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変化を遂げ、もっと多くをやり、さらに前進するという意識的な決断をする
時、これらの決断には力がある。これらの決断は、実際、巨大なスリングショッ
トからわたしの意志のど真ん中目がけて放たれる石のように、あなたを上空
へと射る。「はい」と言う始めの行動は本当に大切だ。あなたはその時、実
際わたしの祝福の風に乗って、素早く、そして優雅に上空へ射られるように
と、スリングショットに据えられ、準備して待っている状態なのだ。
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親愛なるファミリーへ、

皆さんに神の祝福がありますように！　ママ
と私は皆さんをとても愛しています。皆さ

んが健康で ､身体的にも霊的にも元気であるよう
に祈っています。これからのチャレンジに向かう
備えとして、十分な御言葉と休息の時間があり、
補充されるのに必要な時間が取れたように願って
います。皆さんが今年一年のために備えができた
と感じ、主からの励ましや、主への奉仕にあって
幸せに感じるのを助けるという面で、フィースト
が多くを成し遂げたよう、私たちは祈っています。
　　２．このレターでは、各ホームの霊的なシェ
パディングの向上、特にコーチ･プログラムとホー
ム･シェパードの仕事面に関する事柄に関して、私
たちが最近行った評価の結果を説明したいと思い
ます。私たちは、各ホームは以前よりずっと良く
やっており、あなたたちは確かに進歩を遂げてい
ると思っています。主もそれを裏付けられました。
あなたたちは多くの面で進歩しており、ＦＤの山
を登り続けるために戦い、懸命に働いているのが
わかります。時には、圧倒されたり、欲求不満に
なったり､また疲労困ぱいしそうになるでしょう。
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だからこそ ､それでも進み続け ､信仰を保ってい
るというのは、なおさら賞賛に値するのです。
　　３．あなたたちの決意と闘志は、ママと私に
とって大きな霊感の源です。あなたたちは確かに
難局にうまく対処し、私たちの予想よりもずっと
良くやりました。ですから、今、ここで皆さんが
あきらめるつもりはないことを私たちは知ってい
ます。私たちは励まされています。皆さんも励ま
されているように祈ります。将来について信仰を
持ち ､敵があなたの過ちや弱点を誇張するのを許
さず ､かえって ､自分たちがどれだけ良くやって
いるかや、成し遂げてきた前向きの歩み、また１
年前よりも強いＦＤホームになっているという事
実に焦点を合わせていくよう、祈っています。こ
れはじつに、喜ぶべき事です。
　　４．あなたたちは、10 月のホーム再評価の
スコアが低かったことで少し動揺し、次の 4月
の評価をかなり心配しているかもしれません。で
も、どうか心配しないで下さい。心配しても、や
り抜くのに必要なビジョンと決意を保つ助けには
なりませんから。このレターでは、霊的シェパディ
ング面での幾つかの計画について話そうと思って
おり、私たちはそれがホームの助けになるよう
祈っています。けれども ､始めにお願いしたいの
は ､ホーム再評価で低いスコアしか取れなかった
ことを敵に利用されて、落胆しないでほしいので
す。罪の意識、不安 ､批判的態度、失敗、悲しみ
という感情は ､ただあなたを引き下げ ､力を奪い
取るだけです。これらの感情は主からではありま
せん。敵からです。悪魔は、あなたの足りないと
ころに目を向けさせたいのです。そうすれば、あ
なたは自分がどれほど的を外しているかばかり考
えるようになって、自分を引き上げ、改善するた
めの時間やエネルギーがほとんどなくなってしま
うからです。敵は、もし ､あなたの信仰を失わせ
る事ができたら ､かなりそれに満足します。信仰
には創造的な力があり ､信仰こそあなたを超越さ
せ、不可能を成し遂げるための鍵であると知って
いるからです。敵はほとんど他の何よりもあなた
の信仰を恐れているのです。
　　５．ですから ､落ち込み落胆しているあなた
の姿を見るという満足感を悪魔に与えてはいけま
せん。あなたの嘆きや、あなたがネガティブになっ

投票メンバーは全員、これを読むこと
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ているのを敵に聞かせてはなりません。ポジティ
ブでないもの ､信仰に満ちていない一切のものに
抵抗しなさい。そうすれば、奇跡を見るでしょう。
そして、その奇跡はさらに数を増して起こり続け
るのです。あなたたちはもうすでにたくさんの奇
跡によって祝福されてきました。委ねること、ホー
ムの団結 ､攻撃の一歩、ただの理論ではなく実践
面で主がＦＤのファミリー・ホームに期待されて
いる多くの事について理解を深めるという奇跡で
す。あなたたちは本当に達成しているのですから、
その事実を見失ってはいけません！
　　６．今日や明日の必要が大きいことで、主が
すでに成し遂げるのを助けて下さった全ての事を
曇らせてはいけません。事実､1、2年前を振り返っ
て、どういう点で以前よりずっとフルタイムの弟
子の見本になったかを全部リストにするなら ､と
ても驚くことでしょう。かなり驚異的です。だか
ら、主やママや私にほめられ、祝されるのを恐れ
てはいけません！　私たちは心からあなたたちを
誇りに思っています。そして、今まで厳しい道の
りだったのを知っています。でもそれだけに、あ
なたたちが遂げてきた進歩がさらに価値のあるも
のになるのです。
　　７．しがみつき､信じ､あきらめないでくれて
ありがとう。あなたたちはすでに長い道のりをここ
まで来ましたが、これからさらに大きく、より良い
奇跡があります！　楽しみに待てるものはとても多
いのですから､どうか信仰を失わないで下さい。現
金やクレジット、また目に見える富よりももっと良
い、天国の通貨を手放してはなりません。

　　８．（イエス：）おめでとう ､わたしの素晴
らしいファミリー。ブラボー！　あなたがたをと
ても誇りに思うよ。王と女王もそうだ。あなたが
たの勝利に拍手喝采し、その献身をほめたたえよ
う。難局に臨んで立ち ､従順で忠実な弟子、花嫁
として、できる限りをしてくれた事を感謝するよ。
あなたがたは良くやった。とても良くやった。わ
たしは喜んでいる。
　　９．愛する人たち、信仰を失ってはいけな
い。あなたがたの信仰どおりその身になるから
だ ( マタイ 9:29)。つまり、向上し続ける信仰が
あるならそうなる ､ という事だ。覚えておきな
さい、人はその心に思うとおりの者となる ( 箴言
23:7a)。もし ､ あなたが自分自身を、わたしへ
のコミットメントにおいてプロであり ､ 霊的生
活もしっかりし、労働倫理も徹底し ､ ゴールに
しっかり目を留めており、勝利のテープを切る
まで限界に挑む覚悟がある、オン・ファイアーで、
団結した､幸福な、決意の固い弟子と見なすなら、
それがあなたの現実となり、それがあなたの将
来になるだろう！

　　１０．変化を遂げ、もっと多くをやり、さら
に前進するという意識的な決断をする時、これら
の決断には力がある。これらの決断は、実際、巨
大なスリングショットからわたしの意志のど真ん
中目がけて放たれる石のように、あなたを上空へ
と射る。ミーティングを開き ､ホーム･カウンシ
ルで話し合い ､計画について祈ったり確認を取っ
たり ､ゴールを最後まで遂行することはすべてき
つい仕事であり ､時にかなり単調で退屈なものに
なる。しかし ､それは大切な事だ。「はい」と言
う始めの行動 ､わたしの意志を行うというコミッ
トメントをすること ､そしてそのコミットメント
にギアを入れることは本当に大切だからだ。あな
たはその時、実際わたしの祝福の風に乗って、素
早く、そして優雅に上空へ射られるようにと、ス
リングショットに据えられ、準備して待っている
状態なのだ。
　　１１．だから ､進展が十分速くないように感
じても ､自分は後れを取っていると思っても ､指
定された時までにＦＤ基準のゴールに達しないの
ではないかと思っても、ただ、わたしの霊のそよ
風に乗って、この人生の煩い事を越えて高く舞い
上がっている、幸福なあなたのホームを思い描き、
わたしがあなたを運んで行くと確信しなさい。わ
たしはあなたの委ねる態度を祝福しよう。あなた
のために不可能を可能にしよう。ただわたしの手
をしっかり握って景色を楽しみ ､自分がゴールに
いるのを思い描くんだ。そうすれば、あなたはゆっ
くりと ､しかし確実に ､自分が進歩を遂げている
事や、望んでいた変化を遂げるのを見るようにな
る。そして、それは重圧感や緊張、ストレスによ
る肉の働きによるものではなくなる。これはあな
たがたに対するわたしの約束の成就になるだろう。
　　１２．あなたがたは成功への途上にある。良
い決断とコミットメントをし続けていくなら、わ
たしはあなたが弱い面を強めるために払う努力と
かける時間の成果を高めよう。毎日が新しいチャ
レンジであり ､毎日がわたしの意志の流れに乗っ
て ､わたしの霊の内に高く自由に舞い上がる新し
い機会だ。わたしが助けてあげよう。信仰を持ち
なさい！（以上、メッセージ）

　　１３．ほら、ファミリーの皆さん。主はあなた
たちの決断と進歩を喜んでおられます。ママと私も
です。あなたたちがここまで来たことに気づけるよ
う、そしてそれに気づくことで、将来への希望と、
進み続ける信仰が与えられるように祈っています。
私たちの素晴らしい恋人、主にほまれあれ！

改革を微調整する
　　１４．ホームのステアリング・カウンシルが
できて、マネジメント機関とシェパディング機関
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が分かれ、コーチが実施されるなどの、ホーム
運営における変化についての詳しい事は、最初、
「強めに向かって、パート２」（ML #3518, GN 
1109）で提示されました。そのＧＮでママと私
が変化をお知らせした時、私たちはこれらのファ
ミリー生活の側面をもう一度再検討して、これら
の変化やファミリー改革のその部分が、実際に
願っていた効果を現しており、必要とされる継続
的な強めをもたらしているかどうかを確かめる必
要があるとわかっていました。
　　１５．ママと私とＲＳ、ＩＢＣ、ＲＢＣたちは、
変化がこれだけ大きいことから、すべての必要を
予見し、すべての詳細を見越すのは人間的に不可
能であることを明確に承知した上で、ファミリー
改革に臨みました。それゆえに、じっくり見てい
くことが必要なのです。つまり、直接関与してい
て、問題や障害を事細かに見ているフィールドの
人たちにインプットを求め、それからそれを主の
下に再び携えて、さらなる洞察と考えられる調整
を尋ね求めるのです。私たちは今、その段階にあ
ります。プログラム全体を刷新しているとか、非
常に大きな変更をしているのではありません。単
に、すでにあるプログラムを微調整しているので
す。その計画が悪いとか、どこかひどく間違って
いる所があるというのではなく、ただ、今、幾つ
かの面に助けが必要だということに気づいている
というだけです。それらは、改革が実施された頃
には明確でなかったのでした。
　　１６．ママと私がどうして幾つかの変化をそ
れほども素早く行うよう導かれたかをもう一度
復習するために、「わたしにとって一番大切なも
のとは」から、一部をここに載せましょう。つま
り、「完璧」ではない点があったということです
が、私たちがアンサーマンである主と確認をとり
続け、必要とされる調整や変更をする限り、それ
でいいのです。

