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愛するファミリーへ、

皆さん一人一人を心から愛しています。「勝利
チームを訓練する」シリーズでまた皆さん

と会えてとてもうれしく思います。これまでに受
け取ったＧＮを楽しみ、カウンセルを実践して御
言葉を適用し、ホームをより良くするためのチェ
ンジを実施できたよう祈ります。
　　２．このＧＮでは、私たちの夫である主とダッ
ドが、二つのとても大切なテーマについて語って
くれます。一つはホームで感謝を示すことの重要
性について、もう一つは、ホームにおいて人員の
バラエティー、好み、好き嫌いなどのバラエティー
があることが有益で、実際必要不可欠である理由
についてです。これらのテーマは、このシリーズ
ですでに扱った他の事柄に比べれば些細に思われ
ますが、幸せで生産的な勝利チームを持つには欠
かせない要素なのです。
　　３．真に感謝され、愛されていると感じるな
ら、人々は幸せになり、素晴らしい貢献者かつチー
ム・プレーヤーとなります。ホームに子供やシン
グル、親や若者、年長の人たち、また世界の様々
な国の人々といった可能な限りのバラエティーが
あると、バランスの良いホームとなり、一人一人あると、バランスの良いホームとなり、一人一人あると、バランスの良いホームとなり、一人一人
が貢献することでホーム全体が強まり、引き立て
られ、イエスのための人生が興味深く楽しく、ま
た実り豊かになるのです。
　　４．私はしばらく前から感謝というテーマに
ついて考えていました。ファミリーが本来すべき
ほど互いに感謝し合っていないのを懸念していた
のです。おそらくその習慣がなくなったか、プラ
イドが高いのか、怠惰になったのか、あるいは
単にそれがどれだけ大切かに気づかなかったので
しょう。必要というよりは贅沢と見る人もいます。
私はずっとこれについて何かをし、感謝革命を起
こしたいという重荷を感じていました。もしかし

たらこのＧＮのメッセージがそれを実現してくれ
るでしょう。そう祈ります。
　　５．愛するファミリーの皆さんは、それぞれ
二人といない人たちです。皆さんについて感謝で
きるあらゆる点を考えると圧倒されそうになりま
す。称賛できる点がとても多いからです。あなた
は主のために毎日犠牲を払い、人生を与えていま
す。そして、証し人であり、子供たちを世話して
います。あなたたちの多くが親やシェパードです。
あなたは他の人々に愛を与えます。イエスに仕え
るためにすべてを捨てました。また、天国の富を
選ぶために、日々この世のものを避けます。
　　６．あなたは御言葉に従います。イエスを見
習い、世に対する主の光になろうと努めます。自
分の必要や願いよりもイエスを第一に置きます。
霊の武器の使用法を学び、それに熟練しようと懸
命に励みます。皆さんは主が行われたチェンジを
支持することによって、ファミリーの将来を確か
なものとするために自分の分を果たしています。
ホームを勝利チームにしています。一人一人が自
分個人の弟子の資質やイエスとの関係を強化して
います。
　　７．愛するファミリー、皆さんについて私が
感謝していることはとてもたくさんあります！　
皆さんの愛や献身や忠実さ、犠牲的な霊や従順、
また主の導きに従うための信仰、謙遜なことをす
る意欲や、霊の新しい動きを実践するための熱意、
そしてその闘志、我慢強さ、忍耐、何が何でもし
がみつく精神、祈り深さやイエスとのつながりな
どです！　感謝できることが非常にたくさんある
ので、ずっと言い続けられるくらいです！　もし
皆さん一人一人に感謝できるなら、これよりずっ
と沢山のことが言えるでしょう。
　　８．ファミリー内にはるかに多くの感謝があ
ふれるようになるのが私の個人的な願い、祈りで
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す。私たちにはこの世の大半の人たちよりも、お
互いについて感謝すべき資質や特質、技能や才能
がたくさんあります。ファミリーは塗油され、賜
物がある非常に大勢の人々の集まりだからです。
ましてや一人一人が祝福として受けている多くの
霊の賜物は言うまでもありません。ですから、私
たちが互いをもっと感謝し始めることは難しくな
いはずです。称賛し、感謝することがとてもたく
さんあるのですから！
　　９．もっと互いを感謝し合うだけでなく、ファ
ミリーで私たちが祝福として持っているバラエ
ティーを感謝することを学ぼうと努めてくれます
か？　私たちの素晴らしく美しいファミリーは、
男性や女性、若者や年長の人々、子供や大人、ま

たあらゆる国籍の人々で成り立っています。主が
そのようなバラエティーを与えられたのには理由
があります。それは私たちが主のために、可能な
限り最高のチームになるためです。互いに賜物を
与え合い、一人が弱い時にもう一人が強くあり、
またチームメイトの欠けた部分を補い、彼らを向
上させることができるようになるためなのです。
　　１０．愛するファミリー、このＧＮのカウン
セルやトレーニングを実生活やホームに適用して
くれてありがとう。きっと後悔することはないで
しょう。それは価値ある投資なのです。
　　バラエティーと、あなたたち一人一人を特別
な存在にする資質を創造された主にあって、
　　ママ

感　謝感　謝感　謝

　要　点　要　点　要　点　要　点
　　１１．勝利チームのメンバーはそれぞれ、自
分が良いプレーをするだけではなく、仲間のチー
ムメイトが可能性を最大限に発揮するのを助けま
す。その方法として大きな部分を占めているのは、
メンバーたちを感謝することです。勝利チームの
メンバーは、最高のチーム・プレーヤーとは自分
自身を誇ったり、自分自身の能力や技能を宣伝し
たりする人ではなく、他の人たちが果たす役割や
行う仕事、また彼らがチームにいて貢献している
ことを感謝することで、他の人たちの能力を向上
させる人であることを知っています。
　　１２．人々が、感謝されていないとか、必要
とされてもいない、ホームの「家族」の一員では
ないように感じているなら、チームの士気に冷水
を浴びせます。勝者はそれを知っているので、他
の人々を大切にし、彼らに仕え、敬意を払って自
分よりも尊重し、他の人の必要を自分の必要以上
に優先し、本人の前でも本人がいない所でも、そ
の人のことを良く言い、ホーム内で「家族」的な
霊を築くために自分の分を果たします。

　勝利チームへの助言　勝利チームへの助言　勝利チームへの助言　勝利チームへの助言

感謝は必要なもの
　　１３．誰もが感謝を必要としています。ただ
「ほしい」のではなく、「必要」と言ったことに注
目して下さい。感謝は人間の必要であり、弱さで
はありません。そう、その通り、幸せになり、成
功するために一人一人がそれを必要としていま
す。その人の見かけや振る舞いや外見がどうあ
れ、またそつなく行動し、自分のしていることを
わきまえているように見える人々でも、なお感謝
が必要です。おそらくそういった人々は気負いす
ぎていて劣等感すら抱いているか、ネガティブさ
と戦っているのかもしれません。見かけだけでは
わからないものです（サム上 16:7）。
　　１４．私たちは何も知らず、知恵にも欠けて
いるので、誰が感謝を必要としていて、誰がそう
でないかを決めるのは私たちではありません。誰
もが感謝を必要としています。認めたがらない人
がいるとしても、そうなのです。自分が重要で貢
献していると感じ、ホームの必要な部分であると
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誰もが知る必要があるので
す。あなたも私も、全員が
それを必要としています！
そして常日頃から互いにそ
う告げて感謝し合い、他の
人々が担っている仕事や
負っている荷ゆえに感謝を
示し、言葉で表現しないなら、一体どうやってそ
のように感じられるでしょうか？
　　１５．感謝は全人類にとって大切です。しか
し、敵が非常に激しく私たち一人一人に戦ってく
ることから、ファミリーの弟子たちが熱心に感謝
を示す者となることはもっと大切です。敵は常に
私たちがいかに悪く、必要とされておらず、また
どれほど重荷や障害になっているかを告げること
ができます。ですから、私たちは兄弟姉妹に感謝
することによって、彼らへの敵の嘘や攻撃に一丸
となって反撃する必要があるのです。そうすれば、
敵は入り込んで落胆という邪悪な種を蒔くことが
できなくなります。

　　１６．（ダッド：）私はいつも感謝すること
を推奨していた。誰もが感謝を好む。しかしそれ
だけではない。誰もが感謝を必要としている！　
感謝は人間の心にとって、花に対する陽光や水の
ようだ。陽光や水をもらっていない花を見たこと
があるだろうか？　それはしおれてしまい、最大
限の可能性や美しさを発揮するまで育つことは決
してなく、十分な陽光と水を得られる場所に動か
されない限り、次第に消え失せてしまう。
　　１７．植物がよく育つには良い土が必要だ。
だが、良い土だけでは花を育てるのに十分ではな
い。陽光と水が必要なのだ。人々もそれに似ている。
感謝、励まし、互いへの信仰は、チームとしてあ
なたがたを結びつける同胞愛や所属感を養う。
　　１８．あなたはわたしの言葉に沿った優先順
序やゴールを持つ良いホームに住み、ホームとし
て正しい決断を下そうと励んでいるかもしれない
が、感謝、愛の言葉、互いへのアフェクションは
他のあらゆる努力を増幅させる。感謝は良い土（あ
なたのホーム）に植えられた花々（人々）にとっ
て、水や陽光のようなものだ。

感謝の欠如が生む結果
　　１９．（ママ：）感謝が
欠けているせいで生じる結果
はとても悲しいものです。誰
かがほとんどか全く感謝を受
けていないなら、ありとあら
ゆる問題が起こり得ます。第

一に、愛されていないと感じ、そのせいで主から
愛されていないとすら感じるようになるかもしれ
ません。感謝の欠如はしばしば、孤独、ネガティ
ブさ、比べること、落胆、うつ、その他の似たよ
うな敵の攻撃による戦いの一因となります。その
せいで、ある人々は自分だけの狭い殻に閉じこも
り、ホームの団結から引き離されてしまうことが
あります。彼らは自分がホームの一部だとは感じ
ず、重要でもなければ望まれてもおらず、また必
要ともされてもいないと感じるからです。
　　２０．人々が感謝されていないとか必要とさ
れていない、あるいはホームの「家族」の一員で
はないように感じるなら、多くの場合、必要とさ
れ、感謝されていると感じられる場所を求めて他
のホームに移りたいと望むでしょう。人々がホー
ムを転々とするのはしばしばこれが原因です。自
分の場所をまだ見つけていないと感じ、「一員」
となれるホームを探そうとしているのです。そし
てある人々が、自分が「一員」であると感じない
大きな理由は、その人のホームへの貢献に対して
十分な称賛や感謝の気持ちが言い表されていない
からなのです。
　　２１．時として、とても悲しいケースでは、
感謝されないことが原因で幻滅し、落胆してファ
ミリーを去る人たちさえいます。おそらく、こん
なにも長年とても忠実に犠牲的に主に仕えてきた
のに、認められもせず感謝もされていないと感じ、
あきらめてしまったのでしょう。感謝の欠如が一
因となって主の奉仕を去る人々がいるのであり、
それは本当に残念なことです。もちろん普通はそ
れだけが理由ではありませんが、それも要因とな
りうるのです。
　　２２．愛するファミリー、そうあるべきではあ
りません！　ですから、私たちが感謝や積極的な愛
と思いやりの欠如によって他の人々を失望させるこ
とがないよう、主が助けて下さいますように！

感感謝はコーヒーのよう。感謝はコーヒーのよう。感謝はコーヒーのよう。感感謝はコーヒーのよう。感感感謝はコーヒーのよう。感感感謝はコーヒーのよう。感あなたを活気づけ、霊感感あなたを活気づけ、霊感感
し、行動に駆り立てる。し、行動に駆り立てる。し、行動に駆り立てる。
感
し、行動に駆り立てる。
感感
し、行動に駆り立てる。
感感
し、行動に駆り立てる。
感
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　　２３．（イエス：）わたしがダビデを通して
詩篇で「彼らは主の家に植えられ、われらの神
の大庭に栄えます」（詩篇 92:13）と語ったのを
覚えているだろうか？　さて、あなたがたのホー
ムはそれぞれわたしの家であり王宮だ。わが子
ら一人一人がそこに植えられていて、わたしは
年若い者も年長の者も、わが子らの一人一人を
開花させたい。ただ生き延びて、ある程度の幸
福感や所属感を維持するだけでなく、実際に開
花してほしいのだ！　開花とは、整った条件の
もとに強く健やかでいて、いよいよ強さを増し
加えて実を結ぶことをいう。何かが成長し栄え
るには、たっぷりの栄養を要する。そして、真
の愛と感謝が一人の魂を成
長させ、開花させる水と肥
料であるというのは、何と
真実だろうか。　
　　２４．ダビデの子ら一
人一人もそれと同じだ。全
員が感謝されていると感じ
る必要がある。誰もが必
要とされていると感じ、自分や自分だけの小さ
な世界よりも大きい何かに属していると感じる
必要がある。誰もが独特の方法で個人的にホー
ムに寄与していると感じる必要がある。たとえ
それが自分自身から見て取るに足りない役割で
あったとしても。ホーム・メンバー一人一人の
長所や才能や資質の鍵を開けることは、勝利チー
ムを築く上での重要な部分だ。それは、そうし
た資質や長所を積極的に（受け身的ではなく！）
認め、それらへの感謝の気持ちを表すこととも
関連して働く。
　　２５．ホームに感謝が存在しないなら、人々
は自分が特に必要とされているとかホームの一員
だとは感じず、所属感も失って、遅かれ早かれ離
れ去ってしまうだろう。そうだ、あなたがたは皆、
より大きな霊のファミリーの一員だが、現実的に
言うと、一人一人がより大きなファミリー内の「家
族」単位において必要とされている一員であると
実感しないなら、それを探してどこか他へ行って
しまうだろう。

