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総大会の説教 

75周年を迎える
教会福祉プログラム

3つの新しい神殿が
発表される 



「生
うま

れながら足のきかない男が……毎日……宮の門のところに，置かれていた……。
彼は，ペテロとヨハネとが，宮にはいって行こうとしているのを見て，施しをこうた。……
ペテロが言った，『金銀はわたしには無い。しかし，わたしにあるものをあげよう。

ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。』
こう言って〔ペテロはその足のきかない男の〕右手を取って起

おこ

してやると，
足と，くるぶしとが，立ちどころに強く〔なった。〕」（使徒 3：2－3，6－7）

「わたしにあるものをあげよう」  ウォルター・レーン画
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 2	 第181回年次総大会の概要

土曜午前の部会

	 4	 再び大会に集い
トーマス・S・モンソン大管長

	 6	 安息日と聖
せい

餐
さん

L・トム・ペリー長老
	 10	 幼子のようになる

ジーン・A・スティーブンス
	 13	 キリストに従う人々

ウォルター・F・ゴンサレス長老
	 15	 贖

しょく

罪
ざ い

はすべての苦痛を癒
いや

す
ケント・F・リチャーズ長老 

	 18	 末日聖徒の女性はすばらしい
クエンティン・L・クック長老

	 22	 善を行う機会
ヘンリー・B・アイリング管長

土曜午後の部会

	 26	 教会役員の支持
ディーター・F・ウークトドルフ管長

	 28	 2010年度教会監査部報告
ロバート・W・キャントウェル

	 29	 2010年度統計報告
ブルック・P・ヘイルズ

	 30	 聖霊に導かれて
ボイド・K・パッカー会長

	 34	 信仰をもって将来に臨む
ラッセル・M・ネルソン長老

	 37	 キリストを中心とした家庭を築く
リチャード・J・メインズ長老

	 40	 証
あかし

セシル・O・サミュエルソン・ジュニア長老
	 42	 望み

ダリン・H・オークス長老
	 46	 愛ある奉仕を通じて喜びを見いだす

M・ラッセル・バラード長老

神権部会

	 49	 この世を再臨に備える
ニール・L・アンダーセン長老

	 53	 希望
スティーブン・E・スノー長老

	 55	 アロン神権の聖なる鍵
かぎ

ラリー・M ・ギブソン

	 58	 あなたの可能性，あなたの特権
ディーター・F・ウークトドルフ管長

	 62	 神権によって学ぶ
ヘンリー・B・アイリング管長

	 66	 神権の力
トーマス・S・モンソン大管長

日曜午前の部会

	 70	 ダマスコに行く途中でとどまる
ディーター・F・ウークトドルフ管長

	 78	 わたしたちを愛して下さったかたに
よって，勝ち得て余りがある
ポール・V・ジョンソン長老

	 81	 福祉という聖
きよ

めの業
H・デビッド・バートンビショップ

	 84	 主の弟子に不可欠なこと
シルビア・H・オールレッド

	 87	 啓示の霊
デビッド・A・ベドナー長老

	 90	 聖なる神殿―世界に輝くかがり火
トーマス・S・モンソン大管長

日曜午後の部会

	 94	 結婚がもたらす永遠の祝福
リチャード・Ｇ・スコット長老

	 97	「すべてわたしの愛している者を，
	 	 わたしはしかったり，
	 	 懲らしめたりする」

D・トッド・クリストファーソン長老
	101	 主の最も豊かな祝福

カール・Ｂ・プラット長老
103		 あなたがたはどのような
	 	 人物であるべきか

リン・G・ロビンズ長老
106		 召された聖徒

ベンハミン・デ・オヨス長老
	108	 贖

しょく

罪
ざ い

の奇跡
C・スコット・グロー長老

	111	 国々への旗
ジェフリー・R・ホランド
長老

	114	 別れに
トーマス・S・モンソン
大管長

中央若い女性集会

	115	「正直，真実〔で〕あるべきことを
	 	 信じる」

アン・M・ディブ
	118	「自分から始めよう	人に親切」

メアリー・N・クック
	121	 徳の守り手

イレイン・S・ダルトン
	125	 生きた証

ヘンリー・B・アイリング管長

	 72	 末日聖徒イエス・キリスト教会
	 	 中央幹部

129		 大会で話された実話や物語の索引
130		 指導者の言葉
	 	―大会を生活に取り入れる
132		 中央補助組織会長会
132		 わたしたちの時代のための教え		
133		 教会のニュース
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2011年4月2日土曜午前，一般部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
の祈り─アラン・F・パッカー長老。閉会の祈
り─デール・G・レンランド長老。音楽─タ
バナクル合唱団；指揮─マック・ウィルバー
グ，ライアン・マーフィー；オルガニスト─ク
レー・クリスチャンセン。「喜べ，主を」『賛美歌』
32番；「神に栄え」『賛美歌』33番；“We Listen 
to a Prophet’s Voice,” Hymns，22番，マーフィー
編曲，未刊；「主は生けりと知る」『賛美歌』75番；

“I Know That My Savior Loves Me,” クレー
マー／ベル作曲，マーフィー編曲，未刊；「山の
上に」『賛美歌』2番，ウィルバーグ編曲，未刊

2011年4月2日土曜午後，一般部会 

管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
の祈り─ケビン・W・ピアソン長老。閉会の
祈り─マイケル・T・リングウッド長老。音楽
─ブリガム・ヤング大学アイダホ校合同聖歌
隊；指揮─エダ・アシュビー，ランドール・ケ
ンプトン；オルガニスト─ボニー・グッドリフ。

「主のみ言葉は」『賛美歌』46番，アシュビー編
曲，未刊；「高きに満ちたる」『賛美歌』112番；

“ Press Forward, Saints,”Hymns ，81 番；
“ Let Zion in Her Beauty Rise,”Hymns ，
41番，ケンプトン編曲，未刊

2011年4月2日土曜夜，神権部会 

管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈り
─ラファエル・E・ピノ長老。閉会の祈り─
ジョセフ・W・シターティ長老。音楽─ユタ
州オグデンおよびユタ州ローガンのインスティ
テュート神権者聖歌隊；指揮─ジェラルド・
F・サイモン，J・ナイルズ・サルモンド，アラン・
T・サンダーズ；オルガニスト─アンドリュー・
アンズワース。“See the Mighty Priesthood 
Gathered,”Hymns ，325番；「主よ，導きたま
えや」『賛美歌』56番，アンズワース編曲，未
刊；「イスラエルの 救い主」『賛 美 歌』4番；

「山の強さのため」『賛美歌』23番，ダーラム編
曲，ジャックマン刊

2011年4月3日日曜午前，一般部会 

管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈り

─ゲーリー・E・スティーブンソン長老。閉会
の祈り─タッド・R・カリスター長老。音楽
─タバナクル合唱団；指揮─マック・ウィル
バーグ；オルガニスト─リチャード・エリオッ
ト，アンドリュー・アンズワース。「力強き主よ」

『賛 美 歌』164番；“Sabbath Day,” Hymns，
148 番；「天よりの声聞け」『賛美歌』166 番，
ウィルバーグ 編曲，未 刊；“Let Us All Press 
On,” Hymns ， 243番；「今日われ善きことせし
か」『賛美歌』137番，ザブリスキー編曲，プラ
ム刊；「主のみたまは火のごと燃え」『賛美歌』
3番，ウィルバーグ編曲

2011年4月3日日曜午後，一般部会 

管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈り
─ジョセ・A・ティシェラ長老。閉会の祈り
─ケント・D・ワトソン長老。音楽─タバナ
クル合唱団；指揮─マック・ウィルバーグ，ラ
イアン・マーフィー；オルガニスト─リンダ・
マーゲッツ，ボニー・グッドリフ。“I Saw a 
Mighty Angel Fly,” Hymns，15番，ウィルバー
グ編曲，未刊；「イエス様のように」『子供の歌
集』40－41，ブラッドフォード編曲，ネーチャー・
シングズ刊；「来たれ，主の子ら」『賛美歌』31番；

「さらに聖
きよ

くなお努めん」『賛美歌』74番，ステー
リー編曲，ジャックマン刊

2011年3月26日土曜夜，中央若い女性集会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─イレイン・S・ダルトン。開会の祈り─エ
ミリー・ルイス。閉会の祈り─ベサニー・ライ
ト。音楽─ソルトレーク・シティー地域のス
テークの若い女性による聖歌隊；指揮─メリ
リー・ウェッブ；オルガニスト─リンダ・マー
ゲッツ，ボニー・グッドリフ。「山の上に」『賛美
歌』2番；“Guardians of Virtue,” Strength of 
Youth Media 2011: We Believe ，未刊（チェロ
演奏─ジェシカ・ハント）；「主は生けりと知
る」『賛美歌』75番，リヨン編曲，ジャックマン刊

（ハープ演奏─ハンナ・コープ）；「主のみ言
葉は」『賛美歌』46番，ウィルバーグ編曲，未刊

総大会の説教の入手
総大会の説教を様々な言語で聞くことができま
す。インターネットで conference.lds.org を開い
て言語を選択してください。大会説教の CD は
通常，大会後 2 か月以内に配送センターから入
手できるようになります。

ホームティーチングおよび家庭訪問 

ホームティーチングまたは家庭訪問用のメッセー
ジとして，訪問する会員の必要に最も適した総
大会説教を一つ選んでください。

表紙
表紙─写真／ウェストン・コルトン。裏表紙
─写真／レス・ニルソン

大会の写真 

総大会の写真は以下のカメラマンによって撮影
されました。
ソルトレーク・シティー─クレーグ・ダイモン
ド，ウェルデン・C・アンダーセン，ジョン・ルー
ク，マシュー・ライアー，クリスティーナ・スミス，
コディー・ベル，レス・ニルソン，ウエストン・コ
ルトン，サラ・ジェンセン，デレク・イスラエルセ
ン。アルゼンチン─マルセリノ・トッセン。ブ
ラジル─ラウレニ・フォチェット，アナ・クラウ
ディア・ソーザ・デ・オリベイラ，ベルスカ・オリ
ベイラ。エクアドル─アレックス・ロムニー。
ドイツ─ミルコ・クベ。ジャマイカ─アレク
シア・ポメルス。メキシコ─エリカ・ゴンザレ
ス・ラジェ。フィリピン─ウィルモア・ラ・ト
レ。ポルトガル─ジュリアナ・オリベイラ。
ルーマニア─マテイ・フロリン。スロベニア
─イバン・マジク。南アフリカ─ケビン・
クーニー。ウクライナ─マリナ・ルカチ。アメ
リカ合衆国メリーランド州─サーシャ・ロー
ズ。ザンビア─タワンダ・マルザ

第181回
年次総大会の概要
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話者リスト（50 音順）
アイリング，ヘンリー・B，
  ……………… 22，62，125
アンダーセン，ニール・L … 49
ウークトドルフ，ディーター・F　 

 ……………… 26，58，70
オークス，ダリン・H ……… 42
オールレッド，シルビア・H … 84
ギブソン，ラリー・M ……… 55
クック，クエンティン・L …… 18
クック，メアリー・N ……… 118
クリストファーソン，D・トッド 97
グロー，C・スコット ……… 108
ゴンサレス，ウォルター・F 13
サミュエルソン，セシル・O・
 ジュニア ………………… 40
ジョンソン，ポール・V …… 78
スコット，リチャード・G …… 94
スティーブンス，ジーン・A 10
スノー，スティーブン・E … 53
ダルトン，イレイン・S ……… 121
ディブ，アン・M …………… 115
デ・オヨス，ベンハミン …… 106
ネルソン，ラッセル・M …… 34
バートン，H・デビッド …… 81
パッカー，ボイド・K ……… 30
バラード，M・ラッセル …… 46
プラット，カール・B ……… 101
ベドナー，デビッド・A …… 87
ペリー，L・トム ……………… 6
ホランド，ジェフリー・R …… 111
メインズ，リチャード・J …… 37
モンソン，トーマス・S
  ………… 4，66，90，114
リチャーズ，ケント・F …… 15
ロビンズ，リン・G ………… 103

テーマ別索引
あ 愛 … 13，22，46，62，84，94
 証

あかし

 ………………40，66，125
 アロン神権 , …………… 55 
 安息日……………………… 6 
 イエス・キリスト …… 6，13，

15，30，78，103，108，114 
 祈り ……………………… 125 
 教え …………………… 37
 親の務め ………37，94，103
か	開拓者 ………………… 53 
 家族 …… 10，18，37，90，94
 犠牲 …………………… 90
 希望 …………………… 53
 義務 ………………… 55，62
 矯正 …………………… 97
 結婚 …………… 42，66，94
 悔い改め ………40，97，108
 啓示 ………………… 30，87
 謙

け ん

遜
そ ん

 ………………… 10，15
 子供 …………… 10，37，103
さ 再臨 …………………… 49
 慈愛 …………… 46，53，81
 指導者 ……………… 55，62
 従順 ……………10，34，40，
 87，97，101，103，125
 祝福 ……………34，78，101
 什

じゅう

分
ぶ ん

の一 ………10，34，101
 正直 …………………… 121
 贖

しょく

罪
ざ い

 15，40，53，106，108，114
 女性 …………………… 18
 自立 …………… 22，81，84
 試練 ……… 15，34，78，106
 神権 ……30，49，58，62，66
 信仰 … 18，34，42，53，70，
 78，87，101，106，125

 親切 …………………… 118
 神殿 …………… 4，90，115
 人道支援 ………………… 4
 新約聖書 ………………… 6
 真理 ……………… 40，121
 聖

せ い

餐
さ ん

 ……………………… 6
 聖徒 …………………… 106
 聖文 …………………… 30
 聖霊 30，40，58，70，87，111
 聖約 ……… 13，90，94，115
 選択の自由 ……………… 42
 総大会 …………… 111，114
 備え …………………… 49
た 弟子の務め ……13，84，111
 伝道活動 …………4，46，49
 徳 ………………… 115，121
な 望み …………………… 42
は 母親の務め , …………… 18
 光 ……………………… 87
 評議会 ………………… 18
 標準 …………………… 111
 福祉プログラム … 22，81，84
 扶助協会 ……………… 84
 復活祭 ………………… 114
 奉仕 ……… 22，46，55，58，

70，81，84，118
ま 模範 ………… 10，121，125
や	優先順位 ……………… 42
 善い行い ……………… 118
 預言者 ………………… 111
ら	離婚 …………………… 66
 礼拝 ……………………… 6
 労働 …………………… 84

リアホナ　2011 年 5 月号
第 13 巻 5 号（09685 300）
末日聖徒イエス・キリスト教会公式国際機関誌（日本語版）
大管長会：トーマス・S・モンソン，ヘンリー・B・アイリング，ディー
ター・F・ウークトドルフ
十二使徒定員会：ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，ラッセル・M・
ネルソン，ダリン・H・オークス，M・ラッセル・バラード，リチャード・
G・スコット，ロバート・D・ヘイルズ，ジェフリー・R・ホランド，デビッ
ド・A・ベドナー，クエンティン・L・クック，D・トッド・クリストファーソ
ン，ニール・L・アンダーセン
編集長：ポール・B・パイパー
顧問：スタンレー・G・エリス，クリストフェル・ゴールデン・ジュニア，菊地良彦
実務運営ディレクター：デビッド・L・フリッシュニクト
編集ディレクター：ビンセント・A・ボーン
グラフィックスディレクター：アラン・R・ロイボーグ
編集主幹：R・バル・ジョンソン
編集主幹補佐：ジェニファー・L・グリーンウッド，アダム・C・オルソン
共同編集者：スーザン・バレット，ライアン・カー
編集スタッフ：ブリタニー・ビーティー，デビッド・A・エドワーズ，マ
シュー・D・フリットン，ラリーン・ポーター・ガーント，ラリー・ヒラー，
キャリー・カステン，ジェニファー・マディー，メリッサ・メリル，マイケ
ル・R・モリス，サリー・J・オデカーク，ジョシュア・J・パーキー，チャ
ド・E・ファレス，ジャン・ピンボロー，ジャネット・トーマス，ポール・バ
ンデンバーグ，メリッサ・ゼンテノ
実務運営アートディレクター：J・スコット・クヌーセン
アートディレクター：スコット・バン・カンペン
制作主幹：ジェーン・アン・ピーターズ
主任デザイナー：C・キンボール・ボット，トーマス・S・チャイルド，コ
リーン・ヒンクレー，エリック・P・ジョンセン，スコット・M・ムーイ
制作スタッフ：コレット・ネベカー・オーヌ，ハワード・G・ブラウン，ジュ
リー・バーデット，レジナルド・J・クリステンセン，キム・フェンスターマ
カー，キャスリーン・ハワード，デニス・カービー，ギニー・J・ニルソン
製版：ジェフ・L・マーティン
印刷ディレクター：クレーグ・K・セドウィック
配送ディレクター：エバン・ラーセン
日本語版翻訳課長：ヘンリー・W・サブストローム
●定期購読は，「『リアホナ』注文用紙」でお申し込みになるか，郵便振替

（口座名／末日聖徒イエス・キリスト教会　振込口座番号／ 00100-6-
41512）にて教会管理本部配送センターへご送金いただければ，直接郵
送いたします。●『リアホナ』のお申し込み・配送についてのお問い合わ
せ……〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 5-8-6 ／末日聖徒イエス
・キリスト教会　管理本部配送センター　電話：03-5668-3391
発行所 末日聖徒イエス・キリスト教会
 〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-30
 電話　03-3440-2351
定　価 年間予約／海外予約　1,000 円（送料共）
 普通号／大会号　150 円

『リアホナ』へのご投稿およびご質問は下記の連絡先にお送りください。
Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
電子メール：liahona@ldschurch.org

『リアホナ』（モルモン書に出てくる言葉。「羅針盤」または「指示器」の
意）は，以下の言語で出版されています。
アルバニア語，アルメニア語，ビスラマ語，ブルガリア語，カンボジア語，
セブアノ語，中国語，クロアチア語，チェコ語，デンマーク語，オランダ
語，英語，エストニア語，フィジー語，フィンランド語，フランス語，ドイツ
語，ギリシャ語，ハンガリー語，アイスランド語，インドネシア語，イタリ
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トーマス・S・モンソン大管長

埋め尽くし，出し物を披露してくれました。
「集合の地」と題したこの出し物は，地元
の教会と神殿の歴史を創造性豊かに，ま
た見事に描いたものでした。この上なく
すばらしい夕べでした。

翌日は 3 つの部会に分かれて神殿が再
奉献され，霊的に満たされました。主の
御
み

霊
たま

がわたしたちに豊かに注がれていま
した。

この建物を設計したとき，わたし
たちはこの会場が満席になるこ
とは絶対にないだろうと思って

いました。しかし今，この会場を見てくだ
さい。

愛する兄弟姉妹の皆さん，末日聖徒イ
エス・キリスト教会，第 181 回年次総大
会を開会するに当たり，皆さんと再びとも
に集えるのはすばらしいことです。

この 6 か月間は矢のように過ぎ去りま
した。わたしは多くの責任に多忙を極め

ていました。この期間に頂いたすばらし
い祝福の一つは，ハワイ州ライエの美しい
神殿を再奉献することでした。ハワイ州ラ
イエ神殿は 2 年近くの間，大規模な改修工
事を行っていました。わたしはヘンリー・
B・アイリング管長夫妻，クエンティン・L・
クック長老夫妻，そしてウィリアム・R・
ワーカー長老夫妻を伴って行きました。
11 月に行われた再奉献式の前夜は，神殿
地区の 2,000 人の若者が BYU ハワイ校
のキャノン・アクティビティー・センターを

土曜午前の部会 | 2011年 4月2日

再び大会に集い
福音に対する皆さんの信仰と献身，互いへの愛と関心，……皆さん
の奉仕に感謝しています。
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わたしたちはこれからも神殿を建設し
続けます。今朝，新たに 3 つの神殿の建
設計画について発表できることをうれしく
思います。現在，用地の買収を行ってお
り，これからの年月をかけて神殿が建設
される場所は，コロラド州のフォートコリ
ンズ，アイダホ州のメリディアン，そしてカ
ナダ・マニトバ州のウィニペグです。これ
らの神殿は，その地域に住む会員にとっ

て祝福となるに違いないでしょう。
毎年，何百万という儀式が神殿で執り

行われます。わたしたちがそれらの儀式
を自分自身のためだけでなく，世を去った
愛する人々のためにも，引き続き忠実に行
うことができますように。彼らは自分自身
では儀式を受けられないからです。

教会は引き続き災害時の人道支援を提
供しています。最近では，日本において

壊滅的な地震と津波が発生し，原子力の
問題が起きています。わたしたちは日本
の人々を心配し，援助の手を差し伸べて
います。教会は，食糧，水，毛布，寝具，
衛生用品，衣服，燃料を含む，70トン以
上の物資を送りました。教会のヤングシ
ングルアダルトたちは自分の時間をささ
げ，インターネットやソーシャルメディア，
そのほかの通信技術を使って会員の安否
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十二使徒定員会
Ｌ・トム・ペリー長老

世界中の兄弟姉妹，わたしたちは
今朝，預言者の声に耳を傾ける
ために集まっています。先ほど

聞いたトーマス・Ｓ・モンソン大管長の声
が地上における神の生ける預言者の声で
あることを証

あかし

します。モンソン大管長の
教えと模範によってわたしたちはどれほど
大きな恵みを受けていることでしょうか。

わたしたちは今年，日曜学校で新約聖
書から預言者たちの言葉を勉強する機会
を得ています。旧約聖書では預言者たち
と一つの民について研究しますが，新約
聖書はただ一人の御方の生涯とその御方
のお与えになった影響が中心となってい
ます。その御方こそ，天と地の二つの市民
権を持ってこの世に来られた救い主，贖

あがな

い主イエス・キリストです。
今
こん

日
にち

の世の中は人の教えであふれてい
るため，救い主の生涯と教えという何より
も大切な記述である新約聖書を人々は容
易に忘れ，信仰を失っています。救い主
御自身がわたしたちの生活の中心におら
れるのと同様に，この神聖な書物は聖文
の歴史の中心に位置するものです。わた
したちは新約聖書を研究し，大切にする
決意を新たにしなければなりません。

新約聖書の研究によって知恵というか
けがえのない真珠を見いだすことができ
ます。わたしは，各地を巡って救い主の
教会を組織したパウロの物語，特にテモ
テに与えた教えを読むのが好きです。パ

ウロがテモテにあてた第一の手紙の第
4 章にはこう記されています。「これらの
事を命じ，また教えなさい。あなたは，
……言葉にも，行状にも，愛にも，信仰に
も，純潔にも，信者の模範になりなさい。」1 
信者の模範となり，それを続けるために，
安息日を守ること以上に優れた方法を考
えることができません。

世界が創造されたときから，ほかの日と
区別された一日がありました。「神はその
第七日を祝福して，これを聖別された。」2 
神は自らこの日に働きを休み，わたしたちに
も同じようにすることを求めておられます。
そして，イスラエルの子らに次の戒めをお
与えになりました。
「安息日を覚えて，これを聖とせよ。
六日のあいだ働いてあなたのすべての

わざをせよ。
七日目はあなたの神，主の安息である

……。
それで主は安息日を祝福して聖とされ

た。」3

安息日の遵
じゅん

守
しゅ

という規範には，必ず礼
拝を含めなければなりません。アダムと
エバは死すべき状態になった後，「御父の
……独り子の犠 牲のひながた」として

「主なる彼らの神を礼拝し，主へのささげ
物として群れの初

うい

子
ご

をささげるようにと」
命じられました。4 動物の犠牲は，神の小
羊であるイエス・キリストがいつかわたし
たちのために御自分を犠牲としてささげら

を確認しました。会員たちは，車で行くこ
とが困難な地域には，教会が用意したス
クーターを使って支援を提供しています。
衛生キットや清掃キットを作る奉仕プロ
ジェクトが東京，名古屋，大阪の多くのス
テークやワードで行われています。これ
までに 4,000 人以上のボランティアによっ
て，4 万時間以上の奉仕が行われてきま
した。日本や助けを必要とする地域に対
する支援は今後も継続されます。

兄弟姉妹の皆さん，福音に対する皆さ
んの信仰と献身，互いへの愛と関心，ワー
ドや支部，ステークや地方部における皆さ
んの奉仕に感謝しています。また，什

じゅう

分
ぶん

の一と献金を忠実に納め，教会の他の基
金へも惜しみなく献金してくれる皆さんに
感謝しています。

2010 年末現在で，世界中の 340 の伝
道部で 5 万 2,225 人の宣教師が奉仕して
います。伝道活動は神の王国にとって欠
かせないものです。もし可能であれば，
教会の中央宣教師基金に献金することを
考えるよう提案します。

さて，兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは
今
き ょ う

日と明日伝えられるメッセージを心待
ちにしています。話者は天の助けと導き
を求めながらメッセージを用意しました。
話に耳を傾け，学ぶときに，主の御霊に満
たされ，高められ，霊感を受けることがで
きるようお祈りします。イエス・キリスト
の御

み

名
な

により，アーメン。■

安息日と聖
せ い

餐
さ ん

皆さんが安息日を一日中尊び，その霊的な祝福を1 週間を通して
経験することにより，家族に愛があふれるようにしてください。
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れることを，アダムの子孫に思い起こさせ
るものとなりました。

救い主は生涯を通じてその犠牲につい
て話されました。5 御

み

言
こと

葉
ば

が成就し始めた
のは，主が十字架につけられる前の晩の
ことでした。主は世の喧

けん

噪
そう

から離れた
2 階の部屋に弟子たちを集めて，主の晩
餐の聖餐を定められました。
「一同が食事をしているとき，イエスは

パンを取り，祝福してこれをさき，弟子た
ちに与えて言われた，『取って食べよ，こ
れはわたしのからだである。』

また杯
さかずき

を取り，感謝して彼らに与えて言
われた，『みな，この杯から飲め。

これは，罪のゆるしを得させるように
と，多くの人のために流すわたしの契約の
血である。』」6

救い主の贖
しょく

罪
ざい

はそのときから大いなる
最後の犠牲となりました。復活後にアメリ
カ大陸を訪れた救い主は弟子たちに神権
を与え，聖餐を定めてこう言われました。
「またあなたがたは，わたしがしたよう

に，すなわち，わたしがパンを裂いて祝福
し，それをあなたがたに与えたように，い
つもこれを行うように努めなさい。

……それは，あなたがたがいつもわた
しを覚えているということを，父に示す証
となるであろう。そして，あなたがたは，
いつもわたしを覚えているならば，わたし
の御

み

霊
たま

を受けるであろう。」7

背教の暗黒時代にも安息日の礼拝と聖
餐の規範や様式が様々な形で引き続き守
られたことは驚きに値します。

福音が回復されたとき，救い主から最
初に聖餐を受けた 3 人の使徒ペテロ，ヤ
コブ，ヨハネがジョセフ・スミスとオリ
バー・カウドリを訪れました。この 3 人の
指示の下で，イエス・キリストの教会の会
員たちに聖餐を執行するために必要な神
権の権能が回復されました。8

救い主から預言者と使徒たちに，そし
て彼らからわたしたちに授けられたその
神権の権能は現在まで地上に存続してい
ます。世界中の若い神権者は熱心に戒め

を守り福音の標準に従うことによって，神
権の力を行使するふさわしさを保ってい
ます。これらの青少年は霊的に清い手と
純真な心をもって，2,000 年以上前に定め
られた救い主の方法により聖餐を準備し，
祝福しているのです。

聖餐を受けることは，安息日を守るうえ

で核となるものです。主は教義と聖約の中
でわたしたち皆にこう命じておられます。
「また，あなたは，世の汚れに染まらず

に自らをさらに十分に清く保つために，わ
たしの聖日に祈りの家に行って，聖式をさ
さげなければならない。

まことに，この日は，あなたがたの労苦
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を解かれて休み，いと高き方に礼拝をささ
げるように定められた日だからである。
……

また，この日には，あなたはほかに何事
もしないようにしなければならない。」9

わたしたちの生活の中で安息日と聖餐
の規範について考えてみると，主は 3 つの
ことを求めておられることが分かります。
第 1 は世の汚れに染まらないことです。
第 2 は祈りの家に行って聖式をささげる

ことです。第 3 は労苦を解かれて休むこ
とです。

クリスチャンであること，キリストの真
の弟子として生活することはすばらしいこ
とです。主はわたしたちについて「わたし
が世のものでないように，彼らも世のもの
ではありません」と言われました。10 わた
したちが世の汚れに染まらないようにす
るため，安息日に仕事やレクリエーション
施設といった俗世的なものに注意をそら

されないようにすることを主は求めておら
れます。

主はわたしたちがふさわしい衣服を身
に着けるよう望んでおられると思います。
若い人たちは「日曜日には晴れ着を着る」
という昔からの言い習わしが時代遅れだ
と考えるかもしれません。日曜日に普段
着を着るようになると，心構えや行動も同
じようになっていきます。もちろん子供た
ちは，朝から晩まで正装したまま日曜日を
過ごす必要はありません。けれどもわた
したちは奨励する服装，計画する活動を
通して，子供たちが聖餐に向けて準備し，
一日中その祝福にあずかるよう助けてい
るのです。

主に聖式をささげるとはどういう意味で
しょうか。わたしたちはだれでも間違い
を犯します。天の御父や傷つけたかもし
れない相手に対して，罪や過ちを告白し，
それらを捨てる必要があります。安息日
はこれらの自分の聖式を主にささげる絶好
の機会となります。主はこう言われました。

「この主の日に，あなたはいと高き方にあ
なたの供え物と聖式をささげ，また兄弟た
ちと主の前にあなたの罪を告白しなけれ
ばならないことを覚えておきなさい。」11

メルビン・J・バラード長老は次のよう
に勧告しました。「わたしたちはすべての
末日聖徒にこの聖餐の席に着いてほしい
と思っています。そこは自己を調査する
場であり，自己を点検する場だからです。
そこで進路を修正し，生活を正し，教会の
教えや兄弟姉妹と調和していくことを学
ぶのです。」12

わたしたちはふさわしく聖餐を受けるこ
とによって，主の御霊を受けられるように
進んで救い主の御

み

名
な

を受け，主の戒めを
守り，いつも主を覚えることを証明します。
このようにしてバプテスマの聖約を新たに
するのです。主は弟子たちに「これを行う
度に，あなたがたは，わたしがあなたがた
とともにいたこの時を思い起こすであろう」
と言われました。13

労苦を解かれて休むことを，畑の農機具
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を稼動しないことや，店のドアに「閉店」
と表示することだけを指すと考えること
が時折あります。今日の世界において，
労苦には日常の様々な活動も含まれます。
つまり，家を離れてする経済活動，スポー
ツ競技などがそうだと言えます。安息日
の礼拝を妨げ，人々に仕えたり教え導いた
りする機会を奪うことになるからです。

主は初期の時代の聖徒に対して「神聖
なものを軽んじないようにしなさい」14 と
言われましたが，それは「安息日は人のた
めにあるもので，人が安息日のためにあ
るのではない」15 と弟子たちに言われたこ
とをわたしたちに再確認しておられるよう
に思います。

兄弟姉妹，わたしたちが救い主との約
束をおろそかにし，新約聖書をはじめとす
る聖文の教えを無視し，主に従わなくなる
とき，敵対する者はこの終わりの時に勝
利を収めるのです。両親の皆さん，今こ
そ，聖餐会に出席することによって信者の
模範になるよう子供たちに教えましょう。
日曜の朝が来たら，子供たちが十分な睡
眠を取っていて，ふさわしい服装ができる
よう助けてください。聖餐の象徴を受け，
人を啓発し，教化し，高揚する聖霊の力を
受けるための霊的な準備ができているよ
うに助けてください。皆さんが安息日を
一日中尊び，その霊的な祝福を 1 週間を
通して経験することにより，家族に愛があ
ふれるようにしてください。皆さんの息子
娘が安息日を守ることにより「立って光を
放ち」，「〔彼らの〕光がもろもろの国民の
ための旗となる」16 ように促しましょう。

歳月を重ねるにつれて，わたしは自分の
少年期，青年期の安息日を絶えず思い返
すようになっています。執事として初めて
聖餐を配った日のこと，ワードの会員たち
にパスしたガラス製の小さなカップのこと
を今も覚えています。何年か前に故郷の
教会の建物が建て直されることになりま
した。説教壇の下の物入れは扉が開かな
いように封じられていました。扉を開ける
と，長年しまい込まれていたあのガラス製

の小さなカップが幾つか出てきました。
その一つを思い出の品として受け取りま
した。

また，合衆国海兵隊にいたときにいつ
も緑色の小型トランクを携行していたこと
を覚えています。その中に木製のトレー
と聖餐カップの箱が入っていました。戦
闘中や絶望感に襲われたときでも，わた
したちは主の晩餐によって平安と希望を
取り戻すことができました。

青少年時代に使った聖餐のカップ，ま
た，少年時代を過ごした山あいの地で
使ったカップ，太平洋のはるかかなたで
使った聖餐のカップについて思い巡らすと
き，世の救い主がわたしのために喜んで

「苦い杯」17 から飲んでくださったことへ
の感謝の念で満たされます。わたしは救
い主のおかげで，詩篇の作者とともに，主
の無限無窮の贖罪の祝福により「わたしの
杯はあふれます」18 と言うことができます。

安息日を前にした今
き ょ う

日，このすばらしい
大会を始めるに当たって，わたしたちがそ
れぞれのワードや支部で毎週聖餐会に出
席して受ける祝福と機会を思い起こしま
しょう。わたしたちや家族に約束されてい

るこれらの祝福を祈り求められるように，
安息日に向けて準備し，行動しましょう。
この世で受ける最大の喜びは救い主に従
うことにあることを心から証します。主の
聖なる日を聖

きよ

くすることによって戒めを守
ることができるよう，イエス・キリストの
御名により祈ります，アーメン。■
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 1.  1 テモテ 4：11－12
 2. 創世 2：3
 3. 出エジプト20：8 －11
 4. モーセ 5：5 ，7
 5. 例として，マルコ 10：32 － 34；ヨハネ 2：19；

10：17；12：32 参照
 6. マタイ 26：26 － 28
 7.  3 ニーファイ 18：6 － 7
 8. ジョセフ・スミス―歴史 1：68 － 69，72 。教

義と聖約 27：12 －13 も参照
 9. 教義と聖約 59：9 －10 ，13
 10. ヨハネ 17：16
 11. 教義と聖約 59：12
 12. ブライアント・S・ヒンクレー，Sermons and 

Missionary Services of Melvin Joseph 
Ballard（1949 年），150

 13. ジョセフ・スミス訳マルコ 14：21，末日聖徒
版聖書付録

 14. 教義と聖約 6：12
 15. マルコ 2：27
 16. 教義と聖約 115：5
 17.  3 ニーファイ 11：11
 18. 詩篇 23：5

ウクライナ・キエフ
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中央初等協会会長会第一顧問
ジーン・A・スティーブンス

偉大な知恵と愛を持つ天の御父
は，霊の息子娘を子供の姿で地
上へ送られます。彼らは神聖な

特質と行く末を持つ，貴い贈り物として家
族のもとに来ます。天の御父は，わたした
ちが御自身のようになるのを助けるうえで
子供が鍵となることを御存じです。わた
したちは子供からとても多くのことを学べ
ます。

何年も前，この大切な真理は，ある七十
人が香

ホン

港
コン

に赴いたときにも示されました。
この七十人は，会員の必要を満たせず多
くのことに苦闘するとても貧しいワードを
訪問しました。ビショップが現状を説明
していると，その中央幹部は会員に什

じゅう

分
ぶん

の一を納めてもらうべきだという印象を
受けました。会員の困窮した状況を知っ
ていたビショップは，勧告をどのように実
行したらよいか悩みました。思案の末，
彼はワードで特に信仰の強い会員に話
し，什分の一を納めるよう勧めることにし
ました。次の日曜日，ビショップは初等協
会に行きました。主の什分の一の律法に
ついて子供たちに教え，自分たちが得た収
入の什分の一を納めるように勧めました。
子供たちは承諾し，什分の一を納めました。

ビショップは後にワードの成人会員た
ちのところへ行き，過去 6 か月間ワードの
忠実な子供たちが什分の一を納めてきた
ことを伝えました。そして，子供たちの模
範に倣

なら

って，彼らも進んで什分の一を納

いのです。
キリストのような特質を示す，子供の純

真で力強い模範がわたしたちの生活にど
のような祝福をもたらすか，幾つかの経験
を紹介します。

わずか 2 歳のトッドという男の子は，最
近母親と一緒に，救い主が描かれた特別
展覧会の美しい絵を見に，美術館へ出か
けました。母親は主の神聖な御

み

姿
すがた

を見て
回りながら，息子が敬

けい

虔
けん

な様子で「イエス
さま」と口にするのを聞きました。トッド
に目を向けると，彼は絵を見ながら，腕を
組み，頭を下げていました。わたしたちは
トッドから，主への謙遜さ，敬虔さ，愛の
姿勢について何か学べるのではないで
しょうか。

昨年の秋，わたしはアルメニアで 10 歳
の少年の模範を見ました。聖

せい

餐
さん

会の開会
を待っていると，少年は，支部で最年長
の会員が到着したのに気づきました。彼
は即座にその姉妹の傍らに行き，しっか
り歩けるように腕を差し出しました。彼
女が話を聞けるように，礼拝堂の最前列
の席に案内しました。彼のささいな親切
から，主の王国でいちばん偉い人は，ほか
の人に仕える機会を探す人々であること
が分かるのではないでしょうか。

初等協会に集うケーティーから，家族に
与える影響力について学ぶことができます。
ケーティーは初等協会に出席して，福音
の教えに心を引かれました。ケーティー
は強まる信仰と証をもって，両親の枕

まくら

もと
に手紙を置きました。ケーティーは福音
の真理が自分の心に根付いていること，
また，天の御父に近づき，主の戒めを守り
たいこと，そして神殿で家族の結び固め
を受けたいと強く望んでいることをつづり
ました。かわいい娘の簡潔な証は，両親
の心を強く動かしました。ケーティーと家
族は，家族を永遠に結ぶ神聖な神殿の儀
式を受けました。ケーティーの信じる心
と信仰の模範は，家族に永遠の祝福をも
たらす助けとなりました。彼女の心から
の証と主に従いたいという望みは，わたし

めるように勧めました。人々は子供たち
が喜んで犠牲を払ったことに深い感銘を
受けて，什分の一を納めるために必要な
ことをしました。すると，天の窓が開かれ
ました。忠実な子供たちの模範のおかげ
で，ワードの会員の従順さと証

あかし

が増した
のです。

イエス・キリスト御自身，子供たちを模
範として仰ぐように教えられました。新約
聖書には，天国で最も偉いのはだれかと
使徒たちが議論しているときに主が何と
お答えになったかが記されています。イ
エスはちょっとした，しかしとても有効な
具体例を挙げて教えられました。幼い子
供を呼び寄せ，彼らの真ん中に立ち，この
ようにおっしゃいました。
「心をいれかえて幼な子のようにならな

ければ，天国にはいることはできないであ
ろう。

この幼な子のように自分を低くする者
が，天国でいちばん偉いのである。」（マタ
イ 18：3 － 4）

わたしたちが子供から学ぶべきことは
何でしょうか。子供が持つどのような属
性が，またどのような模範が，わたしたち
の霊的な成長を助けるのでしょうか。

これらの貴い神の子供たちは信じる心を
持ってわたしたちのもとに来ます。彼らは
信仰にあふれ，御

み

霊
たま

への感受性が強いの
です。子供は謙

けん

遜
そん

，従順，愛の模範です。
多くの場合，彼らは学ぶに早く赦

ゆる

すに早

幼子のようになる
学ぶ心と子供たちの模範に従う意志を持つならば，彼らの神聖な 
特質はわたしたち自身の霊的な成長を促す鍵

かぎ

となるでしょう。
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たちが最も大切なものをはっきりと見据え
られるよう助けを与えてくれるのではない
でしょうか。

わたしたち家族は，親
しん

戚
せき

で 6 歳のリアム
から様 な々ことを学んでいます。この 1 年，
彼は悪性の脳腫

しゅ

瘍
よう

と闘ってきました。難
しい手術を 2 回受けた後，放射線治療も
必要だということになりました。放射線
治療の間，リアムは独りきりで，じっと横
たわっていなければなりませんでした。
鎮
ちん

静
せい

剤を打つと気分が悪くなるので，リア

ムは鎮静剤を断りました。インターホン越
しに父親の声が聞こえれば，鎮静剤がな
くてもじっとしていられると心に決めてい
ました。

不安の中，父親は愛と励ましの言葉で
語りかけました。「リアム，父さんが見え
なくてもここにいるからね。君ならできる
さ。愛しているよ。」  リアムはまったく動
かずに 33 回の必要な放射線治療を受け
ました。鎮静剤を打たなければ，幼い彼
には不可能なことだと医師は思っていま

した。何か月にもわたる苦しく困難な時
期に，リアムの楽観的な態度は，希望とさ
らには幸福をもって逆境に向き合う力強
い模範となりました。彼の勇気によって
医師や看護師，そのほかの大勢の人々が
感銘を受けました。

わたしたちは皆リアムから大切なことを
学んでいます。それは信仰を選び，主を
信頼することです。天の御父を見ること
はできませんが，リアムのように，御父の
声を聞き，人生のチャレンジに堪え忍ぶ
ために必要な強さを得られます。

リアムの模範から，子供のように従順
で，柔和で，謙遜で，忍耐強く，愛にあふ
れた者となるというベニヤミン王の言葉を
よりよく理解することができるのではない
でしょうか（モーサヤ 3：19 参照）。

子供たちは，わたしたちが天の王国に
入るために身に付ける，または再発見する
必要のある幼子のような特質の模範を示
しています。子供は世に染まっていない，
輝く霊であり，教えを受け入れやすく，信
仰にあふれています。救い主が幼い子供
たちに特別な愛と価値を見いだしておら
れることに何の不思議もありません。

救い主がアメリカ大陸を訪れたときの
驚くべき出来事の中でも，子供たちを優し
くお教えになった場面は特に際立ってい
ます。主は胸を打つような方法で一人一人
の子供に手を差し伸べられました。
「イエスは幼い子供たちを一人一人抱い

て祝福し，彼らのために御父に祈られた。
そして，イエスはこれを終えると，……

涙を流された。
また，イエスは群集に語って，『あなた

がたの幼い子供たちを見なさい』と言わ
れた。」（3 ニーファイ 17：21－24）

M・ラッセル・バラード長老は，「あな
たがたの幼い子供たちを見なさい」とい
う救い主の戒めの大切さについて，次のよ
うに教えています。「このときに主が『少
しだけ見なさい』とか『気の向いたときに
見なさい』とか，あるいは『彼らの全体的
な動きを時々ちょっとだけ見なさい』など
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と言われなかった点に注意してください。
主は『子 供たちを見なさい』と仰せに
なったのです。わたしにとってこれは，目
と心をもって子供たちを見なければならな
いという意味であり，彼らを神聖な特質を
備えた天の御父の霊の子供としてありのま
まに見つめ，理解しなければならないとい
う意味です。」（「汝

なんじ

らの子供たちを見よ」

『聖徒の道』1994 年 10 月号，40 。強調
付加）
「子供たちを見る」のに，家庭以上に最

適な場所はありません。家庭は皆がとも
に学び，成長できるところです。初等協会
の美しい歌の一つは，この真理を教えて
います。

「主の御
み

心
こころ

に
かなう人になるため
主が下さった
すてきな家族」

（「神様からの家族」『フレンド』2008
年 10 月号，F12 －F13）

わたしたちが神の霊の子供としての神
聖な属性をいっそう身近に見て，理解でき
るのは，愛あふれる環境，すなわち家庭
の中です。わたしたちの心が和らげられ，
幼子のようになろうと謙遜に望めるのは，
家庭の中です。このプロセスによりキリス
トのようになることができます。

人生の経験から，かつて持っていた信
じる心や幼子のような信仰をなくしてし
まっていないでしょうか。そうであるな
ら，あなたの周りの子供たちについて考え
てみてください。そして再度注意を向けて
ください。あなたの家族，近所，あるいは
ワードの初等協会の子供たちが思い浮か
んだことでしょう。学ぶ心と子供たちの
模範に従う意志を持つならば，彼らの神
聖な特質はわたしたち自身の霊的な成長
を促す鍵となるでしょう。

わたし自身の子供たちの祝福にいつも
感謝しています。一人一人がわたしに必
要なことを教えてくれました。わたしは子
供たちの助けにより，より善い人へと変わ
りました。

イエスがキリストであられることを慎ん
で，また確かに証します。主は完全な御
子であられ，従順で，柔和で，謙遜で，忍
耐強く，大きな愛に満ちておられます。わ
たしたちが主の模範に従い，幼い子供の
ようになり，天の家へ戻ることができます
ように，イエス・キリストの御

み

名
な

によりお
祈りします，アーメン。■
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七十人会長会
ウォルター・F・ゴンサレス長老

昨年の 10 月，妻とわたしはニー
ル・L・アンダーセン長老夫妻と
ともにアルゼンチン・コルドバ

神殿の鍬
くわ

入れ式に出席しました。式が終
わると，いつものように記者会見が開かれ
ました。教会の会員ではないある女性記
者が，教会の男性たちが妻を非常に大切
にしている様子を見かけたと言いました。
それから彼女は，ふいに「あれはほんと
うの姿なのですか。それとも見せかけで
すか」と質問しました。その記者はそこ
にいた会員の振る舞いを見て何か特別な
ものを感じたのでしょう。彼女はキリスト
に従いたいという会員たちの望みに気づい
たのかもしれません。全世界の教会員がそ
のような望みを抱いています。同じように，
教会の会員ではない非常に多くの人々も，
主に従いたいという望みを抱いています。

最近，妻とわたしは，ガーナとナイジェ
リアの人々を見て感銘を受けました。そ
れらの国の大多数の人は，この教会の会
員ではありません。彼らが会話の中で頻
繁に，キリストに従いたいという望みを表
しているのを目にし，うれしく思いました。
その望みは，自宅や車の中で，また，壁や
看板に表されていました。これほど多く
のキリスト教の教会が林立しているのを
見たことはありませんでした。

末日聖徒であるわたしたちには，このよ
うな大勢の人々に対し，この教会に来て，
すでに彼らが持っている良いものに加え
られるものがあることを知っていただくよ
う招く義務があります。どのような大陸，

気候，文化圏の人であっても，預言者ジョ
セフ・スミスが示現の中で御父と御子に
まみえたことを自分自身で知ることができ
ます。また，天の使者が神権を回復した
ことや，モルモン書がイエス・キリストの
もう一つの証

あかし

であることを知ることができ
ます。エノクの言葉どおり「……天から義

〔が下り〕，地から真理〔が出て〕，〔御父〕
の独り子……について証〔する〕」1 のです。

救い主は次のように約束されました。
「わたしに従って来る者は，やみのうちを
歩くことがなく，命の光をもつであろう。」2 
キリストに従う人々は救い主に倣って生活
し，光の中を歩きます。どれほど救い主
に従っているかを見極めるのに役立つ，
二つの特質があります。第 1 に，キリスト
に従う人々は愛情深い人々です。第 2 に，
キリストに従う人々は聖約を交わして守り
ます。

第 1 の特質である愛情深さは，恐らく
コルドバの記者が教会員の中に見いだし
たものの一つでしょう。わたしたちがキリ
ストに従うのは，キリストを愛しているか
らです。わたしたちが愛のゆえに贖

あがな

い主
に従うとき，主御自身の模範に倣っている
のです。救い主はその愛のために，どのよ
うな状況にあっても御父の御

み

心
こころ

に従われ
ました。わたしたちの救い主は，肉体的，
精神的に激しい苦痛のさなかでさえ従順で
あられました。鞭

むち

打
う

たれ，あざけられても，
敵に苦しめられ，友に見捨てられても，従
順であられました。救い主固有の使命で
ある贖いの犠牲は，最も大いなる愛の表現

です。「彼はみずから懲らしめをうけて，
われわれに平安を与え，その打たれた傷
によって，われわれはいやされたのだ。」3

キリストがどのような状況でも御父に従
われたように，わたしたちも御子に従うべ
きです。そうすれば，どのような迫害や苦
しみ，悲しみ，肉体のとげ 4 を経験しよう
とも問題ありません。わたしたちは孤独
ではありません。キリストは必ずわたした
ちを助けてくださいます。いかなる状況
にあっても，わたしたちは主の深い憐

あわ

れ
みにより強められます。5

キリストに従うとは，モアブの女性ルツ
のように，大切なものを捨てることを意味
します。改宗者であるルツは，神とナオミ
への愛ゆえにすべてを捨てて信仰に生き
ようとしました。6

それは，試練と誘惑に抵抗することも
意味します。ヨセフは若いころ，奴隷とし
て売られました。彼は愛するすべてのも
のから引き離されました。後に純潔を破
るよう誘惑されたとき，それを拒んで，「ど
うしてわたしはこの大きな悪をおこなっ
て，神に罪を犯すことができましょう」7 と
言いました。彼はどのような試練や誘惑
にも屈しないほど神を愛していました。

今
こん

日
にち

世界中に現代のルツとヨセフがい
ます。エクアドルのグアヤキルに住むジ
ミー・オルベラ兄弟が伝道の召しを受け
たとき，彼の家族は大きな試練を受けて
いました。彼が家を離れる日，家から外
に出たら家族の縁を切ると言われました。
心が痛みましたが，彼は家を出ました。
伝道の召しを果たしていると，母親から，
家族はとても多くの祝福を受けているか
ら，もっと長く任地にとどまってほしいと
いう便りが届きました。現在，オルベラ兄
弟はステーク祝福師です。

実に，愛にあふれたキリストは，わたし
たちが主に従うことができるよう，必要な力
を授けてくださいます。主御自身がこのこと
を示されたのは，ペテロに 3 度「わたしを
愛するか」とお尋ねになったときでした。
ペテロが主を愛していることを再びはっき

キリストに従う人々
キリストに従う人々は救い主に倣

なら

って生活し，光の中を歩きます。
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りと明言した後，主はペテロにこれから起
こる苦難について話しました。それから，

「わたしに従ってきなさい」とお招きにな
りました。「わたしを愛するか」という，
ペテロに対する救い主の問いかけは，わた
したちに対する問いかけでもあります。続
いて，行動するよう呼びかけておられます。

「わたしに従ってきなさい。」8

従順になろうと努力するうえで，愛は強
い影響力を及ぼします。救い主に対する
愛は，主の戒めを守るようわたしたちを鼓
舞してくれます。母親，父親，伴

はん

侶
りょ

への愛
もまた，福音の原則に従うようわたしたち

を鼓舞してくれます。ほかの人々にどのよ
うに接するかは，わたしたちがどれほど救
い主に倣って互いに愛し合っているかを
映し出します。9 主が模範を示されたよう
に，わたしたちが立ち止まって人々を助け
るとき，「すべてのことについてまったく正
直でまっすぐで」10 あるとき，聖約を交わ
し，守るときに，わたしたちは主への愛を
表しているのです。

キリストに従う人々の第 2 の特質は，主
がなさったように聖約を交わして守るという
ことです。モロナイはこう指摘しています。

「キリストの血が流されたのは，あなたがた

の罪の赦
ゆる

しのために御父が聖約されたこ
とによるものであり，それによってあなたが
たは染みのない清い者となるのである。」11

預言者ジョセフ・スミスは，この地球が
組織される前にすでに天で聖約が交わさ
れていたと教えました。12 古代の預言者
や祝福師も聖約を交わしました。

救い主御自身が模範を示しておられます。
主はすべての義を成就するために，正し
い権能を持つ人物からバプテスマをお受
けになりました。バプテスマを通じて，救
い主は御父のすべての戒めを従順に守る
ことを御父に証明されたのです。13 昔も
現在も，キリストに従い，神権の儀式を通
して聖約を交わします。

聖約を交わすことは，この教会の会員
でない大勢の人々が，すでに自分たちの
持っている非常に良いものに加えること
が可能な事柄です。聖約を交わすこと
は，愛を表すことです。それは，「はい，わ
たしはあなたに従います」と，主に伝える
一つの方法なのです。

聖約には「…… 永遠の命」の約束が含
まれています。14 聖約を覚えていれば，万
事があなたがたの益となるようにともに働
くでしょう。15 聖約に含まれる約束を完全
に受けるには，聖約を交わして守らなけれ
ばなりません。救い主を愛し聖約を覚え
ることは，聖約を守る手助けとなります。
聖
せい

餐
さん

を受けることは，聖約を覚えておく一
つの方法です。16 もう一つの方法は，頻繁
に神殿に参入することです。ある南米の
若い夫婦のことを思い出します。彼らは
夫婦仲が良くないために離婚を望んでい
ました。賢明な神権指導者がこの夫婦
に，神殿に参入し，そこで交わされる聖約
の言葉と約束に特別な注意を払うよう勧
告しました。夫婦はそのとおりに行い，彼
らは離婚の危機から守られました。聖約
の力は，わたしたちが直面するどのような
試練よりも強力です。

福音に積極的でない会員の皆さん，ど
うぞ戻って来てください。聖餐と神殿参入
により聖約を覚え更新することによって得
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七十人
ケント・F・リチャーズ長老

わたしは外科医であったとき，勤
務時間のかなりを痛みの問題
に対応していることに気づきま

した。必要に迫られて，ほとんど毎日，手
術によって痛みを与え，そして，その痛み
を抑え，緩和するために多くの努力を払い
ました。

わたしは苦痛の目的についてじっくり考
えてみました。苦痛を経験しない人はだ
れ一人としていません。人々を見ると，苦
痛への対処はそれぞれ大きく異なります。
怒って神から離れ去る人もいれば，苦しむ
ことで神にもっと近づく人もいます。

皆さんと同じように，わたしも苦痛を経
験しました。痛みは癒しの過程を知るの
に役立つとともに，しばしば忍耐すること
を教えてくれます。病人を指す英語の

“ patient”には，忍耐という意味が含ま
れています。

オーソン・F・ホイットニー長老はこう
述べています。「わたしたちの味わう苦
痛，経験する試練はどれ一つとして無駄
なものはない。それによってわたしたち
は訓練され，忍耐力や信仰，不屈の精神，
謙
けん

遜
そん

などの特質が養われるのである。
…… 悲しみや苦痛，試練，艱

かん

難
なん

によって，
わたしたちはこの世に来た目的である教
育を受けるのである。」1

ロバート・D・ヘイルズ長老も同様のこ
とを述べています。
「痛みによって謙遜になり，思いを深め

られるようになります。耐え抜くことがで
きたこの経験に感謝しています。……

肉体に痛みを感じ，大手術を受けた後
に得る肉体への癒しは，霊に苦痛を覚
え，悔い改めの過程を経て得る霊の癒し
と酷似していると気づきました。」2

苦しみの多くは必ずしも自分の過ちに
よるものではありません。予期せぬ出来
事，期待とは逆の状況や失望を招く状況，
日常生活を阻害する病気，また死さえもわ
たしたちに付きまとい，わたしたちの現世の
経験に影響を与えます。そのほかに，ほか
の人々の行為がもとで苦難を受けること
があります。3 ヤコブは「兄たちが乱暴な
ために……つらい思いをした」と，リーハ
イは述べています。4 天の御父の幸福の計
画の一部として，相反するものがありま
す。わたしたちは皆，逆境に遭うと，御父
の愛と，救い主による助けの必要性に気
づかされるのです。

救い主はただ黙って見ている御方では
ありません。救い主はわたしたちが経験
する苦痛を個人としてよく御存じです。
「神はすべての人の苦痛，まことに男，

女，子供の区別なく……生けるものすべ

贖
し ょ く

罪
ざ い

は 
すべての苦痛を癒

い や

す
わたしたち個人にとって現世での大きなチャレンジは，「キリストの
贖罪により……聖徒」になることです。

られる祝福を感じてください。積極的にな
ることは，愛を示すことであり，キリストに
真に従う者となりたいという意志を表明す
ることです。そうすれば，約束されたあら
ゆる祝福を受ける資格を得ることができ
るのです。

教会の会員でない皆さん，信仰を働か
せ，悔い改め，末日聖徒イエス・キリスト
教会でバプテスマの聖約を受けるための
資格を得るようお勧めします。それによ
り，皆さんは天の御父への愛とキリストに
従いたいという意志を表明できるのです。

イエス・キリストの福音の教えに従うと
きに，わたしたちはさらに幸福になれるこ
とを証します。主に従おうと努力するなら
ば，天の祝福がもたらされます。聖約を交
わして守り，キリストに真に従う者となる
ときに主の約束が果たされることを知っ
ています。主がわたしたち一人一人を深く
愛しておられることを，イエス・キリストの
御
み

名
な

により証します，アーメン。■

注
 1. モーセ 7：62
 2. ヨハネ 8：12
 3. イザヤ 53：5
 4.  2 コリント12：7
 5.  1 ニーファイ 1：20 参照
 6. ルツ 1：16 参照
 7. 創世 39：7－ 9 参照
 8. ヨハネ 21：15 －19 参照
 9. ヨハネ 13：35 参照
 10. アルマ 27：27
 11. モロナイ 10：33
 12. 『歴代大管長の教え―ジョセフ・スミス』

42 参照。スペンサー・W・キンボール，“ Be 
Ye Therefore Perfect ”（1975 年 1 月 10 日
にユタ大学で行われた LDS インスティテュー
トのディボーショナルにおける説教）―「わ
たしたちは，この死すべき世に来る前に神聖
な誓いをしました。……わたしたちは聖約を
交わしました。わたしたちは，この地上に住む
身分を受け入れる前に聖約を交わしました。」
も参照

 13.  2 ニーファイ 31：5 － 7 参照
 14. アブラハム 2：11。ジョン・A・ウイッツォー，

“ Temple Worship”（1920 年 10 月 12 日にソ
ルトレーク・シティーのアッセンブリーホール
で行われた講義），10 も参照―「聖約によ
り真理に生命が吹き込まれ，知識を……正し
く用いるすべての人に報いとして祝福が授け
られます。」

 15. 教義と聖約 90：24 参照
 16. 例として，3 ニーファイ 18：7－11 参照
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ての苦痛を受けられる。」5

「だから，わたしたちは，あわれみを受
け，また，恵みにあずかって時機を得た助
けを受けるために，はばかることなく恵み
の御

み

座
ざ

に近づこうではないか。」6

わたしたちは時折ひどい苦痛の中で，
「ギレアデに乳香がないのか。そこには
医者がいないのか」と問う誘惑に駆られ
ます。7 わたしは証

あかし

します。確かに医者は
います。イエス・キリストの贖罪は，現世
におけるこれらの状況と目的をすべて包
み込むのです。

もう1 種類の苦しみについては，わたし
たちに責任があります。霊的な苦痛はわ
たしたちに重くのしかかり，消え去ること
がないように感じられます。実に，「言い
ようのない恐怖に責めさいなまれた」と，
アルマが述べているとおりです。8 それは
自分の罪深い行為と悔い改めの欠如から
生じます。この苦痛に対しても，万能の絶
対的な治療法があります。それは，悔い
改めに必要なことをすべて進んで行う一人
一人のために，御子を通して御父から与え
られます。キリストはおっしゃいました。

「わたしがあなたがたを癒すことができる
ように，今あなたがたはわたしに立ち返
り，……心を改めようとしているか。」9

キリストはこう教えておられます。
「父は，わたしが十字架に上げられるよ

うにと，わたしを遣わされた。十字架に
上げられた後で，わたしはすべての人をわ
たしのもとに引き寄せた。……

このために，わたしは上げられたので
ある。それで，父の力によってすべての人を
わたしのもとに引き寄せ……るのである。」10

恐らく主の最も重要な業は，引き続きわ
たしたち一人一人に個人的に働きかけて，
わたしたちを引き上げ，祝福し，強め，支
え，導き，赦

ゆる

しを与えることでしょう。
ニーファイが示現で見たように，現世に

おけるキリストの務めの多くは，あらゆる
種類の病気，すなわち，肉体的，情緒的，
また霊的な病にかかっている病人を祝福
し癒すことに費やされました。「病気の

人々や，様々な患いに苦しんでいる人々
……の群れが見えた。……これらの人々
は神の小羊の力によって癒され……た。」11

アルマもこう預言しました。「神の御子
は，あらゆる苦痛と苦難と試練を受けら
れる。……神の御子は御自分の民の苦
痛と病を身に受けられる……。

……御自分の心が憐
あわ

れみで満たされ
るように，また御自分の民を彼らの弱さに
応じてどのように救うかを肉において知る
ことができるように……。」12

わたしはある夜遅く，このときは医者で
はなく患者として病院のベッドに横たわ
り，何度も繰り返しこれらの聖句を読ん
で，つくづくと考えました。「どのように行
われるのだろうか。だれのためだろうか。
資格は何だろうか。罪の赦しと同じだろ
うか。御子の愛と助けを得る努力が必要
だろうか。」  考えていたときに，現世の生
涯でキリストがわたしたちのことを理解
するために苦痛と苦難を経験することを
お選びになったことが分かりました。恐
らくわたしたちも，キリストについて，また
わたしたちの永遠の目的について理解す
るために現世の困難を経験する必要があ
るのです。13

ヘンリー・B・アイリング管長はこう述
べています。「苦悩の中で，救い主が約
束された助けを待たなくてはならないと

き，主は御自身の経験からわたしたちを
癒し助ける方法を御存じだという事実は，
わたしたちに慰めを与えてくれます。……
この力を信じるなら，わたしたちは忍耐強
く祈り，働き，助けを待ち望むことができ
ます。主は，わたしたちを救う方法を単に
啓示によって知ることもおできになったで
しょうが，御自身の経験を通して学ぶこと
をお選びになりました。」14

わたしはその夜，主の愛の腕に抱かれて
いるのを感じ，15 枕

まくら

を感謝の涙でぬらしま
した。後に，マタイによる福音書でキリス
トの地上における務めについて読み，もう
一つの発見をしました。「人々は……大ぜ
い，みもとに連れてきたので，イエスは……
病人をことごとくおいやしになった。」16 
イエスはみもとに来た人々をことごとく癒
されました。追い払われた人はだれもい
ませんでした。

ダリン・H・オークス長老は述べています。
「癒しの祝福は様々な形でもたらされます。
わたしたちのことを最も深く愛しておられ
る御方が御存じのままに，それぞれの必
要に合わせてもたらされるのです。時に，

『癒し』は病気を治し，重荷を軽くしてくれ
ます。しかし，時には，託された重荷に耐
えられるだけの力や理解力，忍耐力が与
えられることによって『癒される』ことも
あります。」17 みもとに来る人はすべて，

エクアドル・グアヤキル
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「イエスの腕の中にしっかり抱き締められる」
でしょう。18 すべての人が主の力による癒
しを得られます。すべての苦痛が和らげ
られます。主によって「魂に休みが与えら
れる」でしょう。19 わたしたちの現世の状
況はすぐには変わらないかもしれません
が，苦痛や心配，苦難，恐れは，主の平安
と癒しの乳香に包み込まれるのです。

わたしは子供たちの方がしばしば苦痛
や苦しみを自然に受け入れるということに
気づきました。謙遜に，また柔和な気持
ちで静かに堪え忍びます。わたしは幼い
子供たちが麗しく快い雰囲気に取り巻か
れているのを感じてきました。

13 歳のシェリーは脊
せき

髄
ずい

の腫
しゅ

瘍
よう

のために
14 時間の手術を受けました。彼女は集
中治療室で意識を回復すると，こう言いま
した。「お父さん，シェリルおばさんがこ
こにいるわ。……ノーマンおじいちゃんと
……ブラウンおばあちゃんが……いるわ。
お父さん，そばにいる人はだれ？……お父
さんに似ているけど，背はもっと高いわ。
……兄弟のジミーだって言ってる。」  彼
女のおじ，ジミーは 13 歳のときに嚢

のう

胞
ほう

性
せい

線
せん

維
い

症
しょう

で亡くなっていました。
「およそ 1 時間，シェリーは来訪者につ

いて……語りましたが，その全員がすで
に亡くなっている家族でした。その後，
彼女は疲れ切って眠りに落ちました。」

彼女は，後に父親にこう語りました。
「お父さん，この集中治療室にいる子供たち
の全員に，助ける天使たちがいるのよ」と。20

わたしたち全員に，救い主はこう述べて
おられます。
「見よ，あなたがたは幼い子供であり，今

はすべてのことに耐えることはできない。
あなたがたは恵みと真理の知識とにおい
て，成長しなければならない。

幼い子供たちよ，恐れてはならない。
あなたがたはわたしのものであ……るか
らである。

それゆえ，わたしはあなたがたの中に
いる。わたしは良い羊飼い……である。」21

わたしたち個人にとって現世での大き

なチャレンジは，「キリストの贖罪により
……聖徒」になることです。22 皆さんもわ
たしも，苦痛を経験するときに，最もよく
この過程を踏めるかもしれません。大き
な苦難の中にあって，わたしたちは，肉体
と霊の癒しのために，心を幼

おさな

子
ご

のように
し，へりくだり，忍耐強く「祈り，働き，助
けを待ち望む」ことができます。23 そし
て，ヨブのように，試練によって精錬され
た後，「金のように出て来る」のです。24

わたしは証します。主はわたしたちの
贖

あがな

い主，友，弁護者，大いなる医者，優れ
た治療者です。へりくだった心で主のみも
とに来さえすれば，わたしたちは苦痛と罪
の中で，また苦痛と罪から，主によって平
安と慰めを得ることができます。主の「恵
みは……十分」25 です。イエス・キリスト
の御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. オーソン・F･ ホイットニーの言 葉，スペン

サー・W・キンボール，Faith Precedes the 
Miracle（1972 年），98 で引用

 2. ロバート・D・ヘイルズ「霊と肉体 の 癒し」
『リアホナ』1999 年 1 月号，15

 3. アルマ 31：31，33 参照
 4.  2 ニーファイ 2：1
 5.  2 ニーファイ 9：21

 6. ヘブル 4：16 。パウロは，「弱り果てて意気そ
そうしないために，罪人らの……反抗」に対
処する模範として救い主を見るようにわたした
ちに教えている（へブル 12：3）。

 7. エレミヤ 8：22
 8. アルマ 36：14
 9.  3 ニーファイ 9：13
 10.  3 ニーファイ 27：14 －15 ，強調付加
 11.  1 ニーファイ 11：31
 12. アルマ 7：11－12 ，強調付加
 13. ジョン・テーラー，Mediation and Atonement

（1882 年），97。テーラー大管長は人類の贖い
の達成のために前世の会議において御父と御
子の間で「聖約」が交わされたと述べている。
御子は，園と十字架での苦しみのほかに，生
涯における苦しみも自発的に引き受けられた

（モーサヤ 3：5 － 8 参照）。
 14. ヘンリー・B・アイリング「逆境」『リアホナ』

2009 年 5 月号，24 ，強調付加
 15. 教義と聖約 6：20 参照
 16. マタイ 8：16 ，強調付加
 17. ダリン・H・オークス「主は重荷を負っている

人を癒される」『リアホナ』2006 年 11 月号，
7－ 8

 18. モルモン 5：11
 19. マタイ 11：29
 20. マイケル・R・モリス，“ Sherrie’s Shield of 

Faith,”Ensign，1995 年 6 月号，46 参照
 21. 教義と聖約 50：40 － 41，44
 22. モーサヤ 3：19
 23. ヘンリー・B・アイリング「逆境」『リアホナ』

2009 年 5 月号，24
 24. ヨブ 23：10
 25.  2 コリント12：9；エテル 12：26 － 27；教義

と聖約 18：31も参照
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十二使徒定員会
クエンティン・L・クック長老

作家であり歴史学者であるウォレ
ス・ステグナーは，ソルトレーク
盆地へのモルモンの移住と集合

について本を書いています。わたしたち
の宗教を受け入れることはなく，批判的
な意見の多かった人物ですが，初期の教
会員，特に，女性の献身と勇気には感銘
を受け，次のように述べています。「この
教会の女性はすばらしい。」1 わたしも
今
き ょ う

日，同じ気持ちです。末日聖徒の女性
はすばらしいです。

神は，女性に強さ，徳，愛，次の世代を
担う神の霊の子供たちを喜んで養う犠牲
的精神という神聖な特質を植え付けられ
ました。

合衆国における最近の研究によれば，
信仰を持つ女性は皆，信仰を持つ男性よ
りも「より熱心に神を信じ」，より多くの宗
教行事に参加し，「ほとんどあらゆる点に
おいて，より宗教的である」2 ことが明示
されています。

当然の結果だと思いました。わたしたち
の信仰において家族と女性が果たす卓越
した役割を考えるとなおさらそう感じます。
わたしたちの教義は明解です。女性は天
の御父の愛する娘です。妻と夫の関係は
対等です。結婚生活には完全なパート
ナーシップが必要であり，夫と妻は家族

抱えた寡
か

婦
ふ

となった今，自分の思いについ
て語ろうとは思わない。……福音のゆえに
受けるわたしの苦しみは，……きっと……
わたしの聖

きよ

めとなり，益となることだろう。
……

わたしは主に〔懇願した〕，……寡婦の保
護者，親をなくした子供の父になると約束さ
れた御方に。わたしが主に懇願すると，主は
わたしを助けに来てくださった。」4

エリザベスは，同じような苦難を味わって
いる人々に代わって，また，子孫が進んで苦
難を引き受け神の王国のためにあらゆるも
のを犠牲にするようにと願って記録を書い
ていると述べています。5

