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はしが< き 

本書は，教会の新会員の女性を対象に作成されました。その目的は，福音 

の原則と教義を教えることと，姉妹たちが福音を愛し，その教えに従って生 

活したいと望むように動機付けを与えることです。また，姉妹たちがよりよ 

い主婦となり，家族の祝福と神の王国建設のために， _分の時間や才能，財 

産をもっと賢明に使えるように助けることです。 

支部が組織されている所では，本書は日曜日の集会で，12歳以上の女性の 

ためのテキストとして使用できます。この集会は普通，兄弟たちの神権会と 

並行して開かれます。扶助協会会長はその集会を司会します。また，レッス 

ンの教師としてふさわしい人を支部長に推薦します。複数の教師が必要にな 

るかもしれません。女性の人数が多い場合は，クラスを年齢別のグループに 

分け，各グループに一つまたはそれ以上のクラスを設けます。 

個人学習 

各々の姉妹は平日の間に家庭で本書を学び，クラスに聖典とともに持参し， 

レッスンに参加します。各課の終わりにある「チャレンジ」は，学んだ原則 

を生活の中で実践できるように助けるものです。これを実際に行うならば， 

既婚女性は，家族や他の人々の教師として，主婦として，夫の助け手として， 

自分の役割を果たせるように備えられるでしょう。また独身女性は，末日聖 

徒として生活する中で直面する様々なチャレンジや機会に，りっぱに対処で 

きるようになるでしよう。 

教材 

教師は，各課の終わりにある「教師の準備」にそって，レッスンを準備す 

る必要があります。教師と生徒はともに，本書と並行して『福音の原則』，特 

に「教師の準備」の欄に挙げられている参考箇所を勉強します。 

『福音の原則』からの発表や他の割り当てを生徒に与える場合，教師は生 

徒が十分に時間をかけて準備できるように早目に行います。 

年齢の若い姉妹たちができるだけ活発にレッスンに参加できるようにして 

ください。生徒はレッスンを通して，主婦としての責任を果たし，神の王国 

を建設するための備えができるでしよう。 
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ある課では，黒板を使って答えや概念などを書くように提案されています 

が，そうでない課もあります。教師は，黒板を使用した方が効果的だと思う 

ときには，いつでもそれを活用するようにしてください。 

ほとんどの課には視覚教材があって，レッスンの中で見せるように提案さ 

れています。また巻末には，末日聖徒の家族をテーマにしたカラ一写真も載 

っています。これらの教材は，家庭でレッスンを教えるとき，あるいは本書 

や『末日聖徒の女性A 』を教えるときに役立ててください。レッスンをさら 

に興味深く，有意義なものとするために，これ以外の視覚資料や教材も使う 

ことができます。 

レッスンのための指示や話し合いの質問は，教師が一目で分かるように小 

さい文字で印刷されています。 

レッスン 

本書のレッスンは， 3 5課しかありません。したがって年間で何週か余裕が 

あるので，姉妹たちがもっと学ぶ必要のあるレッスンについては，2週以上に 

分けて行うことができます。時にはレッスンの時間を使って証会やクラスの 

活動，特別な話者を招いた講演，そのほか価値あるプログラムを行うとよい 

でしよう。 

本書のレッスンは，地元の実情にそぐわないものは除いて，すべて教える 

ようにします。レッスンは各単元とも掲載されている順番に行うのがよいで 

しよう。これは特にホ一ムメ一キングの単元について言えます。 

教師は祈りをもって綿密なレッスンの準備をしてください。本書を学ぶす 

ベての姉妹のうえに主の祝福があるように願っています。 
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心身に障害のある会員を 
参加させるために 

イエスはこの世で務めを果たしているとき，ガリラヤの海の近くにある山 

に登られました。 

「すると大ぜいの群衆が，足，手，目やロなどが不自由な人，そのほか多 

くの人々を連れてきて，イエスの足もとに置いたので，彼らをおいやしにな 

った。 

群衆は，ロのきけなかった人が物を言い，手や足が不自由だった人がいや 

され，盲人が見えるようになったのを見て驚き，そしてイスラエルの神をほ 

めたたえた。」（マタイ15 ： 30 — 3 1 ) 

救い主は，心身に障害のある人々を深く思い，わたしたちにその模範を示 

されました。また救い主は復活後にニ一ファイ人を訪れ，次のように言われ 

ました。 

「見よ，わたしの心は，あなたがたに対する哀れみに満たされている。 

あなたがたの中に病気の者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。足の 

不自由な者，目の見えない者，足の悪い者，手の不自由な者，らい病にかか 

っている者，体のまひしている者，耳の聞こえない者，あるいはどんなこと 

でも苦しんでいる者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。癒してあげよ 

う。わたしはあなたがたのことを哀れに思い，わたしの心は憐れみに満たさ 

れている。」（3ニーファイ17 ： 6 - 7 ) 

教会の教師は，心身に障害のある人々に思いやりを示す機会に恵まれてい 

ます。たいていの教師は専門的な援助を与えるための正式な訓練を受けたこ 

とはありませんが，理解と思いやりの心を持って，そのような会員をできる 

かぎりクラスの学習活動に参加させるようにすべきです。聴力や視力，精神 

面，文化面（言語など)，情緒面，社交面，そして年齢や学習能力などに問題のあ 

る人には，特に関心を寄せる必要があります。教師は次に挙げる事柄を指針 
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として，特別な援助を必要としている会員に手を差し伸べることができます。 

•生徒一人一人の能力と必要としていることを知る。 

•生徒に朗読や祈り，そのほかの割り当てを依頼する場合，前もって本人に 

「クラスで朗読するのはどうですか」，「クラスで祈っていただけますか」 

などと尋ねて，確認をとる。 

•神権指導者や両親，家族，適切であれば本人に，特別にどのような助けが 

必要か尋ねる。 

•できるかぎりレッスンに参加させるようにする。 

•生徒同士がそれぞれ尊敬と理解を示し合うように導く。 

•自然に，親しみをこめ，思いやりを持って接する。すべての神の子は，障 

害の程度に関係なく，愛と理解を求めるものである。 

教会の教師は，すべての会員が肉体的，知的，情緒的，社会的能力に関係 

なく，昇栄に向かって成長する可能性を備えていることを忘れてはなりませ 

ん。教師には，彼らが現状で学び得ることをすべて教える義務があります。 

救い主の次の言葉を忘れないでください。 

「わたしの兄弟であるこれらの も小さい者のひとりにしたのは，すなわ 

ち，わたしにしたのである。」（マ夕イ25: 40) 
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イエス•キリス卜 
——堅固な基 

目的イエス •キリストを生活の堅固な基とする。 

救い主を堅固な基としなければならないのはなぜか 

わたしたちは家を建てるとき，嵐や長年の使用に耐えられるように，細心 

の注意を払って固い地盤，すなわちしっかりとした土台の上に建物を築きま 

す。同じことが個人の人格形成についても言えます。わたしたちは，人生の 

試練や試しに遭うときに自分を支えてくれる土台が必要なのです。 

人の生き方，言い換えれば人格は，何であれわたしたちを動機づけ，行動 

へと導く様々な要因に由来しています。したがって，わたしたちは高潔な動 

機や指示に基づいて行動する必要があります。 

生活の基盤について少し考えてください。霊的に自分を鼓舞してくれるものや，生活を方 

向づけてくれるものが何か特別にありますか。 

わたしたちの生活の基盤を成すものは，g分の考え方や計画，一連の規則， 

尊敬する人物から受ける感化などです。人生を築くのはわたしたち自身です 

から，自分を動機づけ，方向づける基盤について賢明な選択をすることが大 

切です。 

『モルモン書』には，イエス•キリストを生活の基とするように記されて 

います。ヒラマンはこのように述べています。「あなたたちは，神の御子であ 

りキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えて 

おきなさい。そうすればあなたたちは堅固な基であるその岩の上に建てられ 

ており，人がその上に基を築くならば，倒れることなどあり得ないからであ 

る。」（ヒラマン5 ：12) 

視覚資料1-a「イエス•キリスト」を見せる。 

「なぜわたしたちはイエス•キリストを必要とするのですか」という質問と以下の答え， 

参照聖句を書いたポスターを提示する。 

なぜわたしたちはイエス•キリス卜を必要とするのですか。 

すべての人は罪を犯す（ローマ3: 23) 

キリストの血はわたしたちを罪から清める（1ヨハネ1：7-9) 

主はわたしたちが従うべき完全な模範を示された（3ニーフアイ12 ： 48) 

1 P^ 
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第1課 

イエス•キリストによらなければ，わたしたちは天父のみもとに帰ることができない（ヨ 

ハネ14: 6;モーサヤ5: 7-8) 

わたしたちはキリストを通して復活する（モーサヤ16: 7-8) 

わたしたちは救い主を通して永遠の命を得る（ヨハネ11：25-26) 

キリストの御名によって御父に祈る（モルモン9: 21) 

キリストの教えはすべて真理である（ヨハネ18: 37) 

イエス•キリストを「堅固な基」にする必要があるのはなぜでしょうか。ポスターに記さ 

れた理由を読んで話し合う。姉妹たちに参照聖句を幾つか読んでもらってもよい。 

イエス •キリストはわたしたちの長兄です。主はわたしたちを愛し，いつ 

の日か皆がみもとに帰って御自身や天父とともに住むことを望んでおられま 

す。わたしたちは主に頼ることができます。また，これらのことを成し遂げ 

るために 善を尽くすように主から求められています。 

「たえず頼り主求む」（『福音の原則』284)を一緒に歌う。または，すべての歌詞を読む。 

なぜイエス•キリス卜を知る必要があるのか 

「神の御子でありキリストである贖い主の岩」（ヒラマン 5 : 1 2 )の上に生 

活を築くには，主について知らなければなりません。主がどのような御方で 

あるか学び，主の神聖な使命を理解することが必要です。主はいつ，なぜこの 

地上に来られたのか，またどのような生涯を送られたのか学ぶ必要があるの 

です。わたしたちは，救い主が明らかにされた真理と光のメッセージを研究 

し，その教えを日常生活でどのように実践するかを学ばなくてはなりません。 

マタイ11：28-29を読む。 

イエスはこの聖句の中で，「わたしのもとに来なさい」「わたしに学びなさい」と言ってお 

られますが，イエスのみもとに行くとはどういう意味でしょうか。（次の事柄を行うことによ 

り，主のみもとに行くことができる。主の御霊を受けられるように努める。再び天父ととも 

に住むにふさわしい者となるために必要な事柄を行う，すなわち福音を受け入れて実践する。） 

イエス•キリス卜を知るためにはどうすればよいか 
以下を黒板に書く。 

イエス•キリストを知るためにはどうすればよいでしょうか。 

聖典を学ぶ。 

教会の集会に出席する。 

生ける預言者の言葉に耳を傾け，説教を読む。 

天父に祈る。 

キリストの教えを実践する。 

1-aイエス•キリス卜 
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聖典を学ぶ 

わたしたちは聖典を学ぶことにより，イエスについて知ることができます。 

聖典には，救い主の生涯と教え，地上に住む神の子供たちとの関係について 

記されています。主はこのように言われました。「聖文を調べなさい。…… 

この聖文は，わたしについてあかしをするものである。」（欽定訳ヨハネ5: 39 

より和訳） 

救い主の生涯や教えは，聖典のどこに記されていますか。（パレスチナにおけるキリストの 

生活については，『新約聖書』のマタイ，マルコ，ルカ，ヨハネに，アメリカ大陸の民に教え 

を説かれたことについては，『モルモン書Jの第三ニーファイにそれぞれ記されている。イエ 

ス•キリストは『旧約聖書』の中で「エホバ」と呼ばれている。『旧約聖書』は，救い主が肉 

体を持ってこの地上に降誕される以前に，預言者たちに与えられた教えを記したものである。 

主の教えはrモルモン書』やr高価な真珠Jの中にも記されている。r教義と聖約Jには今日 

の神の子供たちのために与えられた主の言葉が収められている。） 

救い主を愛し，理解するうえで，聖文の学習はどのように役立ちましたか。 

教会の集会に出席する 

わたしたちは教会の集会に出席し，そこで救い主とその教えについて学ぶ 

ことにより，イエスに関する知識を得ます。また集会に出席し，ふさわしい 

状態で聖餐にあずかるならば，御霊の導きを受けることができます。わたし 

たちは聖餐を取るときに，救い主の生涯や自分との関係，主と交わした聖約 

について考えます。 

教会の集会に出席することが，イエスについて学ぶうえでどのように役立ちましたか。 

生ける預言者の言葉に耳を傾け，説教を読む 

生ける預言者の言葉に耳を傾けることによって，イエスについて学ぶこと 

ができます。主はわたしたちに，預言者が与える戒めと言葉の「すべてを心 

に留め，あたかもわたし自身のロから出ているかのように受け入れなくては 

ならない」と言われました（教義と聖約 2 1： 4 - 5参照 )。末日聖徒イエス •キ 

リスト教会の大管長は，地上における神の代弁者です。預言者は説教や印刷 

されたメッセージを通して，主が現在のわたしたちに望んでおられる事柄を 

明らかにします。 

生ける預言者の言葉を聞いたり，説教を読んだりすることによって，イエス•キリストに 

ついてどのようなことを学びましたか。 

天父に祈る 

天父に祈ることによって，イエス •キリストを知ることができます。わた 

したちは祈りを通して，イエスがキリストであり，神の御子であるという証 
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第1課 

を得ることができます。主が確かにこの地上で生活され，わたしたちの罪を 

贖って贖い主となられたことを知るようになるのです。また，主が墓に横た 

えられてから3日後に復活し，贖罪を通してすべての人に復活をもたらし，肉 

体の死からわたしたちを救う救い主となられたことが分かります。わたした 

ちは，イエス •キリストが今日生きておられ，末日聖徒イエス •キリスト教 

会の頭であること，また主の預言者である教会の大管長を通して，祈るよう 

に命じておられることを知ることができます。 

真心から祈るならば，主がわたしたちに深い愛と憐れみを寄せ，わたした 

ちの必要や問題を理解しておられることが分かります。 

特に，断食をして祈ることによって，救い主とその使命に関する知識をよ 

り効果的に求めることができます。 

祈りによって，イエス•キリストについてどのようなことを学びましたか。 

わたしたちは，聖典を学んで深く考え，教会の集会に出席し，生ける預言 

者の言葉に耳を傾け，断食して祈ることによって，救い主を「堅固な基」と 

することができるのです。 

キリス卜の教えを実践する 

主はわたしたちに，戒めに従って生活することによって，それが神の戒め 

かどうか試すように求めておられます（ヨハネ7 ：16-17参照)。『モルモン書』 

に登場する王であり預言者でもあるべニヤミン王は，民に福音を説いてから， 

次のように勧告しました。「これらのことをすべて信じるならば，必ずそれを 

実行しなさい。」（モーサヤ4:10)イエス•キリストの教えを学ぶときには， 

毎日それを実践しなければなりません。 

次の「黄金の24時間」という話は，満たされない毎日を送っていたシャー 

ロットという若い女性が，救い主の教えを実践して恵みを受けたことを描い 

たものです。 

「シャーロットは，人生の壁にぶつかっていました。心の中は不満だらけ 

で，何もかもが間違っているように思え，願いは一つもかないませんでした。 

友達はおもしろくないし，家庭にいても少しも満たされません。自分の性格 

が大して魅力的でないことは，本人もよく自覚していました。問題があまり 

に多すぎて，シャーロットは泥沼にはまり込んだように，身動きが取れない 

でいました。 

〔シャーロットは，自分が理想とするような生活を営んでいるマーガレッ 

ト•エイムズの所に行って助けを求めました。〕シャーロットは，満たされな 
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い生活に苦悶している心の内を彼女に打ち明けました。……すると，エイ 

ムズ姉妹は思いやりのある優しい言葉を述べてから言いました。『シャーロツ 

ト，あなたにその気がありさえすれば，すべてを変えることができるのよ。』 

〔そして，シャーロットが新しい生活に踏み出せるように，次のような提 

案をしました。〕『キリストがすぐ近くにいて，あなたの行動をすべて御覧に 

なっていると思いながら24時間過ごしてごらんなさい。その後でまた会って， 

一緒にお話しましょう。やってみる気はあるかしら。』 

シャーロットは教会員でしたが，それまでキリストを気軽に話しかけられ 

る親しい御方として考えたことは一度もありませんでした。彼女は，少した 

めらいながら仕方なく答えました。『はい，エイムズ姉妹。』…… 

シャーロットが帰宅したのは夕暮近くでした。その夜，彼女は食卓の準備 

をすることになっていました。引き出しを開けてしわになったテーブルクロ 

スを取り出してみると，所々にしみがあるのが気になりました。このとき初 

めて，物事を変えようという気持ちになりました。 

『もしイエス様が一緒に食事をされるとしたら，しみの付いたテーブルク 

ロスなんて出すはずがないわ。』シャーロットはそう独り言を言うと，真新し 

いクロスを取り出してテーブルに広げました。そして庭から花を摘んできて 

テーブルを飾ると，ピカピカに磨きあげた皿の上にバターを置き，それから 

パンをていねいに切りました。…… 

『今晩，だれか来るのかい。』父親が尋ねるとシャーロットはにっこりしな 

がら答えました。『あら，お父さんのために仕度したのよ。』もしキリストが 

おいでになったら，わたしたちは家族に笑顔で接し，よい態度を取るに違い 

ありません。 

シャ一ロットの母親は，疲れていらいらしていました。彼女はエプロンを 

したまま食卓につくと，こう言いました。『一体どういう風の吹き回しかしら。 

家族のためだけにこんな仕度をするなんて。だれか見えるんじゃないの。』 

シャーロットは，目に見えないキリストの前で話すべき言葉が見つかるまで 

黙っていました。そして言いました。『家族以上によくしてあげたいと思う人 

なんていないわ。』 

みんなはこの言葉に驚いて，一瞬，シャーロットを見詰めました。それは 

シャーロットらしくない言葉でした。父親が言いました。『そうとも。家族の 

ことを忘れがちになるのは，よくないことだね。』…… 

シャーロットは居間に行くと，積んである雑誌の下の方から一冊を取り出 

して読み始めました。それは彼女が自分で買って来て，隠しておいたもので 
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した。シャーロットは少しして読むのをやめました。……『もしイエス様が 

そばにいらっしゃったら，こんな本は読まないはずよ。』そう考えたからで 

した。彼女はその雑誌を外のごみ箱に捨てました。 

翌日，シャーロットは再び出勤しました。……彼女は自分の仕事がき 

らいでした。…… 

『キリストがわたしの近くにいらっしゃる』，そう思いながらシャーロット 

は店員たちが立ち話をしている店内に入りました。彼女は会う人毎にほほえ 

みかけながら，あいさつしました。…… 

〔店員たちは，シャーロットがいつになく親切で，それぞれの問題に関心 

を示すことに目を見張りました。キリストが近くにいらっしゃったらどうす 

るかと常に考えることで，シャーロットは不作法な客に対しても平静に対処 

することができました。その日の夜，シャーロットは結果を報告するために 

マーガレット•エイムズを訪ねました。〕 

『エイムズ姉妹のおっしゃった通り，できるかぎりのことをしてみたら， 

何もかもいつもと違っていたんです。おっしゃった意味が今はよく分かりま 

す。もちろん自分を悩ませていた問題が解決した訳ではありません。相変わ 

らず貧しくて，学校には行かせてもらえないし，それにみすぼらしい家に住 

んでいます。』…… 

『シャーロット，あなたは24時間前に種をまいたばかりなのよ。……それ 

を育てて，詩篇の中に書かれているように，「堪え忍びて主を待ち望め」るか 

しら。……あなたは手がかりとなる言葉を知っているわ。「イエス •キリス 

ト」よ。くよくよ悩んでいても……事態は変わらないわ。でもイエス様に頼 

れば，変えられるのよ。いつも主に近く生活することを忘れないでね。』 

シャーロットは『ええ，そうします』と答えました。」（ルーシー•ガーシ 

ユ•トンプソン編，Stor ies That Live『実生活の物語』33 - 34) 

シャーロットは，そばにキリストがおられるように生活しようとしたとき，何をしたでし 

ょうか。彼女は24時間の中で，どのような祝福を受けたでしょうか。 

わたしたちが主の模範と言葉に従って生活しようと真心から努めるとき， 

主はわたしたちを祝福してくださいます。主は「あらゆる思いの中でわたし 

を仰ぎ見なさい」（教義と聖約6: 3 6 )と言われました。この言葉に従うなら 

ば，わたしたちは次のように積極的な姿勢で自分を顧みることができるでし 

ょう。「わたしはイエスが望んでおられるような生活をしているだろうか。主 

はわたしと同じ方法でこの問題を解決されるだろうか。イエスがされたよう 

な生活をするために，わたしはどのように生活を改善したらよいだろうか。」 
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救い主の「わたしのもとにきなさい」（マタイ11:28)という言葉に聞き従う 

ためには，主を模範として，主の期待しておられることを実際に行わなけれ 

ばなりません。 

イエス.キリストの教えをどのように家庭生活の中に取り入れることができますか。友人 

との関係においてはどうでしようか。 

イエス•キリス卜に似た者となるために 

わたしたちはイエス •キリストの教えを実践するならば，キリストに似た 

者となることができます。人への思いやりが深まり，人々に仕えたいと思う 

ようになります。わたしたちが力を尽くして主の教えを実践するときに，主 

と交わした聖約を守り，主の御名を負うにふさわしい者となることができる 

のです（モーサヤ5 ： 7 - 1 5参照）。必要とあれば，ほかの人々のためにこの 

世的な喜びや所有物を喜んで犠牲にします。また，たとえ自分にやましいこ 

とがないときでも，拒絶や誤解，迫害，罰などを甘んじて受けるようになり 

ます。『モルモン書』の中でアルマは，イエス•キリストの福音に従って生活 

するならば，神の御姿を自分の身に受けるようになると言っています（アル 

マ5:14，19参照)。わたしたちも救い主のようになることができるのです。 

キリストはどのような属性を持っておられるでしようか。（愛，忍耐，慈悲，赦し）生徒の 

意見を黒板に列記する。 

わたしたちは，イエス •キリストの堅固な基の上に毎日の思いと態度を築 

くならば，キリストの持っておられる属性を身に付け，さらに救い主に似た 

者となることができるのです。 

まとめ 

ヒラマンが息子たちに教えたように，わたしたちは「キリストである贖い 

主の岩……堅固な基であるその岩」（ヒラマン 5 : 1 2 )の上に生活を築かなけ 

ればなりません。 

人生には幸福なときもあれば，逆境のときもあります。しかし，イエス -

キリスト の堅固な基の上に生活を築くならば，どのような試練に遭っても決 

して打ち負かされることはないと約束されています（3 ニーファイ14 ： 2 4 - 2 7 

参照）。主は次のように言っておられます。「それゆえ，小さい群れよ，恐れ 

てはならない。善を行いなさい。この世と地獄をあなたがたに対して連合さ 

せなさい。あなたがたがわたしの岩の上に建てられるならば，それらは打ち 

勝つことができないからである。」（教義と聖約6 ： 34) 
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チヤレンジ 

イエス •キリストの模範と教えにさらによく従うために，主についてもっ 

と学ぶ。始めに『福音の原則』第3章「わたしたちの選ばれた指導者，救い主 

であられるイエス•キリスト」と第11章「キリストの生涯」，および3ニーフ 

アイ8-26章を読む。次に，キリストの属性の中から一つを選んで身に付ける 

ように努め，イエス •キリストを基にして生活できるように，毎日主に助け 

を祈り求める。イエス•キリストの絵を家庭の中に飾る。 

参照聖句 

マタイ7 ： 2 4 - 2 7 (岩の上と砂の上に家を築くことの違い） 

2 ニーフアイ31：10 — 2 1 (細くて狭い道） 

ヒラマン5 ：12 (贖い主の岩） 

3 ニーフアイ9 ：14 (イエス•キリストのみもとに行く者に与えられる報い） 

モロナイ10: 3 2 - 3 3 (神の恵み） 

教義と聖約50 ： 44 (よい羊飼い） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第3章「わたしたちの選ばれた指導者，救い主であられるイエス•キリスト」， 

第11章「キリストの生涯」を学ぶ。 

2. 3ニーファイ8-26章を読む。 

3. f末日聖徒の女性AJ第1課「イエス•キリストを信じる信仰」を学ぶ。 

4.黒板とチョークを用意する。 

5.「わたしたちはなぜイエス•キリストを必要とするのですか」と書いた紙を用意する。 

6.「たえず頼り主求む」（r福音の原則J 284)を練習する。 

7.各_に聖典を持参するように言う。 

8.本課の物語と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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選択の自由と 
個人の責任 

第2課 

目的永遠不変の選択の自由の意義をよく理解し，自己の選択に対して各自 

が責任を負わなければならないことを知る。 

選択の権利は永違の原則である 

「ニューヨーク北部，寒い日曜日の朝でした。温度計は氷点下を指し，路 

面は凍てつき，道の両端には吹き寄せた雪が積もっていました。その朝教会 

に来たのは，牧師と10ブロック離れた所に住んでいる足の悪い89歳の老婦人 

だけでした。 

彼女を見て驚いた牧師は，名前を呼んで尋ねました。『こんなふぶきの朝に， 

どのようにしておいでになったのですか。』 

『まず，来ることを心に決めたのですよ。そうすれば，あとは簡単ですか 

らね』と元気な声が返ってきました。」（ジョン.H •バンデンバーグ「人の 

選択の自由」『聖徒の道』1974年1月号，42参照） 

この女性は一つの選択をしました。彼女は，暖かくて居心地のよい家にい 

ることも，厳しい寒さの中を教会までの長い道のりを歩いて行くこともでき 

ました。そして，悪天候や困難な状況にもめげずに，教会に行く決心をしま 

した。彼女は心に思うままにそう決意したのです。 

選択の権利は，永遠の原則です。わたしたちはこの地上に生を受ける以前 

に，二者択一をしなければなりませんでした。すなわち，神の計画に従って 

選択の自由によって生きるか，あるいはサタンに従ってその支配の下に生き 

るかの選択でした。すべての霊が集められた天上の大会議において，わたし 

たちがどのように決定を下したのかについて，主はモーセに明らかにしてお 

られます。 

モーセ4 ：1-4を読む。 

救い主の提案が受け入れられたのはなぜでしょうか。（無条件であった。御自身の栄光を求 

められなかった。仕えることだけを望まれた。全人類の救いのために選択の自由の原則を用 

いるように言われた） 

「仮に子供をもうけたとして，その子供をサタンの言うような方法で育て 

ることを考えてみてください。その場合，子供はどんなささいな失敗もでき 
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ないことになります。わたしたちは，子供になすべき事柄をきっちり教え， 

その方法や時間を指定し，教えた通りのことを子供にさせるでしょう。子供 

に選択を許さないだけでなく，日々の生活の中で起こる様々な問題を子供独 

自の方法で解決させようとはしません。子供は断じて間違いを許されないの 

です。年々子供の肉体は成長するでしょうが，精神面での発達はどうでしょ 

う。また，霊性についてはどうでしょうか。たとえ身長が180センチに伸びた 

としても，内面的に円熟した大人には決してなれません。精神的，霊的に飢 

え乾き，栄養不足のために成長することができないでしょう。天父は，成長 

に不可決なこの選択の_由がなければ，人が完成の域に到達できないことを 

知っておられたのです。」（レスター •エシツグ，ジョーン •エシツグ “F r ee 

Agency and Progress" Instructor「選択の自由と進歩」『インストラクター』 

1964年9月号，342) 

わたしたちは天上の大会議において，イエス •キリストに従う道を選びま 

した。前世で正しい選択をしたので，地上で生活する特権を与えられたので 

す。同じように現世での選択が，永遠の行く末を決定するのです。 

2ニーファイ2 ： 26-28の中で，リーハイが息子のヤコブに語った言葉の意味を考える。 

選択の自由に必要なもの 

選択のg由を行使するには，選択の機会が必要です。 

『福音の原則』第4章の中から「選択の自由を行使するのに必要な，選ぶ機会」の初めの4 

段落を読む。 

主は，わたしたちが善と悪のいずれにも従うことができ，自分でその選択 

はしなくてはならないことを御存じでした。そこで，戒めに敵対するサタン 

の策略を見破り，抵抗することができるように，主はわたしたちが戒めを守 

り，常に主に近く生活するように求めておられるのです。 

「主は『安息日を覚えて，これを聖とせよ』（出エジプト20: 8 )と言われ 

头しフごO 

これに対してサタンは，安息日を娯楽の日とするように勧めるでしょう。 

主は『あなたの父と母を敬え』（出エジプト20:12)と言われました。 

サタンは，両親に従わずに『自分の人生なのだから，自分の好きなように 

生きればよい』という思いを吹き込むのです。 

主は『顔に汗してパンを食べ』（創世3:19)，『怠惰であるのをやめなさい』 

(教義と聖約 8 8 : 1 2 4 )と警告されました。 

これに対してサタンは，『できるだけ，ただでもらう』ようにささやきます。 

そして怠惰で不精な生活を勧め，国に生計を保障してもらうという思いさえ 
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抱かせるのです。 

主はこう言われました。『毎年収入の10パーセントを什分の一として納めな 

さい。これによって，豊かな祝福を与えよう。』（教義と聖約119 ： 4 ； 3ニーフ 

ァイ24 ： 8 - 1 0参照） 

一方ルシフエルは，『なぜ什分の一を払うのか。お金が必要なのは，教会よ 

りあなた自身ではないか』とささやきます。 

主はこう言われました。『先祖のために系図を調べ，神殿で身代りの儀式を 

受けなさい。』 

サタンは『そのように仕事はあとに延ばすか，いっそのことやめてしまえ 

ばいい』と言うでしよう。」（カール . W•ピューナー “Who ' s on the Lord's 

Side" Improvement Era「主の方にはだれが立つや」『インプルーブメント• 

エラ』1961年6月号，402-403) 

選択に伴ぅ結果 

行動を選択する自由はあっても，その結果を選ぶ自由はないことを理解す 

るのは，わたしたちにとって大切なことです。どのような選択をしようと， 

善かれ悪しかれ，何らかの結果が伴うのです。 

農夫は，自分がまいたものを刈り取ることを心得ています。どのような種 

を選んでまくかによって，収穫が決まります。エンドウの種をまいて，桃は 

収穫できません。何も手入れをしない方を選んで，出来のよい作物を期待す 

ることはできないのです。 

わたしたちは選択をしたら，その結果を受け入れなければなりません。つ 

まり行動を決めるときに，その行動の結果も選択しているのです。ある道を 

決めて歩き始めたら，目的地を選んだことになるのです。 

視覚資料2-a「考え込む若い女性」を見せる。 

この女性が学業を修了するという正しい選択をすることは，なぜ大切なのでしようか。 

わたしたちは，困難な道であれ安易な道であれ，自分の歩むべき道を自分 

で選択しななければなりません。 

永遠の命に至る道を歩むためには，どのような選択をすればよいでしようか。（よい友人を 

持つ，教会の集会に出席する，学校へ行く，良書を読む，娯楽としてふさわしいものを選ぶ， 

知恵の言葉を守る，神殿結婚をする） 

わたしたちは毎日，何かしら選択する機会や経験に直面します。 

毎日選択する事柄にはどのようなものがありますか。また，その結果はどうでしようか。 
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「何年も前の話ですが，ある末日聖徒の女子大生が，末日聖徒のボーイフ 

レンドとあまり評判のよくないダンスホールに行く計画を立てました。 

その日の午後，早目に帰宅した彼女は親に二人の計画を話して，『すばらし 

いダンスパーティになると思うわ』と言いました。当然，母親は行くことに 

疑問を持ち，娘の計画に反対しました。しかし彼女は， _分の考えを通して 

言いました。 

『わたしたち，何も悪いことはしないわ。ただどんな所か見に行くだけな 

のに，なぜいけないの。』 

母親はそれ以上反対はしませんでした。その晩，娘がダンスに行くための 

洋服を選んでいるとき，母親は彼女にいちばんすてきな白いパーティードレ 

スを着て行くように言いました。娘は喜びました。母親が行くことを許して 

くれたと思ったのです。 

『ほら，見て。』彼女は着替えを済ませると，うれしそうに両親を呼びました。 

『ええ，すてきよ。とってもきれい。とびきり上等の服ですものね』と母 

親が答えました。 

父親が言いました。『出かける前に一つお願いをきいてくれるかい？薫製 

室に行って，ベーコンを持ってきてくれないか。』 

『薫製室？お父さん，からかわないで。』彼女は思わず大声を上げてしまい 

ょしフごo 

『まじめさ。』お父さんは言いました。 

『このいちばんいいドレスで？においがついて取れなくなるわ。』 

そこで母親が答えました。『そうよ，薫製室に入ったら，必ずそこのにおい 

がしみついてくるわ。あなたは賢いから，入る前の美しさや清さが出て来た 

ときに少しでも損なわれるような場所には決して行かないと信じているわ。』 

彼女はちょっと考えてから，『わたしたち，行かないことにするわ』と答え 

たのです。」（『扶助協会テキスト』1975-76，4参照） 

物事を決定する前に，その結果について考えることが大切なのはなぜでしょうか。（正しい 

決定をしやすくなる。結果について考えるゆとりがなくすぐに行動しなくてはならない場合， 

だれかに決定を一任することもできるが，望ましくない結果に終わる可能性もある） 

どうしたら選択の結果について知ることができるでしょうか。（聖典や祈りが役立つ。ほか 

の人の模範を通して選択に伴う結果を知る。経験豊かな人に助言を求める） 

自己の選択に対して責任を負う 

ガラテヤ6 ： 7-9を読む。 

わたしたちはいつの日か神の前に立ち，現世での行いや決断した事柄につい 
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て裁かれます。 

