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RETENTION PLUS
Retention Plus（リテン
ション・プラス）は、四
つのR（リテンション、
リクラメーション、リバ
イバルとリフォメーショ
ン）に関する記事やニュ
ースを通して支部内の各
教会のために、リテンシ
ョン・プロジェクト・コ
ーディネーターや牧師た
ちを力づけることを目指
しています。間近なイエ
スの再臨に対して教会員
を備えをさせ、具体的な
行動へかきたてるよう、
読者を目覚めさせ励ます

ことを願っています 。
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新しくバプテスマを受けた人々への、 

伝道集会後の継続訓練

権政行(コン　ジョンヘン) 部長
NSDアドベンチスト・ミッション

過去2年の間、東京やウランバートルの

ようにミッション・トゥ・ザ・シティー

の伝道集会が行われたところでは、バプテ

スマの数が増加しました。働きを始めるの

は、難しくはありません、それを最終的成

功に至るまで持っていくのが大変なんで

す。その通りで、バプテスマで新しい信徒

を得るよりも彼らを大切に育てるほうが重

要なのです。ミッション・トゥ・ザ・シテ

ィーの伝道集会の結果、獲得した新しい信

徒をどのようにして、留めたら良いのでし

ょうか。

新しい信徒を受け入れる教会の準備：

  まず何よりも大事なのは、現在の信徒が

新しい信徒を受け入れる準備が必要です。

教会成長の専門家によれば、新しい信徒が

教会の中で最低でも６人の友人を見つけら

れないなら、６ヶ月のうちに５０％の人が

教会を去っていくでしょう。これを避ける

ためには、互いにしっかりした関係を持っ

ている教会員は、自分たちの集まりの中に

新しい信徒を吸収して行くべきです。さも

なければ、新しい信徒は自分が取り残され

た感じがして、教会生活に馴染んでいくこ

とができないでしょう。

新しい教会員が、教会を離れる一つの

理由は、教会員たちが教会の教えに従って

生活していないということです。例えば、

アドベンチスト教会の教える健康メッセー

ジに惹かれた教会員がいるとしましょう。

彼らは、たとい全員でなくとも、多くの信

徒は健康メッセージに従って生きていると

期待します。ところが、たったの数人しか

アドベンチストの健康メッセージを実践し

ていないことを発見します。これが、新し

い信徒に失望をもたらし教会を去ることに

なります。

ある人々は、アドベンチストの教会で

見出した真理の美しさに惹かれはしまし

たが、その生き方に自らを合わせていくこ

とが難しくて、教会を去ります。安息日を

聖く守ることは容易ではない、健康メッセ

ージを自分の生活に当てはめることは難し

い、またスチュワードシップを守ることは

大変だと、感じる時失望します。もし、彼

らを励まし、助け、兄弟愛を通して教会の

中で根付くようになるまで待つことができ

たら、彼らはイエスの同労者として留まり

続けるでしょう。

新しい信徒の継続訓練

 一連の伝道集会の結果として、新しい信

徒は基礎信条や預言の知識を得ているで

しょう。ある人たちは、残りの教会に導い

てくれた人との人間関係で惹かれてきてい

るかもしれません。でも、イエス・キリス

トとの親しい関係は経験していないでしょ

う。岩の上に建てられているものは、倒れ

ることはありません。何にも増して、新し

い信徒はイエスの迫る愛によって強められ

る必要があります。エレン・ホワイトが

著した「キリストへの道」や「各時代の希

望」に記されたイエス・キリストの愛は、

新しい信徒が、教会に信仰の錨を下ろすの

を助けてくれます。

 新しい信徒が、イエスとの強い関係を持

つに及び、アドベンチストが受け入れて

いる基礎的信仰を学べるようになるでしょ

う。新しい信徒は最初の訓練レベルによっ

てクリスチャンになりますが、第二レベル

の訓練によりアドベンチストのクリスチャ

ンとして成長します。新しい信徒は第7日

目の安息日や、イエスの再臨を学びまし

た。彼らは、安息日を遵守し、キリストの

再臨の望みの確かさによって、心の平安と

生活の祝福を確認するようになる必要があ

ります。連続伝道集会に参加することによ

っては、アドベンチストの信仰を十分に理

解するところまで行かないかもも知れませ

ん。真理を繰り返し強調するときに、確信

が固くなります。まだ学んでいないテーマ

があるかもしれません。もし彼らが、条件

付きの魂の不死性や、スチュワードシップ

の生活、クリスチャン生活の標準などを学

んでいなければ、この段階で学ぶべきで

す。
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  普通教会は、バプテスマを施そうとして入り口に注

