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愛するファミリーへ、

先回の「勝利チームを訓練する」ＧＮでは、
バランスの取れたホーム生活と楽しむこと

の重要性を取り上げました。それで、このＧＮで
は、いわばその反対の面を差し出すために、プロ
意識を持つことと、主が与えられた召しに留まる
ことに関するメッセージを分け合いたいと思いま
す。バランスと楽しみについては話したので、今
回は働くという面について話します。働くべき時
に懸命に働くことは、良いバランスを保つための
大切な要素です。
　　２．これらのメッセージを読む時には、皆さ
んの実生活や生活に必要とされるバランスについ
て主がすでに語られたカウンセルを考慮するよう
にして下さい。ホームの振り子をあまりにも逆方
向に振って、がむしゃらに働き、そのため疲れ果
てて、人生におけるその他の大切な事をすっかり
忘れてしまってはいけません。燃え尽きてしまう
ことのないように、霊的なコミュニケーションや
強めのために夫である主と毎日過ごす時間や、子
供たちや家族、ホーム・メンバーと過ごす時間、
また定期的な休養や楽しみの時間、その他バラン
スの取れた生活をするための様々な事柄のための
時間を忘れてはいけません！
　　３．このＧＮの最初のトピックは、「懸命に
働く人が勝つ」です。この世で偉業を成し遂げた
人で、怠け者だった人はいないでしょう。ただ成
り行きに任せて成功を待っている人や、傍観者的
立場を決め込みながら勝者のトロフィーが易々と
手渡されるのを待っている人たちの話は全く耳に
しません。そのような人たちはたいしたこともし
ないし、何も手に入れないので、話に聞くことが
ないのです。あなたが話に聞く人とは、率先性を
発揮した人、懸命に働いた人、障害を乗り越えた
人、あきらめなかった人、ゴールを達成するため
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に、また勝者となるために必要な時間を注ぎ込ん
だ人なのです。
　　４．私たちのホームもそれと同じです。ファ
ミリー・ホームは懸命に働く人によって構成され
ていなければなりません。意欲的に働く人は成果
を得るからです。もちろん、最高の結果を出すに
は、自分の力ではなくて霊の内で働き、主の力や
新しい武器とスピリット・ヘルパーの助け、御言
葉の導きによって働かなければなりません。けれ
ども、霊の内で働くのには努力がいらないという
のではありません。霊の内で有能な戦士となり、
自分の分を果たすにも、目に見える働き、集中力、
焦点を合わせること、賢い決断などが大いに必要
とされます。主から求められたことをするには、
懸命に働かなくてはなりません。怠けて最低限し
かせずに、私たちや主が求めているような結果を
得られると期待することはできません。
　　５．ファミリーの皆さんはきっと、自分たち
の分を果たしていると思います。過去2年間は特
に、懸命に働き、時間をつぎ込み、最後までやり
通せるという能力を証明しました。たいていの人
たちは、もっと懸命に働くよう促されなくともよ
いのですが、それでも、労働倫理や、もっと頭を
使って働く方法に関する以下の秘訣は役に立つと
思います。一方、ホーム内においてもっと重い荷
を負い、率先し、自発的により多くの責任を担い、
もっとプロらしい仕事をするよう努力し、時間を
より有効に使い、もっと忠実になり、念入りな仕
事をし、意欲を持つことによって、ホームの全体
的な成功や生産にもっと貢献できるはずの人もい
ます。あなたは自分のことを知っているはずです。
ですから、身に覚えがあるなら、どうかこれを自
分に当てはめて下さい。もし自分に当てはまらな
くても、これらのメッセージを読むなら、主にす
べてを捧げ続ける意欲が与えられるでしょう。
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　　６．このＧＮの次のトピック、「自分の召し
に留まる」は、ファミリーの皆さん全員にとって
役に立つ主題だと思います。私たちは皆、主が与
えられた召しに留まり、自分たちにないものやあ
ればよいのにと思うもののことを考えたり、それ
と比べたりするのではなく、主が祝福された奉仕
の場で満足するようにとの励ましが必要です。愛
情深い夫である主は、このセクションでも多くの
称賛を語られ、私たちの仕事が主にとってどんな
に大切かを思い起こさせて下さっています。です
から、今まで自分の奉仕の場について試練があっ
たか、何かのチャンスを逃していると感じていた
か、他の場所に行きたくて「ムズムズ」したり、
自分はここに必要とされていないのではないかと
考えたり、励ましが必要だと感じたりしていたな
ら、これらのメッセージはあなたのためです。
　　７．私たちには、イエスのための素晴らしい
人生がありますね。私たちが主に仕えていて、生
きる目的と理由があり、最高の「会社」に雇わ

れ、世界で最も価値ある仕事に就いていること
を、私は心から感謝しています！　主に仕えるこ
とはハードワークですが、「給料」は素晴らし
く、「昇給」は驚異的で、「ボーナス」はものす
ごく、「会社の雰囲気」は愛情深く協力的で、
「従業員」は立派で、「ボス」であるイエスはす
べての犠牲を価値あるものにしてくれます。私
は、この世の他のどんなキャリアもほしくありま
せん。きっと、私の仕事仲間である皆さんも同じ
気持ちでしょう！
　　８．イエス様、あなたの従業員である私たち
に与えて下さっている良い待遇を感謝します。あ
なたに仕えることから生じる益は、昇給や昇進、
株での大もうけよりもずっと素晴らしいです。あ
なたが与えて下さる愛や幸せは、お金で買うこと
はできません。
　　とてつもなく素晴らしいボスにあって、愛を
こめて、
　　ママ

　要　点

　　９．勝利ホームは、プロらしく貢献し、優れ
た労働倫理を持ち、自分が住むホームの成功のた
めにすべてを捧げるメンバーで満ちています。彼
らは、ホームが円滑に運営され、実を結ぶように
するために、荷や責任、仕事、ミニストリーにお
ける自分の分を果たすという責任を感じています。
勝利チームのメンバーは、率先し、言われなくて
も仕事を行います。また、スケジュールされてい
る以上の事をします。必要な時には、義務以上の
ことをするのです。
　　１０．勝利チームのメンバーは、働くべき時
には懸命に働きます。ホームとは自分たちで築く
ものだと知っているので、喜んで時間をつぎ込み
ます。ホームが成功するかどうかは、自分たちの
忠実さや真面目さ、注意深い時間の使い方、イエ
スのための仕事にどれだけ関心とエネルギーを注

ぎ込むかにもある程度かかっていると知っていて、
ホームに対して責任感を抱いています。そして、
彼らのホームには、その忠実さや労働倫理、働き、
献身を示す実があります。

　勝利チームのための助言

ホームに対してプロらしい貢献をする
　　１１．どんなビジネスも、仕事がうまく、
「成果を生む」プロを求めます。企業や会社が、
仕事能力があるだけでなく、懸命に働く人材を
求めるのは、成功したいからです。ただ経営を
維持するだけでなく、その分野において躍進で
きるようにするためなのです。企業は、優秀な
働きを提供することによって、給料に見合う仕
事をする人を求めます。その従業員が会社にい
ることで十分な利益をもたらしていないなら、
その人は失業するリスクを冒しています。

労働倫理
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　　１２．ファミリーもビジネスであって、ホー
ムはそれぞれ、ファミリー・ビジネスの支店のよ
うなものです。私たちは体制のビジネスのような
働き方はほとんどしませんが、共通点はあります。
それは、ビジネスを成功させるために、従業員一
人一人が懸命に働かなければならないという点で
す。もちろん、ただ懸命に働く以上のことが必要
です。ただがむしゃらに働くだけでは、主のため
に成功できないでしょう。そうなると、自分の力
でやることになるからです。主のための私たちの
働きは実際的なものであり、また霊的なものでも
あります。私たちは懸命に働き、健全な仕事習慣
を持つべきですが、同時に、依存のわざを用い、
肉の内にできない事をするために新しい武器や霊
的賜物すべてを使わなくてはなりません。
　　１３．ゴールは、ホームの全員が死ぬほど働
くことではありません。あなたはなお、一日の内
に、バランスの取れた仕事時間や主との十分な時
間、子供たちや家族との時間、休んだり、リラッ
クスしたり、他の人たちと一緒に楽しんだりする
時間を取っているべきです。けれども、要点は、
働く時にはその時間を最大限に活かすべきだとい
うことです。時間はプロらしい使い方をすべきで
す。証しに出ている時にブラブラして過ごしては
いけません。子供と一緒にいる時、ただ時間が早
く過ぎないかと我慢していてはだめです。そのよ
うな時間を最大限に活かしなさい。価値ある時間
にするのです。仕事時間は懸命に働き、必要な労
働をつぎ込みなさい。そして、リラックスする時
にはリラックスするのです。良い労働倫理とは必
ずしも長く働くことではなく、手際よく能率的に
働くことです。

　　１４．（ダッド：）私は、イエスのためにす
べてを捧げ、とことんまで進み、心をつくし、魂

をつくし、思いをつくして主を愛したい人たちの
ための場所として、ファミリーを設立した。教会
や他のグループとは違って、それができるファミ
リーを神に感謝せよ。そして、毎日、主にすべて
を捧げているあなたたちファミリー・メンバーを
神に感謝せよ。
　　１５．イエスや他の人々のために生きたいと心
から願い、主の言葉といましめを最低限しか行わな
い者でなく、最低限ではなく最大限をしたいと望ん
でいるあなたたちファミリー・メンバーを、神に感
謝している！　あなたたちは50%のキリスト教で満
足してはいない。60%、70%、80%、さらには90%の
キリスト教でも満足していない！　あなたたちはあ
らゆる面で、毎日、100%を与えたい。それがファ
ミリーを素晴らしく、パワフルで、独特なものにし
ている。神の終わりの時の軍隊にしているのだ！　
あなたたちに神の祝福があるように！
　　１６．どうしてこんなことを言っているかが
わかるかい？　さて、事実、この通りであり、あ
なたたちがこのような称賛や賛美、またそれ以上
の言葉に値するという以外にも、なぜファミリー
にジョインしたのか、またあなたがファミリーで
生まれ育ったのなら、なぜここに留まる決意をし
たのか、何のためにファミリーがあるのかを時々
思い出すのは助けになるからだ。さもなければ、
しばらくすると当然のものとして考え始めるかも
しれない。特に、ファミリーに長年いるか、ファ
ミリーで生まれ育ったのなら、なおさらそうだろ
う。ジョインした時や、イエスと恋に落ちた時に
持っていた意欲や情熱、熱意、率先力を失い始め、
少し自己満足で無気力になりかけ、ペースが落ち、
たるんでしまう。それがあなたの身に起こらない
ようにしなさい！
　　１７．何年も前にファミリーにジョインした
者になってはいけない。今日、ジョインしなさい！
朝目覚めるたびに、ジョインしなさい。その日が
真新しい最初の日かのように、毎日、人生と心と
思いと魂を主に新たに捧げなさい。実際そうなの
だから。今日は、あなたの残りの人生の第一日で
あり、過ぎ去ってしまえば決して戻ってくること
のない日だ。だから、その日、そして毎日、主の
ためにベストを尽くしなさい！
　　１８．愛するファミリーよ、ピンと来ていな
い場合のために言っておくが、これは全身全霊を
傾けること、率先力、熱意、毎日イエスにあなた

能能率良く働くホームは、「チーム」という観点で考える。彼らは共に責任を受け

入れ、それを避けない。ここから信頼が

生まれ、任務を果たせるようになる。
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のすべてを捧げることについての談話だ！　私は
これらの事を思い起こさせ、話し合いたい。これ
らはすべて勝利ホームを築くために非常に必要と
される要素であり、ホーム・メンバーにこのよう
な資質がないなら、あなたのホームは本物の勝利
ホームになれないからだ。あなたたち一人一人が、
人々やホームを支えたり、互いの重荷を分け合い、
負い合ったりなど、何であれ主のために最善を尽
くしていないなら、結局は互いに引き下ろし、ホー
ム全体を引き下ろすことになるかもしれない。そ
して、それは勝利ホーム、上昇ホームではなく、
沈下ホームであり、もしかしたら敗北ホーム、負
けホームになる途上にあるのかもしれない。
　　１９．あなたは、自分がいるホームを最高の
ホームにするために、自分自身が最善を尽くし、
ベストを尽くさなければならない。懸命に、プロ
らしく働き、率先し、熱意を抱き、仕事を分担し
合い、自分の割り当て以上に働きなさい！　期待
されている以上をしなさい。もっと多くを、もっ
と良くやりなさい！　それがホームを本物の勝利
ホームにする。メンバーが、最低限ではなくでき
る限りの事を行う、つまり、決められた責任や最
低限の仕事だけをして、自分の割り当てだけをこ
なすのではなく、全員が割り当て以上の仕事をこ
なすという一致した努力をするホームに！
　　２０．新しいホーム・サイズのルールにより、
あなたたちのホームは今では全体的に大きくなっ
ているが、それでも全員が喜んで自分たちの分を
果たし、すべてを、そしてそれ以上に与えない限
り、勝利ホームにはなれない。さもないと、荷を
負いすぎ、働きすぎているメンバーがいる一方で、
十分働かず、平均よりも低い働きしかしないメン
バーもいることになる。そして、働きすぎのメン
バーは、ついには負担がかかりすぎて、ストレス
や重荷などで燃え尽きてしまい、そうなるとホー
ムに影響を与えるのは確実だ。あなたたちはそれ
を望んでいないだろう。

　　２１．忘れてはならない。あなたは兄弟を見
守る者であって、一人のメンバーが苦しむなら、
全員が苦しむのだ。他のメンバーたちが自分たち
の分を果たさず、働かないために、一人のメン
バーが荷の下でそれを支えられなくなるなら、そ
れゆえに全員が苦しむことになる。ホームが説明
責任を負うのであり、あなたたちは勝利も敗北も
共にする。率直に言うと、あなたたちはチームと
して互いに助け合い、強め合うか、しくじって負
けるかのどちらかなのだ。
　　２２．だから、実際的・霊的なことの両方に
おいて祝福や助けになれるよう、ホーム内で余分
な努力を払いなさい。たとえちょっとした事でも
大きな違いをもたらす。ホームに帰ってきて、芝
生にゴミが落ちていたら、他の人がするだろうと
考えるのではなく、その場で拾ってはどうだろう
か？　キッチンを通りがかってゴミ箱があふれて
いるなら、ゴミを出したらどうだろうか？　トイ
レやリビングルームが汚く、少し時間があるなら、
ちょっと片付けたり、きれいにしたりしてはどう
だろうか？　車を運転しているなら、ホームに戻
る前に少し時間を取って車内を片付け、掃除し、
ガソリンを満タンにしてはどうだろうか？
　　２３．霊的な面でも大きな違いをもたらせる。
誰も何も言わないために、いつも同じ人が祈って
いるなら、あなたが率先して、もっと祈るように
してはどうだろう？　自分は上手に祈れないとか、
口ごもってしまうと思うかもしれないが、練習し
ない限りうまくなれない。デボーションやクラス
を導いたり、子供の世話をしたりしている人が助
けを必要としているなら、少し助けてはどうだろ
うか？　誰かが友人やコンタクトをフォローアッ
プしに出かけるなら、一緒に行こうかと申し出て
はどうだろうか？　あるいは、せめて彼らが外に
出ている間、そのために必ず祈るようにしてはど
うだろう？
　　２４．私がここで強調しようとしていること
がわかるだろうか？　やり遂げ、勝つには、求め
られることだけをしてそこで終わりにするのでは
なく、一人一人が100%にできる限り近い所まで
捧げなくてはならない。あなたよりもずっとたく
さん働き、リラックスなど全くできず、働き過ぎ
で燃え尽きる寸前のメンバーがいるというのに、
ただ、「さて、自分の仕事は終わった。今から
ゆっくりできる」と考えてはならない。

