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Global Workplace Forum 報告
2019年6月25～29日
フィリピン・マニラにて

☑世界110カ国から900名が参加
☑4000名のエントリーの中から選考
☑参加者の過半数が「ビジネスパーソン」
☑社会のすべての領域に神の国のインパクトを、がテーマ



GWFのメッセージ
●Business and Mission
●Business for Mission
●Business as Mission
●Business IS Mission

☑「仕事」は世界の問題をつくりもするが、
同時に世界の問題を解決するカギでもある。
☑「仕事」には、主婦やボランティアも含まれる。
☑1週間、ダニエル書から講解が行われた。



企業の寿命と人間の寿命

1965年

2016年

2028年

平均余命 定年 働く年数
（22歳大卒の場合）

企業の寿命
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企業の平均）
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55歳

60歳
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教育 仕事（30年前後）

教育

引退

仕事１ 仕事２ 教育 仕事３ 引退？

1950年代の平均寿命：61歳
波平時代の定年：55歳

2007年に先進国で生まれた子どもの50パーセントが、
104歳まで生きる（リンダ・グラットン）

３ステージの人生

マルチステージの人生
サバティカル



「人生100年時代」の最良の聖書中のお手本：預言者ダニエル
☑ダニエルと3人の友人はゼデキヤ王の親族だった。
☑十代のころに捕囚の一団とともにバビロンに移住した。
☑若いときに才能を認められネブカデネザル王の側近になる。
☑以来、彼は「異教社会」で誠実に神に仕え続けた。
☑生涯のあいだに、4人の王（2つの王国）に仕える。
（ネブカデネザル→ベルシャツァル→ダレイオス→クロス）
☑バビロンともペルシャとも違う「イスラエルの神」への忠誠を保つ。
☑少なくとも90歳よりは長生きしている。

転職 異教
社会長寿



1．卓越を目指せ

3．雇い主の向こうに主を見よ

4．絶えず祈れ

5．ライフステージで役割が変わることを心得よ

ダニエルから学ぶ「100年時代の働き方」

2．仲間とともに



1．卓越を目指せ

ダニエル書1章17～20節
神はこの四人の少年に、知識と、あらゆる文学を理解する力と、
知恵を授けられた。ダニエルは、すべての幻と夢を解くことがで
きた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終
わったので、宦官の長は彼らをネブカドネツァルの前に連れて
行った。王が彼らと話してみると、すべての者の中でだれもダニ
エル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶ者はいなかった。
そこで四人は王に仕えることになった。王は、知恵と悟りに関わ
る事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて、国中のど
んな呪法師、呪文師よりも十倍もまさっていることが明らかに
なった。



『炎のランナー』（1982年）
☑短距離選手エリック・リデルに関する
実話に基づく映画。
☑リデルはスコットランド人宣教師の息
子として中国の天津で生まれた。
☑1924年のパリオリンピックの陸上短
距離の英国代表に選出されるが、彼は敬
虔なクリスチャンだったため、日曜日に
行われる予定の100メートル走への出場
を拒否した。
☑代わりに走ったことのなかった400
メートル走の練習を数ヶ月し、世界記録
47.6秒で金メダルを獲得した。
☑翌年1925年にエジンバラ大学を卒業
し、リデルは宣教師として天津に渡った。
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行われる予定の100メートル走への出場
を拒否した。
☑代わりに走ったことのなかった400
メートル走の練習を数ヶ月し、世界記録
47.6秒で金メダルを獲得した。
☑翌年1925年にエジンバラ大学を卒業
し、リデルは宣教師として天津に渡った。

劇中でリデルの父親がリデルに言う言葉：
「もしきみがじゃがいもの皮を完璧にむくならば、
その皮むきによって主を讃えることが出来るのだよ」

↓
あなたの仕事が何であったとしても、
その仕事において卓越することは、

主を讃えることに他ならない。



2．仲間とともに

ダニエル書2章12～19節
王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと
命じた。この命令が発せられたので、知者たちは殺されることに
なった。また人々は、ダニエルとその同僚たちさえ捜して殺そう
としたそのとき、ダニエルは、バビロンの知者たちを殺すために
やって来た王の親衛隊長アルヨクに、知恵と思慮深さをもって応
対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。「どうし
てこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。」すると、アル
ヨクは事の次第をダニエルに知らせた。



2．仲間とともに

そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すた
め、しばらくの時を与えてくれるよう願った。
それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンヤ、ミ
シャエル、アザルヤにこのことを知らせた。それは、ダニエルと
その同僚たちがほかのバビロンの知者たちと一緒に滅ぼされるこ
とがないように、この秘密について天の神にあわれみを乞うため
であった。そのとき、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明ら
かにされた。ダニエルは天の神をほめたたえた。



←ほりたく



←ほりたく

FVI主催・日本ローザンヌ委員会協賛「よにでしセミナー」
世にあって弟子として生きる信仰者のための週末合宿
第一期　2017年：伊勢志摩（10名）
第二期　2018年：札幌（12名）
第三期　2019年：淡路島（14名）
第四期　2020年11月13～14日の予定：札幌
☑20代～70代（20～40代が最多）
☑会社員、公務員、自営業（自動車販売、SE、デザイナーetc.）、
レストラン経営者、牧師、宣教団体、学校教師、医者、歯科医、
弁護士、幼稚園教諭、私立校の学長、建築士、医療事務など
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のぶさん（18年）

遠藤さん（17年）
↓
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☑「答えのない社会で弟子として生きる」ための創発的な学び
☑実は、修了生同士の「つながり」こそが最大の成果。
☑何故か？「ダニエルにとっての3人の仲間」を、
この世界で弟子として生きたい社会人は皆必要としているから。



