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最愛のファミリーへ、

「戦術パート４」で祈りと、祈りを武器とし
て巧みに使いこなすのを学ぶ事がいかに

大切かについて主のカウンセルをまとめた後、私
は、私たちに共通する幾つかの必要について、サ
ンプルとなる祈りを与えて下さるよう主に求めま
した。祈る時はいつでもこれらの祈りを祈らなく
てはいけないのでも、皆さんの祈りがこれと全く
同じでなければいけないわけでもありません。
　　２．皆さんは預言で主から個人的な祈りを尋
ね求める事ができます。そして、それらは効果が
あり、的を射た祈りとなるでしょうが、主はバラ
エティーを好まれるので、たぶんそれらの祈りは
下に載っている祈りとは異なるものになるでしょ
う。祈りを預言で受け取るのも効果的な祈りを祈
るとても良い方法ですが、いつもそうしなくては
ならないわけではありません。あなたが必死で、
必要に対する砕けた心を抱いて祈る時、あなたを
通して霊が祈ります。あなたの祈りが雄弁に聞こ
えなかったり、すべての祈りにすべての霊的武器
を使わなかったとしても、心配しないで下さい。
　　３．これらの祈りは、ただ、どのようにして
祈りにもっと霊的武器を組み込むか、どのように
して闘志と賛美と期待を含めるかの良い実例なの
です。
　　４．私たちは、すべてのトピックについて祈
りを下さるようには主に求めませんでした。これ
らは、私たちの夫の御前に携える、比較的共通し
た必要の例に過ぎないのです。また、これらの祈
りには呼び求められるすべてのスピリット・ヘル
パーたちや、要求できるすべての鍵が含まれてい
るわけでもありません。ですから、もし何かがこ
こに載っていなくても、必要を感じるままにそれ
を呼び求めたり要求したりすべきでないとは思わ
ないで下さい。これはただ、いかにより多くの霊
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的な弾薬を祈りに組み込むか、私たちに与えられ
ている霊的武器をいかにもっと効果的に組み合わ
せるかという例を与えるためのものなのです。こ
れらが祝福となり、祈りにできる限り多くを詰め
込もうと皆さんが奮い立たつよう祈っています。
　　５．雄弁に祈れず、すぐに霊の武器すべてを
撃ち始められないなら祈っても無駄だという敵の
声に落胆させられないで下さい。それは真実から
かけ離れています！　もし、敵がそう言うなら、
それは敵があなたに恐れをなし、あなたが敵に向
かって撃ち始めるのをやめさせようとしているか
らだと確信できます。
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　　６．心からの祈りならどれも強力で、天から

の力に命じる事ができます。もっと祈り、祈りに

集中し、祈りの生活にもっと頼る事を学べば学ぶ

ほど、あなたの祈りもおのずと強くなるでしょう。

あなたは祈りを使う事で剣を研いでいます。です

から、祈りの武器をもっとじょうずに使いたいな

ら、確実な方法は、たとえ始めはぎこちなく感じ

るとしても、もっと頻繁に使い始める事です。撃

ち続けなさい。振り回し続けなさい。使いながら

それに集中するなら、次第に、天の力を引き出し

て敵を追い散らすことに熟練し、鍛錬され、経験

豊かになることでしょう！

　　素晴らしく、驚異的で、奇跡を起こす恋人、

主にあってたくさんの愛をこめて、

　　ママ　

いやしのための祈り
　　７．優しい恋人、イエス様、今あなたの腕に

駆け寄り、あなたに抱かれ、ぴったりと寄り添っ

て、あなたの世話の内に身を落ち着け、あなたを

愛し、愛される事だけを切に望みます。私の悩め

る心と疲れ果てた身体に触れる、あなたの甘美な

感触以外の何もほしくはありません。あなたは私

のすべてです。あなたのそばにいれば、進み続け

るための力が与えられるのです。あなたを愛し、

私を愛して下さるあなたの愛を感じる事が、しが

みつく信仰を与え、私の人生を完全に支配して下

さっているという信頼、どんな試練を通ろうとも、

この病気がいかに辛くとも、あなたが私を気にか

け、乗り越えさせて下さるという信頼を与えてく

れます。思いやり深い最愛の夫よ、今、信仰と慰

めの鍵を手に取ります。目をあなたに向けてその

愛に満ちた御顔を見つめますので、どうぞ私の心

を平安と安堵で満たして下さい。

　　８．今、心を挙げ、あなたを賛美し、この戦

いを感謝します。弱く感じる事をあなたに感謝し

ます。この災いによって信仰と忍耐が試されてい

る事を感謝します。あなたのために苦しむに足る

者とされていること、このように人生に触れられ

るにふさわしいと見なされていることを感謝しま

す。それによってあなたはわたしをもっと近くに

引き寄せ、あなたの慰めを与えて、将来、他の人

を慰められるようにして下さるのです。

　　９．私の信仰が今にも消えそうで、失望や恐

れに襲われている今この時、このすべてにもかか

わらずあなたは私に耐えられる以上を与える事は

なく、あなたのいやしの香油は必要な時にいやし

と開放を与えられると信じつつ、あなたを賛美す

るという武器を振るえるよう、ナタリアを呼び求

めます。

　　１０．イエス様、天と地のすべての力は、あな

たを愛しあなたに従う花嫁である私たちに与えられ

ると、あなたは御言葉で約束されました。ですから、

健康の鍵を通して、奇跡を起こすあなたの力を要求

します。私に必要なすべてのいやしの霊薬を受け取

れるように、鍵のブルー・エンジェルが天の力の源

を開くよう呼び求めます。あなたは、御国の鍵は私

たちのものであり、私たちはただ願いを述べ、あな

たの御名でその力を要求すれば、それは成されると

言われました。ですから、あなたの約束に信仰を抱

きつつ、御前に行きます。そして、たった今、あな

たのいやしの力が私の人生に触れるよう求めます。

私の忠実な医者であるあなたが必要です。

　　１１．また、あなたの御名と鍵の力によって、

邪悪な悪鬼セットを縛ります。天の軍隊を送って

彼の攻撃に反撃し打ち破り、その病気という力を

跡形もなくして下さい。

　　１２．自分自身を世話し、健康のガイドライ

ンに従う事に関してあなたが示された事に従順で

あること、そしてあなたが与えて下さった霊の助

けに波長を合わせることによって自分の分を果た

せるように助けて下さい。完全ないやしは完全な

従順の道によってのみ実現するからです。

　　１３．レサジーが健康に関する身体的世話を

怠らせようとする時や、私がすべきように霊の内

で戦っていない時に、あらゆる面で奮い立ち、あ

なたの愛の内に留まり、勝利はすぐにやって来る

という感謝で満たされているように、レサジーの

霊を拒み叱責するよう、スティリアンの助けを呼

び求めます。
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　　１４．あなたが下さった鍵を通してこれらす

べてを要求します。私の人生と健康をあなたに委

ねます。私を保護し、世話して下さる最も素晴ら

しい方、あなたに。愛しています。（以上、祈り）



　　１５．主よ、この病気という祝福を感謝しま

す。あなたは私の人生においてこれを使って私を

引き寄せ、霊的に強め、より良いファイターにな

るのを助けようとしておられます。あなたが私の

人生でしておられる事、教えて下さっているレッ

スンのゆえにあなたを賛美します。私自身をあな

たに委ねます。たとえこの病気を許されている理

由のすべてはわからないとしても、この病気ゆえ

にあなたを賛美します。この病気が私の人生にそ

の目的を果たしていると知っているからです。

　　１６．尊い恋人よ、今あなたのそばへ行き、

あなたの腕の中で横たわり、安らぎたいです。あ

なたが私の疲れて痛んだ体を優しくなでる時、私

を抱く慰めの腕と、あなたの指のいやしのタッチ

を感じたいです。あなたの柔らかい唇にキスした

いです。そして、そのキスが痛みと不快感を優し

く取り去り、私の中をエネルギーが流れるのを感

じたいです。ここであなたと休息し、あなたの愛

と慰めと世話を浴びる今、身体も心も霊もすべて

あなたのものになりたいです。

　　１７．いやしと苦痛の軽減、良い休息、そして

回復の鍵を要求します。あなたは、いやしの鍵を呼

び求めるなら、私たちの身体でその力に服従しない

ものは何もないと言われました。スイートな恋人よ、

今、このいやしの力を要求します。この災いから私

を解放して下さい。鍵には私たちが要求できる魔法

の力があり、私たちは回復させられるとあなたは言

われました。愛する人よ、今その魔法のような力、

回復させ、完全にする力がほしいです。あなたは、

鍵の力を通して、身体と心と霊の完全な健康の再生

を要求できると言われました。今、私はいやされる

ために、この鍵の約束を要求します。私の健康を再

生させ、回復させるようにと。あなたは、鍵の力に

はいやせない病はないと言われました。今、私は完

全ないやしを求めます。

　　１８．セットと彼のすべての悪鬼たちを叱責

します。セットの攻撃に反撃し、この病気から私を

解放してくれる奇跡の活性化の天使を呼び求めま

す。エレキソーがあなたのいやしの香油の霊薬を私

の身体に注ぎ、イラズモンの攻撃を撃退してくれる

よう呼び求めます。アルマサーを呼び求め、彼女の

まばゆい光が痛みと災いの闇を追いやるように求め

ます。私の体がいやされるよう、実際に何ができる

かに関して教えてくれるカウンセラーとして、コー

ガー博士を送って下さい。何を食べ、何を飲み、ど

う自分自身を世話したらいいのかについて、彼が知

恵を分け合ってくれますように。あなたが私をいや

し、健康を回復させられるにあたり、私を助けてく

れるスピリット・ヘルパーたちから得られるすべて

の援助を感謝します。

　　１９．スイートな恋人よ。あなたが昨日も今

日もまた永遠に同じであることを感謝します。あ

なたのいやしはあなたが地上に生きた時代の人た

ちだけに限られてはいません。あなたの身体は私

たちのいやしのためにも砕かれ、鞭打たれたので

す。私はそのいやしを要求します。そして、この

患いから私を解放するよう求めます。この病気か

らの完全な解放を要求します。あなたは、弱った

者には力を与えられ、勢いのない者には強さを増

し加えられると約束されました。あなたに仕える

ための力とエネルギーが持てるように、どうか私

の体を強めて下さい。あなたは私たちのすべての

病をいやし、いやす力を備えた翼をもってのぼる

と。あなたは、私たちの祈りを聞き、私たちの涙

を見、そしてあなたは私たちをいやすと言われま

した。スイートな恋人よ、私はそのいやしの力、

そのいやしのタッチをたった今要求します。

　　２０．最後に、時としてあなたは私たち自身

が選ぶのとは違う道へ進ませることを選ばれるの

を私は知っています。もしこの病気に対して良き

戦いを戦い続けるのがあなたの計画であるなら、

私はあなたの挑戦を受け入れ、前に置かれている

道を喜んで進みます。あなたは偉大な救出者であ

り、いやし主であると信じていますが、あなたは

偉大な教師でもあり、恋人でもあるのです。もし
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私がもうしばらくこの戦いを戦う事が御心なら、
この戦いの時と、あなたの腕に休み、学ぶこの時
にあなたが教えて下さるすべてゆえに、御名をほ
めたたえます。愛する人よ、御心が成りますよう
に。でも、もしできるならば、この杯を私から取
り除いて下さい。御名によって祈ります。アーメ
ン。（以上、祈り）

元メンバーたちのための祈り
　　２１．素晴らしい夫、恋人よ、あなたの愛の
温かさ、その清らかさ、強さ、決して尽きること
のない無条件の愛を感謝します。たとえ、時に私
たちがあなたや他の人たちを愛することに失敗し
たとしても、あなたの愛は決して失敗することな
く、決して私たちを失望させません。あなたは私
たちを愛することを決してやめないのです。あな
たの愛の保障は何と素晴らしいのでしょう！　私
たちへのあなたの愛が絶えず続くと知っている事
は何という慰めであり、満足さらせるものでしょ
う。とても美しいです。本当に、天にも地上にも
これほど美しいものはありません。スイートハー
ト、あなたの素晴らしい愛にはいくら感謝しても
し足りません。
　　２２．最愛の人よ、親愛なる元メンバーたち
を御前に携えます。彼らを感謝します。彼らがあ
なたに献身した何年もの奉仕の期間、また彼らが
私たちと共にあなたや他の人たちに仕えた期間を
感謝します。主よ、あなたは彼らを愛しておられ、
私たちも彼らを愛しています。あなたが彼ら一人
一人と共におられ、祝福し、近くに置いて下さる
ように祈ります。彼らの必要を身体的にも霊的に
も満たし、あなたの手の内に彼らを保って下さい。
　　２３．彼らが持つあなたとのつながりを強く
保ち、敵の攻撃や嘘から保護して下さい。あなた
は言われました。「霊的近しさの鍵を要求しなさ
い、そうすればわたしはあなたの愛する人たちが
通っている経験を使って、彼らをもっと近くに引
き寄せるだろう」。最愛の人よ、それを要求しま
す。あなたとあなたの愛を思い出させるような経
験や、あなたに引き寄せられるような事を彼らの
人生にもたらして下さい。
　　２４．フェイスフルとその軍団、良心の天使

