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このＧＮで焦点を当てている武器は、祈りです。
特に、イエスに語ることについてです。祈りは、

本質的には天とのコミュニケーションです。ですから、
私たちからのコミュニケーション、つまり嘆願、リク
エスト、とりなし、それともう一つは、会話の別の面
として、私たちの夫、主から受けること、主の声を聞
くこと、主と波長を合わせることの二つの面がありま
す。このＧＮでは、主とのコミュニケーションに焦点
を当てていきます。それから、これから出るＧＮで、
預言、つまり主から聞き、主から受け取ることについ
て取り上げる予定です。
　　２．祈りとは、主と交わり、何かを主の手に委ね
ることですが、これについて、主はすでにかなりの量
のカウンセルを与えられました。御言葉全体を通して
も、これほど頻繁に繰り返される原則は他にないこと
でしょう。主が何度も何度も語られているので、中に
は、これに関する主の促しやカウンセルにかなり馴れ
合いになっている人も少なくないでしょう。祈りとは、
とても多くの問題を解決し、この戦争において前進さ
せ、益や進歩をたっぷりともたらす巨大な霊的源（み
なもと）の一つでありながら、私たちは、まだそれを
完全に理解しても利用してもいないか、適切な使い方
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を知らないのです。
　　３．私がこのテーマについて、私たちが
霊の内で本当に「つかむ」助けとして、どん
なカウンセルを与えたいのかを主に尋ねる
と、祈りには私たちが発見していない驚くべ
き秘訣が山ほどあるわけではないと説明され
ました。祈りを武器として使うことはとても
単純でストレートですが、以下のことが違い
をもたらします。
　　１）実際にそれをして、使うこと。
　　２）重要性を認識すること、質を高くす
ること、焦点を当て集中すること、熱心に祈
ること、結果をもたらすのに必要な霊的努力
を注ぐこと。

　　４．主がしばしば言われているように、
祈りのために労することは、実際に霊的な
労働です。長さがどうであれ、祈りに集中
するには多くの自己鍛錬と集中力を要しま
す。必死さも必要ですし、それには、自分
がかきたてられていないといけません。で
すから、どうすれば祈りをもっと効果的に
できるかという質問の答えは単純であるも
のの、その実践は楽ではありません。かな
りの努力がいります。
　　５．これから出すＧＮで、私たちのホー
ムがプレア・モーニングで受け取ったメッ
セージの中から紹介していきたいと思いま
す。プレア・モーニング（月に二回）で
は、祈る意欲が高まり、奮起して、祈りに
要求される霊の内での努力をしっかり払え
るように、私はほとんど毎回、祈りの力や
重要性についての真新しいメッセージを主
から求めています。皆さんが自分たちの祈
りのビジルやプレア・デーなどに使えるよ
う、それらのメッセージをまとめている所
です。主がどれだけ私たちの祈りに依存さ
れ、祈りがどれだけ霊の内で達成するかを
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思い起こさせられるのは、ものすごい助けとな
ります。

祈りは活発な奉仕
　　６．（イエス：）あなたは、様々な状況や必
要のために祈るようにわたしから頻繁に求めら
れることにうんざりしそうになっているね。そ
れは人にとってたやすくはないものの一つで
あって、わたしも承知しているし、喜んでもっ
と容易にしてあげたい。だが、わたしはある程
度しか簡単にしてあげられず、そこから先は、
あなたが「自分の十字架を負うて」、それを立派
に負い、わたしに言われたからという理由で行
うかどうかにかかっている。（ルカ 9:23; 2 テモ
テ 2:3）
　　７．兵士としての義務の一部としてするよう、
あなたに求められていることが数々ある。見張り
として一晩中起きていることを求められることも
あるだろう。そのたぐいのことは「楽しい」こと
や、とっさにそのチャンスをつかむようなもので
はない。しかし、そのようなことも兵士には常で
あり、義務を果たし、自分の選んだ人生を生きる
ための必須条件だ。
　　８．祈りもそれに含まれる。それには多くの
努力をつぎ込まなければならないが、その配当は
大きい。あなたはそれを知っているので、わたし
が改めて祈りの利点を挙げる必要もないだろう。
けれども、あなたの祈りの時間をもっとパワフル
にする方法や、わたしへの積極的な奉仕の一部と
して、実生活に祈りを取り入れる方法について、
アドバイスをあげよう。
　　９．わたしは、「活発な奉仕」と言ったね？
祈りは何もしないことではない。何もせずにぼ
うっとしていることではなく、無駄な努力でもな
い。祈りは、わたしへの奉仕の真髄だ。それを繰
り返し言いたい。祈りは、わたしへの奉仕の真髄
だ。祈りによって、あなたはわたしへの献身と奉
仕と忠誠心を示しているのだ。
　　１０．祈りは、戦士としての地位と栄誉を証
明する犠牲だ。それは、この部隊に属するすべて
の兵士に対する基本的要求事項の一つだ。祈り
は、この世界のために戦われている戦争の土台で
あり、すべての奇跡の始まりなのだ。

　　１１．祈りは、兵器庫の二次的武器ではなく、
第一の武器だ。祈りは、窮地に陥った場合の副次
的バックアップ・プランではない。祈りこそ主要
なプランだ。祈りは戦略である。祈りは、サッカー
やラグビー、ビリヤードなどすべての球技におけ
るボールの役割を果たす。祈りなしには、あなた
の霊的生活の天国的なゲームはもう存在しなくな
るだろう。
　　１２．祈りは霊の世界の基本構造であり、霊
のすべての宝庫の骨格だ。祈りは霊の世界の命綱
であり、わが王国のすべての行動の土台だ。祈り
は、吸い込む空気のように、あなたの人生におい
て切っても切り離せないものだ。祈りなしには、
パワーも放たれず、霊的エネルギーも、行動も達
成も奇跡もない。祈りは、あなたがたの霊的生命
の絶対不可欠な要素だ。祈りは、行動を生み出す
行動だ。何もかも祈りに依存している。
　１３．祈りの重要性のゆえに、幾度も幾度も、
わたしは何度も、それを使い、それに頼って生
き、それをあてにし、依存しなくてはいけない
とあなたに指摘した。祈りはとても重要なのに、
あなたの兵器庫で最も使われておらず、最も攻
撃を受ける武器なのだ。サタンには、あなたの
気をそらせて祈らせまいとする任務につけられ
ている全部隊がある。その部隊は手段を選ばず、
サタンの力を何でも使うことができる。祈りは
サタンの王国にとって、最も壊滅的な行動だか
らだ。サタンがあなたに武器を使わせず、戦場
で使用させないようにできたなら、彼は勝利し
たことになる。
　　１４．祈りは、霊的な追跡・防御機器に動力
を与える電気のようだ。攻撃用武器のための蓄電
池であり、敵に発射するミサイルを動かす燃料で
あり、敵に対するあらゆる攻撃のための始まりだ。
それが理由で、敵はどんな戦いにおいても、あな
たが祈ったり、効果的に祈ったりさせないように
することを第一に狙うのだ。
　　１５．サタンやその手下どもとのいかなる争
いにおいても、サタンの最初の戦術は祈らせまい
とすることだ。祈るなら、あなたは、パワーをオ
ンにし、霊の火炎放射器を発射することになり、
あなたのための他のすべての霊的武器も始動させ
るからだ。
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　　１６．祈りは敵に対するあらゆる防御及び攻
撃の基礎だ。祈らないなら、パワーも、答えも、
奇跡も、超自然的な介入もない。祈りは、あなた
の人生におけるすべての霊的行動と介入のための
スイッチだ。
　１７．祈りがどんなに重要かに気づいてほしい。
これはまさに根本なので、敵によって真っ先に攻
撃される。だから、敵は祈ることにうみ疲れさせ、
祈りは効果がなく、退屈な仕事または面倒な事だ
と考えさせるのだ。
　　１８．敵は、「わざわざスイッチに手を伸ば
して、防御システムをオンにすることもなかろう。
あまり効果もないし、祈りは時間の無駄だ」と言
おうとする。だが、なぜ祈るのか？　それは、そ
のスイッチを入れた途端、霊的軍勢をパワーアッ
プし、敵を敗北させるプロセスが始まるからだ。
　　１９．わたしはあなたに、根本的な部分でこ
れを理解してほしい。サタンがあなたに吹き込ん
でいるガラクタなど突き通してほしい。そして、
祈りの生活を活発にすることこそ、わたしのため
に生きる人生において、クリスチャンが踏み出せ
る最も強力なステップだと気づいてほしい。なぜ
なら、祈りを通して、天国が与えるすべてのもの
にアクセスできるからだ。
　　２０．あなたは今まで祈りをかなり使ってき
た。スイッチに手を伸ばし、スイッチを入れてき
た。そして、それが必要な供給や克服の奇跡の数々
を起こしてきた。わたしはあなたに、それをもっ
と使う必要があることを示してきた。わたしから
聞くためにも、奇跡をもたらすためにも、また、
わたしに頼っていることを表明するためにも使わ
なくてはいけないことを。だが、あなたは、まだ
十分わかっていない。
　　２１．祈りこそ、霊の領域からあなたが望み、
必要なすべてを受け取るために必要なステップで
あることを理解しなくてはいけない。祈らないな
ら、わたしの手は縛られたままだ。わたしは自分
にその規則を課したのだ。あなたがスイッチを入
れないことには、物事は起こらない。
　　２２．あなたは管制施設にいる。霊の世界の
すべての防御と霊の武器を自由に指揮できる。し
かし、祈りを通してそれらの武器を作動させるス
テップを取らないなら、何も、繰り返し言うが、

何も、あなたにとって有利なことは起こらないだ
ろう。ただ征服されるだけだ。敵は、基地の防御
態勢が無効になり、防御物が乱れ、武器はパワー
ダウンしているので、あなたが格好の標的である
と知っているからだ。わかったかな？
　　２３．今なら、あなたは祈りがどれだけ大切か、
どうして祈る気にならない時でさえ祈るべきなのか
について、わたしに同意すると思う。戦う気分かど
うかも関係ない。敵が現れたら、戦わなくてはいけ
ない。敵はあなたの予定通りに動くこともないし、
あなたのスケジュールに合わせる気もない。いつで
もどこでも攻撃し、侵入してあなたを活動不能にす
るためなら、何でもいつでもやるだろう。

兵士たる者は、一日ごとに戦うか戦わ
ないかを決める余裕などない。そんな
ことが許される兵士は戦争に向いて
いない。朝起きたら、戦闘のことが
真っ先に思い浮かび、ためらうことな
く、起きて戦うのだ。-- ウインストン・
チャーチル（霊界からの言葉）

