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世界祈祷日の歴史 
 世界祈祷日は、世界バプテスト連盟（Baptist World Alliance: 

BWA）女性部の中心的な生命線です。私たちは年に一度、それぞ

れの大陸連合から、キリストにあって共に立ち、豊かに成長し、

世界規模で福音を共有しています。この日の献金はBWA女性部

の宣教活動の維持のために用いられます。 

 バプテストの女性の世界祈祷日は、第二次世界大戦の後、神の

平和の源である恵みをもって始まりました。1948年に、当時の

BWA女性委員会の委員長であったオリーブマーティン会長はじ

め、デンマーク、フランス、イタリア、ドイツ、オランダ、スイ

ス、イギリス、フィンランド、そしてチェコスロバキアから、19

名の女性たちがイギリスのロンドンに集まりました。戦争は、そ

れまでの人々の暮らしや、キリストにある交わりも打ち壊しまし

た。彼女たちは喪失感、不安、疑念、そして恥辱の傷みを抱えて

いました。その傷は、主に共に祈ることで癒されてきたのです。

3日の後、ヨーロッパバプテスト女性連合を結成し、初代会長と

なったデンマークのマリーイ・ナアゴーが先頭に立って、11月の

第一週目を「お互いと世界のために一つとなって祈る一週間」と

することに決めました。これをきっかけに、その2年後の1950

年、世界中の姉妹と共に、互いのために祈り合うバプテスト女性

祈祷日が制定されました。 

 このような経緯を経て、バプテストの女性たちの間で祈祷日は

次第に定着していきました。現在ではバプテスト教会のある国と

地域のほぼ全て、156の国と地域で、80以上の言語に訳された

プログラムを用いて、祈祷日の祈りを共にしています。 

 戦争の傷跡から、霊的な交わりと一致を求める願いによって生

まれた祈祷日では、多くのバプテストの女性たちが今も戦争の被
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害や孤立に苦しみ続けていることを覚えていくことが大切です。

多くの国に、暴力の渦中で祈っている女性たちがいます。祈祷日

の参加者は世界中の女性たちと連帯し、互いに強められ、希望を

もたらし合う、霊的な絆を与えられます。東欧諸国の多くのバプ

テストの女性たちは、自国に自由と平和を実現させたのは祈りで

あったと、1990年の経験から証言しています。祈りは継続する

ことが大切です。世界には、祈祷日の集会に行くために、何時間

も歩いていかなければならなかったり、山をいくつも越えなけれ

ばならなかったりする女性たちが多くいます。アジアやアフリカ

では、川を泳いで渡って参加している女性たちもいます。 

 世界祈祷日はなぜ続けられているのでしょうか。勇気のある献

身によって、バプテストの女性たちは各々の教会の力となってい

ます。バプテストの女性として、私たちは祈りを通して愛のうち

に壁を壊し連帯していきましょう。手を取って主を見上げながら

十字架のもとに共に立つ時、混乱と破壊の世界に癒しと希望がも

たらされます。祈祷日は私たちにとって、闇を照らし、世界、そ

して全ての人を愛す、最大規模の恵みです。 
 

 
世界のバプテストの姉妹と共に連帯できることに感謝して！ 
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〜祈りましょう〜 
私たちの言葉は何千何万という私たちの姉妹の言葉と共に神様

に捧げられます。神様は聴いてくださいます。神様は応えてくだ

さいます。共に祈り、世界を震わせ、闇を取り除きましょう！ 

 

祈りを豊かにするために 

文化は時代と共に常に変わり続けますが、それと同時に私たち女

性の祈りの在り方も多様化しています。一人でも多くの女性が祈

祷日の祈りの輪に参加できるよう、さまざまな方法を工夫してみ

ましょう。 

 

◎従来の祈祷会 

 教会などで最も一般的に開かれる祈祷会の形態です。このよ

うな祈祷会での工夫についてはこちらをご覧ください。 

 www.bwawd.org/planning-tips 

◎個人的な祈祷会 

 家や図書館や喫茶店などで親しい人たちと小さな祈祷会を開

いてみましょう。 

◎公の場所での祈祷会 

 大学や公共交通機関の駅、街角など、誰でも参加することの

できるスペースで、来た人誰とでも祈れるように、場を設けて

朝から夜まで待機してみましょう。 

◎通年の祈り 

 家庭などで互いの祈りの課題を通年で祈り合いましょう。 

◎7大陸祈りの課題巡り 

 教会で祈りのための部屋を設け、それぞれの大陸連合を覚え

るための空間を区切って用意しましょう。それぞれの地域の祈
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◎7大陸祈りの課題巡り 

 教会で祈りのための部屋を設け、それぞれの大陸連合を覚え

るための空間を区切って用意しましょう。それぞれの地域の祈

りの課題を掲げた場を順番に巡り歩いて祈りましょう。 

 

◎離れている人と一緒に捧げる祈り 

 いつでも祈りの友と会えるとは限りませんが、物理的な距離

を超えて共に祈ることもできます。 

・祈りの言葉の分かち合い 

グループで時間を決めて、お互いの祈りの課題を送り合いま

す。グループの中で順番を決めて、一人ずつ、聖書の御言葉

やデボーションガイドへの応答など、示された言葉を、祈り

の言葉と共にグループ内で共有しても良いでしょう。 

・Eメールの祈りの輪 

Eメールでグループを作り、祈りの課題を書いて送り合いまし

ょう。 

・Skypeなどのアプリ 

テレビ電話（ビデオチャット）などを利用できれば、直接会

っている感覚で共に祈ることができます。 

 

この他にも物理的な距離を超えて祈りを共にする方法があれば、

そのアイデアをみんなで共有しましょう。こちらのアドレスにE

メールを送ってください。bwawomen@bwawd.org 

 

祈りの時を豊かにするアイデアは、こちらにも数多く掲載してい

ます。www.bwawd.org/Creative-Day-of-Prayer 

 

献金を通して世界宣教に携わることができます。どのように献金

が用いられるかは、こちらのページをご覧ください。 

www.bwawd.org/offerings 
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聖書研究「主イエスの羊の囲いで豊かに生きる」 
ヨハネによる福音書 10章1節〜18節 

 

 2020年から2025年までの新しいBWA

女性部会長が7月に選ばれました。オースト

ラリア出身のカレン・ウィルソンさんが新し

い役割を担われることを歓迎します。彼女に

ついて詳細を知りたい方は、BWAのウェブ

サイトで彼女の略歴をご覧ください。 

 

 この場を借りて、この5年間、皆さんに仕

える恵みを頂いたことに、感謝の気持ちを

表したいと思います。世界の多くの女性会

の皆さんにお会いできたことは、喜びでし

た。会長職を辞すにあたり、皆さんに、聖書

の御言葉から以下の課題を託したいと思い

ます。 

 

1．誰がその羊を飼っているのですか︖ 
―神の子たちの自由― 

 ヨハネ10章1節～18節で、神の人々は「羊飼いのいないさま

よえる羊」とたとえられていますが、それはイザヤ53章7節から

引用されています。そのたとえで、イエスは、間違った指導をし

ていた当時のイスラエルの指導者たちを非難されるつもりでし

た。イエスは、彼らを「目が見えない」だけでなく（9章40節）、

「本当の飼い主からその群れを奪った盗人であり、強盗である」

（10章1節）と言っています。彼らは、雇われた羊飼いであるた

カレン・ウィルソン 
2020年～2025年 

BWA女性部会長 

クセーニャ・マグダ 
2015年～2020年 

BWA女性部会長 
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め、羊たちを虐待し、その傲慢さのゆえに羊たちの真の飼い主を

見分けられず、その方を門の中に入れようとしませんでした。 

 

