牧師も祈られることが必要です。
This is translated from ‘World Prayer’ (OMF books) and is on the topic of praying for a pastor
or fulltime worker. The version below has some furigana on the kanji.

神は牧師が信徒の霊的生活、特別な問題、多くの必要に対して、祈り深くあること
お

を望んでおられます。それ故に牧師は自分の会衆一人一人に祈りの重荷を負っていま
す。しかし、牧師の必要のためには、誰が祈るのでしょうか？牧師もまた人間であり、
こ じんてき

私たちの祈りを必要としているのです。もし、誰かが牧師に個人的に「先生、私の
祈りの中に、いつも先生のために祈る場所があります。私は、先生のどのような必要
に対しても、喜んで祈ります。」と言うなら、何という祝福でしょうか！
あるアメリカの牧師たちの代表団が、チャールス・スポルジョンに、彼の牧会と伝
ひ けつ

たず

ひら や

道の成功の秘訣を尋ねました。その答えとして、スポルジョンは彼らを平屋の集会の
あ

ほうもんしゃ

部屋へ案内し、静かにそのドアを開けました。訪問者が見たのは、４００人以上の人々
こうだん

が、その夜、講壇に立って、神のみことばを語る自分たちの牧師のために、神の祝福
と力が注がれるように祈っている姿でした。「みなさん、」とスポルジョンは言いまし
た。「神の働きの祝福の秘訣がここにあるのです。」
使徒パウロは深い祈りの人であり、彼は教会に自分のことを祈ってくれるよう求め
つ

ました。彼の熱心な願いはこうでした。
「兄弟たち、私のために、私とともに力を尽く
して神に祈ってください。」ローマ１５：３０（エペソ６：１８～２０、Ⅱコリント
１：８～１２）
たたか

とお

あなたが牧師を本当に助けようと共に 闘 う熱心な祈りを通してだけが全能の神の
ゆうこう

御手にある有効な働きになるのです。あなたが牧師のためにどんなに献金をし、尊敬
し、協力して働いても、それだけでは十分ではないのです。全ての牧師は、彼の個人
おさ

的な必要、霊的な知恵と力、彼の家族、そして、神の群を治めるための祈りを必要と
しています。（Ⅰペテロ５：２）
あっとう

ここに示されている祈りの数に圧倒されないでください。
むしろ、あなたが牧師のために祈るとき、私たちが何を祈るか、聖霊がその課題を選
びとってくださるように、御霊の導きにゆだねてください。

『牧師の個人的な必要のために』
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けんそん

本当の謙遜を持つことができるように
あなたの牧師が他の人からの教えを受け入れる心を持ち続けられるように、祈りな
ひ ひょう

えき

さい。それは、牧師が批 評 を受け入れることによって、益となるからです。彼はし
もべの心を持つことができます。牧師は生活の中で、本当の謙遜を養い、自分の教育
よ

や方法や人間性にではなく、神に拠り頼むようになります。
彼はいつも祈ることによって、神の導きと時を待ち望みます。成功においても、失敗
においても、全てのことで神に栄光をお返しします。彼のプライドがくだかれるよう
に祈りましょう。そうすれば、彼は有益な働き人であり続けることができるのです。
安定性を持つことができるように
かく

私たちは、あらゆる見える、また、隠されたプレッシャーの満ちた肉的な世界に生
ふたごころ

きています。それ故、あなたの牧師が二 心 のない心で主に仕え、成功にうぬぼれた
り、失敗に打ちのめされたりしないように祈りましょう。
良き人間関係を築くために
ぶん や

な

ともな

あなたの牧師にある分野の賜物が無い時、それに 伴 う自分のフラストレーション
あつか

（不満足な気持ち）の適切な 扱 い方をその牧師が知ることができるように祈りなさ
た

い。彼は自分の本当の足りないところを知ることができるからです。と言うのは、牧
ほか

だれ

師にとって、他の誰よりも「私がまちがっていました。」「ごめんなさい。」と言うこ
よう い

た しゅ た よう

は

とは、容易なことではないからです。彼は、多種多様な責任を果たすことで、自分に
にんたいづよ

対して、他の人に対して忍耐強くなるでしょう。
うちがわ

ぶ ぶん

カルバリーの十字架の愛は全ての人間関係の内側の部分を照らします。彼は自分の
教会員の愛とサポートを感じることでしょう。
喜びを持つために
あなたの牧師が、霊的戦いや問題があっても、彼が牧会に本当の喜びを見出せるよ
うに祈りなさい。（ヨハネ１６：２４、１７：１３）喜びは聖霊に満たされたことの
しるし