今
こん

日
にち

の教会の女性たちは，強く，勇敢である
今日においても，教会の女性は，そのよう

な試練に立ち向かい，まったく同じように力
強く忠実であるとわたしは信じています。教
会の指導者は，あらゆる面で，姉妹たちの奉
仕，犠牲，決意，貢献を認め感謝しています。

教会で成し遂げられることの多くは，女
性の無私の奉仕によるものです。教会であ
れ，家庭であれ，神権者と扶助協会の姉妹
が完全な調和の下に働く姿を見るのはすば
らしいことです。そのような関係は，息の
合ったオーケストラのようで，結果としても
たらされるシンフォニーはわたしたち全員を
鼓舞します。

最近，カリフォルニア州ミッションビエホ
ステークの大会に出席するよう割り当てを
受けたとき，そこで開かれた 4 ステーク合同
の大みそかユース・ダンスパーティーに関す
る記事に感銘を受けました。ダンスパー
ティーの後で，外から見たらだれのものか
分からないハンドバッグが見つかりました。
ラグナニゲルステークの若い女性会長モニ
カ・セドウィック姉妹の記録から少し紹介
します。「わたしたちはぶしつけに中をのぞ
き込みたいとは思いませんでした。だれか
の私物でしたから。そこで慎重にバッグを
開け，いちばん上にあるものをさっとつかみ
取りました。それで持ち主が分かればと
思ったのです。実際，分かりました。……

の必要を満たすためにともに働きます。3

確かに，福音に従った生活を送ろうと
努力する女性を含めて，女性には多くの
チャレンジがあります。

開拓者の姉妹たちからの受け継ぎ
開拓者時代の先祖の生活において，何

と言っても特徴的なのは姉妹たちの信仰
です。神から授かった特質のゆえに，女
性は家の手入れや子供の世話，家庭やそ
の他の場所における養いに関してより大
きな賜

たま

物
もの

と責任を与えられています。こ
のようなことについて考えると，喜んで家
を後にし，未知の世界を目指して大平原を
横断した姉妹たちの信仰にわたしたちは
感動します。そのような姉妹たちの最も重
要な特質は何かと尋ねられたら，主イエス・
キリストの回復された福音に対する揺らぐ
ことのない信仰と答えるでしょう。

開拓者時代の女性が，大平原を横断す
るときに，何を犠牲にし，何を成し遂げた
かについての奮闘の記録は，教会にとっ
て貴重な遺産です。わたしはエリザベス・
ジャクソンの記録に感銘を覚えます。彼
女の夫アロンは，マーティン手車隊ととも
にプラット川を最後に渡った後で亡くなっ
ています。彼女はこう書いています。
「このような厳しい状況で，子供 3 人を

末日聖徒の女性は 
すばらしい
教会で成し遂げられることの多くは，女性の無私の奉仕による 
ものです。
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しかし，名前が分かったわけではありま
せん。『若人の強さのために』が出てき
たのです。……感心しました。それで持
ち主のことが少し分かりました。それか
ら，もう一度手を入れると，次の持ち物が
出てきました。小さなノートでした。……
それできっと持ち主が分かると確信しま
した。しかし，これもまた期待したような
ものではありませんでした。最初のページ
は……お気に入りの聖文のリストでした。
……あとの 5 ページには丁寧に書かれた
聖文と個人的なメモが記されていました。」

姉妹たちはすぐにこのバッグの持ち主
である忠実な若い女性に会いたくなりま
した。持ち主を突き止めるために，もう一
度バッグを調べました。ミントキャンディ，
石けん，ローション，それからブラシが出
てきました。姉妹たちのコメントがすてき
です。「彼女は，さわやかな息をしてい
て，手が清潔できれい。それから，自分を
大切にしている。」

姉妹たちは，はやる思いで次の宝物を
待ち構えました。出てきたのは，ジュース
の紙パックで作った小さな手作りの小銭
入れでした。ファスナー付きのポケットに
は少しお金が入っていました。彼らは大
声で叫びました。「ああそうか，創造的
で用意のいい人なのね。」  皆，クリスマス
の朝の小さな子供のような気持ちになり
ました。次に取り出したものには，さらに
驚かされました。ブラックフォレスト・
チョコレートケーキのレシピ，それと友人の

誕生日にケーキを作るというメモでした。
姉妹たちはほとんど絶叫しそうでした。

「家事も得意なんだわ，思いやりと奉仕の
精神もあるのね。」  その後，ようやく持ち
主を特定する幾つかの情報が得られまし
た。若い女性の指導者は「福音に従って
生活している若い女性の静かな模範を目
の当たりにすることができ」，大きな祝福
を感じたと語っています。6

この話には，教会の標準に対する若い
女性の決意がよく表れています。7 思いや
りにあふれ，好奇心旺

おう

盛
せい

で献身的な，世
界中で奉仕する若い女性の指導者の模
範でもあります。彼女たちは実にすばら
しいです。

姉妹たちは教会や家庭生活において，
また天の御父の計画に不可欠な個人とし
て，非常に重要な役割を担っています。
これらの責任の多くは経済的な見返りが
ありません。しかし，満足感を与え，永遠
にわたって重要な影響を及ぼします。最
近，新聞の編集部にいる，感じのよい大変
有能な女性から，教会における女性の役
割について説明を求められました。わた
しは，教会で働く指導者は無報酬である
ことを説明しました。彼女は途中で話を
遮り，興味が著しくうせたと言いました。
こう言ったのです。「女性に無報酬の仕
事はもう必要ないというのがわたしの信
念です。」

わたしたちはこの地上で最も大切な組
織は家族であり，そこで「父親と母親は

対等のパートナー」であることを指摘しま
した。8 どちらも報酬を得ることはありま
せんが，表現できないほどの祝福を受け
ます。もちろん，女性の会長によって導か
れる扶 助協会，若い女性，初等協会と
いった組織があることも話しました。教
会の最も初期の時代から，最も神聖な集
会である聖

せい

餐
さん

会であっても，男性も女性も
ともに祈り，音楽を奏し，説教をし，聖歌
隊で歌ってきたことにも触れました。

最近出版され高い評価を受けている
『アメリカの恵み』（American Grace ）と
いう本は，様々な宗教を奉ずる女性たち
について報告しています。そこには，教会
の指導者として自分に与えられている役
割に計り知れないほど満足しているとい
う点で，末日聖徒の女性は特異な存在で
あると述べられています。9 さらに，研究
対象となった宗教の中で，末日聖徒は全
体的に，男性も女性も，宗教に対する愛着
が最も深いと述べられています。10

末日聖徒の女性がすばらしいのは，人
生の困難をうまく避けてきたからではあり
ません。まったく逆です。人生の様々な
試練に立ち向かう姿勢のゆえにすばらし
いのです。結婚生活や独身生活，子供が
選択する事柄，健康上の制限，機会の不
足，そのほかの様々な問題を通して人生
がもたらす試練や試しがあっても，いつも
驚くほど強く，確固としていて，信仰を守
り抜きます。教会の姉妹たちは，世界中
で，弱い者を助け，垂れている手を上げ，
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弱くなったひざを強めています。11

ある扶助協会会長は，姉妹たちのこれ
らの卓越した奉仕に感謝した後，次のよう
に言いました。「姉妹たちは奉仕している
ときでさえ，『もっと多くのことができたら
いいのに』と考えているのです。」  完全
ではありませんし，それぞれが皆，苦しみ
に直面してはいますが，愛にあふれる天
の御父に対する信仰，救い主の贖

あがな

いの犠
牲が確かであることに対する信仰は，生
活の隅々にまで浸透しています。

教会における姉妹たちの役割
過去 3 年にわたり，大 管長 会および

十二使徒定員会は，神権指導者や補助組
織指導者と協議し，新しい『手引き』に取
り組む中で，導きと霊感，そして啓示を求
めてきました。その過程で，わたしは，既
婚か独身かを問わず，姉妹たちが過去か
ら現在まで，家庭および教会で重要な役
割を果たしてきたことに対し，圧倒される
ほどの感謝の思いを覚えました。

イエス・キリストの教会に属する会員は
皆，「人々の霊の救いのために主のぶどう
園で働く」必要があります。12 「この救い
の業には，会員伝道活動，改宗者の定着，
あまり活発でない会員の活発化，神殿・
家族歴史活動，福音を教えることが含ま
れ」ます。13 また，「貧しい人や助けの必
要な人を世話する」ことも含まれます。14 
こういった活動は，おもにワード評議会に
よって管理されます。15

特に，新しい『手引き』は，ビショップ
が，現在求められていることに心を配りな
がら，より多くの責任を委任できるように
という趣旨の下に作成されました。会員
は，ビショップが委任するよう指導を受け
ていることを理解する必要があります。
また，ビショップがこの助言に従うとき
に，彼を支持し援助する必要があります。
こうすることで，ビショップはより多くの時
間を若人，ヤングシングルアダルト，自分の
家族と過ごすことができるようになります。
ビショップはほかの大切な責任を神権指

導者，補助組織の会長，個々の男性や女性
に委任します。教会では，家庭における
女性の役割をきわめて尊重しています。16 
母親が相当な時間を要する教会の召しを
受けた場合，家族生活でバランスを維持
するために，通常，その夫にはあまり負担
となる召しを与えないようにします。

数年前に，わたしはトンガで開かれたス
テーク大会に出席しました。日曜日の朝，
礼拝堂の前 3 列は 26 歳から 35 歳の男
性でいっぱいだったので，てっきり男性
の聖歌隊なのだろうと思っていました。
しかし，大会で管理業務が執り行われた
とき，合計 63 人の男性が一人一人名前を
呼ばれ，起立しました。メルキゼデク神
権への聖任のために支持されたのです。
わたしは喜ぶと同時にあ然としました。

部会の後で，わたしはステーク会長の
マテアキ会長に，その奇跡がどのようにし
て起こったのか聞きました。ステーク評
議会で再活発化が議題に上がったとのこ
とでした。ステーク扶助協会会長のレイ
ナタ・バエヌク姉妹が発言してよいか尋
ねました。彼女が話したとき，ステーク会
長は，提案されていることが真実だとい
う御

み

霊
たま

の確認を受けました。彼女は，ス
テークには伝道に出た経験のない 20 代，
30 代のすばらしい若者が大勢いると述べ
ました。彼女の話では，それらの若者の
多くが，伝道に出るように一生懸命励まし
てくれたビショップや神権指導者の期待

を裏切ったと思い込んでおり，自分のこと
を二流の会員のように感じているというこ
とでした。これらの若者は伝道に出る年
齢を過ぎていることを指摘したうえで，彼
女はそのような若者たちに対する愛と関
心を伝えました。彼らはまだ救いの儀式
をすべて受けられる状態にあると述べ，
神権への聖任と神殿の儀式に焦点を当て
るべきだと語ったのです。また，これらの
若者のうち何人かはまだ独身だけれど
も，大半はすでにすばらしい女性と結婚
していること，結婚相手の女性たちの中
には，活発な人もいれば，活発でない人，
会員ではない人もいるということに言及し
ました。

ステーク評議会で徹底的に話し合った
結果，神権者と扶助協会の姉妹たちがこ
れらの男性と妻を救出するために手を差
し伸べ，ビショップはもっと多くの時間を
ワードの若い男性や女性と過ごすことが
決まりました。救出に携わる人は，対象者
をまず神権，永遠の結婚，神殿の救いの
儀式に備えさせることに焦点を当てたの
です。わたしが出席したステーク大会で
メルキゼデク神権に支持された 63 人の
男性のほとんどが，その後 2 年の間に，
神殿でエンダウメントを受け，伴

はん

侶
りょ

と結び
固められました。今話したことは，姉妹た
ちがワードおよびステークにおける救い
の業にどれほど重要な意味を持っている
か，また，特に，教会の評議会で，姉妹た
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ちのおかげでどのように啓示が受けやす
くなるかを示すほんの一例です。17

家庭における姉妹たちの役割
わたしたちは女性や家族に対する巨大

な反対勢力があることを理解しています。
最近の研究で，結婚や結婚生活に重点を
置こうという気持ちが薄れ，結婚している
成人の数が減少していることが分かってい
ます。18 結婚と家族は，「社会を組織する
中心的な原則というよりはむしろメニュー
のように自由に選べるもの」19 となってきて
います。女性は多くの選択に直面してお
り，どのように選択するか，その選択が家
族にどのような影響を及ぼすか，よく祈っ
て考える必要があります。

昨年ニュージーランドに滞在したとき，
オークランドの新聞で，わたしたちと宗教
は異なりますが，同じような問題に苦しん
でいる女性についての記事を読みました。
ある母親は，仕事をするべきか家にとど
まるべきかの選択は，彼女の場合，さほど
必要ではない新しいカーペットや 2 台目
の車を購入するかどうかの選択に等しい
ことが分かったと語っていました。一方，

「幸せな家庭生活の最大の敵は，仕事では
なく，テレビだ」と感じる女性もいました。
彼女は，テレビを見る時間が多い家族は，
互いに触れ合う時間が少ないと語ってい
ました。20

これらは非常に感情的で個人的な決断

ですが，いつも心に留めておくべき原則が
二つあります。第１に，どの女性も，子供
を養い育てることに最大の努力を注いで
いるからといって，謝らなければならない
と感じたり，大した貢献ができていないと
感じたりするべきではないということです。
天の御父の計画にあって，それほど大切
なことはないからです。第２に，家庭の外
で働く決断を下す姉妹はあまり雄 し々くな
いなどと，だれも裁いたり決めつけたりし
ないように注意するべきだということです。
他人が置かれた状況を理解したり，正し
く評価したりすることは，ほとんどできな
いことだからです。夫と妻は，自分たちが
決めたことについて神に報告する義務が
あるということを理解し，よく祈って話し
合うべきです。

理由は何であれ，独りで子供を育てて
いる献身的な姉妹の皆さん，わたしたち
は皆さんに心から感謝しています。預言
者は次のことを明らかにしてきました。

「皆さんを助けたいと思っている人がたく
さんいます。主は皆さんを忘れてはおら
れません。もちろん，主の教会も皆さんを
忘れてはいません。」21 親としての責任を
有する男性や女性にとってさらに包容力
があり働きやすい職場環境を，末日聖徒
が率先して作り出すように願っています。

雄々しく忠実な独身の姉妹の皆さん，
わたしたちは皆さんを愛し，皆さんに感謝
しています。また，いかなる永遠の祝福も

差し控えられることはないと約束します。
どうぞこのことをいつも心に留めておいて
ください。

すばらしい開拓時代の女性，エミリー・
H・ウッドマンシー姉妹は，賛美歌「シオ
ンの娘」の歌詞を書きました。彼女は

「天使の務め」22 は女性にゆだねられたと
明言しています。そして，これは「まさし
く，天の御父が与えられた直接的かつ即
座の命令であり，『これは……姉妹たち
が……求めた賜物』である」と歌詞の中
で述べています。23

親愛なる姉妹の皆さん，わたしたちは
皆さんを愛し，尊敬しています。主の王国
における皆さんの奉仕に感謝しています。
皆さんはすばらしいです。わたしの人生
にかかわった女性の皆さんに特別な感謝
を伝えます。贖

しょく

罪
ざい

が真実であり，救い主
が神の御子であられ，主の教会が回復さ
れたことを証

あかし

します。イエス・キリストの
御
み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. ウォレス・ステグナー，The Gathering of Zion: 

The Story of the Mormon Trail（ 1971
年），13

 2. ロバート・D・パットナン，デビッド・D・キャン
ベル共著，American Grace: How Religion 
Divides and Unites Us（2010 年），233

 3. 『手 引 き　 第 2 部―教 会 の 管 理 運 営』
1.3.1 参照。モーセ 5：1，4 ，12 ，27 も参照

 4. アンドリュー・D・オルセン，The Price We 
Paid: The Extraordinary Story of the 
Wil l ie and Martin Handcart Pioneers 

（2006 年），445

ウクライナ・キエフ



22 リ  ア  ホ  ナ

大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

愛する兄弟姉妹の皆さん，今
き ょ う

日の
お話は，この地上に住む御自身
の子供たちの中の貧しい人や乏

しい人に仕えるために，主が昔も今もしてお
られることを尊び，記念するのが目的です。
主は助けを必要としている人たち，また助
けを与えたいと願っている人たちを愛して
おられます。主は助けを必要としている
人たちと助けを与える人たちがともに祝
福を受ける方法をお作りになりました。

天の御父は全世界に住む御自身の子供
たちがささげる祈りを聞いておられます。
それは，食べ物や着る物を求める訴えで
あり，自立することを通して尊厳を得たいと
いう嘆願です。人を地上に置かれて以来，
主はそれらの嘆願を聞いてこられました。

皆さんは，自分の住んでいる所で，また
全世界から，それらの必要について聞き
ます。皆さんは，しばしば同情心に駆ら
れます。必死の思いで仕事を探している
人に出会ったら，助けてあげたいという望
みを感じます。同じような望みは，夫に先
立たれた人の家に入り，そこに食べ物が
一切見当たらないときにも感じます。地
震や火事で家を破壊され，廃墟に座り込
んで泣いている子供たちの写真を目にす
るときにも感じます。

主は彼らの叫びを聞き，彼らに対する
皆さんの深い哀れみを感じておられます。
そのようなわけで，時の初めから，主は御

自身の弟子たちに人々を助ける方法を提
供してこられました。主は主の子供たち
に時間，財産，そして自分自身を奉献する
ように招いておられます。主とともに人に
仕えるためです。

人を助ける主の方法は，時折，奉献の
律法に従った生活と呼ばれてきました。
別のときに，主の方法は協同制度と呼ば
れました。現代においては，教会福祉プ
ログラムと呼ばれています。

活動の名前と細かい内容は，人々の必
要と状況に応じて変わります。しかし，物
質的に困っている人々を助ける主の方法
には，いつも，愛に基づいて，自分自身と
自分の持っているものを神と神の業のた
めに奉献する人が求められます。

主がわたしたちに勧め，命じておられる
のは，助けの必要な人を鼓舞するという
主の業に参加することです。わたしたちは
バプテスマの水の中で，そして聖なる神の
神殿の中で，そのように行うと聖約します。
わたしたちは日曜日に聖

せい

餐
さん

を受けるときに，
その聖約を更新します。

今日のわたしの目的は，主がわたしたち
に与えてくださった，「困っている人を助け
る機会」について説明することです。短
い時間ですべてについて話すことはできま
せん。わたしの願いは，行動するという皆
さんの決意を新たにし，強めることです。

主がこの業にわたしたちを招いておら

善を行う機会
物質的に困っている人々を助ける主の方法には，いつも，愛に基づ
いて，自分自身と自分の持っているものを神と神の業のために奉
献する人が求められます。

 5. “ Leaves f rom the L i fe of  E l i zabeth 
Horrocks Jackson Kingsford,”Utah State 
Historical Society, Manuscript A 719. 

“ Remembering the Rescue,”Ensign，1997
年 8 月号，47 参照

 6. カリフォルニア州ラグナニゲルステークの若い
女性会長モニカ・セドウィックが書いた電子
メールと，カリフォルニア州ミッションビエホス
テークのステーク若い女性会長レスリー・
モーテンセン姉妹による話の要約を組み合わ
せ，短縮した。

 7. （Wall Street Journal，2011 年 3 月 19 － 20
日付，C3）に掲載された記事“ Why Do We 
Let Them Dress Like That? ”の中で，思
慮深いユダヤ人の母親は服装の標準と慎み深
さを教えるとともに，末日聖徒の女性の模範
に感謝している。

 8. 「家族―世界への宣言」『リアホナ』2010
年 11 月号，129

 9. パットナン，キャンベル共著，American Grace，
244 － 245

 10. パットナン，キャンベル共著，American Grace，
504

 11. 教義と聖約 81：5 参照。モーサヤ4：26 も参照
 12. 教義と聖約 138：56
 13. 『手引き　第 2 部―教会の管理運営』22
 14. 『手引き　第 2 部』6.1 参照
 15. 『手引き　第 2 部』4.5 参照
 16. エミリー・マッチャー“ Why I Can’t Stop 

Reading Mormon Housewi fe Blogs , ”  
sa lon . com/ l i fe/feature/2 011/01/15/
feminist_obsessed_with_mormon_blogs.　
この自称フェミニストおよび無神論者の女性は，
この点に感謝し，自分はモルモンの主婦が作っ
ているブログに夢中になっていると語った。

 17. トンガ・ヌクアロファ・ハ・アカメステーク，レ
ホニタイ・マテアキステーク会長，（続けてパ
プアニューギニア・ポートモレスビー伝道部の
会長として奉仕した）；ステーク扶助協会会
長レイナタ・バエヌク姉妹

 18. デベラ・コーン，リチャード・フライ共著“ Women, 
Men, and the New Economics of Marriage,”
Pew Re s e a r ch  C ent e r ,  S o c i a l  a nd 
Demographic Trends, pewsocialtrends.org.　
子供の出生率も多くの国でかなり減少している。
これは「人口統計学的冬の時代」と呼ばれて
いる。

 19. “A Troubling Marriage Trend,”Deseret 
News ，2010 年 11 月 22 日 付，A14 ペ ー ジ，
msnbc.com. に関するレポートから引用

 20. サ イモ ン・ コリン ズ“ Put Family before 
Moneymaking Is Message from Festival,” 
New Zealand Herald ，2010 年 2 月 1 日 付，
A2

 21. ゴードン・Ｂ・ヒンクレー“ Women of the 
Church,”Ensign，1996 年 11 月号，69。ス
ペンサー・W・キンボール“Our Sisters in 
the Church,”Ensign，1979 年 11 月 号，48
－ 49 も参照

 22. 「シオンの娘」『賛美歌』195 番
 23. カレン・リン・デビッドソン，Our Latter-day 

Hymns: The Stories and The Messages，
改訂版（2009 年），338 － 339
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れることを歌った賛美歌があります。わ
たしは少年のころからこの賛美歌を歌い
ました。子供のころ，言葉の持つ力よりも
楽しいメロディーに関心がありました。皆
さんがこの賛美歌の歌詞の意味を心で感
じ取れるよう祈ります。もう一度，歌詞を
聴いてみましょう。

「今日われ善きことせしか
人を助けしか
悲しきをも慰めしか
かくせずば悪し
人の重荷軽くして
わが手貸したるか
病みて疲れし者助け
そこにわれおりしか
天の夢より覚め
善きこと行え
計り知れざる喜びあり
愛と義務の恵み」1

主は「目を覚ましなさい」という呼びか
けを，わたしたち全員に定期的に送ってお
られます。その呼びかけは，あるときは，
助けが必要な人に対して突然わき上がる
同情心かもしれません。父親の場合は，
子供が倒れてひざをすりむいたときにそ
の呼びかけを感じたことがあるかもしれま
せん。母親の場合は，夜，恐怖におのの
く子供の叫び声を聞いたときにその呼び
かけを感じたことがあるかもしれません。
息子や娘の場合は，学校で悲しみや恐れ
を感じているクラスメートに対して，その呼

びかけを感じたことがあるかもしれません。
わたしたちは皆，知らない人に対してさ

え同情心を感じたことがあります。例え
ば皆さんは，今回の日本の地震の後に太
平洋を渡って来た津波のことを聞き，被災
者のことを心配しました。

オーストラリアのクイーンズランドを
襲った洪水について知らされ同情心を感
じた人も大勢います。ニュースでは，助け
の必要な人がどれくらいいるかについて
重点的に報告されました。しかし，皆さ
んの多くが被災者の痛みを感じました。
この痛み，つまり「目を覚ましなさい」と
の呼びかけに応じて，オーストラリアの
1,500 人以上の教会員がボランティアとし
て駆けつけ，助けと慰めを提供しました。

彼らの同情心は，聖約に基づいて行動
する決意に変わりました。助けを受ける
困窮者と，機会をとらえて助ける人にもた
らされる祝福を，わたしはこれまで何度も
目にしてきました。

賢明な親は，人々が助けを必要とする
度に，自分の息子や娘の生活を祝福する
方法を見いだします。最近，3 人の子供
たちがわたしの家のドアの横においしい
食事を運んで来てくれました。その子供
たちの両親が我が家に助けが必要なこと
を知り，この奉仕の機会に子供たちを参
加させたのです。

この両親は惜しみない奉仕をしてわた
したち家族を祝福してくれました。さらに
子供たちを参加させることにより，彼らの
未来の孫たちをも祝福したのです。我が

家を去るときの子供たちの笑顔を見て，
将来そうなることをわたしは確信しました。
主に代わって心のこもった奉仕をすること
により感じた喜びを，あの子供たちは将来
自分の子供たちにも伝えることでしょう。
わたしも子供のころ，父に勧められて隣の
家の草むしりをしたときに味わった静か
な満足感を忘れることができません。与
える者になるようにと招かれたとき，わた
しは「わが神，わが王」2 という賛美歌を思
い起こし，その歌詞を信じます（訳注―
英 語 の 歌 詞“ Sweet is the work, my 
God, my King”は「この業は喜びです，
わが神，わが王よ」の意）。

この歌詞は，安息日に主を礼拝するこ
とで得られる喜びを表現するために書か
れたものです。しかし食べ物を持って我
が家のドアに立っていた子供たちは，主
の業を行う喜びを週日に感じていました。
そしてその両親は善を行う機会を見いだ
し，何世代も先にまで喜びを広めたのです。

助けを必要とする人を主の方法で世話
するなら，親は子供を祝福する別の機会
が得られます。ある日曜日に，礼拝堂でそ
のような場面を目にしました。ビショップ
が聖餐会の前に礼拝堂へ入って来たとき，
一人の小さな子供が，自分の家族の献金
封筒をビショップに渡していました。

わたしはその家族とその少年を知って
いました。その家族はワードに助けの必
要な人がいることを少し前に聞きました。
少年の父親は，封筒の中にいつもより多く
の断食献金を入れながら，その子にこう
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言いました。「今日は家族で断食をして，
助けの必要な人のために祈ったね。家族
を代表してこの封筒をビショップに渡して
くれるかい。ビショップがわたしたちより
ももっと助けの必要な人のためにこのお
金を使ってくれるからね。」

この少年は，その日曜日に空腹感で苦
しんだことよりも，温かく幸せな気持ちを
感じたことの方を，いつまでも覚えている
でしょう。彼はほほえみながら，しっかり
と封筒を持っていました。彼は，貧しい人
のために家族でささげるお金を自分に託
した父親の信頼を強く感じていました。
彼は執事になっても，そして恐らく永遠
に，その日のことを忘れないでしょう。

何年も前に，アイダホ州で主の代わりに
支援活動に参加した人々の顔にも同じよ
うな喜びが 表 れていました。 1976 年
6 月 5 日土曜日，ティートンダムが決壊し
ました。 11 人が命を落としました。何千
人もの人たちが数時間のうちに家を立ち
去らなければなりませんでした。押し流
された家もありました。持ち主の努力と
資力だけではとうてい回復できない家屋

が何百軒にも上りました。
この悲劇を耳にした人々は同情にから

れ，「善を行いなさい」という呼びかけを
感じました。隣人，ビショップ，扶助協会
会長，定員会指導者，ホームティーチャー，
訪問教師が，家を離れ，仕事を中断して，
水浸しになった家の掃除をしました。

ある夫婦は，洪水の直後，休暇先から
レックスバーグに帰って来ました。自分
の家を見に行くよりも先に，ビショップを
見つけ，どこへ助けに行けばよいかを尋ね
ました。ビショップは助けを必要としてい
る人のもとに彼らを送りました。

数日後，彼らは自分たちの家の様子を見
に行きました。家はなくなっていました。
洪水で流されたのです。二人はまっすぐビ
ショップのところに戻り，こう尋ねました。

「今度は何をしてほしいですか。」
どこに住んでいようとも，皆さんは同情

心が私心のない行動に変わる奇跡を目に
したことがあります。それは大きな自然
災害の後だけとは限りません。わたしは
ある神権定員会でそのような奇跡を見ま
した。一人の兄弟が立ち上がって，ある

人が自分の家族を養う仕事を探している
と説明しました。わたしは同情心が部屋
中にあふれるのを感じました。そして，何
人かがその人を雇えるかもしれない人々
の名前を挙げました。

その神権定員会で起きたことも，アイダ
ホ州の浸水した多くの家で起きたことも，
大きな助けを必要としている人々が自立
できるように主の方法でどのように助ける
かを表しています。わたしたちは哀れみ
を感じます。そして，わたしたちは主の方
法で助けるためにどのように行動するべ
きかを知っています。

わたしたちは今年，教会福祉プログラム
75 周年記念を祝います。そのプログラム
は，大恐慌として知られるようになった出
来事の結果，仕事と，農場と，そして家さ
えも失った人々の必要を満たすために始
まりました。

わたしたちの時代に，天の御父の子供
たちが物質的に大いに困窮する時代が再
びやって来ました。それはいつの時代も
同じでしたし，これからも同じでしょう。
教会福祉プログラムの根底にある原則
は，一つの時代や場所に限定されない普
遍的なものです。

それらの原則は，霊的であり永遠のも
のです。ですから，それらを理解し，心の
中にしっかりと刻み込むことで，主からい
つどこで呼びかけられても，その機会を見
いだし，とらえることができるでしょう。

主の方法で助けたいと願うとき，また，
人々から助けを受けたときに，わたしが指
針とした幾つかの原則を紹介します。

第 1 に，すべての人は，自分と家族を養
い，人々の世話ができるときに，より幸福
であり，より自尊心を感じるものです。わた
しは，自分の必要を自分で満たせるように
助けてくれた人々に感謝しています。自立
できるように助けてくれた人々に対しては，
長年にわたりより深い感謝の気持ちを感じ
ています。そして，わたしが最も感謝して
いるのは，どのように余剰物の一部を用い
て人を助けるかを教えてくれた人々です。
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余剰を残すためには，出費を収入以下
に抑えればよいということを学びました。
そのような余剰ができ，わたしは与える方
が受けるよりもほんとうにすばらしいとい
うことを学びました。なぜなら，主の方法
で助けるときに，主はわたしたちを祝福し
てくださるからです。

マリオン・G・ロムニー管長は福祉の働
きについてこう語っています。「この業に
あって，与えすぎたために貧しくなるとい
うことはない。」  それからロムニー管長は
自分の伝道部会長だったメルビン・J・バ
ラード長 老の言 葉を引用しています。

「人が一かけらのパンを主にささげれば，
主はいつもその返礼として，一塊のパンを
お与えになります。」3

それが真実であることをわたしは自分の
人生を通じて理解するようになりました。
助けを必要としている天の御父の子供た
ちに対して寛容になれば，主もわたしに対
して寛容になられます。

福祉の業においてわたしの指針となっ
た原則その 2 は，一致がもたらす力と祝
福です。困っている人に仕えるために手
を携えて協力するとき，主はわたしたちの
心を一つにしてくださいます。 J・ルーベ
ン・クラーク・ジュニア管長は，それを次
のように表現しています。「福祉農園ある
いはそのほかのプロジェクトにおいて，
様々な訓練や職業を経験した者たちが協
力し合うとき，与えることによって……兄
弟同士であるという連帯感が……もたら
された。」4

そのような兄弟間のきずなは，与える人
のみならず受ける人にもはぐくまれます。
ある男性は，今でもわたしとのきずなを感
じてくれています。レックスバーグの彼の
家が浸水したとき，わたしと彼は一緒に
泥をかき出しました。そして彼は，自分自
身と家族のために，できる限りのことを
行ったことで，自分に対してより大きな尊
厳を感じているのです。もしもわたしたち
が二人ではなく一人で働いていたとした
ら，二人ともこの霊的な祝福を失っていた

ことでしょう。
このことから，わたしにとっての「福祉

の業における行動原則」その 3 に導かれ
ます。それは自分と一緒に家族も参加さ
せるということです。そうすることで，ほ
かの人のことを思いやると同時に，家族と
して互いに思いやることができるようにな
ります。助けを必要としている人々に仕え
るために協力する息子や娘は，助けが必
要なときに互いに助け合うようになります。

教会福祉に関する 4 つ目の重要な原則
は，ビショップを務めていたときに学びま
した。それは貧しい者を捜し求めるとい
う，聖典に記された命令に従うことによっ
て学んだのです。ある人々は自分と家族
で最善を尽くしてもなお援助が必要です。
そのような人々を見いだし，助けを与える
のは，ビショップの義務です。わたしは真
理を見いだすときと同様に，貧しい人の世
話をするときにも，主が聖霊を送ってくだ
さり，「捜せ，そうすれば，見いだすであろ
う」5 という言葉が成就することを知りま
した。そしてわたしは，この捜索に扶助
協会の会長の力を得ることを学びました。
彼女は皆さんより先に啓示を受けること
があります。

皆さんの中には，これから数か月の間
に，そのような霊感を必要としている人が
出てきます。教会福祉プログラム 75 周年
を記念するために，全世界の会員に「奉
仕の日」に参加するようお勧めします。ど
のようなプログラムを計画するときにも，
指導者と会員は啓示を求めてください。

皆さんが奉仕プログラムを計画する際に
留意することとして，3 つの提案をします。

第 1 に，自分自身と，そして皆さんが導
く人々を霊的に備えてください。救い主の
贖

あがな

いによって心が和らぎさえすれば，この

プログラムの目標が，天の御父の子供た
ちの生活を，霊的にも物質的にも祝福す
るものであるということが明白に理解で
きるでしょう。

第 2 に，王国の中であれ地域社会の中
であれ，奉仕をする人が心から助けたい
と思う人々に奉仕するよう提案します。奉
仕を受ける人々は，奉仕する人々の愛を感
じることでしょう。皆さんが奉仕をする
相手に対して感じる愛は，賛美歌が約束
しているように，彼らの物質的な必要を
満たすよりもむしろ，彼らの心を喜ばせる
のに役立つことでしょう。

最後に，家族，定員会，補助組織のきず
なが持つ力と，地域社会で皆さんが知っ
ている人々の力を引き出すように計画する
ことを提案します。一致の感情は，皆さん
が行う奉仕の良い影響を倍増します。ま
た，家族，教会，地域社会におけるそう
いった一致の感情は増大し，プロジェクト
が終わった後も，長期にわたって永続する
遺産となるでしょう。

この機会に，わたしが皆さんにどれほ
ど感謝しているかをお伝えします。わた
しは，皆さんが主に代わって行っている愛
に満ちた奉仕を受けた人々に世界各地で
お会いする機会があり，そのような方々か
ら感謝されています。

皆さんは，主の方法で助けたとき，人々
を高める方法を知りました。皆さんや，皆
さんのように救い主に従う謙

けん

遜
そん

な弟子た
ちは，奉仕をするときに，パンを水の上に
投げてきました。そして，皆さんが助けた
人々が感謝という一塊のパンをわたしに
渡そうとしてきました。

わたしは皆さんと一緒に働いた人々か
ら感謝の言葉を受けています。あるとき，
エズラ・タフト・ベンソン大管長の隣に立
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大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長による提示

ン・L・アルタミラノ，ジョン・S・アンダー
ソン，イアン・S・アルデルン，セルジオ・
E・アビラ，デビッド・R・ブラウン，D・フ
レーザー・バロック，ドナルド・J・バト
ラー，ブラジミロ・J・カンペロ，ダニエ
ル・M・カニョレス，カール・B・クック，
I・ポロスキ・コードン，J・デビン・コー
ニッシュ，フェデリコ・F・コスタレス，リ
グランド・R・カーティス・ジュニア，ヒー
バー・O・ディアス，アンドリュー・M・
フォード，ユリオ・G・ガビオラ，マニュエ
ル・ゴンザレス，ダニエル・M・ジョーン
ズ，ドナルド・J・カイズ，ドミンゴス・S・
リンハレス，B・レナト・マルドナド，ライ
ムンド・モラレス，J・ミシェル・パヤ，ス
ティーブン・D・ポーシー，フアン・M・ロ
ドリゲス，ヘラルド・L・ルビオ，ジェイ・
L・シタード，デック・スマイバート，アイ
ビーン・ステーリ，イスラエル・A・トレン
ティノ， W・クリストファー・ワデル，ギャ
リー・W・ウォーカー。

彼らのすばらしい奉仕に，ともに感謝
を示してくださる方は，手を挙げてその意
を表してください。

また新たに，七十人第一定員会の会員
としてドン・R・クラーク，ホセ・L・アロ
ンソ，イアン・S・アルデルン，カール・B・
クック，リグランド・R・カーティス・ジュ
ニア，W・クリストファー・ワデル，山

やま

下
した

和
かず

彦
ひこ

を，七十人第二定員会の会員としてラン
ドール・K・ベネット，J・デビン・コー
ニッシュ，O・ビンセント・ハレック，ラ

わたしたちは預言者，聖見者，啓
示者，末日聖徒イエス・キリスト
教会の大管長としてトーマス・

スペンサー・モンソンを，大管長会第一
顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリン
グを，大 管長 会 第二顧問としてディー
ター・フリードリッヒ・ウークトドルフを
支持するよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方がいれば，その意を表してく

ださい。
十二使徒定員会会長としてボイド・ケネ

ス・パッカーを，また同定員会会員として，
ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，
ラッセル・M・ネルソン，ダリン・H・オー
クス，M・ラッセル・バラード，リチャー
ド・G・スコット，ロバート・D・ヘイルズ，
ジェフリー・R・ホランド，デビッド・A・
ベドナー，クエンティン・L・クック，D・
トッド・クリストファーソン，ニール・L・ア
ンダーセンを支持するよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。
大管長会顧問，十二使徒を預言者，聖

見者，啓示者として支持するよう提議しま
す。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方がもしいれば，同様にその意

を表してください。
わたしたちは次の方々を，2011 年 5 月

1 日をもって地域七十人から解任するよう
提議します。ホセ・L・アロンソ，ネルソ

土曜午後の部会 | 2011年 4月2日

教会役員の支持

ちました。わたしはそのときのことをよく
覚えています。わたしたちは主の教会に
おける福祉の業について話し合っていま
した。驚いたことに，ベンソン大管長は，
青年のように力強く手を上下に動かしな
がら，こう言ったのです。「わたしはこの
業を愛しています。これ以上の業はあり
ません。」

救い主に代わって，天の御父の子供たち
に仕えている皆さんの働きに感謝します。
主は皆さんを御存じであり，皆さんの努
力，勤勉そして犠牲を見ておられます。皆
さんが主の代わりに助けた人々が幸福に
なるときに，皆さんが自分の労苦の実が
結ぶのを見るという祝福を，主が皆さんに
授けられるように祈ります。

御父である神が生きていて，わたした
ちの祈りを聞いておられることを知ってい
ます。イエスがキリストであられることを
知っています。皆さんも，皆さんが仕える
人々も，主に仕え，主の戒めを守ることに
よって，清められ，強められることを知っ
ています。皆さんは，ジョセフ・スミスが
神の預言者であり，真実の生ける教会を
回復したこと，そしてこの教会がその真実
の生ける教会であることを，聖霊の力に
よって，わたしが知っているように知るこ
とができます。トーマス・S・モンソン大
管長が神の生ける預言者であることを証
します。モンソン大管長は主がなさった
こと，すなわち，良い働きをしながら巡回
することの偉大な模範です。垂れた手を
上げ，弱ったひざを強める機会をわたしたち
がつかむことができますように。6 イエス・
キリストの聖なる御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. 「今日われ善きことせしか」『賛美歌』137 番
 2. 「わが神，わが王」『賛美歌』87 番
 3. マリオン・G・ロムニー「福祉事業：救い主の

プログラム」『聖徒の道』1981 年 4 月号，177
参照

 4. J・ルーベン・クラーク・ジュニア，Conference 
Report ，1943 年 10 月，13

 5. マタイ 7：7－ 8；ルカ 11：9 －10；3 ニーファ
イ 14：7－ 8 参照

 6. 教義と聖約 81：5
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リー・Y・ウィルソンを支持するよう提議
します。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方は同様にその意を表してくだ

さい。
わたしたちは次の方々を新しい地域

七十人として支持するよう提議します。ケ
ント・J・アレン，スティーブン・B・アレ
ン，ウィンザー・バルデラマ，R・ランドー
ル・ブルース，ハンス・T・ブーム，パト

リック・M・ブトワイユ，マルセロ・F・
シャッペ，エレアザル・S・コリャード，
ジェフリー・D・カミングス，ニコラス・L・
ディジョバンニ，ホルヘ・S・ドミンゲス，
ゲーリー・B・ドキシー，デビッド・G・
フェルナンデス，エルナン・D・フェレイ
ラ，リカルド・P・ヒメネス，アレン・D・ヘ
イニー，ダグラス・F・ハイアム，ロバート・
W・ハイマス，レスター・F・ジョンソン，
マッティ・T・ヨーテヌス，金

キム

昌
チャン

湖
ホ

，アルフ

レッド・キュング，レミジオ・E・メイム・ 
ジュニア，イスマエル・メンドーサ，セ
ザー・A・モラレス，ルロン・D・ムンス，
ラモン・C・ノブレザ，アベニール・V・パ
ハロ，ゲーリー・B・ポーター，ホセ・L・
レイナ，エステバン・G・レセク，ジョージ・
F・ローズ・ジュニア，リン・L・サマーヘ
イズ，クレイグ・B・テリー，デビッド・J・
トムソン，エルネスト・R・トリス，アールヌ
フォ・バレンスエラ，リカルド・バヤダレ
ス，ファビアン・I・バリヤホ，エマー・ビ
ヤロボス，テリー・L・ウェード。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方。
そのほかの中央幹部，地域七十人，中

央補助組織会長会を現在のまま支持する
よう提議します。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。
モンソン大管長，わたしが見たかぎり，

カンファレンスセンターにおいては全会一
致で支持されました。

兄弟姉妹の皆さん，皆さんの賛意の表
明と信仰，献身と祈りに感謝します。■
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愛する大管長会の皆さん。教義と
聖約第 120 章の啓示に定めら
れているように，教会基金の支

出の承認は，什
じゅう

分
ぶん

の一配分評議会が行い
ます。同評議会は，大管長会，十二使徒
定員会，および管理ビショップリックで構
成されています。同評議会は，教会の各

うえで必要なあらゆる記録やシステムから
情報を入手する権利があります。教会監
査部は，教会のほかのあらゆる部門や運
営組織から独立しており，監査を実施す
る人々は公認会計士，公認内部監査人，
公認情報システム監査人，そのほかの資
格ある専門家によって構成されています。

監査の結果，教会監査部では，2010 年
度において，教会のすべての資材，献金
や寄付，支出，および教会資産は，適切な
会計と承認された予算，および教会の方
針と手続きに従って記録し，管理されてい
るという見解に達しました。

以上，謹んでご報告いたします。

教会監査部
実務運営ディレクター
ロバート・W・キャントウェル■部門と運営組織の予算，ならびに教会の

各ユニットに関連した配分の予算を承認
します。評議会の承認を得た後，教会の
各部門は承認された予算のとおり，教会
の方針と手続きに従って基金を使います。

教会監査部は，基金の収支と資産の保
全が適切に管理されているかを監査する

2010年度
教会監査部報告
教会監査部実務運営ディレクター
ロバート・W・キャントウェル提出

末日聖徒イエス・キリスト教会大管長会に対して提示
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大管長会は 2010年度の教会統計
報告を次のように発表しました。
2010年12月31日現 在のステー

ク数：2,896 ， 伝 道 部：340，地 方 部：
614，ワードおよび支部：28,660 。

2010 年 末 現 在 の 教 会 員 総 数：
14,131,467。

教 会 の 新 た な 記 録 上 の 子 供：
120,528 。

2010 年にバプテスマを受けた改宗者：
272,814 。

昨年末時点で奉仕していた専任宣教師
数：52,225 。

教会奉仕宣教師数：20,813 。その多く
が在宅で奉仕を行い，教会の様々な分野
を支えています。

2010 年には，カナダ・ブリティッシュコ
ロンビア州バンクーバー神殿，アリゾナ州
ヒラバレー神殿，フィリピン・セブシティー
神殿およびウクライナ・キエフ神殿の 4 つ
の神殿が奉献されました。

またハワイ州ライエ神殿が 2010 年に再

奉献されています。
全世界で儀式が執行されている神殿数

は 134 です。

2010年4月の総大会以降に他界した，
以前の中央役員およびその他の人々

元七十人，W・グラント・バンガーター
長老，アドニー・Y・小松長老，ハンス・B・
リンガー長老，リグランド・R・カーティス
長老，リチャード・P・リンゼイ長老，ドナ
ルド・L・ステーリー長老，リチャード・B・
ワースリン長老；元中央扶助協会会長，
バーバラ・B・スミス；元中央若い女性会
長，ルース・H・ファンク；元中央若い女性
会長会顧問，ノーマ・ジェーン・B・スミ
ス；名誉中央幹部の故 J・トーマス・ファ
イアンズ長老夫人，ヘレン・ファイアンズ
姉妹；画家・イラストレーター，アーノル
ド・D・フリーバーグ；元教会教育委員
長，J・エリオット・キャメロン。■

2010年度統計報告
大管長会秘書
ブルック・P・ヘイルズ提出
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十二使徒定員会会長
ボイド・K・パッカー会長

福してくださるように，わたしの名によっ
て父に呼び求めなさい。

わたしの名で呼ばれなければ，どうし
てわたしの教会であろうか。ある教会が
モーセの名で呼ばれれば，それはモーセ
の教会である。あるいは，ある人の名で
呼ばれれば，それはその人の教会である。
しかし，わたしの名で呼ばれ，人々がわた
しの福音の上に築かれていれば，それは
わたしの教会である。』」3

啓示に従って，わたしたちはこの教会を
「モルモン教会」ではなく，「末日聖徒イエ
ス・キリスト教会」と呼んでいます。教会員
でない人がこの教会を「モルモン教会」と
呼んだり，わたしたちをモルモンと呼んだ
りすることは差し支えありませんが，教会
員がそうするのはまったく別の問題です。

大管長会はこう宣言しています。
「救い主の御名を全世界に宣言すると

いう責任を果たすうえで，啓示された教会
の名称，すなわち『末日聖徒イエス・キリ
スト教会』（教義と聖約 115：4）という名称
を使用することがますます重要になって
きています。そのため，教会員の皆さん
が教会について話すときには，可能なか
ぎり教会の正式名称を用いてくださるよう
お願いします。

……教会員について触れるときには，
『末日聖徒イエス・キリスト教会の会員』
と呼ぶことをお勧めします。略した呼称と
しては『末日聖徒』が好ましいと思われま
す。」4

「〔末日聖徒〕はキリストのことを話し，
キリストのことを喜び，キリストのことを説
教し，キリストのことを預言し，また，どこ
に罪の赦

ゆる

しを求めればよいかを，わたし
たちの子孫に知らせるために，自分たち
の預言したことを書き記す」5 のです。

世の人がこの教会をどのように呼ぼう
と，わたしたち教会員は，話をするとき
に，自分がイエス・キリストの教会の会員
であることを常に意識してください。

わたしたちのことをキリスト教徒ではな
いと言う人もいます。そのような人たちは，

英語の欽定訳聖書が出版されて
から 400 年がたちます。出版に
こぎつけたのは，わたしにとって

偉大な英雄であるウィリアム・ティンダル
の並々ならぬ苦労の賜物でした。

聖職者たちは聖書が平易な英語で出版
されることを好まず，ティンダルを執

しつ

拗
よう

に
追い回しました。ティンダルは聖職者たち
にこう言いました。「神がわたしを生き長
らえさせてくださるのであれば，何年もし
ないうちに，鋤

すき

を引いて畑を耕している農
家の少年でさえ，あなたたちよりもはるか
に聖書に精通させてみせよう。」1

ティンダルは裏切られて，ブリュッセル
の凍えるように寒く暗い牢

ろう

に 1 年以上に
わたり閉じ込められました。服はぼろぼ
ろになりました。「暗

くら

闇
やみ

の中で独り座って
いるのはほんとうに疲れます」2 と言って，
聖職者たちに上着と帽子とろうそくを求め
ました。これらは与えられず，結局ティンダ
ルは牢から引き出されて大群衆の前で木
に縛られ，火で焼かれ，絞殺されました。
しかし，ウィリアム・ティンダルの業績と殉
教は無駄にはなりませんでした。

末日聖徒の子供たちは若いうちから聖
文に親しむよう教えられていますから，
4 世紀前のウィリアム・ティンダルの預言
はある程度成就したと言えます。

現在わたしたちは聖書とイエス・キリス

トのもう一つの証
あかし

であるモルモン書，高価
な真珠，教義と聖約を，聖典として使用し
ています。

モルモン書を使っていることから，この
教会はよく「モルモン教会」と呼ばれます。
こう呼ばれても不快ではありませんが，正
しい呼称ではありません。

モルモン書には，ニーファイ人が主の御
み

名
な

によって御父に祈っていたために主が
再度訪れられたことが書かれています。
主はこう言われました。
「あなたがたはわたしから何を与えられ

たいのか。」
「そこで彼らはイエスに，『主よ，この教

会をどのような名で呼ぶべきか，わたした
ちにお教えいただきたいと存じます。こ
の件について民の中に論争がございます
から』と言った。

すると主は，……言われた。『……民
がこのことについてつぶやき，論じ合うの
はなぜか。

彼らは，「キリストの名を受けなければ
ならない」という聖文を読んだことがない
のか。……終わりの日にあなたがたは，
この名によって呼ばれるのである。

だから，あなたがたが行うことは何事
でも，わたしの名によって行いなさい。あ
なたがたは教会をわたしの名で呼びなさ
い。また，父がわたしのために教会を祝

聖霊に導かれて
わたしたちは皆，啓示の霊と聖霊の賜

たま

物
もの

の導きを受けることがで
きます。
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この教会のことをまったく知らないか，また
は誤解しているかのどちらかです。

教会では，すべての儀式がイエス・キリ
ストの権能と御名によって行われます。6 

わたしたちの教会には，初期の教会に
あったと同じ使徒と預言者から成る組織
があります。7

昔，主は十二使徒を召され，聖任されま
した。そして，裏切られて十字架にかけら
れました。復活された後，救い主は 40日
間にわたって弟子たちを教え，その後，天
に昇って行かれました。8

しかし，欠けているものがありました。
数日後，十二使徒が家に集まっていると，

「突然，激しい風が吹いてきたような音が
天から起

おこ

ってきて，一同がすわっていた家
いっぱいに響きわたった。……舌のよう

なものが，炎のように分れて現れ，ひとり
びとりの上にとどまった。すると，一同は
聖霊に満たされ……た。」9 こうして，主
の使徒に権能が与えられました。使徒た
ちは，主の教会を確立するためには救い
主から与えられた権能と聖霊の賜物が不
可欠だということを悟ったのです。彼ら
はバプテスマを施し，聖霊の賜物を授ける
よう命じられました。10

後に，使徒も，使徒が持っていた神権も
失われてしまいました。管理するための
権能と力が回復されなければなりません
でした。人々は権能の回復と主の教会の
設立を何世紀もの間待ち望んでいました。

神権は 1829 年，バプテスマのヨハネと
使徒ペテロ，ヤコブ，ヨハネによってジョセ
フ・スミスとオリバー・カウドリに回復さ

れました。現在，ふさわしい男性の教会
員は神権に聖任されます。この権能と，そ
れに付随して全会員にバプテスマの後に
与えられる聖霊の賜物があるという点で，
わたしたちの教会は他の教会と一線を画
しています。

教会初期の啓示で，「すべての人が主な
る神，すなわち世の救い主の名によって語
る」11 よう命じられました。今

こん

日
にち

教会の
業は，管理したり教えたり，運営したりす
るために召され支持を受けた普通の男女
が行っています。こうして召された人々は，
啓示の力と聖霊の賜物によって主の御

み

心
こころ

が分かるよう導かれます。この教会の会
員でない人は預言や啓示，聖霊の賜物な
どを受け入れないかもしれませんが，教会
員のことを少しなりとも理解できれば，教
会員がこれらを受け入れていることが分
かることでしょう。

主は，生活習慣や摂取物に潜む危険性
が世に知られるはるか以前に，ジョセフ・
スミスに「知恵の言葉」という健康の律法
を啓示されました。若者たちの前に常に
あるもの，すなわち茶やコーヒー，酒，た
ばこ，そしてもちろん，様々な薬物と依存
性の高い物質を避けるようにという教え
を全員が受けたのです。この啓示に従う
者は次のことを約束されました。「その
へそに健康を受け，その骨に髄を受ける
であろう。

また，知恵と，知識の大いなる宝，すな
わち隠された宝さえ見いだすであろう。

また，走っても疲れることがなく，歩い
ても弱ることはない。」12

別の啓示では，生命を創造する神聖な
力を守り，結婚した男女の間だけでこの力
を用いるようにという主の道徳的な標準
が戒めとして与えられています。13 この力
を誤って用いることは，罪のない者の血を
流すことや聖霊を否定することを除いて，
どのような罪よりも忌まわしい行いです。
しかし，この律法に背いた人も，悔い改め
の律法に従うことによって背きの影響を
消し去ることができると教えられていま
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す。14

だれもが試されます。自分だけがこん
な特殊な誘惑に遭うのは不公平だと思う
人がいるかもしれませんが，試しを受ける
のはこの世の人生の目的なのです。そし
て答えは万人に共通です。つまり，人はあ
らゆる誘惑に打ち勝たなければならず，打
ち勝つことができるということです。
「偉大な幸福の計画」15 の中心は家族

です。家庭において，夫は頭
かしら

であり，妻は
心の拠り所であり，夫婦は対等のパート
ナーです。末日聖徒の男性は家庭で頼り
になる存在であり，福音に忠実です。面倒
見のいい献身的な夫，父親であり，女性を
大切にします。妻は夫を支えます。両親は
子供が霊的に成長できるよう養います。

末日聖徒は愛し合い，過ちを寛大に赦
し合うよう教えられています。

わたしの人生は，一人の義にかなった
祝福師のおかげで変わりました。この祝
福師は若いころ，愛する女性と結婚しまし
た。二人は深く愛し合っており，間もなく
妻は最初の子供を身ごもりました。

出産当日の夜，合併症が起こりました。
一人しかいない医師は往診に出ていまし

た。陣痛は長時間にわたり，母親の容体
は絶望的でした。ついに医師が到着し，
緊急事態の中で迅速に処置をしたおかげ
で間もなく赤ん坊は生まれ，危機を脱し
たかに思われました。しかし，若い母親
は数日後に亡くなったのです。あの夜，別
の家で医師が治療していた感染症が原因
でした。

この若い男性の人生は音を立てて崩れ
ました。日がたつにつれて悲しみは深く
なりました。ほかのことは何も考えられな
くなり，いらいらして人に八つ当たりする
ようになりました。今の時代なら，お金で
すべてが解決するかのように，医療過誤
で訴えるよう間違いなく勧められていたこ
とでしょう。

ある晩，家のドアをノックする音が聞こ
えました。出てみると小さな女の子が立っ
ていて，「来てください，ってパパが言って
います。お話がしたいそうです」とだけ
言いました。
「パパ」とはステーク会長のことでし

た。この賢明な指導者のアドバイスは簡
潔なものでした。「ジョン，思い悩むのを
やめなさい。何をしようと奥さんは帰って

来ない。何をしても事態は悪くなるだけだ。
ジョン，思い悩むのをやめなさい。」

わたしの友人ジョンにとってこれは試
練でした。どうすれば思い悩まないでい
られるというのでしょうか。とんでもない
過ちが行われたのです。彼は自分を抑え
ようと苦闘した末，従順になってこの賢明
なステーク会長の勧めに従うことに決め
ました。思い悩まないことにしたのです。

彼はこう言っています。「結局理解でき
たのは年を取ってからだったよ。彼は気
の毒な町医者だった。忙しいばかりで収
入は少なく，身を粉にして次から次へと患
者を見て回っていた。ろくな薬もなく，病
院もなく，器具にも事欠いていた。それで
も人の命を救おうと必死だった。それに
実際多くの命を救っていた。母子ともに
命が危ないという土壇場にやって来て迅
速に処置してくれたんだ。ようやく分かっ
たよ。わたしは危うく自分の人生も，人の
人生もだめにするところだった。」
「ジョン，思い悩まないようにしなさい」

とだけ勧告してくれた賢明な神権指導者
のことを， 彼は幾度もひざまずいて主に
感謝したそうです。

傷ついたり気分を害したりする教会員
を周囲で目にすることがあります。教会
の歴史上の出来事を知って不快に思う人
もいれば，教会の指導者の言動に傷つく
人もいます。彼らはそのことで生涯苦し
み，人の過ちを忘れることができません。
思い悩むことをやめず，教会に行かなくな
ります。

このような態度を執る人は，棒で殴られ
た人が，怒って棒を取り上げ，それで自分
の頭を一生たたき続けているようなもの
です。非常にばかげていて，悲しいこと
です。こんな復

ふく

讐
しゅう

は自分が傷つくだけで
す。傷つけられたら赦し，忘れ，思い悩む
のをやめましょう。

モルモン書には次の警告があります。
「もし誤りがあるとすれば，それは人の犯
した間違いである。したがって，キリスト
の裁きの座で染みがないと認められるた

ブラジル・サンルイス
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めに，神にかかわるものを非難しないよう
にしなさい。」16

末日聖徒はごく普通の人です。教会員
の人口は 1,400 万であり，世界中どこにで
もいます。これはただの始まりにすぎま
せん。教会員は世にあって世のものと
なってはならないと教えられています。17 

ですから教会員は一般の人たちと一緒に
普通の家庭で普通の生活をしています。

また，教会員はうそをついたり盗んだ
り，不正行為をしたりしないよう教えられ
ています。18 教会員は悪い言葉を使いま
せん。前向きに物事をとらえ，喜びにあ
ふれ，人生を恐れません。

また，教会員は「悲しむ者とともに悲し
み，慰めの要る者を慰めることを望み，
……いつでも，どのようなことについて
も，どのような所にいても，…… 神の証人
になることを望んで」19 います。

会員に多くのことを求めない教会を探し
ている人がいるとしたら，この教会は違い
ます。末日聖徒として生きるのはたやす
いことではありませんが，結局これが唯一
正しい道なのです。

敵対する者たちや「様々な地における

戦争と戦争のうわさと地震」20 があったと
しても，いかなる力もいかなる影響力もこ
の業をとどめることはできません。わたし
たちは皆，啓示の霊と聖霊の賜物の導き
を受けることができます。「全能者が末日
聖徒の頭に天から知識を注ぐのを人が妨
げようとするのは，人がそのか弱い腕を
伸べて，定められた水路を流れるミズー
リ川をとどめようとするようなもの，あるい
は逆流させようとするようなもの」21 なの
です。

もし皆さんが，何らかの重荷を背負って
いるなら，それを忘れ，手放してください。 
たくさん赦し，幾らか悔い改めをしてくだ
さい。そうすれば，聖霊の御

み

霊
たま

の訪れを
受け，これまで経験したことのないような
強い証によって確認を受けるでしょう。皆
さんと皆さんの家族は，見守られ，祝福さ
れるでしょう。これは，主のもとに来るよ
うにという招きです。この末日聖徒イエ
ス・キリスト教会，すなわち主御自身が

「全地の面に唯一まことの生ける教会」22 
と宣言されたこの教会こそが，「偉大な幸
福の計画」23 を見いだすことのできる場
所です。これらのことをイエス・キリスト

の御名により証します，アーメン。■

注
 1. デビッド・ダニエル，Tyndale’s New Testament

の序文（1989 年），viii 
 2. デビッド・ダニエル，Tyndale’s New Testament

の序文，ix 
 3.  3 ニーファイ 27：2 － 5 ， 7－ 8
 4. 大管長会の手紙，2001 年 2 月 23 日付
 5.  2 ニーファイ 25：26
 6. モーセ 5：8 参照；バプテスマ：2 ニーファイ

31：12；3 ニーファイ 11：27；18：16；病人へ
の祝福：教義と聖約 42：44 参照；聖霊の賜
物の授与：モロナイ 2：2 参照；神権への聖
任：モロナイ 3：1－ 3 参照；聖餐：モロナイ
4：1－ 3 参照；奇跡：教義と聖約 84：66 －
69 参照

 7. 信仰箇条 1：6 参照
 8. 使徒 1：3 －11 参照
 9. 使徒 2：2 － 4
 10. 使徒 2：38 参照
 11. 教義と聖約 1：20
 12. 教義と聖約 89：18 － 20
 13. 「家族─世界への宣言」『リアホナ』2004年

10月号，49 参照
 14. アルマ 39：4 － 6 参照
 15. アルマ 42：8
 16. モルモン書タイトルページ
 1 7. ヨハネ 17：14 －19 参照
 18. 出エジプト20：15 －16 参照
 19. モーサヤ 18：9
 20. モルモン 8：30
 21. 教義と聖約 121：33
 22. 教義と聖約 1：30
 23. アルマ 42：8



34 リ  ア  ホ  ナ

十二使徒定員会
ラッセル・M・ネルソン長老

物の危険はいつも存在します。
わたしたちは混乱の時代に生きていま

す。地震と津波が恐ろしい破壊をもたら
し，政治体制が崩壊し，経済状況が厳し
くなり，家族が攻撃を受け，離婚率が高
くなっています。不安を抱く十分な理由
があります。しかし，恐れのために信仰
を失う必要はありません。信仰を強める
ことによってそれらの恐れと戦うことが
できます。

子供たちから始めてください。親の皆
さんには子供たちの信仰を強くする第一
の責任があります。たとえつらい試練に
遭っているときでも，子供たちが皆さんの
信仰を感じるようにしてください。愛にあ
ふれた天の御父とその愛

あい

子
し

，主イエス・キ
リストを，皆さんの信仰の中心としてくだ
さい。そのような信仰を，強い確信をもっ
て教えてください。貴い少年少女の一人
一人に，その子が神の形に創造され，神
聖な目的と能力を備えた神の子であるこ
とを教えてください。すべての人には，生
まれながらに，克服するべき課題とはぐく
むべき信仰が備わっています。2

神の救いの計画を信じる信仰について
子供たちに教えてください。死すべき世
の生涯が試しの時期，すなわち主から命
じられることを何であろうと行うかどうか
を試される時期であることを教えてくださ
い。3

神のすべての戒めを守る信仰について
子供たちに教えてください。4 守る戒めを
選び，そのほかの戒めを無視して破る
人々に出会うだろうと警告してください。
わたしはこれを，好きな料理を選ぶカフェ
テリア式の従順と呼んでいます。えり好
みするというこの習慣はうまくいきませ
ん。惨めな結果を招きます。神にお会い
する用意をするために，神の戒めをすべ
て守るのです。戒めに従うには信仰が必
要であり，神の戒めを守ることによってそ
の信仰は強まるでしょう。

従順であれば，神の祝福が限りなく注
がれます。神は従順な子供たちを祝福

愛する兄弟姉妹，皆さんが挙手に
よってだけでなく，家庭や教会，
地域社会における奉仕によって

も，支え励ましてくれることを感謝してい
ます。わたしたちは皆さんとともに過ごす
こと，また家族や友人に囲まれた皆さん
を見ることが大好きです。皆さんがどこ
に住んでいようと，この世界をより良い所
にしようと努力していることをわたしたち
は知っています。皆さんを支持し，愛して
います。皆さんが祈ってくれるように，わ
たしたちも皆さんのために祈っています。

わたしたちは，皆さんが家庭でテレビや
コンピューターの前に集まって家族で総
大会の模様を見ている様子を心に思い描
いています。よく気のつくある両親が，大
会を見ていたときに撮った写真を送ってく
れました。この両親は，当時 1 歳半だっ
た息子が話者の顔と声に反応するのを見
ました。その子はそれがだれかに気づき，
テレビに向かって投げキッスを始めたの
です。もっと近づきたがったので，優しい
姉がすぐに弟を肩車して近づけてあげま
した。これがその写真です。

そうです，テレビに映っているのはわた
しで，この子供たちはわたしの孫です。
何年か後にはこの男の子は長老になり，
神殿でエンダウメントを受け，準備して伝

道に出るでしょう。その後，自分が選ぶ
永遠の伴

はん

侶
りょ

と結び固めを受けることで
しょう。彼がいつの日か夫となり，父親と
なって彼自身の子供たちと一緒にいる様
子が想像できるでしょうか。そして，いつ
の日か祖父に別れを告げることになり，死
が人生の一部であることを確かに知るの
です。

そのとおりです。人は死ぬために生き
ており，再び生きるために死ぬのです。永
遠の観点から見ると，ほんとうに早すぎる
死はただ一つ，神にお会いする用意がで
きていない人の死です。

使徒として，また預言者として，わたし
たちは自分の子供や孫だけでなく，皆さ
んの子供や孫，そして神の子供たち一人
一人に関心を寄せています。両親や家
族，友人，教師の影響により，神の聖なる
子供一人一人の未来が形になっていきま
す。つまり，現在のわたしたちの信仰は，
後の子孫の信仰の一部となるのです。

人は皆，絶えず変化する世界，様々な考
え方が人々の注意を引こうと張り合う世界
で生きることになります。悪の軍勢はい
つも善の軍勢に敵対します。サタンは自
分の道を歩ませようと，また自分のように
惨めにしようと絶えず働きかけてきます。1 
また，病気やけがや事故など，人生に付き

信仰をもって
将来に臨む
主の真理，聖約，儀式があるので，わたしたちは恐れに打ち勝ち，
信仰をもって将来に臨むことができるのです。
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し，束縛と災いから解放してくださいます。
また，さらなる光を与えてくださいます。
例えば，人が知恵の言葉に従うのは，そ
れに従うことで依存症から解放されるだ
けでなく，知恵と知識の宝という祝福も加
えられることを知っているからです。5

神の戒めに従えば肉体的にも霊的にも
守られることを知る信仰について子供た
ちに教えてください。神の聖なる天使た
ちがわたしたちを助けようと待ち受けてい
ることを覚えていてください。主はこう述
べておられます。「わたしはあなたがたに
先立って行こう。わたしはあなたがたの
右におり，また左にいる。わたしの御

み

霊
たま

はあなたがたの心の中にある。また，わ
たしの天使たちはあなたがたの周囲にい
て，あなたがたを支えるであろう。」6 何と
いう約束でしょう。忠実であれば，主と天
使が助けてくださるのです。

揺るぎない信仰は祈りによって強化さ
れます。皆さんの心からの懇願は主に
とって重要なものです。預言者ジョセフ・
スミスがリバティーの監獄に監禁されてい

た悲惨な日々にささげた真剣かつ熱烈な
祈りを考えてみてください。主は祈りにこ
たえ，預言者の見方を変えられました。

「息子よ，あなたはこのことを知りなさい。
すなわち，これらのことはすべて，あなた
に経験を与え，あなたの益となるであろ
う。」7

永遠の展望をもって祈るならば，涙なが
らの切々たる懇願が聞かれているかどう
かを疑問に思う必要はありません。次の
ような主の約束が教義と聖約第 98 章に
記録されています。
「あなたがたの祈りは……主の耳に達

しており，この封印と証
あかし

をもって記録され
ているからである。すなわち，祈りがかな
えられることを，主は誓って定めた。

それゆえ，主は，祈りはかなえられると
いう不変の聖約をもって，あなたがたに約
束を与える。また，あなたがたを苦しめ
たすべてのことは，あなたがたの益のた
めに，またわたしの名の栄光のためにとも
に働く，と主は言う。」8

主はわたしたちを安心させるために最

も力強い言葉を選ばれました。封印，証，
誓い，定め，不変の聖約。兄弟姉妹，主を
信じてください。神は皆さんの誠実な心
からの祈りを心に留められます。そして，
皆さんの信仰は強くされるでしょう。

永続する信仰をはぐくむには，什
じゅう

分
ぶん

の
一を完全に納める決意を持ち続けること
が不可欠です。まず，什分の一を納める
信仰が必要です。その後，什分の一を納
める人は信仰が増していき，やがて什分
の一を納めることが貴い特権となります。
什分の一は神から与えられた昔からある
律法です。9 神は御自分の子供たちに，

「天の窓を開いて，あふるる恵みを……注
ぐ」と約束されました。10 そればかりでな
く，什分の一を納めると神の民として名を
連ね，「報復と焼き払いの日」に守られま
す。11

なぜそのような確固とした信仰が必要
なのでしょうか。困難な時代が来るから
です。将来，忠実な末日聖徒でいること
は容易でなくなり，大衆に好まれることも
ほとんどないでしょう。一人一人が試しを
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受けます。使徒パウロは，末日には主に
熱心に従う人々は「迫害を受ける」と警告
しています。12 まさにその迫害により，打
ちひしがれて黙り込んでしまう可能性もあ
れば，それをきっかけに奮い立ち，日常生
活でもっと模範と勇気を示す人になること
もできます。

人生の試練にどのように対処するかは
信仰の成長に大きく影響します。自分に
は神の属性，すなわち無限の価値を持つ
受け継ぎがあるということを覚えていると
き，強さが生じます。主は皆さんが正当な
相続人であること，また特定の時期と場
所に生まれ，育ち，主の旗を掲げる者とな
り聖約の民となるように天に取っておかれ
たことを，皆さんや，皆さんの子供たちや
孫たちに思い起こさせておられます。皆
さんは主の義の道を歩むとき，祝福を受
けて主の慈しみの中にとどまり，主の民の
ために光となり救い手となるでしょう。13