意を払ってきましたが、裏口から出て行かないように

は注意してきませんでした。魚を捕ろうとしても、た

くさんすぐに捕り逃がしてしまう壊れた網に例えられ

ます。だから、教会は憂鬱になるのです。壊れた網を

繕う、大事な時です。健康的な教会成長のためには、

裏口作戦は入り口作戦と手を携えて一緒に行かねばな

りません。教会がバランスを失って、前の扉か後ろの

扉の一方だけに偏ってしまうと、教会成長を挫いてし

まいます。教会員数の成長の意味で考えると、今日の

教会の中心問題は、いかに教会員を留めるかというこ

とです。「馬が盗まれて、馬屋の鍵を閉める」という

諺があります。教会員が去った後で、取り戻そうとす

るより、留めることに教会は、取り組むべきです。

  何はさておき、青年たちと教会の分裂は、特に緊急

の課題です。バルナグループの研究によると、５人の

若いクリスチャンのうち３人が１５歳以降に教会生活

から離れています。ヤングアダルトが教会から脱落す

る大きな要因の一つは、友情の欠如です。バリュウジ

ェネシスの調査結果によると、十代のアドベンチスト

たちのうち54%が教会は親しみやすいと答えています。

これは、同じような調査をした他の大きなキリスト教

派に比べると低い数字です。ロジャー・ダッドレーに

よると、２０歳代初期のアドベンチストのうち41％だ

けが教会は暖かく親しみやすいと感じています。ヤン

グアダルトたちに親しみのある教会になるためには、

既存の教会員は彼らにしゃべる人たちではなく、聞き

役の人になる必要があります。一般的に、教会員は耳

を傾けたり、何だろうかと一緒に考えたりするより、

多くの禁止事項を指摘したり、嫌味のサインを与えた

りして語ることが好きです。教会に友人がほとんど

いなかったり、信徒の非好意的態度が教会から離れた

り、来るのを止めたりする気持ちにつながっていきま

す。青年たちを教会に留めるためには、教会はその急

激な気候の変化に対して平等になって、彼らに耳を傾

け理解せねばなりません。人々を惹きつける、3つのF

があります。友達（Friends）、食べ物（Food）、楽し

み（Fun）の三つです（Barry Ganeと、Steve Case）。

沢山お金をかけなくても、教会はこの3つのFを育てる

ことができます。

ヤングアダルトたちが、教会は自分達を必要と

していないんだと感じたら、容易に教会から離れて

いきます。「すべての牧師が知るべきこと（What 

Every　Pastor Should Know）」という最近出版され

た本で、Gary McIntoshとCharles Arnは力を込めて次

のことを言っています。新しい信徒は、「この教会は

本当に私を必要としているのか」という質問に、気持

ち良く答えられたら、あと６ヶ月でもそれ以上でも留

まることがきっとできるでしょう。その質問に答えが

見出せないようであれば、教会に関心を失います。ト

ム・レイナーによれば、新しい信徒が教会の活動に関

わるのが早ければ早いほど、効果的に教会に同化する

可能性が高まるのです。

ヤングアダルトが教会から抜け落ちるもう一つの

大きな理由は、真理の浅薄な理解か、ほとんど知らな

いかということです。信仰の根がまだ確立していませ

ん。「ユー・ロスト・ミー（You Lost Me）：何故若

いクリスチャンは教会を離れ、教会を考え直している

のか」という本で、キンマンは浅いクリスチャン経験

がヤングアダルトたちが教会を去る主要な理由の一つ

であると述べています。彼は強調しています。十代、

二十代の青年は「教会は退屈」（31％）、また「聖書

が明瞭に、十分なだけ教えられていない」（23％）。

弟子訓練のため、イエスは教会に新しくバプテスマを

受けた人に聖書の教えを教えるようにと命ぜられまし

た（マタイ28:19,20）。なぜ、大宣教命令でイエスは

バプテスマを受けた後、教えることを強調なさったの

でしょうか。それは、教えることが新しい信徒に真理

と信仰に深く根ざすようになる効果的な方法だからで

す。牧会の働きの中で、教えることと訓練すること

何故、青年たちは教会を去って行くのか？（２）

第三段階の継続訓練は、残りの民とは誰かを知ることで

す。世界にはたくさんの宗教があり、キリスト教会には

たくさんの宗派があります。では、何故他の教派ではな

く、アドベンチスト教会でなければならないのか。ダニ

エル書と、黙示録を深く学ぶときに、私たちの教会を明

確に理解できるようになるでしょう。このレベルの訓練

を通して、残りの民になるのです。聖書の預言の学びを

通して、アドベンチスト教会が「運命の運動」であるこ

とを確信するようになります。アドベンチスト教会の誕

生は、誕生以前から長い間預言されていました。教会の

誕生ばかりか、教会の宣教、世界の果てまで永遠の福音

を伝える事、男女を主の再臨に備えさせることなども、

預言されているのです。

新しい信徒の最後の段階の継続訓練は、彼らをイエ

ス・キリストの証人として訓練することです。多くのア

ドベンチストは、教会の外で信徒じゃない友人がいませ

ん。次のような理由からです。多くの信徒は、第二か第

三世代のアドベンチスト、あるいは長い間アドベンチス

トです。世間から長い間離れて生活しているので個人伝

道の対象が限られています。しかし、新しい信徒はたく

さんの友人や親戚がいて、教会に招待することができる

のです。証をして、人々を導くことができるようになる

と、彼らは教会から離れなくなります。
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あなたの教会の価値観とリテンション