 このたとえは、イエスがご自身の言い方を変えておられるので

分かりにくいところがあります。例えば、ご自身を「羊飼いであ

り」（10章3節）、「門番によって羊小屋に入れられるべき者であ

る」（10章3節）、とされるとともに、「わたしは羊の門である」

（10章7節）、ともされています。イエスが悪い羊飼いを非難し

ていること、イエスこそが真の羊飼いであると宣言されているこ

と、を全体として考えれば、このたとえ話はより理解しやすくな

るでしょう。 

 

 羊にとっての豊かな命は、まず、地上にある神の教会の羊飼い

に左右されますが、それは時に複雑です。最近、世界は、性的虐

待や他のあからさまな罪を犯すことで教会と神を裏切った教会

指導者たちによって苦しめられています。—彼らは、指導者とし

ての自分たちの地位と権力を濫用したのです。残念ながら、主な

犠牲者は女性たちです。 

 

＜偽物に管理される羊の囲い＞ 

 これらの羊飼いは、羊を「盗んだり、屠ったり、滅ぼしたり」

しています（10章10節）。 

 「羊は、神の声は違うと知っているので、彼らの言うことを聞

きません」（10章8節）。命と愛は、傷つけたり、苦痛を与えたり

はしません。命は、あなたが虐待され、逃げ出せないような狭い

所に閉じ込められる場所にはありません。イエスは、異なる種類

の羊飼いです。イエスによって、羊たちは自称羊飼いの虐待から
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の絶えることのない怯えから「救われ」ます（10章9節）。 

 イエスの羊の囲いの中にある命は、全く違います。そこに入れ

ば、羊は救われますが、囲いに縛られることもありません。—イ

エスは彼らの門です—彼らは、「門を出入りして牧草を見つける」

ことができます（10章9節）。これは、帰る場所があることを示し

ていて、しかもそれは、出て行って冒険する自由、餌を食べられ

る新しい牧草地を見つけること、喜びに溢れた命、を示していま

す。「わたしが来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受ける

ためである」（10章10節）。イエスは逃れ場所と自由への両方の

門です。 

 

 これまで述べたように、偽物に管理されている羊の囲いは、そ

の「狭さ」によって簡単に見分けることができます。その囲いは、

羊のためではなく、悪い羊飼いの傲慢さと力を増やすためにある

のです。 

 

 あなたの教会での経験を考え、吟味してみてください。そこは

あなたの隠れ家になるような安全な場所でしょうか。自由と命の

豊かさを求められるような開かれた場所でしょうか。あなた方を

よく導き、イエスのように働く人々のこと、そしてあなたの教会

の良き「門番」のことを神に感謝しましょう。 

 イエスが羊飼いである教会、「門番たち」がイエスを理解し受け

入れている教会に優るものはありません。 

 

 もしあなたの置かれた状況が虐げられているなら、そのために

祈ってください。真の羊飼いであるイエスに忠実であることを、

第一としましょう。「羊の囲い」はイエスのものであって、人間の

7



の絶えることのない怯えから「救われ」ます（10章9節）。 

 イエスの羊の囲いの中にある命は、全く違います。そこに入れ

ば、羊は救われますが、囲いに縛られることもありません。—イ

エスは彼らの門です—彼らは、「門を出入りして牧草を見つける」

ことができます（10章9節）。これは、帰る場所があることを示し

ていて、しかもそれは、出て行って冒険する自由、餌を食べられ

る新しい牧草地を見つけること、喜びに溢れた命、を示していま

す。「わたしが来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受ける

ためである」（10章10節）。イエスは逃れ場所と自由への両方の

門です。 

 

 これまで述べたように、偽物に管理されている羊の囲いは、そ

の「狭さ」によって簡単に見分けることができます。その囲いは、

羊のためではなく、悪い羊飼いの傲慢さと力を増やすためにある

のです。 

 

 あなたの教会での経験を考え、吟味してみてください。そこは

あなたの隠れ家になるような安全な場所でしょうか。自由と命の

豊かさを求められるような開かれた場所でしょうか。あなた方を

よく導き、イエスのように働く人々のこと、そしてあなたの教会

の良き「門番」のことを神に感謝しましょう。 

 イエスが羊飼いである教会、「門番たち」がイエスを理解し受け

入れている教会に優るものはありません。 

 

 もしあなたの置かれた状況が虐げられているなら、そのために

祈ってください。真の羊飼いであるイエスに忠実であることを、

第一としましょう。「羊の囲い」はイエスのものであって、人間の

ものではありません。あなたもイエスに属するものです。悪い羊

飼いの声ではなくイエスの声に聞き従って、神の子どもとして自

由に行動してよいのです。自称羊飼いの犠牲者のために祈りまし

ょう。 

 

2．他の羊の囲いはあるのでしょうか︖ 
―他の⼈を自分のように愛していますか︖― 

 

 「良い羊飼い」は自分の羊を知っています（10章14節）。しか

し、彼の羊の囲いは一つではありません。神に属している「ほか

の羊」がいます（10章16節）。時に、そのことを理解することが

私たちには難しいこともあります。私たちの心は自己中心で自己

陶酔してしまいます。もし、これをヨハネが1世紀末にエフェソ

で書いたとするならば（そのように伝承されていますが）、彼は、

クリスチャンの分裂に影響を受けていたのかもしれません。そこ

にはユダヤ教の元で生まれ育ってキリストのもとに来た人々も

いれば、異邦人として育ってやってきた人々もいました（エフェ

ソ2章11節～13節）。また、教会の問題は、ユダヤ人にも、ギリ

シア人にも、同じように民族主義が原因で生まれました。 

 しかし、イエスは、「国民のためばかりでなく、散らされている

神の子たちを一つに集めるため」に来られました（11章52節）。

人が作った羊の囲いや門番が何であろうとも、群れ全体にとって、

羊飼いはただ一人です。羊たちは、羊飼いの声を聞き分けて導か

れることで、羊飼いに認識されます。そうして、全ての羊のため

の「一人の羊飼い」によって「一つの群れ」になるでしょう。（エ

フェソ2章14節～22節）。 
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 教会は分裂してきました。私たちは自分のいる場所に縛られて、

他の多くの場所を見る機会がないことがよくあるので、この分裂

は避けがたいこともあります。しかも、イエスが一致を望んでお

られるのに、私たちは時として分裂を引き起こしてしまうのです。

自分と似て同じように行動する人々や私たちの教会に属する

人々だけに神は限定されていないことが分かる時に、豊かな人生

は与えられます。キリストにつながる人々は、外に出ていき、「他

の羊の囲い」があること、そうしてその人たちも同じようにキリ

ストにつながっていることを知るように求められています。 

 もし、彼らがキリストにつながっていて、私たちもキリストの

ものならば、彼らも私たちにつながっているはずです。使徒パウ

ロは、限られた地域の集まりのためだけではなく、全ての教会の

ためにキリストの体の姿を用いました。私たちがつながる時、力

の源が流れ、私たちみなが驚くばかりの命を経験します。世界規

模で教会での経験を分かち合いましょう。あなたが心を動かされ、

学ぶことができた話がありますか。文化の違いによって、あなた

はどのようなショックを受け、また、どのように豊かになりまし

たか。「他の囲い」と神が世界の隅々で兄弟姉妹を通して見せてく

ださる命を神に感謝しつつ、各大陸連合にある地域の本部を通し

て共に祈りましょう。 

 