思
思慮深く献身したチームが世界を変えら

れるということを、決して疑ってはなら

ない。じつに、世界を変えたのはそのよ

うなチームなのだ。



6	 勝利チームを訓練する、パート７ (#3596)
尽くしてそれを見つけ、探そうとしてはどうだろう
か？　ホーム環境や状況が支障になっていると思う
なら、超越する力を使い、鍵を要求し、とにかく目
標に向かって走ろうとしてはどうなのか？　意志が
あるところには道がある。普通、欠けたり、制限さ
れたりしているのは、道の方ではない。意志の方、
意志力なのだ！
　　２９．覚えていなさい、ファミリーが必要と
しているのはただの働き人ではない。私たちには、
働き人のリーダーが必要なのだ！　イニシャティ
ブを取り、余分な努力を払い、余分に働き、期待
されている以上に、良く、懸命に、長く働ける人
が必要だ。主が期待されている事を行うなら、可
能性は無限に広がる！　主が与えられた霊的武器
を使うなら、不可能はない。イエスのためにすべ
てを与えるなら、主は主のすべてを与えて下さる。
今と、永遠にわたって何百倍も。
　　３０．だから、互いの重荷を負い合い、仕事
を分担し合い、イエスと他の人々にあなたのすべ
てを与えなさい。そうすれば、あなたは勝者、勝
利ホームとなり、いつまでも永遠に星のように輝
くだろう！　神の祝福があるように。そして、神
は祝福して下さるだろう！　愛している！

率先することの大切さ
　　３１．（ママ：）一つ、ホーム内でもっと持
つべきなのは、率先性です。ダッドが先のメッ
セージで言われたように、スケジュールされてい
る事だけをするのではなく、要求されている以上
を行うのです。私たちには、頼まれたり告げられ
たりしなくても働き、物事を変えるためのビジョ
ンとやる気を持ち、必要な時には誰かの穴を埋め、
パイオニアになる人がもっと必要です。
　　３２．ダッドはあの有名なレター、「山男」
で、イニシャティブは私たちに必要な要素の一つ
であると指摘しましたが、私たちは、今もそれと

　　２５．求められていることしかしないという
習慣がついてしまったなら、主があなたに期待さ
れていることを思い出すとよい：「すべてあなた
の手のなしうる事は、力をつくしてなせ。」「あ
なたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷た
いか熱いかであってほしい。」「熱心で、うむこ
となく、霊に燃え、主に仕えなさい。」「互に重
荷を負い合いなさい。そうすれば、あなたがたは
キリストの律法を全うするであろう。」「目標を
目ざして走り、キリスト・イエスにおいて上に召
して下さる神の賞与を得ようと努めているのであ
る！」（伝道の書9:10、黙示録3:15-16、ローマ
12:11、ガラテヤ6:2、ピリピ3:14）　主はこれら
のことを、弟子として、主の教えに従う者として、
あなたたちに期待されている。しかも、これらは
この主題に関する数多くある聖句の一部に過ぎず、
言うまでもなく、私がそれをテーマにして書いた
レターも幾つかある！
　　２６．なまけ者や問題者ではなく、推し進め
る者になりなさい！　足手まといではなく、改善
者になりなさい。イニシャティブを取りなさい。
　　２７．さて、こう言っているからといって、
私がホーム・メンバー一人一人に対して同じ労働
量を期待しているのではないことをわかってほし
い。若く、健康で、より多くの労働に耐えられる
人もいる。だが、全員が霊的にすべてを捧げるこ
とができる。ここで話しているのはそれなのだ。
霊の内ですべてを捧げなさい。そうすれば、体も
ついてくるだろう。あなたが霊的に少したるんで
しまう傾向があるなら、大抵の場合、実際に働き、
その方向に動き始めるなら、霊的なこともついて
くるものだ。
　　２８．主と主の軍隊にすべてを捧げなさい。あ
なたはそのためにジョインしたのだろう？　だから
こそ、今でもここにいるのだろう？　中途半端な奉
仕や、さらには「求められている事は全部しまし
た」という奉仕で満足してはいけない。要求されて
いる以上の仕事をし、自分の限界を引き伸ばし、目
標を高く掲げなさい！　充実感がないとか、人生で
何かが欠けているとか、またはホームの環境や状況
によって束縛されているように感じているなら、問
題はあなたにあるのかもしれない。たいていの人
は、充実しようと心に決める分だけ、充実するもの
だ。そして、何かが欠けていると思うなら、全力を

重
重荷になろうとしているのか？　翼にな

るように努め、今までよりどれだけ高く

飛べるかを見てみなさい。
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同じだけ、ホームにおいてイニシャティブを必要
としています。引かれたりつつかれたりしないと
ホームの人たちが動かないなら、大変です。ホー
ムの全員が、推し進める人、貢献者になることを
目指し、協力的な霊とそれに伴う行動によって実
際にホームを前進させている時には、大きな違い
がもたらされます。

　　３３．（イエス：）この世には三種類の人が
いる。わたしは最初の種類を「最低限者」、次を
「維持者」、最後の種類を「最大限者」と呼ぼ
う。
　　３４．最低限者は、できるだけ働かずにす
まそうとする人だ。彼らは足を引きずりながら
人生を歩んでいく。絶対しなくてはならない事
はするが、それ以上はしない。そして、多くの
場合、「しなくてはならない」仕事でさえも、
ずさんでいい加減だ。彼らは、働かないですむ
方法や、仕事や責任から逃れる方法、自分のこ
とをしたり他の人たちを助けるためにあまりエ
ネルギーを使わずにすむ方法を常に探している
ような人たちだ。とはいえ、普通、他の人のた
めよりも自分のためには、もう少し喜んでする。
最低限者は、まさに最低限しかしない。
　　３５．維持者は、しなくてはならない事をす
る人たちだ。怠惰ではないが、たいしてイニシャ
ティブを取ることもない。必要な事をし、自分の
荷はかつぎ、自分たちの分は良く果たすが、実際
に物事を動かす実力者ではない。彼らは誠実で、
自分の仕事を全部他の人に任せてしまいたくはな
い。かといって、もっとやりたい、さらに踏み込
みたい、より重い荷を負いたいという望みもない。
自分たちにできる事、期待されている事をし、そ
れをうまくこなすことで満足しており、それ以上
は何も望まない。将来に目を向けたり、もっと良
いやり方を考えたりすることもない。余分の為さ
れるべき事があっても、それに気づかない。維持
者は、まさに現状を維持することしかしない。
　　３６．最大限者は、完全燃焼を目指す者だ。
最大限者はイニシャティブを取り、スケジュール
されている事や頼まれた事を行い、その上、為さ
れる必要がある他の事にも目を向ける。彼らは人
々を気にかけ、必要な場合は助けの手を差し伸べ
る。ホームの必要に気づき、誰から何か言われる

こともなしに、また自分の職務やミニストリー、
スケジュールされた仕事でなくても、その必要に
対応する。彼らはホームが幸せで、生産的で、軌
道に乗っているのを見届けたい。そして、ホーム
を前進させるために自分たちにできる事は何でも
喜んでする。最大限者は、まさに最後まで行く。
　　３７．わたしがファミリー・ホームにもっと
見たいのは、最大限者だ。言葉だけでなく行動で
違いをもたらしたいと望んでいる人たちを見たい。
イニシャティブを取る人、ホームに建設的な貢献
をする人、ホームを今よりも良くしたいと思う人
を見たい。自分よりも他の人のことをもっと気遣
うのをいとわない人を見たい。人生のあらゆる面
において優秀な者になると決意している人を見た
い。すべての人に対する謙遜なしもべとなり、違
いをもたらすために必要なことは何でも喜んで行
う人を見たい。わたしは最大限者がほしい！　あ
なたはそうなってくれるだろうか？

私たちは自分たちの分を果たすべき
　　３８．（ママ：）皆さんはもしかしたら、鍵
や賛美の武器、スピリット・ヘルパーなどありと
あらゆる霊的武器や賜物が自由に使えるのに、ど
うしてまだイエスのために懸命に働かなくてはな
らないのかと思っているかもしれませんね。「今
では物事がずっと簡単になっているはずでは？　
そんなに精を出したり、懸命に働いたりしなくて
もよいのでは。もしかしたら、物事が超自然的に
うまく運ぶかも。あるいは、あまり働かなくても
もっと奇跡が起こるかもしれない」と思っている
かもしれません。
　　３９．さて、超自然的に物事がうまく運ぶ時
もありますが、主はしばしば、私たちに自分たち
の分を果たすよう求められます。すると、主は私
たちにできない事をされるのです。これに関して
は、私たちの誰もがよく知っているラザロの話な

成成功が間違いないのに、そのために指一つ動かさないことほど、人生における大

きな失敗はない。
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優れた仕事をしようと決意する時、それはあなた
がわたしへの奉仕を大切に思っていることを示し
ている。魂を獲得したいという気持ちや、ファイ
ナンスを必死に求める態度、子供たちをよく教育
しようとする決意など、何であれあなたが重視し
ている事が表れている。すると、わたしはもっと
喜んであなたに歩み寄り、あなたにできない奇跡
や霊の事を行い、目に見えることと見えないこと
の両方の面であなたを祝福したい気持ちになる。
わたしのために精一杯働き、怠惰でない時、あな
たが真剣で、わたしにとって賢い投資先であるこ
とがわかる。そしてその結果、わたしはあなたに
報酬を注ぐのだ。
　　４４．だから、霊の内で懸命に働くだけでな
く、時間をつぎ込み、その時間を最大限に活かす
ことによってプロフェッショナルになることには
報いがある。証しに出る時は、自分にある時間に
できるだけ多くを詰め込むのは割に合う。そうす
れば、わたしはあなたを最大限に祝福できるから
だ。子供たちと一緒にいる時にはすべてを注ぎ込
み、プロ的で優れた教え方をするのは割に合う。
そうすれば、わたしはあなたも子供たちも祝福で
きる。ホームのために食事を作っているなら、誇
りをもって行い、全員が楽しみ栄養を取れる、お
いしくて健康的な食事を作りなさい。
　　４５．愛する人たち、わたしにすべてを捧げ
ることはいつだって割に合う。たとえ何をしてい
ようとも、目標を高く掲げ、プロフェッショナル
になり、忠実さと勤勉さに秀でることであなたの
仕事を輝かせなさい。

自分の荷を引く
　　４６．（ママ：）最近、あなたがホームの維
持者になっていたか、仕事を推し進め、違いをも
たらしているのではなく、やや怠惰で無気力に
なっていたなら、変われるように主に助けを祈り

ど、数多くの例があります。主には彼を死からよ
みがえらせる力がありましたが、人々にも何かを
するよう、「石を動かして」できる事をするよう
求められたのです（ヨハネ11:38-44）。
　　４０．ファミリー・ホームにいる私たちにも
同じです。ただ座って何もせず、のらりくらりと
過ごし、主が必要な資金をすべて与え、私たちの
代わりにプロビジョンやショッピング、証しをし、
子供たちを教え、食事を準備し、その他ありとあ
らゆる事をして下さるだろうと期待することはで
きません。もちろん、主は奇跡をなさる方です。
全宇宙の力をお持ちです。けれども、主は一定の
方法で働かれます。私たちを通して、また、私た
ちと共に働かれるのです。主は普通、私たちが自
分でできる事はされません。私たちにできない事
をされるのです。
　　４１．主は私たちと共に働かれます。私たち
が自分たちの分を果たし、主から召された仕事を
忠実に行い、「熱心で、うむことなく、霊に燃え、
主に仕え」（ローマ12:11）ているのを見るなら、
主は祝福されます。けれども、私たちが主への奉
仕やこの世への証しに時間を費やしたり、懸命に
働いたりする気がないと主が判断されるなら、主
はあまり私たちを祝福したくはないでしょう。自
分の才能をあまり活用しないか、投資せずに埋め
ているなら、あなたは報酬ではなく叱責を受ける
かもしれません（マタイ25:14-27）。

　　４２．（イエス：）花嫁たちよ、あなたたち
が忠実で懸命に働いている時、わたしはさらに祝
福する。あなたに与えたわたしのための仕事に熱
心に取り組んでいるのを見る時、わたしはあなた
をもっと祝福し、祈りに答え、あなたの働きから
の実をもっと鮮明に見られるようにしてあげよう
という気持ちになる。もちろん、わたしは肉の腕
で働くことを話しているのではない。あなたはな
お、わが霊の力によって塗油されているべきだ。
わたしは、あなたが自分の分や、実際にできる事、
わたしがするように示した事を行い、なまけずに
働くことについて言っているのだ。そうすれば、
あなたが自分にできることをするなら、わたしは
いつだってあなたにできない事をする。わたしは
必ずあなたを祝福する。
　　４３．あなたがわたしのために懸命に働き、

か
かろうじて生き延びているのか？　誰か

の重荷を負ってみなさい。そうすれば、

あなたの荷は軽くなって、それほど大変

ではなくなるだろう。
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献身のレベルについて祈る必要がある。
　　５１．のらくら者や怠け者で勝利チームを築
くことはできない。のらくら者とは、何もせずに
ぶらぶらし、当然すべきほど与えていない人のこ
とだ。怠け者とは、他の人がほとんどの仕事をす
るのを見ながら、その恩恵にあずかって満足して
いる人のことだ。自分がそのような部類に入ると
思うなら、自分がどれだけ献身しているかについ
て、心を深く探って自問すべきだ。
　　５２．あなたは本当に、ベストを尽くすため
にファミリーにいるのだろうか？　それとも、他
の奉仕のレベルの方があなたに合っているのだろ
うか？　あなたがここにいるのは、チームが前進
し、進歩を遂げるのを助けるために自分の分を果
たすためだろうか？　それとも、チームのペース
を落としたり、最低限しかしない、一等席や二等
席の乗客なのだろうか？
　　５３．全員が100%で働いているべきだ。一
部の人が50%働き、他の人が150%働いて、50%し
か与えていない人の穴埋めをするのではない。全
員が押し、引っ張り、支え、100%自分の分を果
たすなら、必要な時に誰かのために余分に10%与
えることはそれほど難しくはない。絶えず無理し
すぎ、限界に来ているわけではないからだ。
　　５４．というわけで、わたしがここで言おう
としているのは、ホームを勝利チームにしたいな
ら、全員が自分の分を果たさなくてはならないと
いうことだ。その役割が何であろうと、それがど
んなに大きくても、あるいは一見小さくても、す
べてを捧げ、チームを強くするために必要なこと
は何でも喜んで行うなら、あなたたちはやり遂げ
られるだろう。
　　５５．この世の軍隊では、このようなスローガ
ンが使われている。「チームを作ることではなく、
チームを強くすることが目標なのだ。」（つまり、
チームの一員に選ばれたかどうかが大切なのではな

求めると良いでしょう。過去を断ち、自分の性質
や個性、悪い習慣など、何であれホームに100%を
注ぎ込まないようにしているものを主に変えてい
ただかなくてはなりません。それから、あなたの
意志を主の側につけ、変わるためのステップを踏
むなら、あなたはきっと、最大限者になる途上に
いるはずです。

　　４７．（イエス：）勝利チームがスポーツを
しているのを見ている時、あなたは選手によって
負っている荷の重さがまちまちなのを見るだろう
か？　リレー競走で一人が全力疾走して、あとの
人はのろのろ走っているという光景を見るだろう
か？　あるいは一人のチーム・プレイヤーが怠け、
他のチーム・メンバーがそのプレイヤーのお粗末
なパフォーマンスによる時間のロスを埋め合わせ
るよう求められるのだろうか？　いいや。チーム
・メンバーとして、彼らは全員、最善を尽くす。
全力を注ぎ込むのだ。
　　４８．リレー競走の場合、各ランナーが全力
で走り、次のランナーにバトンを渡す。次のラン
ナーが自分の分を埋め合わせてくれるだろうと考
えて、ゆっくり走ったりはしない。自分が走る番
になったら、全力を注ぐ。体調を整え、厳しい訓
練を積み、練習する。チームに対する自分の責任
を完全に果たし、マイナスではなくプラスになれ
るようにだ。同様に、どの勝利チーム・ホームも、
一人一人が霊的な面でも実際面でも自分の責任分
担を果たす人たちで構成されているべきだ。
　　４９．あなたの仕事が皿洗いなら、全力を傾
け、最善を尽くして、誰かがあなたのいい加減さ
を補わなくても良いように、自分の責任をすべて
負ってその仕事をすべきだ。あなたやホームの他
のメンバーが何かの役割や責任を果たすことがで
きず、他の人がそれを埋め合わせなくてはならな
いこともあるだろうが、いつもそのような状態で
はなく、時折であるべきだ。
　　５０．全員が喜んでスケジュールに入り、穴
を埋めるために自分たちの分を果たすべきだ。だ
が、あなた自身がちょくちょくホーム内の「穴」
になったり、全力を尽くしてやってくれると頼り
にできないことが時々あるなら、あなたは助けに
なっていない。あなたはチームを引き下ろし、妨
げている「足手まとい」になっているのであって、