「『モルモン書』の中でアルマはこのように言っている。『人々が自分の行 

いに応じて裁かれること，そして現世での彼らの行いが善く，心の望みも善 

かったならば，彼らが終わりの日に善なるものに回復されることは，神の正 

義にとって必要である。また，彼らの行いが悪ければ，それらの行いは災い 

として彼らに回復される。』（アルマ 4 1 : 3 - 4 )現世で受けた肉体がそのまま 

復活体として回復され，永遠の行く末を決めるのである。アルマが結んでい 

るように，人はこうして自らを裁く。なぜなら，日々の行動を通して『善を 

行うか悪を行うか』（アルマ 4 1 : 7 )判断し選択するのは自分自身だからであ 

る。」（ブルース• R •マツコンキー， M o r m o n Doctrine『モルモンの教義』 

4 0 3 - 4 0 4 ) 

「また，死んでいた者が，大いなる者も小さき者もともに，御座の前に立 

っているのが見えた。かずかずの書物が開かれたが，もう一つの書物が開か 

れた。これはいのちの書であった。死人はそのしわざに応じ，この書物に書 

かれていることにしたがって，さばかれた。」（黙示20:12) 

わたしたちの行いは，自分が何を選ぶかによって決まります。正しい選択 

をするには，神の戒めを守ることです。戒めを守るように導き，励ましてく 

れる預言者の教えに聞き従うならば，わたしたちは正しい選択をして，永遠 

の命という賜物を受ける準備をすることができるのです。 

2ニーファイ10 ： 23を読み，この聖句を黒板に書く。 

まとめ 

救い主は，永遠の命を得るためにどのように選択の自由を用いたらよいか 

を示してくださいました。そして，わたしたちが進歩して幸福になれるよう 

に，律法と戒めとを与えてくださったのです。 

「この命を除いて，神から与えられた賜物のうち，自分の意のままに生活 

する権利ほど偉大なものはありません。選択の自由は，この世の何よりも貴 

いものです。……人が主に似た者となることが主の目的です。この目的を達 

成するために，創造主はまず人を自由の身に創造する必要がありました。人 

には特別な賜物が与えられています。この賜物は，人間以外の生き物には与 

えられていません。神は人に選択する力を授けられました。創造主は，人間 

に対してのみ次のように言われたのです。『……あなたは自分で選ぶことが 

できる。それはあなたに任されているからである。』（モーセ 3 : 1 7 )人はこの 

神聖な選択の力なしに，成長することはできません。」（デビッド • 〇 •マッケ 

2-a考え込む若い女性 
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詞：ジョセフ• L •タウンゼンド（1849—1942) 
曲：ヘンリー'A•夕ケット（1852-1918) 

モロナイ7 ：16-17 
IIニーフアイ 2 ： 27-28 

2 — b 



第1課 

イ，“Man 's Free Agency" Improvement Era「選択の自由」『インプルーブ 

メント•エラ』1965年12月号，1073) 

わたしたちは自己の選択に対して神から責任を問われるので，主の助けを 

求めることが大切です。難しい選択を迫られたときには，聖霊の導きを受け 

られることを心に留めながら，日々の祈りの中で天父に話すべきです。時に 

は，必要な助けを得るために，祈りとともに断食をしなければなりません。 

選択の自由を使って従順の道を選ぶならば，まことの自由がもたらされます 

が，不従順の道を選ぶならば，永遠の見地からみても，その自由を失うこと 

になります。この点を心に留めておく必要があります。 

視覚資料2-b「選べ，正義を」を歌って閉会する。 

チヤレンジ 

今週，選択の自由を使ってどのような行動をするか考え，評価する。その 

選択は自分を神に近づけるものか，それとも遠ざけるものか自問する。 

参照聖句 

マタイ13 : 2 4 - 3 0 , 3 7 - 4 3 (毒麦のたとえ話） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.r福音の原則』第46章「最後の裁き」を学ぶ。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.「選べ，正義を」（『賛美歌』152香）を閉会の前に歌う。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 

2-b「選べ，正義を」を歌って閉会する。 
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御霊の賜物 
第3課 

目的御霊の賜物を受けられるように備え，その影響を理解できるようになる。 

御霊の賜物を受ける 

信仰箇条第7節を書いた紙を黒板に貼る。 

「わたしたちは，異言，預言，啓示，示現，癒し，異言の解釈などの賜物 

があることを信じる。」（信仰箇条1:7) 

御霊の賜物には，このほかに信仰，識別，証，奇跡，知恵，知識，思いや 

りなどがあります。御霊の賜物は，末日聖徒イエス •キリスト敉会特有のも 

のです。 

わたしたちは皆，教会員として確認されたとき，頭の上に手を置かれ，聖 

霊を受けるように告げられました。もし忠実であるならば，絶えず聖霊を伴 

侶として生活することができます。わたしたちはこの聖霊を通して，御霊の 

賜物と呼ばれる霊的な力を祝福として受けます。 

ハンナ •クリスティナ •クラ一ソンの息子は，母親が持っていた預言の賜 

物について次のように語っています。 

「わたしがまだ若かったころ，わたしたち一家はアンドリユー •キンボー 

ル会長（スペンサー • W •キンボール大管長の父親）の家の近くに住んでい 

ました。ある日の夕方，ちょうど暗くなりかけたころ，母とわたしが家に帰 

ってくると，スペンサーが大きな声で歌いながら乳を搾っていました。母は 

一瞬立ち止まって，『あの坊やはいつか主の使徒になるよ』と言ったのです。 

それから5メー トルほど歩いたでしょう力、。母は息切れでもしたように再び立 

ち止まりました。そして両手を挙げ，天を見上げて言いました。『きっと教会 

を指導する人になるよ。』」（レオン•ハートシヨーン，RemarkabJe Stories 

from the Lives of Latter-day Saint Women『末日聖徒の女性逸話集』第2巻， 

39より引用，ロバ一夕.フレイク•クレイトン，P ioneer Women of Arizona 

『アリゾナの女性開拓者』77) 

御霊の賜物を受けるためには，神の律法に従うことが必要です。わたした 

ちは御霊の賜物によって福音の真理を理解し，教えることができます。また， 

自分だけでなく他の人々にも多くの恵みをもたらすことができます。この賜 

物はわたしたちが天父のみもとに帰れるように助け導いてくれます。 
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弟d课 

御霊の賜物を受けるために備える 
教義と聖約46 ：11を読む。 

この聖句には，「各人に神の御霊によって一っの賜物が与えられる」と記さ 

れています。しかし，聖霊は霊的に清くない所には宿られないので，わたし 

たちはこれらの霊的な賜物を受けるにふさわしく自分自身を備えなくてはな 

りません。 

1コリント14 ：1；モロナイ10 ： 20，30を読む。 

御霊の賜物を受けるために，どのような準備をするように教えられていますか。このほか 

にも自己を備える方法がありますか。答えを黒板に書く。 

預言者ジョセフ•スミスは次のように述べています。「徳高く純粋でありな 

さい。真理と高潔の人でありなさい。そして神の戒めを守りなさい。そうす 

れば真実と偽りの違い，すなわち神の賜物と人の事物の違いがより完全に分 

かるようになるであろう。」 (History of the Church『教会歴史』5: 31より 

引用，マリオン • G . ロムニー，Look to God and Live『神に頼って生き 

る』35) 

ジョセフ•スミスはさらにどのような条件を挙げていますか。（徳高く純粋であること，真 

実と高潔の人であること，戒めを守ること）答えを黒板に書く。 

御霊の賜物を享受するには，謙遜になって悔い改め，隣人と平和に生活す 

ることが必要です。預言者ジョセフ •スミスでさえ，すべての人に対してよ 

い感情を抱かないかぎり，霊感を受けることができませんでした。 

「ある朝，妻のエマのしたことにいら立ちを覚えたジョセフは……『モル 

モン書』を翻訳しようと努めましたが，どうしてもできませんでした。…… 

そこで果樹園に行って祈った後エマのところに戻って赦しを求めました。す 

ると，再び翻訳ができるようになったのです。」（1882年9月15日のデビッド. 

ホイットマ一の話より，スComprehensive History of the Church『教会概史』 

1：131) 

預言者ジョセフは御霊の賜物を使うために，どのように自分を備えましたか。 

御霊の賜物を受ける備えができていない場合，それはどのようなことから分かりますか。 

(みじめな気持ち，混乱，意気消沈，利己心，ねたみ，教会で働くのにふさわしくないという 

思い，教会の指導者に対して批判的になる，祈りたくない，故意に戒めを破る） 

御霊の賜物によって得られる祝福 

御霊の賜物は神聖なものであり，わたしたちを導き，慰め，教えるため 

に与えられます。御霊の賜物を通して，わたしたちは霊的高揚や励まし， 
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信仰を強める力を得ることができます。御霊の賜物を享受するときに，こ 

の世における平安と，日の栄えの王国に至るための導きとを得ることがで 

きるのです。 

教義と聖約46: 8を読む。最善の賜物を求める理由は何でしょうか。（欺かれないようにす 

るため） 

御霊の賜物を必要とするときはたくさんあります。病気のときや混乱した 

とき，悲しいときには，癒しや導き，慰めが必要です。また困難な状況に対 

処するために問題の解決法や導きを求めているときには，知識や理解力，洞 

察力，高められた能力が必要となってきます。そのようなときに御霊の賜物 

を通して祝福が得られることが分かっていれば，慰められます。聖典には次 

のように記されています。「これらすベての賜物は，神の子たちを益するため 

に神から来る。」（教義と聖約46: 26) 

割り当てておいた姉妹に，御霊の賜物を受けたときの経験に関する次の話をしてもらう。 

ジェーン •グローバー •スチユワート姉妹は，次のように記録しています。 

「ある朝のことです。わたしたちは，すぐりの実を取りに行きたいと思っ 

ていました。タナー老人は馬車の用意をすると，ライマン家の二人の姉妹と 

幼い孫娘とわたしを乗せて出発しました。森に着いたとき，わたしたちは老 

人に，すぐりの実を摘む間，休んでいるように言いました。 

ライマンとわたしがその場を離れてから間もなくのことでした。突然，悲 

鳴が聞こえてきたのです。……タナー老人の見える所まで歩いて行くと，彼 

は馬車の向きを変えようとしていました。……さらに近づくと，インディア 

ンが馬車を取り囲み，奇声を上げて仲間を呼び集めているのが見えました。 

わたしたちは馬車に乗り込んで馬を走らせようとしましたが，インディアン 

たちはすかさず4人が車輪を押さえ，二人が手綱をつかんでわたしたちの行く 

手を阻みました。そして，もう一人がわたしを馬車から引きずり下ろそうと 

やって来たのです。 

わたしは怒りと恐ろしさがこみあげてきて，タナー老人に，自分を馬車か 

ら下ろして助けを呼びに行かせてくれるように頼みました。ところが『かわ 

いそうだが，もう手遅れだ』と言うのです。わたしは rこのままでは助から 

ないわ Jと言いました。老人の顔は真っ青でした。インディアンはタナー老 

人の持ち物をはぎ取り始めました。時計，ノ、ンカチ，次々と奪い取っていき 

ます。一方で別のインディアンがわたしを馬車から引きずり下ろそうとしま 

した。わたしは心の中で天父に祈り始めました。 

必死に抵抗しながら祈っていると，全能の主の御霊がわたしに降り，わた 
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しは強い力を得て立ち上がりました。あのときの気持ちは，とても言葉では 

表現できません。わたしはこのうえない幸福感に満たされたのです。死んだ 

方がましだ！そんな気持ちになろうとしていた矢先のことでした。わたしは 

神の力によって手を挙げ，インディアンの言葉で話し始めたのです。わたし 

が神の力によって語っている間，インディアンたちは馬や馬車から手を離し， 

わたしの前に立ちすくんでいました。そして頭を下げ，わたしの話に同意す 

るしぐさを見せたのです。 

タナー老人と幼い孫娘は，あ然とした様子でその光景を見ていました。わ 

たしは，自分たちがどんな状況に陥ろうとしていたのか知りました。彼らは 

タナー老人を殺し，馬車を焼き払ってから，わたしたちを連れて行く算段だ 

ったのです。すべてがわたしの前にはっきりと描き出されました。わたしが 

話し終えると，彼らはわたしたち3人と握手をし，夕ナ一老人から奪った物を 

すべて返しました。そこで老人はハンカチを，わたしはすぐりの実とクラツ 

カーをインディアンに手渡しました。そうこうしているうちに二人の女性が 

こちらにやって来たので，わたしたちは急いで家に帰りました。 

主はあのときわたしが何を語ったか，その一部を教えてくださいました。 

『あなたたちインディアンは，わたしたちを殺すつもりなのね。でも大霊 

があなたたちを見ていて，何だってあなたたちの考えていることを見通して 

いらっしゃるわ。わたしたちはただ果物を取りに来ただけで，害を加えるた 

めに来たんじゃない。もしわたしたちに手をかけて，髪の毛1本でも傷つけよ 

うものなら，大霊に打たれ，地に倒れて息絶えるに違いないわ。わたしたち 

もあなたたちと同じようにこれまでずっと家を追われて来たわ。そして，た 

だよいことをするためにここに来たのよ。決してあなたたちを苦しめるため 

じゃない。わたしたちもあなたたちも皆，主の民ですもの。もう人殺しや悪 

いことをしてはいけないわ。主はそんなことを喜ばれないし，ずっとそんな 

ことをしていたら栄えるはずがないわ。あなたたちは，ここの土地や森や馬 

がみんな自分たちのものだと思っているのでしょう。でも，あなたたちのも 

のは何一つないのよ。今吸っている空気だってそうよ。みんな大霊のものな 

んですもの。』」（エドワード• W •夕リツジ，T h e Women of Mormondom 

『モルモンの女性』475 - 7 7より引用，レオン •ハートショーン編， “ I Talked 

to Those Indians in Their Own Language “ Remarkable Stories from the 

Lives of Latter-day Saint Women「インディアンの言葉で話しました」『末日 

聖徒の女性逸話集』第1巻，26-28) 

グロ一バー姉妹に与えられた二つの賜物は何ですか。（異言の賜物，異言を解する賜物）彼 

女はこれらの賜物を受けるために何をしましたか。これらの賜物を受けたときどのような気 

持ちを感じましたか。 
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ペルーのリマに住むアントニア.フロレス姉妹は，自分の体験について次 

のように語っています。 

「数年前のことですが，わたしは支部長との面接で，扶助協会会長の召 

しを伝えられました。わたしは扶助協会の会長になるのがとても怖くて， 

そのような責任をどう果たしたらよいのか見当もつかなかったので，すぐ 

に返事ができませんでした。その日遅くに，わたしは断食と祈りの原則を 

思い出しました。そこで断食し，この恐ろしい召しを受けることについて 

祈りました。 

啓示を受けたのはその夜のことでした。わたしは夢の中で手に大きな荷物 

を抱えて歩いていました。重い物を持って長時間歩いていたので，疲れ果て 

ていました。そのとき，主イエス•キリストが現れて，荷物を持ってくださ 

り，わたしを招いてこう言われました。『わたしに従ってきなさい。』（ルカ 

18:22)翌朝，わたしはそうかいな気分で目覚めました。恐れはすっかりな 

くなっていました。わたしは急いで支部長の所に行き，この経験を話しまし 

た。また，すでに恐れがないことと，召しを受け入れるべきであると分かっ 

たことを話しました。それから現在に至るまで，すばらしい副会長の助けを 

得て，わたしは会長としての責任を果たしています。」（レオン•ハートシヨ 

—ン編，Remarkable Stories from the Lives of Latter-day ^aint V^omen『末 

日聖徒の女性逸話集』第2巻，87) 

フロレス姉妹が個人の啓示という御霊の賜物を受ける必要があったのはなぜですか。 

聖霊が真理を明らかにしてくださる方法は，夢のほかにもあります。わた 

したちは聖霊によって目が開かれます（教義と聖約76 ：12参照）。また，声 

を聞くことができます（モーセ5:4参照）。聖霊はわたしたちの心に語りか 

ける力を持っておられます（教義と聖約6 ： 23 ；エノス10 ：10參照)。真実を 

語る宣教師，預言者，主の僕の言葉を聞くときに，わたしたちは聖霊の力を 

感じることができるのです（モロナイ10 ： 4-5參照）。また，主の言葉の中に 

揺るぎない信仰を感じ取ることができます（エテル3 ：11-12參照）。わたし 

たちが祈り求めるならば，主は真理の御霊によってわたしたちの心を照らし， 

安らぎを得させてくださるのです（教義と聖約6 ：14-16，21-24参照)。 

ソルトレーク •シティ一のアフトン •アフレック姉妹は，信仰の賜物を得 

た経験について次のように語っています。 

「クリスマスの準備をしていたときのことです。……わたしは，パーティ 

一をすばらしいものにしたいと考えていたので，準備に精を出していました。 
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ところがひどく頭痛がして，痛みはひどくなるばかりでした。午後になって 

何回も夫のボブに連絡しようとしましたが，なかなか連絡が取れないでいる 

うちに，『あなたは髄膜炎だ』とささやく声が聞こえてきたのです。『そんな 

はずないわ。』わたしは思わず大声を出してしまいました。わたしの父は脊髄 

膜炎が原因で亡くなっていたのです。 

医者のバートンが来てくれたとき，容態はかなり悪くなっていました。医 

者がわたしの片足を持ち上げると，首筋の当たりから閃光が走るように感じ 

ました。彼はボブに『祝福をしよう』と言って，二人はわたしに癒しの儀式 

を施してくれました。それから，病院へ向かう前にボブは，ソルトレーク神殿の 

ロバート •ヤング神殿長に電話し，病院に来てくれるように頼みました。… 

病院に着くと，ヤング神殿長とボブがわたしに祝福を施してくれました。 

わたしは意識がもうろうとする中で，ヤング神殿長の言葉を聞いていました。 

神殿長は病を叱責し，わたしの体をむしばむ力が消え失せるように宣言しま 

した。また，必ず完治すると約束し，わたしにこの苦しみに耐える力が与え 

られるように祝福してくれました。 

激痛に一人で耐えながら，わたしは救い主について，贖いについて，また 

主イエス •キリストの愛について，多くのことを学びました。絶えず教えを 

受け続けていたように感じます。一度だけですが，激痛にもう耐えられない 

と感じたことがありました。ちょうどそのとき，叔父のレイ •モスといとこ 

のラフエルが来て，頭の上に手を置き，わたしに癒しの儀式を施してくれま 

した。…… 

その間も目に激しい痛みを感じて，わたしは目を開けることができません 

でした。意識を取り戻したとき，医師が助手の人に視力回復の可能性は五千 

に一つだと話しているのが聞こえました。それでも，自分は見えるようにな 

ると信じ，完全に治るという言葉を疑ったことは一度もありませんでした。 

しかし体の右半分が冒されていたため，右腕や右足を動かすことができませ 

んでした。…… 

ある夜のことです。……わたしは『砂粒の千分の一ほどの信仰があれば， 

足は動き，目も見えるようになる』という声を聞きました。そのときまで自 

分は強い信仰を行使していると思っていたので，叱責されたような気がしま 

した。 

わたしは信仰を持って祈りました。そして頭の向きを変えたのです。それ 

までは，向きを変えようとすると必ず意識を失っていましたが，それができ 

たのです。そのうえ，一筋の光がドアの下からさし込んでいるのが見えるで 
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はありませんか。 

そして，動かそうと思えば足も動くように感じました。…… 

信仰は神から与えられる賜物です。主は，それまでにない信仰をわたしに 

与えてくださいました。確かに足を動かすことができたのです。わたしは喜 

びに満たされ，夜通し主を讃美しました。朝まではだれとも話したくありま 

せんでした。主は信仰と神権の力によって，またわたしを愛する人々の祈り 

によって，病が癒されると約束してくださいました。わたしはこの機会を通 

して，自分自身を強めることができました。主がわたしにこの経験をさせて 

くださったことを心から感謝しています。」 ( “ F a i t h is a Gift of God” 

Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women「信仰は神の 

賜物」『末日聖徒の女性逸話集』第2巻，1-3) 

アフレック姉妹はどのような御霊の賜物を受けましたか。信仰を持つことによって，彼女 

はどのような祝福を受けましたか。 

まとめ 

末日聖徒イエス •キリスト教会の会員には霊的な賜物が約束されています。 

これらの賜物は，聖霊を通して主から与えられ，義にかなった生活を送って 

神のみもとに戻れるようにわたしたちを助けてくれます。御霊の賜物を受け 

るには，自分自身を備えなければなりません。信仰を持って祈り，戒めを守 

るのです。また謙遜になり，主の業を喜んで行う必要があります。 

チヤレンジ 

教義と聖約46 ： 8 - 2 6 ；モロナイ10 ： 5 - 3 0 ；1コリント12章を読む。自分に 

与えられた賜物が何かを知り，ほかの人のためにそれを使う。機会をとらえ 

て，家族がそれぞれの賜物に気づき，それを伸ばせるように助ける。 

参照聖句 

ヨエル2: 2 8 - 2 9 (賜物が与えられる） 

1コリント14章（預言の賜物の重要性） 

使徒10 ：1-35 (ぺテロの示現） 

1ニーフアイ10 ：17-19 (聖霊の力） 

教義と聖約 6 : 5 - 1 1 (奥義を知る賜物） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『末日聖徒の女性A J第4課「聖霊の賜物」を学ぶ。 
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第1課 

2.『福音の原則』第21章「聖霊の賜物」から「聖霊の賜物とは」の部分を学ぶ。 

3. r福音の原則』第22章「御霊の賜物」を学ぶ。 

4.モロナイ10 ： 5-30 ；1コリント12章；教義と聖約46 ： 8-26を読む。 

5.信仰箇条第7節を書いた紙を用意する。またはクラスの始まる前に黒板に書いておく。 

6.黒板とチョークを用意する。 

7.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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安息曰 
第4課 

目的安息日を聖く過ごす。 

安息日を聖く過ごすのはなぜか 

戒め 

主は十戒の4番目の戒めとして，「安息日を覚えて，これを聖とせよ」（出エ 

ジプト20: 8 )と言われました。 

「聖とする」とはどういう意味でしょうか。（神に仕える日として区別する，神聖に保つ。 

詳しくは『福音の原則J第24章，146-47ページ「安息日を聖く過ごすには」を参照する） 

主は安息日を聖く過ごすように命じられたとき，次のように説明されまし 

た。「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，主の安息であるから，なんのわざをもしてはならない。」（出エジプト 

20 ： 9 - 1 0 ) 

祝fe 

主は安息日を聖日とすることによって，わたしたちに休息の機会を与えて 

くださいました。わたしたちに休息が必要であることを御存じだからです。 

どのような仕事であれ，わたしたちは労働を休むことによって，肉体を活気 

づける必要があります。また，別の事柄に意識を向けることによって，精神 

を新たにする必要があります。さらに，主を礼拝することによって，霊を養 

う必要があります。安息日はこれらの必要を満たす機会であり，霊性を高め， 

喜びと平安を得る日なのです。したがって，わたしたちは安息日を週の 良 

の曰としなくてはなりません。 

安息日がなければ，わたしたちの生活はどのようになるでしょうか。（天父や救い主につい 

て，また主がわたしたちのためになされた御業について考えることができない。俗世のわず 

らいから離れて休息を得ることができない。毎週教会員と会って励ましや霊感を受けること 

ができない。霊性の向上に役立つ事柄を行う時間が得られなくなる。心が狭く，利己的にな 

るかもしれない） 

主は預言者イザヤを通して，次のように言われました。「『わが聖日にあな 

たの楽しみをなさず，安息日を喜びの日と呼び，主の聖日を尊ぶべき日とと 
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第1課 

なえ，これを尊んで，おのが道を行わず，おのが楽しみを求めず，むなしい 

言葉を語らないならば，そのときあなたは主によって喜びを得（る），』これ 

は主のロから語られたものである。」（イザヤ58 ：13-14) 

主は安息日を聖く過ごす人々に祝福を与えると約束しておられます。 

安息日を聖く過ごすには 

よく準備する 

安息日を聖く過ごすには，日常の仕事を離れて教会の集会に出席し，聖日 

にふさわしい事柄を行うことによって，平安な一日を送れるように備えなく 

てはなりません。そのためには，残りの6日間にかなりの準備をしておくこと 

が必要です。特に母親は，前もって計画を立て，家族が計画を実行できるよ 

うに助けることが必要になってきます。 

アメリ力合衆国に住むマリリン• T •ブロックバンク姉妹は，母親として安 

息曰に備えるようになったときの経験を次のように記しています。 

「わたしは夫にこう言ったのを覚えています。『一体わたしのどこが悪いと 

言うの。土曜日の午後から頭痛がして，月曜日まで少しも心が安まらないわ。 

約束された祝福はどうなっているの。安息日は守って，映画も見なければ買 

物もしないで，ちゃんと教会の集会に出席しているわ。それなのにどこが悪 

いって言うの。』でも，わたしには思い当たる節があったのです。 

わたしは安息日にそっと洗たくや床の掃除をするとき，あるいは教会後の 

心休まる時間に縫い物をしたり，テレビを見たりするときに，戒めを守って 

いないので祝福が受けられないと内心感じていました。 

次の安息日から聖く過ごそうと決心したとき，わたしはこのうえない平安 

と喜びを感じました。一度決心をすると，具体的に何をしたらよいかが次々 

に心に浮かんできました。 

まず初めに，土曜日の夜までにしておくべき事柄を細かく書き出すことに 

しました。例えば，部屋の掃除安息日に着る家族全員の衣服の用意，靴みが 

きなどです。さらには月曜日の朝子供たちが学校へ着て行く服もそろえてお 

くことにしました。子供たちを入浴させ，洗髪させるのはもちろんのこと自 

分の髪もセットしなくてはなりません。また日曜学校で音楽の責任を受けて 

いたので，そちらの準備もする必要がありました。 

次に，安息日の三度の食事の献立を決め，買い物をして，あらかじめ準備 

しておきました。 

こうして，安息日に平安な気持ちを味わえるようになったのです。次第に 

安息日が楽しみになりました。与えられた貴重な時間に書物を読み，考え， 
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瞑想し，祈り，心ゆくまで休息を取って心を新たにすることができて，自然 

と笑みがこぼれるようになりました。 

……子供たちの世話や扱いにも，それまで以上の知恵と力を傾けるように 

なりました。また，愛する思いが心に満ちて，あふれるばかりの愛を子供た 

ちに注ぐようになったのです。そればかりでなく，丄、の中が御霊で満たされ， 

主を近くに感じ，祈るときに主の愛と新たな喜びを感じるようになりまし 

主は，わたしたちが命じられたことを行えるように道を備えると言われま 

した。それだけでなく，御霊の賜物を直接に与えると約束しておられます。 

……それぞれの困難な状況の中で主に近づいていくならば，わたしが経験 

したように，知識と霊感が与えられることを証します。」( "Prepare to Keep 

the Sabbath Day Holy” Ensign「安息日を聖く過ごすための備え」『エンサイ 

ン』1972年3月号，44-45) 

安息日に備えるために何ができるでしょうか。独身女性は，母親が安息日の準備をすると 

きにどのような手伝いができるでしようか。 

視覚資料4-a「安息日の朝のふさわしくない過ごし方」を見せる。安息日にこのような 

ことをするのはなぜふさわしくないのでしようか。この家族が土曜日までに済ませておかな 

くてはならないことは何でしようか。 

視覚資料4-b「土曜日」（r子供の歌集』105)を全員で歌うか，何人かの姉妹に歌っても 

らう。歌うことができなければ，歌詞を読む。 

ダリン • H •オークス長老は，プリガム.ヤング大学の学長を務めていた 

とき，学生時代の経験について次のように語っています。 

「わたしがシカゴ大学で学ぶためにこのキャンパスを離れるとき，母は， 

父が専門職の訓練を受けていたときでも安息日に勉強をしたことは一度もな 

かったと話してくれました。そしてさりげなくこう言いました。『この祝福を 

得たいと思うなら，安息日には，主の日に与えられる霊の糧を得る以外に， 

勉強も含めて，何もしないでよいように計画を立てなさい。』 

わたしはそのとき，安息日を忠実に守る決心をしました。そして，主の安 

息曰を忠実に守る人に与えられる祝福，すなわち霊的に成長し，御霊を伴侶 

とするという祝福にふさわしくなろうと決めたのです。わたしは確かにあら 

ゆる機会を通してこの祝福を受けたことを証します。」 ( “ T h e Blessing of 

Comrmndments" Speeches of the Year「戒めのもたらす祝福」『年度講話』 

1974年，219) 

両親は，子供が土曜日までに学校の勉強を済ませ，安息日には休めるよう 
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4 - b 

土 曙 B 
Saturday (196) 

明るく丄=66-76 (1小節を2拍で） 

ど よ う び は に ち よ ラ の じ ゅ ん び す る ひ 

で す い え の そ ろ じ か い も の す 一 

ま せ て お き ま し よ う ふ く と く つ き 

れ し 、 に し 一 ご と も す ま せ ま し よ う つ 一 

め と か み を き れ い に あ ん そ く び に そ な え 

詞.曲：リタ• S • •ビンソン（1920— ) 
編曲：チェス夕一.W•ヒル（1912— ) 



第1課 

に励ます必要があります。 

子供たちの備え，家の整頓，食事や衣服の用意のほかにも，安息日のため 

に準備できることがあります。例えば，土曜日の夜に十分な睡眠を取る，レ 

クリエーションやスポーツ，その他の娯楽を日曜日でなく週日に行う，など 

です。 

安息日によく備えるならば，家庭内にいっそうの平安がもたらされます。 

また霊的な備えができるため，御霊の声を敏感に感じ取るようになります。 

こうしてわたしたちは，主の日を聖く過ごす者に与えられる祝福を享受でき 

るのです。 

ブロックバンク姉妹は安息日を聖く過ごすことによってどのような祝福を受けましたか。 

(平安。読書し，考え，瞑想する時間。問題解決に必要な力と知恵，子供たちへの愛。御霊の 

助け。神を近くに感じた） 

正しい礼拝，休息，奉仕 

教会の集会に出席すると，ほかにも祝福を受けます。わたしたちは，とも 

に主を礼拝することによって霊的に高められ，賛美歌を歌うことによって 

「頭に祝福」（教義と聖約2 5 : 1 2 )を招きます。また，聖餐にあずかることに 

より，世の悪や誘惑を退ける力が強められるのです（教義と聖約59: 9参照）。 

安息日を聖く過ごすと，思わぬ祝福を受けることがよくあります。あるレ 

ストランの経営者は，経済的な犠牲を払っても安息日の律法を守る価値があ 

ると信じて，日曜日に店を閉めました。彼は後に，次のように語っています。 

「日曜日に休業した年の売り上げは，これまでの 高を記録しました。…… 

その後もわたしたちは主から祝福を受け，もし日曜日にあのまま営業を続 

けていたらとうてい得られないほど，経済的にも霊的にも豊かになったので 

わたしは，末日聖徒が仕事に成功する も確かな方法は，主が命じておら 

れるように，安息日を尊ぶことであると確信しています。」（エズラ •タフ 

ト •ベンソンによる引用， “ K e e p i n g the Sabbath Day Holy" Ensign「安息曰 

を聖く過ごす」『エンサイン』1971年5月号，7) 

スペンサー •W *キンボール大管長は次のように記しています。「今日クリ 

スチヤンの住む多くの地方で，人々は聖なる安息日に，商店を開かせ，営業 

させています。これを正せるのはわたしたちです。もしわたしたちが買わな 

いようにするならば，商店は店を開けないことでしょう。どうぞこのことに 

ついてもう一度考えてください。家庭の夕べで子供たちと話し合ってくださ 
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い。もしすベての家族が今後一切，安息日に買物をしないと決心するなら， 

なんとすばらしいことでしょう力、。」（「実践の時代」『聖徒の道』1976年2月号， 

36参照） 

安息日を尊ぶならば，どのような祝福を享受できるでしょうか。安息日を尊ぶことによっ 

て受けた祝福について，自身の証を述べる。 

大管長会は次のように説明しています。「安息日は単に働きを休むだけの日 

ではありません。……安息日は聖日であり，敬虔になって礼拝をささげるベ 

き主の日です。」（大管長会声明， “TAe S a幼a t / T 02urd2 iVews「安息日」 

『チャーチ•ニューズ』1959年7月11日付，3) 