ダニエル書3章16～18節
シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴは王に答えた。「ネブカド
ネツァル王よ、このことについて、私たちはお答えする必要はあ
りません。もし、そうなれば、私たちが仕える神は、火の燃える
炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手から
でも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承
知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた
金の像を拝むこともしません。」

3．雇い主の向こうに主を見よ



何をするにも、人に対してではなく、
主に対してするように、心から行いなさい。

24節　あなたがたは、主から報いとして御国を受け継ぐことを
知っています。あなたがたは主キリストに仕えているのです。

18～22節　妻たちよ。主にある者にふさわしく、夫に従いな
さい。夫たちよ、妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たっては
いけません。子どもたちよ、すべてのことについて両親に従い
なさい。それは主に喜ばれることなのです。父たちよ、子ども
たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わない
ようにするためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上
の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような、うわべだけの
仕え方ではなく、主を恐れつつ、真心から従いなさい。

コロサイ
3章23節



神
奴隷（主人）

ダニエル

妻（夫）

子ども（親）

主人（奴隷）

王たち

夫（妻）

親（子ども）

あなた 会社・上司・顧客

コロサイ3:22　エペソ6:9

ダニエル3:18　

コロサイ3:18～19　

コロサイ3:20～21　

コロサイ3:23　



4．絶えず祈れ

ダニエル書6章10b ～14節
彼は以前からしていたように、日に三度ひざまずき、自
分の神の前に祈って感謝をささげていた。そこで、彼ら
は王に告げた。「王よ。ユダからの捕虜の一人ダニエル
は、あなたと、ご署名になった禁令を無視して、日に三
度、自分勝手な祈願をしております。」このことを聞い
て王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そし
て彼を助け出そうと、日没まで手を尽くした。



→P222　私たちが最も霊的に成長で
きる場所は教会でも、スモールグルー
プでも、十五分間の聖書研究でも、祈
りでもないとダラス・ウィラードは力
説します。最も重要な場所は私たちの
職場であり、学校であり、家庭だと彼
は言います。

→P224　彼（ベネディクト）の仕事
のとらえ方は彼の有名な格言「働くこ
とは祈ること」に集約されています。
ベネディクトにとって、仕事自体が神
に仕えることとして価値ある行為です。
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【大切なこと】
1．仕事をしながら祈ること。

2．仕事は祈りであると知ること。



5．ライフステージで役割が変わることを心得よ

ダニエル書12章9～13節
彼は言った。「ダニエルよ、行け。このことばは終わりの時ま
で秘められ、封じられているからだ。多くの者は身を清めて白
くし、そうして錬られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者
どものだれも理解することがない。しかし、賢明な者たちは理
解する。常供のささげ物が取り払われ、荒らす忌まわしいもの
が据えられる時から、千二百九十日がある。幸いなことよ。忍
んで待ち、千三百三十五日に達する者は。あなたは終わりまで
歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当て
の地に立つ。」
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☑ダニエルは晩年、実務的な活躍よりも、「黙示的」な
幻を見、それらを記録した。
☑黙示的な幻の多くはイスラエルの将来と同時に、メシ
ヤの到来と終末をも予告している。
☑十二使徒の中で最も長生きしたヨハネは晩年、パトモ
ス島で「ヨハネの黙示録」を書いた。
☑その内容は驚くほどダニエル書とシンクロ（共鳴）し
ている。



→P83　アイヌの人たちは、老人の言うこと
がだんだんわかりにくくなると、老人が神の
世界に近づいていくので、「神用語（しんよ
うご）」を話すようになり、そのために、一
般の人間には分からなくなるのだと考える、
とのことである。
　老人が何か言ったときに「あっ、ぼけはじ
めたな」と受け止めるのと、「うちのおじい
ちゃんも、とうとう神用語を話すようになっ
た」と思うのとでは、老人に対する態度がず
いぶんと変わってくることであろう。
　「神用語」という言葉を考え出したアイヌ
の人たちの知恵の深さに、われわれも学ぶべ
きである。
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老人になったら神の声が聞こえるので
「預言」せよ、という意味ではない。
若いときの貢献の仕方と、
年を取ったときの貢献の仕方は変わる。
若いときにできたことができなくなることで、
「ムダなこと」をしなくなる。
年を重ねた人は深い経験と知恵と祈りによって、
若者にはできないような神の国の貢献ができる。



おわりに、、、
「エルサレムに向かって窓が開く」

ダニエル書6章10節 
ダニエルは、その文書に署名されたことを知って自分の家に帰っ
た。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は
以前からしていたように、日に三度ひざまずき、自分の神の前に
祈って感謝をささげていた。

「エルサレム」が象徴するもの

ダニエル
過去

イスラエルの
歩んできた道

未来

イスラエルの未来、
「都の再建」と、
「歴史の終点」



過去

預言の成就
としての自覚

未来

弟子たちを通して
世界が祝福される。
「新しい時代」の到来

過去に根ざす 未来を見据える

耕す（創世記2：15）
＝Cultivate
→Culture→文化
仕事という「世界の再創造」
は今も終わっていない。

私たちの仕事は、
世界に「文化」を作る、
神の働きの一部である。

イエス

私たち
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私たちの仕事は、
世界に「文化」を作る、
神の働きの一部である。

イエス

私たち

私たちが現代の日本で、
（ときにはつまらない、つらいと思いながらも）
毎日している「仕事（子育て・家事・祈りも）」は、
「永遠」と地続きである。
「エルサレムに向かって」窓を開いて、
「日に三度」祈りつつ働くなら、
どんな職種であろうと、
その仕事は過去の遺産を未来につなぐ、
「神の働き」となる。