感謝はホーム全体の益になる
　　２６．（ママ：）ホーム・メンバー間に多く
の感謝が流れているなら、それはホームを勝利
チームに向けてめざましく前進させます。感謝に
は、弟子たちが主のために最善を尽くすよう助け
る力があります。それはさらにがんばって能力を
最大限に発揮し、もっと貢献したいと人々に願わ
せます。また、もっと自分はもっとできると感じ
させ、果たす役割に満足できるようにしてくれま
す。ホームの全員が互いにもっと感謝し尊敬し合
い、相手の長所と賜物を高め合って信仰を示すな
ら、ホームという単位の全体的な生産性や幸福感
が増します。

　　２７．ですから、一緒に
住んでいる人々に感謝を示す
時間を取ることは、皆さんに
とって断然有益です。そうす
るなら、従順で主の愛の器と
なっていることから来る平安
が与えられ、皆さんはより幸
せになります。またそれは常

に他の人々の人生を明るくするので、感謝された
人々もより幸せになります。そして全員が互いに感
謝し合うなら、ホーム全体がより幸せで満足し、平
和になるでしょう。そして幸せであれば人々はより
懸命に働き、もっと一緒に暮らしやすい人々となり、
より良い証し人となり、さらに多く貢献するように
なるのです。感謝は非常に多くの益をもたらします。
　　
　　２８．（ダッド：）楽観主義と悲観主義につ
いてちょっと考えてみてほしい。楽観主義者がポ
ジティブなものに目を向けようとするなら、この
上なく些細な出来事にも大いなる喜びを見出すこ
とができる。彼は一見悪く思える状況でも良いも
のに目を留める。だから良いものが見えるのだ。
従って、彼の人生は良いもので満たされる。
　　２９．悲観主義者を同じ条件下に置くなら、
正反対の結果が生じる。なぜだろうか？　良いも
のを探すのではなく、悪いものを強調し、それら、
すなわち彼の一見不幸な人生に焦点を合わせてい
るからだ。すると霊がネガティブさのぬかるみに
引き下げられる。悲観的態度が自然の反応となり、
ついにはたとえ申し分のない状況でも、良いもの

人人に意欲を与える者とな人に意欲を与える者とな人人に意欲を与える者とな人人人に意欲を与える者とな人りたいなら、まず感謝す人りたいなら、まず感謝す人
る者になるべきだ。る者になるべきだ。る者になるべきだ。
人
る者になるべきだ。
人人
る者になるべきだ。
人人
る者になるべきだ。
人
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が何一つ見えなくなってしまう。
　　３０．さて、この例を感謝に移し替えてみ
よう。感謝はホームの暖かさや兄弟愛に後押し
を与えるばかりか、さらに大切なことに個人個
人をポジティブな光で照らしてくれる。誰かを
心から感謝するなら、彼らの変わった癖や問題
や欠点はそれほど気にならなくなる。彼らが
ホームにもたらす輝ける特質を見るからだ。彼ら
がホームに与えるあらゆる良きものに焦点を合わ
せるので、ちょっとした性格の違いや欠点を大目
に見るのがずっと簡単になる。
　　３１．その反面、感謝が欠けているなら、他
の人々の間違いにずっとこだわりやすくなる。感
謝や真の愛や他の人への感謝の気持ちがないな
ら、気に障るちょっとした問題が曲解されるの
で、彼らの能力のなさを偏った見方で見てしまう
のだ。それらはポジティブな見方と他の人々への
感謝によって均衡が保たれていないので、拡大さ
れ、大げさに強調される。
　　３２．最も大切なのは愛であることを常に覚
えていなさい。感謝や信頼、信仰、尊敬も愛の一
形態だ。だから、愛情深く謙遜なことをし、他の
人々への愛と感謝を口に出して言う機会を利用し
なさい。人々がそれをもらいすぎるということは
決してない！　そして、これらの小さなステップ
があなたのホームの士気や霊を改善し、高めるの
を見なさい。違いは明白になるだろう。

理解の賜物を求めなさい
　　３３．（ママ：）以下は、理解の賜物と、そ
れが心からの感謝にどう関係しているかについ
て、私たちの夫、主が語られた興味深い言葉です。

　　３４．（イエス：）他の人々に感謝を示し、
高めるためにあなたが必要とする類の心からの愛
や願いは、わが霊からしか来ない。だから、愛と
理解の心や、周りの人々への感謝の心が与えられ
るよう、わたしに求めること、これが最初の、最
も重要なステップだ。
　　３５．そして愛と他の人々を心から感謝する
ことを学ぶことの大部分は、理解の賜物を手に入
れることから来る。「人の心にある計りごとは深
い井戸の水のようだ。しかし、さとき人はこれを

くみ出す」（箴言 20:5）という箴言を覚えている
だろうか？　「計りごと」という言葉は色々な当
てはめ方があるが、ここでは一人一人の独自の長
所や資質に関して用いよう。それらをくみ出すに
は理解ある人を要する。一人一人の内に秘められ
たそれらの深みにある独特の霊の資質や人格を見
つけることは、時として深い井戸にバケツを降ろ
すようなものだ。果たして「水」に届きさえする
のか、そうする価値があるのだろうかと考えてし
まう。
　　３６．だが、わかるだろうか。あなたは一人
一人がその「深い水」を持っていると信じなけれ
ばならず、その水に届いてそれをくみ出せる唯一
の方法は、理解の賜物を用いることによってなの
だ。いったん理解の賜物が呼び求められ、活性化
されるなら、感謝というバケツを一人一人の心の
井戸に降ろして、その素晴らしい水をくみ出せる。
考え方や反応、何かをしている理由、好き嫌いな
どを真に理解するなら、その人を心から感謝する
のにとても役立つだろう。常に、まず理解しなく
てはならない。そうすれば真実で心からの感謝が
それに伴う。

積極的な感謝
　　３７．（ママ：）私たちは皆、一緒に住んで
いる人々に感謝し、彼らを心から愛していると思
います。普通はそれが問題ではありません。たい
ていそれを表現しないだけなのです。私たちは心
の中で彼らを感謝し、愛していますが、自分の思
いや気付いたことを口に出したり、その人をどれ
ほど感謝しているかを言う時間を取らないことが
よくあります。プライドが高すぎることや、怠慢
さ、忘れてしまったり、自分をうまく表現するす
べを知らないか、単にそれに慣れていないなどそ
の他のあらゆる理由によって、そうするのを思い
とどまってしまいます。

酸酸素に取って代わるものがないのと同酸素に取って代わるものがないのと同酸酸素に取って代わるものがないのと同酸酸酸素に取って代わるものがないのと同酸様、優しい言葉に取って代わるものは酸様、優しい言葉に取って代わるものは酸酸
ない。
酸酸
ない。
酸酸
ない。
酸
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　　３８．他の人について愛情深く感謝に満ちた
思いを抱くのは素晴らしいことですが、それは私
たちが愛し感謝している人々にあまり益をもたら
しません。単に心で思う以上の何かをしなければ
なりません！　それらの思いを言葉や行動に表す
べきです。私たちは積極的に感謝しなければなり
ません。そうでないと、誰にとっても何の役にも
立ちません。一緒に住んでいる人々は私たちの心
を読めないし、ひとりでに「理解」したり、そ
の雰囲気を霊の内で感じ取ることもできないので
す。ですから、私たちは口に出して積極的に他の
人々を感謝するのを妨げているものが何であれ、
それらを克服し、思い切って行動に出なければな
りません。

　　３９．（ダッド：）多くの場合、ホームにい
る人々を感謝しているかどうかが問題なのではな
い。チームとして共に働いていくなら、良いチー
ムを構成するために一人一人がどれほど必要不可
欠な存在かに気づくようになるからだ。心と思い
の内では共に暮らし働く人々を感謝しているかも
しれないが、ホームの他のメンバーに対するそう
いった感謝の気持ちをどれだけ頻繁に口にしてい
るだろうか？　どれだけの頻度で誰かへの感謝を
言葉で表現し、その人の働きやホームへの貢献を
称賛しているだろうか？
　　４０．あなたはちょくちょく立ち止まって、
ホームの一人一人に感謝していることを伝えるだ
ろうか？　そうしていないなら、それはなぜか？
一緒に働く兄弟姉妹に歩み寄り、どれだけその人
を愛し、感謝しているかを告げるのを妨げている
ものは何だろう？　誰かが懸命に何かに取り組ん
だり、何か新しいことを試みようと一歩踏み出す
時、たとえそれが、あなたが望み考えていた通り
の結果にならなかったとしても、あなたの最初の
反応はその努力のゆえにその人をほめることだろ
うか？　感謝の気持ちを言葉で言い表すだろう
か？　あなたは本人がいない時にその人のことを
良く言うだろうか？
　　４１．感謝と、それを他の人々との相互関係に
自然にとけ込ませるには、ちょっとした秘訣がある。
真の愛が必要なのだ！　誰かを心から愛しているな
ら、その人を霊感し、自分がその人に好意を抱いて

いると示すために、称賛や感謝をふんだんに浴びせ
たくなるだろう。その人への愛や、ホームやあなた
の生活にその人が与えている貢献への感謝の気持ち
を示す機会を逃したくはないはずだ。
　　４２．人々は感謝されていることをひとりで
に「知る」わけではない。あなたの称賛を耳にし、
あなたの尊敬や愛を感じる必要がある。そして、
彼らがそれを感じるのは、愛と尊敬があなたがた
の相互関係とコミュニケーションの要素となって
いる場合だけだ。だから、誰かに愛していること、
感謝していることを告げる機会を逃してはならな
い。それによって、その人の一日が良い日になる
か、つらい日になるかの違いをもたらすかもしれ
ない。
　　４３．あなたの言葉や行動には暖かさや愛や
尊敬のメッセージを伝える力もあれば、不信感や
ためらいや隔たりというメッセージを伝える力も
ある。あなたの言葉や行動は他の人にどちらの
メッセージを伝えるだろうか？

　　４４．（ママ：）どうかこのＧＮを
読んだ後、実生活にこれらのカウンセ
ルを当てはめ、他の人々にもっと感謝
を示して下さい。「そうだな、一緒に
住んでいる人たちにもっと良いことを
言ったり、励ましたり、気づいたこと
を感謝しようと努力し始めるなら、御
言葉にそう書いてあるからそうしてい
るだけと思われるかもしれない。相手
は私が心からそう言っているのだろう
かと思うだろうし、私だってたぶん他
の人たちが本気でそう言っているのだ
ろうかと考えるだろう」、そんな思いで
敵に思い留まらせられてはいけません。
　　４５．まず、誠実になりなさい。
感謝は誠実でなければいけません。け
れども、その大切なポイントさえしっ
かりしていれば、実際、あなたや、あ
なたと一緒に住んでいる人々はもっと
感謝を推し進めるようになるでしょ
う。それこそ主やダッドが私たち全員
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に言っておられたことだからです。だ
からまず、その点を受け入れて下さい。
私たちは皆御言葉を行う者であるべき
です。他の人たちから「ああ、レター
にそう書いてあるからそうしているだ
けだ」と思われたくないというだけで、
御言葉で言っていることをしないほど
プライドが高くてはいけません。レター
に書いてあるからそうしたからといっ
て、それが何なのですか？　そこが肝
心です。御言葉が何かをするように言
うなら、私たちは皆それをすべきなの
です。
　　４６．このＧＮシリーズの目的は
訓練を与えることであり、私たちは皆、
感謝を示すという面で訓練を必要として
います。私たちの大半は、教わり、指
摘される必要があります。これはワーク
ショップのようで、まず説明書を読み、
それから読んだことを適用するのです。
他の人々にもっと感謝し始めると、最初
はちょっとぎこちなく思えて謙遜になる
でしょう。けれども従順に心からそうす
るなら、いずれは自然にできるようにな
ります。すればするほど簡単になるので
す。そして、もうそんなにぎこちなく感
じることもなくなるでしょう。
　　４７．全員一緒に大プッシュをし
ていると考えて下さい。ホーム全体が
それに参加しています。もっと他の人々
を感謝することはこのトレーニング・
コースにおける共同のアサイメントな
ので、全員が従順と、その通り、「ＧＮ
が言っているからそうする」ことによっ
て、共に努力を払うべきです。けれども、
皆がそうしているならもっと簡単なは
ずです。それなら、しっかり習慣づく
まで共にやり続けることができます。
そして次第に、他の人々の良い面を見、
それゆえにその人を感謝することがご
く自然な第二の天性となるでしょう。

さらに一歩進んだ感謝を示す
　　４８．（ママ：）たいていの人は、一緒に住
んでいる人に対して、実際にその人がしているこ
とを感謝することにはあまり苦労しません。この
面も向上の余地はありますし、絶対にもっと良く
やるべきですが、私が強調しようとしているのは、
人がしていることに気づく方が、もっと深い事柄、
霊的な事柄の価値を認めるよりもっと簡単な場合
がよくあるという点です。料理をしてくれた人に
感謝したり、それがどれだけおいしかったかを感
謝し、告げたりするのを覚えているのはあまり難
しくありません。（ただ、敢えて言いますが、こ
のような簡単な感謝という面でも絶対に改善が必
要な人たちもいます。このように感謝を言葉で表
すのをよく忘れてしまうのです。）
　　４９．でも、次のメッセージで、主はもっと
深い意味の感謝をすることについて語っておられ
ます。人がホームでする仕事やミニストリー以上
に、感謝できることがあるのです。もちろん、容
姿や服装、良いにおいがすることなどといった、
目に見える事柄について感謝を示すこともできま
す。また、霊的な事柄について感謝し、その人の
長所や、犠牲、良い選択や決断に気づいてそこに
注目することもできます。
　　５０．他の人について感謝できることはとて
もたくさんあります。でも、自分の方で努力が必
要なのです。私たちは人々のことをもっとよく見
て、もっとよく話しかけ、その人の好み、嫌いな
もの、経歴、その時通っていることなどを知らな
ければなりません。努力し、「感謝の視野」を広
げる必要があります。そして、以前からいつも感
謝してきたことや、単純ですぐに気づくことだけ
に限ってはいけません。誰かが関心を持ち、その
人の独特で特別な所に気づき、感謝をより深いレ
ベルに持って行くなら、それはその人にとってと
ても深い意味を持つものです。