視覚資料4-c 「聖餐をとる末日聖徒」，4-d「聖文を読む女性」を見せる。 

割り当てを与えておいた姉妹に，『福音の原則J第24章の「安息日を聖く過ごすには」の中 

から安息日にすべき事柄を簡単に発表してもらう。発表の内容を黒板に書き出す。 

安息日を聖く過ごすためにほかにも何かよい方法があるでしょうか。 

安息日を聖く過ごすためにできる事柄を独身女性に発表してもらう。 

主は，安息日に休む特権がすべての人に与えられるように望んでおられま 

す。職業によっては，病院で働く人のように，毎日働かなければなならない 

場合もあります。可能なかぎり，わたしたちは働きを休み，ほかの人も休め 

るようにしなければなりません。 

日曜日に買物やレクリエ一シヨン活動をすると，安息日の祝福が得られないのはなぜでし 

ょうか。（思いがこの世的になり，天父とのつながりを弱める。習慣になりやすく，安息日を 

守れないようになっていく。買物をすれば，ほかの人を働かせることになる） 

安息日の目的を忘れないことは，主の日を聖く過ごすうえでどのように役立つでしょうか。 

(安息日がわたしたちを霊的，肉体的に祝福するために与えられたことを思い起こせば，安息 

日を聖く保ち，約束された祝福を受けたいと望むようになる） 

安息日は祝福を受けるだけの日ではありません。安息日は，ほかの人にと 

って祝福となる事柄を行い，救い主の模範に従う日でもあります。主は安息 

日に，助けを必要とする人々に手を差し伸べられました（マルコ3 : 1 - 6 ;ヨ 

ハネ9 ：13-16参照）。孤独を味わっている人は大勢います。励ましを必要と 

している人や，話し相手を必要としている人もいます。安息日はそのような 

人々を助けるための日なのです。 

まとめ 

主はわたしたちを祝福するために安息日を設けてくださいました。わたし 
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第1課 

たちが安息日に備え，その日を聖日として尊ぶならば，わたしたちは約束さ 

れた祝福を受けることができるでしょう。 

チヤレンジ 

安息日を聖く過ごすことによって得られる祝福について家族で話し合う。 

安息日をこれまでよりも聖く過ごすためにできる事柄について，家族で計画 

を立てる。日曜日を平安と安息の日として静かに楽しく過ごせるように，何 

を行うかを決める。家族に「土曜日」（『子供の歌集』105)の歌を教える。 

参照聖句 

イザヤ58章（断食および主の聖日の過ごし方） 

レビ2 6 : 1 - 1 2 (戒めを守ることに対する報い） 

ネへミヤ13 : 1 5 - 2 2 (安息日を聖別する聖徒） 

教義と聖約59 ： 9 - 2 4 (安息日を守ることにより与えられる祝福） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第24章「安息日」を読む。 

2.一人の生徒に，安息日にすべき事柄について簡単に発表する割り当てを与える。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.「土曜日」（『子供の歌集』105)をクラスで歌うため，自分で練習するか，または何人かの 

姉妹に依頼する。 

5.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 

4一 d聖文を読む女性 
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知恵の言葉 
第5課 

目的知恵の言葉を守り，他の人々も守れるように助ける。 

健康に関する啓示 
「教師の準備」の欄にある知恵の言葉のポスタ一を張る。 

知恵の言葉は健康に関する神の律法として，教義と聖約第 8 9章に記されて 

います。主はその中で，この啓示が「聖徒の中の も弱い者」にとっても益 

となるように与えられたと言っておられます。ジョセフ.スミスが知患の言 

葉として知られるこの啓示を受けた背景について，ブリガム •ヤングは次の 

ように記しています。 

「 初，預言者の塾（初期の教会指導者のために設けられた特別な塾）は， 

預言者ジョセフの家の台所の上にある小さな部屋で開かれていた。  

〔ここが〕預言者が啓示を受け，兄弟たちに訓告を与える部屋である。兄弟た 

ちは11x14フィート（3 .3X4.2メートル）程しかない小さな部屋で開かれる塾 

に出席しようと，はるばる数百キロも旅をしてやって来た。そして朝食の後 

でこの部屋に集まったとき，彼らはまずタバコに火をつけた。そしてタバコ 

の煙の中で神の王国の偉大な教義を語り合ったのである。部屋中いたるとこ 

ろでタバコの火が揺れていた。パイプのタバコがなくなると，今度はかみ夕 

バコである。このような状態だから，預言者が講義をしに部屋に入ると，部 

屋の中が煙でかすんでいることがしばしばであった。このことと，床が非常 

に汚れていつも掃除をしなければならないと妻が不平をこぼしたことから， 

預言者はこの件について思いめぐらし，長老たちがタバコを吸うことに関し 

て主に伺いを立てた。•その結果くだされたのが知恵の言葉として知られる啓 

示である0」 ( Journa l of Discourses『説教集』12:158) 

健康によいものと有害なものについて，具体的に指示を与えているこの啓 

示は，地上に住む神の子供のための健康に関する神の律法です。 

健康に関する神の律法 

食物に関する神の訓戒には，摂取すべきものとそうでないもの，注意して 

用いるものの3つが明らかにされています。 
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視覚資料5-a「肉類と乳製品」，5-b「果物と野菜」，5-c「穀類」を見せる。 

摂取すべき食物 

主は神の子供たちを助けるために律法と勧告を与えられました。そして， 

体の健康管理に関する啓示の中で，食物としてふさわしいものを明らかにさ 

れました。ジョセフ •スミスに知恵の言葉が啓示された当時，多くの人々が 

バランスの悪い食事が原因で栄養失調に苦しんでいました。無知や食生活の 

習慣上，果物や野菜の摂取が十分でないことが往々にしてありました。中に 

は肉食が中心で穀物を取ろうとしない人もいました。そのため果物や野菜， 

穀類，肉類をバランスよく食べるという主の教えは，聖徒の健康維持に大い 

に役立ちました。これらの食品をバランスよく取ることによって，人体に必 

要な栄養を摂取することができたからです。科学者がバランスのよい食事の 

大切さを認めるようになったのは，知恵の言葉がジョセフ •スミスを通して 

啓示されてから60年以上も後のことです。 

次に挙げる主の勧告に従って生活する人は，だれでも健康を増進すること 

ができるでしょう。（1)果物や野菜を取る，（2)穀類を主食にする，（3)肉 

類は控え目にし，乳製品を活用する。これら3つの食品群は基礎食品であり， 

人体に不可決な栄養素を含んでいます。 

各々の食品群の中で，わたしたちは何を利用できるでしょうか。 

黒板に「摂取すべき食物」と書き，その下に該当する食品名を列記する。 

教義と聖約89 ：10-17を読む。 

主はどのような食物を摂取するように勧めておられますか。（それぞれの季節のあらゆる草 

と果物，獣の肉と鳥の肉，穀物，つるの実） 

避けるべき物 

知恵の言葉はまた，体に取り入れるべきではない物について警告していま 

す。わたしたちが避けるように勧告されているのは，「強い飲み物」すなわち 

アルコール性飲料，たばこ，「熱い飲み物」（これが茶とコーヒーを意味する 

ことが後に啓示された）です。 

黒板に「避けるべき物」と書き，その下に該当するものを列記する。（アルコール性飲料， 

たばこ，茶，コーヒー） 

これらの物を取りたいという誘惑に打ち勝つには，どうしたらよいでしょうか。 

ジョセフ.スミスに与えられたこの啓示は，当時の習慣に反するものでし 

た。この戒めを守る健康上の理由は，まだ多くが知られていませんでしたが， 

教会員は信仰によって啓示に従いました。これらの人体に有害な物質を避ける 

41 

第1課 



42 

物  
c  

I  

5  
野  

と  

3 1 /  
身  

b  

I  

5  
品  

製  
乳  

と  
類  

肉  
a  

I  

5  



理由が科学者によって明らかにされたのは，ごく 近になってからのことで 

す。一例を挙げれば，現在のわたしたちは，アルコール性飲料が有害である 

ことを知っています。酒は人柄を変え，判断力や忍耐力を失わせ，ろれつが 

回らなくなったり千鳥足になったりして，醜態をさらすことになります。過 

度の飲酒は眠気を誘い，前後不覚に陥らせ，場合によっては死因となること 

さえあります。アルコール性飲料に耽溺する人はアルコール中毒者と呼ばれ， 

多量の酒を飲むために，特に肝臓や消化器官が冒されている場合が多く，飲 

まない人に比べて癌や潰瘍にかかりやすいとされています。女性の場合には， 

未熟児や様々な欠陥をもった子供を出産する原因にもなります。 

飲酒はこれまでに述べた肉体的な害のほかにも，数々の望ましくない結果 

を招きます。親が酔って家族に暴力をふるうなどは，よくある例です。子供 

たちはそのような親を尊敬できずに恐れるようになります。さらに収入の大 

半を飲酒代に当てるため，食費や被服費，教育費を満足に得られず，生活苦 

に陥ります。 

喫煙は癌，心臓発作，脳いっ血，慢性肺疾患の原因となります。タバコを 

吸う母親から生まれた赤ん坊は比較的小さく，病気にかかりやすい傾向にあ 

ります。気管支炎や肺炎は，タバコを吸う両親の間に生まれた子供がかかり 

やすく，喫煙しない親から生まれた子供はあまりかかりません。また，夕バ 

コを吸う親の間に生まれた子供は，成人してから慢性の肺病を患う危険が大 

きいと言われています。 

知恵の言葉が啓示された当時，コーヒーと茶は一般的な飲み物でした。そ 

れらが有害であるとは，だれも考えてもみなかったのです。しかし今では， 

コ一ヒーや茶が刺激物であることはだれもが知っています。コーヒーや茶は 

血圧を上げ，脈拍数を増し，不眠の原因になります。これらの飲料が引き起 

こす弊害については，現在さらに研究が進められています。以上のことを念 

頭に置いて知恵の言葉の章を読めば，主がこれらの物質を避けるように言わ 

れた意味がよく理解できるでしょう。 

教義と聖約89 ： 5-9を読む。 

主は現代の教会の指導者を通して，医師の指示がないかぎり，麻薬に類す 

る薬品を用いてはならないと言われました。 

5—a肉類と乳製品 

5-b果物と野菜 

5—c穀類 
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正しい食事のためのガイド 

食品群別食品構成 

食品群別食品構成に基づいて献立を作成すれば，栄養があっ 

てしかも健康によい食事を準偏することができる。 

理想的な食事は成人1人当り.1日に1200力ロリ一である。以下 

の表は世代別に見た食品群別摂取量の目安で，数字は各食品に指 

定された量を1とした場合に摂取すべき食品の数を示している。 

健康に必要な栄 

栄養素は食物に含まれている化学物質で，消化の過程で体内 

に摂取される。栄養素は体細胞の合成，生命維持，人体作用の 

調節，エネルギー源の供給に必要である。 

健康を最良の状態に保つためには，水を含めて1日に50種類 

の栄養素を摂取しなくてはならない。10種類の主な栄養素を毎 

食品群 

理想的な食品群別摂取麗 

食品群 

子供 十代 成人 妊婦 授乳婦 

？
J

類 

牛乳または 

ヨーグル卜1カップ 

カルシウムを含む食品 

*チェダーチーズ 

1 1 / 2枚（約 4 2グ 

ラム） 

プディング1カップ 

アイスクリーム 

1 3 / 4カップ 

*カッテージチーズ 

2カップ 

3 4 2 4 4 

肉類 

赤身.魚 

(いずれかを56g) 
たんばく質を含む食品 

卵2個 

*チェダーチーズ 

2切れ(56g) 
*カッテージチーズ 

1/2カップ 

豆1カップ 

ピーナツバター 

小さじ4杯 

2 2 2 3 4 

果物•野菜 
調理したちの. 
またはジュース 
1/2カップ 
生で1カップ 
(りんご中1個また 
はバナナ中1本に相 
当する） 

4 4 4 4 4 

穀類 
バン1切れ 
コーンフレーク 
1カップ 

パ ス タ . 麦 芽 . 
オ ー 卜 ミ ー ル 
1/2カップ 

4 4 4 4 4 

*チーズは乳類または肉類のどちらか一方として数える。 

4つの食品詳に厲さない食品を補足的に取ることは差し支えな 

ぃが，4つの食品群に«する食品の代用としてはならなぃ。分量 

は個人の热量必要量によって決める。 

©1977,Nadonal Dairy Council,Rosemont 

全国酪産物協議会，ローズモント，第4版 

資料提供：National Dairy Cuncil (「全国酪産物協議会」） 
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栄養素 食品 

たんぱく霣 肉 •魚 

豆 

卵 

チーズ 

牛乳 

炭水化物 コーンフレーク 

じゃがいも 

豆 

とうもろこし 

バン 

砂糖 

脂肪 シ3— トニング，油m 
バター，マ一ガリン 

サラダドレッシング 

ソーセージ 

ビタミンA (レテイノール） レバ一 

人参 
サツマイモ 
緑色野菜 
バター，マ—ガリン 

ビタミンC 
(アスコルビン酸） 

ブロッ3リ一 

オ レンジ 

グレープフルーツ 

パパイヤ 

マンゴー 

いちご 

チアミン（B1) 豚肉の赤身 
ナッツ 

コーンフレーク 

IJポフラビン（B2) レバ一 
牛乳 
ヨーグルト 
力ッテージ"7"―ス 

ナイアシン レバ一 

肉類，魚 
ピーナッツ 

コーンフレーク 

カルシウム 牛乳，ヨーグルト 

チーズ 

イワシ，サケ（骨ごと〕 

西洋あぶら菜 

ちりめんキャベツ 

からし菜，かぶの葉 

鉄分 でん粉 
ブルーンジュース 
レバー 

豆 

肉の赤身 
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エネルギー 体細胞の生成 _ 肉体作用の調節 

lgにつき4カロリー 筋肉’血液骨などの体細胞のを構成酵素’ホルモン，消化液，細菌の感 

する。体細胞の成長を促し，健康を 染を防ぐ抗体をつくる。 

維持する。 

lgにつき4力ロリ一 たんぱく質が体細胞の健康維持に使精製されていない食物（果物’野菜’ 

干枢神経系の主なエネルギー源 われるように，エネルギーを供給す穀物）に含まれる繊維は，排泄作用 

る。 を促す。脂肪の吸収を助ける。 

lgにつき9カロリー 体細胞を構成し，主要な脂肪酸を合 脂溶性ビタミン（A, D, E, K ) を 

®する。 溶解し，吸収をよくする。 

皮膚，鼻孔および腸などの腔や気管 網膜細胞の感光色素（視紅）の生成 

を覆う粘膜の合成，維持を助け，病 に必要で，光觉に関係する。目の組 

気に対する抵抗力を強める。 織の健康を促す。 

体細胞を結合させる膠原質などを生 鉄分の吸収を助ける。 

成する。一これによって血管を強め， 

傷口や骨折の回復を速め，病気に対 

する抵抗力を強める。 

エネルギーの代謝に閲係する。 補酵素の成分として新陳代謝に閲係 

する。 

食欲増進。 

神経の働きを調節する。 

エネルギーの発生に関係する。 酵素の構成成分として，細胞の物質 

代謝に関係する。 

皮膚，目の健康を促進し視力をよく 

する。 

エネルギーの発生に関係する。 補酵素の成分として’脂肪の合成， 

呼吸作用，炭水化物の吸収に関係す 
る。皮膚，神経，消化器官の健康を 
促進する。消化を助け，食欲を増進 
させる。 

たんぱく質の中に含まれるミネラル 血液の凝固を助ける。筋肉の収縮作 

と結合して骨や歯をつくる。 用を增す。刺激に対する神経の感受 

性を鎮静する。 

たんぱく質と結合してヘモグロビンヘモグロビンは血液中に含まれる赤細胞の中に含まれ’酵素の一部とし 

を合®する。 い色素で’細胞に酸素を送り，代わて作用する。 

りに二酸化炭素を運び出す働きがあ 

る。貧血ならびに，貧血による疲労 

を防ぐ。病気に対する抵抗力を強め 

る。 

日の食品から適切に摂取するならば，ほかの40種類の栄養 

素も体内に必要な分は摂取できると言われている。 

一つの食品から50種類にも及ぶ栄養素をすべて摂取する 

ことはできない。また栄養素の多くはほかの栄養素と同時 

に作用する。したがって，様々な種類の食物を使った食事 

を準備することが大切である。以下の表には10種類の栄養 

素とそれを含む食品，および人体に及ぼす影響が明記され 

ている。 



健康の律法がちたらす祝福 

主は知恵の言葉を守る人に祝福を与えると約束されました。そして，4つの 

具体的な祝福について述べておられます。 

教義と聖約89 ：18-21を読む。 

4つの祝福として何が挙げられていますか。（健康，知恵と知識，体力，滅ぼす天使が過ぎ 

越すこと） 

黒板に「知恵の言業を守る人に与えられる祝福」と書き，その下に答えを書く。 

健康な体はなぜ必要なのでしょうか。主がわたしたちに健康な体を持つように望んでおら 

れるのはなぜですか。 

多くの人は，知恵の言葉を守ることによって健康になっています。クララ 

兄弟は5年間の捕虜生活を送った後に重い病気にかかり，3年間を病院と療養 

所で過ごしました。しかし，医師の手には負えないことが分かると，自宅に 

返されてしまったのです。手当てのかいもなく，1日巾寝たきりの生活が続き 

ました。やがて宣教師から福音を教えられたクララ兄弟は，知恵の言葉を受 

け入れ，それまで常用していたコーヒーやタバコをやめました。すると次第 

に彼の健康は回復し，数か月もすると想像も及ばないほどの回復を見せたの 

です。呼吸困難やせきに悩まされることもほとんどなくなりました。彼はも 

う一度働く決心をしました。するとすぐに就職口も見つかりました。彼は神 

権者から祝福を受け，数年後には完全に病を癒すことができたのです。クラ 

ラ兄弟は知恵の言葉に従ったために祝福され，健康の喜びを味わうことがで 

きました。（ロ デメズ •クララ夫人， " A f t e r Five Years in a Nazi Camp, He 

^as Regarded Incurable" Ensign「不治の病と宣告されて」『エンサイン』 

1972年12月号，23参照) 

自分や家族は知恵の言葉を守ることによって，健康面でどのような祝福を受けていますか。 

知恵の言葉に従っていても，健康状態がすぐれず，その理由が分からない 

こともあります。しかし，それでもなおわたしたちは知恵の言葉に従うこと 

が大切です。すぐには何が祝福か理解できないかもしれませんが，主の戒め 

に従うならば，必ず祝福を受けることができます。知恵の言葉が啓示された 

当時，これは戒めではなく，単なる勧告と見なされていました。後にブリガ 

ム •ヤングが主の代弁者として召されてから，新たに戒めとして加えられた 

のです。今日，知恵の言葉はすべての末日聖徒が守るべき戒めとされていま 

す。1942年10月の総大会で，当時の大管長会は，次のように強調しています。 

「これは健康に関する神の律法であって，すべての末日聖徒に対して拘束 

力を持つものです。わたしたちはその適用を免れることはできません。この 
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律法は永遠の真理に基づいているからです。」 ( M e s s a g e s of the First 

iYes/dency『太管長会メッセージ』第6巻，172) 

知恵の言葉を守ることは，時として容易ではありません。習慣を変えるの 

は難しく，周囲の人に反する行動を取るとプレッシャーを感じるからです。 

しかし主の健康の律法に従うならば，自制心や自尊心が高まるばかりでなく， 

ほかの戒めを守る能力も増大します。 

「一人の末日聖徒の青年が駐屯地に入ってきた。不器用そうな男であった。 

……観兵式の後，何事にも控え目の彼が，隊長から執務室に来るように言わ 

れた。隊長は，『実は君のことが目に留まったのだが，君はモルモンだね』と 

言った。 

『はい，隊長。』 

『ところで，君と近づきになりたいと思ってね。ビールで乾杯といきたい 

のだが。』 

『自分は酒を飲みません。』 

『では，たばこを一服どうかね。』 

『自分はたばこも吸いません。』 

隊長は不愉快な面持ちで，彼に下がるように命じた。 

彼が兵舎に戻ると，幾人かの下級士官が腹立たしげにこう言った。『おまえ 

はばかだなあ。隊長の顔に泥を塗るようなことをして。隊長はおまえと近づ 

きになろうとしたんじやないか。』 

すると若い末日聖徒はこう答えた。『もし自分の理想や末日聖徒に対して 

不実な態度を取るように強いられたら，そして，すべきでないと今まで教 

えられてきたことを行わなければならないとしたら，わたしは軍隊をやめ 

ます。』 

後に世界大戦のさなかに，陸軍大佐に昇進していたかっての隊長は…… 

〔重大な任務のために兵士を一人探していた。絶対に信頼のおける，品性の立 

派な人物が必要だった。〕この陸軍大佐は，_分の面前で勇気を持って『酒も 

たばこものみません』と断言した青年を選び，特別任務を与えたのである。」 

(ヒュー • B •ブラウン， “ 4 Time of Testing" Improvement Era「試しの時」 

『インプルーブメント.エラ』1969年6月号，98) 

知恵の言葉を守ろうとするときに，どのような問題に直面しますか。 

誘惑を退け，断固たる態度で知恵の言葉を守り通すために何ができるでしょうか。 

わたしたちは知恵の言葉を，単に肉体的，物質的な祝福をもたらす戒めと 

して考えるべきではありません。主は，あらゆる戒めは霊にかかわるもので 
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あると言われました。 

知恵の言葉を守ることによって，霊的な面でどのような祝福が得られるでしようか。（神殿 

に参入する，聖なる御霊と一致する，個人の物心両面にわたる啓示を受ける，頭脳が明晰に 

なる，霊的な活動に参加するときふさわしいと感じる） 

知恵の言葉を守ることは，ほかの戒めを守るうえでどのように役立つでしようか。（パプテ 

スマに備える，集会に出席する決心を強める’神殿に参入できる，天父の求めておられる事 

柄を行うための肉体的，霊的な備えができる） 

ほかの人を助ける 

わたしたちは，知恵の言葉を守ろうと努力している人に対して寛大な態度 

で接する必要があります。知恵の言葉を守りやすい戒めであると思っている 

人もいれば，そうでない人もいるからです。わたしたちは皆，戒めを守れな 

いでいる人に対してよい影響を与えることができるよう天父に導きを求める 

必要があります。わたしたちの模範や励ましが家族や友人，新会員の助けに 

なることが往々にしてあるのです。 

末日聖徒のイボン *レンプ姉妹は，知恵の言葉を守るときに模範を示すこ 

との大切さについて，次のような体験を語っています。 

「その披露宴の席で，知人と言えば花婿とその母親の二人きりでした。彼 

女とは同じ病院に勤めて以来の友人でした。 

わたしは新郎新婦を祝福し，披露宴に列席している人全員に一通りあいさ 

つを述べると，部屋の向こう側に空席があるのに気づき，あわてて着席しま 

した。 

『パンチをお飲みになりますか』という一人の少女の問いかけにわたしは 

『いいえ，今はけっこうです』と答えました。 

リフレッシュメントには，ケーキとアルコール入りのパンチが出されまし 

た。パンチの所には大勢の人が詰めかけ，列ができていました。人々はガラ 

スの器から大きなグラスにパンチを注いでいました。そしてテーブルの端の 

方には，パンチ入りの小さな容器と，取っ手に風船をつけたコップが置いて 

ありました。これは子供用に用意されたもので，中にはアルコール分の含ま 

れていないパンチが入っていました。 

『こういうときアルコールの入っていないパンチが隅の方に追いやられる 

のはなぜかしら。』わたしは，いささか不思議な気がしました。 

どれほどのどを潤したいと思ったことでしよう。でも風船の付いたコップ 

を手に，アルコールの入っていないパンチを飲むのは何とも気の引けること 

でした。そこには，小さな子供たちが列を成して，順番を待っていました。 

わたしはそのとき，ほんの一瞬アルコール入りのパンチを手にしようかしら 
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と思いました。もちろん，飲む気はしませんでしたが。そんなことを考えな 

がらわたしが立っていると，だれかが『パンチをどうぞ』と，わたしに声を 

かけてくれました。 

『いいえ今はけっこうです』わたしは先ほどと同じように答えて，また席 

に着きました。たった一杯ぐらいどうってことないわ。そうは思っても，そ 

れがいけないことは百も承知でした。ですから，改めて飲めない理由をくど 

くど考えるつもりはありませんでした。わたしは，つい先週訪問教師が言っ 

ていた言葉を思い出しました。わたしたちは自分の周囲に仕かけられた罠に 

気づかないことがあるので，どんなささいなことにも妥協してはならないと。 

先に食べたケーキがのどにつかえて息が詰まりそうになったわたしは，とに 

かくどちらかに決めなければなりませんでした。 

わたしは立ち上がって，戸惑いながらもアルコール入りパンチの方へ歩い 

て行きましたが，また思い直して席にもどって来ました。 

る、の中は激しく葛藤していました。わたしがもう少しで何をするところだ 

ったか想像がつくと思います。 

わたしは席に着くと，賛美歌『選べ，正義を』のメロディ一を口ずさみ始 

めました。何がわたしにこの曲を思い起こさせたのでしょうか。わたしは， 

急に勇気が湧いてくるのを感じて，席を立つと子供たちに混じってパンチの 

列に並んだのです。 

だれかがわたしの肩にそっと触れて，尋ねました。『レンプ姉妹，これは子 

供用のパンチですか。』 

『あら，ネイル。あなたも来ていたの。ええ，もちろんそうよ。』彼の顔は 

恥ずかしそうに笑っていましたが，目は輝いていました。わたしたちは風変 

りなコップを手にパンチを飲みながら楽しい一時を過ごしました。ネイルの 

コップにはミニーマウスの絵の風船が付いていました。それから少しして， 

ネイルの友人たちがやって来ました。そして一人の少年が次のように言った 

のです。『僕たちがここに着いたとき，ネイルが姉妹を指して，ワードの福音 

の教義クラスの教師をしていることを教えてくれました。僕たちが「アルコ 

—ル入りのパンチを飲もう」って言ったら，彼にひどくしかられてしまって。 

姉妹のよい模範に従わなくてはだめだ，自分が何者かを忘れてはだめだって 

彼が言うんです。それにもし僕たちがそんなことをしたら，姉妹がお母さん 

に言うに決まってるって。』 

わたしは体中の力が抜けていくのを感じました。わたしはもう少しで罠に 

陥って，多くのものを失うところだったのです。わたしはとにかく早く家に 

帰って，神が与えてくださった特別な助けに心から感謝の祈りをささげたい 
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と思いました。そして，二度と知恵の言葉のことでちゅうちょはしないと思 

いました。 

ネイルはあのとき，1週間前に伝道の召しを受けたばかりでした。そしてあ 

の結婚式の日の2日後に，不慮の事故に遭い，特別な伝道に召されたのです。 

彼の任地が変わっただけで，伝道に召されたことに変わりありません。ネイ 

ルは，容貌も能力も道徳面でも人並はずれた青年で，すばらしい働きを残し 

ていきました。わたしはネイルの信頼を裏切らなかったことを，これからも 

ずっと感謝し続けるに違いありません。」（イボン•レンプ，“Temptat ion in 

a Punch Bowl" Ensign「パンチの誘惑」『エンサイン』1977年4月号，61-62) 

ある姉妹は2 0年以上も教会に来ていなくて，その間ずっとたばこを吸って 

いました。それでも監督から教会の責任に召されてから，教会での奉仕を通 

して，次第に証を取り戻していきました。彼女は喫煙の習慣についてどう感 

じたか，またそれをどのように克服したか話しています。 

「わたしはたばこをやめることができない自分に対して，いつも情けない 

気持ちを抱いていました。教会の活動に参加するようになってからは，その 

思いがいっそう強まり，たばこを吸うのが……耐えられなくなりました。 

ワードの会員の大半は，たばこのことを知っていましたが，だれもわたし 

をとがめたりはしませんでした。わたし自身はたばこを吸うことをひどく気 

にしていたので，ほか人から白い眼でみられているのではないかと思って， 

聞き耳を立てたりしましたが，だれ一人としてわたしがふさわしくないと言 

う人はいませんでした。あのとき批判めいたことを言われていたら，まだ証 

が弱かったので，信仰を失っていたと思います。しかし，だれからも言われ 

ませんでした。 

そのうち自分にだんだん自信がついて，たばこをやめる努力をするまでに 

なりました。」 

ブラック姉妹は，次のように結んでいます。 

「わたしはワ一ドの会員が示してくれた真の末日聖徒の模範に心から感謝 

しています。この思いは決して忘れないと思います。夫とわたしは，会員た 

ちの信仰と愛と祈りによって励まされ，ふさわしい状態に立ち返ることがで 

きたのです。また，わたしたちを見捨てることなく，常に変わらぬ愛を示し 

てくださった天父に心から感謝しています。」（カエ•ブラック，“ I Had to 

Quit Smoking" Ensign「たばこをやめなくてはなりませんでした」『エンサ 

イン』1977年4月号，62-63) 

人々が知恵の言葉を守れるように助けるために，何ができますか。 

若人たちが知恵の言葉を守ろうとするとき，どのような誘惑を受けますか。 

子供たちがこうした誘惑に立ち向かえるように，母親としてどのように助けたらよいでし 
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ようか。 

まとめ 

教義と聖約第 8 9章（知恵の言葉）は，神が人のために与えられた健康の律 

法であり，摂取すべき食物と避けるべき物質について具体的に挙げています。 

わたしたちはこの戒めを守るならば，大いなる祝福を受けると約束されてい 

ます。今日，知恵の言葉を守る理由が科学的に立証されているとはいえ，わ 

たしたちは知恵の言葉によって，自分がどれだけ主の命じられたことに従っ 

て健康な生活をしたいと望んでいるかが試されます。わたしたちがこの律法 

に従って模範を示すならば，ほかの人々も従うようになり，約束された祝福 

を受けることでしよう。 

チヤレンジ 

知恵の言葉にさらに忠実に従うために，改善すべき点がないかどうか反省 

する。ほかの人々がこの戒めを守れるように助ける方法を祈り求める。 

参照聖句 

レビ10 ： 9 (ぶどう酒と濃い酒を飲んではならない） 

箴言2 0 : 1 (酒は人をあざける者とする） 

創世1 : 2 9 (草と実を結ぶ木は食用として与えられた） 

教義と聖約 4 9 : 1 9 (獣は人の食用として与えられた） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.レッスンの始めに以下のポスターを貼る。 

知恵の言葉 

「健康に関する神の律法」 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.『福音の原則』第29章「主の健康の律法」を学ぶ。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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什分の一とささげ物 

目的什分の一の律法に対する理解を深め，さらによくこの律法に従って生 

活する。また，什分の一以外の教会へのささげ物の価値を理解し，惜 

しみなくささげることの大切さを知る。 

什分の一の律法とは 

什分の一の律法は主から与えられた戒めであり，わたしたちが受けたもの 

の一部を主にお返しできるように備えられた主の計画です。わたしたちはバ 

プテスマを受けたときに，主のすべての戒めを守ると聖約しました。そして， 

聖餐を受ける度に，その聖約を新たにします。什分の一を納めることは，主 

と交わした約束の大切な部分を実際に果たすことです。 

視覚資料6-a「収入」を見せる。 

完全な什分の一とは何かという質問をよく耳にします。 

かつての管理監督はこれについて次のように語っています。「仕分の一とは， 

その言葉通りまさしく10分の1である。給与所得者の場合は全給与の10分の1 

がそれである。農家も同じく実収入の10分の1であり，また農家の場合，家族 

の生計を支えるために使用した農産物の10分の1も含まれる。これは公正にみ 

て当然要求されるものである。なぜなら，そのほかの人は，家族を養うのに 

必要な食物等を実収入で賄っているからである。」（ジョセフ• L •ワースリ 

ン，Goufcrcncc Report『大会報告』1953年4月，98より引用，ヘンリー• 

D •テ一ラ一「わたしは恵みをあなたがたに注ぐ」『聖徒の道』1974年12月号， 

572) 