 時には社会の方から私たちの元に来ることがあります。私たち

は、肌の色、国籍、文化の異なる人々を、本当に受け入れること

ができるでしょうか。あなたの教会が「異なる」人々をもっと受

け入れるようになるために、私たちに何ができるかを、共に考え

ましょう。これらの「他の囲い」のために、そしてあなたがたの

一致のために祈りましょう。 

9



 教会は分裂してきました。私たちは自分のいる場所に縛られて、

他の多くの場所を見る機会がないことがよくあるので、この分裂

は避けがたいこともあります。しかも、イエスが一致を望んでお

られるのに、私たちは時として分裂を引き起こしてしまうのです。

自分と似て同じように行動する人々や私たちの教会に属する

人々だけに神は限定されていないことが分かる時に、豊かな人生

は与えられます。キリストにつながる人々は、外に出ていき、「他

の羊の囲い」があること、そうしてその人たちも同じようにキリ

ストにつながっていることを知るように求められています。 

 もし、彼らがキリストにつながっていて、私たちもキリストの

ものならば、彼らも私たちにつながっているはずです。使徒パウ

ロは、限られた地域の集まりのためだけではなく、全ての教会の

ためにキリストの体の姿を用いました。私たちがつながる時、力

の源が流れ、私たちみなが驚くばかりの命を経験します。世界規

模で教会での経験を分かち合いましょう。あなたが心を動かされ、

学ぶことができた話がありますか。文化の違いによって、あなた

はどのようなショックを受け、また、どのように豊かになりまし

たか。「他の囲い」と神が世界の隅々で兄弟姉妹を通して見せてく

ださる命を神に感謝しつつ、各大陸連合にある地域の本部を通し

て共に祈りましょう。 

 

 時には社会の方から私たちの元に来ることがあります。私たち

は、肌の色、国籍、文化の異なる人々を、本当に受け入れること

ができるでしょうか。あなたの教会が「異なる」人々をもっと受

け入れるようになるために、私たちに何ができるかを、共に考え

ましょう。これらの「他の囲い」のために、そしてあなたがたの

一致のために祈りましょう。 

アジアバプテスト⼥性連合 
ASIA Baptist Women’s Union（ABWU） 

 

 愛する天のお父様、あなたを賛美する心と声を一つにし、恵みの御座

に願いを持っていくことができることは、大きな恵みです。私たちの弱

さと欠点にもかかわらず、あなたが私たちの声に耳を傾けて、あなたの

主権と知恵に応じた私たちの願いに基づいて動いてくださることに私た

ちは謙虚になります。 

 私たちが祈るときに、主の栄光と目的のために、聖霊が私たちの中に

あなたの教えに従う情熱と、より高いところに上っていけるように押し

上げるビジョンを与えてくださるように。 

 19ヶ国からなるアジア34団体を、愛して導いてくださる神様の手に

委ねます。宣教の奉仕がまだなされていない場所で、神様のために、私

たちが立ち上がって、光り輝くことができますように。年齢や健康状態

にとらわれず、私たちに強さと大胆さを与えてください。より強いもの

がより弱いものを支え、助けることができますように。神の王国で、奉

仕し、自分の居心地の良い場所から出て、助けを必要としている人々に

手を差し伸べようとする新たな心を待ち望みます。 

 私たちの大陸の全ての国で政治が安定し、向上することを祈ります。

私たちの時代には実現は難しいかもしれませんが、正義が広がりますよ

うに。全能の神様が共にいてくださるので、祈りに力があることを信じ

ます。 

 とりわけ、私たちが大宣教命令を心に覚え、あなたの御用のためにい

つも自分自身を祭壇に置くことができるようにしてください。あなたの

王国にふさわしい器となるように私たちを清めてください。私たちが良

い働きをするように励みを持ち、そ

れを私たちの意欲として、あなたを

喜ばせるような夢を見ることができ

るようにしてください。 

 イエス様の素晴らしいお名前によ

って、アーメン。  

2019年 プレジデント・サミット 
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ABWUメンバー国のための祈り 
香港 平和と秩序が回復するように祈りましょう。若者が、怒りに駆り

立てられて暴力的に反抗するのではなく、傷ついた社会全体に安全が戻

るよう、成熟した行動を取るように祈りましょう。神様に受け入れられ

喜んで頂ける方法で、教会が分断の間に立てますように。 

 

インドネシア、ミャンマー、ベトナム 今起こっている民族紛争の壁が

取り除かれ、人々が安定と向上へと前進するように祈りましょう。教会

がより団結し一つになり、信徒が迫害を受けても情熱をもって御言葉を

分かち合えますように。 

 

中国、インド、ミャンマー、パキスタン キリスト者に対する迫害が打

開されるように祈りましょう。信徒が、国の制約にかかわらず、より多

くの男女が救われるよう、神様の福音を大胆に分かち合えるように祈り

ましょう。いくつかのアジアの国の中での女性への不当な社会的差別に

反対して祈りましょう。 

 

バングラデシュ、インドネシア、スリランカ、タイ これらの国の政治

的安定のために祈りましょう。インドネシア、インド、日本など、多く

の自然災害の危機にさらされている国々のために祈りましょう。 

 

北朝鮮、韓国 主にあって神様の王国に仕えるために二つ国が結ばれて

一つとなるように祈りましょう。次世代の女性たちが従う心をもって信

仰深くなることで国に影響を与えるように、韓国の姉妹たち（KBMU）

が神によって用いられますように祈りましょう。 

 

フィリピン 「同性婚、離婚、性的指向と性自認に関する権利の議案」

に関して提案された法律が承認されませんように祈りましょう。神様が、

聖霊を通して、福音を未信者と分かち合える大胆さを信徒に与えて導い

てくださるように祈りましょう。 
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ABWUメンバー国のための祈り 
香港 平和と秩序が回復するように祈りましょう。若者が、怒りに駆り

立てられて暴力的に反抗するのではなく、傷ついた社会全体に安全が戻

るよう、成熟した行動を取るように祈りましょう。神様に受け入れられ

喜んで頂ける方法で、教会が分断の間に立てますように。 

 

インドネシア、ミャンマー、ベトナム 今起こっている民族紛争の壁が

取り除かれ、人々が安定と向上へと前進するように祈りましょう。教会

がより団結し一つになり、信徒が迫害を受けても情熱をもって御言葉を

分かち合えますように。 

 

中国、インド、ミャンマー、パキスタン キリスト者に対する迫害が打

開されるように祈りましょう。信徒が、国の制約にかかわらず、より多

くの男女が救われるよう、神様の福音を大胆に分かち合えるように祈り

ましょう。いくつかのアジアの国の中での女性への不当な社会的差別に

反対して祈りましょう。 

 

バングラデシュ、インドネシア、スリランカ、タイ これらの国の政治

的安定のために祈りましょう。インドネシア、インド、日本など、多く

の自然災害の危機にさらされている国々のために祈りましょう。 

 

北朝鮮、韓国 主にあって神様の王国に仕えるために二つ国が結ばれて

一つとなるように祈りましょう。次世代の女性たちが従う心をもって信

仰深くなることで国に影響を与えるように、韓国の姉妹たち（KBMU）

が神によって用いられますように祈りましょう。 

 

フィリピン 「同性婚、離婚、性的指向と性自認に関する権利の議案」

に関して提案された法律が承認されませんように祈りましょう。神様が、

聖霊を通して、福音を未信者と分かち合える大胆さを信徒に与えて導い

てくださるように祈りましょう。 

 

ABWUの賛美 
1 ミャンマー出身のヴァネット・ミン・ミン・サン博士が導くABWU

新委員のために神様を誉め称えましょう。円滑に運営され成功した

2019年8月の代表者会議について神様を誉め称えましょう。 

2 様々な加盟団体での指導部の有能さ、誠実さ、協力について神様を

誉め称えましょう。若い指導者がより多く参加するように祈ります。 

3 まだABWUに加盟していない国々にも会員が広がっていることを

神様に感謝しましょう。 

4 私たちに与えられている大宣教命令を常に心に覚えることができ

るように、幻と情熱を新たにしてくださる神様を誉め称えましょう。 

5 各団体、組織の中で効果的で意義のある協力がなされたことで神様

を誉め称えましょう。 

6 ABWUが神の国の栄光を感謝し誉め称えるように、過去数年間に

与えられた全ての祝福に対して神様を誉め称えましょう。 

 