　　私たちのタイタニック号が沈みかけてい
ると主が示された時、物事が正確にどう構造
化されるかや、最終的にどうなるかの詳細を
すべて計画したり、準備したり、考え出した
りする時間はあまりありませんでした。私た
ちは一歩一歩主に従わなければなりませんで
した。しかも、それを即刻しなければならな
かったのです。最初から最終結果を考え出す
のを待っていることはできませんでした。緊
急事態だったのです。ファミリーは妥協に
よって、無能で沈滞した教会体制の一部にな
り、主の終わりの時の花嫁としての場所を失
う瀬戸際だったのです。

　　主からそのメッセージを受け取り、ま
た当然たくさんの裏付けを受け取った時、
私たちは即座に行動に出て、主が示された
ステップを踏まなければならないとわかっ
ていました。そこからはずっと、一歩一歩
の過程でした。･･･

　　過去 1 年か 2 年の間、物事はしばし
ば、私たちが望むより早く進展していきま
したが、その時は戦時だったのです。そし
て、今も戦時です。そして主は、一歩ごと
に、まだ詳細が正確にわかっていなくても
先に進むべきであることを何度も確証され
ました。ファミリーにとって「180度の転換」
を行うことが大切であり、これらの変化が
生じさせた激動の時期でさえも、私たちを
わだちから抜け出させ、新しい道を進ませ
るための大切な部分なのです。･･･

　　基本的な骨組みができても、まだやるべ
きことがたくさんあることを私たちは知って
います。この構造、評価基準、ホーム再評価
の評点システムはすべて新しく、私たちは主
が望む方向に進んでいるという完全な信仰は
あるものの、同時に、主はしばしば私たちと
共に一歩一歩働かれること、またしばらくす
れば主はおそらく調整をするように示される
だろう事も知っています。これからおそらく
物事をもっと実行可能にしたり、正確にした
りするための小さな変更が必要になるでしょ
うし、おそらく主は、私たちがなるように意
図されている勝利チームに本当になれるよう
に、他の事柄の基準を上げるよう示されるか、
何かの意図や意味をさらに明確にされるで
しょう。（ML #3555:49,50-51,55, GN 1143）

　　１７．ママと私は、2006 年にはさい先良い
スタートを切れるよう、改革と霊的シェパディン
グ面で必要とされるどんな改善も是非とも行いた
いと願っています。皆さんは、ホーム再評価を向
上させようと懸命に働きかけていて、まだかなり
の改善を必要としています。ですから、あなたた
ちが必要とするカウンセルや導き、セーフガード
を提供する助けとなる変化があるなら、それらの
変化を行うのは早ければ早いほど良いのです。

ホームでは引き続き霊的シェパディングが
不足している
　　１８．ご存じのように、主はファミリー改革
の必要性を説明された時、ＦＤホームの霊的シェ
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パディングを改善することに多くの重点を置かれ
ました。この面ではまだ多くの改善が必要です。
全体的に見て、各ホームのＣＳボードにおける
ホーム再評価の成績は、他のボードのそれより悪
かったです。2005 年 10 月のＣＳボード・ホー
ム再評価に合格したのは、世界中のＦＤホームの
内、33％だけでした。これは大して意外ではあ
りませんでしたが、この点については、じっくり
考え、改善に取り組むべきです。現時点でＣＳの
ホーム再評価が強くないのは予期されていたこと
です。というのも、タイタニック号が沈みかけて
いた時に「漏れ」があったのは、ＦＤホームのそ
の分野だったからです。一貫した質の高い霊的
シェパディングが不足していたことがおもな弱さ
となって、私たちの船に水が入っていたのであり、
そのような重大な問題が素早く解決できないとい
うのは理解できることです。それには、時間、関
心、多くのハードワークを要します。
　　１９．ですから、ＣＳボードのホーム再評価
のスコアが低かったことも意外ではありませんで
したが、状況を分析すると、スコアが低かったの
には理由があること、そして、それらの理由に目
を向け、問題を根こそぎにするための変化が行わ
れない限り、スコアは改善しないということが明
確になりました。つまり、ＦＤホームは霊的シェ
パディングという面で深く強められはしないとい
うことです。
　　２０．私たちの注目は、ＣＳボードのホーム
再評価のスコアが低かったことに引きつけられま
した。この面であなたたちを助けるために与える
ことのできる、必要とされる変化やカウンセルに
ついて考慮しなければならないことは明白でし
た。先に進む前に明確にしたいのですが、たとえ
あなたのホームがＣＳボードの再評価に合格した
としても、おそらく幾らかの改善が必要でしょう。
ですから、このカウンセルを注意して読み、じっ
くり考え、祈るようにして下さい。おそらく、あ
なたたちのホーム・シェパードは、ただ火消しに
回ったり、シェパディングの危機的状況を扱った
りするだけでなく、先手のシェパディングに回れ
るよう、ホーム・シェパード・トレーニング・プ
ログラムを学習し、ホームを愛情深くシェパディ
ングすることにもっと時間を注がなければならな
いでしょう。

　　２１．あるＲＳはこうコメントしました。

　　私は、どのホームもかなりの改善を要
する状況だと思います。ほとんどすべての
ホームが、ホームはどうシェパディングさ

れるべきかについての究極的ビジョンと
ゴールに及びませんでした。私たちは、幾
つかのホームは自分たちに高すぎる評価を
して合格したのであり、合格した幾つかの
ホームでさえ、シェパディングのレベル、質、
一貫性の面でさらにもっと進歩する余地が
あると感じました。（以上、コメント）

コーチとＣＳのＲＢＣからの評価
　　２２．コーチは、クリスマスから新年の証
しのシーズンにかけて、休みを取りました。お
およそ 6週間の間、自分のホームやクリスマス・
アウトリーチに専念できたのです。その間、彼
らに求められていたコーチ関連の仕事は、12 月
にコーチがＲＢＣにレポートを送るという手段
によって、私たちが現在に至るまでのコーチ・
プログラムの効果を観察するのを助けることだ
けでした。コーチたちはそのレポートで、どう
すればコーチ・プログラムがもっと効果を上げ
るかと思うか、プログラム全体の弱点は何だと
思うか、どうすれば 2006 年にそれが活性化す
るかについてのコメントやアイデアを求めた特
定の質問を幾つか受け取りました。ＣＳボード
のＲＢＣたちも、このトピックについてレポー
トしました。
 　　２３．ＧＮにすると 75ページ分に渡るコメ
ントや預言です。それを彼らはじっくり読み、話
し合い、祈ったのです。それから、彼らは幾つか
の変更案についてママと私に幾つかの提案をし、
そのトピックについてさらに祈りとカウンセルが
重ねられ、ついに、必要とされる微調整に関する
結論が出たのです。
　　２４．今から、これから実施される変化につ
いて説明したいと思います。このレターでこれら
のポイントを取り上げているのは、これがファミ
リー改革に関係しているからであり、ゆえに、全
員がこれを知り、その背後にある理由を理解する
必要があるからです。
　　２５．コーチ・プログラムの必要に関する学
習、分析、カウンセル、祈りを重ねた後、コーチ・
プログラムの全体的な計画や実施状況は良好であ
ることが確認されました。ご存じのように、コー
チ・プログラムが正しい道筋に留まり、その職務
を果たすのを確実にするために、数多くのセーフ
ガードが定められています。たとえば、コーチは
毎週 3日間をコーチのミニストリーに当てるよ
う要求されています。彼らはＣＳのＲＢＣから定
期的にインプットを受け取り、毎月レポートする
ことと、ＭＯｖ３サイトのコーチ・セクションに
精通することが要求されています。コーチは全員、
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この仕事に就いたばかりですが、これらのセーフ
ガードは、彼らが成長し、成熟し、たいていは必
要を満たす態勢が整っていることを確実にするの
を助けてくれます。というわけで、これらは皆、
良い知らせでした！
　　２６．コーチの皆さん、私たちはあなたたち
がしている仕事を心から感謝しています。それは
違いをもたらしています。また、コーチがいるホー
ムのホーム・メンバーの皆さんにも感謝していま
す。これには多くの時間と集中力が必要とされ、
私たちは、それが要するに、才能あり、祈り深く、
多くのミニストリーに長けている、重要なホーム・
メンバーの一人があまりホームに貢献できなくな
るという意味であることを知っています。ある意
味で、あなたのホームはコーチの仕事のために「打
撃を受けて」いるように見えるかもしれず、それ
もある程度言えています。あなたたちは明らかに
犠牲を払っており、コーチがあなたのホームに住
みながらコーチの職務を負うのを許していること
で、あなたたち一人一人個人とホーム全体に負担
がかかっているのです。
　　２７．ママと私は、あなたたちがこれらの犠
牲を喜んで払っていることを心から感謝していま
す。それを感謝し、今年は過去数ヶ月間以上に、
コーチの努力の成果を見始めると思います。そし
て間もなく、犠牲を払った甲斐があったという「証
拠」を、もっと見始めるでしょう。あなたたちは
信仰によってこれらの犠牲を喜んで払ってきたの
で、主はあなたを祝福するつもりです。もしまだ
だとしたら、主はこれから埋め合わせをして下さ
るでしょう。
　　２８．また、ホーム・シェパードとホーム・
マネージャーの地位を引き受けてくれた人たちの
ことも、心から感謝します。あなたたちはとても
忙しいです。この仕事を良く知らないか、自分
の「好み」ではなかったとしても、引き受けた人
たちもいます。それでもあなたたちはホームに勝
利チームを築こうとして、喜んでそれを行ったの
です。とても立派です。多くの筋からのコメント
で聞きましたが、色々なホームにおいて、ステア
リング・カウンシル内で、シェパードからマネー
ジャーへ、またその逆に人々が入れ替わったり、
場合によってはステアリング・カウンシルのメン
バーがホームを去ったので、他の人を選出しなけ
ればならないという現象があるようです。それに
もまた、たくさんの柔軟性と信仰が必要です。私
たちはあなたたちが、ホームのマネジングとシェ
パディングの新しい方法を実現させるために喜ん
で働きかけてくれていることを感謝しています。

懸命に働き、懸命に祈り、できる限りを試みてく
れてありがとう。これは今もなお学習体験であり、
試みや忍耐が必要です。そして、皆さんががんば
り抜いていることを感謝しています。たぶん困難
な時もあるでしょうが、これからは次第に、簡単
に、そしてスムーズになっていくはずです。

シェパディング・プログラムの弱点
　　２９．私たちが受け取ったインプットからす
ると、ＦＤホームの弱い面は様々で、改善すべき
面を一括して言い表すことができないことが明白
です。どのホームにもそれぞれ強い面と弱い面が
あります。それはホームによってまちまちなので
す。けれども、ホームの霊的シェパディング全体
に影響している弱点も幾つかあり、このレターで
はそこに焦点を合わせたいと思います。
　　３０．けれども、働きかけ、解決策を見つけ
るべき面を指摘することで、私たちは、ＦＤホー
ムはすべて、一つ残らずすべての点を変えなけれ
ばならないとほのめかしているわけではありませ
ん。これについて考え、ホームとして話し合うな
ら、きっと主は向上し続けるために何をすべきか
を示されるでしょう。このリストで全部というわ
けではないので、きっと、このリストにはなくて
も、あなたのホームで改善や変化を必要とする面
に気づく事もあるでしょう。
　　３１．コーチ・プログラムと、ホームの霊的
シェパディングを妨げている問題で、以下のよう
な事柄が報告されました。

