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Relationship Prayer

Question 1
質問 1

What is Relationship Prayer

Question 2
質問 2

What is the difference between Praying for things and Spending time with Jesus

Question 3
質問 3

What are some reasons why we don't pray every day

Question 4
質問 4

How can we se God answer our prayers more often

Question 5
質問 5

Why is it important to pray?

Notes:
ノート:
Matthew 25:1-13 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took
their lamps, and went forth to meet the bridegroom. 2 And five of them were wise, and five
were foolish. 3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: 4 But
the wise took oil in their vessels with their lamps. 5 While the bridegroom tarried, they all
slumbered and slept. 6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom
cometh; go ye out to meet him. 7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. 8
And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. 9 But the
wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to
them that sell, and buy for yourselves. 10 And while they went to buy, the bridegroom

came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. 11
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. 12 But he answered
and said, Verily I say unto you, I know you not. 13 Watch therefore, for ye know neither the
day nor the hour wherein the Son of man cometh.
Matthew 25:1-13 そこで天国は、十人のおとめがそれぞれあかりを手にして、花婿を迎えに
出て行くのに似ている。 2 その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深い者であった。 3
思慮の浅い者たちは、あかりは持っていたが、油を用意していなかった。 4 しかし、思慮
深い者たちは、自分たちのあかりと一緒に、入れものの中に油を用意していた。 5 花婿の
来るのがおくれたので、彼らはみな居眠りをして、寝てしまった。 6 夜中に、『さあ、花
婿だ、迎えに出なさい』と呼ぶ声がした。 7 そのとき、おとめたちはみな起きて、それぞ
れあかりを整えた。 8 ところが、思慮の浅い女たちが、思慮深い女たちに言った、『あな
たがたの油をわたしたちにわけてください。わたしたちのあかりが消えかかっていますか
ら』。 9 すると、思慮深い女たちは答えて言った、『わたしたちとあなたがたとに足りる
だけは、多分ないでしょう。店に行って、あなたがたの分をお買いになる方がよいでしょ
う』。 10 彼らが買いに出ているうちに、花婿が着いた。そこで、用意のできていた女た
ちは、花婿と一緒に婚宴のへやにはいり、そして戸がしめられた。 11 そのあとで、ほか
のおとめたちもきて、『ご主人様、ご主人様、どうぞ、あけてください』と言った。 12
しかし彼は答えて、『はっきり言うが、わたしはあなたがたを知らない』と言った。 13
だから、目をさましていなさい。その日その時が、あなたがたにはわからないからである。

James 4:1-12 From whence come wars and fightings among you? come they not hence,
even of your lusts that war in your members? 2 Ye lust, and have not: ye kill, and desire to
have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. 3 Ye ask,
and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. 4 Ye
adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God?
whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. 5 Do ye think that the
scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? 6 But he giveth more
grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. 7
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. 8 Draw nigh
to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts,
ye double minded. 9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to
mourning, and your joy to heaviness. 10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he
shall lift you up. 11 Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his
brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou
judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. 12 There is one lawgiver, who is
able to save and to destroy: who art thou that judgest another?
James 4:1-12 あなたがたの中の戦いや争いは、いったい、どこから起るのか。それはほか
ではない。あなたがたの肢体の中で相戦う欲情からではないか。 2 あなたがたは、むさぼ
るが得られない。そこで人殺しをする。熱望するが手に入れることができない。そこで争い
戦う。あなたがたは、求めないから得られないのだ。 3 求めても与えられないのは、快楽
のために使おうとして、悪い求め方をするからだ。 4 不貞のやからよ。世を友とするの
は、神への敵対であることを、知らないか。おおよそ世の友となろうと思う者は、自らを神
の敵とするのである。 5 それとも、「神は、わたしたちの内に住まわせた霊を、ねたむほ
どに愛しておられる」と聖書に書いてあるのは、むなしい言葉だと思うのか。 6 しかし神
は、いや増しに恵みを賜う。であるから、「神は高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵み