 
ABWU委員会新メンバー 

（右から）トゥアンタ・スティーワロン（書記）、 

ヴァネット・ミン・ミン・サン（会長）、 

スーン・ブーン・イム（副会長）、サイモーイ・リム（会計） 
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北アメリカバプテスト⼥性連合 
Baptist Women of NORTH AMERICA（BWNA） 

 

祈り 慈しみ深い父なる神様、このような時代のためにあなたが北アメ

リカのバプテストの女性たちを集めてくださったことに感謝します。私

たちが、人間としての限界にとらわれず、視野を広げ、あなたの御国の

ためにより多くの女性とつながるために居心地の良い場所から出てい

くことができますよう、助けてくだい。私たちは、マタイ7章18節であ

なたが約束した、「誰でも求めるものは受け、探す者は見つけ、門をた

たく者には開かれる」ことを信じます。あなたが、私たち女性の集まり

を、ますます大きくしてくださることを感謝します。 
 

祈り 父なる神様、全ての年代、様々な背景を持った女性を招いて、あ

なたの家族の一員にし、また、世界の光、証人にしてくださったことに

感謝します。あなたの御言葉は、私たちが皆、バプテスマを受け、一つ

の体となり、また、それがキリストの体の部分であると教えています。

私たちが、年齢、言葉、肌の色、国籍、政治観にかかわりなく、あなた

の御心をなそうとする心を持っている女性を受け入れるように助けて

ください。（第一コリント12章12節～13節） 
 

 
 

祈り 天の父なる神様、御言葉によって、傷つきやすく、困っている人々

を守ることを、イエス様が第一にされていると、思い出すことができま

す。声を上げることができない人々に代わって語り、疎外されている全

ての人々を守り、苦しんでいる気の毒な人々の権利を守ることができる

大胆さを与えてください。（箴言31章8節～9節） 
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北アメリカバプテスト⼥性連合 
Baptist Women of NORTH AMERICA（BWNA） 

 

祈り 慈しみ深い父なる神様、このような時代のためにあなたが北アメ
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くことができますよう、助けてくだい。私たちは、マタイ7章18節であ

なたが約束した、「誰でも求めるものは受け、探す者は見つけ、門をた

たく者には開かれる」ことを信じます。あなたが、私たち女性の集まり

を、ますます大きくしてくださることを感謝します。 
 

祈り 父なる神様、全ての年代、様々な背景を持った女性を招いて、あ

なたの家族の一員にし、また、世界の光、証人にしてくださったことに

感謝します。あなたの御言葉は、私たちが皆、バプテスマを受け、一つ

の体となり、また、それがキリストの体の部分であると教えています。

私たちが、年齢、言葉、肌の色、国籍、政治観にかかわりなく、あなた

の御心をなそうとする心を持っている女性を受け入れるように助けて

ください。（第一コリント12章12節～13節） 
 

 
 

祈り 天の父なる神様、御言葉によって、傷つきやすく、困っている人々

を守ることを、イエス様が第一にされていると、思い出すことができま

す。声を上げることができない人々に代わって語り、疎外されている全

ての人々を守り、苦しんでいる気の毒な人々の権利を守ることができる

大胆さを与えてください。（箴言31章8節～9節） 

祈り 愛する父なる神様、あなたが創造してくださったこの美しい地球

と、私たちに託してくださった資源を感謝します。私たちが、地球を濫

用したり粗末にしたりすることなく、地球を大切にする忠実な僕となる

ように導いてください。次の世代のために、私たちが地球を守るように

助けてください。あなたの創造物の管理を私たちに委ねてくださって感

謝します。あなた創られた資源が、人類全てのために使われますように。

（詩編24章1節） 
 

祈り お父様、私たちの中から、エステルのように信心深い女性指導者を

立たせてください。祈りの女性とは、霊的戦いを理解し、あなたを畏れて

も、あなたへの奉仕には恐れを知らず、あなたの名のゆえに危険を冒しま

す。また、他の人々を霊的に奮い立たせて、奉仕に導く女性たちです。彼

女たちがあなたのために働くように導いてください。なぜなら、御言葉は、

私たちの計画を完成してくださるのは神様であると、教えているからです。

（箴言16章3節） 
 

祈り 慈しみ深い父なる神様、弱く傷ついている人々のために、北アメリ

カ女性連合が担っている働きを感謝します。考えや経験を分かち合うため

に、連合内で交わる機会がより多くなるように祈ります。ネットワークを

築くために踏み出し、あなたの御国を築くためのサポートシステムを作る

のを助けてください。（エフェソ4章11節～13節） 
 

祈り 誠実な父なる神様、あなたがこの世界の創造者で、全てをあなた

の所有物と認知してくださっていることに感謝します。私たちがあなた

のために働くとき、あなたは何が必要かをご存じで、あなたの御名と御

心によって求めるならば、あなたが私たちの声を聞き、あなたに求めた

ものが与えられると約束してくださっています。あなたがすでに私たち

の願いを聞きいれて、与えてくださることを信じて、感謝します。（ヨ

ハネ5章14節～15節） 
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祈りの課題 
• 私たちは視野を広げようとしているので、キリストの愛を持って多く

の女性に手を差し伸べる機会をどのように増やすことができるか、ど

こで伸ばしていくことが必要なのかを神様が示してくださるように

祈りましょう。 

• 年齢、教育、人権、政治思想に関係なく、あらゆる女性がこの北アメ

リカ女性連合に加わり、神の愛に満たされて、弱く傷ついた女性に手

を差し伸べられるように。 

• 神様がバプテストの女性に力を与えて、女性や少女がこの社会で経験

する全ての不公平に反対することができますように。 

• バプテストの女性が、一つに団結し、神様の創造した全ての物を尊重

し大切にするように。 

• 私たちの教会と地域社会で神様の心を持って模範となるリーダーた

ちを主が立ててくださるように。 

• つながり合う機会を増やして北アメリカ女性連合内で団結し、キリス

トの体を広げる宣教の業をより強めるために。 

• 神様の豊かな恵みと祝福により、有能な指導者や資金に恵まれて、他

の人、特に社会の弱い立場の人々に手を差し伸べられますように祈り

ましょう。 
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祈りの課題 
• 私たちは視野を広げようとしているので、キリストの愛を持って多く

の女性に手を差し伸べる機会をどのように増やすことができるか、ど

こで伸ばしていくことが必要なのかを神様が示してくださるように
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• バプテストの女性が、一つに団結し、神様の創造した全ての物を尊重
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• つながり合う機会を増やして北アメリカ女性連合内で団結し、キリス

トの体を広げる宣教の業をより強めるために。 
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の人、特に社会の弱い立場の人々に手を差し伸べられますように祈り

ましょう。 

 

 

 

 

太平洋バプテスト⼥性連合 
Baptist Women of the PACIFIC（BWP） 

 

新しい歌を主に向かって歌え。地の果てから主の栄誉を歌え。 

海に漕ぎ出す者、海に満ちるもの、島々とそこに住む者よ。 

イザヤ書42章10節 

 

親愛なる主よ 

 海に漕ぎ出す者、太平洋の諸島に住む者を創造し、惜しみなく愛して

くださるあなたに賛美の歌を捧げます。大洋州の息を飲むような美しい

自然を与えてくださり感謝です。主なる神様、私たちの土地を祝福して

ください。オーストラリアの森林火災や旱魃の大被害から守られ、癒さ

れるように祈ります。グレートバリアリーフで止まらない環境破壊や、

太平洋の小さな島々を海水上昇からお守りください。主なる神様、私た

ちがあなたの創造したものを、賢くきちんと管理できるように導いてく

ださい。 

 

 主なる神様、西パプアの姉妹兄弟のために祈ります。インドネシア軍

が冒している不正と暴力に反対して祈ります。天地創造の時、神様が与

えてくださった人としての権利を、姉妹兄弟たちが享受できますよう祈

ります。彼らの国の独立を祈ります。主なる神様、太平洋と地球共同体

に、勇敢で力強い政治指導者を立て、インドネシアに対話を呼びかける

ことができますように祈ります。 

 

