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揺るぎない指針

Ⅸ 次世代へバトンを渡す

【コアバリュー９】
私たちは、心からキリストに献身して自分の世代の人たちに福音を伝え
ていくことのできるリーダーとなれる人を見いだし、育成していくこと
が重要だと信じています。

神は優れた人格や純粋な信仰や仕える心に根ざしたリーダーシップを次の世代に伝え
ていくことができる人を育てています。

主は　ヤコブのうちにさとしを置きイスラエルのうちにみおしえを定め　私たちの先
祖に命じて　その子らに教えるようにされた。後の世代の者　生まれてくる子らが　
これを知り　さらに彼らが　その子らにまた語り告げるため　彼らが神に信頼し 神の
みわざを忘れず　その命令を守るために。先祖たちのように　強情である世代　心定
まらない世代　霊が神に忠実でない世代とならないために。　　　  詩篇７８：５−８

バトンを渡す上で、最も重要なことは、タイミングと心でバトンを繋ぐ
ことです

この命令が目指す目標は、きよい心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛で
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iテモテ１：５

●年輩者への提言
そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が行ったときに、主
が私に授けてくださった権威を用いて、厳しい処置をとらなくてもすむようになるた
めです。この権威が私に与えられたのは、建てるためであって、倒すためではありま
せん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　IIコリント１３：１０

●若い人への提言
あなたは、年が若いからといって、だれにも軽く見られないようにしなさい。むし
ろ、ことば、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。

Ⅰテモテ４：１２
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Unwavering Direction

Ⅸ Pass the Baton to the Next Generation

【Core Value 9】
We Believe in identifying and training emerging leaders who are
fully committed to Christ and who will reach their generation with
the Gospel.

God is raising up men and women who will take the baton of godly character,
authentic faith, and servant-hearted leadership into the next generation.

He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded
our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even
the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would
put their trust in God and would not forget his deeds but would keep his
commands.They would not be like their ancestors a stubborn and rebellious
generation,　whose hearts were not loyal to God,whose spirits were not faithful to him.

Psalms 78:5-8

The most important thing in passing the baton is timing and to
connect the baton with the heart

The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good
conscience and a sincere faith. I Timothy 1:5

●Recommendation for seniors
This is why I write these things when I am absent, that when I come I may not have to
be harsh in my use of authority—the authority the Lord gave me for building you up,
not for tearing you down. II Corinthians 13:10

●Recommendation for young people
Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the
believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity.                    I Timothy 4:12