を賜う」とある。 7 そういうわけだから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ちむかいな
さい。そうすれば、彼はあなたがたから逃げ去るであろう。 8 神に近づきなさい。そうす
れば、神はあなたがたに近づいて下さるであろう。罪人どもよ、手をきよめよ。二心の者ど
もよ、心を清くせよ。 9 苦しめ、悲しめ、泣け。あなたがたの笑いを悲しみに、喜びを憂
いに変えよ。 10 主のみまえにへりくだれ。そうすれば、主は、あなたがたを高くして下
さるであろう。 11 兄弟たちよ。互に悪口を言い合ってはならない。兄弟の悪口を言った
り、自分の兄弟をさばいたりする者は、律法をそしり、律法をさばくやからである。もしあ
なたが律法をさばくなら、律法の実行者ではなくて、その審判者なのである。 12 しか
し、立法者であり審判者であるかたは、ただひとりであって、救うことも滅ぼすこともでき
るのである。しかるに、隣り人をさばくあなたは、いったい、何者であるか。
Matthew 13:1-9 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. 2
And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat;
and the whole multitude stood on the shore. 3 And he spake many things unto them in
parables, saying, Behold, a sower went forth to sow; 4 And when he sowed, some seeds
fell by the way side, and the fowls came and devoured them up: 5 Some fell upon stony
places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no
deepness of earth: 6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had
no root, they withered away. 7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and
choked them: 8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an
hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. 9 Who hath ears to hear, let him hear.
Matthew 13:1-9 その日、イエスは家を出て、海べにすわっておられた。 2 ところが、大
ぜいの群衆がみもとに集まったので、イエスは舟に乗ってすわられ、群衆はみな岸に立って
いた。 3 イエスは譬で多くの事を語り、こう言われた、「見よ、種まきが種をまきに出て
行った。 4 まいているうちに、道ばたに落ちた種があった。すると、鳥がきて食べてし
まった。 5 ほかの種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないので、すぐ芽を出した
が、 6 日が上ると焼けて、根がないために枯れてしまった。 7 ほかの種はいばらの地に
落ちた。すると、いばらが伸びて、ふさいでしまった。 8 ほかの種は良い地に落ちて実を
結び、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍にもなった。 9 耳のある者
は聞くがよい」。

Matthew 13:18-23 Hear ye therefore the parable of the sower. 19 When any one heareth
the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and
catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way
side. 20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the
word, and anon with joy receiveth it; 21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a
while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is
offended. 22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and
the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh
unfruitful. 23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word,
and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold,
some sixty, some thirty.
Matthew 13:18-23 そこで、種まきの譬を聞きなさい。 19 だれでも御国の言を聞いて悟ら
ないならば、悪い者がきて、その人の心にまかれたものを奪いとって行く。道ばたにまかれ

たものというのは、そういう人のことである。 20 石地にまかれたものというのは、御言
を聞くと、すぐに喜んで受ける人のことである。 21 その中に根がないので、しばらく続
くだけであって、御言のために困難や迫害が起ってくると、すぐつまずいてしまう。 22
また、いばらの中にまかれたものとは、御言を聞くが、世の心づかいと富の惑わしとが御言
をふさぐので、実を結ばなくなる人のことである。 23 また、良い地にまかれたものと
は、御言を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び、百倍、あるいは六十倍、
あるいは三十倍にもなるのである」。

1Th 5:17 Pray without ceasing.
1 Thessalonians 5:17 絶えず祈りなさい。

What is prayer
• spending time with God
What happens in our prayers
• we become spiritual
• If done right we start thinking spiritual and not carnal
• Our will dies to God’s will
• We become more like God in our character and nature/personality
• We desire to do the right things
• He teaches us the right things
Is it a waste of time
• Prayer is by far the most important thing we can do as Christians
• It does take time to build a relationship with God
If you don’t pray then you don’t have a relationship
• What if I acted that way with my wife. Work list only. No talking. Just demands. Talking
only about problems.
• Its not about you just asking things from God. You can but thats not what God wants
• Im not your judge but I am warning you that if you do not have a prayer life... I doubt you
will go to heaven
Matthew 7:21-23 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom
of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 22 Many will say to
me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast
out devils? and in thy name done many wonderful works? 23 And then will I profess unto
them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
Matthew 7:21-23 わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国にはいるのではな
く、ただ、天にいますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである。 22 その日には、
多くの者が、わたしにむかって『主よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって預言したで
はありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力

