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み国が来ますように

イエスと双方向的かつ創造的に会話ができれば、1時間
を祈りで満たすという活動に様 な々世代や性格の人 を々
引きつけることができます。祈りの部屋をデザインする際
には、他者に神との出会いを想起させ、導いていくため、
創造性を発揮しましょう。

創造性が発揮にしにくいという人は:
•	 コミュニティで芸術的、創造的な人を探し、手伝って
くれるよう依頼してみましょう。若い人 に々空間のデ
ザインや構築を依頼するというのも一案です。彼らの
当事者意識を高めることにもなり、祈りの部屋への
積極的な参加にもつながります。	

•	 あなたがなぜ祈るのかを考えてみる。祈りの週のビジ
ョンとは、「自分の知人がイエスを知ることができるよ
う祈る」ことです。このビジョンに沿って祈りの部屋を
デザインしてください。		

•	 シンプルかつ大胆にする。創造的であることと、乱雑
であることは違います。迷ったら、快適でカラフルな
部屋作りを心がけ、人々が必要に応じて利用できる
祈りのガイドまたはスタンドを取り入れましょう。	

•	 他の人々の創造性も取り入れる。祈りの表現として
絵画、書、または彫刻といった作品を展示できる広い
スペースをとり、週が進むに連れてコミュニティ全体
で部屋を形作り、飾ることができるようにしましょう。.	

•	 五感を全て活用する。人々が自分が何について祈っ
ているのか考えられるようにするには、目を引く印象
的な画像や詩/歌の節、礼拝の動機づけとなる、また
は促す音楽や音色、精神を集中させるために触れ
る、または握る物、味わったり嗅いだりする物をどのよ
うに活用すべきでしょうか？

祈りのスタンドは、一時間の祈りを難しいと思う人 に々は
大いに役に立ちます。あなたの祈りの部屋のスタンドにつ
いて、これら6つのアイデアを自由に試してみてください：

家系図
祈りの部屋に入るような本物の木を探します。代わりに
絵を描いたり工作しても良いでしょう。人々に、自分の家
族や友人で、未だイエスの愛を見つけられずにいる人た
ちのことを考えてもらいます。その人たちの名前を、本物
の木を使用する場合は荷札に、そうでない場合は付箋に
書いてもらい、その人たちのために祈る際に順番に掛け
る、または貼るようにしてもらいます。その人たちがイエス
を知ることができるよう、また、自分自身もイエスについて
語り他者を教会の活動に誘う勇気を持てるよう祈りまし
ょう。	

嘆きの壁
あなたの家族、教会、あなたの街、そしてあなたの国のた
めに、あなたが最も心から神に願っていることは何です
か？壁に、または大きな網や布の上に、人々が神への願
い事を文字や絵で記すことのできるスペースを作ります。
彼らが願いを書き終わったら、誰か他の人の願い事のた
めに祈るよう促してください。週が進むに連れてそのスペ
ースが埋まっていく様子をよく見てください。

反省箱
ゴミ箱（またはシュレッダー）と紙とペンを集め、人 に々詩
編139章23-24節の言葉を思い浮かべ、祈ってもらいま
す:	

神よ、どうか、わたしを探って、わが心を知り、
			わたしを試みて、わがもろもろの思いを知ってください。
わたしに悪しき道のあるかないかを見て、
			わたしをとこしえの道に導いてください。

彼らの生活における罪の領域が明らかになってきたら、
それについて彼らに書き出してもらい、主の赦しを求める
よう促します。神の恵みと赦しの象徴として、その紙をゴミ
箱に捨てるかシュレッダーにかけて終了します。

手放し
水の入ったボールを、ペンと、皮膚に付着しても洗い流せ
るインクの隣に置きます。人々に、各自の生活において非
難の気持ちを抱いている人たちについて考えてもらいま
す。彼らが赦すべき人たちの名前を各自手に書いてもら
い、その名前をボールの水で洗いながら、その人たちを
赦し怒りの気持ちを手放すため、イエスに助けを求めるよ
う促します。

み国がきますように
この国の地図とあなたの住む地域の地図、いずれも大
きめのものと、地方紙、全国紙を用意します。人 に々、彼
らが注目している場所や状況について	み国がきますよ
うに、みこころが行われますように	と祈るように促します。
どう祈るべきか分からない場合は、癒やし、悔悛、正義、
愛、赦し、救済等、良いことについて祈ることから始めると
良いでしょう。

祈りのスタンドのためのアイデデア

ここでは、プレアー・ラビリンス（祈りの迷宮）に設置するプ
レアー・ステーション（祈りのスタンド）のアイディアをご紹
介します。各ステーションは主の祈りの言葉がテーマにな
っており、すべての年齢の方 が々神様とつながるときに使
う言葉の意味について考えることができます。

「天におられるわたしたちの父よ、み名
が聖とされますように。」
完全な父である神とつながるための誘い	

•	 このステーションでは、参加者に写真/絵の前に座っ
てもらい、神様が完璧な父親であることの意味を考
えるようすすめます。主の祈りは、父に話すように、直
接神様に語りかけること、私達もまた、主の家族の一
員となるよう誘っています。		

「み国が来ますように。み心が天に行
われるとおり地にも行われますように。」
神を王として認識することの意味を振り返る機会

•	 王座、王冠、地球儀を台の上に設置します。参加者に
は神が全世界の王であることを確認しながら、この
聖句を口に出して唱えてもらい、神が世界中で技をな
してくださるよう、特に、参加者個人が懸念する状況
などに神が技をなしてくださるよう祈りましょう。

「わたしたちの日毎の糧を今日もお与
えください」

神が与えてくださるものに感謝する機会
•	 参加者にテーブルの周囲の席に着くよう、テーブルに
置かれたパンまたはビスケットを食べるように促しま
す。食べながら、神様が私たちにお与えくださるものに
ついて考え、感謝の祈りを捧げます。

「わたしたちの罪をおゆるしください。
わたしたちも人をゆるします’」
神の許しを受け入れることへの誘い

•	 参加者が紙に「神様にゆるしを求めたい事柄」を書
き込めるスペースを用意します。神がゆるすとき、神
は私たちの罪を「捨て去って」くださることを象徴する
ために、書き終わったら紙を丸めてくずかごに投げ入
れます。

「わたしたちを誘惑におちいらせず、悪
からお救いください」
神が毎日の暮らしにおいてわたしたちを導いてくださること
を振り返る機会

•	 矢印に従って、迷宮の一部をゆっくり歩きながら、私
たちは人生において容易な道、最も魅力的に思える
道ではなく、神様が示される道を進むべきであり、神
の命令を受け入れることの意味を考えます。

「国と力と栄光は、永遠にあなたのも
のです。アーメン。」
イエス様を王として受け入れることの誘い

•	 この言葉を確認し、それぞれの生活においてイエス
様を王として受け入れることを象徴するために、参加
者それぞれが王冠を一瞬自分の頭に乗せ、その後王
座に戻す動作を順番に行います。