　　５１．（イエス：）たいていの人は、人々が
する仕事やホームへの貢献へのより「表面的」で
浅いレベルでの感謝に関して、もっと努力する余
地がある。ミニストリーや仕事に充実感を覚え、
自分がホーム運営において価値ある貢献をしてい
ると知ることも、感謝されていると実感すること
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の一部だ。だが、わたしはここで
少し違った面を取り上げたい。
　　５２．わたしはあなたに、一
人一人に対して、その人のして
いることだけでなく、より深く、
もっと心のこもった感謝をする
ことを学んでもらう必要がある。
深く、心のこもった誠実な感謝と愛は、勝利チー
ムという「家族」を築く上で本当に必要な接着剤
だ。その人がしていることを時々口に出して言う
ことも感謝の一部だが、これはそれ以上の効果が
ある。
　　５３．わたしがここで強調している感謝と愛
とは、相手がどんなことをしているかに関わらず、
霊のものや、愛と信頼、尊敬、相互への称賛と感
謝の深い絆を土台としたものだ。つまり同胞愛で
あり、兄弟愛の武器はまさにそのためにある。
　　５４．つまり、一人一人をよく知らなければ
ならないということだ。それには努力を要する。
労力を要する。そして何よりも、心からの願いと、
勝利チームを築く上でこれが非常に重要な部分で
あるという認識が必要だ。あなたはそれを理解し
たい、心からの関心を抱いて一人一人の魂と霊を
見つめたい、それからその人のありのままを無条
件に愛し、受け入れたいと願わなければならない。
　　５５．結局、血のつながった家族の兄弟姉妹
はそうしているのではないか？　何があろうと、
その絆、つまり血のつながった家族の場合、肉の
絆は決して壊れない。あなたたちはいつまでも家
族同士だ。理想を言えば、わたしはファミリー内
の血のつながった兄弟姉妹を堅くつなぐ絆が、よ
り大きなファミリーに移し変えられることを望
む。より大きなファミリーに対して、血のつながっ
た家族に対して抱くのと同じレベルの愛を抱くこ
とは可能だ。わたしは弟子たちや初期の信者たち
の中に、そのような愛と絆が生きていて、実在し
たのを見たからだ。必要なら他の人のために本
当に自分の命を捨てるたぐいの愛を。
　　５６．「互に愛し合うならば、それによって、
あなたがたがわたしの弟子であることを、すべ
ての者が認めるであろう」（ヨハネ 13:35）。失
われた魂を勝ち取ること、それが理由であなた
たちは勝利チームを作っている。そして、第一

に大切な要素とは、互いへの愛
と感謝を抱くことだ。それが他
の人たちを勝ち取り、わたしの
下に引き寄せる標識灯となる。
　　５７．これは、現実には当て
はまらないただの「漠然とした」
たぐいの愛ではない。わたしは、

兄弟姉妹にもっと愛と感謝を表す助けになる実際
的な助言、秘訣、助けがあることを示してで、あ
なたを励ましたい。わたしを尋ね求めるなら、間
違いなくあなた自身のアイデアや企画を思いつく
だろうが、真っ先に手始めにすべき一番大切なこ
ととは、兄弟姉妹を知るよう努めることだ。
　　５８．その人の好き嫌い、何がその人にとっ
て大切なのか、たとえ小さなことでも何を一番感
謝するのかを知りなさい。たとえ小さなことで
あっても、その人にとって何が一番大切なのかを
知っているなら、その人が良くやるのをもっと簡
単にしたり、弱さや葛藤への余地ももうけてあげ
られる。そして次にその人の長所を土台に築き上
げ、それを使うことができる。これはその人があ
なたから本当に気にかけられていると感じるのを
助けるという面で、とても効果がある。何と言っ
ても、あなたはその人を知るために必要な時間を
わざわざ取ったのだから。
　　５９．いったんあなたがこれらの個人的な事
柄に気づいたなら、次はわたしが扉を開いて、チャ
ンスが訪れたなら、その人にとってとても意味が
ある何かをすることができる。その人にとってと
ても楽しいことをしたり、特に好きなものをあげ
たり、何かのアクティビティーや外出、フェロー
シップなどにその人を交えて、本当に「家族」の
一員だと感じさせてあげるのだ。誰かに愛されて
いる、必要とされている、ホームの「家族」単位
の大切な一員だと感じさせるには、ありとあらゆ
る方法や機会がある。

感感謝は呼吸のよう。感謝は呼吸のよう。感謝は呼吸のよう。感感謝は呼吸のよう。感感感謝は呼吸のよう。感感感謝は呼吸のよう。感－それは必要不可感－それは必要不可感
欠なのだ。欠なのだ。欠なのだ。
感
欠なのだ。
感感
欠なのだ。
感感
欠なのだ。
感
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　　６０．気にかけているという強いシグナルを
送る上で大いに効果があるのは、日常の小さな事
柄であることが少なくない。それは、その人と心
を通い合わせ、その人があなたやあなたの人生の
一部と感じるには何を感謝し、何が必要なのかを
知る時間を取ったことを表す。

感謝を指導の前置きだけに使ってはいけない
　　６１．（ママ：）中には、何かネガティブな
ことや何かの指導を与える前にしかその人を感謝
したり励ましたりしないという問題を持つ人たち
がいます。特に、その人がした何かがあなたの気
に障ったり、傷つけたり、少し霊から「はずれて
いる」ことに気づいたりして、それを指摘する時
には、その人を励ましたり感謝したりするのはい
つだって良いことです。でも、そういう時にしか
他の人を感謝しないようであってはいけません。
もしそうだと、あなたが誰かに感謝するたびに、
その人は、それはこれからあなたが与える指導の
前置きだとわかります。そして、その人は感謝さ
れても、指導を楽しみに待つようにはなりません。
　　６２．問題について話す前や、話している
時に、相手の人に感謝を表してはいけないと言っ
ているのではありません。でも、そういう時に
しか感謝を表さないなら、それは絶対に間違っ
ています。どんな付帯条件もなしに、できるだ
け頻繁に他の人に感謝を表すべきです。いつも
感謝を表しなさい。そうすれば、他のコミュニ
ケーションと関連づけてその人を感謝したとし
ても、それはずっと簡単に受け入れられるで
しょう。あなたは他の時もいつも感謝を表して
いるので、その人はあなたが誠実であることを
知っているのです。

　　６３．（ダッド：）時々生じる問題とは、中
にはホームの別のメンバーを正さなければなら

ない時にしか感謝を伝えない人がいることだ。そ
して、感謝がコレクションや指導の前置きとなっ
て、しばしば、感謝についての間違った見方を人々
に与える。決してそうあるべきではない。感謝と
は、常にホームの支柱となる要素であるべきだ。
　　６４．人々に信仰と信頼を持ち、感謝を示し、
人々がする仕事について一人一人をほめ、正す
よりもすぐに感謝するなら、これらすべては円滑
なホーム運営のためのエンジンを動かし続ける油
のようなものとなる。他の人の長所を称賛する時
間を取る時、それは彼らの心をあなたに対してソ
フトにする。また、あなたが後で与えるであろう
他のインプットを受け入れることにもっとオープ
ンにさせる。

間接的な感謝
　　６５．（ママ：）私たちは、本人がいないと
ころで誰かについて良いことを言った時、それを
本人に告げるようもっと努めるべきです。それは
その人にとって、とても大切な意味を持つかもし
れません。私の経験から言うと、人々は、本人が
いない所で言われた感謝の言葉はもっと心からの
ものだと感じるようです。そう思うべきだという
のではありませんが、そういう場合がとても多い
のです。
　　６６．たとえば、自分は全然きれいでないと
思っている女性がいるとして、直接、「メアリー、
あなたはとてもきれいだと思うわ」と言っても、
彼女はあなたの言ったことを加減して取るか、さ
らには完全に無視する可能性が大です。そうすべ
きではないのですが、残念なことに、そういう場
合が多いです。でも、同じ女性の所に行って、最
近耳に挟んだことを、「知ってる、メアリー？　

ホホームという「花」が開花することをホームという「花」が開花することをホームという「花」が開花することをホホームという「花」が開花することをホホホームという「花」が開花することをホホホームという「花」が開花することをホ望むなら、感謝という「水」をたっぷホ望むなら、感謝という「水」をたっぷホりやりなさい。ホりやりなさい。ホ

決決して周りの人たちの驚くべきユニー決して周りの人たちの驚くべきユニー決して周りの人たちの驚くべきユニー決決して周りの人たちの驚くべきユニー決決決して周りの人たちの驚くべきユニー決決決して周りの人たちの驚くべきユニー決クさに慣れっこになってはいけない。決クさに慣れっこになってはいけない。決周りの人一人一人の性質や才能を大切決周りの人一人一人の性質や才能を大切決
にし、それを最大限に生かすのを助け

決
にし、それを最大限に生かすのを助け

決
ることで、あなたは自分自身の人生を
豊かにする。
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この間、ジェーンと話していたら、彼女はあな
たのことをとってもきれいだと思うと言っていた
わ」と言うなら、たぶんずっとうまくいくでしょ
う。メアリーは誰かからきれいだと思われている
のを、本当に信じるかもしれません。彼女にとっ
てずっと大きな影響力を持つのです。
　　６７．ですから、誰かが本人がいない所で
言ったスイートなことを伝えるのを習慣としま
しょう。

　　６８．（イエス：）誰かがあなたがいない所
であなたのことを感謝していたこと、あなたにつ
いて優しいことを言っていたこと、あるいはあな
たをほめていたことを知るというのは、何か特別
な意味を持つ。そんな経験はあるだろうか？　も
しあるなら、わたしが言っている意味がわかるだ
ろう。誰かを通して、誰か別な人があなたのこと
を良く言っていたと聞くなら、それはあなたの自
信を高める上で驚異を為す。他の多くのことでは
あまりできない後押しを与える。
　　６９．時として、誰かから直接感謝の言葉を
言われたりほめられたりすると、人間として、「も
しかしたら私を喜ばせようとしているだけなので
はとか、その人は確かに『愛情深い』けれど、あ
まり正直でないとか、少々大げさだとか、裏の動
機があるのでは」と思いそうになる。それが良い
反応の仕方であると言っているのではなく、敵は
時々、このような間違った結論を引き出させよう
と誘惑することがあるのだ。特に、ネガティブさ
の弱さがある場合はなおさらだ。
　　７０．だが、間接的に感謝の言葉を聞くなら、
それを振り払うのはほとんど不可能だ。その人に
は裏の動機がないとあなたは知っている。その人
は、おそらくあなたはそれを決して耳にしたり、
知ったりすることはないかもしれないと知りなが
ら、それを言ったのだ。ただあなたを喜ばそうと
していたのではなく、自分が思った通りのこと
を他の人に言っていたのだ。敵にとっては、ほ
め言葉や感謝の信憑性や誠実さを減じようとす
るための余地はずっと少なくなる。
　　７１．誰かがあなたの陰であなたについて
悪く言ったりゴシップしたりする場合、それよ
りひどいことは何もないほどだ。それはあなた

を傷つける。落胆させる。損ねる。だが、誰か
があなたの陰であなたについて誠意を持って話
し、あなたを高く評価し、何かほめることを言
うなら、それ以上に良いことは何もないほどだ。
とても気分が良くなる。そして、励まされる。
霊が高められ、愛されていると感じる。誰もが
一緒に住んでいる人や一緒に働いている人に良
く思われていると知りたいし、そう感じたい。
そして、本人がいない所で語られた「おりにか
なって語る言葉は、銀の彫り物に金のりんごを
はめたようだ。」　つまり、とても貴重なのだ（箴
言 25:11）。
  ７２．だから、会話をしていて誰かが他の人に
ついて何か優しいことを言うのを聞いたなら、自
分が聞いたことをその人に告げるよう努めなさ
い。もし必要なら、忘れないように書き留めなさ
い。そのひとかけらの励ましと感謝は、その人の
一日を明るくしたり、人生の困難な時を切り抜け
るためにまさに必要なものだったかもしれない。
それを覚えていて、伝えなさい。

他の人に感謝する時の実際的秘訣
　　７３．（ママ：）先のカウンセルをじっくり
読んだ後には、きっと実行したくてうずうずして
いることでしょう！　あなたが個人の生活やホー
ムに感謝をもっととけ込ませたいと熱望している
よう祈ります。その助けになるように、ここにそ
れを始めるためのダッドからの実際的秘訣をまた
幾つか紹介しましょう。

　　７４．（ダッド：）感謝をもっとホームにと
け込ませるにはどうすればいいのか？　それは
思っているほど難しくはないが、幾らかプライド
を捨てなくてはならない。少し決まり悪いかもし
れないが、少々のプライドを捨てたとしても誰も
ずっと長い間傷つくわけではない！　ハ！