が一人一人の近くにいてくれるように呼び求めま
す。これらの天使たちが良い仕事ができるよう力
を与え、彼らが元メンバーたちに話しかけ、思い
を導き、彼らの心があなたに向けられ続けるよう
にして下さい。元メンバーたちが彼らにオープン
でありますように。それによってこれらの天使た
ちや仕える霊たちが、あなたの愛、私たちの愛、
ファミリーにいた時の多くの良い経験を彼らに思
い出させる事ができるようにです。
　　２５．シャドーを呼び求めます。彼が、道か
らそれている人や、シャドーの影響が益となる人
たちにしっかりついてくれますように。愛するイ
エス様、愛する人たちの心に霊の内で働き、彼ら
を世話するのを助け、あなたに近づくための正し
い決断をするよう促す、これらの霊の助け手たち
を創造して下さったことを感謝します。
　　２６．どうぞ元メンバーたちがあなたの霊に
オープンで受容的であり続けますように。同様に、
彼らが敵の声から遠ざかり、悪魔に委ねて彼の手
先となって私たちに、つまり実際あなたに敵対し
ている人たちから遠ざかっていますように。
　　２７．最愛の夫よ、バンダーリ、オブシーリ
オン、ビタネス、レイブン＊を御名によって叱責
します。祈りの答えとしてこれらを撃退して下さ
い。バンダーリの霊たちは利用できる器をすべて
手に入れようとしていますが、信仰に満ち、鍵を
使った私たちの祈りはこれらを撃退できるとあな
たは言われました。主よ、それを信じます。鍵の
力を通してそのように要求します。投獄の鍵に
よって、あなたが元メンバーたちにどんな悪鬼を
も寄せ付けないよう要求します。
　　２８．私たちは元メンバーたちのために宿命
の鍵を作動させます。あなたは一人一人のために
計画と特別な宿命を持っておられ、祈りの答えと
してあなたがそれを実現させて下さるよう、私た
ちは祈ります。
　　２９．最後に、主よ、私たちが元メンバーた
ちのために祈り続けるのを忘れないよう、記憶力
の鍵を要求したいです。あなたは「記憶力の鍵の
力を要求しなさい。そうすれば、記憶力の鍵は [愛
する人たちのことが ] 思い浮かぶたびに、彼らの
ために祈り、奇跡を呼び求めるのを思い出させて
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くれるだろう」と言われました。彼らのために祈
るのをやめることで、彼らに対して失敗すること
がありませんように。
　　３０．愛する人、私たちの祈りをいつも聞
き、答えて下さる事を感謝します。祈りは私たち
にできる最低限ではなく最大限である事を感謝し
ます。この祈りへの答えとして生じる奇跡を、今
の内から感謝し、あなたに栄光を捧げます。愛し
ています。あなたがほしいです、素晴らしい恋人
よ。（以上、祈り）
（＊注：レイブンについては、御心であれば近日
出版のＧＮに掲載されるでしょう。）

不可避、かつ危険な状況での保護の祈り
　　３１．私は今あなたの御前に、あなたの王国
の市民として、また、あなたの賜物にあずかる者
としてだけでなく、あなたの花嫁としても来てい
ます。そして、あなたの腕に近く寄り添っていま
す。あなたから何かをもらおうと思ってこうして
いるのでなく、あまりに愛しているので離れられ
ないのです。あなたは私に花嫁としての特別な権
威を与えて下さいました。そして私は今、それを
行使します。そして、あなたが御自身を奮い立た
せて、私たちに代わってたくましい腕を挙げて下
さるようお願いします。
　　３２．あなたの花嫁たちが緊急事態にいます。
そして、あなたは供給し保護すると約束なさいま
した！　今、この約束を要求します。退いてあな
たが戦うのを見たいです。私たちに危害を加えよ
うとするサタンに敵対して、あなたが軍旗を上げ
るのを見たいです。あなたの力と強さの前に立ち
得るものは何もありません。あなたの子供たち、
あなたのファミリーを防御するためにこの力と強
さを放って下さるように求めます。
　　３３．この醜い悪魔とその手下たちは荒廃と
破壊を起こすのが何よりも好きです。あなたはそ
れに我慢なさりません。あなたは救って下さるの
です。あなたがこの状況を受け入れる事などなく、
敵の逆手を取って下さることは微塵の疑いもあり
ません。あなたは、保護し、救い、解放するばか
か、敵をそれほども圧倒して私たちの益にして下
さることでしょう。

　　３４．鍵と対峙する時、敵は惨事をもたらす
事はできません。今あなたの鍵の力を要求します。
天国の火力で満ちた鍵の宇宙船を要求します。そ
れが攻撃の矢おもてに立ち、裂け目を囲って、地
獄の略奪団があなたの子供の一人にでも触れられ
ないようにするようにと。
　　３５．破壊と混乱の張本人であるディスラプ
ターを叱責します。彼の力を彼自身に向けて下さ
い。裏をかいて下さい。彼を怒らせて下さい。破
壊して下さい。ビジランスとプルーデンス＊の助
けを通して、私たちに知恵と保護を与えて下さい。
必要ならばあからさまな奇跡を起こして私たちを
保護し安全に保つよう、奇跡の活性化天使の助け
を求めます。防御のために、鍵の力の指揮官であ
るトーラとトールを呼び求めます。私たちにあら
ゆる霊の保護と必要な支援を与えるよう、天使長
ミカエルを呼び求めます。
　　３６．あなたは私たちがこの手の内に持つ霊
の武器を通して、一人一人に偉大な力を与えて下さ
いました。ですから、今私はよろいを身に着け、勝
利を見るまで祈りを通して霊の内に戦う用意をしま
す。あなたは私のために、動いておられ、私祈りに
よって、敵とその邪悪な計画を破るため、あなたが
この戦いに送っておられる軍隊に参加します。
　　３７．あなたが私に与えて下さった保護、投獄、
抑制、奇跡の鍵は、邪悪な者たちにとっては危険
であり、あなたの子供たちを守り開放するには大
いなる力です。今これらをすべて集め、霊の内に
軍旗として掲げます。愛する人よ、この力は私た
ちの回りにあり、あなたの翼の影の下で私たちは
安全です。愛する人よ、四方を取り巻いて下さい。
私たちは恐れません。いざ、戦いへ！（以上、祈り）
　　（＊注：プルーデンスについては、御心であ
れば近日出版予定のＧＮに掲載されるでしょう。）

将来の迫害における保護と準備のための祈り
　　３８．スイートな恋人、主よ、あなたの慎重
な計画をほめたたえます。私たちすべてのために
マスタープランをお持ちであることのゆえに、あ
なたをほめたたえ、私たちの人生のあらゆる面に
渡って細部まで計画されていることを感謝しま
す。私たちが忠実に御心の中央に留まっている限
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り、あなたが計画していないことは何ひとつ起こ
らず、私たちが害を被る事はありません。
　　３９．親愛なる夫よ、私たちを強くし、あな
たのためにもっと役に立つ器にするために、また、
私たちをあなたにもっと近づけ、世界中を襲う将
来の激しい嵐に備えるために、あなたは私たちの
人生に何かが起こるのを許されます。でも、あな
たの翼の陰にいる限り、あなたは敵が度を超した
ことをしたり、私たちやあなたの御仕事に害を生
じさせるようなことを決して許されません。あな
たは言われました、私たちはあなたの花嫁として
あなたの下へ駆け寄り、保護と安全を求める事が
できると。また、あなたを親密に愛することに忠
実であるなら、あなたは私たちの懇願と嘆願を拒
む事はできないと。
　　４０．ですから、今、御腕に駆け寄り、私た
ちに敵対して戦う者たちと戦って下さるように懇
願します！　心も人生も身体も精神もすべてあな
たに捧げた者たちを、そのたくましい腕で守って
下さい。愛する恋人、私たちはあなたのものです。
あなたは私たちの保護主であり、守り主です。私
たちはこの状況においてあなたが御心をもたらさ
れるのを頼りにしています。
　　４１．私たちの強力な保護者である大天使
ミカエルを助けに呼び求めます。また、敵と戦
いその計画を打ち破り、あなたの花嫁であるあ
なたの子供たちに対して深刻な迫害をもたらす
のをできる限り遅らせるように、私たちのため
に天の軍隊を解き放って下さい。天のワイルド
キャッツたちが素早く動き出して、敵の勢力を
拡散し、妨害し、敵の陣地に破壊と混乱をもた
らすように求めます。
　　４２．私たちは、この地においても天におい
ても、鍵よりも偉大な力はないと知っています。
そして、鍵を呼び求め、完全な信仰を持って作動
させます。鍵は私たちのために素晴らしい奇跡を
起こすと知っているからです。あなたの花嫁たち
に害を及ぼそうとする者たちを縛り、制限し、黙
らせるよう、抑制の鍵を呼び求めます。あなたの
子供たちがこの邪悪な悪魔の脅かしから守られる
よう、保護の鍵を呼び求めます。証しの鍵を呼び
求めます。それによって、敵が私たちを攻撃し始

めた事を後悔するぐらい、どの迫害を通しても福
音が明確に声高に宣べ伝えられますように。敵の
攻撃はただ、敵の支配から魂が救われ、敵の嘘は
暴露されて、より多くの羊があなたを選ぶ決断に
導かれるようにするだけです。大胆さ、信仰、知
恵をお与え下さい。ウイリアム･グラッドストン
を送って、信仰を擁護し、知恵を持って語るのを
助けてくれますように。
　　４３．イエス様、私たちが備えるのを助けて
下さい。御言葉の肉を出すために自分たちの分を
果たすのを助けて下さい。それによって、迫害が
来た時には、あなたの羊が充分知った上で正しい
選択を下せますように。
　　４４．迫害は、私たちをあなたの必要とされ
る器に造り変えるための、御手の道具ともなりま
す。それがあなたのご計画なら、愛するイエス様、
私たちが白く清められますように。しかし、もし
御心なら、もうしばらく平和を与え、あなたのメッ
セージを自由に出せますように。私たちは仕事を
終わらせたいのです。そうすれば、あなたが戻っ
て来てこの地上の神の国を設立できます。ですか
ら、もし迫害によって私たちの仕事がより迅速に、
より良く終わる助けになるならば、迫害をもたら
して下さい。でも、羊を備えさせ、御言葉を出
す時間をもう少し与えたいと思っておられるなら
ば、私たちが従順であなたの近くに従えるよう助
けて下さい。それによって、あなたは迫害を起こ
して私たちを懲らしめずにすみます。「チェンジ」
を受け入れ、人生とホームに彼を招き入れ、私た
ち全員の人生がより良く、互いにより近くなり、
もっとあなたの役に立てるようになるため、彼と
共に働きますので、どうか私たちを助けて下さい。
　　４５．あなたは言われました。「鍵には闇の
すべての力を縛り、その光の前に隠されているも
のは何もなくなるよう、最も暗く深い所まで光と
力を輝かせる力、敵の計画や企みを暴き、すべて
を無にさせる力がある。」　私たちのために鍵が力
強く働くと期待を込めて、完全な信仰を持ってこ
の約束の上に立ちます。
　　４６．優しい恋人よ、すべての嘆願を聞き、
答えて下さる事を感謝します。あなたを愛してい
ます。私たちのために起こされるすべての素晴ら
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しい奇跡を、前もって感謝します。私たちは、強
力な擁護主、戦士の王、小羊たちの羊飼いである
あなたに信頼します。（以上、祈り）

いったん迫害が起こった場合の、保護と迫害
による証しのための祈り
　　４７．イエス様、今私たちは、地上での敵
対者たちと冥府の敵両方から攻撃されています。
彼らは私たちを攻撃し害を及ぼそうと構えてい
ますが、愛する夫よ、私たちには恐れることは
ありません。あなたは、あらゆる時代を通して
あなたの子供たちを救い出してきました。この
日、この時代に生きる私たちのために、あなた
は同じ事ができるばかりか、もっと素晴らしい
事ができるのです。
　　４８．あなたはししの口をふさいでダニエル
を助けられました。ですから、なおのこと、私た
ちに対して様々な偽りを吐き出そうと望むこの敵
対者たちを止められない事がありましょうか？　
あなたはモーセとイスラエルの子たちのために紅
海を分けられ、後を追うエジプト人たちを溺れさ
せました。ですから、なおのこと、現代の私たち
のために安全な道を作り、後を追ってくる者たち
の計画を沈めさせられないはずがありません。あ
なたは弟子たちのために嵐を静められました。で
すから、なおのこと、この現代の迫害の嵐を静め
られないことがありましょうか？
　　４９．愛する人よ、あなたには力があります。
救い、保護し、解放して下さるあなたの力には何
の疑いもありません。また、あなたが敵対者たち
に対して御心を行われることにも微塵の疑いもあ
りません。あなたは最善と思われる方法で敵対者
たちを黙らせます。御心に従って彼らの計画をく
じかれ、最も完璧な結果が出るようになさるので
す。あなたはいつもあなたの子供たちを守ってこ
られました。あなたの小さな者たちをいつも擁護
してこられました。あなたの民が御心を行えるよ
うに、いつも必要な事は何でもされてきました。
　　５０．イエス様、私たちはあなたの民であり、
あなたは私たちの世話をされます。私たちの状況
の全景を見ておられ、御心の境界線内でしか物事
が起こるのを許されません。あなたは敵対者たち