　　２４．あなたのためのわたしの力を作動させ
るのを止めようとする敵のスパイや侵入者たちに
隙を与えてはいけない。防御態勢を無力にして、
攻撃させまいとする敵のチンピラどもに耳を傾け
て、人生をサタンの思うままにさせてはならない。
祈っている時には攻撃的になって、自分たちが霊
の世界において攻撃的で致命的な存在であること
を認識しなさい。
　　２５．指をいつもスイッチに置き、いつでも
即座に完全にスイッチオンできるようにしておき
なさい。軽く押すだけでなく、スロットルを全開
し、完全につながることで、使えるすべてのパワー
を解き放ち、敵の攻撃を完全に破壊できるように
しなさい！
　　２６．パワーが一瞬炸裂するだけで満足して
はいけない。祈る時にはいつでも、何のために祈
ろうとも、前に何度祈ったとしても、または、あ
なたがどんな気分だろうと、スイッチをフルパ
ワーに入れて、そこにすべての努力を注ぎ、一言
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一言を本気で祈りなさい。
　　２７．問題の多くは、祈りの言葉を本気で言っ
ていないことにある。固い決意とやる気をもって
祈っていない。幾つかの言葉をもごもご言ってそ
れを祈りだと思っていることもよくあるが、それ
は、パワーを全開させる気もないまま、ダイヤル
をいじっているようなものだ。
　　２８．問題なのは、あなたの気の抜けた祈り、
信じてもいない祈りだ。それは、パワーをどんど
ん使えるのにそれを使っておらず、そのパワーに
あまり信仰もないからだ。祈った祈りが全部、思
いと情熱と意志力と願いをもって、全身全霊を込
めて祈られたなら、次々に奇跡が起こって、祈り
はどれくらい効果的なのかなどという疑問さえ起
こらないだろう。
　　２９．祈りへの答がもっと見られるはずなの
にそうでないのは、あなたが祈っていないから
だ！　あなたが「あーあ、いつもと同じことをさっ
と言っておかないと･･･」という感じで少し祈ろ
うと試みても、わたしはそれを祈りと見なさない。
祈りが武器であるとわたしが言う時、それは意義
のある祈りであって、口から出る言葉が、サタン
のパワーに対する呪いやわたしの力を確信する言
葉、強い感情を持って語られるパワフルな呪文な
のだ。そしてそれがサタンの頭上に幾度も幾度も、
わたしのパワーを全力で振り下ろさせる！
　　３０．わたしはあなたの祈りがパワフルで熱
がこもり、有意義で、信仰に満ちているよう期
待する。まるで天気予報を読み上げるかのよう
に、お決まりのセリフを言っているだけではなく、
言っていることを一つ残らず信じるよう期待す
る。わたしが彼らの望む答を与えられるよう、わ
たしの花嫁たちが、心のこもった、本当に信じて
いる祈りを期待し、要求する。
　　３１．あなたは信じているか？　それなら、
祈りで言う言葉を、すべて信じて祈る言葉としな
さい。祈りの一字一句を重視しなさい。大きかろ
うと、小さかろうと、すべての祈りは、信じて祈
る祈りとしなさい。そうすれば、わたしは答えよ
う。力を込めて思いっきりスイッチを「オン」に
し、パワー全開にすることでわたしの霊の歯車を
回し、わたしに何ができるかを見ていなさい。
　３２．わたしを大喜びさせてくれ！　それを実

現させてくれ。わたしを敵に立ち向かわせてくれ。
わたしは行きたくてうずうずしている！　あなた
のすべての必要に応えたくてたまらないのだが、
リクエストがすべて真剣で、どんなリクエストに
対しても天国がわたしのパワーでバチバチと音を
立て、雷鳴が鳴ることを実際に期待しているかの
ようにあなたが祈って初めて、わたしはそれがで
きるようになる。
　　３３．祈る一言一言に奇跡を期待しなさい。
祈りで出てくる言葉一つ一つごとに力を要求しな
さい。すべてのことについて、意味があり、期待
とパワーに満ちた祈りを捧げなさい。渾身の力を
込めてこぶしをその「オン」スイッチにたたきつ
け、あなたが振り絞れるすべてのパワーをぶつけ
なさい。それはもともと真の力を要するように作
られているのだから、わたしが与えた力と熱意を
振り絞ってスイッチを勢いよく入れて、あとはわ
たしがやるのを見ていなさい。
　　３４．わかったかい？　全き信仰をもって、
わたしは答えると信じ、勝利をものにすると決め
ている祈りは、答をもたらす。すべての祈りは、
天のすべてのパワーをつかもうと願いって手を伸
ばす行為であるべきだ。祈りによって天をつかみ、
必要に応える天の力を利用することで、天の力を
受け取りなさい。
　　３５．熱心で効果のある祈りを聞かせてくれ。
わたしはわが言葉で、それらは大きな力を持つと
約束した！　力のこもった祈りは奇跡に満ちた答
をもたらす。それをできるものは他にない。わた
しはあなたの祈りのパワーの内に即座の高まりを
聞くことを期待する。今日始めなさい。信じてい
ない限り、わたしに言葉を放ってはいけない。二
言三言言うだけで、わたしが自分の分を果たすこ
とを期待さえしないのは、わたしの力への侮辱だ。
そうするなら、わたしは実際それに応えられない
からだ！
　　３６．わたしに情熱の炎をくれ。信じる心を
くれ。あなたの力全部をくれ。そうすれば、わた
しも全力を尽くして答える。それは双方向だ。あ
なたが力の限りを尽くせば、わたしもそれをする。
意味をこめて具体的に熱心に祈ることで、効果あ
る祈りとしなさい。わたしを試しなさい！（以上、
メッセージ）
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霊の戦いは、肉の戦いのように恥は全
く伴わない。サタンの軍勢を虐殺する
のを楽しんでも恥ではない。罪なき人
の血が流れるわけではないから、誇り
をもって敵の血を流しなさい。情け容
赦なく攻撃し、敵の陣営で無慈悲と思
われることを、名誉と思いなさい。-- ダ
グラス・マッカサー将軍（霊界から語る）

意欲と効果への鍵
　　３７．（質問：）主が上で言われた通り、私

たちが祈りにあまり信仰がなく、祈りが私たち

のために十分「うまくいって」いないのは、完

全な必死さをもって祈っていないことがよくあ

るからです。それに焦点を当て続けることを修

得していないのです。ダッドが「祈りの力」で

言われたように、祈りのビームを強く、断続的

に当て続けることは強い結果をもたらします。

私たちはどうすれば祈りにおいてもっと必死に

なれるでしょうか。

　　３８．（イエス：）祈りにおける必死さは、

祈りをパワフルにするための二番目に重要な要素

だ。第一の要素は信仰であり、わたしには答える

ことができ、わたしは答えると信じることだ。し

かし、このメッセージは必死になることと、あな

たがどうすれば自分のリクエストへの答を見たい

と、心から本気で思うようになるか、また、どう

したら適切なレベルの必死さを表し、それに到達

できるかについてだ。

　　３９．わたしがあなたに、祈りにおいて求め、

祈りにおいて懸命に努力することを要求するの

は、祈りの過程において積極的な役割を果たす

ことが必要だからだ。わたしは、あなたの代わ

りに何でもしてしまうのを自ら禁じている。こ

の地上では、あなたが自分でできるほとんどす

べてのことは自分でしなければならないという

法則になっている。そして、わたしはあなたの

ために介入して、あなたが実際的にできること

を奇跡的に行うつもりはない。そうだ、あなた

はわたしの力に頼る必要があるが、それは、あ

なたが実際に満たせる状況や条件をしっかり満

たしてからのことだ。できる限りの事をやって、

あとはわたしの手に委ねて初めて、わたしが引

き継げるようになる。

　　４０．祈りにおいて、「あなたにできること」

とは、わたしにあなたの嘆願を正確かつ熱心で

必死に伝えることであり、また、あなたの祈り

をこの上もなく効果的にさせ、あなたの意のま

まになる霊の武器を使うことだ。わたしが求め

ているのはそれだけだ。単純に聞こえるが、本

当に自分に正直なら、これはおそらく最も難し

いことの部類に入るだろう。ほとんどすべての

人が、１時間の肉体労働でさえ、１時間の集中

した必死の祈りによって戦うことよりも楽だと

思うだろう。これは見た目ほど楽ではない。と

いうのも、これは霊の内では真に重労働であり、

本当に行動を伴い、自分の思いと考えをとりこ

にして、祈りの霊をまとうことが要求されるか

らだ。

　　４１．あなたが心を尽くして呼ばわるなら、

わたしはそれを真剣に取る。これはあなたに代価

がかかり、努力が必要なのはわかる。信仰と必死

さによって発する祈りは、口には出しながらも本

気でない祈りよりも、より効果的に答を得る。

　　４２．祈りにおいて必死になるのは複雑な過

程ではない。単純だが、努力を要する。肝心なの

は、心の中で、何が何でも答えが本当に必要だ、

絶対にわたしに奇跡を行ってもらわなくてはと決

意し、そのようにわたしに尋ねることだ。

　　４３．はっきり言うが、中には、わたしが

答えるかどうかなどあまり気にしていない人が

多すぎる。あまりにも多くの人が、同じことを

また後で祈ると思っているので、全身全霊を注

がない。自分が祈っていることが、焦点を当て

たり時間を費やしたりするほどの価値もないか

のように祈っている人が多すぎる。だから、こ

れらのことが、わたしから完全な答えを受け取

る邪魔をしている。

　　４４．わたしは祈りに答えることを喜び、
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あなたがわたしに与える祈りに答えようとベス