実収入とは，粗収入から経営費を差し引いた分の収入であることを説明する。 

什分の一は監督または支部長に納めます。ワードや支部が組織されていな 

い地域では，地方部長，ステーク会長，あるいは伝道部長に納めます。書記 

に召されているメルキゼデク神権者は，納められた献金を記録し，領収書を 

発行します。 

視覚資料6-b「什分の一•献金票」を見せる。 

6 - a 収 入 
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10分の1主のもの 

10分の9あなたのもの 

あなたの収入 

6 - a 



わたしたちは年末に，個人または家族として監督（または支部長）から特 

別な面接を受けることになっています。これは「什分の一年末面接」と呼ば 

れ，監督と献金した本人とで年間の献金記録を見直します。そのとき，わた 

したちは什分の一を完全に納めたかどうかを監督に報告します。ワードや支 

部が組織されていない地域に住んでいる教会員は，地方部長，ステ一ク会長， 

あるいは伝道部長からこの面接を受けます。 

神権指導者から神殿に參入するための推薦状を発行してもらうには，什分 

の一を正直に納める必要があります。また，男性が神権の昇進を受けるとき 

も，この点が考慮されます。什分の一を正直に納めることは，すべての末日 

聖徒が守るべき大切な戒めです。 

従順は祝福をちたらす 

七十人第一定員会のバーナード • P •ブロックバンク長老は，什分の一の 

律法を守るように励まされたときの経験を次のように語っています。 

「何年も前に，子供がまだ小さかったころ，わたしたち夫婦は経済的に非 

常に苦しい状態にあって什分の一と他の献金を正直に納めていませんでし 

た。わたしたちは教会に出席していたし，主を愛しているつもりでした。し 

かし，ある日妻はわたしにこう聞きました。『あなたは神を愛していますか。』 

それでわたしは『愛しているよ』と答えました。 

『食料品店の主人を愛する以上に，神を愛していますか。』 

『食料品店の主人以上に，神を愛しているつもりだよ。』 

『でもあなたは，食料品店の主人には支払いをしたわ。あなたは家主を愛 

するのと同じように，神を愛しているかしら。』さらに妻は続けてこう言いま 

した。『第一の大切な戒めは，神を愛することでしょう。でも，わたしたちは 

什分の一を納めていないのよ。』 

わたしたちは悔い改めて，什分の一を納めました。すると主は天の窓を開 

いて，わたしたちに祝福を注いでくださいました。わたしたちは，主に什分 

の一を納め，ささげ物をすることを大きな特権であると考えています。 

主に正直でなかったとき，わたしたちは混乱し，困難や問題が生じていた 

のです。」("Love of God" Ensign「神の愛」『エンサイン』1971年6月号，86) 

主は什分の一の律法を守る人々に，物心両面の祝福を約束しておられます。 

聖文にはこのように記されています。 

「わたしの宮に食物のあるように，十分の一全部をわたしの倉に携えてき 

なさい。これをもってわたしを試み，わたしが天の窓を開いて，あふるる恵 

みを，あなたがたに注ぐか否かを見なさいと，万軍の主は言われる。」（マラ 
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キ3 ：10 ； 3 ：11—12参照） 

什分の一を納める人に主は何を約束しておられますか。教義と聖約64 ： 23を読む。 

什分の一を完全に納めるならば，ほかにどのような祝福を受けることができますか。（主が 

約束されたように’什分の一を納める者は主の再臨の時に火で焼かれることはない） 

ジヨセフ •F •スミス大管長は，母親が什分の一の戒めに従順であったた 

めに家族が受けた祝福について語っています。 

「わたしは子供のころに起こったある出来事をはっきりと覚えている。わ 

たしの母は未亡人であったが，大勢の家族を養っていた。ある春のこと，じ 

ゃがいもを貯蔵していたむろを開けると，母はわたしたち兄弟に 良のじゃ 

がいもを一荷取り出すように言った。そしてそれを，什分の一管理事務所へ 

持って行った。この季節にはじゃがいもはほとんど出回っていなかった。当 

時わたしはまだ小さかったが，その荷車を引いて行った。わたしたちが什分 

の一管理事務所の階段のところで荷車からじゃがいもを降ろそうとしている 

と，一人の事務員が出て来て母に言った。『スミス夫人，あなたが什分の一を 

納めなければならないなんてあんまりだ。』……彼は，母が什分の一を納めよ 

うとしていることをしかって，母に賢明でないし分別もないと言った。その 

うえ’もっと強くて働くことのできる人が何人も什分の一管理事務所から援 

助を受けていると言った。すると母は彼に向かってきっぱりと言った。…… 

『……とんでもないことです。あなたはわたしから祝福を取り上げようとなさ 

るのですか。什分の一を納めなければ，主はわたしに祝福をくださいません 

わ。わたしが什分の一を納めるのは，それが神の律法だからというだけでは 

ないんです。そうすることによって祝福が得られるからです。什分の一やそ 

のほかの律法を守れば，必要なものに恵まれ，家族を養って行けると信じて 

いるのです。』……母は神の律法に従ったので栄えた。母は家族を支えるため 

に，豊かに恵まれた。わたしたちは，ほかの多くの人ほど物資に窮すること 

はなかった。……この未亡人は神の宮の特権を受ける資格があった。彼女は 

神の律法に従順であって，いかなる福音の儀式も拒まれることはなかった。」 

(『福音の教義』221 -22) 

スミス姉妹はどのような祝福を受けましたか。「いかなる福音の儀式も拒まれることはなか 

った」とはどういう意味でしようか。（神殿に参入できた）スミス姉妹の模範によって，子供 

はどのような影響を受けましたか。 

わたしたちは次の言葉を常に忘れないことが大切です。「主は必ず約束を守 

られます。主は戒めに従う人に天の窓を開き，恵みを注いでくださいます。 

……それらの祝福は，金銭や物質的な方法でもたらされるかもしれません。 
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また霊感あふれる経験によって，あるいは力や平和や慰めを受けることによ 

って，実現するかもしれません。主の約束は必ず成就するのです。」（ヘンリ 

一 • D .テーラー「わたしは恵みをあなたがたに注ぐ」『聖徒の道』1974年12 

月号，573) 

物質面だけでなく霊的な面での祝福を認めることが大切なのはなぜでしょうか。（わたした 

ちは天父にすべての祝福を感謝しなくてはならない。霊的な祝福を実感することによって， 

その祝福を得られた理由が分かり，どうすればさらに祝福を受けられるか理解できる） 

什分の一を納めることによって，自分自身や家族はどのような祝福を受けましたか。 

ささげ物とは 
視覚資料6-c「什分の一の用途」を見せる。 

割り当てておいた姉妹に，『福音の原則』第32章の中から献金の用途について，2分以内で 

報告してもらう。 

十二使徒定員会のボイド • K •パッカ一長老は，二人の宣教師の経験につ 

いて次のように話しています。宣教師たちは，求道者の家族が突然パプテス 

マを受けたくないと言い出したので，そのことを支部長に報告しました。 

「什分の一についてのレッスンを受けてから，父親はそれ以後の宣教師と 

の集会をすべて断ってしまったのです。…… 

数日後，支部長は長老たちに話して，その家族をもう一度訪問するとき自 

分も同行させてくれるように頼みました。 

『教会には入らないことになさったそうですね。』支部長は父親に話しかけ 

ました。 

『そのとおりです。』 

『什分の一がその原因ということを長老たちから聞いていますが。』 

『ええ，そうなんです。それまで宣教師の方は什分の一のことについて話 

してくださいませんでした。それでそのことを知ったときに「十分の一なん 

てあまりにも法外な要求だ。今までわたしの行っていた教会では，一度だっ 

てそのようなことを求められたことはないのに」と言いました。十分の一と 

はあまりにも多すぎます。ですから，教会には入れないんです。』 

『断食献金についてはお聞きになりましたか。』 

『いいえ。それは何ですか。』 

『わたしたちの教会では毎月2食の食事を断って，その食事に相当する金額 

を貧しい人のために差し出すのです。』 
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『そういうことについて宣教師の方は教えてくださいませんでした。』 

『では，建築資金についてはお話しましたでしょうか。』 

『いいえ。それは何ですか。』 

『教会ではみんなで助け合って礼拝堂を建てます。ですから，あなたも教 

会員になられたら，金銭と労働の両方の面で参加したいと思われるでしょう。 

ついでながら申し上げますと，今わたしたちは新しい礼拝堂を建築中なんで 

すょ J 

『初めて伺いました。でも宣教師の方はお話しになりませんでしたよ。』 

『福祉プログラムについては説明したでしょうか。』 

『いいえ。どういうことですかそれは。』 

『そうですね。わたしたちはお互いに助け合う必要があると考えています。 

もしだれか経済的に苦しい人や病気の人，失業している人，困っている人が 

いれば，わたしたちはいつでも援助の手を差し伸べることができるのです。 

教会にお入りになれば，あなたにも援助していただくことになると思いま 

すが。』 

『そういうことは初めて伺いました。』 

『そうですか。什分の一のようなほんの小さなことで心が変わるようであ 

れば，はっきり言って，あなたはまだこの教会に入る準備ができていません。』 

支部長はこの父親との別れ際に，ふと思いついたようにこう言いました。 

『あなたは人々がなぜこういったことを喜んで行うのか不思議に思ったこ 

とはありませんか。わたしたちは什分の一や献金をすべて納め……それを大 

きな特権と考えています。その理由がお分かりになれば，あなたは高価な真 

珠を買うことでしょう。しかしそれはあなたが決めることです。わたしはた 

だ，そのことについて祈ってくださればと思います。』 

数日後，その人は支部長の家を訪れました。彼は家族のパプテスマの日を 

決めに来たのでした。」（「多く与えられる者は多く求められる」『聖徒の道』 

1975年3月号，146 - 47参照) 

什分の一のほかにささげ物をすることが大切なのは，なぜでしょうか。（天父が与えてくだ 

さったすべてのものに感謝していることを表すため’天父や兄弟，姉妹に愛を示すため） 

態度が大切である 

什分の一やささげ物は，心から喜んで納めることが大切です。聖文にはこ 

うあります。「惜しむ心からでなく，また，しいられてでもなく，自ら心で決 

めたとおりにすベきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。」 

(2コリント9 ： 7) 

だれかがあなたに渋々何かをくれたとしたら，どのような気持ちがしますか。 
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十二使徒定員会のマシュー.カウリー長老は，什分の一の精神を持つ善良 

なマオリの姉妹について次のように語っています。 

「ニュージーランドには，わたしが母親のように慕っている小柄な女性が 

いました。彼女とは，わたしがまだ青年のころ伝道に召されていたときから 

の知り合いでした。当時，彼女はわたしを息子と呼んでいましたが，わたし 

が管理者として再びニュージーランドに戻ってからは，長老と呼ぶようにな 

りました。 

さて，わたしはあるとき，その近隣を訪ねるときはいつもしているように， 

この小柄で気品のある姉妹を訪れました。年は80を越え，目が見えませんで 

した。彼女は教会の支部がない地域に住んでいて，宣教師が訪問する以外に 

神権者と会うことはなかったのです。 

わたしは彼女の方に歩み寄り，マオリの方法で挨拶をしました。彼女はか 

すかな火をたよりに裏庭に出ていました。わたしが手を差し出して握手をし 

ようとすると……『わたしと握手をしないでください』と言いました。 

『おや，手が少し汚れているようですね。でもわたしは喜んであなたと握 

手がしたいのです。そうしていただけませんか。』 

『いいえ，まだできません。』彼女はそう答えると四つんばいになり，自分 

の小さな家の方にはって行きました。そして家の角に置いてあったくわを手 

にすると，今度は距離を測りながら別の方向にはって行ったのです。目当て 

の場所にたどり着くと，手にしたくわで土を掘り始めました。やがて何か硬 

い物にぶつかる音がしました。彼女は両手で土をかき出し，ガラスのつぼを 

取り出しました。その果物つぼを開けると，中に手を入れて何かを取り出し， 

わたしに渡しました。それはニュージーランドの貨幣でした。アメリカの貨 

幣に換算すれば，おおよそ百ドルに相当するでしょう。 

彼女は言いました。『これはわたしの什分の一です。さあ，これで神の神権 

者と握手することができます。』 

『あなたはこんなに多くの什分の一を納めなくてもよいのです。』 

『ええ，そのことは分かっています。今，それを納める義務はありません 

が，前もって幾らかでも納めておきたいのです。神の神権者がこちらにまた 

いつ来られるのか分かりませんので。』 

わたしは体をかがめ，額と鼻を彼女の額と鼻に押しつけました。わたしの 

あふれる涙が，彼女のほほを濡らしました。」（ヘンリー• d •テーラー「わ 

たしは恵みをあなたがたに注ぐ」『聖徒の道』1974年12月号，573) 

この女性が什分の一とささげ物を差し出したとき，カウリ一長老が涙を流したのはなぜで 

しようか。什分の一とささげ物は，なぜ喜んで納めなくてはならないのですか。 
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デビッド • 0 .マッケイ大管長は，かつてこのように語りました。「ほかの 

人を助け，義を追い求めるために，心から感謝して什分の一を納める人は報 

いを受けます。与えることを通して，実際に祝福を得ているからです。」 

(“The Tenth Part" Improvement Era「什分の一」『インプルーブメント• 

エラ』1956年10月号，701) 

教会の兄弟姉妹に，什分の一やささげ物を通してどのように愛を示すことができるでしょ 

うか。また，主に対してはどうでしょうか。 

まとめ 

天父はわたしたちが必要としている事柄を御存じです。主はすべてを承知 

のうえで，次の戒めと約束をお与えになりました。「まず神の国と神の義とを 

求めなさい。そうすれば，これらのものは，すべて添えて与えられるであろ 

う。」（マタイ6: 33) 

正直に什分の一を納め，ささげ物をささげることは，天父に愛を示し，こ 

の地上に神の王国を築くために喜んで奉仕したいという気持ちを表す重要な 

方 法 で す 。 ジ ョ セ フ ス ミ ス 大 管 長 は 次 の よ う な 勧 告 を 与 え て い ま す 。 

「この原則（什分の一）によって，この教会の会員の忠実さがはかられる。こ 

の原則によって，神の王国を支持している人と反対している人が分かる。」 

(『福音の教義J 218) 

わたしたちは什分の一とささげ物を正直に心から喜んでささげるとき，与 

えられた数々の祝福に感謝していることを天父に表すのです。 

チヤレンジ 

主の戒めに従って什分の一を納め，マラキ3 ：10に約束されている祝福を受 

ける。言葉と行いにより，子供たちに什分の一の原則を教える。 

参照聖句 

マタイ 6 : 1 — 4 (へりくだってささげる） 

使徒2 0 : 35 (受けるよりは与える方が幸いである） 

教義と聖約11 9 : 4 (什分の一は永続的な律法である） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第32章「什分の一とささげ物」を学ぶ。 

2.生徒に聖典を持参するように言う。 

3.『福音の原則』第32章の190ページ「什分の一と献金の用途」について2分間で発表するよ 
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う，一人の姉妹に割り当てる。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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目的正直になる。 

正直であるべきことを信じる 
黒板に「正直であるべきことを信じる」（信仰箇条1:13)と書く。 

正直であるとはどういうことでしょうか。（生徒の答えを黒板に書く） 

次の話は，正直の意味をよく物語っています。 

ベネズエラのカラカス第3支部のルーベン •ダリオ.パチェ才支部長は，家 

族で神殿に参入したいと強く望んでいました。「彼の家族は多大な犠牲と霊的 

な準備の末，ようやく神殿に行く費用を得ることができました。パチェ才支 

部長は500ドルを下ろすために，娘を銀行にやりました。彼は次のように語っ 

ています。『妻はお金の入った封筒を受け取ると，中を確かめずにそのままに 

しておきました。出発の前夜のことです。わたしはお金について尋ねてみて， 

初めて封筒が妙に重いことに気づきました。中味を数えてみたところ，4065 

ドルも入っているではありませんか。ただ驚くばかりでした。レシートには 

500ドルとしか打っていませんでしたから，銀行側にしてみれば，3500ドル以 

上もの損をしたことになります。 

その夜，家に来ていた教会外の友人たちは，合衆国への旅を楽しむために 

そのお金を使うようにわたしを説得しようとしました。わたし自身，そのよ 

うな大金を目にしたことはありませんでした。けれども，きっぱりとこう言 

いました。「この金を持っているわけにはいかないよ。これはわたしたちのも 

のではないのだからね。わたしたちが旅行に行くのは，神殿に行って主と聖 

約を交わすためだ。それなのに不正直な態度を取ったりしたら，聖約を交わ 

す意味がどこにあるって言うんだい。」 

わたしたちはそのお金を銀行に返しました。銀行では，その額が紛失して 

いることに気づいてはいましたが，だれに支払ったのか記録がありませんで 

した。その日，銀行員の幾人かに尋ねられました。「なぜ返しに来られたので 

すか。だれもあなたがお金を持っていることを知らないのに。」わたしの答え 

はこうでした。「それはわたしが末日聖徒だからです。」』」（マリオ•エチ 

ヱベリ，“Venezuela” Ensign「ベネズエラ」『エンサイン』1977年2月号，30) 
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主と聖約を交わすことについて語ったパチヱオ支部長の言葉には，正直さがどのように表 

れていますか。 

彼の行いには，正直さがどのように表れていますか。 

パチヱオ支部長の言葉と行いには，自分自身や主に対する正直さがどのように表れていま 

すか。 

ブリガム •ヤング大管長は次のように語っています。「正直でありなさい。 

聖徒であると自称しながら，正直でない者は災いである。正直な行いは，正 

直な心から生まれる0」（スペンサー.W .キンボール，Fa i th Precedes the 

Miracle『奇跡に先駆ける信仰』234より引用） 

出エジプト20 ：15-16 ；教義と聖約42 ： 20-21，27を読む。 

主は，わたしたちが私生活や対人閨係において正直であるように戒め，次 

のように言っておられます。「あなたは盗んではならない。」（教義と聖約59 ： 6) 

不正直——サタンの武器 

サタンは，天父が与えてくださったあらゆる戒めに背くようわたしたちを 

誘惑します。聖文には次のように記ざれています。「彼はサタン，すなわち， 

あらゆる偽りの父である悪魔となって，人々を欺き，惑わし，……自分の意 

のままにとりこにする者となった。」（モーセ4:4) 

キンボール大管長は不正直の例を具体的に記しています。「家庭，銀行，職 

場で盗みを働く人たちがいます。責任を回避する雇い主，会社の金を横領す 

る従業員……婦人の財布をひったくる人，パーキングメーターから金を盗む 

人，税金をごまかす人，商品を不正表示する人。 

返済能力がないのに借金する人……厳粛に聖約を交わしておきながらそれ 

を平気で破る人，宿屋のタオルを持って行く人，釣銭を余分にもらっても黙 

っている人，金銭を不正に取り立てて事業に成功している人，さらには堂々 

と盗みを働く人。 

交通法規を破って得意気になっている人，警察の目をかすめて平気で悪事 

をする人，関税を払わずに密輸品を国外に持ち出して自慢する人。 

不当な条件で超過勤務をさせておきながら，十分な賞金を支払わない人も 

います。」(Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』234-35) 

一般によく行われている不正直な行為には，ほかにどのようなものがありますか。 

サ夕ンはなぜ，わたしたちが不正直になるように望んでいるのですか。 

不正直が原因になる罪には，どのようなものがありますか。 
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不正直は小さなことから始まる 

正直な人が，ある日突然に不正直になるということはありません。不正直 

はほんのささいなことから始まり，徐々に生活すべてを支配していきます。 

不正直な考え，ねたみ，利己心，人をだますこと，真理を語るべきときに沈 

黙し続けること，これらはわたしたちを不正直な行動に追いやり，天父から 

遠ざけます。 

教会が回復された当時，トーマス •B •マーシュは妻の不正直な行為がき 

っかけとなって背教し，破門されました。そのとき，マーシュ長老は十二使 

徒定員会の会長を務めていました。 

「聖徒たちがファーウェストに住んでいたころ，マーシュの妻とハリス姉 

妹が，お互いにできるだけ大きなチーズが作れるように牛乳を出し合うこと 

にした。牛乳だけでなく『凝固分』も一緒に渡すという条件である。この約 

束をハリス夫人は忠実に守ったが，マーシュ夫人は牛一頭につき『凝固分』 

を1パイント（約0.5リットル）ずつ自分で取ってしまった。やがてこのことが 

知れると，話が教師たちの下に出され，教師たちはマ一シュ夫人を罪ありと 

した。 

これに対してマーシュ兄弟は妻を支持し，心をかたくなにした結果，教会 

に違背するようになった。彼らは不正直な行動によって生じた敵愾心により， 

たちまちのうちに教会員資格を失ってしまったのであった。」（ハイラム• 

M • ス ミ ス と ジ ェ ー ン シ ヨ ダ 一 ル ， D o c t r i n e and Covenants 

Commentary『教義と聖約注解』167) 

ささいなことにも正直でいる必要があるのはなぜですか。 

どのような不正行為も支持すベきでないのはなぜですか。 

正直になる 

わたしたちは善悪を知らない，罪のない状態でこの世に生まれました。し 

かし，導き手として主の御霊を与えられているので，真理へ導いてくださる 

主に従って正直にならなければなりません。 

教会の指導者は不正直について勧告し，わたしたちがそれらを見分けて， 

自ら行わないように助けています。また，子供たちに正直であることを教え 

るように勧めています。N •エルドン •タナー副管長は次のように言いまし 

た。「この正直の訓練は，家庭から始まります。わたしたちにはそれぞれ個人 

の所有物があります。おもちゃやゲーム，人への奉仕は，分かち合うことが 

できますし，またそうすべきものです。しかし，金銭や宝石，衣服などは個 

人の所有物であって，所有者の同意なしには持ち出せないものです。家庭で 
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そのような正直の原則を尊重する子供は，家庭外でこの原則を破ろうとはし 

ません。……そのような訓練が欠けていると，人の権利や所有物を軽視する 

気持ちを増長させることになります。 

子供は成長して働き始めるとき g分が手にする収入に見合う仕事を正直に 

行うように〔教えられていなければなりません〕。」（「適切な推薦を受けるに 

ふさわしく」『聖徒の道』1978年10月号，66) 

なぜ正直な行いをすることが大切なのでしょうか。 

無断で人の所有物を使ったり，持ち出したりしないように子供に教えることは，子供の正 

直さを育むうえでどのように役立つでしょうか。 

キンボール大管長は，孫たちが正直について教えを受けることを願って， 

次のように語りました。 

「わたしは皆さんが，子供たちに正直であることを教えるように望んでい 

ます。この世には欺瞞や盗み，不正直が氾濫しています。高潔であれば冷笑 

され，祉会や家族からも不正直であるように教えられます。子供が悪賢く不 

正直なことをしても，世の人々はそれを笑ってすませてしまいます。幼い子 

供たちは，愛らしさを盾に人をだませるほど知恵が働くことがよくあります。 

子供がちょっとした盗みを働いても，大目に見られる場合が多いようです。 

子供の年齢を偽って入場料や飛行機，列車，バスの料金をごまかす親は，子 

供に不正直を教えています。子供たちはこういった両親の暗黙の教えを忘れ 

ないものです。中には，法律違反を承知で子供に爆竹や銃を使わせたり，無 

免許で魚釣りや猢をさせたりする親がいます。そのような親に育てられた子 

供は，無免許運転をしたり，年齢を偽ったりしても，親にたしなめられるこ 

とはありません。隣人の畑から果物を取る，机の上のペンを失敬する，店先 

からガムを盗むなど，ちょっとした盗みを働く人たちは皆，小さな盗みや不 

正がそれほど悪いことではないと無言の内に教えられているのです。教職員 

の話によれば，学校の試験でカンニングを働く生徒は驚くべき数に達してい 

ると言います。 

わたしたちはこうした強力な風潮に抵抗しているかもしれません。しかし， 

罪は罪として子供たちに教えなければならないのです。 

悪に対する抵抗力を若人につけさせる必要性が日に日に増していることを 

わたしは心から憂いています。」 ( " W h a t I Hope You Will Teach My 

Grandchildren and All Others of the Youth of Zion “ Seminary and Institute 

Personnel BFひ「わたしの孫やシオンの若者に教えてほしいこと」『BYUセ 

ミナリー•インステイテュート役員教師への説教』1966年7月11日，2) 
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わたしたちは，小さな盗み，偽り，欺きを見過ごしにしないと自覚するこ 

とが大切です。ごまかしや法律違反を軽くみたり，笑ってすませるようなこ 

とをしてはならないのです。 

正直な態度を取るように教え励ますために，自分の家庭で何ができますか。 

模範によって正直を教えなければならないのはなぜですか。 

正直な者は祝福される 

正直な態度がすぐに報われるとはかぎりません。時には，人格が試され， 

友を失い，嘲笑されることもあるでしょう。しかし，正直であれば心に平安 

を覚え，良心の呵責に悩むことなく，この世と永遠にわたって喜びを味わう 

ことができます。 

ある若い女性が友人にあてた手紙の中で，不正直な態度を取るように誘い 

を受けたときの気持ちを次のように記しています。 

「親愛なるスー， 

昨日あなたが怒ってしまったこと，とても残念に思います。あなたとの友 

情は，とても大切なものです。でもわたしには，ああするしかなかったので 

す。分かってください。あなたから，簡単だから宝石棚からブレスレットを 

取るように言われたとき，だれも見ていなかったし，そばには店員もいませ 

んでしたね。これまで捕まったことがないというあなたの言葉に，恐れる気 

持ちが薄らぐようでした。でも，もしブレスレットを盗んでいたら，捕まっ 

ても捕まらなくても，自分の不正を絶対に忘れられないでしょう。あのブレ 

スレットを身に付けることもないでしょう。それを見る度に，愚かな選択を 

思い出しては嘆くに違いありません。 

あなたが，わたしといてもつまらないし時間の無駄よ，と言って立ち去っ 

たとき，とても心が痛みました。今でもそうです。でも，わたしはこの痛み 

を感じながら生きていくと思います。どんなにつらくても，デパートに行く 

度に罪の意識に責められ，両親や監督に顔向けができず，自分のしたことが 

心に刻み込まれている状態で生活するよりは，ずっと楽だからです。」 

この若い女性は正直であるために，何を犠牲にしましたか。 

正直な態度を取ったことによって，どのような恵みを受けましたか。 

正直であることの恵みを永遠の観点から理解することが大切なのはなぜですか。（完全に正 

直になりたいと望むようになる） 

ハワード •W .ハンター長老は，正直であることのもう一つの祝福につい 

て語っています。「正直な人に与えられる喜びがあります。正直であれば救い 

主との関係を築き，聖霊の御霊を受けることができます。…… 
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わたしたちは自分自身に対して，神に対して，そして隣人に対して正直で 

なければなりません。」("Basic Concepts of Honesty" New Era「正直の基本 

概念」『ニューエラ』1978年2月号，5) 

正直であることの祝福として，ハンター長老は何を挙げていますか。 

聖霊はわたしたちが正直になれるように，どのような助けを与えてくださるでしようか。 

(正直な行動が取れるように促す，正直な行動を取ったときによい気持ちにさせる，不正直な 

態度を取ったときに罪悪感を感じさせる） 

神に対して正直であるとはどういうことですか。 

まとめ 

正直は福音の基本原則であり，神の戒めです。この戒めを守るには，不正 

直を認識して避けることと，思いや会話，行いにおいて正直になることが大 

切です。わたしたちは家庭や教会，地域社会で正直な態度を取ることによっ 

て，子供たちに正直であるように教えます。正直であれば，祝福を受けて， 

良心に何ら責められることなく，平安を感じることができます。また自尊心 

を育み，聖霊を伴侶とすることができます。 

チヤレンジ 

次週までに自分の思いや言葉，行動を分析して，正直という戒めにどの程 

度従っているか評価する。日常生活の中で不正直な態度を改められるように， 

主に助けを求める。家庭において子供にこの義の原則を教える方法を考える。 

言葉と行いにおいて正直の模範となる（ピリピ4 ： 8-9参照）。 

参照聖句 

ローマ13 : 1 2 - 1 3 (つつましく歩く） 

へブル13 : 1 8 (正しく行動しようと願う） 

教義と聖約97: 8 (心の正直な者） 

教義と聖約136 ： 2 5 - 2 6 (借りたものを返す，紛失したものはそれに相当する 

ものを返す） 

信仰箇条1 : 1 3 (正直であるべきことを信じる） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第31章「正直」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる 
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赦し 
ボ b 抹 

目的自分自身と他の人を赦すという決意を強める。 

ミ舌動：わたしはだれでしよう 

「わたしはだれでしょう」という活動を行います。一人の生徒に以下の事 

例を声を出して読んでもらってください。 後の「わたしはだれでしょう」 

を読むまで，生徒に答えさせてはいけません。答えが分かったら手を挙げる 

ように言います。読む人は 後まで，または全員の手が挙がるまで読むよう 

にします。 

事 例 1 

1 .わたしは不当に訴えられ，獄に入れられました（創世3 9 ：11-20)。 

2 .後に獄から出され，異国の地で指導者としての高い地位を与えられました 

(創世41：37-43)。 

3.長年わたしは父や兄弟たちと離ればなれになっていました（創世41-44章)。 

4 .わたしは給仕役や料理役や王の夢を解き明かしました（創世 4 0， 4 1章 )。 

5 .ききんのため，わたしの家族は故郷を離れ，わたしが住んでいる国に移り 

ました。そこでわたしは家族を助けることができました（創世 4 5 , 46章)。 

6 .わたしは子供のころ，父からすばらしい着物をもらいました（創世3 7 : 3)。 

7 .兄たちはわたしを商人に売りましたが，わたしは彼らを赦したので，わた 

したちはエジプトで喜びの再会をし，長い間幸福な日々を送りました（創 

世45，46章）。 

8 .わたしはだれでしょう。 

答え：エジプトに売られた，ヤコブの子ヨセフ（「わたしたちも互に愛し合う 

べきである」『ビーハイブコースA』第3課，17参照） 

視覚資料8-a「兄弟たちと再会するヨセフ」を見せる。 

ヨセフと兄たちが喜びの再会をし，長い間幸福に暮らすことができたのはなぜですか。（ヨ 

セフが兄たちを赦したから） 

8-a兄弟たちと再会するヨセフ 
© Providence Lithograph Co. 
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事 例 2 

1 .わたしは二人兄弟の弟の方です（ルカ15 ：11-12)。 

2 .わたしは遠い所に行って，父から受けた財産を使い果たしました（ルカ 

15:13)。 

3 .その地方にききんが起こり，生活に困るようになりました（ルカ15 : 1 4 )。 

4 .生活の糧を得るために，豚を飼いました（ルカ15 : 1 5 )。 

5 .わたしは父が雇人に十分な食糧を与えているのを思い出し，父の所に帰っ 

て，雇人として働かせてくれるように頼む決心をしました（ルカ15 : 1 7 -

19)。 

6 .父はわたしの姿を見ると走り寄ってきて接吻し， 上の着物を着せ，指輪 

をはめ，履き物をはかせてくれました。また祝宴を催してわたしの帰りを 

祝ってくれました（ルカ15 ： 2 0 - 2 4 )。 

7 .わたしはだれでしょう。 

答え：放蕩息子 

視覚資料8-b「帰ってきた放蕩息子」を見せる。 

放蕩息子と父親が再会を喜び合えたのはなぜですか。（父親が息子を赦し，温かく迎えたか 

『聖書』に書かれているこの二っの話は，家族が互いに赦し合うときにど 

のようになるかということを物語っています。 

赦すとはどういうことですか。（自分に危害を加えた人を罰したいという思いを克服する， 

怒らずに真心から赦す，人を赦すことによってキリストが愛してくださるように人々を愛せ 

るようになる） 

人を赦すことによってキリス卜の愛を実践する 

自分を苦しめる人をいかに赦すかということにっいて，イエス •キリスト 

は完全な模範を示してくださいました。救い主の模範にっいて，ロバート • 

L •シンプソン長老は次のように述べています。 

「肉体を持っ者で，救い主がその生涯を閉じられる間際に受けられた以上 

の卑しめや肉体的苦痛，苦悶に身をゆだねた者はだれ一人としていないこと 

を『聖書』の記録は語っています。 

主は十字架にかけられ，その身に傷を負って血を流しながらも，自分をあ 

ざける者のために，恐らく畏敬の念をもってそっと祈られたのです。『父よ， 

彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか，分からずにいるのです。』 
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(ルカ23 ： 34)」じForgiveness" Improvement Era「赦し」『インプル一ブメ 

ント•エラ』1966年12月号，1148) 

わたしたちもイエスの模範にならって，人を赦さなければなりません。 

末日聖徒の少女エイプリル •アーロンは，救い主の模範に従いました。エ 

イプリルは力リフォルニア州サンフランシスコで開かれる教会のダンスパー 

ティ一に向かう途中，ひったくりに襲われ，ナイフで乱暴に切りつけられま 

した。そして右眼を失明し，右足と左の腕に深い傷を負ったのです。エイブ 

リルは，この犯人について尋ねられたとき，何と答えたでしょうか。 

「彼に限らずあのようなことをする人はみな苦しむに違いありません。彼 

を気の毒に思わなければ。……だれか彼を助けてあげて欲しいわ。彼にはそ 

れが必要なのよ。どうしてこのようなことをしたのか知っている人がいるか 

しら。それを見つけ出さなければまた同じことをしてしまうわ。」（スベンサ 

一 • W •キンボール『赦しの奇跡』303 — 304) 