おお

かんきょう

じょうきょう

大切な 印 です。大いなる喜びと平安は、どんな環 境 、 状 況 の中にあっても存在し
ます。（Ⅱコリント４：７～１８、ヤコブ１：２～４、Ⅰペテロ１：６～９、エペソ
５：１８～２１）
健康のために
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あなたの牧師の健康のために祈りなさい。彼が運動やリクリエーションでバランス
たも

のとれた健康を保つことが出来るように祈りなさい。旅行の時の安全のためにも、と
りなしの祈りをささげなさい。
くんれん

自己訓練のために
ゆうせんじゅん い

牧師は第一のことを第一にして、自分の時間の優先 順 位を守らなければなりませ
ん。訓練して「いいえ」と言えるようにしなければならないのです。
びんかん

聖霊によって、牧師がこれらのことに敏感になるように祈りましょう。彼は御霊に
あつか

と

よって、ストレスとなるものを 扱 わなければなりません。肉の力でストレスと取り
く

も

組んで、燃えつきてしまう結果になってはなりません。
（マタイ１１：３０）

『家族の必要』
家族関係のために
すいそう

牧師とその家族は、みんなから良く見える水槽の中の魚のような生活スタイルの中
しんみつ

で生きています。夫と妻は互いに愛情深く、親密に関係し合うのです。牧師が、自分
たも

の子供達の訓練のために、神の知恵を求めながら、聖書的な家族の姿を保つことがで
せっ

きるように、また彼が、良い霊的な指導力をもって、妻や子供たちと接することがで
きるようにその時間とバランスのためにも祈りましょう。

プレッシャーにたいして
ゆうわく

あなたの牧師とその家族が、日々の誘惑、ストレス、少しずつ現れてくるプレッシ
ちょくめん

ひょうてき

ャーに 直 面する時、祈られることが必要です。彼らを特別な 標 的として、敵である
こうげき

サタンが攻撃します。教会の役員たちが、牧師と家族の霊的、肉体的、物質的、そし
て社会的必要をはっきり知ることができるように祈りましょう。牧師と家族がこの世
ことがら

か

ど

うば

の事柄に過度に心を奪われることがないためです。（Ⅱテモテ２：３～４、Ⅰテモテ
５：１７～１８）

『霊的必要性』
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しんせん

霊的な新鮮さを持つために
あなたの牧師が毎日、イエスとともに光のうちを歩めるように、そして、彼の生活
きょくめん

よ

と牧会のあらゆる 局 面で、御霊の力に拠り頼めるように祈りなさい。牧師にとって
もっと

かん

最 も大変な仕事は霊的な新鮮さを保つことです。彼がいつも霊的な力に関して次の
ことがら

おぼ

事柄を覚えることができるように祈りましょう。
せんもんしょく

（１）牧会は霊的な戦いであり、単なる仕事や専門 職 ではありません。
あつりょく

ちゅう い ぶか

れいてき

（２）この世の圧 力 は牧師が主とともに 注 意深く歩み続けなければ、いつも霊的
だ らく

堕落をもたらします。
せいじゅく

（３）彼がキリストに似たものに成 熟 し、いつもキリストのうちにあり、神と近く
歩めるように祈りが必要です。
かく ほ

祈りの生活の確保
あなたの牧師が祈りは絶対に必要であると理解できるように祈りなさい。そして、
彼が非常に忙しいスケジュールの中にあっても、祈りの生活を第一とすることができ
るように祈りなさい。
せいじつ

誠実さを持つために
ゆうわく

ていこう

あなたの牧師が道徳的誘惑に抵抗できるように祈りなさい。彼の言葉、彼の行動が
うやま

も はん

き

神を 敬 う人の模範となり、彼の考え方が神に栄光を帰するものとなるように祈りま
しょう。
霊的戦いのために
ぶ

ぐ

特にあなたの牧師がエペソ６：１０～１８にあるように、神の全ての武具を身につ
む

じ まん

ける事ができるように祈りなさい。牧師たちは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢な
さんじゅう