兄弟姉妹，皆さん一人一人は，聖なるメ
ルキゼデク神権の力により祝福を得るこ
とができます。これらの祝福は，健康や，
聖霊を伴侶とすること，人との関係，将来
の様々な機会といった事柄に関して，皆さ
んの人生の状況を変え得るものです。こ
の神権の力と権能は，教会のすべての霊
的な祝福の鍵

かぎ

を持ちます。14 そしてきわめ

て注目すべきことに，主は御
み

心
こころ

に従ってそ
れらの祝福を有効と認めると宣言してお
られます。15

神権のすべての祝福の中で最も大いな
る祝福は，主の聖なる神殿で授けられま
す。そこで交わした聖約に忠実であれば，
皆さんと家族は，永遠の命の祝福にあず
かる資格を与えられます。16

皆さんの報いは，来世でのみ与えられ
るわけではありません。多くの祝福は現
世で皆さんのものとなり，皆さんの子供や
孫の間で実現するでしょう。忠実な聖徒
である皆さんは，人生の戦いを独りで戦
う必要はありません。そのことを考えてみ
てください。「わたしはあなたと争う者と
争い，あなたの子らを救う」と主は宣言さ
れました。17 また，後に主の忠実な民に次
のような約束が与えられました。「彼ら
と，彼らの子供たちと，彼らの子供たちの
子 孫が，……三代，四代にわた〔る〕ま
で，主なるわたしは彼らの戦いを戦う。」18

わたしたちの愛するトーマス・S・モン
ソン大管長は預言者として次のように証し
ています。「わたしたちには計り知れない
ほど大きな祝福が約束されていることを
証します。暗雲が立ち込めても，大雨に
襲われるとしても，まっすぐに歩み，戒め
を守るならば，福音の知識と，天の御父と

救い主の愛はわたしたちを慰め，支え，心
に喜びをもたらしてくれます。」

モンソン大管長はこう続けています。
「愛する兄弟姉妹，恐れてはなりません。
元気を出してください。未来は皆さんの
信仰と同じく希望に満ちています。」19

モンソン大管長の力強い宣言にわたし
の言葉を加えます。わたしは証します。
神はわたしたちの御父であられ，イエスは
キリストであられ，主の教会は地上に回復
されています。主の真理，聖約，儀式があ
るので，わたしたちは恐れに打ち勝ち，信
仰をもって将来に臨むことができるので
す。イエス・キリストの聖なる御

み

名
な

により
証します，アーメン。■

注
 1.  2 ニーファイ 2：27 参照
 2. ペテロはこの概 念を教 えて，「あなたがた

〔は〕，世にある欲のために滅びることを免
まぬか

れ，
神の性質にあずかる者となる」と希望の言葉
を述べている（2 ペテロ 1：4）。

 3. アブラハム 3：25 参照
 4.  2 ニーファイ 2：25 参照
 5. 教義と聖約 89：19。イザヤ 45：3 も参照
 6. 教義と聖約 84：88
 7. 教義と聖約 122：7。見方を変えるもう一つの

例が，詩篇に記されている。「わたしのいのち
をお守りください。……あなたに信頼するあ
なたのしもべをお救いください。あなたはわ
たしの神です。主よ，わたしをあわれんでくだ
さい。わたしはひねもすあなたに呼ばわりま
す。……わが神，主よ，わたしは心をつくして
あなたに感謝し，とこしえに，み名をあがめる
でしょう。」（詩篇 86：2 － 3, 12）

 8. 教義と聖約 98：2 － 3
 9. 什分の一のことは，旧約聖書の次の 8 つの書

で述べられている。創世記，レビ記，民数記，
申命記，歴代志下，ネヘミヤ記，アモス書，マ
ラキ書。

 10. マラキ 3：10
 11. 教義と聖約 85：3
 12.  2 テモテ 3：12
 13. 教義と聖約 86：8 －11 参照
 14. 教義と聖約 107：18 参照
 15. 教義と聖約 132：47，59 参照
 16. アブラハム 2：11 参照
 1 7. イザヤ 49：25 。教義と聖約 105：14 も参照
 18. 教義と聖約 98：37
 19. トーマス・S・モンソン「元気を出しなさい」

『リアホナ』2009 年 5 月号，92
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七十人
リチャード・J・メインズ長老

あふれる恵みに
感謝します
私を助けて
導いて
いつかみもとへ
行

ゆ

けるように 2

天の家族がいることを認識すると，地
上の家族が持つ永遠の性質を理解する
のに役立ちます。教義と聖約は，家族が
天の組織に欠かせないことを教えていま
す。「ここでわたしたちの間にある交わり
が，そこでもわたしたちの間にある。ただ
し，その交わりには，……永遠の栄光が
伴う。」3

家族が持つ永遠の性質を理解すること
は，天の御父がその子供たちのために用
意された計画を理解するうえで欠かせな
い要素です。一方サタンは，天の御父の
計画を損なうために手を尽くします。神の
計画をくじくために，先頭に立ってかつて
ない攻撃を家族制度に加えています。サ
タンが攻撃に用いる最も強力な武器は，

歌を歌いながらそれが真実であることを
宣言します。その歌詞を覚えていますか。

神の子です， 
私やあなた

若い宣教師としてウルグアイとパラ
グアイで伝道を始めて間もなく，
わたしはあることに気づきまし

た。末日聖徒イエス・キリスト教会につい
てさらに知りたいと思う人々の最大の関
心事の一つは，家族に関する教義である
ということです。事実，イエス・キリスト
の福音の回復以来，真理を求める求道者
は家族が永遠に一緒にいられるという教
義に引きつけられてきました。

永遠の家族の原則は，天の御父がその
子供たちのために用意された偉大な計画
に不可欠な要素です。その計画の基礎を
成すのは，わたしたちには天の家族と地
上の家族がいるという理解です。使徒パ
ウロは，天の御父がわたしたちの霊の父
であると教えています。
「こうして，人々が……神を見いだせる

ようにして下さった。……
われわれは神のうちに生き，動き，存在

しているからである。……われわれも，
確かにその子孫である。」1

愛にあふれた天の御父の子供であると
いうことは，まさにイエス・キリストの福
音の基本的な原則であるため，子供たち
でさえ「神の子です」という初等協会の

キリストを中心とした
家庭を築く
わたしたちは，家族が持つ永遠の性質を理解し信じています。こ
の理解と信条は，最善を尽くしてキリストを中心とした家庭を築く
ようわたしたちを促してくれます。
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利己心，貪
どん

欲
よく

，ポルノグラフィーなどです。
わたしたちの永遠の幸福は，サタンの

目的ではありません。サタンは，男女を自
分自身のように惨めな状態にするための
重要な鍵

かぎ

が，永遠の可能性を持つ家族関
係を人々から奪うことであることを知って
います。サタンはこの世と永遠にわたる真
の幸福が家族の囲いの中に見いだされる
ことを承知しているため，家族を破壊する
ためにあらん限りの力を尽くします。

古代の預言者アルマは，神がその子供
たちのために用意された計画を「偉大な
幸福の計画」4 と呼んでいます。わたした
ちが預言者，聖見者，啓示者として支持す
る大管長会と十二使徒定員会は，幸福と
家庭生活に関する次のような霊感あふれ
る勧告を与えています。「家族は神によっ
て定められたものです。男女の間の結婚
は，神の永遠の計画に不可欠なものです。
子供たちは結婚のきずなの中で生を受
け，結婚の誓いを完全な誠意をもって尊
ぶ父親と母親により育てられる権利を有
しています。家庭生活における幸福は，
主イエス・キリストの教えに基づいた生活
を送るときに達成されるに違いありませ
ん。」5

アルマや，最近では大管長会と十二使
徒定員会が語ったこの幸福は，家族のい
る家庭で確かに見いだされることでしょ
う。わたしたちがキリストを中心とした家
庭を築くために最善を尽くすならば，この
ような幸福を豊かに見いだすことができ
るようになります。

メインズ姉妹とわたしは，結婚して間も
なくキリストを中心とした家庭を築き始め
たときに，幾つかの重要な原則を学びま
した。わたしたちはまず教会指導者の勧
告に従うことから始めました。子供たち
を集めて毎週家庭の夕べを開き，毎日祈
り，聖文を学びました。必ずしも容易で，
都合がよく，うまくいったわけではありま
せんが，徐々にこれらの簡単な活動は家
族の大切な伝統となっていきました。

子供たちは，週の後半には家庭の夕べ

のレッスンをすべて覚えていないとして
も，家庭の夕べを行ったことは覚えてい
るということが分かりました。その日学
校で，聖文や祈りの言葉を一言一句覚え
ていることは恐らくないとしても，聖文を
読み，祈ったことは覚えているでしょう。
兄弟姉妹の皆さん，神聖な伝統を家庭で
築くとき，わたしたちと青少年は大きな力
が与えられ，守られます。

家庭でイエス・キリストの福音の原則を
学び，教え，実践することは，御

み

霊
たま

がとど

まれるような生活様式を作り出す助けと
なります。家庭でこれらの神聖な伝統を
築くことにより，わたしたちはこの世の
誤った伝統に打ち勝ち，周りの人の必要
と関心を第一に考えることができるように
なります。

キリストを中心とした家庭を築く責任
は，親と子の双方が負っています。親に
は愛と義をもって子供を教える責任があ
ります。親にはこの神聖な責任をどのよう
に果たしたかを主の御

み

前
まえ

で報告する義務
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があります。親は，言葉を用い，模範を通
して子供を教えます。 C・C・ミラーの

「こだま」（The Echo）という詩は，親が
子供に与える影響の重要性と大きさを物
語っています。

「迷い出たのは子羊ではなく羊であった。
イエスが語られたたとえでは，
群れにいた 99 匹の中から
迷い出たのは成長した羊であった。
では，なぜわたしたちはその羊を捜し
心から望み，祈るのだろうか。
羊が誤った道を行けば危険が伴うからだ。
子羊を迷わせるのだ。
羊がどこへ迷い出ようと
子羊は羊について行く。
羊が道を誤れば， 
間もなく子羊も羊に倣

なら

って道を誤ってし
まう。

だから，今
こん

日
にち

の子羊のために
羊に心から嘆願する。
羊が迷い出るならば，
子羊は何と大きな代価を
支払わねばならぬことか！」6

主は教義と聖約の中で，子供が道から
それるよう導く親が招く結果について説
明しておられます。「さらにまた，シオン
において，……子供を持つ両親がいて，
……悔い改め，生ける神の子キリストを信
じる信仰，およびバプテスマと按

あん

手
しゅ

による
聖霊の賜

たま

物
もの

の教義を理解するように彼ら
を教えなければ，罪はその両親の頭

こうべ

にあ
る。」7

親が言葉と模範を通して子供に神聖な
伝統を教えることの重要性は，幾ら強調
してもしすぎることはありません。子供も
また，キリストを中心とした家庭を築くう
えで重要な役割を担っています。最近，
わたしの 8 歳の孫ウィルがこの原則を表
す短い話をしてくれました。
「ぼくはお父さんと馬に乗ったり投げ縄

をしたりするのが好きです。縄は，強くす
るために別々の糸をより合わせてできて

います。縄がたった 1 本の糸でできてい
たなら，役には立ちません。でも，糸が何
本も合わさっているため，いろいろな方法
で使うことができるし，丈夫です。

家族は縄のようになることができます。
一人だけが一生懸命正しいことを行って
いても，みんなが努力して助け合おうとす
るときほど家族は強くなりません。

ぼくは，正しいことをするとき，家族を
助けていることを知っています。妹のイザ
ベルに優しくしてあげると，ぼくも妹も楽
しいし，お母さんとお父さんも喜びます。

お母さんが用事があるとき，弟のジョーイ
と遊んでお母さんを手伝うことができま
す。部屋をいつもきれいにして，できると
きにはいつでも良い態度で手伝いをして
家族を助けることもできます。ぼくはきょ
うだいでいちばん年上なので，模範になる
ことが大切だということを知っています。
正義を選び戒めに従おうと，一生懸命努
力することができます。

家族が強い縄のようになれるよう，子供
も手助けができることを知っています。
みんなが最善を尽くして協力するなら，家
族は幸せで強くなることができます。」

親が愛と義をもって家族を管理し，言
葉を用い，模範を通してイエス・キリスト
の福音を子供に教え，子供が親から教
わった原則を学び，実践することにより親
を愛し支えるならば，その結果としてキリ
ストを中心とした家庭が築かれます。

兄弟姉妹の皆さん，末日聖徒イエス・キ
リスト教会の会員であるわたしたちは，家
族が持つ永遠の性質を理解し信じていま
す。この理解と信条は，最善を尽くしてキ
リストを中心とした家庭を築くようわたし
たちを促してくれます。これを行おうと努
力するならば，わたしたちは救い主イエ
ス・キリストの生涯と贖

あがな

いの模範に示さ
れている愛と奉仕をさらに十分に実践で
きるようになり，その結果として，家庭が
地上の天国のようだと心から感じられるこ
とを証します。イエス・キリストの御

み

名
な

に
より，アーメン。■

注
 1. 使徒 17：27－ 28
 2. 「神の子です」『賛美歌』189番
 3. 教義と聖約 130：2 。ロバート・D・ヘイルズ

「永遠の家族」『聖徒の道』1997年 1月号，72も
参照

 4. アルマ 42：8
 5. 「家族─世界への宣言」『リアホナ』2010 年

11月号，129
 6. C・C・ミラー，“ The Echo,”，ジャック・M・

ライオンほか編， Best-Loved Poems of the 
LDS People（1996 年），312－313 で引用

 7. 教義と聖約 68：25；強調付加

ドイツ・ドルトムント
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七十人
セシル・O・サミュエルソン・ジュニア長老

わたしの長年にわたる人生でのす
ばらしい祝福の一つは，教会の
若い人々に囲まれ，一緒に活動

する機会があったことです。このような
交流と友情は，人生で最も麗しく，最も価
値あることだと考えています。それらはま
た，わたしが教会と社会と世界の将来を
楽観視している大きな理由でもあります。

このような交流の中で，証について様々
な疑問を抱いたり，チャレンジに直面した
りした人々と語り合う特権もありました。
その詳細は様々で，時折独特なものもあ
りましたが，疑問や混乱の原因の多くは
非常に類似していました。さらに，これら
の問題や懸念は，特定のグループや年齢
層に限られたものではありません。家族
が何世代も教会員である人々，比較的新
しい教会員，またつい最近末日聖徒イエ
ス・キリスト教会を知るようになった人々
もそれらの問題で悩むことがあるかもし
れません。通常彼らが疑問を抱くのは，
誠実な探究心や好奇心の結果です。これ
はわたしたち各人にとって非常に大きく，
重大であるため，わたしたちの証について
考えるのが適切であると思われます。わ
たしたち末日聖徒は，イエス・キリストの
福音が真実であるという確固たる証とし
て自分の証を述べます。その証は聖霊を
通して啓示によって得られるものです。

この明確な宣言における証は簡潔で明
めい

第 2 に，どうすれば人は必要な啓示を
受けられるでしょうか。啓示を受ける基
本的なステップはどのようなものでしょう
か。その方法は簡単であり，いつの時代
も同じです。モルモン書の証を得るため
に与えられた約束も広く当てはまります。
「また，この記録を受けるとき」，すなわ

ち，皆さんが聞き，読み，学び，疑問に思う
ことについて深く考えるとき，「これが真
実かどうかキリストの名によって永遠の父
なる神に問〔い〕」，すなわち，皆さんが祈
りの答えに従うという固い決意をもって，
よく考え，具体的に，畏

い

敬
けい

の念をもって祈
り，「もしキリストを信じながら，誠心誠意
問うならば，神はこれが真実であること
を，聖霊の力によってあなたがたに明らか
にしてくださる。

そして聖霊の力によって，あなたがたは
すべてのことの真理を知るであろう。」（モ
ロナイ 10：4 － 5）

第 3 に，証を得ることは 1 回限りのこと
でしょうか，それとも継続することでしょ
うか。証は，適切に扱うときに成長し育
つ生き物に似ています。生き物は成長し
育つために一定の栄養と世話と保護が必
要です。同様に，証を軽んじたり，保つ方
法を守らなかったりすれば，失われたり，
弱くなったりします。聖文は，神の戒めに
背いたり破ったりすると，御

み

霊
たま

を失い，さ
らにはかつて得ていた証を否定する者に
なったりする可能性があると警告してい
ます（教義と聖約 42：23 参照）。

ここで，わたしの大切な，信仰篤
あつ

い若い
友人たちが気づいたことと彼らの提案の
中から 10 の事柄を紹介します。彼らが
述べている事柄は，その考えや経験に共
通点があります。ですから，恐らくそれら
の事柄に驚く人はだれもいないでしょう。
残念なことに，特に自らが苦しみ悩んでい
るときには，これらを自分自身に当てはめ
ることを一時的に忘れたり，無視したりす
ることがあります。

第 1 に，すべての人は神の子ですから
価値があります。神はわたしたちを御存

瞭
りょう

ですが，この宣言から幾つかの疑問が
出てきます。例えば，証を持つ権利のある
人はだれでしょうか。どうすれば人は必
要な啓示を受けられるでしょうか。証を
得るステップはどのようなものでしょうか。
証を得ることは 1 回限りのことでしょう
か，それとも継続することでしょうか。こ
のような疑問やほかの疑問には，それぞ
れに伴う疑問もあります。しかし，イエス・
キリストの福音に対する証を得て保つた
めの基本原則は分かりやすく明白で，す
べての人が証を得ることができます。

人々が考えそうなこれらの疑問を短く
採り上げます。その後，気心の知れたヤ
ングアダルトの友人たちが最近話してくれ
た見識を幾つか紹介します。彼らは個人
的な経験からその証を得ました。また，
信仰や信念の幾つかの点についてチャレ
ンジや困難に直面していた人々を教え導
く機会もありました。

第 1 に，証を持つ権利のある人はだれ
でしょうか。進んでその代価を払う人，す
なわち戒めを守る人は皆，証を持つことが
できます。「それゆえ，主の声は，聞こう
とするすべての人が聞けるように地の果て
にまで及ぶ。」（教義と聖約 1：11）福音
が回復された基本的な理由は，「すべての
人が主なる神，すなわち世の救い主の名
によって語るため，信仰もまた地に増すた
め」です（教義と聖約 1：20 －21）。

証
あ か し

イエス・キリストの福音に対する証を得て保つための基本原則は
分かりやすく明白で，すべての人が証を得ることができます。
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じで，愛しておられ，成功してみもとに
戻って来てほしいと思っておられます。わ
たしたちは時折感じる性急で不完全な欲
望よりも，神の愛と神の時間を信頼するよ
うにしなければなりません。

第 2 に，聖文で述べられている「大き
な心の変化」を十分に信じながら（モー
サヤ 5：2；アルマ 5；12－14，26 参照），
それは直ちに，あるいは一度に起こるも
のではなく，しばしば徐々に起こるという
ことを理解しておかなければなりません。
そして研究と祈りによるだけでなく，特定
の質問，経験，また関心事に応じて起こ
るのです。

第 3 に，人生の基本的な目的は，試練
を受けて試されることであるということを
覚えておく必要があります。したがって，
試練により成長し，安易な方法では得ら
れない教訓に感謝するようにならなけれ
ばなりません。

第 4 に，確信がないとき，あるいは苦闘
している問題があるときに支えとなるよ
う，わたしたちが信じているまたは知って
いる事柄を信頼するようにならなければ
なりません。

第 5 に，アルマが教えているように，証
を得ることは通常，望み，信じ，最後に特
定の原則や教義，あるいは福音そのもの
の真理を知るという一連の流れに添った
成長です（アルマ 32 章参照）。

第 6 に，自分が知っていることをほか
のだれかに教えることにより，ほかの人の
証を築きながら自分自身の証も強めるこ
とができます。お金や食べ物はほかの人
に与えると少なくなります。しかし証を分
かち合うと，述べる人と聞く人の両者に
とって証は強くなり，増します。

第 7 に，わたしたちは毎日，また定期的
に，ささいなことでも必要なことを行わな
ければなりません。祈り，聖文と福音の
学習，教会の集会への出席，神殿礼拝，
家庭訪問やホームティーチングやそのほ
かの割り当てを果たすことはすべて，わた
したちの信仰を強め，生活の中に御霊を
招きます。これらの特権のいずれかをな
おざりにすると，証を危険にさらすことに
なります。

第 8 に，わたしたちは自分の基準よりも
高い基準をほかの人々に当てはめてはな
りません。ほかの人々，特に指導者や教

会員の間違いや失敗を見て，それが自分
自身や自分の証に対する感性に影響する
のを許してしまうことが多々あるかもしれ
ません。ほかの人々の困難を自分の欠点
に対する言い訳にはできません。

第 9 に，真の悔い改めが必要なときに
あまりにも無

む

頓
とん

着
ちゃく

な場合と同様，間違い
を犯したときに自分に厳しすぎることは好
ましくないということを覚えておくとよい
でしょう。

第 10 に，キリストの贖
しょく

罪
ざい

の力は，わた
したちがそれを受け入れるときに完全に
効力を発揮し，その力を持ち続けます。
そのことを，常にはっきり理解しておかな
ければなりません。そうすれば，ほかの
すべてのことは，多少の細かい事柄，習
慣，あるいは一見失われたかのような信
仰に苦闘するときでさえ，落ち着くところ
に落ち着きます。

わたしは多くの模範的な若い友人や仲
間の洞察力，強さ，証に感謝しています。
彼らと一緒にいると強められます。また，
彼らがほかの人 と々一緒にいるとき，彼ら
が礼拝し，従うように努めている主に代
わって善をなし，奉仕を行っていることを

南アフリカ・カエリチャ
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十二使徒定員会
ダリン・H・オークス長老

わたしは望みの大切さについて話
すことにしました。わたしたち
一人一人が自分の心を探り，ほ

んとうの望みは何か，最も大切な望みの
順位をどのように付けるかを知ることがで
きるようにと願っています。

望みは優先順位を決め，優先順位は選
択を方向づけ，選択は行動を左右します。
どのような望みに基づいて行動するかで，
どのように変化し，何を達成し，何になる
かが決まるのです。

最初に，共通の望みについて話します。
死すべき存在であるわたしたちには，生
理上の基本的な欲求があります。これら
の必要を満たしたいという望みによって，
ある種の選択はやむを得ず，ある種の行
動は決まってきます。わたしたちは，ある
望みを，もっと大切だと考える別の望みの
ために抑制することがあります。 3 つの
実例を通して，それがどのような形で起こ
るか示しましょう。

第 1 は食物です。わたしたちには食物
に対する基本的な欲求があります。しか
し断食したいというより強い望みのため
に，この欲求をしばらく抑制することがあ
ります。

第 2 は雨露をしのげる場所です。12 歳
のころ，わたしは住まいに対する欲求を抑
えたことがあります。一晩を森で過ごす
ボーイスカウトの条件を満たしたいとい
う，より大きな望みがあったからです。何

人かの仲間と一緒に，居心地のよいテント
を離れ，自分たちで見つけた自然の材料
を使って雨よけを作り，原始的なベッドを
作りました。

第 3 は睡眠です。この基本的な欲求さ
え，より大切な望みのために一時的に抑
制することがあります。この点に関し，わ
たしは若いころユタ州軍の隊員だったと
き，戦闘を経験したある将校から一つの
教訓を学びました。

朝鮮戦争が始まって間もなく，リッチ
フィールドのユタ州軍砲兵隊は戦地に動
員されました。この隊は，レイ・コックス
大尉の指揮の下， 40人のモルモンの男性
から成っていました。彼らは追加の訓練
を受け，他の地域からの援兵により強化
された後，朝鮮に派遣され，そこですさま
じい戦闘を何度も経験しました。ある戦
闘では，何百人もの敵の歩兵隊の突撃を
受けました。敵はそのような攻撃で，すで
に幾つもの砲兵隊を全滅させていました。

これが睡眠欲を克服することとどのよう
な関係があるのでしょうか。ある夜，敵
の歩兵隊が前線を突破し，砲兵隊が陣
取っていた後方にまでなだれ込んで来ま
した。大尉は自分のテントに電話線を引
き，周辺を防御している大勢の隊員一人一
人に，一晩中 1 時間おきに自分に電話を
するよう命じました。そうすることで隊員
は目を覚ましていることができました。し
かしそのため，コックス大尉は何度も眠り

望 み
永遠の行く末を手に入れるには，永遠の命を持つ者に必要な特質を
望み，永遠にふさわしい者になるために努力しなければなりません。

知っているので励まされます。
人々は証があるので，善いことや大切な

ことを行います。これは真実であるのと
同時に，わたしたちも自分が行う事柄によ
り証を得ます。イエスは言われました。
「わたしの教

おしえ

はわたし自身の教ではなく，
わたしをつかわされたかたの教である。

神のみこころを行おうと思う者であれ
ば，だれでも，わたしの語っているこの教
が神からのものか，それとも，わたし自身
から出たものか，わかるであろう。」（ヨハ
ネ 7：16 －17）
「もしあなたがたがわたしを愛するなら

ば，わたしのいましめを守るべきである。」
（ヨハネ 14：15）

昔のニーファイやモロナイと同様，「わた
しは……すべてのことの意味を知ってい
るわけではありません。」（1 ニーファイ
11：17；モルモンの言葉 1：7 も参照）し
かし，知っていることを皆さんにお伝えし
ます。

わたしは天の父なる神が生きていて，わ
たしたちを愛しておられることを知ってい
ます。御父の唯一の特別な御子イエス・
キリストはわたしたちの救い主，贖

あがな

い主，
また主の御

み

名
な

を持つ教会の頭
かしら

であられま
す。ジョセフ・スミスがこの時代における
福音の回復に関して語り，教えたすべて
のことを経験したということを知っていま
す。わたしたちは今

こん

日
にち

，使徒たちと預言
者たちに導かれており，またトーマス・S・
モンソン大管長はわたしたちの生活に祝
福をもたらし，主の業を進めるために必要
な神権の鍵

かぎ

をすべて保持しています。わ
たしたちは皆，このことを知る権利があり
ます。そして，もし皆さんが苦闘している
ならば，この大会でこの説教台から語ら
れる真実の証に頼ることができるのです。
わたしはこれらのことを知っており，証し
ます。イエス・キリストの御名により，アー
メン。■



432 0 1 1 年 5 月 号

を中断されることになりました。わたしは
彼に「どうしてそのような命令を出せたの
ですか」と尋ねました。それに対する彼
の答えは，より大切な望みの持つ力を示し
ていました。彼はこう言いました。
「帰還したら，故郷の小さな町の通り

で，部下たちの親に会うことになるだろ
う。指揮官としてなすべきことをしなかっ
たために，部下のうちの一人でも帰還でき
ないようなことがあれば，親に合わせる顔
がないと思ったのだよ。」1

この例は，より重要な望みが優先順位
や行動に大きな影響力を持つことを見事
に示しています！ 人々の福利に責任を持
つ親，教会の指導者，教師，わたしたちす
べてにとって，なんとすばらしい模範で
しょう！　

その話の結論ですが，ほとんど眠れな
い夜が明けた早朝，コックス大尉は部下

たちを率いて敵の歩兵隊に反撃しまし
た。 800人以上の捕虜を取り，たった二
人の負傷者しか出しませんでした。コック
ス大尉は，その勇敢な行為に対して勲章
を受け，彼の中隊はその並はずれた英雄
的行為に対して大統領部隊表彰を受けま
した。また，ヒラマンの若い兵士（アルマ
57：25 －26 参照）のように，全員が帰還
しました。2

モルモン書には望みの大切さに関する
教えが数多く含まれています。

エノスは主に何時間も懇願した後で，
自分の罪は赦

ゆる

されたと言われました。そ
れから同

はら

胞
から

の幸いを「願う気持ちがわい
て」きました（エノス 1：9）。次のように
記されています。「そして，わたしが祈り，
力の限り努力した後に，主はわたしに，

『あなたの信仰のゆえに，わたしはあなた
の願いを望みどおりに聞き届けよう』と言

われた。」（12 節）約束された祝福に先立
つ 3 つの要点を心に留めてください。願
い，努力，そして信仰です。

アルマは信仰についての説教の中で，
「望みを育てて」ゆくならば，まずは「信
じようとする望みを持つだけでもよい」と
教えています（アルマ 32：27）。

また，宣教師アロンはレーマン人の王に
対して，望み，特に，わたしたちが持つべ
き究極の望みについて偉大な教えを説い
ています。アロンの教えに引き込まれた
王はこう尋 ねました。「神から生まれ
……この永遠の命を得るには，わたしは
何をすればよいのか。」（アルマ 22：15）
アロンはこう答えます。「あなたがこのこ
とを願い，……あなたの罪をすべて悔い
改め，神の御

み

前
まえ

にひれ伏して，与えられる
と信じて信仰をもって神の御

み

名
な

を呼ぶな
らば，そのときあなたは，今願っているも
のを得るでしょう。」（16 節）。

王はそのとおりにし，熱烈に祈りなが
ら，こう宣言します。「わたしはあなたを
知り，……終わりの日に救われるように，
自分の罪をすべて捨てます。」（18 節）そ
のように決意し，自分の究極の望みを確
認したことにより，王の祈りは奇跡的にこ
たえられます。

預言者アルマはすべての民に悔い改め
を叫ぶという大きな望みを持っていました
が，その望みをかなえる強制力を望んで
はならないということを理解しました。な
ぜなら「公正な神〔は〕……人が死ぬこと
を望もうと生きることを望もうと，……彼
らの望むままにされる」からです（アルマ
29：4）。同様に，近代の啓示で主はこう
宣言しておられます。「主なるわたしは，
すべての人をその行いに応じて，またその
心の望みに応じて裁く……。」（教義と聖
約 137：9）

永遠の裁き主は，何をほんとうに望む
かをこれほどまでに重要視して裁かれる
のです。わたしたちはそれに備えているで
しょうか。

多くの聖句は，「望む」と同じ意味で
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「求める」という言 葉を使っています。
「わたしを早く求める者は，わたしを見い
だし，見捨てられないであろう。」（教義と
聖約 88：83）「欺かれないために熱心に
最善の賜

たま

物
もの

を求め〔なさい〕。」（教義と聖
約 46：8）「熱心に求める人は見いだすで
あろう。」（1 ニーファイ 10：19）「わたし
に近づきなさい。そうすれば，わたしは
あなたがたに近づこう。熱心にわたしを
求めなさい。そうすれば、あなたがたは
わたしを見いだすであろう。求めなさい。
そうすれば，与えられるであろう。たたき
なさい。そうすれば，開かれるであろう。」

（教義と聖約 88：63）
永遠の事柄を最優先するために，自分

の望みを見直すのは容易ではありません。
わたしたちは皆，財産，名声，高慢，権力
という 4 つのこの世的なものを望むよう
に誘惑されます。これらのものを望んだ
としても，最優先するべきではありませ
ん。

最大の望みが財産を得ることだという
人は，物質主義のわなに陥っています。
そのような人は，次の警告を聞き損なって
います。「富やこの世のむなしいものを求
めてはならない。」（アルマ 39：14 。モル

モン書ヤコブ 2：18 も参照）
名声あるいは権力を望む人は勇敢な司

令官モロナイの模範に従うべきです。モ
ロナイが尽力したのは「権力を求め〔る〕」
ためでも「世の誉れを求め〔る〕」ためで
もありませんでした（アルマ 60：36）。

望みはどのように成就させればよいの
でしょうか。アロン・ラルストン 3 を奮い
立たせたような危機に陥る人はほとんど
いないでしょうが，彼の経験は望みを成就
させることについて大切な教訓を与えてく
れます。ラルストンはユタ州南部の人里離
れた峡谷を歩いていました。そのとき突
然，重さ 360キロの岩が動いて，右腕を挟
まれてしまいました。 5日間，たった独り
で必死に抜け出そうとしました。ついに
あきらめて死を覚悟したとき，幻の中で，
自分に向かって走って来た 3 歳の男の子
を左腕でさっと抱き上げたのです。それ
が将来の息子であり，自分の生き残る保
証であると理解したラルストンは，力尽き
る前に，勇気を振り絞り，生き残るために
必要な大胆な行動に出ました。挟まった
腕の骨 2 本を折り，左手に持ったナイフ
で右腕を切断したのです。それから，力
を振り絞り，助けを求めて 8 キロの道のり

を歩きました。4 圧倒されんばかりの望み
の力の実例です。自分はどのような人物
になれるかについてのビジョンを持ったと
き，わたしたちの望みと行動力は驚くほど
増します。

このような極端な危機に直面する人は
ほとんどいないでしょう。しかしだれも
が，永遠の行く末に向かって進歩すること
を阻むわなに直面します。義にかなった
望みが十分に強ければ，永遠の進歩を阻
む依存症などの邪悪な圧力，誤った優先
順位から自らを断ち切ることができるで
しょう。

義にかなった望みは，表面的なもので
も，衝動的なものでも，一時的なものでも
ないということを覚えておくべきです。そ
れは誠実で，確固としていて，永続するも
のです。ですから，預言者ジョセフ・スミ
スが語った「人生の様々な悪に打ち勝ち，
罪に対する望みを一切持たなくなる」5 と
いう状態を目指しましょう。それはきわめ
て個人的な決心です。ニール・A・マック
スウェル長老はこう語っています。
「『二度と悪を行いたいとは思わなかっ

た』人々は，まさに彼ら自身が，神を知る
ために進んで『自分の罪をすべて捨て』，
悪い望みをなくそうと決意をしたのです。

したがって，わたしたちが望み続ける
事柄は，やがては実現し，永遠にわたって
わたしたちが受け継ぐものとなるでしょ
う。」6

二度と悪を行いたいと思わないことは
大切ですが，永遠の命にはさらに多くが
求められます。永遠の行く末を手に入れ
るには，永遠の命を持つ者に必要な特質
を望み，永遠にふさわしい者になるため
に努力しなければなりません。例えば，
永遠の命を持つ者は，自分を不当に扱っ
たすべての人を赦します。自分よりも周り
の福利を優先します。また，神のすべて
の子供たちを愛します。それが難しすぎ
るようであれば―もちろん，だれにとっ
てもたやすいことではありませんが ―
そのような特質を得たいと望むことから
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始め，愛にあふれる天の御父に自分の感
情について助けを求める必要があります。
モルモン書はわたしたちに何をなすべき
か教えています。「御父が御子イエス・キ
リストに真に従う者すべてに授けられた
この愛で〔わたしたちが〕満たされるよう
に，……熱意を込 めて御父に祈りなさ
い。」（モロナイ 7：48）

最後に，すべての人々，現在結婚してい
る人と独身の人にとって最も重要な望み
に関する例を話します。すべての人は永
遠の結婚を望み，真剣に取り組むべきで
す。すでに神殿結婚している人は，結婚
関係を維持するために最善を尽くすべき
です。独身の人は神殿結婚を望み，その
実現のために行動することを優先するべ
きです。結婚し子供を持つことの大切さ
を軽視する考え方は，たとえこの世が支
持しても永遠の見地から見れば誤ってい
ます。青少年や若い独身の人たちは，そ
のような考え方に抵抗するべきです。7

独身男性の皆さん，次の手紙に述べら
れている試練についてどうぞ考えてくださ
い。これを書いた独身の姉妹は「ふさわ
しい伴

はん

侶
りょ

を真剣に探し求めている義にか
なった神の娘たち」を代表して懇願して

います。「彼女たちの努力にもかかわら
ず，男性は盲目で，迷っているように見え
ます。天の御父のすばらしいえり抜きの
娘を探して交際し，主の宮で神聖な聖約
を進んで交わし守ることが，自分の責任
なのかどうか分からないのです。」彼女は
最後にこう書いています。「末日聖徒の
独身男性の中には，喜んで遊びに出かけ，
デートして気ままに過ごすだけで，一人の
女性と何らかの真剣な約束をしたいとは
まったく望まない人が大勢います。」8

熱心に伴侶を探している若い男性もい
て，補足してほしいと思っていることで
しょう。ふさわしい結婚をして子供を持
つことよりも，仕事で成功したり世の中で
抜きんでることをはるかに優先している若
い女性もいるということです。男性も女性
も，永遠の命へと導いてくれる義にかなっ
た望みが必要です。

望みは優先順位を決め，優先順位は選
択を方向づけ，選択は行動を左右すると
いうことを忘れないようにしましょう。ま
た，自らの行動と望みがひととなりを決
め，真の友にも，優れた教師にも，永遠の
命にふさわしい者にもなれるということを
忘れないようにしましょう。

わたしはイエス・キリストの愛と教え，
贖

あがな

いがすべてを可能にすると証
あかし

します。
わたしたちが，いつの日か主のみもとへ
帰って主の満ち満ちる喜びを得るために，
主のようになることを，ほかの何よりも望
むように祈ります。イエス・キリストの御

み

名
な

によって，アーメン。■

注
 1. レイ・コックス，著 者によるインタビュー，

1985 年 8 月 1 日，ユタ州マウント・プレザン
ト。1953 年ごろにユタ州プロボにおいてわた
しに語った言葉を確認した。

 2. リ チ ャ ード・C・ ロ バ ー ツ, Legacy, The 
History of the Utah Nat iona l Guard , 

（2003 年）307－314；“Self-Propelled Task 
Force,”The National Guardsman,  1971 年
5 月，〔裏表紙〕；Miracle at Kapyong: The 
Story of the 213th  （映画，Southern Utah 
University 制作，2002 年）参照

 3. アロン・ラルストン，Between a Rock and a 
Hard Place  （2004 年）参照

 4. ラルストン，Between a Rock and a Hard 
Place ，248

 5. 『歴代大管長の教え─ジョセフ・スミス』
（2007 年），210 参照

 6. ニール ･A･ マックスウェル「わたしたちの『心
の望みに応じて』」『聖徒の道』1997 年 1 月
号，22 ，24 
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兄 弟姉妹の皆さん，ソルトレーク
を訪れている方は，テンプルス
クウェアの美しい春の花々の色

と香りを堪能する機会があることと思い
ます。

春が来ると新たな光がさして人生も一
新します。季節の移り変わりを通してわた
したちは再びわたしたちの主なる贖

あがな

い主
イエス・キリストの生涯と犠牲と復活を思
い起こします。それは，「すべてのものが

〔贖 い主〕のことを 証
あかし

する」からで す
（モーセ 6：63）。

この美しい春の風景とそれが象徴する
希望とは裏腹に，世の中は不安定で，複
雑で，混乱しています。わたしたちは学校
や仕事，子育て，教会の管理と召し，世の
中の活動といった日々の生活に追われ，
挙げ句の果てには予期せぬ病気や思わぬ
悲劇に見舞われて，疲れ果ててしまうこと
があります。問題の渦と不安から抜け出
して，心の平安と幸せを見いだすにはどう
すればよいのでしょうか。

わたしたちは，1849年にカリフォルニア
のゴールドラッシュに取りつかれたボスト
ンの若い商人に似てはいないでしょうか。
この商人はカリフォルニアの川で一山当て

ろうと期待しながら若者は中をのぞきま
した。すると驚いたことに，中は無数の
金の粒でいっぱいでした。

老いた金鉱採掘者は言いました。「お
まえさんは大きな金塊を探すのに忙しく
て，こういった貴重な金の粒を袋に入れ
ていなかったようだ。わたしはこうして小
さな粒をこつこつとためて大きな富を築い
たのだよ。」

この話は，アルマが息子ヒラマンに教え
た霊的な真理を説明しています。
「小さな，簡単なことによって大いなる

ことが成し遂げられるのである。……
また，ごく小さな手段によって，主は

……多くの人を救われる。」（アルマ 37：
6 － 7）

兄弟姉妹の皆さん，イエス・キリストの
福音は人がどんなに複雑にしようとして
も，簡単なものです。わたしたちも同じよ
うに生活を簡単にするべきです。救いに
無関係なものに左右されずに，最も大切
なことに心を向けましょう。

人生に明快な答えと目的を与えてくれ
る福音の貴くて簡単な教えとは何でしょ
うか。わたしたちが生涯こつこつと蓄える
と，究極の宝である永遠の命という貴い
賜
たま

物
もの

が得られる，福音の金の粒とは何で
しょうか。

わたしは，イエス・キリストの福音全体
を包括する，簡単で深遠で，崇高な原則
があると信じています。この原則を心か
ら受け入れて，それを生活の中心にするな
らば，わたしたちは清められ，聖なる者と
なって，再び神のみもとに住むことができ
るようになるのです。

救い主がこの原則についてお語りに
なったのは，パリサイ人がこう問いかけた
ときでした。「先生，律法の中で，どのい
ましめがいちばん大切なのですか。」
「イエスは言われた，『「心をつくし，精

神をつくし，思いをつくして，主なるあな
たの神を愛せよ。」

これがいちばん大切な，第一のいまし
めである。

るために，持ち物を全部売り払いました。
その川には，持ち上げられないほど大きな
金塊がごろごろしていると聞いたのです。 

この若者は，来る日も来る日も金をふる
い分けるなべで川底をさらいましたが，金
は引っかかりません。石の山がどんどん大
きくなるだけでした。やる気もお金もなく
なり，もうやめようと思っていると，ある日，
老練の金鉱採掘者から声をかけられまし
た。「お若いの，大した石の山ですな。」

若者は答えました。「ここには金など
ない。ぼくはもう国に帰るところだ。」

この老いた金鉱採掘者は石の山に近づ
くと，「やあ，金があるぞ。目の付けどこ
ろが分かりさえすればいいんだ」と言い
ます。そして石を二つ拾い上げると打ち
合せました。すると片方の石が割れて，小
さな金の粒が太陽の光にきらきらと輝き
ました。

金鉱採掘者がいっぱいになった革の袋
をウエストに結びつけているのを見て，若
者は言いました。「ぼくが探しているのは
その袋に入っているような金塊だ。小さ
な粒などではない。」

年老いた金鉱採掘者が袋を目の前に差
し出したので，大きな金塊が入っているだ

愛ある奉仕を通じて
喜びを見いだす
家庭や教会，地域社会において兄弟姉妹に簡単な思いやりのある
奉仕の行いをすることによって，救い主の贖

しょく

罪
ざい

の犠牲に対する愛
と感謝の気持ちをわたしたちが示せますように。
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第二もこれと同様である，「自分を愛す
るようにあなたの隣り人を愛せよ。」』」（マ
タイ 22：36 － 40）

わたしたちがこの愛を隣人に伝えるこ
とができるのは，心と精神と思いを尽くし
て，親切な行いと奉仕を通じて，神とキリ
ストを愛する場合のみです。救い主が今
ここにおられたらなさるような方法ですべ
ての人を愛し，すべての人に奉仕して，愛
を伝えるのです。

このキリストの純粋な愛，すなわち慈愛
に満たされると，わたしたちの考え方，感
じ方，行いは，天の御父とキリストに似て
きます。動機も心からの望みも救い主に
似たものになります。救い主は十字架に
おかかりになる前の晩，この望みを使徒
たちにお語りになりました。
「わたしは，新しいいましめをあなたが

たに与える，互
たがい

に愛し合いなさい。わたし
があなたがたを愛したように，あなたがた
も互に愛し合いなさい。

……それによって，あなたがたがわた
しの弟子であることを，すべての者が認
めるであろう。」（ヨハネ 13：34 － 35）

救い主がおっしゃった愛は行いで表す

愛です。この愛は大がかりな英雄的行為
ではなく，親切な行いと奉仕という簡単な
ことで表します。

人に奉仕し，人を愛する方法や状況は幾
らでもあります。幾つか挙げてみましょう。

まず，慈愛は家庭から始まります。すべ
ての家庭で基準とするべき最も大切な原
則は，黄金律の実践です。つまり，「何事
でも人々からしてほしいと望むことは，
人々にもそのとおりにせよ」という主の教
えです（マタイ 7：12）。少し想像してみて
ください。あなたが思いやりのない言葉
や行いを受ける側だったら，どう感じるで
しょうか。互いに愛し合うことを，模範に
よって家族に教えましょう。

奉仕の機会にあふれるもう一つの場所
は教会です。ワードや支部は，黄金律が
常にお互いに対する言葉や行いの基準に
なっていなければなりません。お互いに
親切にし，助け，励ます言葉をかけ合い，
お互いが必要としていることを敏感に察
知するならば，ワードの会員の間に愛と一
致を生み出すことができます。慈愛があ
るところでは，うわさ話や思いやりのない
言葉など出てきません。

ワードの会員が成人も青少年も力を合
わせて価値ある奉仕を行い，ほかの人を
祝福することができます。ちょうど 2 週
間前，南アメリカ北西地域会長会の会長
であるマーカス・B・ナッシュ長老から，

「御
み

霊
たま

において強い者が弱い者を」支え
ることにより，同地域の会員たちは何百人
ものあまり活発でない成人や青少年たち
を救助しているという報告を受けました。
愛と奉仕により，彼らは「一人ずつ」戻っ
て来ています。このような親切な行いは，
助ける側も助けられる側もすべての人の間
に永続する強いきずなを生み出します。
このような奉仕からは大切な思い出がた
くさん生まれます。

わたしが教会の管理を行ってきた多くの
年月を振り返ってみると，いちばん心に深
く残っているのは，ワードの会員と力を合
わせてだれかを助けたときの思い出です。

例えば，わたしはビショップだったころ
に何人かのワードの積極的な会員と一緒
にステーク福祉農場の飼料貯蔵庫を掃除
したことがあります。心地よい作業では
ありませんでした。何年も教会に来てい
ない一人の会員が，この作業に誘われ，加
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わってくれました。異臭の漂う貯蔵庫の
中で働き，語らううちに愛と友情を感じた
この会員は，教会に戻り，後に妻子と神殿
で結び固められました。奉仕を通じて
フェローシップをしたことで子供と孫と，
そして今ではひ孫にまで祝福が及んでい
ます。その多くが伝道に出て神殿で結婚
し，永遠の家族をはぐくんでいます。小さ
な金の粒を集めるようなささいな行いに
よって大いなる業がなされたのです。

わたしたちが奉仕することのできる第
3 の場は地域社会です。わたしたちの愛
と関心を純粋に表すために，わたしたち
の助けを必要としている人に愛の手を差
し伸べることができます。「ヘルピングハ
ンズ」のシャツを着て休むことなく働き，
困っている人を助け，地域社会の改善に
努めたことのある人は，皆さんの中にたく
さんいます。日本仙台ステークのヤングシ

ングルアダルトは最近，地震と津波の壊
滅的な被害の中で計り知れない価値のあ
る奉仕をし，会員たちを捜索しました。奉
仕する方法はたくさんあるのです。

心からの親切と奉仕を通して，それを
受ける側の人との間に友情が生まれます。
このような友情から，福音に対する献身へ
の理解と，教会についてもっと学びたいと
いう気持ちが生まれます。

良き友であったジョセフ・B・ワースリ
ン長老は，この原則が持つ力について次
のように述べました。「思いやりは，偉大
さの本質であり……扉を開く鍵

かぎ

であり，
友情を築きます。また，心を和らげ，生涯
にわたる関係を作り出します。」（「思いや
りという美徳」『リアホナ』2005 年 5 月
号，26）

天の御父の子供たちに奉仕できるもう
一つの方法は，伝道です。専任宣教師に

なることだけではなく，友人や隣人として
の伝道です。教会の将来の発展は，見知ら
ぬ人の家のドアをノックするだけでは始ま
りません。会員が宣教師と力を合わせ，神
とキリストに対する愛に満たされて必要を
見極め，慈善奉仕の精神でその必要を満
たしていくときに教会は発展するのです。

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちがこれを
行うならば，正直な心で求めている人はわ
たしたちの誠実さと愛を感じます。多くの
人がわたしたちに興味を持つでしょう。こ
のようにしてのみ，教会は発展し，全地を
満たすのです。これは，宣教師だけで達
成することはできません。すべての会員が
関心を持ち，奉仕する必要があります。

奉仕するときには必ず聖霊のささやき
に敏感に従う必要があります。静かな細
い声が自分の助けを必要としている人が
だれか，どう助けたらよいかを教えてくれ
ます。

スペンサー・W・キンボール大管長は
こう言っています。「ですから，王国で互
いに仕え合うことがきわめて大切なので
す。……奉仕の行い……は，誠意を込め
た励ましや，日常の仕事の簡単な手伝い
であることがほとんどです。しかし，簡単
な行いから，そして小さいながらも思慮深
い行いから，どれほどすばらしい結果が
引き出されることでしょう。」（『歴代大管
長の教え─スペンサー・W・キンボー
ル』，82）

そして，トーマス・S・モンソン大管長は
このように勧告しています。
「困っている人はいつでもおり，わたし

たちはそれぞれ，だれかを助けるために
何かすることができます。

……自分を捨てて人に奉仕しなけれ
ば，自分自身の人生の目的などほとんどな
い〔のです。〕」（「今

き ょ う

日われ善きことせしか」
『リアホナ』2009年 11月号，84 －85）

兄弟姉妹の皆さん，もう一度強調させ
てください。天の御父とその愛する御子
の特質の中で，わたしたちが生活の中で
身に付けるよう望み求めるべきものは慈
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十二使徒定員会
ニール・L・アンダーセン長老

キリストを信じる信仰を表しました。神権
に聖任されることで，皆さんの才能と霊的
な能力は増し加えられています。皆さんの
重要な責任の一つは，救い主の再臨に向け
てこの世を備える手助けをすることです。

主は預言者トーマス・S・モンソン大管
長を，御自分の神権の業を導く者として任
命しておられます。皆さんに向かって，モ
ンソン大管長は次のように述べています。

「主は宣教師を必要としておられます。」1 
「ふさわしく，能力があるすべての若い男性
は伝道に出る準備をするべきです。宣教
師として奉仕することは神権の義務です。
非常に多くのものを受けている〔皆さん〕
に，主が望んでおられる務めなのです。」2

伝道活動には犠牲が求められます。預
言者からの奉仕の召しにこたえるときに
はいつでも，何かを後に残して行くことに
なるでしょう。

ラグビーが好きな人は，ニュージーラン
ド・オールブラックスがラグビー界で最も
有名なチームであることを知っているで
しょう。オールブラックスという名前はユ
ニフォームの色に由来しています。3 ニュー
ジーランドで「オールブラックス」に選ば
れることは，アメリカンフットボールなら
スーパーボウル，サッカーならワールドカッ
プに出場するチームでプレーするのに匹
敵するほどのことです。

わたしは今夜，特に 12 歳 から
25 歳までの神権者に向けて話
します。わたしたちは皆さんの

ことをよく考え，皆さんのために祈っていま
す。以前にわたしは，4 歳の孫が幼い弟を
強く押したときの話をしました。泣いてい
る子供を慰めた後，妻のキャシーは 4 歳
の孫の方を向くと，思いやりをもってこう
尋ねました。「どうして弟を押すの？」  
彼は祖母の方を見るとこう答えました。

「おばあちゃん，ごめんなさい。 ぼく，
CTR リングをなくしちゃったから，正義
を選べないんだ。」  わたしたちは皆さん
が正義を選ぼうといつも一生懸命に努力
していることを知っています。皆さんを心
から愛しています。

皆さんは自分が今の時代に地上に送ら
れている理由について考えたことがある
でしょうか。皆さんはアダムとエバの時代
にも，パロがエジプトを治めていた時代に
も，中国の明王朝の時代にも生を受ける
ことなく，キリストの降誕から 20 世紀後
のこの時代に地上にやって来ました。地
上には神の神権が回復されていて，主は
御自分の輝かしい再臨にこの世を備える
業を始めておられます。現代は大いなる
機会と重要な責任が待ち受けている時代
です。皆さんの時代です。

バプテスマによって，皆さんはイエス・

神権部会 | 2011年 4月2日

この世を再臨に備える
皆さんの伝道は，人々をキリストのみもとに導き，救い主の再臨に
備える手助けをする神聖な機会となるでしょう。

愛の賜物，つまり「キリストの純粋な愛」
（モロナイ 7：47）です。この賜物から，
救い主がなさったように人を愛し人に奉
仕するという能力がわたしたちの中にはぐ
くまれるのです。

預言者モルモンは，この賜物が非常に
大切だと教え，どのようにすればこれが
得られるのかを告げています。「したがっ
て，わたしの愛する同

はら

胞
から

よ，あなたがた
は，御父が御子イエス・キリストに真に従
う者すべてに授けられたこの愛で満たさ
れるように，また神の子となれるように，
熱意を込めて御父に祈りなさい。また，
御子が御自身を現されるときに，わたした
ちはありのままの御

み

姿
すがた

の御子にまみえる
ので，御子に似た者となれるように，また
わたしたちがこの希望を持てるように，さ
らにわたしたちが清められて清い御子と
同じようになれるよう，熱意を込めて御父
に祈りなさい。」（モロナイ 7：48）

簡単で小さなことによって偉大なことが
成し遂げられます。金の小さな粒も時間
をかけて蓄えれば大きな宝になるように，
小さくて簡単なわたしたちの親切な行い
や奉仕も，積もり積もって，天の御父への
愛に満ちた人生，主イエス・キリストの業
への献身的な働きに満ちた人生，互いに
助け合う度に感じる平安と喜びに満ちた
人生になるでしょう。

復活祭の時期が近づくに当たり，家庭
や教会，地域社会において兄弟姉妹に簡
単な思いやりのある奉仕の行いをするこ
とによって，救い主の贖罪の犠牲に対す
る愛と感謝の気持ちをわたしたちが示せ
ますように。このことをイエス・キリスト
の御

み

名
な

によりへりくだり祈ります，アーメ
ン。■
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1961 年，アロン神権を持つ 18 歳のシド
ニー・ゴーイングは，ニュージーランドラ
グビー界のスターになりつつありました。
その並外れた能力のゆえに，翌年には国
のラグビー代表チームである「オールブ
ラックス」に選ばれるだろうと多くの人が
思っていました。

しかし 19 歳になったシドは，順調に歩
んできたラグビー人生におけるこのきわめ
て重要な時期に，伝道に出るためにラグ
ビーをやめる，と宣言しました。そんなシ
ドのことを「頭がおかしい」と言う人もい
れば，「愚か者だ」と言う人もいました。4 
そのような人々は，もうシドにはラグビー
で成功する機会は訪れないだろうと言い
ました。

でもシドにとって重要だったのは，後に
残して行こうとしているものではなく，待
ち受けている機会と責任でした。シドに
は神権の義務がありました。人生の 2 年
間をささげて，主イエス・キリストが確か
に実在しておられることと主の福音が回
復されたことを宣言するという義務です。
どのようなものも，国の代表チームでプ
レーするチャンスと，それによって受ける
あらゆる称賛でさえも，その義務を果た

すのを思いとどまらせることはありません
でした。5

シドは神の預言者によってカナダ西伝
道部で働くように召されました。 48 年前
の今月，19 歳のシドニー・ゴーイング長
老は末日聖徒イエス・キリスト教会の宣
教師として仕えるためにニュージーランド
を後にしました。

シドは伝道中のある経験を話してくれま
した。ある晩，シドと同僚がアパートに帰
ろうとしていたときのことです。二人はも
う1 軒だけ訪問してみることにしました。
すると父 親 が 家に入 れてくれました。
ゴーイング長老と同僚は，救い主について
証

あかし

しました。家族はモルモン書を快く受
け取りました。父親は一晩中読みました。
そして 1 週間半のうちにモルモン書と教
義と聖約，高価な真珠を全部読み終えま
した。数週間後に家族はバプテスマを受
けました。6

なぜニュージーランド・オールブラック
スに入るよりも伝道を選んだのでしょうか。
シドはこう答えてくれました。「福音に

〔人々を導く〕ことによって受ける祝福は，
犠牲にするどんなものをもはるかにしのぐ
のです。」7

多分皆さんはシド・ゴーイングの伝道
後に何があったか知りたいと思っている
ことでしょう。何より重要なこととして，シ
ドは愛するコリーンと永遠の結婚をし，
5 人のすばらしい子供と，多くの孫に恵ま
れました。天の御父を信頼し，戒めを守
り，人々に仕えて人生を送っています。

ラグビーはと言うと，伝 道後，シド・
ゴーイングはオールブラックス史上最も優
れたハーフバックの一人となって，11 シー
ズンにわたってプレーし，チームのキャプ
テンを長年務めました。8

シド・ゴーイングはどれくらい優れた選
手だったのでしょうか。シドが日曜日に
はプレーしようとしなかったために，練習
や試合の日程が変更されたほどでした。9 
イギリス女王からラグビーへの貢献を表
彰され たほど でした。10 さらに『スー
パー・シド』（Super Sid）と題した本が
書かれたほどでした。

もしシドが伝道後にそうした栄誉を受
けていなかったとしたらどうでしょうか。
この教会の伝道活動に見られる大きな奇
跡の一つは，シド・ゴーイングや彼のよう
な無数の宣教師が，「伝道によってわたし
は何を得られるだろうか」ではなく，「わた
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しは何をささげることができるだろうか」
と尋ねてきたことです。

皆さんの伝道は，人々をキリストのみも
とに導き，救い主の再臨に備える手助け
をする神聖な機会となるでしょう。

主は御自分の再臨に向けて必要となる
準備について，ずっと以前から語ってこら
れました。エノクに主は次のように宣言さ
れました。「わたしは天から義を下そう。
また，地から真理を出〔そう〕。そして，
わたしは義と真理が洪水のごとくに地を
満たすようにし，……地の四方からわたし
の選民を集めよう。」11 預言者ダニエル
は，末日には福音が「人手によらずに山か
ら切り出され〔る石〕」のように，地の果て
まで転がり進むと預言しました。12 ニー
ファイは末日の教会について，属する者の
数は少ないが地の全面に散在していたと
語っています。13 そして主はこの神権時代
に，「あなたがたはわたしの選民を集める
ために召されている」と宣言されました。14 
若い兄弟の皆さん，皆さんの伝道は，大
いなる機会であり，責任なのです。そして
それは，この約束されている集合にとって
重要で，皆さんの永遠の行く末に結びつ
いています。

回復の初期の時代から，兄弟たちは福
音を宣言するという自分たちの義務にと
ても真剣に取り組んできました。教会が
組織されてからわずか 7 年後の 1837 年，
貧困と迫害の時期に，イギリスで福音を
教えるために宣教師が遣わされました。
数年後には，宣教師はオーストリア，フラ
ンス領ポリネシア，インド，バルバドス，チ
リ，中国で教えを説いていました。15

主はこの業を祝福してこられ，教会は世
界中で確立されています。この大会は
92 の言語に通訳されています。わたした
ちは 150 か 国 以 上で 働 いて いる 5 万
2,225 人の専任宣教師に感謝しています。16 
常に世界のどこかで義にかなった宣教師
が救い主を証しています。主の御

み

霊
たま

を授
かって，「キリストの御

み

名
な

のほか，またその
御名を通じてでなければ，どのような名も

道も方法も，人の子らに救いをもたらすこ
とはできない」17 と大胆に宣言する 5 万
2,000 人の宣教師が持つ霊的な力につい
て考えてみてください。また，これまでに
最善を尽くし，今も最善を尽くし続けてい
る大勢の帰還宣教師に，わたしたちは感
謝しています。宣教師が主の業を大いに
推し進めているおかげで，この世は救い
主の再臨に備えられつつあります。

宣教師活動は霊的な業です。ふさわし
さと準備が不可欠です。モンソン大管長
は次のように述べています。「若い男性
の皆さん，わたしは皆さんに宣教師として
奉仕する準備をするよう勧告します。い
つも清く純粋で，主を代表するにふさわし
くあってください。」18 伝道に出るまでの
間，皆さんを待ち受けている神聖な責任
のことを覚えていてください。伝道前に
行うことは，皆さんが伝道に携えていく神
権の力に大きな影響を及ぼします。しっ
かりと備えてください。

モンソン大管長は「ふさわしく，能力が
あるすべての若い男性〔が〕伝道に出る準
備をする」ことについて語っています。19 
時に，健康やそのほかの理由により，伝道
に出られない人もいます。両親やビショッ
プと話すことによって，自分が伝道に出ら
れるかどうかが分かるでしょう。もし伝
道に出られないとしても，皆さんの前にあ
る気高い務めにおいて自分はあまり重要
な存在ではないと思わないでください。
主は御自分を愛する者への思いやりにあ
ふれた御方であり，皆さんのために別の
扉を開いてくださるでしょう。

自分はもう伝道に出られる年齢ではな
いのではないかと思う人がいるかもしれま
せん。わたしの中国人の友人は，20 代半

ばのときにカンボジアで教会に出会いま
した。そして自分も伝道を考えるべきな
のだろうかと思いました。祈り，ビショップ
と話した後，彼は召しを受け，ニューヨー
ク市で気高く奉仕しました。もし年齢に
ついて心配しているなら，祈り，ビショップ
と話してください。ビショップが導いてく
れることでしょう。

すべての宣教師の 50 パーセントは自国
で伝道します。これはもっともなことです。

「すべての人が自分の言葉と自分の言語
で完全な福音を聞くであろう」と，主は約
束しておられます。20 皆さんは預言によっ
て召され，最も必要とされる場所で働くこ
とでしょう。

わたしは世界各地の宣教師に会うのが
大好きです。最近，オーストラリア・シド
ニー伝道部を訪問したとき，だれに会った
と思いますか。ニュージーランドラグビー
界の伝説的人物，シドニー・ゴーイング長
老です。現在 67 歳のシドは，再び宣教師
となっていました。ただし今回は彼自身
が選んだ同僚，コリーン・ゴーイング姉妹
と一緒です。ゴーイング長老は，彼らが教
えたある家族について話してくれました。
両親は教会員でしたが，長年教会に活発
ではありませんでした。ゴーイング長老と
姉妹はこの家族の信仰が再び強くなるよ
うに助けました。ゴーイング長老は，バプ
テスマフォントでその家族の父親の隣に
立ったときに感じた力，今では神権を持
つ長男が弟と妹にバプテスマを施したと
きに感じた力について語ってくれました。
そして永遠の命を目指して一つになってい
る家族を見る喜びを伝えてくれました。21

皆さんに向けて大管長会は次のように
述べています。
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「皆さんは優れた霊の持ち主であり，大
きな機会と責任が待ち受け，そのために
誘惑も大きいこの時期に地上に生を受け
ました。

……わたしたちは皆さん一人一人のた
めにお祈りしています。どうか……皆さ
んの前途に待つ大きな務めを果たすこと
ができ〔ます〕ように……。皆さんが神
の王国建設という責任を果たすふさわし
さを身に付け，〔また熱意をもって，〕救い
主の再臨にこの世を備えさせることがで
きますように，お祈りします。」22

わたしは 救 い主の 再 臨を描 いたハ
リー・アンダーソンの絵が大好きです。こ
の絵は，主が尊厳と力を帯びておいでに
なることを思い出させてくれます。そのと
きには，地上と空で驚くべき出来事が起
こるでしょう。23

救い主の来臨を待つ人々は「〔主〕を待
ち望〔み〕」ます。そして主は「わたしは
来る」と約束しておられます。義人は「天
の雲の中に，力と大いなる栄光とをまとっ
て，すべての聖なる天使たちとともにい
る」主を見るでしょう。24 「一人の天使が，
ラッパを吹き鳴らして……聖徒たちは〔地
の四方から出て来〔て〕25〕主に会うため
に引き上げられる」でしょう。26 「眠ってい
た」人々，つまりすでに亡くなったふさわ
しい聖徒たちも「〔主〕に会うために出て
来る」でしょう。27

聖文にはこう記されています。「主は
……山の上に足を置〔き〕」28「声を発し，
地の果てに至るすべての者がそれを聞
く。」29

若い神権者である兄弟の皆さん，わた
しはこの崇高な出来事が荘厳なものであ
ること，そして何よりも，それが確かに起
こることを証します。救い主は生きておら
れます。主は地上に戻って来られます。
幕のこちら側にいようと向こう側にいよう
と，皆さんもわたしも主の来臨を喜ぶで
しょう。そして，主が戻って来られるとき
に向けてこの世を備える手助けをし，神聖
な義務を果たすために，主が自分をこの時

代に地上に送ってくださったことを，わたし
は感謝するでしょう。イエス・キリストの
御名により，アーメン。■
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七十人会長会
スティーブン・E・スノー長老

わたしたち家族はユタ州南部の高
地にある乾燥地帯で育ちました。
ほとんど雨が降りません。人々

は夏の暑さに向けて十分な雨が降ること
を心から願います。現在もそれは同じで
すが，当時のわたしたちは雨が降るのを
望み，そして祈り，干ばつがひどくなると
断食しました。

一つの物語を紹介します。あるおじい
さんが 5 歳の孫を連れて町を散歩してい
ました。そして，大通りで小さな食料品店
の前まで来たので，炭酸の入った冷たい
飲み物を買うことにしました。そこへほか
の州から来た車が通りかかり，おじいさん
のそばまでやって来ました。運転してい
た人は空に浮かぶ小さな雲を指して尋ね
ました。「雨が降るのでしょうかね。」

おじいさんは答えました。「降ってくれ
るといいのだが。わたしは見たことがあ
るのだが，小さな子供たちにも雨を見せて
あげたいと思ってね。」

希望はわたしたちの日常生活を豊かに
する感情です。希望とは「あることが最
善の形で実現する……という気持ち」と
定義されています。希望を持っていると，

「願望とある程度の確信を抱いて……待
ち望み」ます（dictionary.reference.com　
/browse/hope）。したがって，未来の出
来事を固く信じで待ち望むときに，希望は
わたしたちの生活に一定の落ち着きを与
えてくれます。

時に人は，ほとんどあるいはまったく支

配できないことについて希望を抱きます。
晴天を望むこともあれば，春が早くやって
来ることを願うこともあります。また，好
きなスポーツチームがワールドカップ，
スーパーボウル，ワールドシリーズで勝つ
ことを望みます。

このような希望は生活に彩りを与えてく
れますが，時折普通でない，さらには迷
信的な行動につながることがあります。
例えば，わたしの義理の父は大のスポー
ツファンで，好きなバスケットボールチー
ムの試合が放送されるときに自分が観て
いないと，勝つことが多いと固く信じてい
ます。わたしは 12 歳のとき，野球のリト
ルリーグの全試合において優勝したいと
いう希望を抱き，同じ靴下を洗濯せずに
履くことを決めていました。母からは，そ
の靴下を裏口に出しておくように言われて
いました。

このほかにも，希望は夢をもたらし，そ
れがわたしたちの心をかき立て，行動につ
ながっていきます。学校で成績を良くし
たいと望んでいるとすれば，熱心に勉強
し，犠牲を払うことによってその希望はか
なえられます。チームが試合に勝つこと
を望んでいるなら，その希望は不断の練
習，献身，チームワーク，そして最終的な
成功へと結びついていきます。

ロジャー・バニスターはイギリスの医学
生で，大きな希望を抱いていました。 1 マ
イル（1.6 キロメートル）競走で 4 分を切
る前人未到の世界記録を作りたいと考え

ていました。 20 世紀前半の時代，陸上
競技に関心を持つ人たちは，4 分の壁が
破られる日を待ち望んでいました。長年
にわたって，多くの一流選手がもう少しの
ところまで来たのですが，4 分の壁は依
然として崩されませんでした。バニスター
は世界記録を打ち立てるという目標を実
現するために意欲的なトレーニング計画
を立て，その実行に全力を注ぎました。
スポーツ界の一部では 1 マイル 4 分を破
ることに疑問を持ち始める人もいました。
専門家たちは，そのような速度で長い距
離を走ることが人の体には物理的に不可
能だと言うようになりました。 1954 年
5 月 6 日，曇り，ロジャー・バニスターは
最大の夢を実現しました。 3 分 59 秒 4  
でゴールに飛び込み，世界新記録を樹立
したのです。 4 分を切って 1 マイルを走
り抜くという彼の希望は，一つの夢とな
り，トレーニング，努力そして献身によって
達成されました。

希望は夢を与え，その夢の実現を促し
ます。しかし，希望だけでは成功に至り
ません。多くの立派な希望が達成されな
いまま消えています。志はすばらしくても
怠惰が障害となって実現しないのです。

親の持つ最大の希望は子供に向けられ
ます。子供たちが成長して，責任ある義
にかなった生活をするよう望みます。わた
したち親が模範的な行動を取らなけれ
ば，そのような希望も簡単についえてしま
います。希望するだけでは子供たちは義
にかなって成長しないのです。家庭の夕べ
や家族のふさわしい活動で子供たちと一
緒にいる時間を作らなければなりません。
祈ることを教え，聖文を一緒に読み，福音
の大切な原則を教えなければなりません。
そのようにして初めて，心底望んでいるこ
とが実現するのです。

希望を絶望に変えてはなりません。使
徒パウロは「望みをもって耕〔す〕」べき
であると記しました（1コリント 9：10）。
希望を持つことは生活を豊かにし，未来
に目を向けさせてくれます。作物を植える

希 望
贖
しょく

罪
ざい

への希望は，わたしたちに永遠の見識を与えてくれます。
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ために畑を耕すのであれ，生活を切り開く
のであれ，末日聖徒であるわたしたちは
希望を持たなければなりません。