こ
こんな言葉がある。「彼女に美しいと言こんな言葉がある。「彼女に美しいと言こんな言葉がある。「彼女に美しいと言

こ
こんな言葉がある。「彼女に美しいと言

ここ
こんな言葉がある。「彼女に美しいと言

ここ
こんな言葉がある。「彼女に美しいと言

こいなさい。そうすれば彼女は美しくなこいなさい。そうすれば彼女は美しくなこるだろう。」　さて、それを当てはめなこるだろう。」　さて、それを当てはめなこ
さい！
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　　７５．ここに、感謝の方
法を学び、それをもっと習慣
づけるのに役立つ実際的で簡
単な秘訣を紹介しよう：
　　７６．－ホームの人たち
に挨拶する。特に、朝一番に
会った時に。ただ簡単に「お
はよう、フィル」とか、「ハイ、タミー！　良く眠
れた？」などと言うだけでも、そのように挨拶す
ることで、あなたがその人の存在に気づき、関心
を払っているというメッセージを送ることになる。
　　７７．－ハグであれ、背中をぽんとたたくこ
とであれ、触れること、なでることであれ、それ
はアフェクションと感謝のもう一つの形だ。ア
フェクションは暖かさと愛のメッセージや、慰め
の気持ちを伝えて回る。
　　７８．－誰かが何かを良くやったなら、それ
を皆の前でほめる。同時に主に功績を与えるのだ
が、その人の賜物や才能、またどのようにホーム
に貢献しているかを感謝して、その人をほめるこ
とも絶対に忘れないこと。
　　７９．－皿を洗ってくれたことや、子供を寝
かしつけてくれたこと、ディナーを作ってくれた
こと、浴室やリビングルームを掃除してくれたこ
となど、小さなことについて感謝を示す。彼らが
良い仕事をしたなら、「ジャン、あなたはいつも
リビングルームをきれいにしてくれているわね」
というように、それを強調する。
　　８０．－大人にもティーンにも子供にも、全
員に同様に感謝する。子供たちも大人やティーン
同様、ほめられたり認められたりすることが必要。
その逆も言える。
　　８１．－兄弟愛の絆を強
めることを強調したホーム・
アクティビティーをする；帽
子から名前を引いて、その人
の才能や賜物など、何か特別
な点を主に感謝する；容姿の
面でその人を際だたせている
ものや、魅力的な所について
言う；その人がホームに貢献している霊的な点や、
それが持つポジティブな効果を強調する；その人
がホームで持つミニストリーや、その人がホーム

のメンバーでなかったら何
が不足するかについて、そ
の人を感謝する。そして、
そこでやめないこと！
　　８２．－人々のことを良
く知る。たとえば内面をもっ
と良く知るということではそ

の人のことを本当に知らない場合、あなたはその
人が受けるに値する愛や尊敬心を抱いていないこ
とがある。だから互いを良く知り合いなさい。共
に話し合い、自分自身のことを話す集まりを開き
なさい。必ずしも深い秘密でなくてもいい。自分
の家族や背景についての一般的な話題、あるいは
個人的な好き嫌いについて話すことでさえ、その
人を良く知る助けになる。その人についてもっと
良く知ることができ、普通、その人への尊敬心や
愛も深まる。誰かと運動してもいいだろう。一緒
に散歩やジョギングをしながら、そのチャンスを
利用してその人をもっとよく知るようにしなさい。
　　８３．－他の人について主に賛美する。賛美は
ポジティブさの秘訣。主を賛美している時には、欠
点に気づくのはとても難しく、良い点を見るのがと
ても簡単になる。だから、一緒に住んでいる人や一
緒に働いている人について主を賛美しなさい。

愛と感謝のサイクル
　　８４．（ママ：）今まで何が心からの感謝を頻
繁に与えるのを妨げてきたにせよ、あなたは変わる
ことができます。愛と感謝のシンプルな行為によっ
て、今日から、主のための一流の奉仕ができるよう、
他の人たちを向上させ、助け始めることができます。
よく考えてみると、感謝のように、私たち皆がいつ

でもできる簡単なことがこの
ようにポジティブで大きな影
響を与えられるなんて、驚く
べきことです。
　　８５．私たち皆が共に
努力し、共に小さなステッ
プを踏み始めるなら、感謝
の態度をもっと持つことは

私たちの中にもっととけ込むようになるでしょ
う。それはまた私たちのホームを満たし、愛と団
結の力を高め、私たちをこの世に対するより良い

感感謝はそれを受ける人に感謝はそれを受ける人に感謝はそれを受ける人に感感謝はそれを受ける人に感感感謝はそれを受ける人に感感感謝はそれを受ける人に感益を与えるだけでなく、感益を与えるだけでなく、感
与える人をも高める。与える人をも高める。与える人をも高める。
感
与える人をも高める。
感感
与える人をも高める。
感感
与える人をも高める。
感

感感謝を心臓の鼓動のよう感感謝を心臓の鼓動のよう感に、無意識にしなさい。感に、無意識にしなさい。感
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見本、より効果的な証し人にさせます。ホーム内
にもっと感謝があるなら、愛も増します。そして、
愛はこの世で最も大きな力です！

　　８６．（イエス：）真に愛情深くなり、他の
人たちに感謝を示すことを、「拡大」や「拡張」
と考えなさい。つまり、あなた自身の家族も含む
あなたの幕屋の境界線を広げて、他の人たちを含
めるのだ。もちろん、配偶者や子供たち、友や親
しい人たちとの質の高い時間も必要だが、その時
間を取るあまり、いつもいつも他の人たちをない
がしろにしたり除外したりしてはいけない。
　　８７．このすべてには自分の限界を引き伸ば
すことが必要だ。あなたが真の「家族」的な霊の
内に他の人たちを含め、感謝するという筋肉を今
までどれぐらい鍛えてきたかによっては、もしか
したら痛みが伴うかもしれない。だが、約束する。
すべての愛、感謝、あなたがホーム内で強い家族
的な霊を築くために個人的に行ってきた「拡大」
の行為は、あなたの所に帰ってくる。
　　８８．もっと感謝するのを学ぶには、自分の
限界を伸ばすことを要するだろうが、それに伴っ
て、あなたは大いなる愛と益とを刈り取るだろう。
あなたは、わたしがあなたがた一人一人に与えた
預言を成就することになり、他の人のラブ・カッ
プに忠実に、非利己的に注ぐなら、そのお返しに
自分のカップもなみなみと満たされ、あふれ出る
ようになるだろう！（ML #2985:33-34, GN627
を参照。）　これは愛と兄弟としての真の感謝の素
晴らしいサイクルであって、今、ここでも非常に
大きな報酬を刈り取る！
　　８９．そういう兄弟愛が勝利チームを築くの
だ。そしてそのお返しに、これらの勝利チームは
暗くなっていく世界のさなかにひときわ輝き、多
くの人々をわたしの下に勝ち取るだろう！

　話し合い　話し合い　話し合い　話し合い

話し合いのための任意の質問

 「あなたはとても良い･･･です」とか、「あな
たは･･･がとても上手です」などの、ずっと
昔から使われてきた言葉を使わずに、他の人

たちの長所、能力、ミニストリー、才能、賜
物などをほめ、感謝を示す、新しく、クールで、
今までと違う方法をブレーンストームする。
「あなたが･･･をするととってもすごい」とか、
「あなたのようになれたらいいのに。だって
あなたは･･･」などのように、感謝を始める
ために使う新しいフレーズを考える。きっと
これ以外にもたくさん思いつくだろう。

 帽子からホームの誰かの名前を引き、部屋に
いるできるだけ多くの人たちが次の文章の空
白を埋める（それから残りのホーム・メンバー
の分も続けていく）：「もし 　　　［ホー
ムの誰かの名前］が私の兄弟 /姉妹 /夫 /妻
/娘 /息子［何であれその人に合うもの］だっ
たなら、私はきっとその人と一緒に　　　
［その人があなたと血のつながった家族だっ
たなら一緒にするだろうと思うアクティビ
ティー /プロジェクトなど、何でも］をする
でしょう。」　これによって、皆一つのファミ
リー、一人の妻であるゆえに、他の人たちを
あなたの生活や時間のどんな状況にもっと招
くべきかに気づく。

 帽子からホームの誰かの名前を引き、部屋に
いるできるだけ多くの人たちが次の文章の
空白を埋める（それから感謝を示す番が全
員に回るまで帽子から名前を引いていく）：
「もし　　 ［ホームの誰かの名前］が明
日ホームを去って、代わりの人がいなかっ
たなら、何が為されず、私自身にどう影響し、
ホーム全体にどう影響するでしょう。また、
私はその人のどんな所を一番恋しく思うで
しょう？」　このすべてについて、あなたは
すでにその人に感謝を示しているべき。こ
れはあなたが忠実に感謝を示しているかど
うかを見るのに良い。

 どのようなタイプの感謝が最も価値がある
と思うか、またその理由を話し合う。たと
えば、あなたは容姿についてほめられ、感
謝されることを好むか、あるいは性格の特
性、仕事、達成、才能、霊的賜物についてか？

 何が理由で他の人に感謝を示すのが難しい
のかについて話し合い、妨害しているもの
を克服するために祈る。
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　賛美のアイデア　賛美のアイデア　賛美のアイデア　賛美のアイデア
任意の賛美のアイデア

 「彼の立場に立つ」賛美：帽子かボウルに全
員の名前を入れる。それを回し、一人一人
が名前を引く。各自がまず自分が引いた名
前を言い、それからその人が来ている服や
アクセサリーを一つ身につける。たとえば、
ジェーンがピーターの名前を引くとすると、
彼女は彼が着ているものを一つ身につける。
靴でもいいし、帽子、セーター、シャツ、
ベスト、パンツ、その他何でも、ピーター
が脱いだりはずしたりしても構わないもの。
それから、ピーターの「立場に立った」ジェー
ンが、ピーターについて心から尊敬してい
る点や、感謝している点、愛している点ゆ
えに主を賛美する。（プレイズタイムが終わ
るまでずっとそれを身につけていなくても
よいように、それぞれ賛美が終わったら借
りていたものを返す。）

 「その人だったら」賛美：全員が帽子からホー
ム・メンバーの名前を引き、誰の名前を引い
たかは秘密にしておく。それから誰かが自分
の引いた名前の人になって、その人の何かに
ついて主を賛美する。たとえば、ジョンがメ
アリーの名前を引いたとする。ジョンは、子
供の世話をする能力について彼女のことを主
に賛美したいが、自分がメアリーであるかの
ように賛美する。このように言う。「イエス様、
子供を世話し、訓練するための賜物を与えて
下さってありがとう！」　そして皆、彼が誰
の名前を引いたのかを当てる。そして、次の
人、次の人とやっていく。（注：あなたがメ
アリーになりきって彼女の謙遜さなどについ
て主を賛美すると、「イエス様、私をこんな
に謙遜に造って下さってありがとう！」とな
るので、少し変かもしれない。ハ！　あるい
は、あなたが男性でメアリーがどんなにきれ
いかを賛美するなら、それも少し間違った伝
わり方をするかもしれない。だから、誰かが
気まずくならないように、話す前に自分がど
う賛美するかをよく考える。）

 頭文字の感謝：部屋をぐるっと順番に、一

人一人の名前を呼ぶ。それからその人に合っ
たことを幾つか、ポップコーン・スタイル
で主に賛美する。ただし、その人の名前の
頭文字で始まらなければならない。たとえ
ば、「クリストファー（Christopher）」だと
すると、「クレイジー（crazy）な信仰」、「思
いやりがある（caring）」、「穏やかな霊（calm 
spirit）」などと言う。これは思ったより難し
いので、人々が最も明らかなものを二つか
三つ以上思いつくことができるよう、少な
くとも１分ほど時間の余裕を見る。（注：そ
こにいる誰かの名前がアルファベットで比
較的珍しい時で始まり、その字で始まる賛
美を思いつくのに苦労するなら、ただ名前
の二番目の文字に変えるか、もしもっと簡
単なら名前の最後の文字を使ってもよい。）

　御言葉を行う　御言葉を行う　御言葉を行う　御言葉を行う
「御言葉を行う者」になるための
任意の実際的方法

 毎日ホームにいる人であなたが心から感謝
したい人を秘密で選び、その人について祈
る。それから、その人の真の資質や、その
日にしたことであなたが感謝していること
を見つけ、その人に告げなければならない。
ホームの一人一人に一日を当て終わるまで
これを続け、その後、自分が遂げている進
歩を持続するための新しいアイデアを主に
祈り求める。

 少なくともホームの誰か一人に感謝を示さず
に一日が過ぎるようではいけない。もっと意
欲を増させるためにホームで一斉プッシュを
するといいかもしれない。ホーム・メンバー
の名前を引いて、それからその週毎日、その
日に自分が引いた人について心から感謝して
いることを一つ書き留める。その日の終わり
に自分が書いたことをその人に渡してもいい
し、リストをまとめて週の終わりにその人に
渡してもよい。他の人があなたに気づき、あ
なたがホームにおいて果たしている役割を感
謝してくれているのがわかるので、一人一人
にとって大きな励ましとなる。
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 フリーデーに交え、一緒に何かしたい人を

一人、あるいは二人選ぶ。普段あまり一緒
にいない人や、あまり良く知らない人、さ
らには親しくなるのに苦労している人を選
ぶようにする。その人をあなたの友情の輪
に引き入れ、フェローシップを楽しむ。そ
れから一緒に時間を過ごしてくれたことで
その人に感謝する。これは団結や、その人
との相互関係、その人に抱く愛や感謝の気
持ち、またその人があなたに抱く愛や感謝
の気持ちに驚くほどの効果を現す。

 ホーム・ミーティングかアクティビティー
で感謝に関する質問を幾つか試してみる：
－ レターかＧＮで、励まされたとか感謝

されていると感じたものを一つ挙げ、
その理由を説明する。

－ あなたが 　　［ホーム・メンバーの
名前を入れる］と危険で恐ろしい状況
［刑務所や、夜に森で迷うなど］にいた
なら、その人について特にあなたにとっ
て助けになり、感謝する点は何か？

－ ［ホーム・メンバーの名前を入
れる］が最も明らかに現している御霊の
実は何だと感じるか、またその理由は？

－ 　　 ［ホーム・メンバーの名前を入
れる］のどんな所が良い夫 /妻（たとえ
今は夫や妻ではないとしても）となれる
資質だろうか？　［たとえば「サムは良
い夫になれると思います。彼は料理がと
ても上手なので、夫婦生活の味を引き立
ててくれます。」］