トを尽くす。だが、ソフィーとストーンハート

夫人の話のように、天国に送っておく材料によっ

て、あばら屋と豪邸の違いが出るだろう。または、

祈りの場合には、部分的または遅くなった答え

と、奇跡的で明白で超自然的な答えとの違いが

出るだろう。

　　４５．言葉に心を込めるなら、祈りによっ

て得られる勝利がもっと増える。これもまた、

難しいことではない。これは最初にリクエスト

のためにとりなしを始めた時に、頭の中でほと

んど即座に下す決断だ。あなたは、そのリクエ

ストが答えられるのを見たいのか、今まで通り

の状況が続いても構わないのかを自問する必要

がある。

　　４６．自分の個人的なリクエストや、ママや

ピーターの健康または厳しい状況にいる人といっ

た大きなリクエストのためには、普通十分必死に

なりやすいものだ。それも理由で、あなたは王や

女王の健康や、わたしが生死にかかわる事故から

助けたり、死の戸口から戻した多くのファミリー

メンバーの命に、多くの奇跡を見てきたのだ。そ

のようなリクエストには必死の思いが込められる

ので、あなたは答を受け取る。

　　４７．しかし、あなたの知らない人や、自

分には重要であるとも適切であるとも思えない

状況、さらには、経済的供給など、ずっと祈り

続けてきたことで慣れっこになってしまったこ

とのためだと、天のパワーをしっかり解き放

つために十分努力しないことがよくある。そこ

で、自分をその人の立場や状況におくというテ

クニックが役に立つ。あなたは祈ってあげてい

る人に共感する必要がある。そして、自分がそ

こにいたならどれだけその答を望むかを自問し

なさい。

　　４８．祈りの前の思考の最終ゴールとは、

そうだ、この祈りは答えられなくてはならな

い、自分または他の人にとって重要なことで

あって、わたしからの関心と介入を要すると決

意することだ。そうすれば、あとはただ、それ

を求めるか、実際に祈っている人の祈りに心を

合わせるだけでいい。それと組み合わせられる

霊の武器をできるだけ沢山使いなさい。そうす

れば、物事はスピードアップし、効果と活力が

増すからだ。

　　４９．特別な言葉も、特別な動作も、特別な

感情もわたしは要求しない。ただ、祈りによって、

本当にわたしの答をほしがっている人、リクエス

トが答えられることを気にかける人、今まで通り

の状況が続いてほしくない人としてわたしの前に

来さえすればいい。

　　５０．それは、言葉よりも心の問題だ。心が

正しく、願いがそこにあれば、言葉は感情を十分

正確でパワフルに表現するだろう。十分気づかっ

ていない時に、あなたは言葉が正しくてもパワー

がない素早い祈りをさっと唱えるのだ。

　　５１．中には、「感情」と聞くだけで怖がる

人もいる。何か無理してかき立てるものと考え、

そうできないのではと心配するのだ。特に、霊

的な事について、何かの感情や明らかにわかる

現れがあまりない人は特にそうだ。祈りにおい

ての必死さやわたしの答をほしいと思う感情は、

誰でも持てると伝えることで、わたしはあなた

を安心させたい。誰でも、答を求める気持ちや、

状況が変わるようにと望む感情を得られる。そ

れは難しくはないので、わたしは全員にそれを

期待する。

　　５２．何かがほしくてたまらなくて、かなり

熱心に頼むことがどのようなものかは、誰もが

知っている。そのようなたぐいの嘆願をする力は、

誰にでも備わっている。あなたがわたしの御座の

前に祈りによって来る時に、そのような努力をす

ることをわたしは期待する。

　　５３．あなた自身が祈っているかどうかは

関係ない。変化と奇跡を見たいという決意をし、

それゆえその祈りに心を合わせ、祈りをサポー

トし、祈りの言葉をしっかり聞きながら、それ

を自らの心の祈りとすることができる。祈りと

心を「合わせ」、自分の番でないからといって他

人事にしない人は誰でも、その祈りのパワーを

何倍にもする。ただパワーを付け足すだけでな

く、何倍にもするのだ。それはかなりの祈りの
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パワーであって、それを説明していることで、

あなたが共に同意し、互いに支え合う団結した

祈りの力について、わたしがなぜ、遠い昔から

ずっとわたしの言葉の中で強調してきたかが表

れている。

　　５４．真に必死になることには、賛美や鍵や

霊の助け手など、他の武器を使うことも含まれ

る。それは、自分にできるあらゆることをし、好

きなだけ使える考えられる限りの武器とサポート

を使って、自分の役割を果たすことになるからだ。

そうすることで、肉の内で自分にできることはや

り尽くして、あとはわたしの霊的な力が引き継い

で答をもたらすことになる。

　　５５．これは、毎回祈る度にすべきことを全

部やって、すべての鍵を要求し、すべての助け手

を要求するといった肉のわざではない。ただ自分

が祈っている祈りにふさわしいことは何でもや

り、十分な「努力」をもって、わたしの前に申し

出を述べ、霊の内であらゆるパワーを尽くして戦

うことで、自分はできることは何でもやったと言

えるようになることだ。

　　５６．できることは何でもやるというの

は、何かのために一度だけでなく、時には何度

も祈るということだ。時には執拗に祈り、何度

もわたしに求めて、実現するまで答えを求めて

戦わなくてはいけない。答えられるまで、たっ

た一度の祈りでは足りない状況もある。けれど

も、毎回尋ねる度に必死に求め、熱心に願うな

ら、中途半端に嘆願し、どうせまた祈るだろう

と思っていてそんなにおおごとに取らない場合

よりも、はるかに少ない回数で答えられるのは

確かだ。

　　５７．わたしは、各リクエストに対する祈

りにおいて自分の果たすべき役割を果たすよう、

あなたに求めている。祈る度に、霊の世界やわ

たしの働き方についての知識を使い、あなたの

側で果たすべき条件を満たし、リクエストがあ

なたの手から離れてしっかりとわたしに任され

るほどの、パワフルで必死で心に触れる祈りを

することで、魂の責任を果たすように求めてい

るのだ。祈りの長さや言葉の内容とは関係ない。

だが、いつどのように祈るとしても、完全なる

必死な思いと１００％の願い、絶対的な願望、

魂が伴うべきだ。あなたはそれを願い、答えを

期待しなくてはいけない。でないと、それには

あまり力がない。

　　５８．あなたの祈りの必死さがわたしから

どう見えるかや、必死な人々のためにわたしの

手がどのように動かされるかを思い描きたけれ

ば、「貧しい人々を顧みる」ミニストリーをして

いる自分を想像してみなさい。長いこと栄養失

調の状態の人たちに食料を与えている姿を。あ

なたは待っている人たちのための食料が入った

袋を持っていて、大勢の群衆が食べ物を求めて

集まっている。

　　５９．皿を持って立っている人の中には、素っ

気なくて、あなたの方を見てさえいないし、皿を

しっかり差し出したり、あまりしゃべったりもし

ない人もいる。ただ待っているだけか、あなたと

反対方向にふらふら歩きさえしていて、見ている

と、彼らは差し迫った必要を抱えていないようで、

食料を与えるのが今でも後でも、たいした差はな

いような印象を受ける。

　　６０．しかし、あなたの目を見て、嘆願し、

泣いて、あなたに皿を突き出して、こう言う人た

ちもいる。「お願いです。食料を下さい。本当に

必要です。今下さい！　来てくれてありがとう。

命の恩人です！」　あなたはどちらに最初に食料

を渡すだろうか。

　　６１．わたしが霊の内で期待するのはそれ

なのだ。わたしは多くを求めないが、戦いで勝

利を収めさせるような祈りの答を受け取ること

をあなたが期待しているなら、わたしはあなた

に、自分にできることをするよう任せねばなら

ない。気づかい、わたしの答を欲するよう霊の

内で努力し、答を求める際に信仰を行使し、そ

れが自分にとって大切だと思っていること、絶

対にその奇跡を必要としていることをわたしに

示すよう求める。

　　６２．それこそ、祈りの答を与えたいとい

う気持ちを起こさせる。あなたが祈りにおいて

無気力になったり中途半端になったりするな
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ら、それは祈りに答えなくてはいけないほど重

要でも緊急ではないことを示すばかりか、その
リクエストを実現させるのに要するほんの少し
の努力も払いたがらないことを示す。それは、
祈ってあげているべき人たちへの愛の欠如の強
い現れだ。
　　６３．何かのために祈る時には、もし意欲を
かき立てる助けになるなら、答の反対がどうなる
かを考えてみなさい。あなたはその人がずっと病
気のままを望むのか？　その旅行がうまくいかな
いのを望むのか？　資金不足になりたいのか？　
この霊的問題が長引くのを望むのか？　わたしが
介入しないならどんなことが起こるかを考えるな
ら、わたしが関与する必要がどれだけあるかを理
解する助けになるだろう。そして、あなたはそれ
に応じて祈ることだろう。
　　６４．必死さとはそういうものだ。どれだけ
わたしを必要としているかを知り、わたしが必要
だと本当に信じているかのように求めることだ。
わたしはそういったたぐいの祈りに答えるのが大
好きだ。
　　６５．それは肉のわざではないことを忘れ
ないでほしい。わたしの助けが必要だとわかっ
ていて、信仰をもって求め、自分に使える武器
を全部使っていて、祈りを通して自分のすべて
をわたしに与えるなら、それで十分だ。毎回祈
る度に、新しいレベルの霊的必死さに到達しな
くてはいけないと感じる必要はない。祈りの内
に魂を注ぎ出すなら、あなたにできることはし
たのだから、それで十分だ。あとはわたし次第だ。
（以上、メッセージ）

だから、敵の方が今日の勝者に見えて
いたらどうだろう？　多くの勝利は、
敗北者で滅びる運命と見えても、敵が
そのしつこさに降参するまで、とこと
ん戦い続けた人々のものとなった。今、
戦い通すなら、やがて敵は破滅の運命
だ。-- ジョージ・Ｓ・パットン将軍（霊
界から語る）

診断テスト
　　６６．（ママ：）主が過去の「戦術」ＧＮで
もされたように、ここにも自問できる質問リスト
を与えて下さいました。これは、祈りという面に
おいて自分の弱点を特定するのを助け、毎日の生
活で改善し始め、より効果的な祈りの戦士となる
ことができるアイデアを幾つか提供しています。

❑ ６７．私は祈る時、主がすぐそばにいる
かのように、情熱と友情、信仰、愛、感
謝、親密さをもって、主に語るだろうか？
それとも、よそよそしく、形式的で、わ
だちにはまっているか、不必要な「主
よ」、「イエス様」、「アァメン」を連発し
ているだろうか？ [イエス：この質問へ
の答え方で、あなたの祈りの生活につい
て、多くのことがわかる。一日を通して、
頻繁に祈るという習慣がもっとついてい
て、祈りがもっと自然に出て来るなら、
わたしを本当に身近な存在として語るの
がより容易になるだろう。]

❑ ６８．私は頻繁に、自然に、声に出して
祈るだろうか？ [イエス：わたしがここ
で言っているのは長い祈りではない。た
だわたしを認め、毎日の細かなこともわ
たしに委ねることだ。頻繁に自然と口を
ついて出てくる習慣を築けるなら、わた
しに思い煩いを委ねる習慣がずっと良く
つき、わたしの強さや奇跡を起こす力か
らはるかに多くを受けることだろう。こ
れも依存のわざの一部だ。]

❑ ６９．私は毎日３０分のとりなしの祈
りのビジルを忠実にやっているだろう
か？　いつ、どうやって誰とするか予
定を立てているだろうか。とりなしの
祈りのビジルを、仕事の一部であり、
主への責任であると考え、そのように
優先させているだろうか？　その３０
分を、集中した有意義な時間とするよ
うベストを尽くしているだろうか？
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❑ ７０．私には、声を出して祈るのが難
しい状況にいても、静かに祈る習慣が
あるだろうか？（たとえば、証しでパー
トナーが話している間、または誰かに
話をしようと電話をしている間、公共
の交通機関を使っている間など。）　

❑ ７１．私は頻繁に個人的に主に心を注ぎ
出して、自分の必要や、個人的に気がか
りなことを主に委ねているだろうか？

❑ ７２．私は毎日、仕事において、夫であ
る主からの助けを求めて祈る時間を取っ
ているだろうか？　毎日、自分が関わっ
ているか責任を負っている仕事、または
人々のために祈っているだろうか？