デイビッド・リプリー博士 
NSD牧師会長

は、新しい信徒を留めるために為さねばならないこと

です。「人々が教会を離れる主な理由」という記事の

中で、トム・レイナーは言っています。「殆ど、百パ

ーセントの牧師たちが、信徒を訓練し能力をつけさせ

ることに同意する。しかし、四分の三の牧師がどう訓

練するのか、何の計画も持っていない（エフェソ4:11-

13）。」トム・レイナーの言葉に照らせば、若い人々

が脱落していくのは、何の不思議な現象でもありませ

ん。牧師や、教会のリーダー達は、イエスが大宣教命

令で訴えられたことに忠実に従わねばなりません。新

しい信徒を、教えることです。

ジュー・ミンホー博士
NSD、支部総理補佐、
リーダーシップ開発、

 それは、熱心なある教会の理事会での話し合いで

した。議題は、教会の内側の改装でした。提案され

た予算は、二百五十万円でした。殆どの役員は、教

会の内側を新しくしようと興奮してました。その時

の、教会の内装は単純で、質素なものでしたが、手

入れはまだ行き届いていました。

  会計さんに尋ねたところ、教会の銀行残高は二百

七十万円ということでした。部屋中の人がにっこ

りしました。この計画のためには十分なお金があっ

て、もしもの場合のために二十万円がまだあるとい

うことです。

 一人の理事が声を出しました。「改装を進めようと

すれば、私たちのお金全部を自分たちのために使っ

てしまい、地域の伝道活動や、失われた人々への働

きには何も残らないですよ。」

 他の理事たちから、反応が溢れるように返ってきま

した。「教会の内装を良くして、礼拝が良く出来る

ようにする必要があるのじゃないですか。」「自分

たちのために何か良いことをしてもいいんじゃない

でしょうか。もう長いこと同じ状態ですよ。」「聖

歌隊も、立派に賛美するためにもっと良い場所が必

要でしょう。」「地域の働きは、将来費用を蓄える

ことがきっとできると思いますが、さしあたって自

分自身の面倒を見たほうがいいでしょう。」

 この物語は、何を私たちに教えているでしょうか。

教会の理事会は、自分たちのためになることを、「

出て行って、弟子を作りなさい」という神が与えら

れた使命以上に大切にしたのです。

 地元の地域のために伝道の感覚を失った教会は、成

長することも教会員を留めることもありません。私

自身の牧師の経験から申し上げると、教会員を引き

つけ、留める（retain）力は、地域への生き生きし

た使命の意識と実りある伝道の働きです。

 教会の価値観の定義：「教会にとって重要なことの

中心にある、皆が共有している信条、態度、そして

特徴であり、教会会衆のあらゆる様々の側面を動機

付け、決定しているもの。」

より明確に述べると、価値観とは：

⒈ 方向を示すガイドとなる原則

⒉ 行為、行動、活動に影響する

⒊ 使命に影響し、ビジョンとして受け入れるものを 

   左右する

⒋ 何が可能なのかを定める助けとなる

⒌ 何をこれからなすのかを定める助けとなる

⒍ 一番重要なものは何かを決める助けとなる

⒎ 感情的に信じ込み、情緒的に受け止められている

 価値観は、健康的でも不健康的でもあり得ます。あ

る価値観は、神の与えられた教会の使命の助けとな

ります。ある価値観は、神の教会に与えられた使命

を邪魔します。

 ここにあるのは、一般の教会がよく大事にしている

もの（持っている価値観）の幾つかの例です。

礼拝

教会の集会の出席

良い説教

音楽

