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国のためにお祈り下さい:
- 主がアフガンの民にご自身を示して(イザヤ65:1)くださり、御手によってタリバンの道を曲げて
くださるように(詩編146:9)。
- 主がアフガン・ディアスポラのうちに強くはたらかれ、国外に脱出中のアフガン人たちが、未来
のアフガニスタンを産み出す親となり、この国の未来のクリスチャン、指導者、国家の建設者とな
ることができるように。

アフガニスタン
事態は悪化している
アヘン栽培を資金源とするタリバンの抵抗が拡大している
自由も安全も無い状況

教会のためにお祈り下さい:
-主がアフガニスタンの隠れた信仰者たちを祝福し、守って
下さり、この国の教会が、国の塩となって祝福を分かち、パン
の種となって変革し、光となって真理を与えることができる
ように。
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国のためにお祈り下さい:
- ブテフリカ大統領の率いる現政権に、主が知恵と勇気を与えてくださるように。国家をイスラム
化しようとするイスラム主義者たちから、キリスト教会を弾圧するように、という圧力をかけられて
も退けることができるように。
- キリスト教に弾圧的な宗教法案が撤廃されるように。
- 聖霊の力が、命と希望と救いの福音を祝福し、イスラム主義者のテロによって傷つき、幻滅して
いるこの国に豊かに行き渡ってくださるように。キリストがアルジェリアに新しい命をもたらしてくだ
さるように。

アルジェリア
アルカイダのテロが拡大している
イスラム主義者に対する政府の優遇
クリスチャンに対する公的な迫害が増大している

教会のためにお祈り下さい:
-布教活動（宣教）に対する弾圧的な法案があり、承認されない家の教会という困難な状況にあっ
て、教会が成長と忍耐を続けられるように。



教会のためにお祈り下さい:
- 迫害を受けながらも成長しつつある教会の小さな群れ
を、ますます非寛容な、また、しばしば暴力的な、イスラム
主義のあらゆる攻撃から、主が守り支えてくださるように。

バングラデシュ
イスラム急進主義により、
2001年10月以来事態は悪化している

（一時は世俗主義のための抵抗運動が起き
た）国のためにお祈り下さい:
-誠実で公正な政権ができるように。イスラム主義者の嘘
の約束を国民が退けることができるように。
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国のためにお祈り下さい:
- 聖霊の働きによって正教会にリバイバルが起こり、開かれた自由な教会となり、国民に対する
真の霊性を切に願い求める教会となるように。
- 主がルカシェンカ大統領に働きかけ、 （ロシアによって長く維持されてきた）孤立状態から脱し
て、国際社会に開かれた自由な国となるように。

ベラルーシ
擁護者であったロシアからの優遇を失い
つつあるもよう

教会のためにお祈り下さい:
- 弾圧の日々の中、教会が祈りと知恵と恵みに満ちて
御霊の一致を保ち (エペソ4:3)、やがて来たる自由の
日々に常に備えて、きよめられるように。



国のためにお祈り下さい：
- 孤立化した弾圧政治からブータンを開かれた自由な国にするため活動している指導者たちを
主が祝福してくださるように。指導者たちに従い、ブータンの人々が連帯するように。彼らの恐怖
が取り除かれ、自由の喜びを強く実感できるように。仏教国粋主義勢力が増大することのない
ように。

ブータン
改革が進行し
民主主義が台頭しつつある
霊の戦いが予想される

教会のためにお祈り下さい:
-まだ新しいブータンのキリスト教会に主がおおいなる天の知恵を与え、多くの仏教徒が不安を感
じているこの変革の時代にあって、教会が知恵と祝福の器となれるように。



教会のためにお祈り下さい:
- 激しい迫害を受け、あるいは追われている、少数民族のクリスチャンたちを、主が守り支えて下
さるように。
- ビルマのクリスチャンたちが宣教する福音のことばを、聖霊がかえりみて用いて下さり、ビルマ
の多数派を占める仏教徒のかたくなな心にも届けてくださるように。

ビルマ (ミャンマー)