主の祈りのプレアー・ステーション

用意するもの:	家族の写真/絵、あるいは父親と子ど
もの写真/絵。

用意するもの:	王座、王冠、地球儀（空気注入式の地
球のボール等）

用意するもの:	テーブルクロスをかけたテーブル、複
数の椅子、パン、ブレッドスティック、ビスケット、クラッ
カーなど。

用意するもの:	紙の小片、ペン、大型のくずかご。

用意するもの:	迷宮の道順を示す矢印。

用意するもの:	王座、王冠

み国が来ますように
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み国が来ますように毎日24時間オープンの祈りの部屋の運営方法

ペンテコステの日がきて、彼らが皆一緒に集まっていると…彼らは皆聖霊に満たさ
れ…その日、彼らに加わったものが三千人ほどあった。	 	 	 (使徒行伝2章)

毎日24時間祈るということは新しいアイデアではありま
せん。実は、教会と同じくらい古いものです。毎日24時間
オープンの祈りの部屋は、1週間以上継続する祈りを開
催するための創造的な空間です。24人の人々が揃えば
充分で、それぞれ1日に1時間祈りを捧げ、昼夜を通じ祈
りを繋いでいくというものです。あなたのコミュニティのニ
ーズ、優先事項、希望、苦痛が神に注がれるのを目にして
ください。聖霊の存在が人々や場所においてどのように
感じられるかを体験してください。神をともに求めるという
この極限の課題に取り組むことで、伝道に向かうための
信仰、一致、そして情熱を新たなものとしていきましょう。

必要なもの:		
	課題に積極的取り組もうとするコミュニティ、昼夜を通じ
安全に利用できる教会の建物または部屋、実践的かつ
精神的な準備のための時間、祈りの経験がほぼ全くない
人々でも積極的かつ意欲的になれるような、創造的な祈
りのスタンド作りのためのアイデア.

祈りの部屋セッティングのための7つのステップ：
1.	人 を々集める
あなたは誰と祈りたいですか？教会、若者のグループ、学
生、隣人、それともそれ以外の人々ですか？必要なのは
24人だけです。それぞれが各日1時間祈りを捧げ、1週間
を祈りで満たすのです。グループの人数よりも、コミュニテ
ィの力強さと、あなたの神そして互いへの献身がずっと重
要です。皆を集め、彼らのサポートを求めましょう。

2.		自分の週を予約する
国や世界全体で教会に参加し、ペンテコステの日曜日ま
での週、毎日24時間オープンの祈りの部屋を開催しまし
ょう。人々が参加のために予定を開けてくれるよう、コミュ
ニティで何度もこのお知らせを発信してください。人々の
祈りに備え、あなたの礼拝や集会を祈りの週に先立つ1
ヶ月間をどのように使うべきか、考えてみてください。ほと
んどのグループが、毎日24時間の祈りを捧げる1週間を、
課題としては充分な長さで、かつ達成するには充分な短
さだと捉えています。この週で教会とイエスとの関係を強
化し、他者との福音の共有を推進するのだというビジョン
を共有してください。

3.	オンラインでの参加
登録
あなたの祈りの部屋を連絡先のページで登録	(https://
www.24-7prayer.com/prayerrooms)	すると、祈りの
部屋のオンライン登録ツール、祈りの部屋の企画に役立
つ資料、経験者チームからの助言を無償で利用すること
ができます。	

4.	スペースを探す
1日24時間利用可能で、何人でも思いつく限り沢山の人
々が一度にともに入って祈ることのできる場所を探してく
ださい。一度に1人が祈るのに大きなスペースは必要あり
ませんが、10人が祈るには棚のような狭いスペースは不
向きです。これまで毎日24時間オープンの祈りの部屋は
教会の建物、テント、キャンピングカー、店舗、航空機、地
下室、住居、その他の場所で開催されてきました。真夜中
でも比較的安全にたどり着けて利用が可能な場所は、あ
なたの教会の建物やコミュニティのどこにありますか？

5.	創造的になる
祈りの部屋をデザインする際には、祈りについてインスピ
レーションのわくような画像、詩や歌の節、提案事項に
加え、アート、音楽、活動その他の資料等を含めましょう。
あらゆる年齢層や性格の人々の心を祈りに引きつけるこ
とがその目的です。既にアートやステンドグラス窓で装飾
の施された教会の中で祈りの部屋を開催する場合は、
それらを祈りの活動に含めてみてはいかがでしょうか？
例やアイデア、またさらなるインスピレーションについて
は、「祈りのスタンド」のページをご覧ください。https://
www.24-7prayer.com/prayerrooms		

6.	祈る人 を々集める
祈りの部屋のオンラインツールまたは印刷した登録用紙
を、祈りの部屋開催の2～3週間前から全てのミーティン
グで使用してください。教会にウェブサイト、ソーシャルメ
ディアのアカウント、またはメールアドレスがある場合は、
それらを使ってビジョン、祈りの部屋の開始日、参加方法
を伝達してください。集会のたびに、躊躇せず人 に々1時
間の祈りへの登録を呼びかけてください。
祈りに関する指導や、祈りが届いたことの証明となる説
話を行っても良いでしょう。人々が各自の祈りの生活につ
いて考えられるよう促すことを目指し、年少者やほぼ全く
経験のない人々でも1時間祈ってみようと思えるように励
ましてください。あなたのコミュニティの様 な々人々、特に、
リーダー的な役割を担っている人、または年齢や社会的
背景の異なる人 を々まとめ、熱中させることの上手な人
が祈りの週の熱心な支持者となってくれるよう働きかけ
てください。
	

7.	祈りを開始する
祈りの部屋の実践的かつ精神的な準備のため、コミュニ
ティで数人の人 に々毎週祈りを捧げるよう呼びかけてく
ださい。祈りの週を礼拝または祈りのミーティングで開始
し、終了する際も再度ミーティングを開いてお話の共有
や一斉礼拝を行ってください。全国で開かれるビーコン・
イベントの一つとすることをあなたの教会に働きかけても
良いでしょう。詳細については、「Thy	Kingdom	Come」
のウェブサイトをご覧ください。

み国が来ますように毎日24時間オープンの祈りの部屋の運営方法
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み国が来ますように

他者がイエスを知ることができるよう祈ることは、私たち
にできる最も力強いことの一つです。他者のために絶え
間ない祈りを捧げることで、彼らの生活を一変させること
ができます。

他者のために徹底して祈るには自律心が要求されます。
また、友人や家族への祈りに役立つ習慣を構築する方
法は数多くあります。	
定期的に祈りを捧げたい人を5人選び、彼らの名前をリ
ストに書き出します。祈るべき人が分からない場合は、選
ぶ際に神の導きを求めましょう。5人の名前を書き出した
ら、彼らに定期的に祈りを捧げることを自らに誓い、次の
ように祈ってください。

愛する天父よ、
イエス・キリストの御前で、	
あなたの光と栄光が燃え上がりました。
友人である	[友人の名前を挿入]
と共有できるように、あなたの聖霊を送ってください。
あなたの息子の生命とあなたの愛を、全ての人々に
向けて。
その愛の証人として私に力を与えてください	
私は彼らのために祈る決意をしています、
あなたのみ名において。アーメン。