の不義の杯を満たすために彼らがすべきことをす
るのを許されますが、それから彼らの邪悪な計画
を阻止されます。あなたは、真実が出され、世界
の関心が私たちとその先進的なやり方に集められ
るよう、マスコミが何であれ御心の範囲内のこと
をするのを許されます。でも、私たちの益になら
ないことは決して起こされません。ですから、私
たちは絶対的にあなたを信頼します。
　　５１．将来の結果ゆえに、今の内からあなた
をほめたたえます。私たちはあなたに比べたら何
も知らない、か弱い人間です。ですから、たとえ
私たちが必死に祈ったとしても、たとえ願い通り
にあなたに働き、動き、救い、解放していただい
たとしても、究極的には、あなたがすべてをご自
分の御手の内に持っておられると知っています。
あなたは最善を行われます。何が共に働いて益と
なるか知っておられ、それだけが起こるのを許さ
れ、私たちを傷つけるどんな事も阻止されます。
あなたは全体像を考慮しておられ、ご自分のな
さっている事を充分ご承知です。敵対者たちは状
況を支配していると思っていますが、あなたは彼
らよりも偉大で、優れ、強くクールな方です。自
分たちがどんなに頭が切れると彼らが思っていて
も、あなたは御心を行われるのです！
　　５２．イエス様、この状況を通してあなたが
もたらされる勝利ゆえに、あなたをほめたたえま
す。ビクトリー･スクワッドを感謝し、私たちの
賛美を通して、今彼らを送り出します。プレイズ
を強力な霊のミサイルに変えて、悪魔の力を衰退
させ、要塞を破壊したいです。この迫害に関わっ
ている地獄の悪鬼一人残らずこっぱ微塵に踏み潰
されるのが見たいです。そうすれば、ビクトリー
･スクワッドが完全に私たちと子供たちを取り囲
み、敵である悪魔の分隊が入る隙間が少しもなく
なります。私たちの賛美を通して、ビクトリー･
スクワッドが大きな力を発散させて悪鬼たちを痛
めつけ、撃退し、遠くへ追っ払うよう要求します。
　　５３．ビクトリー･スクワッドと共に賛美を送
ります。私たちの賛美の力を手にし、大量破壊の
霊の爆弾を造り出すよう、また、悪魔に向かって
その力を行使するよう、ビクトリー･スクワッドに
命じます。私たちの賛美が真に違いをもたらすの
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を見たいです！　賛美が霊の内で原子爆弾のよう
になって、一匹残らずすべての悪鬼を彼らのいる
べき地獄へ吹き飛ばして下さい。私たちの賛美が、
あなたの最善と思われる方法で、霊の敵と地上の
敵対者たちにとって物事を台無しにするのを見た
いです。戦いに備えるビクトリー･スクワッドに向
けて、大量の賛美の力を放ちます。そして、私た
ちの賛美の結果を見るのを楽しみにしています。
　　５４．アーミナとその天の軍隊、ジャンヌ･
ダルクと彼女の戦士たち、私たちの擁護者である
大天使ミカエルの助けを呼ばわります。素晴らし
いイエス様、これらの強力な軍隊と、私たちに代
わって戦いに突撃してくれる経験をつんだ指導者
たちを感謝します。彼らは、私たちが祈りによっ
て彼らに力を与えるたびに、多くを達成してくれ
るのです。
　　５５．鍵の力ゆえにあなたを賛美します。保
護と安全、証し、勝利、奇跡の鍵を。私たちはそ
れを呼び求め、私たちのために作動させて下さる
よう、あなたに求めます。
　　５６．今この瞬間にも、霊の世界では多くの
素晴らしいことが起こっているのです。強力なス
ピリット・ヘルパーたちが至る所で悪鬼たちを
やっつけ、霊の世界で大惨事をもたらしています。
敵である悪魔は恐れをなして、この戦いに勝とう
と躍起になっています。しかし、敵のすべての試
みは無駄であり、私たちと天の助け手たちにとっ
て、もっと多くの勝利をもたらす結果になるので
す。敵の最高の戦略や計画でさえ、あなたの力と
天の知性には太刀打ちできません。私たちは、そ
れを信頼し、それに頼ります。
　　５７．ですから、勝利に乾杯！　今の内から
それを祝います。ありがとう、イエス様。あなた
は約束なさった事は成し遂げられます。即座にす
べての答えを見ないかもしれませんが、霊の世界
では誰が勝利者なのかが極めて明確にされる事に
は全く疑いがありません。それは敵とその汚いや
り口をする者たちでない事は確かです。戦いの前
から結果がわかっており、恐れる事も心配する事
もないゆえにあなたを賛美します。
　　５８．さあ、サタンめ、行くぞ！　おまえは

この戦いにすでに負けたのだから、いっそのことあ
きらめたほうがいい。土壇場の計画をひねり出そう
とするのはやめなさい。どちらにせよ勝ち目はない
のだから、ファミリーに危害を及ぼそうと試み、応
急措置をしようとしても無駄だ。試みれば試みるほ
ど、おまえの小悪鬼どももろともより激しく倒れる
だけだ。おまえは、神とイエス、そして天の天使た
ちすべてはおまえよりも強力であると知っているは
ずだ。さらに、私たちのような人間でさえ、霊的な
力が与えられているなら、おまえを打ち負かすこと
ができると。だから、おまえはすでに負けたのだか
ら、あきらめたほうがいいぞ。
　　５９．だが、まだあきらめないなら、私たち
はおまえと戦い続けるつもりだ。霊の内でおまえ
にパンチを食らわせ続ける。天国の軍団を送り続
け、おまえと手下どもを打ち負かし続ける。賛美
し続け、それによってビクトリー･スクワッドは
もっと力を得るばかりだろう。私たちは前進し続
け、巨大かつ不滅の霊の戦車でおまえと微弱な軍
隊を踏み潰していく。何が起ころうとも賛美し続
けるつもりだ。そうしておまえは赤ん坊のように
泣き叫び、びっこを引きながら敗走していくこと
になる。賛美の力にはおまえの力など及びもしな
いからだ。
　　６０．私たちは祈りの内で戦っている！　賛
美の武器で戦っている！　攻撃に出ており、決し
て負けることはない。だから、サタンよ、恐れお
ののけ。おまえの小悪魔どもも同様だ。おまえは
大敗北するのだから。ビクトリー･スクワッドが他
の天使の軍勢と霊の戦士たちと共に向かっている。
おまえは、この迫害の計画を練った日を後悔する
事になるだろう。どこから見てもおまえとおまえ
の王国の大災難になるからだ。地上の世界におい
て結末がどう見えようとも、私たちは知っている。
霊の内ではおまえの方が深刻な打撃を被る事を。
　　６１．おまえに勝ち目はない。すでに負け
たのだ。だから、私たちの素晴らしい夫をほめ
たたえます。今までも、今も、将来も、私たち
を悪魔の手から解放して下さる方よ。勝利は私
たちのもの、主の栄光のものです！　ハレルヤ！
（以上、祈り）
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　　６２．イエス様、あなたは宇宙で一番大きく
て強い足をお持ちであり、私たちに敵対して立ち
上がるあらゆる悪鬼を踏みつぶすと言われまし
た。ですから、あなたのすべての力と権勢を使っ
て、レイブンとバンダーリの悪鬼を滅ぼして下さ
い。あなたの足の下で砕いて下さい。地面に踏み
つぶして下さい！
　　６３．あなたは昔の王たちや戦士たちを送っ
て、彼らの敵を徹底的に滅ぼされました。今、同
様の事をして下さるよう求めます。強力な剣を
持った力強い腕を上げ、冥府の敵対者たちの首め
がけて振り下ろして下さい。イエス様、彼らはあ
なたの血をほしがったように、私たちの血を求め
ているのです。ですから、破壊の鍵を送って、あ
らゆる悪鬼の血を地面に撒き散らして下さい。
　　６４．彼らは私たちを憎んでいます。つま
り、愛の神であり彼らの創造主であり保護者であ
るあなた、イエス様を憎んでいるのです。彼らは
自分たちにすべてを与えて下さったあなたの御名
を呪っています。ですから、愛する人よ、彼らを
呪って下さい！　悪鬼たちの偽りの舌を滅ぼし、
地上で彼らに使われている者たちを黙らせて下さ
い。彼らはファミリーが滅ぼされることを望んで
います。あなたの群れに羊たちを導くのを助けて
いるあなたの大切なファミリーを。ですから、イ
エス様、彼らを止めるためならどんな事でもして
下さい。
　　６５．レイブンとその邪悪で汚らわしい霊を
叱責する。敵対者たちの思いにこれ以上影響力を
及ぼさないようにして下さい。悪魔とその悪鬼ど
もの不利になるよう、悪魔自身のプライドを利用
して下さい。誹謗者と地上の敵対者たちの信用が、
同年代の仲間たちや、自分たち自身、さらに世間
の目から見て地に落ちますように。イエス様、あ
なたは必要なら何でもおできになります！　宿命
の鍵を振るい、敵対者たちの宿命が成就するよう
に求めます。悔い改めてあなたに立ち帰るか、ま
たは、あなたが最善と知っておられる方法で彼ら
の人生に働いて下さるように。
　　６６．戦いの天使たちと恐るべき霊の存在た

ちを送って、敵対者たちの計画を無にするために
必要なら何でもして下さい。雄々しいイエスよ、
介入して下さい！　霊の戦士たちを送って下さ
い。そして、彼らが全力を尽くして超自然的な力
すべてを駆使し、ファミリーを傷つけようと堅く
決心している手先どもを一人残らず止めますよう
に。あなたの霊の戦士たちは強力であり、私たち
のために戦うよう造られました。ですから、レイ
ブンとバンダーリ、そのほかの悪鬼どもに対して
猛攻撃を仕掛けるよう、今彼らを送って下さい。
　　６７．「バンダーリは鍵に恐れおののいてい
る。ポケットに手をいれて鍵をカチャカチャと鳴
らすだけで彼らは身震いし始めるだろう。鍵の力
は彼らをしのぐ。だから鍵の力を子供たちの上に
集中させるなら、バンダーリは逃げ去るだろう。」
カチャカチャ！　悪鬼どもよ、この音が聞こえる
か。これはおまえの破滅の音だ。全能の神の恐ろ
しい足で踏み潰され、おまえの骨と皮の死体が壁
に釘付けにされる前に、命からがら逃げ去るがい
い！
　　６８．私たちの祈りは鍵の力を通して、百倍
にも増しています。この迫害における素晴らしい
鍵の超自然的な力の結果として、あなたとファミ
リーのために百倍の勝利を求めます。悪魔の敗北
が百倍になりますように。様々な状況や形勢にお
いてあなたが百倍介入し、そのたびごとに悪魔の
失敗を生じさせて下さるよう期待します。
　　６９．イエス様、これらはあなたの約束です。
私たちはその約束に固守し、あなたのために偉大
な勝利を要求します。あなたの昔の戦士たちのよ
うに、私たちは敵である悪魔の面前で叫びます。
「われわれは王なる主のために世界を支配する！」
「われわれは霊の内で強力だ。神の心と思いと霊
を持って戦うからだ！　おまえたちは決して神に
勝てない。」
　　７０．イエス様、この迫害とあなたが勝ち取
る勝利を使って、あなたの敵対者たちすべてへの
警告とし、彼らが二度と私たちに戦おうとしない
ようにして下さい。それはあなたに敵対して戦う
事だからです。（以上、祈り）



10 効果ある祈り (#3566) (#3566)