極度の孤立化
少数民族と宗教に対する激しい弾圧

国のためにお祈り下さい：
-主がビルマに誠実で公正な政府を与え、宗教の自由と平等な
社会をもたらして下さるように。



中国
国のためにお祈り下さい：
-主が中国の人々の良心を目覚めさせ、光を与え続けて下さるように。「ひとつの中国」を標語とし
ているからこそ、多くの人々がイエス・キリストの福音に導かれるように。
- この広大な領土に多文化が存在する国家特有のきわめて複雑な諸問題に取り組むための知
恵を、主が中国政府に与えて下さるように。正義がたしかになされるように。乱開発がおこなわれ
ないように。
-中国全土に1100カ所もある労改（ラオカイ）という矯正労働収容所の実態が明るみに出され、
接収、廃止されるように。

改革にともなう痛み
激しい霊の戦いは必然

教会のためにお祈り下さい:
-主が、中国で投獄されている信徒の避けどころとなり、彼らを強めてくださるように。彼らの体と心
の傷を癒してくださるように。常に共にいます聖霊が彼らの心を慰め、包んでくださるように。
-弾圧と苦難の中にあっても教会が成長し続けるように。たくさんの聖書が備えられるように。全国
の霊の乾きに応じて、より多くの牧師や伝道師を、主がおこしてくださるように。やがて来たる自由
の日々のために、主が教会を整え備えてくださるように。



国のためにお祈り下さい:
-背教、宗教の自由が無い、イスラムからの弾圧など、諸問題に苦しむエジプトの人々に、主がご
自身を示してくださるように(イザヤ19:19-25)。アラブの覚醒がもたらされるように。

エジプト
2008年事態は悪化している

教会のためにお祈り下さい:
-困難とイスラムの弾圧のなかにある、コプト・クリスチャンなどのエジプトのキリスト教徒を、祈りと
主の知識と恵みと信仰に豊かな者としてくださるように。エジプトにリバイバルが訪れる時に備え、
主が教会を建てあげ、きよめてくださるように。
-- イスラムからの改宗者が増えるように。改宗したクリスチャンが安全であるように。彼らが主の
知識と恵みに豊かになり、国の光となるように。



教会のためにお祈り下さい:
- 悪から善へ、主が教会を苦難から救い出してくださるように。苦難の中にある者たちが癒され、
慰められるように。特に、信仰のために投獄されている2000人以上のクリスチャンに自由と正義
がもたらされるように。
-迫害の火が宗教同士の争いを焼き消し、すべての人々がキリストを仰ぎ、エリトリアのキリスト教
会と信徒がひとつとなり、きょうだい愛が生まれるように。

エリトリア
2002年5月以来事態は悪化–
激しい迫害

国のためにお祈り下さい:
-主がエリトリアに働きかけ、平和と正義と自由がもたらされるように(イザヤ59:15b-19)



教会のためにお祈り下さい:
- 主が伝道師たちに天の知恵と勇気を与え、祝福してくださるように。
- 大半が弱く、貧しく、「声」無き民であるインドのクリスチャンを、主が守って下さるように。
- 苦難に直面しつつも、教会がますます祈り、カースト無き連帯がもたらされ、知恵と恵みと忍耐を
おぼえることができるように。迫害の火から脱出することができるように。より強く、よりきよく、ひと
つとなって、栄光に満ちているように。

インド
事態は危機的なまでに悪化 深刻な危険
2009年5月に総選挙の予定
ヒンドゥー系国粋主義者が優勢

国のためにお祈り下さい:
- ヒンドゥー至上主義のファシスト（武装化したヒンドゥー国粋主義勢力）の危険性にインドの国民が
気付くよう、主が彼らの目を開いて下さるように。主がインド人の良心にはたらきかけ、心を目覚め
させ、ヒンドゥー至上主義、暴力、反キリスト教宣伝を退け、真実、開放、調和、自由がもたらされるよ
うに。



教会のためにお祈り下さい:
- イスラム急進主義と拡大する暴力の時代にあって、主が悪者の道を曲げ(詩編146:9)、教会、
牧師、伝道師、クリスチャンの指導者、また、すべての信徒を守ってくださるように。
-- パプアのクリスチャンのために。主が彼らの窮状をかえりみ、叫びを聞いてくださるように。ジャ
ワのイスラム支配と軍政（TNI)による大量虐殺の危機や弾圧に彼らをあわせず、救い出してくだ
さるように。