あるわざを行ったではありませんか』と言うであろう。 23 そのとき、わたしは彼らに
はっきり、こう言おう、『あなたがたを全く知らない。不法を働く者どもよ、行ってしま
え』。

Devil is stealing your prayer life, your relationship with God, your eternal destiny
Why doesn’t God answer prayer
James 5:17-18 Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly
that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six
months. 18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her
fruit.
James 5:17-18 エリヤは、わたしたちと同じ人間であったが、雨が降らないようにと祈を
ささげたところ、三年六か月のあいだ、地上に雨が降らなかった。 18 それから、ふたた
び祈ったところ、天は雨を降らせ、地はその実をみのらせた。
Mark 12:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and
with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
Mark 12:30 心をつくし、精神をつくし、思いをつくし、力をつくして、主なるあなたの神
を愛せよ』。
Luke 11:1 And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased,
one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.
Luke 11:1 また、イエスはある所で祈っておられたが、それが終ったとき、弟子のひとりが
言った、「主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、わたしたちにも祈ることを教えて
ください」。
Revelation 2:2-5 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not
bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not,
and hast found them liars: 3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake
hast laboured, and hast not fainted. 4 Nevertheless I have somewhat against thee,
because thou hast left thy first love. 5 Remember therefore from whence thou art fallen,
and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy
candlestick out of his place, except thou repent.
Revelation 2:2-5 わたしは、あなたのわざと労苦と忍耐とを知っている。また、あなたが、
悪い者たちをゆるしておくことができず、使徒と自称してはいるが、その実、使徒でない者
たちをためしてみて、にせ者であると見抜いたことも、知っている。 3 あなたは忍耐をし
続け、わたしの名のために忍びとおして、弱り果てることがなかった。 4 しかし、あなた
に対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 5 そこで、あなた
はどこから落ちたかを思い起し、悔い改めて初めのわざを行いなさい。もし、そうしないで
悔い改めなければ、わたしはあなたのところにきて、あなたの燭台をその場所から取りのけ
よう。

Psalm 63 (KJV 1900)
Psalm 63:1-8
1 O God, thou art my God; early will I seek thee:
My soul thirsteth for thee,
My flesh longeth for thee
In a dry and thirsty land, where no water is;
2 To see thy power and thy glory,
So as I have seen thee in the sanctuary.
3 Because thy lovingkindness is better than life,
My lips shall praise thee.
4 Thus will I bless thee while I live:
I will lift up my hands in thy name.
5 My soul shall be satisfied as with marrow and fatness;
And my mouth shall praise thee with joyful lips:
6 When I remember thee upon my bed,
And meditate on thee in the night watches.
7 Because thou hast been my help,
Therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.
8 My soul followeth hard after thee:
Thy right hand upholdeth me.
Psalms 63:1-8 ユダの野にあったときによんだダビデの歌 神よ、あなたはわたしの神、わた
しは切にあなたをたずね求め、わが魂はあなたをかわき望む。水なき、かわき衰えた地にあ
るように、わが肉体はあなたを慕いこがれる。 2 それでわたしはあなたの力と栄えとを見
ようと、聖所にあって目をあなたに注いだ。 3 あなたのいつくしみは、いのちにもまさる
ゆえ、わがくちびるはあなたをほめたたえる。 4 わたしは生きながらえる間、あなたをほ
め、手をあげて、み名を呼びまつる。 5 6 わたしが床の上であなたを思いだし、夜のふける
ままにあなたを深く思うとき、わたしの魂は髄とあぶらとをもってもてなされるように飽き
足り、わたしの口は喜びのくちびるをもってあなたをほめたたえる。 7 あなたはわたしの
助けとなられたゆえ、わたしはあなたの翼の陰で喜び歌う。 8 わたしの魂はあなたにすが
りつき、あなたの右の手はわたしをささえられる。