❑ ７３．私はホームの子供や若者のため
の祈りにどれだけ労力を注いでいるだ
ろうか？

❑ ７４．私たちのホームの団結したとり
なしの祈りの時は、活気があって、意
欲にあふれ、効果的だろうか？　プレ
ア・ビジルや祈りの時間を計画する番
になった時に、私は少しでも時間を取っ
て、みんなが時間を取るほど効果的で
価値あるものにするにはどうしたらい
いかを主に尋ねているだろうか？　私
は誰か他の人が祈りの時間を導いてい
る時に、心からそれに参加しているだ
ろうか？

❑ ７５．必要や問題が持ち上がった時の
私の最初の反応は、解決策について主
に尋ねる前にさえ、その問題をイエス
に委ねて、イエスが解決して下さるよ
う求めることだろうか？

❑ ７６．ニュースを読む時、私は祈る重
荷を置かれた世界の指導者やその他の
人たちのために祈るだろうか？

❑ ７７．私には、すべての会話や活動
を祈りによって始める習慣があるだろ
うか？　それとも、食べる物のために
祈ること、夜寝る前に祈ること、調理
や皿洗いなどを始める前に祈ることを
怠っているだろうか？

❑ ７８．私は、自分が祈るべきほど祈っ
ていないことに気がついたらいつでも、
自分の祈りの習慣について主から聞く
時間を取るだろうか？

❑ ７９．私は必要な時に団結した祈りを
喜んで求めるだろうか？　そして、ちょ
くちょく団結した祈りの力にあずかる
ようにしているだろうか？

❑ ８０．厳しい戦いに勝利するために余
分の霊的なサポートが必要な場合、私
は他の人たちに、私のために、あるい
は私と一緒に祈ってくれるように求め
るだろうか？

❑ ８１．私は他の人ががっかりしたり、
戦いを経験していると知っているなら、
御座の前でその人たちのためにとりな
しの祈りをする時間を取るだろうか？

❑ ８２．私たちはホームとしてや、あら
ゆる種類のチームワークにおいて、ミー
ティングの始めに祈るため十分な時間
を取るだろうか？　それとも、急いで
話し合いに入ってしまうだろうか？

❑ ８３．私が一日の内でイエスとコミュ
ニケーションした回数を合計するなら、
少なくとも二桁になるだろうか？

❑ ８４．私には、レクリエーションやフ
リータイムのアクティビティーにおい
て、主を含め、主を認める習慣がある
だろうか？
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❑ ８５．私は過去３ヶ月の内に、祈りの生
活でどんな進歩を遂げただろうか？　こ
の面において改善するための個人的ゴー
ルやプランを持っているだろうか？

❑ ８６．私は人前で声に出して祈るのが
苦手だろうか？　そうだとしたら、考
えられるあらゆる機会にそれを練習し
ているだろうか？

❑ ８７．私は祈る時に、主の約束を要求
したり、鍵を呼ばわったり、霊の助け
手たちの助けを求めたり、悪鬼や妨害
者たちを叱責し、積極的に主を賛美し、
適切な時には主に親密に語り、主から
聞いて、その状況への見方を聞く時間
を取ることによって、霊の武器を使う
ことにどれだけ忠実だろうか？

❑ ８８．私はしばしば祈っている人また
は状況について、自分をその立場に置
こうと努力することで、天の力を動か
す努力と必死さをかきたてようとして
いるだろうか？

❑ ８９．私は忠実な「交換手」となって、
誰か、または助けを必要とする状況へ
の思いを祈りに変えているだろうか？
[ イエス：あなたがたの多くは同情や共
感の賜物を持っていて、愛と共感の思
いを祈りに変えるなら、それはわたし
の手を動かし、あなたがたは強力な祈
りの戦士となれる。]

❑ ９０．困窮している状況やジレンマに
対する私の最初の反応は、それを祈り
に委ねることだろうか？ [ イエス：依
存のわざを習得しようと努力している
なら、これは、自分自身の力でその状
況や問題に取り組むのではなく、わた
しとわたしの力に頼るためのとても重
要なステップだ。]

❑ ９１．祈りの武器は「敵に対する致命的」
でパワフルな武器だが、私は実際にそ
のように「振るって」いるだろうか？
または、それがどこに到達するかや、
正確に的に当たるかどうかさえ、考え
もせず気づかいもしないで、むやみや
たらと武器を軽率に振り回しているの
だろうか？

❑ ９２．私がどうすればより洗練され、
巧みな祈りの戦士になれるかを主に尋
ねたのは、どれくらい前だろうか？

❑ ９３．特に、皆で祈る場で、私自身が
祈っていなくてうわの空になりやすい
時、私は神経を集中させ、祈りの霊に
入るよう戦っているだろうか？ [ イエ
ス：効果的な祈りとは、祈りの長さや
雄弁さとは関係がない。だが、祈りの
武器の「スコープ」に霊の目を合わせ、
祈りの標的を狙い、祈りにおいて具体
的で正確で焦点が合って、集中してい
ることを意味する。]

❑ ９４．私は霊の内で自分をかき立て、
眠さや気をそらすものから防御するこ
とで、祈りの時間の最初からレサジー
を叱責し、敗北させているだろうか？

❑ ９５．私は祈りにおいて、どれだけ効
果的に賛美の武器を使っているだろう
か？

❑ ９６．私は必要な状況では異言で祈る
だろうか？

❑ ９７．私は、戦況は変わりやすいとい
う霊的な原則を本当に信じているだろ
うか？　多くが祈りに依存していて、
とりなしの祈りの武器を使うことが、
一つ一つの戦闘の結果に影響を与える
ことを。[ イエス：霊の目を開いてこの
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概念を理解できるなら、祈りのために

労し、効果的になるのがより容易にな

るだろう。必要な意欲がわくからだ。]

祈りを人生の一部とするための
さらなるアイデア
　　９８．（ママ：）以下は、さらに幾つか皆さ

んが試すとよい色々なアイデアや、自分に合った

アイデアを霊感するかもしれないアイデアが含ま

れている、主からの良いカウンセルです。皆さん

が、あなた自身やホームにとってうまくいくこと

を見つけ出すための忍耐力と動機を持てるように

祈ります。もっと祈るようになれば、その結果と

してあなたの人生や仕事やその他全てがずっと良

くなるのですから！

　　９９．（イエス：）祈る時、あなたは一度に

たくさんの霊の武器を使うことができる。賛美、

スピリット・ヘルパー、鍵、謙虚さ、兄弟愛の武

器をすべて一度に使える。また、依存のわざも実

行していることになる。祈りをどんどん使い、効

果的に使うことが、あなたの武器をもっと一貫し

て使うための鍵だ。

　　１００．祈りをそうやって見るなら、つまり、

霊的武器の多くを使うということで成長する道と

して見るなら、日常生活の色々な面でもっと祈り

を取り入れるよう努力するのも、ずっと価値があ

るように思えてくる。実際そうなのだが、それは

とてつもない祝福だと感じられる。

　　１０１．あなたは、祈りの力と効果と重要性

などを記した素晴らしい言葉の宝庫を持ってい

る。今はおもに、その力をもっと頻繁に、そして

絶え間なくより効果的に使う方法を見いだすこと

が大切になっている。

　　１０２．一つのアイデアは、特別な「プレア・

デー」を一日設けることだ。これは通常のプレア・

デーとは異なる。この日にあなたは、一日の内の

ある時間になったら手を休める（例えば、１時間

ごと、２時間ごとなど）と決める。あるいは、何

か次のことをするたびに祈ると決めて、自分の仕

事や活動をわたしに委ね、また、誰か他の人のリ

クエストもそこに含めるのだ。自分の仕事とホー

ム、祈りのリストに載っている人たちのため、あ

なたの祈りが必要であるとわかっているその他の

人たちのために、「絶えず祈る」努力を意識的に

行いなさい。

　　１０３．一日の終わりに数分立ち止まって、

積極的にわたしの助けを求め、わたしにより頼

み、霊の武器を振るうという努力を皆でしたこと

によってわたしがどのようにあなたがたを祝福し

助けたかを考えなさい。その日の祈りによる目に

見えない成果についても、わたしに語るよう求め

ると良い。一日を通して何度も祈りの時間を取る

ようコミットメントをするというこの一歩をわた

しのために踏み出すなら、わたしはあなたのため

に二歩踏み出すと保証する。あなたは祈りをもっ

と使うことに熱中するだろう。

　　１０４．それは良いスタートだ。だが、それ

からどうやってその勢いを維持するのだろう？　

次のステップは、祈りのプッシュをする期間を長

くするとコミットメントすることだ。新しい習慣

を築くのに６週間かかるのだから、まずはそれを

目指すといいだろう。あるいは、自分にとって何

がうまくいくかをわたしに尋ねてもいい。この祈

りのプッシュは、他にあなたがどの新しい武器を

プッシュしようとしていたとしても、そのどれと

もしっくり合って、どんな霊的あるいは実際的生

活面においても、あなたが思ったよりずっと早く

進歩できるよう助けるだろう。

　　１０５．このプッシュを始めると決意したな

ら、豊富なバラエティーを持たせるための計画が

必要だ。これをどう進めるかについてわたしに個

人的なカウンセルを求めることは、祈りのプッ

シュから最大限を引き出すためには当然極めて重

要だ。特に際だったアイデアを得なかったとして

も、それについてわたしに尋ねているという事実

によってわたしは祝福するし、あなたの努力を強

め、物事をより簡単にする。

　　１０６．祈り方と祈る対象の両方において

バラエティーがあればあるほど、あなたの祈り

の生活はより生き生きと、興味深いものとなる
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だろう。そしてあなたはそれを待ち望み、楽し

