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まえがき 

 

3 月１１日から、私は被災地にいらっしゃる先生方とよく話をしました。日本の

教会が地域と教派を越えて、救援活動を展開しています。日本の教会がこの災難の中に

犠牲を払って、力強く日本に神様の愛、慰めと癒しを送っていることを聞きました。 

 

「強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなた

の神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。」ヨシュア記

１：9 

 

私は日本の教会が全ての困難を力強く乗り越え、迅速な復興をされると確信し、

祈っています。主にあって頑張ってください！日本の兄弟姉妹、主があなた方とともに

いらっしゃるからです。私たちも救援活動と祈ることによって日本を応援したいと思い

ます。 

 

ロー エルトン 

日本キャンパス・くるセードー・フォー・クライスト元宣教師 
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固定祈り：神様の御名を語り告げます 

 

祈るときに、まずこのページと通して神様の御名をかたり告げましょう。 

こうして、霊的な武具を身に着けましょう。 

そして、書かれた祈りによって祈ってください。 

また、それぞれ導かれたように、それぞれ祈ることもよいでしょう。 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。その栄光は全地に満つ。(イザア 6：3) 

2. あなたのみわざは偉大であり、驚くべきものです。主よ。万物の支配者である神よ。

あなたの道は正しく、真実です。もろもろの民の王よ。主よ。だれかあなたを恐れず、

御名をほめたたえない者があるでしょうか。ただあなただけが、聖なる方です。すべ

ての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しいさばきが、明ら

かにされたからです。(黙示録15：3−4) 

3. すべての国々の民よ。手をたたけ。喜びの声をあげて神に叫べ。まことに、いと高き

方主は、恐れられる方。全地の大いなる王。(詩篇47：1−2) 

4. 地の果て果てもみな、思い起こし、主に帰って来るでしょう。また、国々の民もみな、

あなたの御前で伏し拝みましょう。まことに、王権は主のもの。主は、国々を統べ治

めておられる。(詩篇22：27−28) 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  万物の支配者である神様、私達は信じるものが主にあって、その大能の力によって強め

られ、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、主の武具を身に着けられるよう

に導いてください。「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。ですから、邪悪な日

に際して対抗できるように、また、いっさいを成し遂げて、堅く立つことができるように、

神のすべての武具をとりなさい。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸

には正義の胸当てを着け、足には平和の福音の備えをはきなさい。これらすべてのものの上

に、信仰の大盾を取りなさい。それによって、悪い者が放つ火矢を、みな消すことができま

す。救いのかぶとをかぶり、また御霊の与える剣である、神のことばを受け取りなさい。す

べての祈りと願いを用いて、どんなときにも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず

目をさましていて、すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。」（エ

ペソ6：10−18） 

 

  日本の災害の為に祈ります。主よ、日本を憐れんでください。日本を地震から見守って

ください。「地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの。

主がそれを造られた。陸地も主の御手が造られた。」（詩篇95：4−5）「私はこれを思い返す。

それゆえ、私は待ち望む。私たちが滅びうせなかったのは、主の恵みによる。主のあわれみ

は尽きないからだ。」（哀歌3：21−22）主よ、この祈りを聞いてくださるように、お願いいた

します。イエスキリストの聖なる御名によってお祈り致します。アーメン 
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1. 平和の福音が世の人にあるように 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 今、私はこの民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。きょうダビデ

の町で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリ

ストです。(ルカ 2：10－11) 

2. 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を

信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。(ヨ

ハネ 3：16) 

3. また、両者を一つのからだとして、十字架によって神と和解させるためなのです。

敵意は十字架によって葬り去られました。(エペソ 2：16) 

4. それからキリストは来られて、遠くにいたあなたがたに平和を宣べ、近くにいた人

たちにも平和を宣べられました。(エペソ 2：17) 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  「いと高き所に、栄光が、神にあるように。地の上に、平和が、御心にかなう人々