イエス・キリストの福音において，救い
主の贖罪を通して永遠の救いを得る信者
の願いが希望となります。

これこそわたしたちが皆持たなければ
ならない希望であり，わたしたちをこの世
と分け隔てるものです。ペテロは初期の
時代にキリストに従った人々に勧告して，

「あなたがたのうちにある望みについて説
明を求める人には，いつでも弁明のできる
用意をしていなさい」と言いました（1 ペ
テロ 3：15）。

贖罪への希望は，わたしたちに永遠の
見識を与えてくれます。このような見識を
持つことにより，この世と現在を超えて永
遠の未来を考えることができます。目まぐ
るしく変わる社会の期待という限られた
境界に捕らわれてはなりません。わたし
たちは家族や愛する人と結び固められる
日の栄えの栄光を自由に待ち望むことが
できます。

福音において，ほとんどの場合に希望
は信仰と慈愛に結びついています。ディー
ター・Ｆ・ウークトドルフ管長はこのよう
に教えています。「希望は三脚いすの脚
の一つです。信仰と慈愛とともに，この
3 つはわたしたちの生活を安定させます。
困難や試練に遭遇しても倒れることはあ

りません。」（「希望という無限の力」『リア
ホナ』2008 年 11 月号，21）

モロナイはモルモン書の最後の章で次
のように記しています。
「したがって，信仰がなければならない。

もし信仰がなければならないとすれば，
希望もまたなければならない。そして，もし
希望がなければならないとすれば，慈愛
もまたなければならない。

あなたがたに慈愛がなければ，あなた
がたは決して神の王国に救われない。ま
た，信仰がなければ神の王国に救われな
いし，また希望がなければ救われない。」

（モロナイ 10：20 －21）
ラッセル・M・ネルソン長老はこのよう

に教えています。「信仰はイエス・キリスト
を基盤としています。希望は贖罪を中心と
しています。慈愛は『キリストの純粋な
愛』に表されています。これら 3 つの特質
はケーブルのより線のように結びついている
ため，必ずしも正確に区別できないことがあ
ります。これらは一体となってわたしたちを
日の栄えの王国に結びつけているのです。」

（“A More Excellent Hope,”Ensign，
1997 年 2 月号，61）

ニーファイは自分の記録を閉じるに当た
り，イエス・キリストについて預言しました。

「したがって，あなたがたはこれからもキ
リストを確固として信じ，完全な希望の輝
きを持ち，神とすべての人を愛して力強く

進まなければならない。」（2 ニーファイ
31：20）

ニーファイが述べたこの「完全な希望
の輝き」とは贖罪への希望，つまり救い
主の犠牲によって可能となった永遠の救
いへの希望を指しています。この希望に
より，あらゆる時代の人々が驚くべきこと
を行いました。古代の使徒たちは各地を
巡って，救い主を証

あかし

し，最終的に主の業に
命をささげました。

この神権時代では，初期の教会員の多
くが故郷を離れ，希望と信仰に胸を膨ら
ませて大平原を横断し，ソルトレーク盆地
へと向かいました。

1851 年，67 歳の寡婦メアリー・マリー・
マードックはスコットランドで教会に加わ
りました。身長 140 センチ，体重 41 キロ
あるかないかの小柄な体格にもかかわ
らず，彼女は 8 人の子供を産み，そのう
ち 6 人は成人するまで生きました。子供
や孫たちはその小柄な体格のために彼女
を「小さいおばあちゃん」と親しみを込め
て呼びました。

息子のジョン・マードックと妻は教会に
入り，二人の幼い子供とともに 1852 年に
ユタ州に向かって出発しました。自身の
家族の貧困にもかかわらず，ジョンは 4 年
後に，ソルトレーク・シティーの家族のも
とへ来るようにと母親に必要な旅費を送
りました。メアリーは自分の小さな体より
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中央若い男性会長会第一顧問
ラリー・M ・ギブソン

我が家の息子の一人は，12 歳のと
きにウサギを育てることにしま
した。わたしたちは小屋を作り，

大きな雄を 1 羽と雌を 2 羽，近所の人から
もらいました。わたしはその後に起きる
事態をまったく想像していませんでした。
間もなく，小屋は子ウサギでいっぱいに
なったのです。息子が成人した今，ウサ
ギの数がどのようにコントロールされてい
たのか，その驚くべき実態を伝えなけれ
ばなりません。実は時々，近所の犬が小
屋の中に入り込んで群れの数を減らして
いたのです。

息子が兄や弟たちとウサギを見守る姿
を見て，感銘を受けました。現在，夫や父
親となった彼らは，ふさわしい神権者とし
て自分自身の家族を愛し，強め，見守って
います。

アロン神権を持つ若い男性の皆さん
が，家族や定員会の会員，その他多くの人
を含め，周囲の人々を見守り，支え，強め
ている姿を見るとき，わたしは心を打たれ
ます。皆さんをとても愛しています。

最近，13 歳の若い男性が執事定員会
会長として任命されるのを見守りました。
任命の後，ビショップは彼と握手をして

「会長」と呼び，定員会の会員にこのよう
に説明しました。「わたしが彼を会長と
呼んだのは，その召しの神聖さを強調す
るためです。執事定員会会長はワードの
中で会長会の鍵を持つたった 4 人のうちの

1 人です。会長はその鍵を用いて，顧問と
ともに主の霊感の下で定員会を導きます。」  
このビショップは，聖なる神権の鍵を持っ
て行使する会長に導かれる会長会の力を
理解していました（教義と聖約 124：142
－143 参照）。

わたしは後でこの若い男性に，この偉大
な定員会を管理する準備はできているか
尋ねました。彼は次のように答えました。

「緊張しています。執事定員会会長の仕
事を知りません。教えてくれますか。」

わたしは，すばらしいビショップリックと
アドバイザーたちがいることを伝えました。
彼らはこの若い男性が，立派な，力強い神
権者になるのを助けるでしょう。彼の持
つ聖なる会長会の鍵を，彼らが尊重してく
れることをわたしは知っていました。

わたしは次にこう尋ねました。「主が
導きを与えずに，この大切な召しにあなた
を任じられると思いますか。」

彼は考え込んで，このように答えました。
「どうやって導きを受けますか。」

少し話し合っているうちに，彼は聖文や
生ける預言者の言葉，祈りの答えから導
きを受けられることに気づきました。わた
したちは，彼の新しい召しにかかわる責
任を知るために役立つ聖句をまず見つけ
ることにしました。

わたしたちは教義と聖約第 107 章 85
節を開きました。そこには，執事定員会
会長は定員会の会員とともに会議の席に

アロン神権の聖なる鍵
か ぎ

主は，すべてのアロン神権者が，まず自分の家族から始めて，すべ
ての人をキリストのみもとへ来るように招くことを望んでおられます。

もはるかに大きな希望を抱いて，73 歳で
ユタ州に向かう苦難の旅に出発しました。

大西洋を無事に渡った彼女は，悲運の
マーティン手車隊に合流しました。手車
を引いたこの開拓者隊は 7 月 28 日に西
部に向かって出発しました。一行が受け
た苦難については周知のとおりです。総
勢 576 人のうち約 4 分の 1 がユタ州に到
達することなく命を落としました。積雪の
ために立ち往生した聖徒たちを捜索する
ため，ブリガム・ヤング大管長が幌

ほろ

馬車と
物資を派遣するために組織した救助隊が
来なかったら，さらに多くの犠牲者が出
ていたことでしょう。

メアリー・マードックは 1856 年 10
月 2 日，ネブラスカ州のチムニーロック付
近で亡くなりました。旅の疲労，過酷な天
候，苦難に屈したのです。聖徒たちが遭
遇した自然の猛威にそのひ弱な体では堪
えることができませんでした。迫り来る死
を前にして横たわりながら，彼女はユタ州に
いる家族に思いをはせました。この信仰篤

あつ

い開拓者の女性が最後に発した言葉は，
「わたしはシオンに顔を向けて死んだとジョ
ンに伝えてください」でした。（ケニス・W・
マーレル，Scottish Shepherd: The Life 
and Times of John Murray Murdoch, 
Utah Pioneer〔2006 年〕，34 ，39，54 ，
77，94 － 97，103 ，112 －113 ，115）

メアリー・マリー・マードックは雄々し
く西部に向かった多くの初期の開拓者が
持っていた希望と信仰の模範です。今

こん

日
にち

の霊的な旅にも初期の開拓者と同じ希望
と信仰が求められます。わたしたちが遭
遇する試練は彼らと同じではないかもし
れませんが，その過酷さは変わりません。

わたしたちの抱く希望が義にかなった
夢を実現するものとなるよう祈っています。
特に，贖罪への希望により信仰と慈愛が
強められ，将来に対して永遠の見識を持
つことができますように。わたしたちが
皆，「完全な希望の輝き」を持つことがで
きるよう，イエス・キリストの御

み

名
な

により
お祈りします，アーメン。■
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着き，義務を教えるとあります。わたした
ちが注目したのは，定員会がクラスである
だけでなく，若い男性の評議会でもあり，
会長の指示の下で互いに強め合い，教化
し合うべきであるということでした。わた
しは彼が，主の霊感に頼り，執事たちにそ
の義務を教えながら聖なる召しを尊ぶ，
すばらしい会長になる確信があることを
伝えました。

わたしは次にこう尋ねました。「執事
に義務を教えるべきであることは分かっ
たと思いますが，その義務が何か知って
いますか。」

わたしたちは再び聖典を開き，次のこと
が分かりました。

1．執事は教会員を見守り，教会の常
任教導者となるように任じられます（教義
と聖約 84：111 参照）。

教会の基本単位は家族なので，アロン
神権者がこの職務を果たせる最も大切な
場所は，自分の家庭です。彼は父親と母
親が家族を導く際に，神権者として奉仕
します。また，自分のきょうだい，定員会
の若い男性，そしてワードのほかの会員を
見守ります。

2 ．必要であれば，執事は，教師が教
会におけるすべての職務を果たすのを助

けます（教義と聖約 20：57 参照）。
執事が教師の職務を手伝うとすれば，

執事は教師の義務を知らなければならな
い，とわたしたちは判断しました。聖文を
調べ，すぐに教師の職務を 12 以上見つけ
ました（教 義と聖 約 20：53 － 59；84：
111 参照）。すべての若い男性が，またそ
の父親，アドバイザー，そしてわたしたち全
員が，この若い男性とまったく同じことをし
たら，とても力強い経験をするでしょう。
すなわち，聖文を開いて，自分の義務を調
べるのです。見いだす事柄に多くの人が
驚き，霊感を受けることでしょう。『神へ
の務め』は，アロン神権の義務について
有益な概要が記されている，霊的に進歩
するためのすばらしい資料です。常に使
用することを強く勧めます。

3 ．執事と教師はまた，「警告し，説き
明かし，勧め，教え，またキリストのもとに
来るようにすべての人を招かなければ」な
りません（教義と聖約 20：59。祭司につ
いては 46 ，68 節参照）。

多くの若い男性が，伝道生活は 19 歳に
なって宣教師訓練センターに入るときに
始まると思っています。聖文から，伝道は
それよりずっと前から始まることが分かり
ます。主は，すべてのアロン神権者が，ま

ず自分の家族から始めて，すべての人を
キリストのみもとへ来るように招くことを
望んでおられます。

次に，彼が，すなわち彼だけが定員会
の管理役員であることを理解できるよう
に助けるため，わたしはこの若い会長に
教義と聖約第 107 章 85 節に書かれてい
る最初の義務を 3 回読むことを提案しま
した。彼は「十二人の執事を管理し」と
読みました。「会長としてのあなたの義務
について，主は何とおっしゃっていますか」
とわたしは尋ねました。

彼はこう語りました。「これまで話をし
ながら，幾つかのことが思い浮かびました。
天のお父様は 12 人の執事の会長になる
ように望んでおられます。来ているのは
5 人で，その中の 1 人は時 し々か来ません。
どうすれば 12 人になりますか？」

実はわたしはこの聖句を彼のような見
方で解釈したことがありませんでした。
しかし彼はわたしにはない鍵を持ってい
ました。わたしは 13 歳の執事定員会会
長から，知性や背丈，年齢に関係なく，会
長会の聖なる鍵を持つ者に伴う啓示の力
について教えられました。

わたしは答えました。「分かりません。
あなたはどう思いますか。」
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彼はこう言いました。「彼が毎週来ら
れるように助ける方法を考えなければな
りません。定員会にいるべき人があと
2 人いるのは知っていますが，来ていない
し，彼らのことを知りません。まずぼくが
1 人と仲良くなって，顧問にほかの人と仲
良くなってもらえるかもしれません。これ
で全員が来れば 7人になりますが，あと
5 人はどうしましょう？」
「分かりません」とわたしは答えました。

「でも，その兄弟たちが定員会に来ること
を天の御父が望まれるなら，御父は御存
じです。」
「それなら，会長会や定員会として祈っ

て，何をするべきか知る必要があります。」  
そして，彼はこう尋ねました。「会員でな
い人も含めて，ワードの中の，執事の年齢
の男子全員に対する責任がぼくにありま
すか。」

わたしは驚きながらこう言いました。
「主の目から見て，ビショップはワードにい
る会員だけに責任がありますか。それと
もワードの区域内に住む，すべての人に責
任がありますか。」

この若い「常任教導者」は悟りました。
すべての執事，教師，祭司に与えられた，
教会を見守り，キリストのみもとへすべて
の人を招く役目について認識したのです。

教会のすばらしい若い男性や女性につい
て考えるとき，ある聖句が思い浮かびます。
モロナイがジョセフ・スミスに，それは

「まだ成就していないが，間もなく成就す
る」と告げた聖句です（ジョセフ・スミス
―歴史 1：41）。「その後わたしはわが霊
をすべての肉なる者に注ぐ。あなたがた
のむすこ，娘は預言をし，……あなたがた
の若者たちは幻を見る。」（ヨエル 2：28）

この若い会長の頭に「思い浮かんだ」
ことは，天の御父がその定員会に望んで
おられる姿でした。定員会の活発な会員
を強め，苦闘している者を救出し，キリス
トのみもとにすべての人を招くうえで必要
な啓示でした。霊感を受けた彼は，主の
御
み

心
こころ

を実行する計画を立てました。
主はこの若い会長に，「神権」とは人に

手を差し伸べて仕えることを意味すると
教えられました。愛する預言者トーマス・
S・モンソン大管長はこのように説明して
います。「神権は，実際のところ，賜

たま

物
もの

と
いうよりもむしろ，委託された奉仕の務
め，支え励ます特権，人の生活を祝福す
る機会です。」（「聖なる神権の義務」『リ
アホナ』2006 年 5 月号，57）

奉仕，すなわち救い主が示されたよう
な人々への奉仕は，神権の基礎そのもの
です。この神権が主の神権であり，わた
したちが主の用向きを受けていること，そ
して主が忠実な神権の奉仕の方法をすべ
ての神権者に示されたことを証

あかし

します。
すべての執事，教師，祭司の定員会会

長会に，その定員会に対する主の御心を
知るために定期的に相談し，学んで祈り，
行って行うように勧めます。義務を定員

会の会員に教える際に『神への務め』を
活用してください。すべての定員会会員
に，定員会会長を支持し，神権にかかわる
すべての義務を学び，義にかなった方法
で果たすために会長の勧告を求めるよう
に勧めます。そしてわたしたち一人一人
に，これらのすばらしい若い男性を主と同
じ目で見るように勧めます。彼らはこの地
上と現代において主の王国を築き，強め
るための強力な人材なのです。

すばらしい若い男性の皆さんは，ペン
シルベニア州ハーモニー近くでバプテスマ
のヨハネによってジョセフ・スミスとオリ
バー・カウドリに回復されたアロン神権を
保持しています。この神権には天の御父の
すべての子供たちが御子イエス・キリスト
のみもとに来て従うための扉を開ける，聖
なる鍵があります。すなわち，「悔い改め
とバプテスマと罪の赦

ゆる

しの福音」と，毎週
行う聖

せい

餐
さん

の儀式，そして「天使の働き」
を通して扉を開けるのです（教義と聖約
13：1；ジョセフ・スミス―歴史 1：69）。
皆さんはまさに，いつでも，どのような所に
いても，清くてふさわしい，忠実な神権者で
なければならない「教導者」なのです。

なぜでしょうか。愛する大管長会が
『神への務め』で皆さんに述べている言
葉を聞いてください。
「あなたはアロン神権の儀式を執り行う

権能を持っています。……あなたは周り
の人々の生活に大きな祝福を与えることで
しょう。……

天の御父はあなたを深く信頼しておら
れて，あなたが果たすべき大切な使命を
用意しておられます。」（『神への務めを果
たす』―アロン神権者用，5）

これらの言葉が真実であることを知っ
ています。そしてわたしたち一人一人が同
じ証を持てるように願っています。これら
をわたしたちが持つ神権を託してくださっ
た御方，イエス・キリストの聖なる御

み

名
な

に
より話します，アーメン。■
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大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

かつて豪華客船で地中海を旅す
ることを生涯の夢としていた男
性がいました。ローマ，アテ

ネ，イスタンブールの通りを歩くのが夢で
した。可能なかぎり節約して，ついに船
に乗れるだけの資金がたまりました。お
金に余裕がなかったので，余分に用意し
たスーツケースに豆の缶詰やクラッカーの
箱，粉末レモネードの袋をいっぱい詰め
て持って行き，毎日それを食べました。

船で用意されていたたくさんの活動に，
できることなら喜んで参加したいところで
した。ジムで運動したり，ミニチュアゴル
フをしたり，プールで泳いだり。映画や
ショー，文化交流イベントに行く人々をう
らやましく思いました。そして，ああ，船
で見た見事な料理を一口でいいから食べ
てみたいと，どんなに思ったことでしょう。
食事は毎回祝宴のようでした。でも男性
はできるかぎりお金を使いたくなかった
ので，活動にも食事にも一切参加しません
でした。ずっと訪れたかった町を見るこ
とはできましたが，旅の大半を自分の船
室で過ごし，食事も持参した質素な食べ
物だけで済ませました。

船旅の最終日のことです。乗務員から
どのお別れパーティーに出席したいかを
尋ねられました。このとき初めて，男性は

その体が更新され」5 ，最終的に「〔御〕父
が持っておられるすべて」6 を受けることが
できます。これは容易に理解できないかも
しれませんが，神権はすばらしいものであ
り，わたしはそれが真実であることを証

あかし

しま
す。

天の御父がこの力と責任を人に託してお
られることは，御父がわたしたちを深く愛し
ておられる証拠であり，また，わたしたちが
神の息子として秘めている，後の世での可
能性をあらかじめ示すものでもあります。

それにもかかわらず，わたしたちの行動を
見ると，わたしたちはこの可能性をほとんど
発揮せずに生活しているように思えること
があまりにも頻繁にあります。神権につい
て尋ねられれば，わたしたちの多くは正しい
定義を暗唱できます。しかしわたしたちの
日々の生活の中には，暗唱した言葉以上に
わたしたちが神権について理解しているこ
とを示す証拠がほとんど見られないかもし
れません。

兄弟の皆さん，わたしたちは選択を迫ら
れています。神権者としてできる一部の限
られた経験で満足し，特権をほとんど生か
さずに妥協することもできます。または，霊
的な経験をする機会という豊かなごちそう
と，大きな神権の祝福にあずかることもでき
るのです。

秘めている可能性を発揮するために何がで
きるでしょうか

聖文に記されている言葉や総大会で語ら
れる言葉は，「自分たちに当てはめる」ため
のものです。7 ただ読んだり聞いたりするた
めのものではありません。8 非常によくある
ことですが，わたしたちは集会に出席し，話
にうなずきます。承知しているというふうに
ほほえんで同意することもあるでしょう。な
すべき事柄を書き留めて，「実行しよう」と
思うかもしれません。ところが，話を聞いて
スマートフォンにメモしてから実際に行うま
でのどこかで，「実行」のスイッチが「後で」
に切り替わってしまうのです。兄弟の皆さ
ん，「実行」のスイッチをいつも必ず「今」の

お別れパーティーだけでなく，船内でのほ
とんどすべてのものが，つまり食事も娯楽
活動も，すべてのものが，チケットの料金
に含まれていたことを知りました。男性は
自分の特権をほとんど生かさずに過ごし
ていたことを知ったのです。でももう遅す
ぎました。

このたとえが問いかけていることはこう
です。神の神権を持つわたしたちには神
聖な力，賜

たま

物
もの

，祝福という機会と権利が与
えられていますが，わたしたちは神権者と
して自分の特権を生かさずに生活しては
いないでしょうか。

神権の栄光と偉大さ
わたしたちは皆，神権が単なる名称や

肩書きをはるかに超えたものであることを
知っています。預言者ジョセフ・スミスは
次のように教えています。「神権は永遠の
原則であり，日の初めもなく年の終わりも
なく，……神とともに永遠から永遠にわ
たって存在するものです。」1 神権は「神
の知識の鍵

かぎ

」2 を持ちます。実際，神権に
よって「神性の力が現れる」3 のです。

神権がもたらす祝福はわたしたちの理
解力を超えたものです。忠実なメルキゼ
デク神権者は「神の選民となる」4 ことが
できます。彼らは「御

み

霊
たま

により聖
きよ

められて

あなたの可能性， 
あなたの特権
聖文を読み，全身全霊を傾けて預言者の言葉に耳を傾けるなら，
主が神権の特権を生かして生活する方法を教えてくださるでしょう。
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位置に合わせましょう。
聖文を読み，全身全霊を傾けて預言者

の言葉に耳を傾けるなら，主が神権の特
権を生かして生活する方法を教えてくださ
るでしょう。御霊の導きを実行するため
の行いを何もせずに一日を終えることの
ないようにしてください。

1．取扱説明書を読む
もし皆さんが世界最先端の高価なコン

ピューターを持っていたとしたら，ただ机
に飾るだけにしておくでしょうか。見た目
もすばらしいかもしれませんが，きっとたく
さんの可能性を秘めていることでしょう。
ただし，取扱説明書を研究し，ソフトウェ
アの使い方を学び，電源を入れて初めて，
その秘めた力を十分に利用することがで
きます。

神の聖なる神権にも，取扱説明書があ
ります。聖文と手引きを，これまで以上に
目的を持ちさらに焦点を絞って読むと決
意しましょう。 まず 教 義と聖 約 の 第
20 章，84 章，107 章，121 章を読み返す
ことから始めましょう。神権の目的と，そ
の秘めた可能性と実際の用途について研
究すればするほど，その力に驚くことで
しょう。そして，その力を受け，その力を
用いて家族や地域社会や教会を祝福する
方法を御霊が教えてくれるでしょう。

わたしたちは一つの民として，当然なが
ら，この世の学問や職業において進歩成
長することを重視しています。学問や職
業上の技能に秀でた者となることを望ん
でいますし，そうならなければなりません。
皆さんが教育を受け，自分の分野の専門
家になるために熱心に努力していること
をたたえます。そして同時に福音の教義，
特に神権の教義の専門家にもなるように
お勧めします。

わたしたちは世界の歴史におけるどの
時代よりも，聖文と現代の預言者の言葉
を容易に手にできる時代に生きています。
しかし，実際にその教えに手を伸ばしてつ
かむことはわたしたちの特権また義務で

あり，それはわたしたちの責任なのです。
神権の原則と教義は壮大で崇高なもの
です。神権の教義とその秘めた力につい
て研究すればするほど，また神権を実際
の用途に応用すればするほど，心が広が
り，理解力が増すでしょう。そして主がわ
たしたちのために何を備えてくださってい
るかを知ることができるでしょう。

2．御霊の啓示を求める
イエス・キリストと回復された主の福音

についての確かな証を得るには，知識以
上のものが必要です。福音の原則を正直

かつ熱心に応用することによって裏づけ
られた，個人の啓示を受ける必要がある
のです。預言者ジョセフ・スミスは，神権
は啓示を受ける経路であると説明してい
ます。「この経路を通じて，全能者はこの
世の創造の初めに御自分の栄光を現し始
められました。またこれを通じて，神は現
在に至るまで人の子らに御自身を現してこ
られ〔ました〕。」9

もしこの啓示の経路を求めて使うとい
う経験がないなら，わたしたちは神権の
特権を生かさずに生活しています。例え
ば，信じていても，気づいていない人がい
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ます。長い期間にわたって静かな細い声
により様々な答えを受けているのに，その
霊感が非常に小さく取るに足りないもの
のように思われるため，ありのままに認め
ることができないのです。その結果，疑
いの心が邪魔をして，神権者に秘められ
た可能性を発揮できずにいるのです。

啓示と証は必ずしも圧倒的な力をもっ
て与えられるわけではありません。多くの
場合，証はゆっくりと，一度に一かけらず
つ与えられます。非常に少しずつ与えら
れるために，福音が真実だと実際に知っ
た瞬間をはっきり思い出すのが難しいこと
もあります。主はわたしたちに「ここにも
少し，そこにも少しと，教えに教え，訓戒
に訓戒を」与えてくださるのです。10

ある意味で，わたしたちの証は転がるご
とに大きくなっていく雪玉に似ています。
最初はかすかな光から始まります。信じよ
うとする望みを持つだけかもしれません。
それから徐々に，「光は光に結びつき」11 ，

「光を受け，神のうちにいつもいる者は，
さらに光を受け〔ます〕。そして，その光
はますます輝きを増してついには真昼とな

〔り〕」12 ，「定められたときに〔わたしたち
は〕父の完全を受け〔る〕」13 のです。

地上での限りある力を超えて，理解の目
が開かれ，日の栄えの源から光と知識を
受けることが何と栄えあることであるか
を考えてみてください。神権を持つ者とし
て，わたしたちは個人の啓示を求め，聖な
る御霊の確かな証によって自分で真理を

知る方法を学ぶ特権と機会が与えられて
いるのです。

霊感の光を熱心に求めましょう。わた
したちの特定の状況や問題，神権の義務
について聖なる御霊の神聖な導きを受け，
それに気づくことができるように，わたし
たちの思いと心に信仰の火種を授けてく
ださるよう，主に嘆願しましょう。

3．神権の務めに喜びを見いだす
航空機パイロットとしての経歴の中で，

わたしはほかのパイロットの技能の審査
と訓練を担当する機会がありました。仕
事の一つは，経験豊かなパイロットの訓
練と試験を行い，巨大なジェット機を安全
に効率よく操縦するのに必要な知識と技
術があるかどうか確認することでした。

パイロットの中には，長年にわたって仕事
で空を飛んでいても，大空へ昇って行くと
きの感動，「無愛想な大地の束縛を逃れ，
陽気な銀色の翼に乗って大空を舞う」14

ときの感動を少しも失っていない人がいま
した。彼らは激しく流れる空気の音，力
強くうなるエンジンの音，「風と一つにな
り，前方に広がる暗い空と星たちと一つに
なる」15 感覚をこよなく愛していました。
その熱意は周囲の人も熱くするほどで
した。

ただ機械的に働いているだけのように
思われる人も何人かいました。彼らは
ジェット機の装置や操縦方法は習得して
いましたが，「ひばりや，わしさえも飛んだ

ことのない」16 大空を飛ぶ喜びをいつの
間にか失ってしまっていました。海や大
陸を渡って行くうちに，輝く日の出，神の
創造物の美しさに畏

い

敬
けい

の念を抱くことが
なくなってしまっていました。所定の要件
を満たしていればわたしは資格を認めま
したが，同時に気の毒にも思いました。

皆さんも，自分は神権者としてただ機
械的に働いていないだろうかと自問してみ
るとよいでしょう。期待されていることを
行ってはいるものの，得るはずの喜びを得
ていないことはないでしょうか。神権を
持つわたしたちには，アンモンが次のよう
に言い表した同じ喜びを感じる機会がた
くさんあります。「大いに喜んでよいので
はないだろうか。……わたしたちは神の
御
み

手
て

に使われる者となって，この大いなる
驚くべき業を行ってきた。だから，わたし
たちは誇って喜ぼう。まことに，主を誇っ
て喜ぼう。まことに，わたしたちの喜びは
満ちているので，喜びを味わおう。」17

兄弟の皆さん，わたしたちの宗教は喜
びに満ちたものです。神の神権を持つわ
たしたちはこの上なく祝福されています。
詩篇には次のように書かれています。「祭
の日の喜びの声を知る民はさいわいです。

ルーマニア・ブカレスト
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主よ，彼らはみ顔の光のなかを歩み〔ま
す。〕」18 求めさえするならば，わたしたち
はそのような大きな喜びを味わうことが
できるのです。

わたしたちは神権の実際の務めを日常
的に果たすことによって得られる喜びを
味わっていないことが多すぎます。時に
割り当てが重荷のように感じられること
があります。兄弟の皆さん，疲れと不安と
不平という 3 つの否定的なものに埋もれ
て生活することのないようにしましょう。
この世の障害物に妨げられるままに，特
に自分自身の家庭の中で，忠実に神権の
務めを果たすことで得られる豊かな喜び
を得ていないとき，わたしたちは自分の特
権を生かさずに生活しています。神が神
権を持つ忠実な僕

しもべ

に豊かに与えてくださ
る幸福と平安と喜びというごちそうにあ
ずかっていないとき，わたしたちは自分の
特権を生かさずに生活を送っています。

若い男性の皆さん，もし教会に早く来て
聖
せい

餐
さん

の準備を手伝うことを祝福よりも苦痛
のように感じるとしたら，つらい 1 週間を
過ごしたかもしれないワードの会員にとっ
てこの神聖な儀式がどのような意味を持
つかについて考えるようにお勧めします。
兄弟の皆さん，もしホームティーチングの
取り組みが効果的でないように思えるな
ら，主の僕の訪問は隠れた問題を抱えて
いる家族にとってどれほど有益であるか
を，信仰の目で見るようにお勧めします。
神権者として自分の奉仕の神聖な可能性
を理解するなら，神の御霊によって皆さん
の心と思いは満たされ，皆さんの目と顔
は輝くでしょう。

神権を持つ者として，主がわたしたちに
託してくださっているものがもたらす驚嘆
と畏敬の念に決して鈍感にならないよう
にしましょう。

結　び
愛する兄弟の皆さん，どうかわたしたち

が聖なる神権の教義を学ぶように熱心に
努め，御霊の啓示を受けることによって教

えに教えと少しずつ証を強め，日々の神権
の務めに真の喜びを見いだすことができ
ますように。これらのことを行うとき，わ
たしたちは神権者として自分の可能性を
発揮し特権を生かして生活し始め，「〔わ
たしたち〕を強くして下さるかたによって，
何事でもすることができる」19 ようになる
でしょう。このことを主の使徒として証
し，わたしの祝福を皆さんに残します。
イエス・キリストの聖なる御

み

名
な

により，
アーメン。■
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大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

神の神権者のこの集会に皆さんと
ともに集えることを感謝してい
ます。わたしたちは今夜多くの

異なる場所におり，また神権者としての奉
仕に携わっている場も様々です。しかし，
状況は様々に異なっていても，共通して必
要なものがあります。それは神権におけ
る自分の義務を学び，それを果たす力を
増すことです。

わたしは執事のときに，その必要性を
痛感しました。わたしは合衆国の東海岸
にあるニュージャージー州の教会の小さな
支部にいました。わたしは支部でたった
一人の執事でした。出席しているただ一
人の執事ではなく，会員記録上，唯一の
執事だったのです。兄のテッドはたった
一人の教師でした。彼は今晩ここに出席
しています。

わたしがまだ執事のときに，家族はユタ
州へ引っ越しました。そこには，神権にお
けるわたしの成長を促してくれた 3 つのす
ばらしいものがありました。第 1 は，定員
会の会員とともに評議会の席に着く方法
を知っていた会長の存在でした。第 2
は，イエス・キリストを信じる深い信仰で
あり，その信仰が，互いに深く愛し合うよ
うに導いてくれました。そして第 3 は，神
権の一貫した目的が人々の救いのために
働くことにあるという共通の確信です。

その違いをもたらしたのは，確立された
ワードではありません。皆さんがどこの

そして，何をなすべきかを彼が決めたと
き，御霊がわたしたちと彼にその決定を
確認してくれたように思われました。

今だから分かるのですが，会長は定員
会の会員とともに評議会の席に着かなけ
ればならないという聖文の意味を，当時
のわたしは感じていました。1 そして後
年，わたしが祭司定員会を担当するビ
ショップとなったとき，その祭司たちもわ
たしも，わたしが若いころ祭司として学ん
だことから教えを受けたのです。

20 年後，ビショップであったわたしは，
集会所でなく，山で評議会の効果を目にす
る機会がありました。土曜日の活動中に，
定員会の一人が一晩森の中で行方不明に
なりました。わたしたちの知るかぎり，彼
は独りぼっちで，温かい服も食べ物も，宿
る所もありませんでした。わたしたちは彼
を捜しましたが，見つかりませんでした。

わたしの記憶によれば，神権定員会と
わたしは一緒に祈り，それから一人ずつ話
すように言いました。わたしは熱心に耳
を傾けました。彼らも互いの話をよく聞い
ていたようです。しばらくして，わたした
ちは安らかな気持ちを感じました。行方
の分からない会員は安全で，どこかに身
を寄せていると感じました。

その状況で定員会が行うべきことと
行ってはならないことが，わたしにはっき
り分かりました。彼を見つけた人々から，
彼が無事に過ごした森の場所について聞
いたとき，わたしはそれを知っていたと感
じました。しかし，わたしにとってのもっ
と大きな奇跡は，結束した神権評議会の
イエス・キリストを信じる信仰の力が，神
権の鍵

かぎ

を持つ人に啓示をもたらすのを実
際に経験したことでした。その日，わたし
たちは全員，神権の力において成長した
のです。

成長や学習を促す第 2 の鍵は，深い信
仰から得られる互いに対する愛を抱くこ
とです。信仰と愛のどちらが先か定かで
はありませんが，神権者としてすばらしく，
速く成長し学習するときには，必ずその両

教会ユニットにいても，どこのワード・支
部でも得られるものでした。

これら 3 つのものは，ほとんど気づか
ないだけで，皆さんの神権定員会の中に
も存在しているかもしれません。成長す
る必要性を感じることなく，これらの助け
が見過ごされているかもしれません。い
ずれにしても，御

み

霊
たま

の助けがあって，皆さ
んにはっきりと，分かりやすく伝えられる
よう祈っています。

わたしが，神権による成長に役立つこ
れら 3 つの事柄について話す目的は，そ
の価値を理解し，それを取り入れるように
勧めることです。それを行えば，皆さんの
奉仕はさらに良いものに変わります。そし
て，それが大いなるものとなれば，皆さん
の神権による奉仕は，今想像している以
上に天の御父の子供たちに祝福をもたら
すことでしょう。

わたしは，会長であるビショップから祭
司定員会に歓迎されたとき，第 1のものに
気づきました。皆さんにはささいな，目立た
ないことと思われるかもしれませんが，わた
しは神権による力を感じ，以来神権による
わたしの奉仕は変わりました。ビショップ
の指導の仕方から始まったのです。

わたしの見解では，ビショップは，まる
でわたしたちが世界で最も賢い人である
かのように，若い祭司たちの意見を扱って
くれました。彼は，全員が話し終わるまで
待ってくれました。耳を傾けてくれました。

神権によって学ぶ
皆さんが神権の務めにおいて勤勉で従順であれば，霊的な知識
の宝が皆さんに注がれるでしょう。
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方があるようです。ジョセフ・スミスは模
範によってそのことを教えました。

この神権時代における教会の初期の時
代に，彼は神権者を強めるように神から
命じられました。そして神権者のために
塾を設けるよう指示されました。主は教
える者と教えを受ける者の間に互いに対
する愛があるようにという条件を定められ
ました。ここに，神権の学習の場を設け
ることと，そこで学ぶ人々はどのようでな
ければならないかについての主の御

み

言
こと

葉
ば

があります。
「あなたがた自らを組織しなさい。……

学びの家，……秩序の家……を建てなさ
い。……

あなたがた自身の中から一人の教師を
任命しなさい。そして，全員が同時に語
ることなく，一時に一人を語らせて，すべ
ての者が彼の言うことに耳を傾けるように
しなさい。それは，すべての者が語って，

すべての者が互いに教化し合うように，ま
たすべての人が等しい特権を持てるよう
にするためである。」2

主は，わたしたちがすでに見てきたこ
と，すなわち御霊による啓示をもたらす神
権評議会やクラスの強さについて述べて
おられます。啓示は，イエスがキリストで
あられることを知る唯一の手段です。そ
の大切な信仰は，福音の原則を学ぶため
に登るはしごの第 1 段目です。

主は，教義と聖約第 88 章の 123 節と
124 節で，互いに愛し合うことと，互いの
あら探しをしないことについて強調してお
られます。人はそれぞれ，「愛のきずなを
もって，……友になり兄弟になる」3 と手を
挙げて聖約を交わすことによって，主の預
言者により設けられた神権者の塾への加
入を認められたのです。

わたしたちは今
こん

日
にち

そのような形で聖約
を交わしてはいませんが，神権によって際

立って成長を遂げた姿を目にするときはい
つでもそこにそのような愛のきずながあり
ます。またわたしは，福音の真理を学ぶ
目的と結果の両方でそれを見てきました。
愛は，真理を確認するためにおいでにな
る聖霊を招きます。そして，神の真理を学
ぶ喜びは，学ぶ経験を共にする人々の心
に愛を生み出します。

同様に，反対も真実です。不和やねた
みは，わたしたちを教える聖霊の力が働く
のを妨げ，光と真理を受けるわたしたちの
能力も妨げます。そして，その結果として
必ず感じる落胆により，成長と学習の経
験を期待して得られなかった人々の間に
もっとひどい不和とあら探しの種がまか
れるのです。

常に一緒によく学ぶ神権者たちには，彼
らの中に偉大な平和を作り出す人々がい
るように，わたしには見えます。皆さんは
神権定員会のクラスや評議会で平和を作
り出す人々を目にしています。ほかの人々
が相違点に目を向けるときに，共通の基盤
を見つけられるようにするのが平和を作り
出す人々の賜

たま

物
もの

です。だれかが語ったこ
とを正そうとするのではなく，それは貢献
であると人々に認識させる賜物です。

キリストの純粋な愛と，平和を作り出す
人になりたいという望みが十分にあれば，
神権評議会とクラスに一致がもたらされ
ます。それには忍耐と謙虚さが必要です。
しかし，難しい問題があっても，評議会や
クラスの人々の過去の生活環境が非常に
異なっているとしても，わたしは一致がも
たらされるのを見てきました。

定員会で決議を下す神権者のために主
が定められた高い標準に到達することは
可能です。深い信仰と愛があり，争いが
ないときに，それが可能です。ここに，わ
たしたちの決めたことに承認を下してくだ
さる主の条件があります。「これらいずれ
の定員会が下す決議も皆，その定員会の
全会一致の声によってなされなければな
らない。すなわち，彼らの決議を互いに
同等の力すなわち効力のあるものとする
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ために，各定員会のすべての会員がその
決議に同意しなければならない。」4

神権における成長と学習の第 3 の助け
は，主がわたしたちを祝福し信頼して，わ
たしたちが神権を保持し行使できるよう
にしてくださった理由について，共通の確
信があることです。その共通の確信と
は，人々の救いのために働くことです。こ
の共通の確信は定員会に一致をもたらし
ます。霊の息子たちは神権を保持すると
いうその特別な栄誉を受けるために，生
まれる前にどのように備えられたかを告
げる聖文の記述から，このことについて学
べます。

現世で偉大な神権の義務を与えられた
人々について，主はこう述べておられます。

「まことに，彼らは生まれる前に，ほかの
多くの者とともに，霊の世界において最初
の教えを受け，主の定められたときに出て
行って人々の霊の救いのために主のぶど
う園で働く準備をしたのである。」5

神権によって，わたしたちは人々のため
に働く神聖な義務をともに持ちます。これ
が自分の義務であることを学ぶだけでは
いけません。それ以上のことを行わなけ
ればなりません。それを心に深く刻んで
いれば，努力を要する多くの事柄に若いと
きに直面しても，加齢に伴う様々な試練
に遭っても，その目的を見失ってしまうこ
とはないでしょう。

先日，わたしは一人の大祭司の家を訪
問しました。彼はもう定員会集会に来る
ことができず，独り住まいです。麗しい奥

さんは亡くなり，子供たちは遠くに住んで
います。年齢と病気のせいで奉仕する力
は限られています。それでも，かつての強
さを保てるように今でもウエイトトレーニ
ングをしています。

わたしが家に入ると，彼は歩行器を
使って立ち上がってわたしを迎え，そばの
いすに座るように勧めてくれました。わた
したちは神権による幸せな交わりについ
て語り合いました。

その後，彼はとても真剣な口調でこう言
いました。「自分はなぜまだ生きているの
だろう。なぜまだこの世にいるのだろう。
何もできないのに。」

わたしは，彼がわたしに何をしてくれて
いるかを伝えました。彼は信仰と愛で高
めてくれました。少し話をするだけでも，
より善い人になろうという思いを持たせて
くれました。大切なことを行うという彼の
決意の模範は，人々と主にもっと一生懸
命に仕えようという気持ちをわたしに与え
てくれました。

しかし，彼の悲しげな声の調子とそのま
なざしから，わたしは彼の疑問に答えて
いないと感じました。奉仕する能力がそ
のように制限されているのに，神がなぜ自
分を生かしておられるのか，彼は不思議
に思っていたのです。

彼はわたしが会いに来たことを，いつも
のように大らかな態度で感謝しました。
わたしが立ち上がって帰ろうとすると，毎
日数時間，彼の家に来る看護師の女性が
別の部屋からやって来ました。会話の中

で，彼女のことは少し聞いていました。彼
女はすばらしい人だと，彼は言っていまし
た。彼女は生涯の大半を末日聖徒のいる
中で暮らしてきましたが，まだ教会員では
ありませんでした。

彼女は歩いて来てわたしをドアまで案
内しようとしました。彼は彼女を指して，
笑いながら言いました。「ほら，わたしは
何もできないようです。この方にバプテス
マを受けて教会に入ってもらおうとしまし
たが，だめでした。」  彼女は彼とわたしに
ほほえみ返しました。わたしは外に出て，
そこから近い我が家に向かいました。

そのとき，彼の疑問に対する答えが彼
の心の中にかなり以前に与えられていた
ことが分かりました。その勇敢な大祭司
は，何十年にもわたって教えられてきた神
権における義務を果たそうとしていたの
です。

その若い女性がイエス・キリストの福
音を通して救いの祝福にあずかれる唯一
の方法は，バプテスマによって聖約を交わ
すことであると，彼は知っていたのです。
執事から大祭司まで，すべての定員会の
すべての会長から聖約に従って教えを受
けてきたのです。

彼は神権における誓詞と聖約を覚え，
感じており，それを守り続けていました。

彼は，人生のどのような状況でも，救い
主の証人であり宣教師でした。それがす
でに彼の心の中にありました。彼の心の
望みは，彼女の心がイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

を通して，また，神聖な聖約を守ること
によって，変わるようにということでした。

現世における神権者の塾での彼の時間
は，永遠に比べれば相対的に短いでしょう。
しかし，その短い期間であっても，彼は永
遠の履修課程を学んだのです。主から召
されるならどこへでも，彼は永遠に価値の
ある神権のレッスンを携えて行くでしょう。

皆さんは現世で神権のレッスンを熱心
に学ぼうとするだけでなく，何ができるか
について楽観的でなければなりません。
奉仕によって主から与えられることを学
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べる可能性について，心の中に制限を設
けている人が多少いるかもしれません。

1840 年 代 の 初 めに，一人の 若 者 が
ウェールズの小さな村を出て，神の使徒た
ちの話を聞き，地上における神の王国に
入りました。彼は聖徒たちとともに船でア
メリカに来て，幌

ほろ

馬車で平原を西へ向か
いました。彼は，ブリガム・ヤングの一行
がこの渓谷に着いた後，次に到着した隊
にいました。彼の神権の奉仕には，農場
のために土地を整備し耕作することも含
まれていました。

彼はその農場を，二束三文で売り払っ
て，主のために伝道に出て，現在のネバダ

州に当たる，荒涼とした土地で羊の世話
をしました。そこからさらに別の伝道に
召されて，海を渡り，かつて貧しい中で主
に従うために去ったあの村へ行きました。

そのすべてを通して，彼は神権者の兄弟
たちとともに学ぶ方法を見いだしました。
勇敢な宣教師であった彼は，ウェールズの
道を歩いて，イギリスで 4 回首相を務めた
人物の夏の別荘地を訪れ，イエス・キリス
トの福音を伝えました。

その偉大な人物は彼を邸宅に招き入れ
ました。その人はイートン大学とオックス
フォード大学の卒業生でした。宣教師
は，人の起源と，世界史におけるイエス・
キリストの主要な役割，また国々の行く末
についても話しました。

その話が終わると，その主人は，バプテ
スマを受けるようにという申し出を断りま
した。しかし，別れ際に，世界の大帝国
の一つの指導者であるその人は謙遜な宣
教師に，「君はどこで教育を受けたのか
ね」と尋ねました。宣教師は答えました。

「神の神権者から受けました。」
皆さんは，どこかの立派な学校で人生

について学ぶことを認められていたら，人

生はどれほどよかっただろうかと，一度は
考えたかもしれません。皆さんに対する
神の愛の深さと，神の神権者の学校に入
る機会を与えられたことのすばらしさに，
皆さんが気づけるように祈ります。

皆さんが神権の務めにおいて勤勉で従
順であれば，霊的な知識の宝が皆さんに
注がれるでしょう。悪を阻む力と，救いに
導く真理を宣言する力が強くなるでしょう。
皆さんが昇栄に導く人々の幸せに喜びを
見いだすでしょう。皆さんの家庭は学び
の場となるでしょう。

神権の鍵が回復されていることを証
あかし

し
ます。トーマス・S・モンソン大管長はそ
の鍵を保持し，行使しています。神は生き
ていて，皆さんのことを完全に御存じです。
イエス・キリストは生きておられます。
皆さんは聖なる神権を保持する栄誉のた
めに選ばれました。イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. 教義と聖約 107：87 参照
 2. 教義と聖約 88：119，122
 3. 教義と聖約 88：133
 4. 教義と聖約 107：27
 5. 教義と聖約 138：56
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トーマス・Ｓ・モンソン大管長

今晩何を話すべきか，長い間祈り，
研究してきました。わたしの話
でだれも傷つけることのないよ

うに願っています。わたしは次のようなこ
とを思いました。「わたしたちが抱えてい
る問題は何だろうか。時折，夜遅くにわた
しが涙を流して泣く原因となっている事
柄に，わたしは日 ど々のように対処してい
るだろうか。」  そして，今晩，そのような
問題の幾つかについてお話ししてみよう
と思い至りました。若人や壮年期の皆さ
んに当てはまるものもあれば，それより少
し上の年代の皆さんに当てはまるものも
あるでしょう。わたしたちは高齢者につ
いては触れないことにしています。

今晩こうしてともに集えたことはわたし
たちにとってすばらしいことでした。最初
にそのことを申し上げておきます。神の神
権について，すばらしい，時

じ

宜
ぎ

にかなった
メッセージを聞きました。皆さんと同じよ
うに，わたしの霊も高められ，鼓舞されま
した。

今夜は，最近わたしがよく考えていた事
柄や，話すべきだと感じた事柄を伝えよう
と思います。これらは様々な面で，わたし
たちの持つ神権の神聖な力を受けて行使
するために必要な個人のふさわしさに関
連しています。

できていて，ますます深まるばかりです。
多くの映画やテレビ番組は神の律法に

反する行動を描写しています。映画やテ
レビで間接的にも，直接的にも表現され
ている汚れに身をさらしてはなりません。
現代の音楽に用いられる歌詞についても
同じです。今

こん

日
にち

頻繁に見られる冒
ぼう

瀆
とく

的な
言葉は，そう遠くない昔は決して容認され
なかったものです。悲しいことに，主の御

み

名
な

が何度もみだりに唱えられています。
主がシナイ山でモーセに明らかにされた十
戒の一つを思い出してください。「あなた
は，あなたの神，主の名を，みだりに唱えて
はならない。主は，み名をみだりに唱える
ものを，罰しないでは置かないであろう。」2  
冒瀆的な言葉があることを悲しむと同時
に，そのような言葉を用いないように強く
お勧めします。自分が誇りに思えない言動
を皆さんがしないよう心から願っています。

ポルノグラフィーには一切かかわらない
でください。決して見ないでください。ポ
ルノグラフィーは克服が非常に困難な依
存症です。アルコールやたばこ，その他
の薬物や，克服がきわめて難しい他の依
存症も避けてください。

皆さんを周囲の罪悪から守ってくれる
ものは何でしょうか。救い主と福音に対
する強い証

あかし

が，皆さんを安全な場所へ導
いてくれることをはっきりと申し上げます。
モルモン書を読んでいなければ読んでく
ださい。挙手によってその決意を示すよ
う求めたりはしません。祈りの気持ちで，
真理を知りたいと心から望みながら読む
なら，聖霊はモルモン書が真実であること
を示してくださるでしょう。もしモルモン
書が真実であれば（実際に真実ですが），
ジョセフ・スミスは父なる神と御子イエス・
キリストにまみえた預言者です。教会も
真実です。これらの証をまだ持っていな
ければ，その証を得るために必要なことを
してください。自分の証を得ることは不
可欠です。人の証にいつまでも頼ること
はできないからです。一度証を得たら，そ
れを活気づけ，生かし続けるために神の戒

最初に，教義と聖約第 121 章から読み
ましょう。
「神権の権利は天の力と不可分のもの

として結びついており，天の力は義の原則
に従ってしか制御することも，運用するこ
ともできない……。

なるほどそれらがわたしたちに授けら
れることもあろう。しかし，わたしたちが
自分の罪を覆い隠そうとしたり，自分の高
慢，自分のうぬぼれた野望を満たそうと
したり，あるいはいかなる程度の不義に
よってでも，人の子らを制御し，支配し，
強制しようとしたりするとき，まことに，天
は退き去り，主の御

み

霊
たま

は深く悲しむ。そし
て，主の御霊が退き去ると，その人の神
権，すなわち権能は終わりである。」1

兄弟の皆さん，これが主の聖なる権能
に関する主の厳然たる言葉です。この定
義が神の神権を持つ人に課している義務
について疑問の余地はありません。

わたしたちは困難な時代に地上に来ま
した。一般社会の道徳基準は少しずつ

「何でも許される」程度まで移り変わって
しまいました。

長い人生の中で，わたしは社会の道徳
基準の移り変わりを目にしてきました。か
つては教会の標準と世の標準にほとんど
差がありませんでしたが，今や大きな溝が

神権の力
わたしたちが，神権の神聖な力を受けるふさわしさを今

き ょ う

日もいつの
日も持つことができますように。神権の力がわたしたちの生活に
祝福をもたらし，……わたしたちも周りの人々の生活を祝福する
ために神権を行使できますように。
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めを守り，定期的に祈り，聖文を研究する
必要があります。教会に出席してください。
セミナリーやインスティテュートがある地
域にいる若い男性の皆さんはそれに出席
してください。

人生で間違いを犯したとしても，解決
方法があります。不義な行いをやめてくだ
さい。ビショップと話してください。どの
ような問題でも，正しい悔い改めを通して
正すことができます。再び清くなれます。
主は悔い改める人々についてこのように述
べられました。「たといあなたがたの罪
は緋

ひ

のようであっても，雪のように白くな
〔り〕」3 ，「主なるわたしはもうそれを思い
起こさない。」4

人類の救い主は御自身のことを，世に
あって世のものではないと言われました。5 
わたしたちも偽りの概念や偽りの教えを
拒み，神の命じられたことに忠実であれ
ば，世にあって世のものとならないでいら
れます。

最近，結婚できる年齢でありながら，

結婚するべきだと感じていない若い男性
の皆さんについてよく考えています。結婚
し，家族をもうけたいと望む，すばらしい
女性がいますが，多くの青年が結婚を引
き伸ばしていることで彼女たちの結婚の
機会が限られています。

これは真新しい状況ではありません。
過去の大管長たちがこの問題について多
くを語ってきました。その中から二つの
勧告を紹介します。

ハロルド・B・リー大管長はこのように
述べました。「適齢期に達していながら，
これらの愛らしい女性との誉れある結婚
を避けている男性は，神権者としての義
務を果たしていません。」6

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう
語りました。「結婚を望みながらなかな
か相手を見いだすことのできない独身の
姉妹たちのことをよく考えます。……反
面，わたしたちの社会習慣上，率先して結
婚のために行動を始める特権を持ちなが
ら，それを怠っていることの多い青年たち

には，あまり同情を感じません。」7

皆さんが結婚を躊
ちゅう

躇
ちょ

していることには
様々な理由があることを知っています。
妻や家族を経済的に養うことを心配して
いるのでしたら，質素な生活をする夫婦
が恥じる必要はないことを約束します。
たいていの場合，そのような困難な時期
に，犠牲を学び，難しい決断を下すことを
学ぶ中で夫婦のきずなが深まるものです。
相手を選び間違えることを恐れている人
もいるかもしれません。そのような人は信
仰を行使する必要があります。自分に
合った人を選んでください。結婚後に遭
遇するすべての問題を予測することはで
きませんが，あなたが創意工夫し，結婚を
成功させるために献身するなら，どんな問
題も必ず解決できます。

豪華な旅行をしたり，高級車や高級な
遊び道具を買ったりして，友達と自由気ま
まな人生を過ごし，独身生活を楽しみす
ぎている人がいるかもしれません。皆さ
んが集団で遊び回っている場面に出くわ
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したことがありますが，皆さんがなぜ立派
な女性と出かけていないのか不思議に思
いました。

兄弟の皆さん，結婚についてまじめに
考え，永遠をともにしたい伴

はん

侶
りょ

を探すべき
時期というものがあります。相手を賢明
に選び，結婚を成功させるために献身す
るなら，結婚以上に大きな幸福をもたらし
てくれるものはこの世にありません。

兄弟たちは，結婚するときには主の宮
で結婚したいと望むことでしょう。神権
者にほかの選択肢はないからです。結婚
する資格を損なわないように注意してくだ
さい。正しい範囲でコートシップをしなが
ら楽しく過ごすことは可能です。

兄弟の皆さん，皆さんに話すべきだと
感じた別の件について話します。大管長
として支持されてから 3 年間，わたしに与
えられた最も悲しく，残念な週ごとの責任
は結び固めの取り消しです。どの結婚
も，主の宮においてすばらしい男女が喜
びをもって結婚し，新しい生活を歩み始
め，残りの永遠をともに過ごすことに胸を
躍らせることで始まりました。しかし年月
がたって，何らかの原因で愛が消えるの
です。経済的な問題，コミュニケーション
不足，抑え切れなかった怒り，親族の干
渉，罪とのかかわりなどが原因かもしれま
せん。原因は多種多様です。しかし，ほ
とんどの場合，離婚という結果を迎える

必要はありません。
結び固めを取り消したいと申請する人

の大部分は，女性です。彼女たちは結婚
をうまくいかせようと必死に努力したにも
かかわらず，最終的には問題を克服できま
せんでした。

注意深く，祈りを込めて伴侶を選んで
ください。そして，結婚をしたら，互いに
完全に忠実であってください。かつて，お
じとおばの家に，貴重な言葉が書かれた
小さな額が飾られていました。このような
言葉でした。「あなたの愛する人を選び，
選んだ人を愛しなさい。」  この短い言葉
には深い知恵があります。結婚における
献身は不可欠です。

あなたの妻はあなたと同等の立場にあ
ります。夫婦に上下関係は存在しません。
神の息子，娘として肩を並べて永遠の旅路
を歩むのです。彼女の品位をおとしめたり，
侮辱したりするのではなく，敬意と愛を
もって伴侶に接するべきです。ゴードン・
B・ヒンクレー大管長は次のように述べて
います。「妻に対して不義の支配を行う
教会の男性はだれであっても神権を持つ
にふさわしくありません。そのような男性
はたとえ聖任を受けていても，天は退き去
り，主の御霊は深く悲しみ，そして，その
人の神権の権能は終わりとなるのです。」8

ハワード・W・ハンター大管長は結婚に
ついてこのように述べています。「結婚生

活を幸せと成功に導くには，たいていの
場合，ふさわしい相手を選ぶよりも，自分
がふさわしくなることの方が大切だとよく
言われます。」  わたしはこの言葉が好き
です。「最大の要因は夫婦がそれぞれの
務めを果たすために意識的に努力するこ
となのです。」9

何年も昔，ビショップとして管理してい
たワードにある夫婦がいました。その夫
婦はしばしば，非常に深刻で激しい口論
をしました。意見がまったく合わないの
です。二人とも自分の考えが正しいと思
い込んで，互いに譲りませんでした。口論
していないときは，わたしからすれば「緊迫
した停戦」とも言える状態を維持しました。

ある朝 2 時に，その夫婦から電話を受
けました。わたしと話したい，すぐに話し
たいとのことでした。わたしはベッドから
這
は

い出て，着替え，彼らの家へ行きました。
二人は部屋の両端に座り，互いに口を利き
ませんでした。妻はわたしを通して夫と話
し，夫はわたしを通して妻に返答しました。

「この夫婦を仲直りさせるには一体どうし
たらよいのだろう」とわたしは思いました。

霊感を求めて祈ると，ある質問を尋ね
るようにという思いが浮かびました。わた
しは尋ねました。「神殿に参入して，結び
固めの儀式に最後に参列したのはいつで
すか。」  二人は随分長い間参列していな
いと言いました。口論をすること以外は，
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神殿推薦状を持つ，ふさわしい夫婦で，神
殿に参入して身代わりの儀式を受けてい
ました。

わたしは彼らに言いました。「水曜日
の朝 8 時にわたしと一緒に神殿に行って
くださいますか。そこで結び固めの儀式
に参列しましょう。」

二人は口をそろえて聞きました。「だれ
の儀式ですか。」

わたしは答えました。「分かりません。
その朝結び固めを受ける人のです。」

次の水曜日，約束の時間に，わたしたち
はソルトレーク神殿で会いました。 3 人
で美しい結び固めの部屋の一つに行きま
した。十二使徒補助であったエルレイ・
L・クリチャンセン長老以外に，参列者は
だれも知りませんでした。当時は十二使
徒補助という中央幹部の召しがあり，クリ
スチャンセン長老はその朝，その部屋で
花嫁と花婿のための結び固めの儀式を執
行する予定でした。きっと花嫁と家族は
わたしたちのことを，花婿の友人だと思
い，花婿の家族は花嫁の友人だと思った
ことでしょう。わたしが連れて来た夫婦
は，小さなベンチに 2 フィート（約 60 セ
ンチ）ほど間を空けて座りました。

クリスチャンセン長老はまず，結婚する
男性と女性に勧告を与えました。すばら
しい勧告でした。夫は妻を愛すべきで，
敬意と思いやりをもって接し，家庭にあっ
て心のよりどころとして尊ぶべきであると
告げました。次に，妻は夫を一家の頭

かしら

と
して尊び，あらゆる面で支えるべきである
と告げました。

クリスチャンセン長老が花嫁と花婿に話
しているとき，わたしの連れの夫婦が互い
に少し近寄り始めたことに気づきました。
間もなくして，二人は間隔を空けずに座っ
ていました。うれしかったのは，どちらも
同じくらいの速さで近づいたことです。
儀式が終わるころ，二人は新婚の夫婦であ
るかのようにぴったりくっついていました。
二人は笑顔になっていました。

その日，神殿から帰るとき，わたしたち

がだれで，何のために来たかだれも知りま
せんでしたが，正面玄関を出て行くわたし
の友人たちは手をつないでいました。意
見の違いはわきに置いたのです。わたし
は一

ひと

言
こと

も語る必要がありませんでした。
彼らは結婚した日と，神の宮で交わした
聖約を思い出しました。初心に返って，今
度はもっと努力して歩んで行こうと決意し
たのです。

結婚生活で問題に直面している皆さ
ん，結婚した日と同じ幸福感を抱けるよう
に自分にできる必要な修復をすべて行っ
てください。主の宮で結婚する夫婦は，
この世と永遠にわたって結婚し，結婚を
永続させるために努力しなければなりま
せん。結婚が破

は

綻
たん

するしかない状況もあり
ますが，ほとんどの場合は修復できますし，
またそうするべきであると，強く感じます。
結婚生活が窮地に陥るまで待たないでく
ださい。

ヒンクレー大管長は，神の神権を持つ
わたしたち一人一人には，世の標準よりも
高い標準を守れるように自分を律する責
任がある，と教えました。誉れある，礼儀
正しい男性となることが不可欠です。わ
たしたちの行動は非難される点のないも
のでなければなりません。

わたしたちの語る言葉，人への接し方，
そして生き様

ざま

は，神権を持つ男性，少年と
しての能力を左右します。

神権の賜
たま

物
もの

には計り知れない価値があ
ります。神の僕

しもべ

として行動し，病人を癒
いや

し，家族やほかの人々を祝福するための

権能が伴います。死の幕を超えて，永遠
の効力があります。神権に比べ得るもの
はこの世界のどこにもありません。これ
を守り，大切にしてください。神権を持つ
にふさわしく生活してください。10

愛する兄弟の皆さん，人生の旅路を歩
むとき，義がわたしたちの指針となります
ように。わたしたちが，神権の神聖な力を
受けるふさわしさを今

き ょ う

日もいつの日も持
つことができますように。神権の力がわ
たしたちの生活に祝福をもたらし，主がそ
うされたように，わたしたちも周りの人々
の生活を祝福するために神権を行使でき
ますように。主である救い主イエス・キリ
ストは，わたしたちのために生き，命をさ
さげてくださいました。これがわたしの祈
りです。イエス・キリストの聖なる御

み

名
な

に
より，アーメン。■

注
 1. 教義と聖約 121：36 － 37
 2. 出エジプト20：7
 3. イザヤ 1：18
 4. 教義と聖約 58：42
 5. ヨハネ 17：14；教義と聖約 49：5 参照
 6. “President Harold B. Lee’s General Priesthood 

Address,”Ensign ，1974 年 1 月号，100
 7. ゴードン・Ｂ・ヒンクレー「『神が合わせられ

たもの』」『聖徒の道』1991 年 7 月号，73
 8. ゴードン・Ｂ・ヒンクレー「神権を行使する個

人のふさわしさ」『リアホナ』2002 年 7 月号，
60

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, クラ
イド・J・ウィリアムズ編（1997 年），130

 10. ゴードン・Ｂ・ヒンクレー『リアホナ』2002 年
7 月号，61 参照
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大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

彼女は行き詰まってしまいました。
理由は違うかもしれませんが，ダマスコ

に行く途中でとどまっている人はほかにも
たくさんいます。弟子としての道をひたす
ら歩む決心を先延ばしにしているのです。
神権を受けたいと思っても，その特権に
見合った生活をすることをためらいます。
神殿に入りたいと望んでも，ふさわしい信
仰を持つという最後の詰めを遅らせます。
カール・ブロックの荘厳な絵のようにキリ
ストが自分のもとに遣わされて，疑いや恐
れを一度に取り去ってくださるのを待って
いるのです。

実際は，キリストについて知りたいと熱
心に求める者は結局それを見いだします。
たいていはパズルのように一度に一つず
つしか与えられませんが，個人的に神聖な
現れを受けて主を理解するようになるの
です。個々のピースは分かりにくく，全体
のどこなのかはっきりしないかもしれませ
ん。どのピースも全体をもう少しはっきり
見るための助けになっています。そしてあ
る程度ピースが集まると，きちんとした全
体像が見えてきます。それまでの経験を
振り返ると，救い主が確かに一緒におら
れたことが分かるのです。一度に全部で
はなく，ほんの少しずつ，知らず知らずの
うちに分かるようになります。

信仰をもって前進し，ダマスコに行く途
中で長くとどまりすぎないようにするなら
ば，わたしたちもこれを体験することがで
きます。

聞き，心に留める
天の御父がその子供たちを愛しておら

れることを皆さんに証します。御父はわ
たしたちを愛しておられます。御父は皆さ
んを愛しておられます。打ち砕かれた心
と悔いる霊をもって神の平安を求めてく
ださい。主は必要であればあなたを抱き
かかえて障害を乗り越えてくださいます。
主はしばしば，心でしか聞くことのできな
い方法で語られます。主の声がよく聞こえ
るよう，生活の中にあるこの世の雑音の

世界の歴史の中で最も注目に値す
る出来事の一つがダマスコに行
く途中で起こりました。「家々

に押し入って……〔聖徒たちを〕獄に渡し
て，教会を荒らし回った」1 若者，サウロ
の話は皆さんもよく御存じです。サウロは
容赦なくこれを行っていたため，多くの初
期の教会員は，サウロの怒りを避けようと
して，エルサレムから逃げました。

サウロは教会員を追いました。しかし，
「ダマスコの近くに来たとき，突然，天から
光がさして，彼をめぐり照

てら

した。
彼は地に倒れたが，その時『サウロ，サ

ウロ，なぜわたしを迫害するのか』と呼び
かける声を聞いた。」2

この一瞬の出来事がサウロを永遠に変
えました。それはまさに，世界を変えまし
た。

このような現れが起こることをわたした
ちは知っています。実際わたしたちは，同
じように神聖な出来事が 1820 年にジョセ
フ・スミスという少年に起こったことを証

あかし

しています。天が再び開き，神が預言者
や使徒に語られるというはっきりとした証
が確かにわたしたちにはあります。神は
その子供たちの祈りを聞き，それにこたえ

てくださいます。
しかし，サウロやジョセフ・スミスのよ

うな経験をしなければ信じられないとい
う人もいます。そのような人はバプテスマ
の水の所まで来ても，入りません。もう少
しで証が得られるのに，真理を認めるこ
とができないでいます。主の弟子となる
道まであとほんの少しの信仰を働かせれ
ばいいのに，何か劇的なことが起こって信
じざるを得なくなることを期待しているの
です。

つまり，ダマスコに行く途中でとどまっ
ているのです。

信仰は少しずつ育つ
ある愛すべき姉妹はずっと忠実な教会

員でしたが，個人的な悲しみを抱えていま
した。何年も前に娘が病気になり，短い
闘病生活の後に亡くなったのです。彼女
はこの悲劇が残した心の傷にずっと苦し
んでいました。そのような出来事に伴う
深い疑問のために彼女は苦しみました。
以前のような証が持てなくなったことを率
直に認めました。自分に対して天が開か
ないかぎり二度と信じることはできないと
感じるまでになってしまいました。

日曜午前の部会 | 2011年 4月3日

ダマスコに行く途中で
とどまる
キリストについて知りたいと熱心に求める者は結局それを見いだし
ます。
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世界中で「聖徒たちと同じ国籍の者」が

第181回年次総大会に集った（エペソ2：19）。

左上から時計回りに，ザンビア・ルサカ，

ウクライナ・キエフ，

ジャマイカ・セントキャサリン，

ブラジル・サンパウロ，

アメリカ合衆国メリーランド州オデントン，

ドイツ・ドルトムント，

ポルトガル・コインブラの末日聖徒たち。
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ボリュームを下げるのが賢明です。理由
はともあれ御

み

霊
たま

のささやきを無視したり
拒んだりすると，それがだんだん感じられ
なくなり，ついにはまったく聞こえなくなっ
てしまいます。御霊のささやきに耳を傾
け，それを心に留めるようにしましょう。

愛する預言者トーマス・S・モンソンは，
この点についてわたしたちの模範です。
モンソン大管長が御霊のささやきに注意
を払った話は数え切れません。その一つ
をジェフリー・R・ホランド長老が語って
います。

割り当てを受けてルイジアナ州にいた
ときのことです。モンソン大管長は，クリ
スタルという名前の 10歳の末期癌

がん

の少女
に会う時間があるかとステーク会長に聞
かれました。クリスタルの家族はモンソン
大管長が来てくれるよう祈っていました。
しかし，この家族の家は遠く，スケジュー
ルがいっぱいで時間がありません。そこ
でモンソン大管長は代わりに，ステーク大
会で祈る人に，クリスタルの名前を入れて
祈るよう頼みました。もちろん主もクリス
タルの家族も理解してくれるでしょう。

ところが，ステーク大会の土曜日の部
会でモンソン大管長が立ち上がって話そ
うとすると，御霊がこうささやきました。

「幼な子らをわたしの所に来るままにして

おきなさい。止めてはならない。神の国
はこのような者の国である。」3

「モンソン大管長の目には涙があふれ， 
原稿がかすんでしまいました。会のテー
マに添って進めようとするのですが， 〔そ
の幼い少女〕の名前と姿がどうしても頭
の中から消えないのです。」4

モンソン大管長は御霊の声に耳を傾け，
スケジュールを変更しました。翌朝早く，
99 匹の羊を残して一人の少女の枕

まくら

もとに
行くために，何キロも移動したのです。

到着すると，大管長は「病のために立
ち上がることもできず，弱り果てて話すこ
ともできない一人の子供を見詰めていまし
た。彼女はすでに目も見えなくなっていま
した。彼女が置かれている状況と主の強
い御霊に心動かされたモンソン兄弟は， 
ひざまずくと子供の弱った手を取りまし
た。そしてそっとこう呼びかけたのです。