－ 　　 ［ホーム・メンバーの名前を入
れる］はどのようにあなたを励ましてく
れるだろうか？

 一定期間に渡って「人事」パーティーをする。
ホームで一定のミニストリーを持っている人
たちの所に仕出しのパーティーをする。その
人たちの好きなディナーでもいいし、彼らの
している仕事に特に関係することが終わった
後に、何かの感謝を表す時間を取ってもいい。
大きなことでなくてもいいが、これは「誰そ
れさん」や「誰それさん」がその特定のミニ
ストリーをしていなければ、ホームはあまり
うまく行かないだろうことを全員に思い起こ

させる。また、他の人たちが自分たちのミニ
ストリーを感謝し、それがホームにとってど
れほど大切な部分かに気づいていることがわ
かるので、自分たちのミニストリーを高く評
価する助けになる。

 様々な年齢グループのために具体的に感謝を
表す機会を計画する。たとえば、特別な外出
やおいしいスナックなどを計画して子供たち
に感謝を表す；若者がＦＧＡをたたえる特別
な夜を計画する、またその逆；映画館での映
画を計画してティーンたちに感謝を表す；余
分の休みを一日あげてティーチャーたちに感
謝を表すなど。これには幅広いバラエティー
があるが、その趣旨は、ホームの特定の年齢
グループに感謝を示すために特別なことをす
るのは、個人にとって励みになり、他の人た
ちが貢献していることに対して一人一人が感
謝を表すなら、団結を生じさせるという点。

　逸　話　逸　話　逸　話　逸　話
　　ある日、アルファベットの文字が集まって、投
票でキーボード上から誰かを追い出そうと決めた。
　　Ａは、自分は主要な母音だからということで
自分の地位にかなり自信を持ってこう言った。「こ
こは狭すぎる。めったに使われない文字を追い出
せば、私たちの場所がもっとできる。人間にとっ
ても、字が少なければタイプを覚えるのももっと
簡単になるだろうし。」
　　Ｐが嬉しそうに、反対側の方を見て言った。
「Ｚから始めよう。彼の役目はＳが簡単に代われ
るから。」
　　というわけで、彼らはＺをクビにしてどうな
るか試してみた。最初は良かったが、「soo（とう
ぶつえん）」や「quis（クイス）」、「jass（ジャス）」
だとどうもしっくりこなくて、誰もどうしたらい
いかわからなかった。その上、Ｓはもっと忙しく
なって、キーの調子が少しおかしくなった。そこ
でＳはＺを呼び戻してもいいかどうか皆に尋ね、
皆それに同意した。
　　しかしそれにもめげず、彼らはＣの代わりにＫ
を使おうとした。だが、「khew（はむ -噛む）」なん
て全く変だ。それで、Ｑを放り出すしかないという
ことになった。確かにＱは他の文字ほど忙しくない
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が、彼女は友達のＵとの相性がぴったりなので（Ｕ
はＱが出て行った時に怒って自分も出て行った）、
「queen（クイーン）」が「keen（キーン）」となって
しまい、その穴埋めをする者はいなかった。
　　高慢なＡでさえ、みんなが欲求不満になって
Ａを Oに変えようとして一撃を受けた。「opple
（オップル）」ならまだしも、「that（あれ）」が「thot
（おれ）」になると混乱も甚だしい。
　　誰がこの矛盾を解決したのかをはっきりわか
る人はいないのだが、噂によると、皆不可欠では
ないかと最初に持ち出したのはスペースバーだっ
たそうだ。確かに他よりももっと荷を負っている
者たちもいるが、それぞれに自分の持ち場がある
のだから、誰かなしにやっていこうとするなら自
分の仕事が増えるだけだ。穴が空いて、それを十
分に埋められる者は誰もいないのだから。
　　とにかく、彼らはキーボードをそのままにし
ておくことに同意し、バックスペースとスペル
チェックはホッと胸をなで下ろした。

　ホット・キー：ＥＳＰ　ホット・キー：ＥＳＰ　ホット・キー：ＥＳＰ　ホット・キー：ＥＳＰ
　　９０．（イエス：）ＥＳＰの鍵を呼び求めなさい。
そうすればわたしの超感覚的な知覚パワーがあなた
を助け、他の人に下っているわが塗油が見えるよう
になる。ＥＳＰの鍵を要求するなら、あなたの霊的・
肉体的目が開かれ、他の人の資質や技能が見えるよ
うになる。彼らが受けた訓練、仕事をするための能
力、あなたの不足を補う彼らの才能が明らかになる
だろう。あなたは超感覚的な目で見るようになるば
かりか、チームメイトを感謝することを学ぶように
なる。そして、彼らの助けなしには仕事ができない
ことにもっと気づくようになる。

　祈りの後押し　祈りの後押し　祈りの後押し　祈りの後押し
　　９１．（祈り：）私たちがこれほど豊かに祝
福されていることを感謝します。あなたが日々私
たちに授けておられるたくさんの祝福のように、
あなたを賛美し、感謝すべきことがとてもたくさ
んあるばかりか、他の人たちを感謝し、高く評価
すべきこともとてもたくさんあります。私たちに
は、信頼でき、頼りにでき、共により良い弟子に
成長できる兄弟姉妹がいます。私たちは、誠実で、
あなたを愛し、私たちにずるいことをしたりだま

したりしないとわかっている人たちと共に暮らし
ています。誰を信頼したらいいかわからないこの
世の人たちと違って、私たちはとても祝福されて
います。
　　９２．私たちの兄弟姉妹は愛情深く親切で、
犠牲的で、喜んで与えてくれ、忠実で、忠誠で、
よく働き、献身的などなどです。ファミリー内で
は、素晴らしいクックやプロのティーチャーや子
供を世話する人、塗油された運転手、熟練したハ
ンディーマン、有能なオフィス・ワーカー、驚異
的なシェパード、外向的な証し人、頭脳明晰なビ
ジネスマンとビジネスウーマン、芸術的な室内装
飾家、その他たくさんの人たちがいます！　私た
ちには感謝し合えるものがとてもたくさんありま
す。ですから、最愛のイエスよ、もっと感謝し合
えるよう助けて下さい。
　　９３．一緒に暮らす人たちの中に良き資質を
見る鋭い目を与えて下さい。ネガティブな面より、
ポジティブな面にもっと焦点を合わせられますよ
うに。表面に表れるものを見越して、もっと深い
見方ができますように。何かに気づいたら、プラ
イドが高すぎたり、怠慢すぎて、何かを言った
り感謝の気持ちを表したりできないことがないよ
う、助けて下さい。一緒に住み、働いている人た
ちに心からの感謝を惜しみなくたっぷりあげるの
を妨げているものが何であれ、それを克服できま
すように。
　　９４．ＥＳＰの鍵を呼び求めます。あなたは
その鍵が、他の人たちの良い所を見、もっと彼ら
を感謝することを学ぶ超感覚的な知覚パワーを
与えると約束されました。この面での助けのた
めにあなたが与えて下さるどんなスピリット・ヘ
ルパーをも呼び求めます。愛のエレキサーを送っ
て、他の人たちへの積極的な愛と気遣い、また毎
日チームメイトたちの中に見る良い点を言葉に表
したいという願いを与えて下さい。プライドやレ
サジー、また積極的に感謝する者になるのを妨げ
るどんなものをも叱責します。
　　９５．鍵の力によって、私たちのホームが感
謝の霊にあふれ始めるよう要求します。私たちは、
ホームが愛と親切な思いと言葉、行動で満たされ
てほしいです。ですから、どうか私たちが新しく
造られた者となり、感謝革命を起こすために自分
の分を果たせるよう、一人一人を変えて下さい。
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　要　点　要　点　要　点　要　点
　　９６．（ママ：）勝利チームは、ホームに色々
な人がいることは障害ではなく、強みであると
知っています。彼らは、性格、年齢、既婚か未婚、
国籍、好き嫌い、その他一人一人を独特な存在に
している要素を、重荷ではなく、祝福としてと
らえます。彼らは、主は理由があってホームにバ
ラエティーを添えられたのだと気づいており、そ
れが勝者になるのを助けていると知っています。
ファミリーは若い人や年長の人、弱い人や強い人
で成り立っていますが、私たちは皆、運命を共に
しているのです。
　　９７．勝利ホームのメンバーは、違いがあ
ればこそ、楽しく、バランスの取れた、ユニー
クなホームになると知っており、他の人たちの
違いを喜んで受け入れます。彼らは自分たちと
異なる弟子たちと暮らすことがどれほど祝福で
あるかに気づいています。皆が同じだったら人
生は退屈だろうからです。彼らは共にうまく働
き、各自の独自さを感謝し、ぴったり組み合わ
さってイエスが十二分に使える強いチームを作
ります。

　勝利チームへの助言　勝利チームへの助言　勝利チームへの助言　勝利チームへの助言

バラエティーはバランスの取れたチームを作る
　　９８．（ママ：）勝利チームが色々と異なる
性格、異なる賜物や才能で成り立っていることは
大切です。それでバランスの取れたチームがで
きるのです。これは悪いことではなく、良いこ
とです。
　　９９．私たちは、性格や年齢、背景、既婚
か未婚かなどの違いを障害と見ることから抜け
出る必要があります。違いを、実際その通りで
ある素晴らしい祝福として見なければなりませ
ん。タペストリーがすべて同じ色の糸でできて

いるのではないように、バランスの取れたホーム
も同じタイプの人たちでできているのではありま
せん。美しい絵ができるには色々なタイプが必要
なのです。
　　１００．最善のホームとは、バラエティーに
満ちたホームです。それには若者、年長の人、子
供、夫婦、シングル、男性、女性が含まれます。
あなたが主にバラエティーに富んだ材料を与える
なら、主はあなたのホームから傑作を作り出すこ
とができます。

　　１０１．（イエス：）世界で偉大なことを成
し遂げ、わたしのために偉大なことを成し遂げた
多くの人たちは、必ずしも自分の人格が偉大だと
思わなかったし、周りの人もそうは思わなかった。
事実、多くの偉人は少々変人で、風変わり、若す
ぎる、年を取りすぎている、急進的すぎるなどと
思われていた。型にはまらないことがよくあった
が、それでも才能があり、熟練しており、取りか
かった仕事を達成した。
　　１０２．わたしはこの世界にじつに様々な
性格を持った人を造った。そして、わが意志を
行うためにあらゆる種類の人たちを使う。中に
は風変わりな性格の人もいるし、あなた好みの
タイプの性格ではない人もいるかもしれない。
もしかしたらその人は大胆すぎるか、恥ずかし
がり屋過ぎる、あるいは感傷的すぎるか、深刻
すぎるかもしれない。だが、彼らはわたしを愛し、
わたしに人生を捧げたゆえに、わたしは彼らを
大いに使うだろう。

バラエティーバラエティーバラエティー

バ
バラエティーと多様性は雨のよう。そ

バ
バラエティーと多様性は雨のよう。そ

バれらはあなたのホームを生き生きと、バれらはあなたのホームを生き生きと、バ新鮮に保ち、変化と新しいアイデア、バ新鮮に保ち、変化と新しいアイデア、バ
インスピレーションでもって、潤い、インスピレーションでもって、潤い、
養われた状態に保つ。養われた状態に保つ。養われた状態に保つ。
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　　１０３．その人の性格に基づいて誰と働くか
を決めてはいけない。それはわたしが誰を塗油し
ているかを判断する上で、非常にお粗末な方法だ。
祈り深くなったり、思慮深くなったり、霊に導か
れたり、献身したり、基準を維持するための能力
に関しては、性格はさほど重要ではない。性格を
見越して、その人に下っているわが塗油を見なさ
い。良いホーム・メンバーになるための可能性を
見なさい。
　　１０４．わたしが歴史上最も風変わりな何
人かの人を塗油して偉大なことをさせたのを覚
えていなさい。性格だけに基づいて誰かを拒む
なら、ホームの非常に貴重な人を逃すことにな
るかもしれない。すると他のホームがその人の
貢献から益や祝福を受けることになる。たとえ
わたしが言った偉人の場合のように明らかに「偉
大」なものでなくても、誰にでも何か提供でき
るものがある。偉大になり、わが意志の中央に
いるためには偉大なことをしなければならない
とは限らない。
　　１０５．だから、その人がどうあるべきかや、
どう行動すべきかというあなたの考えに基づいて
人々を判断してはいけない。各自が独特だ。わた
しは変わった癖なども含め、そのように造った。
そして、覚えておきなさい。あなたにも、ホーム
のすべての人が我慢しなくてはならない変わった
癖がある。性格の違いは良い理由があって存在す
る。それは、すべての仕事をするために、バラエ
ティーや色々なアイデアや状況の見方、問題に対
する様々なアプローチ、色々な興味の対象、色々
な才能を提供するためなのだ。
　　１０６．ホームの誰もがすっかり同じで、同
じ性格を持っていたとしたら、とても単調になっ
てしまうだろう。各自がホームにもたらす趣やバ
ラエティー、新しさがないなら、退屈さすれすれ
になる。時として、とても風変わりな性格の人が、
他の人の人生に最も大きな違いをもたらすことも
ある。彼らは、わたしなしには無であると知って
いて、わたしに頼り、わたしにすべての栄光を与
えるので、わたしの愛について最も永続する印象
を人々に残すのだ。

　　１０７．若者が一番たくさん物事を成し遂げ
ると考えて、若者だけのホームにしようと制限し
てはいけない。そうするなら、年長の世代の知恵
や成熟さを逃してしまう。やり手タイプでないと
トップに手を差し伸べ、証しし、資金調達するだ
け大胆でないと考えて、チームをそれだけに制限
してはいけない。そうするなら、より内気なタイ
プの人の、質の高く深みのあるアイデアを逃して
しまう。
　　１０８．バランスの取れたチームにするには、
年齢や性格にバラエティーが必要だ。その人独自
の才能や技能で貢献する人たちが必要だ。だから、
ホームに加わる人を選ぶ時には、その人の心、愛、
献身、どれだけ喜んで学び、他の人と共に働こう
とするかを見なさい。