定期的に5人の人々に祈る簡単な方法は、次の5つです：
あなたに最も合った方法を選んでください。

1.	糸を使用する
糸や紐の切れ端を用意し、祈りを捧げると決めた5人を
表す5つの結び目を作ります。結び目を作った糸は、ポケ
ットに入れたり手首に結んだりして身に付けるか、定期
的に目にする場所に置いておきます。結び目を目にするこ
とで、リストに書き出した5人それぞれのために祈ることを
思い出せるようにするのです。

2.	小石を使用する
小石を5つ用意し（色の明るいものが良い）、リストに書き
出した5人の名前を一つの石に一つずつ書きます。それ
らの石を机やベッドサイドテーブル、暖炉の上において、
祈りを捧げることを思い出せるようにしておきます。あるい
は、一つひとつの石を家の中の異なる部屋に置いて、各
部屋に出入りする際にそれぞれの人のために祈ってくだ
さい。	

3.	祈りの名刺またはし
おり
財布や小銭入れ、または本の中に簡単に入るようなカー
ドを用意します。カードにリストに書き出した5人の名前
を書き、本または財布に入れます。毎日の彼らへの祈りを
忘れず行うようにこのカードを使ってください。	

4.	祈りのアラート
あなたの電話のアラートセクションに5人の名前を書い
たリストを追加し、彼らのために祈るリマインダーを設定
します。各日で一つの名前を設定しても、または一日を通
じ5人全員に祈りを捧げても構いません。リストに書き出
した5人のためにそれまでしていたことを中断して祈るこ
とができる時刻にアラートを設定するのを忘れないよう
にしてください。	

5.	付箋を使用する
付箋を5枚用意し、それぞれに一つずつ名前を書きます。
それらは鏡、ベッドの上、または定期的に目にして祈りを
忘れないようにするための場所に置いておきます。

5人の友人のために祈る

他者のための祈りには、次のような祈りを捧げても良いでしょう：	

愛する主よ、
私の内で働き、あなたの愛、生命、言葉を…と共有させてください。
彼らにあなたの愛を見せてください。彼らがあなたを知り、あなたに従
い、あなたの証人となれるように、
そしてあなたの栄光のために。
アーメン。

愛する天父よ、
あなたの聖霊を送り出し、あなたの愛、生命、言葉を…と共有させてく
ださい。
彼らにイエスを見せてください。彼らが彼を知り、彼に従い、彼を愛する
ように、
そしてあなたの栄光のために。
アーメン。

あなたはみ霊の力によってあなたの教会を建てました。
同じくみ霊の力で、私が…をあなたの愛、美、恩寵の証人とすることがで
きますように。
そして、彼らが信仰の仲間となることができますように。
あなたの栄光のために。
アーメン。

主よ、	
あなたが、…をあなたへと導くよう祈ります。
彼らを愛してくださって感謝します。あなたが彼らの人生に現れ、あなた
の愛、恩寵、平和を彼らに見せてくれるよう祈ります。
あなたの栄光のために。
アーメン。

BLESSの折句を使うと、祈りの対象で
ある人たちに関して感じられたニーズ
それぞれに意識を向けることができま
す：

B	ody	–	（身体）–	健康、保護、エネ
ルギー

L			abour	–	（労働）–	雇用/失業、退
職、充分な収入

E			motional	–	（感情）–	内なる平
和、喜び、知恵、洞察、忍耐

S			ocial	–	（社交）–	配偶者、両親、
子ども、友人との健全な関係、和
解、愛

S		piritual	–	（霊）–	贖罪、救済、服
従、信仰

み国が来ますように5人の友人のために祈る
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必要なもの:	新聞（全国紙）、ハサミ、のり/セロテープ、窓
および/または懐中電灯、地図/あなたの国の図面

あなたの国はどんな国ですか？		
15分

どの国にも、神に感謝すべきことや、神に助けを求めるべ
きことがあります。最近の新聞から、あなたの国について
良いことや悪いことを述べた箇所を探して切り抜きます。
それらの切り抜きを紙に貼り付け、それらによって作られ
るイメージを見つめてください。あなたが読んだ良いこと
について神に感謝しましょう。悪いことについては神に助
けを求めましょう。	

新聞を利用して祈りましょう
10分

今度は、使用した新聞に掲載された記事全てを見直し
てみます。あなたの国で今日起こっている、または影響し
ている事柄を2つ選んでください。それらの記事を窓に貼
り、昼間であれば、神の知恵がそうした状況を照らすよう
祈ってください。夜間であれば懐中電灯でそれらの記事
を照らし、神の真実と知恵が私たちの世界を照らす様子
を表現してみてください。神に行動を求め、神のみ国が来
ることを祈り、神の意志がなされるよう祈ってください。

あなたの国のために祈りましょ
う	
15分

政府が私たちの生活において今日果たしている役割につ
いて考えます。あなたの国の地図を床に敷き、政府の置
かれた地点を指します。イエスのみ国が、あなたの国にお
いて法と指導力の基盤となるよう祈ってください。
																												

そこで、まず第一に勧める。すべての人のため
に、王たちと上に立っているすべての人々のため
に、願いと、祈と、とりなしと、感謝とをささげなさ
い。	それはわたしたちが、安らかで静かな一生
を、真に信心深くまた謹厳に過ごすためである。
これは、わたしたちの救主である神のみまえに良
いことであり、また、みこころにかなうことである。
テモテへの第一の手紙	2章1-3節

あなたの国であなたの住んでいる地域以外を見渡してく
ださい。聖霊があなたの国を来訪し、彼の愛の果実、喜
び、平和、忍耐、優しさ、善良さ、誠実さ、穏やかさ、そして
自制というものを私たちに見せてくださるよう祈ってくだ
さい。国の指導者たちに知恵を授けてくださるよう祈って
ください。

友人、そして敵のために祈りま
しょう
10分

どの国にも敵と味方がいます。イエスは私たちの隣人を愛
し（マタイ22章38節）、また私たちの敵を愛する（マタイ5
章44節）よう説いています。嫌悪の根底に戦争や抑圧が
ある場合、これは簡単なことではありません。	
あなたの国と密接な同盟関係にある国と、古くからまた
は現在敵対している国を選んでください。あなたの祈りの
部屋でそれらの国名を書き、神のみ国と恵みがともに来
るよう祈ってください。それら2つの国の強みと弱みにつ
いて祈りながら、聖霊の導きを求めてください。

主の祈り	
10分

部屋を出る前に、あなたの国全体に向けて主の祈りを捧
げましょう。あなたの国と、あなたの国のニーズについて
特に思いを馳せ、一つひとつの行に時間を取りましょう。
神を称えて終了します。

60分：あなたの国のために祈りましょう

必要なもの:		聖書、紙（数枚）、ペン、ゴミ箱/シュレッダ
ー.