　　３２．＞ホーム・シェパードに十分な時間が
ない。ホームの個々のメンバーをシェパディング
したり、ＣＳボード評価基準および他のボードの
シェパディング面を見守ることに当てる時間が十
分ないというホーム・シェパードが大勢います。
ホーム・シェパードがとても忙しいことは、私た
ちも知っています。あなたたちが献身しており、
良き仕事をしたいと望んでいることも知っていま
す。しかし、同時に、ホームの状況によって不利
な立場にいることも知っています。おもに、あな
たたちの多くは他のミニストリーや責任を持って
いて、シェパディングの仕事に必要な時間が見つ
からないのです。今でもシェパディングをミニス
トリーとしてとらえていない人たちも大勢いて、
その結果、それに要する優先順位を与えていませ
ん。長年の習慣や思考様式、行動様式を持ってい
る人たちもいて、そのせいで、自分の時間を組織
化したりスケジュールしたり、あるいは与えられ
た時間をしっかり有効に使わずに、非効率的で賢
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くない時間の使い方をしています。それも克服す
るのが難しいです。

　　３３．＞ホームでは綱引き状態がある。多
くの場合、ホーム・シェパードは他にもたくさ
んの責任を持っていて、それらの責任は単に無
視したりやめたりできないものなので、ホーム・
シェパードの関心が一方向から別の方向へと引
かれています。
　　３４．私たちが聞いた所によると、よくあ
るのは、ホーム・シェパードが他のミニストリー
を続けていて、その多くは長年彼らが続けてき
たものであり、しかもそれ自体、アウトリーチ、
資金調達、運転、ティーチャーやチャイルドケア、
ボード・メンバー、エリアへのサービス、特殊
なミニストリーといったフルタイムのミニスト
リーなので、霊的シェパディングの時間がほと
んどないということです。中には、「フリータイ
ム」にホームのシェパディングの仕事をしよう
としている人もいます。明らかにこれはうまく
行かず、ホーム・シェパードにとってかなりス
トレスがかかるのはもちろんのこと、シェパディ
ングを正しく行うための十分な時間は得られま
せん。でも、これらの他のミニストリーすべて
は大切なのです。というわけで、これは非常に
現実的なジレンマです。

　　３５．＞コーチとホーム・シェパード間のコ
ミュニケーション不足。これによって、あなたの
仕事を助けるという仕事を効果的に行うことが難
しくなったコーチもいます。コーチがどのように
助けやカウンセル、祈りを提供するかを知るには、
あなたが感想や、今の状況や必要を表す何かを送
らなければなりません。
　　３６．ホーム・シェパードにはコーチとコミュ
ニケーションを取ることが求められていなかった
ので、それが大切であることに気づかなかったか
もしれません。でも、大半のコーチは、この点が
おもに、自分のコーチング・サークルにいるシェ
パードたちを十分にコーチする支障になっている
と言いました。

　　３７．＞ホーム・シェパードたちが望むほど
助けを差し出せなかったコーチも何人かいた。こ
れは、コーチの他の仕事、旅行、個人的な緊急事
態などによるものでした。コーチが少し気弱で、
ホーム・シェパードとのやりとりについて慎重す
ぎると感じる人たちもいます。

　　３８．＞自分のエリアのコーチに対し、望む
ほど関心を寄せられなかったＣＳのＲＢＣたちも
いた。これもまた、他の急を要する仕事、旅行、
ＳＷＩＦＴ、アカデミー・インターナショナル参
加などによるものでした。

　　３９．＞自分の仕事には何が伴うのかをまだ
完全に理解していないホーム・シェパードが大勢
いる。私が「強めに向かって、パート２」で書い
たように、ホーム・シェパードというのはミニ
ストリーであり、それには時間を要します（ML 
#3518:246-263, GN 1109）。でも、新しい日の
ホーム・シェパードが毎日、あるいは毎週何を
するかを明確にわかっていない人たちが大勢いま
す。あなたたちＦＤホームは、マネージャーとシェ
パードというホームの新しい運営方法に切り替
わっている所で、仕事を分け、必要とされる関心
を多くの面に払っているので、それは理解できる
ことです。これは大仕事であり、大きな変化です。

　　４０．＞ＦＤホームは数多くのミニストリー
を持ち、非常に忙しい。その上、あなたたちは改
革によって、指導や要求事項に関して多くの事柄
を把握しなければならず、6つのボードに焦点を合
わせなければなりません。あなたたちは自分の立
場がわかりかけてきた所なのです。ですから、そ
れには時間と、時には試してみることが必要です。

　　４１．＞ホーム・シェパード・トレーニング・
プログラム（ＨＳＴＰ）は要求されていなかった。
それゆえ、それを学習するのに十分な時間を取って
いなかったシェパードたちもいました。ホームの絶
え間ない日々の必要に直面しているなら、これは自
然の反応でしょう。ＨＳＴＰを周到に勉強しないこ
ともまた、ホーム・シェパードが自分の仕事を理解
していないことの大きな一因となっています。

　　４２．＞コンピューター・スキルのないホーム・
シェパードたちがいる。コンピューター・スキル
によって、あなたはＨＳＴＰにアクセスしてダウ
ンロードしたり、コーチとコミュニケーションを
取ったりできます。あるいは、自分のコンピュー
ターを持っていないので、ホームに一つだけしか
ないコンピューターを使える時間がほとんどない
シェパードもいます。英語をよく話せないので、（プ
ログラムが地元の言語に翻訳されていない場合）
ＨＳＴＰに十分参加する時間を取る価値があるの
だろうかと感じるホーム・シェパードもいます。
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　　４３．何度もリクエストし、ＣＱを送ったに
もかかわらず、ログオン情報を受け取るまでずっと
待っていたホーム・シェパードもいる。（注：これ
を本当に申し訳なく思います。この問題は、これが
出版する前、あるいは直後に解決されるでしょう。）

　　４４．私たちにできた範囲の分析と主からも
らった裏付けに関する限りは、これらがおもな問
題の幾つかです。というわけで、これらの障害
を克服する方法について詳細に渡って祈り、カ
ウンセルした後、主は幾つかの変更を行うよう導
かれました。これらの変更はすべての問題に対応
するものではありません。幾つかについては後に
また検討し直さなければなりません。あなたたち
も、私たちも、このすべてを一度に扱うことはで
きないからです。ですから、一歩一歩進まなけれ
ばなりません。でも、現時点で幾つか微調整をす
ることは、あなたたちにあまりにも大きなプレッ
シャーをかけることなしに、改革にもう一押し加
えてくれると思っています。

シェパディングのための時間を見つける
　　４５．それでは、皆さんのホーム・シェパー
ドには仕事をする時間があるかどうかをどう判断
するか、また、もし時間がないならどうやって時
間を見つけられるかについて話しましょう。ここ
に、あるＣＳのＲＢＣからのコメントを紹介しま
しょう。ホーム・シェパードが霊的シェパディン
グという仕事をするのに必要な時間を見つけるこ
との複雑さを物語っています。

　　４６．ホーム・シェパードがホームをシェ
パディングし、それによってＣＳ再評価のス
コアを上げるという点と、ホーム・シェパー
ドがコーチとコミュニケーションを取ること
やコーチの助けを得るという点の両方を改善
するために取り上げるべき重要な論点の一つ
は、ホーム・シェパードが実際にシェパディ
ングの責任につぎ込む時間だと思います。私
の知っている限りでは、ホーム・シェパード
は、忙しい親、自分や他の子供たちのティー
チャー、アウトリーチ、また、その他のホー
ムの仕事などといったホームの他の側面にも
関わっています。それらの事柄は、多くの場
合、新しいホーム・ステアリング・カウンシ
ルの構造が導入され、シェパディングをマネ
ジメント機関から切り離す前にやっていたこ
となのです。そして、それ以降も、切り替え
ができていないか、シェパディングにもっと

時間を注ぐためにホームの他の責任から十分
に解放されることができていない人たちが大
勢います。
　　４７．現時点でも、ホーム・シェパード
に対する要求事項や期待されていることはか
なりあると感じます。そして、積み重なると
とてもたくさんの時間になり、ホーム・シェ
パードたちはその時間を見つけていないので
す。その幾つかを挙げると、ホームのステア
リング・カウンシルと集まって、ホーム全体
の決定や方向性についてカウンセルし、祈る
こと；他のホーム・シェパードたちと集まっ
て、シェパディングに関するホームの全体的
な必要、また個々のシェパディングの必要に
ついてカウンセルしたり祈ったりすること；
個々のシェパディングの必要に関するＰ＆
Ｐ；個々のメンバーとのパーソナル・トーク・
タイム；クラスを聞き、それに付随した御言
葉を読み、主から聞き、リアクションを書く
などのＨＳＴＰを学習する時間；コーチにＨ
ＳＴＰのＰ＆Ｐやリアクション、またホーム
のシェパディングに関して何であれ大切なこ
とや急を要する事柄についてコーチに送るこ
とです。また、個々のメンバーのための御言
葉やホームのデボーションの必要を調べたり
する；ＣＳ再評価を調べて、様々な弱点の基
準を上げることに働きかけ、ＪＴやＣＰボー
ドといった他のボードの霊的シェパディング
の面を監督する、などもあります。
　　４８．おそらくこれ以外にももっとある
でしょうが、このすべてを見ると、私たちは
彼らにかなり多くを求めていると感じます。
ＨＳＴＰやそのコースを受けるのに関係する
すべて、またコーチとコミュニケーションを
取り続け、それを自分たちの「チームワーク」
に携えてコーチの助けを利用することは、彼
らがすでに負っているシェパディングの責任
に追加されている「余分」のことなのです。
ホームをシェパディングすることはそれだ
けでフルタイムか、ほとんどフルタイムの仕
事だと思います。何人かのコーチは、自分の
仕事内容について読み、そのために週 3日
を費やすよう求められると気づいた時、ホー
ム・シェパードの仕事はそれ以上に大きいの
に、それでいてホーム・シェパードはそのた
めに一定の時間を取るよう求められていない
ので、ホーム・シェパードは必要とされる時
間を当てることができるのだろうかという懸
念を言い表しました。
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　　４９．コーチたちはもう態勢が整ってい
ると思いますが、問題は、ホームからの反応
が返ってこないことだと思います。そして、
それはおもにホーム・シェパードにコミュニ
ケートする時間がなく、ＨＳＴＰに関しては
指示に従って学習していくための時間さえな
いことが原因だと思うのです。私自身のとて
も大きく忙しいホームから言っても、ホーム・
シェパードたちにシェパディングの時間を与
えるために、彼らが長年の間やってきた他の
責任を調整しようとすることがおもな不足点
であり、困難な点の一つだと思います。私た
ちのホームではどちらのシェパードも親であ
り、たくさんの子供がいて、子供の教育や監
督、それにホームのジェッツやティーンにも
もう何年も深く関わっています。彼らが毎週
参加しなければならないステアリング・カウ
ンシルやホーム・シェパード・ミーティング、
ホームや個々のメンバーのシェパディング面
での必要についてカウンセルし、祈る時間、
それにＨＳＴＰを学習し、コーチとコミュニ
ケートするための時間を与えるために、シェ
パードたちを子供や自分の家族という責任か
ら十分に解放してあげるというのは、かなり
のことです。そして、時間をあげるという
面で以前よりは幾らか進歩は遂げたものの、
シェパードたちはそれでも十分な時間を得て
いません。たぶん、それを可能にするために
もっと人員を呼ぶか、今の人員に変化を加え
ることについて祈らなければならないと思い
ます。特に、子供や、子供のスクーリング、
監督は、ただ「やめられる」ようなものでは
ないからです。
　　５０．また、ホーム再評価を調べて気
づいたのですが、ホームが助けを必要とし
ている面とは、誰かをたとえばホームのシェ
パードといったポジションに投票する時に
は、その人に仕事をするための十分な時間
を与えられるかどうかも同時に検討すべき
だと気づきました。ホーム・シェパードが
選ばれたなら、「時間を見つける」ことや「う
まく行かせる」ことは、ホーム・シェパー
ドだけの責任ではなく、ホーム全体の説明
責任の一部なのです。けれども、ホームは、
自分たちの状況を評価して、自分たちが十
分なシェパディングを受けるというのはど
ういうことなのかや、ホーム・シェパード
という仕事に最適な人にそのための時間を
与えるというのはどういうことなのかを知
ることがよくできていないようです。