 主なる神様、太平洋諸国の政府とその指導者のために祈ります。その

指導者たちが、神様と正義を慈しみ、知恵に満ちて、謙虚に国を導くよ

うに祈ります。特に、ニュージーランドやオーストラリアの数州とフィ

ジーでの中絶（後期人工中絶を含む）、大麻、安楽死の法制化に反対し

て祈ります。 
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 主なる神様、太平洋諸国で家庭内暴力が頻繁に起こり、家族や、子ど

もたちと男性を傷つけ、悪い影響を及ぼしている状況に反対して祈りま

す。特に、家庭内の暴力的な人のために苦しんでいる女性たちが、解放

され癒されますよう、祈ります。主なる神様、そのような家庭をあなた

の光で満たしてください。私たちの教会が、山上の町のように、あなた

の栄光で輝きますように。 

 

 教会の姉妹のために祈ります。特に、パプアニューギニアで新しく信

徒になった仲間たちに、あなたから、信仰の基礎がしっかりと与えられ

ますように。私たちの国のバプテストの女性指導者、特に、新しく役割

を与えられた姉妹たちのために、指導者が一致団結し、謙虚さが与えら

れるように祈ります。最後に、主なる神様、オーストラリアのカレン・

ウィルソンさんがBWA女性部会長に任命されたことに感謝します。主

が、彼女に、しなやかさと強さという二重の知恵を与えてくださいます

ように。復活されたキリストの偉大な御名によって、アーメン。 
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• 西パプアの独立と平等をもとめて祈りましょう。 

• 太平洋諸国の国々や州の安楽死、人工中絶、大麻の法制化に反対して

祈りましょう。 

• 家庭内暴力は、太平洋諸国が世界で最も多く発生していますが、その

悪影響に対して祈りましょう。 

• サンゴ礁の環境破壊と、諸島での海水上昇の破壊的影響を覚えて祈り

ましょう。 

• 各大陸、国レベルで、新しい指導者たちが団結し、自分たちの役割を、

神様の知恵に委ねることができるように祈りましょう。 

• BWAの会議、イベント、交わりに参加する女性が増えるように祈り

ましょう。 

• 神様が、オーストラリアのカレン・ウィルソンさんをBWA女性会の

新会長に選ばれたことを誉め称えます。 

• 神様が与えられた役割の中で「フィジーとニュージーランドバプテス

ト同盟」の国々の指導者たちが女性たちに対して目に見える支援をし

ていることを覚え、神様に賛美します。 
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アフリカバプテスト⼥性連合 
Baptist Women's Union of AFRICA（BWUA） 

 

連帯の祈り 
 永遠なる神様、私たちのうちに神の子、救い主イエス・キリストを送

ってくださったことを感謝いたします。 

 天のお父様、テロリスト集団や不安定な政治、貧困や不平等な社会の

中で生きている私たちに、慈しみのまなざしを向けてください。現在の

政治体制を良い方向に向けていくことのできる、神を畏れるリーダーを

立ててください。特に社会正義の問題に取り組むクリスチャンの女性が

増えますように。ああ、神様、私たちの教会のリーダーがアフリカ人の

幸福と一致のために、政治に挑んでいくことができるよう一人ひとりを

用いてください。全ての人が国籍に関係なく愛され、尊ばれていると感

じられますように。天のお父様、私たちが恨みや苦しみや憎しみの元と

なる怒りを心に抱かないようにしてください。どうぞ私たちが自らの過

ちを十分に認められるよう、また、他者に対するこれまでの過ちに赦し

を求めることができるよう、謙虚な心を与えてください。私たちがそれ

ぞれのコミュニティーの中で一致と結束、連帯を維持することができる

よう、一人ひとりに平和を求めさせてください。 

 主イエスの御名によって。アーメン。 

 

人生を変えたアフリカ女性連合 
 私はマラウイバプテスト連盟のマリー・マルワ・バンダと言います。

私たちが初めてアフリカ女性連合の大会に参加したのは、2017年のザ

ンビア大会でした。私たちはアフリカ女性連合の会長にお会いしたいと

会場を探しましたが、お会いすることができませんでした。他の女性と

出会い、話しましたが、私たちの状況はなかなか説明しにくいものでし

た。それでもその女性は親切に私たちを助けようとしてくださいました。

最終的に彼女は私たちのためにシャワーを浴びて着替えることのでき

る場所を見つけてくださいました。 
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連帯の祈り 
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立ててください。特に社会正義の問題に取り組むクリスチャンの女性が

増えますように。ああ、神様、私たちの教会のリーダーがアフリカ人の

幸福と一致のために、政治に挑んでいくことができるよう一人ひとりを

用いてください。全ての人が国籍に関係なく愛され、尊ばれていると感

じられますように。天のお父様、私たちが恨みや苦しみや憎しみの元と

なる怒りを心に抱かないようにしてください。どうぞ私たちが自らの過
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ぞれのコミュニティーの中で一致と結束、連帯を維持することができる

よう、一人ひとりに平和を求めさせてください。 

 主イエスの御名によって。アーメン。 

 

人生を変えたアフリカ女性連合 
 私はマラウイバプテスト連盟のマリー・マルワ・バンダと言います。

私たちが初めてアフリカ女性連合の大会に参加したのは、2017年のザ

ンビア大会でした。私たちはアフリカ女性連合の会長にお会いしたいと

会場を探しましたが、お会いすることができませんでした。他の女性と

出会い、話しましたが、私たちの状況はなかなか説明しにくいものでし

た。それでもその女性は親切に私たちを助けようとしてくださいました。

最終的に彼女は私たちのためにシャワーを浴びて着替えることのでき

る場所を見つけてくださいました。 

 なんと、その2日後、その「アフリカの母」は、アフリカ女性連合の

新しい会長に選ばれました。私たちは本当に困惑し、恥ずかしい思いに

なったのですが、彼女は私たちのところに来て抱きしめてくださり、み

んなで笑ってしまいました。私たちは今日に至るまで笑いが止まりませ

ん。私たちは今も祈りのパートナーとして親しくさせていただいていま

す。 

 私たちはこの出来事を通して、自制心と敬意を払うこと、謙虚さと忍

耐を学びました。今では「アフリカの母」は私にとって姉妹以上の存在

です。 

 

中央が「アフリカの母」マッテ・ングイメ・エコッロ。 

左がエドゥリニー。右がマリー。 

 

祈りの課題 
• アフリカ、そして地域を超えて、主の働きの拡大のため、宣教に参与

する次の世代の女性たちを主が召してくださいますように。 

• アフリカの女性たちの宣教と福音における使命を、再び主が新しくし

てくださいますように。 

• 弱い立場におかれている人々やジェンダーの問題と対峙している

人々を支えるため、教会が政府と協力して働くことができますように。 

• 神を畏れるリーダーを神ご自身が立ててくださり、政治・経済が変え
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られ、雇用が増え、最低限の生活すら保つことのできない人々の暮ら

しが改善されますように。 

• 平和と一致が世界にもたらされますように。傷ついた心が癒され、変わ

ることのない主イエスの真実なる休息を得ることができますように。 

• 私たちの命に神様が力を注いでくださっていることに感謝します。 

• 2019年4月に、ナイジェリア女性宣教同盟の100周年を祝うことが

できたことを神様に感謝します。 

• コートジボワールの農村部にまで宣教の働きをしてくださる神様を

賛美します。 

• 祈りに応えて教会堂を建ててくださる神様に感謝いたします。 

• 差別や暴力に遭っても心からの宣教に勤しんでいる女性たちの存在

を感謝します。神様がこれからも力と勇気を私たちに注いでくださる

よう祈ります。 

 

カリブ海バプテスト⼥性連合 
CARIBBEAN Baptist Women’s Union（CBWU） 

 

