
  PART 1: THANKSGIVING & PRAISE  
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. (Psalm 103:2) First, give praise & 
　thanksgiving for all that the Lord has done for us, and pray the following prayer.

PRAYER:
●  Heavenly Father, thank You for the gift of this day and for the awesome opportunity for us 
to be a part of what You are doing through the Tokyo Worship Tabernacle family. For what 
shall we render unto You Oh LORD, for all Your benefits toward us? We will take the cup of 
salvation, and call upon the name of the Lord. (Psalm 116:12-13)
●  Father, thank You for all the blessings and the wonderful things You have done and 
continue to do for us. 

●  Father, we are so grateful for all the marvelous testimonies, the great harvest of souls, 
deliverances, diverse healings, and divine encounters that You have made and continue to 
make manifest among the TWT and the JUPC families. We say that they are all Your doing 
Oh LORD; and it is marvelous in our eyes. (Psalm 118:23)
●  Father, we acknowledge that it is only Your grace and mercies that have brought us this 
far. Every achievement, good report, progress, and success that we have seen so far are all 
because of You alone.  We give You all the glory.

●  Father, we come boldly before Your throne of grace today in the name of Jesus Christ - 
standing in the gap for myself and my family, the TWT family and the JUPC family - with an 
open mind and a thankful heart, knowing and believing that You hear us even before we 
ask. For Your word says that if we ask anything in Your name, You will do it. (John 14:14)
●  Father, we ask You to forgive us of anything that we may have thought, or said or done 
that is not pleasing to You. We confess that we have sinned and humbly ask for forgiveness 
and for Your cleansing, and for Your mercies that are new every morning. 
(1John 1:9; Lamentations 3:22-23)
●  Father, we receive the grace to continue to be obedient to Your word as You prepare us 
for the rest of the year.

Thank You Heavenly Father, for all the goodness and mercy that continue to follow us all the 
days of our life, and that our path is shinning brighter and brighter everyday until our Lord 
Jesus returns, in the name of Jesus Christ, Amen. (Psalm 23:6; Proverbs 4:18)

Next, read the scripture for the day. Read it for about four times to ensure that 
　you have full understanding of what it is saying. Meditate on the text for a while and see 
　what God speaks to you through this text.

Then, pray any prayer points of the day by saying the following: 
　“Father, now based on Your word, we pray that ... (insert prayer point here)”
　You can continue the prayer and add any other point(s) as you feel led to.

Finally, end this part with the following prayer.
Father, we thank You for hearing and answering all our prayers. To You alone be all the glory 
forever and ever, in the mighty name of Jesus Christ we’ve prayed and given thanks, Amen. 
Jesus is Lord! 

 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、2015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て、今でも続いている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、その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、神聖な出会い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、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。
主イエスが戻られるまで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)

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話しかけるでしょう。

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。

最後に、次の祈りでこのパート１を終えましょう。

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！
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  PART 2: INTERCESSORY PRAYER 1  
First, pray the following prayer.  
　
PRAYER:
●  Heavenly Father, we pray that You touch our lips and lead us by Your Spirit that my/our 
prayers and thanksgiving today will be effective and pleasing to You in the name of Jesus 
Christ, Amen.  For Your word says in Zechariah 4:6 that it is “not by might nor by power, but 
by my Spirit says the LORD Almighty.”

●  So Father, in the name of Jesus Christ, we ask with thanksgiving that You continue to let 
the Holy Spirit take over our harvest field, compelling the ingathering of multitudes into 
TWT and JUPC churches next Sunday. For Your word says that ... when He (the Holy Spirit) 
comes, He will convict the world of sin, and of God’s righteousness, and of the coming 
judgment. (John 16:8)
●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for letting the Holy Spirit continue to come 
down as a “Mighty Rushing Wind”, convicting, converting, and establishing in the faith all 
that are being reached out to today and that multitudes will continue to be drawn to all 
TWT and JUPC services throughout the week.