『クリスタル，わたしはここにいるよ。』
すると彼女が精いっばいの力を振り絞

り，弱々しく答えました。『モンソン兄弟，
きっと来てくれると思っていたわ。』」5

愛する兄弟姉妹の皆さん，主から信頼
を寄せていただける者の中に数えられて，
主のささやきを聞き，サウロがダマスコに
行く途中で言ったように「主よ，わたしが
何をすることをお望みですか」と言えるよ

うになろうではありませんか。6

奉仕する
わたしたちが生活の中で主の声に気づ

かないことがあるもう一つの理由は，御霊
による啓示が祈りの答えとして直接本人
に下されるとは限らないからです。

天の御父は，人生の疑問や悩みに対す
る答えが欲しいときにはまず心の中でよく
思い計り，それから導きを祈り求めるよう
望んでおられます。天の御父は必ず祈り
にこたえてくださるとわたしたちに約束し
ておられます。答えは信頼できる友達や
家族の言葉や教えを通して与えられるこ
ともあれば，聖文や預言者の言葉の中か
ら見つかることもあります。

わたしのこれまでの経験では，自分の
ためだけでなくほかの人のためになる場
合の方が強い導きを受けることが多かっ
たです。自分のことばかり考えていると，
非常に力強い霊的な経験や深遠な啓示を
生活の中で受ける機会を逃してしまうか
もしれません。

スペンサー・W・キンボール大管長は
これを次のように教えました。「神はわた
したちを心にかけ，わたしたちを見守って
おられます。しかし，神がわたしたちの必
要にこたえられるのは，普通の場合，人を
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通してです。それだからこそ，わたしたち
が互いに奉仕し合うことが大切なので
す。」7 兄弟姉妹の皆さん，わたしたちに
は聖約を交わした者として，ほかの人が何
を必要としているかを敏感に察知して救
い主のように奉仕する責任があります。
愛の手を差し伸べ，周りの人たちを祝福
し，元気づけてください。

祈りの答えは祈っているときではなく，
主のため，周りの人たちのために働いてい
るときに与えられることが多いものです。
無私の奉仕や献身的な行いはわたしたち
の霊を清め，霊の目からうろこを取り除い
て天の窓を開きます。ほかの人の祈りの
答えとして働くときに自分の祈りの答えを
見いだすことがよくあります。

分かち合う
主がわたしたちだけのために何かを啓

示されることはあります。しかし，たいて
いは，証を人に分かち合う人に，主は真理
の証を託されます。アダムの時代からど
の預言者に対してもそうしてこられまし
た。さらに主は，主の教会の会員である
わたしたちに，「いつも口を開き，喜びの
声を上げてわたしの福音を告げ知らせ

〔る〕」よう望んでおられます。8

これは必ずしも簡単なことではありま
せん。信仰と宗教の話題を友達や職場の
同僚に持ち出すくらいなら，手車を引いて
平原を歩いた方がましだと思う人もいるで
しょう。自分がどう思われるか，相手との
関係に支障を来

きた

さないかが気になるので
す。そんな心配は要りません。わたした

ちが伝えようとしているのは良きおとずれ
であり，わたしたちには喜びのメッセージ
があるのですから。

昔，わたしたち家族は教会員がほとん
どいない地域に住んでいたことがありま
す。「週末はどう過ごしましたか」と聞か
れると，スポーツの大会や映画や天気な
どのありふれた話題には触れずに，家族
で教会に行った話をしようと心がけていま
した。例えばある青少年が『若人の強さ
のために』の標準について話したことや，
伝道に出るためにこれから故郷を離れる
若者の言葉に胸を打たれたこと，福音や
教会のおかげで自分たち家族が問題を乗
り越えられたことなどを話題にしました。
説教じみた言い方や高圧的な言い方を避
けるようにしました。妻のハリエットは人
を鼓舞すること，元気づけること，おもし
ろいことを見つけて人に伝えることが上手
でした。そんな会話が深い話し合いに発
展することもたくさんありました。興味深
いことに，日々の試練にどう対処している
かを話していると，「君なら簡単さ。教会
があるんだから」と友人からよく言われま
した。

多くのソーシャルメディア（訳注─ツ
イッターやフェイスブックなど）と，便利な
機器が手に入る現在，わたしたちは福音
の良きおとずれを，かつてないほど簡単
に伝えることができ，その影響力は広範
囲に及びます。実際，この話を聞いている
人の中に「もう10 分も話しているのに飛
行機のたとえが全然出てこない」などと
いったメールをすでに送った人もいるの
かもしれません。愛する若い友人の皆さ
ん，「口を開〔きなさい〕」9 という今

こん

日
にち

の
わたしたちへの主の呼びかけには，「手を
使って」メールやブログで福音を全世界
に伝えることもおそらく含まれるでしょう。
でも，忘れないでください。もちろん，す
べてのことは時間と場所をわきまえて行わ
なければなりません。

兄弟姉妹の皆さん，現代の科学技術の
おかげで，わたしたちは神の子供たちの
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ための偉大な計画に対する感謝と喜びの
気持ちを，職場の周りだけでなく世界中
に表現することができます。たった一

ひと

言
こと

の証が，だれかの生活を永遠に変えるよ
うな出来事を引き起こすかもしれないの
です。

福音を宣
の

べ伝えるいちばん良い方法は
模範です。信じていることに従って生活
するならば，人は気づきます。イエス・キ
リストの面影がわたしたちの生活の中で
輝きを放つならば，10 わたしたちが喜びに

満ちていて，平安に暮らしているならば，
人はその理由を知りたくなります。伝道
活動についてこれまでに語られた説教の
中で最も偉大なものの中に，アッシジの
聖フランシスコが言ったとされる次の言
葉があります。「すべての行いを通して福
音を宣べ伝えなさい。必要であれば言葉
を使いなさい。」11 そのようにする機会は，
わたしたちの周囲に満ちています。ダマ
スコへ行く途中で長くとどまって，そのよ
うな機会を逃すことがありませんように。

ダマスコへのわたしたちの道
主は今日，預言者と使徒に対して語って

おられることを証します。誠心誠意で主
のみもとに来る人に対しても主は語られま
す。12

疑ってはいけません。「見ないで信じる
者は，さいわいである」ことを忘れないで
ください。13 神は皆さんを愛し，皆さんの
祈りを聞いておられます。神はその子供
たちに語りかけられ，神の道を歩むことに
よって神を求め，神を敬う人に慰めと平安
を与え，理解の目を開いてくださいます。
末日聖徒イエス・キリスト教会は主の道を
歩んでいることを証します。わたしたちに
は生ける預言者がいます。この教会は救
い主イエス・キリストに導かれており，わ
たしたちは主の御

み

名
な

を受けています。
兄弟姉妹，愛する友人の皆さん，わたし

たちがダマスコに行く途中で長くとどまり
すぎないようにしましょう。反対に，信仰
と希望と慈愛を持ち，勇気を出して前進し
ましょう。そうすれば祝福されて真の弟
子として歩む道の途中で，わたしたちすべ
てが求める光を得られるでしょう。わた
しはイエス・キリストの聖なる御名により
このことを祈り，わたしの祝福を皆さんに
残します，アーメン。■

注
 1. 使徒 8：3
 2. 使徒 9：3 － 4
 3. マルコ 10：14
 4. ジェフリー・R・ホランド「トーマス・S・モン

ソン第二副管長─常に『主の用向きを持て
る者』となって」『聖徒の道』1986 年 11月号，
6 参照

 5. ジェフリー・R・ホランド『聖徒の道』1986年
11月号，6

 6. 使徒 9：6
 7. 『歴代大管長の教え─スペンサー・W・キン

ボール』82
 8. 教義と聖約 28：16
 9. 教義と聖約 60：2
 10. アルマ 5：14 参照
 11. ウィリアム・フェイとリンダ・エバンズ・シェパー

ド， Share Jesus without Fear（1999 年），
22 で引用

 12. モロナイ 10：3 － 5 参照
 13. ヨハネ 20：29

ブラジル・サンパウロ
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七十人
ポール・V・ジョンソン長老

地上の生活には試しや試練，苦難
が伴い，人生で経験する試練に
は堪え難いほどのものもありま

す。病や裏切り，誘惑，愛する人の死，自
然災害，そのほかの試練のいずれであっ
ても，苦難は地上の経験の一部です。多
くの人は，なぜこのような難しい試練に直
面しなければならないのだろうと思ったこ
とがあるでしょう。一つの理由は， 信仰
の試しを与えて，主が命じられたことすべ
てを行うかどうかを見るためです。1 幸い
にも，この地上での生活は，これらの試し
を受け，合格するには最適な場所です。2

しかし，これらの試練はわたしたちを
試すためだけにあるのではありません。
神の性質を身に付ける過程においてきわ
めて重要なものです。3 適切に対処するな
らば，これらの苦難は聖別されてわたし
たちの益となります。4

オーソン・F・ホイットニー長老はこの
ように語りました。「わたしたちが経験す
る苦痛や試練に無駄なものは何一つあり
ません。……苦難と忍耐のすべてが，辛
抱して堪え忍ぶときは特に，わたしたちの
人格を築き，心を清め，思いを広げ，わた

しれません。「なぜわたしが。良い人に
なろうとしているのに，なぜ主はこのよう
なことがわたしに降りかかるのをお許し
になるのだろう。」苦しみの炉 6 は，生活
の中の不純物を取り除いて，最も優れた
聖徒さえも聖

きよ

めます。最上の富鉱でさえ
も不純物を取り除くために精錬される必
要があります。ただ良い人であるだけで
は十分ではありません。わたしたちが望
むのは，あらゆる苦痛や苦難，誘惑を受
けることにより学ばれた救い主のようにな
ることです。7

わたしの好きなハイキングコースに，
ローガン峡谷のクリムゾン・トレイルがあ
ります。コースの主要部は，石灰岩の高
いがけの頂に沿って緩やかにうねり，眼下
には峡谷や盆地の美しい眺めが広がりま
す。しかし，がけの頂上まで行くのは容易
ではありません。コースは常に登り道で，
頂上に着くほんの手前でコースの中で最
も険しい部分に差しかかり，峡谷の姿が
がけそのものに隠れてしまいます。しか
し，頂上に着いたときの眺めは息をのむ
ほどであるため，最後の奮闘の努力は報
われて余りあります。その景色を見る唯
一の方法は，登ることなのです。

聖文や生活の中のパターンには，しば
しば最も暗く最も危険な試しは，すばらし
い出来事や驚くべき成長の直前に訪れる
ことが示されています。「多くの艱

かん

難
なん

の後
に祝福は来る。」8 紅海が分かれる前，イ
スラエルの子らは紅海の手前まで追い詰
められました。9 ニーファイは真

しん

鍮
ちゅう

の版を
手に入れる前に，危険に遭い，兄たちの怒
りの矛先となり，数々の失敗をしました。10 
ジョセフ・スミスは，完全な滅びを宣告さ
れたかに思えるほど強い悪の力に圧倒さ
れました。今にも絶望しそうなときに力を
尽くして神に叫び求めると，まさにそのと
き御父と御子の訪れを受けたのです。11 
求道者がバプテスマに近づくと妨害や試
練に遭うことがよくあります。母親は生み
の苦しみが誕生の奇跡に先立つことを
知っています。わたしたちは大きな試練

したちをより優しく慈愛に満ちた者としま
す。……悲嘆と苦難，労苦と試練によっ
てわたしたちは現世で得るべき教育を受
け……るのです。」5

最近，ある 9 歳の少年がまれな骨
こつ

肉
にく

腫
しゅ

にかかりました。医師は診断結果と治療
について説明し，何か月にも及ぶ化学療
法と大手術を受ける必要があることを伝
えました。医師は，少年と家族にとって
非常につらい時となるだろうと話してか
ら，こう付け加えました。「『これが終われ
ば，わたしは元の自分に戻りますか』と聞
く人たちがいます。わたしは『いいえ，元
どおりにはなりません。さらに強く，すば
らしい人となるでしょう』と話します。」

時折，自分の生活や心のいちばんもろ
い部分に試練が集中するように思えるこ
とがあるかもしれません。こうした試練
の意図するところは個人が成長すること
ですから，試練がきわめて個人的で，わた
したちの特定の必要や弱さに入念に向け
られることは驚くには当たりません。試
練を免れる人はだれ一人いません。特に，
正しいことを行おうと努力している聖徒は
そうです。従順な聖徒はこう尋ねるかも

わたしたちを愛して
下さったかたによって，
勝ち得て余りがある
これらの試練はわたしたちを試すためだけにあるのではありませ
ん。神の性質を身に付ける過程においてきわめて重要なものです。
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の後に驚くべき祝福がもたらされるのを
繰り返し見ています。

祖母は 19 歳くらいだったころ，重い病
気にかかりました。後になってこのように
話しています。「歩くことができませんでし
た。数か月間寝たきりで，左足は完全に
鈍ってしまいました。骨はスポンジのよう
に柔らかく，足を床に着けると，電気が走
るような痛みを覚えました。」12 寝たきり

で苦しみが極みに達したとき，末日聖徒イ
エス・キリスト教会の小冊子を手に入れ，
よく読みました。祖母は改心し，後にバプ
テスマを受けました。特定の困難に遭う
ことにより，きわめて重要な事柄に備えら
れることがよくあります。

問題の渦中にあると，そのときに感じて
いる苦しみや屈辱，心痛をはるかに超え
る祝福がやがて訪れることに気づくこと

はほとんど不可能です。「すべての訓練
は，当座は，喜ばしいものとは思われず，
むしろ悲しいものと思われる。しかし後
になれば，それによって鍛えられる者に，
平安な義の実を結ばせるようになる。」13 
使徒パウロは次のように教えました。「な
ぜなら，このしばらくの軽い患

かん

難
なん

は働い
て，永遠の重い栄光を，あふれるばかりに
わたしたちに得させるからである。」14 興
味深いことに，パウロは「軽い患難」とい
う言葉を用いました。その言葉の語り手
は，なぐられ，石で打たれ，船が難破し，
投獄され，その他多くの試練に遭いまし
た。15 わたしたちの多くが自分の苦難を
軽いと考えるとは思えません。しかし，こ
の世と永遠にわたって最終的に受ける祝
福と成長に比べると，わたしたちの苦難
はまったく軽いものです。

わたしたちは試しや試練，苦難を求め
ることはありません。人生という個人の
旅路では，自分に必要なだけの苦難が与
えられます。多くの試練は死すべき状態
のごく自然な一部ですが，わたしたちの成
長にとってきわめて重要な役割を果たし
ます。

救い主は地上の務めを終えようとする
ころ，後にも先にもないような困難な試練
を受けられました。ゲツセマネとゴルゴタ
におけるとてつもない苦しみです。続い
て，栄えある復活が起こり，すべての苦し
みがいつの日か取り去られるという約束
が与えられます。主の苦しみは，復活の
朝に墓が空になり，わたしたちが将来不
死不滅と永遠の命を受けるための必

ひっ

須
す

条
件だったのです。

時折わたしたちは困難なしに成長する
ことや，苦労せずに力をつけることを望む
ことがあります。しかし，簡単な道を通っ
ていては成長できません。厳しい訓練を
拒むスポーツ選手が世界レベルの選手に
は決してなれないことを，わたしたちはよ
く理解しています。神の性質を帯びるの
に役立つ重要な出来事に憤慨することが
ないよう注意しなければなりません。
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わたしたちが経験する試練や苦難のう
ち，一つとして自分の限界を超えるものは
ありません。主から助けを頂くことができ
るからです。わたしたちを強めてくださる
キリストにより，何事でもすることができ
ます。16

深刻な健康の問題から回復した後に，
ロバート・D・ヘイルズ長老は総大会で次
のように語りました。「わたしは何度か主
に対して，自分はすでに学ぶべきことを確
かに学んだので，これ以上苦しみに耐え
ることは必要ではありませんと申し上げた
ことがありました。しかしそのような祈り
は無意味のようでした。この試しによる
清めのプロセスは主の時に，主御自身の
方法で与えられるものであることが，わた
しにははっきりと分かったのです。……
また，これらの試練や艱難に遭うときに
自分は独りきりなのではなく，守護天使た
ちがともにいてくれることも学びました。
医師や看護師の姿をした天使，そして何
にも増して，愛する妻のメアリーという身
近な天使もいてくれました。そして時折，
主が望まれたときに，わたしは天の群衆
の訪れによって慰めを受けました。彼ら
はわたしが助けを必要とするときに慰め
と永遠の確信をもたらしてくれました。」17

天の御父がわたしたちを愛しておられ，
「神に頼る者はだれであろうと，試練や災
難や苦難の中にあって支えられ，また終
わりの日に高く上げられる」ことを知って
います。18 いつの日か幕の向こう側に行く

ときに，だれかに「はい，これでおしまい
です」と言われるだけではわたしたちは
満足できないでしょう。わたしたちは主に

「良い忠実な僕
しもべ

よ，よくやった」19 と言って
いただくことを望んでいるのです。

わたしはパウロの言葉が好きです。
「だれが，キリストの愛からわたしたち

を離れさせるのか。患難か，苦悩か，迫害
か，飢えか，裸か，危難か，剣か。……

しかし，わたしたちを愛して下さったか
たによって，わたしたちは，これらすべて
の事において勝ち得て余りがある。」20

神と御子イエス・キリストが生きておら

れることを知っています。御二方の助け
によりこの世で経験する苦難に「勝ち得
て余りがある」状態になれることも知って
います。わたしたちは御二方のようになる
ことができます。イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1.  1 ペテロ 1：6 － 8；アブラハム 3：25 参照
 2.  1 ペテロ 2：20 参照
 3.  2 ペテロ 1：4 参照
 4.  2 ニーファイ 2：2 参照
 5. オーソン・F・ホイットニー，スペンサー・W・

キンボールによる引用， Faith Precedes the 
Miracle（1972 年），98

 6. イザヤ 48：10；1 ニーファイ 20：10 参照
 7. アルマ 7：11－12 参照 
 8. 教義と聖約 58：4
 9. 出エジプト14：5 － 30 参照
 10.  1 ニーファイ 3 － 4 参照
 11. ジョセフ・スミス―歴史 1：15 －17 参照
 12. アマリー・ホーレンベーガー・アマシェール，

著者が保有する未発表の記録
 13. ヘブル 12：11
 14.  2 コリント 4：17
 15.  2 コリント11：23 － 28 参照
 16. ピリピ 4：13 参照
 1 7. ロバート・D・ヘイルズ「バプテスマの聖約 ―

王国にあって王国のものとなる」『リアホナ』
2001 年 1 月号，6

 18. アルマ 36：3
 19. マタイ 25：21
 20. ローマ 8：35 ，37

ルーマニア・ブカレスト
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管理ビショップ
H・デビッド・バートンビショップ

兄弟姉妹の皆さん，おはようござ
います。 1897年，青 年デビッ
ド・O・マッケイはチラシを手に

して，ある家の前に立っていました。ス
コットランドのスターリングで働く宣教師
として，これまで何度もこのことを繰り返
してきました。けれどもその日はドアが開
き，ひどく憔

しょう

悴
すい

した様子の女性が出て来
ました。粗末な身なりで，頬

ほお

がこけ，髪は
手入れされていませんでした。

マッケイ長老が差し出したチラシを受
け取って彼女が口にした言葉は，以降
マッケイ長老にとって忘れることのできな
いものとなりました。「これでパンが買え
るの？」

若い宣教師はこの出来事から消えない
衝撃を受けました。後にこう記していま
す。「そのとき以来，キリストの教会は人
の物質的な救いに関心を持つべきである
こと，また関心を持っていることを心に深
く刻み込みました。その〔女性は〕人と
神に対して苦々しい思いを抱いていて，と
ても福音のメッセージを受け入れるような
状態でなかったことを感じ……ながらわ
たしはその家を後にしました。〔彼女は〕
物質的な援助を必要としていましたが，わ
たしの知るかぎりスターリングにはそれが
できる組織がありませんでした。」1

それから数十年後に世界は大恐慌に見
舞われました。その渦中，1936年4月6日
にヒーバー・Ｊ・グラント大管長と顧問の
J・ルーベン・クラーク，デビッド・O・
マッケイは，後に教会福祉プログラムとし
て知られることになる計画を発表しまし
た。興味深いことにその 2 週間後，初代
委員長としてメルビン・J・バラード長老
が，初代実務運営ディレクターとしてハロ
ルド・B・リーが指名されました。

決して安易な道のりではありませんでし
た。主はこの計画を実施するためにすば
らしい人々を起用されましたが，J・ルーベ
ン・クラーク管長は「〔福祉〕プログラム
が設けられたのはグラント大管長が聖霊
を通して啓示を受けたためであり，そのと
き以来，責任を受けた兄弟たちに下され
た同様の啓示によって実施されてきた」2 
ことを明らかにしました。

人々の苦しみを軽減することについて，
教会指導者の決意は揺らぐことも変わる
こともありませんでした。グラント大管長
は「どれほど費用がかかろうとも手を差
し伸べ，世話をする……システム」の構
築を望んでいました。「セミナリーを中断
し，伝道活動を一時期停止し，さらには
神殿を閉鎖する」ような思い切った手段
に訴えても，「人々を飢えさせることはし

ない」と語りました。3

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長がニカ
ラグアのマナグアで，1万1,000人以上の
命を奪った巨大ハリケーンを生き抜いた
1,300人の教会員に語りかけたとき，わた
しはその傍らにいました。大管長はこう語
りかけました。「教会に資源があるかぎ
り，皆さんにひもじい思いをさせたり，衣類
や避難施設に不自由させたりすることはあ
りません。主が示された方法によって，わ
たしたちは全力を挙げて支援します。」4

霊感に基づき福音を中心としたこの道
のりが持つ際立った特徴は，個人の責任
と自立を強調していることです。マリオ
ン・G・ロムニー管長はこのように説明し
ています。「援助を必要とする人を助ける
数多くのプログラムが実施されています。
しかし，こうしたプログラムの多くが，『自
立を助ける』のではなく，単に『援助する』
だけの，先の見通しを欠いた目標を掲げ
ています。」5

自立は賢明な生活をし，経済的に自制
することによって実現します。教会は初期
の時代から，家族は可能なかぎり自分た
ちの物質的な福祉に責任を持つ必要があ
ることを教えてきました。世代を問わず，
各自が自立の基本原則を学ばなければな
りません。すなわち，負債を避け，倹約の
原則を実行し，困窮の時に備え，生ける預
言者の言葉に従い，必要なものと欲しい
ものとを区別するよう自らを律し，これら
の原則に従って生活することです。

貧しい人々に手を差し伸べる業を支え
ている目的，約束，原則はこの世だけのも
のではありません。この神聖な業は苦し
んでいる人や助けを必要としている人に
恵みと祝福をもたらすだけではないので
す。神の息子娘として，わたしたちは地上
にいる間に互いを心から思いやることが
なければ，永遠の命を受けることができ
ません。なぜなら，犠牲と自身を惜しみ
なくささげるという慈善の心に富んだ行
いの過程で，犠牲と奉献という日の栄えの
原則を学ぶからです。6

福祉という聖
き よ

めの業
互いに助け合い，「貧しい人に思いやりを示す」業は，御父から命
じられている聖めの業です。
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偉大な王ベニヤミンは，貧しい人に持ち
物を分け与え，必要なものを与える理由
の一つは，日々罪の赦

ゆる

しを続けて受け，
神の御

み

前
まえ

を罪なく歩めるようにするため
であると教えました。7

世界が創造されて以来，義にかなった
社会ではいつも慈愛が重要視されてきま
した。わたしたちは平和な世界と豊かな
社会を望んでいます。悪を捨て，善意と
義が広がり，思いやりがあり徳が尊重さ
れる社会を祈り求めています。わたした
ちがどれほど多くの神殿を建てても，会
員数がどれほど増えても，世の人々からど
れほど好意的に受け入れられても，「弱い
者を助け，垂れている手を上げ，弱くなっ
たひざを強めなさい」8 というこの偉大な
核である戒めを守っていないとしたら，あ
るいは苦しみ嘆く人々に心を向けないと
したら，わたしたちは罪の宣告を受け，主
から喜ばれず，9 喜びあふれる希望が心に
宿ることはないでしょう。

世界中の約2万 8,000人のビショップが
貧しい人を見いだし，必要を満たしていま
す。ビショップはそれぞれ，献身的な扶
助協会会長を含む神権および補助組織
の指導者から成るワード評議会の支援を
受けます。彼らは「見知らぬ人であっても
救助に駆けつけ，……苦しんでいる人の
傷ついた心に油とぶどう酒を注ぎ，……
孤児の涙をぬぐい，夫を亡くした女性の
心に喜びをもたらす」ことができます。10

世界中の教会員と指導者の心は，教義
と，隣人を愛し思いやる精神に強く動かさ
れ，導かれています。

南アメリカのある小さなステークの神
権指導者は，会員たちが飢え，生活の必
需品に事欠いていることに心を痛めてい
ました。子供たちにはひもじい思いをさ
せたくないと考えていた彼は，空き地を見
つけて，その土地を耕し作物を植えるた
めに神権者を組織しました。彼らは年老
いた馬を手に入れて，古いすきをくくりつ
けると，土地を耕し始めました。けれども
惨事が起き，この年老いた馬は作業の途
中で死んでしまいました。

神権者たちは兄弟姉妹を飢えさせまい
と，すきを自分の背中に縛りつけて，硬く
なった地面を引き始めました。文字どお
り，兄弟姉妹の苦しみと重荷というくびき
を身に負ったのです。11

我が家の歴史からも，助けを必要とし
ている人に心を向けた出来事を見ること
ができます。ウィリーとマーティン手車隊
について，またこの信仰篤

あつ

い開拓者たち
が西部に向かって旅をする間，冬の寒さ
と悲惨な環境を堪え忍び，どれほど苦し
みそして亡くなったかについては多くの人
が知っています。わたしの高祖父のロ
バート・テーラー・バートンはこうした絶
望的な状態にあった聖徒たちの救出に向
かうようブリガム・ヤングから要請を受け
た一人でした。

ロバートはこのときの様子を日記に記し
ていました。「雪は 深く，とても寒い。
……寒さのあまり〔わたしたちは〕動けな
かった。……温度計は氷点下24度を指
していた。……あまりの寒さに人々は前
に進むことができなかった。」12

動けずにいた聖徒たちの命をつなぐ物
資が配られました。「〔救助隊は〕力の限
りを尽くした。しかし，多くの人が息を引
き取って，路傍に葬られた。」13

救出された聖徒たちがエコーキャニオ
ンを進んでいたとき，女の赤ちゃんが生ま
れるのを手伝うために何台かの馬車がわ
きに止まりました。ロバートは，若い母親
が生まれたばかりの幼

おさな

子
ご

を寒さから守る
に十分な衣類を持っていないことに気づ
きました。彼は凍りつくような寒さの中
で，「着ていた手縫いのシャツを脱ぎ，赤
ん坊をくるんであげるようにと母親に差し
出した。」14 その子の名はエコー，生まれ
た場所と境遇にちなんでエコー・スクワイ
アーズと名付けられました。

ロバートは後に管理ビショップリックに
召され，30年以上にわたってその召しを
果たしました。ロバート・テーラー・バー
トンは 86 歳で病の床に就きました。彼は
家族を集めて，最後の祝福を与えました。
その中に次のような短くも非常に深遠な
勧告があります。「貧しい人に思いやりを

ジャマイカ・セントキャサリン
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示しなさい。」15

兄弟姉妹，助けを必要とする教会員に
組織として手を差し伸べるプログラムを
計画し実施するために，主が立てられた
これらの創造力豊かな偉人をわたしたち
は称賛しています。現在も，無数の方法
で，また黙 と々「貧しい人に思いやりを示
し」，飢えている者に食物を与え，裸でい
る者に着せ，病人の世話をし，束縛されて
いる者を訪問する人々を称賛します。

これは救い主が御自身の弟子たちに求
めておられる神聖な業です。主が地上に
おられたとき，好んで行われた業です。わ
たしはもし主が今ここにおられるとした
ら，この業を行っておられることを確信し
ています。16

人類の物心両面における救いを目指し
て 75年前に始まったこの制度は，当初は
ささやかなものでした。以来，世界中の
数千万の人々の生活を改善し，恵みをもた
らしてきました。預言者の指導の下で展
開されている福祉計画は教会歴史におけ
る一つの小さな出来事ではありません。

福祉計画が基としている原則はわたした
ちがどのような民となるべきかを示してい
ます。それは，救い主であり模範であるイ
エス・キリストの弟子の本質です。

互いに助け合い，「貧しい人に思いやり
を示す」業は，御父から命じられている
聖めの業であり，子らを祝福し，精錬し，
昇栄させるために神により定められた業
です。良いサマリヤ人のたとえの中で，救
い主が律法学者に告げた「あなたも行っ
て同じようにしなさい」17 という勧告に，
わたしたちも従うことができますように。
このことをイエス・キリストの御

み

名
な

により
証
あかし

します，アーメン。■
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 1. クレア・ミドルミス編， Cherished Experiences 

from the Writings of President David O. 
McKay（1955 年），189

 2.  J・ルーベン・クラーク，“Testimony of Divine 
Origin of Welfare Plan”，Church News ，
1951 年 8 月 8 日付，15 。グレン・L・ラッド， 
Pure Religion ，46 ，47 も参照

 3. グレン・L・ラッド， Pure Religion ，34
 4. “ President Hinckley Visits Hurricane 

Mitch Victims and Mid-Atlantic United 
States”， Ensign，1999 年 2 月号，74

 5. マリオン・Ｇ・ロムニー「日の栄えに至る自立
の本質」『リアホナ』2009 年 5 月号，15

 6. 教義と聖約 104：15 －18 参照。教義と聖約
105：2 － 3 も参照

 7. モーサヤ 4：26 － 27 参照
 8. 教義と聖約 81：5。マタイ22：36－40 も参照
 9. 教義と聖約 104：18 参照
 10. ジョセフ・スミス， History of the Church ，

第 4 巻，567－ 568
 11. 福祉活動前管理部長ハロルド・C・ブラウンと

の面談
 12.  Journal of Robert T. Burton，教会歴史図書

館，ソルトレーク・シティー，1856年11月2－6日
 13. ロバート・テーラー・バートン，ジャネット・バー

トン・シーグミラー， “Be Kind to the Poor”: 
The Life Story of Robert Taylor Burton

（1988 年），164
 14. レノア・ガンダーソン，ジョレン・S・オーフィン， 

Tell My Story, Too, ellmystorytoo.com/
art_imagepages/image43.html.

 15. ロバート・テーラー・バートン，シーグミラー，
“ Be Kind to the Poor,” 416

 16. ディーター・Ｆ・ウークトドルフ「あなたは，わ
たしの手である」『リアホナ』2010 年 5 月号，
68 － 70 ，75

 17. ルカ 10：37



84 リ  ア  ホ  ナ

中央扶助協会会長会第一顧問
シルビア・H・オールレッド

わたしたちは主の民となるために
心を一つにし，思いを一つにす
る必要があると，時の初めから

主は教えてこられました。1 また救い主
は，律法の中でいちばん大切なのは，「心
をつくし，精神をつくし，思いをつくして，
主なるあなたの神を愛せよ」という戒めと

「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛
せよ」2 という戒めの二つであるとも説明
されました。そして主は，教会が組織され
て間もなく，「貧しい者と乏しい者を訪れ，
彼らに必要なものを与え」3 るようにと聖
徒たちにお命じになりました。

これらの戒めに共通するものは何で
しょうか。互いに愛し合い，奉仕し合わな
ければならないということです。実際こ
れは，イエス・キリストの真の教会で弟子
として歩むうえで欠かせないことです。

教会福祉プログラムの創設 75 周年を
祝うに当たり， 会員が自立できるよう助
け，貧しい人や助けを必要としている人の
世話をし，奉仕するという福祉の目的を，
わたしたちは再確認しています。教会は
持てる援助手段を整理して，会員がそれ
らを自分と家族，その他の人々の肉体的，
霊的，社会的，情緒的な幸福に役立てら
れるようにしてきました。ビショップの職
には，貧しい人や助けを必要としている人

いる人を世話する務めに一緒に取り組ん
でいます。神権者は霊的な導きや助けを
必要としている人のために不可欠な支援
を提 供します。 霊 感を受 け たホーム
ティーチャーは生活に祝福を注ぎ，どの
家族も福音の祝福にあずかれるようにし
ます。それだけではありません。得意な
技術や才能を活用して，家の修繕が必要
な家族を助けたり，家族の引っ越しを手
伝ったり，仕事を探している兄弟を助けた
りもします。

扶助協会の会長はビショップの代わり
に，家庭を訪問して何が必要かを見極め
ます。霊感を受けた訪問教師は，姉妹た
ちと家族を見守り，世話をします。緊急時
に最初に助けに行くのは訪問教師である
ことが多いのです。扶助協会の姉妹たち
は食事を持って行ったり慈善奉仕をしたり
し，試練のときに絶えず支えたりします。

世界中の教会員は，奉仕する機会があ
ることに喜びを感じてきましたし，今も喜
びを感じているはずです。力を合わせて
働けば，貧しい人，空腹な人，苦しんでいる
人，悲嘆に暮れている人に安らぎを与え，
それによって彼らを救うことができます。

どのビショップも主の倉を活用すること
ができます。主の倉は，「忠実な教会員が
助けを必要としている人に手を差し伸べ，
地上に神の王国を築くために自分の時
間，才能，技能，物質，金銭，そして愛を
ビショップにささげる」7 ときに築かれま
す。助けを必要としている人の援助のた
めに断食献金を納め，持てるものすべて
をビショップに提供することによって，わ
たしたちは皆主の倉に貢献することがで
きるのです。

世界は目まぐるしく移り変わりますが，
福祉の原則は時が流れても変わりません。
なぜならこれは神から霊感を受けて明ら
かにされた真理だからです。自立するた
めにできる限りのことをしても基本的な必
要を満たせない場合，そのような教会員と
家族に対して教会は助ける用意がいつで
もできています。短期的な必要は直ちに

の世話をし，これらの援助手段をワード
の会員のために役立てるという特別な責
任が含まれています。これを行う際にビ
ショップは，神権定員会と扶助協会，特に
ホームティーチャーと訪問教師から助け
を受けます。

扶助協会は常に，福祉に欠くことのでき
ない役割を果たしてきました。預言者
ジョセフ・スミスは 1842 年に扶助協会を
組織したとき，「貧しい人や助けを必要と
している人にとって明るい未来が今始まっ
た」4 と女性たちに言いました。また，扶
助協会の目的を「貧しい人，困窮している
人，やもめや孤児を助けることであり，あ
らゆる慈善を行うこと」であると姉妹たち
に述べ，扶助協会の姉妹は「苦しんでい
る人の傷ついた心に油とぶどう酒を注ぎ，
孤児の涙をぬぐい，夫を亡くした女性の
心に喜びをもたらすでしょう」5 と語りま
した。

ジョセフ・スミスはさらに，この協会は
「貧しい人の必要に気を配り，慈愛を注ぐ
対象を探し求め，必要なものを与えること
によって，兄弟たちを善い行いへと駆り立
てるでしょう。地域の人々の道徳を正し，
徳を強めることによって，兄弟たちを助け
るでしょう」6 とも言いました。

今
こん

日
にち

教会の男女は，助けを必要として

主の弟子に不可欠なこと
愛の原則を指針として人の世話をするならば，わたしたちは奉仕を
通して福音を実践していることになります。



852 0 1 1 年 5 月 号

満たしますし，支援を受ける人たちが自立
できるよう助けるための計画も確立されて
います。自立とは，自分と家族が生活に
おいて霊的に必要なものと物質的に必要
なものを手に入れる能力のことです。

わたしたちが自分の自立の度合いを増
すにつれて，救い主がなさったように人を
助け，奉仕する力も増します。わたしたち
は救い主の模範に倣って助けを必要とし
ている人や病気の人，苦しんでいる人を世
話します。愛の原則を指針として人の世
話をするならば，わたしたちは奉仕を通し
て福音を実践していることになります。こ
れこそが福音の真髄であり，清く汚れの
ない信心なのです。

わたしはこれまで様々な教会の割り当て
を果たしてきましたが，その中で，ビショッ
プや扶助協会の指導者が自分に託され
た人々に愛と関心を示す姿に頭の下がる
思いをしてきました。1980年初頭にチリで
ステークの扶助協会会長を務めていたこ
ろ，チリは深刻な不景気に見舞われ，失
業率は 30パーセントでした。そのように
厳しい状況の中で勇敢な扶助協会会長
や訪問教師が「善を行っている」8 姿を見

ました。彼女たちの行いは，「手を貧しい
者に開き，乏しい人に手をさしのべる」と
いう箴言第 31 章 20 節の聖句そのもので
した。

自分の家族も困窮しているのに，もっと
困っているだろうと思う人を常に助けてい
る姉妹たちもいました。それを見てわた
しは，救い主がルカによる福音書第 21 章
3 節から 4 節の言葉を言われたときに何
を御覧になっていたのかがもっとはっきり
と分かるようになりました。
「よく聞きなさい。あの貧しいやもめは

だれよりもたくさん入れたのだ。
これらの人たちはみな，ありあまる中か

ら献金を投げ入れたが，あの婦人は，そ
の乏しい中から，持っている生活費全部
を入れたからである。」

何年かして，アルゼンチンでステーク扶
助協会会長をしていたときにも，同じ光景
を見ました。ひどいインフレとそれに続く
経済の崩壊が多くの忠実な教会員を直撃
していたときのことです。最近コンゴ民
主共和国のキンシャサを訪れたときにも，
マダガスカルのアンタナナリボでも，また
ジンバブエのブラワーヨでも，同じ光景を

目の当たりにしました。どこでもワードの
会員，特に扶助協会の姉妹たちは，信仰
を築き，個人と家族を強め，助けを必要と
している人を支援する努力を続けていた
のです。

教会の召しを受けた謙
けん

遜
そん

な姉妹や兄弟
は，貧しさや悲しみ，病気，悩みのある家
庭に行って，平安と安らぎ，幸せをもたら
しています。考えてみればこれは驚くべき
ことです。どこのワード，支部であろうと，
人の数の多少にかかわらず，世界中どの
会員にもそれを行う機会があり，このよう
なことが毎日，今この瞬間にも，どこかで
行われているのです。

カーラは二人の子供を持つ若い母親で
す。夫のブレントは労働時間が長く，通
勤には片道 1 時間かかります。 2 番目の
女の子が生まれて間もなく，こんな体験
談を話してくれました。「ワードの扶助協
会会長会の顧問の召しを受けたのです
が，翌日になると，それがとてつもない重
荷に感じられるようになりました。妻の
役割に加えて，活発な 2 歳児と新生児を
抱えた母親の役割を果たすだけでも大変
なのに，ワードの女性たちの面倒を見る責
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任などどうやって果たせるというのでしょ
う。こう思い悩んでいたときに，2 歳の子
が病気になりました。その子の看病も赤
ん坊の世話も同時にしなければなりませ
ん。どうしたらいいのか分からず頭を抱
えてしまいました。そのときです。訪問
教師の一人，ワスデン姉妹が不意に訪問
してくれました。子育てを終えた人なの
で，どうしたらよいかを心得ていました。
薬局に行って必要なものを買って来ると言
い，その間に何をしておけばいいのか教え
てくれました。その後，夫を駅に車で迎
えに行く人を手配してくれたので，夫は早
く家に着くことができました。きっとこの
姉妹は御

み

霊
たま

のささやきに従ってわたしを
助けてくれたのでしょう。しかも喜んで
奉仕してくれたのです。この姉妹のおか
げで，わたしが新しい召しを果たせるよう
主は助けてくださるという確信を得まし
た。わたしが主から頂く必要があったの
はその確信だったのです。」

天の御父はわたしたちを愛しておられ，
一人一人の状況と能力を御存じです。わ

たしたちは毎日御父に助けを祈り求めま
すが，御父は普通，だれかほかの人を通し
てわたしたちの必要を満たされます。9

主はこう言われました。「互
たがい

に愛し合う
ならば，それによって，あなたがたがわた
しの弟子であることを，すべての者が認
めるであろう。」10

無私の奉仕はキリストの純粋な愛の表
れです。助け合うことによってわたしたち
は聖

きよ

められ，受ける者は高められ，与える
者は謙遜になります。このようにしてキリ
ストの真の弟子になっていくのです。

福祉計画はいつの時代でも福音の永
遠の原則の実践でした。まことにこれは
主の方法にかなった助けです。主の倉の
一部を担って人に祝福を与える者になろ
うという望みを，皆新たにしようではあり
ませんか。

主の祝福により，わたしたち一人一人が
さらに深い憐

あわ

れみと慈愛，思いやりの心
を持つことができるよう祈ります。恵まれ
ない人，悲嘆に暮れている人，苦しんでい
る人に手を差し伸べて助けたいという望

みと，それを行う力が増し加えられるよう
主に請い求めます。そして彼らの必要が
満たされ，信仰が強められ，心が感謝と愛
で満たされますように。

主の戒めと主の福音，主の光に従って
歩むときに，主がわたしたち一人一人を祝
福してくださいますように。イエス・キリス
トの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. モーセ 7：18 参照
 2. マタイ 22：36 － 40 参照
 3. 教義と聖約 44：6
 4. ジョセフ・スミス， History of the Church ，

第 4 巻，607
 5. 『歴代大管長の教え─ジョセフ・スミス』 , 452
 6. 『歴代大管長の教え─ジョセフ・スミス』 , 452
 7. 『主の道にかないて助けをなす─福祉に関

する指導者用ガイド』11
 8. 使徒 10：38； 信仰箇条 1：13
 9. 『歴代大管長の教え─スペンサー・Ｗ・キン

ボール』82
 10. ヨハネ 13：35
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十二使徒定員会
デビッド・A・ベドナー長老

わたしのお話の後に歌われる賛
美 歌「今

き ょ う

日われ善きことせし
か」（『賛 美 歌』137 番）が 霊 感

によって選ばれたことを感謝します。わた
しに霊感を与えてくれました。

ほとんどの人が光に関して経験したこ
とのある二つのことについて考えてみま
しょう。

一つ目は，暗い部屋に入って電気のス
イッチを入れたときの経験です。一瞬で
部屋に光があふれ，闇

やみ

が消え去ったとき
の様子を思い出してください。見えていな
かったもの，何だかよく分からなかったも
のが，はっきりと識別できるようになりま
す。この経験は，瞬時に強い光を認識す
るという点が特徴的です。

二つ目は，夜が朝に変わるのを見守っ
ているときの経験です。地平線で光が
ゆっくりと，ともすれば気づかないぐらい
に明るさを増していく様子を思い出してく
ださい。暗い部屋で電気のスイッチを入
れるのとは対照的に，日の出の光は突然
現れることはありません。むしろ少しず
つ確実に光の強さが増し，朝の光が夜の
暗闇に取って代わります。やがては建物
や山の向こうから太陽が顔をのぞかせま
す。しかし間もなく太陽が現れることは，
地平線のかなたに実際に日が昇る何時間
も前からはっきり分かります。この経験
は，微妙に，少しずつ光を識別するという
点が特徴的です。

光に関するこの二つのありふれた経験
から，啓示の霊について多くを学べます。
わたしがこれから啓示の霊と，啓示が授
けられる基本パターンについて話す間，
聖霊がわたしたちに霊感を与え，教えてく
ださるように祈っています。

啓示の霊
啓示とは，神から地上の子供たちへの

コミュニケーションです。それは，偉大な
祝福の一つです。それは聖霊の賜

たま

物
もの

と，
聖霊を常に伴

はん

侶
りょ

にできることに関連して
います。預言者ジョセフ・スミスは「聖霊

は啓示者であられ」「だれも啓示を受け
ずに聖霊を授かることはできません」と
教えました（『歴代大管長の教え─ジョ
セフ・スミス』132）。

啓示の霊は，正しい神権の権能によっ
て救いの儀式，すなわち罪の赦

ゆる

しのため
に水に沈めるバプテスマと聖霊の賜物を
授かるための按

あん

手
しゅ

を受け，「聖霊を受けな
さい」という神権の命令を，信仰をもって
果たすすべての人に与えられます。この
祝福は教会の管理役員に限定されてはい
ません。これは責任を負える年齢に達
し，神聖な聖約を交わしたすべての男女
や子供の生活の中で働くはずのものです。
心からの望みとふさわしさは生活に啓示
の霊を招きます。

ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリ
は，モルモン書を翻訳しながら啓示の霊
に関して貴重な経験をしました。この兄
弟たちは，信仰と正直な心を持ち，受ける
ことができると信じながら求めれば，業を
成し遂げるために必要な知識を何でも受
けられることを知りました。啓示の霊が
概して聖霊の力によって頭や心に浮かぶ
考えや思いとして機能することを次第に理
解していきました（教義と聖約 8：1－2；

啓示の霊
啓示の霊は実在し，個人の生活でも，末日聖徒イエス・キリスト教
会の中でも作用し，実際に機能しています。
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100：5 － 8 参照）。主が彼らに次のよう
に教えられたとおりです。「さて見よ，こ
れは啓示の霊である。見よ，モーセがイ
スラエルの子らを導いて乾いた地を通っ
て紅海を渡らせたのは，この霊による。
これがあなたの賜物である。この賜物を
使いなさい。」（教義と聖約 8：3 － 4）

わたしは啓示の霊に関して言われた
「この賜物を使いなさい」という言葉を強
調します。聖文では，聖霊は「静かな細
い声」（列王上 19：12；1 ニーファイ 17：
45 。3 ニーファイ 11：3 も参照）や「まっ
たく優しい静かな声」（ヒラマン 5：30）と
表現されています。御

み

霊
たま

は優しく，繊細に
ささやくので，なぜわたしたちがふさわし
くないメディア，ポルノグラフィー，有害で
依存性のある薬物や行為を避けるべきか，
分かるでしょう。サタンはこれらの手段
を使って，御霊の力によって伝えられる，
神の静かなメッセージを認識してそれに
こたえるわたしたちの能力を損ない，つい
には破壊します。わたしたち一人一人が，
悪魔の誘惑を拒み，「この賜物」すなわち
啓示の霊を個人の生活や家族の中に義に
かなって「使〔う〕」方法を真剣に，よく
祈って深く考えるべきです。

啓示のパターン
啓示は様々な方法で与えられます。例

えば，夢や示現，天の使いとの対話，霊感
などです。ある啓示は即座に，強烈な方
法で受けます。ほかの啓示は少しずつ，
わずかに認識されます。前に話した光に
関する 2 種類の経験は啓示のこの二つの
基本的なパターンをよりよく理解するのに
役立ちます。

暗い部屋で照明をつけることは神の
メッセージを素早く，完全に，一度に受け
ることに似ています。わたしたちの多く
は，神の御

み

心
こころ

と時に応じて，心からの祈り
がこたえられたり，必要な導きや守りを受
けたりして，この啓示のパターンを経験し
たことがあります。このような即座で強い
現れは，聖典や教会歴史の出来事，そし

てわたしたちの生活の中に見つけること
ができます。確かにこれらの強力な奇跡
は起きます。しかしこのようなパターンの
啓示は一般的ではなく，むしろ珍しいこと
なのです。

日の出のときに少しずつ光が増してい
く様子は，「教えに教え，訓戒に訓戒を加
えて」神からメッセージを受けることと似
ています（2 ニーファイ 28：30）。ほとん
どの場合，啓示は時間をかけて少しずつ
もたらされ，わたしたちの望み，ふさわし
さ，準備の度合いに応じて与えられます。
天の御父からのそのようなメッセージは
少しずつ，優しく「天からの露のように

〔わたしたち〕の心に滴る」ものです（教
義と聖約 121：45）。このパターンの啓示
は珍しいことではなく，むしろ一般的であ
り，ラバンから真

しん

鍮
ちゅう

の版を無事に手に入
れるまでに様々な方法を試したニーファイ
の経験に現れています（1 ニーファイ 3 －
4 章参照）。彼は最終的に，「前もって自
分のなすべきことを知らないまま」御霊に
よってエルサレムへ導かれました（1 ニー
ファイ4：6）。また，入念な造りの船を建
造する方法は一度に学んだのではなく，
主が「船材をどのようにしてこしらえるか
を，〔彼に〕度々示して」くださったのです

（1 ニーファイ 18：1）。
教会の歴史にも，わたしたちの生活に

も，「教えに教え，訓戒に訓戒を加えて」
啓示を受けるという主のパターンの例はた
くさんあります。例えば，回復された福音
の基本的な真理は聖なる森で預言者ジョ
セフ・スミスに一度に伝えられたのではあ
りませんでした。それらの貴い宝は，状
況が整ったとき，時宜にかなっているとき
に明らかにされました。

ジョセフ・F・スミス大管長はこのパター
ンの啓示が自分の人生でどのように起き
たかを説明しています。「少年のころ，……
わたしは頻繁に……自分の証

あかし

を得たく
て，何かすばらしい奇跡をお見せください
と主に求めました。しかし，主は奇跡を
お見せにならず，頭のてっぺんから足のつ

ま先までわたしが真理を理解するまで，
疑問や恐れが一掃されるまで，教えに教
え……を加えてくださいました。そのた
めに天の使いを遣わしたり，天使長のラッ
パの声をもって語ったりなさいませんでし
た。生ける神の御霊の静かな細い声に
よって，神はわたしが今持っている証を与
えてくださいました。そしてこの原則と力
により，神は人の子らの心にいつまでも残
る真理の知識をお与えになり，その結果
わたしたちは神のように真理を知るように
なり，キリストのように御父の御心を行う
ようになるのです。奇跡的な現れをどん
なに多く経験しても，このような結果は得
られないでしょう。」（Conference Report，
1900年 4月，41）

わたしたち教会員は奇跡的で劇的な現
れを強調するあまり，聖霊が働かれる一
般的なパターンを認識できずに見過ごし
ているかもしれません。小さな霊的印象
が徐々に大きくなり，長い時間をかけて，
待ち望んでいた答えや必要な導きになっ
ていくという「方法が単純」であるために

（1 ニーファイ 17：41），わたしたちは「的
のかなた」に目を向けてしまうかもしれま
せん（モルモン書ヤコブ 4：14）。

奇跡的な，あるいは強烈な印象を頻繁
に受けないために，自分の証の強さや霊
的な能力を疑うたくさんの人と話したこと
があります。おそらく，ジョセフが聖なる
森でした経験やサウロがダマスコへ行く
途中でした経験，息子アルマがした経験
を考えると，そのようなよく知られた著し
く霊的な例と同じような経験がない自分
には何か問題や欠陥があるのではないか
と思うようになるのでしょう。このような
思いや疑問を持ったことがあるならば，皆
さんはごく普通の人であることを覚えてお
いてください。従順に，救い主を信じる信
仰をもって進み続ければよいのです。そ
うするなら，「迷うことはあり得」ません

（教義と聖約 80：3）。
ジョセフ・F・スミス大管長は次のよう

に勧告しています。「教会にしっかり根付
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くために，奇跡やしるし，示現を必要とす
る末日聖徒がいるとすれば，彼らは……
神の前で良い評価を得ておらず，ぬかるん
で滑りやすい道を歩んでいる会員です。
わたしたちが真理に根付くのは奇跡的な
現れによるのではなく，神の戒めと律法
に謙

けん

遜
そん

に，忠実に従うことによるのです。」

（Conference Report，1900年 4月，40）
光に関するもう一つのありふれた経験

から，「教えに教え，訓戒に訓戒を加え
る」という啓示のパターンについて別の真
理が学べます。時々，朝太陽が昇るとき
に空が曇っていたり，霧に覆われたりして
いることがあります。薄暗いために光が

見にくく，太陽が地平線から昇るまさにそ
の瞬間を確認できません。しかし，そのよ
うな朝でも，新しい日が始まったことを認
識したり，用事を済ませたりするための光
は十分あります。

同様に，啓示をいつどのように受けたか
正確に認識しないで啓示を受けることが
よくあります。この原則は，教会歴史のあ
る重要な出来事に現れています。

1829 年の 春，オリバー・カウドリは
ニューヨーク州パルマイラで学校の教師
をしていました。ジョセフ・スミスとモル
モン書の翻訳の業について知り，オリバー
は若い預言者に支援を申し出るべきだと
感じました。そこでペンシルベニア州ハー
モニーへ行き，ジョセフの筆記者となりま
した。オリバーの到着時期と彼の提供し
た助けはモルモン書を世に出すためにき
わめて重要でした。

その後，オリバーが導きを求めて祈る
度に主の御霊から導きを受けていたこと
を救い主は明らかにされました。主はこ
のように宣言されました。「そうでなかっ
たならば，現在あなたがいる所に来るこ
とはなかったであろう。見よ，あなたがわ
たしに尋ねたので，わたしがあなたの思い
を照らしたことを，あなたは知っている。
そして今，あなたが真理の御霊に照らされ
たことを知るように，わたしはこれらのこ
とをあなたに告げるのである。」（教義と
聖約 6：14 －15）

このようにオリバーは自分が啓示を受
けてきたことを知らせる啓示を，預言者
ジョセフ・スミスを通して受けました。明
らかにオリバーは神からいつどのように導
きを受けていたか認識しておらず，啓示の
霊について理解を深めるためにこの教え
を必要としていました。つまり，オリバー
は曇った空に昇りつつある太陽の光の中
を歩いて来ていたのです。

人生で直面する多くの不確実なことや
困難の中で，神はわたしたちが最善を尽く
し，作用される者ではなく作用する者とな
り（2 ニーファイ 2：26 参照），神を信頼
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トーマス・Ｓ・モンソン大管長

愛する兄弟姉妹，皆さん一人一人
にわたしの愛と歓迎の気持ちを
伝えるとともに，今

き ょ う

日わたしが
話すときに，天の御父がわたしの思いと言
葉を導いてくださるよう祈っています。

今朝オールレッド姉妹とバートンビショッ
プとほかの話者たちから聞いた，教会の
福祉プログラムに関するすばらしいメッ
セージについて最初に少し話します。す
でに述べられたように，霊感に基づいた
このプログラムは今年 75 周年を迎え，こ
れまで多くの人の生活を祝福してきまし
た。わたしはこの偉大な事業の設立に当
たった人を何人か個人的に知っています。
慈悲と先見の明を持った人々です。

バートンビショップとオールレッド姉妹，
ほかの話者たちが述べたように，ワードの
ビショップは，ワードの区域内に住んでい
て助けを必要としている人々の世話をす
る責任があります。わたしも若いころにソ
ルトレーク・シティーで，夫を亡くした 84人
の姉妹を含む 1,080人の会員を擁するワー
ドのビショップだったとき，そのような特
権にあずかりました。ワードには援助を
必要とする人が大勢いました。わたしは
教会の福祉プログラムと，扶助協会，神
権定員会の助けにどれほど感謝したこと

でしょうか。
末日聖徒イエス・キリスト教会の福祉

プログラムは全能の神の霊感によって実
施されていることを宣言します。

さて，兄弟姉妹の皆さん，わたしが大管
長として支持を受けてから，この大会で
3 年が過ぎました。確かに，忙しく，多く
の難問を抱える毎日でしたが，数え切れ
ないほどの祝福も受けてきました。中で
も神殿を奉献・再奉献する機会は最も喜
ばしく，神聖な祝福でした。わたしは今
日，神殿について話します。

1902 年 10 月に開かれた総大会におい
て，ジョセフ・F・スミス大管長は冒頭の
説教で「民の便宜のために必要とされる
神殿が〔世界〕各地に建つ」日が来るの
を望んでいると語りました。1

教会が組織されてからの 150 年間，つ
まり1830 年から 1980 年までに，オハイオ
州カートランドとイリノイ州ノーブーの神殿
を含む 21 の神殿が建設されました。こ
れに対して 1980 年からの 30 年間，この
間に 115 の神殿が建設され，奉献されま
した。昨日発表された 3 つの新しい神殿
を加えると，さらに 26 の神殿が建設中か
建設の準備に入っています。神殿の数は
さらに増えるでしょう。

聖なる神殿─
世界に輝くかがり火
教会員として受ける最も大切で最高の祝福は神の神殿で受けるこ
れらの祝福です。

することを望んでおられます。わたしたち
は天使を見たり，天の声を聞いたり，圧倒
されるような霊的な印象を受けることは
ないかもしれません。神の御心に従って
いるかどうか完全な確信がないまま，望
みと祈りをもって前進することが多いかも
しれません。しかし，聖約を尊んで戒め
を守り，善を行い善い人になるよう絶えず
努めるなら，神が導いてくださることを確
信して進むことができます。そして語ると
きには，神が霊感によって語るべき言葉を
与えてくださることを確信することができ
ます。それは「神の前においてあなたの
自信は増〔す〕」という聖句が意味するこ
との一つです（教義と聖約 121：45）。

啓示の霊をふさわしく求めて従うとき
に，「主の光の中を歩〔める〕」ことをわた
しは約束します（イザヤ 2： 5；2 ニーファ
イ 12：5）。時々，啓示の霊は即座に強く
働くことがありますが，それ以外のとき
は，わずかに少しずつ，そして多くの場合
意識的に認識できないほど繊細に働きま
す。しかしどのようなパターンでこの祝福
を受けても，啓示の霊がもたらす光は皆
さんの心を照らして広げ，理解力に光を注
ぎ（アルマ 5：7；32：28 参照），皆さんと
家族を導き守ってくれるでしょう。

わたしは使徒として，御父と御子が生き
ておられることを証します。啓示の霊は
実在し，個人の生活でも，末日聖徒イエ
ス・キリスト教会の中でも作用し，実際に
機能しています。これらの真理を主イエ
ス・キリストの聖なる御

み

名
な

により証しま
す，アーメン。■
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1902 年にジョセフ・F・スミス大管長
が望んだ目標は実現しつつあります。わ
たしたちはできるかぎり会員たちが神殿
に行きやすくなることを願っています。

現在ブラジルのマナウスで神殿が建築
されています。何年か前にわたしは，アマ
ゾンの熱帯雨林の真ん中に位置するマナ
ウスから 100人以上の会員が，当時最も
近いブラジルのサンパウロにある神殿ま
で旅したことについての記事を読みまし
た。マナウスから神殿まで約 4,000 キロ
です。この信仰篤

あつ

い聖徒たちは，船で
4 日かけてアマゾン川と支流を下り，船旅
が終わると，でこぼこ道をさらに 3日間，
食べ物もほとんどなく，眠ることもままな
らないバスに乗り，7 昼夜をかけてサンパ
ウロの神殿に到着しました。そして永遠
の儀式が執行されました。もちろん帰り
道も同じように過酷でした。けれども彼
らは神殿の儀式と祝福を受け，財布は空
になっていましたが，神殿の霊に満たさ
れ，受けた祝福への感謝で満たされてい
ました。2 それから多くの歳月が流れて，
マナウスの会員たちは今，リオネグロ川の
ほとりに姿を現しつつある自分たちの神
殿を見て喜びを感じています。神殿はど
こに建てられても忠実な会員たちに喜び
をもたらしています。

神殿の中でしか得られない祝福を得る
ためにささげた犠牲の記録は，いつもわ
たしの心を打ち，神殿に対する感謝の念
を新たにしてくれます。

ティヒ・マウ・サムと妻のタラライナ，
それに 10人の子供たちの話を紹介しま
しょう。この家族はタヒチから約160キロ
離れた彼らの島に宣教師がやって来た
1960年代初期に，一人の娘を除く全員で
教会に入りました。間もなく神殿で家族
が永遠に結ばれる祝福を望むようになり
ました。

当時，マウ・サム家族にとって最も近い
神殿は南西に4,000キロ以上離れたニュー
ジーランド・ハミルトン神殿でした。高額
な飛行機で行くしかほかに交通手段があ

りません。小さな農場で働いて細々と生
活している大家族には航空券を買うお金
もなく，太平洋に浮かぶ島では就職する
機会もありませんでした。そこでマウ・サ
ム兄弟と息子のジェラルドは働くために
4,800 キロ旅をしてニューカレドニアに行
くという苦渋の決断を下しました。ニュー

カレドニアにはすでに職を得ているもう一
人の息子がいました。

マウ・サム家の 3人の男は 4 年間働き
ました。その期間，マウ・サム兄弟は，
1 度だけ，娘の結婚のために一人で家族
のもとに帰りました。

4 年後，マウ・サム兄弟と息子たちは
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ニュージーランド神殿に家族を連れて行
くだけの費用を蓄えました。妊娠してい
た一人の娘を除き，会員である家族全員
が神殿に行きました。家族はこの世と永
遠に結び固められ，言葉に表せないほど
の喜ばしい経験をしました。

マウ・サム兄弟は神殿からニューカレド
ニアへ直行して，さらに 2 年間働きまし
た。神殿へ同行しなかった娘と夫それに
子供が神殿に行く費用を働いて得るため
でした。

それから何年か後にマウ・サム兄弟姉
妹は神殿で奉仕したいと考えるようにな
りました。そのころにはタヒチ・パペーテ
神殿が完成し，奉献されていました。彼
らはそこで 4 度宣教師として奉仕しまし
た。3

兄弟姉妹，神殿は石とモルタル以上の
ものです。人々の信仰と断食で満たされ
ています。試練と証

あかし

によって建てられて
います。犠牲と奉仕によって聖

きよ

められて
います。

この神権時代の最初の神殿はオハイオ
州カートランドで建てられました。当時の
聖徒たちは貧困にあえいでいました。し
かし，主が神殿を建てるように命じられた
ので，彼らはそうしました。ヒーバー・C・
キンボール長老はその経験をこのように
記しています。「この業を成し遂げるため
にわたしたちが味わった貧困と試練と苦
難を，主だけがすべて御存じです。」4 そ
して，苦労しながらもすべてが完成したと

き，聖徒はオハイオと愛する神殿から力ず
くで追放されました。ようやく，一時的で
はありましたがイリノイ州のミシシッピ河
畔に避難場所を見つけました。彼らはそ
の定住地をノーブーと名付け，再び持てる
すべてをささげ，変わらぬ信仰をもって，
神にもう一つの神殿を建てました。しか
し迫害の手が伸び，ノーブー神殿は完成
したばかりであったにもかかわらず，聖徒
たちは再び家を追われて，だれも見向きも
しなかった荒れ野に避難の地を求めたの
です。

40 年を費やしてソルトレーク神殿を建
設したとき，困難と犠牲は再び始まりまし
た。神殿は今日カンファレンスセンターに
いるわたしたちの南のブロックに堂 と々そ
びえています。

神殿の建設と神殿の参入には何がしか
の犠牲がついてまわります。神殿の中で
見いだされる祝福を自身と家族が得るた
めに努力し，苦しみを経験した人は数限
りなくいます。

神殿の祝福を受けるためになぜそれほ
ど多くの人が多くのものを喜んで犠牲にす
るのでしょうか。神殿のもたらす永遠の
祝福を理解している人は，これらの祝福
を受けるためにいかなる犠牲，いかなる
代価，いかなる苦労もいといません。どこ
までも旅をして，あらゆる障害を克服し，
どれほどつらいことにも彼らは耐えます。
いつの日か永遠の家族として天の御父の
みもとに戻れるようにし，高い所から祝福

と力を授けてくれる神殿の救いの儀式に
は，あらゆる犠牲と努力を注ぐ価値があ
ることを彼らは知っています。

今
こん

日
にち

ほとんどの人は神殿に参入するた
めに厳しい苦難を強いられることはありま
せん。現在，教会員の85パーセントは神殿
から320キロ以内の地域に住んでおり，そ
の大部分はもっと近くに住んでいます。

もし自身のために神殿に参入したこと
があるとしたら，もし神殿に比較的近い
所に住んでいるとしたら，あなたがささげ
る犠牲は，忙しい生活の中で神殿を定期
的に訪れる時間を作ることかもしれませ
ん。幕のかなたで待っている人々のため
に神殿でしなければならないことはたく
さんあります。彼らのために業を行うと
き，わたしたちは彼らが自分でできないこ
とを成し遂げていることを知るでしょう。
ジョセフ・F・スミス大管長は力強くこう
宣言しました。「死者のために払うわたし
たちの努力によって，彼らを縛っている鎖
は断ち切られ，取り巻く闇

やみ

が一掃され，そ
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して彼らのうえに光が輝くことでしょう。
霊界にいる彼らは，子孫によって自分たち
の儀式が執行されたことを聞き，これら
の義務を果たした子孫とともに喜びの声
を上げることでしょう。」5 兄弟姉妹，これ
を実行するのはわたしたちです。

わたしの家族で最も神聖な経験，最も
大切にしている経験の幾つかは，家族が
神殿に集まって，亡くなった先祖のために
結び固めの儀式をしたときのものです。

まだ神殿に参入したことがなければ，
あるいは，参入したことはあっても現在推
薦状を受ける資格がなければ，神殿に参
入するふさわしさを身に付けること以上に
大切な目標はありません。推薦状を受け
るに必要な事柄に添うよう生活を改める
こと，あるいは神殿に参入する資格を損な
う長年の習慣をやめることがあなたにとっ
ての犠牲かもしれません。什

じゅう

分
ぶん

の一を納
める信仰と自制が犠牲かもしれません。
何を犠牲にしても，神殿に入るための条
件を満たしてください。神殿推薦状を受
け，大切にしてください。なぜなら推薦状
は大切なものだからです。

主の宮に入って，そこであなたを待って
いるすべての祝福を受けなければ，教会
が差し出すすべてを手に入れてはいない
のです。教会員として受ける最も大切で
最高の祝福は神の神殿で受けるこれらの
祝福です。

さて，10 代の若い友人の皆さん，常に
神殿を視野に入れておきましょう。神殿の
ドアを通って，神聖で永遠の祝福を受け
る妨げとなることを一切してはなりませ
ん。死者のためのバプテスマを受けるた
めに定期的に神殿を訪れている人は，朝
早く起きて，学校へ行く前にバプテスマに
参加することを勧めます。一日の最初に
することとしてこれ以上にすばらしいこと
はありません。

青少年の両親の皆さんに，スペンサー・
W・キンボール大管長が与えた賢明な助
言を分かち合いたいと思います。キン
ボール大管長はこう語りました。「親が

家中の寝室に神殿の写真を飾って，〔子供
が〕赤ん坊のときから毎日神殿の写真を
見て，神殿が〔子供の生活の〕一部となっ
たら，それはすばらしいことです。〔神殿
に参入することについて〕重大な決断を下
す〔必要のある〕年齢に〔達した〕とき，
子供はすでに決断を下していることで
しょう。」6

初等協会で子供たちはこのように歌い
ます。

いつの日か一緒に神殿で
お父様と聖約交わす
一つに結ばれる家族として
従順に歩むと約束します 7

どうか子供たちに神殿の大切さを教え
てください。

世の中はそこで生活するには問題にあ
ふれる難しい場所となりかねません。わ
たしたちを引きずり落とすような事柄に取
り囲まれることがしばしばあります。神
の宮を訪れるとき，そこで交わした聖約を
思い起こすとき，あらゆる試練に耐え，誘
惑を克服する力を得ます。神殿は平安を
見いだす聖なる場所です。わたしたちは
更新され，抵抗力をつけます。

兄弟姉妹，最後にもう一つの神殿につ
いて話したいと思います。世界中で新し
い神殿が建設される中，そう遠くない将
来に，2,500 年以上の昔に築かれた都市
に一つの神殿が完成するでしょう。それ
は現在イタリア・ローマで建築中の神殿

です。
すべての神殿は神の宮であって，同じ

機能を果たし，同じ祝福と儀式が授けら
れています。世界で歴史的に最も由緒あ
る地の一つであり，古代の使徒ペテロと
パウロがキリストの福音を宣

の

べ伝え，とも
に殉教した都市に建てられるという意味
で，イタリア・ローマ神殿はほかに類を見
ません。

昨年の 10 月にわたしたちはローマ北東
部の美しくのどかな敷地に集まりました。
わたしは鍬

くわ

入れに当たって奉献の祈りを
ささげる特権を得ていました。わたしはイ
タリアの国会議員ルーチョ・マラン氏と
ローマの副市長ジュゼッペ・チャルディ氏
に，シャベルを土に入れる最初のグルー
プに入っていただいたらよいと感じまし
た。二人はローマ市内に神殿を建設する
許可を与える決議に加わった人たちです。

その日は雲に覆われていましたが暖か
く，雨の予報でしたが，落ちてきた雨粒は
1つか 2 つでした。大合唱団が「主のみた
まは火のごと燃え」の美しい旋律をイタリ
ア語で歌ったとき，全能の神を賛美し感謝
するすばらしい賛美歌を，天も地も一緒に
なって歌っているかのように感じました。
涙を抑えることができませんでした。

やがて，この「永遠の都」の忠実な人々
は神の聖なる宮で永遠の儀式を受けるこ
とでしょう。

わたしは，現在ローマに神殿が建設さ
れていること，また場所を問わずすべての
神殿を与えてくださったことを天の御父に
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リチャード・Ｇ・スコット長老

でともに受けられるように生活しようとい
う力強い動機付けを与えてくれています。

天の御父の幸福の計画を支える非常に
重要な二つの柱は，結婚と家族です。サ
タンは家族を引き裂き，家族を永遠に結
ぶ神殿の儀式の意義を揺るがそうと執

しつ

拗
よう

な努力を続けていますが，このことからも
結婚と家族がいかに重要であるかが分か
ります。神殿における結び固めは，人生
の旅路を歩むにつれて，いっそう重要な
意味を帯びてきます。結び固めを受けた
ことによって互いの結びつきがさらに深ま
り，現世の生活に，より大きな喜びと充足
感を覚えるでしょう。