インドネシア
事態は悪化している
政府は暴力的なイスラム原理主義者たちに
歩み寄っている

国のためにお祈り下さい:
- スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領、ユスフ・カッラ副大統領をはじめ、インドネシアのすべての指
導者たちのために。正義を実現する意欲と道徳上の信念と強さを彼らに与え、イスラム急進主義
と暴力に対抗することができるように (1テモテ2:1-4)



国のためにお祈り下さい:
-- 主がイランのディアスポラに力強く働きかけ、イランのクリスチャンや政治的指導者をおこし、国
家に奉仕するため、備えてくださるように。
-自由、正義、人権、学問、美、真実など、ペルシア人が長い歴史の中で尊重してきたものを、現代
のイラン人が切に求めるよう、主が彼らにはたらきかけてくださるように。開放政策を進めることが
できるよう、主が彼らに勇気を与えてくださるように。シーア派の聖職者が支配し、イスラム革命防
衛隊が実験を握るイランの弾圧的、好戦的、破滅的な政権が倒れるよう、主が介在してくださる
ように。

イラン
事態は危機的なまでに悪化
中東地域における覇権をめぐり、ますます好戦的に
なっている

教会のためにお祈り下さい:
- イランで激しい迫害にあっているクリスチャンたちに、安全、知恵、糧、忍耐が与えられるように。
増え続けているイスラム教からキリスト教への改宗者たちが、激しい報復や見せしめのための公
会処刑の危機に直面するなか、彼らを主が守ってくださるように。彼らが闇の中に輝く星となって、
迫害と絶望と「革命か死か」という風土の中で、喜びと豊かな命を証しすることができるように(ピ
リピ2:14,15)。



教会のためにお祈り下さい:
- テロ、無法、暴力、殺人、拷問、誘拐、イスラムへの強制改宗、非イスラム教徒に対するレイプが
はびこる、きわめて不安定なこの時代に、主が、教会、牧師、伝道者、信徒を守り、彼らの避けどこ
ろ、また力、そこにある助けとなってくださるように (詩編46)。
- 暴力と痛みの時代に、（何千人もの難民を含む）キリスト教徒の信仰と愛が、まわりの人々への
証しとなるように。苦難をおぼえているすべての人々が救い出されるように。
-- 迫害の火の中から、強く、清く、愛と真実においてすべての民族や教派を超えてひとつであり、
主キリストのみを仰ぐ教会が、生み出されるように。

イラク
事態の悪化は続いている：自由も安全も無い状況
宗教的二極化がすすむ。 迫り来る大量虐殺の影

国のためにお祈り下さい:
- 主が、イラクの民の騒ぎを静めてくださり(詩編65:5-7)、悪者の道を曲げ (詩編146:9) 、主の
教会を攻撃するすべての敵に立ち向かうため、とりなしてくださるように。



お祈り下さい:
- イスラムの敵意が増大するなか、ヨルダンの（ほとんどが少数民族の）伝統的キリスト教諸派
と、増え続けるプロテスタント教会の間に、理解と一致がもたらされるように。ヨルダンのすべて
の教会が、キリストの命じられたとおりにのべつたえ(マタイ28:19, 20)、自分の十字架を負い(ル
カ 14:27)、蛇のようにさとく、鳩のようにすなおである(マタイ10:16)ように。

ヨルダン
2008年に事態が悪化



お祈り下さい:
- 現在、アルバニア系イスラム教徒が多数派を占め、「コソボ共和国」となったこの地に残り、危う
い状態にあるセルビア系正教会のクリスチャンに、慰めと恵みとおおいなる知恵が与えられるよう
に。主が彼らの盾となり (詩編33:20)、彼らの避けどころ、また力となり、この苦しみのときに、そこに
ある助けとなり、彼らの砦となってくださるように (詩編46)。
- 主の御霊が、民族や教派の境界線を越えてキリストの愛にある一致をもたらし、コソボの少数派
であるアルバニア系キリスト教徒（ほとんどは福音派）が、勇気と献身的きょうだい愛とキリストに
ある一致によって、神に栄光を帰すことができるように。

