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まえがき 

 

東日本大震災の日から日本の教会が絶えず支援活動をしていることを現地にい

らっしゃる先生が聞かせてくださいました。私は現地で働いている方々を心から尊敬し

ております。私たち現地にいないクリスチャンがいったい何かできることがあるのでし

ょうか？私たちは現地にいないけれども、私たちは何もできないのではありません。私

たちは支援活動に参加することができるし、お金を送ることもできます。そして何より

も、祈ることができるのではないでしょうか。 

 

ネヘミヤはエルサレムの報告を聞いた後にエルサレムの為に天の神様にお祈り

を捧げました。そして、彼はやはり自分もエルサレムに行くようになりました（ネヘミ

ヤ記１章）。私自身もそうでした。十五年前に初めて仙台で働く者を起こされるように祈

りましたが、結局自分も仙台に行くようになりました。祈れば祈るほど神様の御こころ

を感じたのです。 

 

神様はこの東日本大震災によって、何をなさりたいのでしょうか。私たちはどの

ようにして神様のご計画に参加できるのでしょうか。私は祈りながら期待しております。 

 

ロー エルトン 

元日本キャンパス・クルセード・フォー・クライスト仙台支部責任者 
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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. 主の栄光は必ず日本を照らす 

 

  日本政府は 16 世紀（1587 年）から明治初期（19 世紀末）までキリスト教を禁止し

始め、クリスチャンを迫害しました。300 年以来、この国のために殉教した人は宣教師

と地元のクリスチャンを含めて 20 万人以上いました。 
ある日本宣教師 
 

 (一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 起きよ。光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。

見よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の民をおおっている。しかし、あなたの上

には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。（イザヤ書 60：1-2） 

2. 小羊が第五の封印を解いたとき、私は、神のことばと、自分たちが立てたあかしと

のために殺された人々のたましいが祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んで

言った。「聖なる、真実な主よ。いつまでさばきを行わず、地に住む者に私たちの

血の復讐をなさらないのですか。」（黙示録 6：9-10） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  「雄々しい方よ。あなたの剣を腰に帯びよ。あなたの尊厳と威光を。あなたの威光

は、真理と柔和と義のために、勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は、恐ろしいこ

とをあなたに教えよ。」（詩篇 45：3-4）正義の主よ、16 世紀から 19 世紀までの間、日本

で殉教した宣教師と地元のクリスチャンが２０万人以上いました。彼らはこちらで天国

のグッドニュースを宣べ伝え、真理をわからせ、永遠の命を知らせることがふさわしい

ですが、福音がまだ人の心に達さないうちに死ぬまで迫害されました。彼らの血はこの

国のために主に叫び続けており、主がこの国を救うために叫んでいます。主よ、あなた

が愛してくださる民と彼らの犠牲を忘れないでしょう。主よ、勇士を起こされ、彼らが

まだ終えていない使命を完成させるでしょう。主よ、起こしてください！伝道チームを

起こしてください。彼らは救援物質を運ぶだけではなく、福音を宣べ伝えるんでる。彼

らは傷口を包帯するだけではなく、人の心を解放するんです。彼らはカウンセリングす

るだけではなく、愛と真理で心を癒すんです。主よ、早く成就してください！ 

 

  起きよ。光を放て。主の光がもう来たんです。主の栄光が日本を照らし、主の栄光

が主が愛してくださる人を照らすように。主よ、日本を覆う闇を破ってください！日本

を覆う暗闇を破ってください！主よ、あなたの力強さをあらわしてください。栄光があ

る宮をあらわしてください。主よ、全日本が覚め、主の栄光が見られ、主の光により、

栄光の輝きに帰れるように！感謝して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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3. 正しい者の天幕に入る 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく、

かえって生き、そして主のみわざを語り告げよう。主は私をきびしく懲らしめられ

た。しかし、私を死に渡されなかった。義の門よ。私のために開け。私はそこから

入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。（詩篇 118：

16-20） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  イエスはガリラヤに行き、神の福音を宣べて言われた：「時が満ち、神の国は近くな

った。悔い改めて福音を信じなさい。」（マルコの福音書 1：15）主よ、もっと時間をく

ださい。日本で福音を宣べ伝えさせてください。主よ、栄光がある福音のために伝道の

門を開けてください。宣教師を起こしてください。ずっと日本で奉仕している宣教師を

起こしてください。主よ、彼らは被災地に走り、涙が流れている人の涙を拭き、家族を

失った人を慰めます。家庭などを失った人のために援助と再建をします。未来について

困惑している人のために福音を宣べ伝えます。主よ、日本人のために福音の門を開けて

ください！福音が日本東北に広がります！福音が全日本に広がります！ 

 