以前わたしは妻から大切な教訓を学び
ました。仕事の関係で出張が多かった時
期のことです。あるときほぼ 2 週間留守
をして，土曜日の朝に帰宅しました。 4 時
間後に別の会合へ行くことになっていま
した。家の小さな洗濯機が故障し，妻が
衣服を手で洗っていることに気づいたの
で，わたしは修理を始めました。

すると妻が来て，言いました。「リチャー

すばらしい聖歌隊が歌った「イエ
ス様のようになりたい」という
美しいメッセージは，わたした

ちの多くにとって人生の規範となるものだ
と思います。

1953 年 7月16日，愛するジェニーンと
わたしは若いカップルとしてユタ州マンタイ
神殿の聖壇にひざまずきました。ルイス・
R・アンダーソン神殿会長が結び固めの
権能を行使し，この世から永遠にわたる
結婚を宣言しました。わたしは主の宮で
正しい神権の権能により行われた神聖な
儀式を受けたので，ふさわしい生活を続
けるなら，愛する妻ジェニーンと子供たち
と永遠に結ばれることができると確信し
ています。その確信から得られる平安と
安らぎは，言葉では言い表せません。

我が家の 7人の子供は神殿の神聖な儀
式によりわたしたち両親に結び固められ
ています。かけがえのない妻ジェニーンと
2 人の子供は幕のかなたにいます。そし
て現世に残っている家族一人一人に，神殿
で約束されたすべての永遠の祝福を家族

日曜午後の部会 | 2011年 4月3日

結婚がもたらす 
永遠の祝福
神殿における結び固めは，人生の旅路を歩むにつれて，いっそう
重要な意味を帯びてきます。結び固めを受けたことによって互い
の結びつきがさらに深まり，……より大きな喜びと充足感を覚える
でしょう。

心から感謝しています。それぞれが世界
に輝くかがり火であり，わたしたちの証の
表れです。すなわち，永遠の父なる神は
生きておられ，わたしたちを祝福すること
を望み，まことにあらゆる世代の息子娘た
ちを祝福することを願っておられます。そ
れぞれの神殿はわたしたちがこの地上で
生きているように確かに死後の生活が実
在するというわたしたちの証の表れです。
わたしはそのように証します。

愛する兄弟姉妹の皆さん，神殿に参入
し，神殿で感じる御

み

霊
たま

を心と家庭に宿す
ために，必要な犠牲を払おうではありま
せんか。わたしたちのために究極の犠牲
を払われた主なる救い主イエス・キリスト
に倣

なら

い，天の御父の王国で永遠の命と昇
栄を得られますように。これはわたしの
心からの祈りであり，このことをわたした
ちの救い主，主イエス・キリストの御

み

名
な

に
より祈ります，アーメン。■
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ド，何をしているの。」
わたしは答えました。「洗濯機を修理

しているんだ。君が手で洗わなくてもい
いようにね。」

妻は言いました。「そんなことはしなく
ていいわ。だから，子供たちと遊んでちょ
うだい。」
「子供たちとはいつでも遊べるよ。ぼく

は君を助けたいんだ」と答えました。
すると妻は言いました。「リチャード，

お願いだから子供たちと遊んでやって。」
妻があまりにも強く言うので，わたしは

従いました。
そして子供たちとすばらしい時を過ご

しました。追いかけっこをして，落ち葉の
上で転げ回りました。それからわたしは
会合へ行きました。妻がわたしにこの経
験から教訓を学んでほしいと思わなかっ
たら，恐らくわたしはその経験を忘れてし
まったことでしょう。

翌日の朝 4 時ころ，わたしは起こされま
した。二つの小さな腕で首に抱きつか
れ，頬

ほお

にキスされ，耳にささやく声が聞こ
えたのです。その言葉を決して忘れるこ
とはないでしょう。「パパ，大好きだよ。
パパはぼくのいちばんの友達だよ。」

もし皆さんが家庭でそのような経験を
しているなら，この世の最も大きな喜びの
一つを味わっていることになります。

もしあなたが適齢期の若い男性で結婚
していないとしたら，つまらない事柄を追
い求めて時間を無駄にしてはなりません。
前向きな姿勢で人生を歩み，結婚すること
に焦点を当ててください。この時期をただ
流されるままに過ごさないでください。
若い男性の皆さん，ふさわしくあって伝道
の業を果たしてください。そして，ふさわ
しい永遠の伴

はん

侶
りょ

を見つけることを最優先
しましょう。一人の女性に関心を抱き始
めたなら，自分がまれな人物で，よく知る
とおもしろいと思ってもらえるような人で
あることを，相手に示してください。心を
高めるような場所へ彼女を連れて行って
ください。創意工夫をしましょう。すばら

しい妻を持ちたければ，自分自身がすば
らしい男性として，あるいは未来の夫候
補として女性に見てもらわなければなりま
せん。

大切な人を見つけたら，主が定められた
ふさわしさの範囲にとどまることにより，
すばらしい求婚期間と結婚生活を送り，
この上ない幸福を永遠に味わうことがで
きます。

既婚者の皆さん，伴侶に対して肉体的
にも精神的にも誠実でしょうか。伴侶に
聞かれたくないような会話をほかの人と決
してせず，結婚の聖約を誠実に守っている
でしょうか。伴侶や子供たちに対して親
切で協力的でしょうか。

兄弟の皆さん，聖文の研究，家族の祈
り，家庭の夕べなどの家族の活動を率先

して行っているでしょうか。それとも家庭
に対する配慮不足の穴埋めを奥さんにさ
せているでしょうか。奥さんにどれほど
心から愛しているかを伝えていますか。
それを伝えるなら，奥さんに大きな幸福
感をもたらすことができるでしょう。わた
しがそう言うと，男性たちは「妻は分かっ
ていますから」とよく言います。でも伝え
る必要があるのです。彼女たちは皆さん
の愛を再び確信することで，成長し，大い
に祝福されるのです。奥さんが皆さんの
ためにしてくれることに対して，感謝を伝
えてください。頻繁に愛と感謝を伝えてく
ださい。そうすれば，人生はさらに豊か
で心地よく，目的あるものとなるでしょう。
自然に愛を伝えることを差し控えたりしな
いでください。しっかりと抱き締めながら
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愛を伝えれば，いっそう豊かな実を結ぶ
でしょう。

愛を表現することの大切さをわたしは
妻から学びました。結婚して間もなく，集
会で話すために聖典を開けると，優しさと
愛情に満ちたメモが挟んであることがよ
くありました。メモに書かれた言葉があ
まりにも思いやりにあふれていたために，
話を続けられないことさえありました。愛
情深い妻からもらったこうした貴重なメモ
は，今もなおわたしに慰めと霊感を与えて
くれるかけがえのない宝となっています。

わたしも同じことを妻にするようになり
ましたが，それが妻にとって実際どれだ
け意味を持っていたかには気づきません
でした。ある年，妻にバレンタインの贈り
物をするお金がなかったため，冷蔵庫に
水彩絵の具で絵を描くことにしました。
最善を尽くしたのですが，一つだけ間違
いを犯してしまいました。水彩絵の具で
はなく，消しにくいエナメル塗料を使って
しまったのです。でも妻は，その冷蔵庫
の絵を決して消させてくれませんでした。

今も覚えていますが，ある日わたしはパ
ンチで穴を開けたときにできる小さな丸い
形の紙を取り出し，1 から100までの番号
を振りました。そしてその裏に妻へのメッ
セージを１枚に１単語ずつ書き，全部をす
くって封筒に入れたことがありました。
妻は喜んで笑ってくれるだろうと思ったの
です。

妻が亡くなったとき，妻の身の回りの
品々を見て，わたしたちが交換し合ったた
わいないメッセージを妻がいかに大事にし

ていたかが分かりました。妻はあの小さ
な丸い紙を一つ残らず丁寧に1 枚の紙に
はり付けていました。わたしからのメモを
保管していただけでなく，貴重な宝物のよ
うにビニールのカバーを付けて保護してい
ました。ほかのメモと一緒にしていな
かったものが一つだけありました。それ
は今なお台所の時計のガラスの裏にはっ
てあります。「ジェニーン，今こそ，君を愛
していると伝えるべき時だね」と書いて
あります。そこに残されたメモを見る度
に，天の御父の特別な娘であった妻を思
い起こします。

妻とともに過ごした人生を振り返ってみ
ると，自分たちがいかに祝福されてきた
か分かります。我が家では口論したこと
は一度もなく，夫婦の間で思いやりのない
言葉を言ったことは決してありません。今
になってみると，そのような祝福は妻のお
かげだということが分かります。進んで
相手に与え，分かち合い，自分のことを決
して考えないという妻の信条によるもの
だったのです。わたしは妻とともに過ごし
た最後の何年間か，妻の模範に倣

なら

おうと
努めました。夫や妻として皆さんの家庭
でも同じようにしてはどうでしょうか。

純粋な愛はかけがえのないものであり，
善を求める強い力です。義にかなった愛
は豊かな結婚生活の基です。それがあっ
てこそ，子供たちは満たされ，十分に成長
します。母親の愛という義にかなった影
響力を正確に計れる人がいるでしょうか。
疑いを知らない思いと心という肥

ひ

沃
よく

な土
壌に，母親が念入りに植え付け，愛情を

込めて育てる真理の種は，どのような朽
ちない実を結ぶでしょうか。母親として
皆さんは子供の特別な才能や能力を感じ
取る生来の力を神から授かっています。
子供の特質が開花するよう，夫とともに養
い，強め，励ますことができます。

結婚はきわめて報いの大きいものです。
結婚はすばらしいです。時がたつにつ
れ，夫婦は考え方が似てきて，同じ発想や
印象を持つようになります。最高にうれし
い時も，試練や困難の時も訪れますが，主
は，二人が経験を通して成長する間，ずっ
と導いてくださいます。

ある晩，心臓の病気を持った幼い息子
リチャードが目を覚まし，泣きだしました。
妻もわたしもその泣き声を聞きました。普
段は妻が必ず起きて，泣いている赤ん坊
の世話をするのですが，このときは，わた
しが「世話をするよ」と言いました。

息子は病気があるために，泣きだすと，
小さな心臓の鼓動が非常に速くなります。
食べたものを吐き，シーツを汚してしまい
ます。その晩わたしは，速い鼓動を和ら
げ，泣きやむように息子をしっかり抱き締
め，衣服とシーツを交換しました。そし
て，眠りに就くまで抱いていました。息子
がわずか数か月後に亡くなることは，その
ときは分かりませんでした。夜中に息子
を腕にずっと抱いていたことを，わたしは
いつまでも忘れないでしょう。

息子が亡くなった日のことをよく覚えて
います。病院からの帰途，ジェニーンとわ
たしは路肩に車を止めました。わたしは妻
を抱き締め，少しの間二人で泣きました。
でも，幕の向こうで息子にまた会えると感
じました。わたしたちが神殿で聖約を交
わしているからです。そのおかげで息子
の死が幾分受け入れやすくなりました。

妻の優しさは多くの価値ある事柄を教
えてくれました。わたしはとても未熟でし
たが，妻は非常にしっかり者で，とても霊
的でした。結婚生活を通して，わがまま
になったり身勝手になったりする傾向を
克服するための理想的な環境に身を置く
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十二使徒定員会
D・トッド・クリストファーソン長老

天の御父はわたしたちに大きな期
待を寄せておられます。その期
待について御子イエス・キリス

トは次のように述べておられます。「わた
しや天におられるあなたがたの父が完全
であるように，あなたがたも完全になること
を，わたしは望んでいる。」（3 ニーファイ
12：48）		天の御父はわたしたちが「日の栄
えの栄光に堪え」（教義と聖約 88：22），

「神の前に住む」ことができるように，聖
きよ

めてくださるとおっしゃっているのです
（モーセ 6：57 参照）。そのためには何が
必要かを御父は御存じです。戒めと聖
約，聖霊の賜

たま

物
もの

，そして最も大切な御子
の贖

しょく

罪
ざい

と復活をお与えになり，わたしたち
が変化を遂げられるようにしてくださいま
した。

これらすべてにおいて御父が目的として
おられるのは，御父の子供であるわたし
たちが御父と永遠に暮らすという究極の

喜びを得て，御父のようになることです。
何年か前にダリン・H・オークス長老は次
のように説明しています。「最後の裁きと
は，善悪の行為つまりわたしたちが何を
行ったかを集計して評価するだけにとど
まるのでなく，行いと思いがもたらす最終
的な結果つまりわたしたちがどのような人
物になったかを確認することであると結
論づけられます。表面的な行動だけでは
不十分です。福音の戒め，儀式，聖約は，
天の口座に預金しておかなくてはならな
い行為のリストではないのです。イエス･
キリストの福音は，御父がわたしたちに望
んでおられる状態に到達する方法を示す
設計図です。」1

残念なことに現代の多くのクリスチャン
は，神は御自分の信者に対して何一つ具
体的な要求をしておられないと考えてい
ます。そして，神のことを「求めに応じて
必要を満たしてくれる僕

しもべ

」，あるいは「自

「すべてわたしの 
愛している者を， 
わたしはしかったり， 
懲らしめたりする」
懲らしめに堪える経験は悔い改めを促すだけでなく，わたしたち
を精錬するものとなり，霊的にいっそう大きな特権にあずかる備え
となります。

ことができます。若いうちに結婚するよう
に勧められる理由の一つは，変えるのが
難しい不適切な人格ができてしまわない
ようにするためであると思います。

永遠の伴侶を探し求めるという選択を
まだしていない男性の皆さんを残念に思
います。また，結婚の機会にあずかってい
ない姉妹の皆さんを思うと心が痛みます。
そのような姉妹の中には，孤独で，自分の
価値を認められていないように感じ，結婚
や子供，自分の家族という祝福を得るに
はどうしたらよいか分からないという人も
いるでしょう。主にはおできにならないこ
となどありません。霊感によって預言者
に宣言させた約束を守ってくださいます。
永遠は長い時間です。神の約束を信じ，
それにふさわしく生活してください。そう
すれば，御

み

心
こころ

にかなうとき，約束は主の力
によって皆さんの人生で成就するのです。
確かに，皆さんにふさわしい，約束された
祝福をすべて受けることができます。

かけがえのない妻ジェニーンのことばかり
話したことをご容赦ください。わたしたち
は永遠の家族です。妻はいつも喜びにあ
ふれていました。それはたいていほかの
人への奉仕の結果でした。病状が重かっ
たときでさえも，妻は朝の祈りの中で，だ
れか自分が助けられる人のところへ導い
てくださいと天の御父に願い求めていま
した。そのような心からの祈りは幾度と
なくこたえられました。多くの人の重荷が
軽くなり，生活が明るくなりました。妻は
主に導かれ，神の御

み

手
て

に使われる者とな
ることによって絶えず祝福されたのです。

義にかなった女性として輝きをいっぱ
いに放ち，優しく献身的に生きた天の御
父の娘を愛するのがどんなことかをわた
しは知っています。将来，幕のかなたで
再び妻に会うとき，二人の愛がいっそう
深まっていることにきっと気づくでしょう。
幕で隔てられたこの時期を過ごすからこ
そ，互いに対する感謝の念がいっそう深
まることでしょう。イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■
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分に満足感」を得られるように助けてく
れるセラピスト程度にしか考えていない
のです。2	これは宗教というものは「生活
の変化を求めるようなことをしない」とす
る考え方です。3	ある作家はこのように述
べています。「これに対して，ヘブライ人
とクリスチャンの聖典で描かれている神
は，聖約することを要求するだけでなく，
わたしたちの命そのものを求めています。
聖書の神は優れた特質ではなく，命と死
に関する事柄を扱い，当たり障りのない主
義主張ではなく，犠牲をもいとわない愛を
要求しています。」4

天の御父の大きな期待にこたえるため
に必要な心構えと行動についてお話しし
たいと思います。それは喜んで改善の勧
め，すなわち，いさめを受けることであり，
さらには自らいさめを求めることです。完
全な御方すなわち「キリストから賜わる賜
物のはかりに従って」生活を整えようとす
るときに（エペソ4：7），いさめは重要な
意味を持ちます。パウロは神から正され，
懲らしめを受けることについて「主は愛す
る者を訓練〔される〕」と述べています

（ヘブル12：6）。堪え抜くことが難しい
場合もしばしばありますが，自らを改善す
るために割く時間と努力自体に神が価値
を認めておられることを，わたしたちは喜
ぶべきです。

神がお与えになる懲らしめには（1）悔
い改めを促す，（2）精錬し，聖める，（3）神
が御存じのより良い道へ生活を方向転換
させる，という少なくとも 3 つの目的があ
ります。

最初に，赦
ゆる

しと清めの必要条件である
悔い改めについて考えてみましょう。主は

「すべてわたしの愛している者を，わたし
はしかったり，懲らしめたりする。だか
ら，熱心になって悔い改めなさい」とおっ
しゃいました（黙示 3：19）。「そして，わ
たしの民は，たとえ苦しみを受けることに
よらなければならないとしても，従順を学
ぶまで，必ず懲らしめを受けなければな
らない」とも言っておられます（教義と聖

約 105：6。教義と聖約 1：27 も参照）。
末日の啓示の中で，主は「戒めに従って」
子供たちを教えていないこと，「家庭で
もっと勤勉に家庭のことに携わ」ってい
ないこと（教義と聖約 93：41－ 50）につ
いて高い位にある 4 人の教会指導者に悔
い改めるよう命じておられます（主はわた
したちの多くに対しても同様に命じられ
るかもしれません）。主は雲の中に立っ
て，モルモン書のヤレドの兄弟と「三時間
……話し，彼が主の名を呼ぶことを思い
起こさなかったので，彼を懲らしめられ」
ました。これによってヤレドの兄弟は悔
い改めました（エテル 2：14）。ヤレドの
兄弟はこの厳しい叱

しっ

責
せき

に積極的にこたえ
たので，後に，肉体を受ける前の贖

あがな

い主を
見て，教えを受ける特権にあずかりました

（エテル 3：6－20 参照）。神の懲らしめ
がもたらす実は悔い改めであって，それは
人を義に導きます（ヘブル12：11 参照）。

懲らしめに堪える経験は悔い改めを促
すだけでなく，わたしたちを精錬するもの
となり，霊的にいっそう大きな特権にあず
かる備えとなります。主はこのように言わ
れました。「わたしの民は，すべてのこと
において試みを受けなければならない。
それは彼らが，わたしが彼らのために持っ
ている栄光，すなわちシオンの栄光を受け
るように備えられるためである。そして，
懲らしめに耐えない者は，わたしの王国に
ふさわしくないのである。」（教義と聖約
136：31）		主はまた別の折にこうおっしゃ
いました。「懲らしめに耐えないで，わた
しを否定する者は皆，聖められることはあ
り得ない……。」（教義と聖約101：1－5。
ヘブル12：10も参照）		今朝，ポール・V・
ジョンソン長老が語ったように，わたした

ちは，神の特質を身に付ける助けとなる事
柄に憤ったりすることのないように気を付
けるべきです。

アルマに従った人々はヘラムにシオンの
町を築きましたが，後に囚われの身となり
ました。彼らは苦難を受けて当然の民で
はなく，むしろ祝福されるべき民でした。
しかし，このように記されています。
「にもかかわらず，主は御自分の民を懲

らしめるのを，御
み

心
こころ

にかなうことと見てお
られる。

まことに，主は民の忍耐と信仰を試さ
れる。しかしながら，主に頼る者はだれ
であろうと，終わりの日に高く上げられ
る。そして，この民はそのように試された
のであった。」（モーサヤ 23：21－22）

主は彼らを強め，彼らが肩に負わされ
る荷を感じることができないほど軽くし，
そして最終的に解放してくださいました

（モーサヤ 24：8－22 参照）。その経験
によって彼らの信仰は計り知れないほど
強められ，それから後，主との間に特別な
きずなが築かれたのです。

現在のわたしたちが考えていない，ある
いは思い描くことのできない未来に向け
て導くために，神はわたしたちを懲らし
め，いさめるためにもう一つの方法を用い
られます。神はそれがわたしたちにとって
より良い方法であることを御存じです。か
つて十二使徒定員会の一員で大管長会の
顧問を務めたヒュー・B・ブラウン管長は
自身の体験を紹介しています。彼は，カ
ナダで荒れ放題となっていた農場を何年
も前に購入しました。農場を整備し，修
繕していたときに，6 フィート（約 1.8 メー
トル）ほどまで生長しながら，実をつけて
いないスグリの木を見つけました。そこ
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で，幹だけを残して大胆に枝を切り落とし
ました。枝の切り口一つ一つには涙がた
まっているように見えました。スグリの木
が泣いていて，その声が聞こえたような気
がしました。
「あなたはどうしてこのようなことをなさ

るのですか。わたしは十分生長してきた
ではありませんか。……あなたはわたし
を切ってしまいました。庭の木はみんな
わたしを見下すでしょう。……どうしてあ
なたはこのようなことをわたしになさるの
ですか。わたしはあなたがここの庭師だ
と思っていたのに。」

ブラウン管長は答えました。「かわいい
スグリの木よ，わたしはここの庭師だ。わ
たしはおまえにどのような木になってほし
いか知っている。それはおまえを果実や
木陰を作る木にするためではない。わた
しはおまえにスグリの木になってほしい
のだ。かわいいスグリの木よ，いつかおま
えがたくさん実をつけるとき，わたしに感
謝して言うだろう。『わたしの庭師よ，ほ
んとうにありがとうございます。あなたは
わたしを愛したからこそ，枝を刈り込んで
くださったのですね。……』」

それから何年か後に，ブラウン管長は
カナダ陸軍の将校としてイングランドで任
務に就いていました。上官の将校の戦死
により，ブラウン管長は大将に昇進する機
会を得ることになり，ロンドンに出頭する
よう命じられました。しかし，大将になる
資格が十分にあったにもかかわらず，モル
モンであるために昇進を認められません
でした。司令官は次のような意味のこと
を言いました。「君は大将になる資格が
十分にある。しかし任命することはでき
ない。」		10 年間ブラウン管長が希望し，
祈り求め，準備してきたものが，あからさ
まな偏見によって突然砕かれてしまったの
です。ブラウン管長は話を続けています。
「汽車に乗り，……町へと引き返しました。

わたしの心はひどく傷つき，苦々しさばか
りが残っていました。……テントに着い
たわたしは，……帽子を簡易ベッドの上に

投げ捨てました。こぶしを天に向かって
振り上げ，叫びました。『神よ，あなたは
どうしてこのようなことをなさるのですか。
あれほど努力してきたではありませんか。
できるはずだったこと，すべきはずだった
ことを怠ったことなど一度もありません。
それなのに，どうしてこのようなことをな
さるのですか。』		苦々しさで胸が張り裂
けそうでした。

そのときわたしは声を聞きました。そ
の声がだれの声かすぐに分かりました。
それはわたし自身の声でした。その声は
こうささやきました。『わたしはここの庭
師だ。わたしはおまえにどのような木に
なってほしいか知っている。』		心の中か
らあの苦 し々さが消えていきました。わた
しはベッドのわきにひざまずき，心に抱い
た不満と不敬の念について赦しを請い求

めました。
……あれから約 50 年の歳月が過ぎま

した。今，わたしは〔神を〕仰いでこのよ
うに言うことができます。『わたしの庭師
であられる神よ，ほんとうにありがとうご
ざいます。あなたはわたしを愛したから
こそ，わたしが傷ついても，枝を……刈り
込んでくださったのですね。』」5

神はヒュー・B・ブラウンがどのような
人物になり，そのために何が必要なのか
を御存じでした。そして，その聖なる使
徒職に備えさせるために彼の進路をお変
えになったのです。

天の御父の大きな期待にこたえること
を心から望み，努力するなら，御父はそれ
が慰めや励ましであれ，懲らしめであれ，
必要な助けをすべて与えてくださいます。
その助けを進んで受け入れるときに，必
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要ないさめが様々な形で，また様々な場
所から与えられます。それは祈りをささげ
ているときに神が聖霊を通して思いと心
に語りかけてくださる方法であるかもしれ
ません（教義と聖約 8：2 参照）。祈りに
対して，「いいえ」など，自分の期待と異
なる答えを受けるという形を取るかもしれ
ません。聖文を勉強することによって，自
分の欠けている点，不従順あるいは怠っ
ている事柄に気づくことが懲らしめとなる
場合もあります。

いさめは，ほかの人々，特に神の霊感に
よってわたしたちが幸福になるよう助けて
くれる人々を通してもたらされることがあ
ります。今

こん

日
にち

の教会に使徒，預言者，祝
福師，ビショップ，その他の人々が置かれ
ているのは，古代と同様に「聖徒たちをと
とのえて奉仕のわざをさせ，キリストのか
らだを建てさせ〔る〕」ためです（エペソ
4：12）。この大会で話されたことの中か
ら，悔い改め，自分を変えなければならな
いと感じることがあるかもしれません。も
し皆さんがその教えに聞き従うなら，それ
はいっそう皆さんを高い所に引き上げて
くれるでしょう。わたしたちは教会員とし
て互いに助け合うことができます。これ
は救い主が教会を建てられた大切な理由
の一つなのです。わたしたちに対して配
慮や思いやりのない人々からの狭量な批評
を受けたときでも，よく検討して，そこから
有益なことを学び取れるよう，柔和な心で
その状況を生かしていくことができます。

願わくは穏やかに行ってほしいのです
が，伴

はん

侶
りょ

からいさめられることもあります。
先ほど話したリチャード・Ｇ・スコット長
老は結婚して間もないころ，ジャニーン夫
人から，人々の顔をまっすぐに見て話すよ
うに助言されたときのことを忘れていませ
ん。彼女は「あなたは床や天井，窓など
あらゆる所を見ているけれど，人々の目を
見ていないわね」と言いました。スコット
長老は奥さんの優しいいさめを受け入れ
たことによって，人々への助言や働きかけ
をいっそう効果的なものとすることがで

きました。スコット長老の指導の下で専
任宣教師として働いた者の一人として，わ
たしはスコット長老が相手の目をまっすぐ
に見て話すことを証言します。さらに付け
加えると，だれかに改善を勧める必要が
ある場合，この方法によって細かな点まで
よく見通すことができます。

情け容赦なく攻撃するサタンとその支
持者の手から子供たちを守るために，両
親は子供たちを正し，懲らしめを与えなけ
ればなりません。ボイド・Ｋ・パッカー会
長はいさめるべき立場にありながらそれ
を怠る人は自分のことしか考えていない
と述べています。「聖霊に感じたとき
は」，その瞬間を逃さず厳しくはっきりと
責め，「そしてその後，あなたの責めた人
があなたを敵視しないために，その人に
いっそうの愛を示〔す〕」ことを忘れては
なりません（教義と聖約 121：43）。

正されたときにそれを拒絶すると，人々
はたとえわたしたちを愛しているとしても
二度と言わなくなることに注意しなければ
なりません。愛に満ちた神の懲らしめを
繰り返し拒絶していると，神も懲らしめを
与えてくださらなくなります。主は「わたし
の御

み

霊
たま

はいつでも人を励ますわけではな
い」と言っておられます（エテル 2：15）。
結局のところ，多くの懲らしめは自分自身
で行うものです。自己矯正するのです。愛
する同僚だった故ジョセフ・B・ワースリ
ン長老は純粋で謙

けん

遜
そん

な弟子でした。彼が
そのようになったのは，自分に与えられた
あらゆる割り当てと任務の結果を自己分
析していたからでした。神に喜ばれる人
物になることを望んでいたワースリン長老
は，どうしたらもっとよくできただろうかと
考え，それから，学んだ教訓を一つ一つ
実践したのです。

優れた能力や才能を持っているかどう
かにかかわらず，わたしたちは皆，神の大
きな期待にこたえることができます。モロ
ナイは「もしあなたがたが神の御心に添
わないものをすべて拒み，勢力と思いと
力を尽くして神を愛するならば，神の恵
みはあなたがたに十分であり，あなたが
たは神の恵みにより，キリストによって完
全になることができる」と明言しています

（モロナイ10：32）。わたしたちが絶えず
ひたむきに努力することで，この力強い恵
みがもたらされるのです。この努力には
神の懲らしめを甘んじて受け，心から無条
件に悔い改めることが必ず含まれます。
神による愛に基づいたいさめを祈り求め
ましょう。

神の助けがあって，皆さんが神の大き
な期待にこたえるために努力し，それに
よってもたらされる幸福と平安を余すとこ
ろなく受けることができますように。皆さ
んとわたしは神とキリストにあって一つに
なることができます。天の御父とその愛
される御子について，またわたしたちが
御二方ゆえに受けているすばらしい可能
性について，わたしはへりくだり，確信を
もって，イエス・キリストの御

み

名
な

により証
あかし

します，アーメン。■
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七十人
カール・Ｂ・プラット長老

ジョンは，現金があれば子供たちの学
校の費用にどんなにか役立っただろうと
考えると，多少がっかりしましたが，すぐ
に，什分の一を納める必要があるという
意見に賛成しました。そして重い袋を什
分の一の事務所に運び，ビショップに渡
しました。

それからしばらくしてジョンは，合衆国
の裕福なビジネスマンであるホード氏が，
山で数日間狩猟や魚釣りをするために，
次の週に何人かの男たちを連れてやって
来るという知らせを受けました。

祖父ジョンは，コロニアフアレスからそ
う遠くない鉄道の駅で男たちの一行に会
いました。彼は鞍

くら

を付けた馬を数頭と，
荷物や山でキャンプするための装備を運
べる家畜を持っていました。翌週は，そ
の一行のガイドとして働き，人 と々動物の
世話をしました。

週の終わりに，一行は汽車に乗ってアメ
リカに帰るために，駅に戻りました。ジョ
ンはその日，仕事の支払いを受けたほか，
かかった経費の支払いに充てるペソ銀貨
を一袋もらいました。すべての支払いを
済ませた後で，ジョンは残ったお金をホー
ド氏に返しました。残金が出るとは思っ
ていなかったホード氏は驚いて，かかった
費用の支払いがすべて済んだかどうか確
認するよう尋ねてきました。ジョンは旅行
にかかった費用はすべて払い終わり，そ
れは残金だと答えました。

家庭の夕べが教会で正式に導入さ
れるずっと以前から，子供たち
に福音を教えていた義にかなっ

た先祖たちに感謝しています。わたしの
母方の祖父母，アイダ・ジェスパーソンと
ジョン・Ａ・フェッテンは，メキシコ，チワ
ワ州のコロニアフアレスという小さな集落
に住んでいました。フェッテン家の子供
たちは言葉によって，また両親の模範を見
て教えを受けました。

1920 年代初めは，メキシコにとって大
変な時代でした。暴力的な革命が終わっ
たばかりで，流通している現金は非常に
少なく，そのほとんどは銀貨でした。人々
はよく物々交換をしたり，労働を元手にし
て品物を得たりして商売をしていました。

夏も終わりに近づいたある日，祖父ジョ
ンは物々交換をし，その取引の代価の一
部として銀貨 100 ペソを受け取り，帰宅し
ました。そのお金を祖母アイダに渡し，も
うすぐ始まる子供たちの学校の費用に充
てるようにと伝えました。

アイダはお金を感謝して受け取りながら
も，その夏は什分の一をまったく納めてい
なかったことをジョンに伝えました。現金
収入はなかったものの，家畜からは肉や
牛乳や卵が得られ，そして庭からはたくさ
んの果物や野菜が収穫でき，現金を使わ
ずに商品と交換できました。アイダは，こ
れまでの什分の一としてお金をビショップ
に渡すべきだと提案しました。

汽笛が鳴り，ホード氏は方向を変えて
汽車に向かいましたが，もう1 度振り向
き，硬貨が入った重い袋をジョンに投げ
て言いました。「ジョン，君の息子たちに
持って帰りたまえ。」		ジョンは袋を受け取
り，コロニアフアレスに戻りました。

その晩，夕食の後で旅の話を聞くため
に家族が集まったとき，ジョンは袋のこと
を思い出し，持って来てテーブルに置きま
した。ジョンは中に幾ら入っているか分
からないと言いながら，テーブルの上に袋
に入っている硬貨全部を興味本位に出し
てみました。かなり大きな山ができるほ
どで，数えてみると，きっかり銀貨 100 枚
ありました。もちろん，ホード氏がその旅
をしようと決めたこと自体が大きな祝福に
思えました。ジョンと息子たちは，かなり
の金額を稼ぐことができました。しかし，
余った 100 ペソは，その1 週間前に納めた
什分の一とちょうど同じ額だったのです。
ある人には興味深い偶然の一致と思える
かもしれませんが，フェッテン家族にとっ
ては，主は忠実に什分の一を納める者に
対する約束を忘れないことを主が示してく
ださった確かな教訓となりました。

子供のとき，わたしはこの物語が大好き
でした。馬に乗って山へキャンプに行き，
猟と釣りをする話だったからです。でも，
もう一つの理由は，戒めに従うとき，祝
福を受けることを教えてくれるからです。
すべての人にとって，この物語から什分の
一について学べることがあると思います。

まず，この場合，什分の一を納めること
と現金収入が幾らあるかとは関係ないと
いうことに気づきます。フェッテン家の
人々は，最初に手に入れた現金収入を什
分の一として納めることにしました。なぜ
なら，家畜や実り豊かな果樹園や野菜畑
のおかげで満ち足りた暮らしができたか
らです。彼らは明らかに，受けた祝福に
対して主に負債があると感じたのです。

このことから，主の次の問いかけの意
味を考えさせられます。「人は神の物を
盗むことをするだろうか。しかしあなた

主の最も豊かな祝福
忠実に什

じゅう

分
ぶん

の一を納めるなら，主は天の窓を開き，最も豊かな	
祝福を注いでくださることを証

あかし

します。
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がたは，わたしの物を盗んでいる。」		人々
は尋ねます。「どうしてわれわれは，あな
たの物を盗んでいるのか。」		すると主は
力強くお答えになります。「十分の一と，
ささげ物をもってである。」（マラキ3：8）		
そうです，兄弟姉妹の皆さん，ジョン・
フェッテンとアイダ・フェッテン夫妻が何十
年も前の夏に気づいたように，わたしたち
は皆，主に負債を負っているのです。神か
ら盗んだと非難されないようにしましょう。
正直に，主に負債を返しましょう。主が望
んでおられるのはたった 10 パーセントな
のですから。主に負債を返済することに
誠実であることにより，同

はら

胞
から

に対しても正
直であることができます。

この物語でもう一つ気づくのは，祖父母
は家庭の経済状況が思わしくなくても什
分の一を納めたということです。彼らは
主の戒めを知っており，聖文を自分たちに
当てはめ（ニーファイ19：23－24 参照），
律法に従いました。これこそ主がすべて
の主の民に望んでおられることです。主
はわたしたちに什分の一を納めることを

期待されています。それは，富めるとき
や，すべての支払いが終わって余分があ
るときだけではありません。主が古代に
命じられたように，わずかであっても十分
であっても，収入を得たら最初に什分の
一を納めるのです。主は命じられました。

「あなたの〔ういご〕をささげるに，ため
らってはならない。」（出エジプト22：29）		
わたしは個人的な経験から，忠実に什分
の一を納めるための確かな道は，収入を
得たらすぐに納めることだと知っています。
実際，これが唯一の道であることが分か
りました。

わたしのフェッテン祖父母から，什分の
一はお金に関する事柄ではなく，主への
信仰に関する事柄であると学ぶことがで
きます。わたしたちが主の戒めに従うな
ら，主は祝福を約束してくださっています。
ジョン・フェッテンとアイダ・フェッテン夫
妻は明らかに，什分の一を納めることに
偉大な信仰を表しました。わたしたちも
什分の一を納めることによって主に信仰
を表しましょう。最初に，正直に納めま

しょう。子供たちにも，こずかいやその
他の収入から什分の一を納めるように教
え，什分の一の面接にも同席させ，わたし
たちの模範と主への愛を伝えましょう。

祖父母のこの物語から誤解が生まれる
可能性があります。金銭で什分の一を納
めるなら，主はいつも金銭の形でわたし
たちに祝福を与えてくださると考える人も
いるかもしれません。わたしも子供のと
き，そのように考える傾向がありました。
しかし，必ずしもそのような形でこたえられ
るとは限らないことが徐々に分かってきま
した。主は，什分の一を納める者に祝福
を与えると約束されています。「天の窓を
開いて，あふるる恵みを，あなたがたに注
ぐ」と約束されています（マラキ3：10）。
主は約束を果たされることをわたしは証

あかし

します。忠実に什分の一を納めるなら，
生活に必要な物が不足することはありま
せん。しかし主は富を与えるとはおっ
しゃいませんでした。主の最も豊かな祝
福は，金銭や銀行の残高ではありません。
主はわたしたちが限られた物質的祝福を
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七十人
リン・G・ロビンズ長老

 「このままでいいのか，いけないの
か」（“To	be	or	not	to	be?”）1

とは，まことに良い質問です。
しかし救い主はこの問いをはるかに深く掘
り下げて，わたしたち一人一人に不可欠な，
教義にかかわる問いかけをなさいました。

「あなたがたはどのような人物であるべ
きか。まことに，あなたがたに言う。わたし
のようでなければならない。」（3 ニーファイ
27：27，強調付加）		be 動詞の一人称現
在形は「I	am」です。救い主はわたした
ちに救い主の名前と特質を受けるよう望
んでおられるのです。

救い主のようになるには，わたしたちも
救い主がなさったことを行わなければ
なりません。「まことに，まことに，あなた
がたに言う。以上がわたしの福音である。
あなたがたは，わたしの教会で行わなけ
ればならないことを知っている。わたしが
するのを見たその行いを，あなたがたも
しなさい。」（3ニーファイ27：21，強調付加）
性質 と行い は切り離すことができま

せん。互いに補い合う教義として，それ
らは強め合い，高め合っています。例え
ば信仰があれば祈りますし，祈れば信仰
が強くなります。

救い主はしばしば，善意なく善を行う

人を偽善者と非難なさいました。「この民
は，口さきではわたしを敬うが，その心はわ
たしから遠く離れている。」（マルコ7：6）		
善意なく善を行うのは偽善であり，本性
を隠す人はうそつきです。

逆に，善良な人であっても善を行わな
ければむなしいものです。「信仰も，それ
と同様に，行いを伴わなければ，それだ
けでは死んだもの」なのです（ヤコブの
手紙 2：17，強調付加）。善行を伴わな
いような善良さというものはありません。
善良だと自負していても，善いことをしよ
うと思うだけで行わない人は自分を欺い
ています。
善意なく善を行うという偽善は，人に

うそをつくことです。一方，善意がありな
がら善を行わない場合は自分にうそをつ
くことになります。

救い主は律法学者やパリサイ人を偽善
者だと厳しく非難されました。「偽善な
律法学者，パリサイ人たちよ。あなたが
たは，わざわいである。はっか，いのん
ど，クミンなどの十分の一を宮に納めてお
りながら，律法の中でもっと重要な，公平
とあわれみと忠実とを見のがしている。」

（マタイ23：23）	 	言い換えれば，彼らは
なるべき人物になっていませんでした。

あなたがたはどのような 
人物であるべきか
キリストのような特質を伸ばす努力が実を結んで顔に神の面影を
受け，神の特質が表れるような行いができるようになりますように。

管理できるように知恵を祝福してください
ます。 100 パーセントの収入より90 パー
セントの収入でより良い生活ができるよう
に知恵を与えてくださるのです。忠実に什
分の一を払う人々は，将来に備えた生活
を理解し，より自立しています。

わたしは，主の最も豊かな祝福とは霊
的なものであり，多くの場合，家族や友
人，福音に関連した祝福であることが分
かってきました。特に結婚生活や，子供
を育てることなど家族にかかわる事柄に
ついて，わたしたちが聖霊の影響や導き
に対して特別に敏感になれるよう祝福し
てくださることがよくあるようです。このよ
うに霊的に敏感であることによって，家庭
で調和と平安という祝福を享受できるよう
になります。ジェームズ・Ｅ・ファウスト
管長は，什分の一を納めることこそ，離婚
を防ぐすばらしい防御手段であると語り
ました（ジェームズ・Ｅ・ファウスト「結婚
生活を豊かにする」『リアホナ』2007 年
4 月号，2－ 6 参照）。
什分の一を納めることにより，従順で

謙
けん

遜
そん

な心と，感謝する心がはぐくまれ，
「すべてのことの中に神の手を認め〔る〕」
ことができるようになります（教義と聖約	
59：21 参照）。什分の一を納めることに
よって，寛容さと赦

ゆる

しの精神，そしてキリ
ストの純粋な愛に満ちた慈愛の心が養わ
れます。主の御

み

心
こころ

に添った従順な心で，
喜んで奉仕し，人々を祝福したいと思うよ
うになります。定期的に什分の一を納め
る人々は，主イエス・キリストに対する信
仰が強められ，主の福音と教会に対する堅
固で揺るぎない証を養うことができます。
これらの祝福はいずれも金銭的，あるい
は物質的なものではありません。しかし，
確かに，最も豊かな主の祝福なのです。

忠実に什分の一を納めるなら，主は天
の窓を開き，最も豊かな祝福を注いでくだ
さることを証します。イエス・キリストの
御
み

名
な

により，アーメン。■
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救い主は善を行うことの大切さを認め
ながらも，良い性質を持つことを「もっ
と重要な」こととしています。良い性質
を持つことの大切さを示す例を挙げてみ
ましょう。

•	バプテスマの水に入るのは大切な行い
です。しかしその前に，イエス・キリスト
を信じる信仰を持ち，心の大きな変化を
経験した状態がなければなりません。

•	聖
せい

餐
さん

を取るのは大切な行いです。しか
し，聖餐を取るにふさわしくなることの
方がもっと重要で，はるかに大切です。

•	神権に聖任されるのは，大切な行為で
あり，行いです。しかし，もっと重要な
のは，「義の原則に」基づく神権の力

（教義と聖約121：36）や神権者の状態
です。

なすべきことのリストを作って達成した
いことを忘れないようにする人は多いので
すが，身に付けるべき性質のリストを持っ
ている人はめったにいません。どうしてで
しょうか。なすべきことはその活動や行
事が終わればチェックを入れることがで
きます。しかし性質のリストはこれで終
わりということがありません。終わったと
いうチェックマークが入らないのです。わ
たしは今週金曜日の夜に妻を外に連れ出
して楽しませることができます。これは
善い行いです。しかし，一度何かをすれ
ば良い夫になれるというわけではありま
せん。性質，人格，ひととなりを変える
必要があります。

また，親として，チェックを入れてこれで
終わりにできることがあるでしょうか。良
い親になる努力に終わりはありません。
そして，良い親として子供に教えることの
できる最も大切なことの一つは，救い主
のようになる方法です。

キリストのような特質は見ることができ
ませんが，目に見える行い に表れます。
例えば，親は歩き方を教えるのに子供を
支えたり褒めたりしますが，これは目に見

える行いです。このような行いは，目に
見えない愛と，子供の可能性に対する信
仰と期待の表れです。来る日も来る日も
親の努力は続きます。目には見えません
が，これは忍耐と熱意があることの証拠
です。
行動を生み出すのはわたしたちの性質

であり，それは行動の動機なのですから，
何をするべきか教えるよりも，好ましい
性質を身に付けるよう教える方が，行動
を改善するうえで効果があるでしょう。

子供が悪いことをした場合，例えば，け
んかをした場合にはその行動，つまり目に
見えるけんかをやめさせようとすることが
多いのですが，これは間違っています。
行動は目に見えない動機の表れにすぎま
せん。次のように考えるとよいでしょう。

「この子はどんな特質を理解したらこのよ
うなことをしなくなるだろうか。腹が立っ
たときに我慢し，赦

ゆる

すという特質だろうか。
思いやりがあって和を大切にするという
特質だろうか。それとも，自分の行動に
責任を持ち，人のせいにしないという特
質だろうか。」

親はこのような特質を子供にどうやって教
えたらよいのでしょうか。キリストのような特
質を教え，示す機会として，訓練に勝るもの
はありません。「訓練する（Discipline）」
という言葉は「弟子（disciple）」と語源
が同じで，訓練する側に忍耐と教える努
力が必要なことを意味します。怒りなが
ら訓練するべきではありません。教義と
聖約第 121 章で教えられているように

「説得により，寛容により，温厚と柔和によ
り，また偽りのない愛により，優しさと純
粋な知識」（41－42 節）によって訓練す
ることができますし，そうするべきです。
これらはすべてキリストのような特質であ
り，親として，キリストの弟子としてわたした
ちが身に付けなければならないものです。

子供は訓練によって結果を学びます。
マイナスをプラスに変えるチャンスです。
子供が悪い行いを告白したなら，告白し
た勇気を褒めてあげてください。間違い

や悪い行いから何を学んだか尋ねてくだ
さい。これは親が子供の心に触れ，子供
を教える機会となります。そしてもっと大
切なのは，御

み

霊
たま

が子供の心に触れ，子供
を教えるということです。御霊の力によっ
て親が子供に教義を教えるとき，その教
義に，やがては子供の性質を変える力が
宿ります。

アルマはこれと同じ原則を見いだして，
「御

み

言
こと

葉
ば

を説き教えることは民に正しいこ
とを行わせるのに大きな効果があり，まこ
とにそれは，剣……よりも民の心に力強
い影響を及ぼした」（アルマ 31：5。強調
付加）と述べています。なぜでしょうか。
剣は行為を罰する意味合いが強いのに対
して，御言葉を説き教えることは民の性
質そのもの，つまり本質と可能性に変化
を及ぼしたからです。

かわいくて聞き分けの良い子供は，子育
ての入門コースのようなものです。一方，
親の忍耐力を極限まで試すような子供に
恵まれている人は，子育ての大学院レベ
ルのコースを取っているようなものです。
こんな子供を授かるなんて，前世で自分
はどんな悪いことをしたのかと悩んでい
ないで，手を焼かせる子供の方が親に
とっては祝福であり，神にいっそう近づく
機会を与えてくれると考えたらどうでしょ
うか。あなたが持っている忍耐と寛容な
どのキリストの特質を試し，はぐくんでく
れるのはどの子ですか。その子はあなた
を必要としていますが，あなたも同じよう
にその子を必要としているのではないで
しょうか。
「罪を憎んで人を憎まず」という言葉は

だれでも聞いたことがあります。これと同
じく，子供が悪いことをした場合に，だか
ら自分は悪い子なのだと子供に思い込ま
せるようなことを言わないように気をつけ
なければなりません。「『ばか』『のろま』

『怠け者』『まぬけ』などと言って，失敗を
一つの行為ではなく本人の本質であるか
のように感じさせてはならないのです。」2	
子供は神の子です。それが彼らの本来の
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姿であり，可能性です。神の計画は，御自
身の子供たちが間違いや悪い行いを克服
して成長し，神のように なることです。
ですから失望させるような行動は一時的
なものと見なすべきです。直らないもので
も，その人の本質でもありません。

ですから，わたしたちは子供をいさめる
際，「あなたはいつも……」とか「あなた
は絶対……」などの決めつけるような言
葉を使わないように気をつける必要があ
ります。「あなたはわたしの気持ちなん
か絶対考えてくれない」とか「あなたは，
どうしていつも待たせるの」などの言葉を
用いないように気をつけてください。この
ような言葉は，相手の行為を人間性の表
れであると決めつけるものであり，子供の
自己認識や自尊心に悪影響を及ぼしかね
ません。

自分がどういう人物であるかということ
への混乱は，わたしたちが子供に「大きく
なったら何になりたいか」と尋ねるとき
に生じることがあります。「生計を立てる
ためにどんな仕事をするか」が「その人
はどんな人物であるか」とあたかも等し
いかのように尋ねるからです。職業や所
有物はその人の特質や価値を決めるもの
ではありません。例えば，救い主は身分
の低い大工でしたが，そのことから主の
生涯を定義することなど到底できません。

子供が自分は何者であるかを見いだ
し，自尊心を高めるのを助けるうえで，わ
たしたちは子供が成し遂げたことや行動，

つまり行いを褒めることができます。し
かし，もっと賢明なのは，まずその子供の
人格と信念，つまりひととなりを褒めるこ
とです。

スポーツの試合で子供のプレー（行動）
を褒める場合，賢明なのは，やる気や粘り
強さ，打たれ強さなどの特質を挙げて，
内面と行いの両方を褒めるようにする
ことです。

子供に何か家の手伝いをするように頼
むときには，「喜んで手伝ってくれるので
助かるわ」など，その子供の性質を褒め
る方法も探すようにしましょう。

子供が学校から成績表を持って来た
ら，良い成績を褒めることができます。し
かし「宿題を全部提出したのね。難しい
ことに取り組んでそれを成し遂げられる
のね。あなたを誇りに思うわ」などとその
努力を褒める方が，子供の心には良い気
持ちがいつまでも残ります。

家族の聖文学習の時間に，その日読
んだ聖文の中から模範とすべき特質を
探し，それについて話し合いましょう。

「キリストのような特質は神から授けられ
る賜

たま

物
もの

です。……神の助けなしに，はぐ
くむことはできません。」3	そのような賜物
を与えていただけるよう，家族，個人で祈
り求めてください。

夕食を囲んで，折にふれて，特質につい
て話してください。特に，その日の朝，聖
文で見つけた特質について話すとよいで
しょう。「今

き ょ う

日はどのような点で良い友人

になることができるだろうか。どんな点
で思いやりを示すことができるだろうか。
信仰は今日抱えている問題に取り組むう
えでどのように助けになるだろうか。どの
ような点で頼れる人間，誠実で，寛大で，
謙
けん

遜
そん

な人間になれるだろうか。」		教え，学
ぶ必要のある特質は聖文にたくさん出て
きます。
どのような人物になるべきかを教える

うえで最も大切な方法は，わたしたちに
とっての天の御父のような親になること
です。御父は親として完全な御方であり，
聖文という子育ての手引きを与えてくだ
さっています。

今日はおもに親の皆さんに向けて話し
てきましたが，同じ原則はだれにでも当て
はまります。キリストのような特質を伸ば
す努力が実を結んで顔に神の面影を受
け，神の特質が表れるような行いができ
るようになりますように。そうするときに，
子供やそのほかの人々は皆さんの愛を感
じ，皆さんの行いを見て，救い主のことを
思い起こし，御父に近づくようになるで
しょう。これがわたしの祈りであり証

あかし

です。
イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
	 1.	ウィリアム・シェークスピア「ハムレット」

『シェイクスピア全集』第 3 幕，第 1 場，小田
島雄志訳，白水社，第 3 巻，470

	 2.	キャロル・ドウェックの言葉，ジョー・キタ，
“ Bounce	 Back	 Chronicles ,”Reader’s	
Digest ，2009 年 5月号，95 で引用

	 3.	『わたしの福音を宣
の
べ伝えなさい』115－116

参照
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七十人
ベンハミン・デ・オヨス長老

愛する兄弟姉妹，わたしがメッ
セージをよくお伝えできるよう，
聖霊の助けを祈り求めます。

ステーク，ワード，支部を訪問し，また大
会に出席して，時の中間の時代と同様に
現在も聖徒と呼ばれている教会員の皆さ
んと会うとき，いつも大きな喜びで満たさ
れます。皆さんの間に立つときにいつも
感じる平安と愛の霊は，シオンのステーク
にいることを実感させてくれます。

教会員として 2 世代目の家族，あるい
は数世代続いている家族を持つ人はたく
さんいますが，多くの教会員は最近改宗
した人たちです。使徒パウロがエペソの
人々に送った歓迎の言葉を借りて，彼らに
わたしたちの気持ちを伝えます。
「そこであなたがたは，もはや異国人で

も宿り人でもなく，聖徒たちと同じ国籍の
者であり，神の家族なのである。

またあなたがたは，使徒たちや預言者
たちという土台の上に建てられたもので
あって，キリスト・イエスご自身が隅のか
しら石である。」（エペソ 2：19 －20）

かつてメキシコの教会広報部で奉仕し
ていたとき，ラジオのトークショーに招か
れました。トークショーのテーマは世界
の様々な宗教を紹介することです。番組
の中で寄せられる質問に教会を代表して
答えるため，わたしと同僚が割り当てを受
けました。幾つかのコマーシャルを挟ん
で番組は予定どおりに進んでいき，やが

時にこのように，すなわち末日聖徒イエス・
キリスト教会と呼ばれなければならない。」

（教義と聖約 115：4）		すると司会者はす
ぐさま敬意を表して「喜んでその名称を
使わせていただきます」と答えました。
深い意味を持つ教会の名称を彼が何度口
にしたか，今となっては思い出せません
が，教会の名称だけでなく，この名称と教
会員すなわち末日聖徒とのかかわりにつ
いても説明したときに感じたすばらしい
気持ちはよく覚えています。

新約聖書には，イエス･キリストの教会
の会員がアンテオケで初めてクリスチャン
と呼ばれるようになったことが記されてい
ます（使徒 11：26 参照）。けれども彼ら
はお互いを聖徒と呼び合っていました。
使徒パウロが彼らを「聖徒たちと同じ国籍
の者であり，神の家族なのである」（エペソ
2：19），そして「召された聖徒」（ローマ
1：7。強調付加）と呼んだとき，彼らは
どれほど感動したことでしょう。

福音に添って生活し預言者の勧告に従
う度合いによって，教会員は少しずつ，時
にはそれと気づかないうちに，聖

きよ

められて
いきます。家族の祈りと聖文の研究を毎

て，司会者がこう言いました。「今晩スタ
ジオに末日聖徒イエス･キリスト教会から
二人の長老をお迎えしています。」		彼は少
し間を置いてから，こう尋ねました。「教
会の名称はずいぶん長いですね。もっと
短くて，大衆受けする名称を使ったらどう
ですか。」

わたしたちはまたとない質問を受けて
笑みを浮かべると，教会の名称は人が付
けたものではないことを説明しました。
この末日に預言者を通して主から与えら
れたものです。「わたしの教会は，終わりの

召された聖徒
愛する兄弟姉妹，末日聖徒の交わりに加えられているわたしたち
は何と祝福されていることでしょうか。

アルゼンチン・ウシュアイア



1072 0 1 1 年 5 月 号

日行い，家族の歴史活動に携わり，しばし
ば神殿で礼拝する時間を割いている，教
会の謙

けん

遜
そん

な会員たちが聖徒となるのです。
彼らは永遠の家族を築くことに専心して
いる人たちです。また，教会から足が遠
のいている人々を救い出し，戻って主の食
卓に着くよう勧めるため，忙しい生活の中
から時間を割いている人たちです。主の
宣教師として奉仕する召しにこたえた長
老や姉妹たち，熟年の夫婦です。兄弟姉
妹，彼らは慈愛すなわちキリストの純粋な
愛と呼ばれる温かくてすばらしい気持ち
を見いだす度合いに応じて聖徒となって
いるのです（モロナイ7：42－ 48 参照）。

聖徒すなわち教会員はまた，苦難と試
練を通して救い主を知ります。主ですら
あらゆる苦難をお受けにならねばなりま
せんでした。このことを銘記しましょう。

「また神の御子は，御自分の民を束縛して
いる死の縄目を解くために，御自身に死
を受けられる。また神の御子は，肉にお
いて御自分の心が憐

あわ

れみで満たされるよ
うに，また御自分の民を彼らの弱さに応じ
てどのように救うかを肉において知ること
ができるように，彼らの弱さを御自分に受
けられる。」（アルマ 7：12）

わたしはここ数年，多くの人が苦しんで
いるのをこの目で見てきました。その中に
はたくさんの聖徒もいます。わたしたちは
彼らのために絶えず祈り，彼らの信仰が
弱まることなく，忍耐して歩めるよう主の
助けを願い求めています。このような人々
に，モルモン書の預言者ヤコブが語った
慰めの言葉を送ります。
「おお，それで，わたしの愛する同

はら

胞
から

よ，
聖者なる主のみもとに来なさい。主の道が
義にかなっていることを覚えておきなさい。
見よ，その道は人にとって狭いが，人の前
にまっすぐであり，門を守る者はイスラエ
ルの聖者である。聖者はここには僕

しもべ

を使
われない。またその門を通る以外に，ほ
かの道はない。そしてその御方を欺くこ
とはできない。その御方の御

み

名
な

は，主な
る神だからである。

そして，たたく者にはだれにでも，主な
る神は門をお開けになる。」（2 ニーファイ
9：41－ 42）
わたしたちがどのような環境にあり，ど

のような試練や難問に取り囲まれている
かは問題ではありません。キリストの教
えと贖

しょく

罪
ざい

を理解していることが力と平安
の源になるのです。そうです，兄弟姉妹。
その心の静けさは霊から生じるのであっ
て，主が忠実な聖徒に与えてくださるもの
です。主は次のように言って，わたしたち
を力づけてくださいました。「わたしは平
安をあなたがたに残して行く。……あな
たがたは心を騒がせるな，またおじける
な。」（ヨハネ14：27）

わたしは長年にわたって，天の御父の
計画と救い主イエス･キリストの贖罪に信
仰を持つ忠実な教会員，すなわち末日の
聖徒たちが勇気と大いなる熱意をもって
苦難と試練に打ち勝ち，聖めというまっす
ぐで狭い道に踏みとどまっているのを見
てきました。交わる特権を得てきたこれ
ら信仰篤

あつ

い聖徒の皆さんに対して，わた
しがどれほど感謝し，尊敬しているかを

表現する適切な言葉が見つかりません。
福音に対するわたしたちの理解は，福

音が真理であるというわたしたちの証
あかし

ほ
ど深くないかもしれませんが，主を信頼す
るなら，あらゆる困難，試練，苦悩のとき
にあって支えられることでしょう（アルマ
36：3 参照）。聖徒に対する主のこの約
束は，わたしたちが苦しみや試練を免れ
ることを意味するのではありません。そう
ではなく，苦難のときにも支えられるとい
うことであり，支えてくださるのが主であ
ることをわたしたちは知るのです。

愛する兄弟姉妹，末日聖徒の交わりに
加えられているわたしたちは何と祝福され
ていることでしょうか。過去と現在の預
言者と同じように，わたしたちは救い主に
対する証を得るという非常に大きな祝福
に浴しています。

イスラエルの聖者である主は生きておら
れ，わたしたちの愛する預言者トーマス・
Ｓ・モンソン大管長を通して，御自身の教
会である末日聖徒イエス･キリスト教会を
導いておられることを証します。主イエス・
キリストの御名により，アーメン。■
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七十人
C・スコット・グロー長老

この大会の話を準備していると
き，父から衝撃的な電話があり
ました。弟がその日の朝，睡眠

中に亡くなったというのです。わたしは悲
嘆に暮れました。弟はまだ 51 歳でした。
弟に思いをはせていると，彼の人生から
幾つかの出来事を皆さんと分かち合うべ
きだと感じました。家族の了承のもと，話
したいと思います。

弟は若いころ，ハンサムで親しみやすく，
社交的で，福音にとても献身的でした。
伝道を立派に終え，愛する人と神殿で結
婚しました。 1男1女に恵まれ，輝かしい
未来が待っていました。

しかし，弟は弱さに負けてしまいました。
快楽主義的な生き方をするようになり，健
康と，結婚生活と，教会の会員資格を失
いました。

家から遠く離れた所に引っ越し，10 年
以上も自堕落な行動を続けていました。
しかし，救い主は弟を忘れたり，見捨てた
りはなさいませんでした。絶望の淵

ふち

での苦
しみは，次第に弟の心を謙

けん

遜
そん

にしました。
怒りや反抗，攻撃的な感情は影を潜めて
いき，放

ほう

蕩
とう

息子のように，「本心に立ちか
えっ〔た〕」のです。1	救い主を求めるよう
になり，福音と信仰に基づく昔の生活に，
そして弟を信じて諦めなかった両親のも
とに戻り始めました。

彼は悔い改めの道を歩みました。楽な
道ではありませんでした。 12 年間教会

れを告白し，そしてそれを捨てる。」2

わたしたちの周りには，人生で深刻な問
題にぶつかる人がいます。道を踏み外し
たりくじけたりする人です。それは友達や
親
しん

戚
せき

，親や子供，夫や妻かもしれません。
また，あなた自身がそうかもしれません。

あなたを含むすべての人に向けて，わた
しは贖罪の奇跡について話します。

メシヤは人を堕落から贖
あがな

うために来ら
れました。3	イエス・キリストの福音のす
べてが，このメシヤ，つまり神の御子の贖
罪の犠牲を指し示しています。4

救いの計画は贖罪なしに成し遂げるこ
とができませんでした。「したがって，神
は憐れみの計画を成し遂げるため，正義
の要求を満たすため，また御自分が完全
で公正な神，憐れみ深い神であり続ける
ために，御自分で世の罪の贖いをされる
のである。」5

贖罪の犠牲は，罪のない神の御子が払
うしかありませんでした。人間は堕落し
ているために，自分の罪を贖うことができ
ないからです。6	全人類に永遠にわたって
効力が及ぶようにするため，贖罪は無限に
して永遠のものでなければなりませんで
した。7

救い主は苦しんで亡くなり，それによっ
て全人類の罪を贖ってくださいました。8	
その贖罪はゲツセマネに始まり，十字架
上の死を経て復活で完了しました。
「まことにこの御方は連れて行かれて，

十字架につけられ，殺され，その肉体は
死に従うが，御子の御

み

心
こころ

は御父の御心に
のみ込まれてしまう。」9	救い主は贖いの
犠牲をささげることによって，御自分の魂
を「罪のささげ物」とされたのです。10

神の独り子として，救い主は肉体の死
に打ち勝つ力を譲り受けておられました。
そのため，その苦痛は「人にとっては死ぬ
以外に耐えようのないもの」であり，「御
自分の民の悪事と忌まわしい行いのため
にこの御方が受けられる苦しみは非常に
激しく，あらゆる毛穴から血が流れ出るほ
ど」でしたが，生命を維持することがおで

から離れていた弟は，もう一度バプテスマ
を受け，聖霊の賜

たま

物
もの

を授かりました。後
に神権と神殿の祝福も回復されました。

弟は以前の生活から来る健康上の問題
に依然として苦しんでいましたが，祝福さ
れてそれを受け入れてくれる女性と出会
い，神殿で結び固められました。二人の
子供を授かりました。そしてビショップ
リックで数年間熱心に奉仕しました。

弟が亡くなったのは，3月 7日，月曜日
の朝でした。その前の週の金曜日の晩に
は妻と一緒に神殿に参入しています。亡く
なる前日の日曜日の朝は，所属する大祭司
グループで神権会のレッスンをしました。
そしてその晩床に入ったきり，この世で再
び目覚めることはありませんでした。しか
し，弟は正しい者の復活のときによみがえ
ります。

弟の人生における贖罪の奇跡に感謝し
ています。わたしたちは皆，いつでも救い
主の贖罪の恵みにあずかることができる
のです。

わたしたちは悔い改めを通して贖罪の
恵みにあずかることができます。悔い改
めるとき，主は過去の過ちを忘れてくださ
います。
「見よ，自分の罪を悔い改めた者は赦

ゆる

さ
れ，主なるわたしはもうそれを思い起こさ
ない。

人が罪を悔い改めたかどうかは，これ
によって分かる。すなわち，見よ，彼はそ

贖
し ょ く

罪
ざ い

の奇跡
イエスの贖罪の癒

いや

しの力が及ばない罪や背き，苦しみや悲しみは
ありません。
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きになったのです。11

救い主は全人類の罪の代価を払っただ
けでなく，「御自分の民の苦痛と病」も身
に受けられました。また，「御自分の民を
彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉
において知ることができるように，彼らの
弱さを御自分に受け」られました。12

救い主は全人類の苦しみの重荷，すな
わち罪と深い悲しみの苦痛を経験されま
した。「まことに彼はわたしたちの悲哀
を負い，わたしたちの悲しみを担った」の
です。13

贖罪を通して救い主は戒めに背く者だ
けでなく，その人の背きのために苦しむ罪
のない人をも癒してくださいます。罪のな
い者も，救い主の贖いを信じる信仰を働
かせて罪人を赦すことによって，癒しを受
けることができるのです。

だれにでも「過ちや罪によって抱いて
いる罪悪感からの安らぎを必要と」する
ときがあります。14	悔い改めることによっ
て，救い主はわたしたちの心から罪の意
識を取り除いてくださいます。

わたしたちの罪は救い主の贖罪の犠牲
によって赦されます。滅びの子を除けば，
罪の大小を問わず，「悔い改めを条件とし
て」贖罪の効力はいつでもすべての人に
及ぶのです。15

無限の愛により，イエス・キリストは，自
分の罪の重荷を全部背負って苦しむこと
のないよう悔い改めなさいと勧め，次のよ
うに言われました。
「悔い改め〔なさい〕。つらい苦しみを

被ることのないように，悔い改めなさい。
これらの苦しみがいかにつらいか，あな
たは知らない。いかに激しいか，あなた
は知らない。まことに，いかに堪え難い
か，あなたは知らない。

見よ，神であるわたしは，すべての人に
代わってこれらの苦しみを負い，人々が
悔い改めるならば苦しみを受けることの
ないようにした。

しかし，もしも悔い改めなければ，彼ら
はわたしが苦しんだように必ず苦しむで

あろう。
その苦しみは，神であって，しかもすべ

ての中で最も大いなる者であるわたし自
身が，苦痛のためにおののき，あらゆる毛
穴から血を流し，体と霊の両方に苦しみ
を受けたほどのものであった。」16

救い主は罪により苦しんでいる人々に，
癒しをもたらしてくださいました。「わた
しがあなたがたを癒すことができるよう
に，今あなたがたはわたしに立ち返り，自
分の罪を悔い改め，心を改めようとしてい
るか。」17

イエス・キリストはわたしたちの心を癒
してくださる偉大な御方です。滅びに至
る罪を除き，イエスの贖罪の癒しの力が
及ばない罪や背き，苦しみや悲しみはあ
りません。

罪を犯すとき，おまえはもうだめだとサ
タンはささやきます。対照的に贖い主は，
たとえわたしたちがどんなことをしたとし
ても，あなたにもわたしにも，すべての人
に贖いを用意しておられます。あなたもわ

たしも贖われるのです。
自身の生活を省みるとき，変える必要

のある部分はないでしょうか。犯した過
ちの中に，まだ正していないものはありま
せんか。

罪悪感や良心の呵
か

責
しゃく

，苦しみや怒りの
気持ち，また信仰の喪失に苦しんでいる
人には，そうした感情からの解放を求め
るよう勧めます。悔い改めて，罪を捨てて
ください。そして，祈りによって主に赦し
を求めてください。迷惑をかけた人に赦
しを求めてください。あなたを不当に扱っ
た人を赦してください。自分自身を赦して
ください。

必要であればビショップのもとに行って
ください。ビショップは主から遣わされた
憐れみの使者です。悔い改めにより清く
なる道を歩めるよう助けてくれるでしょう。

祈りと聖文研究に没頭してください。
すると，御

み

霊
たま

の力によって聖
きよ

められていく
のを感じるでしょう。救い主はこう言われ
ました。「自らを聖めなさい。まことに，



110 リ  ア  ホ  ナ

あなたがたの心を清くし，またわたしの前
に手と足を清めなさい。それは，わたしが
あなたがたを清くするためであ〔る。〕」18

贖罪の力によって清められると，救い主
は次のように言ってわたしたちのために御
父に執り成しをしてくださいます。
「父よ，罪を犯したことがなく，あなた

が御心にかなうとされた者の，苦しみと死
を御覧ください。あなたの子が流した血，
すなわち，あなた御自身が栄光を受ける
ために，あなたがお与えになった者の血
を御覧ください。

そのために、父よ，わたしの名を信じる
これらわたしの兄弟たちが，わたしのもと
に来て永遠の命を得られるように，彼らを
お救いください〔。〕」19

人はだれでも道徳的な選択の自由が与
えられています。「人は肉においては自由
であり，……すべての人の偉大な仲保者
を通じて自由と永遠の命を選ぶことも，あ
るいは悪魔の……力に応じて束縛と死を
選ぶことも自由」なのです。20

何年も前に，弟は選択の自由を使って
ある生き方を選択し，健康と家族と教会
員資格を失いました。そして何年もたって

から，同じ選択の自由を使って悔い改め，
救い主の教えに従った生き方を選び，贖
罪の力によって文字どおり生まれ変わりま
した。

わたしは贖罪の奇跡について証
あかし

します。
その癒しの力を弟の人生の中で目にし，
わたし自身の生活の中でも感じました。
だれもが贖罪の持つ癒しと贖いの力の効
力に常にあずかることができます。

イエスがキリストであり，心を癒してくだ
さる御方であることを証します。一人一人
が，イエスの次の勧めに従うことを祈ります。

「わたしがあなたがたを癒すことができる
ように，今あなたがたはわたしに立ち返
り，自分の罪を悔い改め，心を改めようと
しているか。」21	イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
	 1.	ルカ15：17
	 2.	教義と聖約 58：42－ 43
	 3.		2 ニーファイ2：25－26 参照
	 4.	アルマ 34：14 参照
	 5.	アルマ42：15
	 6.	アルマ 34：11 参照
	 7.	アルマ 34：10 参照
	 8.	アルマ 22：14 参照
	 9.	モーサヤ 15：7
	10.	モーサヤ 14：10
	11.	モーサヤ 3：7
	12.	アルマ 7：11－12
	13.	モーサヤ 14：4
	14.	『わたしの福音を宣べ伝えなさい』2
	15.	教義と聖約 18：12
	16.	教義と聖約 19：15－18
	1	7.		3 ニーファイ9：13
	18.	教義と聖約 88：74
	19.	教義と聖約 45：4－ 5
	20.		2 ニーファイ2：27
	21.		3 ニーファイ9：13
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十二使徒定員会
ジェフリー・R・ホランド長老