勝勝者になるのは大変だと思うかもしれないが、敗者になり、かつ仕事を終えられ

ないのはその二倍もつらい。
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く、チームに投資するかどうかが大切という意味。）
これはかなり要点をついている。ホームにたどり着
くのが目標ではなく、あなたがいることでホームが
より強くなっているかどうかが大切なのだ。あなた
はホームをより強くしているだろうか？　何らかの
面でそうしているべきだ！

極端に忙しい時の励まし
　　５６．（ママ：）ファミリーの皆さん、ここ
では、より懸命に働いたり、もっと時間を費やし
たり、ホーム内の責任をもっと担ったりすること
について話していますが、私はすでに耐えられる
以上の荷を負っている人たちにあてて話している
のではありません。主は、肉体的に可能な限りす
でに懸命に働いている人に対して、さらに懸命に
働くよう求めておられるのではありません。そん
な人たちには、「勝利チーム、パート6」にある
カウンセルが必要です。そして、きっと休んだり、
リラックスしたりする時間をもっと取るべきなの
でしょう。このカウンセルは、もっと責任を引き
受け、もっと荷を担い、もっと時間数をつぎ込め
る人を対象としています。そして、あなたは自分
のことをよく知っています。主があなたにさらに
多くを求めておられるのなら、きっとあなたの心
に語りかけられるでしょう。
　　５７．事実、皆さんのほとんどがそうだと
思うのですが、ものすごく懸命に働いてきた人
たち全員のために、私のホームにいるある女性
に主が語られた励ましのメッセージを紹介した
いと思います。この預言は、並はずれて忙しい
時期に受け取られました。この女性は他のプロ
ジェクトをしているため、普段の仕事ができな
かった人の代わりに仕事をしていて、その上、
自分自身の責任も果たしていたのです。この預
言は個人に与えられたものですが、あなたも自
分に当てはめられると思います。主はあなたの
ことも同じだけ愛しておられるからです。そし

て、男性の皆さん、このメッセージは元々女性
に与えられたものなので、メッセージのスタイ
ルはそれほど心に訴えないかもしれませんが、
原則は同じだけあてはまります。あなたもこれ
と同じ約束を自分のものとすることができ、す
べき事がたくさんある時には、主はこれと同じ
だけ優しくあなたのことを気にかけておられる
とわかります。

　　５８．（イエス：）あなたはわたしの心、魂
だ。わたしの思い、夢だ。わたしはあなたを気も
狂わんばかりに愛している。狂ったように恋して
いる！　あなたがとても懸命に働いているのを見
て、「これこそわたしの妻だ！　彼女は素晴らし
いじゃないか？」と思う。だが、それからこう考
えるんだ。「働き過ぎてはいけないよ、ハニー。
疲れすぎないためにも、まずわたしの腕の中で時
間を過ごさなくては」と。そして、後であなたを
見ると、あなたはまたしても懸命に働いている。
わたしはあなたを誇りに思わずにいられない。
　　５９．わたしはあなたに燃え尽きてほしくはな
い。そして、あなたが忠実に愛のベッドに来る限
り、そんなことは起こらないようにすると約束しよ
う。すべきことがたくさんある時に、ペースを落と
すのは難しいね。その気持ちはよくわかる。懸命に
働いていることで、わたしはあなたを責めない。そ
れどころか、ものすごく誇りに思っているよ。がん
ばりなさい！　だが、その過程であなたが疲れすぎ
たり、クタクタになったりしないよう、わたしも余
分に働いていることを知ってほしい。
　　６０．あなたは、デリケートな機械だ。多く
をこなし、多くを生産できるが、あなたに負担が
かかりすぎないよう、わたしは余分な手入れをし
なくてはならない。ハニー、わたしがそのような
手入れをしていることを知っておくれ。たった今、
あなたはこんなにも大きな荷を負っており、数多
くの事に取り組んでいるので、わたしはあなたが
動き続けられるよう、陰で守り、支え、手厚く世
話している。それには気づいていなかっただろう？
だが、あなたが感じようが感じまいが、いつもそ
うなんだよ。
　　６１．わたしはあなたを特別な力のバリアで
守っている。ところで、それは「太くたくましい夫
の腕」ともいう。わたしはこのようなストレスの多
い状況のどんなものも、あなたを参らせることのな

あ
あなたは最高の働き手となり、ものすご

い長い時間働けるかもしれない。だが、

他の人への愛がないなら、そのすべては

無駄である。
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いようにする。仕事量を見てがっかりするよう敵が
そそのかす時、実際その仕事量は本当に多いのだ
が、わたしはその攻撃を遮り、敵を吹っ飛ばす。敵
があなたを不安定にさせ、感情的にさせようとする
なら、わたしはその口を打ちのめす！ その通り、
わたしは大きくてたくましい夫であり、敵が妻に手
出しをしようものなら、わたしは怒る。
　　６２．だから、愛する人よ、これを知ってい
ておくれ。毎日がどんなにぎゅうぎゅう詰めでも、
敵がどんな攻撃をしかけようとも、わたしここに
いてあなたを守る。必要なら、この強い足を使っ
て敵を踏みつぶす。そして、わたしが忙しくあな
たのために戦い、敵を寄せ付けずにいる間、あな
たは安心して仕事に取り組める。わたしはすべて
を、あらゆる詳細にわたって完全に支配している。
それはすべてわたしの仕事であって、わたしがそ
のすべてを巧みに操っている。あなたはただ自分
にできる事をすればいい。できなかったことは次
の日まで待てる。
　　６３．愛する人よ、あなたはすべてを与えて
いる。あなたに与えられるのはそこまでだ。わた
しが求めるのはそれだけだよ。こんなにも多くの
面で注ぎだしているあなたを心から誇りに思って
いる。わたしはあなたが必要とする力、知恵、ビ
ジョン、忍耐、また身体的・感情的・霊的エネル
ギーを注ぎ続ける。あなたは枯渇することはない。
あなたが進み続けられるよう、みずみずしい愛の
種で満たしてあげるから。
　　６４．いとしいベイビー・バニー、愛してい
るよ。あなたがとっても必要だ。体に気をつけ、
必要な時には休みなさい。体と霊を休めるために
仕事を中断しなくてはならないとしても、あなた
はそうすべきだ。わたしにとって、あなたは仕事
よりも大切だ。だから、リラックスし、ストレス
から逃れ、わたしの腕の中に来て、しっかり抱き
しめられ、力を新たにされる時間を取りなさい。
　　６５．ダーリン、あなたに何千ものキスを送
るよ。何百万もの、何億ものキスを。とても疲れ

ている時には、わたしが頭のてっぺんからつま先
までキスしていると考えなさい。実際、あなたが
耐えられなくなるほど体中をいつまでもキスして
いるんだ。その一つ一つが霊的エネルギーを帯び
たキスで、あなたに新たな力を与える。わたしは
ここにいてあなたにキスし、あらゆるストレスや
プレッシャー、敵の攻撃を良きものに変える。あ
なたが必要とするすべての良きものに。

状況が公平に見えない時
　　６６．（ママ：）たとえ全員がホーム内にお
ける自分の役割を果たしているとしても、すべて
が平等に見えるとは限りません。たとえばスケ
ジュールを見て、どうして自分はこの人よりも
ディッシュの回数が多いのかと思うかもしれませ
ん。もしそう思うなら、主かホーム・マネージャー
に尋ねることができます。いずれにせよ、比べた
り、不平を言ったりしてはいけません。おそらく、
スケジュールを作っている時に、ホーム・マネー
ジャーはあなたの知らない何かの事情を考慮に入
れたのでしょうから。

　　６７．（イエス：）仕事面において、すべて
が必ずしも平等に見えるわけではないので、あな
たは、わたしやホーム・マネージャー、または誰
であれ、色々な仕事をやりくりし、スケジュール
を作っている人を信頼しなくてはならない。時に
は、やむを得ず一見不公平に思えるスケジュール
にしなくてはならないこともある。だから、早合
点しないように気をつけなさい。
　　６８．たとえば、妊娠している母親は独身の若
者ほどスケジュールに入っていないかもしれない。
それはただ、その母親には若者ほどのエネルギーや
時間がないからだ。あるいは、仕事外の時間に大勢
の子供を世話している父親は、子供のいない人より
もディッシュに入る回数が少ないかもしれない。だ
から、物事は公平であるべきなのだが、それは必ず
しもスケジュールに入る回数を同等にするといった
ように、仕事量を平等にすることとは限らない。だ
から、ホームの他の人よりもやることが多いように
見える場合には、必要なら尋ねなさい。けれども、
比べてはならない。それには何かもっともな理由が
あるのだと悟りなさい。
　　６９．そして、あなたがホームの他の人たち
ほどスケジュールに入れないなら、荷の多くを

ハハードワークが霊の力と合わさると、成功という爆発が起こる。
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担ってくれている人に感謝し、お礼を言うことは
非常に大切だ。妊娠している、子供が大勢いる、
様々な患いに悩まされているか、頻繁に旅や外出
をしなくてはならないミニストリーを持っている
など、スケジュールに入れない理由が何であれ、
余分にスケジュールに入ったり、家での仕事の矢
おもてに立っている人たちに対して感謝を示すこ
とは大切だ。
　　７０．他の人から助けてもらうのを「当たり
前」と考えてはならない。それは共同生活の益、
ファミリーであることの真の祝福だ。そして、あ
なたはそれをとても感謝し、頻繁に口に出してい
るべきなのだ。

喜んで小さな事をする
　　７１．（ママ：）ホームにいるすべての人が、
できるだけ仕事を分担すべきです。特に、これは
「いやな」仕事や困難な仕事に言えます。ホーム
には、「小さな人々」の仕事や、「きつい仕事」
ができないほど偉すぎる人がいるべきではありま
せん。取り組むのが難しいプロジェクトやしなく
てはならない嫌な仕事がある時には、全員が喜ん
で力を貸し、手伝うべきです。全員が喜んでそれ
らに取り組み、「手を汚す」べきです。

　　７２．（ダッド：）私がいつも言ってきたよ
うに、雑用やちょっとした仕事ができないほど偉
すぎるなら、あなたは私にとっても偉すぎる。神
の国にとっても偉すぎる！　あまりにも能力が
あって偉くなったので小さな事ができなくなった
というなら、それはきっとあなたの態度がでかく
なってしまったからだろう。そして、大きな事も
大してうまくやっていないのだろう。あなたがど
んなに忙しくても、どんなに多くの責任を負って
いても、さらにはどれほど小さな事が大したこと
ではないと思っているとしても、雑用ができない
ほど自分は偉いか大切だと思っているとしたら、
気をつけた方がよい！
　　７３．必ずしも、ちょっと
したことをやったり、雑用を
したりするのにどれだけの時
間を費やすかが問われるのでは
ない。中には大きな荷を負って
いる人たちもいて、他の人た

ちほどそのような事をする時間がないかもしれな
い。だが、あなたはどのような態度を取っている
だろう？　あなたの霊はどうだろうか？　それは
あなたの霊と態度の問題だ。あなたの態度が「私
は忙しすぎるから、ディッシュをしたり、トイレ
を掃除したり、床にモップをかけたりする時間は
ない。私にはもっと重要で大切な仕事があるか
ら。そういう仕事は誰か他の人に任せよう」とい
うものなら、それは全く主の霊ではない。時折こ
のような仕事ができるなら、そうすべきだ。それ
は、謙遜になるためにも良い。そして、それがで
きないか、ごくまれにしかできないなら、それを
する人に感謝を示した方がいいだろう。
　　７４．このファミリーにおいて、誰であれ、
小さな事ができないぐらい大物になった人がいる
なら、その人は大きすぎる。誰もが、できる時に
は、単調で地味なミニストリーや仕事を助けるべ
きだ。中にはミニストリー上、他の人よりもこの
ような仕事をたくさんしなければならない人もい
るだろうが、できる時には誰もが喜んで助けるべ
きだ。覚えていなさい、あなたたちは皆一つの
ファミリーであり、家を家庭にするには、時には
いやな仕事や退屈な仕事をすることは大切であり、
それを怠ることはできない。

仕事面でのバランスを取る
　　７５．（ママ：）今までは、誰かが自分の分
を果たさず、仕事の大部分を他の人に任せるに甘
んじているとどれほど大変かに焦点を当てました。
これはホームにおいて不健全であり、このような
状況は何としてでも避けるよう努めるべきです。
その一方、別の問題点もあります。メンバーが仕
事中毒になって、負うべき以上に、また肉体的に
可能な以上に仕事を引き受けてしまい、それで燃
え尽きてしまうことです。主や、バランスの取れ
た生活をするのに必要な他の事を怠ってしまうか
らです。これも極めて有害です。

　　７６．ホーム全員が自分の
分を担っているべきですが、振
り子が極端に行きすぎて、のら
くらしたり怠慢になったり、あ
るいは逆に仕事中毒になったり
してはいけません。どちらの労
働倫理も不健全です。あなた自

ププロは、小さな仕事さえも優秀に行う。
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身、それを認識していなくてはなりません。また、
ホーム・マネージャーの皆さんは、ホーム内でど
ちらの極端に走っている人もいないかどうかに目
を留めている必要があり、バランスがとれていな
いなら、あなたが関与しなければならないかもし
れません。
　　７７．次の主からのメッセージは、「勝利
チームを訓練する、パート6」で主が与えられた
バランスについてのカウンセルと密接に関連し
ています。中には繰り返しように思われる部分
もあるかもしれません。けれども、繰り返しこ
そ暗記の基本であり、少なくとも主がすでにこ
のシリーズで語られたメッセージの良い復習に
なります！　これは大切なカウンセルなので、
どうか心に留めて下さい。

　　７８．（イエス：）誰もが自分たちのホーム
を勝利チームにしたがっている。誰もが成功を
願っており、むだ骨を折ったり、実際面また経済
面での問題によりホーム全体が破綻したりするの
を避けたいと思っている。子供たちが幸せで、若
者が満足し、わたしが命じた仕事をホームがして
いるのを見たいのだ。
　　７９．それを達成する唯一の方法は、仕事
と、健全なバランスを保つために必要なその他あ
らゆる事柄との間に正しいバランスを保つこと
だ。このようなことについては、以前にも聞いた
ことがあるだろう。特に、ごく最近のこのシリー
ズでは。そしてさらに、心の中で、あるいは声に
出して「アーメン」と言っているかもしれない。
だが、あなたは本当にわたしが語っている事を心
から理解し、信じているだろうか？　立ち止まっ
て、このポイントについて真剣に考えてほしい。
数分間、仕事の手を休めて、ここ数週間あなたが
どうだったか考えてほしい。以下の質問を自問し
なさい：