  全能の主よ、主の右の手が高く上げられ、主の右の手が力ある働きをし、日本人を

救い出されるように。主よ 起こしてください！あなたの御業を起こしてください。主よ、

あなたが勇士のように出かけ、戦士のように情熱で動かし、叫び、大声で叫び、力で敵

を攻めるでしょう。敵の心まで消すでしょう。主よ、私たちの前に歩んでください！険

しい地を平らにしてください！日本を覆う悪霊を除いてください！人は心が自由になり、

本当の神様の導きを求め、死の陰の地を通り、正しい者の天幕に入ります！彼らは正し

い者の天幕に入ります！主よ、あなたの御業を起こしてください！福音の力を起こして

ください！日本人のために義の門を開けてください！彼らは主の御名をあがめます！彼

らは天国の民になり、千代まであなたをあがめます。感謝して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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4. 余震をやめさせてください 

 

  東日本大震災の発生から 1 か月が経っても、活発な余震活動が続いている。特に、

震災以降、マグニチュード 7 以上の余震は 5 回も発生している。余震の中には、30 年ほ

ど大きな地震がなかった地域が震源のものもある。 
  気象庁では、本震の影響で地殻が引っ張られ、これまでは地震が起こらなかった地

域でも地震が起きやすくなった可能性があるとみており、今後も、一定期間は M7 クラ

スの地震が起こる可能性があるとして警戒を呼びかけている。 
J-CAST ニュース ４月１２日 
 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに、

私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。（使徒の働き 4：12） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  憐れみ深い主よ、日本東北 M9 地震の後、被災地の宮城、岩手、福島、青森と茨城の

5 県で余震が何回も起こりました。日本気象庁が津波警報を出し、早く非難するように

注意していました。主よ、この地域に住んでいる人々は恐怖と衝撃を受け、家族を失う

恐れがありますが、これはいつまで続きますか。主よ、憐れんでください。主よ、正義

の御業を起こしてください。地震で衝撃を受けた人々を救ってください。 

 

  救い主よ、もしこの世で M9 地震がもう一回起こるとしたら、世人はどうするでしょ

うか。もし地球のプレートがまた動くとしたら、その上に住んでいる人々は逃げられる

でしょうか。もし危機が突然出るとしたら、救う方法があるでしょうか。もし死亡に直

面するとしたら、転機があるでしょうか。もし困っているとしたら、救い道はどちらで

見つかるでしょうか。主よ、これらの質問に対して、答えが一つしかないです：私たち

は救いが必要です。救い主よ、あなたは唯一の救いです。「この方以外には、だれによっ

ても救いはありません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与

えられていないからです。」（使徒の働き 4：12）と書いてあるとおりです。主よ、あな

たの救いは世人の福音です。世の人、特に日本人はこのグッドニュースを聞くチャンス

があるように。主イエスを信じて救われるように。主よ、世の人の中で伝道する信徒を

起こしてください。平和のメッセージが遠くにいる人にも、近くにいる人にも伝わるよ

うに。感謝して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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5. 世人を守ってください 

 

  東京電力の福島第１原子力発電所の事故で、政府は１２日、広い範囲で人の健康や

環境に影響を及ぼす大量の放射性物質が放出されているとして、国際的な基準に基づく

事故の評価を、最悪の「レベル７」に引き上げることを決めた。「レベル７」は、旧ソビ

エトで２５年前の１９８６年に起きたチェルノブイリ原発事故と同じ評価。原子力安

全・保安院が同日、原子力安全委員会とともに記者会見し、評価の内容を公表する。 
  原子力安全・保安院は、福島第一原発の１号機から３号機について、先月１８日、

３２年前の１９７９年にアメリカで起きた、スリーマイル島原発での事故と同じレベル

５になると暫定的に評価していた。ただ、これまでに放出された放射性物質の量がレベ

ル７の基準に至ったため、評価を見直すことにした。 

産経新聞 ４月１２日 

 

 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 主は、すべてのわざわいから、あなたを守り、あなたのいのちを守られる。（詩篇

121：7） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  奥義をあらわされる主よ、主の栄光が日本を照らすように。この原発災難の中で、

福島原発の真相を求める国際メディアを起こしてください。国際原子力機関が監督の作

業を担当するように、他のメンバーの国も日本が提供しているデータを共に監督する責

任があることを思い出させるように。彼らだけがこのような専門知識を持っているんで

す。主よ、東電が提供していたデータと日本が発表した事故レベルは信じられないんで

す。世界を誤解させるんです。今日レベル 7 の深刻な事故にあげましたが、災害はもう

広がっています。一番悲しいのは世界各国がただデータを計算しており、原発がどのよ

うに世界を影響しているのを論議していることです。でも、この原発災害は具体的にど

うやって解決するか教えていないです。主よ、憐れんでください。愛と知識を持ってい

る専門家を与えてください。この原発災難がもたらした破壊を解決してください。 

 