あなたの祈りを支えてくれるよう神に祈り、マタイ6章
9-15節の主の祈りを読んでください。

方法			 15分

•	 マタイ6章9節を読みます：ではこのように祈りなさ
い：天にまします我らの父よ、願わくはみ名をあがめ
させたまえ。

•	 あなたがこれまでに耳にした、神を表す名を全て思
い浮かべてください。何らかのひらめきが必要であれ
ば、以下の箇所を読んでみましょう：創世記21章33
節、出エジプト記3章14節、士師記6章24節、申命記
7章9節、申命記10章17節、イザヤ書5章16節、詩編
136章26節、イザヤ書7章14節、ヨハネ8章58節

•	 あなたが神に語りかける時、どんな呼び名を最もよく
使いますか？

•	 「我らが神を思う時に心に思い浮かぶものこそ、我
らにとって最も大切なものなのである」（A・W・トー
ザー）「天父」という呼び名をどれくらい頻繁に使いま
すか？

•	 マタイ7章9-11節を読みます：あなたがたのだれが、
パンを欲しがる自分の子に、石を与えるだろうか。ま
た、子が魚を下さいと言うのに、だれが蛇を与えるだ
ろうか。してみると、あなたがたは、悪い者ではあって
も、自分の子どもには良い物を与えることを知ってい
るのである。とすれば、なおのこと、天におられるあな
たがたの父が、どうして、求める者たちに良いものを
下さらないことがあろうか。

•	 自らを神の子であるとするあなたの意識は、あなたが
神に近づこうとするやり方に現在どんな影響を与え
ていますか？

問いかけ	 15分 	

•	 マタイ6章10-11節を読みます：み国がきますように。
みこころが天に行われるとおり、地にも行われますよ
うに。わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えくださ
い。

•	 紙の中心にあなたの名前を書きます。
•	 それを、あなたが神の来訪を願う人々、状況、場所
等、あなたが懸念しているもの全てで囲んでくださ
い。

•	 それら一つひとつの状況において、あなたが神の意
志のもとに神の国を求めるにはどうすべきか、神に教
えを請うてください。

•	 書き終わった紙で紙飛行機を折り、部屋の中でそれ
を飛ばします。その際、あなたの生命とあなたの願い
全てが神の手の中にあることに感謝してください。

内省	 15分
•	 マタイ6章12節を読みます：わたしたちの負いめをお
赦しください。	わたしたちも、わたしたちに負いめのあ
る人たちを赦しました。

•	 過去24時間について、あなたがしたこと、あなたが出
会った人 を々思い返してみてください。

•	 あなたの犯した過ちを照らし出してくれるよう、聖霊
に祈ってください。

•	 次に、あなたが行動すべきにもかかわらず行動しなか
った時のことを目の前に示してくれるよう聖霊に祈っ
てください。

•	 心に浮かんだこと全てを紙に書き出してください。
•	 反省の言葉を述べながら、その紙を破り、ゴミ箱に捨
てるかシュレッダーにかけます。神の赦しに感謝して
ください。

•	 あなたが今日赦すべき人はいますか？その人を見
せてくれるよう神に祈ってください。

礼賛	 15分
•	 ヨハネの黙示録1章5-6節を読みます：わたしたちを
愛し、御自分の血によって罪から解放してくださった
方に、	わたしたちを王とし、御自分の父である神に仕
える祭司としてくださった方に、栄光と力が世々限り
なくありますように。アーメン。

•	 	立ち上がって神の呼び名を唱え、一つ唱える毎にな
ぜそれがあなたの日々の生活において真実であるの
かを述べてください（例：あなたが私の備え主である
ことは分かっています。なぜならあなたは私が支払う
べき負い目に対して備えてくださっていたからです）。

•	 天父への愛を表現する歌や詩を書いてください。必
要であれば、詩編や現代のワーシップソングを参考
にしてみてください。

•	 毎日24時間オープンの祈りの部屋を出る際には、立
ち上がって聖パトリックの祈りを捧げてください：

わたしは今日、天の力によって立ち上がる…	
キリストは私と共に、私の前に、私の中に、私の下に、私の
上に、私の右に、私の左におられる。キリストは私が横た
わる時、私が腰を下ろす時、私が立ち上がる時、そばにお
られる。キリストは私のことを思ってくれる全ての人の心
の中におられる。キリストは私について話す全ての人の口
の中におられる。キリストは私を見る全ての目の中におら
れる。	キリストは私の声を聞く全ての耳の中におられる。

60分：主の祈りを捧げましょう: み国が来ますように
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天にまします我らの父よ…
歌または賛美歌を1～2曲歌うか、
または聖書の節を選んで読みます。

願わくはみ名をあがめさせたま
え…
神のあり方と神が私たちに下さったものに感謝しましょ
う。神の誠実さの証明を共有するよう呼びかけましょう。

みこころが行われますように。
天にみくにがあるように、地にも
来られますように。
•	 神の愛が、私たちが暮らし、働く場所における人間関
係や会話の全てを導き、多くの人々がイエスに出会え
るよう祈ってください。

•	 私たちの家や教会が、あらゆる年齢のより多くの人々
が神の愛と慈悲を見出すことのできる場所となるよう
祈ってください。

わたしたちの日ごとの糧を今日
もお与えください。
•	 教区/コミュニティの弱者に神の愛が届くよう祈って
ください。

•	 教区/コミュニティで神のみ国を創るべく取り組む人
に々対し、神の備えが与えられるよう祈ってください。

わたしたちの罪をお赦しくださ
い。	わたしたちも、わたしたちに
対し罪のある人たちを赦します
•	 私たちが愛をもって手を差し伸べなかったり、恐れを
感じたりした時について告解を呼びかけましょう。

•	 イエスが私たちの生活にもたらした変化について話
すことができるような、新たな大胆さを求めて祈りま
しょう。

わたしたちを誘惑におちいらせ
ず.	悪からお救いください
•	 教区/コミュニティの抱えるニーズのために祈りましょ
う。

•	 祈りを捧げるべき5人の人 を々示してくれるよう神に
祈り、彼らがイエスに出会えるよう求めてください。	

国と力と栄光は、永遠にあなた
のものです。
•	 このペンテコステの季節に、神の教会に聖霊の新た
な注ぎがあるよう祈りましょう。

•	 私たちの国全体で、イエスについての真実を多くの人
々が見出だせるよう祈りましょう。

•	 全ての教会に、そして全ての家庭に神の恵みがあるよ
う、教区/コミュニティで互いに祈りましょう。		
	
主があなたを祝福し、あなたを守らるように。主がみ
顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられ
るように。主がみ顔をあなたに向けて、あなたに平安
を賜るように。	

（民数記6章24-26節）

主の祈りに基づくホームグループまたは主の祈りのミーテ
ィング

わたしは、あなたがたに言います。求めなさい、そうすれば与えられます。
捜しなさい。そうすればみつかります。たたきなさい。そうすれば開かれ
ます。だれであっても、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく者
には開かれます。			 	 	 	 	 	 	 	 	 (ルカ11章9-10節)

み国が来ますように

祈りの歩みとはその名の通りシンプルなもので、歩きなが
ら祈るということです。祈りの歩みのうちに、私たちは神の
子たる自信を持って前進し、イエスの名のもとに人 と々場
所を祝福するのです。このシンプルな課題は、神に介入を
求めて地域のコミュニティに変化をもたらすことのできる
素晴らしい方法です。