　　５１．ホームには、これを取り上げ、こ
れについて祈り、真剣に取り組む上で助けが
必要だと思います。多くの場合、それは、自
分たちが投票で選んだ人のことを確かにそ
の仕事に適任だと感じているということなの
で、彼らはホーム・シェパードが持っている
責任で、シェパディングのために必要とされ
る時間を奪ってしまっている事柄を代わりに
できる人を必死に探す必要があります。ある
いは、その人が現在している事の方がもっと
大切で、他に誰もする人がいないので、たと
え他の人にはそれほどその資質や能力がない
と感じても、その人には時間があり、御言葉
やＨＳＴＰ、コーチから指導によってそれを
学べると感じるなら、ホーム・シェパードの
地位には他の人を選ぶべきだと判断する必要
があり、たぶんそれが最善の計画であり、主
の御心なのでしょう。
　　５２．ホームは、ホーム・シェパードが
仕事をするために必要であろうと思われる妥
当な時間を検討することができます。それに
は、ホームのシェパディングの将来への投資
となるＨＳＴＰを学習するのに必要な時間も
含まれます。ホーム・シェパードの職務に関
する様々な責任を調べ、自分たちのホームに
とって、１週間、あるいは１ヶ月に必要とさ
れる時間を推定して、その仕事が現実に意味
するものを「具体化」するのです。これは、ホー
ムやホーム・シェパードにとって、何が必要
かを評価する際に助けになります。それから、
彼らはそれを実現させる方法や、これらすべ
ての基本要素をカバーするには、ホーム・シェ
パードの週間 /月間スケジュールがどうある
べきかをカウンセルすることになります。あ
るいは、現時点ではそれができないけれど今
のホーム・シェパードにシェパードの仕事を
してもらいたいなら、ホームは祈って、ホー
ム・シェパードが現在持っている責任を助け
る人を得なければなりません。
　　５３．現在、多くのホームがこのような
状態にあると思います。そして、私たちがホー
ムのシェパディングやコーチの役割という面
で大きな進歩を遂げていない一つの大きな理
由もそれだと思います。ホームに対して、ホー
ム・シェパードになるというのはどういうこ
とかというゴールを説明するなら、ホームは
人員や構成をもう一度再評価することになる
かもしれません。中には、シェパディングを
本来あるべきミニストリーにするために必要
な人員や必要なホーム構成をするのに時間が
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かかるホームもあると思いますが、彼らはこ
の面でどの方向に働きかけているべきかを理
解する必要があるとも思います。
　　５４．ホーム・シェパードの仕事がどん
なものかをホームがもっと明確に理解するな
ら、将来、シェパディング機関としてもっと
良いバランスの取れたチームを投票で選ぶ助
けになるでしょう。（以上、コメント）

　　５５．このＲＢＣは難問についても書き表し
ています。ママと私は、効果的な霊的シェパディ
ングを供給することの障害に対する解決策が単純
でないことを知っています。あなたたちのホーム
は活動に充ち満ちていて、誰もが限界までがん
ばっています。それに、シェパードの仕事は、た
とえそれしかしていないとしても、とても大きい
のです。でも、ホームの他の極めて重要な面で極
度に忙しい人がシェパードだとしたら、何かをあ
きらめなければなりません。
　　５６．これには「手っ取り早い解決法」はあり
ません。時間のかかる変化もあります。たとえば、
ホーム・シェパードが霊的シェパディングという仕
事に時間をもっと当てている間に、ＣＳのＲＢＣが
先のコメントで言ったような、ホーム生活、証し、
子供の世話、その他多くのホームが関与している特
殊なミニストリーがカバーされなくてはならないと
いう筋書きがそうです。でも、原則としては、「強
めに向かって、パート２」（ML #3518:246-263）で
説明してあるように、ホーム・シェパードの仕事に
は時間がかかるということは、皆同意すると思いま
す。ホーム・シェパードというのはミニストリーで
あって、どのミニストリーにも言えるように、時間
がかかります。そうです、祈りや主から聞くこと、
ＨＳチームワーカーとのミーティング、祈ること、
個々のメンバーとカウンセルしたりコーチとコミュ
ニケーションしたり会ったりすることにもっと時間
を費やさなければならないかもしれないのです。け
れども、彼らがこれらのことをしているのを見る時、
あなたは嬉しく思うべきです。彼らはあなたのため、
そしてあなたの勝利チームのためにしているのです
から！
　　５７．ホーム・シェパードが仕事のためにど
れだけの時間を要するかは、多くのことにかかっ
ています。ホームのサイズ、ホーム・メンバーた
ちがどれだけ霊的に強いか、ホームが不和や分裂
の困難や問題をくぐっているか、シェパディング
面での緊急事態があるか、シェパードがどれだけ
コンピューターを使えるか、ホームのステアリン
グ・カウンシルがどれだけ効果的にやっているか
などによるのです。

　　５８．あなたたちが皆忙しいことは知ってい
ますが、どうかホーム・シェパードの責任を調べ
て、彼らが何を他の人に引き継げるかを見てみる
か、その人がシェパードの責任に適任かどうかを
再検討して下さい。あるいは、どのように仕事量
を分担し、必要に応じて他の人たちを訓練できる
かを考慮して下さい。ホームにもっと人員が必要
だとわかったなら、それも大きなことです。でも、
どうかそれについて祈って下さい。この解決策は、
あなたのホームの状況が抱える詳細と比べたら少
し単純すぎるとは思いますが、それにも関わらず、
ホーム・シェパードにはそのミニストリーをよく
果たすために十分な時間を要するという基本的必
要に気づかないなら、あなたのホームの状況は改
善しません。
　　５９．そして、あまり忙しくない人をホーム・
シェパードに選ぶか、あるいは現在のホーム・シェ
パードに、シェパディングに関係しない仕事を他
の人たちに分担させるか、どの手段を取るにせよ、
あなたは他の人が受け持つ新しい責任を主が塗油
されると信頼しなくてはなりません。いずれにせ
よ、あなたが下す決断には、新しい人々が訓練さ
れ、ホームのシェパディングの役割を受け持つた
めの塗油する主の能力への信仰か、主には、仕事
の「山」を溶かし、あなたのホームがなおゴール
に達し、子供を世話し、資金を調達し、実り豊か
な勝利チームに要するその他多くの日々の仕事を
世話するのを助けて下さる能力があることの、い
ずれかへの信仰と信頼が必要です。
　　６０．ホーム・シェパードがそのミニストリー
をする時間を作るよう努めることは、ホーム・シェ
パードやマネージャーだけの責任ではありません。
これは、話し合い、祈り、ホーム・メンバー全員
が優先事項として見るべきことで、それからあな
たたちはそれを実現するために共に働きかけなく
てはなりません。そしてホーム・シェパードの皆
さん、あなたのホームがあなたのミニストリーの
ために時間を設けてくれた時には、主はその時間
を賢く使うようあなたに責任を問われます。
　　６１．また、解決策の一部として、あなたた
ちホーム・シェパードが霊的シェパディングとい
うミニストリーに必要とされる時間を当てるため
に、本当に好きな仕事や、長年やっているプロジェ
クト、お気に入りのミニストリーを手放そうとす
る態度も必要かもしれません。それが難しいのは
わかります。でも、主があなたにその犠牲を払う
ように求めておられる可能性は高いです。どうか、
これに対してオープンになり、主の御心やあなた
の人生における現時点での優先順序について、主
や、他の人たちのカウンセルを求めて下さい。
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　　６２．この面で進歩を遂げるのは大切です
が、急いた行動は取らないで下さい。ホームの霊
的シェパディングを改善するために必要な変化に
ついてじっくり祈り、具体的に主に尋ねる時間を
取って下さい。このカウンセルに過剰な反応して、
じっくり祈った上でない、急いた変化を行っては
いけません。たくさんのミニストリーがある大き
なホームに住んでいるなら、仕事の全側面を評価
する時間を取り、すべての角度やありうる影響を
考慮して、主のペースで賢い変え方をしているこ
とを確かめて下さい。
　　６３．あるＣＳのＲＢＣがこうコメントしま
した。

　　６４．シェパードが霊的なシェパディ
ングという仕事ができるよう時間を与えるこ
とが大きく強調されていることで、ホーム・
シェパードに必要とする時間をあげるため
に、ホームの他の面がおろそかにされること
もありえます。そして、よくある話のように、
反対の極端に走ってしまうのです。時として、
私たちのホームでは振り子が大きく反対側に
振れることがあるので、私は、たとえば、あ
まりその資質のない人や、全くその資質のな
い人が子供の世話やスクーリングに当てられ
たり、後れを取ったり、基準を下回ったり、
子供に悪影響が及んだり、その他何でも、ホー
ム・シェパードが関係している面がそうなる
のを見たくはありません。
　　６５．私たちは、ホーム・シェパード
たちが必要とする時間が持てるようになる
ために、ホームがこのカウンセルを実行し、
変化が生じるよう望んでいますが、他の面
や評価基準に弊害をもたらす決断をしてほ
しくはありません。そして、ホームが、す
でにホームにいる人にホーム・シェパード
がしていることを訓練するのであれ、うま
く行かせるためにもっと人員を募集するの
であれ、さらには現在のチームではやって
いけないと判断し、ホームを分割するか、
何か他の方法で変えるのであれ、彼らが自
分たちの状況を祈り深く評価し、ゴールを
定めるのではなく、おもにこれを「すぐに」
実行しようとする場合にそういう弊害がも
たらされるのだと思います。
　　６６．これらのことに働きかけるには、
2006 年 10 月の再評価まで何ヶ月もあるこ
とを強調するのは良いことだと思います。
［2006 年 10 月の再評価では、ＣＳボード
で落第すると、ホームはコンセクエンスに

移されます。］　ホームがＣＳ再評価に落第
するなら、そのホームはおそらく霊的シェ
パディングに関係する面で、改善を必要と
する点がたくさんあるはずです。そして、
ホーム・シェパードがその仕事をするため
の時間を作ることと、ＨＳＴＰコースを受
けること、コーチの助けを受けることは、
改善を助けるための鍵なのです。
　　６７．けれども、自分たちの状況につい
てじっくり祈ることと、たとえ数ヶ月かかる
としても、他の面に悪影響を与えるような大
きな波紋を生じさせずにそれを実行できるよ
う、どのような方法を取るかについてできる
限り祈り深くしっかりした決断を下すことが
大切だと思います。たぶん、ホームによって
は、何かの側面をやめたり減らしたりしても
あまり差し障りない場合もあるかもしれませ
ん。ホームの全員がすでに限界まで働いてい
るのにも関わらず、ホーム・シェパードには
もっと時間が必要だという場合は、たぶんそ
うすることが必要なのでしょう。もしかした
ら、「ナイスで素晴らしい」プロジェクトでも、
今は優先事項ではなく、ホーム・シェパード
に時間をあげるためにやめられるものもある
かもしれません。
　　６８．でも、大きな変化が必要とされる
場合には、私たちはホームに対して、その決
断を祈り深く下し、すべての側面を考慮に入
れつつ、同時にぐずぐず引き伸ばさず、それ
でいて急いた行動を取らずに、この評価基準
を満たそうとする間にも他の評価基準も下が
らないように最善を尽くすよう励ますべきだ
と思います。（以上、コメント）