カルリーネ・エドワーズ・ウォルリックの祈り 
「全知全能の父なる神様。私たちはあなたを仰ぎ見るカリブ海の女性で

す。あなたが私たちをあなたにかたどって創造してくださり、闇から私

たちを呼び出してくださったことを感謝いたします。あなたの愛と恵み

に感謝いたします。全てのカリブ海の島々のために私たちは祈ります。 

 あなたが主であり救い主であることを知らない指導者や政治家が、あ

なたの救いの恵みを知ることができますように。指導者たちがそれぞれ

の島をより良くする決断をできるよう、あなたが導いてください。 

 家庭や学校で精神的、性的、身体的暴力を受けている子どもたちを覚

えてください。私たちは学校で起こるいかなる形のいじめや暴力も許さ

ず、その構造がなくなるように祈ります。暴力をふるってしまう若者の

心にあなたが関わってくださるように祈ります。あなたを求める人が自

由を与えられ、あなたが主であり救い主であることを知ることができま
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す。あなたが私たちをあなたにかたどって創造してくださり、闇から私

たちを呼び出してくださったことを感謝いたします。あなたの愛と恵み

に感謝いたします。全てのカリブ海の島々のために私たちは祈ります。 

 あなたが主であり救い主であることを知らない指導者や政治家が、あ

なたの救いの恵みを知ることができますように。指導者たちがそれぞれ

の島をより良くする決断をできるよう、あなたが導いてください。 

 家庭や学校で精神的、性的、身体的暴力を受けている子どもたちを覚

えてください。私たちは学校で起こるいかなる形のいじめや暴力も許さ

ず、その構造がなくなるように祈ります。暴力をふるってしまう若者の

心にあなたが関わってくださるように祈ります。あなたを求める人が自

由を与えられ、あなたが主であり救い主であることを知ることができま

すように。一人ひとりの命を変えてくださり、銃を捨て、立場のある人

を敬い、命を感謝し、礼拝する聖なる場所を尊ぶ者としてください。 

 私たちは、ハリケーン「ドリアン」の影響を受けたバハマの人たちが

立ち直ることができるよう、祈ります。逆境や危機の中にある人々が主

のもとに引き寄せられますように。命の救いを祈り求めます。周囲の島

の人たちが、引き続き財政的、物的支援をしていけますよう、祈ります。

私たちは同時に、他の島々も近年の自然災害からの回復を目指している

ことを覚えます。その島々に住む人々の生活の必要も満たされ、徐々に

でも普段の生活に戻ることができますように。 

 グレナダとバルバロス、2つの島国のために祈ります。教会が互いに

連帯しますように。バプテスト教会にリバイバルが起こるよう、祈りま

す。人々があなたに献身し、あなたの召しに応答していくことができま

すように。主を知らない人が救われますように。教会がこれからも豊か

な福音の伝道をしていくことができるよう祈ります。 

 大切な主よ、カリブ海でジェンダーに基づく暴力が根絶されますよう

に、また、全ての親が子育てを放棄せずに責任を全うすることができま

すように、祈ります。 

 宣教のために献身している若い女性たちを覚えます。彼女たちの働き

を天の父なる神が導いてくださるように。世代を超える宣教の機会が与

えられ、若い女性と高齢の女性がより良い師弟関係を作っていくことが

できますように。そして、その関係の中にあなたの栄光が現れますよう

に。あなたの御心を行うことができるよう、私たちをこれからも強めて

ください。主の御名によって祈ります。アーメン。」 

 

 

 
 
 
 

メアリー・ファビエン・チャールズ 

メアリーを神様が導かれた話はこちら： 

www.bwawd.org/marys-story 
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祈りの課題 
• 政治家が自らの命をイエス・キリストに明け渡し、主の導きとその方

向性を求め、カリブ海諸島の生活の改善のため、賢い決断を下すこと

ができますように。 

• 家や学校で傷つけられている子どもたちのために。学校でのいじめや

暴力が決して見過ごされることのないように。 

• 若者による凶悪犯罪がなくなり、公共の権威と礼拝の場、そして人間

の生命の尊厳が守られますように。若者が銃を捨てて主イエスに立ち

帰りますように。 

• ハリケーン「ドリアン」によって壊滅状態になったバハマの人たちの

ために。バハマの人々が普通の生活に戻れるよう、教会、家、学校、

そして全体的なインフラが早く元の状態に戻りますように。これから

も被災した人々を御心に留めてくださいますように。 

• グレナダとバルバロスのバプテスト教会を覚えて。それぞれの教会の

メンバーが交わり続けられますように。また、これらの島でリバイバ

ルが起こされますように。バルバドスの教会の交わりに、より強固な

連帯が築かれますように。 

• 性暴力の根絶のために、また、育児の環境が整えられますように。 

• 女性宣教に従事する若い女性がこれからも働きを続けていけますよ

うに。年上の女性が年下の女性を受容し、良い師弟関係が築かれ、神

の栄光のために働きが続けられるように。 
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の栄光のために働きが続けられるように。 

 

  

ヨーロッパバプテスト⼥性連合 
EUROPEAN Baptist Women United（EBWU） 

 

わたしが来たのは、羊が命を受けるため、 
しかも豊かに受けるためである。 
（ヨハネによる福音書10章10節） 

豊かな命 
 上の聖書の御言葉は、主イエスが言われた言葉です。 

 南ウェールズの教会の牧師として、私はお年寄りや病気にかかってい

る方々を、自宅や病院に訪問しています。いつものように入院している

友を訪問した時のことです。部屋の奥の角がその友のベッドの場所でし

た。彼は以前と比べて青白く、頬はこけ、身体は小さく細くなっていま

した。その様子を見て、もう彼は長くはないかもしれないと思いました。

私は彼が眠っているベッドの横に座りましたが、彼の息は普通ではあり

ませんでした。私は彼を起こさないように、静かに枕もとで祈り、自分

が来たことを記した手紙を残して帰りました。その数日後、私は葬儀の

司式の可能性も頭にあり、ご子息に彼のことを尋ねました。すると、彼

は良い治療と輸血に恵まれて、数日のうちに例に見ないような回復を遂

げることができ、今は帰宅を楽しみにしているとのことでした。彼は死

からよみがえって新しい命を与えられたのです！ 

 この出来事を振り返ると、これこそ神様がイエス様を通して行われた

ことであると気がつかされました。私たちは死からよみがえらせていた

だいた新しい被造物なのです。かつて私たちは自らの罪に死んでいて神

様に応答することができませんでした。けれども今、イエス様の血によ

って、私たちの願いは神様を愛し、神様の民を愛することへと変えられ

たのです。 

 ヨーロッパや中東のバプテストの女性たちは、失望のあるところに希

望を、悲しみのあるところに喜びを、束縛のあるところに自由を、そし

て、いつでも、どのような時にも、死のあるところに命を、主イエスの

御名によってもたらすことが、特に求められているように思います。バ
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プテストの女性たちは、ヨーロッパ女性連合のプロジェクトへの神の召

しに応えて、ヨーロッパと中東の至るところで、女性のため、子どもの

ため、若い家族のために活動しています。宣教のための訓練を支援して

いるプロジェクトもあれば、レバノンのシリア難民を助けるプロジェク

ト、モルドバの未亡人を支えるプロジェクト、ラトビアの特別支援を必

要とする子どものサマーキャンプを運営するプロジェクト、ポーランド

で家庭内暴力の被害者にシェルターを提供するプロジェクトもありま

す。これらのプロジェクトには、私たちの継続的な支えと祈りが必要で

す。私たちは死のあるところに命をもたらすことができるのです。 

 けれども私たちはただの人間に過ぎません。主イエスは私たちに新し

い命を注いでくださいましたが、エレミヤは私たちが「水をためること

のできない、こわれた水溜め」（エレミヤ書2章13節）であると言って

います。新しい生き方が亀裂によって壊れてしまうのを防ぐために、私

たちはより多くの時間を主の御前で過ごしましょう。私たちは聖霊の助

けによってその亀裂を修復することができます。 

 聖書の約束のほとんどが一つの体としての信仰者の共同体について

であり、個人のことではありません。世界規模の共同体として、また、

信仰者の集合としての一つの体として、私たちは命が注がれることをさ

らに求める必要があり、赦しや絆によって、その体を恵みで満たすこと

を求めていきたいと思います。 

 私たちが命と恵みで満たされるならば、一個人としても、一つの体と

しても、命を与える神様の恵みを必要としている世界の中で、より豊か

な働きをしていくことができるのです。一つの体である私たちが共にキ

リストの香りを放つならば、神様がどこに私たちを置いてくださっても、

そこで新しい命を運ぶことができるのです。 

 

