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◇Pastor Takahashi’s Message◇ 

"Why God Answers Our Prayers" Luke 11 Prayer is the foundation of our faith life. We 
pray in the morning, before meals, and before going to bed. We pray whenever we are called to 
pray. If you don’t, that’s OK. God is gracious and forgiving. But at least we pray when we are 
in need of God’s help. When we realize that we have no control over a challenge we face, and 
are unable to solve the issues by our own hands, we ask for God’s help. Sometimes, prayers 
come as easy as breathing. Other times, we just don’t know what to say in our prayers. 
Especially when anger, sadness, profound loss, anxiety, hatred, or rage overwhelms us. We 
become speechless. So we sometimes pray silently. These days, we encounter one of those 
situations more than ever. In the midst of uncontrollable emotions, un-reconciled racial tension 
is rising in our nation, followed by a series of violent acts that have happened in minority 
communities and to law enforcement officers. When we cannot find the words to articulate how 
we feel and what we need, we just pray, “Please help us, God.” ◆Lifting prayers takes 
practice, training, and experience just like anything else. In the beginning of Luke 11, the 
disciples asked Jesus to teach them how to pray, because they didn’t have a clue how they 
should pray. Jesus then taught them a prayer that we lift up during our Sunday worship Service 
in two languages: The Lord’s Prayer. Then, Jesus told his disciples, “Imagine, your friend is 
visiting you from out of town, but you have nothing to serve him. So, you go to another friend’s 
place to borrow three loaves of bread. But the neighbor friend said, ‘Hey, you came too late. 
The door is already locked; the kids and I are already in bed. I can’t come to the door. So, go 
away.’ ◆But if you keep asking the neighbor friend persistently, he will get up and he will 
give you what you need. “ And Jesus went on telling the famous saying, “Ask, and it will be 
given you; search, and you will find; knock, and the door will be opened for you. “Why does 
God answer our prayers? Or have you wondered why God doesn’t seem to be answering your 
prayer? Even though we asked God for something, nothing seems to be happening. Why? 
 Tracy M. Sumner listed 12 conditions for answered prayer in her book “Prayer Vitals”, which 
can be summarized as (1) Seek, (2) Have patience, (3) Reflect on your actions, (4) Ask God to 
show what God’s will is, so we will ask in Jesus’ name, (5) Obedience and humility, (6) Live in 
C h r i s t  ◆ L u k e  1 1 :  8  g i v e  u s  t h e  m u c h  s h o r t e r  
version of our check list.“at least because of his persistence he will get up and give him 
whatever he needs. ”Persistence, and Needs. We pray for our needs, not what we want, but we 
pray for what God wants us to do. We pray for our needs based on God’s will. Therefore, 
prayers like, “God, please make me rich. Grant me ten billion dollars,” are not going to work. 
That’s just about a personal desire. Or other prayers like, “Please punish him. I hate that guy,” 
do not work either. We cannot ask God to harm others based on your personal preference. In 
contrast, we should pray others’ blessings, even for enemies. And then, sometimes we hear 
sarcastic prayers like “I pray for you!” That’s not going to work either, because it is not a 
sincere prayer from our hearts.◆ The needs that we pray for are the needs for God’s Holy 



People, people who live the holy life. According to John Calvin, the center pillar of the 
theological foundation for Reformed Church tradition, we are called to live a Life of 
Righteousness and Piety. We pray for good, God pleasing, and the perfect plan of God. We 
pray for it persistently. We shouldn’t give up; keep asking for God’s help perseveringly. When 
I said a Life of Righteousness and Piety, some of us, or perhaps most of us, including myself, 
feel “God requires us a pretty high standard! I’m not sure if my prayer qualifies God’s answer.” 
Don’t you worry. Here is good news. God is gracious. God is full of Grace. Grace is an 
unconditional gift that God gave us. No strings attached. None of us deserves it, but God gave 
it to us us anyway, simply because Jesus died on the cross for us. Jesus paid in full, already, our 
debts, our shortcomings, our sinfulness. Because of the crucifixion of Jesus, the redeemer, we are 
forgiven and saved. Jeremiah 29:11-14 prophesized, For surely I know the plans I have for you, 
says the LORD, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Then 
when you call upon me and come and pray to me, I will hear you. When you search for me, you 
will find me; if you seek me with all your heart, I will let you find me, says the LORD. When the 
needs and wishes come in our life, go pray with your heart, mind, soul, and all your strength. 
Pray with conviction perseveringly. God will answer your prayer. Grace and peace. 