　　６９．これも洞察に満ちた良いコメントで
す。どうぞ、あなたのホーム・シェパードたちに
はホームを霊的にシェパディングするという仕事
を、良く、周到に行うのに必要な時間があるかど
うかを真剣に考慮して下さい。たぶん彼らには十
分な時間がないという姿勢で臨むのが、話し合い
の賢明なスタート地点だと思います。十分な時間
があるシェパードはほとんどいません。ＣＳボー
ドのホーム再評価に合格したホームがほとんどな
いという点に、ホーム生活のこの面がうまくいっ
ていないことがかなりよく表れています。ですか
ら、このカウンセルを読むだけで済ませ、同じ仕
事を続けてはいけません。考え、話し合い、祈り、
賢い決断を下して下さい。
　　７０．また、先ほど、ホーム・シェパードが
親だと、彼らはとても忙しいのでできることが限
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られている場合があるというコメントがありまし
たが、その逆の面もあるので、どうか親はホーム・
シェパードの地位に就けないと決めつけないで下
さい。
　　７１．あるＣＳのＲＢＣがこうコメントしま
した。

　　７２．ホーム・シェパードが親であり、
小さな子供がたくさんいたり、大家族だっ
たりして、ホームがその人をホーム・シェ
パードの仕事に最適だと感じてシェパード
に選んだなら、これはホームが一人の妻の
ビジョンを実行する素晴らしいチャンスで
す。というのも、普通よりももっと子供の
助けを与えることが必要になるかもしれな
いからです。最近選挙をしたあるホームで、
何人かの人たちが、「親は誰もホーム・シェ
パードに選ばれるべきではない。だって全
くのところ、彼らは自分の子供たちを世話
することに専念すべきだから」と言ってい
るというコメントを聞きました。
　　７３．親の第一の責任は、自分の子供
を育て、世話することであるのは確かです
が、親はすべてホーム・シェパディングの
責任にふさわしくないと決めるのはかなり
愚かです。私が知っている最も有能なホー
ム・シェパードの何人かはたくさんの子供
を持つ忙しい親たちで、彼らは素晴らしい
仕事をしています。でも、そういう人はホー
ムの他の人たちから、必要な子供の助けを
受けているのです。そうでないなら、シェ
パードの仕事をすることはできません。つ
まり、私たちは皆、ホームと人生において
一人の妻と愛の律法のビジョンに生きるべ
きだというのは事実ですが、その人がホー
ム・シェパードとして最適だとホームが考
えるとしたら、それ以外にも、ホームのため、
またホームの説明責任ゆえに、これは幾つ
かの霊的原則を実行するための完璧なチャ
ンスなのです。
　　７４．人は片方の極端から別の極端へ
と行くものです。そして、実際、幾らか余
分に助けてもらうなら、シェパディングの
仕事をとても良くするかもしれない親を単
に除外するのではなく、誰がホーム・シェ
パードになるべきで、どうやってそれに対
応するかについてじっくり祈り、主を求め
ることが大切です。（以上、コメント）

シェパードはこれからＨＳＴＰを学習し、
コーチと連絡を取り合わなければならない
　　７５．「強めに向かって、パート４」でファ
ミリーの改革について説明した時、ホーム・シェ
パードはコーチのカウンセルに従うよう要求され
てはいないことが明確にされていました。そのＧ
Ｎにはこうあります。
　　７６．「ホーム・シェパードはコーチから言
われることをする必要はありません。確かに、コー
チはおそらく良いインプットやアイデアを持って
いるかもしれず、もしシェパードたちが賢明な
ら、少なくともコーチのカウンセルを考慮し、そ
れを「祈りのなべ」に入れるでしょうが、コー
チの提案通りにする義務はありません。」（ML 
#3544b:320, GN 1135）
　　７７．けれども、私たちは、理由が何であれ、
これほど多くのホーム・シェパードたちがコーチ
とほとんど連絡を取らないといった事態になると
は予期していませんでした。
　　７８．また、ＨＳＴＰが始まった時、ホーム・
シェパードは、ＣＳサイトにアクセスしたり、特
定のペースでプログラムをこなしていくようには
求められていませんでした。私たちは、それが意
識的な選択なのであれ、忙しいスケジュールや生
活にその余地を作ることができないゆえの選択な
のであれ、トレーニング・プログラムに参加しな
いシェパードが大勢いることになるとも予想して
いませんでした。私たちは皆それをしきりに待ち
望むだろうから、ＨＳＴＰを義務づける必要はな
いと思っていました。
　　７９．ホーム・シェパードがコーチとコミュ
ニケーションを取らないことや、ＨＳＴＰを十二
分に活用しないことは深刻な問題となっていま
す。コーチやＣＳのＲＢＣたちはそれらの問題を
何度もコメントしており、多くの人はホーム・シェ
パードの責任に幾つかの要求事項を加えるのが主
の御心ではないかと思った人も大勢います。
　　８０．ホーム・シェパードがコーチと連絡
を取らず、ＨＳＴＰを受けないことがマイナス
になっているというコメントが大量に来ている
のを見て、今回主は、ママと私に、当初のカウ
ンセルを変更するよう導かれました。ホーム・
シェパードは今でもコーチから言われることを
する必要はありません。コーチは今でも、あな
たの決断に対して何の権威も持たない助言者で
あり、ヘルパーです。けれども、このレターが
出版された時点で、これからホーム・シェパー
ドは全員、ＨＳＴＰとコーチ・プログラムに参
加するよう要求されます。
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　　８１．つまり、ホーム・シェパードは、ＭＯ
ｖ３にログインしてプログラムをダウンロードす
るか、必要ならＨＳＴＰが全部入った（オーディ
オだけでなく）ＣＤを受け取るかのいずれかの方
法によってＨＳＴＰにアクセスすることが要求さ
れます。（注：ホーム・シェパードが全部そろっ
たＨＳＴＰを必要とする場合は、シェパディング・
デスクにリクエストできます。）
　　８２．また、すべてのホーム・シェパード
は、（Ｅメールかテープ、あるいは必要なら手紙
を普通郵便で送ることによって）ＨＳＴＰに関す
るリアクションや個人的な預言を送るという形で
コーチとコミュニケーションを取るよう要求され
るようになります。シェパディング機関の内一人
のホーム・シェパードは、ホームのシェパディン
グ面での必要に関してコーチが送る質問に、少な
くとも短い返答をしなければなりません。また、
ホーム・シェパードは、コーチが自分のコーチン
グ・サークル内のホーム・シェパードに会いたい
場合、（妥当な範囲内で）会わなければなりません。
（この要求事項が実施される時期に関してはこの
レターの後の方にあるカウンセルを見て下さい。）
　　８３．この変化によって、コーチはホーム・
シェパードの決定に対して何の権威も持たないと
いうコーチ・プログラムの基本的原則が変わるこ
とはありません。今でも、ホーム・シェパードは、
個人的な決断やホームの決断、ホーム・メンバー
の霊的シェパディングに関する決断についてコー
チの言う通りにするという義務を負ってはいませ
ん。あなたのコーチは助言者、助け手であり、あ
なたはホームで選ばれたシェパディング・チーム
ワークとして、主の導きに従って自分たちの信仰
によって自由に決断することができます。
　　８４．けれども、以前と違うのは、ホーム・
シェパードはＨＳＴＰに参加するかどうかを決め
ることも、コーチと連絡を取らないと決めること
もできないという点です。主は以下のメッセージ
で、これが極めて重要である理由を説明しておら
れます。

　　８５．（イエス：）コーチと連絡を取り合う
のは非常に大切だ。これはファミリーのためにわ
たし自身が霊感して与えたプログラムの鍵なの
だ。確かに時間はかかるし、場合によっては簡単
なことではない。わたしがあなたの所に送る他の
多くの良き事と同様、これもまた犠牲だ。だが、
わたしはそれをするあなたがたを喜び、ホームが
物質面と霊的な面両方で受け取る祝福によって、
その喜びを示す。

　　８６．コーチと連絡を取り合うことには、コー
チからのＥメールに返答することも含まれる。Ｈ
ＳＴＰのコースを学習していきながら個人のＰ＆
Ｐやリアクションを送ること、また、コーチと会
える場合や会える時にコーチと会うということ
だ。また、　ホーム・シェパードであるあなたが
たがホームのシェパディングをより良く行うのを
助けるという明確な理由があってわたしが実施し
たプログラムを利用することでもある。コーチ・
プログラムは貴重だ。これはＨＳＴＰを学習する
ことと同様、ホームの成功の鍵だ。
　　８７．ＨＳＴＰはまれな宝石であり、その価
値が認められていないのは悲しいことだ。最終的
には定着するようになるだろうが、現在遂げられ
ている進歩は遅すぎ、ＨＳＴＰは十分に重視され
ていない。これは変わらなくてはならない。
　　８８．わたしの王と女王よ、わたしはホーム
のシェパディングをしている全員に対してＨＳＴ
Ｐを要求されたプログラムにするよう、あなたが
たを導いている。わたしはホームに対し、シェパー
ドたちがＨＳＴＰを学習できるようにしてあげる
ことでそれを支援するよう望む。そしてホームは、
その時間は無駄にならず、利益になるという信仰
を持つ必要がある。なぜなら、彼らはシェパード
たちの訓練から直接の実を刈り取るようになるか
らだ。たいていのホーム・メンバーはＨＳＴＰの
内容を詳しく知らないが、それが良いものである
ことを信仰によって受け止めることができる。そ
して、ホームに変化やより良いシェパディングの
成果を見始めた時、彼らはそのことでわたしに感
謝するようになるだろう。
　　８９．ＨＳＴＰをできる限り支援し、それを
ホーム・シェパード一人一人の手に届かせるのに
必要なことは何でもしなさい。コーチやホーム・
シェパードたちに、ＭＯｖ３サイトからＨＳＴＰ
の教材にアクセスする方法を訓練することにかな
りの重きを置くことも、解決策の一つだろう。
　　９０．ホーム・シェパードたちはコンピュー
ター・マニアである必要はないが、わたしの言葉
や、利用できるようになっている訓練にアクセス
する方法を知っておくのは、最低限できることだ。
あなたはこれから、祈って、できっこないとか、「私
はコンピューターには向かない」とか、基本的な
インターネットやＥメールの使用法も学べないと
いった、いかなる思考様式も乗り越えなければな
らない。あなたは学ぶことができるし、シェパディ
ングというわたしのための仕事を真剣にとらえて
いるなら、きっと学ぶだろう。（以上、メッセージ）
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コンピューター・トレーニングの必要性
　　９１．もう一つ、コーチ・プログラムや一部
のホーム・シェパードたちがＨＳＴＰに参加する
のを妨げているものは、先の預言で述べられてい
たように、多くのシェパードたちにコンピュー
ターのスキルが不足していることです。インター
ネットに「接続」してＭＯｖ３にアクセスする方
法や、Ｅメールの送受信、ＰＧＰの暗号化をあま
り理解していない人や、タイプがあまりできない
人たちが大勢います。これらのことはかなり手強
いというのはわかりますし、自分には到底できな
いとか、全然理解できない、「自分には向いてい
ない」と感じる人もいます。
　　９２．どうか、ホーム・シェパードの人たちは、
これからＭＯｖ３にアクセスする方法を学び、Ｅ
メールでコミュニケーションできるようになり、コ
ンピューターの基本的な使い方を知る必要があるこ
とを理解して下さい。私たちは、ホーム・シェパー
ドたちに対して、コンピューターを熟知したり、専
門家になるよう求めているのではなく、仕事をし、
コミュニケーションを取り、ＭＯｖ３にアクセスす
るのに必要な基本的なことを求めているだけです。
　　９３．あなたが信仰を持っていない事柄を強
いたくはありませんが、ＭＯｖ３やＥメールのコ
ミュニケーションには、すべてのホーム・シェパー
ドが必要とする大切な訓練があり、中にはコン
ピューターを使えないと利用できない訓練もある
というのが事実なのです。コーチやＨＳＴＰを利
用していない人たちがすでに遅れを取っているこ
とは明白で、それが続くなら、彼らはすぐに大き
な遅れを取ってしまうでしょう。ですから、端的
に言うと、極めて重要な、あるいは緊急のインプッ
トや学習、コミュニケーション、レポートをこな
していけるよう、ホーム・シェパードはコンピュー
ターについて最低限を知らなければなりません。
　　９４．シェパディングというのは、心と、
主が与えられる塗油の問題です。ですから、主
のシェパードやシェパデスとなるための能力は、
コンピューターの知識ではなく、むしろ、夫で
ある主と、主の方法、御言葉、主とのつながり
に直接関係しています。けれども、今日のファ
ミリーに向けられた新しい日のシェパディング
に関する主の方法を学ぶには、あなたが必要と
する訓練や助け、カウンセルは、コーチとどれ
ぐらい連絡を取れるか、またＨＳＴＰをどれぐ
らい利用できるかに直接関係しています。です
から、この目的は、ファミリーにおいて色々な
事柄が変化しており、少なくともコンピューター
の基本的な使い方を知ることはかなり大切であ
ることを説明することなのです。