ガム兄弟はそれをウィラード・リチャーズ
長老が持っていた杖

つえ

に結びつけて仮の旗
として立て，グレートソルトレーク盆地とそ
の周りの山々こそ，末日に主の御

み

言
こと

葉
ば

が出
ると預言された地であると宣言しました。

兄弟姉妹の皆さん，年次総大会と半期
総大会は，世界の人々に対してなされたそ
の最初の宣言を受け継いだものです。わ
たしはこの 2日間の大会が，「シオンの旗
掲げよ」2 と賛美歌に歌われたことのもう
一つの実践であることを証

あかし

します。そし
て，この賛美歌の英語の歌詞には「旗」と

「標準」の二つの意味を持つ“standard”
という単語が意図的に使われています。
総大会のメッセージが英語では『エンサイ
ン』（the	Ensign）〔訳注―「旗」の意〕
と簡潔に名付けられた機関誌に掲載され
るのも偶然ではありません。

この総大会がもうすぐ閉会しようとして
いる今，わたしは皆さんに，明日からの
日々の中で，これまで聞いてきたメッセー
ジについてだけでなく，総大会という独特
な行事そのものについても深く考えるよう
お願いします。わたしたち末日聖徒が総大
会とは何であると思っているか，また総大
会に関して何を聞き，何を見るよう世界の
人々を招いているか考えてください。わた
したちはすべての国民，部族，国語の民，
民族に証します。すなわち，神は生きてお
られるだけでなく，語られること，また，
この時代のために，この時代において，皆

合唱団が歌ってくれた音楽の一つ
一つの音と，これまで語られた
説教の一つ一つの言葉に胸が

いっぱいになっていますが，しっかり話で
るようにお祈りします。

1846 年の冬にノーブーを出発する前，
ブリガム・ヤング会長は夢の中で，西部の
どこかで一人の天使が，突き出した峰の上
に立って下にある盆地を指し示している
のを見ました。それから約 18 か月後，ヤ
ング会長はソルトレーク盆地に到着したと
き，現在わたしたちが集まっている場所の
すぐ先にある山の斜面に，示現で見たの
と同じ突き出した峰を見ました。

この説教壇で度々語られてきたように，
ブリガム兄弟は数人の指導者を連れてそ
の丘の頂に登り，そこがエンサインピーク

〔訳注―「旗の峰」の意〕であると宣言
しました。この名前は，その場にいた現代
のイスラエル人たちにとって宗教的な意味
に満ちたものでした。その 2,500 年前，預
言者イザヤは次のように宣言していました。
終わりの時に「主の家の山は，もろもろの
山のかしらとして堅く立ち」そこで「主は
国々のために旗をあげ……られる。」1

その場にいた兄弟たちはこの預言の一
部が成就する歴史的瞬間を迎えているの
だと悟り，「国々への旗」という言葉を実
現するために何らかの旗を掲げたいと思
いました。ヒーバー・C・キンボール長老
が黄色いハンカチを取り出しました。ブリ

さんが聞いてきた勧告は，聖なる御霊の
導きの下で与えられた「主の心〔であり〕，
主の言葉〔であり〕，主の声〔であり〕，救
いを得させる神の力」3 であることを証し
ます。

恐らく皆さんはすでに知っているでしょ
うが（もしそうでなければ，ぜひ知ってお
いてください），ごく一部の例外を除いて，
ここで話をする人はだれもテーマを割り当
てられません。各自が断食して祈り，研究
し，求めて，個人的な望みや好みに関係な
く，これこそ今この時期に，今回の総大
会で語るように主が望んでおられるテー
マだと確信するまで，何度も話を書き直す
のです。この10 時間に総大会で話した
人は全員，そのささやきに忠実であろうと
努めてきました。それぞれが涙を流し，
悩み，何をどのように語るべきか真剣に主
の導きを求めてきました。そしてこの場所
を見下ろして立っている一人の天使をブリ
ガム・ヤングが見たように，わたしにはこ
の場所に天使たちが立っているのが見え
ます。このように言うと教会の中央役員
である兄弟姉妹は居心地が悪いでしょう
が，わたしには彼らが，天使のメッセージ
を携えた現世の使者に見えます。皆さん
やわたしと同じように，彼らにもあらゆる
身体的，経済的問題や家族の問題があり
ます。しかし彼らは信仰をもって，与えら
れた召しと，自分の考えではなく神の御
言葉を宣

の

べ伝える務めを果たすために，
生活を奉献しています。

実に様々なメッセージが語られたこと
について考えてください。天の導き以外
には一切調整がなされていないのですか
ら，ますます奇跡的です。でも多様でな
いはずがありません。この会場にいるか
否かにかかわらず，会衆の大半は教会員
です。しかし，新たな驚くべき通信手段に
よって，かつてなかったほど多くの「ま
だ」教会員でない人々がわたしたちの大
会を視聴するようになっています。ですか
らわたしたちは，わたしたちのことをよく
知っている人々だけでなく，わたしたちの

国々への旗
もしわたしたちが御

み

霊
たま

によって教え，皆さんが御霊によって耳を	
傾けるなら，話者のだれかが皆さんの状況に触れ……るでしょう。
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ことをまったく知らない人々に向けても話
す必要があります。また教会の中だけで
も，子供たち，青少年やヤングアダルト，
中年や高齢の人々に向けて話さなければ
なりません。家族や，両親や子供に向け
て話さなければならず，独身の人，子供の
いない人，家族から遠く離れている人に向
けても話します。総大会の間，わたしたち
は常に信仰と希望と慈愛 4 という永遠の
真理と，十字架にかけられたキリスト 5 に
ついて強調し，それと同時に，現代の非
常に具体的な道徳問題について率直に話
します。聖文では「この時代の人々には，
悔い改めのほかに何も語ってはならない」6

と命じられており，また同時に「貧しい者
に福音を宣べ伝え……心のいためる者を
いや〔す〕」ように命じられています。ど
のような形で伝えられようとも，総大会の
メッセージは「捕われ人に放免を告げ」7，

「キリストの無尽蔵の富」8 を宣べ伝えるも
のです。様々な説教が行われるので，だ
れもが何かを得ることができるでしょう。
ハロルド・B・リー大管長が何年も前に述
べた次の言葉は，そのことを見事に言い

表していると思います。福音は「苦しんで
いる者に安らぎを与え，〔安楽に過ごして
いる者に〕苦しみを与える」9 ためのもの
です。

わたしたちは総大会で教えるとき，主
の説教にいつも取り入れられていた方法
を思い起こしながら，キリストが最初に教
えられたときと同じように思いやりで心を
満たし，だれもが歓迎されていると感じら
れるように教えたいと常に思っています。
イエスは歴史上最も有名な説教におい
て，まず初めに，わたしたちのだれもが受
けたいと望む，優しさにあふれた祝福を
宣言されました。心の貧しい人々，心の清
い人々，平和を作り出す人々，そして柔和
な人々に約束されている祝福です。10	その
ような至福の教えはどれほど聞く者の心
を高め，魂に慰めを与えてくれることで
しょう。それらは真実です。しかしその
同じ説教で，救い主は教えを先に進めて，
平和を作り出す人や心の清い人の歩むべ
き道が次第に細くなっていくことをお示し
になりました。「昔の人々に『殺 すな
……』と言われていたことは，あなたがた

の聞いているところである」と主は言われ
ました。「しかし，わたしはあなたがたに
言う。兄弟に対して怒る者は，だれでも
裁判を受けねばならない。」11

同様に，
「『姦

かん

淫
いん

するな』と言われていたことは，
あなたがたの聞いているところである。

しかし，わたしはあなたがたに言う。
だれでも，情欲をいだいて女を見る者は，
心の中ですでに姦淫をしたのである。」12

明らかに，弟子としての道は上って行くに
つれて道幅も狭くなり，クリストファーソン
長老が先ほど話した「それだから，あな
たがたの天の父が完全であられるように，
あなたがたも完全な者となりなさい」13 と
いうこの説教の頂点にたどり着くころに
は，ひざが抜けるのです。忠誠心をもって
歩み始めたころは低地に伸びていた穏や
かな道が，真の弟子となる山の頂に来ると
非常に険しく厳しいものとなるのです。
イエスの教義では自分の罪に対する責任
は問われないと考えている人は，明らかに
聖文という契約書を十分に注意深く読ん
ではいません。弟子になることに関して言
えば，教会は自分の好きなように注文でき
るファストフード店とは異なります。いつ
の日かすべてのひざがかがみ，すべての
舌が，イエスはキリストであられ，救いは
主の道によってのみ得られると告白する
ことになります。14

総大会のメッセージの中で，わたしたち
は慰めをもたらす真理とともに，厳しい真
理についても説きたいと思っていますが，
どうぞ安心してください，難しいテーマに
ついて話すとき，わたしたちはすべての人
がポルノグラフィーを見たり，結婚を避け
たり，不義な性関係を持ったりしているわ
けではないことを理解しています。すべて
の人が安息日を破り，偽証し，伴

はん

侶
りょ

を虐待
しているのではないことを知っています。
聴衆のほとんどがそのようなことを行って
いないのは分かっていますが，わたした
ちにはそのような悪事を行っている人に対
して，彼らが世界のどこにいようと警告す
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る厳粛な務めを負っているのです。です
から，もし皆さんが最善を尽くそうと努力
しているなら，例えば，幼い子供たちが家
中で大騒ぎするようなことがあっても家
庭の夕べを行おうと努力し続けているな
ら，わたしたちがそのテーマについて話す
ときには自分自身に高い点数を与えて，自
分に欠けているかもしれない別のテーマ
を求めて耳を傾けてください。もしわた
したちが御霊によって教え，皆さんが御
霊によって耳を傾けるなら，話者のだれか
が皆さんの状況に触れて，まさにそれは
皆さんだけに向けた個人的かつ預言的な
書簡となるでしょう。

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは総大
会において，これから訪れる数々の証に
関連して自分の証をささげているのです。
なぜなら，神はこれから様々な形で御自
分の声を聞かせられるからです。「わた
しは，人々に証し警告するためにあなた
がたを遣わした」15 と，主は御自身の預言
者たちに告げておられます。
「〔そして〕あなたがたの証の後に，

……地 震 の 証 が 来 る。 ……また，雷
〔と〕稲妻〔と〕暴風雨〔と〕その境を越

えて打ち上げる海の波の声の証も来る。
……

また，天使たちが……大声で叫び，神
のラッパを吹き鳴ら〔す〕。」16

この説教壇に立つこれら地上の天使た
ちは，それぞれが自分自身の方法で「神
のラッパ」を吹き鳴らしました。それぞれ
の説教は常に愛の証であり警告であっ
て，また同様に，自然界自身も末日に愛の
証と警告を行うでしょう。

さて，間もなくトーマス・S・モンソン大
管長がこの大会を閉じるために説教壇に
立ちます。わたしたちが生きている時代
の先任の使徒であり預言者である，この
愛すべき人物について少し個人的なこと
を述べさせてください。これまで話してき
た責任について，そしてこの大会で皆さん
が聞いたすべてのことを考えれば，預言
者たちの生活が楽なものでないこと，そし
てモンソン大管長の生活が楽なものでな
いことは明らかです。モンソン大管長は
昨夜の神権部会で特にそのことについて
話しました。使徒に召されたのは 36 歳の
ときで，当時子供たちはそれぞれ 12 歳，
9 歳，4 歳でした。モンソン姉妹と子供
たちは 50 年以上にわたって，自分の夫ま
た父親を教会とその務めにささげてきま
した。病気や対処しなくてはならない
様々なこと，だれもが現世で負う痛みや傷
を経験してきました。そしてこれからもそ
のような経験をすることでしょう。しかし
モンソン大管長はその間も常に朗らかです。
決して落胆することがありません。驚くべ
き信仰と類

たぐ

いまれな持久力の持ち主です。

大管長，この会場にいるか否かにかか
わらずすべての会衆を代表してわたしは
言います。わたしたちはあなたを愛し，尊
敬しています。あなたの献身はわたした
ち皆の模範です。あなたの指導に感謝し
ています。使徒の職を持つほかの14 人
と，ほかにもこの壇上にいる人々，この会
場の席についている会衆，そして世界中
で集まっている大勢の人々は，あなたを愛
し，支持し，この業にあってあなたと力を
合わせています。わたしたちは，何でもし
てあなたの重荷を軽くします。あなたはイ
エス・キリストの福音の旗を全世界の人々
に向かって振るように創世の前から召さ
れていた天の使者の一人です。そしてそ
の務めを，あなたは見事に果たしていま
す。告げ知らされている福音と，福音がも
たらす救いと，福音をもたらす御方につい
て，主イエス・キリストの最も偉大で栄光
ある御

み

名
な

により証します，アーメン。■

注
	 1.	イザヤ 2：2；11：12
	 2.	「夜明けだ，朝明けだ」『賛美歌』1 番参照
	 3.	教義と聖約 68：4
	 4.		1コリント13：13 参照
	 5.		1コリント1：23 参照
	 6.	教義と聖約 6：9；11：9
	 7.	イザヤ 61：1
	 8.	エペソ 3：8
	 9.	ハロルド・B・リー，“The	Message,”New	

Era，1971 年 1 月号，6 参照
	10.	マタイ5：3－12 参照
	11.	マタイ5：21－22。 3 ニーファイ12：22も参照
	1	2.	マタイ5：27－28
	1	3.	マタイ5：48
	1	4.	ローマ14：11；モーサヤ 27：31 参照
	1	5.	教義と聖約 88：81
	16.	教義と聖約 88：89 － 90，92

ルーマニア・ブカレスト
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トーマス・S・モンソン大管長

兄弟姉妹の皆さん，この大会を終
えるに当たり，わたしの心は満
たされています。わたしたちは

主の御
み

霊
たま

を豊かに感じてきました。祈り
をささげてくれた人たちを含め，この大会
に携わった一人一人に対し，わたしと世界
各地の会員たちからの感謝をお伝えしま
す。この大会で聞いたメッセージをいつ
までも覚えておくことができますように。
これらのメッセージが掲載された『エンサイ
ン』（Ensign）や『リアホナ』を受け取った
ら，それを読み，学ぶことができますように。

どの部会の音楽もすばらしいもので
あったともう一度お伝えします。皆さんの
才能を進んで分かち合い，大会の中でわ
たしたちを感化し，霊感を与えてくれたこ
とに個人的に感謝をお伝えします。

この大会で，わたしたちは新しい職に召
された兄弟たちを，挙手をもって支持しま
した。その兄弟たちに，これから主の大
義においてともに働けるのを楽しみにして
いることを知っていただきたいと思います。

献身的な顧問であるヘンリー・B・アイ
リング管長とディーター・F・ウークトドル
フ管長にわたしの愛と感謝を伝えます。
彼らは知恵と理解力を兼ね備えた兄弟た
ちです。彼らの働きは絶大です。また，
十二使徒定員会の兄弟たちを愛し，支持し
ます。彼らは実に効果的に働き，御

み

業
わざ

に
完全に献身しています。七十人の会員と管

マネにおいて全人類のためにしてくださった
ことの重要性を，完全に理解できる人はい
ないでしょう。それでもわたしは，わたした
ちのための主の贖いの犠牲に日々感謝して
います。

最後の瞬間，主は背を向けることもおで
きになりました。しかし，そうはなさいませ
んでした。主は万物を救うことができるよ
うに，万物の下に身を落とされたのです。
それにより現世を越えてわたしたちに命を
与えてくださいました。アダムの堕落からわ
たしたちを引き上げてくださいました。

わたしは心の底から主に感謝しています。
主はどのように生きたらよいかを教えてくださ
いました。どのように命をささげることがで
きるか教えてくださいました。そして救いを
約束してくださったのです。

最後に，エミリー・ハリスが書いた感動的
な言葉を紹介します。復活祭を迎えるに当
たり，わたしの気持ちをよく表しています。

主を包んでいた亜麻布には，主はおられず
今は布だけがそこに置かれている
それは真新しく，白く，汚れがない
戸は開かれ
石は取りのけられた
まるで主を賛美する天使の声が聞こえるようだ
亜麻布も主をとどめ置くことはできなかった
石も主をとどめ置くことはできなかった
一つの声が，空になった石灰岩の	

墓穴にこだまする
「もうここにはおられない」
主を包んでいた亜麻布には，主はおられず
今は布だけがそこに置かれている
それは真新しく，白く，汚れがない
ああハレルヤ，そこにはもう主はおられない 1

兄弟姉妹のうえに祝福がありますように。
救い主イエス・キリストの御

み

名
な

により，アー
メン。■

注
	 1.	エミリー・ハリス，“Empty	Linen,”New	Era，

2011 年 4 月号，49

理ビショップリックにも愛を伝えます。
わたしたちは今

こん

日
にち

の世の中で多くの課
題に直面していますが，天の御父はわた
したちを気にかけておられると，はっきり
お伝えすることができます。御父はわた
したち一人一人を愛し，わたしたちが祈り
を通して御父を求め，神の戒めを守ろうと
努めるときに祝福してくださいます。

この教会は世界規模の教会です。世界
中に会員がいます。わたしたちが自分の
住む国において善い市民となり，それぞ
れの地域社会において善い隣人となれま
すように。同じ信仰の者だけでなく，信仰
を異にする者にも手を差し伸べられます
ように。どのような場所に行っても，どの
ようなことをしても，正直さと高潔さの模
範となれますように。

兄弟姉妹，わたしのために，また教会
のすべての中央幹部のために祈ってくだ
さり，感謝しています。皆さんと，主の業
を推し進めるために皆さんがしてくださる
すべてのことに感謝しています。

これから家路に就くに当たり，その道の
りが安全でありますように。天の祝福が
皆さんのうえにありますように。

さて，今
き ょ う

日この場を去る前に，救い主
と，主のわたしたちへの偉大な贖

あがな

いの犠
牲に対する愛をお伝えします。これから
3 週間のうちに，すべてのキリスト教社会
は復活祭を祝います。キリストがゲツセ

別れに
キリストがゲツセマネにおいて全人類のためにしてくださったことの
重要性を，完全に理解できる人はいないでしょう。それでもわたし
は，わたしたちのための主の贖

あがな

いの犠牲に日々感謝しています。
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中央若い女性会長会第二顧問
アン・M・ディブ

中央若い女性集会 | 2011年 3月26日

愛する若い女性の皆さん，今夜皆
さんの前に立てることは大きな
特権であり，すばらしい機会で

す。皆さんの姿は，すばらしい，心を打つ
ものです。

信仰箇条の第13条は 2011年のミュー
チャルテーマです。今年，青少年の集会
や聖

せい

餐
さん

会に出席する中で，若い男性や若
い女性が自分にとって13条がどのような
意味を持ち，自分の生活にどう当てはま
るか話すのを聞いてきました。皆さんの
多くが御存じのように，13条は信仰箇条
の最後の 1 条で，最も長く，最も覚えにく
く，ビショップから暗唱するように言われ
たくない信仰箇条です。しかし，皆さん
の多くは信仰箇条13条がそれ以上のもの
であることも知っています。

信仰箇条13条は，義にかなった，クリス
チャンとしての生活を送るための指針で
す。すべての人が13条に述べられている
教えに添って生活することを選んだとした
ら，どんな世の中になるか想像してみてく
ださい。「わたしたちは，正直，真実，純
潔，慈善，徳高くあるべきこと，またすべ
ての人に善を行うべきことを信じる。実

に，わたしたちはパウロの勧告に従うと
言ってもよい。わたしたちはすべてのこと
を信じ，すべてのことを望む。わたしたち
はすでに多くのことを堪え忍んできてお
り，またすべてのことを堪え忍べるように
と望んでいる。どのようなことでも，徳高
いこと，好ましいこと，あるいは誉れある
ことや称賛に値することがあれば，わたし
たちはこれらのことを尋ね求めるもので
ある。」

モンソン大管長は，預言者として迎えた
最初の総大会の日曜午前の部会で，ピリ
ピ第 4 章 8 節で述べられているパウロの
勧告を引用しました。信仰箇条13条の中
の多くの原則の元となった聖句です。モ
ンソン大管長はわたしたちが生きる時代
が困難なものであることを認めながら励
ましを与えました。「死すべき世の不安
定な旅を続ける間，安全に，また道を踏
み外さずに歩むために，使徒パウロの助
言に従いましょう。」1 

今夜は信仰箇条13条の中で，「安全に，
また道を踏み外さずに歩む」うえで確か
に助けとなる，密接な関係を持つ二つの
原則に焦点を絞って話します。正直で真

「正直，真実〔で〕ある
べきことを信じる」
自分の信条を守ることは，たとえそれが，一般的なことでも，簡単，
あるいは楽しいことでなくても，わたしたちが天の御父とともに永
遠に住むための道を安全に進めるようにしてくれます。
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実であるという大切な原則に対して，わた
しは強い証

あかし

と決意を持っています。
まず，「正直〔で〕あるべきことを信じ

る」です。正直であるとはどういうことで
しょうか。『真理を守る』はこのように教
えています。「正直であるとは，いつでも
誠実であり，真実を語り，うそをつかない
ということです。」 2 正直であることは神
の戒めで，3「救われるためには完全に正
直になることが必要です。」4

ハワード・W・ハンター大管長は，何事
にも正直でありたいと望まなければなら
ないと教えました。 
「何年か前，教会堂の玄関や入り口に，

『自分に正直に』と書かれたポスターが
掲示されていました。ポスターのほとん
どは生活の中のささいな，ありふれたこと
を表していました。正直の原則はそのよう
なことにおいてはぐくまれます。

重大なことに不正直であるのは道徳的
に間違っているが，ささいなことについて
は許されると考える人々がいます。数千ド
ルにかかわる不正直と，たった 10 セント
にかかわる不正直はほんとうに違うので
しょうか。……対象の大きさによって不
正直の度合いが変わるのはほんとうなの
でしょうか。」

ハンター大管長は次のように続けてい
ます。「もし主と聖霊の御

み

霊
たま

を伴
はん

侶
りょ

とし
たいのなら，わたしたちは自分に正直であ
り，神に正直であり，同

はら

胞
から

に対して正直で
なければなりません。そうするときに真
の喜びがあります。」5

大小すべての事柄に正直であれば，心

の安らぎと澄んだ良心を持てます。人間
関係は信頼に基づいて築かれるので豊か
になります。そして，正直であることから
得られる最大の祝福は，聖霊を伴侶にす
ることができることです。

すべてのことに正直でありたいというわ
たしの決意を強めた短い物語を紹介しま
す。
「ある夜，ある男が隣人の畑からトウモ

ロコシを盗もうと出かけました。幼い息子
を連れて行き，柵の上に座らせて，人が通
りかかったときには警告するように告げ
て，見張りをさせました。男は大きな袋を
腕に抱えて柵を飛び越え，トウモロコシを
取り始める前にまず一方を見て，反対を見
て，袋に詰めるところを目撃している人が
いないか見渡しました。すると，息子が叫
びました。
『父さん，まだ見ていない方向がある

よ！……上を見忘れてるよ！』」6

だれもが受ける誘惑ですが，不正直に
なるように誘惑されるとき，だれにも分か
らないと思うかもしれません。この物語
から，天の御父がいつも御存じで，わたし
たちが最終的に主に報告しなければなら
ないことが分かります。この知識はわた
しが「正直〔で〕あるべきことを信じる」
という決意を貫く努力を続けるうえで役立
ちます。

信仰箇条13条で教えられている二つ目
の原則は「真実〔で〕あるべきことを信じ
る」です。辞書では，「真実」という言葉
を，不動の，忠実な，正確な，あるいは偏
りがないと定義しています。7

わたしの大好きな本の一つは，1847 年
に出版されたシャーロット・ブロンテが書
いたイギリス文学の名作『ジェーン・エ
ア』 です。主人公のジェーン・エアは貧
しい 10 代の孤児で，「正直である」とはど
ういうことかの模範を示しました。この
小説の中で，ロチェスター氏という男性が
エア先生を愛しますが，彼は結婚できな
い状況にあります。そこで彼は結婚せず
に一緒に住んでほしいとエア先生に懇願
します。エア先生もロチェスター氏を愛し
ていて，一瞬その誘いに応じたくなり，こ
のように自問します。「だれがあなたを愛
してくれているの。」「それに，じぶんがし
たことでだれが傷つくの。」

ジェーンの心の声がすぐに答えます。
「わたしが自分を愛している。孤独で，友
も，支えてくれる人もいないときには，わ
たしは自分を敬おう。神が与えられた律
法を守ろう。……律法や原則は，誘惑の
ないときだけでなく，今のような瞬間のた
めなのよ。……都合の良いときに破って
もよいのだとしたら，戒めに価値があるの
かしら。律法には価値がある。─わた
しはそう信じてきた。……今のわたしが
守るべきものは自分がこれまで貫いてき
た思いと決意だけ。そこにしっかりと足

フィリピン・モンタルバン
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を据えよう。」8

誘惑の窮地に置かれても，ジェーンは自
分の信条を貫き，神がお与えになった律
法を信頼し，誘惑に対抗して「しっかりと
足を据え」ました。

自分の信条を守ることは，たとえそれ
が，一般的なことでも，簡単，あるいは楽
しいことでなくても，わたしたちが天の御
父とともに永遠に住むための道を安全に
進めるようにしてくれます。わたしは，天
の御父と永遠に住む喜びを味わいたいと
いう望みを思い起こせるように，ある若い
女性が描いたこの絵がとても好きです。

信条を守ることで，ほかの人の生活に良
い影響を与えることもできます。最近，あ
る若い女性の霊感あふれる経験を聞きま
した。自分の信条を守る決意を貫いたこ
とで，別の若い女性に大きな影響を与え
た姉妹の話です。

数年前，クリスティーとジェンはテキサ
ス州ハーストで同じ高校の合唱クラスを
受講しました。二人は互いのことをあまり
知りませんでしたが，ジェンは，クリス
ティーが友達と，宗教やそれぞれの信仰，
好きな聖書の物語について話しているの
をよく耳にしました。最近，クリスティー
と連絡を再び取り始めたジェンがこのよう
なことを語りました。
「あなたや友達が話していることを何も

知らないことを悲しく思ったので，両親に
クリスマスに聖書を買ってほしいと言いま
した。聖書をもらって，読み始めました。
これをきっかけにわたしは宗教を探求し，
真実の教会を求め始めました。…… 12年
が過ぎました。この間わたしは，幾つか
の教会に定期的に通っていましたが，ま
だ何かが足りない気がしていました。あ
る夜，わたしはひざまずいて，何をするべ
きか教えてくださるように懇願しました。
その夜は，クリスティー，あなたの夢を見
ました。高校を卒業してからあなたと
会っていませんでした。不思議な夢だと
思いつつも，特に意味があるとは思いま
せんでした。それから 3 晩の間，続けて
あなたの夢を見ました。夢の意味につい

て，深く考えました。あなたがモルモンで
あることを思い出して，モルモン教会の
ウェブサイトを見ました。最初に読んだの
は知恵の言葉の教えでした。母は 2 年前
に肺癌

がん

で亡くなっていました。母はたば
こを吸う人だったので，わたしは知恵の言
葉について読んで，感銘を受けました。
後日，父親の家を訪ねていたとき，わたし
は居間に座って祈り始めました。どこへ
行くべきか，何をするべきか尋ねました。
その瞬間，教会のコマーシャルがテレビ
画面に映りました。わたしは連絡先の番
号を書き留めて，その夜に電話をかけま
した。 3 日後，宣教師が電話をかけてき
て，わたしの家にモルモン書を届けてもよ
いか聞きました。わたしは『はい』と答え
ました。その 3 か月半後，わたしはバプ
テスマを受けました。 2 年後，教会で夫
と知り合い，ダラス神殿で結婚しました。
今は二人のかわいい子供がいます。

クリスティー，あなたに感謝したかった
のです。あなたは高校のときにずっとす
ばらしい模範を示してくれました。親切
で徳高い人でした。わたしにレッスンを教
え，バプテスマを受けるように勧めたのは
宣教師でしたが，あなたが 3 人目の宣教
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中央若い女性会長会第一顧問
メアリー・N・クック

「わたしたちは，正直，真実，純潔，慈
善，徳高くあるべきこと，またすべての人
に善を行うべきことを信じる。」信仰箇条
第 13 条に美しく並べられたこのキリスト
の特質は，わたしたちを神殿の祝福と永
遠の命に備えてくれるものです。

この中から，特に一つの言葉に焦点を
当ててみたいと思います。「慈善」という
言葉です。「慈善」はすてきな言葉です
が，あまり耳にすることはありません。そ
の語源は，「だれかの幸福を願う」という
意味のラテン語です。2 慈善とは，親切
で，善意にあふれており，思いやりがある
という意味です。皆さんの多くは，初等
協会のとき慈善の概念について学び，次
の歌を覚えたことでしょう。

だれにでも親切に
大事なこと
自分から始めよう
人に親切 3

救い主は，慈善について教え，そのとお
りに生活されました。イエスはすべての人
を愛し，すべての人にお仕えになりまし
た。イエス・キリストを中心に生活する
と，この慈善という特質を身に付けること
ができます。キリストのようなこれらの特

数週間前，わたしのワードで話者
を務めたローレルの姉妹から大
切な教訓を学びました。その姉

妹がイエス・キリストについて確信をもっ
て教え，証

あかし

をするのを聞いてわたしは感
動しました。彼女は次のように話を締めく
くりました。「イエス・キリストを生活の
中心とすると，より良い一日を送ることが
でき，愛する人々に対してもっと親切にな
り，喜びに満たされます。」

数か月にわたって，わたしはこの若い女
性を遠巻きに見ていました。彼女は目を
輝かせながらすぐに笑みを浮かべて皆に
あいさつをしていました。また，ほかの青
少年の成功を喜ぶ姿も目にしました。最
近二人のマイアメイドの姉妹から，この若
い女性が，持っていた映画のチケットを使
わないことにしたと聞きました。その映
画が「徳高〔く〕，好ましい〔もの〕」1 で
はないことを知ったからです。彼女は愛
にあふれ，親切で，従順です。彼女は独
り親の家庭に育ち，困難の伴う人生を
送ってきたので，わたしは彼女が喜びと
思いやりに満ちた気持ちをどのように維
持しているのだろうと思っていました。こ
の若い女性が「わたしはイエス・キリスト
を中心に生活しています」と証したとき，
その答えが分かりました。

「自分から始めよう
人に親切」
慈善により，あなたの家庭やクラス，ワード，学校に喜びと一致が
もたらされるでしょう。

師でした。あなたは自分の行いを通して
種をまき，ほんとうにわたしの人生をより
よいものにしてくれました。今，わたしに
は永遠の家族がいます。子供たちは完全
な福音を知り，育つでしょう。これは人が
受けられる最大の祝福です。あなたはそ
の祝福をわたしの人生にもたらすのを助
けたのです。」

わたしがクリスティーに連絡したとき，
彼女は次のことを教えてくれました。「わ
たしたちは信仰箇条13条が述べている
様々な属性を聞いて，圧倒されることがあ
ります。しかし，これらの標準を守って生
活し，キリストの模範に従おうと努力する
なら，変化をもたらすことができます。
……アルマ第 26 章 3 節で次のように語
るアンモンの気持ちがよく分かります。

『わたしたちがこの大いなる業を成し遂げ
るために，神の御

み

手
て

に使われる者とされ
たことは，わたしたちに与えられた祝福で
ある。』」

皆さん一人一人が「正直，真実〔で〕あ
るべきことを信じる」と宣言するだけでな
く，その約束を毎日守って生活しようと決
意するように願っています。そうするなら，
皆さんがこの世でなすよう遣わされた業を
行うときに天の御父の力，愛，祝福が支え
てくれるでしょう。これらをイエス・キリス
トの御

み

名
な

により話します，アーメン。■

注
 1. トーマス・S・モンソン「過去を振り返り，前進

する」『リアホナ』2008 年 5 月号，90
 2. 『真理を守る』（2004 年），102
 3. 出エジプト14：15 －16 参照 
 4. 『福音の原則』（2009 年），179
 5. ハワード・W・ハンター“ Basic Concepts of 

Honesty”New Era ，1978 年 2 月号，4 ，5
 6. ウィリアム・J・スコット“ Forgot to Look Up”

Scott’s Monthly Magazine ，1867 年 12 月
号，953

 7. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary，
第 11 版（2003 年）,“true”参照

 8. 『ジェーン・エア』下巻，シャーロット・ブロン
テ，大久保康雄訳，新潮文庫，161－162
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質をはぐくむには，救い主について学び
「主の道に従う」必要があります。4

良いサマリヤ人のたとえから，すべての
人を愛するべきであると分かります。こ
の話はルカによる福音書第 10 章に書かれ
ています。律法学者が「何をしたら永遠
の生命が受けられましょうか」と救い主
に尋ねます。

その答えはこうでした。「心をつくし，
精神をつくし，力をつくし，思いをつくし
て，主なるあなたの神を愛せよ。また，自
分を愛するように，あなたの隣り人を愛せ
よ。」

すると律法学者が「わたしの隣り人と
はだれのことですか」と尋ねます。律法
学者が尋ねた質問は非常に興味深いもの
です。なぜなら，ユダヤ人には北にサマリ
ヤ人という隣人がいましたが，このサマリ
ヤ人のことをひどく嫌っていたからです。
エルサレムからガリラヤに行く際にサマリ
ヤを通らずに，わざわざヨルダン渓谷を
通って遠回りをしていたほどです。

イエスは良いサマリヤ人のたとえを話
し，律法学者の質問にお答えになりまし
た。このように記されています。
「ある人がエルサレムからエリコに下っ

て行く途中，強盗どもが彼を襲い，その着
物をはぎ取り，傷を負わせ，半殺しにした
まま，逃げ去った。 ……

ところが，あるサマリヤ人が旅をしてこ
の人のところを通りかかり，彼を見て気の
毒に思い，

近寄ってきてその傷にオリブ油とぶど
う酒とを注いでほうたいをしてやり，自分
の家畜に乗せ，宿屋に連れて行って介抱
した。

翌日，デナリ二つを取り出して宿屋の主
人に手渡し，『この人を見てやってくださ
い。費用がよけいにかかったら，帰りがけ
に，わたしが支払います』と言った。」5

同国民でありながらその負傷した人を
通り過ぎていったユダヤ人の祭司とレビ人
とは異なり，サマリヤ人には様々な相違点
がありましたが親切でした。キリストの
特質である慈善を行いで示したのです。
このたとえから，イエスはすべての人が隣
人であると教えておられます。

最近あるビショップリックの顧問が，一
人一人の隣人の大切さを教える経験を話
してくれました。この兄弟が聴衆を見渡し
ていると，様々な色のクレヨンが入った大
きな箱を持った子供が目に留まりました。
ワードの多くの会員を見ていると，クレヨ
ンと同様，会員は皆似ているのと同時に
それぞれとても異なっていることに気づき
ました。

彼はこのように言いました。「会員たち
がワードや世界にもたらす色は様々です。
それぞれには個々の強さと弱さがあり，願
いや夢を抱いています。しかし，会員たち
はともに混ざり合って霊的に一致した色と
りどりの輪を作り上げています。 ……

一致は霊的な資質です。それは，一つ
の家族に属することで感じる，穏やかな
快い気持ちであり目的です。……自分自
身のことのようにほかの人の幸いを願うこ
とです。……自分を傷つけようとしている
人がいないことを知ることです。〔つま
り，決して孤独にはならないということで
す。〕」6
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わたしたちは慈善，つまり一つ一つの
親切な行いを通してその一致を築き，独自
の色を共有するのです。

皆さんは孤独を感じたことがあります
か。モノトーンの世界で生活をしている
孤独な人たちに気づくことがありますか。
わたしは，若い女性の皆さんがほほえみ
や親切な言葉，励ましのメッセージなどに
より，皆さん独自の色を人々の生活にもた
らしている姿を目にしてきました。

トーマス・S・モンソン大管長は，友人
や出会う人 と々どのように交わるべきかに
ついて教える中で，教会の若い女性に向
けてこのように語っています。「大切な若
い姉妹の皆さん，どうか周りの人たちを裁
いたり，批判したりするのをやめる勇気を
持ち，すべての人が受け入れられるように
し，愛され大切にされていることを感じら
れるようにする勇気をぜひ持ってくださ
い。」7

わたしたちは良いサマリヤ人の模範に
倣
なら

い，慈善により実に一人の人の「世界を
変え〔る〕」ことができます。8 これからの
1 週間に，サマリヤ人のような行いを少な
くとも一つするよう皆さんにお勧めしま
す。そのためには，普段つきあいのない
人たちに手を差し伸べたり，恥ずかしさを
克服したりする必要があるかもしれませ
ん。自分に対して親切でない人に勇気を
もって仕えることを選ぶかもしれません。
簡単にできること以上に精いっぱい頑張
るならば，心の内にとても良い気持ちを感
じ，思いやりが日常生活の一部となってい
くことを約束します。慈善により，あなた

の家庭やクラス，ワード，学校に喜びと一
致がもたらされるのを目

ま

の当たりにする
でしょう。覚えておいてください。「自分
から始めよう。人に親切。」

救い主はすべての人を愛しておられた
だけでなく，すべての人にお仕えになりま
した。親切の手を多くの人に差し伸べて
ください。あなたの親切な行いにより，お
年寄りも若い人も祝福を受けることができ
ます。モンソン大管長は，若いころから常
にお年寄りに対して特別な思いを抱いて
きました。ちょっとした訪問をしたり，す
ぐにほほえんだり，しわの寄った弱々しい
手を握ったりすることの価値を理解して
います。そのようなささいな慈愛の行い
は，時に長く寂しい灰色の日々の生活に
彩りをもたらします。ぜひ皆さんの祖父
母や，お年寄りを心に留めてください。明
日教会に行ったら周りを見回し，あなたの
彩りを生活に必要としている人を見つけて
ください。難しいことをする必要はありま
せん。名前を呼んであいさつをしたり，短
い会話を交わしたり，いつでも助けられる
用意をしておいたりするのです。ドアを開
けたり，家や庭の手伝いを申し出たりして
くれますか。若い皆さんにとっては簡単
なことが，お年寄りにとってはとてつもな
く大変な作業である場合があります。覚
えておいてください。「自分から始めよ
う。人に親切。」

家族の中で慈悲深くあることは，時折
最も難しいことがあります。堅固な家族
を築くには努力が必要です。「明るく，い
つでも相手を助け，思いやりを示してくだ

さい。家庭内の問題の多くは，家族の自
分勝手で不親切な言動から生まれます。
家族の必要に心を配ってください。いじ
めたり，けんかをしたり，口争いをしたり
するのではなく，平和を作り出す人になる
ように努めてください。」 9  覚えておいてく
ださい。「自分から始めよう。人に親切。」

イエスは子供たちを愛し，腕に抱き，祝
福されました。10 救い主のように，皆さん
は優しさをもって，自分の弟や妹だけでな
くすべての子供たちを祝福することがで
きます。

皆さんは，自分の生活と模範が幼い子
供たちに与える影響の大きさを理解して
いないかもしれません。最近，地元の高
校で託児所を運営するある友人から手紙
をもらいました。その高校には教会の会
員である若い男性と若い女性が数人通っ
ています。友人は次のような経験を紹介
してくれました。「小さな子供たちと一緒
に廊下を歩いていると，たくさんのロッ
カーの扉の内側にイエス様の絵がはって
あるのに気づきます。それはすてきな光
景です。一人の子供がある〔若い女性の〕
ロッカーの開いた扉の内側にイエス様の
絵を見つけ，『見て！ イエス様が学校にい
るよ』と言いました。その生徒はかがん
で子供を抱き締めながら，感動して涙を
流しました。わたしは，その若い女性が
周りの人々の良い模範となっていることに
感謝しました。多くの青少年たちが，時
折，世の騒音や過酷な状況に取り巻かれ
ている困難なときにあっても真理と義を
擁護し，御

み

霊
たま

を生活に招くために自分の
できることをしようと努めていることを知
ると，心が高められます。教会にはすばら
しい青少年たちがいます。」

まったく同感です。若い女性の皆さん，
皆さんはイエス・キリストを中心に生活す
ることにより，世界を変え，「主が望まれ
る者にな〔る〕」ことができます。11

皆さんが善意にあふれる生活を送って
いることに感謝します。自分とは異なるタ
イプの人に対しても思いやりを示し，友人
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中央若い女性会長
イレイン・S・ダルトン

心に感じることを言葉では表現で
きないときがあります。皆さん
が神の娘であり，永遠の責任を

受けていることを，御
み

霊
たま

が皆さんの心に
証
あかし

してくださるように祈ります。皆さんは
イスラエルの希望です。愛に満ちた天の
御父の，選ばれた，高貴な娘なのです。

先月，ある若い女性の神殿結婚に参列
する機会がありました。彼女のことは生
まれたときから知っています。わたしは結
び固めの部屋に座り，神殿の光に輝く美
しいシャンデリアを見ながら，赤ちゃんの
彼女を初めて抱いた昔のことを思い出し
ていました。お母さんに小さな白いドレス
を着せてもらった彼女は，それまで見た
中でも指折りの美しい赤ちゃんだと思いま
した。わたしが回想していると，彼女が
また白いドレスに身を包んで入って来まし
た。光り輝き，幸せそうな様子で部屋に
入って来た彼女を見ながら，わたしは，す
べての若い女性がこの瞬間を思い描いて
ほしい，そしてふさわしさを常に保てるよ
うに努力してほしい，と心から願いまし
た。ふさわしさを保つのは，昇栄の祝福
を享受できるよう，神聖な聖約を交わして
守り，神殿の儀式を受けるためです。

二人は聖壇にひざまずき，人の理解を
超えた約束を受けました。その約束は，
この世の旅路にあって二人を祝福し，強
め，助けてくれるものです。世界が二人の
ために静止し，天に大きな喜びがあった

瞬間でした。結婚したばかりの二人が部
屋の大きな鏡をのぞき込むと，だれかが
新郎に何が見えるかと聞きました。彼は

「わたしより前に生きたすべての先祖が見
えます」と答えました。そして，二人で反
対側の壁にかけられた大きな鏡をのぞき
込むと，新婦が目に涙をいっぱいにため
ながら「わたしたちの後に続く人たちが
見えるわ」と言いました。彼女は自分の
将来の家族，自分の子孫を見たのです。
彼女はそのとき純潔で徳高くあるべきこ
とを信じることがどれほど大切かを改め
て理解したに違いないと思います。ふさ
わしい備えをした男女が神殿の聖壇にと
もにひざまずいている姿ほど美しい光景
はありません。

若い女性として過ごす年月を通して，皆
さんは神殿に備えることができます。皆さ
んは神殿で，神の貴い娘に用意されてい
る祝福を受けるでしょう。天の御父は皆
さんを愛し，幸せになってほしいと望んで
おられます。祝福を受け，幸せになるため
には「徳の道を歩」1 み，「交わした聖約を
固く守」2 らなければなりません。

若い女性の皆さんは，倫理観の乱れや
悪を許容する考え，女性の搾取（訳注─
不当な条件で女性を働かせたり，倫理的
でない方法で女性を扱ったりすること），
男女の役割に関するゆがんだ考えがます
ます蔓延する世界に住んでいます。その
ような中で皆さんは自分自身や家族，そし

徳の守り手
主の聖なる神殿で皆さんを待つあらゆる祝福を受けるにふさわし
くなれるように，今備えてください。

やお年寄り，家族，幼い子供たちに親切に
し，孤独な人や，困難や心痛を抱える人の
隣人となってくれていることに感謝しま
す。皆さんは慈善を通して「 〔主の〕光へ
と人を導く」ことができます。12 皆さんが

「自分から親切を始める」ことを心に留め
ていることに感謝します。

わたしはトーマス・S・モンソン大管長
が神の預言者であることを知っています。
わたしたちは慈善の模範である大管長の
生涯から学ぶことができます。預言者に
従いましょう。大管長の模範から学び，
その言葉に耳を傾けましょう。わたしは
イエス・キリストの福音を信じています。
また，ジョセフ・スミスを通して神権が地
上に回復されたことを知っています。

救い主が生きておられ，わたしたち一人
一人を愛しておられることを知っています。
主はすべての人のために命をささげてくだ
さいました。わたしたちがイエス・キリス
トを中心に生活し，互いに愛し合い，仕え
合うことによって「主の道に従〔う〕」こと
ができますように。13 そうすることにより，
世界をより良い場所にできると知っていま
す。なぜなら，「わたしたちは……慈善
……を信じる」からです。14 イエス・キリス
トの御

み

名
な

により証します，アーメン。■

注
 1. 信仰箇条 1：13 参照
 2. Oxford English Dictionary Online ，第 2 版

（1989 年），“ benevolent”，oed.com 参照
 3. 「自分から始めよう」『子供の歌集』83
 4. 「徳 の 守り手」『若 人 の 強 さ（メディア 版）

2011 年─わたしたちは信じます』（DVD）
lds.org/youth/video/youth-theme-2011-
we-believe からも利用可能

 5. ルカ 10：25 ，27，29，30 ，33 － 35
 6. ジェリー・アール・ジョンストン，“ The Unity 

in a Ward ’s Uniqueness,”Mormon Times ，
2011 年 2 月 9 日付，M1，M12

 7. トーマス・S・モンソン「勇気を持てるように」
『リアホナ』2009 年 5 月号，124

 8. 「徳の守り手」
 9. 『若人の強さのために』（小冊子），10
 10. マルコ 10：16 参照
 11. 「徳の守り手」
 12. 「徳の守り手」
 13. 「徳の守り手」
 14. 信仰箇条 1：13
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て皆さんにかかわるすべての人を守って
いかなければなりません。徳の守り手と
なる必要があるのです。

徳とは，また守り手とは何でしょうか。
「徳とは高い道徳的標準に基づいた思い
と行いのパターンである。徳には純潔や
清さが含まれる」3 とあります。では，守
り手とは何でしょう。守り手とは，守り，
保護し，防御する人です。4 皆さんは徳の
守り手として，道徳的な清さを守り，保護
し，防御するのです。なぜなら，人の生命
を創造する力は神聖で高貴な力なので，
結婚するまで守っておかなければならな
いからです。また徳は，聖霊を伴

はん

侶
りょ

とし，
その導きを受けるために必要な条件です。
皆さんの住むこの世を立派に生き抜いて
いくためには，聖霊の導きが必要です。
徳高くあることは，神殿に参入するために
必要な条件です。救い主の御

み

前
まえ

にふさわ
しく立つためにも必要な条件です。皆さ
んはそのときのために今備えているので
す。『成長するわたし』と『若人の強さの
ために』に書かれている標準は重要で
す。この二つの冊子に書かれている原則
に従って生活するなら，皆さんは強めら
れ，「み国にふさわしく」5 なる助けが得
られるでしょう。 

昨年の夏，ユタ州アルパインの若い女

性たちが「み国にふさわしく」なろうと決
意しました。そして開拓者の一人だった
ジョン・ロー・モイルが歩いた距離に倣

なら

い，
ユタ州のドレーパー神殿からソルトレーク
神殿まで合計 22 マイル（約 35 キロ）の道
のりを歩くことによって，神殿に心を向け
ようと決心したのです。石工だったモイル
兄弟は，預言者ブリガム・ヤングからソル
トレーク神殿の建設に取り組むよう召し
を受けました。毎週彼は自宅から神殿ま
で 22 マイルの道のりを歩きました。彼の
仕事の一つは，ソルトレーク神殿の東側に

「聖
きよ

きを主に捧
ささ

ぐ」という言葉を刻むこと
でした。簡単な仕事ではなく，多くの障害
を克服しなければなりませんでした。あ
るとき，飼っていた雌牛に足をけられ，そ
れが完治しなかったために，足の切断を
余儀なくされました。それでも彼は預言
者との約束を守り，神殿建設の業に献身
することをやめませんでした。木製の義
足を自ら作り，何週間もたった後，再び神
殿までの 22 マイルを歩いて自分が約束し
た務めを果たしたのです。6 

シーダーヒルズ第 6 ワードの若い女性
たちは，祖先の一人のために，また，神殿
に入るにふさわしくありたいという気持ち
を鼓舞してくれる人々のために，同じく
22 マイルの道のりを歩こうと決めました。

毎週ミューチャルで訓練し，歩きながら自
分たちが神殿について学んでいることや
感じていることを語り合いました。

そして早朝，祈りをささげた後，神殿に
向かって歩き始めました。出発するとわ
たしは彼女たちが自信にあふれているこ
とに感銘を受けました。よく備えていまし
たし，彼女たち自身もそれを自覚していま
した。目標を一心に見詰めていました。
彼女たちの一歩一歩は，今神殿に参入す
る備えをしている皆さんの歩みを象徴し
ていました。皆さん個人の訓練は，日々
の個人の祈りやモルモン書を毎日読むこ
と，また『成長するわたし』に取り組むこ
とですでに始まっています。

若い女性たちが歩き続けた道中には注
意をそらすものもありました。しかし彼
女たちは目標から目を離しませんでした。
足にまめができたり，ひざが痛くなったり
した人もいましたが，それでも歩き続けま
した。皆さん一人一人にとっても，神殿へ
と向かう道には，注意をそらすものや，痛
みや障害も数多くあるでしょう。でも皆さ
んも決意を固く保ち，歩み続けています。
若い女性たちが歩いた道は，その道を歩
いたり車で通ったりしたことのある指導
者が示してくれた最も安全で最短の道の
りでした。同じように皆さんの道も示され
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ていますし，主御自身がそこを歩まれただ
けでなく，最後まで一歩一歩皆さんととも
に歩んでくださるのです。

若い女性たちが神殿まで歩いた道の両
わきで，両親やきょうだい，神権指導者が
守り手の役割を果たしてくれました。彼
らの仕事は，すべての若い女性が危険か
ら安全に守られるようにすることでした。
一人一人が確実にしっかり水分を取れる
ように，また，スタミナを保つために十分
な栄養を補給できるようにしました。休
憩し，水を飲めるように，神権指導者に
よってところどころに支援所が設置され
ていました。若い女性の皆さん，皆さん
が神殿に向かって歩むときにも，父親や
母親，ビショップ，そしてほかにもたくさん
の人が皆さんの守り手となってくれること
でしょう。注意を促し，道を示し，万が一
皆さんがけがをしたり道を外れたりするよ
うなことがあれば，助けの手を差し伸べて
くれるでしょう。

神殿まで歩いた若い女性たちのコース
最後の数キロには，きょうだいや，若い男
性や友達が，この強い意志を持った若い
女性たちを支援し，応援するために集まっ
ていました。その様子にわたしは感動し

ました。両足に大きなまめができてしまっ
た妹を背負って神殿までの最後の道のり
を歩いた一人の兄の姿もありました。目
的地に到着したこのすばらしい若い女性
たちは，涙を流しながら神殿に触れ，いつ
も神殿に参入するのにふさわしくあろうと
いう静かな決意を胸に抱いたのでした。

彼女たちの神殿までの歩みは，人生に
たとえられます。両親と神権指導者は道
の傍らで見守り，支援と助けを与えてくれ
ました。若い女性たちは互いに守り合い，
励まし合いました。若い男性たちは，若
い女性たちの力，決意，スタミナを称賛し
ました。きょうだいはけがをした姉や妹
を背負いました。家族は神殿にたどり着
いた若い女性を無事家に連れて帰り，と
もに喜びました。

神殿に続く道にとどまるには，自らの徳
を守り，付き合う人々の徳を守らなければ
なりません。なぜでしょうか。モルモン
書の中でモルモンは，徳と純潔は「あらゆ
るものに勝って最も大切で貴いもの」7 で
あると教えています。

皆さん一人一人は，徳の守り手となるた
めに何ができるでしょうか。まず，自分に
は良い結果を出すことができる，良い影
響を及ぼすことができると信じることから
始まります。決意することから始まるので
す。わたしが若い女性のとき，決意の中
には 1 度だけすればよいものがあると学
びました。わたしは小さなノートに，いつ
も必ずすることと，決してしないことを書
き出しました。その中には，知恵の言葉
を守る，毎日祈る，什

じゅう

分
ぶん

の一を納める，ま

た決して教会を休まないことなどが含ま
れていました。わたしはこれらの決心を
1 度したので，選択するときには，何をす
るべきかはっきりと知っていました。なぜ
ならあらかじめ決めていたからです。高
校の友人から「少しくらいお酒を飲んで
も，大丈夫よ」と言われたときも，わたし
は笑って「12 歳のとき，お酒は飲まないっ
て決めたの」と答えました。あらかじめ
決めておくことは，徳の守り手となるのに
役立ちます。皆さん一人一人に，いつも必
ずすることと決してしないことのリストを
書いてほしいと思います。そしてそのリス
トに従って生活してください。

徳の守り手になるとは，服装だけでな
く，言葉や行い，メディアの使い方につい
ても常に慎み深くあることを意味します。
徳の守り手になるとは，若い男性に御霊
や神権の力を失わせるような言葉や映像
を決してメールで送信しないことを意味し
ます。自分の体が神の宮であり，結婚前
に創造の神聖な力をみだりに使ってはな
らないことを理解したうえで，純潔の大切
さを理解していることを意味します。皆さ
んは神聖な力を持ち，その力にはほかの
霊を地上にもたらし永遠の霊を宿す肉体
を受けられるようにするという神聖な責任
を伴うことを理解しています。この力には
皆さん以外の神聖な霊がかかわります。
皆さんは「宝石よりも尊い」8 ものの守り
手です。忠実であってください。従順で
あってください。主の聖なる神殿で皆さ
んを待つあらゆる祝福を受けるにふさわ
しくなれるように，今備えてください。
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今晩この話を聞いている母親の皆さ
ん，皆さんは自分の娘にとって，慎み深さ
と徳の大切さを示す最も重要な模範で
す。皆さんに感謝します。自分は神の貴
い娘であること，また，性的な魅力に基づ
いた価値観を持つべきではないことを娘
たちに教えるのを決してためらわないでく
ださい。そして皆さんが信じることが皆さ
ん自身の態度や身だしなみに正しく，一貫
して反映されていることを見せるようにし
てください。9 皆さんもまた，徳の守り手
なのです。

今週わたしは再びエンサインピークに
登りました。早朝，「主の家の山」である
ソルトレーク神殿を山頂から見下ろしまし
た。その日もよく晴れていました。開拓
者はロッキー山脈の頂に来るために，持て
るすべてをささげました。皆さんやわたし
が神殿の祝福を受け，家族として永遠に
結び固められるようにするためです。40年
にわたって，犠牲を払い，骨の折れる仕事
を続け，アルパインから神殿までの道のり
を歩いたのです。なぜでしょう。それは
彼らが，皆さんと同じように信じていたか
らです。預言者を信じ，預言者が神とイエ
ス・キリストにまみえ，言葉を交わしたこ
とを信じていたからです。救い主を信じ，
モルモン書を信じていたからです。だか
らこそ彼らは「わたしたちはすべてのこと
を信じ，すべてのことを望む。わたしたち
はすでに多くのことを堪え忍んできてお
り，またすべてのことを堪え忍べるように
と望んでいる」10 と言うことができたので
す。 彼らが多くを堪え忍んだように，わた
したちにもきっとできます。信仰箇条の
第 13 条をわたしたちが信じている理由
は，そこに書かれている事柄に従うことに
よって，神殿に入り，いつの日か天の御父
の御前に立つのにふさわしくなるために，
試され，清められ，結び固められるからで
す。そのためには，「み国にふさわしく」
なることが求められます。そして今備え，
自分には困難な事柄を行うことができる
という自信を増し加えていかなければな

りません。
若い女性の皆さん，皆さんは偉大な業

に携わっています。独りではありません。
徳と純潔を守るなら，力が与えられます。
交わした聖約を守るなら，聖霊が導き，
守ってくださいます。皆さんは天から遣わ
された天使の軍勢に取り囲まれるでしょ
う。トーマス・Ｓ・モンソン大管長はこう
語りました。「この大いなる人生航路を
わたしたちは独りで歩むのではないとい
うことを覚えておいてください。わたした
ちには，主の助けを受ける権利がありま
す。」11 ふさわしい状態で主の神殿に来る
日のために備えてください。神聖な聖約
を交わす備えをしてください。徳の守り手
として，皆さんは，主の聖なる宮で救い主
を求めたいと思うことでしょう。

神が生きておられること，そして神の愛
する御子，贖

あがな

い主であるイエス・キリスト
が生きておられることを証します。主の限

りない贖
しょく

罪
ざい

と恵みの力によって，皆さん一
人一人が神殿への道にあって，そして神と
御子のみもとに戻る道にあって，導かれ，
守られるでしょう。皆さん一人一人が強め
られて，皆さんの最高の時間となる日を迎
えられるように祈ります。黙示録に記され
た麗しい日のために生活してください。そ
の日皆さんは「白い衣を着て，……歩み
続ける」でしょう。「〔なぜなら皆さんは〕
それにふさわしい者」12 だからです。イエ
ス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. 教義と聖約 25：2
 2. 教義と聖約 25：13
 3. 『若い女性 ―成長するわたし』〔冊子〕70
 4. thefreedictionary.com/guardian 参照
 5. 「さらに聖くなお努めん」『賛美歌』74 番
 6. ディーター・F・ウークトドルフ「自分の立って

いる場所で持ち上げる」『リアホナ』2008 年
11 月号，55 参照

 7. モロナイ 9：9
 8. 箴言 3：15
 9. M・ラッセル・バラード「母と娘」『リアホナ』

2010 年 5 月号，18 － 21 参照
 10. 信仰箇条 1：13
 11. トーマス・Ｓ・モンソン「大いなる遺産」（ヤン

グアダルトを対象とした教会教育システムファ
イヤサイド，2009年 1月11日）http://lds.org/
library/display/0,4945,538 -1-4773 -15,00.
html 

 12. 黙示 3：4

ブラジル・サンパウロ
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大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

愛する若い姉妹の皆さん，皆さん
は主の教会の明るい希望です。
今晩，そのことを皆さんに確信

してもらえるよう話します。その確信が神
から受ける深い証となるならば，皆さんが
日々，時々刻々何を選ぶかが定まってくる
でしょう。そして皆さんにとっては一見さ
さいな選択を通して，主は皆さんが望む
幸福へと導いてくださいます。皆さんの
選択を通して，主は無数の人を祝福するこ
とがおできになります。

今晩この場に集うという選択は，大切
な選択の一つに数えられます。100万人
以上の若い女性と母親，指導者が招待さ
れています。ほかのあらゆる選択肢の中
から，皆さんはこの場に集うことを選びま
した。皆さんに確信があったから選んだ
のです。

皆さんは，イエス・キリストの福音を信
じる人々です。皆さんはその信じているこ
とのために，主の僕

しもべ

の声を聞こうとこの場
に集まりました。その信仰のために，この
場で聞く事柄や感じる事柄によって，生活
が向上するよう願いました。皆さんは，イ
エス・キリストに従うことがさらに幸福に
なる方法であると心に感じました。

大事な選択をしたつもりはなかったか
もしれません。友人や家族と一緒に過ご
すことに魅力を感じたのかもしれません。
誘ってくれた人の親切にこたえただけか
もしれません。しかし，気づいていなかっ

たとしても，皆さんは「わたしに従ってき
なさい」と繰り返し招かれる救い主のか
すかな声を感じていたはずです。1

ここに集っている間に，主は主を信じる
皆さんの信仰を深め，証を強めてください
ました。皆さんが聞いたのは言葉や音楽
以上のものです。皆さんは，地上における
主の真の教会に生ける預言者がおり，幸
福に至る道が主の王国にあるという御

み

霊
たま

の証を心に感じました。この教会が今
こん

日
にち

地上における唯一まことの生ける教会で
あるという皆さんの証は強められました。

全員が同じことを感じたわけではあり
ません。ある人は，トーマス・S・モンソ
ン大管長が神の預言者だという御霊の証
を感じたでしょう。またある人は，正直や
徳，すべての人に善を行うことこそが救い
主の特質だと感じたかもしれません。そ
して，主のようになりたいというさらに大
きな望みを抱いたことでしょう。

皆さんはイエス・キリストの福音に対す
る証を強めたいと願っています。ブリガ
ム・ヤング大管長は，はるか昔に皆さんの
必要を予見していました。彼は神の預言
者としての予見力により，142年前に皆さ
んと皆さんの必要を見たのです。ヤング
大管長は愛にあふれた父親であり生ける
預言者でした。

ヤング大管長はこの世の影響が自分自
身の娘たちに襲いかかるのを見ることが
できました。この世の影響のために娘た

ちが幸福に至る主の道からそれているの
を見ました。当時これらの影響が及ぶよ
うになった一つの原因は，それまで隔絶
され守られていた聖徒たちが大陸横断鉄
道により一般社会と結ばれたことでした。

ヤング大管長は，今日の驚異的な科学
技術により，手のひらに収まる機器を用い
て全地の無数の考えや人々につながる選
択ができる様子を見ることはなかったか
もしれません。しかしヤング大管長は，自
分の娘たちや皆さんにとって，愛にあふれ
た生ける神と，神の幸福の計画に対する
力強い証に基づいて選択を行うことがい
かに大切かを予見していました。

ヤング大管長が娘たちに与えた，預言
者としての霊感あふれる次の勧告は，常
に皆さんにも当てはまります。

この勧告こそ，わたしの今晩の話の中
心となるものです。ヤング大管長がこれ
を語った場所は自宅の一室です。今この
メッセージを全世界の国々に住む神の娘
たちに向けて語っているこの場から 1 マ
イル（約1.6 キロ）も離れていない所でし
た。大管長はこう述べたのです。「イスラ
エルの若い娘たちは真理に対する生きた
証を得る必要があります。」2

その後ヤング大管長は若い女性の団体
を創設しました。現在主の教会で「若い
女性」と呼ばれている組織の前身です。
大管長は，日曜日の晩に自宅の居間で開
かれた集会でこの団体を創設したのです
が，そのときに彼が選択した事柄のすば
らしい影響の一端を，皆さんは今晩感じ
たことでしょう。

100 年以上たった今，全世界のイスラ
エルの娘たちは真理に対する自分自身の
生きた証を持ちたいと望んでいます。自
分を強め，永遠の命に至る道を導いてく
れる，その成長する生きた証を今から後
ずっと持つ必要があります。そして，その
ような証があれば，キリストの光を全世界
のあらゆる世代の兄弟姉妹に届ける人と
なることができます。

皆さんは証がどのようなものであるか

生きた証
あ か し

証は，信仰の祈りや，聖文に記された神の御
み

言
こと

葉
ば

を求める強い望
み，真理に従うことによって培う必要があります。
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経験から知っています。ジョセフ・フィー
ルディング・スミス大管長は，証とは謙虚
に真理を求める人に啓示により与えられ
る確固たる知識である，と教えました。
スミス大管長は，その啓示を与えてくださ
る聖霊について，また証について次のよう
に語っています。「聖霊が語られるとき
には，説得力が非常に強いため一切心に
疑いが残りません。それは，イエスがキリ
ストであられ主の福音が真実であること
を心から知ることができる唯一の方法で
す。」3

皆さんもこのような霊感を感じたことが
あるでしょう。今晩のわたしがそうであっ
たように，福音のある一部を確認する霊
感であったかもしれません。信仰箇条第
13条の「正直，真実，純潔，慈善，徳高
く」あるという言葉を聞いたとき，わたし
はまるで主が語っておられるように感じま
した。それらが主の特質であることを再
び感じたのです。ジョセフ・スミスは主の
預言者であると感じていました。ですか
ら，わたしにとっては単なる言葉ではな
かったのです。

わたしの頭には，ユダヤのほこりっぽい
道とゲツセマネの園の光景が浮かびまし
た。そして，ジョセフがニューヨークの森
の中で御父と御子の御

み

前
まえ

にひざまずいた

ときと同じような気持ちを少なくとも心に
感じました。ジョセフが見たような太陽
の輝きにも勝る光を心で見ることはできま
せんでしたが，証の温かさと不思議を感じ
ました。

イエス・キリストの福音の全部の真理
について少しずつ確認を受けるにつれて，
証も少しずつ自分のものになっていきま
す。例えば，モルモン書を読み深く考える
ときに，以前読んだ節が新鮮に見え，新
たな考えが思い浮かぶことがあります。
その考えが真実であるという確認が聖霊
から与えられると，証の幅と深みが増しま
す。生きた証は，聖文を研究し，祈り，深
く考えることにより増し加えられます。

この生きた証を手に入れ維持する方法
を最もよく説明しているとわたしが考える
記述は，これまでにもよく引用されてきま
したが，モルモン書のアルマ書第 32 章で
す。皆さんも何度も読んだことがあるかも
しれません。わたしはこの箇所を読む度
に新たな光を見いだします。今晩，この
聖句の中で教えられている教訓を今一度
おさらいしましょう。

霊感あふれるこの記述の中で，証を求
めるにはまず「ごくわずかな信仰」と，大
きくなってほしいという望みが必要だと教
えられています。4 今晩，救い主の親切や

正直に関する感動的な話，主の戒めと贖
しょく

罪
ざい

によりわたしたちが到達できる純粋さ
に関する心揺さぶる話を聞きながら，信仰
とその望みを感じたことでしょう。

信仰の種はすでに皆さんの心の中に植
えられました。さらには，アルマ書の中で
約束されている，心の広がりを幾分か感
じているかもしれません。わたしもそうで
した。

しかし，生長する植物のように，証は養
わなければしおれてしまいます。頻繁に
ささげる心からの信仰の祈りは，きわめ
て重要で必要な栄養です。受け入れた真
理に従うことにより，証を維持し強めるこ
とができます。戒めに従うことは，証に与
えなければならない栄養の一つです。

救い主のこの約束を覚えているでしょ
う。「神のみこころを行おうと思う者であ
れば，だれでも，わたしの語っているこの
教
おしえ

が神からのものか，それとも，わたし自
身から出たものか，わかるであろう。」5

この約束はわたしに対して果たされてき
ましたし，皆さんにも有効です。若いころ
にわたしが学んだ福音の教義の一つは，
神のあらゆる賜

たま

物
もの

のうち最も大いなるも
のは永遠の命だということです。6 永遠の
命の一つの側面は，家族とともに愛のう
ちに永遠に住むということであると，わた
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しは学びました。
これらの真理を初めて聞き真実である

という確認を心に受けて以来，わたしは
自分の家族と家庭の中で争いを避け平和
を作り出すために，できる限り適切な選択
をしなければならないと感じてきました。

この世が終わって初めて，すべての祝
福の中で最も大いなる祝福である永遠の
命を完全に享受することができます。し
かし，わたしはこの世の試練の最中にも，
天における自分の家族がどのようなもの
かをわずかながらかいま見たことがあり
ます。それらの経験から，神殿で行使さ
れる結び固めの力が実在するというわた
しの証ははぐくまれ，強められてきました。

二人の娘が先祖のために神殿でバプテ
スマを受ける姿を見て，わたしの心は娘た
ちと，名前が見つかったその先祖たちに
向けられました。家族の心が互いに向け
られるというエリヤの約束がわたしの家
族の中で果たされました。7 そして，アル
マ書で約束されているように，わたしの信
仰は確かな知識となりました。

救い主が地上での務めの後に霊界に来
られたときに先祖が感じた喜びを，わたし
はわずかながら感じたことがあります。
教義と聖約にこのように記されています。
「そして，聖徒たちは彼らの贖

あがな

いを喜
び，ひざまずき，神の御子を贖い主，およ
び死と地獄の鎖からの解放者として受け
入れた。

彼らの顔は光を放ち，主の前から発す
る輝きが彼らのうえにとどまった。そし
て，彼らは主の聖なる名を賛美した。」8

わたしが先祖の喜びを感じられたのは，
永遠の命に関する主の約束が本物である
という自分の証に基づいて行動したため
でした。救い主が約束されたとおり，証に
従って行動することを選択することによ
り，その証が強められたのです。

主はまた，従順になることを選ぶことに
加え，真理に対する証を祈り求めなけれ
ばならないと教えられました。主は，モル
モン書について祈るようにという戒めの

中でそのことを教えられました。預言者
モロナイを通じて次のように語っておられ
ます。
「見よ，わたしはあなたがたに勧めた

い。あなたがたにとってこの記録を読む
ことが，神の知恵にかなうようであれば，
あなたがたはこれを読むときに，アダムが
造られてからあなたがたがこれを受ける
ときまで，主が人の子らにどれほど憐