  私たちを愛してくださる主よ、この世紀災難に対して、全世界のクリスチャンは日

本のために尽くして祈っています。でも、日本は真相を隠し、汚染水を太平洋に出すこ

となんてしました。隣の各国の抗議で酷さがわかりましたが、誰がこの危機を解決して

いただけるでしょうか。主よ、あなた自身が正義の主権をあらわしてください。主よ、

あなたは無視しないでしょう。主よ、あなたが愛される人を怪我させたくないでしょう。

主の恵みはとこしえまでなのです。主よ、憐れんでください。感謝して主イエスキリス

トの御名によってお祈り致します。アーメン。 
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6. うまくできるカウンセリングを起こしてください 

 

  志津川中では１８日、関西広域連合が派遣した兵庫県教委スクールカウンセラーの

臨床心理士阿部昇さん（５１）が集団カウンセリングを行った。 
  対象は地元の教師約２０人。阿部さんは、自らも体験した阪神大震災を例に、震災

後の子どもへの接し方を助言した。 
  「阪神大震災では被災した子どもたちが、地震ごっこをして遊んでいたことがあっ

た。最初は驚いたが、子どもなりに現実と向き合う工夫と理解してあげてほしい」 
  教師たちには「長い道のりになるから体の力を抜いて」と語り掛け、全身の緊張を

ほぐす体操を指導。教師一人一人が語る震災体験に、じっと耳を傾けた。 
  阿部さんは阪神大震災の後、神戸市などで被災者の心のケアを１０年近く続けてき

た。石巻市出身ということもあり「生まれ育った地域に息を吹き返してもらいたい」と

精いっぱいの支援を誓う。 

河北新報 ４月２７日 
 

(一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっ

すぐにされる。（箴言 3：6） 

2. 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 

  私たちがわかってくださる主よ、世界中から日本へ支援とカウンセリングをしに行

く人が多いようです。主よ、コミュニケーションで道を与えてください。主よ、あなた

は全ての策略の源です。主よ、あなたの導きと教えをあらわしてください。こういうカ

ウンセリングがうまくできるように。主よ、あなたが 12 使徒を訓練しました。彼らを通

して伝道しました。昔パウロがアンテオケで弟子たちを集め、教えたように、カウンセ

リングチームは習いたがっている人に集中講義ができるように。（使徒の働き 11：26） 
 

  主よ、メッセージが記録できる言葉を与えてくださって感謝しています。主よ、愛

と真理を与えてください。被災者を世話したい人を起こしてください。言葉、絵やウェ

ブ‐ページを通して、カウンセリングメッセージ――主の真理を広げてください。主よ、

命令を出してください。選ばれた奉仕団体をお召しください。 
 

  主よ、世人の中で聖霊を遣わされてくださって感謝しています。聖霊が悲しんでい

る人たちを癒し、包帯し、カウンセリングするように願っています。心が変わり、困惑

と孤独から共に喜び、分かち合い、感謝できることになるように願っています。このよ

うな心の変化は聖霊しかできないです。主よ、被災地のカウンセリングは主の中で、言

葉の不自由がないように、うまくできるように。感謝して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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7. 子供カウンセリングを起こしてください 

 

  約２００人が死亡・行方不明になるなど大きな被害を受けた宮城県多賀城市。３月

１９日に市教育委員会で開かれたミーティングルームで、教師ら約２０人は英国在住の

ウニ・クリシュナンさん（インド国籍）の話に耳を傾けた。 
  クリシュナンさんによると、子供たちに必要なのは、安心できる人間関係、温かい

食べ物、学校、楽しく過ごせるゲームや運動といったアクティビティー、日常に近い生

活リズム－という。学校再開が遅れても避難所で友人と一緒に勉強したり、遊びの時間

を設けたりすることで、心理的負担を軽減できるとする。 
  多賀城市では、避難所となっている文化センター１階に子供がくつろいだり遊んだ

りできるスペース「こどもランド」を設置。避難所の一角に敷物を敷き、子供たちは他

の避難者に気兼ねなく寝ころんだり、ゲームをしたりできる。ボランティアによる読み

聞かせなども行われている。 

産経新聞 ４月６日 

 

 (一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 苦難の日に、私は主を尋ね求め、夜には、たゆむことなく手を差し伸ばしたが、私

のたましいは慰めを拒んだ。（詩篇 77：2） 

2. 死の日も支配することはできない。（伝道者の書 8：8前） 

 