 私は一日も欠かさず、御言葉と個人のとりな
しの祈りのための時間を十分取っただろう
か？

 今週、少なくとも2回は、リラックスして、
楽しみ、フェローシップするための時間を取
っただろうか？

 私は人々や自分の家族のために時間を取って
いるだろうか？

 問題が生じた時、私は真っ先に、立ち止まっ
て、祈り、主から聞くという反応をするだろ
うか？　それとも、自分で解決しようとし、
肉の腕に頼る傾向があるだろうか？

 仕事が重荷になり、圧倒されるあまり、その
他の事をする時間がないことがよくあるだろ
うか？

　　８０．以下は、別の側面からの質問だ：
 私はこのホームを心から自分のホームとして

考えているだろうか？　それとも、物事をう
まく行かせるのに、おもにステアリング・カ
ウンシルや他の人をあてにしているだろう
か？

 私は常日頃からホームの全体的な幸福度を上
げるために格別に努力し、個人的な楽しみや
好み、フリータイムを犠牲にしているだろう
か？

 私はよく、余分の仕事を避けようとしたり、
それについて不平や不満を言ったりするだろ
うか？　特に、それが単調であまり華々しく
ない仕事の場合は？

 私はスケジュールに書かれていることだけを
し、それ以上のことは滅多に率先してやらな
いだろうか？

　　８１．上の質問について考え、それらにつ
いてわたしに尋ねる時間を取ってほしい。あな
たが要点をつかんでおくのは非常に大切だ。バ
ランスが正しく取れていないと失敗してしまう
から。
　　８２．確かに、休まずに猛烈に働くなら、
多くの事が成し遂げられるだろう。自分の働き
から良い実が結ばれていると気づき、犠牲を払
う価値があったとさえ思うかもしれない。だが、
わたしの言葉やわたしとの時間を十分取らず、

仕仕事時間数は、その時間につぎ込む仕事内容ほど大切ではない。



1�	 勝利チームを訓練する、パート７ (#3596)
他の人を愛し、フェローシップする時間を滅多
に取らないなら、残念だが、あなたは失敗して
いる。それに気づくのはなかなか難しい。自分
の労苦の実は「失敗」のように見えないからだ。
だが、あなたは短期的な成果を考えるのをやめ、
長期的な成果こそ本当に大切であることに気づ
かなくてはならない。空っぽのままで働き続け
ているなら、結局、病気かノイローゼになって
すっかり止まってしまうだろう。
　　８３．また、あなたは気づいていないかも
しれないが、仕事中毒の態度はホームの他のメ
ンバー、また羊にとってもひどい見本になりう
る。仕事中毒は、素っ気なく、無愛想で、独善
的で、理解に欠け、祈り深くなく、賛美に満ち
ていないという傾向がある。だから、どんなに
たくさんの仕事を達成しても、あなたは惨めな
ほど失敗していることになる。愛は仕事よりも
ずっと大切だからだ。
　　８４．カインのことを考えてみなさい。カイ
ンは仕事中毒の典型だったが、彼の素晴らしい仕
事の成果は無に帰してしまった。彼は農業の面で
大きな進歩を遂げたかもしれないが、素っ気なく、
無愛想で、独善的で、理解に欠け、祈り深くなく、
賛美に満ちていなかった。そして、最後には人を
殺してしまった。
　　８５．だから、あなたが仕事中毒タイプでも、
わたしを心から愛し、兄弟を愛しているなら、こ
の面で大きな進歩を遂げるだろう。そのためにあ
るプロジェクトを完全にやめたり、他の人に引き
渡したりしなければならないなら、そうしなさい。
ファミリーにいる誰にとっても、忙しすぎて霊の
事柄をおろそかにしたり、人生を楽しんだりでき
ない理由は一つもない。
　　８６．あなたたちの王と女王を見なさい。彼
らは、あなたたちの中で一番忙しい人よりも多く
のすべきことがあると言って間違いない。そして、
彼らの肩にファミリー全体の責任がかかっている。
けれども、彼らは非常に長い時間を仕事に費やし
ているものの、それでもわたしやわたしの言葉、
他の人と過ごす時間、人生を楽しむ時間を見つけ
ている。
　　８７．わたしはあなたに、ひたすら働き続け
るためにこの人生を与えたのではない。仕事は人
生の一部にすぎない。あなたは、わたしに仕え、

またわたしを愛し、わたしが与えたものを楽しむ
ように造られた。わたしはあなたを愛している。
そして、幸せであってほしい。だからこんなにも
熱を込めてこれを訴えているのだ。
　　８８．だが、その一方であなたが仕事中毒で
ないというだけで、自動的に自分はアベルのよう
だと考えないでほしい。アベルは独善的な仕事中
毒者ではなかったかもしれないが、それでもわた
しのために勤勉に働き、わが声に従った。
　　８９．ここで、あることをはっきりさせたい。
あなたがたのチームがわたしの望む分だけ成功す
るには、ただ、大人のメンバーが一人残らずそれ
ぞれの荷を担い、その道に秀でるしか方法がない。
繰り返すが、仕事中毒になれとは言っていない。
わたしはただ、各自が自分の住むホームを自分の
ホームとして考え、ホームを成功させるためにベ
ストを尽くす責任があると考えるべきだと強調し
ているのだ。あなたはただの証し人、チャイルド
ケア・ワーカー、ティーチャー、ハンディーマン、
皿洗いなどではない。あなたは第一に、ホームの
メンバーであるべきだ。
　　９０．あなたの才能や重荷がどこにあるかは
関係ない。あなたの第一の責任は、自分のホーム
を勝利チームにすることだ。そのために自ら手を
汚し、特に楽しくないことをしなくてはならない
としても、また、自分は「重要」すぎてある一定
の仕事はできないと感じたとしても、あるいは、
毎日欠かさずフリータイムと個人的な時間を持つ
のは自分の「権利」だと感じたとしても、あなた
の責任はホームにある。あなたがどんなに年老い
たと感じようが、年若く感じようが、あまりにも
多くの試練を抱えていると感じようが、関係な
い。
　　９１．もちろん、全く同じ時間数働くだけの
強さやエネルギーを、全員が同じ分だけ持ってい
るわけではない。早めに寝る必要がある人もいれ

ホ
ホームの成功に貢献するために、毎日、

どのように自分の役割を果たすつもりか

を考えなさい。そして、それを心から行

いなさい。
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ば、腰が強くないために重い物を持ち上げられな
い人もいる。健康上の問題があって、毎日一日中
通りで証しをできない人もいる。また、子供がい
て、世話をしなければならない人もいる。だから、
仕事の日数や時間数を正確に同じにするのが大切
なのではない。誰が一番たくさんできるかを競争
しているのではない。これは、自分にできる最善
を尽くし、仕事面の生活で進歩を遂げられるよう
に、もう少し頑張ろうという態度を取ることが大
切なのだ。
　　９２．ワードタイムを取らず、リラックスす
る時間も全くないほど無理すべきではない。その
ことについてはすでに話した。だが、ホーム・メ
ンバーは一人残らず、その道に秀でるよう努める
べきだ。証し人なら、朝やっとのことでベッドか
ら出て、うわべだけやって、進歩の望みもなく全
く同じ事を繰り返しているだけでは不十分だ。自
分をプロの宣教師と見なし、証しやフォローアッ
プ、資金調達の新しく独創的な方法を常に探して
いるべきなのだ。
　　９３．子供たちを世話しているなら、最低
限の世話と教育を与えてかろうじてやっていき、
ついに子供を親元に送り返してやっと自分の部
屋に戻って好きな事ができる時間になるのを待っ
ているだけでは不十分だ。あなたは、最先端を
行くチャイルドケアのプロでなくてはならない。
子供たちの教育に個人的な責任を感じ、新しく
より良い教え方を模索するプロだ。あなたがた
は一人残らず、例外なしに、全員がホーム内の
荷をできる限りたくさん担い、勝利チームを築
くために常日頃から個人的な犠牲を払っている
べきだ。
　　９４．それには、非常に微妙なバランスが
必要とされるが、プロの宣教師であるあなたが
たはそれを習得しなくてはならない。わたしは
あなたがた一人一人全員に、「プロの宣教師」
の肩書きを与えた。そして、毎日懸命に働き、
わたしが与えた人生を楽しむための信仰を持つ
ことの両方によって、この肩書きを尊重してく
れると信じている。あなた個人がこのバランス
を取ることを学ぶなら、あなたが触れるすべて
が黄金に変わるだろう。

　話し合い

話し合いのための任意の質問
 あなた自身の仕事ぶりを向上させれば10万ド

ルあげると言われたら、そのお金を得るため
にあなたの労働倫理や生活習慣のどこが変わ
るだろうか？　それから、それについて考
え、あるいはそのようなアイデアを実行する
にはどうすればよいかを話し合う。

 ホームにもう１人メンバーを呼ぶとして、そ
の人は必要とされることを何でもできるし、
またするとしたら、あなたたちはその人にど
のような資質を求め、その人に何をしてもら
うだろうか？　それから、話し合ったどの点
であれ、誰かが今よりもう少し多くをするこ
とで、現在のホーム・メンバーによっておの
ずと負担されうるかどうかを見てみる。

 ホームにおいて、各自が自分の分の荷を担う
妨げとなっているものを話し合う。（理想を
言えば、意見を述べる人は、妨げになってい
るものを個人的な観点から、つまり何が自分
の妨げになっているかを述べるのが最善。）
それから、これらの妨げを克服する方法をブ
レーンストームする。

　賛美のアイデア

任意の賛美のアイデア
 仕事を助けるスピリット・ヘルパーの賛美：

あなたの仕事を助けてくれる、個人的なスピ
リット・ヘルパーを主に感謝する。（あるい
は、自分の仕事を助けてくれているスピリッ
ト・ヘルパーの名を知らない場合は、よく助
けを求めるスピリット・ヘルパーや他界した
聖徒を主に賛美する。）

 良いことと悪いことの賛美：あなたが好きで
はない仕事の何かについて、その仕事の良い
所を見つけて主に賛美する。それから、あな
たが特に好きな仕事に関する何か、つまり、
その「専門的職業」の特権を一つ、主に賛美
する。

 物事を変え、動かした人の賛美：優れた労働
倫理の手本であった、聖書や歴史上の人物を
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主に賛美する。懸命に働き、違いをもたら
し、物事をより良くし、あなたにとって霊感
となっている人を。

　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
 ホームで、団結や一つのチームとして共に荷

を引くことに関するクオートか鍵の約束を暗
記する。

 主はあなたにホームにおいてもっと多くをす
るように求めておられるのか、あるいは減ら
すよう求めておられるのかを個人的に祈る。
あなたは「仕事中毒」の分類に入るだろう
か？　もしそうなら、少しペースを落とす必
要があるだろうか？　それとも、ホームに貢
献するという面でもう少し率先したり、責任
を負ったり、能力を引き伸ばして働く必要が
ある方に入るだろうか？　自分はこちらのタ
イプだと決め込んではいけない。主が自分に
何を期待しておられるのかを尋ねてみなさ
い。あなたは最低限者、維持者、あるいは最
大限者のどれだろうか？

 自分の仕事について、あなたの働きぶりをど
う見ておられるのか、また、仕事をより簡単
に、また能率良くするためにあなた個人がで
きる実際的方法を主に尋ねる。

 ホームで忠実さや勤勉さに関する御言葉学習
をする。読むと助けになる基本的なレターの
例として、以下のものがある：

「しがみつけ」ML #703, DB 1
「小さな人々」ML #974, DB 1
「小さな事」ML #1372, DB 1
「死にいたるまで忠実であれ」
　　ML#1717, DB 2
「至福千年の準備」ML #1780, DB 2

 このＧＮを読んだ後、その週に、時間を取り、
率先して何かをする。スケジュールされてい
る以外の事を少なくとも一つやる。あなたが
ホーム内での必要に気づき、それを果たそう
という何かを。

　絶滅させよ

　　レサジー：なだめて寝かしつけ、自己満足に
陥らせる悪鬼。
　　アポジオン：無関心、怠惰、絶望感の悪鬼
長。

　活性化させよ

　　スタイリアン：彼女は御霊の焼き尽くす力に
満たされており、悪鬼レサジーとその仲間を破壊
するつむじ風。
　　アーコソン：アポジオンを打ち負かし、私た
ちに戦い方を教えてくれる戦士の天使。

　ホット・キー：優秀さ

　　９５．（イエス：）優秀さの鍵は、ビタミン
のようにあなたの弱い面を強め、強い面をさらに
極めるよう人生に働きかける。優秀さの鍵があれ
ば、あなたは自分の責任をうまく果たし、能率的
に荷を担い、ホームにプロらしく貢献し、それを
心から愛の内に行う力と能力を持つことになる。
この鍵は、わたしの奉仕に秀でることしか知らず、
あなたが実生活においてこの鍵を作動させる時、
わたしのためのあなたの奉仕のすべての面が何倍
にも改善されるだろう。

　祈りの後押し

　　９６．勇敢でハンサムな偉大な職場監督であ
る主に、働き手全員から万歳。私たちはあなたに
最善を尽くすと誓います。ホーム内の責任分担を
果たすという面に関して、私たちは最善以下では
満足しません。イニシャティブを取り、しっかり
した労働倫理を持ち、プロ・レベルでホームに貢
献することで、お互いを支えると誓います。
　　９７．この日をもって、私たちはあなたの
「ＧＩＴＡ」弟子になります。つまり、「すべて
を与える［Giving It Their All］弟子です。「最
後まで」やり遂げるまでやめない「ＧＩＴＡ」弟
子です！　私たちは、悪鬼レサジー、セルベジョ
ン、不活性化の悪鬼に対抗します。彼らは私た
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ちが団結をもって働かないようにし、怠惰での
らくら暮らすようにそそのかし、自分の役割を
果たさないようにし、あなたのために成功した
ホームになることの大切さを見くびるようにさ
せるのです。
　　９８．私たちが奮起した状態を保ち、あなたの
ために進み続けられるよう、スタイリアン、妖精天
使の戦士、イルミナス、活性化の天使たちの助けを
求めます。チェンジを受け入れ、歓迎します。私た
ちはトリプルＡのクリスチャンになることを誓いま
す。アラート（機敏）で、アウェア（認識）で、ア
タック（攻撃）するクリスチャンです！
　　９９．私たちはのんびり暮らそうとしている
のではありません。それは、腰抜けの生き方です。
悪魔と戦うガッツがない臆病者の弱虫の生き方で
す。私たちはあなたのためのファイターです。非
道な体制を呪うために召されたあなたの預言者で
あり、それこそ私たちが望んでいることです。私
たちは模造者になりたくありません。私たちは本
物です。ですから、革命的でオン・ファイアな
ホームの見本になる意欲を持てるよう、私たちの
内にあるすべてを奮い立たせて下さい。
　  １００．イエス様、私たちはあなたのために
活発でありたいです！　悪魔が気にも留めない役
立たずにはなりたくありません。たとえどんな抵
抗があっても、ただひたすら前進します。私たち
は次々に攻撃をかけ、ホームが基準に達するだけ
でなく、私たちが敵地を占領し、悪魔が逃げ出す
まで攻撃し続けるつもりです。私たちは征服され
るのではなく、征服するのです！
　　１０１．個人の生活、またホームとして守勢に
まわるという選択肢はもはやありません。どうか、
私たちを一つに溶け合わせて、攻撃的で戦うホーム
にして下さい。なされる必要がある責任や仕事を分
担し、それを快活に、愛情深く、謙遜の内に行う調
和の取れたホームにです。優秀さ、謙遜、愛、調
和、献身、積極的な率先の鍵を要求します。
　　１０２．あなたは、「このような祝福をもつ
民はさいわいです。主をおのが神とする民はさい
わいです」と言われました（詩篇144:15）。これ
こそ、私たちの願いです。私たちが愛と幸せに
よって、またあなたにすべてを捧げる働き手とし
て知られますように。愛しています！