子供たちのための一般的な祈り
　　７１．尊い恋人、また素晴らしい導き手であ
る主よ、あなたが祝福として与えて下さった子供
たちを感謝します。あなたは世界中にいるすべて
の人の中から、あなたの訓戒にそって子供たちを
世話し、育てるために私たちを選ばれました。子
供たちが喜びと祝福で満たされた人生を送ってい
ること、また、あなたが毎日、彼らに愛を降り注
いでおられることを感謝します。
　　７２．私たちを助け、子供たちの必要を満た
すために呼び求めることができるフレドリックと
フレヤを感謝します。子供たちの必要（必要のリ
ストをここで告げる）のために鍵を要求します。
そして、私たちは、彼らのために変化や改善、奇
跡が起こると知っています。
　　７３．愛するスイートな主よ、あなたにとっ
て難しいことは何もありません。私たちは、害や
障害、病気、その他何であれ敵が子供たちを攻撃
しようとするものが近づかないよう、あなたの助
けを呼び求めることができます。あなたの御名に
よって、またあなたの約束の力によって、サタン
の軍勢が子供たちの髪の毛一本にも触ることがで
きないよう命じます！　子供たちの心と霊と思い
と体の保護を感謝します。あなたが彼らの人生を
しっかり守っておられるとわかるので、私たちは
安らいでいることができます。
　　７４．子供たちの天国的な保護者であり世話
をするウォッチドッグとヘイブンがそばにいて、
注意深く見守り、私たちが気づくべきことを警告
してくれるよう求めます。イエス様、子供たちを
安全に保つために、警戒し、祈り深くなり、何で
もあなたが示すことを行えますように。子供たち
の世話や安全面において怠慢にならず、あとはあ
なたがして下さると信頼しつつ、自分たちの分を
果たせるよう助けて下さい。
　　７５．愛を感謝します。すべての罪を覆う
愛、状況が困難な時や、子供たちが難しい時期に
ある時でも私たちが進み続けるのを助けてくれる
愛を。あなたには、子供たちがやり遂げるのを助
け、教え、あなたが望まれる男女に成長できるよ
う、一歩一歩導くための忍耐を与えることができ
るのを感謝します。（以上、祈り）



　　７６．私たちの尊い子供たちを感謝します。
子供たちはあなたからの最高の賜物の一つ、あ
なたの無限の愛のしるしであり、あなたは世話
する子供たちを与えるという方法を使って、あ
なたが私たちに抱いておられる気持ちを示され
るのです。子供たちによって私たちがあなたに
近づけることを感謝します。なぜなら、私たち
はあなたなしでは何もできず、無ですが、あな
たの助けと導きがあるなら、あなたから任せら
れたこの貴い命を形成するという大きな仕事が
できるとわかるからです。
　　７７．子供たちはあなたからの最大の賜物で
す。この賜物に賢く投資するためベストを尽くせ
ますように。そうすれば、あなたが戻って来られ
る時に十分していなかったことがわかるのではな
く、できる限りをしたことになります。そして、
あなたから「よくやった」と言われるのです。
　　７８．子供たちをあなたの霊で祝福して下さ
い。子供たちをあなたの愛で包み、彼らが日々、
あなたに近くなれるよう助けて下さい。一人一人
に守護天使や良心の天使、祈りと賛美の天使、ま
たさらに多くのスピリット・ヘルパーがついてい
て、彼らを助け、また私たちが子供たちを世話す
るのを助けてくれることを感謝します。私たちが
スピリット・ヘルパーと協力し、彼らのチェック
に従えますように。
　　７９．あなたのためにこの小さな弟子たちを
訓練するという非常に大きな任務に必要とされる
ものが与えられるよう、愛と知恵、絶え間ない警
戒心、チームワーク、団結、塗油の鍵を要求します。
　　８０．あなたがそばにいて下さるなら、何で
もできます。祈りで子供たちを支えられるという
特権を感謝します。私たちのリクエストにあなた
が答えて下さることを感謝します。私たちは言葉
には表せないほど子供たちを愛していますが、あ
なたはそれ以上に彼らを愛しておられ、あなたに
とって彼らはとても大切な存在なので、あなたは
ご自分の者を世話されるとわかるのです。
　　８１．イエス様、愛しています。子供たちの
世話をし、霊的、物質面、またどんな面であって
も彼らの一切の必要を満たして下さることを感謝
します。イエス様、あなたが必要です。（以上、祈り）
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　　８２．貴い恋人よ、あなたが与えられた子供た
ちを感謝したいです。あなたが申し分のない父親で
あることを感謝します。あなたは私たちにとても良
くして下さり、まるであなた自身の子供であるかの
ように、子供たち一人一人に供給し、世話されます。
私たちは子供たちについて一切心配することはあり
ません。あなたは彼らをすべての面で世話し、愛し、
守り、保護すると約束されたからです。あなたの約
束を感謝します。そして、何よりもまずスイートハー
ト、私たちに子供たちの世話を任せられたことを感
謝します。この子たちの世話ができることは栄誉で
あり、特権と感じています。
　　８３．イエス様、あなたは「子供の必要のた
めに鍵の力を呼び求めなさい。そうすれば、あな
たの祈りはパワフルになる。天使のヘルパーたち
が送られ、あなたは変化、改善、さらには奇跡す
ら見るだろう」と約束されました。この約束を感
謝します。私たちはただ恐るべき鍵の力を使いさ
えすれば、あなたがそれに応えて下さることを感
謝します。
　　８４．私たちは、あなたから預かった子供た
ちを、最善を尽くして世話しないことであなたを
失望させたくありません。スピリット・ヘルパー
から得るべき助けを求めることで、より良い世話
ができるのです。ですから、私たちや子供たちが
今、必要としているスピリット・ヘルパーを送っ
て下さい。（あなたかあなたの子供を特に助ける
スピリット・ヘルパーを呼び求める。）　スピリッ
ト・ヘルパーが私たちを助け、子供たちを世話し
育てるのに必要な知恵や愛、忍耐、洞察力を与え
てくれるよう祈ります。
　　８５．中に入って来て、身体的、感情的、霊
的などいかなる面でも子供たちに害を与えようと
するサタンとその一味の力を叱責し、縛ります。
これらの悪鬼に対して軍旗を掲げるため、鍵を要
求します。彼らは、子供たちがあなたから宿命
づけられている者になるのを邪魔し、やめさせた
がっています。私たちが敵の策略に気づき、積極
的に攻撃をかけ、敵を子供たちからできるだけ遠
くに追い払えるよう助けて下さい。
　　８６．どうか、子供たちを忠実に訓練できま
すように。子供たちが必要とする良い手本になれ
ますように。あなたや御言葉や羊を愛する、しっ

かりとした献身した弟子の手本に。忠実さと勤勉
さ、愛、忍耐、理解の鍵を呼び求めます。この子
供たちこそ未来です。私たちがそれに気づき、彼
らをそのように扱えるよう助けて下さい。
　　８７．あなたやスピリット・ヘルパーと近く
働けますように。それが、子供たちのために最善
を尽くすようになれる唯一の手段だからです。愛
する主よ、私たちが必要とするビジョンを与えて
下さい。疲れたり、がっかりしたりする時には、
このビジョンに目を留め続け、善を行うことにう
み疲れないように助けて下さい。あなたは、たゆ
まないでいると、時が来れば刈り取るようになる
と約束されました。子供たちのことを、あなたが
将来なると約束された者として見られるよう、未
来をのぞく鏡を持つエリージャンを送って下さ
い。それは、私たちが必要とする信仰やビジョン
を持つのを助けてくれでしょう。
　　８８．あなたの約束を固守できることを感謝
します。あなたを心から愛しています！（以上、
祈り）

証しのための祈り
　　８９．素晴らしい夫、イエス様、とても愛して
います！　あなたを愛し、愛されていること、あな
たがいつでも必要な時にはそばにいてくれること、
あなたの花嫁と呼ばれる栄誉と特権にあずかってい
ることをとても感謝しています。あなたが私を愛す
る様や、様々な不思議や美や愛で人生を満たして下
さる様が大好きです。あなたは言葉に言い尽くせな
いぐらい素晴らしい方です。そして、あなたの祝福
は数えきれません。その美や愛ゆえにあなたをほめ
たたえ、敬愛します。私の心はあなたのいつくしみ
への感謝の気持ちであふれます。
　　９０．世界中の人に、あなたがどれほど素晴
らしいかを知ってほしいです。そして、私のよう
にあなたのことを知り、愛する機会を持ってもら
いたいです。それは世界で最も素晴らしい事です。
私は、最善を尽くして、出会う人、話す人、世話
をする人すべてにあなたを知り、愛する機会を与
えたいです。それによって、彼らも私のように守
られ、幸せになれるように。
　　９１．「私を永遠の愛で愛する」、「決して私
を離れず、私を捨てない」というあなたの約束を
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思い出すのが大好きです。愛する恋人よ、この素

晴らしい真理の美点を伝える強さと力と確信と大

胆さを持ち、あなたの素晴らしい言葉を他の人に

教えられるよう助けて下さい。

　　９２．あなたの言葉を大胆に宣べ伝えられる

ようにしてくれる、証しの鍵を呼び求めます。ペ

テロや弟子たちがペンテコステの日に臆すること

なく大胆に語ったように、あなたの言葉が私の口

から流れ出るよう、聖霊の力を呼び求めます。私

が力強い言葉を語り、それがあなたの言葉となる

よう、信仰と大胆さの鍵を呼び求めます。それに

よって人々は私があなたと共にいたことを知り、

感じ、彼らがあなたの霊を感じ、私を通してあな

たが彼らの心に触れられるようにです。

　　９３．あなたのような見方で霊の内に物事を

見られるよう、私を完全に所有し、思いを支配し

てほしいです。人の心を見抜き、何を言い、何を

伝え、どのように振る舞い、あなたが必要だとご

存じの方法であなたの愛とメッセージを説明する

にはどうすればよいかがわかるよう、証しの活性

化の天使の助けを呼び求めます。

　　９４．イエス様、私は、人の魂を奪い、破滅

や霊的また身体的な死へと追いやろうとしている

サタンとその軍勢に激怒しています。私は、外に

出て、サタンに勝ち、打ち負かし、サタンの計画

をくじき、戦利品を奪い返すため、霊の戦いをす

る準備ができています。サタンの手中から魂を獲

得し、救うのです。

　　９５．証しの戦士であるサンバードマールと、

その指揮下にある戦士団を呼び求めます。今日、

敵の闇にとらわれている人たちに証しし、養いに

行きますので、私たちの下に彼らを送って下さい。

あなたの計画を強引に打ち負かし、あなたの愛と

光と真理から魂を奪おうとしている地獄の悪鬼軍

団を打ち負かし、滅ぼせるように彼らを霊の内で

強めて下さい。

　　９６．あなたの恵みと鍵の力、また天国の軍

勢の力によって、私たちは今、あなたの御名によっ

て勝ち進み、福音を宣べ伝え、囚われ人を解放し、

悲しむ心をいやし、嘆き悲しむ人を慰めます。真

理の良き知らせを切実に求めている人たちに、そ

れを伝えに行きます。出て行って、あなたの言葉

という尊い宝を与え、人々を束縛しているこの世

と体制の鎖を断ち切る武器としてあなたの言葉を

使います。あなたの王国に魂を取り戻すために、

私たちは出て行きます。彼らはより多くの花嫁と

なって、あなたを愛し、あなたによって愛され、

あなたの素晴らしい愛と光の内に永遠に渡って私

たちと喜びを共にするのです。（以上、祈り）



　　９７．尊い恋人よ、ずっと昔にあなたが地上

にやって来て、私たちのために生き、死なれたと

いう犠牲を感謝します。あなたが注ぎ出し続ける

愛を感謝します。問題への答を示し続け、あなた

のために有意義な人生を送れるよう助けて下さる

ことを感謝します。

　　９８．そのお返しとして、あなたの良き知ら

せを人々に伝えられることを感謝します。あなた

の愛で世界に手を差し伸べられることを感謝し

ます。それによって、失われた魂や助けを必要

としている人たちが、あなたが私たちに与えられ

たのと同じ愛とゆるしの教えを受けることができ

ます。あなたが私たちの夫であること、またその

無限の愛をこの世の失われた孤独な人々に与える

ための塗油を与えて下さっていることを感謝しま

す。それによって、彼らもあなたを知り、あなた

の花嫁になれるのです。

　　９９．イエス様、証しとテスティモニーの

鍵を呼び求めます。鍵の力によって、あなたが

望まれる証し人になれるよう助けてくれる塗油

を呼び求めます。大胆さと勇敢さの鍵を下さい。

それによって、あなたのメッセージを聞く必要

がある人に伝えることができます。何をどのよ

うに言うべきかを知るために知恵の鍵を下さい。

適切な事を適切な人に語れるよう、またあなた

のメッセージを受け入れず、心を閉ざしている

人に時間を無駄にすることがないよう、識別力

の鍵を下さい。何よりも、あなたの愛を下さい。

あなたのような心が与えられるように、情熱の

鍵を呼び求めます。あなたの愛であふれんばか
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りに満たし、出会う人たちに流れ出るようにし