にあるように。」(ルカ 2：14) イエス様、あなたは人々に平和をくださる神様です。あ

なたの救いを通して、敵意の壁が破られることをありがとうございます。そして、あな

たの平和の福音によって神様と和解できて感謝します。主よ、あなたの命令に従って世

界を見守りたいと思っています。見守り者に力をくださるように、町と国のために祈る

ことだけではなく、全世界にも平安の福音が聞くことができるように、力を尽くして主

の平和のメッセージが伝えられるようにお願いいたします。 

 

  人を惜しむ主、終わりの日に、確かにあなたの御言葉の通り：“民族は民族に、国は

国に敵対して立ち上がります…”(マタイ 24：7) 最近、政局の混乱、社会の不安と戦

争が起こりました。主よ、我々は見守り者としてあなたに求めます。あなたの平安は戦

乱にある国の上に満たされるように、そして、戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断

ち切り、戦車を火で焼かれるようにお願いいたします。また、あなたの御言葉はこう書

いてあります：“方々にききんと地震が起こります。”神様、あなたの力を通して断層を

落ち着かせ、地は堅く建てられ、揺らがないようにお願いいたします。あなたにある平

和の国がこの世界に臨まれるように、すべての人が天国の福音が聞くことができるよう

にお願いいたします。主権は増し加わり、その平和は限りなく；遠くの者にも近くの者

にも平安があるようにお願いいたします。主に感謝します。神様の御名によってお祈り

いたします。アーメン。 
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2. 主がお祈りを教えてくださって感謝します 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 神よ。あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。(詩篇 44：4) 

2. 「ある町に、神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に、ひとりの

やもめがいたが、彼のところにやって来ては、『私の相手をさばいて、私を守って

ください』と言っていた。彼は、しばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそ

かに「私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうも、このやもめは、うるさくて

しかたがないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、ひっ

きりなしにやって来てうるさくてしかたがない』と言った。」主は言われた。「不正

な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は、夜昼神を呼び求めている選

民のためにさばきをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがある

でしょうか。(ルカ 18：3－7) 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  世界の支配者、フランスの原子専門家が、もし 18日までに原発の危機を解決できな

ければチェルノブイリよりひどい災難になる可能性があると注意しました。けれども、

世界中の人が日本のために祈っていて、夜も昼も絶えずお祈りによって、神様の約束が

日本の上に臨まれることを感謝します。神は、夜昼神を呼び求めている選民のためにさ

ばきをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがない(ルカ 18：7)から

です。主よ、我々のお祈りを聞き受けてありがとうございます。核燃料が少しずつ控え

られ、冷され、電力が復旧され、すべてを感謝します。神様、日本を続けて見守ってく

ださるようにお願いいたします。福島第一原発を静めるように、福島を憐れんでくださ

るようにお願いいたします。 

 

  人を愛する、原発の危機を静めてくださる神様、どうか科学専門家に核汚染が対応

できるように導いてください。解決できないと思われますが、全能の主にゆだねるなら

可能になることを信じています。主よ、あなたは 5つのパンと 2匹の魚の奇跡で食べ物

を無駄遣いにしないことを教えてくださいました。でも、今多くの食料が汚染され、ど

うやって処理したらいいでしょうか… そして、農業者は苦労して育った農作物が汚染

されたので食べられなくなることに対して、農業者が対応できませんでしょうか…主よ、

どうか憐れんでください。そして、人々の制限の中で、あなたの全能の栄光が現われ、

人々は神様の御業が見られるようにお願いいたします。感謝します。神様の御名によっ

てお祈りいたします。アーメン。 

 



私たちはこのようにして祈りましょう 

百万時間祈りネット 

7 

3. 愛の源 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を

信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。(ヨ

ハネ 3：16) 

2. 私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。(ヨハネ 1 

4：19) 

3. しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださっ

たことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。(ロー

マ 5：8) 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  愛の源、我らの主、東北地方太平洋沖地震で東北沿海の地域が壊され、心が痛いで

す。けれども、福島第一原発の連続の水素爆発が起こしているとき、人々が避難してい

るとき、50名の作業員はかえって原発の復旧のために、命をかけて仕事を続けています。

神様、どうか彼らを覚えて見守ってください。 

 

  人を深く愛する主、我らは複雑な気持ちを感じしています。どうか、日本人の涙を

拭いて、慰めをくださるようにお願いいたします。カルバリの丘の救いを通して我らを

励ましてくださるようにお願いいたします。人を愛するために、我らに永遠の命をくだ

さるために、あなたは命を捨てて十字架にかかることを感謝します。 

 

  どうか、今回の地震を通して、日本人の心を繋がって町々の復旧、命の癒し、お互

いに愛し合うことができるようにお願いいたします。そして、皆様が命に感謝できるよ

うにお願いいたします。感謝します。神様の御名によってお祈りいたします。アメーン。 
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4. 主の慰めが傷ついた心にあるように 

 

  福島第一原発の事故で避難指示圏内にかかっている福島県の８町村が、計約７万人

の住民のうち半数近くについて、どのように避難しているかなどの現状を把握できてい

ないことが、県への取材でわかった。 

  ８町村は事故を受け、役場機能を県西部の会津地方や埼玉県などに移している。避

難者の把握が遅れれば、義援金の配布や仮設住宅の入居手続きなどに支障が出る可能性

がある。 

朝日 ４月９日 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。私の助けは、

天地を造られた主から来る。（詩篇 121:1-2） 

2. 若い者たちよ。私があなたがたに書いて来たのは、あなたがたが強い者であり、神

のみことばが、あなたがたのうちにとどまり、そして、あなたがたが悪い者に打ち

勝ったからです。（ヨハネの手紙第一 2:14 下） 

3. どうか父が、その栄光の豊かさに従い、御霊により、力をもって、あなたがたの内

なる人を強くしてくださいますように。（エペソ人への手紙 3:16） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  心を慰める主、今回の地震は本当にすごくひどくて、深刻な影響になると思われま

す。主よ、こんな困難の時期に、人間の力で対応できないではないでしょうか。こんな

に大きな痛みと悲しみは、落ち着かないではないでしょうか。神様、どうか我らの悲し

みを慰め、落ち着かない気持ちを静めるようにお願いいたします。 

 

  憐れみの主、災難を味わっている人々を見守ってください：世界中の記者、救援隊、

そして、メディアを通して災難を知っている人。特に、助けてあげたかったが助けてあ

げられない人、無力と自責の気持ちの間で葛藤しているかもしれませんが、どうか彼ら

をその葛藤の中から救ってください。 

 

  神様、辛い思いの中で巡って、痛みの中で留まれて抜けられない人を救ってくださ

い。どうか、彼らの思いを支配されるようにお願いいたします。彼らの心からの叫びを

耳を傾け、求めを答えてください。そして、彼らは神様のことを受け入れ、辛い思いか

ら抜け出せるように；また、希望をくださり、落ち着けるようにお願いいたします。感

謝します。神様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 
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5. 神様は我らの助け主 

 

  厚生労働省によると、２１日までに茨城、栃木、群馬県内で採取されたホウレンソ

ウと千葉県産の春菊から、暫定規制値を上回る放射性ヨウ素（規制値は１キログラムあ

たり２０００ベクレル）、群馬県産のカキナから放射性セシウム（同５００ベクレル）を

検出。福島県産の原乳から、放射性ヨウ素（同３００ベクレル）を検出している。それ

ぞれの最高値は、ホウレンソウが茨城５万４１００▽栃木５７００▽群馬２６３０、カ

キナが５５５、原乳は５３００（いずれも単位はベクレル）となっている。 

毎日新聞 ３月２２日 

 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 主はその御目をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっ

ている人々に御力をあらわしてくださるのです。（歴代誌 16：9） 

2. イエスは彼らをじっと見て言われた。「それは人にはできないことです。しかし、

神にはどんなことでもできます。」（マタイ 19：26） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  永久に生きる主よ、今回の東日本大震災によって、１万人が死亡し、大勢の方々が

行方不明になっています。それに、今日本の食品から放射性セシウムとヨウ素を検出さ

れています。今の状況は本当にヨエル書に書いてあるように「かみつくいなごが残した

物は、いなごが食い、いなごが残した物は、ばったが食い、ばったが残した物は、食い

荒らすいなごが食った。」（ヨエル 1：4）主よ、私たちは日本の為に耐えずにあなたの御

前にお祈り致します。どうか、日本を憐れんでください。 

 

  全能全知の主よ、福島産の野菜や牛乳、また果物はもう食べられなくなりました。

それはどれほど残念なことでしょうか。主よ、あなたのほかに私たちが頼れるお方が誰

一人もいません。主よ、あなたしか日本を救うことができません。憐れみ深い主よ、ど

うか、福島、また日本をお救い出しください。お願い致します。昔、エリシャが麦粉を

使って毒が入った煮物の悪い物を取り除いたように、今回も、日本の水や牛乳、野菜と

果物の放射性物質を取り除いてください。お願い致します。主イエスキリストの御名に

よって、お祈り致します。アーメン。 
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6. 神にはえこひいきはない 

 

  南三陸町では大津波に襲われる直前まで防災無線放送で住民に避難を呼びかけた女

性がいたことが明らかになった。「早く逃げてください」−−。 「娘は最後まで声を振り

絞ったと思う」。同町の遠藤美恵子さん（５３）は、避難先の県志津川高校で涙を浮かべ

た。娘の未希（みき）さん（２５）は町危機管理課職員。地震後も役場別館の防災対策

庁舎（３階建て）に残り、無線放送を続けた。難を逃れた町職員（３３）によると、地

震から約３０分後、高さ１０メートル以上の津波が町役場を襲った。助かったのは１０

人。庁舎屋上の無線用鉄塔にしがみついていた。その中に未希さんはいなかった。 

毎日新聞 ３月１６日 

 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. この天地は滅びます。しかし、わたしのことばは決して滅びることがありません。

（ルカ 21：33） 

2. イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも、同じです。（ヘブル 13：8） 

3. 神にはえこひいきなどはないからです。（ローマ 2：11） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

 

  公義を行ない、憐れみ深い主よ、昔アブラハムがソドムの為にこう祈りました。「あ

なたはほんとうに、正しい者を、悪い者といっしょに滅ぼし尽くされるのですか。もし

や、その町の中に五十人の正しい者がいるかもしれません。その中にいる五十人の正し

い者のために、その町をお赦しにはならないのですか。...... 」主は答えられた。「も

しソドムで、わたしが五十人の正しい者を町の中に見つけたら、その人たちのために、

その町全部を赦そう。」主よ、ただ今、福島の原発に五十人、いいえ、五十人以上の方々

が犠牲を払って、苦しみを受け、困難の中で働いているそうです。神様、彼らをも滅ぼ

すのでしょうか？日本にいる義人のゆえに、日本をお赦しにはならないのでしょうか？ 

 

  主よ、あなたは怒るのにおそく、恵み豊かであるお方です。神様、この大きな町日

本を惜しまないのでしょうか？咎とそむきを赦す主よ、日本には、右も左もわきまえな

い数切れないほどの人間と、数多くの家畜がいるのではないでしょうか。どうか、日本

の咎を赦し、日本を救い出してくださるように、お願い致します。あがない主イエスキ

リストの御名によって、お祈り致します。アーメン 

 



私たちはこのようにして祈りましょう 

百万時間祈りネット 
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7. 人々の心が落ち着くように 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 神である主、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。「立ち返って静かにすれ