　楽しい読み物

忙しく働くか、ほとんど働かないか？
ケビン、ＷＳ
　　この間、僕と妻は息子のケビン・ジュニアによ
り良い労働倫理を教え込もうとした。息子は庭で棒
を持たせたら何時間でも走り回っていられるぐらい
エネルギッシュで、鼻くそほじりに関しては細部ま
でいきとどいた念入りな仕事をするものの、4歳の
子供にとって、ハードワークは、お気に入りのアク
ティビティーが連なる長いリストの最後の方に入っ
ていた。生野菜のサラダを食べることや、マミーと
一緒に衣料売り場に行くことと同じぐらい順位が低
いだろう。それぐらいいやなのだ。
　　というわけで、僕たちは親として、子供に労
働倫理の在り方をぜひとも教えなくてはならない
と感じた。さもなければ、息子が35歳を過ぎても、
あれこれ指図しているかもしれない。こんな風に。
「ケビン、いいかげんに天国の邸宅で3Ｄテレビを
見るのはやめてくれないか！　お前が監督してい
る町の内、二つの町で水がなく、一つの町では鋤
（すき）を核弾頭に造りかえているぞ」とね。
　　（その反面、僕のハンディーマンとしての技
能はお粗末なものなので、至福千年の最初の300年
間は風車を組み立てているかもしれない。僕が監
督する町に神の恵みがあらんことを。それとも、
主は僕を、罰を受けなくてはならない大勢の腹黒
い元政治家たちの所に送られるかもしれない。）
　　とにかく、僕たちはケビンに卓越することを
学んでほしかった。そこで、簡単なお手伝いリス
トを貼ったんだ。そのすべてにはちょっとしたご
褒美がついていた。うれしいことに、今のところ、
息子はこの新しいプログラムによく対応している。
息子が巧みかつ徹底的に皿を片付け、トイレを掃
除し、鏡を磨き、その他もろもろのことをこなす
のに僕は驚いたものだ。また、トレイのスポンジ
が僕のデスクの上に置いてあったり、コンピュー
ターのモニターに消毒剤が思いっきりスプレーさ
れたりしていることにも驚いた。それでも、息子
の働きぶりには感心した。
　　これこそ、自分たちのホームを勝利チーム
にするものだと思う。つまり、トイレのスポン
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ジと消毒剤だ。だが、良い労働倫理と率先性と
いう能力がなければ、この二つは役に立たない。
この「率先性」というのは、「必要に気づき、
身をもってその必要を満たす」ことであり、「
家賃のお金を使って、サバイバルのためにカラ
メル・シロップを大量に買う」率先性について
話しているのではない。
　　そこで君はこう思うかもしれない。「ちょっ
と待って！　マルタのようになってはいけないよ！
僕たちは皆、イエスの足下に座って、主から学ば
なければ！！！！」　まず、言わせてもらうが、
感嘆符はそんなにつけなくてもよろしい。次に、
君は正しい。確かに僕たちは、主との時間を閉め
出してしまうぐらい働くべきではない。さもなけ
れば、僕たちはすっかりクタクタになって、ト
ラック何台分もの「種の起源」の本と同じぐらい
ファミリーにとって役に立たない存在になってし
まうからだ。
　　神の言葉によると、主が求めておられるゴー
ルとは、「勝利チーム」になることだ。それは、
勝つチームということだ。主が一度もこの概念を、
「勝利コーチ」として語られなかったことにみん
なも気づいただろう。つまり、プレイヤーが脇で
座って見ていて、コーチ（たとえばホームのステ
アリング・カウンシル）がまるで自動芝刈り機の
ようにフィールドを右へ左へと走り回るのを応援
するということではない。
　　また、僕の知っている限りでは、主は僕たち
が「泣き言チーム」を築くようにも励まされな
かった。さて、朝のオートミールが前日の残り物
のミートローフで量を増やしてあったら、あまり
気にいらないだろうが、それについて泣き言を言
っても何の役にも立たないと思う。けれども、僕
がここは自分のホームだと考え、資金調達を助け、
しっかりした長続きする活動を築けるよう手を貸
すのは（やせた栄養失調の腕かもしれないが）助
けになるだろう。もちろん、御言葉と良質のオー
ツで活気づけられた活動だ。
　　もちろん、部屋には見る物が色々あって忙し
いかもしれず、来週は何度か美容に力を入れなけ
ればと気がかりになっているかもしれない。そう
いえば、「ロード・オブ・ザ・リング」のエクス
テンディッド・バージョンも一回しか見ていない

かもしれない。けれども、オーツからミートロー
フを取り除く唯一の方法は、僕自身の『肉』体を
外に出して、オーツの種を蒔くことだけだ！
　　さて、話がうまくまとまっていないようだ。
　　とにかく、僕が言いたかったのはこれだ。
「勝利チーム」を築くためにさらに高いレベル
を求め、勝利し、進歩し、実り豊かなチームを
築くよう出来る限りのことをするのは全員の責
任であると共に、僕自身の責任でもあるという
ことだ。たとえば：
　　－新しい証しのミニストリーを始める。（「背
の低い人を顧みる」ミニストリーというのはど
う？）
　　－独創的な資金調達の方法を考え出す。（「そ
の通り、僕のボクサーパンツに描かれているのは、
天国の絵です！　裏面にある救いの祈りを読んで下
さい。」）
　　－メイル・ミニストリーをアップグレードす
る。（「敢えて言うけれど、ホーム・コンピュー
ターのコンセントを差し込むなら、もっと仕事が
はかどるかも。）
　　－ホームのインスピレーション・レベルを上
げるために積極的に貢献する。（「さあ、大興奮
を巻き起こす今晩のインスピレーションには、ラ
ザロの格好をして、身動きできないぐらい白いシ
ーツで体中をぐるぐるに巻いて来て下さい。」）
　　－オーツをプロビジョンする。（「ああ、いー
ともさ。バケツ持って、そっから取りゃあいい。馬
はもうすぐ腹いっぺいになるから。」）
　　－風車を組み立てる。（「さてと、この大き
な十字型はどこにつければいいのかな？　これ、
本当にいるの？」）

　　そこでふと思い出した。今、僕たちが受けて
いるこの「勝利チーム」の訓練すべては至福千年
とそれ以降の時代のための訓練の一部かもしれな
い。いったん、率先性や労働倫理、自分たちの仕
事におけるプロ意識を習得すれば、僕たちはもの
すごい至福千年的な方法で主に仕えられるように
なる。ただ、風車がなくても町に水を供給できる
よう望むけれど。それとも、主は親切にも、はる
か彼方の銀河系にある世界を見つけに行くよう僕
に求めるかもしれない。
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　要　約

　　１０３．（ママ：）勝利チームは、自分の召し
にしっかりと留まっているメンバーで成り立ってい
ます。彼らは、主がするようにと与えられた仕事を
行っているのです。勝利ホームのメンバーは、全て
の仕事やミニストリーが大切であること、調和の良
く取れた、幸福で、よく機能し成果を上げている
ホームとなるために、全員が互いに補い合って貢献
していることを知っています。勝利チームは、ある
特定の仕事が他のよりも優れているとか、重要だと
かいう風には考えません。全ての仕事が等しく、不
可欠であることを知っています。そのため、それぞ
れの役割を担うすべての人たちが、ホームのスムー
ズな運営に不可欠になっています。
　　１０４．勝利チームのメンバーは、それが何
であれ、溢れる活気と霊感を抱き、不平を言わず
に、良い仕事をすることを目標にします。また、
自分は他の人たちより優れているとか、他の人た
ちの方が自分より優れているとも考えません。ミ
ニストリーや地位で物事を判断したりもしません。
主が与えられた仕事をこなし、しかも立派な仕事
をするのです。

　勝利チームへの助言

自分の召しに留まる
　　１０５．現在、私たちのホームには、以前よ
り多くの役職があります。今では、ホーム・シェ
パードとホーム・マネージャーがステアリング・
カウンシルを構成しています。また、クライテリ
ア・モニターやボードのメンバーもあります。こ
れらの役職には「肩書き」があるので、逆にそれ
がなければ自分はあまり重要ではないとか、ホー
ムにとって不可欠な存在とはいえないと考えてし
まいがちかもしれません。でも、敵である悪魔の

そのような嘘に屈しないことがとても大切です。
それは真実とは全くかけ離れているからです。
　　１０６．私たち一人一人にとって最も大切な
のは、主の御心の場所にいることであり、主が与
えられた召しに留まることです。それは肩書きと
は無関係です。ホームにいる皆が自分の召しに留
まっているなら、ホームは成果を上げるでしょう。
しかし、ホームの皆が何らかの地位を得ようと必
死で、自分の召しを怠ってしまうほどになると、
そのホームは本来なるべきホームとはなれません。
あなた自身も、自分に最も適した役割を果たして
いないなら幸せではないでしょう。
　　１０７．ホームの成功は、演劇に似ています。
全員が自分の役を演じる時だけ、うまくいくので
す。確かに、他の人よりも大役といえるものがあ
るかもしれません。でも、俳優と、そして言うま
でもなく音響や照明係、音楽家、進行役、道具係
その他もろもろの裏方の人たちがいなければ、演
劇は成り立ちません。

　　１０８．（ダッド：）召しに留まるという主題
については、私があなたたちといた時にかなり何度
も話したし、こちらの世界に来てからも何度か話し
たことがある。あなたたちの多くは現在勝利チーム
を築く途上にあることから、主は私の心にこの主題
をもう一度取り上げる気を起こさせた。あなたたち
が、主の望まれ、また必要とされるホーム、一致団
結し、強く結びつけられた勝利ホームとなるには、
これは本当に大切な主題だからだ。

自分の召しに
留まる

他他の人が何をしているのかを見てばかりいるなら、手元の自分の仕事に集中する

ことはできないだろう。
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　　１０９．あなたたちの多くは、幼少の頃から
この節を聞かされていた。「各自は、召されたま
まの状態にとどまっているべきである」（1コリ
ント7：20）。それを暗記し、何度も引用したの
で、この概念はだいたい飲み込んでいると思うだ
ろう。確かに、あなたたちの多くは召しに留まり、
中には長い年月留まっている者もいる。それは実
に称賛に値する。
　　１１０．しかし、中には、それが自分にとっ
てあまり重要そうに思えないか、他にもっとやり
たい召しがあるのが理由で、主の与えられた召し
に留まることに苦労している人たちがいる。その
他にも、自分の召しがまだわからず、自分はこれ
という当ても導きもなくあちこちでもがいている
だけだと思っている人もいる。
　　１１１．さて、「召しに留まる」とは正確に
どういう事かを説明しよう。それはつまり、あな
たに求められていることが何であれ、全身全霊を
込めてするということだ。特に召しがないと思っ
ている人たちにとっても、この単純な真理が答え
になる。あなたはいつも何かの面で助けを求めら
れるだろう？　子供を教えたり世話をしたり、料
理や証しなど、それが何であれそれが、その日そ
の時のあなたの召しでだ。そしてそれに「留まる」
には、心も思いも魂も100％「打ち込」まなけれ
ばならない。体はそこにあっても、思いや心はこ
こにあらず、ではだめなのだ。それは真に召しに
留まる事にならない。それは、何の力もこもって
いない、ただのうわべだけのようなものだ。
　　１１２．勝利チームになるには、全員がそれ
ぞれの分を果たし、何であれ与えられた役割を満
たすようにしなければならない。全ての役割が重
要だ。一見小さな人たちが行う、一見小さな仕事
がいかに重要であるかを私は何度話したことだろ
う。私は「一見」と言った。それは、実際、彼ら
は全くもって小さな人たちではなく、小さな仕事
でもないからだ。彼らがしている仕事はとてつも
なく重要で、それをする人が誰もいないなら、仕
事全体がくずれてしまう！
　　１１３．子供の世話をする人、皿洗いやＪＪ
Ｔをする人、メイル・ミニストリーやフォロー
アップをする人、証しに行く人、毎日毎日料理を

する人、忠実かつ快活に召しをこなすこれらの人
たちは、主からすれば聖人だ！　私にとってもそ
うだ。だから、あなたたちにとってもそうあるべ
きだ。
　　１１４．一見「より大きな」責任を負ってい
る人たちは、それらのつつましい仕事をする人た
ちより自分の方が幾らか重要で、必要とされ、不
可欠な存在であると何度考えただろうか？　さて、
彼らがいなければ、全ての皿洗い、料理、全ての
子供の世話、全てのフォローアップなど、挙げれ
ばきりがないが、それらを全部自分でしなくては
ならなくなることを忘れてはいけない。それは人
間には不可能だ！　ホームの仲間たちや同労者た
ちが喜んで自分たちの召しにしがみついていてく
れなければ、あなたは自分の召しに留まれない。
　　１１５．また、自分のミニストリーや、主が
与えられた召しを取るに足らないものと思ってい
る人たちに言おう。それは全く真実とかけ離れて
いる。敵はまさにそれを信じ込ませようとする。
あなたに自分の場所を卑下させ、それを嘆き悲し
ませたいのだ。敵は、肩書きも権限もあるもっと
大きくて重要な仕事を望ませたがっている。
　　１１６．さて、言っておくが、私はファミ
リーの指導者という召しを持っていて、あなたた
ちが巨大な仕事、多くの責任とみなすものを持っ
ていたが、それはそれほども華やかで栄光に満ち
た仕事でもなかった。本当だ。正直に言って、か
なり骨の折れる仕事だった。私がそれをしたのは、
それが主の与えられた召しだったからであり、主
やあなたたちの誰をも失望させたくなかったから
である。だが、小さな仕事ができた無名な小人物
の時代を懐かしく思った事が何度かあった。だか
らこそ、私は、ホーム内の細々したこと、あれや
これを修理し、ハンディマン・プロジェクトに取
り組むなどといったことに関わるのを楽しんだの

あ
あなたは、人生という車のドライバーだ。

あなたのために選ばれた道を走り続けな

さい。さもないと、事故に巻き込まれて

しまう！
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だ。私にとってそれは楽しい仕事であり、ちょっ
とした休憩であり、心から楽しんだものだ。
　　１１７．諸君、あなたたちがもっと大きな責
任を担う日が来る。終わりの時が近づくにつれ、
主は、あなたたちが皆、主の真理の御言葉を求め
てやって来る群れの羊飼いとなると、何度も繰り
返し言っている。その日には自分の召しもとても
エキサイティングになるだろうし、それに留まる
のも今より楽だろうと考えて、その時が来るのを
楽しみにしている人たちが幾らかいるね。自分を
頼りにする人たちがそんなにもたくさんいるので、
かなり栄光に満ちた仕事だと想像している人たち
もいるようだ。さて、それがそれほど栄光に満ち
た仕事ではないことはすぐにわかるだろう。その
立場に立ち、責任の重さを実感すると、すぐに目
が覚め、必死な状態になるだろう。
　　１１８．しかしここで私が言いたいのは、今
この場所で、主があなたに求められる仕事という
召しにしがみつくことを学ばないならば、主が将
来あなたに与えようと思っている召しに留まる準
備もあまり整わないだろうということだ。重荷と
責任が重すぎて、もう楽しいとは思えず、しっぽ
を巻いて逃げ出したくなるのが関の山だろう。こ
とわざにもあるように、「自分の仕事に専念せ
よ」。主はあなたたち一人一人に、その人にしか
ない才能や賜物を与えられた。
　　１１９．少し時間を取り、ホームにいる人た
ちにどんな才能や賜物があり、
それがチーム全体をどう補って
いるかを見てほしい。実際、そ
れを全体のアクティビティーと
して、夜のミーティングでして
みるのもいいだろう。一緒に住
んでいる兄弟や姉妹に、その人
がホームにもたらしている特別
な輝きを告げ、彼らなしの生活なんて考えられな
いと言いなさい。その人が去るならホームにとっ
てどのような損失になるかを告げ、彼らとの交友
や支えという祝福がなくなると言いなさい。そう
するなら、一人一人に、感謝の言葉の期待に添い、
自分の持つ可能性を引き出そうという気持ちがわ
くだろう。