て下さい。自分自身の力による者にはなりたく

ありません。ただあなたに輝いてほしいです。

　  １００．私の主、導き手、カウンセラー、コー

チ、恋人であるあなたの近くに、いつも必ず留まっ

ていられますように。あなたの声やささやき、ま

たスピリット・ヘルパーの声やささやきに必ず耳

を傾けられますように。愛する主よ、あなたの導

きなしには何もしたくありません。ですから、こ

の面においてあなたの助けを求めます。

　　１０１．証しの活性化の天使を呼び求めます。

今日彼らが先に行って、私が出会う人たちの心を

備えますように。活性化の天使との明確な経路と

つながりを与えて下さい。それによって、私が会

う人たちの心と思いに対する彼の識別力と洞察力

から益を被ることができます。サンバードマール

の力を要求します。彼の戦士たちが今日、私と一

緒に来て、敵の攻撃を阻みますように。敵は、こ

の証しの時とあなたのメッセージを伝えることを

邪魔しようとするでしょう。悪魔を打ち負かし、

証しをし、あなたの王国のために魂を勝ち取って

いる間、悪魔とその軍勢が近づかないよう、ミカ

エルとチーフを呼び求めます。

　　１０２．特に、パンやレサジー、バンダーリ、

リジェクション（拒絶）の悪鬼など、人の心を縛り、

抑制する者たちに敵対して祈ります。私自身、ま

た今日、私が出会ってあなたの言葉を分かち合う

人たちのために、悪鬼たちに敵対して鍵の力を要

求します。敵の邪悪な霊たちや、私やあなたの仕

事を邪魔したり、危害を加えたりしようとする者

を縛って下さい。彼らを追い払うなり、送り返す

なり、あるいはあなたの仕事を邪魔したり問題を

起こしたりできない海底に縛るなりして下さい。

　　１０３．また、鍵の飛行物体を呼び求めます。

鍵の飛行物体が共に行って、あなたが与えられ

た力で私を守り、あなたの霊で包んでくれます

ように。

　　１０４．愛する人、主よ、あなたが私たちに

与えられたこれらの賜物を感謝します。私たちを

取り囲む霊を感謝します。あなたが今日して下さ

ることを、今の内から感謝します。愛しています！

（以上、祈り）

供給の祈り
　　１０５．尊いイエス様、御前に行き、必要と

する様々なものを求められる機会を感謝し、あり

がたく思っています。一つ一つの祈りに答えリク

エストに応じることを喜ばれる王であり夫である

方がいると知ることができて、とても幸せです。

あなたが出し惜しみしたり、必需品だけをしぶし

ぶ与えたりする方ではなく、豊かな祝福と祈りへ

の答によってあふれんばかりに満たし続ける方で

あることを感謝します。

　　１０６．私たちの必要を満たし、あなたの仕

事をするために必要なものを与えるという面で、

あなたが何度も介入して下さったことを感謝しま

す。あなたの栄光の富の中から私たちの一切の必

要を満たすという約束を常に忠実に果たして下さ

ることを感謝します。あなたには多くの富があり

ます。あなたは確かに長年に渡ってとても多くを

供給して下さいました。そして、私たちはそのよ

うな数多くの奇跡を認め、その一つ一つをあなた

に感謝します。

　　１０７．あなたは数え切れないほど何度も

私たちに応えて下さいました。そして、私たち

が必需品だけでなく豊かに満たされてここにい

るのは、ただあなたの忠実な世話のおかげです。

それゆえに、心からあなたをほめたたえます。

イエス様、あなたのような方は他にいません。

あなたのように忠実で思いやりのある夫はいま

せん。最愛の恋人よ、あなたを敬愛します。そ

して、私たちの必要を気遣って下さるあなたの

ような強く、思いやりある夫がいることで、と

ても幸せです。

　　１０８．そして、今、私たちはあなたが再び

天の供給の窓を開き、私たちが必要とするものを

注いで下さるよう求めなくてはなりません。私た

ちは大胆になって御前に行きます。あなたが喜ん

で与えられると知っているから、そして、あなた

はどんな供給の扉も開くと約束した御国の鍵を私
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たちに与えられたからです。ですから、私たちは

供給と気違いじみた信仰の鍵を携えて御前に行き

ます。これらの鍵が錠を開け、天の供給の水門を

開くと信じます。

　　１０９．あなたの仕事と御国の栄光のために、

私たちは特に次のものを求めます（具体的なリク

エストをここで述べる）。

　　１１０．私たちが必要とするものを何でもす

べて、完全に供給すると約束している、あなたの

新しい約束と古い約束を主張します。特に、私た

ちはこの約束（節を要求する）とこの鍵の約束（鍵

の約束を要求する）を要求します。そして、これ

から、この破られることのない契約であるあなた

の言葉を実行して下さるよう、あなたに求めるつ

もりです。

　　１１１．あなたは、私たちの祈りに応えて下

さると知っています。それゆえに感謝します！　

（再び具体的なリクエストを述べる）の供給を今

の内からあなたに感謝します。私たちはあなたに

必要を告げたのであり、あなたの約束は世界中の

すべての銀行にあるお金を集めた以上のものだと

知っているからです。あなたは絶対に約束を果た

して下さいます。尊い夫、主よ、あなたの豊かな

供給と、私たちに惜しみなく注ぎ続けて下さる優

しく愛情深い世話を感謝します。私たちは誰より

も豊かに祝福されています。

　　１１２．ですから、今、あなたの約束の成就

とリクエストの実現を待っている間、私たちがビ

ジョンをなくさず、あなたの供給を疑わないよう

にする信仰のスピリット・ヘルパーを求めて祈りま

す。たとえどのような状況であろうと、あなたが

私たちの求めに応じて下さると信じる気違いじみ

た信仰で勇気づけてくれる偉大な信仰の人、ジョー

ジ・ミューラーを呼び求めたいです。祈る時にそ

のような信仰と必死さを持てるよう、彼を送って

下さい。そのような祈りは結果をもたらします。

　　１１３．また、悪霊アポジオンとその手下ど

もを叱責します。鍵の力とイエスの御名によって

叱責します。ホームからアポジオンを追い出し、

私たちの思いのずっと遠くまで追い払います。私

たちを妨げたり、押し倒したり、目を覆ったり、

疑わせたり、あなたの最善以下で落ち着かせたり

するための場所を彼に与えることを拒みます。ア

ポジオンのまがい物などほしくありません。あな

たと本物がほしいのです。だから、私たちは彼

に対して思いを閉ざし、あなたの霊の力によって

ガードを挙げています。また、寄付を求めること

を恐れさせるアクノンも叱責します。求める大胆

さと信仰を与えて下さい。あなたは私たちに供給

したいのです。そして、私たちが養い、大きな助

けになれる尊い人たちを通して供給したいと願っ

ておられるのです！

　　１１４．アポジオンとの戦いを助けるアーコ

ソンを与えて下さったことを感謝します。私たち

の人生を導けるよう、アーコソンにあなたの白熱

した力をもっと与えて下さい。彼が私たち一人一

人をファイターにできますように。どんな疑いや

信仰の欠如もはねつけ、粉砕するあなたの霊で私

たちを満たして下さい。あなたの御霊の助けは非

常に大きく、私たちが自分たちの分を果たすなら、

私たちは戦い勝つと見込めるのです。

　　１１５．イエス様、また、人生において働き

かけるべきどんな事についても、私たちに与えた

いと思っておられるカウンセルや導きを明確に伝

えてほしいです。あなたを喜ばせ、従い、あなた

の祝福の御手を大手で迎えられるようになるため

にすべき事、正すべき事すべてについて、カウン

セルや導きを求めます。あなたが与えようとして

おられるすべてを受け取れるように、何でも望ま

れることを示して下さい。

　　１１６．私たちが受け取れる以上に喜んで

与えてくれる、愛妻家であるあなたを感謝しま

す。私たちは、あなたが無条件に与えておられ

る大きな世話、愛、保護に値することは何もし

ていません。それは驚くべきことであり、素晴

らしい贈り物です。そして、私たちはそれを謙

虚に受け取り、声高に心からあなたをほめたた

えます。（以上、祈り）

“Potent Prayers”--Japanese.
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愛するファミリーへ、

本当に愛しています。そして日々皆さんのため
に祈りによって嘆願しています。祈ること

は私たちの人生のとても重要な部分です。そして、
とりなしの祈りについて夫である主からのこの尊
い一連の宝石や、預言で主から聞く時間について
の励ましを出版できることを嬉しく思います。
　　２．このメッセージは、ここ数年間に私たち
のＷＳホームがプレア・デーに受け取った預言を
編集したものです。これらのメッセージは祈りが
何を成し遂げるかや、それをできるだけ効果的な
ものにする方法などを明らかにしており、プレア・
ビジルや祈り、預言を受け取ること、またプレア・
デーについての素晴らしい手引き書となっていま
す。また私たちの夫、主から答えを引き降ろすた
めに費やされた時間の大いなる価値と重要性につ
いて語っているメッセージも幾つかあります。そ
れもしばしば、祈りやプレア・デーなどの一部と
なっているからです。
　　３．きっと養われるインスパイヤリングな
メッセージだと感じることでしょうし、皆さんに
これらを自由に役立ててもらっても構わないので
すが、このレターをデボーションの時にホームで
一緒に読まなければならないというわけではあり
ません。これらを一つにまとめた主な理由の一つ
は、プレア・デーやその他の祈りのミーティング
やプレア・ビジルの前に呼び水をさし、焦点を合
わせ、「祈りの筋肉」をウォームアップさせるため
に利用できるようにするためなのです。これらは
祈りの力学や効果、また祈るならどんなことを成
し遂げられるかについての素晴らしい助言です。
　　４．全体的に色々なメッセージがあり、知恵
や指導や、奮起して自分の祈りから最大限の効果
を上げたいと願わせる多くの刺激を与えてくれま
す。私たちには、祈りの戦士として自分の知って
いる状況について嘆願するという大きな責任があ
ります。そして仕事量が増した今日、イエスは私

たちがより効果的に時間を用いるよう求めると同
時に、その方法をも示されているのです。
　　５．これらのメッセージが皆さんのとりなし
の時間において祝福となるように、またギアが入
り、内なる戦う霊がかき立てられ、私たちの夫、
主の御心を地上にもたらすために天のパワーが解
き放たれるような方法で祈りの焦点が合わせら
れ、的が絞られるよう祈っています。　　　

　　私たちの力強いアンサー・マンにあって、愛
を込めて
　　ママ

気を緩めてはならない！
　　６．（イエス：）愛する人たち、祈りが答え
られたことでわたしに賛美を歌い、叫ぶ時には、
パワーを流れ続けさせる時にこれから起こること
に比べれば、これが無に等しいことを覚えていな
さい。その調子だ、愛する花嫁たち！　あなたが
たはまだ鍵の力を使い始めたばかりだ！　自分自
身を奮い立たせ続けなさい。鍵を呼び求め続けな
さい。言葉を語り続けなさい。流れを保ちなさい。
パワーを流れ続けさせること、これが絶え間ない
勝利や供給、また継続的な成功の秘訣だ！
　　７．敵があなたをがっかりさせたり、祈りの価
値を疑わせる時、また、ガードを下げて無気力にな
るよう誘惑する時、また視界を曇らせてあなたの大
切な仕事を見えなくする時、その時こそパワーを上
げる時だ。祈りによる嘆願は、あなたがたにできる
最も大切なことだ。鍵を呼び求めなさい。叫びなさ
い。自分の申し立てを知らせなさい。それを皆に聞
かせなさい。自分を抑えてはならない。
　　８．愛する人たち、あなたがたに関しては、
わたしが関心を払うのに小さすぎる事柄などな
い！　あなたがたのために難しすぎて解決でき
ない問題はなく、大きすぎて供給できないもの
も、治すのが不可能な病も何一つない！　わた

祈りの手引き書
マリア FD/MM/FM 3567 9/05
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しは一つ一つのリクエストに応じようと常に待
機している。
　　９．わたしのすべてをあなたの足下に置く。
わたしのものは、求めればすべてあなたのものだ。
あなたはまだ調子に乗り始めたばかりだ。その調
子だ。さらに多くを期待し続けなさい。鍵の力を
使い続けなさい。流れを保ちなさい。
　　１０．自分を制限してはならない。切実な必
要を感じた時だけではなく、どんな時にも鍵を呼
び求めなさい。いつでも、あらゆることのために
鍵を呼び求めなさい！　鍵を最大限に用いなさ
い。頻繁に呼び求めなさい。すべての鍵を活性化
させなさい。血管内にパワーを流し続けなさい。
パワーをオンにし続けなさい。そうすればその影
響が皆に見えるようになるだろう。
　　１１．鍵を作動させ続けるなら、わたしは、
あなたやあなたが祈りを向ける一人一人、またす
べての状況、リクエストされたすべての必要の周
りにある力の場を活性化させ続けよう。わたしは
わが霊の生けるエネルギーによってそれらが十分
に供給されるようにし、あなたの祈りに答える。
　　１２．パワーを流し続けなさい。そうやって、
あなたは前進し進歩し、成功を確実なものにでき
るのだ。ことの大小を問わず、すべてについて鍵
を呼び求め続けなさい。喜んでわが発電機、わが
鍵の力の発電所となってくれてありがとう。あな
たが鍵の力にあって強い時、わたしはあなたのた
めに何でもする！　愛する人たち、その調子だ！
パワーを流れ続けさせなさい。