エイプリルは犯人に対してどのようにキリストの愛を示しましたか。 

デンマーク人の改宗者ジェンス •クリスチヤンセン •ヨハンセンも，キリ 

ストの愛を示した人の一人です。彼は日記に次のように記しています。 

「干し草積みを終えると，わたしはその束を12ばかり取って，へいの向こ 

うの隣家の庭に投げ入れた。隣家では牛や馬に与える干し草がなかったから 

である。昨晩，我が家の干し草がわずかに減っていることを知っていたので， 

……取られた分よりも多くの干し草をあげたいと思った。」（レックス• D • 

ピネガー，“Grandfather Johansen s Example “ New Era「祖父ヨハンセンの 

模範」『ニューェラ』1977年9月号，4) 

ヨハンセンは干し草を盗んだ隣人を赦していることをどのように示しましたか。 

エイプリルやヨハンセンのように人を赦すとき，わたしたちはキリストが 

示された愛を実践していることになるのです。 

「教師の準備」の欄に提案されているポスタ一を張る。 

マリオン• D •ハンクス長老は次のように述べています。「わたしは，神と 

人にとって愛の も究極的な姿は赦しであると感じています。」( "Even as 

Christ Forgave" New Era「キリストが赦されたように」『ニュ一エラ』1974 

年6月号，4) 

すべての人を赦す 
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わたしたちは言葉や行いによって人を傷つけたり，苦しめたりすることが 

よくあります。またその逆に，人から気分を害されることもあります。イエ 

ス •キリストはわたしたちがこれらの問題に対処できるよう，次のような勧 

告を与えられました。 

「それゆえ，わたしはあなたがたに言う。あなたがたは互いに赦し合うベ 

きである。自分の兄弟の過ちを赦さない者は，主の前に罪があるとされ，彼 

の中にもっと大きな罪が残るからである。 

主なるわたしは，わたしが赦そうと思う者を赦す。しかし，あなたがたに 

は，すべての人を赦すことが求められる。」（教義と聖約64: 9 - 1 0 ) 

「すべての人」とはだれを指していますか。（夫，子供，兄弟，姉妹，両親，祖父母，叔父， 

叔母など身内の人，友人，隣人，敵，罪人，あらゆる人々） 

「兄弟」とはだれのことですか。（すべての人。教義と聖約64: 9参照） 

この聖句によると，兄弟の過ちを赦さない人はどうなりますか。過ちを犯した人と，それを 

赦さない人では，どちらがさらに大いなる罪に定められるでしょうか。それはなぜですか。 

この課の初めで，人を赦すことによって家族の問題を解決した二つの物語 

について触れました。 

夫婦が互いのよくない態度をたやすく赦し合えたらどうなるでしょうか。すべての兄弟， 

姉妹が互いに赦し合えたらどうでしょうか。両親が子供を子供が両親を赦すことができたら 

どうでしょうか。 

マタイ5 ： 44を読む。 

この聖句ではだれを赦すように教えていますか。（敵） 

隣人の過ちを快く赦すことができたらどうなるでしょうか。教会員や友人の場合はどうで 

すか。 

イエス •キリストは，たとえ人から傷つけられたときでも，相手が赦しを 

求めて来るまで待っていてはいけないと教えられました。わたしたちは自分 

の方から和解を求めていく必要があります（マタイ5 ： 2 3 - 2 4 )。わたしたち 

が隣人に対して憎しみや恨みなどの悪感情を抱いているかぎり，主はわたし 

たちの罪を赦してはくださいません。 

一人の姉妹に，マタイ18 ： 21-22を読んでもらう。 

「七たびを七十倍する」とは言葉を換えて言うとどうなりますか。（永遠にまたは常に） 

すべての人を赦すためには，ほかの人だけでなく自分自身をも赦す必要が 

あります。過ちを犯したときには悔い改めて，そのことは忘れるべきです。 

時として，人を赦すことはできても自分自身を赦せない場合があります。し 

かし，すべての人を赦すという言葉の中には，自分自身を赦すことも含まれ 
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ているのです。 

自分自身を赦せないと思うときがあるのはなぜですか。自分自身を赦すためには何が必要 

ですか。 

進歩するためには赦さなくてはならない 

ボイド. K •パッカー長老は，次のように語っています。 

「何年も前に，わたしは心から敬愛していたある人から一つの教訓を学び 

ました。面識ある人々の中でも，彼はまさに聖徒そのものといった人でした。 

穏やかで落ち着いており，その深い霊性には大勢の人を引きつけるものがあ 

りました。 

彼は苦しんでいる人をどう助けたらよいかを知っていました。彼が病気や 

そのほかで苦しんでいる人々を祝福する場に，わたしは何回も同席しました。 

彼の生涯は，教会でも社会でも奉仕の一生でした。…… 

あるとき，二人きりでしかも気分がのったときに，彼は一生の教訓となる 

体験談をわたしに話してくれました。わたしはそれまで彼のことをよく知っ 

ていると考えていましたが，そのわたしの想像もできないようなことをその 

ときに聞いたのです。…… 

彼はすばらしい女性と結婚し，万事が順調な生活でした。よい仕事を得て 

将来は明るく，心から愛し合う二人に，やがて子供が誕生することになりま 

した。 

ところが出産の夜に困ったことが起きました。一人しかいない医師が往診 

で田舎に出かけてしまい，連絡がつかないのです。何時問も苦しみ抜いて母 

体の状態がひどく悪化していました。 

やっと医者が戻って来ました。事態の急を感じた医者はすぐに処置に取り 

かかり，事は落ち着き，子供も無事生まれました。それで危険が去ったかの 

ように思われました。 

その数日後，若い母親は医者が往診先で感染してきた病気にかかり，それ 

がもとで亡くなってしまったのです。 

友人の世界は暗く閉ざされました。もはやすべてが一転して，何もかもが 

うまくいかなくなりました。 愛の妻を亡くし，生まれたばかりの子供を世 

話するあてもなく，仕事に向かう気力もありませんでした。 

曰がたつにつれ，悲しみにますます心がうずきました。『医者は治療する資 

格などなかった』，『彼が妻を病気にしたんだ，注意さえすれば，妻は死ぬこ 

となどなかった』と，そればかりを考え，悲痛のあまり暗い気持ちに陥って 

いました。 

そんなある晩，玄間でノックの音がしました。少年がいて，簡単にこう言 
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いました。『パパがどうぞ来てくださいって。お話がしたいそうです。』 

『パパ』というのはステ一ク会長でした。悲しみに打ち沈んだ友人は，霊 

の指導者に会いに出かけました。霊の牧者は自分の羊の群れを見ていて，彼 

に何かを言いたかったのです。 

その賢い僕の助言はただこれだけでした。『ジョン，忘れなさい。何をした 

ところで奥さんが返って来るわけではない。何かすれば’それだけ事態は悪 

くなる。ジョン，忘れなさい0』 

それは非常な試しで，まさにゲツセマネだった，と友人は言いました。 

『どうして忘れろと言うのだろうか，正しいことは正しいのだ，ひどいこ 

とをしたらその報いは受けて当然だ。』 

彼は苦しみ，そのような自分と闘いました。しばらく思い悩んだ末に，  

後には，問題がどうあれ，従順になるべきだと決心しました。…… 

友人は賢明な霊の指導者に従おうと決意しました。そして，過去のことを 

忘れようと決意したのです。 

友人はわたしにこう話してくれました。『結局，理解できたのは年をとって 

からだったよ。彼は気の毒な医者だった。忙しいばかりで収入は少なく，次 

から次へと診察にかけまわって，ろくな薬もなく，むろん病院もなく，器具 

もわずかしかない。彼は人の命を救おうと一生懸命だったんだ。そしてほと 

んどの場合，立派な仕事をしていたしね。』 

『二つの命が危険な状態の中で，ぐずぐずしていられなかったのだろう。』 

『ようやく理解できたときには，わたしはすっかり年をとっていたよ。』彼 

はそう繰り返した。 

『わたしは自分の人生をだめにするところだった。そして人の人生もね。』 

彼はひざまずいて幾度も主に祈り，『ジョン，忘れなさい』とだけ勧告して 

くれた賢明な霊の指導者について感謝したと言いました。 

わたしも皆さんにお勧めします。恨みや不満，苦い思い，失望，嫉妬など 

で苦しむときは，自分を抑えてください。他人がかかわることはコントロー 

ルできなくても，自分の内面，心の問題は自分で抑えられます。 

だから，お勧めします。ジョン，忘れなさい。メアリー，忘れなさい。」 

(Ensign『エンサイン』1977年11月号，60) 

ジョンが医師を赦さなかったら，どのような人生を歩んでいたでしょうか。ジョンは人を 

赦すことによって，どのような特質を養うことができましたか。（霊性が高まり穏やかになっ 

た，また多くの人々に仕えて祝福を与えた）ジョンはなぜ医師を赦すことを「ゲツセマネの 

苦しみ」と言ったのでしょうか。ジョンが成長し始めたのはいつですか。（医師を赦してから） 

七十人第一定員会のスターリング •W •シル長老は，次のように話してぃ 
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ます。 

「以前わたしは，18歳のときに道徳的な罪を犯したという53歳の女性と話 

したことがありました。彼女は自分がいかに重大な罪を犯したか分かってい 

ました。これまでに十分な悔い改めをして，主の約束通り，罪の赦しを受け 

たものと思われていました。しかし，彼女は自分自身を赦そうとしなかった 

のです。 _分を不潔で卑しい者であると思い込み，友人から遠ざかり，結婚 

の機会も拒んできました。そして，一種の社会的，精神的な隠遁者となって 

いました。35年もの間，後悔と自責の念に悩み続け，過去の過ちに思い悩む 

生活を通して，神が望まれるような人物とはほど遠い姿に成り果てていまし 

た。確かに彼女が18歳のときに犯した罪は重大でした。しかし，35年間，彼 

女はこの世で も価値あるもの，すなわち人生を無駄に過ごすことによって， 

さらに罪を重ねたのでした。」(What Doth It Profit『何の益かあらん』183) 

過去の過ちや失敗にいつまでもこだわっている人や，だれかに悪感情を抱 

き続ける人，あるいは自分自身を含めて人を赦そうとしない人は，時間と労 

力を浪費しているだけで，何も達成することができません。また，霊的な成 

長も妨げられています。 

まとめ 
人や自分自身を赦すのは，容易なことではありません。これは人生におけ 

る も大きな課題の一つかもしれません。口先だけでなく，心の底から完全 

に赦すときに，わたしたちは自己を高め，生活を改善し，幸福を得ることが 

できます。そうすることによって，主に罪の赦しを求める備えができるので 

す。主はわたしたちの罪を赦し，忘れてくださると言われました（教義と聖 

約58: 42)。人から傷つけられた経験を忘れ，根に持たないことは，人を赦す 

.ために重要なことです。人に対する悪い感情を消し去るときに，生活の中で 

平安を味わいます。そして，聖霊の導きを求め，受ける備えができるのです。 

批判は素直に受け入れて，自己を成長させる手段としましょう。そのように 

して，わたしたちは天父の王国に昇栄するために進歩し続けるのです。 

だれでも嫌な経験はするものです。しかしそれによって，自分の生活を台 

無しにするようであってはなりません。人を赦す気持ちがあれば，事態を寛 

太に処置し，忘れることができます。わたしたちは皆，次のように熱心に祈 

る必要があります。「わたしたちに負債のある者をゆるしましたように，わた 

したちの負債をもおゆるしください。」（マタイ6:12) 

チヤレンジ 
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第ら詠 

自分の気持ちを分析してみる。もし悪い感情を抱いている人がいたら，そ 

れを克服するために何ができるだろうか。人を赦す心を持てるように，天父 

に助けを願い求める。 

参照聖句 

モーサヤ26: 3 0 - 3 1 (互いに赦し合う） 

教義と聖約 8 2 : 1 (わたしたちが人を赦すときに，主もわたしたちを赦してく 

ださる） 

教義と聖約42 ： 8 8 - 8 9 (罪を告白するための適切な方法） 

教義と聖約98: 3 9 - 4 8 (人を赦す） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第19章「悔い改め」を読む。 

2.レッスンの初めに行う活動の準備をする。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.次の言葉を書いたポスターを用意する。「わたしは，神と人にとって愛の最も究極的な姿 

は赦しであると感じています。」（マリオン• D . ノヽ ンクス） 

5.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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清い思い 
第9課 

目的思いを制する方法を学び，義を増し加える。 

わたしたちの思いは取り巻く世界に影響される 

七十人第一定員会の j .トーマス •ファイアンズ長老は，人の思いにっい 

て次のように語っています。 

「このアマゾン川は本流が世界 大であるばかりでなく，その支流の多く 

も大きな川になっています。…… 

これらの川の特徴は，色がそれぞれ異なっていることです。例えば，マデ 

イラ川は白い川と呼ばれていますが，これは川の流れが細かい土を運んでい 

るためです。リオネグロ川が黒味を帯びているのは，森林の中を流れる間に 

腐敗しかけた有機物を運ぶためです。このほかにも，川底の白い砂が日の光 

を受けて，エメラルドグリ一ンや青緑色をたたえている川もあります。…… 

これらの川が運ぶ物質によって色合いが異なるように，わたしたちの思い 

の流れもそこを流れる物質によって色づけられます。…… 

低地をゆっくりと曲がりくねって流れる川は，水がにごって堆積物もたく 

さんあります。 

高地から流れ下る川は……水流が強いので電力源となってわたしたちの必 

要を満たし，大きな船の航行も可能にします。」(Conference Report, Buenos 

Aires Argentina Area Conference『アルゼンチン•ブエノスアイレス地域大 

会報告』1975年，28 - 29) 

次の質問にっいて考える。わたしたちの思いは，どこを流れていますか。またどのような 

色で，何を含んでいますか。 

コップ2個と水さしをテーブルの上に置き，片方のコップに泥を入れる。一人の姉妹に，水 

を飲むためにどちらかのコップを選んで水を入れるように言う。次にそのコップを選んだ理 

由を述べてもらう。 

汚れたコップや容器で水を飲みたいと思う人はいません。汚れた水を飲み 

たくないからです。それでは，心に汚れた考えや思いを抱くことはどうでし 

ょつか。 

主は聖文の中で何度か，主に仕える人々を「器」と呼んでおられます（モ 
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第10課 

ロナイ7 ： 31参照)。 

汚れた人が主の御霊を受けられないのはなぜですか。頭の中が不純な思いで満ちていると 

き，清い思いを持てないのはなぜですか。 

この世はサタンの影響力に満ちています。わたしたちは劇や広告，音楽， 

映画，雑誌，テレビなどで，みだらな思いを誘うものにさらされています。 

犯罪や暴力，性倒錯，神聖を汚す行為，ポルノグラフィー，官能的な音楽が 

人々から受け入れられ，望まれてさえいます。わたしたちは才能を誤って用 

いるように，様々な方法でサタンから誘惑されているのです。こうした誘惑 

に立ち向かう備えができていなければ，不純な思いを抱きやすくなります。 

身近にはどのような悪の影響力がありますか。そのような悪い力に取り囲まれたとき，思 

いを清く保つために何ができますか。 

思いは行動に影響を及ぼす 

人が心に抱く概念には，強い力があります。人はまず思いを抱き，それか 

ら行います。行いは考えることから始まります。行おうと考えたことを行動 

に移すのです。善であれ悪であれ，何かを行おうと計画するときは，その行 

いや計画がまず心の中に浮かぶものです。 

マッケイ大管長は，自分の経験について話しています。 

「何年も前になりますが，わたしがヨーロッパ伝道部の部長を務めていた 

とき，一人の長老が訪ねてきて，罪深い行為を告白しました。彼はこう言っ 

て弁解をしました。『たまたま閉店間際の本屋にいたら，鍵をかけられたので， 

誘惑に負けてしまいました。』彼は自分の犯した罪を環境のせいにしたのです。 

わたしはその宣教師に言いました。『いいえ，それは環境のせいではありま 

せん。ドアの鍵のせいでも，誘惑のせいでもないのです。あなたは本屋に行 

く以前に，その行為について考えていました。もし考えたことがなければ， 

いかなる環境にあろうと，宣教師であるあなたを堕落させるほどの環境など 

なかったでしょう。行動の前に必ず思いがあるのです。』 

清い思い，高い理想，まことの愛について考えること，自制，人の役に立 

つこと，快活さ，これらはすべて，人格の向上に必要な原則です。自己中心 

的になったり，隣人に悪い感情を持ったり，喫煙や飲酒に心を引かれたりし 

ていると，やがてはその思いが行いとなって表れるのです。」("Cleanliness Is 

Next to Godliness" Instructor「信心は清い思いから」『インストラクター』 

1965年3月号，86) 

マッケイ大管長はさらに次のように述べています。「何も考えなくてよいと 
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きに何を考えているか言ってごらんなさい。そうすれば，あなたがどのよう 

な人物か教えてあげましょう。末日聖徒は高い理想を掲げ，清い思いを抱く 

責任があります。そのようにすれば，行いは理想と一致したものになるでし 

ょう。」(同上) 

視覚資料9-a「階段を洗う女性」を見せる。 

オランダ人はきれい好きで知られています。女性はドアの取手をみがき， 

玄関を洗い，歩道まで掃除します。この習慣は，きれいな道を歩けば泥や汚 

れを家の中に持ち込むことがないという考えから生まれたものです。これは 

心の中についても言えます。思いを常に清め，心の中を清く保つことによっ 

て，わたしたちは絶えず義にかなった行いをすることができるのです。 

「思いは人格を形造る道具です。それは，偉大な彫刻家がのみとつちで大 

理石の塊を少しずつ削って……優れた作品を造り出すのとまったく同じです。 

一つ一つの思いが人格を形成し，結果的には，その人の生涯や行く末も決定 

することになります。したがって，わたしたちの人格は，すべての思いを結 

集したものなのです。」（ジョージ .Q.モリス，“ The Importance of Habits" 

BYU Speeches of the Fear「習慣の重要性」『プリガム•ヤング大学年度講話』 

1953年5月20日，3) 

黒板に書いておいた欽定訳箴言23 ： 7「ひととなりはその心に思うそのままであるからだ」 

を読む。 

思いを制する 

わたしたちは思いを制する力が与えられています。悪い思いを心の中にと 

どめておかずに払いのけることができるのです。人の心には，知らないこと 

や悪いこと，否定的なことを吸収するの同じようにたやすく，知恵や知識を 

吸収する力があります。ボイド • K •パッカー長老は，思いを制する方法に 

ついて次のように述べています。 

「心は舞台のようなものです。眠っているとき以外は常にカーテンが上っ 

ています。舞台の上では絶えず芝居が上演されているのです。…… 

あなたが少しも意図していないのに舞台のそでからしのび出て，あなたの 

注意を引こうとするいかがわしい小さな思いがいます。そのことに気づいた 

でしょうか。その罪な思いは全員の視線を自分に向けさせようとします。 

もしそのまま演じ続けることを許すなら，徳高い思いはみな舞台を下りて 

ゆくでしょう。残されるのは，不義の思いの影響を受けることに同意したあ 
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なただけです。……演ずるテーマは，皮肉や嫉妬，憎悪かもしれません。あ 

るいは俗悪，不道徳，堕落そのものかもしれません。…… 

心の舞台が不潔な思いに占拠されるようなときには，一体どうすればよい 

のでしようか。 

思いをコントロールできれば，たとえ個人の下劣な習慣でも，克服するこ 

とができます。習慣を従わせることができれば，幸せな生活を送れるでし 

ょラo 
わたしが教えたいのは，このことです。教会の神聖な音楽の中から，好き 

な賛美歌を1曲選んでください。……それを心の中で慎重に吟味し，覚え込ん 

でください。たとえ音楽教育を受けていなくても，賛美歌についてじっくり 

考えることはできます。 

さて，この賛美歌をあなたの思いの行き場にします。いざというときの水 

路にするのです。いかがわしい役者が心の舞台にすべり出て来るときには， 

その賛美歌をかなでてください。…… 

音楽が始まり，思いの中に歌詞が登場すれば，ふさわしくない役者は恥じ 

たように消え去るでしょう。賛美歌は心の舞台の雰囲気をがらっと変えます。 

心を高揚させる清らかな雰囲気に，卑しい思いは姿を消すのです。…… 

心の舞台からふさわしくない思いを追い出すことができるようになったら， 

次は熱心に価値あることを学び……正しいことで心を忙しく働かせてくださ 

い。」（「価値ある音楽，価値ある思い」『大会報告1973-75』84，1973年10月） 

ディーンラーセン長老は，建設的な思いを常に抱くように勧めていま 

す。「建設的な思いを抱き続けるには，考えるに値する価値ある事柄に心を留 

めることが大切です。また，心の転換を図れるような事柄や問題，チャレン 

ジを取っておいて，一心に解決策を考えてみることも必要です。」(“Thoughts 

about Thoughts" BYU Speeches of the Year「思い」『プリガム•ヤング大 

学年度講話』1976年，120) 

楽しいミュージカル『サウンド •オブ •ミュ一ジック』の中に，家庭教師 

のマリアが雷を怖がる子供たちに，好きなものを考えるように言って，慰め 

るシーンがあります。子供たちは楽しいことを思い浮かべることによって， 

怖さを忘れるものです。楽しい思いが恐ろしさを追い払うのです。 

いつも幸せで満足気に仕事をしている理由を尋ねられたマリアは，「いつも 

よいことを考えるようにしているから」と答えています。 

汚れた思いを抱かないようにするためにはどうしたらよいと思いますか。 

わたしたちは自分の心をよい事柄の貯蔵庫のようにして，それ以外のもの 
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は何も入れないようにすべきです。 

聖文からよい思いを得られるように努めましょう。聖文を読めば平安と知 

識が得られるだけでなく，警告や忠告，歴史，詩などの精神を高揚する内容 

に触れることができます。教会の出版物にはわたしたちの精神を鼓舞する記 

事や物語が載っていて，楽しみながら学ぶことができます。 

健全な心はいつも働いています。計画し，考え，絶えず新しいアイディア 

を生み出して，忙しく働かせることが必要です。よい思いに促されて行動す 

るとき，わたしたちは現世のみならず来世においても，限りない成功を収め 

ることができるのです。 

わたしたちは聖霊の助けにより，自己の思いを制することができます。聖 

霊の勧めに従うならば，思いや言葉，行動を制することができるのです。し 

たがってわたしたちは，聖霊の助けを祈り求めることが必要です。 

ヨハネ14 ： 26を読む 

聖霊の働きかけによって救い主の教えを思い起こすとき，わたしたちはさ 

らに思いを清めることができます。そこには悪い考えが忍び込む余地があり 

ません。聖霊は「聖徒に慰めと愛，平安，静かな喜び，安らぎ」を与える使 

命をお持ちであることから，「慰め主」とも呼ばれています（ブルース• R • 
マツコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』148)。 

悪い思いは，悔い改めることによって，赦しを受けることができます。 

あなたは思いを制するために何をしていますか。 

女性として，ふさわしくない思いからしっかりと身を守ることが大切なのはなぜですか。 

(行動は思いから生ずるから。女性は子供や他の人々の模範であり教師であるから） 

わたしたちは，考えや行いが福音の標準に反するような人々との交わりを 

必ずしも避けられるわけではありません。これは特に若い人々について言え 

ます。 

教会の若人が品のない言葉遣いや行い，低俗な雑誌，映画，テレビ番組などから悪い影響 

を受けないようにするために，わたしたちには何ができるでしょうか。 

子供たちに清い思いを持つことの大切さを教えるにはどうすればiいでしょうか。（家庭の 

夕べやそのほかの機会に，清い思いを持ち続けることによって目標を達成できた人の話や実 

例を紹介する。天父がわたしたちの心の思いを知っておられることを教える。思いがどのよ 

うにして行動を導くか説明する） 

まとめ 

わたしたちの心の思いは行動に影響します。天父のようになろうと努める 

うえで大切なのは，心を常に清く保つことです。悪のはびこる世にあって， 
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わたしたちは思いを制し，正しい事柄に目を向けることができます。 

汚れた思いを抱かせるような人や場所は，できるかぎり避けなくてはな 

りません。よい友人を選び，テレビ番組や映画，本，雑誌も賢明に選択す 

る必要があります。テレビ番組は，思いを高める健全なものだけを計画的 

に見るようにします。人の思いは水のようなものです。絶えず流れていま 

す。もし水路がなければ， も安易な道を通って低地へ流れて行くでしょ 

う。したがって，わたしたちは神の戒めを守り，聖霊の導きを求めなくて 

はなりません。思いを制し清くしようと努めるとき，天父に導きを願い求 

めることが必要です。 

一人の生徒に，以下の引用文を読んでもらう。 

「思いをまいて行いを刈り取り， 

行いをまいて習慣を刈り取り， 

習慣をまいて人格を刈り取り， 

人格をまいて永遠の命を刈り取る。」 

(作者不詳，デビッド• 0 •マッケイによる引用，Treasures of Life『人生 

の宝』418) 

アルマ12 ：14を読む。 

チヤレンジ 

思いを制するために聖霊の導きを求める。心の中から悪い思いを追い払う 

ために，賛美歌や聖句を暗記する。教会の機関誌や精神を高揚させる書物を 

読む。毎日聖文を読む。 

参照聖句 
『モルモン書』ヤコブ3:1-2 (清い心と確固とした思い） 

モーサヤ4 ： 30 ； 5 ：13 (信じ続けなければ滅びる） 

箴言12 ： 5 ；15 ： 26 (正しい思いと言葉） 

ヤコブの手紙1：12-27 (神が人を悪に誘うことはない） 

教義と聖約6:16，36 (神は人の心の思いと志を知っておられる） 

教義と聖約121：45 (徳高い思い) 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.次の聖句を黒板に書く。「ひととなりはその心に思うそのままであるからだ」（欽定訳箴言 

23 ： 7) 
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3.コップ2個，水差し，少しの泥を用意する。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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神の王国を築く 

目的神の王国を築くために時間，才能，財産をささげる。 

すべての人には時間，才能，財産が与えられている 

十二使徒定員会のトーマス . S .モンソン長老は，奉仕と犠牲について次の 

ように語っています。「旧メキシコ出身のホセ•ガルシヤ兄弟は，貧しい家庭 

に生まれましたが，幼いころから信仰を育まれてきました。そして伝道の召 

しに備えていました。彼の推薦書が大管長のもとに届いたとき，ちようどわ 

たしもそこにいました。推薦書には次のように書かれていました。『ガルシヤ 

兄弟が伝道に出るのは，家族にとって大きな犠牲です。彼は家族の生活を支 

える働き手です。彼の持ち物はただ一つ，宝物のように大切にしている切手 

のコレクションしかありません。もし必要であれば，彼は伝道のためにそれ 

も喜んで売るつもりでいます。』 

キンボール大管長はこの言葉が読まれるのを注意深く聞くと，次のように 

答えました。『彼に切手を売るように言ってください。この犠牲は彼にとって 

大きな祝福になるでしょう。』」（「宣教師の信仰」『聖徒の道』1979年2月号， 

83，94参照） 

わたしたちは教会員として，地上に神の王国を築く責任が与えられていま 

す。神の王国とは末日聖徒イエス •キリスト教会のことです。わたしたちは 

この責任を果たすとき，大きな犠牲を求められることがあるかもしれません。 

次のように自問してみてください：神の王国を建設するというこの偉大な 

業を進めるために，主はわたしに何を与えてくださっているだろうか。 

天父はわたしたち一人一人に，時間と才能と財産を与えてくださいました。 

主は，これらの賜物を使って，教会の業をさらに進めるように望んでおられ 

ます。教会での奉仕は，自らの意志により，無報酬で行われます（2ニーファ 

イ26: 31参照)。すべての会員は，指導し，教え，支持し，参加するように求 

められています。与えられた時間や才能，財産を喜んで惜しみなくささげる 

ことによって，伝道活動を助け，王国を建設する業の一翼を担うことができ 

るのです。 

だれにでも1日24時間という時間が等しく与えられています。プリガム•ヤ 

ング大管長は次のように言っています。「姉妹の皆さん……皆さんの時間は金 
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と同じ価値を持つと考えてください。時間は確かに富です。……このことを 

心に留めましょう。腕組みをして椅子にもたれ，時間を浪費することのない 

ようにしてください。地上に神の王国を建設するためにできることをすベて 

行うのが，男女を問わず，すべての人に与えられた義務だからです。」 

{Journal of Discourses『説教集』18 ： 77 ； Discourses of Brigham Young『ブ 

リガム•ヤング説教集』214も参照） 

教師または指導者の責任を受けている一人の生徒に，召しを果たす際の時間の管理につい 

て話してもらう。 

神の王国を築くために，時間をより賢明に用いるにはどうしたらよいでしょうか。 

わたしたちはまた，神の王国を建設するために才能と財産が与えられてい 

ます。これらは天父から与えられた貴い賜物です。 

ブリガム•ヤング大管長は次のように勧告しています。「神の王国建設のた 

めに何かをささげるときには，自分の持つ 高のものを差し出してください。 

神の王国にささげなければならない 高のものとは何でしょうか。それは神 

から与えられた才能です。能力のかぎりを尽くして神の王国を築くために努 

めましょう。そうすれば，それを完全に果たすことができるでしょう。」 

(Journal of Discourses『説教集』8 ： 346 ； Discourses of Brigham Young『ブ 

リガム•ヤング説教集』445も参照） 

夕バナクル合唱団の指揮者ジエロルド • D .オトリー兄弟の妻，ジョア 

ン•オトリー姉妹は次のように語っています。 

「主は夫とわたしに音楽の才能を与えてくださいました。わたしたちはこ 

の才能を伸ばすために，大半の時間を勉学に費やしてきました。また才能を 

用いることに問して，何度も決断を迫られました。ヨーロッパに留学してい 

たとき，特に重大で難しい決断を下す必要がありました。そのままヨーロッ 

パにいれば，多くの機会に恵まれて成功できることが分かっていました。し 

かし，わたしたちは何よりも主の望まれることをしたいと思っていました。 

主に従順でいることと，それ以上に，主の御手に使われて地上に神の王国を 

築く助けをすることを心から願っていました。 

わたしたちは御霊の導きを求めて，また主の御心を知るために，繰り返し 

断食して祈りました。その答えを受けたのは，断食期間の 後に出席した聖 

餐会のときでした。二人とも，本国で働くべきであるという同じ導きを御霊 

によって受けたのです。それで合衆国に戻ることになりました。 

それからの何か月間は，勉学，準備，そして試練のときでした。その後， 

主はわたしたちがソルトレーク •シティ一に戻れるようにしてくださいまし 

た。わたしは夕バナクル合唱団の一員になり，夫はユタ大学の音楽部に籍を 
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置きました。 

夫が大管長会から夕バナクル合唱団の指揮者としての召しを受けたのは， 

それから間もなくのことでした。主はまさに，特別な奉仕のためにわたした 

ちを備えてこられたのです。 

わたしたちの時間や才能や財産は，自分のものではなく，すべて主のもの 

です。この地上で得られる 大の喜びは，神の王国を建設するためにそれら 

を役立てることなのです。」 

オトリ一姉妹の話の中で，二人は主に従順であること以上に，主の御手に使われることを 

願いましたが，それはどういう意味でしょうか。才トリー夫妻はどのようにして，主が二人 

の才能を使ってしようとしておられることを知りましたか。わたしたちは自分の才能を使っ 

て何をするように主から期待されているでしょうか。それを知るには，どうすればよいでし 

ょつか。 

視覚資料10-a「金持ちの青年に永遠の命を得る方法にっいて語られるイエス」を見せる。 

『新約聖書』の話の中で，ある青年がイエスに「永遠の命を受けるために 

何をしたらよいでしょうか」と尋ねました。イエスは彼に，戒めを守り，姦 

淫や殺人，盗み，偽証の罪を犯さず，父母を敬うように教えられました。青 

年は「それらの事はみな，小さいときから守っております」と答えました。 

そこでイエスは言われました。「持っているものをみな売り払って，貧しい 

人々に施しなさい。……そして，わたしに従ってきなさい。」青年はその言葉 

を聞いて，悲しみながら去って行きました。彼には「たくさんの資産」があ 

ったからです（マルコ10 ：17-22参照)。 

個人の所有物の中で，神の王国を築くために役立てられるものには何がありますか。 

だれにでも神の王国を築くために使える所有物があります。わたしたちは 

困っている人に食物や衣服を与え，家のない人に宿を提供することができま 

す。また，什分の一やささげ物を納めるとき，神の王国の建設を助けていま 

す。時には主の業を推し進めるために，さらに多くのものを与えるように， 

あるいはもっと大きな犠牲を払うように求められることがあるかもしれませ 

ん。ほとんどの人は，主の業のためにすベての資産をささげるようには言わ 

れませんが，もし求められることがあれば，喜んでそれに従うべきです。 

何年も前のことですが，タスマニア島の聖徒たちは，ジョセフ •フイ一ル 

デイング•スミス大管長が南オーストラリア伝道部を視察中だと聞きました。 

謙遜で忠実な185名の聖徒たちは，スミス長老に彼らの教会堂を奉献してもら 

いたいと望みました。教会堂を主に奉献するには，負債をすべて返済しなく 
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てはなりません。そこで彼らは2日間で返済に十分な金額（1万ドル以上）を 