　　９５．コンピューターの使い方をどう訓練する
かについてはさらに話し合われるでしょうし、私た
ちはあなたたちが助けを必要としていることを知っ
ています。国によってはインターネットがとても遅
くて、ファイルをダウンロードするのに時間とお金
がかかります。でも、それほど複雑でないか、高価
でない場合もあり、場合によってはちょっとしたこ
とを学ぶだけで、多くの素晴らしい訓練を利用でき
るとわかることもあります。
　　９６．私たちは、助けを必要とする人たち
のために何ができるかを検討するよう、リージョ
ナル・リーダーシップに頼んでいますが、コン
ピューターを使えない人たちを助ける責任を
負っているボードや正式なデスクや人員はいな
いことを理解して下さい。ですから、しばらく
の間は、あなたを助け、質問に答えてくれる人
がエリアにいるかどうかを見て下さい。自分か
ら率先してみて下さい。そうすれば、主はきっ
と祝福して下さるでしょう。
　　９７．あるＲＳはこうコメントしました。

　　ホーム・レベルにおいてコンピューター
のスキルがない事で支障になっているのは、
シェパディングの面だけではありません。ファ
ミリーのホームでは、コンピューターの能力
が上がる事によって、殆どすべてのボードが
益を得られると思います。多くの場合、少な
くともイニシャティブの欠如が問題の一部に
なっていると思います。幾つかのケースにお
いて、私が数年間一緒に働いた人たちは、コ
ンピューターについて学ぼうという意欲がほ
とんどありませんでしたが、ついに自分の子
供などがＥメールでないと連絡が取れないと
言ったとたん、彼らはインターネットでコミュ
ニケートする方法をかなり素早く学ぶのです。
私が知っている数人の人たちも、これによっ
て自信がかなり増しました。自分には手が届
かないと思っていたものに取り組み、それが
できるとわかって、自信がわいたのです。

　　９８．また、私が「コーチと連絡を取り合う」
と言う時、それは長くて詳細に渡るメッセージ
や詳しいレポートをたくさん書くというのでは
ありません。特にタイプが得意でないなら、と
ても時間がかかります。そうではなく、タイプ
を学んだり、インターネットに接続したり、Ｍ
Ｏｖ３にアクセスしたり、またコーチとメッセー
ジをやりとりできるようになったり、少なくと
も簡単に近況やホームの必要、状況を知らせた
り、受け取った預言を送れるようになるよう努
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力するという意味なのです。ある人にとっては
かなり怖いことだとは思うし、メンタル・ブロッ
クを持っている人もいますが、ここに、コン
ピューターの使用に関してとてもインスパイヤ
リングな新しい鍵があります。

新しい鍵の約束
　　９９．コンピューターの知識に関しては、意
志がある所には道がある。そして、理解の鍵を呼
び求めるなら、コンピューターの使い方を学ぶの
に必要な見識、明確さ、記憶力が増すだろう。

　　１００．知識と技能の鍵を呼び求める時、わ
たしの花嫁の内誰一人として、タイプや、コン
ピューター、ＰＧＰの暗号化、インターネットの
使用の基礎を学べないほど年を取っていたり愚か
だったりする人はいない。

　　１０１．コンピューターを使うことに関して
メンタル・ブロックがあるなら、わたしは、信仰、
決意、ビジョンの鍵によって、精神的な抑圧を打
ち壊す。

　　１０２．アクションと理解の鍵によって、あ
なたは教わったことを覚え、それを役立てること
ができる。

　　１０３．コンピューター・スキルに関するす
べての事柄は、知的な発明品の鍵を呼び求める時、
もっと簡単になる。

　　１０４．啓示と将来への洞察の鍵によってビ
ジョンを増させるよう、わたしに求めなさい。そ
うすれば、わが栄光のためにコンピューターの知
識を広げるためのより大きな信仰を与えよう。

　　１０５．コンピューターやインターネットの
使用に関して他の人を教えるよう召された人たち
は、御国の鍵を呼び求めるなら、忍耐、知恵、必
要とされる明晰さを得るだろう。

　　１０６．コンピューターに長けている人が他
の人たちを助けるために時間を与える時、わたし
はあなたが最も感謝する方法で、あなた自身の必
要を豊かに供給する。

　　１０７．あなたがわたしを第一に置き、神の
国を尋ね求め、他の人たちへの奉仕に命を捧げる
時、わが花嫁が必要とするコンピューターを供給
することは、わたしの喜びだ。

ＣＳボード・ワークシートの導入
　　１０８．おそらくホーム・シェパードにはコー
チのようにシェパディングのために義務づけられ
た日が必要ではないかというアイデアが、大勢の
コーチやＣＳのＲＢＣたちから寄せられました。
ホーム・シェパードに要求された時間数を課すと
いう可能性もあり、「強めに向かって、パート２」
（ML #3518:247-263）で説明したように、以前
この質問を主に携えたとはいえ、私たちはそれを
もう一度真剣に考慮しました。けれども、何度も
祈り、話し合った結果、主は、何人もいるホーム・
シェパードが毎週一定の日数、その他のミニスト
リーができないとしたら、ホームにとって負担と
なり、ホームの人員がかなり引き抜かれることに
なると示されました。コーチがいるホームにとっ
ては特にそうなります。コーチはコーチの職務の
ために３日間を当てなければならないからです。
　　１０９．どのホーム・メンバーも忙しいです。
ホーム・マネージャーも含め、多くの人がホーム
の大きな荷を負っていて、限界に来ている人もい
ます。それで、私たちは、これは現時点では重い
荷であり、きっと皆さんは身動きが取れず圧迫さ
れているように感じるだろうと思いました。ホー
ムの他のミニストリーもどれも大切で、それを果
たすための時間が当てられなければなりません。
そして、あなたたち全員にとって、必要とされる
すべてを組み入れるのは、全体的に巧みな技を要
するということを、私たちは知っています。
　　１１０．けれども、ホーム・シェパードであ
りながら、そのミニストリーに時間を当てず、代
わりにホームの他のありとあらゆる仕事を優先し、
それからシェパディングをここそこで数分間やり
くりしようとすることは容認されません。ホーム・
シェパディングに対するそのようなアプローチは
良い成果を生みません。けれども、ホーム・シェ
パードに厳密な時間数を要求すると決めるのも実
際的ではありません。それぞれのホームはとても
異なるからです。将来はホーム・シェパードに対
して時間数や日数を要求することが必要になるか
もしれませんし、私たちはそれを度外視している
のではありませんが、まず、この問題を修復する
他の方法を試してみたかったのです。というわけ
で、ホーム・シェパードが霊的シェパディングに
費やす日数や時間数を要求する代わりに、インター
ナショナル・ＣＳボードは、あなたたちがこれか
ら進歩に目を留めておき、願わくはそれによって、
ＣＳ評価基準のどの面に働きかけるべきかを見つ
けたり、霊的シェパディングに十分な時間を当て
ているかどうかを判断したりする助けになる補助
手段となるものを提供することになります。
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　　１１１．このレターが掲示される時までに、
あるいはその直後に、インターナショナル・ＣＳ
ボードは、ＭＯｖ３サイトＣＳサイトのホーム・
シェパードのセクションに、「ＣＳホーム再評価
ワークシート」というものを掲示します。これは
ホーム・シェパードがＣＳボード評価基準実施の
記録をつけるのを助けるための実際的補助手段で
す。ＣＳモニターはこのワークシートに記入する
ことが要求されます。これはモニターの仕事の一
部です。また、他のホーム・シェパードたちも、ワー
クシートに注意を払っておき、物事がどのような
状態かを知っておくよう勧められています。コー
チはワークシートのコピーを送るよう求めること
ができます（月に一回以下）。ホームの霊的シェパ
ディングについてさらに報告したければ、ホーム
再評価の時に、記入済みのワークシートをＣＳの
ＲＢＣに送ることもできます。（再評価の時にワー
クシートを送るようＣＳのＲＢＣから求められる
なら、あなたはそれを送らなければなりません。）
　　１１２．このワークシートのもう一つの目的
は、ホーム再評価期間の 6ヶ月間にどういうこ
とがあったかを覚えておけるようにするためで
す。そうすれば、実際の事実と記録があるので、
ホームは、他のボードの質問票よりもっと主観的
なものにもなり得るＣＳボードの質問票に記入す
る際、場当たり的な返答をせずにすみます。この
ワークシートはＣＳボード評価基準の様々なやる
べきことに関してもう少し組織化し、活動の記録
を提供する助けになるばかりか、ホーム・シェパー
ドがコーチに送るレポートと近況を提供するとい
う二つの役割を果たします。
　　１１３．かなり多くのコーチやＣＳのＲＢＣ
たちが、ホーム・シェパードは何らかのレポート
に記入するよう求められるべきだと提案しまし
た。祈り、話し合った結果、主は、ホーム・シェパー
ドがコーチに別個のレポートをする代わりに、Ｃ
Ｓボードのワークシートを作るよう導かれたので
す。このワークシートは様々な需要を満たすので、
私たちはこれが余分な仕事のように見られること
はないと思っています。なぜなら、これは、あな
たのホームがＣＳボードのホーム再評価に合格す
るのを助け、同時にコーチとのコミュニケーショ
ンを取りやすくするための手段だからです。
　　１１４．インターナショナル・ＣＳボードが
説明したい点があります。それは、ＣＳボードの
ワークシートは 100％完成しているわけではな
く、おそらく次の見直しの時に更新されるだろう
ということです。けれども、主は、現在手元に何
かがあることの方が、後でもっと「完璧な」バー
ジョンを皆さんにあげるまで待つよりももっと