コソボ
かつてはセルビアの一部で
セルビア正教会所有の「教会領」だったが、
アルバニア系イスラム教徒の共和国として
独立宣言をおこない、国連加盟国192カ国の
うち43国が承認している



国のためにお祈り下さい:
- 共産主義者によるキリスト教への激しい迫害が無くなるように。親欧米で、ほぼキリスト教化され
ている少数民族のモン族（Hmong)に対する政府の大量虐殺やテロが無くなるように。
- 人権尊重の精神がある国々が、その影響力を行使することにより、貧困国ラオスに人権と宗教
の自由にかかわる改革がもたらされるように。
- 主が、支配層で多数派民族であるラオ族に、霊的な覚醒をもたらし、彼らがラオスを変革する道
具とされるように。

ラオス
深刻な迫害

教会のためにお祈り下さい:
-（大半がカム族やモン族という少数民族である）クリスチャンの暮らしが支えられ、守られ、信仰と
平和が与えられ、神はたしかに愛され、ともにいてくださると実感できるように。
-- 軍の拷問、暴行、攻撃にあった人々、特に「黄色い雨」という化学兵器の攻撃を受け、虐殺され、
兵糧攻めにされ、未だに難民支援の無い地へと追放されたモン族に、癒しと慰めがあるように。主
が彼らを支え守られ、彼らの声なき声を広めて、悪から救い出されるように。
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お祈り下さい:
-社会のあらゆる階層と分野にいるクリスチャンが、真実、公正、正義のために、また、神に栄光を
帰すために、ひとつとなり、反対勢力の脅威のなかにあっても、これらの理念を体現するための勇
気をふるうことができるように。主が、教会を守り、キリスト教徒を証人として大切に用いてくださり、
力を与え、平和を造り出す者、光を与える者、また、癒しびととしてくださるように。レバノンの人々
が主を知っている者の数に入り (詩編87:4)、それを喜ぶ(詩編29:6)ことができるように。

レバノン
ヒズボラの台頭による
深刻な危険



国のためにお祈り下さい:
- 主がマレーシアの人々の心にはたらきかけ、彼らが開放、進歩、自由へと導かれ、数十年にわ
たって「忍び寄るイスラム化」の波が押し戻されるように。

マレーシア
忍び寄るイスラム化に対する
抵抗運動が拡大している！

教会のためにお祈り下さい:
- 模索と探求の時代にあって、主が、クリスチャンをたて、おおいなる勇気と確信をもって知恵と
恵みに満ちて語ることができるように。



お祈り下さい:
-国王ムハンマド6世と選挙によって選ばれた政府が、引き続き改革政策を進めることができるよ
うに。宗教の自由が実現されるよう、主のみこころの通り、その御手のなかで彼らが用いられるよ
うに。

モロッコ
迫害下にあるが、改革によって
希望が見えつつある
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国のためにお祈り下さい:
-主がネパールに介在してくださり、新政権が新憲法を制定して国民を指導していくなか、宗教
の自由のある、開かれた国となるように。政府に知恵と感性が与えられ、正義、平等、平和が実
現するように。民族や宗教の違いを超えて、人々が互いに結ばれ、自由のまことの喜びを知るこ
とにより、ヒンドゥー国粋主義の試みにあうことのないように。

ネパール
改革が進行中
民主主義の台頭
霊の戦いが予想される

教会のためにお祈り下さい:
-主がネパールの教会におおいなる天からの知恵を与え、この変革の時代にあって、教会が賢明
で思いやり豊かな祝福の道具となるように。



教会のためにお祈り下さい:
-イスラム法のシャリアによってイスラム勢力が高まることにより、差別、弾圧、暴力的な迫害につな
がっているナイジェリア北部のクリスチャン少数民族を、主が守ってくださるように。
-- ナイジェリア南部の、自由でしばしば豊かなキリスト教徒たちが、（迫害され、多くが貧困に苦し
む）北部の兄弟姉妹たちを真剣に重荷とすることができるように。絶えることのない熱い祈りと自
己犠牲をともなう寛大が示され、このことが明らかになるように (イザヤ 58:5-7)。