集めました。聖徒たちは，神の王国を築くために喜んで自分の財産を犠牲に 

することを示したのです。中には必要な資金を集めるために，土地や家具， 

その他の財産を売り払った人もいました。（ジェシー.エバンズ •スミス， 

“Now We Can Give the Building to the Lord" Instructor「教会堂の奉献」 

『インストラクター』1962年6月号，184 - 85参照） 

十二使徒定員会のブルース •R •マッコンキー長老は次のように語ってい 

ます。「わたしたちはパプテスマの水の中で，主を愛し，主に仕え，戒めを守 

り，生活の中で神の王国のことを第一とすることを聖約しました。主はそれ 

に対して，御父の王国における永遠の命を約束してくださいました。 

犠牲の律法とは，わたしたちが所有しているすべてのもの……すなわち家 

屋，土地，家族などすベてのものを，必要であれば命までも，真理のために 

喜んで犠牲にすることです。 

……所有しているものの多くを犠牲にするように求められる入は，ほとん 

どいません。…… 

しかし，……もしそうするように求められたなら，その律法に完全に従う 

ことができなくてはならないのです。」 (Ens ign『エンサイン』1975年5月号， 

「生活の中で神の王国のことを第一とする」とはどういう意味ですか。（まず神の戒めを守 

り，主の業のために働く。そうすれば，他の価値ある目標をより効果的に達成できる） 

神の王国を築くために時間，才能，財産を用いる 
神の王国を築くために，わたしたちは時間や才能や財産をどのように用いるように求めら 

れていますか。生徒の答えを黒板に書く。 

主はわたしたちに多くのものを与えられたので，多くのものを期待してお 

られます。そして，わたしたちがこの地上において教会で奉仕することによ 

り，時間や才能や財産を有効に使えるように，様々な機会を備えてください 

ました。わたしたちは教会で奉仕するときに，人に仕える能力がさらに高め 

られます。また，従順であることを自ら示し，自分自身と他の人々に喜びを 

もたらすことができます。 

十二使徒定員会のブルース • R •マッコンキー長老は，神の王国を築く方 

法について次のように語っています。「隣人に警告の声を上げ，伝道に出て全 

世界に住む御父の子供たちに救いの真理を宣べ伝えることは，わたしたちの 

特権です。わたしたちは教会で数多くの責任に就いて……奉仕することがで 

きます。……さらに福祉計画で労働奉仕を行い，系図の探究に励み，神殿で 
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儀式に参加することもできます。 

また，什分の一を正直に納め，断食献金，……宣教師基金などを納めるこ 

ともできます J (Ensign『エンサイン』1975年5月号，51) 

わたしたちは教会員として，義にかなった多くのことを成し遂げるために 

力のかぎりを尽くすように期待されています。献身的な末日聖徒は，2マイル 

の精神を実践することによって，様々な奉仕の仕方を見いだしています。 

ワードや支部から遠く離れた地に住むメキシコのビラフランカ姉妹は，自 

分の住んでいる地域に神の王国を建設する方法を見つけました。彼女は町に 

ある自分の家を日曜学校の集会所として提供したのです。長老たちはそこで 

求道者のためのクラスを教えることになりました。そして数人の求道者を教 

え，パプテスマを施しました。6年後には，その地に会員数200名にものぼる 

支部が組織されたのです。（グレン• V •バード’ “Miracle at San Fernando" 

New Era「サン•フヱルナンドの奇跡」『ニューエラ』1977年1月号，28 — 29) 

多くの宣教師は，経済的な援助を必要としています。忠実な聖徒たちはし 

ばしば，資格ある宣教師に伝道資金の一部または全額を援助しています。七 

十人第一定員会のボーン • J •フエザーストーン長老は，自分の経験につい 

て次のように語っています。 

「わたしがサンアントニオに着任して間もなく，ある長老が伝道本部にや 

って来ました。彼は大家族の出身でした。父親は息子の伝道費用を助けるた 

めに，パート夕イムの仕事を見つけました。しかし，それでも足りないので， 

優しい母親が学校給食の仕事を手伝うことになりました。その仕事なら子供 

たちの帰宅時間には家にいられるからです。そうした努力にもかかわらず， 

この長老に送られてくる金額は毎月不足していました。ところで，わたしは 

親友の一人から，必要なときに使うようにと，数枚の100ドル紙幣を預かって 

いました。わたしはこの長老と面接をして，財政のことを尋ねました。する 

と彼は顔を曇らせて，『一生懸命に儉約して使っていますが，家族の送金では 

どうしても足りません』と答えました。そしてこう言いました。『伝道部長， 

わたしは決して無駄遣いはしていません。儉約しようと思って，この3日間， 

何も食べていません。幼い妹までが，わたしを助けてくれます。誕生日にも 

らった1ドル札を，自分よりもわたしの方が必要だろうからと言って，封筒に 

入れて送ってくれたのです。』そう言って彼は泣き出しました。わたしはワイ 

シヤツのポケットから手の切れるような100ドル札を2枚取り出して，言いま 

した。『実は，わたしの友人から，これをあなたに渡すように頼まれました。』 

するとその長老は，両手に顔をうずめて泣きくずれたのでした。」（「伝道の祝 

福」『聖徒の道』1979年2月号，37参照） 
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この家族は神の王国を築くために，各自の時間，才能，財産をどのように使いましたか。 

割り当てを与えておいた姉妹に，才能を伸ばす方法を挙げてもらう。 

ドイツ•ハンブルク伝道部のハノーバー地方部の教会員は，合衆国のアイ 

ダホ州の町が洪水に見舞われたとき，神の王国を築くために「2マイルの精神」 

を実践することに決めました。会員たちは，洪水の被害を受けた人々のため 

に，定例の断食日のほかに特別に日を定めて断食しました。またアロン神権 

と若い女性の青少年たちは，休日を1日返上してアルバイトをし，洪水の義捐 

金に充てました。(“Germans Aid Idahoans" Church News「アイダホの人々 

を助けるドイツの聖徒たち」『チャーチ•ニューズ』1976年8月14日付，10) 

ある家族は，自分たちの死後に財産や所有物の幾分かを教会に寄付すると 

いう遺書を作成しました。この寄付金は，伝道活動，教会堂や神殿の建築， 

そのほか神の王国を建設する価値ある活動の資金に充てることになっていま 

す。この家族の父親は，家族が「2マイルの精神」を実践したいと望んでいる 

ことについて，次のように語っています。「わたしたちが所有しているものは， 

すべて主のものです。自らの意志で財産の一部を神の王国建設のために差し 

出すことは，時間や才能，財産を主の業のためにささげるという聖約の中に 

含まれると，わたしには思えるのです。」（アイザック• M •スチュワート， 

"I Have a Question” Ensign「質問があります」『エンサイン』1975年8月号， 

23-24) 

まとめ 

わたしたちは神の王国の建設を助けるという責任が与えられています。そ 

れを果たすために，時には個人的な犠牲を払わなければなりません。しかし， 

イエスはこう約束されました。「だれでもわたしのために，また福音のために」 

犠牲を払う者は，「その百倍を受け……また，きたるべき世では永遠の生命を 

受ける。」（マルコ10 ： 2 9 - 3 0 )わたしたちはこの祝福を得るために，自分の 

時間や才能や財産をどのように使うか，毎日選択していく必要があります。 

チヤレンジ 

神の王国を築くために犠牲を払うことの大切さについて家族と話し合う。 

主によく仕えることができるように，時間の賢明な使い方を学ぶ。神の王国 

を築くために，自分の時間や才能，財産をどのように役立てられるか知るた 

めに，断食して祈るとよい。 
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参照聖句 

ルカ12: 4 7 - 4 8 (多く与えられた者は多く求められる） 

アルマ34: 32 (現世は用意をする時期） 

教義と聖約65章（神の王国に備える） 

教義と聖約82 ：18-19 (すべての人に恵みをもたらすために働く） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第34章「才能を伸ばす」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.『福音の原則』第34章に記されている才能を伸ばす方法を列挙するように，一人の生徒に 

割り当てる。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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人の価値 
第11課 

目的キリストの愛を持って神のすべての子供たちに接するようになる。 

わたしたちは皆，愛ある天父の子供である 
視覚資料11-a「世界の子供たち」を見せる。 

わたしたちは時々，「神がすべての人を創造されたのですか」という質問を 

耳にします。聖文には，神がこの地上に住む全人類を創造され，地上に生を 

受ける時間と場所を定められたと記されています（使徒1 7 ： 26参照)。 

わたしたちは皆，個性ある特別な存在として創造されました。それぞれ体 

の大きさも違えば，格好や肌の色，顔形も違います。それと同じように，属 

性や才能，興味，技術，能力も人によってそれぞれ異なります。 

教義と聖約18 ：10を書いた紙を見せ，一人の生徒に読んでもらう。 、 

わたしたちは皆，異なった肉体と人格を備えた天父の子供であり，永遠の 

家族の一員なのです。天父はわたしたち一人一人を愛し，その価値を認めて 

おられます。 

わたしたちは時々，文化や社会環境，体つき，人種などの異なる人とどう 

接したらよいか分からないことがあります。そのため自分と異なる人に対し 

て，差別意識や恐れの気持ちを持ったり，避けたり，無視したりすることが 

住々にしてあります。 

教義と聖約18:10を読む。 

教義と聖約18:10を書いた紙を提示して，一人の生徒に読んでもらう。 

すべての人々を兄弟，姉妹として受け入れていることを示すには，どうすればよいでしょ 

うか。 

自分を愛するように隣人を愛する 

イエスは模範によって人を愛する方法を示し，互いに愛し合うように命じ 

られました（ヨハネ1 5 : 1 7 )。そして，たとえを使ってその方法を教えてお 

られます。主は，罪のない御自身の命を「すべての人のあがない」としてさ 
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さげることによって愛を示し，わたしたちが罪に打ち勝っことができるよう 

にしてくださいました（1テモテ2 ： 6 ；教義と聖約18 ：11一13参照)。 

割り当てを与えておいた姉妹に，以下に挙げる『聖書』の物語を手短に話してもらう。そ 

れから，各々の話の後に記されている質問をする。 

良いサマリヤ人（ルカ10:29-37)。このたとえ話からどのような教訓を学ぶことができま 

すか。（すべての人は兄弟であり，援助する価値がある） 

ザアカイ（ルカ19:1-7)。救い主はザアカイに対してどのように接しておられますか。 

(兄弟として彼の家に泊まられた）使徒たちは救い主の行動をどのように感じましたか。（罪 

人の家に泊まるべきでない） 

姦淫の罪で捕えられた女（ヨハネ8: 3-11)。わたしたちは罪に悩む人に接するとき，どう 

したらよいでしょうか。（自分も罪人であることを自覚する。常に思いやりと愛と理解の心を 

もって接する） 

救い主が，社会でさげすまれているこれらの人々を価値ある者とされたのはなぜですか。 

キリス卜は人の価値を知っておられます。主は貧しい人々に教えを説き， 

体の不自由な人や絶望に打ちひしがれた人を癒されました。また，目の不自 

由な人を見えるようにし，罪人と食事をともにし，姦淫の罪で捕えられた女 

性をかばわれました。さらに，いなくなった羊や失われた銀貨，放蕩息子の 

たとえ話を使って，人の価値を説かれました（ルカ15章参照）。主は御_身の 

すべての行いを通して，「自分を愛するように，あなたの隣人を愛」する模範 

となられました（マタイ1 9 : 1 9 )。救い主は「行って同じようにしなさい」 

(ルカ10: 3 7 )と教えておられます。 

自分と異なる環境の人々に対して，わたしたちはどのような責任があるでしょうか。 

自分を愛するように隣人を愛するとは，どういう意味ですか。 

キリス卜の愛をもって人に接するにはどうしたらよいか 

人々に親切にして心からの関心を示すとき，わたしたちはキリストの模範 

に従っています。N •エルドン •タナー副管長は次のように述べています。 

「わたしたちは，相手に期待しているものを常に見る傾向があるようです。だ 

れでも知っているように，完全な者は一人もいません。欠点や弱点を指摘す 

ると，欠点にばかり心が奪われて，その人の長所を見落としてしまうのです。」 

(「悪を言うな」『聖徒の道』1973年10月号，435参照）人の価値を十分に理解 

していれば，わたしたちは長所に目を向け，すべての人に愛と忍耐と親切な 

態度をもって接することができるのです。 

もしわたしたちが，次の話に登場する女性の価値を理解し，自分を愛するように彼女を愛 

するならば，どのような態度を取るでしようか。 
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「マーガレットが聖餐会に出席したのは，数年ぶりのことでした。彼女は 

礼拝堂に入ると，そそくさと席を見つけて座りましたが，居心地の悪さを感 

じていました。マーガレットはこれまで，知恵の言葉の問題をひきずって生 

活してきました。……監督は……彼女に頻繁に教会に出席して，もっと祈る 

ようにすればするほど，悪い習慣を克服するのは難しくなくなるでしょう， 

と言いました。 

ワードの会員はほとんど知らない人ばかりでしたが，マーガレットの心に 

は，長旅から自分の家に帰ったかのような安堵感が徐々に広がっていきまし 

た。……マ一ガレットは閉会の祈りが終わるとすぐに席を立ち，みんなにま 

じってそっと外に出ました。そのとき，自分の近くでひそひそとささやく声 

が聞こえました。気になって耳をそばだてると，突然それが鋭い叫び声のよ 

うにはっきりと聞こえて，彼女の心の奥底まで刺し貫いたのです。『ところで， 

タバコのにおいがしなかった？わたし，においが気になって話も満足に聞け 

なかったわ。今度から，座る場所を考えなくてはね。』」（ヘレン •シリ一， 

"And Jesus Wept" Ensign「そしてイエスは涙を流された」『エンサイン』 

1973年4月号，14) 

自分がマーガレットだったら，どのような気持ちがしますか。マ一ガレットのような隣人 

に対して，わたしたちは何ができるでしょうか。 

N •エルドン.タナー副管長は，別の面でもっとキリストに近づくように 

忠告しています。 

「わたしたちは皆，隣人の噂をしたがる傾向が強いようです。……どうい 

うわけか，人の長所よりも短所について語る方がずっと易しいようです。単 

なる噂にせよ，事実にせよ，人から聞いた隣人を傷つけるような話を言いふ 

らすのです。その話は尾ひれが付いて雑草のように広まっていきます。した 

がって， も大切なのは，この問題について主が語られた言葉に耳を傾ける 

ことです。 

良き隣人になりたいと思うなら，真理とあらゆる事実を見いだして，言葉 

を慎むべきです。 

次の話は，反省を促してくれます。退職して早朝の庭の手入れを日課にし 

ているある老人が，通りの向かい側の家に，毎朝決まって牛乳配達人が立ち 

寄るようになったのに気づきました。その配達人は，夫が仕事に出かけた直 

後にやって来て，3 0分ほど家にいました。チャーミングなその家の妻は初等 

協会の教師で，ほとんど欠かさず聖餐会に出席していました。 

このような日が数週間続いたので，老人は彼女の及ぼす影響や教えている 
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子供たちのことが心配になり，近所の人にそのことを話し始めました。そし 

て，監督に報告すべきだと思ったときには，その話はワード中に広まってい 

ました。 

事態に驚いた監督は，牛乳販売店の主人に電話し，その配達人の名前を聞 

いてどんな人物か尋ねました。主人はその配達人に会って，言葉巧みに聞き 

ました。『リンカーン通りに新しいお客さんができましたね。何がきっかけだ 

ったんですか。』 

『お客ですって。』牛乳配達人は言いました。『あれはわたしの娘です。毎 

朝わたしに朝食を作ってくれて，毎週金曜の夜は，妻と二人で孫たちの面倒 

を見ているんですよ。それがどうかしたんですか。』」（「悪を言うな」『聖徒の 

道』1973年10月号，434参照） 

うわさ話や悪口が人を傷つけるのは，なぜでしょうか。（うわさ話をした人とされた人の両 

方の立場から考える） 

うわさ話や悪口を避けることは，キリストのような愛を持って人々と接するうえで，どの 

ように役立ちますか。 

自分と違う面を持つ人に対して取る行動は，その人に対する気持ちを表し 

ています。もし自分の態度を改善したいと心から望むなら，次のように自問 

する必要があります。「天父の子供たち一人一人を受け入れて，寛容と愛を示 

すには，どうすればよいだろうか。」 

わたしたちはまた， 近の改宗者に関心を示さなければなりません。そし 

て，彼らとの間にキリストが示されたような関係を築きたいと願う必要があ 

ります。スペンサー •W .キンボール大管長は次のように述べています。 

「現在わたしたちが認識しているように，神の王国，すなわちイエス •キ 

リストの教会は，世界の教会になりつつあります。全世界にその力が及ぶ日 

は，速やかにやって来ます。わたしたち教会員は自制に努め，全人類，すな 

わちあらゆる国々のすベての兄弟姉妹を愛するようにならなければなりませ 

ん。確かに，わたしたちが敵意や悪意や恨みを完全に抱かなくなる日が来る 

のです。」（「赦しの力」『聖徒の道』1978年2月号，75参照） 

エペソ2 ：19を読む。 

「神の家族」の一員（教会員）として，わたしたちは互いにどのように接するべきでしょ 

つか。 

まとめ 

一人一人を愛しておられる天父の子供として，わたしたちは次の聖句にあ 

るような態度で互いに接する必要があります。 
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「すべての無慈悲，憤り，怒り，騒ぎ，そしり，また，一切の悪意を捨て 

去りなさい。 

互に情深く，あわれみ深い者となり，神がキリストにあってあなたがたを 

ゆるしてくださったように，あなたがたも互にゆるし合いなさい。」（エペソ 

4 ： 3 1 - 3 2 ) 

チャレンジ 

人の長所を見るように努め，批判やうわさ話を避ける。子供に人々を受け 

入れ，忍耐強く親切な態度で接するように教え，自らも模範を示す。 

参照聖句 

エペソ 4 : 29 (正しい言葉だけを語る） 

ガラテヤ3: 26 — 28 (キリストにあって一つとなる） 

使徒10: 34 (神は人を偏りみない） 

4ニーフアイ1：15 - 1 7 (丄、の中に宿っていた神の愛のために，民は一つとな 

った） 

教義と聖約112:11(すべての人を愛しなさい） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第2章「天の家族」を読む。 

2.生徒に各自の聖典を持参するように言う。 

3.教義と聖約18 ：10を記したポスタ一を作成する。 

4.レッスンの終わりに「神の子です」（『子供の歌集』2，『福音の原則』320)を歌えるよう 

に 

準備する。 

5.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。良いサマリヤ人，ザアカイ，姦淫で捕え 

られた女の話を割り当てる。 
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教会の組織 

目的主のまことの教会の目的と組織について理解を深める。 

イエス•キリス卜は教会の頭である 
視覚資料12-a「イエス•キリスト」，12-b「預言者ジョセフ•スミス」，12-c「歴代大管 

長」を見せる。 

十二使徒定員会のヘンリー •D •モイル長老が，西ドイツのハンブルクで 

開かれた地方部宣教師大会を管理したときのことです。 

「宣教師の一人が質問の中で，デビッド• 0 •マッケイ大管長が教会の頭 

であるということを口にしました。するとモイル長老は言葉をさえぎり，非 

常に力強い調子で，教会の頭はデビッド• 0 •マッケイではなく，イエス• 

キリストであると断言しました。ここで重要なのは，モイル長老がイエスは 

神の御子であり，今日も生きておられ，この教会の頭であられることを知っ 

ていたということです。」（ドナルド• Q •キヤノン，“Who Is Jesus Christ?" 

iVew Era「イエス•キリストはどのような御方か」『ニューエラ』1978年3月 

号，12) 

モイル長老が救い主の立場をそのように強調したのはなぜだと思いますか。 

イエス•キリストは，この地上で使命を果たされたときと同じように，今 

日も主の教会の頭であられます。「救い主は幕の彼方におられますが，あたか 

も肉体を持ってわたしたちの間におられるかのように，教会の諸事を統治し， 

導かれます。まさしく教会の頭として働かれるのです。」（ハイラム .M •ス 

くス，ンエーン . M•ンヨグ—フレ，Doc tor me and Covenants Comentary 

『教義と聖約注解』113) 

主は預言者を通して御心を示される 

ハロルド •B •リ一大管長は次のように語っています。 

「イエス•キリストの福音の原則は神から与えられたものです。主からの 
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12-aイエス•キリス卜 

12-b預言者ジョセフ•スミス 

12-c歴代大管長 







12—c 

ジヨセフ.スミス ブリガム.ヤング ジョン.テーラー 

ウイルフ才一ド•ウツドラフ •レンゾ•スノー ジョセフ.F .スミス 

ヒーバー• J•グラン卜 ジョージ.アルバ一卜.スミス デビッド.0 .マッケイ 

ジヨゼフ•フイ一ルデイング•スミス 八•ルド• B •リ一 スペンサー• W .キンボール 

エズラ•夕フ卜.ベンソン 八ワード.W.八ンター ゴードン•B .ヒンクレー 



啓示がないかぎり，だれも教会の原則と教義を変えることはできません。た 

だし，その時代に管理の責任を任された人々に霊感による導きが与えられた 

場合には，変更が加えられます。皆さんは，自分たちを管理する兄弟たちが 

一生懸命祈っていると確かに思うもしれませんが，自分の行うことが神から 

承認を受けたものであると，力の限りを尽くして確信するまで，わたしたち 

は行動には移れないものです。」("God's Kingdom - A Kingdom of Order" 

Ensign「神の王国一秩序の王国」『エンサイン』1971年1月号，10) 

次の声明文は，預言者が主の承認を受けて行動した一例です。1978年6月9 

日，大管長会はこの声明を全世界に発表しました。 

「主の業が地の至る所で進展しているのを目にするに当たり，わたしたち 

は，多くの国の人々が回復された福音のメッセージに応じ，ますます多くの 

人が教会に加わっていることを感謝してきました。このことからわたしたち 

は，教会のすべてのふさわしい会員に，福音のもたらす特権と祝福のすべて 

が授けられるように望む気持ちを抱くよう霊感を与えられました。 

神の永遠の計画の中で，すべてのふさわしい兄弟がいつか神権を受けるよ 

うになるという約束が，わたしたちよりも前の預言者たち，教会の大管長た 

ちにより与えられたことを知っていたわたしたちは，神権を差し止められて 

いた人々の忠実さを目にして，これらの忠実な兄弟たちのために長い間，熱 

心に主に懇願しました。そして，わたしたちは神聖な導きを主に嘆願しなが 

ら，神殿の階上の部屋で何時間も過ごしました。 

主はわたしたちの祈りを聞いてくださいました。そして，預言されて久し 

い約束の日が訪れたことを，主は啓示によって確認してくださったのです。 

すなわち，教会の忠実なふさわしい男性が皆，聖なる神権をその神の権能を 

行使する力とともに受けることができ，またそれからもたらされる，神殿の 

祝福を含むあらゆる祝福を愛する人々とともに享受することのできる日が訪 

れたのです。 

したがって，教会のすべてのふさわしい男性会員は，人種や肌の色にかか 

わりなく，神権への聖任を受けることができます。神権指導者は，アロン神 

権でもメルキゼデク神権でも，神権への聖任に当たっては，すべての候補者 

と入念に面接するという方針に従って，候補者がふさわしさに関する既定の 

標準を満たしていることを確認するようにしてください。 

主の権能を与えられた僕たちの声に聞き従い，福音のあらゆる祝福を受け 

ようと自らを備える，全地の主の子らすべてに祝福をもたらすために，主は 

今やその御心を知らせてくださいました。このことを，わたしたちは厳粛に 

宣言します。」（公式の宣言ニ） 
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イエス•キリストは教会の頭であられますが，預言者の役割は何でしょうか。 

預言者は神権の権能と神からの啓示により，教会の大管長として教会のも 

ろもろの事柄に指示を与えます。教会員は，預言者が啓示により導かれるま 

まに語る言葉に聞き従うように勧告されています。「あなたがたは忍耐と信仰 

を尽くして，あたかもわたし自身のロから出ているかのように，彼の言葉を 

受け入れなければならない。」（教義と聖約21：5) 

ゴードン • B •ヒンクレー長老は，預言者の必要性を感じたフイリピンの 

青年デビッド•ラグマンについて次のように語っています。 

「デビッド •ラグマンは少年のときに，ごみ箱の中にばらばらになりかけ 

た古い『リーダーズダイジェスト』が捨ててあるのを見つけました。そこに 

は，モルモンの民の物語に _する本の要約が載っていました。そして，ジョ 

セフ•スミスのことが書いてあり，預言者と説明されていました。『預言者』 

という言葉は，少年の心に強く響きました。世の中にほんとうに預言者がい 

るのでしょうか。彼は知りたいと思いました。その雑誌はなくしましたが， 

生ける預言者がいるという話は，フイリピンが占領されていた暗く長い戦争 

と圧制の間も，彼の心を去ることがありませんでした。ついに戦争は終わり， 

合衆国政府はクラーク空軍基地を再開しました。デビッド •ラグマンは基地 

に就職し，彼を監督する空軍将校がモルモンであることを知りました。彼は 

将校に預言者を信じているかどうか聞きたかったのですが，こわくてできま 

せんでした。しかしようやく……尋ねる勇気が出ました。 

青年が『あなたはモルモンですか』と聞くと，『はい，そうです』という答 

えがすぐに返ってきました。真剣な質問が続きました。『あなたは預言者を信 

じていますか。あなたの教会には預言者がいるのですか。』 

『はい，預言者がいます。生きた預言者です。わたしたちの教会を管理し 

て，主の御心を教える人ですよ。』 

デビッドは将校にさらに詳しく話してもらい，その教えによってパプテス 

マを受けました。彼はフイリピン人で 初に長老に聖任されました。」（「感謝 

を神にささげん」『聖徒の道』1974年4月号，182-83参照） 

救い主がこの世におられたときに設立された教会は，使徒からのメッセー 

ジや手紙，訪問によって一致が保たれていました。それと同じように今日の 

教会も，神からの導きのもとに，預言者と使徒によって導かれ，統一が図ら 

れています。この中心となる導きと組織が，まことのイエス.キリスト教会 

のしるしなのです。 

信仰箇条第6節を書いたポスタ一を見せ，声を出して読む。 
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教会の組織 
エペソ4 ：11-14を読む。パウロは教会を組織する理由を3つ挙げています。それは何でし 

ようか。(1.聖徒たち，すなわち教会員をととのえる。2.奉仕のわざ，すなわち儀式を執行 

し，教会の仕事を行う。3.キリストのからだを建てる。キリストのからだとは教会員のこと 

で，教会の組織を通して教化され，高められる人々のことである） 

割り当てを与えておいた姉妹に，『福音の原則』第17章の中から「再び組織されたキリスト 

の教会」について報告してもらう。 

教義と聖約20章の前書きを読む。 

報告の後で，ステ一クとワードの組織について話し合う。最初に次の質問をする。ステ一 

クとは何ですか。ステークはだれが管理しますか。ワードとは何ですか。ワードはだれが管 

理しますか。 

次に挙げる教会のユニットについて話し合う。これらのユニットは教会が発展している地 

域に組織されている。 

家族：家族は教会の基本単位です。父親には家族を管理し，導く責任があり 

ます。父親のいない家庭では，母親がその責任を負います。父親（または母 

親）は主と教会の指導者に報告する責任があります（『家族ガイドブック』 

「はじめに」参照）。 

視覚資料12-d「ある支部の集会」を見せる。 

支部：支部は特定の地域に住む教会員によって組織される単位です。支部が 

成長するにつれて，活発な神権者の数が増加していきます。支部はステ一ク 

会長会，伝道部長会または地方部長会によって組織され，管理されます。 

支部は，ある地域に複数の教会員の家族または個人が住んでいる場合に組 

織されます（『支部ガイドブック』1参照)。 

地方部：地方部は伝道部の一部です。地域の中に十分な数の支部が組織され， 

地方部の集会を開くのに交通の便がよく，支部間の連絡にも問題のない場合， 

伝道部長会により地方部が組織されます。そして，地方部長会が召されて管 

理に当たります。地方部はステークになる前の単位です。 

伝道部：伝道部は教会の一単位であり，その管轄区域は通常，ステ一クと比 

較してかなり広範囲に及んでいます。大管長会は伝道部の区域を定め，管理 

者として伝道部長を召します。ただし伝道部の区域内にステークが組織され 

ている所では，ステ一ク会長が管理します。伝道部はステークと同様，中央 

幹部に対して直接報告をする義務を負っています。伝道部の主要な職務は， 
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専任宣教師に指示を与え，管轄内の地方部や支部，家族の教会活動を援助す 

ることです。 

教会の各ユニットは，自分が所属するさらに大きなユニットに報告する義 

務を負っています。 

神権定員会は，青少年および成人の男性の必要を満たし，神権の儀式や神 

権者の活動を計画準備するために組織されます。 

扶助協会は，主が女性のために備えられた組織です。預言者ジョセフ •ス 

ミスは，この女性の組織がなければ，教会として完全な組織になり得ないと 

語っています。女性は扶助協会を通して，神権者の良き伴侶となり助け手と 

なるのです。 

支部やワードが組織されると，教会員の必要を満たすためにほかにも補助 

組織が組織されます。これには，子供を教えるための初等協会，12�から1 8 

�の青少年を対象にした若い男性と若い女性の組織，すべての年代層に福音 

の原則を教える日曜学校が含まれます。 

各ユニットがその管轄ユニットの指示の下に活動を行うのはなぜですか。（正当な権威者に 

対して報告をする義務を負っているため。教会内の統一を維持するため。預言者の勧告に従 

うため） 

教会が，これまで述べてきたようなユニットを組織する必要があるのはなぜですか。（全教 

会員に速やかに指示が及ぶようにするため。聖徒たちをととのえるため。教会員に奉仕を通 

して神の方法を学ぶ機会を与えるため） 

教会組織の目的 
教会が組織された目的は何ですか。 

教会は，主が御心を明らかにされる組織であり，主の子供たちに救いに関 

する原則と儀式を授け，永遠の命を得るために必要な様々の機会を提供しま 

す。わたしたちは教会を通して，以下の事柄を行います。 

1.救いの計画を学ぶ。 

わたしたちは，集会や指導者を通して，完全な福音について学ぶ機会を得 

ます。また聖文学習の助けを受け，聖文の理解を深めることができます。わ 

たしたちは福音の原則に従うように教えられ，永遠の命という祝福にどう備 

えたらよいか示されます。 

2.救いに関する儀式を受け，執行する。 

わたしたちは，神権すなわち神の御名によって行動する権能を受けた男性 

からパプテスマを受けて教会に入ります。そして神殿のエンダウメントや神 
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殿結婚に備えるように指導を受けます。また死者のために神殿の儀式を執行 

するように奨励されています。 

3.聖約を新たにする。 

わたしたちは聖餐会において聖餐にあずかり，パプテスマのときに主と交 

わした聖約を新たにする機会があります。 

4.才能や能力を伸ばす。 

わたしたちは，教える責任や指導する責任が与えられます。このような責 

任は，わたしたちの才能や能力を伸ばすのに役立ちます。 

5.互いに仕え合う。 

教会の奉仕や福祉プログラムを通して，わたしたちは利己心を抑え，与え 

る喜びを味わうことができます。ホームティーチングや家庭訪問により，家 

庭の中で互いに何を必要としているかを知る機会が与えられます。 

6.愛と友情の中でともに成長する。 

教会の奉仕や活動を通して互いに知り合い，悲しんでいるときには慰め合 

い，幸せなときには喜びを分かち合うことができます。こうして愛と友情の 

中で互いに成長することができるのです。 

一人の生徒に，エペソ2 ：19を読んでもらう。 

7.霊的，情緒的な必要を満たす。 

水差しと一切れのパンを見せる。 

ほとんどの人は，飢えや渴きがどのようなものか知っています。また，食 

物や水では満たすことのできない飢えや渴きを感じることもあります。 

一人の生徒に，ヨハネ4 ：14と6 ： 35を読んでもらう。 

イエスはこの聖句で何を言おうとされたのでしょうか。 

イエスが言われたのは，肉体の飢えや渴きのことではありません。主は， 

だれでも自身の霊を養う必要があると言っておられるのです。主の教えに聞 

き従おうとする人は，主の教える真理によって霊の種を心ゆくまで味わうこ 

とができます。 

七十人第一定員会のハートマン •レクタ一.ジュニア長老は，宣教師から 

教会について教えを受けて，ようやく自分自身の霊的な飢えが満たされるの 
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を感じました。 