次のように始めてください。

居住地区について学ぶ
あなたの住むコミュニティを構成する人 と々場所につい
て知りましょう。彼らはどのような仕事をしていますか？あ
なたの住む地区には、どのような人種や社会階級の人々
が住んでいますか？宗教的な建物はいくつありますか？	

近隣の人 に々ついて学
ぶ
地区の人 に々話しかけ、あなたの住むコミュニティにある
ニーズについて
調べてみましょう。
		

地区のニーズについて
学ぶ
失業、犯罪、貧困といった問題があなたの地区にありま
せんか？こういった
情報を全て、コミュニティの地図に記載したり、一つの箇
所に書き留めても良いでしょう。祈りを企画する際の情報
となり、また祈りの歩みを行う機会が増えれば情報を更
に加えていくこともできます。

祈りの歩みを行う
祈りの歩みの中核を成すのは、神との対話です。神が見
ているものを自分にも見せてくれるよう求め、あなたのコ
ミュニティを思う神の気持ちを知りましょう。	

祈りの歩みを効果的に行うための実践的なアイデアを紹
介します：

ともに始め、終わる
祈りの歩みを開始する場所と時間について合意し、とも
に神に語りかけましょう。始めに祈りのために集った理由
を説明し、必要に応じて具体的な祈りのポイントを共有
してください。
少人数のグループに分かれる場合は、ともに終了する場
所と時間について合意してください。
		

ペアを組んで行う
イエスは、弟子を二人組にして送り出しました。大人数の
グループほどには威圧感がなく、各自が個別に行うよりも
安全です。グループの人数が多い場合は、二人組に分け
ると地区の様 な々事柄について祈ることもできます。	

歩みのルートを計画す
るかしないか決める
事前に計画すれば特定の場所について必ず祈ることが
できます。また、聖霊に祈りの歩みを導いてくれるようお
願いすることもできます。迷わないようにしてください。

自然に備わった感覚と、
超自然的な感覚を用い
る
祈りの歩みにおいて、周囲に見えるもの、聞こえるもの、
触れるもの、匂いを意識してください。ただし、それと同時
に、コミュニティを移動しながら、神の言葉にも意識を向
けてください。聖書の言葉、またはイメージ、ビジョン、知
恵の言葉が頭に浮かぶことはないでしょうか？そうした自
然な感覚と、超自然的な感覚を、祈りに変えてください。	

祈りの歩み み国が来ますように
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黙して祈るのか、声に出
して祈るのか決める
祈りの歩みのポイントは、祈っているところを見られること
ではなく、見て、祈ることにあります。より気が楽になるよう
であれば、ともに静かに、または沈黙して祈ることもできま
す。しかしながら、必要に迫られた場合は、声に出して祈
ることを恐れないでください。	

他者のために祈る
祈りの歩みは、あなたのコミュニティに住む人々に向けら
れます。そのため、見えるもの、感じられることに対して神
の祝福を求めて祈るということを意識してください。難し
い地区においても、前向きに祈るよう努力してみてくださ
い。場所やそこに住む人々に対する神の計画と目的に集
中してください。「み国がきますように、みこころが行われ
ますように。」から始めるのが良いでしょう。

正しく終える
様 な々場所で祈った場合は、最後に一ヵ所に集まって神
に祈ったこと、聞こえた神の言葉について共有してくださ
い。共有したことを書き留め、近隣の地区のためにどのよ
うに祈ったか記録していってください。

継続する
祈りの歩みの後も、あなたのコミュニティについて祈り続
けてください。近隣の地区に向けた祈りのミーティング
や、第二回、三回の祈りの歩みを企画しても良いでしょ
う。祈りの歩みは、ある特定の地区の獲得を神に対して
宣言する方法でもあります。ヨシュアが自らの率いる軍と
ともにエリコ獲得を宣言した時、神は彼らに6日間かけて
その街を周回し、また7日目には7周するように指示した
のです。歩みを1週間続けて、身体を動かして祈る機会に
してみてはいかがですか？	
祈りを続けながら、あなたの地区に神の祝福を願い続け
てください。あなたの地区に神のみ国が来るよう、神のみ
こころが行われるよう祈ってください。神が特定のニーズ
や課題を強調しているように感じたら、どのような行動を
取るべきか考えてみましょう。あなたとあなたの教会は、
祈りと実際の行動の両面でどのように神の解法となりう
るでしょうか？

み国が来ますように 祈りのミーティングのための、示唆に富むアイデア

このことも言っておきましょう。	もし、あなたがたのうち二人の者が、何
であれ、この地上で心を一つにして願い求めるなら、天におられるわた
しの父は、その願い事をかなえてくださいます。たとい二、三人でも、わた
しの名のもとに集まるなら、わたしはその人たちとともにいるのです。

(マタイ18章19-20節)

他者との祈りには力が宿りますが、祈りのミーティングには苦労を伴うこともあります。ペンテコステの日曜日までの週
に教会のコミュニティの集会を開いたら、グループ全体の意欲を高め鼓舞するためにも次のような簡単なアイデアを
取り入れてみてください。	

祈りで始める
当然のように聞こえますが、祈りは準備には最適です。と
もに過ごす時間の計画について考えながら知恵を求め
て祈り、またともに集いたいと望む教会のコミュニティの
メンバーのために祈ってください。聖霊の導きを求めて祈
ってください。	

なぜ祈るために集うの
かを明確にする
あなたのコミュニティ、あなたの教会、または信仰を分か
ち合いたい人々のために祈るミーティングであれば、この
ことをミーティングの出発点にします。皆が、何について
祈るために集まっているのか、なぜそれが重要なのかを
理解できるようにしてあげてください。信仰を深めるのに
役立つ意義深い証しや聖書の一節を共有したり、写真
やビデオを使用したりして、思考の糧とし感情を呼び起こ
すのも良いでしょう。コミュニティの変革といった大きな
テーマを扱う場合は、ミーティングを明確にいくつかのパ
ートに分け、集まった人々がパート毎の目標に向けて祈
ることができるようにしてください。	

祈りのモデルをいくつか
用意する
主と対話する、または繋がる方法は人それぞれです。祈り
のミーティングの参加者が皆それぞれに好むやり方で、
かつそれに多少難しさが加わるような形で祈ることがで
きるように、様 な々祈り方を工夫してください。一つのモ
デルまたはやり方だけでは、祈りに集中する、または全身
全霊で祈ることが難しい人もいるでしょう。次のような方
法を試してみてください：

•	 短く区切る:	長時間祈ることが難しいという人は多い

です。そこで、祈りを短い間隔で区切り、パート毎にト
ピックを設定し、かつ祈り方も変えてみましょう。		

•	 礼拝:	聖霊を迎える方法の一つとして、かつ主たる神
の偉大さを思い起こさせるものとして、音楽を使った
礼拝の方法を検討してみてください。祈リの間に神を
賛美する気持ちを紡ぎあげていくということは、信仰
を深めるには素晴らしい方法です。	