貢献度で人を測らない
　　１０９．（ママ：）愛するファミリー、何を
するにせよ、ホーム・メンバーの価値をその貢献
度で計ってはいけません。例えば、年齢が高くなっ
てきて、以前ほど多くの荷を負えないファミリー・
メンバーが大勢います。また、シングルの親たち
もいます。肉の目で見ると彼らはホームにとって
助けというよりもっと仕事を増やします。特に彼
らにたくさんの子供がいる場合はそうです。また
子供たち自身、自分たちで負う荷よりも、造り出
す荷の方が大きいのです。
　　１１０．肉の目で見ているなら、体が元気で
重い荷を負えそうな人でないとホームに招きたく
ないと思うでしょう。でも、それは絶対に主の方
法ではありません。主はあなたにもっと深い所を
見てほしいのです。あのシングルの親、あるいは
あの大家族、患いと戦っているあのＦＧＡを大手
で受け入れるならば得られる素晴らしい恩恵を見

ホ
ホームのメンバーは全員、全体を築く

ホ
ホームのメンバーは全員、全体を築く

ホために貢献しているが、皆があまりにホために貢献しているが、皆があまりにホ似たり寄ったりなら、「全体」が揃っホ似たり寄ったりなら、「全体」が揃っホ
ていないことになる。ていないことになる。ていないことになる。
ホ
ていないことになる。
ホホ
ていないことになる。
ホホ
ていないことになる。
ホ
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てほしいのです。
　　１１１．主は、その人の肉体面での貢献より
ももっと奥を、霊の物事を見てほしいのです。そ
の人がホームもたらす長所やバランスや、ＦＧＡ
の分別や祈り深さ、子供がもたらす生命や楽しみ
や活気によって、あなたの人生やホームが得られ
る祝福をです。あるいは、自分たちよりも他の人
たちの必要を優先することによって、ホームは余
分の祝福を受け取るかもしれません。

　　１１２．（イエス：）わたしは今のこの機会
を用いて、心痛の種となっていることを幾つか
取り上げたい。しばしばホームの人員は、彼ら
がどれだけホームに貢献できるか、サポートを
得られるかによって判断され、レッテルを貼ら
れる。わたしを愛していてわたしに仕えたいと
思っている人と見るのではなく、日用品のよう
に見なされ、どれだけ資金をもたらせるかによっ
て判断する。
　　１１３．年を取って衰えてきたＦＧＡや、慢
性的な病気を持っている人たち、シングルの親た
ち、大家族、障害児を持つ家族などの場合、特
にこれが顕著だ。このような人たちは多くの場
合、プラスというよりはマイナスとして見られる。
色々な理由から、健康な人や若い人、シングルの
人や子供の少ない若い夫婦ほど肉体的に貢献でき
ないからだ。だが愛する人たちよ、ファミリーは
シングルや子供の少ない夫婦だけで成り立ってい
るのではない。
　　１１４．わたしの花嫁すべてには、自分の望
む範囲でわたしに仕えられる場所がある。だがそ
れをうまくいかせるには、他の人たちの方で犠牲
を払うことになる。わたしは犠牲を祝福すること
をわが言葉やその他の色々な手段で何度も告げ

た。その人はおそらく病気で余分の世話が必要で、
毎日街頭に出てアクティベーテッドを出したり、
サポートを得たりすることはできないかもしれな
い。だが、祈りの戦士となり、プロビジョンの電
話をかけ、手紙を通して羊の世話をすることはで
きる。
　　１１５．そのシングルの母親はホームに留
まって自分の子供たちを教え、訓練しなければな
らないかもしれない。だが、彼女は子供たちとそ
の将来に投資をしている。やがて彼らは成長し、
その投資ゆえにわたしの弟子となるだろう。この
シングルの母親は毎日外に出て証しをし、資金を
集めることはできないかもしれないが、彼女の子
供たちの人なつこいほほえみや心のこもったハグ
は羊の心を勝ち取り、彼らの心に、あなたがたの
仕事に寄付し、それをサポートしたいという気を
起こさせる。そのＦＧＡは余分な休息や特別な食
事が必要かもしれないが、その人にはわたしに長
年仕えた事から得られた知恵と知識があり、決断
を下す時の良き相談相手、ガイドとなってくれる
だろう。
　　１１６．同様に、ホームに余分の世話を必要
とする人や、他の人ほど完全に荷を引けない人が
いることは、同情心を持ち、理解と憐れみと愛と
利他的な心を持つこと、他の人のために一層の努
力をすることを教えてくれる。それはまた、その
人が十分な荷を負えない事への埋め合わせ、ある
いは彼らの特別な必要を供給する上で必要な奇跡
を起こすための道を開く。他の人たちは多少余分
の荷を負わなければならなくなるが、わたしはそ
の犠牲にとても喜んでおり、それによってわたし
は彼らの上に、また彼らのホームの上により多く
の祝福を注ぐようになる。
　　１１７．誰もが何か貢献できるものを持って
いる。わたしの花嫁たちは、自分のメイトたちが
ホームのために肉体的、物質的にどれだけ貢献で
きるかで彼らを見ることをやめ、彼らが貢献でき
る他のもの、特に霊的な貢献もプラスとして見始
める必要がある。ホームがどれだけ良くやってい
るかは、必ずしも実際面だけで判断できない。あ
なたのホームは大きくて立派な家に住み、羊が
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たくさんいて、アクティベー
テッド・シャイナーであり、
プロビジョンのコンタクトも
たくさんあり、１ヶ月分の資
金的クッションがあるのかも
しれない。だが、弱い人たち
や、余分の世話や助けや関心
を必要とする人たちを鼻であしらったり、困って
いる人たちに豊かさを分け合う事を拒んだり、部
屋に余裕があるのに余分の世話や関心を必要とす
る人たちを受け入れたがらないのなら、あなたは
エリコへの道に倒れていた哀れな人の横を通り過
ぎっていった祭司やレビ人と何ら変わるところが
ない。（ルカ 10:30-37）
　　１１８．わがファミリーの一人一人がわたし
にとって貴重であり、必要とされている。だが残
念なことに、喜んで自分と共に働いてくれる人た
ちを見つけられなかったことで多くの人たちが落
胆し、挫折を味わい、孤独を感じながら出て行っ
た。「勝利チーム」とは、強く、丈夫で、エネルギッ
シュで、何の問題も持たない人たちばかりの集ま
りではない。勝利チームとは、共に働く人たちか
ら成る。愛情深く、喜んで与え、委ね、憐れみ深く、
親切で、心が優しく、利他的で、犠牲的な人たちだ。
　　１１９．あなたはわたしとわが意思に従ってい
るだろうか？　一歩ごとにわたしから聞き、わたし
が望むチームとなるために喜んで与え、犠牲を払っ
ているだろうか？　あるいは、あなたの興味はただ
お金、スタッツ、快適さ、便利さだけにしかないの
か？　どうだろう？　選択をするのはあなただ！

バラエティーは楽しい
　　１２０．（ママ：）ありとあらゆる性格の人が
いるので、ホーム内には乗り越えるべき障害が間違
いなくあります。互いのことを知り、その人の行動
の背後にある理由を理解し、他の人たちと共に働く
方法を学ぶ必要があります。そして、こじれを解消
しようとすると、時には摩擦も生じるかもしれませ
ん。でも、全体像からすると取るに足らないそういっ
た問題を脇に置くなら、バラエティーがあるという
のはとても楽しいこととなり得ます！

　　１２１．当然、敬神的
な範囲内でのことですが、
ホーム内の個性やバラエ
ティーを尊重する雰囲気を
推進するなら、ものすごく
楽しいかもしれません。一
緒に住んでいる人たちを、

あなたと同じように考え、同じように行動し、全
てのことであなたに同意させようとすることで、
人はそれぞれ異なるという事実に抵抗しているな
ら、それはとんでもない失敗です。でも、人はそ
れぞれ異なり、考え方も好みも異なることに気づ
き、ホームの人たち全員の個性を受け入れるなら、
あなたはみんな一緒にいることをものすごく楽し
むことができるようになります。
　　１２２．ホームの他の人たちの火やアイデア
や霊感がとてつもなく奇抜に思えても、それらを
もみ消してはいけません。主の御心の範囲であれ
ば、ホームにそのようなバラエティーがあること
は主の計画の一部なのです。ホームにそのような
バラエティーがあり、それを楽しむことの一番良
い点、利益、楽しみとは、人々が気兼ねせずに自
分らしくなることができ、型にはめられていない
時には、もっと幸せに感じるという点です。それ
によって、ホーム全体がもっと幸せになるのです。

　　１２３．（イエス：）違いがより顕著な人もい
るが、人は皆それぞれ違いや変わったところがある。
全員を同じくし、同じ型や枠にはめる事がゴールな
のではない。正しいゴールとは、霊的に進歩し前進
しつつも、互いに互いのありのままを愛し受け入れ
ることを学び、わたしの計画を達成するために互い
に結び合わされる方法を見いだすことだ。だが、も
ちろんわたしが言っているのは愛や受け入れられる
ことにふさわしい個性であって、深刻な霊的問題や
委ねていないことや悪魔の攻撃のことではない。
　　１２４．自分も含め、チームの一人一人のこ
とを美しい絵のパズルのピースだと思ってみなさ
い。適切なピース同士が正しい接合部で正しく連
なり、正しく組み合わされているなら、絵全体が
完成する。

最
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最
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違いに取り組む
　　１２５．（ママ：）さて、これまでのメッセー
ジを読んで、きっとあなたはホーム内にバラエ
ティーがあることの必要性と、それが良いことで
あるというのは納得したでしょう。でも、自分
の神経を逆なでする人（または少数の人たち）に
ついてはどうなのだろうと思っているかもしれま
せん。性格が合わないか、年齢が上であれ下であ
れとても離れていて相手を理解できないか、相手
が異性で全く不可解なのか、国籍が異なり言語が
違って、それがあなたにとって難しく、色々な理
由でその人のことを少し変だと思うのかもしれま
せん。そして誰が知りましょうか、相手もあなた
のことをそう思っているかもしれません！
　　１２６．人には色々な背景や性格、さらには
その人をユニークにし、さらには時としてうまく
やっていくのを難しくする特異な性格やその他の
ものがあり、一人一人が異なります。でも、人々
を理解し共に働くための鍵は、自分が物事をどう
見るべきかを主に尋ねることです。こう尋ねま
しょう：「その人の個性や特徴を、私はどう見る
べきですか？」　時々それは、主がその人を主や
他の人の前で謙虚にするために主が与えられた一
つの弱さであることがあります。また、あなたを
謙虚な状態に保つためでもある場合もあります。
あなたは愛しやすい人を愛しているだけではない
からです。愛をもって他の人に手を差し伸べるの
は謙遜にさせられます。また、忍耐や理解を持つ
ことの教訓を教えるためである場合もあります。
　　１２７．主は、私たちの長所や持って生ま
れた性格とバランスを取らせるために与えられ
た弱点があるにもかかわらず、花嫁である私た
ちみんなを愛してくれます。ですから、ホーム
のある人に、年取っているか若いからか、その
理由は何であれ、あなたの気に障る弱点や特徴
があるとしても、その人のことで主を賛美する
事が大切です。というのも、彼らが完璧だった
ら一緒に住むのはもっとずっと難しかったで
しょう。それに、彼らもあなたに我慢している
ことを知りましょう。あなたは彼らとも違うの
ですから、彼らもあなたと一緒に住むのが難し

いと思っているかもしれません。
　　１２８．主と同じ愛と理解と忍耐でもって、
主のような見方で他の人を見るようになりましょ
う。その人も、あるいは他の人も、あなたと住み、
あなたの全ての奇癖や問題や相違に我慢して暮ら
すことによって、たくさんの愛と理解と忍耐を表
しているのかもしれません。ですから、主がその
ような状況を使ってあなたが主に近くなり、他の
人を理解し、柔軟になれるようにしてくれている
ことで、主に感謝しましょう。
　　１２９．あなたから見て変だと思う人や、自
分の性格とは正反対だと思える人、全く理解でき
ないか好きになれない人と暮らすこともあるで
しょう。それでもあなたはその人を愛し、受け入
れる事を学ぶ必要があります。彼らはあなたの勝
利チームの一員であり、ホームに対する彼らの貢
献が勝利チームを作るのです。主は彼らを愛し、
受け入れられました。だからあなたもそうすべき
です。あなたが一緒に住む人たちを受け入れ、理
解する態度を示し、彼らの個性や相違点を認める
態度を示し、そしてそれに関係なく彼らを進んで
愛し、寛容でいるなら、あなたはもっとイエスの
ようになっているのです。

　　１３０．（イエス：）すべての人は、そして
あなたでさえ、それぞれ異なるということを覚え
ておくと助けになる。あなたにとって、他の人よ
りもずいぶん違うように思える人や、性格や過
去、年齢、背景によってうまくやっていくのがよ
り難しい人もいるだろう。これはあなたの忍耐の
テストであって、あなたは彼らが理解しやすく働
きやすい人になったらいいのにと思うかもしれな
いが、そういう人たちはあなたを謙虚にし、自分
の目に高ぶらない状態に保ってくれることを覚え

ババラエティーは単に人生のスパイスでババラエティーは単に人生のスパイスでバはない。これは勝利チームのための欠バはない。これは勝利チームのための欠バ
かせない材料だ。かせない材料だ。かせない材料だ。
バ
かせない材料だ。
ババ
かせない材料だ。
ババ
かせない材料だ。
バ