「そのレッスンは，飢えと渴きに苦しむ人に飲食物を与えるようなもので 

した。わたしは長い間これらの答えを捜し求め，あちこち尋ね歩いてきまし 

た。そしてついに，それまで抱いていたすベての疑問を完全に解くことがで 

きたのです。わたしは，天父から偉大な憐れみを受けたので，喜びと感謝で 

天にも昇るような気持ちでした。」(No More Strangers『もはや宿り人ではな 

く』9) 
宣教師から回復された教会のメッセージを聞いたときの気持ちを姉妹たちに話してもらう。 

ハワード •W •ハンター長老は，伝道活動における教会組織の発展につい 

て次のように要約しています。 

「140年余りを経た現在，神権によって回復された福音が宣べ伝えられる間 

に，一つの奇跡が現実のものとなりました。神殿がこの大陸をはじめ世界の 

各地に建てられ，礼拝の家は多くの国々のここかしこに建設されています。 

……宣教師が多くの国で福音を宣べ伝えています。……世界各地にある小学 

校，高等学校，セミナリー，インステイテュート，大学では，25万人以上の 

学生が世の学問だけでなく，福音の永遠の真理も学んでいます。」（「霊のきき 

ん」『大会報告1970-72』382, 1972年10月参照) 

まとめ 
イエス •キリストは，主の預言者に御心を明らかにすることにより，主の 

教会を導かれます。救い主は御自身のなすすベてのことにおいて，全人類の 

福利に関心を寄せておられます。神の子供一人一人が霊的，情緒的，知的， 

社会的，肉体的な面で必要を満たせるように，主は教会を組織されました。 

チヤレンジ 

聖餐会をはじめとする教会の集会に積極的に参加し，指導者から与えられ 

る責任を引き受けることによって，教会組織の祝福を受けられるように努め 

る。教会の活動に積極的に参加するならば，教会の組織とその目的について 

理解と感謝を深め，人生の歩むベき方向を明確にすることができる。 

教会の中央役員や地元の役員教師を支持し，助ける。 

参照聖句 

エペソ4章（互いに愛し合う聖徒） 

教義と聖約2 0 : 1 - 4，3 7 - 7 9 (末日の教会組織） 
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教義と聖約21：9 (主のぶどう.園で働くすべての人は祝福される） 

教義と聖約133 ： 5 7 - 6 1 (主の業を行うために弱い者を備える福音 ) 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則J第17章「現在のイエス•キリストの教会」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.信仰箇条第6節を書いたポスターを作成する。 

4.教義と聖約20章の前書きを読む準備をしておく。 

5.一人の姉妹に，『福音の原則』第17章から「再び組織されたキリストの教会」について報 

告する割り当てを与える。 

6.水差しとパンを一切れ用意する。 

7.生徒に本課の引用文と聖句の発表を割り当てる。 

111 



指導者に従う 
第13課 

目的主によって召された指導者の勧告に従う。 

主は預言者を通して語られる 
生徒に教義と聖約1：38を読んで，印を付けるように言う。 

今日，だれが主の預言者，代弁者として召されていますか。 

視覚資料12-c「歴代大管長」を見せる。 

神が御言葉をわたしたちに明らかにされるとすれば，この地上には預言者 

がいなければなりません。末日聖徒イエス •キリスト教会の会員は恵まれて， 

地上にそのような預言者がいることと，彼を通して主の御心が明らかにされ 

ていることを知っています。預言者は主の御名によって語るとき，主がそこ 

にいれば語られるであろう言葉をそのまま伝えるのです。 

「わたしたちは，神がこれまでに啓示されたすベてのこと，神が今啓示さ 

れるすべてのことを信じる。またわたしたちは，神がこの後も，神の王国に 

関する多くの偉大で重要なことを啓示されると信じる。」（信仰箇条1：9) 

まことの教会の一員として生活し，預言者を通して今日の主の御心を知る 

ことができるのは，大きな祝福です。わたしたちは，主が預言者を通して語 

られることを知るときに，救い主が生きてわたしたちを愛し，関心を寄せて 

おられることを再認識できます。 

教会を導く預言者が，わたしたちを迷わせることは決してありません。預 

言者は現在の生活に関することを告げるので，その勧告にいつも従うことが 

できます。預言者は年に2回の総大会で，主から与えられる指示を伝えます。 

また，世界各地で開かれる地域大会でも主の勧告について語ります。預言者 

の大会説教の大部分は，教会の機関誌に掲載されます。 

大管長のほかにも，預言者，聖見者，啓示者として支持されている人がい 

ます。副管長と十二使徒定員会の人々がそうです。これらの兄弟たちも啓示 

を受けて主の御心を明らかにし，キリストの神性について証し，救いの計画 

を教え，儀式を執行します。 

末日の預言者の一人であるハロルド. B •リー大管長は，次のように語つ 
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ています。「主が現在，わたしたちのために望んでおられることを知りたいと 

思うなら，この大会で話された説教を手に入れて読むように勧告します。な 

ぜなら，これらの指導者が聖霊の力によって語ることは，主の精神となり， 

主の御心となり，主の声となり，救いに導く神の力となるからです。」 

(“Stand Ye in Holy Places” Ensign「汝ら聖なる所に立つべし」『エンサイン』 

1973年7月号，121) 

預言者はわたしたちを愛し，わたしたちに関心を払っています。預言者は， 

わたしたちが主の勧告に従うときにのみ完全な進歩と喜びが得られることを 

知っています。そして，実生活のすべてにわたって必要な指示を与えていま 

す。例えば，スペンサー • W •キンボール大管長は，家や庭を美しくし，家 

庭菜園や食糧貯蔵を進めるように奨励しました。また，知恵の言葉を守り， 

よく準備された専任宣教師を送り出すようにチャレンジしました。また，か 

け事や離婚，堕胎，不道徳，ポルノグラフィー，同性愛を避け，神殿に参入 

し，安息日を聖く過ごすように言いました。それだけでなく，悔い改めて， 

神の不変の標準に従って生活し，愛ある家庭を築くように勧告しました。 

(「わたしを主よ，主よ，と呼びながら，なぜわたしの言うことを行わないの 

か」『聖徒の道』1975年8月号，375-78参照） 

主の預言者に啓示される事柄に対して証を持つ責任がある 
今日，預言者や中央幹部のメッセージは何によって知ることができますか。（大会やその特 

集号，教会公認の出版物） 

預言者が主の代弁者であることを知ると，その勧告に従いたいという思いが強まるのはな 

ぜですか。（預言者が主の御心を伝えていると確信できるから。預言者がわたしたちのために 

助けを祈り求めていることが分かるから） 

教会が回復された当時，多くの人々が預言者ジョセフ •スミスに会うこと 

を切望していました。実際にジョセフ •スミスに会った人の多くは，霊的な 

経験をして，彼がまさしく主に選ばれた僕であるという確信を得たのでした。 

エミリーン • B •ウェルズ姉妹は，預言者について証を強める機会となった 

二つの経験について語っています。 初は預言者に初めて会ったときで，次 

は預言者の殉教後に起きたプリガム •ヤング大管長の変貌を目にしたときの 

ことです。 

割り当てておいた姉妹に，以下の話を読んでもらう。 

「ノーブー市に入って預言者ジョセフに会ったその日から，わたしがずっ 
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と持ち続けてきた証を述べたいと思います。預言者は，合衆国の東部や中部 

の州から西部へと旅を続ける聖徒たちに会うために，船のところにやって来 

ました。 

わたしはそのときすでに母の勧めでパプテスマを受けていました。母は福 

音を聞いてすぐに末日聖徒になりましたが，わたし自身は証がなく，それほ 

ど強い信仰も持っていませんでした。まだ福音についてよく知らなかったか 

らです。…… 

船に乗って川を上っていたわたしは，預言者が下船するところを一目見よ 

うと船のいちばん高いところに立っていました。そのとき，頭のてっぺんか 

らつま先まで，全身が特別な思いで満たされて，この福音が真実であること 

が即座に分かったのです。そして，自分の決断が正しかったことや『モルモ 

ニズム』が真実であることを確信しました。ノーブーに来るまでに払ったす 

ベての犠牲がそれで報われました。預言者に会えただけで十分だと思ったの 

です。わたしは預言者に会うために幾らか備えてきましたが，少しも失望し 

なかったと言いたいと思います。彼のような人物は二人といないからです。 

唯一，わたしがジョセフに似た人を見たのは，ブリガム •ヤングが預言者 

の後を継いで大管長に召されたと自ら発表したときのことです。その言葉は 

よく覚えていませんが，発表があったのはノーブー市のテンプルヒルの森の 

中でした。ブリガム •ヤングがノーブーに戻っていたことを知っている人は 

ほとんどいませんでした。預言者ジョセフと兄のハイラムが殺されたとき， 

十二使徒全員がノーブ一を離れていたことが知れわたっていました。ですか 

ら，聴衆の中でブリガム •ヤングが戻っていることを知っている人は，ほと 

んどいなかったと思います。彼が壇上に立って発表するや，全聴衆が立ち上 

がってロ々に，あれは預言者ジョセフだと言い始めたのです。 

わたしは荷車の荷台に立っていたので，腰を上げる必要はありませんでし 

たが，座っていた人たちは皆立って，驚きの声を挙げました。わたしもはっ 

きりと見ることができました。だれもが，預言者ジョセフが死からよみがえ 

ったと思ったのです。しかし，ブリガム •ヤングが話し始めると，ようやく 

騒ぎが治まり，彼が預言者ジョセフではなく，十二使徒定員会会長であるこ 

とに気づきました。これまでに見聞きしたことのないすばらしい出来事でし 

た。わたしはそのたぐいまれな現象をこの目で見たのです。…… 

わたしは特に，預言者の衣がブリガム •ヤングにかけられたときの現れに 

ついて話したかったのです。それ以来，わたしたちはブリガム •ヤングに絶 

大の信頼を抱き，彼に従うすべての人々に対しても強い信頼を置くことがで 

きたのです。」（レオン•ハートショーン編，“The Mantle of the Prophet FeU 
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upon Brigham Young Remarkable Stories in the Lives 01 Latter-day Saint 

Women「ブリガム•ヤングにかけられた預言者の衣」『末日聖徒の女性逸話 

集』第1巻，238-39) 

ジョセフ.スミスの殉教後，初期の聖徒たちがこのような経験をすることが大切であった 

のはなぜですか。（彼らはほかに預言者を知らなかったので，教会がそのまま継続することを 

知る必要があった。大管長会の継承の方法を理解する必要があった） 

ピリコ •ヴァールカマ •ピーターセン姉妹は，預言者と会ったときの経験 

を次のように語っています。 

割り当てておいた姉妹に，以下の話を読んでもらう。 

「1952年の夏，支部の若い姉妹たちが集まって，フィンランドのヘルシン 

キ近郊でガールズ •キャンプを行い，予定されているマッケイ大管長の訪問 

を心待ちにしていました。高いかばの木が茂った美しい森が，大管長を迎え 

る場所に選ばれました。夏の間，ずっと隋天の日が続いたので，わたしたち 

はこの特別な日も晴れるに違いないと信じていました。 

来訪の日が近づくと，大管長のことで話はもちきりになりました。一人の 

姉妹が突然このように言いました。『もし大管長の見かけや行いが預言者らし 

くなかったら，わたしたちの証はどうなるかしら。』少しずつですが，心の中 

に疑いの気持ちが入り込んできました。このような疑いに曇るわたしたちの 

心を知ってか，天気まで下り坂になり，預言者が来る当日は黒雲が立ちこめ， 

どしゃ降りになる始末でした。今でも覚えていますが，わたしは友人と一緒 

に大きな木の下に腰を下ろして，湖面に打ちつける雨を見つめていました。 

大管長が期待にこたえてくれそうもない人物のような気がして，わたしはひ 

どく動揺していました。絵で見る古代の預言者のように白いローブではなく， 

普通の格好で来ることは承知していました。わたしは自分の証を失うことが 

怖くて，できるものなら，その場を逃げ出したいくらいでした。しかし，そ 

れはできませんでした。わたしには歓迎のあいさつをする責任が与えられて 

いたからです。 

森の方に向かって歩いていくうちに，雨は止んだものの，空はどんよりと 

雲が垂れて，暗闇のようでした。スカウトの制服はびしょぬれになり，情熱 

までも消えてしまったようでした。わたしたちは沈黙したまま……待ってい 

ました。わたしは列の中央に立ち，3歩前へ出て，マッケイ大管長と一行に歓 

迎の言葉を述べ，マッケイ姉妹には誕生日を祝う言葉と花を差し上げること 

になっていました。 

やがて，暗い霧が立ちこめる中を一台の黒い車が走ってきました。ちよう 
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どマッケイ大管長が車を降りようとした瞬間に，雲の間から陽の光が射して 

きて，見る間にあたり一面が明るくなりました。森の木や草は，葉のしずく 

に陽光を浴びてまばゆく輝いていました。わたしたちは，強い日差しに目が 

くらんで，しばらくの間何も見ることができませんでした。 

わたしはマッケイ大管長を見ようとしましたが，はっきり見ることはでき 

ませんでした。ただ，太陽を背に立った大管長の堂々とした姿をシルエット 

で見ただけで，美しい白髪に光が反射している様子は，まるで後光がさして 

いるかのようでした。だれもが息をのみ畏敬の念に沈黙したまま，立ちすく 

んでいました。 

とうとう，3歩前へ出て大管長に歓迎のあいさつを述べるときになりました 

が，どうしても体が動きません。もし前に出ようものなら，大管長はさっき 

までわたしが心に抱いていた疑いや恐れをすぐに見抜いてしまうに違いない 

と思ったのです。みんながわたしを待っていました。でも，わたしはどうす 

ることもできませんでした。 

とうとう伝道部長が促すようにこう言うのが聞こえました。『ヴァールカマ 

姉妹，何か言うことがあるのではありませんか。』わたしはやむなく小またで 

3歩前へ出ました。すると涙がほおを伝って流れてきました。 

わたしは，話そうとしましたが，頭の中が混乱して戸惑い，すすり泣くば 

かりでした。そのとき，マッケイ大管長はこのような言葉をかけてくれたの 

です。『さあ，ここにいらっしゃい。』 

わたしがそばに行くと，大管長はわたしの手を取って，わたしが歓迎のあ 

いさつを述べる間ずっと握っていてくれました。わたしはそのとき，大管長 

の日焼けした顔と優しいまなざしに気づきました。わたしにとって歓迎の言 

葉を言うことが大切であるように，大管長にとっては，わたしを助けること 

が大切であるかのように感じました。大管長の手から言いようのない平安が 

伝わってきて，さっきまで感じていた恐れは消え去り，わたしは深い愛に包 

まれました。そして，マッケイ大管長が神の預言者であり，わたしたちを裁 

くためではなく，愛するために来られたことを知ることができたのです。」 

("When the Sun Broke Through" Ensign「雲間から太陽が」『エンサイン』 

1976年8月号,37) 

ピーターセン姉妹のように直接預言者に会う機会がない人もいます力《，だ 

れでも学び，祈り，求めることによって，預言者の召しに対する証を得るこ 

とができます。証は様々な方法を通して得られます。わたしたちは皆，生け 

る預言者に対する自分自身の証を得る必要があります。 

生徒の中に預言者に会ったことのある人や預言者について証のある人がいれば，そのとき 

116 



第1 O S ^ 

の経験について話してもらう。 

わたしたちは個人や家族の祈りの中で，預言者のために祈ります。次の話 

にあるように，子供たちに預言者に感謝することや，預言者のために祈るこ 

とを教える必要があります。 

「ある家族は，ジョセフ •フイ一ルデイング.スミス大管長が亡くなった 

というニュースを聞くと，すぐにひざまずいて祈りました。父親は，この立 

派な預言者の時代に生活できたことを感謝し，今までのすべての預言者，特 

に〔新しい大管長の〕ハロルド’B •リ一大管長について主に感謝しました。 

そして，子供たちが新しい大管長のことをよく知って，その教えを学べるよ 

うに祈りました。『どうぞ，このすばらしい子供たちが預言者に従う人々に従 

い，リ一大管長が行わないことは決してしないように，祝福してください。』」 

(マリアン • P •ソレンセン「祈りによって子供を教える」『聖徒の道』1973 

年10月号，440参照） 

このような経験から，子供たちは預言者に従うことについて何を学ぶでしょうか。 

預言者に対する証はどのようにしたら得られるでしょうか。（預言者の勧告に従う，預言者 

であることを知るために祈る，ほかの人の証に耳を傾ける） 

神権指導者は神から召される 
視覚資料13-a「神権役員を支持する会員」を見せる。 

主は今日，預言者のほかにどのような人を通して，わたしたちに語りかけておられますか。 

(わたしたちを導くために任命されたふさわしい教会員を通して） 

預言者をはじめとする中央幹部は，教会のすべてのユニットを管理します。 

しかし，彼らが全ユニットを直接指導するのは不可能ですから，ほかの人々 

に管理運営の権限を委任しています。主は，中央幹部の指導の下に地元の教 

会員を導く指導者を召しておられます。これら地元の指導者は，人々を義へ 

と導くために啓示によって召されます。たとえ本人が指導者として召される 

には準備や訓練が足りないと思っても，主はその人をその時期に，教会を導 

くように選ばれたのです。そして，召しを果たせるようにその人の能力を高 

めてくださいます。 

地元の指導者が選ばれると，賛成の挙手を受けるために名前が提示されま 

す。わたしたちは賛成の表明をするとき，召された人々を支持し，助けるこ 

とを約束します。 

七十人第一定員会のS •デルワース.ヤング長老は次のように言ってい 

ます。 
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「これはわたしたちの認めるところですが，いかなることであれ，命じら 

れる事柄にすべて従うためには，それらの命令を下す指導者に従わなくては 

なりません。」（Co/Terence バ『大会報告』1967年4月，40; “The 

Principle of Obedience" Improvement Era「従順の原則」『インプルーブメ 

ント•エラ』1967年6月号，49) 

地元の神権指導者はわたしたちに何をするように求めているでしょうか。わたしたちは， 

指導者が神から召されていると信じる気持ちを表すにはどうしたらよいでしょうか。 

母親は子供たちに，地元の神権指導者を支持して助けることを教える責任 

があります。決して指導者を批判したり，思いやりのない言葉を口にしたり 

してはなりません。指導者を批判すると，自分自身の救いを危うくします。 

子供たちの前で神権指導者について話すときには，特に言葉に注意し，指導 

者を尊重すべきです。子供たちに主の王国における職を尊ぶように教える必 

要があります。そうすれば，子供たちは模範によって学び，教会の職に対し 

て，また神権指導者として召される人々に対して，忠誠を尽くすようになる 

でしょう。 

「神権者といえども生身の人間であり，過ちを犯すこともあるでしょう。 

……それにもかかわらず，神はこれらの人々を選ばれました。彼らが自分で 

そうしたのではなく，神から選ばれて聖なる神権の権能を授かり，この地上 

における神の代表者になったのです。 

……聖なる神権の権能を持つ人に対して反対の声を挙げる者は悔い改めな 

いかぎり，地獄に落とされるでしょう。」（ジョージ• Q •キャノン，Gospel 

Truth『福音の真理』第1巻，276) 

神権指導者を助けるためにわたしたちは何ができるでしょうか。（彼らのために祈る，批判 

をしない，敬意を払う，子供たちに神権指導者を敬うように教える，彼らの勧告に従う，与 

えられた責任を受け入れて果たす） 

地元の神権指導者から個人の生活に関する援助を受ける 
視覚資料13-b「支部長から助言を受ける姉妹」を見せる。 

地元の神権指導者（特にホームティーチャー，神権定員会指導者，支部長 

または監督，伝道部長，地方部長またはステーク会長）は，教会の諸事を行 

うためだけでなく，会員一人一人を助けるために召されています。わたした 

ちは個人的な問題があっても，ホームティーチャーや支部長，監督に援助を 

求めるのをためらうことがあります。理解してもらえないと考えるからです。 
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また，とても恥ずかしくて話せないこともあります。しかし大管長会は次の 

ように語っています。 

「主は，男性，女性，子供に至るまですベての会員が，身近に親しく交わ 

り，自己の抱える問題の状況をよく理解できる人を援助者として持ち，霊 

的 •物質的な援助が受けられるように教会を組織されました。これら地元の 

神権指導者は，聖任や任命を受けたことにより，困っている人々に必要な助 

言を与えられるように，天から識別の力と霊感を授かる権利があります。監 

督や支部長の手で解決できないときには，ステ一ク会長や伝道部長に援助を 

要請し，それでも不可能な場合には，地域幹部七十人や〔地域担当の〕中央 

幹部に助言を求めることになっています。 

したがって，わたしたち大管長会は，問題や疑問があって心を悩ましてい 

るすべての会員の皆さんに，監督や支部長のところに行って心ゆくまで話し 

合い，必要な援助を受けるようにお勧めします。」（「大管長会よりステ一ク会 

長，伝道部長，地方部長，監督，支部長にあてた手紙」1977年10月7日付） 

神権指導者はわたしたちの問題解決を助けるために，特別にどのような賜物が与えられて 

いますか。教義と聖約46 ： 27を読み，監督や支部長に与えられている特別の賜物について学 

ぶ。（識別の賜物一真実を見分け，適切な判断をする力） 

まとめ 

天父はわたしたちを愛しておられ，わたしたちを導くために預言者を与え 

てくださいました。教会の大管長である預言者が，わたしたちを誤った道へ 

導くことは決してありません。わたしたちは預言者に対する証を持ち，預言 

者の言葉に耳を傾けるように子供たちに教えなければなりません。 

地元の神権指導者もまた，わたしたちを助けるために神から召されていま 

す。わたしたちはこれらの指導者を支持し，助ける必要があります。個人的 

な問題で勧告やアドバイスを受けたときには，喜んで聞き従うべきです。 

わたしたちが預言者や地元の指導者に愛と尊敬の気持ちを表すならば，周 

囲の人々もそのようにしたいと思うことでしよう。 

チヤレンジ 

近話された預言者の言葉を学ぶ。預言者の教えを毎日の生活の中で実践 

する。預言者と地元の神権指導者の責任について家族と話し合う。 

参照聖句 
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1ニーファイ22: 2 (すべての事柄は預言者に知らされる） 

教義と聖約21：4-6 (預言者の言葉を神の言葉として受け入れる） 

教義と聖約43 ：1-7 (教会に関する啓示は任命された一人の人だけを通して 

与えられる） 

教義と聖約107 ： 7 1 - 7 4 (イスラエルの判士である監督） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則J第9章「神の預言者」を読む。 

2.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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世の悪に立ち向かう 

目的世の諸悪に関する主の勧告を心に留め，悪に対処する方法を学ぶ。 

サタンの力，目的，策略 

「誘惑とたわむれることに伴う危険性について強調するのによく引き合い 

に出される例がある。それはある会社まで馬車を陸送する仕事を申し出た3人 

の男の話である。採用された人は高い，危険な，けわしい山道を馬車で行く 

のであった。御者としての腕前を聞かれて， 初の男は次のように答えた。 

『わたしは腕がよいし経験も豊富です。崖の縁に沿ってぎりぎりに馬車を進め 

ることができます。それでも馬車は絶対に落ちません。』 

『それは大した腕だ』と雇い主は言った。 

2番目の男は自慢して言った。『わたしはそんなものではありません。わた 

しの腕前は確かで，車輪の幅の半分が崖の縁からはみ出た状態で馬車を進め 

ることができます。』 

雇い主は3番目の男はどんなことを言うかと耳を傾けたが，次のような言葉 

を聞いて驚き，またうれしく思った。『わたしはできるだけ崖の縁から離れて 

走らせるだけです。』3人のうちだれが採用されたかは言うまでもないことで 

ある。」（スペンサー• W •キンボール『赦しの奇跡』227) 

末日に生きるわたしたちの旅にも，危険が伴います（2テモテ3 : 1参照）。 

わたしたちも3番目の御者のようになるべきです。この御者が賢明に危険を避 

ける方を選んだように，わたしたちも世の悪を避ける道を選ぶべきです。 

1テサロニケ5 ： 22を読む。あらゆる種類の悪から遠ざかることが大切なのはなぜですか。 

(わたしたちの模範は重要であり，周囲の人々に影響を与える。悪を避けずにいると，悪に染 

まっていると思われるかもしれない。悪に囲まれていると，次第に慣れてきてそのまま悪に 

巻き込まれることさえある） 

モロナイ7:12,14を読む。悪を行うようにそそのかす力の源は何ですか。（「悪いものは悪 

魔から出る。」） 

聖典には，サタンが「神に対する敵」（モロナイ7:12)であり，「人々の霊 

を滅ぼそうとしている」（ヒラマン8: 2 8 )と記されています。サタンは多く 

の名で知られ，中にはサタンの目的をそのまま表している名もあります。例 

えば，「悪しき者」（教義と聖約93 ： 37)，「滅ぼす者」（教義と聖約101：54)， 
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「試みる者」（マ夕イ4:3)，「あらゆる偽りの父」（2 ニ ー フ ァ イ 2 : 1 8 ) な 

どです。 

サタンと彼に従う者たちは肉体を持たない霊なので，わたしたちの肉体を 

自分の物にしたいと思っています（マタイ8 ： 28-32参照)。 

悪魔はすべての人を不幸に陥れようとねらっています。人から選択の自由 

を奪い，永遠の目標からそらせ，自分たちのとりこにして滅ぼそうとしてい 

るのです。 

サタンはわたしたちを誘惑してとりこにするために，偽りやごまかし，半 

面の真理を使います。キンボール大管長は，サタンについて次のように語っ 

ています。「サタンは悪を飾り立てて，美しいもの，楽しいもの，気楽でよい 

ものに見せようとしています。」 (“The Blessings and Responsibilities of 

Womanhood" Ensign「女性に与えられた祝福と責任」『エンサイン』1976年3 

月号，70) 

サタンは家庭や家族を破壊しようとねらっています。主が女性に与えられ 

た役割に反対させようとするのも，サタンの策略の一つです。「サタンとその 

軍勢が女性たちを妻，母親，主婦という第一の責任から誘い出そうとしてい 

ます。わたしたちは，女性解放，女性独立，性の解放，産児制限，堕胎，そ 

のほか女性の役割をおとしめる悪らつな主張を非常に多く耳にしていますが， 

それらはすべて，女性は言うに及ばず，社会の基本単位である家庭と家族を 

も崩壊させようとするサタンの策略なのです。」 (N •エルドン •タナー「  

も大いなる誉れ一女性の役割」『聖徒の道』1974年6月号，277-78参照） 

サタンは女性を惑わすために，悪い行為を正当であるかのように思わせる 

理由を吹き込みます。 

一人の生徒に，今日の世の中で耳にするサタンの理論を読んでもらう。 

1.堕胎：「自分の体だから，好きなようにしてかまわない。」 

2.性的不道徳：「みんながしていることだ。」 

3.結婚：「結婚前に一緒に生活して，仲よくやっていけるかどうか確かめた方がよい。いず 

れにしても，結婚は時代遅れ。」 

4.離婚：「結婚生活がうまく行かなければ，別れればよい。」 

5.麻薬：「おもしろいし，しびれるような快感を味わえる。」 

6.ポルノグラフイー：「知識を得るために，あらゆる本を読む必要がある。」 

7.女性の役割：「子供たちと家にいて時間を過ごすのはもったいない。もっと価値のあるこ 

とに貢献できるはずだ。」 

8.同性愛：「自分のほんとうの気持ちを隠すべきではない。理解され認めてもらうことが必 

要である。」 

十二使徒定員会のデルバート • L •ステイプレー長老は，次のように勧告 
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しました。「サタンの狡猾な働きに注意し，気をつけてください。サタンは決 

してわたしたちを惑わすことをやめたりはしないからです。物事を人の気に 

いるように，あるいは正しいかのように見せかけることにかけては天才で， 

実際に道徳的な退廃を引き起こします。サタンは選択の自由を認めず，人々 

の心や思い，行動をすべて支配しようとします。こうしたサタンの働きは， 

映画や雑誌，テレビ番組の中だけでなく，しばしば人々の行動や国家の中に 

も見られるようになってきました。」C&LS/袖『エンサイン』1975年5月号，22) 

悪に立ち向かう方法 

悪に立ち向かうには，指導者の賢明な勧告に従い，悪に打ち勝つことを決 

意し，聖霊の導きを求める必要があります。 

指導者の勧告に従う 

教会の指導者は真理と正義を擁護し，世のもろもろの悪について勧告を与 

えています。例えば，マリオン • G • ロムニー 長老は次のように語っていま 

す。「今日，主は地上に住むすべての人々，とりわけ教会の会員に，大管長会 

に導かれる生ける預言者たちを通して，現代の問題に関する主の御心を明ら 

かにしておられます。大管長会がその役職にあって話すことは，主がその場 

におられたら語られるであろう言葉なのです。」(Conference Report『大会報 

告』1945年4月，90) 

わたしたちは教会の指導者の言葉を学び，彼らの勧告に聞き従い，それら 

の真理を家族に教える必要があります。 

数人の生徒に，次に挙げる教会の指導者の言葉を読んでもらう。 

堕胎：「堕胎は今日の も忌まわしく，罪深い行為の一つである。なぜなら， 

この恐ろしい堕胎容認が，性的な不道徳をもたらしているからである。 

堕胎の罪を犯した教会員は，事情によっては，教会の評議会の懲戒処分を 

受ける。 

これまでの啓示によれば，堕胎は，悔い改めれば赦しを得ることのできる 

罪である。」（「教会指導総合手引き補則」第3号，1978年3月1日，15) 

産児制限：「わたしたちには，子孫によって喜びと楽しみが得られるように， 

ふえよ，地に満ちよという戒めが与えられています。 

夫婦が健康で体力があり，その子孫に悪い影響を及ぼすような要因がない 

場合，人為的に子供の出生を制限したり，妨げたりすることは，教会の教え 
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に反しています。産児制限を行う人々は，やがて失望を味わうことでしょう。」 

(スペンサー • W •キンボール「神のみわざを清く推し進める」『聖徒の道』 

1974年8月号，372参照） 

性的不道徳：「サタンのたくらむ も恐ろしい悪事の一つとして，わたした 

ちは子供から老人までの全教会員に，肉体の誤用から来る束縛と苦痛と悔恨 

の縛目に陥ることのないよう，声を大にして警告します。 

人の体は神の霊の子が宿る神聖な幕屋であり，不当な扱いや神聖を汚す行 

為は，ただ痛恨と後悔をもたらすだけです。汚れなく，清くあるように勧告 

します。 

見苦しい露出行為やポルノグラフィーを避けなさい。自分の体であれ人の 

体であれ，愛撫してはなりません。正しい結婚関係による以外は，性交渉を 

避けなさい。これはわたしたちの造り主が，時と場所を問わずに禁じておら 

れることであり，わたしたちはそれを再確認するものです。」（スペンサー• 

W •キンボール「神のみわざを清く推し進める」『聖徒の道』1974年8月号， 

372参照） 

結婚：「結婚に関する教会の確固たる見解は，教義と聖約第49章15節の中に 

『結婚は神によって定められている』とはっきり記されています。」（デビッ 

ド • 0 • マ ッ ケ イ ， Y o u t h Looks toward Marriage Improvement Era 

「若人が結婚を待ち望むとき」『インプルーブメント•エラ』1953年4月号， 

221；Gospel Ideals『福音の理想』462) 

離婚：「夫婦は互いに愛し合い，いつくしみ合うべきです。夫婦は離婚によ 

って，特に不信仰や不道徳な行いを通して，家庭を破壊してはなりません。」 

(スペンサー.W •キンボール「神は欺かれず」『聖徒の道』1975年2月号，83 

参照） 

麻薬：「教会は，幻覚剤やそれに類する薬物を常用すると，肉体的，精神的 

な欠損をきたしたり，道徳基準を低下させたりするので，それらの誤用や悪 

用に一貫して反対してきました。わたしたちはこの声明を再確認します。」 

(スペンサー • W •キンボール「神のみわざを清く推し進める」『聖徒の道』 

1974年8月号，372参照） 

ポルノグラフィー：「わたしたちは，両親や指導者の皆さんがポルノグラ 

126 



第14課 

フイ一を容認することのないように望んでいます。これは実にくだらないも 

のですが，今日では，正常で満足感の得られる糧として売り込まれています。 

ポルノグラフイーとわいせつ行為，性の衝動と性倒錯には，それぞれ関連 

があります。慎みのある人々が肉欲的な領域に踏み込んで精神的，霊的に汚 

されるのは，まことに悲しいことです。すべての末日聖徒は全力でこの醜悪 

な変動に立ち向かってください。」（スペンサー• W •キンボール， “ A t t a c k 

Mounts against Pornography" Church News「ポルノ グラフイ一に反対して 

立ち上がろう」『チャーチ•ニューズ』1976年1月17日付，8) 