•	 他者を巻き込む:	ある問題に特化した祈りを行う場
合、その分野について知識や経験のある人 に々参加
してもらいましょう。例えば、教育についての祈りであ
れば、キリスト教徒である教師を招き、彼らの経験や
ニーズについて共有してもらうのです。	

•	 ABCモデル:	参加者を3人ずつのグループに分
け、各人にアルファベットのA、B、Cを割り当てま
す。A、B、C、それぞれに異なる祈りのポイントを設定
して祈りの対象を細かく分けた上で、3人に一緒に祈
ってもらいます。一つのトピックで異なる分野それぞ
れについて確実に祈ることができる素晴らしい方法
です。	

•	 声に出して祈る:	初期の教会では、人々は一斉に声
に出して祈りを行っていました。やりにくい印象があ
っても、声に出して一斉に情熱に満ちたとりなしの祈
りを捧げるよう、参加者を奮い立たせましょう。難し
い場合は祈りの最中に音楽を掛けると、音楽に紛れ
ることで参加者は声を出しやすくなります。	

•	 50/50:	参加者を半分の人数に分け、一方のグルー
プにはある問題について祈りを捧げてもらい、もう一
方のグループには礼拝を行ってもらいます。数分で
交代させてください。こうすることで、声に出して祈る
ための自信をつけてもらうことができます。	

•	 ゾーン分け:	部屋をいくつかのゾーンに分け、各ゾー
ンにトピックを割り当てます。参加者に各ゾーンを移
動するよう促し、各ゾーンの問題について祈ってもら
います。
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•	 創造的になる:	五感を働かせます。参加者に、トピッ
クについて祈りながら握るもの、味わうもの、見るも
の、聞くもの、することを与えてください。			

•	 王への嘆願:	あなたの前のスペースに椅子を置き、
参加者に対し、その椅子が、彼らが嘆願書を携えて
近付くことを許された神の玉座であると想像するよう
に促します。参加者一人ひとりが順番に近付き、跪い
て祈るための時間を取ってください。	

聞くための時間を作る		

祈りの最中には、ともに主に話しかける時間を作るだけ
でなく、神の言葉を聞く時間も取るようにしてください。	

神の語りかけを共有す
る
聖書から例を引用し、主が今日私たちにどのように語りか
けているのかを示してください。聖書、私たちの思考、絵
画や映像、さらに互いを通じて等、主が意志を伝える際
の例をいくつか共有します。あなた自身、または誰か他の
人が、神の声を聞いた時の話を共有しても良いでしょう。

聖霊の語りかけを求め
る
これは、聞く時間を初めて取り入れる際には特に実践的
な方法です。沈黙の時間を作り、	
一定の時間、参加者が神に耳を傾ける時間を設けてくだ
さい。
	

ともに共有する
参加者に、聞いたこと、感じたこと、目にしたものを共有す
るよう促します。参加者が多数であれば、まず少人数の
グループに分けても良いでしょう。一人ひとりの発言を記
録し、そこから浮かび上がるテーマを強調します。または、
何かを聞いて、それを共有したいと言う人に、それを紙に
書き留めてもらい、ミーティングにおいて共有することを
決めることのできる人にその紙を渡してもらってください。

神の言葉と思われるこ
とについて祈る
グループに分かれ、共有したテーマ、言葉、画像、または
聖書の箇所について祈ります。終了時には音楽を使っ
た礼拝または感謝の祈りの時間を設けるのも良いでしょ
う。		

正しく終える
ミーティングは、全員がともに祈りの時間を神に感謝して
終了しましょう。あなたの提示したトピックについて誰も
が充分祈りの時間をを持てたこと、また神の声を聞いた
人がそれを共有する機会を持てたことを確認してくださ
い。次回の祈りの集会の予定を立てます。トピックや祈り
のツールは別のものに変更すると良いでしょう。	

み国が来ますように 若い人々のための祈り

キリスト教徒の多くは若い頃にイエスを知った人々です。
これは祝い、喜び合うべきことです。しかしながら、教会
に集う若い人々の数はこれまで以上に減少しています。
今日の英国に住む若い人 に々は、私たちの祈りが必要な
のです。		
若い人 に々向けた祈りは、次の5つです：
	

1.イエスが知られるよう
祈る
福音が英国全体の若い人 に々届くように、また若い人々
とともに活動する教会や若い人々の支援団体のために
祈ります。国全体の若い人 に々イエスが知られるように、
また神の愛が理解されるように祈ります。あなたのコミュ
ニティの、あなたが知っている若い人々のために祈りま
す。		

2.	聖書が共有されるよ
う祈る
若い人 と々の関係構築は、多くの教会が苦心して取り組
んでいる課題です。全ての教会が若い人 と々繋がること
ができるように、また教区牧師、若者、学校関係者に神が
祝福を授けるよう祈ってください。あなたの地区の各教
会が、次世代の人 と々の聖書の言葉の共有に特に従事
すべき重要な作業として取り組むよう、祈ってください。

3.	神への祈りによる若
者のリーダーへの呼び
かけ
イエスの弟子たちが神の呼びかけを聞いた時、彼らは恐
らく10代または20代前半だったものと考えられていま
す。仲間と繋がることのできる若きリーダーたちを神が立
ち上がらせることができるよう、そして立ち上がった若い
人々が私たちの国に未来の教会を建てることができるよ
う、祈ってください。		

4.	若い人々が直面する
プレッシャーに対して祈
る
今日の若い人々は、ポルノやネットいじめ、出会いサイトの
増加でデジタル化を強める文化がもたらすプレッシャー
によって活力を失っています。極めて多くの若い人々が崩
壊した家庭で育っており、彼らの間で不安、うつ、摂食障
害が増えています。こうしたプレッシャーを跳ね返すべく、
また神の愛を彼らに伝えることのできる年長のキリスト
教徒が霊的な指針を与えられるよう祈ってください。

5.	知っている1人の若
者のために祈る
1人に絞ってその人の名前を思って祈ることで変化をも
たらすことができます。1人の若者を思い浮かべることが
できるよう、神に願う時間を取ります。それ以降3ヶ月間、
その人に集中して祈ってください。次のような祈りを用い
てもいいでしょう：
愛する天父よ、
イエス・キリストの御前で、	
あなたの光と栄光が燃え上がりました。
あなたの聖霊を送り、私に共有させてください…
あなたの息子の生命とあなたの愛を、全ての人 に々向け
て。
その愛の証人として私に力を与えてください	
私は彼らのために祈る決意をしています、
あなたのみ名において。アーメン。	

み国が来ますように
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み国が来ますように

石を使って祈る
イエスを知って欲しいとあなたが思う人を5人（友人、家
族、または隣人）思い浮かべてください。その人達の名前
を、それぞれ丸みのある石に油性ペンで書いてください。
それらの石を、バスルームの脱衣カゴの中、ダイニングテ
ーブルのボウルの中、または玄関の横の棚等、あなたが
毎日目にする場所に置いてください。石を手に取り、握り
しめながら次の祈りを唱えてください：主なるイエスよ、
私たちは…があなたが彼/彼女をいかに愛しているかを
知ってくれるようにと祈ります。彼/彼女があなたを愛し、
あなたに従いますように。アーメン。