　　１２０．主が人の体を様々な部分や機能に分
けて造ったように、勝利チームもそのように作ら
なければならない。自分の体を見てみなさい。と
ても複雑にできているのに、どれほどうまく動く
ことか。頭が三つで脚が一本で、腕がなかったら、
きっとあまりうまく体を動かせないだろう？　体
の全部が頭になりたがったり、脚になりたがった
りしたら、体はいったいどうやって機能するのだ？
体のそれぞれの部分がふさわしい場所についてい
て、それぞれが喜んで自分の召しに留まっている
ことを感謝するだろう？　それでこそ、うまく働
き、完璧に動く体になるのだろう？
　　１２１．自分のホームもそうであってほしいと
思わないかい？　うまく動き、支障なく機能し、進
歩を遂げ、主が定められた勝利チームになりたい
と？　これを達成する一つの鍵となることは、各メ
ンバーが互いに他人の仕事をうらやましがらず、足
ではなく脚であればよかったなどと望まず、自分の
召された場所で自分の召しに喜んで留まるという気
持ちを持つことだ。その事を考えてみなさい。重要
な体の一部である足があってバランスを取らないの
なら、脚だけではうまく立てないだろう？
　　１２２．だから、自分がただの足、あるいは
つま先に過ぎないと感じても、自分の仕事は大切
だと感謝できる。体全体、つまりホーム全体が立
つのを助け、あなたが仕事をしないなら、全体が
くずれる事はほぼ間違いないのだから。

　 　 １ ２ ３ ． 一 方 、 自 分 が
「頭」だと思っている人たち
は、他の体の各部分がなければ
自分は無であると知ることが賢
明だろう。一緒にいる人たちに
感謝しなさい。そして、自分の
ホームをうまくいかせるには、
それぞれの人たちがいかに重要

かを忘れないように。
　　１２４．一人一人が自分の召しに真に留まり、
主が与えられたそれぞれの責任や仕事を、全身全
霊を込めてすることで自分の分を果たし、役割を
果たすなら、素晴らしくよく働く体ができてくる
だろう。あなたたちのホームは、一人一人が自分
の荷を引き、さらに余分を引くゆえに、望んでい

あ
あなたにとって一番大切な

仕事とは、あなたがするよ

うにと召された仕事だ。
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た通りの勝利チームとなるだろう。ホーム内での
責任や果たすべき役割がうまくいき、順調に流れ
ている事を確実にするために、全員ができる全て
をしていることになるだろう。
　　１２５．これをホーム内で実現させるよう努
力しなさい。そうしていけば、勝利への道を行く
ことになる。そして、主があなたたちのホームを
大いに力強く使われるのを見るだろう。主の愛に
あって、ぴったりと合わさり、調和がよく取れた、
固く結び合わされたチームとなるからだ。

比べ合いに気をつけなさい
　　１２６．（ママ：）あなたは、比べ合いとい
う悪魔の誘惑に対して軍旗を掲げなくてはなりま
せん。比べ合うことは、他の何よりも、あなたの
喜びや幸福や満足感を素早く奪い取ります。自分
が他の人ほど「使われていない」とか、自分の仕
事は誰それよりも重要でないと感じるなら、それ
は真の誘惑となり得ます。また、誰かのミニスト
リーには肩書きがあったり、自分の状況は何も変
わらないのに、誰かがどんどん新しい仕事や責任
を任されているのを見ると、自分のミニストリー
を他の人のそれと比べてしまいやすいものです。
　　１２７．その逆もあります。新しいミニストリ
ーや仕事に就いた人たちが、自分には肩書きがあっ
て仲間のホーム・メンバーにはそれがないので、そ
の人たちと比べて自分は優れていると考えてしまう
のです。しかし、それは主の見方とは全く異なりま
す。主は、肩書きや地位や資格で私たちを判断しま
せん。主が一番重視しているのは、私たちの愛と忠
実さです。最大の賛辞は、自分の役割を喜びと忠実
さをもって果たし、主が召された仕事をすることに
満足している人たちに送られます。
　　１２８．比べ合いは危険な罠であり、ただ不
満と不平と不幸と頑固さと苦い根へと導きます。
ファミリーの皆さん、あなたの人生とホームにお
いて、それに敵対して軍旗を掲げましょう。

　　１２９．（イエス：）以前にも言ったがも
う一度言おう。ファミリー内に重要でない仕事
はない。肩書きがあろうと無かろうと、手柄が
伴うものであろうとなかろうと、称賛と喝采が

得られるものであろうとなかろうと、それはわた
しがあなたにするようにと召した仕事なので、大
切な仕事なのだ。わたしは、肩書きによって人を
判断しない。つつましい仕事であれ大いなる仕事
であれ、その人が奉仕においてわたしに対して抱
く愛と忠実さによって判断する。
　　１３０．わたしは人々を、地上での人生のか
なり広範囲な仕事や奉仕に召すのであって、わた
しがその人を何かの仕事に召す時は、それがその
人にとってわたしの最高の意思なのだ。確かに、
コーチに召される人もいれば、ホーム・シェパー
ドやマネージャーに召される人もいるだろう。ま
たクライテリア・モニターやボード・メンバーに
召される人もいる。しかし、それらの新しい肩書
きに就いたからといって、その人たちが他のミニ
ストリーや従来の肩書きを持っている人たちより
も偉いとか、有用になったというわけではない。
ホーム・シェパードは、子供を忠実に教えホーム
のために料理をする母親よりも重要というわけで
はない。クライテリア・モニターは、毎日通りに
出てわが言葉を至るところに広めている証し人た
ちよりも有用だというのでもない。肩書きによっ
て、重要性や価値の順に並べられることはない。
　　１３１．あなたが誰であれ、わたしが今あな
たに与えている仕事は、あなたの人生においてわ
たしの最高の意思であり、それ以外の奉仕の場所
では、実際、わたしにとってあまり役立たない
場所に置かれることになる。わたしがあなたに
ティーチャーになるよう召し、その非常に栄誉あ
る役を担うよう求めたならば、その時点であなた
が持ちうる最高の肩書きはそれなのだ。その時に
わたしが、あなたのメイト、あるいは友人、ある
いはホーム内で同等の仲間だった人に、ホーム・
マネージャーに召してその肩書きを与えるならば、

強強いチームとは、熱意と満足感、喜び、全身全霊をもって自分の役割を果たすメ

ンバーで構成されている。
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それもまた、その時点でその人が持ちうる最高の
肩書きということになる。ミニストリーに関わら
ず、両方とも、わたしが与えた役割を受け入れた
のだから、両方とも、有益性と奉仕の面で最大限
高い地位に就いている。片方が他方より高い地位
にいるのではない。
　　１３２．あなたの肉の観点や論理付けでは、
そのように見るのは難しいことはわかる。あなた
がたの目には、肩書きのある人の方が有用性の測
りにおいて高い地位にあり、「家庭的」あるいは
「単調」なミニストリーは「下の方」のようにと
映る。ほとんど自分は取り残されていて、「良い
方」は全て選ばれて新しい地位に就いたが、自分
を含め、そうでなかった者たちはいわゆる収穫の
残り物であるように感じている。しかし、残念だ
が、それは非常に否定的で醜い見方だ。　
　　１３３．わたしは、一体いつから、肩書きの
ある者をより重用し、尊ぶようになったのか？　
一体いつから、わたしはひいきをしたり偏愛した
りするようになったのか？　わたしはあなたを奉
仕の場所に召した時、あなたを、ただあなた一人
だけのことを考えた。あなたの人生と、全ての必
要と、心の願いに目を留めた。あなたの霊と、献
身と、有用性と、わたしへの愛と忠実さを見た。
また、あなたの可能性と能力と、わたしの霊に対
する必死さとを見た。それからあなたのための場
所を選んだのだ。
　　１３４．わたしは、あなたを他の人と比べて
測ったりはしなかった。「おや、彼は彼女よりも
っと霊的だから、こっちの役割をあげよう。彼女
にはそっちの役割がいいだろう」と言ったのでは
ない。すまないが、それはわたしのやり方ではな
い。あなたの人生を見、それからあなたのためだ
けの計画に従って、あなたを測る。それから、あ
なたのためだけに特別に用意した奉仕の場所、ミ
ニストリー、肩書き、召しを与える。そしてまた、
他の人を見、あなたの時と同じように個人的で親
密な方法で、彼らの人生に働きかける。
　　１３５．わたしがあなたにたった今与えた召
し、ミニストリーは、あなたにその管理を任せた
非常に高価な宝と同等の価値がある。どの宝も、
他よりも有益だとか、価値があるということはな

い。そうではなく、どの宝もわたしの目には同じ
だけ貴重だ。あなたは、自分の宝を他の人と比べ、
自分の思いの中で他の人の形や色やサイズが違う
から彼らの方がずっといいに違いないと決めつけ
ることで、損をしている。それは間違っている！
大きなルビーの隣りにある小さなダイヤモンドは、
あまり価値がないように見えるかもしれないが、
実際はその重さの価値は同じようなものだ。
　　１３６．この主題については、わたしの見方を
求めなくてはならないだろう。あなたは個人的に、
自分の肉的な論理付けや、測定方法を取り除くよ
う、わたしに求める必要がある。このポイントは何
度でも繰り返してもいいほどだが、あなたが個人的
に、わたしの観点やわたしが見る見方を受け入れる
と決めるのでなければ、この面で真に勝利を得るこ
とはないだろう。あなたの人生に対するわたしの見
方を当てはめないのなら、わたしの言うことはあな
たを本当に変えたり、助けになったりしない。ホー
ムにいて幸福で充実し、生産的になるには、わたし
の見方で物事を見る必要があることに気づかねばな
らない。自分がどのような状況下、場所にいても満
足することの重要性に気づかねばならない。
　　１３７．あなたのホームがただ効果的にとい
うだけでなく、優秀かつ、わたしが意図した通り
に効果的に機能するには、各自が自分の奉仕の場
所を非常に光栄な召しの場として受け入れる必要
がある。わたしは以前、これを大きな機械の仕組
みや、自動車、時計や人体の仕組みにたとえて話
してきた。それがちゃんと機能するには、各部品
や各部分や各メンバーは、満足感と団結をもって、
能力の及ぶ限り自分の役割を果たさなければなら
ない。さもなければ、全体が崩壊するだろう。一
人のメンバーが車軸になりたかったと言って、車
軸を動かす方の役を拒むなら、すぐに車軸も車輪
もバラバラになり、機械全体も崩壊するだろう。

他
他の人の仕事や奉仕の場を見て不満足に

なったり、鋤を捨てたりすることがあっ

てはならない。
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　　１３８．あなたはこの原則をとてもよくわ
かっているのに、それでも自分の人生にそれを当
てはめるのに苦労している。誰かがリーダーの地
位に就くのを見ると、すぐに落胆させられる思考
に撃たれる。つまりこれは、自分はその人ほど優
れていないとか、それほど霊的でないとか役に立
たないという意味に考える。あるいは、あなたの
方が何かのリーダーの地位に就いて、突然他の人
に対する見方が変わり、自分の方がもっと重要で
必要とされていると思い始めたのかもしれない。
　　１３９．どちらの態度も同じくらい間違ってお
り、醜い。わたしが誰かを新しい奉仕の場所に移し
たからといって、決して、あなたや他の誰をも、よ
り低い地位に置いていることにはならない。証し人
であれ、ティーチャーであれ、ハンディーマンや
シェパードやプロビジョナー、コーチあるいはクッ
ク、その何であれ、わたしが召した仕事を果たして
いるなら、肩書きが何であろうと、有用性と有益さ
と偉大さは、わが目において全て等しい。
　　１４０．わたしの最大の賛辞は、わたしが置
いた場所で誉れを持ってその役割を果たした忠実
な人に向けられることを忘れないように。あなた
がそうしているなら、あなたはわたしが望むすべ
てになっている。天国に来て、大いなる報酬を受
け取る時、わたしがあなたに何というか覚えてい
るだろうか？　「良い忠実なしもべよ、よくやっ
た！」だ。この言葉を少し考えてみよう。わたし
はあなたを何と呼んだだろう？　良い忠実なシェ
パードと言っただろうか？　あるいは何かの肩書
きに「良い忠実な」を付けて呼んだだろうか？　
良い忠実なクライテリア・モニター？　良い忠実
なホーム・マネージャー？　いいや。あなたがた
が地上から天国に持って来る一つの肩書きは何
だっただろうか？　しもべだ！　
　　１４１．天国に来たら、全員が同じレベルの
土俵にいることが明確にわかるだろう。あなたが

たは皆しもべだ！　全員が、良い忠実な、有用な
しもべだ。わたしの家のどの部分を担当するので
あれ、わたしはあなたがた一人一人に、なりうる
限り最善のしもべとなってもらわなければならな
い。一人でも欠けるなら、なされるべきわたしの
仕事に損失と欠如がもたらされる。
　　１４２．あなたのミニストリーは重要だ。そ
れは、わたしにとって重要だからだ。わたしがあ
なたの手、人生に任せた場所は何でも、わたしに
とってとても重要だ。それは、あなたのためだけ
に、わたしが準備し、創造したものだ。わたしの
心からのプレゼントなのだ。どんなミニストリー
や召しもただ受け取ってくれるなら、それはわた
しの心に触れ、大いなる喜びをもたらす。それは
確かにわたしからの価の付けられないほどの贈り
物なのだから。
　　１４３．あなたがわたしから与えられた贈り
物を批判する時、わたしはとても悲しい。あなた
が他の人たちに与えたものと比べることでわたし
の創造物をけなす時、わたしはとても悲しい。わ
たしはあなたをこの世で一番幸せな妻にしようと
して、愛と心とをひたすら与えようとしているの
に、あなたがたの中には、それを手に取ってから
わたしが造ったものに向かって嫌な顔をする人た
ちがいる。さらには、わたしが与えた高価な真珠
をさげすむかのような態度を示す人もいる。あな
たの召し、仕事とは、その真珠であり、わたしの
心からの美しい贈り物だ。あなたは、その真の美
しさが見えなくても、わたしから来た物だという
だけでそれを受け入れ、尊び、愛することができ
るだろうか？　そうするならわたしは大いに喜び、
それはわたしの心に特別な方法で触れる！　わた
しはあなたがたをとても誇りに思い、もっともっ
と与えたいという気持ちになる。
　　１４４．わたしからの奉仕の場所を受け入れ
る事を選ぶならば、あなたは、満足や幸福や充実
感、祈りの答やわたしが与えたい願望の成就とい
う祝福を受けられるよう、自分自身をオープンに
していることになる。わたしは約束する。自分の
召しをただ受け入れ、「私はこの贈り物が大好き
だ。これはわたしの夫の手から来た贈り物で、夫
はいつも私にとても良い物を下さるから」と言う
なら、あなたの人生はより良い方に動き始める。
わたしがあなたの見方や感じ方を変え、わたしの
それを代わりに与えていくからだ。

ああなたたちは皆、同じ大義、同じゴール、ホームの成功のために共に働いているの

だから、自分とは違った面で使われてい

る人を尊敬し、感謝しなさい。
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自分の召しを見つける
　　１４５．（ママ：）自分の召しが何かわから
ない場合、どうしたらいいのだろうと思っている
人もいるかもしれません。自分がどの鋤（すき）
を手にかけているかがわからないなら、どうやっ
て「手を鋤にかけ続ける」ことができるのでしょ
うか？　ここにあるのは、この主題に関するアン
サー・マン、主からメッセージです。

　　１４６．（イエス：）自分の召しがわからな
いなら、「召しに留まる」のは少し難しい。今す
ぐそれがわからなくても構わないが、それについ
てわたしに尋ね、わたしの完璧な意思が何なのか
を探し始めるべきだ。あるいは、シェパードたち
と話し合って何かインプットがあるかどうかを尋
ねたり、自分に何が合うのかを見るために、幾つ
かのミニストリーを試しても良いかもしれない。
だが何をするにせよ、ビジョンを持たずに、また
何をするようわたしから定められているかも知ら
ずにあがいていてはいけない。そうでないと、あ
なたは悲しく、満たされない気分になってしまう。
自分がわたしから召された場所におり、わたしか
ら定められた仕事をしていると知っているなら、
いつだって一番幸せなのだ。
　　１４７．けれども、殆どの人には、生涯に様々
な召しがある事を忘れてはならない。大抵の場合、
一人の人に対するわたしの召しは、時と共に変わる。
あなたはある一定の期間、証し人として召されるか
もしれない。それから、プロビジョナーとして召さ
れ、それからティーチャーとして召され、その後、
何か他のものに召されるかもしれない。そして、時
には一度にその三つに召される事もある。永遠に一
つの召しに定められるわけではない。わたしの意思
は変わる。そして、あなたの召しもわたしの意思に
従って変わる。だから、オープンでいなさい。
　　１４８．多くの場合、それは一つの過程である
こともあれば、何がわたしの召しなのかを見極める
ための様々な要素がある場合も
ある。時には、おもに最も切実
に必要とされる事に基づいて召
しが決まることもある。また、
あなたが人生において何を必要
としているかに基づいて決まる
こともある。あなたが何をした
いかに基づいて決まることもあ