ば、あなたがたは救われ、落ち着いて、信頼すれば、あなたがたは力を得る。」（イ

ザヤ書 30：15） 

2. 万軍の主はわれらとともにおられる。ヤコブの神はわれらのとりでである。（詩篇

46：7） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  平安を与えてくださる主よ、地震が起こってから、皆が大きいショックを受けて、

余震に対する警戒も高まって、本当に心の中に言い表せないほどの圧迫と恐怖を感じて

います。主よ、彼らを癒して、彼らの心を落ち着けるようにお願いいたします。 

 

  主よ、この突然の災難に遭うことは、本当に強風に襲われたも同然です。心に残っ

ている恐怖はいつ完全に消されるのでしょうか？家族や家を失った痛みに満たされる心

は、いつ慰めを受け取られるのでしょうか？主よ、憐れんでください。主だけが私たち

のわずらいを身に引き受け、私たちの病を背負います。（マタイ 8：17）主の十字架に受

けた懲らしめが私たちに平安をもたらします。（イザヤ書 53：5） 

 

  私たちとともにおられる主よ、被災地においてのカウンセリングがうまく始まって、

そして、主のご臨在による平安と穏やかさは怖がってる心を満ちて、落ち着けるように

お願いいたします。また、ショックを受けた心が主の愛で満たされ、愛には恐れがない

ことを実感するようにお願いいたします。主よ、「ショック」と「恐怖」をもたらした「突

然」というものが人々の心から離れて、彼らは静かになれるように助けてください。全

ての被災者、特に子供たちに、慰めと平安の言葉を与えて、自身によって受けた恐れが

完全に消されるように助けてください。万軍の主は日本人とともにおられます。ヤコブ

の神は日本人のとりでだからです。ハレルヤ！主の御名は日本中であがめられ、地の上

であがめられます。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたしま

す。アーメン。 

 



私たちはこのようにして祈りましょう 
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8. 主が被災地を再建する「ネヘミヤ」を立たせるように 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. すると、王は私に言った。「では、あなたは何を願うのか。」そこで私は、天の神に

祈った。（ネヘミヤ 2：4） 

2. さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。

（ネヘミヤ 2：17） 

3. そして、私に恵みを下さった私の神の御手のことと、また、王が私に話した言葉を、

彼らに告げた。そこで彼らは、「さあ、再建に取りかかろう。」と言って、この良い

仕事に着手した。（ネヘミヤ 2：18） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  人間の心を探り極める主よ、地震直後の救出作業はもう終わって、これからは再建

の段階に入ります。その再建の計画を祝福してください。主からの「再建」がまず家族

や家を失った人々に与えて、彼らは慰めを受け取って、心が癒されるように助けてくだ

さい。そして、頼るもののない悩んでる人々を顧みてください。主のいつくしみは悩む

者のために備えをされたからです。（詩篇 68：10）各地域や各国からのカウンセラーが

主の愛に基づいて、主の力がある御言葉を使って、被災者の心身を良くすることが出来

るように助けてください。 

 

  天と地を創造された主よ、今この再建のときこそ、命令を出して再建の作業を率い

る長官を立たせてください。また、ネヘミヤのように敬虔であり、被災者の状況のため

に泣き、道を求めるために天の神に祈り、被災地のことを常に心に納めて、思い巡らす

管理者を立たせてください。主よ、それらの管理者のために祈ります。一つとなる大き

なチームを彼らに与えてください。そして、管理者たちは力や策略やチームを管理する

知恵を持っているだけではなく、神様を恐れて、良く正しいことをする人であるように

お願いいたします。再建の者のわざを確かなものにしてください。どうか、全ての再建

の者の手のわざを確かなものにしてください。主に感謝いたします。主イエスキリスト

の御名によってお祈りいたします。アーメン。 

 

 