Ｐ＆Ｐの時間：舞台裏で
　　１３．（イエス：）これらの特別な祈りの日
に集まる度に、天国で何が起こるのかを示したい。
エキサイティングな雰囲気が漂っている。天の群
衆の一人一人が位置に着くと、ざわめきや気持ち
の高まり、言葉にならないわくわくとした期待感
が感じられる。天使や大天使、他界した者たち、
昔の男女の賢人、あなたがた以前の預言者や女預
言者、霊的な存在や創造物、そしてわたしがいる。
わたしたちは皆自分の持ち場に着く。
　　１４．あなたが求めるメッセージを準備しな
がら、すべての者が、あなたがたの祈りに答え、
すべての必要を満たし、扉を開ける鍵を届ける準

備をする。その鍵は問題への解決策、その状況に
対する洞察、知恵や指導を与えるのだ。天国全体
が息を殺して、あなたがたの願いや望みや祈りを
待っている。
　　１５．そして、これらの時がわたし個人にとっ
てどれだけ大切であるかは強調してもしきれな
い。愛する人たち、あなたがたが祈りの内に団結
し、お互いや必要を抱えた人たちのために嘆願し、
立ち止まって具体的な質問をわたしに携え、他の
人たちや自分自身のためのわが言葉を吸い、聞き、
引き降ろすために他のすべてを脇に置く時、それ
がわたしにどのような影響を与えるか、あなたが
たは知るよしもない。それらの時間はわたしを心
底わくわくさせる。それはわたしにとって、決し
て退屈なことや、お決まりこと、月並みなことで
はない。わたしは決してこれらの時を軽く受け止
めて、ただの義務だとかごく普通のこととして考
えたりはしない。
　　１６．あなたがたが「Ｐ＆Ｐ」と呼んでいる
これらの時間は、わたしにとって気分を引き立た
せる個人的なひとときだ。わたしはそれをしきり
待ち望み、思う存分楽しむ。これらはわたしの最
大の喜びの一つだ！　愛する人たち、あなたがた
がこのようにわたしの所に来る時、わたしはあな
たがたに注ぎ出し、語りかけ、指導を与え、導く
ことから計り知れない喜びを得る。あなたがたが
質問を携え、答えや問題への解決策を求めてわた
しの下に来て、わたしの前で静まる時、それはわ
たしを夢中にさせる。あなたがただ聞くためだけ
に来る時、たとえ何を尋ねたらよいかわからず、
わたしが何を言うかまるで予想がつかなかったと
しても、それでもわたしを見上げてその主題に関
するわが思いを知り、あなたのためのわが意志や
願いを知るためにわが言葉を聞きたいと願う時、
それはわたしの魂を興奮で震えさせる。それはわ
たしたちが一つになるための扉を開く。そして愛
する人たち、あなたと一つになることが、わたし
の存在目的なのだ。
　　１７．立ち止まってＰ＆Ｐの時間を取ってくれ
てありがとう。わたしたちはこの時間を通して一つ
にとけ合うからだ。わたしはどれだけＰ＆Ｐの時間
を楽しみにしていることか！　どれほどそれを喜ぶ
ことか！　このひとときをわたしは大いに喜ぶ。立
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ち止まり、わたしの下に来て静まり、扉を開け、わ
が霊を招いてくれてありがとう。わたしの種を受け
取る準備をしてくれてありがとう！　求めれば求め
るほど、もっと受け取るだろう。願えば願うほど、
わたしはもっと注ぎ出す。吸えば吸うほど、わたし
たちはもっと一つになる。これはわたしを夢中にさ
せる。わたしはそれが大好きだ！

大いなることを期待しなさい
　　１８．（イエス：）モーセが紅海のほとりで
わたしに祈りながら両腕を挙げた時、わたしは手
を伸ばして水を分けた。そしてわが子供たちの最
後の一人が無事に向こう岸に着くまで水を押し留
めた。羊飼いの少年ダビデが石投げに石を入れ、
わたしを見上げて祈りをささやいた時、わたしは
彼の石を導いて巨人のゴリアテを倒した。エリ
ヤがとりなしの祈りを送って雨が降るよう求めた
時、わたしは豊かに雨を降り注いだ。同じく、ザ
レパテで彼がやもめの息子の魂を求めてわたしに
呼ばわった時、わたしは少年の動かぬ体に生命を
よみがえらせた。
　　１９．シャデラク、メシャク、アベデネゴが
熱い炉の中に入る時にわたしに呼ばわったので、
わたしはその場に下って彼らと共に火の中を歩い
た。そして炎は彼らに害を及ぼさなかった。預言
者イザヤがヒゼキヤのためにわたしに嘆願し、い
やしのしるしを求めた時、わたしは時を逆戻りさ
せて彼の祈りに答えた。ヨナが窮地にあってわた
しに呼ばわった時、わたしは答えて彼を乾いた地
に置いた。
　　２０．愛する人たち、この大いなる奇跡の
日々に、わたしはなおのこと、あなたのためによ
り多くをしないわけがあろうか？　これを聞いて
信仰の励ましとしなさい。このアクションの時代
にあって、わたしはあなたがたのために喜んでさ
らに大いなるわざをしようと立ち、待機している
からだ。
　　２１．わかるだろうか？　これが理解できる
だろうか？　あなたはそれを要求するだろうか？
わたしはそのか弱い人間の手に何という大いなる
パワーを置いたことだろう！　このようなものは
他にはない。誰もそれを真似できない。誰もそれ
をあなたから奪うことはできない。それは決して

失われず、置き違えることもない。とても大いな
る、恐るべき、壮大な力だ！　あなたがたの祈り
の声によってのみ、それが届けられる。あなたが
たの信仰のタッチによってのみ、それがあなたが
たにもたらされる。愛する人たち、それと同じく、
あなたがたの信仰に満ちた必死の祈りも、どんな
状況も心も完全に変え、どんな必要も供給できる。
　　２２．わたしをテストにかけるのを恐れては
ならない。わたしに呼ばわりなさい。信仰を宣言
し、わたしにわが約束を思い起こさせなさい。あ
なたがわが言葉を知っていることを表す時、わた
しはどれほど喜ぶことか！　それを要求しなさ
い！　力を呼び降ろしなさい！　熱を込めなさ
い！　情熱的に祈りなさい！　祈りによってわた
しに向かって強烈な感情を注ぎ出しなさい。興奮
しなさい！　わたしが働くことを期待しなさい。
そして退いて、自分にはできないことをわたしが
するのを見なさい。極端な祈りを祈りなさい。そ
うすれば極端な成果を得る！
　　２３．愛する人たち、あなたがたは今日、こ
の日に団結し、力を振るいなさい。わたしはここ
にいて、いつでもすぐに喜んですべての祈りに答
えようと待っている。だから信頼しなさい。何で
もわたしの名によって求めるなら、それをかなえ
てあげよう。

リンクをつなぐ
　　２４．（イエス：）あなたがたはその手に大
いなる神の霊のパワーを握っている。何ものも神
の霊のパワーを制限することはできない！　ただ
し、そのパワーを使わない場合は別だ。愛するあ
なたがたは、その人間の手に祈りの全過程にとっ
て最も重要なものを握っている。つまり、接続す
る能力だ。あなたがたはそのリンクだ。あなたが
接続させなければならない。あなたがしなければ、
うまくいかない。わたしは力強い全知全能の神だ
が、接続することについてはあなたがたに依存し
ている。花嫁たち、すべてあなた次第なのだ。す
べてがあなたの祈りにかかっている。
　　２５．祈りに関しては、わたしはあなたの手
の内にある。わたしは何でもできるが、あなたを
通して働くよう制限されている。わが力を制限す
るものはあなた以外にない。将来はあなたの手に
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握られている。あなたが違いをもたらす。あなた
がネットワークを連結させなければならない。必
要を抱えた人たちにわが力をつなぐのだ。あなた
はコネクターだ。
　　２６．だから敵はあなたの祈りに出だしから
それほど猛烈に戦ってくるのだ。もしあなたを邪
魔して脱線させ、気をそらさせ、遅らせることが
できるなら、また目下祈りを必要としている重要
な事柄以外のものに集中させることができるな
ら、彼はそうするだろう。彼はやってのけられる
ことなら何でもする。いったんあなたが自分の分
を果たして接続ができてしまうと、わがパワーは
留まる所を知らず、わたしがあなたのためにでき
ることには限りがなくなるからだ。あなたがいっ
たんわたしを必要と連結させてしまえば、わたし
は接続し、止まる所がなくなる。わたしはあなた
と、あなたが祈りで支えている人たちのために何
でもできるし、またするだろう。
　　２７．だからわかるだろうか、あなたの敵
が最も激しく戦うのは、常に祈り始める時だ。
彼は一番始めの段階からあなたの嘆願に戦う。
そのプロセスにおいてあなたが非常に重要で、
あなたが祈らなければ物事はわたしが必要とし
ているほどに進展しないと知っているのだ。あ
なたの祈りなしには、わたしの力は制限される。
ある意味であなたはわたしの力を制御している。
先にも言ったように、わたしはあなたを通して
働くよう自らを制限しているからだ。あなたの
祈りはわたしの手を動かす。サタンはこの事実
を痛いほど心得ており、それゆえにすべての祈
りを最初から標的にする。
　　２８．彼が最も恐れているのは祈りだ。あな
たの祈りがわたしに行動を命じると知っているの
だ。だから、祈りの戦士たちよ、彼はますます激
しく戦ってくるだろう。目前の戦いにおいてあな
たの祈りが欠かせないと知っているからだ。祈る
のをやめてはいけないのはそれが理由だ！　これ
は大きな責任であり、わたしはあなたがた全員の
肩にそれが重くのしかかっているのを知ってい
る。それが理由で、すべての必要を供給する者で
あるわたしは、あなたがたの最も重要な任務、つ
まり祈りを支援するためにこちら側から余分の助
けを送った。

　　２９．奇跡の戦士たちは、この戦時にとりわ
け祈りにおいて助けよというあなたがたの命令に
従う。サタンは自分にほとんど時が残されていな
いのを知っているので、戦いは白熱化し、あなた
がたの祈りを阻もうとする邪悪な悪魔の試みはま
すます激しさを増すだろう。だから、あなたには
これらの増援隊が必要なのだ。覚えていなさい、
わたしの力を制限する唯一のものは祈らないこと
だ。愛する人たち、わたしが別の世界から増援隊
を送るのはそれが理由なのだ。地獄の使いたちは
祈りの答えを遅らせるばかりか、最初から祈るの
をやめさせようとしている。
　　３０．祈り始める時には、奇跡の戦士たちを
呼びなさい。彼らはあなたが接続するのを助ける
だろう。彼らは強く恐れ知らずで、大胆にして勇
敢だ。彼らはあなたが祈る時に思考を防護し、守
るだろう。彼らはあなたが強く接続するのを助け
る。彼らはサタンが祈りの方向を反らさせようと
して放つ妨害電波を退け、攻撃を素早く阻止する
だろう。愛する人たち、彼らと絆を結びなさい。
彼らを呼ばわり、鍵の力を呼び求めなさい。彼ら
はあなたがたの祈りを強めるだろう。
　　３１．堂々と雄々しく立ちなさい。戦闘を開
始する時には、これらのヘルパーたちに寄り頼み、
鍵を要求しなさい。そうすればわたしがあなたの
ために行うことには限界がなくなる。