22 勝利チームを訓練する、パート５ (#3584) (#3584)
ていなさい。あなたにとって、共に住み、共に働
くのが難しい人たちは、わたしとわたしの愛が必
要であることを思い起こさせるので、あなたを謙
遜にする。あなたの内には十分な愛はない。あな
た自身の愛では十分ではない。
　　１３１．ホームの誰かにあなたと違うところ
があるというだけでその人が突飛で風変わりと思
うなら、わたしが地上にいた時にわたし自身そう
いう類の人たちを選んだことを覚えておきなさ
い。ペテロはせっかちで突飛な行動をする人だっ
た。「雷の子」と呼んだヤコブとヨハネは気短で
腹を立てることがあった。マグダラのマリヤは肉
的だった。トマスは疑い深い性質だったし、ユダ
は物質主義的だった。わたしの父が重要な仕事の
ために召した預言者の多くは、突飛で風変わりだ
と思われた人たちだった。
　　１３２．わたしがあなたのホームに、その人
の特有の性格や、あなたと異なる点や、その人を
他の人たちほど理解できないことが理由で、何を
考えているかわからないとか、理解できないと思
う人を置いたとしたら、わたしは彼らのことを完
璧に理解していることを忘れてはならない。彼ら
はあなた同様にわたしを愛し、わたしの意思と召
しに身を捧げている。彼らの動機はわたしへの愛
であり、それが良い時も悪い時も彼らを進ませる
力となっている。わたしを喜ばせたいという願い
が彼らの霊感を保ち、懸命に働く原動力となって
いる。
　　１３３．あなたが誰かの性格を多少変だと思
うだけで、その人があなたや他の皆と同じ戦いを
戦わなくてすむということはない。彼らはそれで
も、わたしの前で祈りの内に必死になり、スピ
リット・ヘルパーを呼び求め、戦いを戦うのを助

ける鍵の力を呼び求めなければならない。彼らは
日々の生活において悪魔の攻撃を受け、霊的戦い
を戦っている。場合によっては、あなたから変だ
とか変わっていると思われていると考えたり、あ
なたに嫌われていると思ったりすることで、なお
さらその戦いは激しく困難になる。人はそれを感
じ取るのだ。悪魔による典型的な攻撃と闘わなく
てはならないばかりか、あなたがその人を仲間は
ずれにされたと思わせたことで、彼らは個人的な
戦いを戦わなくてはならない。
　　１３４．愛と理解は、好きな人や一緒に働き
やすい人だけのためではない。愛情深くなり、理
解しようとあなたが選んだ人たちのためだけに
取っておくものではない。特に好きでもなく、理
解できない人たちのためには、愛と理解の鍵がさ
らに大切になる。ホームの誰かが、あなたをいら
立たせるような性質を持っているなら、それを無
視しようとしたり、見て見ぬふりしようとしたり
してはいけない。その人とより良い関係を築くた
めの鍵をわたしに求めなさい。間に壁を築いては
いけない。それは互いの良い関係を阻害し、ホー
ムの実り豊かさの障害となる。人の性格を理解す
るのは不可能ではなく、年齢、性別、背景、その
他の障壁は、乗り越えられないものではない。必
要な愛や理解をわたしに求めるなら、わたしはそ
れらを与える。
　　１３５．一歩ごとに、わたしにカウンセルを
求めてきなさい。そうすればわたしはどのように
人々と交わるべきかを正確に示そう。あなたがた
が互いに理解するのを助けるために必要なコミュ
ニケーションの秘訣を具体的に示そう。ホーム・
シェパードと話し、さらなるインプットやカウン
セルをもらいなさい。人を目の上のたんこぶのよ
うに見る誘惑を拒みなさい。「彼らさえいなけれ
ば万事順調になるのに」と考えてはならない。あ
の人やこの人は重荷であり、負担だと思わせよ
うとする悪魔の歪曲を拒みなさい。わたしがこ
の状況が起こるのを許し、その人がいることを
許したのであり、それはあなたがわたしの望む
人になり、そう訓練するためであることを忘れ
てはならない。
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　　１３６．あなたのホーム
にいる人はすべて、わたしの
花嫁だ。その人が幾つかの面
で少し変わっていると思った
としても、彼らの犠牲、戦い
の傷、わたしへの愛は、わた
しの目に非常に貴い。必要な愛をわたしに求め
なさい。塗油と理解と鍵を呼び求めなさい。そし
て、一緒にいるのが難しい人たちを信仰の目を通
して見るのに必要な全てのものの鍵を呼び求めな
さい。彼らの賜物や才能を十分に感謝し、彼らを
感謝する助けとなるポジティブさの鍵を呼ばわり
なさい。あなたの信仰を枯渇させ、信仰の霊で歩
み、全ての人が受けるにふさわしい尊敬と愛と理
解によって扱うことによって得られる祝福を取り
去るのみである、悪魔の否定的な歪曲に抵抗しな
さい。

長所と短所の目的
　　１３７．（ママ：）今主が言われたように、「あ
の人やこの人は重荷であり、負担だと思わせよう
とする悪魔の歪曲に抵抗する」ことは非常に重要
です。私たちは、人の短所を見て重荷だとか負担
ではないかとか思うことがあります。でも、皆が
同じ長所しか持っていなかったら、それほど効果
的なホームにはならないことを覚えておくことは
大切です。長所や短所が同じような人ばかりが集
まったホームを作ることは、長い目で見ると、益
となるより弊害の方が大きいでしょう。

　　１３８．（イエス：）バランスの良く取れたホー
ムとは、皆同じような考え方をする人たち、ある
いは同じ長所と短所を持つ人たち、または似たよ
うな反応をする人たちを集めることでできるので
はない。あなたは、衝突や問題があまりないので、
程よい団結を保つ効果的なホームだと思うかもし
れない。だが、ただチーム・メンバーが皆似たり
寄ったりであるからというだけで、必ずしもバラ
ンスの取れたホームとは言えず、バラエティーに
富む個性を持った人たちと共に住み、働くことに
よって形成される深い種類の団結を逃してしまう

かもしれない。
　　１３９．これは結婚に
似ている。わたしが似たよ
うな男女を一緒にすること
があったとしても、それは
まれだ。かえって、多くの

面で正反対の者同士を夫婦にする場合が多い。わ
たしは、夫婦が互いに長所を生かし合うようにそ
うする。妻が夫より預言の賜物に優れていれば、
わたしは妻を使って夫の賜物を励ます。妻よりも
夫の方が物腰柔らかで押しつけがましくないので
あれば、わたしは夫の謙遜さという長所を使って、
妻の成長と変化と進歩を促す。
　　１４０．ホームにも同じ事がいえる。わたし
は、あなたが様々な長所と短所を持つ人たちと共
に働くことを許し、それを奨励さえする。わたし
がそうするのは、各自がチームメイトのために自
分の長所を使えるようにするためだ。ゴールは、
ある面で強い人が、押しつけがましい方法や強制
的な方法ではなく、わが霊の内で、謙遜に愛情深
く、チームメイトがその面で成長するよう励ます
ことだ。
　　１４１．何か長所があるなら、その事で他
の人たちにいばり散らすのではなく、身を低く
して彼らを立て、彼らの必要な支えとなるべき
だ。あなたは自分の能力や強さを、相手が一歩
を踏み出し成長する信仰を持てるよう励ます道
具として見なす必要がある。そして、他の人た
ちの長所に気づいたなら、自分はその面でそれ
ほど強くないからといって反感を抱くのではな
く、そこから学び、何かを得るべきだ。自分の
人生を向上させるために他の人たちの長所から
引き出すことを学びなさい。
　　１４２．人が持つ短所や欠点は負担や重荷で
はない。弱い面は強さともなりうる。それらはチャ
レンジとして見なされるべきだ。だから、誰かに
弱点があるからといってホームから去らせたり、
さらには自分たちの勝利チームに来ることを考慮
しないのはだめだ。その弱点も、愛情深いシェパ
ディングが与えられ、そして互いにこき下ろすの
ではなく、引き上げ、愛と謙虚さの内に共に住み、

バ
バラエティーは絵をもっと

バ
バラエティーは絵をもっと

バきれいにし、食事をもっとバきれいにし、食事をもっとバおいしくし、勝利チームをバおいしくし、勝利チームをバ
もっと幸せにする。もっと幸せにする。もっと幸せにする。
バ
もっと幸せにする。
ババ
もっと幸せにする。
ババ
もっと幸せにする。
バ
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働くことによって、やがて最
大の強みになることもある。
　　１４３．誰にでも弱点は
ある。長所もある。だがそれ
を与えたのは、それであなた
が誇り、高ぶり、同じ強さを
持っていない他の人たちを見
下すためではない。わたしがそれを与えたのは、
あなたがそれを使って、謙虚に愛情深く彼らを
支えられるようにするためだ。わたしはあなた
の長所が、彼らを無能だとか不適格者だとか思
わせるのではなく、彼らを引き上げるものにな
るよう望んでいる。
　　１４４．あなたの持つ全ての強みには、他の
人たちやチームの益となるようにという目的があ
る。全ての弱点は、わたしとわたしの力強い鍵に
より頼み、他の人からの支えや助けを引き出すこ
とによって、強みとなりうる。

自分の好みを人に強いてはならない
　　１４５．（ママ：）御言葉のガイドラインの
範囲内において、ホーム・メンバーが個性を発揮
できることが、彼らの幸福にとって非常に重要で
す。それと同じく重要なのは、皆が個人的な事柄
に関して自分の信仰に従って行動できることで
す。一方、あなたの個人的な好き嫌いや、好み、
やり方を人に押しつけるのは、良い方法ではあり
ません。それらはホームに分裂と不満と悲しみを
もたらすだけです。
　　１４６．たとえば、よくレクリエーションの
好みの違いにそういうことが起こります。言うま
でもなく、レクリエーションの好みは人によって
違います。野外で時間を過ごすのが好きな人もい
れば、寝るのが好きな人もいます。料理して食べ
るのが好きな人もいれば、仲間同士でくつろぐの
が好きな人もいます。映画を観たり、本を読んだ
りするのが好きな人もいます。たまたまあなたが
休みの時にハイキングに行くのが好きだというだ
けで、他の皆を自分の好みに変えようとしたり、
眠りたい人を怠け者といって非難すべきではあり
ません。

　　１４７．あるいは、自
分はコンピューター・ゲー
ムをしないからというだけ
で、ホームの誰かが休みの
時にコンピューター・ゲー
ムをするのを悪く言っては
いけません。御言葉のガイ

ドラインの範囲内でしているのなら、この種のバ
ラエティーを好んで行うのは構わないことです。
自分のとは違うからといって、人のお気に入りや
好き嫌いややり方を軽蔑してはいけません。人の
好き嫌いは、娯楽、食べ物、楽しみ、服装など、色々
な面においてかなりまちまちです。その人のして
いる事が御言葉に沿っており、ホームとして決め
た基準やガイドラインの範囲内である限り、それ
は構わないのです。
　　１４８．人を自分の「型」にはめようとして
はいけません。自分の考え方を人に押しつけよう
とせずに、他の人たちとその好みをありのまま受
け入れましょう。

　　１４９．（イエス：）好みや物事のやり方、
服装、楽しみのためにする事などに関しては、
わたしは非常に大きな余地を与えている。わた
しは人を強制的に型にはめないので、あなたも
そのような罪を犯してはいけない。わたしはあ
なたにあなたの好みを与え、好きな事、好きな
やり方を与えた。同時に他の人たちにも、それ
ぞれの好みや、好きな事、好きなやり方の好み
を与えた。わたしはそのように人を造った。つ
まり、それぞれ違うふうに！
　　１５０．独善的になって、自分の好みが最善
であるとか、自分のやり方が最善であるとか、楽
しみのためにあなたが選ぶ物事の方が他の誰かが
選ぶものよりずっと健全だとか思ってはいけな
い。もしかしたら、あなたにとってはそれが最善
かもしれないが、他の人にはそうでないかもしれ
ない。だから、わたしが彼らの心の願いを与え、
彼らがする事についてわたしが語りかけていると
信頼しなさい。彼らのする事がわたしの言葉や憲
章に反していない限り、口を閉じておきなさい。

そその人がすることでその人その人がすることでその人その人がすることでその人そその人がすることでその人そそその人がすることでその人そそその人がすることでその人そを判断してはいけない。そそを判断してはいけない。そその人自身を愛しなさい。の人自身を愛しなさい。の人自身を愛しなさい。その人自身を愛しなさい。そその人自身を愛しなさい。そその人自身を愛しなさい。そ
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違いを受け入れなさい！　それを喜びなさい。仲
間であるホームの他のメンバーたちの好みについ
て、あなた自身が同じように感じる事がないとし
ても、それを支えてあげなさい。
　　１５１．視野を少し広げなさい。あまりあな
たの好みではなくても、他の人が楽しむ事柄は山
ほどあることに気づきなさい。しかし、すべての
人が異なり、同じ人は二人としていないこと、そ
れが人生の楽しみなんだ。わたしはバラエティー
を好む。だから、あなたも楽しんでほしい。他の
人たちのユニークさを感謝しなさい。類似点や相
違点があることで、わたしを賛美しなさい。しか
し何をするにせよ、自分の好み、あるいは自分が
そうあるべきだと思うやり方を人に押しつけては
ならない。本当だ、それはわたしの意思ではなく、
誰のことも幸せにしない。

さらにバラエティーについて
　　１５２．（ママ：）この主題に関する最後のメッ
セージとして、またもう少しバラエティーを加え
るために、ここにバラエティーに関して、私たち
の夫、主から興味深いメッセージを少し紹介しま
しょう。ハ！　イエス様、バラエティーとそれが
もたらすすべての益を感謝します！　