(二) 心を合わせて祈りましょう 

  憐れみ深い天のお父様、毎回災難が起こる時、孤児問題が必ず出てしまいます。主

よ、このような幼い子供たちは小さいのに、親を失う痛みを受けざるを得ないことにな

ります。彼らは主の導きが必要です。彼らが主の見守りで成長するように願っています。

子供カウンセリングを起こしてください。幼い心が適切なケアをもらうように。このよ

うな活動が様々な人の援助を得、様々な行動を通して、カウンセリングが必要としてい

る少年或いは子供が早く悲しみから平安に入れるように。 
 

  憐れみ深い天のお父様、家族を失った人を憐れんでください。良い隣人を起こして

ください。困難の時を共に過ごすだけではなく、与えられた言葉で応援し、慰めること

ができるように。主よ、日本 M9 地震で家族を失った人たちを委ねます。特に両親を失っ

た子供たちを委ねます。主よ、彼らを導いてください。助けられなかったことで自分を

責め、自分だけが救われたことで罪悪感を持ちことが一切ないように。「死の日も支配す

ることはできない。」（伝道者の書 8：8前）からです。主よ、彼らが慰めを受け、神様を

通して人々からのケアと助けを受けるように願っています。悲しんでいる人たちを静め

てください。彼らが癒されるように。恐怖、困惑、絶望に陥っている人たちが希望と助

けをもらうように。感謝して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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8. 主よ、私たちはあなたを仰いでいる 
 

  政府は５日、東京電力福島第１原発の事故で海水に高濃度の放射性物質（放射能）が流

出していることを受け、これまで基準がなかった魚介類の放射性ヨウ素１３１の基準値につ

いて、当面の間は野菜類と同一の１キロ当たり２千ベクレルを適用することを決めた。枝野

幸男官房長官が同日の記者会見で明らかにした。政府はこの基準値を超えた魚介類を食用と

しないよう各都道府県に通知した。 
  福島県境の茨城県北茨城市の近海で１日に採取したコウナゴ（イカナゴの稚魚）からは、

４０８０ベクレルの放射性ヨウ素が検出されている。 
  ４日に採取されたコウナゴからは１キロ当たり５２６ベクレルの放射性セシウムが検

出された。セシウムについてはすでに、５００ベクレルという暫定基準値が設定されており、

魚介類がこの基準値を超えたのは初めて。 

産経新聞 ４月６日 
 

 (一) 下記の聖書箇所を読んでください 

1. 王は軍勢の多いことによっては救い出されない。勇者は力の強いことによっては救

い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。

（詩篇 33：16-17） 

2. 見よ。主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らのたまし

いを死から救い出し、ききんのときにも彼らを生きながらえさせるために。私たち

のたましいは主を待ち望む。主は、われらの助け、われらの盾。まことに私たちの

心は主を喜ぶ。私たちは、聖なる御名に信頼している。主よ。あなたの恵みが私た

ちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだときに。（詩篇 33：18-22） 
 

 (二) 心を合わせて祈りましょう 

  万軍の主よ、今回日本 M9 地震でもたらした困難はだんだん出ています。原発の放射

能漏出で、半径 20km 以内の住民は避難を余儀なくされました。彼らはいつ家に戻れるか

わかりません。農作物は放射能に汚染され、食べられなくなりました。そして水産物も

汚染され、漁師たちが酷い損をされました。でも、東電が福島原子力発電所にある基準

値を超えた汚染水を 1.15 トン海に出すことを発表した時、世界が驚愕しました！海洋全

体はどうなるでしょうか。私たちの子孫はどのような環境に住むようになるでしょうか。

主よ、太平洋は容積もでかいし、海流も循環し続いているし、放射能が希釈されるので

はないでしょうかと専門家が言っていました。そして、放射性物質が DNA を破壊し、癌

になるのではないでしょうかと専門家が言っていました。 主よ、これらは無駄だと思い

ます！主よ、世人が様々な困難を直面し、様々な意見が出ているとき、私たちはあなた

によって勝利できるでしょうか。救われるでしょうか。 主よ、私たちはもっとあなたを

仰ぎます。主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らのたまし

いを死から救い出し、ききんのときにも彼らを生きながらえさせるために。私たちのた

ましいは主を待ち望む。主は、われらの助け、われらの盾。まことに私たちの心は主を

喜ぶ。私たちは、聖なる御名に信頼している。主よ。あなたの恵みが私たちの上にあり

ますように。私たちがあなたを待ち望んだときに。（詩篇 33：18-22）からです。主よ、

私たちの代々を見守ってください。彼らがとこしえまであなたをあがめるように。感謝

して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。 