むようになる。祈りの時間を楽しめば楽しむほ

どその時間を増やし、さらにそれに注ぎ込むよ

うになって、あなたは祈りの力と奇跡、勝利、

供給の、建設的で上向きのらせん階段を作り始

めるだろう。

　　１０７．試すと良いアイデアとして、一つ、

毎日祈りのテーマや方法を決めるというのがあ

る。一日を通して少し時間が空いた時はいつも

それをするのであって、ほとんどは一人か、た

またま一緒にいた人とできる。「今日のやり方」

を自分の鏡に書いておいたり、ホームの掲示板

にサインを作っておいたり、ノートに書いてお

いたり、その他何でも自分がそれを思い出すの

に一番うまくいくと思う方法を使いなさい。以

下は、手始めとして色々な日のために使えるテー

マのアイデアだ。

　　１０８． 一日を通して、友人、羊、コンタ

クト一人一人のために具体的な鍵を要求する。

　　１０９． ホームのそれぞれの人たちの仕事

を助けるスピリット・ヘルパーを要求する。

　　１１０． 馬の合わない人、一緒に働いたり、

コミュニケーションしたり理解したりするのが難

しい人のために、励ましと塗油と霊感となる鍵の

約束を祈り、要求する。

　　１１１． ホームの子供を一人選び、その子

が必要とする進歩を遂げられるように一文の賛美

の祈りを祈る。

　　１１２． 病気の人たちのため、力のこもっ

た祈りを祈る。いやしや超越する力、医療上の決

断のための知恵、供給や慰めや忍耐、痛みからの

開放、わたしが教えようとしていることに彼らが

オープンになれるように、奇跡、家族や世話する

人たちのために励ましと力、その他思いつくこと

全て、彼らが必要だと思われることを祈るように

しなさい。

　　１１３． ファミリーを去った若者たちのた

めに祈りを集中させる。彼らのためにどれだけ多

くのスピリット・ヘルパーを活性化できるか、ど

れだけ多くの悪鬼を縛り付け、叱責できるかを見

なさい。

　　１１４． 鍵の本の「元メンバー」セクショ

ンにある鍵の約束を始めからずっと、そのセクショ

ン全てが終わるまで一度に一つずつ要求していく。

　　１１５． 一人になるたびに、自分自身のた

め、自分の塗油と霊的成長や健康、その他必要と

する全てのことのために異言で祈る。

　　１１６． あなたのホームやエリアの若者た

ち、特にジェッツやジュニア・ティーンのために

祈る。彼らの特に好きなことや賜物を考えてみて、

それらの賜物をわたしの栄光のために向上させる

よう、わたしに求める。彼らが輝き、わたしの奉

仕においてそれを使うことによって充実できる機

会が得られるよう祈る。

　　１１７．これらはほんの少数のアイデアだが、

祈る対象や祈り方を考え出すのに苦労する人たち

にとっては助けとなる。だが、祈るべきリストが

もうすでにあるなら、ぜひともそれを使いなさい。

　　１１８．もう幾つか、試してみることのでき

るアイデア：

　　１１９．一日を通して色々な多くの事柄につ

いて祈る習慣を築く助けになるよう、一日の内に

個人的な「祈りの時間」を設ける。その方が「祈

りのモード」を保つ助けになるのであれば、毎日

１回５分のプレア・ビジルを一日に何度かスケ

ジュールする。

　　１２０．祈ることを思い出させるスピリット・

ヘルパーを送るよう、わたしに求めなさい。あな

たを見守り、祈りの習慣を強めるのを助けてくれ

るヘルパーだ。あなたに語りかけるよう彼らに求

め、彼ら自身のことや、どうやってあなたを助け、

共に働きたいかを知りなさい。

　　１２１．一人またはそれ以上の祈りのパート

ナーと、顔を合わせた時はいつも短いとりなしの

祈りをするというコミットメントをする。

　　１２２．今現在、食事のために祈るという習

慣がないなら、それを習慣にするよう働きかける。

そしてそれを祈る時に、短いとりなしの祈りを組

み入れる。

　　１２３．本当に奇跡的な答えを見たいと思っ

ている祈りのリクエストを２つか３つ選び、一週
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間であれ二週間であれ、わたしがそれに専念する

よう示す期間、毎日必死に熱心に祈る。

　　１２４．答えられた祈りのリストを常に更新

していき、祈るのにうみ疲れそうになったらいつ

でもそれを見る。

　　１２５．あなたをスピリット・トリップに連

れて行き、祈りの力と重要性の理解力を強めるよ

うわたしに求める。あなたの祈りの習慣をがらり

と変える、人生を変える霊的経験を求めなさい。

信仰を引き伸ばし、祈りの習慣の変革をもたらす

経験を期待しなさい。そうすれば、わたしはあな

たにそれを与える。

　　１２６．一日のために祈る時、とりなしの祈

りの鍵を要求しなさい。それを自分のために活性

化させなさい。そうすれば、祈ることを思い起こ

させ、あなたの祈りがわたしの最高の意思の標的

を射るのを助けるだろう。

　　１２７．わたしとの間に「契約」を結ぶ。あ

なたが祈る時に何をするようわたしが望んでいる

のか、その見返りとしてあなたがわたしに何を期

待できるかをわたしに尋ねなさい。それから、わ

たしに約束を守るよう要求し、祈りの答えの奇跡

の連続に備えていなさい。

　　１２８．預言で祈りを書き出し、取り出しや

すい場所に保管し、いつでも必要な時に使う。

　　１２９．水を飲むたびに、いつも短い祈りを

祈る。

　　１３０．気の利いた祈りの引用句や標語を書

いた「祈ることを思い起こさせる」Ｔシャツを

作って（ペアレント・タイムの楽しいアクティビ

ティー・アイデア）、いつでも都合の良い時に着る。

　　１３１．「世界一周」の祈りを祈って、世界

中の色々な国で祈りを必要とする様々な状況をで

きる限りたくさん思い描く。また、色々なエリア

を助けるヘルパーのリストを作り、彼らの助けを

呼ばわる。

　　１３２．グレープバインを読みながら、一つ

の記事を読み終えるごとにその人や状況のために

祈る。（テステモニー・マグとなっているＦＳＭ

の場合、それを使うこともできる。）

　　１３３．グレープバインの病気の人のための

祈りのリストを使う。

　　１３４．世界中で行われているファミリーの

プロジェクトのリストを作り、彼らのために祈る。

　　１３５．曜日ごとに異なる祈りのテーマを定

め、その日はそのテーマに集中して祈る。例えば、

月曜日はいやし、火曜日はホームの必要物、水曜

日は世界移住の国々またはある特定の国、木曜日

は子供たち、金曜日は証しのコンタクト、土曜日

はママとピーター、日曜日はホーム・メンバーの

ためといったように。

　　１３６．上記のアイデアのどれも自分には「効

果がない」というなら、何がうまくいくかをわた

しに尋ねなさい。わたしは間違いなく、祈りがそ

うあるべき毎日の重要な部分となるのを助けるた

め、あなたにぴったり合ったプランを与えるだろ

う。（以上 ､メッセージ）

主に尋ねるべき質問：
　　１３７．祈りの武器の使用に卓越
した効果的な祈りの戦士となることの
大部分は、祈りの力を信じることと、
信仰によってこの武器を使い、振るう
ことによって大いなる変化に影響を与
えていると知ることだ。そのような信
仰を邪魔する障害、あるいは祈りの武
器を活発に取り、絶えず、そして信仰
を持って振るうのを邪魔するものがあ
なたの生活や心の中に何かあるかを、
わたしに尋ねなさい。

ソナリーの紹介
　　１３８．（ママ：）隔週のプレア・モーニングで、

ある日、主にメッセージを求めた時、主はソナリー

を示して下さいました。

　　１３９．（イエス：）今日わたしは新しいヘ

ルパーを紹介しよう。その任務は、あなたがたに

さらに洗練された祈りの技術を教えることだ。彼
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女は祈りの戦争における技を教示するだろう。ナ

タリアは賛美を、エルヤは鍵を呼ばわることを教

え、導く。わたしは今あなたがたにソナリーを与

える。（経路からの注：Sonaleこの名前はソナリー

と聞こえました。ソニアの「ソン」と短い「ア」

長い「リー」でソナリーです。）

　　１４０．ソナリーは祈りの戦争の名人だ。祈

りの武器で戦う、勇敢な兵士だ。その技術は旧来

のものをはるかにしのぐ。そして、わたしが与え

た武器をより素早くかつ正確に使う方法をあなた

に教えるだろう。

　　１４１．彼女の声に波長を合わせ、指導を受

けなさい。彼女は祈りの狙いをどう定めるかを導

くだろう。祈りをどう放ち、照準を合わせ、発射

し、標的を射抜くかを訓練する。彼女は照準を完

璧に合わせるのを訓練するだろう。彼女は祈りの

戦争の名人であって、あなたもそうなるよう訓練

する。限りない力を命じる任務だ。

　　１４２．愛する人たち、難局に対処してくれ

てありがとう！　祈りが他の人に気づかれないと

感じる時もあるだろう。だが、あなたの祈りの働

きと効果は世界中で表れ、人はそれを聞き、感じ

取っている。

　　１４３．固く立って、動かされず、祈りの狙

いを正確に定める時、あなたは歴史の流れを変え

ている。あなたは全てのことをなす無限の力をそ

の手に握っている。愛する人たち、それを使いこ

なすことを習得しなさい。狙いを完璧にし、技術

を完璧にし、世界を勝ち取りなさい！（以上、メッ

セージ）

ソナリーから、祈りの助言
　　１４４．（ママ：）以下は、ソナリーから受

け取った、祈りに関する助言の要約です。全部を

吸収できないほど新しい量の情報に圧倒されてほ

しくなかったので、色々な経路が受け取ったたく

さんのメッセージの中から以下の要点まで煮詰め

ました。でも、ソナリーが何度も何度も持ち出す

主要なポイントは、ただ、真に効果的になりたい

なら祈りの時間に全身全霊を注ぎ込みなさいとい

うことです。

　　１４５．ですから、上記の主のカウンセルは

依然として有効です。祈りの内に効果的に力強く

なるのは単純なことですが、簡単ではありません。

それにはたくさんの努力が必要で、強さの鍵と、

霊的不屈の精神の鍵を心から呼ばわらなくてはな

りません。そして祈りの内に、集中し、専念し、

戦う努力を払うのです。

「祈りの経路」に入る
　　１４６．（ソナリー：）祈りは戦場です。祈

りの内で霊的戦争が行われ、そこで戦闘の結果が

決まります。祈りは、あなたたちの目前で起きて

いる戦闘であり、どれだけその戦争に関わり、ど

れだけ効果的な戦闘をしたいかは、あなたがどれ

だけ必死かにかかっています。　

　　１４７．最も効果的な祈りをするには、自分が

どれだけ疲れているかとか、どれだけ霊感を感じな

いかを考えることはできません。全ての感情や起こ

りうる障害を脇に置き、戦い勝利すべき祈りの戦闘

に集中なければなりません。祈る時間が５分であれ、

３０分であれ、あるいは数秒であれ、喜んで全身全

霊を込めなくてはなりません。霊の内に完全に「そ

の場にいて」、悪魔とその手下どもとの白兵戦に完

全に集中しなくてはなりません。

　　１４８．あなたたちには多くの秘訣が与えら

れています。祈りの力やこの素晴らしい武器の振

るい方について、多くのことが示されてきました。

でも結局は、戦い勝利しようという熱意、これは

信仰と必死さとも言いますが、それらが祈りにお

いて最も大切な要素なのです。

　　１４９．あなたは霊の内で、祈りの霊、ある

いは祈りの経路とも言われる祈りの場所に入るこ

とを学ばなければなりません。それは、あなたの

時間と関心と思いとゴール、全てをイエスに捧げ、

戦う準備が整い、その意欲がある時のことです。

霊的なこの祈りの場所で、私たちはあなたたちが

何について、どのように祈るかを知るのを助ける

ことができます。

　　１５０．あなたたちがオープンで受容的で喜

んでする気があり、とりなしの時に全てを捧げて

いるなら、あなたは祈りの経路から引き出すこと
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ついてもっと語って下さるでしょうか？