◇高橋先生のメッセージ◇ 

聞き入られる祈り」 ルカ書第１１章  祈るということが私たちの信仰の原点であることは

言うまでもありません。朝目覚めては祈り、食事のたびに祈り、ゆうべに、就寝時にも祈り

を捧げる。聖霊に導かれ、主に召しによって祈る。たとえ、それほど頻繁に祈ってはいな

いとしても大丈夫。主は途轍もなく慈しみ深い。祈りを捧げなかったからといって、罰した

り叱ったりする方ではありません。普段あまり祈ることのない方でも、神の助けが必要な

時、祈りを捧げます。ヒトとして私たちの手に負えない、自分ではもうどうしようもない時、

私たちは全知全能の神の助けを求め祈ります。「困った時の神頼み」とはよく言ったもの

ですが、それでも良いのです。恵み豊かな神は、放蕩息子の帰宅を喜ぶ親のごとく、 艱

難にある私たちの願いを両腕をいっぱいに広げて受け取ってくださいます。◆祈りは息を

するように自然に出てくることもあれば、時には何と言葉に表して祈ったら良いか迷うよう

なこともあります。ことに昨今次々と起きた悲劇的な事件。その失われた命の重さ、被害

にあった方々の、家族友人の経験している痛み、悲しみ。そこに渦巻く怒り、不安、そして

憎しみ。それらを前にして私たちは言葉を失うことがあります。そんな時、私たちは沈黙

の祈りを捧げます。またただ一言、「神様、助けてください。」と祈ります。◆祈りを捧げる

のにも経験や練習が必要です。ルカ書第１１章の冒頭で、 弟子の一人が主イエスに「祈

ることを教えてください」と頼みます。そしてその願いに応えて、私たちが毎週の聖日礼拝

で日英バイリンガルで捧げる「主の祈り」をイエス様は教えてくださいます。そして弟子た

ちに、「友人が訪ねてきたが、何も出すものがないので、また別の友人宅へ行き、パンを

３つ貸してくれと頼むとしよう。だが、その友人は、もう戸に鍵をかけてしまったし、子供も

自分も床についてしまっていて、起きて出てくるわけにはいかないから、ダメだと言う。だ

が、もししきりに願ったなら起き上がって必要なものを出してくれるであろう。」と主イエス



は話して聞かせます。そしてよく引用される御言葉をくださいます。◆「求めよ、そうすれ

ば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、

あけてもらえるであろう。」 どうして神様は私たちの祈りを聞き入れてくださるのでしょう

か？またその反対に、どうして神様は、いくら私たちが一生懸命祈っても、その祈りに応

えてくださらないようなことがあるのでしょう？トレイシー・サムナーの『祈りの急所(Prayer 

Vitals)』という著書の中に「神様に聞き入れて頂ける祈りの１２の条件」という項目があり

ます。その１２の条件を要約するならば、１．神様を心の底から求め、２．辛抱強く祈り、３．

自分の行いを省みて、４．神の御旨に従い、イエス様の御名を通して祈る。５．従順と謙

遜をもって祈る、そして６．キリストの中にあって生きること。この６つの条件を繰り返し考

えてみると、もうほとんどクリスチャンの優等生の祈りしか聞いて頂けないようにも思えて

きます。これらの条件によれば、「自分を金持ちにしてください。」とか「あの人をどうか罰

してください。」などという祈りは聞いて頂けないのは必然です。それらはヒトの野心や個

人的な都合の祈りであって、神の御旨、御計画に従ったものではないからです。また口

論の末に、イヤミを込めて「あなたの為に祈ります。」など云うのも、従順と謙遜をもって

の祈りではないので、聞き入れては頂けないのは当然です。ルカ書第１１章８節で、主イ

エスは、「聞き入れられる祈り」の手短かなチェックリストを私たちに手渡してくださいます。

「しかし、よく聞きなさい、友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、

起き上がって必要なものを出してくれるであろう。」すなわち、しきりに願うこと、そして必

要を願うこと。神の御旨に従って生きようとする私たちにとって必要なことを、しきりに願う

時、その祈りは聞き入れて頂けるということになります。◆日米合同教会はアメリカ改革

派教会(RCA)および合同メソジスト教会(UMC)という二つの教団に属していますが、その

プロテスタント神学の礎を築いたとも言えるジョン・カルビンによれば、私たちは「正しくあ

り、神を敬う生き方」を求められています。「義と、敬虔を重んじる生き方」と聞くと、私を含

め誰でも 「そうは心がけて生きてはいるが、ホントウにそう出来ているかというと、少々お

ぼつかない」というところではないでしょうか。そうなると、私たちの祈りは神様に聞き入れ

て頂ける資格がないのか、という疑いが頭をもたげてきます。御心配にはおよびません。

主は慈しみ深い。神の愛、慈しみは神様が無条件に与えてくださる贈り物です。私たちの

誰一人として、神様から愛の贈り物を与えて頂くにふさわしく、その資格がある者などあり

ません。それでも神様は与えてくださる。それはひとえに、御子イエスキリストが、私たち

のために十字架にかかって死んでくださったから。贖い主たるイエスキリストが私たちの

負債を、責めを一手に引き受け、その負債を全額支払ってくださったから、私たちは赦さ

れ救われるのです。◆エレミヤ書第２９章１１節から１４節がこう予言しています。主は言

われる、わたしがあなたがたに対して抱いている計画はわたしが知っている。それは災を

与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなたがたに将来を与え、

希望を与えようとするものである。その時、あなたがたはわたしに呼ばわり、来て、わたし

に祈る。わたしはあなたがたの祈を聞く。あなたがたはわたしを尋ね求めて、わたしに会

う。もしあなたがたが一心にわたしを尋ね求めるならば、わたしはあなたがたに会うと、主

は言われる。◆私たちの日々の暮らしの中で、様々な必要、願いがあります。心を込め



て、精神を込めて、魂を込めて、力の限り、祈ろうではありませんか。ひたすら祈ろうでは

ありませんか。神様は必ず聞き入れてくださいます。在主平安 
 