ナイジェリア
宗教的断層線の走る国

国のためにお祈り下さい:
- 国、さまざまな共同体、宗教的指導者たちに、平和と自由
と正義のために献身する心が与えられるように。派閥抗争に
よる緊張や衝突を回避する知恵と力が与えられるように。
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国のためにお祈り下さい:
- キリストの霊が国中に行き渡り、主が裂かれる裂け目から、また、主が開けられる扉から、主の
福音が入り込むように。キリストが人々に正義、公正、癒し、慰め、豊かな命、救いを与え、囚われ
た人々に自由をもたらし、北朝鮮の地に癒しを与えてくださるように(ルカ 4:18,19)。
-北朝鮮が（伝統的に中国からの支援のもとに）孤立していた状態から脱して、国際社会に開か
れた、自由な国となるように。
- 北朝鮮の状況を改善し、改革を早めるための政策を中国と韓国が策定するなか、主の霊の
導きがあるように。

北朝鮮
激しい迫害
しかしながら、好戦的な北朝鮮は、
擁護者であった中国の支援を失いつつあるもよう

教会のためにお祈り下さい:
-矯正労働収容所内、地下、秘密の家、亡命先などにあるキリスト教会のために、世界でもっとも残
酷な虐待を受けている信徒が支え守られ、彼らの信仰と希望が強められるように。



国のためにお祈り下さい:
- 北西部のタリバンとアルカイダに打ち勝つ志と勇気が、政府と軍に与えられ、非寛容で後進的
なイスラム原理主義に立ち向かうことができるように。
-- 現在のさまざまな問題に直面したパキスタン人がイスラムから覚醒し、数十年間続いてきたイ
スラム化の波を押し戻すための力が増大するように。

パキスタン
事態は危機的なまでに悪化。 深刻な危険
北西部の少数民族地域の大半がアルカイダの支配下
タリバン勢力は増大中、テロは拡大中

教会のためにお祈り下さい:
- 主が、パキスタンの教会と個々の信徒たちを、イスラムのテロから守ってくださるように。特に、
連邦直轄部族地域（FATA）と北西辺境州（NWFP）においてタリバンとシャリア法の支配下にあ
る、小さく、弱い、クリスチャンのコミュニティーのために。
- 敵意が増大し、不安がつのるパキスタンにおいて、神がすべてのクリスチャンの証しびとを祝福
してくださるように。クリスチャンの恵みと希望が用いられて、多くの人々がキリストに導かれるよ
うに。



国のためにお祈り下さい:
- 聖霊がゆきわたり、力強い霊的覚醒がもたらされ、それまであまりに多くの人々が囚われてい
た死と憎しみと暴力の風土から、人々の心が不思議な力によって離れ、命と希望と平和にむかっ
ていくように。アラブに覚醒がもたらされるように (ルカ 1:37「神にとって不可能なことは一つもあ
りません」)。
- 主が、イスラム教徒のアラブ人の心を開き (使徒16:14)、2000年前のペンテコステの時に彼ら
に与えられた（使徒2:11）福音を受けとることができるように。

パレスチナ
特にガザ地方において、事態の悪化が続いている

教会のためにお祈り下さい:
- 主が、パレスチナのクリスチャンにおおいなる天の知恵と勇気を与え、彼らが隣人のイスラム教
徒たちに福音の真実を示し、特に、イエス・キリストの十字架を通して、両者（ユダヤ人と異邦人）
はひとつとなることができると、証しすることができるように (エペソ2:15b, 16) 。
－イランが支援するハマスによって支配され、再び力を得た非寛容なイスラム武装勢力によって、
キリスト教会、職業、住宅、生活、家庭の存在と未来が脅かされている、ガザ地区のクリスチャンを
主が守ってくださるように。



国のためにお祈り下さい:
-イスラム教徒である南部のモロ族と和平交渉をするにあ
たり、主が、政府におおいなる知恵を与えてくださり、宗教
の自由が損なわれることが無いように。平和が実現され、
イスラムによるテロが終結するように。