大切であると示されました。ですから、どうかこ
の補助手段を利用するようにして下さい。私たち
も、これがあなたたちホーム・シェパードにとっ
て、自分の仕事や、ホームのＣＳボード評価基準
面の状態をより良く把握する助けになるよう祈っ
ています。また、ワークシートは最低限だけを書
き、主観的な記録ではなく、たいていは出来事の
記録といった、事実を記録するようになっていま
す。このワークシートは質問票にあるすべてのポ
イントをカバーしているわけでも、各ポイントの
すべての側面をカバーしているわけでもありませ
んが、私たちはこれが助けになるよう祈ります。
ご存じのように、ホーム・シェパードは他のボー
ドの評価基準の霊的シェパディング面にも責任を
負っていますが、それらのポイントはＣＳボード
のワークシートには含まれていません。このワー
クシートに反映されているのは、ＣＳボードの評
価基準と質問票だけです。
　　１１５．ホーム・シェパードに対して決まっ
た時間数や日数を義務づけるかどうかについて
祈った時、主はこう言われました。

　　１１６．（イエス：）わたしはあなたがたを
愛している。そして、あなたがたがホーム・シェ
パードやホームにとって良くやるのを簡単にして
あげたい、彼らがやり遂げるのを見たいと心から
願っているのを知っている。仕事時間数を義務づ
けるのは、ホーム・シェパードたちを縛り付ける
だけになる。すべての状況が異なるからだ。ホー
ム・シェパードやホームは、やらなければならな
いすべてと、去年引き上げが必要だったすべての
面に圧倒されたように感じている。
　　１１７．わたしはＣＳボード・ワークシートを
制作するように勧める。現時点で仕事時間数を義務
づけるよりは、むしろ、このプロジェクトがわたし
からのものであり、わたしが望む方向性だ。目的は、
シェパードたちに、仕事のやり方を知ることや、シェ
パディングとは何か、それをするのに要する時間と
いう面での訓練をすることだ。一定時間数をシェパ
ディングに費やすよう要求するだけでは彼らは学ば
ない。彼らが皆、シェパディング面で進んでおり、
仕事の詳細を知っているのに、ただ怠慢でしていな
いなら、仕事時間数を要求することは答となる。だ
が、現在、ファミリーのシェパードたちの多くの場
合は、そうではない。（以上、メッセージ）

ＣＳボード・ホーム再評価質問票の新しい質問
　　１１８．この変化を定着させるため、2006
年 4月のＣＳボードのホーム再評価質問票には、
新しい質問が幾つか付け加えられています。これ
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らの質問は、あなたたちのホームのホーム・シェ
パードたち全員がＨＳＴＰに参加し、コーチと
連絡を取り合っているかどうかというものです。
「コーチと連絡を取り合う」というのは、ホーム・
シェパードがＨＳＴＰからの預言やリアクション
をコーチに送り、少なくとも一人のホーム・シェ
パードが電話かＥメール、直接会うことによって、
コーチの質問に答えることを指します。ホーム・
シェパディングの機関で責任を分担していること
もあると思うので、コーチからの同じＥメールに
ホーム・シェパード一人残らず全員が返答するよ
うには期待しません。それは実際的ではありませ
ん。でも、コーチとホーム・シェパードの間のコ
ミュニケーションや団結、チームワーキング、同
胞愛が全体的に増すよう祈っています。
　　１１９．あなたたちのコーチはまた、ホーム・
シェパードに、ＨＳＴＰのパッケージを幾つ終え
たかを尋ねることになり（つまりオーディオ・ファ
イルを聞くだけでなく、全部をやり終えたという
こと）、その情報はあなたのＣＳのＲＢＣに送ら
れて、引き続き進展が見守られることになります。
　　１２０．ホーム・シェパードたちがＨＳＴＰを
進める上で期待されるペースについて、もっと具体
的な計画を立てるのが良いとコメントしたＲＢＣも
何人かいました。現時点では１年コースとしか述べ
られていないからです。インターナショナル・ＣＳ
ボードは、ＨＳＴＰのペースをもっと具体的にまと
めることを考慮するでしょうが、今の所はＨＳＴＰ
を始めたというだけで十分です。けれども、後でさ
らにお知らせがあるかもしれません。
　　１２１．あなたたちホーム・シェパードがＨ
ＳＴＰに参加しているかという質問と、コーチと
連絡を取り合っているかという質問は両方とも、
2006 年 4 月の再評価ではスコアが尽きません。
皆さんがこれを読むのは 2月なので、4月の再評
価までにこのゴールに向けて働きかけるには事前
の予告があまりないことになるからです。2006
年 10 月のホーム再評価までには、これらのポイ
ントは二つとも要求されるようになり、両方とも
ＣＳボード質問票のスコアがつきます。そして、
ホーム・シェパードであるあなたたちがこれらの
点で良くやっていないなら、ＣＳ再評価における
あなたのホームのスコアに影響します。

コーチは 2005 年 10 月の再評価を受け取った
　　１２２．すでに気づいているかもしれません
が、2006 年 4月のＣＳホーム再評価で向上する
のを助けるために、あなたのホームのＣＳ質問票
がコーチに送られています。コーチは、あなたの
ＣＳホーム再評価においてあなたたちがどの質問

で弱かったかに関する情報を使って、ホーム・シェ
パードがそれをフォローアップするのを助け、あ
なたたちがもっと向上できるよう、提案やカウン
セルを提供します。これが皆さんにとって祝福で
あるよう祈ります。

コーチがホーム・シェパードと
会うことについて
　　１２３．自分のコーチング・サークル内のホー
ム・シェパードたちに会いに行ったコーチたちもお
り、あなたたちともっと個人的なつながりを築くた
めに会うことについて祈っていると言ったコーチ
もいます。あなたたちを助けるためにもっと多くが
できないことで少し歯がゆいと説明したコーチも
いて、彼らはあなたたちをもっと良く知ることがで
き、もっと個人的なやりとりがあれば、あなたたち
ももっとコーチの助けを求めたり、個人的な預言や
祈りのリクエストを分け合ったりしやすくなるので
はないかと感じています。
　　１２４．コーチには訪問する義務があるとか、
彼らはこれからそのように導きを感じるというので
はありません。このような決断は、ファイナンス、
距離、関係者全員のスケジュールなど、多くの状況
に影響します。コーチング・ミニストリーは訪問を
基盤としていないことを覚えていて下さい。そして、
コーチは、互いに良いコミュニケーションの行き来
があるなら、訪問をしなくてもホーム・シェパード
たちにとって大きな助けとなれるのです。中には訪
問をしたコーチもいて、多くの場合それが実り豊か
だったというだけのことです。でも、これはコーチ
が決めることなので、どうかコーチに訪問するよう
プレッシャーをかけないで下さい。
　　１２５．たまたまコーチがあなたたちのホー
ム・シェパードとコミュニケーションを取って、
実際に訪問したとしても、どうか、彼らの地位で
できる以上のことを期待しないことで、彼らが自
分たちの権限の範囲内に留まるのを助けてあげて
下さい。彼らはＶＳとしてあなたのホームにいる
のではありません。ホーム・シェパードとカウン
セルし、ホーム・シェパードをより良く知り、ホー
ム・シェパードを助けるためにできる限りをす
る、それがコーチの仕事です。ですから、コーチ
がホームの他の側面に関心を寄せることや、あな
たに個人的なカウンセルやシェパディングを与え
ること、あなたのホームの問題すべての答をもた
らすことは期待しないで下さい。
　　１２６．また、もしコーチが訪問してきたな
ら、できるだけホーム・シェパードたちにコーチ
とミーティングをする時間をあげるようにして下
さい。ありがとう！
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ホーム・シェパードの仕事のあらまし
　　１２７．もう一つ、ホーム・シェパードたちの
進歩具合を分析していて明確になったのは、ホーム・
シェパードの仕事は複雑だということです。評価基
準のすべてには大量の情報があり、あなたのホーム
は同時にたくさんの面で進歩を遂げようとしてい
ることから、すべてをどんどん続けていくのは難し
いものです。ホーム・シェパードの仕事のすべきこ
とが一から十まですべてが詳しく、はっきり説明さ
れているものがあればと思っているかもしれません
が、現時点では、そのような文書を提供することは
できません。インターナショナル・ＣＳボードが、
何人かのコーチやＲＢＣから来たこのリクエストに
ついて祈った時、主は、あなたたちの仕事はすでに
御言葉や評価基準、憲章で明確になっているので、
それを学習し、自分たちの職務を良く知っておくの
はあなたの責任であると説明されました。
　　１２８．けれども、ホーム・シェパードの主
要な責任を幾つかおおまかに書き留めるとすれ
ば、ホーム・シェパードの仕事とは以下の事柄で
成り立っています。これはインターナショナル・
ＣＳボードがまとめてくれました。
　　１２９．御言葉を祈り深く学習することに
十二分な時間を当て、ホームを霊的に導けるよう、
主が導いている方向性を周到に理解しておく。
　　１３０．ＣＳボード評価基準、ＣＳボード
評価基準の御言葉による根拠、ＣＳボードハウ
ツー参考書の実用的な知識を持っておく。
　　１３１．他のボード評価基準の霊的シェパ
ディング面を理解しておく。（他のボード評価基
準の何が霊的で何が実際的であるかは、ホームの
ステアリング・カウンシルが決めます。）
　　１３２．ホームがＣＳボード評価基準や他
のボード評価基準の霊的シェパディングを満たせ
るよう、責任を持ってできる限りを行う。
　　１３３．ホームのメンバーに霊的シェパディ
ングを供給する。それにはホームのステアリング・
カウンシルやホームに住むコーチも含まれる。
　　１３４．ホームのマネージャーと共に平等
に働き、霊的なシェパディングという仕事ができ
るよう、実際的な事柄はマネージャーに対処して
もらう。（実際的な面と霊的な面の両方をしよう
としないこと。）
　　１３５．ＨＳＴＰに参加する（オーディオ・
ファイルを聞くだけでなく、すべて）。つまり、
ＣＳボード・サイトのホーム・シェパード・セク
ションのログオン情報を持っていて、サイトにア
クセスする方法を知っておく。
　　１３６．コーチとコミュニケーションを取
る（これには、ＨＳＴＰの個人的預言やリアクショ

ンをコーチに送ることや、ホーム・シェパードの
内一人がコーチの質問に答えること、コーチが会
いたい時や会う必要がある時にそれに対応するよ
う努めることが含まれます）。
　　１３７．ＣＳボードのクライテリア・モニ
ターは、ホームがＣＳボード評価基準を果たした
ことを記録する手段として、ＣＳボードのワーク
シートに記入する。
　　１３８．コーチとＲＢＣの要請があれば、
ＣＳボード・ワークシートのコピーを作って送る。
　　１３９．ＭＯｖ３サイトのＨＳＴＰにアク
セスし、コーチと基本的なコミュニケーションを
取れるよう、コンピューターの実用的知識を十分
持っておく。
　　１４０．憲章の実用的知識を持っておく。
これはホーム・シェパード（あるいはステアリン
グ・カウンシル）の職務と、ホーム生活に該当す
る手続きに関係している。