スクラブル	のアルファ
ベットの駒を使用して祈
る
スクラブルの駒で、祈りを捧げたい人々の名前のパズル
を作ります。それぞれの名前を作りながら、次のように祈
ります	「主なるイエスよ、私たちは…があなたを知ること
ができるように祈ります。アーメン。」名前を全て並べ終わ
ったら、駒を混ぜ返してまた最初から始めてください。

	レゴブロックを使用して
祈る
ブロックの片面に、祈りを捧げたい人の名前を書きます。
その人のために祈る時は、いつも名前を書いたブロック
の上に別のブロックを重ねて祈りの塔を作ります。

紙の鎖の祈り
色紙を短冊状に切ったものを数本用意します。それぞれ
の短冊に、祈りを捧げたい人の名前を書きます。短冊を、
セロテープかホチキスで留めて鎖のように繋げます。その
人のために祈る時は、いつも名前の横に印をつけます。

家族、家庭対象の祈りのアイデア み国が来ますように

電線などのない屋外スペースが確保できるなら凧揚
げフェスティバルを開催してみてはいかがでしょう。	
みんなで空を見上げ、神様のことを考え、家族全員
で楽しむことができます。凧揚げはすべての年齢の
人に向いたアクティビティです。.
手作りや市販の凧を持ち寄ったり、凧作りのワーク
ショップを開催してもいいでしょう。以下に簡単な凧
の作り方を紹介します。

このアクティビティは、「聖霊が炎のような姿で地に
降り、人 を々満たした」という使徒言行録	2:3	に基
づいています。	

•	 紙を縦方向に半分に折ります。
•	 折り目を下にして紙を置き、折り目の左端から
15cmのところに印Aをつけます。

•	 Aからまっすぐ上に線を伸ばし、紙の縁のところ
に印Bをつけます。

•	 Bから折り目側の左端にまっすぐ線を引き、印C
をつけます。紙の右上に三角形ができます。

•	 Bから折り目側の右端にまっすぐ線を引き、印D
をつけます。紙の左上に長めの三角形ができま
す。BからC、次にBからDをはさみで切り取りま
す。紙を開くとひし形ができているはずです。

•	 色つきの薄紙を様 な々大きさの炎の形に切り抜
いて、凧の表面に貼り付けます。

•	 凧を裏返しにして、長い方の竹棒が縦、短い竹
棒2本が横になる十字の形に凧にセロテープで
取り付け、凧を補強します。

•	 穴あけパンチを使って、凧の下部に穴を開け、毛
糸を通し結びつけ、尾にします。

•	 薄紙を短冊形に切り、毛糸の尾に結びつけます。
カーリーリボンを結んでもいいでしょう。

•	 ひもの一端を竹の十字の中央に、もう片方を長
い方の竹棒の先端に結びつければ凧の出来上
がりです。

•	 複数の凧を並ぶようにあげて、フェスティバルの
雰囲気を楽しみましょう。凧をあげながら、周り
の人々に聖霊が降り、勇気と情熱で満たすよう
祈りましょう。

祈りの凧揚げフェスティバル

用意するもの:	30cm	x	45cmあるいはA3サイズの
紙、糸、黄色と赤の薄紙、毛糸、カーリーリボン、はさ
み、定規、竹の棒（凧一つにつき短いもの2本、長いも
の1	本）、のり、セロテープ、穴あけパンチ。
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イエス様が天に昇る「昇天」と聖霊が降りる「聖霊降臨」
を、紙飛行機を飛ばして祝いましょう。	

新しい紙飛行機の作り方を学びたい人、傑作の飛びっぷ
りを試した人...。多くの人を集めて紙飛行機パーティを
開きましょう。
•	 飛ばすときの狙いとなる的をいくつか用意しましょう。
•	 距離、高さ、面白い飛び方など、様 な々競技を工夫
し、賞を用意しましょう。

•	 Airfixなど市販の紙飛行機モデルの工作教室を開
催。初心者が家族で工作を楽しめるよう、経験者が
待機するコーナーを設けてもいいでしょう。	

•	 パーティの華やかな締めくくりとして、参加者に赤、黄

色、オレンジ色（聖霊降臨のシンボルカラー）の紙で
紙飛行機を作り、祈りを捧げたい人の名前を書いて
もらいます。「ハレルヤ」の掛け声とともに一斉に空に
向かって飛ばしましょう。着地した飛行機を拾って家
に持ち帰り、飛行機に書かれている名前の人のこと
を考えて就寝前に祈りましょう。

•	 動画撮影機能つきのドローンやリモート操作のモデ
ル飛行機を飛ばすイベントを織り交ぜるとさらに雰
囲気が盛り上がります。飛行シミュレーションの装置
をレンタルしてもいいでしょう。

•	 メッシー・チャーチの地域コーディネータやボーイ/
ガール・スカウトのリーダーに相談しましょう。飛行機
をテーマにしたアクティビティに関するアイディアを提
供してくれるかもしれません。

ペンテコステ・ペーパー
祈りの紙飛行機パーティ

用意するもの:	サイズ、色が異なる大量の紙、ペン、紙
飛行機の作り方の手本、紙飛行機作りの手伝いをし
てくれる方々。.

み国が来ますように

グループ内で「旅の宿」を回す、ファミリーグループ
で行うアクティビティ。一つのグループに信徒さんで
はない家族を少なくとも１世帯含めるようにしましょ
う。

•	 家族で集まって、一つの国を選び、その国の国旗
を作ります。裏に国名、その国の言葉で「こんに
ちわ」を意味する言葉を書き、その国のために祈
ります。

•	 作った国旗を箱に入れ、リスト上の次の家族に
渡します。二番目の家族は、最初の家族が作っ

た旗の国のために祈り、次に自分たちが選んだ
国の旗を作り、同じように裏に国名と現地語の「
こんにちわ」を書き込み、次の家族に回します。

•	 このように、箱を受け取った家族は複数の国の
ために祈ることができます。リストを一巡したら、
リストを逆から回してもいいでしょう。

•	 9日間の後、すべての家族であつまり、自分たち
が選んだ国の食べ物を持ち寄りましょう。フラン
スパン、イタリアのピザ、インドのパパドムやパコ
ラ、メキシコのトルティアチップスとサルサソース
など、市販のものや簡単なもので十分です。共に
テーブルを囲み、祝いの時を共有しましょう。家
に戻ってからも祈ることができるよう、祈りの旗を
それぞれ持ち帰りましょう。

祈りの「旅の宿」:	9日間世界一周！

用意するもの:	「旅の宿」（装飾を施した靴箱程度の
大きさの箱）、地球儀（箱に入るもの。なければ地球
儀の写真など）。	

み国が来ますように
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昇天日から聖霊降臨日の間は毎日ツイートやフェイスブ
ックに投稿し、家族や友人の方々に祈るよう促しましょ
う。

•	 ご紹介した例文のようなリマインダーを一日に一
回投稿しましょう。写真つきの投稿のほうが関心を
持って見てもらうことができるので、皆さんの投稿
に含めることができるよう、	Ben	Mizen	撮影の可
愛い猫の写真つきの例をご紹介します。ハッシュタ
グ#pledge2prayを使うこともできます。		