アレクサンドラ・アンダーソン 

ウェールズ 
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祈りの課題 
• 中東地域の国々の平和を求めて。難民キャンプの生活環境は非常に厳

しいものです。多くの難民が本当にひどい道のりの中をヨーロッパに

向かっていますが、受け入れ国によっては難民が歓迎されないことも

あります。 

• 受け入れ国がキリストのまなざしで難民を迎え、全ての孤児が家族を

見つけることができますように。多くのキリスト者が自己中心的で熱

意のない者であるヨーロッパにリバイバルを起こしてくださいます

ように。皆がキリストに立ち帰り、キリストに情熱を持ちますように。 

• 経済危機に直面しているヨーロッパと中東の国々のために。 

• 公的機関が現代の奴隷制度や人身売買（東欧から西欧に移住してくる

女性、子ども、そして男性の若い労働者）に対抗していきますように。 

• 希望を失い、価値を見出せず、迷いを感じている若い世代のために祈

ってください。道であり、真理であり、命であるイエス様と出会えま

すように。 

• 信仰のために迫害を受けている人たちを覚えて。 
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ラテンアメリカバプテスト⼥性連合 
Baptist Women's Union of LATIN AMERICA 

（Unión Femenil Bautista de América Latina: UFBAL） 
 

神を畏れる女性はただ座って受け身で

いる人ではありません。 

私たちは祈りによって、家族のため、国

のリーダーのため、そして国のために闘

います！ 

女性のキリスト者として、私たちは課題

を与えられています。 

福音が広まり、神様が一人ひとりの心に

触れてくださることでそれぞれの女性

が献身し、聖霊の力に満たされるように

求めます。 

女性として、私たちは自分の子どもに、

孫に、そして曾孫に、救いのメッセージを語り、これからの世代の子ど

もたちの命を主が変えてくださることを証ししていきます。 

ビア・ムスキアス 

ラテンアメリカ女性連合 テキサス 副会長 

 

天の父なる神様。あなたはラテンアメリカが直面している全ての課題を

ご存じです。罪は全ての社会階層で猛威を振るい、多くの人々が暴力や

不正、腐敗によって希望を失って生きています。私たちはその場にいる

あなたの民のためにお願いします。私たちがキリスト者としてあなたに

献身し、あなたが命じることに仕えていくことによってイエス・キリス

トの救いの福音を宣べ伝えていくことができますように。主イエスの力

強い御名によって祈ります。アーメン 

エドゥビヘス・パストル 

ラテンアメリカ女性連合 ペルー 副会長 
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 恵み深い、天地万物を造られた父なる神様、あなたの御名を賛美しま

す。主よ、私たちの罪をお赦しください。栄光なる神様、私たちは今、

あなたの御前に立ちます。あなたの御言葉の通り、私たちがあなたの御

子イエス・キリストの御名によって願うことはあなたの栄光のために成

し遂げられます。 

 ですから主よ、あなたが愛してくださるラテンアメリカの国々、そ

れぞれの土地、それぞれの民を、あなたの守りのうちに置いてくださ

い。特に困難な状況にあるベネズエラ、エクアドル、ニカラグア、ハ

イチ、キューバ、ボリビアをはじめとするそれぞれの国の社会経済の

状況、また、政治の状況を癒してください。主よ、国の権力者や統治

者、また、高い地位についている人々に知恵を与えてください。そし

て正義感を持ち、正直に、尊敬の念を持って、平等な権利を基盤とし

て、国民の利益のために国を治めていけるよう、お導きください。そ

してまた主よ、この地にある一つひとつの家庭を祝福し、連帯させて

ください。家庭で良いコミュニケーションが図られ、雇用が広がり、

物質的にも霊的にも、生活に必要な全てのものが愛のうちに備えられ

ますようにと祈ります。 

 愛する神様、私たちのバプテスト教会の牧師とそのパートナーを覚え

て祈ります。どうぞそれぞれを強め、祝福し、自身の命や家族を守るた

めの知恵をあなたが備えてくださいますように。そして牧師夫妻が召命

感をもって与えられた宣教の働きを、どうぞあなたがお支えください。

主よ、それぞれの牧師夫妻が鬱状態や不安や混乱に陥らないよう、困難

やつまずきから、その命をお守りください。 

 父なる神様。どうぞ一人ひとりを強めてください。あなたが委ねられ

た大きな試練に勝利し続けられるよう、心と精神と身体と魂の健康をお

守りください。一人ひとりの家族をお守りくださり、生活の必要が満た

されますよう、あなたの祝福を祈ります。私たちの救い主、主イエス・

キリストの御名によって、祈り願います。アーメン。アーメン。 

トリニダードのリゼット 

ラテンアメリカ女性連合 ニカラグア 副会長 
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祈りの課題 
• 暴力や望まない妊娠で苦しんでいる女性のためのフリーダイヤルの

相談窓口を整えることができるように。 

• 国のリーダーを覚えて。不正がなく、全ての社会階層が公平に治めら

れ、暴力や薬物売買、児童誘拐、人身売買がなくなりますように。そ

して迷いのある人に福音を伝える勇敢な女性を主が立ててください

ますように。 

• ラテンアメリカに福音が行き渡りますように。結果を残す豊かな福音

のプログラムがそれぞれの国で行われますように。一人ひとりがキリ

ストの弟子となり、キリストのために全てを尽くすことができますよ

うに。診療所、病院、保健所、そして刑務所に神様の御言葉を広げて

いくことができますように。 

• 私たちの国への移民の生活を覚えて。私たちが移民の人たちと救いの

メッセージを共有していけますように。 

• ラテンアメリカ女性連合の11の社会プロジェクトを覚えて。 

• 就学前の子どもたちのためのプロジェクト「PEPE（Program of 

Education for Pre School [Escolar]）」が何倍にも広がりますよ

うに。 

• 「オブレラ計画」と宣教グループのプログラムのために。 

• キリストを知らない伴侶たちを覚えて。「妻たちよ、自分の夫に従い

なさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによっ

て信仰に導かれるようになるためです。」（ペトロの手紙一3章1節） 
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〜献⾦送⾦先〜 
1．銀行振込（アジア女性連合） 

 ・受取人取引銀行名： 

  Oversea – Chinese Banking Corporation Limited 

 ・受取人口座名義：Lim Sai Mooi/Myint Myint San 

 ・受取人口座番号：687-514216-001 

 ・SWIFTコード：OCBCSGSG 

 ・銀行コード：7339 

 ・店番号：687 

 ・銀行所在地： 

  65 Chulia Street OCBC Centre Singapore 049513 

 

2．オンライン 

 インターネットでも献金することができます。 

 こちらにアクセスしてください： 

  www.bwawd.org/giving 

 

〜BWA⼥性部役員（2020年〜2025年）〜 
会長：Karen Wilson 

書記・会計：Sherrie Cherdak 

常任理事代行：Moreen Sharp 

副会長 アフリカ：Marthe Nguime Ekollo 

    アジア： Vernette Myint Myint San 

    カリブ海：2020年10月に選任予定 

    ヨーロッパ：Fabienne Seguin 

    ラテンアメリカ：Liliana Fernandez de Farina 

    北アメリカ：TaNikka Sheppard 

    太平洋：Elissa Macpherson  
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2020年世界祈祷日プロジェクト 
 

