御使いの助けも含んだ収
穫をもたらし、私たちが心から驚かされるように祈りましょう。

DAY 23 日目 (1/23/2021):
Romans/ローマ 8:37 
Let us and declare and condemn every spirit of defeat in our life, family and in the 
church because we are more than conquerors through Christ Jesus.
私たちの人生、家族、教会を打ち負かす全ての霊をさばきます。私たちはキリスト・イエスにあって輝
かしい勝利を得ているからです。

DAY 24 日目 (1/24/2021):
1 John/1ヨハネ 2:15; Ephesians /エペソ 5:8; Galatians/ガラテヤ 5:1
Pray that you will stay strong and firm in the freedom that Christ has set you, and not 
let yourself to fall back into your former state of sinful and worldly bondage.
キリストが与えてくださった自由に堅く立ち続け、以前の罪と世に縛られていた状態に戻ってしまうこ
とがないように祈りましょう。

DAY 25 日目 (1/25/2021):
Acts/使徒行伝 4:17-18; Acts/使徒行伝 4:29
Pray for boldness to share the gospel to unsaved and unbelieving people and that 
nothing will cause you to fear, for the Lord is with you.
福音を救われていない人々と信じない人々に伝える大胆さが与えられ、主が共におられるので何も
あなたを恐れさせることがない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)



DAY 26 日目 (1/26/2021):
John/ヨハネ 1:45-46
Pray that you can boldly invite your family members and people from the streets or 
your workplaces to come to church and experience for themselves the power of God.
あなたが家族や、街であった人や同僚を神の力を彼ら自身が体験できるように大胆に教会に誘うこ
とができるように祈りましょう。

DAY 27 日目 (1/27/2021):
Mark/マルコ 16:15-16; Acts/使徒行伝 8:5
Pray that we will take the Gospel message into the harvest field (to the streets, parks, 
homes, workplaces, schools), and particularly to people at places where others are 
reluctant to go.
私たちが福音のメッセージを収穫の地（街、公園、人々の家、職場、学校）、特に多くの人々が行くのを
ためらうようなところで伝えることができるように祈りましょう。

DAY 28 日目 (1/28/2021):
Acts/使徒行伝 17:16,18
Pray that as you go about your daily life in your workplace, school, shops, trains, parks, 
streets, etc., your heart will be stirred and drawn to people who have need to know 
Jesus, and boldly share with them the Good News.
あなたの日々の生活で、職場、学校、お店、電車、公園、街などで過ごすときにあなたの心がかきたて
られ、イエスを知る必要のある方々へと引き寄せられ、大胆に福音を伝えることができるように祈り
ましょう。

DAY 29 日目 (1/29/2021):
Isaiah/イザヤ 2:2-3; Acts/使徒行伝 13:44
Pray that the entire city around us will be moved by a sudden hunger and desire to 
know the living God, and to come to the church and hear the Word of God for their 
salvation.
私たちの周りの全ての都市が生ける神を知りたいという突然の飢えと願望によって動かされ、彼らが
教会に来て、救いのために御言葉を聞くことができるように祈りましょう。

DAY 30 日目 (1/30/2021):
Amos/アモス 9:13; Acts/使徒行伝 2:41
Pray that we will see a sudden miraculous surge of souls coming to the church this year, 
like it happened on the day of Pentecost, that will require more room to receive them.
今年、ペンテコステの日にあったように突然奇跡的に多くの人々が教会に訪れ、人々を受け入れるた
めにもっと場所が必要となるように祈りましょう。
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