祈りの要素
　　３２．（イエス：）愛する人たち、祈る方法
は無数にある。だがこのエンドタイム戦争が進展
するにつれ、祈りに盛り込むならより正確に狙い
を定めることができ、より良い成果を得られる特
定の要素がある。
　　３３．以下がその方法、つまり祈りの原則だ。
祈る時にこれらのポイントを含めるなら、あなた
がたの祈りは効果を増すだろう。すべての祈りに
一つ残らず全部のポイントを含める必要はない
し、これらは重要度の高い順や使うべき順に並べ
られているわけでもない。だがこれらの様々なポ
イントを祈りの中に多く含めれば含めるほど、あ
なたがたの祈りはより効果的になるだろう。
　　３４．祈りに含むべき主な要素とは以下のよ
うなものだ。
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　　１）賛美と感謝。賛美で始めるのは常に良い
ことだが、わが霊の導くままに、祈り全体を通じ
て、また祈った後にも、より多くの賛美や感謝を
盛り込むのをためらってはいけない。
　　２）わたしに親密に話しかけなさい。花嫁ま
た恋人としての権利を要求しなさい。そしてあな
たの祈りを、わたしたちの親密な愛と献身と親密
な関係のテスティモニーとしなさい。
　　３）鍵。鍵を呼び求めてその力を解き放ちな
さい。具体的な成果を得るために具体的な鍵を呼
び求めなさい。（例えば、「いやしの鍵」、「投獄の
鍵」など。）
　　４）新旧のわが言葉の約束。それらを要求し
なさい。これには鍵の約束、聖書の節、またある
状況に関する特定の預言でわたしが与えた約束も
含まれる。
　　５）ヘルパーたちを呼び求める。彼らを名指
しで呼びなさい。彼らの才能や専門技術を役立て、
それらを霊の内で戦う助けとしなさい。
　　６）妨害者を叱責する。彼らを名指しで呼び、
叱責しなさい。
　　７）適切な場合は、祈っている人の立場に自
分を置きなさい。自分が祈りを向けている人々に
心の目の焦点を合わせたり、祈りの内で彼らの状
況について触れ、彼らがどんなことを通っている
かを声に出して言うことでそれができる。例えば
このように言えるだろう。「どうかサイモンに触
れ、いやして下さい。そのように目の痛みやひど
い頭痛があるなら、おそらく仕事に焦点を合わせ
たり集中するのが非常に困難なことでしょう。痛
みからの素早い解放の鍵を呼び求めます…」
　　８）完全所有。あなたを通してわが霊に祈ら
せ、あなたのためにとりなしをさせてほしい。祈
りのどこか一部を異言で祈りなさい。

　　３５．これらすべての要素を一度に全部祈り
に含めるよう覚えていられるかどうかは心配しな
くていい。気長に取り組み、できるだけちょくちょ
く思い出し、含めようと最善を尽くすなら、習慣
を築くのを助けてあげよう。いったんこつをつか
めば自分の一部となって、一体どうして以前はそ
のように祈らなかったのだろうと思うようにな
る。自分たちの祈りにはより大きな効き目がある

と知り、その明らかな成果を目の当たりにするだ
ろう！
　　３６．愛する人たち、難局に対処してくれて
ありがとう。喜んでやる姿勢と従順、そして霊の
力学の最先端に留まり、これらのステップに従っ
て自分たちの祈りをより効果的なものにしている
ことを感謝している。

祈りの戦士かつ鍵の保持者としての
私たちの任務
　　３７．（イエス：）今日の賛美や祈りや預言
の時間には、力のことを考えなさい！　賛美の力
はあなたをわたしの前に連れてくる。そして、鍵
があなたの支援に駆けつける時、そこでは祈りの
力が途方もない力の大波という結果を生む。
　　３８．今日わたしは、あなたの意のままにな
る鍵の力についてさらなる洞察を与えたい。霊界
の力学はこのようになっている。霊界では多くの
勢力が一斉に活動している。一緒に活動する者た
ちもいれば、こちら側の世界で激しい戦闘を戦っ
ている者たちもいる。それらの勢力の内どれ一つ
として、他の存在に何らかの影響を及ぼすことな
く完全に独立しているものはない。
　　３９．花嫁たちよ、わたしは鍵の力を通し
て、わたしの霊の次元で活動するすべての勢力を
わが意志に応じて支配する手段をあなたがたに与
えた。これはわたしのパワーであり、パワーはい
つも流れている。だが、わがパワーにアクセスす
る者は全員、パワーの内を引き出してその目的を
果たすために外に流れさせ続けるという役割を果
たさなければならない。わたしはパワーを動かし
続けるという自分の分を果たし、わがスピリット・
ヘルパーたちはその役割を果たすが、あなたも霊
界の動力を進め続けるという自分の分を果たさな
ければならない。常に鍵を活性化させ続けなけれ
ばならないのだ。
　　４０．この責任の一端は鍵の保持者であるあ
なたが担っている。あなたは霊界の勢力が常に動
き活動し、また変化し進歩し続けるようにすると
いう責任を負うチームの一員だ。
　　４１．愛する人たち、これが大きすぎる責任
だという思いに駆られてはいけない。最終的な結
果はあなたがた人間の想像を超えているからだ。
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わたしは自分のしていることを十分承知の上であ
なたがたに鍵の力を委ねた。わたしはあなたを当
てにしている。わが王国の鍵の所有権によって、
あなたはわたしと積極的に力を合わせて戦う。あ
なたはわが天の機動部隊の一員となる。わたしは
あなたがたを友や恋人と呼んだが、戦友とも呼ぼ
う。闇の勢力によって捕らわれの身となった者た
ちを解放すること、それがわたしたちの使命だ。
そのために自分の分を果たしてくれると信頼して
いるよ。
　　４２．ダビデはあなたに、祈りは力強いと教
えた。祈る時物事は起こり、物事は変わると。あ
なたが鍵を作動させる時もそうだ。物事が起こり、
変わり、以前とは異なったものとなる。ある目的
のために鍵を呼び求めると、物事が変動し、自分
が祈ったたった一人の人や一つの状況だけでな
く、鍵の力を作動させた結果として、他の多くの
物事も良い影響を受ける。
　　４３．霊の世界の物事は相互に作用し合って
いるので、鍵が作動し始めると常に波及効果を呼
び、わが目的を遂げるために作用する。あなたが
賛美や祈りや鍵の武器を振るう時、霊界の勢力は
動き始める。鍵を呼び求め、それをわが意志と併
用するなら、連鎖反応が始まる。
　　４４．あなたは存在するすべてのものの内で
最もパワフルな力を手にしている。この力は静止
しているためにあるのではない。それを活性化さ
せなければならない。この戦争には静止状態はな
い。前進しているか、後退しているかだ。わたし
が命じたように鍵を使わないなら、あなたは後退
する。霊と肉の次元どちらにも、沈滞や退歩とい
うものがある。
　　４５．わが王国の鍵の所有権によって、あな
たは霊界の力学の一部となる。また霊の内で物事
をかき立て、動かし続ける力を所有する。権力と
力はあなたの命令下にある。あなたはその手に力
を握っており、あなたが鍵を活性化させないなら
欠乏が生じることになる。
　　４６．サタンの勢力はめまぐるしく活動して
いる。だが彼らがどう働き、どれだけ多くを成し
遂げるか、あるいはほとんど成し遂げないかや、
彼らの努力がどの程度成功を収めるか、失敗に終

わるかは、あなたが鍵の力を通して解き放つ力と
エネルギーにかかっている。
　　４７．ダビデの子供たち、これがあなたがた
に委ねられた責任だ。わたしが望むほど鍵を振る
わず、鍵の力を流れ続けさせるという責任を果た
さないなら、力を失って敵を優位に立たせるばか
りか、わが霊の力学作用を妨げたことの責任をも
問われるだろう。
　　４８．鍵の保持者であるという事実によって、
あなたは責任を負っている。鍵は、作動させずに
おいてうっとりと眺め、その美しさを称讃できる
ように台座に飾る装飾品ではない。鍵は絶えず使
われているべきだ。わが霊の力学は以下の通りだ。
鍵を眠らせたままにしてはいけない。鍵を使わな
ければあなたは遅れを取るだろう。鍵を使う者に
静止などあり得ない。
　　４９．あなたがたは鍵の使い方に熟練するこ
とにおいてよくやってきた。しかしそれを知るこ
とで、鍵の訓練における歩みをさらに強化しよう
という意欲を高めなさい。これらのプレア・デー
を、霊の次元の至る所に変化をもたらす集中的な
試みに参加し、霊の軍勢を導き、肉と霊両方の次
元の深みに手を伸ばし、鍵の力によって違いをも
たらすための基盤としなさい。

手を伸ばしなさい！
　　５０．（イエス：）今、自分自身とファミリー
のためにパワフルな祈りを祈ることで先制攻撃に
出なさい。そして一日を通して余分の時間がここ
そこで見つかるなら、助けを必要とする人々のた
めに引き続き祈ることで時間を賢く用いなさい。
最新の祈りのリストを読み、祈りが必要な多くの
状況のために鍵を要求しなさい。とりなしの祈り
に費やされた時間は無駄にはならない。あなたは
他の人たちを助けることになる。
　　５１．今、手を伸ばしてできるだけ大勢を助
けなさい。祈るならそれができる。祈りはあなた
が決して行くことのない場所に行く。あなたの祈
りは最も束縛されている人たちを自由にし、最も
かたくなな心に触れ、助けを必要とする人たちに
供給をもたらし、最も激しい痛みをいやし、扉を
開き、思いを啓発する。霧を晴らし、苦々しい思
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いを取り除き、砕けた心をいやし、問題を解決し、
励まし、いやし、落ち着かせ、幸福をもたらし、
ビジョンを与え、安心させ、敵対者たちの手を止
め、ストレスやプレッシャーを解消し、弱い人を
強め、理解力を与え、賢い人を単純にし、天候を
変え、請求書の支払いをし、助けを与える。これ
らはあなたの祈りがなせる数多い機能の内、ほん
の数例に過ぎない！
　　５２．今日、祈りをテストにかけることによっ
て、祈りに何ができるかを見出しなさい。発見と
霊的な認識力の鍵を呼び求め、祈りには他に何が
成せるかをわたしに尋ねなさい。そうすれば以前
は全く知らなかったことを教えてあげよう。
　　５３．祈ること、それはあなたにとっての最
重要任務だ。そしてこの任務への忠実さが今まで
にない大いなる祝福をあなたがたにもたらすだろ
う。わたしの報酬はわたしが与える任務に見合っ
たものとなるからだ。愛する人たち、この大切な
務めへの忠実さを感謝する。あなたを当てにでき
ると知っているよ。だからこそ、祈るよう求める
んだ。

祈り続けるための動議付け
　　５４．（イエス：）愛する人たち、冒険やエ
キサイティングなことを切望し、様々な物事を経
験できる広々とした場所へ飛び出して行き、そこ
で何かを動かし変える人になり、真に何かを成し
遂げたいと願うなら、ただ祈りの武器を手に取る
だけでいい。
　　５５．祈りが支配する領域には境界線などな
い。祈りはあらゆるものにアクセスできるように
する。祈りが届かない場所などない。わたしは、
あなたがたがわたしよりも大いなるわざをすると
約束したね。大いなるわざは祈りで始まる。それ
らは祈りによってもたらされるのだ。
　　５６．祈りはあなたの人生の端から端まで届
き、その間にあるすべてを覆う。あなたの懸念は
すべてわたしの懸念だ。何かがあなたの思いや時
間を占めるほど大きなことなら、それは祈るに十
分だ。
　　５７．大いなることを知り、また目にしたい
なら、わたしを呼び求めなさい。わたしに呼び求

めるなら、大いなる隠れたことを示す、これはわ
たしの揺るぎない約束だ。冒険がしたいのかい？
祈りを軌道に乗せなさい！　祈りの内に荷をわた
しに委ね、大いなるわざの時代に向かって動き続
けるなら、行ったこともないような場所に連れて
行こう。今まで想像さえしなかったものを見せて
あげるよ。あなたのために何でもしよう。
　　５８．絶対確実な公式を思い出しなさい。「何
事でもわたしの名によって願うならば、わたしは
それをかなえてあげよう」（ヨハネ 14:14）。求め
れば、かなえる。そんなにも簡単なことだ。求め
続けなさい、そうすればわたしはかなえ続ける。
求め続けるなら、あなたがたはわたしが地上を歩
んだ時にしたよりも大いなるわざをするようにな
るだろう。求めれば与えられる。求めなさい、そ
うすればあなたを制限したり、止めたり、あなた
の手が届かないものは何もない。
　　