フォローのお誘い:

	

ツイート9例

ツイート

猫のドッティの様 な々表情を
お楽しみください。今週は毎日の祈
り	に挑戦します。
	#pledge2pray	#DottyPussCat

隣人がイエス様を知ることができる
よう祈りましょう。
#pledge2pray	
#DottyPussCat

壁の向こう側にいる人が
イエス様に出会うことができる
よう祈りましょう。#pledge2pray	
#DottyPussCat

買い物をしたお店の人が	
イエス様を知ることができる
よう祈りましょう。
#pledge2pray	#DottyPussCat

交差点に立っているすべての人が
イエス様を知ることができるよう
祈りましょう。
#pledge2pray	#DottyPussCat

（ドッティの友達犬ビリー）友達が
イエス様を知ることができるよう
祈りましょう。	#pledge2pray	
#DottyPussCat

水道の蛇口をひねるたびに
イエス様が与えられる生命の水につ
いて	皆が知ることができるよう祈りま
しょう。	#pledge2pray		
#DottyPussCat

誰かがあくびをするたびに、その人
が	イエス様の愛に目覚めることが
できるよう祈りましょう。
#pledge2pray	#DottyPussCat

足の指を一つ一つ触り、それぞれ
を友人や	家族に見立てて、彼らが
イエス様の愛を	知ることができるよ
う祈りましょう。
#pledge2pray	#DottyPussCat

PCやタブレットを使うたびに
友人や家族がイエス様を知ることが
できるよう祈りましょう。
#pledge2pray	#DottyPussCat

み国が来ますように  子どもグループセッション

有名なお友達
自己紹介を兼ね、フレンドシップについて学ぶことのでき
る最初のミーティングの導入部。会場をリラックスした雰
囲気にすることができます。

•	 映画、トイストーリーの登場人物、バズとウッディ、バ
ットマンとロビン、イギリステレビ番組のコンビ、アント
とデックなど、有名なペア/コンビの一人の名前をノリ
付きラベルに書いておきます。子ども達それぞれの背
中にラベルを貼ります。

•	 開始の合図とともに、子ども達は会場を自由に回り、
簡単な「はい/いいえ」式の質問と回答で自己紹介し、
その後ペアの相手方を探します。「有名人」の名前は
子ども達の年齢や現地事情に合わせて選んでくださ
い。学齢期前の子どもの場合は、名前ではなく絵が
描かれたカードを使って、「お友達探し」をしてもいい
でしょう。

ストーリーを共有

「友人達とイエス様の教えを共有する」というテーマを問
いかける聖書の物語
ルカによる福音書5章17～26に書かれている、イエス様
に会うために、友人達が屋根からつり下ろした男の話を
共有しましょう。子ども達の年齢や状況に合わせて自由
に工夫してください。例えば、子ども用の聖書を一緒に読
む、話しながら、子ども達を交えて動作を行う、部屋の真
ん中で何人かの子ども達に演じてもらう等ができます。
•	友人達が男をイエス様の元に連れて来るために使った
方法について話し合いましょう。会話の糸口として、次のよ
うに問いかけてください:
なぜ友人達は男をイエス様に会わせようと思ったのでし
ょうか？

友人達は、この男のために、イエス様に何ができると考え
ていたと思いますか？
この友人達を見て、イエス様はなんと思われたでしょう
か？
友人をイエス様の元にもたらすため、私達には何ができ
るでしょうか？

切り紙細工の人の祈り
お友達のために祈るための工作アクティビティ

•	 A4サイズの紙を縦半分に切り、長方形の紙を子ども
達に1枚ずつ配ります。山折り、谷折り、山折りと繰り
返して、四つの長方形からなる蛇腹を作るよう指示し
ます。小さい子どもの場合は手伝ってあげましょう。次
に、四つに折った一番上の長四角に、テンプレートを
使って簡単な人の絵を描きます。開いたときに4人の
人が手をつないだ形になるよう、手の部分（できれば
足の部分）が全部つながるようにします。

•	 描いた線に沿って人型を切り抜き、蛇腹を開きます。
•	 お友達のことを考えるよう、子ども達に話しかけます。
誰をイエス様に会わせたいですか？4人の人型それぞ
れにお友達を割り付け、絵を描いたり、色を塗ったり
します。作業をしながら、自分にとってイエス様に従う
とはどういうことが等、どうすれば、お友達とイエス様
を会わせることができるのか語ります。教会のイベント
に誘ってもいいでしょう。

•	 色塗りが終わったら、それぞれの作品を並べ、人型が
表す友人一人一人に対して、また、お友達にイエス様
を会わせることができるよう祈ります。作品は家に持
ち帰って、家で祈りを続けることも、また、子ども達同
士で交換し、お互いのために祈ることができるようにし
てもいいでしょう。

用意するもの:	表に有名なペア/コンビの一人の名
前が書かれたノリ付きラベル。

用意するもの:	子ども用聖書、衣装や小道具などを
適宜用意。

用意するもの:	A4サイズの紙、はさみ、鉛筆、カラー
ペンまたは色鉛筆。

み国が来ますように
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These activities have been devised and generously contributed by individuals, 
many of whom provide ongoing resources for prayer with families. Their details 
and other useful family/ faith resources and websitesare given below.

With thanks to the contributors:
Gail Adcock, Family Ministry Development Officer, methodist.org.uk
Jane Butcher, Children and Families Pioneer, The Bible Reading  
Fellowship, Trish Hahn, Messy Church SEND Coordinator
Mary Hawes, National Children's Adviser, churchofengland.org
Aike Kennett-Brown, Messy Church Pioneer at St John’s Blackheath
Jane Leadbetter, Messy Church Team, The Bible Reading Fellowship
Becky May, writer and Bedfordshire Messy Church Regional Coordinator
Lucy Moore, Messy Church Team Leader, The Bible Reading Fellowship
Mina Munns, blogger at flamecreativekids.blogspot.co.uk
Martyn Payne, Messy Church Team, The Bible Reading Fellowship
Sharon Pritchard, Children's Ministry Adviser, durham.anglican.org

Also to:
Ben Mizen and Dotty, portsmouth.anglican.org
Anne and Richard Wise, St Mary’s Church, Bishopstoke
24/7 Prayer, 24-7prayer.com
World Prayer Centre, worldprayer.org.uk
Mary Hawes, National Children & Youth Advisor, Church of England

Other useful websites resourcing or informing family faith include:
brf.org.uk/updates/introducing-parenting-faith
careforthefamily.org.uk
cgmcontheweb.com/?page_id=543
faithinhomes.org.uk
messychurch.org.uk
barnabasinchurches.org.uk
thetreasureboxpeople.co.uk
flamecreativekids.blogspot.co.uk

Scripture quotations taken from The Holy Bible, New International Version  
(Anglicised edition) copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica. Used by permission of Hodder & 
Stoughton Publishers, a Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark 
of Biblica. UK trademark number 1448790.

The ideas in these pages are the intellectual property of the authors and may only be reproduced 
in conjunction with Thy Kingdom Come.
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