　　１５７．（イエス：）たとえ預言で
わたしから聞くために立ち止まらない
としても、わたしに語りかけ、わたし
に心を開き、わたしの前に魂を注ぎ出
す時にわたしにつながり、それによっ
てもっとわたしの見方や考え方を持つ
こと、これは、これまでも、今も、祈
りの大きな益の一つとなっている。
　　１５８．もちろん、ダビデの子供
たちであるあなたがたには、預言とい
う高度な兵器がある。だから、おそら
く、ただ単に祈りを通してわたしとつ
ながり、わたしに思いを導かせること
はあまり考えないかもしれない。だが、
あなたにもそういうことが起こるので
あり、祈れば祈るほど、わたしに心を
注ぎ出し、わたしに物事を委ねるほど、
わたしはあなたが必要とする時に介入
するための力をもっと得、奇跡を起こ
せる。だが、とりなしの祈りとわたし
とつながるための時間は、わたしにとっ
て、あなたにもっと重要な警告、思考、
質問、アイデアなどをもたらすチャン
スをもっと得られ、あなたはそれにつ
いてさらに預言でわたしを探ることが
できる。だから全ては共に働くのだ。
　　１５９．これは、様々な霊的武器を
共に関連させて働かせることがいかに力
強く、効果的なことであるかを示すもう
一つの例だ。祈るなら、わたしは、あな
たがわたしに尋ねてより深い洞察を得ら
れる事柄を思い出させるだろう。あなた
が様々な状況下におけるわたしの意思に
ついて預言でわたしを尋ね求めるなら、
わたしは祈りの狙いを定める方法を教え
て、そこから最も大きな効果と最大限の
結果を得られるようにするだろう。全て
は共に働くのである。（以上、メッセージ）

ができ、私たちはそれを助けます。
　　１５１．敵とその一隊は、あなたたちが真の
戦争を見ないままで、すぐにそれを忘れることを
望み、一人一人にそれぞれ違った試みをします。
祈りにうみ疲れさせようとしたり、祈りを決まり
切ったつまらないこと、「昔からずっと同じこと」
のように思わせようとします。疲労感やその他肉
体的に気を散らせることをあおります。また、あ
なたたちを祈りの経路からはずれさせようと、使
えることは全て使おうとするでしょう。
　　１５２．ここ、祈りの場所、戦場では、あな
たは物事の実像を見ることができます。霊の世界
で実際起きていることを目の当たりにします。敵
がどのように攻撃し、さらにはこの先どうなるか
さえかいま見、祈りを通して先制攻撃するにはど
うするかを見ることができます。あなたの霊の目
は祈りの内に開かれ、あなたの経路は、私たちが
伝えようとしている警告やしるしに対して開かれ
ています。それはとても大切なことです。
　　１５３．ある人たちにとっては、ここに真っ
先に無気力が現れます。レサジーは祈りの重要性
に対する感覚を鈍らせようとしているからです。
あるいは、そういった戦略にもかかわらずあなた
が祈るとしたら、敵はあなたが自分の分を果たし
ていることで良心の呵責を和らげさせ、生半可な
祈りで時間をつぶさせようとします。
　　１５４．でも、霊的に強くなりたいなら、祈り
の武器に効果を発してほしいと思うなら、絶えず自
分自身をかき立てていないといけません。祈りの経
路を明確にし、自分が関わる攻撃的戦争の最先端に
居続けるための鍵は、必死さです。
　　１５５．かき立てられていて、祈りの内に必
死なら、あなたは将来起こることを予見し、認識
できるようになるでしょう。敵はあなたに不意打
ちを食らわせることはできません。

　　１５６．（質問：）つまり、私たち
は主から預言で聞かなくとも、とりなし
の祈りだけで警告を受けられるという意
味ですか？　もしそうなら、主はそれに



戦　術、パート４ (#3565) 17

効果的な祈りを祈るための、ソナリーからの
さらなる秘訣
　　１６０． 祈りのリクエストや、誰のため、

何のために祈っているかを（心の中であっても、

声に出してであっても）明確に述べる。

　　１６１． 祈りへの答えが御心にそって実現

されるのを心に思い浮かべる。可能なら、祈って

いる人の顔や助けを必要とする状況を思い浮かべ

る。こうすることで、あなたの信仰は増します。

そして、信仰がなければ、祈りも答えられません。

　　１６２． スマート爆弾が狙ったターゲット

に命中するかのように、祈りを思い描き、あるい

は想像する。

　　１６３． あなたの祈りの武器が命中して、悪

魔と邪悪な霊が粉々に砕かれているのを想像する。

　　１６４． 特定のスピリット・ヘルパーを呼

び求め、彼らが専門とする分野で介入してもらっ

たり、とりなしてもらったりする。たとえば、エ

レキソーとアルマサールは痛みの軽減といやしの

ため、チーフ（Chiefs）は主から聞く時のためなど。

　　１６５． どのような答を主が選ばれたとし

ても、その祈りの答ゆえに夫である主イエスに感

謝する。

　　１６６． 粘り強い祈りの戦士になる。必要

がある限りリクエストを祈るのにうんざりした

り、やめたりしない。

　　１６７． 助けを必要とする個人や状況のた

めに祈る責任を個人的に感じる。あなたの個人的

な祈りや、団結した祈りの場での祈りは違いをも

たらすと知って、相手が自分の祈りを頼りにして

いるかのように祈る。

　　１６８． 祈り始める時、思いを清めて下さ

るよう主に尋ねる。あなた自身の考えをすべて取

り去るよう主に尋ねる。そのような思いは、祈り

の効果を妨げる。

　　１６９． 御国の鍵を呼び求め、必要とする

結果を引き出すためその力を利用する。

　　１７０． すべてを祈りに注ぎ込む。心半分

で祈っても、同じ結果が得られると考えてはいけ

ません。そうではないからです。主に思いを清め

ていただくよう尋ねるなら、祈りに集中し、それ

以外の思考をすべて遮断するのがもっと簡単にな

ります。

　　１７１． 祈りは、祈っている本人が望むだ

け効果的なものになります。主が与えられたすべ

ての力を、祈りの時間に注ぎ込みなさい。

　　１７２． 祈りの狙いをより良く定めるため

に、祈っている相手のことを考えなさい。相手

の立場に立って、まるで自分がその答を望んで

いるかのように心を込めて祈りなさい。これに

よって、より深い必死さと答を見たいという願

望が生まれる。

　　１７３． 祈れない事、また御心の範囲内に

あるのに主が答えられない事はこの世にほとんど

ありません。だから祈る時には、あなたがた一人

一人のために主がしてあげたいと思っていること

がたくさんあることを覚えていなさい。奇跡は約

束されています。そして、主は奇跡を行われるで

しょう。

　　１７４． 祈りを主に向け、思いを集中させ

る。主こそ、祈りに答えられる方だからです。何

か他のことを考えていたり、何らかの面で気をそ

らされたりしているなら、あなたの祈りは主に集

中できないでしょう。

　　１７５．パワフルな祈りを祈り、何らかの結

果を生み出し、奇跡を行う祈りをする秘訣は、う

わべだけの祈りをしたり、要求されている祈りの

時間をこなすためだけに祈ったりするのではな

く、一つ一つの嘆願やリクエストをあなた自身の

一部にすることです。

　　１７６．自分の唇から祈りを発していながら、

心と霊が伴っていないことがあります。パワフル

な祈りを祈りたいなら、心と思いと霊と体全体を

祈りに込めなくてはなりません。超能力を使って

いて、周りの至る所や内面から力を得なくてはな

らないかのようです。あなたは心と思いと霊から

力を集め、それからその力を祈りに乗せて発射す

るのです。多くの力を集めれば集めるほど、天国

に発射された時の爆風はパワフルになり、主はあ

なたの祈りの対象となっているもののためより多

くの力を使うことができます。
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　　１７７．プレア・ビジルをしている時には、