⾒て、⼼にかける〜We See: We Care〜 
地⽅の教会のための家庭内暴⼒対策に必要な資源、道具⼀式 

団体：太平洋バプテスト女性連合、オーストラリアバプテスト女性連合 

責任者：エリザ・マクファーソン（太平洋バプテスト女性連合会長） 

ベット・チェリー（オーストラリアバプテスト女性連合会長） 

国：オーストラリア 
 

太平洋は家庭内暴力の比率が世界で一

番高い地域です。太平洋諸島が高い一方

で、オーストラリアでも家庭内暴力のた

めに週に一人の女性が殺されていると

いう調査結果があります。この問題はそ

の地域のバプテスト教会の人々にも悪

い影響を与えています。牧師たちはこの

問題に取り組む人々を助けてくれる人々や資金を求めています。上記の

2つの団体はオーストラリアのバプテスト教会のための仕組みを開発

するために協力しています。 

 

温室水耕栽培〜Hydroponic Greenhouse〜 
団体：Shelter of Love Children’s Home 

（愛の子どもたちの家シェルター） 

責任者：ボラ・ヘム牧師、ホン・モン牧師（寮母） 

国：カンボジア 
 

このプロジェクトは「シェルター」の子ど

もたちを社会的、経済的に支えています。

すでに3つの温室があり、もう一つ別に作

りたいと望んでいます。今ある温室は、施

設の食事の材料を育てており、温室の売

り上げは施設の経費を補うことに役立っ

ています。もう一つ、4番目の温室ができ

れば、その収益は、直接的に子どもたちの教育費になるでしょう。 
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（愛の子どもたちの家シェルター） 

責任者：ボラ・ヘム牧師、ホン・モン牧師（寮母） 

国：カンボジア 
 

このプロジェクトは「シェルター」の子ど

もたちを社会的、経済的に支えています。

すでに3つの温室があり、もう一つ別に作

りたいと望んでいます。今ある温室は、施

設の食事の材料を育てており、温室の売

り上げは施設の経費を補うことに役立っ

ています。もう一つ、4番目の温室ができ

れば、その収益は、直接的に子どもたちの教育費になるでしょう。 

「Beauty for Ashes」教育、雇用 教会プロジェクト 
〜BFA Education and Engagement Church Project〜 

団体：Beauty for Ashes 

責任者：クリシィ・デュ—ク（アメリカ合衆国ディレクター） 

国：アメリカ合衆国、北アフリカ 
 

子どものいる教会員と指導者が地

域や世界とかかわるための知識、

理解と実践的な重要点を得るため

の実用的でわかりやすいセミナー

の開発。この活動は北アフリカを

ベースにしているので、北アフリ

カの人々が、地域的、世界的な人身

売買の問題を理解するのに役に立

つ機会になるでしょう。 

 

「Care and Share Homely」シェルター 
〜Care and Share Homely Shelter〜 

団体：アジアバプテスト女性連合、香港 

責任者：ラティカ・ポール（会長） 

国：香港 
 

Care and Share Homelyシェルターは、危機

にある女性に力を与え、生計を立てる技術を教

えることで世話をし、神様の愛を分かち合うた

めに働いています。彼らは、あらゆる職業の女

性を世話しますが、特に、恵まれないコミュニ

ティー出身で少数民族の女性や家族、香港の迫

害されている女性の世話をしています。 

 

＊＊＊ 

 

プロジェクトのより詳細な説明は、“Day of Prayer 2020”のウェ

ブサイト、（www.bwawd.org/day-of-prayer-this-year）をご覧く

ださい。 
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天の父なる神様、 

 私たちは今、あなたの召しに応え、存在と行動において準備を

整えた女性として、あなたの御前に立ちます。私たちは誠実であ

りたいです。強くありたいです。あなたの愛と光が私たちを通し

て輝き、そして、私たちの周りの人々があなたの愛を知ることが

できますように。その歩みの中で私たちが互いに励まし合えるよ

う助けてください。 

 私たちのリーダーに、それぞれの召しに応じて真の必要を満た

してください。十分なお導きを祈ります。あなたに全てを委ねま

す。あなたが私たちを通して成し遂げようとされているビジョン

を、あなたは何度も何度も示してくださいました。この働きがあ

なたの御国の完成に欠くことができないことを私たちは知って

います。あなたの御心を知り、あなたの働きにより良く参与して

いくことができるように、私たちに知恵をお与えください。世は

あなたを必要としています。あなたに仕えることへの招きをいた

だいていることは私たちの誇りです。 

 主イエスの御名によって祈ります。 アーメン 
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 バプテストの女性がキリストにあって一つになる時、神様は全

ての人に平和を創造してくださると信じて、BWAは世界的なつな

がりを築くことを目指しています。私たちがつながり合う機会を

通して神様が力強く働いてくださり、神様の平和によって私たち

の命が支えられるよう、お祈りください。 
 

＊ 
 

 私たちは今年の夏、リオデジャネイロで世界大会を予定してい

ます。主を賛美いたします。どうぞ、それぞれの参加者と神の御

国のための大会になるよう、「命」がその大会を造り上げていきま

すよう、祈りを合わせてください。（訳者注：本大会は新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、2021年7月に延期されました。） 
 

＊ 
 

 祈りに応えて推薦委員会を導いてくださり、新しい役員の選任

をお導きくださった神様を賛美いたします。カレン・ウィルソン

会長とシェリー・チェルダック書記・会計、新しく選ばれた二人

が新しい仕事に慣れて、神様が任期の5年間を力強く用いてくだ

さるよう、お祈りください。また、トマス・マッキーBWA新会長

の責任も、主が共に担ってくださいますように。 
 

＊ 
 

 最後に、エリヤ・ブラウンBWA総主事に、世界のバプテストの

代表としてBWAの先頭に立ち、世界中を回るために必要な知恵

と力が与えられますよう、祈りを共にしてください。 

世界祈祷日の歴史 
 世界祈祷日は、世界バプテスト連盟（Baptist World Alliance: 

BWA）女性部の中心的な生命線です。私たちは年に一度、それぞ

れの大陸連合から、キリストにあって共に立ち、豊かに成長し、

世界規模で福音を共有しています。この日の献金はBWA女性部

の宣教活動の維持のために用いられます。 

 バプテストの女性の世界祈祷日は、第二次世界大戦の後、神の

平和の源である恵みをもって始まりました。1948年に、当時の

BWA女性委員会の委員長であったオリーブマーティン会長はじ

め、デンマーク、フランス、イタリア、ドイツ、オランダ、スイ

ス、イギリス、フィンランド、そしてチェコスロバキアから、19

名の女性たちがイギリスのロンドンに集まりました。戦争は、そ

れまでの人々の暮らしや、キリストにある交わりも打ち壊しまし

た。彼女たちは喪失感、不安、疑念、そして恥辱の傷みを抱えて

いました。その傷は、主に共に祈ることで癒されてきたのです。

3日の後、ヨーロッパバプテスト女性連合を結成し、初代会長と

なったデンマークのマリーイ・ナアゴーが先頭に立って、11月の

第一週目を「お互いと世界のために一つとなって祈る一週間」と

することに決めました。これをきっかけに、その2年後の1950

年、世界中の姉妹と共に、互いのために祈り合うバプテスト女性

祈祷日が制定されました。 

 このような経緯を経て、バプテストの女性たちの間で祈祷日は

次第に定着していきました。現在ではバプテスト教会のある国と

地域のほぼ全て、156の国と地域で、80以上の言語に訳された

プログラムを用いて、祈祷日の祈りを共にしています。 

 戦争の傷跡から、霊的な交わりと一致を求める願いによって生

まれた祈祷日では、多くのバプテストの女性たちが今も戦争の被
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