教会の児童たち

一緒に食事をすること

私たち自身の建物
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編集後記：
 

 今年の冬は、特別寒くなるのが早いようです。街を行き交う人々は、寒い風を避けて暖かい服や、厚いコートで体

を守っています。体の暖かい熱を、逃がさないようにしています。

 今回の、リテンション・プラスに寄稿してくださった三人の先生方に感謝します。先生方は、教会の本当の宣教の

温かさや、熱をどうして、逃さないように留めることができるか、語って下さっています。ジュー先生は、青年た

ちに耳を傾けて、彼らの興味や痛みに耳を傾けることによって、私たちが彼らにとって、真正のクリスチャンとな

るように訴えています。リプリー先生は、今回も深い先生の洞察から、教会の本当の価値あるものを見つけるよう

に促してくださっています。クォン先生はアドベンチスト・ミッションの立場から教会員のリテンションのために

ご自分の気付きを、ご紹介くださいました。ぜひお読みください。どれも優れた記事です。

 戦い激しく、命を危機に晒すような厳しいあの日、救い主はこの地上に誕生なさいました。その暖かさを皆さんが

味わってくださいますように。神の祝福を！

福井輝 / NSDリテンション・コーディネーター

DISCU
SSION

教会で話し合うための質問：

⒈　あなたの教会の教会費を調べてください。それから、教会が何を大切にしているか分かりますか。

⒉　あなたの教会でみんなが大切にしているものを上げてみて下さい。それが、神の使命を果たすため 

    に教会にとって健康的かどうか話し合ってください。

⒊　自分の教会の価値観を調べるとき、神の使命を果たす助けとなる価値を強めるために、あるいは果 

    たすことを妨げている価値観を変えるため、何ができますか。
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教会の自家用自動車

教会で問題が起こらないこと

教会の友情

祈祷会

教会家族

教会の友人

教会の花

定期教会理事会

バプテスマ

推薦委員会

指導者への名誉

高齢の指導者

 お分かりになる通り、これらの多くの価値あるもの

は使命と、リテンションの助けになるものです。で

も、教会は何を大切にし、それが神の与えられた使

命遂行のためにどんな影響をもたらし得るか、評価

する必要があります。

 例えば、すべての教会の集会の出席率。教会員が教

会の集会に参加していることは良いことで重要なこ

とです。でも、時にこの価値が高められすぎると、

集会に参加さえしていれば、弟子としての務めを果

たしているという考えを教会員が持ちます。実際に

は、弟子の務めは教会の建物の内側を超えたところ

で起こるのです。

 もう一つ、教会の所有する教会用自動車の価値を考

えてみます。それは、神が与えられた使命を達成す

る助けとなれば、良いものです。しかし、それを買

うために、使命を果たす資金がほとんどなくなって

しまえば、その価値は良くはありません。

 皆さんの教会が大切にすることは、教会員を育

て、留めるために大きな違いをもたらします。教会

が持つ最大の価値は、イエスの価値です。もし、

教会が何よりもイエス様を大切にするならば、そ

の弟子となり、神の使命を果たすことを求めるで

しょう。イエス様を高く掲げる時、教会に人々

を引きつけ、教会員を留めるようになります。 

 

 

 

 