●  Father, in the name of Jesus Christ, we continue to destroy the gates of hell that may be 
resisting the influx of souls into the TWT and JUPC churches next Sunday. (Matthew 16:18)

●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for letting the ears of every unsaved soul 
across our harvest field continue to hear the compelling sound of the Holy Spirit this week 
and be drafted to the TWT and JUPC churches next Sunday. (Isaiah 5:26)

●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for letting there be continuous manifesta-
tion of signs and wonders in all our services, thereby drawing multitudes into the Kingdom 
and into the TWT and JUPC churches. (Acts 5:12,14)

●  Father, in the name of Jesus Christ, continue to let the Holy Spirit breathe upon our 
outreach materials such as tracts, fliers, the website, social media, and musical instruments, 
turning them into anointed sickles of harvest, thereby drawing multitudes into the TWT and 
JUPC churches next Sunday. (Joel 3:13)

●  Father, in the name of Jesus Christ, continue to let there be an ever-increasing revelation 
in the TWT and JUPC churches, leading to supernatural dimensions of church growth. 
(Acts 6:7)

●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for continuing to send Your reaper angels 
to take over our harvest field, mobilizing multitudes into the TWT and JUPC churches for 
their salvation, deliverance and breakthrough. (Matthew 13:39)

●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for continuing to send Your reaper angels 
to wait upon all our new converts and every challenged or struggling TWT and JUPC 
member, mobilizing them to be in church this coming Sunday for their establishment, 
restoration and breakthrough. (Psalm 103:20)

●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for letting the TWT and JUPC churches 
continue to experience supernatural growth after the order of the Acts of the Apostles that 
will continue to baffle human understanding. (Acts 13:44)

 パート ２: とりなしの祈り １ 
 まず最初に次のように祈りましょう。
　
祈り:
● 天におられる父よ、今日の私たち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たちの口に触れ
、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とJUPCの教会に集まる事を祈ります。
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とJUPCの集会に大勢の人々が集まるように祈り
ます。

● 父よ、イエスキリストの御名により、次の日曜日にTWTとJUPCの教会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TWTとJUPCの教会に惹かれるように祈ります。 (イザヤ書 5:26)

● 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TWT、JUPC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、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TWTとJUPC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、TWTとJUPC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TWTとJUPC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新しく改心した人々と困難な状況に負
われているTWTとJUPCの教会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、TWTとJUPC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)
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●  Father in the name of Jesus Christ, we continue to decree salvation for all our family 
members and relatives. Thank You for letting doors be opened supernaturally for mighty 
harvest of souls, and partnerships for kingdom advancement even in business arenas, 
companies, corporate entities, institutions, governments, organizations, schools, homes, and 
individuals. (Joshua 24:15; Acts 16:31; Revelation 3:8)

Father, we have prayed as Your people standing in the gap before You and the land, and 
also all the people You have connected to us; we believe that You have heard us and that 
You have granted us what we have asked of You. So thank You and we say again that all the 
glory do belong to You and to You alone in the mighty name of Jesus Christ, Amen. 
Jesus is Lord!

Next, you can take time to read and meditate on the scriptures used in the intercession. 
Meditate on this text for a while and see what God speaks to You through the text. Do well 
to do exactly as you are instructed by the Holy Spirit to do.

 PART 3: INTERCESSORY PRAYER 2 & SPIRITUAL WARFARE
 First, take time and pray in the Spirit (worshipping and praying in tongues) as you pray 　
　the following prayer.  