その時間を最大限に活かしたいという願いをもっ

て始めなさい。サッと時間を過ごすのではなく、

その時間を十二分に活用して、天国に発射して祈

りを必要としている人に跳ね返るすべての力を得

なさい。

　　１７８．あなたがたの父ダビデもこう説明

しました。あなたの祈りは懐中電灯の光のよう

で、その光は主に跳ね返って、祈っている相手

に反射します。パワーの強さを保ち、祈りをまっ

すぐに発射し、祈ることで違いをもたらしたい

と思うなら、祈りでガーンと強打しなくてはな

りません！　あなたの思いと心と霊全体を、祈

りと一体化させなくてはなりません。パワーを

集結させ、それから発射するのです。（以上、メッ

セージ）

祈りの戦争における技について、
ソナリーからのさらなる指導
　　１７９．（ソナリー：）祈りを学ぶことは、

戦いを学ぶことです。祈りは、主と話すための手

段以上のものです。祈りは、奇跡への入り口です。

祈りによって、あなたは自分のために神の力を呼

び起こします。祈りの内に戦う時、戦いの流れは

変わります。物事は起こり、人の心は変わり、人

生が変貌し、奇跡が起きます。それは、あなたが

霊の世界にある力強い武器を利用しているからな

のです。

　　１８０．効果的な祈りの戦士になるための

鍵は、絶え間ない警戒心です。祈りはあなたの

人生の大きな部分となっていて、何にでも言え

るように、いつもやるようになると簡単に馴れ

合いが出てきたり、その成果にあまり関心を払

わなくなったりするものです。けれども、ご存

じのように霊の戦いは激しくなっており、祈り

はあなたの重要な武器の一つです。祈りによっ

て、あなたは鍵を呼び求めます。祈りによって、

あなたは私たちの素晴らしい王である主に栄誉

と賛美を与えます。祈り自体が武器である以外

にも、それは数多くの霊的武器を引き出す手段

でもあります。

　　１８１．祈りには数多くの種類があります。

そして、あなたの熱意と霊の警戒心が、祈りの

力学と効力を左右します。より効果的に祈るの

を学ぶことは、射手がその技術を磨くのに似て

います。

　　１８２．（経路：）若い射手が見えます。アー

チェリー大会で使っているような、現代風の洗

練された大きな弓を持っています。じっと立ち、

構え、集中しています。矢を弓に備えつけ、ずっ

と遠くまで飛ばさなければならないかのよう

に、後ろに弓を引っ張っています。射手は的に

全神経を集中させています。けれども、ここで

興味深いのですが、射手が矢を向けているずっ

と向こうに目を向けても的がどこにも見えない

のです。

　　１８３．突然、私が射手になったようです。

手に弓を持ち、この若い射手のように集中してい

ます。今、どうして的が見えなかったのかわかり

ました。人間の目が見える範囲をはるかに超えた

所にあったのです。すごいことに、私が弓を持ち、

矢を射ようと構えると、突然私の目に変化が生じ

て、ずっと遠くの方まで見えます。まるで片方の

目の視力が良くなって、狙撃手や標的射手が使う

銃に付いているようなスコープを覗いているかの

ように物が見えるかのようです。左目を閉じて弓

を構えると、右目の視力が劇的に向上しているの

です。

　　１８４．右目の視力が上がったことで、以前

には見えなかった物がはっきり見え、視野も広く

なったばかりか、的までの正確な距離を計算し、

風向きや風力を測定できるようになっています。

そして、的を射るのに必要な距離を飛ばすにはど

れだけ弓を引くべきかがわかるのです。

　　１８５．すべて計算し終わり、矢をしっかり

的に狙うと、私は矢を放ちます。矢は宙を舞っ

て、どんな矢よりもどんどん遠くへ飛んでいきま

した。まるで地球を半周したかのようで、的であ

る醜い小さな悪鬼に命中します。矢が悪鬼に当た

ると、矢は爆発したようで、悪鬼は消えてなくな

ります。
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　　１８６．私はもう一度、射てみます。すると

今度は、片方の目をしっかり閉じていなかったよ

うで、開いている方の目の視力は前回ほど良くあ

りません。また、計算も前ほど正確でないようで

す。矢を放ちますが、もう一人の悪鬼に命中しま

せんでした。近くの地面に落ち、爆発します。爆

発で悪鬼は動揺し、よろめきますが、矢が命中し

た悪鬼のように滅ぼされることはありません。

　　１８７．（ソナリーが続ける：）祈りによっ

て、あなたは敵に攻撃目標を定めています。それ

で正確に狙うことがそんなにも大切なのです。あ

なたは祈りを最大限に活かすために、肉の思いを

閉じて、霊の思いを開かなくてはなりません。物

質界では、必ずしも的は見えません。この場合、

それは悪鬼や敵の襲撃です。けれども、問題を知

り、弓を取って矢を正しい方向に向けるなら、霊

の視力が増します。あなたは、祈りに集中し、的

を狙う邪魔になるものを遮断するかのように、片

目を閉じます。狙いを定め、矢を放ちます。そし

て、矢は的に命中するのです。

　　１８８．時々、あなたはどれぐらい必死で祈

るべきかがわからないことがあります。けれども、

主はご存じです。そして、主はあなたの祈りをど

の方向に向けるべきか、どれだけ必死に祈るべき

か、さらにはどうすれば一番効果的に祈れるかを

知らせるために私を送られました。私の任務は、

祈りの術においてあなたを助けることです。そし

て今、この時代にあって、それは祈りの戦争にお

ける技となりました。

　　１８９．あなたは神経を集中させて、敵の攻

撃に直接的を合わせなくてはなりません。あなた

には、預言の賜物や鍵を通して、的に命中させ、

祈りという起爆性の矢で悪鬼どもを一掃できる霊

的な洞察力があります。けれども、あなたは、霊

の内で波長を合わせ、周りで起こっていることか

ら集中力や思いを切り離し、霊的な祈りの射手に

なる時のみ、最高の力が発揮できるのです。

　　１９０．神の思いを思う努力をすることで、あ

なたは祈りの名人になります。あなたが、祈ること

や、効果的に祈ることに専念している時、私を始め

とする者たちは、あなたを指導し、導いて、それら

の祈りの焦点が正しく合わされ、放たれるようにす

ることができます。あなたにできる努力を払うなら、

私たちは祈りによってより多くを達成するのを助け

られるようになり、そのために作動します。

祈る時の霊的な必死さで、あなたの祈
りの攻撃が成功するかどうかが決まる。

　　１９１．以下は、より効果的な祈りを祈るた

めの重要な要素です：
 集中力。祈りを集中させることを学び

なさい。障害物に気づき、それを破壊

するためにあなたが願う奇跡を要求し

なさい。
 具体的になる。祈っていることや実現

を望んでいる事柄を具体的に祈る。
 信仰。あなたには、求めている奇跡を

主が起こして下さると信じる信仰が必

要であって、そのような信仰は、主の

言葉を通して、御言葉の中で主が与え

られた約束によって強められることか

ら得られます。
 鍵。祈りに鍵を使うと、二つのパワフ

ルな霊的武器を組み合わせて敵を攻撃

していることになります。一見不可能

と見えるものに挑んでいるのです。
 神の約束を主張する。すぐに祈りの結

果が見えなくても、主が与えられた約

束を固く主張し、その方向に祈りを送

り続けているなら、あなたは神があな

たのために働くよう、御手を動かすよ

う鼓舞していることになります。

　　１９２．こんなクオートがあります。「祈り

はあなたにできる最低限のことではなく、最大限

のことだ」。この言葉を忠実に何度も思い出すべ

きです。敵はよく、あなたの祈りは奇跡を起こさ

ず、恋人である主が約束されたほど効果的ではな
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いと告げて、祈らせまいとするからです。けれど

も、あなたが祈りの霊の内に強く立ち、敵に対し

て祈りの矢を正確に放つなら、祈りの力には効果

があり、あなたを取り巻く霊的戦いに祈りが積極

的に作用しているのを見るでしょう。

　　１９３．祈る時やプレア・ビジルをする時に

は、私、ソナリーを呼びなさい。なるべき祈りの

戦士になれるよう、私に助けを求めなさい。私を

呼び求めるなら、祈り方や特定の祈りのリクエス

トにどのような祈りが必要とされるかを教えるこ

とができます。そして、それはあなたの祈りの時

間をずっと効果的にするでしょう。

　　１９４．祈りとは、非常に多くの霊の助けを

利用できる機会です！　鍵を呼び求める時にはエ

ルヤがいます。トーラとトールは鍵の力について

指導し、ナタリアは祈りに賛美を使うのを教えま

す。そして、私、ソナリーは、あなたが祈り方を

学ぶのを助け、祈りの技を教えます。私たちは、

あなたが持つこれらの霊的武器の技を学ぶ上で積

極的な役割を果たしている集団の数人に過ぎませ

ん。だから、私たちの助けを呼び求め、天の力を

利用するのを怠ってはいけません。私たちはその

方法を指導します。（以上、メッセージ）

　　１９５．（質問：）ソナリーの助け
を得るには、彼女に預言で語ってもら
わないといけませんか？　それとも、
ただ彼女の助けを求めればよいのです
か？

　　１９６．（イエス：）あなたがソナ
リーを求めるならいつでも、彼女は預
言で語り、祈りの技について教えてく
れるだろう。だが、彼女は、あなたが
とりなしの祈りで呼び求める時に、促
しや思考、感情、また彼女自身の存在
感によって導く仕える霊でもある。
　　１９７．だから、時々彼女に語っ
てもらい、あなたの戦略やテクニック

を向上させてもらうのは良いことだ。
大きな必要やリクエストがある時には、
祈りによって特定の奇跡を起こすこと
について具体的なカウンセルを求める
と役立つだろう。
　　１９８．また、通常のとりなしの
祈りの時に彼女をただ呼び求めること
もできる。祈る時に、彼女（または彼
女のヘルパーの一人）を呼び求め、霊
の内で一緒にいてもらうだけで、彼女
は大きな違いをもたらすだろう。彼女
は霊の内であなたをそっと注意し、色々
な事を思い出させ、祈りができるだけ
パワフルなものになるよう、祈りを方
向づけ、影響力を与えるからだ。（以上、
メッセージ）

奇跡の戦士
　　１９９．（ママ：）最近、主は２０００年に「祈

りを通じてのアクション、パート５」で示された、

祈りの答をもたらすのを助けるもう一つの戦士た

ちの部隊のことを思い出させられました。もっと

熟練した有能な祈りの戦士になるのを彼らが助け

てくれること、また特に私たちについて走って回

り、「敵のタックルを阻止」してくれることにつ

いて、主は最近もっと示して下さいました。私に

は確かに彼らの助けが必要です。そして、それら

を呼び求め始めています！　彼らは「奇跡の戦士」

と言います。

奇跡の戦士
（「祈りを通じてのアクション、パート
５」ML #3414:46-57）
　　（スピリット・ヘルパー：）地上に
あるあなたがたは、祈りの武器を用い
る時、祈りの戦士と呼ばれる。天国に
いる私たちは、祈りに答える助けをす
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る時、奇跡の戦士、奇跡を届ける者と
呼ばれる。あなたは、祈り、それゆえ
祈りの武器を用いる。私たちの主、ま
た王である方の命令によって、あなた
のリクエストを実現する私たちは、奇
跡を行う者である。私たちは、あなた
の祈りやあなたの必死さ、祈りにおけ
るあなたの不屈さと忠実さによって、
神の意思を実現させるために働く。
　　私たちは、あなたのため、あるいは
あなたが祈っている人たちのためのとり
なしをするため、地獄の悪鬼と戦い、霊
の内で激しい戦闘をする。私たちは、自
分たちに任された主の霊の奇跡を行う力
によって、不可能な状況を変える。私た
ちは心を動かし、思いを変え、人生に触
れる。イエスによって注がれた力に応じ
て、霊の世界の働きを動かす。
　　私たちは、奇跡を行う者であり、天
の広間にいるあなたの祈りのパートナー
だ。あなたが必死になって、力と信仰を
もって祈る時、私たちは霊の世界で即座
に働き始める。一秒たりとも失われず、
一分たりとも無駄にはされない。あなた
が祈りを口にするや否や、私たちはあな
たのために真剣に働き始める。時には、
あなたが祈りを祈る前に始める事もあ
る。あなたが祈ると知っている場合、祈
りに答える道を整えるため、霊の世界で
物事を調整し始めるのだ。
　　天国にも祈りの戦士がいる。あなた
がたのために祈る事だけが、その仕事だ。
あなたがたの信仰がなくならないよう
に、しがみつけるようにと、イエスが祈っ
たように祈る戦士もいる。あなたがたの
健康のために祈る戦士もいる。あなたが
たの人生の他の面について祈る戦士もい
る。あなたはこれらの天国にいる祈りの
戦士があなたのために介入し、あなたの