たくわ

たい

ど三 重 の誘惑にさらされています。彼らが心に 貯 えてあるみことばで、サタンに対
こう

あっぱく

せんりょう

抗し、サタンの圧迫、占 領 に対して、みことばのつるぎの使い方を知ることができ
るように祈りましょう。
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『会衆の必要』
こうだん

講壇の準備のために
さいゆうせん

あなたの牧師がみことばの学びと祈りを最優先できるように祈りましょう。準備さ
どうよう

れた説教と同様に牧師が霊的に準備されるように祈りなさい。彼のメッセージは人間
かつどう

的活動ではなく、聖霊の導きによるものだからです。牧師がバランスのとれた聖書の
と

あ

解き明かしができるように、また、彼がみことばの中に示された神のみこころを語っ
たその通りに、宣教と伝道に適用できるように祈りましょう。
実りある人間関係を持つために
どうさつりょく

じゅうなん

あなたの牧師が全ての人間関係の中で、洞察 力 があり、心が開かれており、 柔 軟
せい

ふんべつ

ゆる

にんたいづよ

性があり、分別があり、赦しに満ちていられるように祈りなさい。牧師が忍耐強くあ
つか

ること、そして、人々に仕える者として、主に役立つ者となることができるように祈
どうじょう

りなさい。同 情 の心を持ち、バランスのとれた知恵に満ちた確かな愛を持つことが
できるように祈りなさい。
教会員の個人的成長のために
だいたん

だ きょう

あなたの牧師が大胆さと、やわらかな心、愛をもって妥 協 しないで罪と立ち向か
えるように祈りなさい。彼の言葉が愛に満ち、確かであるように、また人々が聖霊の
おうとう

呼びかけに対して応答できるように祈りなさい。牧師がその説教を通して、人々の生
ま

活を変えることができるように、会衆の一人一人が、単に聖書的知識を増し加えるの
に

ではなく、よりキリストに似た者として成長できるように祈りなさい。
たまもの

教会員の 賜 物 を引き出すことができるように
あなたの牧師がクリスチャンの成長のあらゆる場面において、人々を励ますことが
できるように祈りましょう。そして、牧師が人々の霊的賜物を発見する手助けができ
そな

るように祈りなさい。神は人々を弟子として訓練されるよう備えておられます。牧師
がキリストの体の賜物を引き出し、その賜物が十分に生かされるように祈りましょう。
しきべつりょく

会衆に対しての識別 力 を持つために
ぶん や

あなたの牧師が、次の全ての分野で識別力が持てるように祈りなさい。
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てきよう

（１） 神のみことばを、具体的かつ特別な状況に対して適用する方法。
（２） 聖書的真理を、それが理解され、実行されるように示す方法。
のうりょく

ひょう か

もち

（３） 他の人の能 力 と賜物を正しく 評 価し、用いる方法。
しなければならないことがたくさんある時、神が何をすることをお望みなのか、ま
た、神がどのようにそれをなさりたいかを牧師が識別できるように祈りましょう。
じょげん

助 言 を与えることについて
けん り

ほう き

さらに、あなたの牧師が神に与えられた権利と責任を放棄することがないように祈
もと

りましょう。それは、神のみことばに基づいた聖霊の知恵によって、人々に助言を与
えるためです。そして、人々から、生活におけるあらゆる罪の悔い改めを呼び起こす
たましい

ためです。現代の悩んでいる 魂 への答えとして、聖書よりも心理学やプログラムの
かんしん

進め方に関心を持つことがないように祈りましょう。

『さらなるアドバイス』
あなたが、牧師のために祈る時、あなたの心が同じ目的で牧師と結びついているこ
はっけん

きび

とを発見するでしょう。あなたは、預言者エリヤのような厳しい彼が、私たちと同じ
人間であることを理解するでしょう。しかし、彼は聖霊によって、あなたの牧師とし
て立てられた人なのです。
よっきゅう ふ まん

ざ せつ

最後に、あなたが牧師のために祈ることにフラストレーション（欲 求 不満、挫折）
を感じるなら、使徒パウロの祈りを学び、使ってみてください。そこには、多くの、
も

祈りを燃 え立たせるものがあります。次のみことばを心にとめて下さい。（エペソ
１：１５～２３、３：１４～２１、ピリピ１：９～１１、Ⅱテサロニケ１：１１～１
２、Ⅱコリント１：９～１１）
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