あわ

れみ
をかけてこられたかを思い起こし，それを
心の中で深く考えてほしい。

また，この記録を受けるとき，これが真
実かどうかキリストの名によって永遠の父
なる神に問うように，あなたがたに勧めた
い。もしキリストを信じながら，誠心誠意
問うならば，神はこれが真実であること
を，聖霊の力によってあなたがたに明らか
にしてくださる。

そして聖霊の力によって，あなたがたは
すべてのことの真理を知るであろう。」9

この約束が真実であることを，すべて
の皆さんがすでに自分自身で確かめてい
るか，またはすぐに確かめることを願って
います。答えは，一つの力強い霊的な経
験により与えられるとは限りません。わた
しの場合，答えは初め静かにやって来まし
た。しかし，モルモン書を読みそれにつ
いて祈る度に，いっそう強い答えを受けま
した。

わたしは過去の出来事に依存しません。
モルモン書について生きた証を固く保つ
ためにモロナイの約束を頻繁に受けるよう
にしています。わたしは証という祝福が，
いつまでも有効な当たり前の権利だとは
思いません。

証は，信仰の祈りや，聖文に記された神
の御言葉を求める強い望み，受け入れた
真理に従うことによって培う必要がありま
す。祈りを怠るならば危険にさらされま
す。聖文をいいかげんに学んだり読んだ
りするならば証は危機に瀕

ひん

します。それ
らは証に必要な栄養です。

アルマの警告を覚えているでしょう。
「しかし，もしあなたがたがその木に構

わず，養い育てることに心を配らなけれ
ば，見よ，それが根付くことはないであろ
う。そして，太陽の暑さが及んでその木
を熱すると，その木はまったく根がないの
で枯れてしまうであろう。そこであなたが
たは，その木を抜いて捨てる。

さてこれは，種が良くなかったからでも
なければ，実が好ましいものでなかった
からでもない。ただ，あなたがたの土地
がやせているためである。あなたがたが
その木に養いを与えようとしないので，実
を得ることができないのである。」10

神の御言葉をよく味わい，心から祈り，
主の戒めに従うことは，証をはぐくみ大き
くするためにたゆまず継続的に行うべき
ことです。手に余る状況に直面していつ
もの聖文学習が妨げられることがだれに
でもあります。何らかの理由で祈らないこ
とを選ぶ時期があるかもしれません。し
ばらくの間無視することを選ぶ戒めがあ
るかもしれません。
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しかし，アルマの警告と約束を忘れる
と，生ける証を得たいという望みはかなえ
られません。
「このように，もし信仰の目をもって実を

期待しながら御言葉を養おうとしなけれ
ば，あなたがたは決して命の木の実を得
ることができない。

しかし，あなたがたが御言葉に養いを
与えようとすれば，つまり，その木が生長
を始めるときに，非常な熱意と，忍耐を伴
う信仰を働かせてその実を期待しながら
養いを与えようとすれば，それは根付くで
あろう。そして見よ，それは生長して永遠
の命をもたらす木になるであろう。

あなたがたは，御言葉が自分の中に根
付くように，熱意と信仰と忍耐をもってそ
れを養うので，見よ，やがてその実を得る
であろう。その実は最も価値があり，どん
な甘いものよりも甘く，どんな白いものよ
りも白く，どんな清いものよりも清い。ま
た，あなたがたは満ち足りるまでその実を
食べて，もう飢えることも，渇くこともない
であろう。

……そのときにあなたがたは，その木
があなたがたのために実を結ぶのを待ち
ながら示した，あなたがたの信仰と熱意

と忍耐と寛容の報いを刈り入れるのであ
る。」11

「実を期待しながら」というこの聖句の
言葉は，今晩皆さんに与えられた賢明な
教えと結びついています。これこそ，皆さ
んの目が将来神殿で結び固めを受ける日
に向けられた理由です。皆さんが結婚す
る，神の神殿の結び固めの部屋で，向き
合った壁の鏡に映る一続きの果てしない
光を心に描くよう促されたのも，このため
です。

証から生まれた望みを十分に持ってそ
のような日を待ち望めるならば，皆さんは
強められてこの世の誘惑を退けることが
できるでしょう。さらに救い主のように生
活しようと努力することを選ぶ度に，証は
強められます。やがて，主が世の光であら
れることを自分自身で知ることができるで
しょう。

また，自分の生活の中で光が輝きを増
しているのを感じるようになるでしょう。
努力なしにその日は来ません。しかし，証
が増し加えられ，その証をさらにはぐくむ
ことを選ぶならば，その日が訪れます。教
義と聖約には次のような約束が記されて
います。「神から出ているものは光である。

光を受け，神のうちにいつもいる者は，さ
らに光を受ける。そして，その光はますま
す輝きを増してついには真昼となる。」12

証を人 と々分かち合うときに，皆さんは
世の光となります。皆さんは生活の中で
キリストの光を人々の前に輝かすでしょ
う。皆さんの愛する人たちにその光が届
くよう，主は方法を見いだしてくださいま
す。そして，神の娘たちの信仰と証が一つ
となることを通して，神は神の王国と全世
界の大勢の人々の生活に神の光を注がれ
ます。

皆さんの証と選択には，教会の希望と，
将来皆さんの模範に従う世代の希望があ
ります。「わたしに従ってきなさい」とい
う主の招きを聞いて受け入れるという模
範です。主は皆さんを御存じであり，愛し
ておられます。

わたしの愛と証を残します。皆さんは，
愛にあふれた生ける天の御父の娘です。
復活された御子イエス・キリストが救い主
であり世の光であられることをわたしは
知っています。聖霊が今晩，皆さんの心
に真理を確認するメッセージを送られた
ことを証します。トーマス・Ｓ・モンソン
大管長は生ける神の預言者です。このこ
とをイエス・キリストの聖なる御

み

名
な

により
証します，アーメン。■

注
 1. ルカ 18：22
 2. ブリガム・ヤング，A Century of Sisterhood: 

Chrono log ica l  C o l l age ,  18 6 9 － 19 69 
（1969 年）, 8

 3. ジ ョ セ フ・ フィ ー ル ディン グ・ ス ミ ス，
Answers to Gospel Questions, ジョセフ・
フィールディング・スミス・ジュニア編，全 5 巻

（1957－1966 年），第 3 巻，31
 4. アルマ 32：27 参照
 5. ヨハネ 7：17
 6. 教義と聖約 14：7 参照
 7. マラキ 4：5 － 6；ジョセフ・スミス－歴史 1：

38 － 39 参照
 8. 教義と聖約 138：23 － 24
 9. モロナイ 10：3 － 5
 10. アルマ 32：38 － 39
 11. アルマ 32：40 － 43
 12. 教義と聖約 50：24

ジャマイカ・セントキャサリン
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大会で話された実話や物語の索引
以下に総大会で話された経験談を幾つか選びました。個人の研究や家庭の夕べ，その他の教える機会に活用してください。
数字は説教の最初のページです。

話者 実話や物語

ジーン・A・スティーブンス （10）子供たちが什
じゅう

分
ぶん

の一を納める模範を示す。

リアムが治療の間，父親の声を聞く。

ウォルター・F・ゴンサレス長老 （13）ある記者が，教会員が伴
はん

侶
りょ

を大切にしているのはほんとうの姿か，それとも見せかけなのか知りたがる。

ケント・F・リチャーズ長老 （15）少女の目には病院にいる子供たちの周りに天使が見える。

クエンティン・L・クック長老 （18）ある若い女性の福音に添った生活が，バッグの中身に表れている。
トンガの姉妹が，若い兄弟たちを助ける方法を提案する。

ヘンリー・B・アイリング管長 （22）ティートンダムの決壊の後，地域社会が奉仕活動を行う。

ボイド・K・パッカー会長 （30）ステーク会長が，妻に先立たれた男性に「思い悩むのをやめなさい」と助言する。

ダリン・H・オークス長老 （42）レイ・コックス大尉が，兵士たちの安全を守り続けるために眠らずにいる。
アロン・ラルストンが生き延びるために勇気を奮う。

M・ラッセル・バラード長老 （46）金鉱採掘者が，金の粒の価値を学ぶ。

ニール・L・アンダーセン長老 （49）シドニー・ゴーイングが，ラグビーよりも伝道を選ぶ。

ラリー・M・ギブソン （55）執事定員会の会長が，自分の義務を学ぶ。

ディーター・F・ウークトドルフ管長 （58）男が，豪華客船のチケット代に含まれていた特権に気づかない。

ヘンリー・B・アイリング管長 （62）定員会が，森の中で行方不明になった会員を捜す。
ヘンリー・B・アイリングが忠実な大祭司を訪問する。

トーマス・S・モンソン大管長 （66）トーマス・S・モンソンが，結び固めを見に行くよう夫婦を招く。

ポール・V・ジョンソン長老 （78）若い女性が，長い闘病生活の間に改心する。

H・デビッド・バートンビショップ （81）ロバート・テーラー・バートンが，手車隊の救助を手伝う。

シルビア・H・オールレッド （84）若い母親が，訪問教師から奉仕を受ける。

トーマス・S・モンソン大管長 （90）ブラジルの聖徒たちが，マナウスから神殿まで長距離の旅をする。
マウ・サム家族が，神殿に行くために犠牲を払う。
トーマス・S・モンソンが，イタリア・ローマ神殿の鍬

くわ

入れ式に参加する。

リチャード・G・スコット長老 （94）リチャード・G・スコットが，洗濯機を修理するよりも子供たちと遊ぶように説得される。
ジェニーン・スコットが，愛のこもったメモを保管する。
リチャード・G・スコットが，心臓の病気を持った息子の世話をする。

D・トッド・クリストファーソン長老 （97）ヒュー・B・ブラウンが，スグリの木の枝を切り落とし，後に比
ひ

喩
ゆ

的に自分自身の枝が切り落とされる。

カール・Ｂ・プラット長老 （101）フェッテン家族が，什
じゅう

分
ぶん

の一を納めて祝福を受ける。

C・スコット・グロー長老 （108）C・スコット・グローの弟が，誤った選択をした後で悔い改める。

アン・M・ディブ （115）クリスティーが模範を示し，ジェンが真理を探すときにその模範を思い出す。

メアリー・N・クック （118）子供が，学校のロッカーの内側にイエス様の絵を見る。
若い女性が，疑わしい映画を見に行かないことを選ぶ。

イレイン・S・ダルトン （121）若い女性たちが，ユタ州ドレーパーからソルトレーク神殿まで歩く。
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●	 アダムとエバが地上で生活したとき，
天のお父様を礼拝する方法の一つは，動物
をささげることでした。 L・トム・ペリー
長老は，新しい礼拝の方法として聖

せい

餐
さん

を行
うことを救い主が安息日に弟子たちにお教
えになったと言いました。わたしたちは今
でも安息日に聖餐を受けることを通して礼
拝しています。ペリー長老のお話（6 ペー
ジ）を復習しながら，日曜日のふさわしい
服装や，聖餐と安息日を敬うそのほかの方
法を家族で話し合いましょう。

●	 D・トッド・クリストファーソン長老
は，わたしたちはイエス・キリストと天の
お父様のようになるために努力しなけれ
ばならないとイエス様から教えられている
と言いました（97 ページ）。天のお父様
は時々御自分の子供たちを「しかる／懲
らしめる」ことによって，子供たちがイエ
ス様のようになれるように助けてください

ニペグ神殿，そしてあなたの家からいちば
ん近い神殿を見つけてください。モンソン
大管長は，神殿に行くために大きな犠牲を
払った忠実な会員たちのことを話しました

（90 ページ）。その話を読むか，その話の
ある部分をだれかに話してください。でき
るだけ早く神殿に行く目標を作ってくださ
い。または，神殿に入るふさわしさを保つ
方法について話し合ってください。

指導者の言葉

総大会の説教は conference.lds.
org. から視聴できます。
注─括弧内の番号は，説

教の最初のページを表しています。

子供向け
●	 トーマス・S・モンソン大管長は，教会

は 3 つの新しい神殿を建てることを発表し
ました。これで儀式を行っている神殿と，
建設中の神殿と，発表された神殿の合計
が 160 になりました。地図を見て，アメリ
カ合衆国アイダホ州メリディアン神殿，
アメリカ合衆国コロラ
ド州フォートコリン
ズ神殿，カナダ・
マニトバ州ウィ

大会を生活に
取り入れる
総大会の教えを生活に取り入れるために，以下の言葉，活動，質問
を，家族で話し合ったり，独りで深く考えたりしてください。

スロベニア・リュブリャナ
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ます。「しかる／懲らしめる」とはどうい
う意味か話し合いましょう。大きくなりす
ぎたスグリの木の話を読むか，だれかに
話してあげましょう。失敗することから，
もっと強く成長するための助けが得られ
ることについて話してください。

●	 リチャード・J・メインズ長老は，家族
は縄のようだと教えました（37ページ）。
縄はたくさんの糸をより合わせてできてい
ます。その一本一本は弱いけれども，たく
さん合わさることで強くなっています。同
じように，家族みんなが正しいことを行い，
助け合うならば，一人一人が強められ，一人
ではできないようなこともできるのです。
家族一人一人に1 本の糸かひもを渡してく
ださい。家族が互いに奉仕し合い，強め
合う方法について話します。それから，糸
やひもがたくさん合わさることでどれほど
強くなるかを見せてください。

青少年向け
●	 あなたのクラスや定員会は，最高に

一致していますか。ヘンリー・B・アイリン
グ管長の説教（62 ページ）を復習し，あな
たのグループがさらに一致できるようにあ
なたにできることのリストを作りましょう。

●	 ラッセル・M・ネルソン長老は「カ
フェテリア式」の従順について説教しまし
た（34 ページ）。家族，クラス，または定
員会でその意味について，またなぜそれで

はうまくいかないかについて話
し合ってください。

●	 M・ラッセル・バラード長
老は，キリストの純粋な愛は，親
切な行いと奉仕という簡単な行
為で 表されると教えました

（46 ページ）。あなたのクラスや
れらすべてが船のチケットの料金に含まれ
ていることに気づかなかったからです。

「神の神権を持つわたしたちに〔与えられ
ている〕神聖な力，賜

たま

物
もの

，祝福という機会
と権利」を生かす方法について，神権を持
つ家族と一緒に考えてください。

●	 ボイド・K・パッカー会長は，赦
ゆる

しの
力について説教しました（30 ページ）。あ
なたには，赦さなければならない人がいま
すか。「思い悩むのをやめる」必要のある
難しい経験がありますか。平安を見いだ
し，赦しの力を見いだせるように主の助け
を求めてください。

●	 リチャード・G・スコット長老は，長老
と妻のジェニーンが互いにメモを書くこと
で愛を示し合っていたことについて話しま
した（94 ページ）。伴

はん

侶
りょ

に対して自分が
どれだけ愛し感謝しているかを伝えるメモ
を書くことについて考えてみてください。
それを伴侶が見つけそうな場所に置いて
おきましょう。

●	 デビッド・A・ベドナー長老は，証
あかし

を
得ることについてのジョセフ・F・スミス
大管長の経験を引用しました（87 ぺー
ジ）。その話を復習し，あなた自身の証を
強めてくれた経験について考えてくださ
い。■

定員会で，あなたのワードや支部や地域社
会の中のだれかに愛を表す方法を計画し，
その計画を実行しましょう。

●	 クエンティン・L・クック長老は，青少
年のダンスパーティーの後で見つかった忘
れもののバッグの話をしました（18 ペー
ジ）。指導者たちがバッグの中身を見たと
きに，そのバッグの持ち主である若い女性
についてどのようなことが分かったでしょ
うか。あなたのバッグや財布や学生かば
んの中身は，あなたについて何を物語るで
しょうか。もっと違う物をいつも持ち歩く
ようにしたいと思いますか。

●	 リン・G・ロビンズ長老は，もっと救い
主のようになることについて説教しました

（103 ページ）。主から言われたことを行う
だけでなく，イエス・キリストのようになる
とは何を意味するか考えてください。それ
から，もっと救い主のようになるために，自
分の生活の中で何を変えるべきかについ
て考えてください。

成人向け
●	 ディーター・F・ウークトドルフ管長

（58 ページ）は，自分に与えられた特権を
生かさなかった男性の話をしました。その
男性は豪華客船が提供したたくさんの活
動や豪華な食事に行きませんでした。そ

メキシコ・コアツァコアルコス
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中央補助組織会長会
扶助協会

若い女性

初等協会

若い男性

日曜学校

第一顧問
シルビア・Ｈ・オールレッド

会長
ジュリー・B・ベック

第二顧問
バーバラ・トンプソン

第一顧問
メアリー・N・クック

会長
イレイン・S・ダルトン

第二顧問
アン・M・ディブ

第一顧問
ジーン・A・スティーブンス

会長
ローズマリー・M・ウィクソム

第二顧問
チェリル・A・エスプリン

第一顧問
ラリー・M・ギブソン

会長
デビッド・L・ベック

第二顧問
エードリアン・オチョア

第一顧問
デビッド・M・マッコンキー

会長
ラッセル・T・オスガソープ

第二顧問
マシュー・O・リチャードソン

の資料を使ってレッスンを準備
したいと思うことがあるかもし
れませんが，大会説教は承認さ
れた教科課程用資料です。教
師の務めは，人々が最新の総
大会で教えられた福音を学び，
それに従って生活できるよう助
けることです。

クラスの生徒の必要に合った
原則と教義を探しながら，説教
の内容を検討してください。ま
た，そのような真理を教えるの
に役立つ説教から，物語や参
照聖句，声明を探してください。

原則と教義をあなたがどのよ
うに教えるかを示す大まかな
計画を立ててください。計画に
は，クラスの生徒が以下のこと
を行ううえで役立つ質問を取り
入れてください。

●	 説教に含まれる原則と教義
を探す。

●	 その意味について考える。
●	 理解したことや考え，経験，

証
あかし

を分かち合う。
●	 それらの原則と教義を実生

活に応用する。

メルキゼデク神権と扶
助協会の第 4日曜日
のレッスンは，「わた

したちの時代のための教え」
を学ぶ時間です。各レッスン
は，最新の総大会特集号の説
教から一つまたは複数の説教
を基に準備できます。ステーク
会長および地方部会長は，レッ
スンに用いる説教を指定するこ
とができます。または，この責
任をビショップおよび支部会長
に委任することもできます。こ
れらの指導者は，メルキゼデク
神権者の兄弟と扶助協会の姉
妹が同じ日曜日に同じ説教を
学ぶことの大切さを強調するべ
きです。

第4日曜日の集会の出席者は，
教会機関誌の，最新の総大会
特集号をよく研究し，クラスに
持参するよう奨励されています。

説教に基づいてレッスンを準備
する際の提案

説教を研究し教えるに当た
り，聖なる御

み

霊
たま

がともにあるよ
う祈ってください。教師はほか

わたしたちの時代のための
教え

月

2011 年 5 月 －
2011年 10月

2011 年 11 月 －
2011年 4月

第4日曜日のレッスン教材

『リアホナ』2011年 5月号掲載の説教 *

『リアホナ』2011年 11月号掲載の説教 *

*これらの説教は，conference.lds.org	にアクセスすることにより，（多くの言語で）
インターネット上で視聴および閲覧できます。（訳注─ 1dschurch.jpからもアクセ
スできます。「福音ライブラリ」「総大会」の順にクリックしてください。総大会号を
閲覧するには「福音ライブラリ」「リアホナ」の順にクリックし，2011年 5月号のアイ
コンをクリックしてください。）
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ンリー・B・アイリング管長は，福祉プロ
グラム 75 周年を祝うために，世界中の会
員に 1 日の福祉活動に参加するよう呼び
かけた。この奉仕の日は，ワードまたは
ステーク単位で今年中に設定されるべき
である。地元の指導者がそれぞれのプロ
ジェクトの詳細を決めるべきであり，会員
たちはふさわしければ人々を招くように奨
励されている。

モンソン大管長は大会を閉じるに当た
り，キリストに関する復活祭の証

あかし

を述べ
た。「最後の瞬間，主は背を向けることも
おできになりました。しかし，そうはなさ
いませんでした。主は万物を救うことが
できるように，万物の下に身を落とされた
のです。それにより現世を越えてわたし
たちに命を与えてくださいました。」■

モンソン大管長は，伝道活動の大切さ
も強調した。「伝道活動は神の王国に
とって欠かせないものです。」現在世界で
およそ 5万2,000人の宣教師が 340の伝道
部で奉仕している。

土曜午後の部会で，10人の中央幹部と
41人の地域七十人が支持された。その一
方で，34人の地域七十人が解任された。
さらに，七十人第二定員会のドン・R・ク
ラーク長老が七十人第一定員会で奉仕す
るよう召された。 2010 年統計報告では，
教会員数は現在 1,400万人を超えると発
表された。

2日に及ぶ大会で話された多くの説教
が教会の福祉と教会の独特な福祉プロ
グラムを中心テーマとし，福祉プログラム
が 2011年で 75 周年を迎えることが語ら
れた。

土曜の部会で，大管長会第一顧問のヘ

教会のニュース

末日聖徒イエス・キリスト教会第
181 回年次総大会が，アメリカ
合衆国ユタ州ソルトレーク・シ

ティーで行われ，カンファレンスセンター
での 5 つの部会に 10万人以上が出席し
た。さらに数百万人がテレビ，ラジオ，衛
星，インターネットの放送を視聴した。

世界中の会員が 93 の言語で大会に参
加した。大会の音声，映像，文字情報は
すでに多くの言語で conference.lds.org
に掲載され，間もなく DVD と CD で入手
できるようになる。

トーマス・S・モンソン大管長は，大会
の冒頭で，アメリカ合 衆 国コロラド州
フォートコリンズ，アメリカ合衆国アイダホ
州メリディアン，カナダ・マニトバ州ウィニ
ペグの 3 か所に新たに神殿が建設される
ことを発表した。これにより，発表された
神殿と建設中の神殿の合計は 26 となる。
現 時点で儀 式が 行われている神殿は
134 である。

教会の指導者たち，
福祉を祝い，
神殿を発表する

上─アメリカ合衆国カリフォルニア州マデラの教会所有のブドウ園でブドウを収穫する若
い男性。このブドウは教会の福祉制度のためにレーズンに加工される。下左─ポルトガ
ル・コインブラで総大会の衛星放送に参加する家族。
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イアン・S・
アルデルン
長老
七十人

電話がかかってきたとき，ドアをノックする音が聞こえ
たとき，イアン・シドニー・アルデルン長老の口から出
てくる最初の言葉は，たいていこうです。「どのように

お助けしましょうか。」 
1954 年，ニュージーランドのテアロハでハリー・ウィルト

シャー，グラディス・マクビカー・ウィルトシャー夫妻の間に生ま
れたアルデルン長老は，一見小さな奉仕が，与える人と受ける人
の生活に大きな変化をもたらすことがよくあると語りました。

「奉仕はいつも簡単にできるわけではありません。でも，奉仕
はいつも生活に祝福をもたらします」とアルデルン長老は言い
ます。

アルデルン長老夫妻はニュージーランドのチャーチカレッジ
に通っていたころに出会い，1976 年 1 月 17 日にニュージーラン
ド・ハミルトン神殿で結婚しました。 4 人の子供は，愛をもっ
て互いを気遣い，福音の原則を理解しそれに従って生活するこ
とを優先する家庭で育てられました。「子供がそれぞれ家庭を
持つようになり，この優先順位が受け継がれているのを見るこ
とができて祝福だと感じています」とアルデルン長老は述べま
した。

主はその子供たちに多くを期待しておられます。そして主は
子供たちがその期待にこたえる方法を用意しておられます。

「わたしたちの家族が主に従えるように助けてくださった方々に
心から感謝しています」とアルデルン長老は語ります。

預言者の教えに家庭で従うことはアルデルン家族が最も大切
にしてきたことです。毎日聖文を研究することは習慣になりまし
た。聖文研究が確実にできるように小さな子供たちがしてくれ
たのです。その日読んだことを示す赤いシールをカレンダーに交
替ではりたかったからです。「小さな簡単なことで，良い習慣が
築けるのです」とアルデルン姉妹は言います。

七十人第一定員会に召される前，アルデルン長老は，フランス
とベルギーでの宣教師，ステーク若い男性会長，高等評議員，
ビショップリック顧問，ビショップ，ステーク会長会顧問，フィ
ジー・スバ伝道部会長，地域七十人として教会で奉仕してきま
した。

アルデルン長老は，ニュージーランドのワイカト大学で教育学
の学士号と修士号を取得しています。職歴としては，教会教育
システムで教師，ディレクター，ニュージーランドのセミナリー
コーディネーター，ニュージーランドのチャーチカレッジの校長
など，多くの職務を果たしました。■

教会員になる前でさえ，ホセ・ルイス・アロンソ・トレホ
長 老は，祈りの力について 証

あかし

を持っていました。
「11 歳のとき，わたしはもう少しで死ぬところでした。

医師たちがわたしを見放したと話しているのを聞きました。わ
たしは何度も何度も主に祈りました。すると，主はわたしを癒

いや

し
てくださいました。 

後にジョセフ・スミスの経験を聞いたとき，たった 14 歳の少
年がどのように神と話したか知り，それがほんとうの出来事だと
分かりました。神が祈りにこたえてくださること，神がわたした
ちを御存じであることをわたしは知っていました。」

アロンソ長老は，モルモン書を研究したときにも，そのような
平安に導かれました。「祈りとこの書物のおかげで，イエスが
キリストであられることに確信を持っています。」

アロンソ長老は1958年 11月，メキシコ・メキシコシティーに
おいて，ルイス・アロンソ，ルース・アロンソ夫妻の間に生まれま
した。10代のころ，メキシコ・クアウトラに引っ越し，そこで教会
員になりました。ミューチャルに参加することで，しっかりした
青少年たちと知り合いました。彼らのフェローシップのおかげ
で，そこが第 2 の家のように感じました。また，ミューチャルに
出席していたときに，将来の妻となる女性，レベッカ・サラサー
ル姉妹に出会いました。

アロンソ長老は 19 歳になったとき，メキシコ・ヘルモシロ伝
道部で専任宣教師として奉仕しました。伝道の後，アロンソ長
老とレベッカは 1981 年 2 月 24 日にアリゾナ州メサ神殿で結婚
しました。彼らには二人の子供がいます。

教会教育システムのインスティテュートディレクターとして働く
ことに加えて，アロンソ長老は，小児発達学の医学学位を持ち，
内科医および外科医として働きました。長老の職歴は，病気
だった子供時代に主が祝福してくださったように，人々に仕え
祝福したいという長年にわたる願いを表しています。「人々へ
の奉仕は，一致と兄弟愛を築き，生活に主の力を招くことがで
きます。」

七十人第一定員会の召しを受ける前，アロンソ長老はビ
ショップ，ステーク伝道部会長，ステーク会長，伝道部会長会顧
問，メキシコ・ティフアナ伝道部会長，地域七十人として奉仕し
ました。■

ホセ・L・
アロンソ長老
七十人
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リグランド・R・
カーティス・
ジュニア長老
七十人

リグランド・レーン・カーティス・ジュニア長老は「主は
心と進んで行う精神とを求め」られることを知っていま
す（教義と聖約 64：34）。

「彼は教会で奉仕することが大好きです。しかも喜んで，熱
心に奉仕します。」1974 年 1 月 4 日にソルトレーク神殿で結婚
した妻のジェーン・コワン・カーティス姉妹はそう述べました。

「奉仕することが彼の最大の望みなのです。」
カーティス長老は1952年8月，アメリカ合衆国ユタ州オグデン

で，リグランド・R・カーティス，パトリシア・グレーデ・カーティ
ス夫妻の間に生まれました。父親は後に七十人第二定員会の会
員になりました（1990 － 1995 年）。

七十人第一定員会に召される前，カーティス・ジュニア長老は
イタリア北伝道部で，また，ビショップ，高等評議員，ステーク会
長，イタリア・パドバ伝道部会長，そして地域七十人として奉仕
しました。第一定員会に召されたときには，七十人第五定員会
の会員としてユタ州ソルトレーク・シティー地域で奉仕していま
した。

カーティス長老は，ブリガム・ヤング大学から経済学の学位
を得て卒業し，ミシガン大学から法務博士の学位を取得しまし
た。召しを受けたとき，法務事務所の弁護士兼共同経営者とし
て働いていました。勉学と仕事に加えて，カーティス長老夫妻
は 5 人の子供を育てました。

2001年から 2011年まで地域七十人として奉仕した後，カー
ティス長老は中央幹部とともに働く機会に感謝しました。「教
会の特別な指導者たちとともに働くことから祝福を受けてきま
した。彼らを見て，彼らから学ぶことは大きな特権です。」

カーティス姉妹は，カーティス長老について，いつも心から進
んで手を貸す人だと述べています。「夫はいつも『わたしがしま
しょう』という姿勢です」とカーティス姉妹は言います。

教義と聖約第 64 章 34 節は次の言葉で終わっています。
「進んで行う従順な者は，この終わりの時にシオンの地の良いも
のを食べるであろう。」カーティス兄弟姉妹は，主に仕えること
によって，自身も子供も孫も特別に祝福されてきたと述べていま
す。■

カール・B・
クック長老
七十人

ドイツ・ハンブルクに行くのに備えて言語訓練伝道部
（宣教師訓練センターの前身）に入所していた若い宣
教師のとき，カール・バート・クック長老はドイツ語と

格闘していました。彼が簡単な単語を何とか覚えようとしてい
る横で，同じディストリクト（グループ）の皆は早々と，もっと高
度な内容に移っていました。

順調に上達しないことを悩んだクック長老は，神権の祝福と
祈りを通して天の助けを願い求めました。あるとき心から祈っ
た後で，特別な答えを受けました。「主はドイツ語を習得させる
ためにあなたを召されたのではありません。心と思いと力を尽
くして仕えるために召されたのです。」
「その瞬間，『わたしにはできる』と思いました」と先日七十人

第一定員会会員に召されたクック長老は語ります。「『心と思い
と力を尽くして仕えることなら，わたしにもできる。』わたしは立
ち上がり，救われた気持ちになりました。すると突然，わたしの
物差しが『同僚やディストリクトの皆はどれくらいできるだろう
か』から『主はわたしの努力をどのように感じておられるだろう
か』に変わりました。」

その経験の後，言葉をもっと速く覚えられるようになったとい
うわけではなかったものの，主が望まれることをしていると自覚
したので，以前の悩みは解消したとクック長老は述べています。
この教訓は，その後受けてきたすべての召し─ビショップ，ス
テーク会長会顧問，ステーク会長，ニュージーランド・オークラ
ンド伝道部会長，地域七十人，そして現在の召し─において
大切なものとなりました。

クック長老はウィーバー州立大学からビジネスマーケティング
の学士号を，ユタ州立大学から経営管理学の修士号を取得しま
した。不動産開発の分野で職歴を積んできました。

クック長老は 1957 年 10 月，アメリカ合衆国ユタ州オグデン
で，父ラモナ・クック・ベーカーと亡き母バート・E・クック夫妻
の間に生まれました。 1979 年 12 月 14 日，ユタ州オグデン神
殿においてリネット・ハンセン姉妹と結婚しました。クック夫妻
には 5 人の子供がいます。■
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山
や ま

下
し た

和
か ず

彦
ひ こ

長老
七十人

何年も前に日本の福岡で若いビショップになって以来，
山下和彦長老は先輩の指導者たちの模範や態度から
学んできました。

山下長老は妻の田
た

代
しろ

田
た

鶴
づ

子
こ

姉妹と結婚した後すぐに，東京
から福岡に転居しました。そこで山下長老は 20 代後半でビ
ショップに召されました。
「わたしと家族にとって大変なことでした」と山下長老は言い

ます。「当時 3 人の子供はまだ幼く，しかもわたしたちはその
地域に移ったばかりでした。でも，同時にわたしにとって教え
学ぶ大変良い経験で，わたしの証

あかし

と信仰は強くなっていきまし
た。

もちろん大変な時期でした。子供たちは幼かったですし，わ
たしは教会の指導者として仕えた経験がそれほどありませんで
した」と山下長老は言います。「先輩の指導者たちは良い模範
で，彼らの態度や振る舞いからたくさんのことを学びました。」

山下姉妹は，夫が多くの召しを受け，召しに関連する試練を
通してすばらしい父親になり，すばらしい霊の指導者になるの
を見てきたと語っています。山下長老が変わり，もっと優しく，
もっと愛情深い父親，夫になっていく様子を長年にわたって見
てきました。家族は毎年車で長距離旅行をするなど，ともに過
ごすことを楽しんでいます。

山下長老は1953年 9月に，山下 潔
きよし

，貞
さだ

枝
え

夫妻の間に生まれま
した。東京で育ち，1971年にエキスポ 70（万国博覧会）を通じ
て教会を知りました。

山下長老は，埼玉大学から教育学の学士号を，筑波大学から
スポーツ科学の修士号を取得しました。また，ブリガム･ ヤン
グ大学でスポーツ哲学を学びました。幾つかの大学の講師と
教授を務め，多くの科学団体，地域社会団体，スポーツ団体で
奉仕してきました。

山下長老夫妻は 1980 年 3 月 29 日に結婚し，日本東京神殿
が完成した後の 1980 年 12 月に結び固められました。夫妻に
は 6 人の子供がいます。

七十人第一定員会に召される前，山下長老はビショップ，高等
評議員，ステーク伝道部会長，ステーク会長，地域七十人として
奉仕しました。■

W・
クリストファー・
ワデル長老
七十人

ウェイン・クリストファー・ワデル長老の家族の中に常
に存在してきた不文律は「主を信頼する」です。

ワデル長老は人生の予期せぬ変化についてこう語
ります。「主を信頼していれば，大きな変化を恐れる必要はあ
りません。主はわたしたちにとって何が最も益となるかを御存
じなので，未来には祝福が待っているのです。」

ワデル長老は，1959 年 6 月にアメリカ合衆国カリフォルニア
州マンハッタンビーチで，ウェイン・ワデル，ジョアン・ワデル夫
妻の息子として生まれました。サンディエゴ州立大学から法律
学の学士号を得ました。在学中はバレーボールの選手でした。
職業人としては国際投資会社で多くの役職を務めてきました。

ワデル長老は，1984 年 6 月 7 日，カリフォルニア州ロサンゼ
ルス神殿でキャロル・スタンセル姉妹と結婚しました。 4 人の
子供がいます。一致がワデル家族のモットーです。一致がある
からこそ，家庭で救い主の福音に従う努力ができるのだと彼ら
は語ります。家族の活動も大切にしています。例えば，近くの
浜辺で一緒に過ごしたり，家族でスポーツイベントに参加したり
しています。

七十人第一定員会に召される前，ワデル長老は，スペインで
の専任宣教師，ビショップ，高等評議員，伝道部会長会顧問，ス
テーク会長，スペイン・バルセロナ伝道部会長，地域七十人とし
て奉仕しました。

ワデル長老は，一つ一つの経験が積み重なって「証
あかし

という
宝」が築かれてきたこと，そしてその証の宝に頼って人生の試
練に立ち向かっていることを話してくれました。

この新しい召しへの備えについて語ったとき，ワデル長老は
神殿について話しました。
「わたしたちはどのようにしてこの召しに備えてきたでしょう

か。初めて神殿に行って聖約を交わしたとき，主から求められ
ることは何でも喜んで行うことを決意しました。たとえ簡単な
ことではないとしても，です」と彼は言います。「神殿に行くこ
と，伝道すること，聖約を交わすこと，主の御

み

手
て

を見て主がどの
ように業を導いておられるかを知ること，必要なのはそれだけ
です。わたしたちは何も特別なことはしていません。ちょうど
皆さんと同じように，交わした聖約を守っているだけです。」■
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J・デビン・
コーニッシュ長老
七十人

ジョン・デビン・コーニッシュ長老は，教会のすべての会
員とすべての召しが大切であることを知っています。
「教会の召しについて考えるときに，飛行機のどこ

に座るかは重要ではなく，重要なのは飛行機に乗っていること
なのだということを覚えておくことが大切です」と彼は言いま
す。「自分が業に加わっていることは永遠に重要です。どの役
割を果たしているかは，まったくと言ってよいほど大切ではあり
ません。」

グアテマラ・エルサルバドル伝道部で奉仕する召しから，最
も新しい七十人第二定員会の召しに至るまで，コーニッシュ長
老は教会の召しを熱心に果たしてきました。これまで果たして
きた召しには，ワード若い男性会長，長老定員会会長，ワード
幹部書記，大祭司グループリーダー，高等評議員，ビショップ，
ステーク会長，ドミニカ共和国サンティアゴ伝道部会長，地域
七十人が含まれます。

1951 年 4 月にアメリカ合衆国ユタ州ソルトレーク・シティー
において，ジョージ・コーニッシュ，ナオミ・コーニッシュ夫妻の
間に生まれたコーニッシュ長老は，アメリカ合衆国ユタ州，
ジョージア州，バージニア州で育ち，その後大学生としてユタ州
に戻りました。

プロボで生活しているときに，ヤングシングルアダルトの活動
でエレーン・シモンズ姉妹に出会いました。二人は 1973 年
8 月にユタ州マンタイ神殿で結婚しました。

妻とともに 6 人の子供を育てる間，コーニッシュ長老は合衆
国空軍の医療部隊で働き，ジョンズ・ホプキンス大学から学士
号と医学の学位を取得しました。その後ハーバード・メディカル
スクール，ボストン小児病院で小児科の研修医として勤めまし
た。

アメリカ合衆国アイダホ州，テキサス州，カリフォルニア州，
ジョージア州での教育と仕事のため，家族は長年にわたり何度
も引っ越しましたが，どこに住んでも家族の皆は教会で奉仕す
ることが大好きでしたと，コーニッシュ長老夫妻は語ります。
「この業は世界中で発展しています。どこにいても主の子供

たちに仕えることができるのは，大きな祝福です」とコーニッ
シュ長老は言います。

この七十人の召しは「教会のすべての召しと同じように，主
の業の一部に加わる新たな機会となるでしょう」とコーニッシュ
長老は語ります。「わたしたちはその特権に感謝しています。」
■

ランドール・K・
ベネット長老
七十人

矯 正歯科医として順風満帆に歩んでいたときのことでし
た。ランドール・ケイ・ベネット長老と妻シェリーは，
伝道に出る準備をするよう「はっきりした印象」を受

けました。すぐに家を売らなければならなくなるという意味で
した。

その印象を受けた理由はすぐには明らかになりませんでし
た。家を売るのに 3 年かかりました。それは「とても忍耐を要
する」経験でした。そして，「わたしたちの決意が本物であるこ
とを主に示す」必要がありました，とベネット長老は言います。

「主を信頼し続け，頻繁に神殿に参入すること，日々の聖文研
究，祈り，断食，奉仕を通して主に近くある努力をしました。」

ついに家が売れました。そのすぐ後に，ベネット長老はプロ
ボ宣教師訓練センターで奉仕するよう召されました。それか
ら，ロシア･ サマラ伝道部会長として召されました。
「すばらしいことでした。そして，謙

けん

遜
そん

になる機会でした。主
がわたしたちのことを気にかけて，備えさせてくださっていたと
分かったのですから」とベネット長老は述べました。「主はわ
たしたちが頭で考えていることや，心で感じていることを御存じ
であることが分かってきました。主はわたしたち以上によく御
存じで，わたしたち以上に多くを御存じで，わたしたちを愛して
おられ，その御方を信頼するべきであることを学びました。」

七十人第二定員会の会員および伝道部会長としての召しに加
えて，ベネット長老はプロボ宣教師訓練センターの支部会長お
よび顧問，ステーク高等評議会会員，ビショップリック顧問，
ワード若い男性会長，そのほか様々な召しを果たし，フランス･
パリおよびフランス・トゥールーズ伝道部の宣教師として奉仕し
てきました。

ベネット長老は，アルバータ大学（カナダ）から口腔外科の博
士号を，そしてアメリカ合衆国南カリフォルニアのロマ・リンダ
大学から矯正歯科学の修士号を取得しています。

ベネット長老は 1955 年 6 月にカナダ・アルバータ州マグラス
で生まれました。両親はドナルド・ケイ・ベネット，アン・ダーレー
ン・ロング夫妻です。1977 年 4 月 23 日にシェリー・ダイアン・
ワッチマン姉妹とアルバータ州カードストン神殿で結婚しまし
た。夫妻には 4人の子供がいます。■
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ラリー・Y・
ウィルソン長老 
七十人

仕事，教会，家族の責任のバランスを取ることは，ラ
リー・ヤング・ウィルソン長老にとって大変なことでし
た。しかし自分にとって家族がどれほど大切である

かを，家族がはっきり理解できるようにしてきました。
「この人生で最も成長させてくれた経験は，夫となり，父親と

なることでした」とウィルソン長老は言います。「子供の運動会
や音楽発表会などの行事を，ほとんど欠かさず見に行きました。
夜には，子供の寝る時間に本を読み聞かせ，一緒に祈って，そ
れから布団をかけてやりました。『そこにいる』ということはと
ても大切です。」

人生のあらゆる面で指導的な役割を果たす人に求められる
事柄について，ウィルソン長老はよく知っています。長老は
1949 年 12 月にアメリカ合衆国ユタ州ソルトレーク・シティー
で，ジョージ・ウィルソンとアイダ・ウィルソン夫妻の間に生ま
れ，アメリカ合衆国アイダホ州ポカテロで育ちました。ハーバー
ド大学から英語学とアメリカ文学の学士号を取得し，後にスタ
ンフォードビジネス大学院から経営管理学の修士号を取得しま
した。

ウィルソン長老は，ヘルスケア産業でコンサルタントおよび会
社役員として働いてきました。仕事は大変忙しいものでしたが，
ウィルソン長老は仕事に振り回されないようにしてきました。
「仕事生活に境界線を引く必要があります」と彼は言います。

「そうしなければ，仕事はすべてをのみ込んでしまいます。現実
的に言って，仕事，教会，家族の時間は，順番に保留にしなけれ
ばなりません。導きを求めて祈れば，その日に何を優先するべ
きかが分かります。」

ウィルソン長老は，七十人第二定員会に召される前に，ブラジ
ル中央伝道部の宣教師，ビショップ，ステーク会長，地域七十人
として熱心に奉仕しました。

ウィルソン長老がすべての奉仕の中で大切なバランスを見い
だすことができるように助けているのが，妻リンダ・マッケイ・
ウィルソン姉妹です。二人は 1974 年 7 月 10 日にユタ州ローガ
ン神殿で結婚しました。ウィルソン夫妻は 4 人の子供を育てま
した。

ウィルソン長老は言います。「わたしが教会の集会に行くと
きには，いつも妻が『行ってらっしゃい，あなた。主に仕えてき
てね』と言います。彼女は子供たちに，わたしの奉仕のより深
い意味を教えていたのです。やがて子供たちからこう言われる
ようになりました。『行ってらっしゃい，お父さん。主に仕えてき
てね。』」■

O・ビンセント・
ハレック長老
七十人

オットー・ビンセント・ハレック長老は，幼いころから什
じゅう

分
ぶん

の一を納め，断食し，聖文を研究しました。それか
ら宣教師に会い，バプテスマを受けました。

ハレック長老の母親は教会員でしたが，何年もの間教会に
行っていませんでした。父親は教会員ではありませんでした。
それでも家族は什分の一を納め，毎週断食をし，毎日聖書を読
んで，困っている人に自分たちのものを与えていました。ハレッ
ク長老はそのような信仰を受け継いでいます。

ハレック長老は 1949 年 1 月にアメリカ領サモアで生まれまし
た。父オットーと母ドロシーはアメリカ合衆国カリフォルニア州
の学校に彼を送りました。 17 歳のとき，生徒会の友人の何人
かがほかの生徒と違うことに気づきました。「ミューチャルに
誘われました。その後どうなったかは話すまでもないでしょう」
とハレック長老は言います。

ハレック長老はブリガム・ヤング大学から広告とマーケティン
グの学士号を取得しました。アメリカ領サモアに多くのビジネス
を所有し，慈善事業にも関与しています。ハレック長老と妻ペ
ギー・アン・キャメロン姉妹は 1972 年 6 月 29 日にユタ州プロ
ボ神殿で結婚しました。 3 人の子供がいます。

結局，ハレック長老の家族全員が福音を受け入れました。ハ
レック長老は 80 歳の父親にバプテスマを施して，母親が結婚
50 年目にして教会に再び活発になる姿を見るという特権を得ま
した。

七十人第二定員会に召される前，ハレック長老はサモア・ア
ピア伝道部の専任宣教師，ビショップ，ステーク高等評議員，祝
福師，ステーク会長，そして最近までサモア・アピア伝道部会長
として奉仕しました。

ハレック長老は，人生のすべての経験が現在の自分になるよ
うに導いてくれたと信じています。「人生を振り返ると，主の御

み

手
て

があったと言うことができます」とハレック長老は言います。
「主がわたしたちを信頼してくださることに感謝と誇りを感じま
す。わたしは主を愛しています。そして，良い道具として主に使
われる者になりたいと望んでいます。主が助けてくださること
を知っています。」■
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教会福祉の75周年を祝う

活動を指揮する教会役員は，困っている
教会員が受けた援助の代わりに何らかの
奉仕ができるよう策を講じなければなり
ません。」3

この原則が実践され，聖徒たちが信仰
を働かせることにより，個々の教会ユニッ
トも教会全体としても，縫製クラスや缶詰
作りクラスを組織し，作業プロジェクトを
調整し，農園を取得し，義にかなった，つ
ましく，自立した生活を強調した。

教会福祉計画
教会保全計画（1938 年に教会福祉計

画に改名）が組織されて，人々は自分が
受けた支援に対して，能力の範囲で仕事
をする機会が与えられた。この計画は，
物をもらうために手を伸ばすのではなく，
手を上げて働く意思を示すことを教えた。
「わたしたちの第一の目的は……忌まわ

しい怠惰を打破し，施しのもたらす悪弊を
除去し，独立心，勤勉，倹約，自尊心を再
びわたしたちの間に確立する体制を築く
ことである」とグラント大管長は 1936 年
10 月の総大会で述べた。「勤労が再び
教会員の生活を貫く原則にならなければ
ならない。」4

長年にわって教会の福祉制度は多くの
プログラムを実施してきた。それには社
会福祉部門（現在の LDS ファミリーサー
ビス），LDS 慈善事業団，人道支援部門，
緊急対策部門などが含まれる。これらや
そのほかのプログラムは，教会員であるな
しを問わず，何千何百もの人々の生活を祝
福してきた。

世界へ出て行く
第二次世界大戦の勃

ぼっ

発
ぱつ

により大恐慌
が終わりを告げた後も，大管長会第二顧
問の J・ルーベン・クラーク・ジュニア管
長は，賢明にも，福祉プログラムを継続す
るよう主張した。1945 年 10 月，ハリー・
S・トルーマン合衆国大統領は，教会の
大管長であるジョージ・アルバート・スミ
ス（1870 －1951 年）に，戦 後荒 廃した

ヘザー・リングリー
教会機関誌

教会の第 181 回年次総大会の幾
つかの説教では，75 周年を迎
える教会の福祉プログラムを記

念することについて中心的に述べられた。
プログラムが開始された 1936 年のそ

の日，当時大管長会の顧問だったデビッ
ド・O・マッケイ管長は，教会福祉計画が
天の導きを受けたプログラムであることを
断言した。「〔福祉プログラムは〕神の啓
示によって定められたもので，これほど教
会員の福利に役立つものはほかにありま
せん。」1

あれから 75 年が過ぎ去った。経済周
期は一周して再び元に戻った。世界は社
会的，文化的に大きく変わり，教会は途方
もない発展を遂げた。

しかし，1936 年のあの日に神の導きを
受けた教会の福祉計画について語られた
言葉は，当時と同じように今

こん

日
にち

も真実で
ある。

福祉の原則
1929 年に合州国は，株価が暴落し，巨

大な経済損失を経験した。1932 年には
ユタ州の失業率は 35.8パーセントに上っ
た。

教会には倉の制度や会員が仕事を見つ
けるのを助けるプログラムなど，福祉の原
則を体現するものがあったが，大勢の会
員は政府の援助に頼った。
「返済する意思もなく合衆国政府の援

助を受ける風潮が民の間に蔓
まん

延
えん

していま
す」と，この時期にヒーバー・Ｊ・グラン
ト大管長（1856 －1945 年）は述べた。2

教会の指導者たちは，怠惰や「援助を
受けて当然という意識」を助長させずに，
困窮している会員たちを助けたいと願っ
ていた。目標は，人々が自立できるように
助けることであった。

1933 年に大管長会は発表した。「五体
満足な教会員は，単なる施しを受けるよう
な事態に陥ることがないようにしてくださ
い。施しは最後の手段です。……救済

1940 年にウェルフェアスクウェアを訪問した大管長会のデビッド・O・マッケイ管長，
ヒーバー・J・グラント大管長，J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長（左から右）。
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ヨーロッパ各地にいつどのように物資を供
給できるか見積もりを提出するように求
めた。トルーマン大統領が驚いたことに，
教会指導者からの回答は，食糧と衣料品
などの救援物資の調達はすでに終え，配
送の準備が整っているとのことだった。

長年にわたって，教会はもっと多くの必
要な分野に，もっと広い地域に対応でき
るように，福祉施設と福祉プログラムを拡
張してきた。1970 年代には，教会の福祉
プロジェクトと福祉生産は，メキシコ，イ
ングランド，および太平洋諸島に拡張され
た。それに続く10 年間に，アルゼンチン，
チリ，パラグアイ，ウルグアイにおいて，教
会の職業センターが開かれた。合州国以
外で開設されたのはそれが初めてである。

1985 年に教会人道支援部門が設立さ
れると，教会の国際福祉事業は大幅に進
歩した。貧困や災害に応じて世界中に届
けるために，衣料品やそのほかの必需品
が分類された。

今日，世界中で，特に発展途上国で教
会員が増加していることにより，新たな課
題が生じ，福祉プログラムはそれらに対
応するために調整している。

今日のために啓示された計画
福祉の基本原則，すなわち自立と勤労

の原則は，主がアダムに命じられたときか

ら今日に至るまで，変わらずに続いてい
る。「あなたは顔に汗してパンを食べ……
る。」（創世 3：19）

末日において主は宣言された。「倉は
教会員の奉献によって維持しなければな
らない。そして，やもめと孤児を扶養しな
ければならない。貧しい者も同様である。」

（教義と聖約 83：6）それから，次のこと
を思い出させてくださっている。「しかし
それは，わたし自身の方法で行われなけ
ればならない。」（教義と聖約 104：16）

福祉の原則は，世界中の会員が生活の
中で各家庭の日々の原則として実践して
いる。
「この教会の強さ，主のほんとうの倉

は，主の民の家庭と心の中にあるのです」
と十二使徒定員会のロバート・D・ヘイル
ズ長老は言った。5

イエス・キリストへの信仰を通じて個人
が自立するにつれて，このプログラムの長
期目標が果たされていく。クラーク管長
は福祉計画の目標についてこのように定
義した。「与える側と受ける側双方の教
会員の人格を築き，人の心の奥深くに眠っ
ている最も優れたものをすべて解き放ち，
内に秘められた豊かな精神を開花結実さ
せることである。これは結局，この教会
の使命と目的であり，また存在理由でもあ
る。」6 ■

注
 1. デビッド・O・マッケイの言葉，ヘンリー・D・テー

ラー，The Church Welfare Plan , 未刊の原稿，
ソルトレーク・シティー（1984 年），26 －27

 2 ヒーバー・J・グラント，Conference Report，
1933 年 10 月，5

 3. ジェームズ・R・クラーク編， Messages of the 
First Presidency of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints，全6巻，（1965－ 
1975年）第 5 巻，332 －334

 4. ヒーバー・J・グラント，Conference Report，
1936 年 10 月，3

 5. ロバート・D・ヘイルズ「私たちの生活を導く
福祉の原則─人の幸福のための永遠の計画」

『聖徒の道』1986 年 7 月号，29
 6. J・ルーベン・クラーク・ジュニア，ステーク会

長のための特別集会，1936 年 10 月 2 日

パン作り（上左），ブドウ栽培（上右），そのほかの方法で助けながら，教会福祉プログラムは，イエス・キリストへの信仰を通じて個人の自立
を目指す。
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霊感されたプログラムに関する
霊感された言葉─
福祉についての話者の言葉 

教会の第 181 回年次総大会の幾
つかの説教では，75 周年を迎
える教会の福祉プログラムを記

念することについて中心的に述べられた。
以下は，主が御自分の子供たちが自助

努力をするためにお定めになった福祉プ
ログラムと福祉の原則に焦点を当てた説
教からの抜粋である。

トーマス・S・モンソン大管長
「末日聖徒イエス・キリスト教会の福祉

プログラムは全能の神の霊感によって実
施されていることを宣言します。」（「聖な
る神殿─世界に輝くかがり火」90 ペー
ジ参照）

大管長会第一顧問　
ヘンリー・B・アイリング管長
「わたしたちの時代に，天の御父の子供

たちが物質的に大いに困窮する時が再び
やって来ました。それはいつの時代も同

じでしたし，これからも同じでしょう。教
会福祉プログラムの根底にある原則は，
一つの時代や場所に限定されない普遍的
なものです。

主がわたしたちに勧め，命じておられる
のは，助けの必要な人を鼓舞するという
主の業に参加することです。わたしたち
はバプテスマの水の中で，そして聖なる神
の神殿の中で，そのように行うと聖約しま
す。わたしたちは日曜日に聖

せい

餐
さん

を受ける
ときに，その聖約を更新します。」（「善を
行う機会」22 ページ参照）

管理ビショップ　
H・デビッド・バートンビショップ
「預言者の指導の下で展開されている

福祉計画は教会歴史における一つの小さ
な出来事ではありません。福祉計画が基
としている原則はわたしたちがどのような
民となるべきかを示しています。それは，
救い主であり模範であるイエス・キリスト

の弟子の本質です。
この神聖な業は苦しんでいる人や助け

を必要としている人に恵みと祝福をもたら
すだけではないのです。神の息子娘とし
て，わたしたちは地上にいる間に互いを心
から思いやることがなければ，永遠の命
を受けることができません。なぜなら，犠
牲と自身を惜しみなくささげるという慈善
の心に富んだ行いの過程で，犠牲と奉献
という日の栄えの原則を学ぶからです。

これは救い主が御自身の弟子たちに求
めておられる神聖な業です。主が地上に
おられたとき，好んで行われた業です。わ
たしはもし主が今ここにおられるとした
ら，この業を行っておられることを確信し
ています。」（「福祉という聖

きよ

めの業」81ペー
ジ参照）

中央扶助協会会長会第一顧問　
シルビア・H・オールレッド
「今

こん

日
にち

教会の男女は，助けを必要として
いる人を世話する務めに一緒に取り組ん
でいます。……愛の原則を指針として人
の世話をするならば，わたしたちは奉仕
を通して福音を実践していることになりま
す。これこそが福音の真髄であり，清く汚
れのない信心なのです。」（「主の弟子に
不可欠なこと」84 ページ）■

永代教育基金，預言者の約束を
成就する

ナターシャ・ギャレット
教会機関誌

10年前，ゴードン・B・ヒンクレー
大管長（1910 －2008 年）は，
発展途上国に住む多くの帰還

宣教師などふさわしい若者たちが貧困

から抜け出せずにいるという問題につい
て語り，その解決策として永代教育基金

（PEF）を提示した。PEF は教会の会員
や教会に好意的な人々の寄付を元手に回
転資金を作り，若者が教育ローンを組ん
で地元での有利な就職に備え，ローンを

返済してほかの若者も同じような機会を
持てるようにする。教会はこれを成功さ
せるために，ボランティアと教会にすでに
ある手段に頼ると，ヒンクレー大管長は
述べた。

奇跡がもたらされた
ヒンクレー大管長が 2001年 3 月 31 日

に壇上に立って，教会の神権者に向かっ
て永代教育基金のビジョンを説明したと
き，多くの人は主の預言者が導きを受けた
ことをはっきりと理解した。
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10年前に開始された永代教育基金は，4万 7,000人以上の利用者を助けてきた。

ヒンクレー大管長の指示に従って 2001 
年の秋までに急いでローンを開始するた
めに，新たに指名された PEF の指導者た
ちは，失敗するかもしれないという不安を
感じていたかもしれない。預言者の霊感
されたアウトライン以外には，事業計画や
詳細な提案は何もなかった。プログラム
はヒンクレー大管長の大会説教を憲章と
して用いながら組織された。ディレクター
たちが召され，プログラムの基本構造が
形を成そうとしつつあった段階で，早くも
何百通ものローン申込書が教会本部に押
し寄せていた。

しかし奇跡はすでに起こっていた。最
初の年に数百万ドルもの寄付が集まった。
PEF の仕事にまさにふさわしい経歴を持
つ人たちが，すぐにボランティアのディレク
ターとして奉仕できるようになった。PEF
を世界的にサポートするのに必要な基盤
は，すでに教会教育システムのインスティ
テュートプログラムと教会職業支援セン

ターに設けられていた。必要なものは何
でもすぐに調達され，ヒンクレー大管長は
2002 年 4月の報告の中で，プログラムは

「堅固な基盤」1 の上に運営されていると
述べた。

現在 PEF で訓練と連絡調整を担当し

ているボランティアディレクターのレック
ス・アレン兄弟はこう語った。「昔，モーセ
は紅海に杖

つえ

をかざし，海を二つに分けま
した。ヒンクレー大管長はまったく同じ
信仰をもって，貧困の暗い海に預言者の
外
がい

套
とう

をかざし，PEF を始めました。」
「これは奇跡です」とヒンクレー大管長

は何度も言った。
あれから 10年が過ぎたが，さらに大き

な奇跡が始まりつつあるようだ。

約束の成就
PEF について発表したときやその後の

説教の中で，ヒンクレー大管長は PEF か
ら幾つかの祝福がもたらされると約束し
た。 PEFを利用して卒業した人々がロー
ンを返済するにつれて，一つ一つの約束
がさらに勢いを増して成就している。

機会と就職
「〔彼らは〕良質な教育を受けられるよ

「ヒンクレー大管長の呼びかけに
よって，〔PEF を利用して〕
生活を向上させている人々も，
PEF に寄付する人々も，
同じように，救い主に近づくよう
助けられているのです。」
─ジョン・K・カーマック長老

写
真
／
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
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うになるでしょう。その結果，彼らは……
貧困の淵

ふち

から救われるでしょう」とヒンク
レー大管長は述べた。2

2011年 2 月現在，学業や訓練を終えて
仕事を探した人の 90 パーセント近くが就
職先を見つけることができた。現在勤め
ている人の約 78 パーセントが，教育や訓
練を受ける前よりも良い仕事に就いてい
ると言っている。PEF を利用して学業や
訓練を終えた人々の平均収入は，それ以
前の 3 倍から 4 倍に上がり，経済状況が
大きく改善されたことを示している。

家族と地域社会
「〔彼らは〕結婚し，生計を立て，社会に

貢献できる地位に就けるような技能を身
に付けることができるでしょう」とヒンク
レー大管長は宣言した。3 PEF を利用し
た人々の 3 分の 1 を少し超えるくらいの
人々がすでに結婚している。

PEF の管理ディレクターを務めるジョ
ン・K・カーマック長老はこう述べている。

「これまでのところ PEF の最もすばらしい
成果の一つは，若い人々がもっと希望を
抱くようになったことです。その希望のお
かげで，彼らは結婚して人生を前向きに
生きる勇気を得ているのです。」

そのような中で育っていく彼らの家族
は，さらに明るい未来を期待している。

教会と指導力
「彼らは忠実な教会員として，什

じゅう

分
ぶん

の一
と断食献金を納めるでしょう。そして，彼
らの影響力により，彼らの住む地域の教
会はさらに強くなるでしょう。」4

過去数年にわたって PEF が運営され
てきたある地域では，現在，教会指導者
の 10 から 15 パーセントを，PEF を利用
した人々が占めています。
「利用者は，ほかの若者たちに PEF の

ローンを利用して貧困から抜け出すように
勧めています」とレックス・アレン兄弟は
言いました。「10 年が過ぎ，祝福を受け
た人がほかの人にその祝福を分かち合

い，希望の輪が広がる様子を目にしてい
ます。」

多くの人の生活に表れた効果
「若い男女，彼らが将来養う家族，強力

な地元の指導者が養成されるために祝福
される会員など，そのおかげで生活が潤
うすべての人にとって〔PEF は〕祝福と
なるでしょう」とヒンクレー大管長は約束
した。5

2001年の秋以来，4 万 7,000人以上が
PEF を利用して恩恵を受けてきた。しか
し，PEF を利用した家族によって養われ
霊感を受けてきた親族や，奉仕し貢献す
る能力を伸ばした会員によって祝福され
たワードや支部，有能な労働者を必要と
する地元経済を含めば，恩恵を受けた人
の数はさらに増えるであろう。

アレン兄弟はこう語った。「影響を受け
たすべての人について考えてみてくださ
い。その影響は PEF に寄付した人々，つ
まり資金を提供した人，その家族，彼らの
ワードや支部，このような人々皆が彼らの
貢献によって祝福されます。」

カーマック長老はこう語った。「ほとん
どの末日聖徒は，この基金やそのほかの
ふさわしい活動に定期的に何かを提供す
る能力があります。ヒンクレー大管長の
呼びかけによって，〔PEF を利用して〕生
活を向上させている人々も，PEF に寄付
する人々も，同じように，救い主に近づくよ
う助けられているのです。」

発展を続ける
永代教育基金に対するヒンクレー大管

長の預言者としてのビジョンは成就してき
た。この霊感されたプログラムの影響は
世界に広がり続けている。これからもそ
のビジョンはさらに多くの人たちに成就し
続けるだろう。寄付は集まり続け，ローン
は返済され，それによって新しい世代の
利用者は自分自身と自分の状況を改善で
きるのである。

永代教育基金についての詳しい情報は

アンケートに
ご協力ください 

『リアホナ』または Ensign ，そして
これらの機関誌のメッセージを
読んでいる何百万もの人々を感

化したいと思ったことが一度でもある人に
とってまたとない機会です。編集部では
毎年，世界中の会員の中から，意見や感
想を書いて，短い簡単なオンラインアン
ケートに答えてくださる方を探していま
す。ご協力いただける方は，liahona@lds 
church.org あるいは ensign@ldschurch. 
org に電子メールをお送りください。件名
には“ Magazine Evaluation”とお書き
ください。ご協力いただける方は，インター
ネットにアクセスでき，英語，ポルトガル
語，またはスペイン語でコミュニケーショ
ンができる必要があります。あなたの意
見で，機関誌は世界中の読者の必要をさ
らによく満たせるようになるでしょう。■

pef.lds.org〔英語〕に掲載されている。■

注
 1. ゴードン・B・ヒンクレー「教会は前進する」

『リ ア ホ ナ』2002 年 7 月 号，6；Ensign ，
2002 年 5 月号，6

 2. ゴードン・B・ヒンクレー『リアホナ』2002 年
7 月号，6；Ensign ，2002 年 5 月号，6

 3. ゴードン・B・ヒンクレー『リアホナ』2002 年
7 月号，6；Ensign ，2002 年 5 月号，6

 4. ゴードン・B・ヒンクレー「永代教育基金」『リ
アホナ』2001 年 7 月号，62；Ensign , 2001 年
5 月号，52

 5. ゴードン・B・ヒンクレー『リアホナ』2001 年
7 月号，62；Ensign , 2001 年 5 月号，52
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400周年を迎える聖書を祝う
最善の方法はもっと研究すること，
使徒たちの提案 

「今日
こんにち

わたしたちが聖書を持って
いるのは偶然によるものでは
ありません。」十二使徒定員

会の M・ラッセル・バラード長老はそう
語った。1 バラード長老は，聖書が存在す
るのは，義にかなった人々が神聖な出来
事と教えを記録するようにという促しに
従ったおかげであり，また翻訳者や，後の
時代に聖書を「守り，保存する」ために多
くの犠牲を払った人々の信仰と勇気のお
かげであると説明した。

2011年 5 月 2 日は欽定訳聖書の初版
が発行されてから 400 年目に当たる。聖
書の発行を記念するため，世界中ですで
にシンポジウムや式典，コンサート，弁論
大会など 様々な行事が 行われている。
十二使徒定員会の会員は，この記念すべ
き日を別の方法で祝うことを提案してい
る。救い主の生涯と務めを研究したり，
古代の預言者や使徒たちの言葉を学んだ
りすることを通して，聖書への愛を深める
ことによって祝うのである。
「わたしたちは聖書にどれほど感謝する

べきでしょう」とバラード長老は語った。
「わたしは聖書を愛しています。その教え
と教訓，聖書に宿る御

み

霊
たま

を愛しています。

……聖書を読むことから得られる物の見
方と平安を愛しています。」2

十二使徒定員会のジェフリー・R・ホラ
ンド長老も同じように述べている。「わた
したちは聖書を愛し，敬っています。…… 
聖書は……わたしたちの『標準聖典』に
おいて常に筆頭に挙げられています。」3 
ホランド長老は，福音が回復されたのは，
ジョセフ・スミスが聖書を研究し，神は祈
りにこたえてくださるというヤコブの手紙
第 1 章 5 節の約束を信じたからであるこ
とを思い起こさせた。

回復に通じる道を備えた出来事に触れ
ながら，十二使徒定員会のロバート・D・
ヘイルズ長老は，聖書の翻訳と出版を可
能にしたすべての人に対する感謝を込め
て語った。彼らの努力のおかげで，だれ
でも欽定訳聖書を読めるようになったの
であり，それを読むことのできたジョセ
フ・スミスのおかげで，真実の教会が地
上に回復された。「今日，末日聖徒イエス・
キリスト教会が承認している英語版の聖
書が欽定訳であることに，驚くことがある
でしょうか。」4

バラード長老は述べている。「聖書の
力を知っていた無数の殉教者を決して忘

れてはなりません。わたしたちが聖書の
言葉を読み，天の御父の王国における永
遠の幸福と平安へ通じる道を見いだせる
ように，彼らは命をささげてくれたので
す。」5

十二使徒定員会のボイド・K・パッカー
会長は，何百年も引き継がれた家庭用聖
書を開いて見たときの経験を語った。そ
のタイトルページに次のような言葉が記さ
れていた。「聖書から最高の感銘を受け
ると，読者はそれを心に深く刻み込む。」6 
それからパッカー会長はこの聖句を読ん
だ。「わたしたちの推薦状は，あなたがた
なのである。それは，わたしたちの心に
しるされていて，すべての人に知られ，か
つ読まれている。」（2 コリント3：2）

聖書とその中に記されている神聖な文
章を知り，愛することによって，福音の回
復という祝福に感謝を示し，その祝福を
味わうことができる。

D・トッド・クリストファーソン長老は
語った。「聖書に加え，モルモン書，教義
と聖約，高価な真珠など 900 ページにも
上る聖文を与えられていることがどれほど
大きな祝福か考えてください。」7 ■

注
 1. M・ラッセル・バラード「聖書という奇跡」『リア

ホナ』およびEnsign ，2007 年 5月号，80
 2. M・ラッセル・バラード『リアホナ』および

Ensign ，2007 年 5月号，81
 3. ジェフリー・R・ホランド「わたしの言葉〔は〕

……決して絶えることがない」『リアホナ』および
Ensign ，2008 年 5月号，92

 4. ロバート・D・ヘイルズ「回復と再臨の備え―
『わたしの手はあなたのうえにある』」『リアホナ』
およびEnsign, 2005 年 11月号，90

 5. M・ラッセル・バラード『リアホナ』および
Ensign ， 2007 年 5月号，80

 6. ボイド・K・パッカー「モルモン書 ―イエス・キ
リストについてのもう一つの証」『リアホナ』
2002 年 1月号，73；Ensign, 2001年 11月号，63

 7. D・トッド・クリストファーソン「聖文の祝福」『リ
アホナ』およびEnsign, 2010 年 5月号，35

400年前に翻訳された欽定訳聖書は，今日の教会員にも影響を与え続けている。
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「すべての神殿は神の宮であって，同じ機能を果たし，同じ祝福と儀式が授けられています」と，
トーマス・S・モンソン大管長は日曜午前の部会で述べた。

「世界で歴史的に最も由緒ある地の一つであり，古代の使徒ペテロとパウロが
キリストの福音を宣

の

べ伝え……た都市に建てられるという意味で，イタリア・ローマ神殿はほかに類を見ません。
……やがて，この『永遠の都』の忠実な人々は神の聖なる宮で永遠の儀式を受けることでしょう。」

イタリア・ローマ神殿の完成図



｠「救い主と，主のわたしたちへの偉大な贖
あがな

いの犠牲に対する愛をお伝えします。
……キリストがゲツセマネにおいて全

人類のためにしてくださったことの重要性を，完
全に理解できる人はいないでしょう。それでもわ
たしは，わたしたちのための主の贖いの犠牲に
日々感謝しています」と，トーマス・S・モンソン
大管長は第 181回年次総大会の閉会に当たって
述べた。「主は万物を救うことができるように，
万物の下に身を落とされたのです。それにより現世
を越えてわたしたちに命を与えてくださいました。
アダムの堕落からわたしたちを引き上げてください
ました。わたしは心の底から主に感謝しています。
主はどのように生きたらよいかを教えてくださいま
した。どのように命をささげることができるか教
えてくださいました。そして救いを約束してくだ
さったのです。」
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