フィリピン
イスラム教徒が多数派の南部で
政治不安とテロが続いている

教会のためにお祈り下さい:
-多くの危険に満ちたイスラム地域において命がけでキリストを証ししているフィリピン南部の
牧師や伝道師に、主が、知恵と恵みと力を与え、祝福してくださるように。
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お祈り下さい:
-聖霊によって、ロシア正教会に改革的なリバイバルがおこり、少数派だが成長が続くプロテスタ
ント教会に、知恵と恵みと勇気が与えられるように。ロシアのキリスト教会が、真実にあってひとつ
とされ、一致して宣教に献身し、ロシアにとって深刻な諸問題に共に取り組むことができるように。
イスラム原理主義者や武装勢力、ファシズムの台頭、物質主義の高まり、薬物依存、アルコール
依存、HIVエイズ、また、何十年にもわたって強制された無神論的共産主義思想による傷跡ともい
える、絶望と倦怠の広がりなどの問題がある。

ロシア
地政上の問題のため、プロテス
タント信者が圧力下にある



お祈り下さい:
-主が、サウジアラビアのクリスチャン（実質的に、駐在の外国人のみ）に知恵を与えてくださるよう
に。不必要に命を危険にさらすことなく、福音を分かち合い、礼拝を守る良い方法が与えられるよ
うに。イスラムのテロから守られ、あらゆる障害にもかかわらず、福音が広がるように。
--福音のラジオ放送やサテライト・ミニストリーを主がいっそう強め、祝福してくださるように。サウ
ジの家庭や人々の心の中に届き、サウジアラビア人をキリストへと導くという、人間の思いをはる
かに超えたはたらきをしている、
-- イスラムの聖職者が支配し、（石油マネーによる）国費が投じられ、反ユダヤ、反キリスト教、ジ
ハード支持、シャリア支持のワハビ派のイスラム神学を世界に広めようとしている国家体制が、主
の介在によって確実に終焉を迎えるように。

サウジアラビア
非寛容なジハード信奉者イスラム教スンニ派
を世界に広めている主犯者



お祈り下さい:
-主が、戦乱によって荒廃し、無法地帯となっているソマリ
アや、（エチオピアの）オガデンに住むクリスチャン、また、
イエメンやケニアなどで難民となっているクリスチャンを
守り、養ってくださるように。彼らの命が支えられ、恵みと
信仰が増すように。
-- ソマリ・ディアスポラの多くの人々がキリストを受け入れ、
必要な教育を受け、ソマリアに戻り、地域や教会の指導者
となることができるように。

ソマリア
ジハードのため事態の悪化が続く

安全が無い
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国のためにお祈り下さい:
-主がスリランカを仏教国粋主義者たちのはかりごとから守り、クリスチャン
が、貧しい人々に奉仕できるように。スリランカのクリスチャンが自由で安
全な環境で証しし、礼拝することができるように。
-- 好戦的で反キリスト教的な仏教国粋主義武装勢力を、当局が退けるよ
うに。法を遵守し、弱者を擁護し、宗教の自由が憲法で保障されているこ
とを尊重できるように。

スリランカ
内戦の再燃、それにともない仏教国粋主義が拡大
事態は極度に悪化

教会のためにお祈り下さい:
-危険が増大し、敵意に満ちた環境で奉仕し、教え、福音伝道のわざに励んでいる主の奉仕者を、
主が守り、祝福してくださるように。教会が成長を続け、まわりに祝福を与えることができるように。
-- 暗い内戦のなかにあって、教会が平和を造り出す者となり、真実の光となるよう、主が強めてく
ださるように。
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国のためにお祈り下さい:
- 主が世界中のキリスト教人道主義的ワーカーたちを効果的に呼び集めてくださるように。技術者、
起業家、教師、保健衛生従事者などが、数十年にわたるジハードで荒廃した南部の復興にあたり、
必要な人道援助を与えることができるように。
-- キリストの霊がゆきわたり、スーダンのイスラム教徒アラブ人が変わるように。彼らの心をやわら
げ、光を与え、平和と進歩が実現するように。

スーダン
宗教的断層線の国
分裂と内戦の危機が非常に高い

教会のためにお祈り下さい:
- 主が、南スーダンの人々の中から、教会、地方コミュニティ、自治体のリーダーをおこしてくださるよう
に。教会が、一致、力、ビジョン、祝福の道具となるように。
- 傷つき、二度と戦争を望まないスーダンの人々に毎日奉仕している、すべての牧師、クリスチャン・リー
ダーに霊的な知恵が与えられるように。