奮い立ちなさい！
　　５９．（ダッド：）みんな、今朝はギアを入
れてかからないといけないぞ。そのために奮起す
るんだ！　奮起してギアを入れなさい！　神の言
葉はしばしば自らを駆り立てることについて語っ
ている。聖書には人々が奮起させられなければな
らなかった多くの例がある。神の人々は主が望ま
れることをするために聖霊によって駆り立てられ
た。そして悪魔の人々もしばしば駆り立てられた
のだ。サタン自身、群衆が叫ぶように扇動した。「十
字架につけろ！」と。それで人々はそうしたんだ。
　　６０．悪魔の人々は神の人々に面倒を起こす
ためによく扇動される。それだけで、誰もがそれ
によって悪魔に一撃を食らわすために聖霊の鍵の
力に駆り立てられたいという意欲がわくはずだ！
私が肉の内にあなたたちと共にいた時にも、少し
もためらわずにがんがん燃え、あなたたちにも火
をつけた。オン・ファイアーになることの必要性
についてあなたたちに何度も繰り返し話したね。
「神のために燃えさえすれば、世界はあなたが燃
えるのを見るために出て来るだろう！」と言った
が、今ではこう言おう、祈る時間ほど、自ら奮い
立ってオン・ファイアーになる価値のある時間は
ない！
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　　６１．たとえ野火でも、火が全くないよりはい
い！　それはまさに祈りの生活にも言える。駆り立
てられ、燃えていて奮起しており、攻撃に出ていて
良き戦いを戦う準備ができていないなら、神の力を
満足に振るうことはできない。あなたは全宇宙で最
もパワフルな力をその手に握っている。それは意欲
を与える力だ！　それでも時々はギアを入れるため
に少々努力しなくてはならないことがある。スポー
ツのチームはそうする。彼らはギアを入れる。優れ
たコーチは、自分のチームに発破をかけるためにで
きる限りのことをする。彼らが出て行って最善を尽
くすよう心を備えさせるんだ。
　　６２．軍隊もまた然りだ。陸軍、空軍、海軍
どこでもそうだ。彼らは非常にパワフルな武器を
持っているが、パワフルな武器だけでは戦争に勝
つのに十分ではない。誰かが、あるいは大勢の誰
かがそれを使用するに十分なだけ奮い立っていな
ければならない。彼らはギアを入れ、霊感され、
十分に鼓舞されていなければならない。それでこ
そ出て行って敵を攻撃するためにそれらの武器を
正しく用いることができる。
　　６３．あなたたちが義のために戦っているこ
とを神に感謝しなさい。それは存在する内で最も
重要な大義だ！　だが悪魔の人々もまた彼のため
に戦おうと奮起させられているので、あなたは彼
らに先んじるためにもっと奮起して攻撃に出、霊
感されているべきだ。そのことを絶えず自分自身
に思い起こさせなければならない。それには労働
と意識的な努力を要する。卒業の日まで、自分た
ちが鼓舞された状態でい続けられるよう戦わなけ
ればならないだろう。それが弟子の人生だ。
　　６４．信仰のよき戦いを戦いなさい！（1テ
モテ 6:12）　これを聞いて何を考えるかね？　ど
んな光景が思い浮かぶだろうか？　信仰のよき戦
いを戦え！　御言葉にある、これらすべての戦い
や武器や霊の戦争についての話だ。尋ねるが、戦
うためのやる気を起こすにはどうするだろうか？
悪魔と戦うためにあなたを奮起させるものとは何
だろう？
　　６５．戦いについて考える時、何が思い浮
かぶだろうか？　そう、自分が見た戦いの映画
のことを考える人もいるだろう。宙を飛んでア

クロバットとカンフー映画が合わさった動きを
している自分を想像するかもしれない。それと
も自分をグラディエーターやブレーブハート、
またアラゴンやレゴラスやその仲間として思い
描くかもしれない。
　　６６．もしそれで悪魔と戦うために奮い立て
るなら、そうしなさい！　これらのアクションや
戦いの概念を霊の戦いに当てはめることで、悪魔
とその悪鬼らに対して戦う助けになるなら、そう
すればいい。あなたを奮い立たせ、狂ったように
悪魔と戦わせ、祈りの内に本気で攻撃に出させる
ために必要なことなら何だっていい。どんな代価
がかかろうと、やりなさい！　ただいつも必ず最
初に主に尋ねるようにしなさい。正しい霊で自分
を奮い立たせられるように、何に焦点を合わせれ
ばよいかを主に尋ねなさい。
　　６７．今、ここで一人一人にしてもらいたい
ことがある。数分間立ち止まって祈りなさい。一
人一人個人的にだ。そして全身全霊で集中するこ
とで、奮起して悪魔と戦う助けになるような何か
を与えて下さるよう主に求めなさい。焦点を合わ
せ、心に思い描ける何かかもしれない。病と闘っ
ているか、落胆している家族たちの姿、あるいは
体制とその邪悪さに打ちのめされ、あてもなくこ
の世をさまよっている失われた人たちの姿かもし
れない。もしかしたら主の御姿を見るかもしれな
い。突き刺すような目であなたを深く見つめ、あ
たかも「わが大義のために戦ってくれるか？」と
言っている姿を。
　　６８．あるいは、主は今起こっている霊の戦い
をかいま見させて下さるかもしれない。言っておく
が、今この瞬間にベールの向こうの世界で起こって
いる戦争をほんの少し、ちらっとのぞき見ただけで
も、あなたは奮い立たせられるだろう！　あるいは、
主は鍵の飛行物体とその恐るべきパワーや、あなた
のパワフルなスピリット・ヘルパーの一人に焦点を
合わせるよう示されるかもしれない。
　　６９．皆しばらくの間静まって目を閉じ、何
かの光景なりビジョンなり、心の中で集中できる
何かを与えて下さるよう主に求めてごらん。何か
の光景を見るのが難しいならそれでも構わない
が、何かを主に求めなさい。二、三の言葉や文章、
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さらにはサウンドバイトなど、何でも今それに集
中して祈りで戦うために鼓舞させられるようなも
のを主に求めなさい。
　　７０．祈りの内で重要な問題に取り組む時こ
そ、心が奮い立っているべき時だ。そして、あな
たはプレア・デーごとにそうしているべきだ。そ
のための方法を主に尋ねなさい。オン・ファイアー
になって行動を起こすようあなたを駆り立てる何
かを主に求めるんだ。互いに刺激し合いなさい。
興奮して奮い立ち、祈りなさい！
　　７１．そしてこれが祖父の有名なクォートの
最新版だ。「神のために燃えるなら、世界はあな
たが燃えるのを見るために出てくるだろう！」　
今私はこれを少し変えて、こう言おう。「オン・ファ
イアーになって悪魔が焼け焦げるのを見よう！」
とね。祈りを通して彼の汚いわざに火をつけな
さい。鍵の力の火の玉を彼に投げつけ、彼の闇の
わざを打ち負かしなさい。敵と戦うことにかけて
はどう猛になる必要がある。奮い立つことで、彼
の戦略を打ち負かすのだ。鍵を剣に変え、彼の心
臓を貫きなさい。一つ一つの祈りにおいて奮い立
たなければならない。あなたは祈る度に悪を打ち
破っているからだ。
　　７２．今日は祈るべきとても多くのことがあ
り、戦うべき多くの戦いがあり、助けを必要とし
ている人々や、関心を払うべき状況や粉砕される
べき悪がある。だからオン・ファイアーになって
悪魔の汚いわざが燃え尽きるのを見、彼の悪鬼た
ちをその出てきた地獄に送り返してやろう！　彼
の悪を滅ぼしなさい！　動機付けと戦いとエンパ
ワメントの鍵を要求して悪魔を焼き焦がすんだ、
みんな！
　　７３．私は戦いを非常に好む。そしてあなた
が戦うのを見るのも大好きだ。あなたがたが勝ち
取る魂と、あなたの祈りのリストにあるゴールの
一つ一つは皆獲得し、達成する価値がある！　だ
から奮い立ってギアを入れ、邪悪な悪魔の取るに
足りないパワーと試みを鍵の力で打ち負かしなさ
い。鍵を用いて迅速で確実な勝利をもたらす力の
錠を開けなさい！　主をほめよ！

ときの声！
　　７４．（イエス：）わが尊い戦いの騎士と淑

女たちよ、あなたがたの王の声を聞きなさい！　
勝ち取るべき魂がある！　倒すべきドラゴンがい
る！　敗走させるべき悪鬼たちがいる！　今日勝
ち取るべき大いなる勝利がある！　敵の陣地に進
撃し、失われ、瀕死の者たちを彼の手中から救い
出す準備ができているか！？　わたしと共に進軍
してくれるか？

　　７５．（騎士や淑女たちがときの声を上げる：）
我々は王と共に進軍する！

　　７６．（イエス：）今日、わたしたちは祈り
の攻撃に出る。これは悪鬼どもを退散させ、彼
らは叫び声を上げるだろう！　真昼になる前に
は敵の陣地のまっただ中にいて、逃げ送れた者
どもをさっさと片付けているだろう。わたした
ちは敵どもの毛むくじゃらの頭の皮を剥ぎ取っ
てベルトから下げる。悪鬼どもの掃きだめから
来るドラゴンの内、わたしの超自然的な視力か
ら逃れられるものは一匹もいない。あなたの祈
りはこそこそ逃げようとする悪魔を一人残らず
見つける。わたしの足は、向こう見ずにもわが
計画を妨害しようとする子鬼どもをすべて踏み
つける。あなたは鍵を武装し、それを振るう準
備ができているか！？

　　７７．（騎士や淑女たちが声を上げる：）我々
は鍵の武器で突撃する！

　　７８．（イエス：）わたしたちはバアルゼブ
ブを抹殺する！　アポジオンを骨抜きにする！　
賛美という不敗の武器で、バンダーリを打ち負か
す！　彼らは自分たちの方が強いと考えている
が、あなたがたわが祈りの騎士と淑女たちは唯一
の無敵の武器を携えている。
　　７９．わたしたちは地獄の門を襲撃し、悪
魔の悪鬼たちを一人残らずそこから引きずり出
す。パン、バッカス、セルベジョン、レサジー、
バンダーリ、オブスタコン、プライドの霊、死
の霊、セット、その他大勢を。彼ら全員がわが
名のパワーの内にわたしとわたしの選り抜きの
代表者であるあなたがたに服従し、その前にひ
ざまずかなければならなくなるだろう。
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　　８０．そしてあなたがたはこれらの地獄の小
悪鬼たちをどうするだろうか？　奴らの髪の毛一
本でも見逃し、一つでも確信を妥協させるのか？
　それとも武器を奴らに向け、神の火力で全滅さ
せるだろうか？

　　８１．（騎士と淑女たち：）我々は奴らに火
をつける！　奴らを丸焼きにする！　悪鬼の誰一
人として容赦しない！

　　８２．（イエス：）霊の武器を賢く用いなさい、
愛する人たちよ。常にそれらを傍らに保っていなさ
い。鍵は必要な塗油を必ず与える。スピリット・ヘ
ルパーはあなたがたの能力を高める。あなたがたの
賛美は天界へのベールを引き裂き、あなたの側に
立って戦う霊の戦士たちの軍勢を送るだろう。あな
たが今日祈る祈りは敵の部隊を弱め、要塞の門を開
いて捕らわれ人たちを解放し、邪悪なドラゴンを倒
し、その餌食となっていた人たちを救出する。
　　８３．わが力に寄り頼みなさい、そうすれば
わたしはあなたを完全に所有しよう。すべての歩み
においてわたしと近いコミュニケーションを保つな
ら、あなたを勝利に導こう。あなたの祈りは敵の心
臓を止める毒矢のようになるが、それは病をいやす
清めの香油や、飢え渇く魂への水ともなる。
　　８４．わたしがあなたがたの経路を通して今
日与えるメッセージは砂漠のオアシスのようなも
のとなるだろう。また囚われ人たちの解放となり、
賢者の知恵となる。なぜなら、それらは純粋な神
の声となるからだ。
　　８５．わたしが天の軍隊を戦いに導く時、誰
がそれに敵対できようか？　わたしたちは忍耐強
く耐え忍び、そして勝利するだろう！

　　８６．（騎士と淑女たち：）我々は勝利する！

祈りの力の鍵
　　８７．戦う祈りの鍵を解き放ちなさい。そう
すればわたしはあなたのために働き、あなたがた
にできないことをしよう。すべての山は溶け去り、
あなたがたに不可能はなくなる。

　　８８．祈りと嘆願の内に鍵の力を呼び求める
なら、あなたは答えと、進み続けるために必要な
強さを見出すだろう。

　　８９．力の鍵を呼び求めれば、すべての祈り
は現実となり、目の前で奇跡が起こるだろう。
　　
　　９０．祈りの鍵はあなたを直接わたしにつな
ぐ。天的思考の鍵はわたしを直接あなたとつなぐ。
鍵を呼び求めている時、わたしたちの両方向のコ
ミュニケーションは破られることがない。わたし
はあなたの声をはっきりと聞き、必ずすべての要
求に答える。

　　９１．嘆願の鍵をしっかりと握りなさい。わ
たしはあなたをわが霊で駆り立て、他の人たちの
ために効果的にとりなすようあなたを動かす。

　　９２．譲渡の鍵と霊的コミュニケーションの
鍵はあなたの波長をわたしに合わせ続ける。それ
らはわたしがあなたの心に何かを思い起こさせる
ための経路を開き、あなたの思考を導き、切実な
必要を抱えた人たちについてのチェックを与えて
くれる。

　　９３．経路の鍵を呼び求めるなら、それらは
カウンセルや洞察や掲示や物語、また尋ねるすべ
ての質問の答えを受け取れるようあなたの心と思
いと霊を備えてくれる。

　　９４．祈りの霊の内にあなたを強く保つよう、
鍵の力を要求しなさい。そうすればわたしはあな
たのために何でもしよう！

　　９５．完全所有の鍵はあなたをわたしと一体
化させ、わたしに何でも命じることができ、また
わたしが答えるという信頼をあなたに与える。わ
たしは失望させない。わたしはあなたの祈りに答
える。

“Prayer Primers”--Japanese.