る。また、賜物や才能に基づいて決まる事もあれば、
他の人の賜物や才能や必要に基づいて決まることも
ある。それによって、あなたがどんな穴を満たすべ
きかが決まるからだ。一時的なものもある。普通は、
これらの要素が組み合わさっている。だが、要は、
毎日全身全霊を込めて自分に求められている事をし
ているなら、自分の召しを果たしているという事だ。
それこそ、召しに留まっているということだ。

自分の召しが好きではないなら？
　　１４９．（ママ：）主は、あなたが重荷を持
ち、個人的にしたいと思っているミニストリーや仕
事を実際にできるように取りはからって下さること
があります。けれども、そのようにならないことも
あり、どちらかといえばあなたにとって犠牲となる
ことをするよう求められることもあります。たとえ
ば、あなたはオフィス・ワーカーになりたかったの
かもしれませんが、主は少なくとも今のところはあ
なたを証し人に召されたかもしれません。主が与え
られた召しが、あなたの第一希望、さらには第二ま
たは第三、第四希望でさえないこともあります。
　　１５０．ですから、あなたの好みではない仕事
やミニストリーをするよう求められた場合、何が本
当に大切かを覚えているのは助けになります。主の
御心の中にいることが、最も大切なことです。それ
こそ、幸せになる秘訣です。私たちの考え方とは裏
腹に、それが主の最高の意思ではないなら、自分た
ちのしたい事をしていても決して心から幸せにはな
れません。たとえ私たちの夢や希望が犠牲になった
としても、主が望まれていることをする時、私たち
は一番幸せになり、最も祝福されるのです。
　　１５１．ある人が最近送ってくれたクオート
を思い出しました。「プロとは、特に気分が乗ら
ない時でもベストを尽くせる人である。」　けれ
ども、私たちの「職業」の素晴らしいところは、
主が求めておられることに委ね、主に仕えつつ賛
美するなら、大抵、主は私たちがそれを楽しみ、

好きになるのを助けて下さると
いう点です。あなたはその仕事
に満足するようになります。そ
して何よりも、自分は主が望ま
れる事をしており、主の御心と
いう最も安全で安定した場所に
いるのだという、揺るぎない心
の平安を持つことができます。

神神は肩書きによって判断しない。だから、あなたもそ

うしてはならない。
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　　１５２．（イエス：）わたしは、あなたの奉
仕の場を喜びと霊で満たしてあげよう！　あなた
の奉仕に喜びを見いだせるようにしてあげよう。
自分の仕事に前向きに取り組めなかったり、やる
気が起こらなかったりしたとしても、とにかくそ
うであるように行動するよう努めなさい！　あの
クオートのように、ネガティブに感じているなら、
ポジティブに行動しなさい。試してみなさい！　
ミニストリーについては、このクオートを実践し
なさい。自分の奉仕の場にそれほど意欲がわかな
いなら、それが大好きであるかのように行動しな
さい。顔に笑みを浮かべて、自分の仕事が好きな
理由を見つけなさい。そして、それについてわた
しに賛美することで、その理由を拡大しなさい。
　　１５３．自分がする事に喜びを見出しなさい。
たとえそれがつつましくても、偉大でも、仕える
ことの喜びを再び得られるよう、わたしに助けを
求めなさい。わたしは、新たにされた強さによっ
て、あなたが難しい物事をするのを助けることが
できる。喜びの鍵を要求しなさい。それらはあな
たの力となり、あなたの仕事を以前より楽で簡単
で、楽しいものにしてくれるだろう。

チャイルドケアのプロという召し
　　１５４．（ママ：）このＧＮに取り組んでいた
時、主はファミリーで最も大切なミニストリーであ
るのに、常日頃から十分な称賛を受けているとは決
して言えないミニストリーのことを思い出させまし
た。それは、素晴らしい子供たちを教え、世話する
ことです！　主はこのＧＮでは他のどの特定のミニ
ストリーにも注意を引きつけておられませんが、主
がチャイルドケアというミニストリーを非常に高く
評価しており、チャイルドケアを自分の召しとし、
それに「留まっている」人たちに心から感謝してい
ることを示すために、このミニストリーに焦点を合
わせるようにと告げられました。チャイルドケアの
プロの皆さんは、私から言わせるなら英雄です。そ
して、次のメッセージを読めばわかるように、主も
皆さんを英雄と考えておられます。私は皆さんのこ
とを誇りに思っています！
　　１５５．そして、チャイルドケアのプロにな
ろうとしている皆さん、この高い召しを喜んで引
き受けてくれて感謝します。主があなたをそう召
しておられるなら、他の何をしても今以上に幸せ
になることはありません。ファミリー内で子供た

ちを教え、訓練することは、最も重要なミニスト
リーの一つです。そして、これを自分の職業とし
ている皆さんは、ものすごく祝福され、報われる
ことでしょう。主があなたを呼んでおられるなら、
今日、このチャレンジを受けて下さい！　あるい
は、あなたのホームでその必要がすでに満たされ
ているなら、この素晴らしいミニストリーに召さ
れた人たちを支え、敬意を払って下さい！

　　１５６．（イエス：）特に第2世代の者にとっ
て、子供の世話に時間を捧げることには様々な恐れ
が伴う。中には、それは退屈で、刺激がなく、「過
去のこと」、まだ若くて訓練を受けていた頃にして
いたミニストリーだと感じている人がいる。でも、
今では大人になり、自分の召しを探して選ぶことが
できるので、自分の職業としてチャイルドケアを引
き受けるよりももっと良いことができると考える。
　　１５７．また、あなたには根拠のないでたら
めにすぎない思いや感情がある。チャイルドケア
は束縛されるミニストリー、息が詰まるような職
業、野心を持たない人の仕事だといった考えだ。
かつては求められ、大切だったチャイルドケアと
いうミニストリーが、今では大勢の人にとってリ
ストの一番下にある職業になっている。
　　１５８．どうしてなのか？　この職業を、人生
における高い召しとして考える人がもっといないの
はなぜなのか？　実際今までそうだったし、あなた
がたがわが王国に帰郷する時でさえ、そうなるの
に。あなたがたは、子供たちはわが愛の贈り物、わ
が約束、わが将来、わが専門、わが貴重な所有物だ
と語られるのを聞いたことがある。それは全くの真
実だ。自分の人生に子供が加わることは、貴重な宝
物を受け取ることと同じだ。わたしが思い通りにで
きたとしたら、今よりも大勢の子供たちがいること
だろう。そして、あなたが受け取るや否や、どんど
ん与えていることだろう！　ファミリーには、子供
たちを重荷として見たり、生き甲斐や「真のミニス
トリー」がない人たちに与えられる年齢層として考
えるという、悲しい態度が忍び込んだ。

ああなたの仕事が取るに足らないものになるのは、神が備えられた重要性を受け入

れない時だけだ。
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　　１５９．あなたがたは何よ
りもまず、自分がファミリーで
あることを覚えていなくてはな
らない。ファミリー（家族）に
は何があるのか？　男と女が家
族になるには何が必要なのか？
子供だ！　それほども単純なこ
となのだ。あなたがたは、子供を持って初めて家
族になる。わたしがあなたに与え、あなたが世話
するように祝福したこれらの子供たちこそ、あな
たがたをファミリーにする。年配の人ばかり大勢
で子供があまりいないなら、奇妙なファミリーに
なるとは思わないかい？
　　１６０．あなたがたの多くが、子供に関する
誤った態度に対して思いと心を開いてしまったが、
それについて話し続ける前に、このような態度に
逆らい、またはものともせず、わたしから与えら
れたと確信する召しに忠実であった人たちを称賛
し、称えたい。わたしは特に、子供たちを世話し、
教えることに人生を捧げている第2世代の人たち
を称えたい。それは、好んだり、続けたりするの
が簡単なミニストリーではなかった。時には、
もっと良い事ができるのではないかとか、もっと
大切なミニストリーやより有望に思えるミニスト
リーができるはずなのではと考えることもあった
だろう。けれども、このような偽りに屈しないで
ほしい。それはただ、敵が、子供たちを世話する
ことからあなたの献身と願望を引き離して、子供
たちが必要とする世話やシェパディング、関心を
取り去ろうとしているからに過ぎない。
　　１６１．まず、あなたの子供たちを見てほし
い。彼らはあなたの未来だ。彼らはすぐにティー
ンになり、その次には大人になるだろう。彼らに
はあなたが必要だ。あなたの導きやシェパディン
グ、訓練が必要だ。いつでもそばにいてあげなく
てはならない。彼らにはティーチャーが必要だ。
ベビーシッターや臨時雇いではなく、徹底的に注
ぎ込む、プロのティーチャーや世話人になる人が
必要なのだ。彼らには、子供たちの小さな人生を
優先し、わたしから必要とされる大人に成長する
よう助けるために、自分の夢や希望をあきらめる
までの人たちが必要なのだ。
　　１６２．次に、第2世代の者たちよ。自分自
身を見てみなさい。あなたがここまで成長したの

は誰のおかげだと思っているの
か？　立派にあなたを育て上
げ、才能を高め、知性を磨いて
くれたことで、あなたは誰に感
謝しているだろうか？　周りに
いる大人や指導者たちがあなた
の訓練や養育にほとんど関心を

払わないか、ほとんど気にかけずにいる間、あと
は何とか自分でやってきたと思っているのか？　
いや、そうではない。あなたの訓練にすべてを注
ぎ、あなたが必要とするインプットや教育、実生
活における準備を与えるために、時間や労力、人
生をすべて捧げた親やティーチャー、世話をする
人がいなかったなら、あなたは今日、ここにいな
かっただろう。
　　１６３．あなたがたは、このような献身、犠
牲、注ぎ込まれた時間に対して、たくさんの恩が
ある。彼らにもあなたがた同様、「偉大な」ビ
ジョンやゴール、理想と見なされるものを抱いた
時があった。けれども、彼らは本当の未来を見た。
あなたを育てるという「さらに偉大な」役目を引
き受けた時、あなたがたの内に未来を見たのだ。
それは、良い時間の投資先だった。その結果、わ
たしは彼らの人生に充実感と幸せをもたらしたか
らだ。そして、今ではあなたがたがファミリーの
多くの面でたいまつを掲げている。
　　１６４．最後に、ファミリーの第1世代を見
てみなさい。彼らは完全に無用の長物になってし
まったのだろうか？　気力はすべて消え失せたの
だろうか？　何の責任も果たせない年老いた過去
の人になってしまっただろうか？　彼らが以前抱
いていた夢をかなえられるという希望はもうない
のだろうか？　そんなことはない。彼らは今でも
ファミリーの主要部分だ。リーダー、シェパード、
パイオニア、ファミリー生活におけるあらゆる職
業のプロ、ファミリーにおけるあらゆる面の専門
家だ。彼らは今でも精力的に活動している！　彼
らの多くが、そしてあなたも、もう彼らの時代は
終わったと冗談を言うが、それほど真実とかけ離
れていることなどない！　第1世代の人たちはわ
たしのために強く進み続けるだろう。そして、彼
らの奉仕の生活とビジョンは決して終わらない。
あなたがたはそれぞれ、このすべてと、待ち望む
べき天国を持っている。

幸幸福が一番保証される場所は、神の御心の真ん中。
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　　１６５．わたしは第2世代の人たちに話して
いるが、このメッセージをあなたがただけに当て
ているのではない。第1世代のメンバーの中にも、
子供やチャイルドケア、子供を自分の専門とする
ことにネガティブな態度を抱いている人たちがい
る。あなたがたの多くが、それを「燃え尽きる」
と言う。子供たちの世話や教えることに燃え尽き
てしまったのだ。だが、それは言い訳にはならず、
わたしも、このような態度を続け、言い訳にする
ことを許さない。
　　１６６．この時点から、そのような言い訳は
なしだ！　わたしは言い訳を全部取り除き、この
新しい日とファミリーが当てている新たな焦点に
おいて、子供たちへの熱意と愛を取り戻したいと
思っていることを明確にしたい。わたしはあなた
に、ティーチャーやチャイルドケア・ワーカー、
子供を世話する人になる願いを再び与えたい。あ
なたが心と思いの中に定着させてしまった、いか
なるネガティブな態度も一切取り除きたい。
　　１６７．あなたがこのミニストリーを新しい
見方で見られるよう、わたしたちは新しい名称を
与える。これを職業、キャリアと呼ぶことにしよ
う。さて、これは新しい名称ではないが、あなた
がたの多くがチャイルドケアのことを考える時に
使うことのなかった名称だ。チャイルドケアは
ファミリーにおいて高い召しであり、これからも
そうあり続けるだろう。
　　１６８．今、わたしはこの職業をリストの一
番下から一番上へと動かす！　ボードやＦＥＤと
ＣＰのクライテリア・モニターがいるので、これ
からこの面でもっと助けを受けられるようになり、
子供たちの世話や養育がより重視されるようにな
るだろう。今までそうではなかったというのでは
なく、これからは、評価基準やホーム再評価に
よって説明責任を負うようになるのだ。
　　１６９．わたしは、子供たちに時間や関心、
献身、知識を子供たちに注ぐ
よう、大勢のファミリー・メ
ンバーを選び、召してきた。そ
して、将来も、もっと多くの人
たちを召すだろう。わたしは、
まだ大人になっていない人を
も、プロのティーチャーやチャ

イルドケア・ワーカーになるよう選び、召した。
チャイルドケアに対するこのようなネガティブな
態度がしつこく続くなら、そのような態度により、
わたしが召した人たちの多くが、その召しに応じ
ないだろう。悲しいが、その通りなのだ。
　　１７０．もちろん、「彼らはもっと確信を持
つべきだ」とか、「主が心に与えられた召しにし
がみつくべきだ」などとは言える。けれども、誰
かにけなされたり、他にそれを引き受けたがって
いる人があまりいないなら、心からそのミニスト
リーやキャリアに取り組むのはどれほど難しいこ
とか。あなたはそれを知っている。あなたがたの
中にも、まさにそれが理由で、呼びかけに応じな
かった人たちがいるからだ。あなたは仲間からの
プレッシャーに屈し、このような汚名によって影
響された。教育とチャイルドケアという職業は、
人生で最もチャレンジに満ちた仕事をもたらす。
そして、それを引き受ける人たちは、わたしに
とって勇敢で勇ましい英雄たちだ。彼らは、自分
たちの言っていることをわきまえていない人たち
や、現場に入って自分で実行する気のない人たち
が広めているネガティブな態度によって、仕事を
さらに難しくさせられるべきではない。
　　１７１．あなたがたにお願いする。その他
に何の理由も考えつかないなら、せめて子供た
ちのために、ファミリーにいる子供たち全員の
ために、このようなネガティブな感情や態度を
取り除いてほしい。今、子供がおり、その世話
をしなくてはならない人たちは、その必要に気
づいた。あなたがたの多くは、その心や意見が
変わったが、それもほとんどの場合、自分の子
供に対してだけだ。
　　１７２．今は、力を合わせてファミリーの子供
たち全員を未来に備え、最高の世話や訓練、教育、
準備を与えるべき時だ。彼らはあなたがたの宝だ。
彼らは、明日のファイターだ。彼らは将来のリー