PRAYER:
●  Heavenly Father, by the blood of Jesus Christ, we receive covering and protection from 
any attack of the enemy whether in spiritual or physical form. Continue to let Your mighty 
warrior angels and the overshadowing power and protection of Your Holy Spirit cover me, 
my family, my home, everything in my house, the TWT and JUPC church families, in Your 
name of Jesus Christ, Amen.
Father, Your word says that You have given us authority to tread upon serpents and scorpi-
ons, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt us. (Luke 
10:19). For our fight is not against flesh and blood, but against the rulers, against the 
powers, against the forces of this world’s darkness, against the spiritual forces of evil in the 
heavenly places. (Ephesians 6:12). And that we overcame him by the blood of the Lamb and 
by the word of our testimony... (Revelation 12:11). Your word also says that the angel of the 
Lord encamps around those who fear You, and delivers them. (Psalm 34:7). And whatever 
we ask in Your name Jesus Christ, that will You do, that the Father may be glorified in the 
Son. If we ask You anything in Your name, You will do it. (John 14:13-14).
●  So Father, by the blood of Jesus Christ, we continue to destroy all the interferences of the 
devil against the continuous growth of the TWT and JUPC churches. (Revelation 12:11)
●  Father, in the name of Jesus Christ, we continue to decree the liberty of all our new 
converts from all forms of bondages, spells, enchantments and generational curses. 
(Galatians 3:13). 
Father, in the name of Jesus Christ, we continue to decree that every soul saved, be estab-
lished in the faith in the TWT and JUPC churches. (Colossians 4:12)
●  Father, continue to endue all the TWT and JUPC family members, especially our new 
converts, with the spirit of righteousness and Holiness, so they can continue to enjoy the 
favor of God. (Psalm 5:12; 2 Corinthians 7:1)

● 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するようにしま
　しょう。

 パート ３: とりなしの祈り ２＆霊的な戦い 
 まず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とJUPCでの教会ファミリーを
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)
そして私たちは小羊の血と、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、TWTとJUPCの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。(ガラテヤ 3:13) 
父よ、イエスキリストの御名により、TWTとJUPC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とJUPCの教会ファミリー、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、２コリント7:1)
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●  Father in the name of Jesus Christ, we thank You that according to Your Word, signs and 
wonders shall follow all our new converts, thereby drawing others to Christ. (Mark 16:17-18)

●  Father, in the name of Jesus Christ, we come against all powers of darkness that may want 
to draw any of the converts back to the world. For we know that whatever God does, 
endures forever; nothing can be added to it nor can anything be taken from it, for God does 
it so men will fear and worship Him as God. (Ecclesiastes 3:14)

●  Father in the name of Jesus Christ, thank You for continuing to release Your word of 
eternal life in our services that will establish all our new converts in the faith. (John 6:66-68)

●  Father, in the name of Jesus Christ, thank You for turning all our new converts into instant 
and active disciples of Christ, thereby leading others to Christ. (John 4:29, 39)

●  Father, thank You for supernaturally restoring the glory and strength of every member of 
the TWT and JUPC families, thereby leading many to Christ. (1 Peter 5:10)

●  Father, by the blood of Jesus Christ, we continue to nullify every cause of evil diversion, 
bewitching, gradual dispossession of good things, poverty, spiritual blindness, barrenness, 
profit starvation, dead organs, and curses by satanic messengers, linked to any member of 
the TWT and JUPC families. (Isaiah 54:17; 1John 4:4; Romans 8:31)

●  Father in the name of Jesus Christ, continue to give us, in the TWT and JUPC churches, the 
heathens for our inheritance and the uttermost part of the earth for our possession. 
(Psalm 2:8)

●  Father, thank You for continuing to endue the leadership at all levels in this TWT and JUPC 
churches with divine wisdom, thereby leading to the continuous growth and expansion of 
the TWT and JUPC churches in the name of Jesus Christ. (Isaiah 33:6)

●  Father, in the name of Jesus Christ, continue to let our TWT Pastor and the JUPC Pastors 
and their families be filled with the Spirit of wisdom afresh, so they can continue to feed the 
flock with wisdom and knowledge leading to continuous growth and development both of 
the TWT and JUPC churches and the individual members. (Jeremiah 3:15)

●  Father, thank You for continuing to renew the anointing upon Your servant, our TWT 
Pastor and the other JUPC Pastors, as You continue to confirm every word of their mouth in 
the name of Jesus Christ. (Isaiah 44:26)