　　１５３．（イエス：）人生にはバラエティー
がとてもたくさんあり、それが人生を面白くする。
虹には色々な色がある。季節にもバラエティーが
ある。わたしが造った果物や野菜には種類がたく
さんある。肌の色、目の色、髪の毛の色もバラエ
ティー豊かだ。国籍も数々ある。国々やその気候
もバラエティーがある。あなたが楽しみ、心を喜
ばせる物事も多種多様だ。
　　１５４．バラエティーはあなたを幸せにする。
バラエティーこそ人生だ。バラエティーはクール
だ。バラエティーがあると、単調さ、退屈さ、平
凡さはなくなる。バラエティーは物事をひっくり
返す。バラエティーは老化と硬化を防ぐ。あなた
を霊の内で若く保つ。あなたを革命的に保つ。バ
ラエティーは人類の必要だ。わたしは理由があっ
てバラエティーを創造した。　　

　　１５５．バラエティーは、ホームをより良い
場所、より幸福でもっとバランスの取れた場所に
するのを助ける。だから、あらゆる形のバラエ
ティーを喜んで取り入れなさい。人員、好み、年
齢層、国籍、霊的素質、才能や賜物、その他様々
なバラエティーを。そうすれば、あなたのホーム
は、彩り鮮やかで、生き生きとし、楽しく、色々
な事が起こり、並はずれたホームとなる。そして
最も大切な事に、ホームはわたしの奉仕において
もっと実り豊かで成功するようになるだろう。

　　１５６．（質問：）主はこのＧＮ
でバラエティーの益のことをたくさん
言っています。それは素晴らしいので
すが、少し質問があります。「ホーム内
にそれほどのバラエティーがない場合
はどうでしょう？　私たちはもうダメ
なのですか？」

　　１５７．（イエス：）時々、わたし
はあなたがたをあまりバラエティーの
ない状態に置くことがある。もしかし
たら、あなたのホームはおもにＦＧＡ
か、若者、あるいは子供がいない、あ
るいは国籍が皆同じなのかもしれない。
だからといって、ホームが成功しない
という意味ではない。わたしの意思の
内にいるなら、あなたがたは成功する
だろうし、わたしは他の面でバラエ
ティーを持てるように助けることがで
きる。　
　　１５８．しかし、覚えておくべき
なのは、普通人員については、可能な
時にはホーム内にバラエティーを持た
せるのがわたしの意思であるというこ
とだ。そして、そのようなバラエティー
が持てるのに、ホームに若者を招きた
くないとか、子供は来てほしくないと
か、年配の人は来てほしくないとか、
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利己的で、わだちにはまっているか、
変化を恐れているなどの理由でそれを
望まないのであれば、あなたがたは本
来なれるはずの最善のホームにはなれ
ないだろう。たくさんの祝福とバラエ
ティーの活気を逃すことになる。

　話し合い　話し合い　話し合い　話し合い
任意の話し合いの質問

 人員のバラエティーに関して、あなたのホー
ムのバランスはどうだと思いますか？　何
かの面で欠けるところがあると思います
か？　たとえば、ホームに子供がほとんど、
あるいは全くいませんか？　あるいは若者
が少ないか、全くいませんか？　

 人員がもっと必要かどうか話し合う。もし
そうであれば、ホームを完成させ、十分な
バラエティーと良いバランスをもたらすた
めにはどのような人員が必要かを話し合う。

 一見、実際面で大きな後押しにならないと
か、その人を受け入れるなら仕事や犠牲が
増えるように思えても、自分たちはホーム
に誰かを招くことにオープンかどうか話し
合う。幾つかのシナリオを想定して話し合っ
てみよう。例えば、年配の人（例えば 60代
や 70代）や体の弱い人たちが、それでもホー
ムの祝福となる方法や、どういった面で貢
献できるかについて話し合う。大家族や子
供の多いシングルの親を持つことが、いか
にホームの利益となるか話し合う。また、
長期に渡る深刻なやまい
を患っている人で愛と世
話が必要な人について考
えてみる。そのような人
たちがホームに貢献でき
ることを話し合うほか、
他の人たちに心を開き、

与えることで得られる霊的な祝福や利益に
ついても話し合う。

　賛美のアイデア　賛美のアイデア　賛美のアイデア　賛美のアイデア
任意の賛美のアイデア

 賛美のバリエーション：一人一人が、たく
さんバラエティーやバリエーションがある
ことで好きな事を考える。それから、それ
を口に出さず、自分が好む事や、楽しむ事、
感謝する幾つかの具体的バリエーションに
ついて主に感謝します。創造力を働かせる。
幾つか、簡単なトピックの例：食べ物（た
だし、もっと具体的に料理名で、例えばピ
ザのトッピング、スパイス、果物など）、花、
女性の体つきのバラエティー、動物の仲間、
色など。誰かがそのトピックを当てられる
まで、できる限り数多くバラエティーを挙
げて賛美する。（明らかに、トピックによっ
ては簡単に当てられることもある。）　最初
に当てた人が自分のトピックについて言い
始める。例えば、主にピザのことで賛美し
ている人は、誰かが「ピザ！」と言い当て
るまで、チーズ、オリーブ、ハム、パイナッ
プル（その他自分の好きなトッピング）な
どと感謝することを言っていく。

 年齢層の賛美：ホーム内の各年齢層のグルー
プを挙げる。各グループごとに、ポップコー
ン・スタイルの賛美で、その年齢層にいる
人たちのクールな所、つまりあなたの人生
やホームに彼らがもたらしている祝福全て
を賛美していく。

 謎の人物の賛美：全員がホーム・メンバー
の名前を書いた紙を帽子か
ら一枚選ぶ。誰を引いたか
は秘密にしておく。最初に
始める人が、引いた人の名
前を言わず、その人につい
て主に賛美する。例えば、
「イエスよ、子供を世話し、

活活気あるホームはバラエ活活気あるホームはバラエ活ティーで泡立っている。活ティーで泡立っている。活
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訓練するという賜物を私の謎の人物に与え
て下さってありがとう！」というように。
皆はそれが誰かを当てる。これを次々に続
けていく。

　御言葉を「行う」　御言葉を「行う」　御言葉を「行う」　御言葉を「行う」
「御言葉を行う者」となるための
任意の実際的方法

 ホームが本来あるべきほど調和の取れた
ホームとなっていないか、もっと人員が必
要だとしたら、ホームが必要とするバラエ
ティーを添え、補足となるどのようなタイ
プの人をホームに招くべきかを主に祈り、
具体的に尋ねる。それから、そのような人
たちをどのように探すべきかを主に尋ねる。

 互いのことをより良く知り、ホームの人た
ちが好きなことの手がかりを集め、ホーム
のバラエティーを感謝するために、好き /
嫌いゲームをする。（これは実際、パーティー
でやると楽しいゲームです。特別な夕食の
時にしてもおもしろいでしょう。）　皆に紙
を渡す。各自、ものすごく好きなものを5つ、
毛嫌いするものを 5つずつ書く。このゲー
ムを面白くするため、独特のことやホーム
の誰も知らないようなことを選んで書くよ
うにする。書き終わったら、一人の人が全
部の紙を集め、一枚ずつ読む。他の人たち
はそれが誰の好き /嫌いか当てる。

 ホーム内の「バラエティー」について深く
知り、感謝する。アクティビティー･イブニ
ングの計画をする時間を取り、どのトピッ
クになるかを事前にホームの人たちに知ら
せる。皆に、これに参加し、以下の質問に
一つ答えて（あるいはそれについて話して）
もらうようお願いする。「ファミリーで学ん
だ最大の教訓は何か？」　または、「どのよ
うにして、自分の夫 / 妻 / ボーイフレンド
/ ガールフレンドと一緒になったか？」　ま
たは、「『昔話』をして下さい」（ＦＧＡには、

ファミリーにどのように出会ったか。ＳＧ
Ａであれば、ファミリーで子どもの頃起き
た特筆すべき話し）。誰でも話の種がたくさ
んあるだろうが、事前に準備することの益
は、「皆やっている」という設定でないと話
さない人もたくさんいるし、この方が気楽。
事前に伝えておくと大きな助けになる。

　逸　話　逸　話　逸　話　逸　話
　　作業場の片隅には、タイルやらガラスやら石
やらが積み重なっている。ある日、作業場の主人
はその山を眺めていて一つのアイデアを思いつい
た。『さて、モザイクの大作を作ってやろう。だ
が待てよ、色合いや模様が派手すぎるものもある。
私のデザインを台無しにするだろう。』
　　彼は頭に思い描いたデザインに比べて、一見、
妙で変だと思われる物、好ましくない物を取り除
いた。やがて、自分の思い描くモザイクにぴった
りだと思われる材料が揃った。落ち着いた灰色と
茶色のものばかりだ。主人はせっせと、一つずつ
部品をはめてモザイクを作り始めた。
　　数日後、彼はモザイクが何か味気ないのを見
てがっかりした。ダイナミックな大作を夢見てい
たのに、冴えない影が色の明暗と輝きを陰らせて
いる。
　　それで彼は、鮮やかな色のタイルとガラスを
見た。その上に陽光が降り注いでちらちらと明る
くまたたいている。彼は叫んで言った。「なるほど、
この色彩とバラエティーが足りなかったのだ！　
このモザイクを生き生きとさせるには、明るい色
の物やバラエティーや模様をいれるべきなのだ。」
　　そこで注意深くモザイクを作り直した。模様
付きのタイルを置く場所を空け、作品を彩るカラ
フルな部品をしかるべき場所に置いていった。つ
いに作品ができあがった。素朴な色合いと鮮やか
な赤や青が調和し、強烈な色合いが地味な色合い
の中にセンセーションを加える。程よい生気と落
ち着いた美しさが調和したモザイクだ。バランス
よく、全ての色合いが完全に溶け合っている。こ
れこそまさに、傑作である！
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　ホット・キー：多様性　　ホット・キー：多様性　　ホット・キー：多様性　　ホット・キー：多様性　
　　１５９．（イエス：）多様性の鍵を呼び求め
なさい。そうすれば、ホームが強力な勝利チーム
になるのを助けるバラエティーを取り入れるのに
必要なものを得るだろう。それはチーム･メンバー
を通じて勝利する組み合わせを供給することかも
しれないし、あるいはホームの全メンバーのチャ
レンジとするため、ゴールやプロジェクトにバラ
エティーを持たせることかもしれない。多様性の
鍵は、ホームを霊的にかき立て、霊的賜物を発掘
し続けるためのアイデアをもたらす。多様性の鍵
を呼ばわるなら、あなたがたのチーム、ミニスト
リー、計画、ゴールにはバランスの取れた組み合
わせがもたらされ、それは、あなたが各メンバー
の必要を満たし、ホームとしてビジョンに到達す
るのを助けるだろう。

　祈りの後押し　祈りの後押し　祈りの後押し　祈りの後押し
　　１６０．（祈り：）愛する夫、
主よ、私たちの人生にバラエ
ティーという祝福を与えられ
たことで、あなたをほめたた
えます。あなたはバラエティーが大好きに違いあり
ません。この世も天国もバラエティーで溢れている
からです。あなたの創造物と、あなたのデザインの
尽きないバラエティーを見、また天の世界と、そこ
で見いだすことになるものすごいバラエティー豊か
な物事や、私たちが現在利用できるスピリット・ヘ
ルパーのことを考えると、感謝の気持ちにあふれま
す。あなたには退屈な時などありません。あなたは
いつだって、私たちが学び発見できる何か新しいこ
とを用意しておられるからです。
　　１６１．私たちのホームにバラエティーがあ
ることで、あなたのためにもっとバランスが取れ
たより良いチームになれることを感謝します。私
たちが皆同じで、違いが何もなかったとしたら、
人生はどんなに退屈だったでしょう！　ですか
ら、あなたがこんなにもバラエティー溢れる性格

を造られたことの知恵ゆえに、あなたを賛美しま
す。一人一人のユニークさが人生を面白くするの
です。それは私たちのホームを楽しい場所、幸せ
な場所にします。イエス様、私たちがあなたの栄
光のためにうまく溶け合わせられるのを助けて下
さってありがとう。
　　１６２．違いが生み出す多様性ゆえに、互い
の違いを感謝し、さらには違いを好きになれるよ
うに助けて下さい。イエス様、あなたのような見
方ができますように。そして、私たちのやり方で
あれ、新しい人員を呼ぶことであれ、その他何で
あれ、私たちのホームをもっとバランスの取れた
ものとするためにできることが何かあるなら、ど
うか示して下さい。多様性の鍵の助けを呼び求め
ます。
　　１６３．イエス様、そして何よりも、あなた
の助けが必要です。あなたの御霊のバラエティー

が必要です。私たちをかき
立てられた状態に保って下
さい。生き生きした状態に
保って下さい。わだちには
まったり、型にはまったり
しませんように。新しく、
異なり、ユニークなこと、

さらにはクレイジーで突飛なものを願い求める革
命的な花嫁に私たちを保って下さい。あなたのた
めのドン・キホーテになり、他の人たちのクレイ
ジーな信仰やアイデアや好み、物事のやり方を尊
重し、感謝できるようになれますように。
　　１６４．イエス様、あなたと一つになれるこ
とで、あなたを賛美します。私たちが皆異なって
いて、異なった背景から来て、経歴も違い、異な
る場所で育ったとしても、私たちはそれでも一つ
の肢体であり、あなたの花嫁です。私たちが男と
女であり、若い者と年長の者であり、他にもここ
に挙げられないほどの違いがあるにもかかわら
ず、調和をもって働くのを助けて下さることを感
謝します。私たちを勝利チームにして下さること、
また、将来のために私たちを強め続けて下さるこ
とを感謝します。

バ
バラエティーがないこと

バ
バラエティーがないこと

バは、フルカラーの人生ではバは、フルカラーの人生ではバなく、白黒の人生を生きてバなく、白黒の人生を生きてバ
いるようなもの。いるようなもの。いるようなもの。
バ
いるようなもの。
ババ
いるようなもの。
ババ
いるようなもの。
バ
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