ダーであり、終わりの時の証し
人だ。注ぎ込み、時間を費やし、
霊的、身体的、精神的、教育的、
感情的な必要を可能な最高の形
で満たそうとしてくれる人がい
ないなら、彼らはどうやってそ
のような者になれるのだろう？

満満足感とは、人生における神の計画を受け入れた時に

感じる気持ち。
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　　１７３．老いも若きも、一人一人が子供たち
に対する見方や態度を探ってほしい。各自がわた
しの前に来て、ネガティブな態度を変えるようわ
たしに求め、鍵の力によって敵の偽りを克服して
ほしい。ファミリーの子供たちを新しい見方で見
られるよう、目を開き、信仰を励まし、時間やエ
ネルギー、世話を与えたいという願いが生まれる
よう、親やティーチャーに与えられているスピリッ
ト・ヘルパー＊の助けを呼び求めなさい。＊（呼び
求めることのできるスピリット・ヘルパー：エ
リージャン、イラントリ、エスピティア、ビリー
・ボージャングル）
　　１７４．これには、鍵を用いて、わたしに完
全に委ね、子供たちを新しい見方で見られるよう
わたしに助けを求めるならティーチャーやシェ
パードになるように召されるのではないかという
恐れを取り除かなければならない。その通り、こ
れには深く委ねることが必要だ。だが、わたしに
はあなたの心や願い、ものの見方を変える力があ
ると信じるなら、あなたは一歩踏み出して、わた
しに「はい」と言うだろう。すると、あなたはわ
たしへの奉仕の人生に、今まで待っていた、さら
には期待していたビジョンや愛、信仰、イニシャ
ティブ、願いを受け取るだろう。
　　１７５．わたしはまた、あなたがたの会話か
ら、チャイルドケアやティーチャーとしての職業
に関するどんなネガティブさも取り除くよう全員
に求める。子供の世話や子供たちと一緒にいるこ
とに関する汚名を取り除くために、あなたにそう
してもらわなくてはならない。これは、あなた自
身の霊を清く保つことにもなる。すべての面で、
つまり子供たちと一緒にいること、彼らを見守る
こと、世話すること、教えること、さらには子供
を生むという面で、子供たちに関するよりポジ
ティブな見方をするようになるからだ。

　　１７６．だから、誰がこの小さき者たちの
ティーチャーになってくれるのか？　誰がこの任
務を引き受けてくれるのか？　誰が、未来を築く
ために人生を捧げてくれるのか？　その通り、子
供を世話することは未来を築くことだ。人生のこ
の部分を怠るなら、あなたの家の一部は弱い土台
の上に建つことになる。約束しよう、この仕事を
キャリアとして引き受けるなら、後悔することは
ない。どんな楽しみも失うことはない。あなたに
は、子供たちを教え、シェパディングすることを、
楽しく、エキサイティングで、いかした、心をそ
そる、現代的で流行の職業にする能力がある。
　　１７７．あなたはそれが大好きになるだけで
なく、子供たちもあなたを愛するようになる。彼
らはあなたのことを尊敬するようになり、その愛
と尊敬は永遠に続く。彼らはあなたに恩を負う。
考えてもみなさい！　また、あなたが受け取るよ
うになる報酬を考えてみなさい。ここ天国では、
子供たちを世話する人、ティーチャーやトレイ
ナー、コーチは重んじられている。彼らは特別な
シンボルをつけているので、すぐにわかるのだ。
それは犠牲と愛と謙遜のシンボルだ。そして友よ、
その階級は敬われている。（ML #3478:172, 173を
参照）
　　１７８．どうだろう？　あなたも加わるだろ
うか？　ネガティブな態度や考え方を取り除くこ
とによって、このファミリーをより良くするのに
一役買ってくれるだろうか？　この職業が自分の
ためかどうか考えるのをやめてくれるだろうか？
わたしがあなたにあげようとしている高価な真珠、
つまりわたしがあなたのために定めた召しを得る
ために、自分の願いや最良の人生と考えるものを
喜んであきらめてくれるだろうか？　考えてみな
さい！

　話し合い
任意の話し合いの質問
  自分にとって神の最高の意思、「召し」であ

ることを知っていたという理由だけで、好み
ではない仕事やミニストリーを続けなくては
ならなかった時のことについて話し合う。そ
れから、以下の一つかそれ以上（あるいは全
部）の質問に答える：あなたは主の御心を果

神神の召しから逃れるなら、神への従順や譲渡がもたらす幸せや満足感、平安から

も逃げることになる。
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たせて幸せでしたか？　だんだんと簡単に
なっていきましたか？　それに対する益や報
酬は何でしたか？　そこから主が教えられた
特別なレッスンはありましたか？　その時を
振り返って、何を主に賛美できますか？

  比べ合うという敵の攻撃と戦うためのテクニッ
クについて話し合う。攻撃を撃退するために何
ができるだろう？　たとえば、あなたには助け
を求められるスピリット・ヘルパーがいます
か？　あなたが自分に言い聞かせることのでき
る霊的真理は何ですか？　比べ合いをしそうに
なった時、主は個人的にどんなことをするよう
示して下さいましたか？　あなたはどのように
してそこから抜け出しますか？

  プロのティーチャーやチャイルドケアのプロ
であることの益について話し合う。この召し
独特の祝福や利点は何だろう？　あなたは、
このチャレンジを引き受けている人をどのよ
うな理由で尊敬しているだろう？　たとえ
ば、彼らはとても犠牲的で与える人だから、
未来に対するビジョンがあるか、多くの愛が
あるからなど。

　賛美のアイデア

任意の賛美のアイデア
 「道路の上の大きな石」賛美：ホームで、

「道路の上の大きな石」スキットを即興で演
じる。創造力を活かし、全員が参加するこ
と。最後に順番で、一人一人が毎日「動かし
ている」「石」で、あなたなら苦労するであ
ろうものを主に賛美する。たとえば、「メア
リーは毎日、汚いダイパーという「大きな
石」を変えてくれているので、私は幸せにそ
の道を行くことができます」とか、「ジョン
が忠実にゴミの山を出してくれるので、私の
道には障害物がありません」など。あるい
は、「ローズが毎日おいしい食事を作ってく
れて『他の人を十分気に掛けてくれている』
ので、私は十分に食べています」など。

  御心の内にいる賛美：空白を埋める。「最高
の御心の内にいる時、私は　　　　をしなく
てすみます。」（たとえば、「最高の御心の

内にいる時、私は自分が的を外しているので
はないかとか、主を失望させているのではな
いかと心配しなくてすみます。」）または、
「最高の御心の内にいる時、私は　　　　で
す。」（たとえば、「最高の御心の内にいる
時、私は安らかです。」）

  ポジティブに比べる賛美：この賛美は、ポジ
ティブに比べる練習になる。ファミリー内外
に関係なく、誰かのことを考える。それか
ら、彼らにはないけれども自分は祝福されて
いることについて主を賛美する。たとえば、
「イエス様、昨日、証しをしている時に悲し
く寂しそうな女性に会いました。彼女を見
て、自分には愛する家族や友達がいて、幸せ
になれるたくさんの理由があることを感謝し
ました」など。または、「イエス様、とても
重い病気と戦っている誰それのために祈って
いますが、それによって、あなたが全体的に
良い健康で私を祝福して下さっていることに
心から感謝させられました」など。

　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
  現在行っている仕事やミニストリーをしてい

ることで、自分が最高の御心にいるのかどう
かを主に尋ねる。あなたがしている事は、現
時点でのあなたの「召し」だろうか？

  プロのチャイルドケアになるよう主が求めて
おられるかもしれないと心に感じるなら、そ
れについて祈り、従う。

  プロのチャイルドケアの人たちに対して、自
分が正しい態度を抱いているかどうかについ
て祈り、主に尋ねる。あなたはこのミニスト
リーを尊敬しているだろうか？　子供たちの
ために犠牲を払っている人たちを感謝し、そ
れを表しているだろうか？　あるいは、見下
した、ネガティブな態度を抱いているだろう
か？　あなたには取り除かなくてはならない
誤った態度や考え方があるだろうか？

  自分のミニストリーを他の人のそれと比べる
戦いがあるなら（自分のミニストリーの方が
良い、あるいは他の人のミニストリーの方が
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良いなど）、それを克服する実際的な秘訣が
与えられるよう主に祈り求める。これからは
違った物の見方をし、今から「新しく造られ
た者になる」という契約を主とかわす。

  ホーム内で誰であれ、主があなたの心に重荷
を置かれた人のために、主から個人的な励ま
しのメッセージを受け取る。主や人々に対す
る奉仕やその忠実さ、「召し」に対する献身
を賞賛するメッセージを主に求める。

　逸　話

　　タイプライター上のキーは、昔も今も、すべ
て不可欠だ。だが、コンピューターが発明された
時、新しいプログラムやソフトを能率良く動かす
ために新しいキーが造られた。新しいキーにはそ
れぞれ、新しい特定の目的があった。Ｆ５は「復
元」、「Page Up」はスクロールアップ、「Page 
Down」はスクロールダウン、「Delete」はもちろ
ん削除だ。
　　新たに改良されたキーボードには、昔からの
アルファベッドやナンバー・キーもまだあったが、
新しい名前や役目を持つ新しいキーは確かに人目
を引いた。だが、前からいるキーたちは、キー
ボードを共有することになった新しいキーより、
突然、見劣りがしているように感じ始めた。
　　ＦはＨにつぶやいた。「Ｆ１やＦ２、Ｆ３が
できたから、押される回数はずっと減るだろう」
Ｈはうなずいた。８は、今では他のキーに自分の
ナンバーがついているといって動揺していた。た
だし、この新しいキーには８だけでなく他の文字
「Ｆ」もついていた。スペース・バーは特に自分
だけキーに文字がついていなかったので、乱用さ
れ、感謝されていないように感じた。Ｕは、今で
は新しい「ウインドウズ」キーが入ってきたので、
自分はキーボード上、最も軽視された母音だと思
いこんだ。
　　ゆっくりと直実に、昔からいるキーたちはも
ろくて強情になっていった。タイピストがキー
ボードに手を置き、仕事を始めようとすると、文
字キーがとても打ちづらくなった。ナンバー・
キーもずいぶん固くなってしまった。間もなく、
幾つかの文字キーは、どんなに強く打っても打て

なくなった。それで彼は仕事がはかどらず、締め
切りに間に合わず、好機を逃してしまった。タイ
ピストはついに、アップグレードする時だと思っ
た。このキーボードには多くのものを投資してき
たが、ここという時に頼りにならなかったのだ。
というわけで、タイピストは壊れたキーボードを
持ってコンピューター・ショップに行き、新しい
物と取り替えてもらった。
　　キーを慎重に試してみると、そのどれもがわ
ずかなタッチにも反応するのがわかって喜んだ。
タイピストは再びいそいそと仕事に取り組んだ。
仕事は今までよりもずっとはかどった。新たな傑
作が、この新しいキーボードにある忠実なキーに
よって制作されたのだ。仕事の能率はずっと向上
した。すべてのキーが素早く反応するので、半分
の時間で今までの二倍仕上げることができたから
だ。もちろん新しく造られたキーは仕事がよりス
ムーズに行われるのを助けているのだが、文字
キーやナンバー・キーがなければ、タイピストは
どうなっていただろうか？　一番上のファンク
ション・キーの列だけでは、仕事できないのは一
目瞭然だ。明らかにすべてのキーが必要であった
のであり、今でも必要なのである。

　絶滅させよ

　　ウルベリン：ファミリーの子供たちや妊娠し
ている人、子供たちの世話をしている人と戦う悪
鬼。

　活性化させよ

　　ルサーン：光を運ぶ。ネガティブさ〔や比べ
ること〕の道からあなたの思いと霊を離れさせ
る。
　　ナタリア：賛美という面で私たちを導く。
　　コンパニオン：自分たちの環境や状況を見て、
主のような見方をする賛美の態度と賛美の目を与
える。
　　個人的な賛美の天使：賛美することを忘れな
いように助けてくれる天使。
　　エリージャン：ダビデの子らが、子供たちが
なるべき将来の姿を見るのを助ける。
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　ホット・キー：適性

　　１７９．（イエス：）勝利チームでは、すべ
ての仕事と人が必要であり、大切だ。わたしから
与えた役目をあなたがた全員が果たせるよう、わ
たしは適性の鍵を与えよう。この鍵は、あなたが
自分の適性を知り、それに留まるのを助ける。自
分の召しに留まるのを助けるのだ。この鍵は、自
分の場所を切り開くのを助ける。わだちにはまる
ためではなく、まさにわたしが用意した場所に
ぴったりと適合するためにだ。

　祈りの後押し

　　１８０．忠実で忍耐強く、愛情深いイエス様。
愛しています。そして、切実にあなたの助けが必要
です。私たちは、あなたの期待を裏切ったり、お互
いに失望させたりしたくありません。けれども、私
たちは人間です。間違いを犯し、霊から外れ、境界
線から出てしまうことがあります。だからこそ、あ
なたがそんなにも必要なのです。ぴったりと合わ
さった一つの体として生活し、働くには、あなたの
助けが必要です。イエス様、あなたの霊を私たちの
上に溢れさせてほしいです。そして、チームを十分
油のさされた機械にして下さい。
　　１８１．私たち一人一人をこんなにも異なっ
て造られたことを感謝します。あなたがどのよう
に物事を見られるかを覚えていることによって、
互いの賜物や才能を感謝できますように。あなた
にとってはすべての仕事がとても重要で、どの人
員やミニストリーも同じだけ大切です。イエス様、
あなたのようになれますように。霊から外れた時
のこと、互いの感情を損ねた時のこと、またでき
る以上の仕事を引き受けたり、あるいは極端に
走って懸命に働かず、責任を果たさなかったりし
た時のことをゆるして下さい。私たちの行動には
弁解の余地はありません。私たちはもっと良くや
りたいです。けれども変えるべきことを変えるに
は、霊の世界からの助けが切実に必要です。

　　１８２．イエス様、この奉仕の場を感謝し
ます。私たちにとってこれは本当にかけがえの
ないものですが、各自がそれぞれの召しに留ま
るには、あなたの助けが必要です。正しく行い、
あなたが望まれる形で仕事ができるよう、バラ
ンスや融通性、適性、譲渡の鍵の力を引き出し
ます。
　　１８３．私たち自身は十分賢くも、強くも
ありません。それゆえ、あなたが与えられた仕
事をするには、あなたの力が必要なのです。そ
して、正しいバランスを取るためにあなたの愛
が必要です。
　　１８４．私たちは、悪鬼を打ち負かす賛美の
武器を掲げます。そして、ネガティブに比べるこ
とや過敏になることによって私たちを妨げる悪鬼
プライドやパン、セルベジョン、センサイを拘束
するよう求めます。
　　１８５．私たちが呼ぶ時に助けに来てくれ
る、鍵の飛行物体を感謝します。私たちを落ち込
ませようと敵が用いるどんなものも克服できるよ
う、その力を放って下さい。私たちを軌道に保
ち、敵の先手を打つ方法を教えてくれるよう、
ＫＯＴ戦闘部隊を呼び求めます。セルベジョンに
反撃し、あらゆる状況でポジティブな事を見るた
めサーベイの助けを求めます。私たちは敵に対抗
して共に軍旗を掲げます。ですから、スピリット
・ヘルパーたちと強いチームワークの内に働くの
を助けて下さい。
　　１８６．幸せと喜びをもって働けるよう、熱
意と熱心さ、新たなインスピレーションの鍵を呼
び求めます。霊と思いと心と魂の内で一つになれ
るよう、謙遜と愛、団結の鍵の力を放って下さい。
イエス様、お互いをあなたに賛美し、感謝します。
私たちを協力と調和の内に共に生活し、働く、強
いチームにし、無敵の勢力、あなたの愛のパワフ
ルな証しやテスティモニーとして下さい。超越で
きる力を感謝します！

“Training	Winning	Teams,	Part	�”--Japanese.