●  Father, continue to grant our TWT Pastor and the other JUPC Pastors, access to Your plan 
and purpose per time as they lead the flock in the name of Jesus Christ. (Hebrews 8:5)

●  Father, thank You for continuing to confirm the anointing upon our TWT Pastor and the 
other JUPC Pastors in signs and wonders and mighty deeds in the name of Jesus Christ.  
(Mark 16:17-18, 20; 2 Corinthians 12:12)

●  Father, we continue to reverse every negative medical report against any of the TWT and 
JUPC families and relatives, into testimonies in the name of Jesus Christ. (Job 33:23-25)

●  Father, by the anointing of the blood of Jesus Christ, we continue to shatter every marital 
spell, family problems, frustration, relationship issues, failure and manipulation of destiny, 
brought upon or connected with any TWT and JUPC member. 
(Isaiah 10:27; Numbers 23:23; Matthew 13:28)

● 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、それによって人々がキリス
トに惹かれることを感謝します。(マルコ 16:17-18)

● 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
永遠の御言葉を常に放ってくださってありがとうございます。(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
より人々がキリストに惹かれることを感謝します。(ヨハネ 4:29, 39)

● 父よ、TWTとJUPCの教会のメンバー全員の栄光を戻して、それにより人々がキリストに惹かれたことを感
謝します。(第一ペテロ 5:10)

● 父よ、イエスキリストの血潮により、TWTとJUPCの教会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
ち消し続けます。(イザヤ書 54:17; 第一ヨハネ 4:4; ローマ 8:31)

● 父よ、イエスキリストの御名により国々を私たちTWTとJUPCの教会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続けてください。(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TWTとJUPCの教会の拡大に繋がるためにTWTとJUPCの
教会のリーダー全てに神の知恵を与え続けてくださってありがとうございます。(イザヤ書 33:6)

● 父よ、イエスキリストの御名により、TWTとJUPCの牧師たちとその家族が毎日聖霊の知恵を受け続けて、
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、TWTとJUPCの牧師であるあなたの使いたちへの油注ぎを毎日常に新
しくして、彼らの言葉を強くしてくださってありがとうございます。(イザヤ書 44:26)

● 父よ、イエスキリストの御名により、TWTとJUPC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TWTとJUPCの牧師の油注ぎを確証し続けてく
ださってありがとうございます。
(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とJUPCの教会のメンバーや家族、親戚が受けたネガティブな診
断書を勝利の証しに変え続けてください。(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とJUPCの教会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続けます。
(イザヤ書 10:27、 民数記 23:23、 マタイ 13:28)
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● 父よ、イエスキリストの御名により、TWTとJUPCの教会のメンバー全員が祝福として世に放たれ続けるよ
うに祈ります。そしてTWTとJUPC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
が家と教会から離れず、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とJUPCの教会のメンバー全員の人生の中で今年、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。

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。

●  Father, In the name of Jesus Christ, we continue to decree that every member of TWT and 
JUPC churches be released as a blessing to the world; and that abundant wealth and riches 
shall be in the house and church of every TWT and JUPC member and shall never depart 
from them, and all our children, and children’s children shall be mighty in our lifetime. 
(Psalm 112:1-3; Genesis 22:17-18)

●  Father, we continue to decree that there will be manifestation of divine encounters in the 
lives of every TWT and JUPC member, everyday of this year in the name of Jesus Christ, 
Amen. (Psalm 68:19; Genesis 18:1-15)

Next, you can continue the prayer and add any other point(s) as you feel led to. 

Finally, declare the victory and close with thanksgivings and worship with the following 
　prayer.  

Father thank You because we know that You have granted us the victory already. For Your 
word says that, thanks be to God, Who always causes us to triumph in Christ, and makes 
manifest the aroma of his knowledge by us in every place. (2 Corinthians 2:14)
Father, it is based on our faith in this word that we declare that we are victorious, for Your 
word never fails. Thank You for hearing and answering our prayers. All the glory, honor, 
praises and thanksgiving be to You alone. In the mighty name of Jesus Christ we have given 
thanks, Amen.
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