　　１４１．ホーム・メンバーの皆さん、どうか、
シェパードを選ぶ時には、これらのホーム・シェ
パードの職務の基本リストを念頭に置いて下さい。
ホーム・メンバーは全員、ホーム・シェパードが
良い仕事ぶりをするのを確かめることに深い関心
を寄せているべきです。それがあなたのホームが
ＣＳボードのホーム再評価に合格するかどうかに
大きく影響するのですから。そして、それはあな
たのホームが霊的に強い状態を保ち、良くシェパ
ディングされているかどうかを示すものなのです。

御言葉の編集物が利用可能
　　１４２．これがＭＯｖ３に掲示されると同時
に、霊的シェパディングの重要性や、それが時間
を要するミニストリーであることなどを強調し
た、「強めに向かって」シリーズからの編集物も
掲示されます。できる時には御言葉の編集物を復
習して下さい。きっと以前に細かく説明された大
切な原則の幾つかを思い出す助けになると思いま
す。（注：ＭＯｖ３に掲示されている「The Need 
for Spiritual Shepherding」を見て下さい。）

ホーム・マネージャーへの言葉
　　１４３．ママと私は、ホーム・マネジメント
という大きな仕事を引き受けてくれたあなたたちに
心から感謝しています。きっとホーム・メンバーた
ちも感謝していると思います！　あなたたちは大き
な荷を負っています。私たちはホーム・シェパード
には職務を果たすための時間が必要であるというこ
とについてたくさん話しましたが、あなたがどれだ
け忙しいか、どれだけ大きな荷を負っているかを過
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小評価するつもりはありません。あなたのミニスト
リーは良きＦＤホームを成功させる上で極めて重要
です。そして、あなたの勤勉さ、忠実さ、技能、ハー
ドワークなしには、私たちのホームはばらばらに
なってしまうか、少なくともあまりうまく機能しな
くなるでしょう。良き仕事をしてくれてありがとう。
ホームの物質的側面や実際的運営がうまく行くこと
を確かめてくれてありがとう。
　　１４４．「強めに向かって」パート２と４（ML 
#3518:157-161; ML #3544:417-443）では、ホー
ム・マネージャーとホーム・シェパードは平等の
立場として働くと説明されています。仕事は異な
りますが、あなたたちは皆、同じだけ重要で必要
とされています。ホーム・シェパードの必要につ
いて私がこれを書いているのは、あなたたちのホー
ムがＣＳボード評価基準を果たす上でもっと良く
やるのを助けるために、主がこの面を強調してお
られるからなのです。でも、それであなたたちホー
ム・マネージャーが果たす役割の重要性が減るわ
けではありません。良い霊的シェパディングだけ
では足りません。良いマネジメントと組織化も必
要です！　けれども、ママと私は、ここで私が話
した変化を実現させるためにあなたたちができる
限りをしてくれていることを、心から感謝します。
　　１４５．でも、この変化を実現させるのは、ホー
ム・マネージャーだけの責任ではありません。Ｆ
Ｄホームのメンバーは全員、ホームの状態に対し
て説明責任を負っています。ＦＤホームのメンバー
は全員、ホーム・シェパードたちに職務を果たす
ための時間があるかどうかを気にかけているべき
です。ＦＤホームのメンバーは全員、トークタイ
ムや霊的シェパディングを得ているかどうか、ホー
ムのデボーションやプレア・デーや御言葉を土台
としたアクティビティーが質の高いものかどうか、
ホーム・シェパードがコーチとコミュニケーショ
ンを取り、ＨＳＴＰが進んでいるかどうかを気に
かけているべきです。ＦＤホームのメンバーは全
員、これらのことを気にかけているべきです。な
ぜなら、あなたのホームの霊的状態は、これらの
事柄や、その他ＣＳボード評価基準の多くの側面
でどれだけ良くやっているかに表れるからです。
　　１４６．でも、特にホーム・マネージャーの皆
さんに、これらの必要とされる変化を念頭に置くよ
うお願いします。そしてどうか、できる限りをして、
ホーム・シェパードが仕事をするにはどれだけの時
間が必要かをステアリング・カウンシルで決めて下
さい。このレターの前の方でＣＳのＲＢＣが述べた
ように、あなたたちがステアリング・カウンシルと
して、ホーム・シェパードが何をしなくてはならず、
それにどれだけの時間がかかるかを見積もることが

できるなら、それはとても価値があることです。そ
うすれば、シェパードたちやホーム・メンバーたち
と一緒に、シェパードたちの毎日、毎週、毎月の現
実的なスケジュールを立てることができます。
　　１４７．あなたたちホーム・マネージャー
にどれだけ時間があるかわかりませんが、もし時
間を見つけられるなら、インターナショナル・Ｃ
Ｓボードは、あなたたちのさらなる訓練のため
に、私がＨＳＴＰのために録音したオーディオを
あと3つ、あなたたちにも聞けるようにしたいと
思っています。ホーム・シェパードから以下のト
ピックのオーディオをくれるよう尋ねて下さい。
「People Handling_05」「Being Spirit Led_07」、「Living 
Acts 2:44,45_12」。これがあなたにとって祝福とな
るよう祈っています。また、これらのオーディオ
を学習する時間をアレンジできるよう祈ります。
　　１４８．ご存じのように、ホーム・シェパー
ド・トレーニングのパッケージは、ホーム・シェ
パードがホームとホーム・メンバーたちの霊的
シェパディングの仕事をする上での訓練のために
作られました。どうかそれを念頭に置いて下さい。
そうでないと、このカウンセルをあなたたちの仕
事に適用する方法が少しゆがんでしまうからで
す。ホーム・シェパードとマネージャーの仕事が
あいまいになることは避けたいと思っています。
そうなると逆効果になります。もっと早くからあ
なたたちがこれらのクラスを利用できるようにし
なかった一つの理由は、元々はシェパードのため
に草案された情報をあなたたちホーム・マネー
ジャーにさらに与える前に、まず、ステアリング・
カウンシルが落ち着き、マネージャーとシェパー
ドの責任とは何かについて学び、共に働くことを
学ぶ時間をあげたかったからです。でも、願わく
は今はもう仕事上の関係も状況も十分落ち着いた
でしょうから、あなたたちの責任分野の境界線が
あいまいになってステアリング・カウンシルに混
乱やあつれきをもたらすことなしに、このカウン
セルを役立てることができると思います。
　　１４９．霊的シェパディングとホーム・マネ
ジメントの実際的事柄を分けることに関しては、
今でも幾らか不明確な所があると思います。幾ら
か重なり合う所もありますが、あなたたちが実際
的事柄に対応することに働きかけつつ、これらの
クラスを役立て、人々をよりうまく扱うことを学
び、他の人たちへの反応や相互関係においてもっ
と霊に導かれるようになるなら、あなたたちの
ホームはきっと、もっとうまく運営され、あなた
たちの仕事ももっとうまくいき、あなたたちは、
ホームのあつれき、不和、不満を避ける上で積極
的な役割を果たすようになると思います。
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集中的な祈りが必要
　　１５０．次のプレア・デーで、ママと私は、コー
チ・プログラムのためと、ホーム・シェパードや
ＦＤホームの霊的シェパディングの強化のための
以下のリクエストについて、鍵の力に満ちた祈り
に焦点を合わせるようお願いしたいです。どうも
ありがとう！

　　１５１．ホーム・シェパードたちが霊的シェ
パディングの仕事に十分な時間を当てられるよう
に、ＦＤホームのミニストリーや仕事を組織化す
る際の知恵のために。結果としてホームの他のミ
ニストリーに害が及んだり、バランスが崩れたり
しないように。
　　１５２．鍵の力は、リーダーシップの責任に
おいて、あなたに確信と正しいバランスを与える。

　　１５３．ホーム・シェパードとホーム・マネー
ジャーが共にうまく働けるように。また、霊的責
任と実際的責任をどう分けるのが最善かを、主が
各ステアリング・カウンシルに示されるように。
　　１５４．リーダーシップのどんな任務や責任
も、より深い理解力、判断力、洞察力で祝福され
るよう、塗油の鍵を利用しなさい。

　　１５５．ステアリング・カウンシルの団結
のために。
　　１５６．愛、信仰、謙遜さにおいて団結する
なら、鍵の力によって、何ものもあなたを止める
ことはできない。わたしは供給し、いやし、救出
し、救い、回復させ、築き、啓示し、活性化させ、
勝ち取り、団結させるだろう。

　　１５７．ホーム・シェパードが、ＨＳＴＰ
を真剣に一貫して学習するために必要な時間、エ
ネルギー、霊的渇望を持てるように。
　　１５８．御国の鍵はあなたの人生に確信と活
力をもたらす。

　　１５９．コンピューターが得意でないホー
ム・シェパードたちのために、主が各リージョン
において彼らにコンピューターを教える人を立て
られるように。
　　１６０．知的な発明品を理解するための知識
と知恵は、鍵の力によってあなたのものとなる。

　　１６１．コンピューターを使わなければな
らない人が全員使えるよう、すべてのホームに十

分な数の良いコンピューターが供給されるように。
　　１６２．鍵が供給できないほど大きな必要も、
高い値段もない。

　　１６３．コーチとホーム・シェパードのコ
ミュニケーションのため。ホームが霊的に強くな
るのを助ける上で、彼らがもっと団結し、良いチー
ムとなれるように。
　　１６４．団結の鍵はあなたがたにしっかりし
た一体感、協調、霊の強さを与える。

　　１６５．コーチを住まわせ、コーチの時間
を毎週 3日間犠牲にしているホームへの特別な
祝福のために。
　　１６６．信仰の鍵を呼び求めなさい。そうす
れば、人の目から見て可能と思えるものを超えた
ものが与えられ、わたしと神の国のために惜しみ
なく与えるあなたの態度は、百倍にして返すよう
わたしを動かす。

　　１６７．プレッシャーを感じることなしに、
ＦＤホームの霊的シェパディングの質が良いペー
スで向上するように。
　　１６８．変わるために個人的に要求される事
柄やハードワークが目前に大きく立ちはだかる時
には、信仰と決意の鍵を呼び求めなさい。そうす
れば困難さはより楽になり、あなたの前にある道
は短く、変化という約束された勝利は、より手に
届きやすくなる。
　　１６９．鍵には極めることのできないほど困
難な変化はない。変化が必要とされる時には鍵を
呼び求めなさい。この約束にしがみつき、わたし
の霊が働くのを見なさい。

　　１７０．愛するファミリー、あなたたちの祈
りと、あなたたちが夫である主のために成し遂げ
たすべてを感謝しています。ママと私はあなたを
心から愛し、あなたたちの証し、ワードタイム、
祈りの時間、その他今年私たちを待っているすべ
ての事柄のために祈っています。あなたはファイ
ターです。そして、私たちはあなたにたくさんの
信仰を持っています。私たちはあなたのために、
忍耐、従順、霊的な不屈の精神の鍵を要求してい
ます。そして、大いなる勝利を待ち望んでいます。

愛と祈りを込めて、
ピーター

“Getting Stronger, Part 5”--Japanese.