国のためにお祈り下さい:
-トルコ人とクルド人が非寛容なイスラム民族主義へ取り込まれることなく、踏みとどまれるように。
-- 反キリスト教、反「宣教」、反「外国人」、反欧米的プロパガンダが、不誠実で破滅的であることが
明るみに出されるように。そのような虚偽宣伝がはっきりと拒絶され、かわって、平等、自由、平和、
進歩の道が選ばれるように。

トルコ
イスラム急進主義とトルコ国粋主義の拡大に
より事態は悪化している

教会のためにお祈り下さい:
-長期にわたる差別、妨害行為、虚偽の情報によるメディアの悪用、扇動行為、暴力的な弾圧行為
がエスカレートするなか、忍耐のための力や、回避するためのおおいなる知恵が与えられるように。
-教会、福音宣教、祈りの奉仕が、より自由でより安全であるように。



国のためにお祈り下さい:
-トルクメニスタンが、良き方向へと一歩ずつ進むよう、主がベルディムハメドフ大統領に知恵、
先見、確信、勇気を与えてくださるように。宗教の自由が実現されるように。
-- 御霊のはたらきにより、トルクメニスタンにおいて、開放と自由と霊的な真実を切に願い求め
る状況がおこるように。

トルクメニスタン

教会のためにお祈り下さい:
-若くして迫害されてきた教会に、主がおおいなる知恵を与え、トルクメニスタンの新政権との
交渉にあたり、賢明な戦略が立てられるように。トルクメニスタンのクリスチャンが、恵み、知識、
成熟において豊かに成長し、彼らが希望の光を放ち、まわりの人々と分かち合い、国の祝福とな
る備えができるように。

数十年にわたる激しい弾圧後、現在は新大統領支配下



教会のためにお祈り下さい:
-急進化するイスラム勢力と荒廃した政権の双方からの迫害が増大する中、小さく、若いウズベク
の教会に、主が聖霊の慰め、恵み、力、知恵を与え、しっかりと立って信仰のうちに前進させてくだ
さるように。

ウズベキスタン
革命主義者およびイスラム武装勢力による恐怖
地政上の理由でプロテスタント信徒が迫害を受けている

国のためにお祈り下さい:
- ウズベキスタンと欧米との関係が修復され、宗教の自由化に向
けて発展するように。特に、国の安定と自由のために、ウズベキス
タンとEUの関係が強化されるように。
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国のためにお祈り下さい:
- 主がベトナムに宗教の自由をもたらしてくださるように。教
会が自由と安全な環境のうちに務めに励み、奉仕し、証しす
ることができるように。

ベ ト ナ ム
激しい迫害

教会のためにお祈り下さい:
- 弾圧され、迫害され、投獄されているベトナムの信徒とそ
の家族を、主が癒し、慰め、支えてくださるように。腐敗と独
裁と不正に苦しむ国にあって、汚れのないキリストの義を教
会が体現していくことができるように (ピリピ2:12-14)。
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お祈り下さい:
－イスラム原理主義による混乱と
不安定な状況下で成長する教会
を、主が守り、養い、励ましてくださ
るように。

イエメン
2008年事態は危機的なまでに悪化
政府は「宣教師」を弾圧
政治的利益を得るため「背教者」になる者も

Photo: USAid



国のためにお祈り下さい:
-主が政治体制に介在し、平和、安全、良き統治をもたらしてくださるように。
-ロバート・ムガベ政権による教会の干渉や政治利用がやむように。政府が任命し、買収し、信徒
を虐待する傀儡聖職者が、すべて退けられるように。

ジンバブエ
事態の悪化は続く
弾圧が強まる危険性が非常に高い

教会のためにお祈り下さい:
－ 教会が平和を造り出す者、癒す者として国家に奉仕する道を模索するなかで、おおいなる知恵
が与えられるように。民族や教派を超えて連帯できるように。真実と正義をもたらすことの確信が
与えられるように。この暗い時代にあって、迫害を受けながらも、教会こそが勇気と誠実を体現で
きるように。
－ 試練の火が降る時代に、強められ、互いに結ばれ、きよめられて再生し、やがて来たる癒しと霊
の祝福のおおいなる時代を迎えるため、完全に整えられるように。
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