ために祈るのをやめる事のないよう、素
晴らしい夫、恋人に呼ばわる事ができる。
　　イエスが主の子供たちのために祈
られたように、天の王国には、同じくあ
なたがたのために祈る大勢の者たちがい
る。だが、彼らのミニストリーは、私たち、
奇跡を起こす者のものとは異なる。この
者たちは、あなたのために祈る。彼らは
あなたのためにとりなしの祈りをする。
彼らは擁護者となり、あなたの言い分を
申し立てるために天の王座に来る。これ
らは、天の祈りの戦士たちだ。だが、私
たちは奇跡を行う者、奇跡の戦士であり、
敵と戦い、私たちの内にある主の霊の力
によって奇跡を行う。
　　天国には、何千何万もの奇跡の戦
士たちがいる。私たちは強く、霊の戦
闘や思考の影響、また物質的な状況を
変え、チェックを与え、励まし、いや
しを与え、導き、先導するなどのわざ
において、十分訓練を受けている。あ
なたの祈りに答える事には多くのもの
が注ぎ込まれる。霊の世界での多くの
働き、多くの詳細、多くの思いと愛と
勤勉さが関わっているのだ。
　　イエスの名によって奇跡を行う私
たちは、祈りを通してあなたの意のま
まに動く。祈りによるあなたの協力が
なくては、私たちは、奇跡をしたり、
不思議を行ったり、歴史のコースを変
える事はできない。祈りによって与え
る力がなくては、私たちは無力であり、
霊の内であなたのために戦ったり、状
況を変えたり、奇跡が起こるために必
要な状況を作ったりする事ができない。
　　あなたは、祈りを通して私たちを
呼ぶべきだ。あなたがそうする時、私
たちは活気に満ちて大喜びする！　ダ
ビデの子供たちを助け、彼らの祈りに
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答える事ほど、私たちが心から望む事
はない。あなたは私たちを忙しく保つ
のであり、私たちはあなたのために戦
い、霊の戦闘を行い、あなたのために
地獄の悪鬼たちと戦うのが大好きだ。
　　私たちは天の奇跡の戦士になるとい
う、このような特別な名誉と特権に値す
る者となるため、長い間、激しい訓練を
積んできた。私たちは、この地位、この
仕事を大切にしている。そして、全てを
それに捧げている。私たちは、戦いやチャ
レンジ、霊の内での興奮が大好きだ。そ
して悪と戦い、善をもって克服するのが
大好きだ！　主の霊が克服するのを見る
のが大好きだ。悪の勢力が撤退し、それ
に代わって勝利の光を見るのが好きだ。
　　時々、私たちが悲しくなるのは、
あなたが祈らない時だけだ。私たちに
は全体像が見える。私たちは、問題や
必要、奮闘している様子が見える。そ
のような時に祈らないなら、私たちは
がっかりし、悲しくなる。たった一つ
の祈りさえもどんなに大きな事ができ
るかを知っているので、悲しくなる。
私たちは、あなたが祈るまでは、あな
たが助けを求めるまでは、あなたが奇
跡を求めるまでは、縛られている。祈
らないなら、私たちには力がないのだ。
　　時々、私たちは悲しみのあまり涙を
流す。ただあなたが祈りさえするなら、
状況がどんなに素晴らしいものとなるか
がわかるからだ。祈っていたなら、答が
どのようなものになるのかがわかるの
だ。祈りさえするなら、事態がどのよう
に変わっていたかわかるのだ。祈ってい
たなら、起こっていた奇跡が見えるのだ。
私たちはあなたのために泣く。いつかあ
なたが、祈りを通じて自分の手の内にあ
るフルパワーに気づくようにと。

　　だが、ほとんどの場合、私たちは幸
せだ。私たちはわくわくし、霊感され、
興奮している！　あなたが祈る時、私た
ちは奇跡をし、あなたの嘆願やリクエス
トに答えるために必要な事をする。霊に
おける奇跡の戦士である私たちに呼ばわ
るのを怠ってはならない。あなたは祈り
の戦士である。あなたは私たちの力を放
ち、主の霊の力による私たちの助けを利
用するため、祈らなくてはならない。だ
から、祈りなさい。そうすれば、私たち
は舞台裏から、霊のベールの向こう側か
ら働き、私たちの恋人、夫であるイエス
に代わってあなたのために奇跡をするだ
ろう。（以上、メッセージ）

　  ２００．（イエス：）この奇跡の戦士たちは、

聖徒やヘルパー、天使、霊の戦士たちからなる非

常に偉大でパワフルな集団だ。

　　２０１．彼らを呼び求めることで受けられる、

新しい助け方を教えてあげたい。戦士らの中には、

祈りの時間に正確に的を合わせるのを助けるよう訓

練される部門がある。彼らはあなたのために、祈っ

ている時にしきりに邪魔しようとする敵と戦いさえ

する。あなたは、十二分な益を受けるためにも、そ

の面で彼らの助けを求めなくてはならない。祈りに

集中できないと感じる時にはいつでもそれをすると

良い。奇跡の戦士の助けを呼び求めなさい。彼らは

すでに待機していて、準備万端で、行動に出られる

ようあなたが祈るのを待っている。

　　２０２．多くの場合、彼らはあなたの祈りの

答として、すでにわが意思をもたらす物事を用意

している。彼らは可能な限り最高の結果と答をも

たらせるよう、ある程度の力が集まるのを望んで

いる。そして、あなたの祈りを正しく方向づけて、

祈りの焦点が合わされ、きっちり正確に的が絞ら

れているようにしたいと切望している。また、あ

なたが十分な結果をもたらすのに必要なフルパ

ワーを放てるよう、祈っている時に敵の邪魔をか
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わすのを助けたいと心から望んでいる。
　　２０３．残念なことに、奇跡の戦士たちは待
機し、待っているというのに、あなたの祈りには
彼らが望んでいたほどの威力が含まれていないこ
とがよくある。力はドッと流れずに、チョロチョ
ロ流れている。戦士たちはその力を使ってできる
だけのことをするが、彼らはあなたがもっと力を
発するのをぜひとも助けたい。
　　２０４．だから、祈る時には彼らを呼び求め、
敵の邪魔を遮断し、あなたが使える霊的武器を思
い出し、祈りの焦点をぴったり合わせられるよう
助けを求めなさい。彼らはそばにいる。あなたの
ために介入し、敵の妨害を寄せつけないようにす
る者もいれば、様々な霊的武器をあなたに手渡し、
どのように狙いを定めるかを指導する者もいる。
また、あなたが祈りを向けている「現場」に立ち、
祈りの答をもたらすために必要な行動を起こす準
備や調整をしている者もいる。
　　２０５．愛する人たち、彼らは奇跡の戦士だ。
祈りをより攻撃的な武器にするのを学ぶ時には、
彼らの助けを求めなさい。あなたはその違いを感
じるだろう！　何よりもまず、天国がその違いを
感じ、あなたのためにより多くのことを達成する
ことができるようになる！（以上、メッセージ）

　　２０６．（質問：）私たちが彼らを
呼び求めないと、彼らは私たちを助け
られないのですか？

　　２０７．（イエス：）彼らは、あな
たの祈りに結果をもたらす任務を負って
いる。それはわたしから与えられた任務、
ミニストリー、使命だ。あなたが彼らの
存在を認めようが認めまいが、彼らは自
分たちの任務を果たす。だが、あなたが
彼らを認めるなら、彼らにはその時、余
分な力や特別な自由が与えられる。だが、
それはあなたが彼らを呼び求めないな
ら、あなたの祈りに答えるのが大きく妨
げられるというわけではない。あなたは

わたしを呼び求めており、わたしはわが
意思に沿った特定の結果をもたらすとい
う任務を彼らに与えている。そして、そ
れで十分なのだ。
　　２０８．けれども、祈っている時
に集中し、専念するのを助けてほしいな
ら、彼らを特別に呼び求めなくてはなら
ない。明らかに、ありとあらゆる小さな
祈りすべてにそれをしなくてはとは感じ
ないだろう。だが、邪魔されることなく
集中する必要があるプレア・ビジルや特
別なとりなしの祈りをする場合、彼らの
力を借りて敵を寄せ付けないようにする
のは十分価値があるだろう。そして、彼
らはあなたが祈りにより大きな力を注ぐ
のを助けてくれる。彼らは、あなたが祈
りの内に戦うのを容易にし、あなたのた
めに敵の妨害を阻止してくれるだろう。
（以上、メッセージ）

　　２０９．（ママ：）私たちが奮い立つなら、
夫である主も奮い立たれ、天国全体が私たちのた
めに奮い立ちます！　ですから、私たちはこの連
鎖反応全体を開始させなくてはなりません。です
から、主よ、私たちが自分たちの義務を果たし、
祈るのを助けて下さい！
　　２１０．心から愛しています。そして、私とピー
ターは皆さんがこの訓練をとても良く受け止めて
いることを誇りに思っています。きっと、実行に
移したいとしきりに願っているでしょう。そして、
そうするなら、主はご自分の分を果たされ、あな
たが望んでいる力や奇跡、塗油、勝利、そしてそ
れ以上のものを与えられます。主は用意しておら
れる様々なものであなたを驚かされるでしょう！
　　２１１．「目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、
人の心に思い浮びもしなかったことを、神はご自
分を愛する者たちのために備えられたのである。」
（1コリ 2:9）
　　あなたたち一人一人への愛と尊敬を込めて、
　　ママ
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とりなしの祈りの時間に使える新しい鍵の約束

　　賛美の鍵は、あなたをわたしの前まで送り届
ける。そして、わたしはあなたが求めることは何
でもするだろう。

　　敵は攻撃してくるかもしれないが、わたしの
計画を覆したり、あなたが祈って、必死さと謙遜
と従順の鍵を要求する時にわたしが与える保護と
セキュリティーの強靱なバリアを破ったりする事
はできない。

　　賛美のマスター・キーは、力と豊富さ、実り
豊かさ、保護、健康、幸せ、わたしを喜ばせるこ
との扉を開く。あなたの必要をより早く解き放つ
ために、祈る時にはこの鍵を使いなさい。

　　鍵を呼び求めなさい。そうすれば、わたしは
すべての戦いを勝利に、すべての困難を祝福に、
すべての問題を解決に、すべての祈りを答に変え
るだろう。

　　鍵には人生と心と状況を変える力が授けられ
ている。鍵を呼び求める時、祈りに答えるために
わが霊が為すことに限りはない。

　　あなたが踏み出して、奇跡を行うわが鍵の力
を要求する時、わたしは人の思いを変え、心に触
れ、供給の奇跡を行う。

　　あなたがわが鍵を要求し、わが言葉の約束に
頼るなら、わたしはあなたのすべての必要を供給
できる。

　　外部または内部からの攻撃であっても、健康
や仕事、機材、経路、状況における攻撃であって
も、あなたとあなたの仲間が常に、必死に、熱心
に鍵を呼び求めるなら、わたしはあらゆる面にお
いてあなたを敵の攻撃から守るだろう。

　　誰がわが力に立ち向かえようか？　誰が鍵に
打ち勝てようか？　誰が神と戦い、勝つことがで
きるだろうか？　誰もいない！　そして、わが意
思を実行し、鍵を呼び求める時、何ものもあなた

を止められないだろう。

　　祈りと鍵の力を呼び求めることによって、わ
たしは約束したことをすべて実行するだろう。

　　無敵で、あらゆる状況に勝利をもたらす鍵を
呼び求めなさい。状況が非常に困難で、不可能な
ように思えても、勝利の鍵はあなたが起こるどん
な戦いでも勝つだろう。

　　勝利の妨げとなるどんな障害も、あなたが祈
りによってとりなし、賛美の鍵を使うことで粉々
に打ち砕かれる。障害物を押し倒し、粉々に砕く
戦車のように賛美の鍵を発進させ、送りなさい。
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