女性の役割：「母親と娘とすべての女性の皆さんに申し上げます。皆さんに 

は，わたしたちの生活によい影響を及ぼす力と大きな可能性があります。サ 

夕ンが皆さんを滅ぼそうとねらっているのは，正にその理由によるのです。 

サタンに妥協してはなりません。皆さんは主の願い通りに正しく清い生活を 

しようという決意と希望と，勇気と力を持たなくてはなりません。 

若い女性の皆さん，よい教育を受けて知恵と知識を得，母親の責任を引き 

受ける用意をしてください。わたしたちは，神の栄光は英知であると教えて 

います。したがって，周囲の事態に目を向けて，わたしたちからすばらしい 

将来を奪おうとするサタンを阻止する用意をしなくてはなりません。知識と 

知恵と決断と，わたしたちを助ける主の御霊によって，それができるのです。」 

(N •エルドン •タナー「 も太いなる誉れ -女性の役割」『聖徒の道』1974 

年6月号，280-81参照） 

同性愛：「このため同性愛の罪はその忌まわしさにおいて密通や姦淫のそれ 

に優るとも劣らないことを，ここで明確にしておこう。主の教会では悔い改 

めをしない同性愛者には，悔い改めをしない密通者や姦淫をした人に対する 

と同じように，正会員たる資格の剥奪もしくは破門の措置がとられる。」（ス 

ペンサー • W •キンボール『赦しの奇跡』88) 

現代の問題に関する指導者の教えは何によって知ることができますか。（『福音の原則』第 

10章「聖文」参照。一人の生徒に「生ける預言者の言葉」の項を読むように言う） 

七十人第一定員会のジーン •R •クック長老は，わたしたちが正義を擁護 

し，主について雄々しく語るように求めています。そして，困難な状態の中 

でそれを実践した女性の模範を紹介しました。 

「大勢の教会員と少数の教会外の人が参加して行われた昼食会でのことで 

す。参加した教会員の中にはあまり活発でない人もいました。話が堕胎と産 
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児制限に発展したとき，教会員でない女性が……感情をあらわにして5分ほど， 

誤った見解を述べました。堕胎は少しも悪いものではなく，産児制限も男女 

双方の側で自由に行うようにすべきだと言うのです。教会員の姉妹は，難し 

い局面に立たされました。天気のことや何か当たりさわりのないことに話題 

を変えたらいいのでしょうか，それとも真理を守るために発言すべきなので 

しょうか。このすばらしい姉妹は，後者を選びました。そして問題になって 

いる二つの事柄について主が何と言っておられるか説明し，その後で自分自 

身の気持ちを証として述べたのです。……後であまり活発でない姉妹が彼女 

のところに来て，堕胎や産児制限についての主の御心を初めて理解できたこ 

とと，彼女の話したことが真理だと感じられたことを伝えたのでした。」（「あ 

なたは宣教師だろうか」『聖徒の道』1976年8月号，417参照） 

この善良な女性にとって，その日問題となった事柄について主の御心を知っていたことが 

大切だったのはなぜですか。世の諸悪について主が語っておられる事柄を知る必要があるの 

はなぜでしょうか。 

十二使徒定員会のマービン • J •アシュトン長老は，次のように勧告して 

います。 

「わたしたちが末日聖徒イエス •キリスト教会の会員として現在ほどその 

立場を明確にし，確信を貫いて様々な情況に賢明に対処することが求められ 

ている時代はありません。わたしたちは，今日の論争の引き金を巧みに引く 

人々に操られ，怒りをかき立てられるようなことがあってはならないのです。 

神の律法に反するような問題が起これば，教会はその立場を明らかにする 

はずです。…… 

わたしたちの責任は，理性と友好的な信条と正確な事実を通して，わたし 

たちの立場を説明することです。…… 

現代の諸悪に対して自分の立場を守るときに……こぶしを握りしめること 

も，声を張り上げることも，議論を促すこともせずに，自分の信条を表明で 

きないものでしょうか。……これを行う 良の道具は論争ではなく，しっか 

りとした決意なのです。」（「論争している暇はない」『聖徒の道』1978年10月 

号，8，11参照） 

アルマ38 ：10-12を読む。 

悪に立ち向かう決意をする 

黒板に前もって書いておいた言葉を指して読み上げる。 

「サタンは人が力を貸さないかぎり，その人を支配できない。……神は 
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善を行うように決して強制はされないし，サタンは人に悪を強制する力を 

持っていない。」（スターリング• W •シル， " O u r Temptations Upward" 

Improvement Era「誘惑の源」『インプルーブメント•エラ』1970年6月 

号，45) 

わたしたちはサタンに対して，雄々しく立ち向かう決意をする必要があり 

ます。キンボール大管長はモ一セの経験を話してから（モーセ1：1-24参照）， 

決意がなぜ必要なのかこのように説明しています。「サタンは立ち向かってこ 

られると怒ります。モーセの場合がそうでした（モーセ1：12-24参照）。そ 

のとき，サタンは大声を挙げて叫び，身を震わせながら毅然としたモーセの 

もとを立ち去りました。涙を流し，泣きわめき，歯がみをしながら，サタン 

はモーセの前を去って行ったのです。サタンはそれ以外になすすベがありま 

せんでした。皆さんが『サタンよ退け』と言えば，サタンは皆さんのもとを 

離れるしかないのです。ただ決心さえすれば，肉体を持っ人間の方がサタン 

より強いのです。」(“The Blessings and Responsibilities of Womanhood" 

Ensign「女性に与えられた祝福と責任」『エンサイン』1976年3月号，71) 

意志を堅く持って，サタンの影響から離れるように決心しなければならないのはなぜです 

か。この原則を知ることによって，どのように心が慰められ，励まされるでしょうか。 

聖霊の導きを求める 

わたしたちは悪に立ち向かう際に，聖霊の導きを求めるように勧告されて 

います。マリオン• G •ロムニ一副管長は，次のように語っています。 

「これらの悪い教えや行いに惑わされて，自ら堕落の道を歩むべきではな 

いし，またその必要もありません。自分が何者であるかを心に留め，悪を見 

極めて避けるために主から与えられた方法を使うならば，偽りの教えに魅せ 

られることはないでしょう。 

わたしたちの霊は天におられる不死不滅の両親の子供であり，わたしたち 

がこの地上に肉体を得て生活する第一の目的は，主に命じられたことを行う 

かどうかを証明する点にあります。そのことを忘れないようにしましよう。 

大切なのは，わたしたちが行うあらゆる決定の中で，善意の選択が も重 

要であることを心に留めることです。それによって，この世と永遠の世にお 

ける幸，不幸が決められるからです。 

数多くの選択を強いられる世にあって，天父なる神と贖い主である御子イ 

エス •キリストが善悪を判断する方法を与えないまま人を世に送られなかっ 

たのは，自明のことであり，公平で正しいことです。主が与えてくださった 
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その方法とは，御霊の声です。」(“The Voice of the Spirit" Ensign「御霊の 

声」『エンサイン』1978年8月号，3-4) 

エペソ6 ：11 — 18を読む。 

まとめ 

サタンの力と影響力は強大です。主の再臨が近づくにつれて，サタンはわ 

たしたちをだまし，破滅させようとこれまで以上に力を振るうでしょう。 

大管長会と十二使徒会は，この世に偽りの哲学や悪が満ちていることを知 

っているため，主の導きのままに，絶えずわたしたちに必要な警告と教えを 

与えています。わたしたちは力と守りを得るために，それらの勧告に従わな 

くてはなりません。 

わたしたちは，堅く決意することによって，世の悪に立ち向かうことがで 

きます。 

エズラ •タフト.ベンソン長老が十二使徒定員会会長のときに語った次の 

言葉を常に心に留めておきましょう。「全世界の末日聖徒の皆さん神の戒め 

を守り，生ける預言者の勧告に従ってください。主の前に正しく歩むことを 

子供たちに教え，家族で朝夕祈りをささげてください。ローマの詩人ウエル 

ギリウスの言葉のように『悪に�することなく，常に善をもって悪に抗しな 

さい。』」（「神の王国を出で行かせたまえ」『聖徒の道』1978年10月号，49参照） 

チヤレンジ 

どのような場にあっても悪に立ち向かうことができるよう努力をする。 

雄々しく善を語る。 

主の再臨に備える。教義と聖約45 ： 57にある主の勧告に従って生活するこ 

とにより，世の悪に立ち向かう。賢明に行動し，真理を受け入れ，御霊を伴 

侶として生活し，誤りの教えにほんろうされないようにする。 

参照聖句 

1ニーフアイ22 ：16-26 (義人は恐れるには及ばない） 

2 ニーフアイ9 ： 2 8 - 3 9 (サタンの誘惑に屈することの恐ろしさ） 

モーセ 4 : 4 (サタン，あらゆる偽りの父） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則J第3章「わたしたちの選ばれた指導者，救い主であられるイエス•キリスト」， 

第4章「選ぶ自由」を読む。 
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2.黒板とチョークを用意する。 

3.クラスの始まる前に，次の文を黒板に書いておく。「サタンは人が力を貸さないかぎり， 

その人を支配できない。……神は善を行うように決して強制はされないし，サタンは人 

に悪を強制する力を持っていない。」（スタ一リング• W •シル，“Our Temptations 

Upward" Improvement Era「誘惑の源」『インプルーブメント•エラ』1970年6月号’ 45) 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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試練と逆境 第15課 

目的人生の様々な試練や逆境，苦難に対処するために自らを備える。 

試練や逆境，苦難の目的を理解する 

「わたしはこの30年間，合衆国や中南米の空をいろいろな機種の飛行機で 

飛び回ってきました。つい 近，何年ぶりかで合衆国に帰ってくると，親友 

の一人が買ったばかりの双発セスナ機に乗ってみるように勧めてくれました。 

そこでわたしは，彼の保険がわたしにも適用できるかどうか尋ねました。 

すると，わたしがこの種の飛行機に乗ったのはかなり以前だということで， 

資格ある検査官とテスト飛行をしなければならないことが分かりました。 

手続きを済ませたわたしは，約束の時間に飛行場で検査官と会いました。 

わたしは合衆国，アルゼンチン，パラグアイ，エクアドルの飛行機免許証と， 

セスナ310型機でジャングルや山や砂漠や国境などを越えて飛んだことを示す 

航空日誌を持って乗り込みました。検査官は穏やかな笑みを浮かべ，事務的 

な口調でこう言いました。『あなたについて聞きました。飛行経験も十分ある 

ようですが，それはすべてが順調にいっていた場合のフライトと考え，これ 

から，悪条件の下でどれだけできるか見せていただきます。』 

それからの1時間，彼はあらゆる悪条件を作り出しました。思いつくかぎり 

の緊急事態を想定し，入れておくべきスイッチを切り，切っておくべきスイ 

ッチを入れました。まったくのパニック状態を引き起こそうとしたのです。 

このような 悪の状況の中で，わたしがどれだけ操縦できるか見たかったの 

です。テスト飛行を終えて地上に降り立った彼は，わたしの航空日誌にサイ 

ンをして，『合格です』と言いました。…… 

人生の目的の一つは，わたしたちが主にどれだけ奉仕するかを試され，そ 

れを証明することです。預言者ジョセフ •スミスは，わたしたちがいかなる 

艱難の中にあっても主に忠実に奉仕できるかどうかを試されるときがくると 

語っています。わたしたちは前世で，行く手にはわたしたちを試す数多くの 

逆境が待ち受けていることを知っていました。事故や病気，誘惑，悩み，失 

望，落胆，災難，失敗，これらすべてがわたしたちを試み，人格を試すこと 

を知っていました。…… 
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大切な質問はこうです。まったくの悪条件の中でどれだけ上手に操縦でき 

るでしょうか。あらゆる試練と苦難に遭遇して信仰を試されるとき，どれほ 

どそれに耐えて生活できるでしょうか。」（ロバート• E •ウェルズ「悪条件 

の中を飛ぶ」『聖徒の道』1979年7月号，29-31) 

試練や逆境や苦難の中にあるときにこそ，主に忠実であることが大切なのはなぜですか。 

(順調なときにだけ忠実だとしたら，ほんとうの意味で従順とは言えない。試練や逆境や苦難 

の中にあって忠実に生活できるなら，より大きな祝福を受ける。試しにあっても従順であれ 

ば，霊的に成長することができる） 

わたしたちが受ける試練にはどのようなものがあるでしょうか。 

一人の生徒に，マタイ5 ： 44-45を読んでもらう。 

義人であろうとなかろうと，すべての人が試練や逆境に遭遇します。ジョ 

ン•テーラ一大管長は，次のように語っています。 

「わたしはあるとき，預言者ジョセフが十二使徒にこのように言うのを聞 

きました。『皆さんはあらゆる種類の試練を経験するでしょう。それは，アブ 

ラハムや神の人と呼ばれるほかの人々と同様に，皆さんも試みを受けること 

が必要だからにほかなりません。神は皆さんを心にかけられるでしょう。そ 

して，皆さんをその手で支え，心の琴線に触れられるでしょう。皆さんはそ 

れに耐えることができなければ，神の日の栄えの王国で受け継ぎを得るには 

ふさわしくないのです。』」Uourml of Discourses『説教集』24:197) 

試練や逆境，苦難を乗り越える 

ステラ •オークス姉妹は，自分がどのような試練を体験して乗り越えたか 

を，次のように話しています。「天父と個人的な関係を築くこと，天父がどん 

な小さなことでも導いてくださることを決して疑わないこと，試練の中にあ 

っても『御心が成りますように』と言えるようになること，それらを通して， 

信仰によって人生を歩む力が得られるのだと思います。この力は，人が皆つ 

らい経験に耐え，その中から自分なりに学び取らなくてはならないものです。 

わたしが も耐え難い試練を受けたのは，結婚してわずか11年目のことでし 

た。夫の命が危くなり，母親として女手一つで子供を育てなくてはならない 

事態になったのです。この事態を従順に受け入れるかどうか信仰を試される 

ことになりました。…… 

わたしは，夫のロイドが日に日に衰弱していくのをじっと見守っていま 

した。…… 

6月のある夜，身も心も疲れ果てたわたしは，祈りの答えを得るにはどうす 

ればよいものかと思案しながら，一人ひざまずいて天父に祈りをささげてい 
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ました。すると何とも平安な思いに包み込まれるような感じがしました。そ 

れと同時に，神が常にともにいてくださり，この経験が主の御心によるもの 

であって，自分に原因がないことが確信できたのです。そして 後には，『御 

心が成りますように』と言う言葉がロをついて出て，心に平安を覚えること 

ができました。……わたしは信仰によって平安を取り戻し，主に対する信頼 

を新たに深めた自分に気づいたのです。 

しかし心に平安を覚えたとは言え，わたしはまだ眠ることができず，再び 

明かりをつけました。そして教義と聖約を取ろうと手を伸ばしたとき，…… 

本が床に落ちて，開きました。そこには，〔わたしにぴったりの聖句〕が記さ 

れていました。……わたしは主がわたしを愛してくださり，与えられた使命 

を果たすためにわたしに必要な力を与えてくださることを知りました。その 

ときからわたしの人生は大きく変わりました。常に主の愛で包まれるのを感 

じ，その愛によってこれまで支えられてきたのです。あのときから今日まで， 

幾度となくつらいことや苦しいことを経験してきましたが，その度に，イエ 

スがキリストであり，わたしたちの贖い主であること，またあらゆる障害を 

乗り越えることができるようにわたしたちを支えてくださるという確信を得 

ることができたのです。」（レオン.ハ一トシヨーン編，“Thy WW Be Done” 

Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women「御{、が’成り 

ますように」『末日聖徒の女性逸話集』第2巻，183-84) 

この姉妹は何を学びましたか。どのようにしてそれを知りましたか。 

主の御心を受け入れるようになることはなぜ大切なのですか。（主はわたしたちにとって何 

が最もよいか知っておられる。天父は，わたしたちがみもとに帰るために試しを経験しなけ 

ればならないことを知っておられる） 

オークス姉妹は信仰を持って祈ることにより，聖典から力と確信を得まし 

た。また，イエス •キリストに頼れば試練に耐えられることを知りました。 

わたしたちにも同じことが言えます。 

祈りと断食 

「困窮しているときの祈りは，大きな恵みをもたらします。容易に耐え得 

る試練においても，ひどい苦しみを伴う試練でも，わたしたちは祈りをささ 

げることによって神に近づき，大きな慰めと助けを得ることができます。」 

(エズラ•タフト.ベンソン「落胆してはいけない」『聖徒の道』1975年2月号， 

90参照） 

神に特別な祝福を願うときには，断食によって力が得られることを忘れて 

はなりません。断食して祈れば，御霊を感じ，天父の御心を知ることができ 
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ます。（『末日聖徒の女性A』第6課「断食」参照） 

問題に対処するとき，祈りはどのように役立ちますか。（導きと慰めをもたらす） 

信仰を持ち，主を信頼して祈ることが大切なのはなぜですか。（信仰があって初めて， 

祈りの答えを受けられる。主を信頼していれば，祈りの答えがどうであれ受け入れるこ 

とができる） 

主に重荷を取り除いてくださるように熱心に祈ったときでも，主が重荷をそのままにして 

おかれることがあるのはなぜですか。（人は何が正しく，何が最良かが常に分かるわけではな 

い。天父はわたしたちが重荷を負っている理由を御存じである） 

聖文 

聖文には，わたしたちを啓発し，励まし，慰めてくれる言葉が数多く記さ 

れています。『旧約聖書』の詩篇は慰めを与え，『モルモン書』は試練のとき 

に励ましを与えてくれます。また，生ける預言者の言葉は，生活の指針を与 

えてくれます。わたしたちは問題に直面したとき，聖文の言葉に触れること 

によって，新たな勇気と進むべき道を見い出すことができるのです。 

一人の生徒に，問題を解決するときに聖文がどのように役立ったか経験を話してもらう。 

救い主を信じる信仰 

神権の祝福を通して信仰を得る 

わたしたちは教会の女性として，神権の祝福を受ける特権が与えられてい 

ます。この祝福は，病気や試練のとき，あるいは悩み落胆しているときに受 

けることができます（『末日聖徒の女性A』第12課「神権の儀式」参照)。 

試練のときに神権の祝福によって力づけられた経験について生徒に話してもらう。 

エズラ •タフト.ベンソン大管長は，次のように勧告しています。「精神的 

に疲れ果てたときや重大な危機に直面したときは，神権者の手から祝福を受 

けることができます。 

預言者ジョセフ •スミスでさえ，自ら求めてプリガム •ヤングの手から祝 

福を受けることにより，慰めと導きを得たのです。」（「落胆してはならない」 

『聖徒の道』1975年2月号，91参照） 

祝福師の祝福も将来を見極め，人生の方向づけをするうえで役立ちます。 

祝福文をよく読んで考えることにより，問題の答えが得られることがしばし 

ばあります。 

奉仕と仕事を通して信仰を得る 

わたしたちは人を助けるときに，自分の問題に執着していた心をほかに向 

けることができます。あるとき，ロレンゾ •スノー大管長は次のように語っ 
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ています。 

「少しふさぎ込んでいるときは，周囲を見回して，自分より苦しい状態に 

ある人を捜しなさい。それからその人の所に行って，苦しみの原因を見いだ 

し，主から授けられた知恵をもってそれを取り除くように努めなさい。そう 

すると自分のふさいだ気持ちは晴れて，楽になるでしょう。そして主の御霊 

と光を感じて，すべてが輝いてくるでしょう。」 (Conference Report『大会報 

告』1899年4月，2-3) 

人から援助を受けることにより信仰を得る 

わたしたちが問題を抱えているときに耳を傾け，助言や励ましの言葉を与 

えてくれるまことの友は，試練のときに大きな助けとなります。預言者ジョ 

セフ •スミスは，友人を持つ喜びを，次のように語っています。「友人の声が 

どれほど快いものかまったく想像できないでしょう。それは，あらゆる同情 

心を目覚めさせ行動を起こさせる，何かの源からの友情の一つのしるしです。」 

(Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』 

134) 

高の友情はわたしたちの家庭の中に始まり，教会の組織へと広がって 

いきます。わたしたちは互いの重荷を友人と負い合って軽くすることがで 

きます。 

友人の重荷を軽くするために，どのような助けができますか。 

モーサヤ18 ： 8-9を読む。 

わたしたちはパプテスマのとき，どのような責任を引き受けると聖約したでしょうか。（互 

いに重荷を負い合う，悲しむ者とともに悲しむ，慰めの要る者を慰める） 

わたしたちの 良の友であるイエス •キリストは，わたしたちが求めるな 

らば重荷を軽くしてくださいます。 

マ夕イ11：28-30を読む。 

イエス•キリストのもとへ行く人には，どのような祝福が約束されていますか。（魂に休み 

が与えられる） 

苦難に耐えることにより信仰を得る 

預言者ジョセフ •スミスは，1 8 3 9年に無実の罪でミズーリ州リバテイ一の 

監獄に捕われていたとき，主への熱烈な祈りの答えとして一つの啓示を受け 

ました。この啓示は教義と聖約121章に記されています。この章では，わたし 

たちが苦難に耐えなければならない理由が述べられています。 

教義と聖約121：7-8を読む。 

ジョセフ•スミスに約束された祝福は何ですか。（敵に打ち勝ち，神の所に上げられる） 
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1リ 

「よく堪え忍ぶ」とは，どのような意味ですか。（忍耐と主への信頼をもち，不平を言わず 

に耐える） 

ジョージ.A •スミスは，ジョセフ.スミスから受けた勧告を次のように 

回想しています。「ジョセフはわたしに，どのような苦難に遭遇しようと，決 

して落胆してはならないと言った。たとえノバスコシアの炭坑の底に埋めら 

れてロッキー山脈全体を頭上に積まれても，落胆せずに主に頼り，信仰を働 

か せ ， 勇 気 を 持 ち 続 け る な ら ば ， 山 の 頂 に 連 れ 出 さ れ る で あ ろ う 。 」 

(Memoirs of George A. Smith『ジョージ• A •スミス回想録』，『主から託さ 

れたわたしの使命-メルキゼデク神権定員会用個人学習ガイド』203に引用） 

このような気持ちで試練に耐えるために，次のように自問してみるとよい 

でしょう。「この経験を祝福とするにはどうしたらよいだろうか。この経験か 

ら学ぶことは何だろうか。」 

「何年も問題がなく過ごしてきていたのに，突然大きな不幸に見舞われ， 

担い難いほどの重荷を感じることもあるでしょう。しかし，そのような苦 

難の中にあっても，わたしたちには二つの確かなよりどころがあります。 

( 1 )わたしたちは地上に来る前にこのような状態を予想していたが，終わり 

まで忠実な者に与えられる永遠の昇栄を得るために，この世に来ることを望 

んだ。（2 )耐えられないような試練は決して与えられない。」（ロバート • 

E •ウェルズ「悪条件の中を飛ぶ」『聖徒の道』1979年7月号，30) 

1コリント10 ：13を読む。 

苦難の後に与えられる祝福 

主が約束しておられるように，わたしたちは苦難の中にあっても平安を得 

ることができます。 

ョハネ16 ： 33を読む。 

大きな苦難を堪え忍んだヨブは，後に祝福を受けました。主はヨブを受け 

入れ，大いなる祝福を与えられました。「そして主はヨブのすべての財産をニ 

倍に増された。主はヨブの終りを初めよりも多く恵まれた。」（ヨブ42:10， 

教義と聖約58 ： 2-4を読む。 

祝福を受ける前に，自分がふさわしいことを証明しなければならないのはなぜですか。（自 

分がふさわしいことを証明するとき，自ら祝福を形作っていく） 

イエス •キリストでさえ，すべてのことを耐えた後に栄光を受けられまし 
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た。わたしたちも同じことが言えます。「しかし，確固としていて打ち負かさ 

れない者は救われる。」（ジョセフ•スミス-マタイ1：11) 

まとめ 

この人生には様々な困難が待ち受けています。主は預言者ジョセフ •スミ 

スが多くの試練を受けることを告げ，その理由を明らかにされました。「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。」（教義と聖約122: 7 )ジョ 

セフ •スミスは，この言葉に慰められて，与えられた試練を堪え忍ぶことが 

できたのです。ジョセフ •スミスに与えられた約束は，そのままわたしたち 

にも当てはまります。「それゆえ，人のなし得ることを恐れてはならない。と 

こしえにいつまでも，神はあなたとともにいるからである。」（教義と聖約 

122 ： 9) 

チヤレンジ 

逆境に耐える方法を知るために，特に教義と聖約121，122章を中心に聖文 

を学ぶ。試練をよく堪え忍び，克服することができるように力と導きを求め 

て祈る。苦難に耐えた後に大いなる祝福が与えられることを心に留める。 

今週，次の「主のみ言葉は」の歌詞を毎日読むか，暗記する。 

3 .おそるな，われは汝が神常に汝とともにあり 

助け与え，強くしてわが正しき力をもて 

汝をささえ励まさん 

4 .深く行けと召すときは水は汝を溺らさじ 

われ汝とともにあり汝を助け悩みはらし 

祝福の恵み与えん 

5 .つらき試しのあるときわがあわれみ与えられん 

試し汝をそこなわずただ黄金と屑とを分け 

えらぶための手段なり 

7 .主われに，たよるものの霊敵の手には渡し得ず 

地獄かれに迫るともわれその霊を見捨てはせず 

必ずわれは見捨てず 
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I 

閉会のときに，「主のみ言葉は」から上記の3, 4，5, 7節を全員で歌う。 

参照聖句 

詩編23章（主はわたしの牧者） 

マタイ5 : 1 0 - 1 2 (義のために迫害されてきた人たちは，さいわいである） 

ピリピ1 : 2 9 (キリストのために苦しむ） 

1ぺテロ2 ： 20 (苦しみを耐える） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.教義と聖約121章，122章を読む。 

2.開会に「部屋を出る前に」（『福音の原則』311)を歌う。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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両親に対する責任 

目的両親を愛し敬う。 

なぜ両親を敬うのか 

十戒の初めの4つの戒めは，人が神に対して取るべき態度と果たすべき責任 

を記したものですが，5番目の戒めには，この世の両親に対する責任が述べら 

れています。 

出エジプト20 ：12を読む。天父はなぜわたしたちに両親を敬うという戒めを与えられたの 

でしようか。 

すべての戒めについて言えることですが，救い主は両親を敬うことにおい 

てもわたしたちの模範です。主は，十字架上で苦痛に身を震わせているとき 

でさえ，母親に関心を示されました（ヨハネ19: 26-27参照)。 

わたしたちは両親を敬うというと，両親に従うことであると考えがちです。 

確かにそれもそうですが，主が「あなたの父と母を敬え」と言われたことに 

は，それ以上の意味が含まれています。辞書には「敬う」という言葉につい 

て，幾つかの定義が記されています。その主なものは，敬意を払う，尊敬す 

る，尊重する，賛美するなどです。両親を敬うとは，単に尊敬して従うこと 

だけではありません。両親を無条件で愛することも含まれます。両親を心か 

ら敬う人は，両親からの義にかなう求めに応じたいと望み，その知恵にあふ 

れる勧告や忠告に喜んで耳を傾けます。 

ほとんどの人は両親に対して愛と尊敬を感じているので，何の抵抗もなく 

両親を敬うことができます。中にはそのような思いを持てないために，両親 

を敬うことが難しいと考えている人もいるかもしれません。しかし，たとえ 

どんなに難しくても，「両親を敬う」という責任から逃れられる人はだれもい 

ないのです。もし両親が戒めを守っていなければ，尊敬に値するかどうか疑 

問に思うかもしれません。しかし，5番目の戒めには，両親を敬いなさいとし 

か書かれていないのです。「両親が会員だったら」，「財産があって健康で，教 

養がありさえすれば」，「尊敬に値する人物だったら」などと条件を付けて， 

この責任を回避することはできません。 

次の模範に従えば，わたしたちも両親に対してよい思いを抱くことができ 
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ます。 

「ある少女が両親に対する思いをさらによくしようと決心し，そのことに 

ついて天父に心から祈りました。祈りの中でその少女は，両親について天父 

に感謝しました。そのようなことは初めてです。感謝の言葉がロから出てい 

るとき，少女の心には両親に感謝する事柄が次から次へと浮かんできました。 

祈り終わった後，少女は両親に対する新たな愛と理解を感じ，二人が自分と 

同じように確かに神の子供であるということを確信したのでした。」（『マイア 

メイドコースB』第8課「両親」44参照） 

両親を敬い，感謝の気持ちを示さなければならないのはなぜですか。（わたしたちに肉体を 

与え，試しの生涯を送れるようにしてくれた。生まれたときからずっと育ててくれた。わた 

したちの必要を満たしてくれた。両親も天父の子供である） 

コロサイ3 ： 20を読む。 

パウロは両親を敬う理由として何を挙げていますか。（主に喜ばれる） 

両親を敬うことは，なぜ天父に愛を示すことになりますか。（主の戒めに従っていることに 

なるから） 

「 ヨ � ロ ッ パ在住のあるア メリカ人夫婦が，医師の家の食事に招待されま 

した。この夫婦は家族の中でおばあさんが尊敬され，大事にされている姿を 

見て心を打たれましました。そのことを話すと，医師は驚いたようでした。 

そして，こう答えました。『神は両親を使って，わたしたちをお造りになりま 

した。ですから，両親をないがしろにすることは，神をないがしろにするこ 

とだと思います。』」(Family Home Evening『家庭の夕べ』1967年，172) 

両親を敬うには 
エペソ6 ：1-3を読む。 

パウロは両親を敬うために，何をするように言っていますか。（黒板に「両親に従う」と書 

く）どのような条件の下で，両親に従うように言っていますか。（「主にあって両親に従いな 

さい」）「主にあって」両親に従うとはどういう意味ですか。（善を行うことに関して従う。悪 

を強いられたときには従うべきではない） 

両親を敬う方法はほかにもあります。エステイラ •アヤラ姉妹は，どのよ 

うにしてこの戒めを守るようになったかを次のように記しています。 

「わたしが5歳から18歳まで，家庭環境はとてもひどいものでした。9人兄 

弟の長女として，わたしは母や弟や妹が酒乱の父に苦しめられるのを見ては， 

心を痛めていました。家族を幸せにするためにわたしに何ができるかしら。 

わたしはよくそう思いました。 

1 4歳のとき，まだ中学生でしたが，両親を敬うことが神の戒めの一つであ 
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ることをある人から聞きました。とても興味を引かれたので，『両親を敬うに 

はどうしたらよいの』と尋ねると，勉強してよい成績を取れば両親を喜ばせ 

ることができるという答えが返ってきました。もしわたしがそのように優秀 

な生徒になれば，戒めを守ることになります。わたしはとてもうれしくなり 

ました。『これで家族が少しは幸せになるかもしれない』，そう思ったのです。 

そこで，わたしはクラスで1香の成績を取るために熱心に勉強しました。それ 

だけでなく，行いにおいても，町で1香の娘になろうと決心したのです。その 

ため皆がわたしを愛し，尊敬してくれました。でも家庭には何の変化もあり 

ませんでした。 

まだ何かほかにしなければならないことがあるに違いない。そう思ってわ 

たしは，ほかの戒めについて尋ねました。そのときに聞いた戒めは，『自分を 

愛するように，あなたの隣り人を愛せよ』というものでした。そこでわたし 

は病院で働き，病人の世話をすることにしました。とても貧しい人もいまし 

たが，そのような人には特別な愛を感じるようになりました。わたしはこの 

戒めを守ることに喜びを感じていました。でも家庭の中は一向によくなりま 

せんでした。悪いことに，弟がお酒とたばこを覚えて，わたしの言うことを 

まるで聞かなくなってしまいました。 

このとき18歳だったわたしは，今までの自分の努力がすべて無駄であった 

ように思いました。それでもまだわたしは神様に強い信仰を持っていたので， 

落胆しませんでした。わたしにはまだほかにしなければならないことがある 

と感じました。 

その後間もなく，わたしは自分の勉学のために家を離れることになりまし 

た。でもいつも家庭のことが頭から離れませんでした。家族がどうなってい 

るか気がかりでならなかったのです。22日たって家に寄ってみると，母がわ 

たしの顔を見るや泣き出してしまいました。これはきっと何かひどい事でも 

起きたのだろうと思っていると，母はわたしを抱きしめてこう言いました。 

『あなたが家を出てからというもの，お父さんはお酒を一滴も飲まなくなった 

のよ。』 

それを聞いたわたしはどんなにうれしかったことでしよう。父もわたしを 

抱きしめてくれました。二人で家に入って来ると，母はわたしが家を離れた 

日の夜，二人の宣教師の訪問を受けたことを話してくれました。『お父さんは， 

「モルモン書」をほとんど全部読んでしまったのよ。そしてもうすぐパプテス 

マを受けるのよ。』母のこの言葉を聞いて，わたしはただ驚くばかりでした。 

父は幼子のようになっていました。父の目から，悔い改めて謙遜になった 

ことが見て取れました。父はまったく別人のようになっていたのです。きつ 
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ばりとお酒とたばこを断ち，宣教師から教えられた戒めを守ろうと必死に努 

力したということです。父はわたしを女王のように扱い，母や弟，妹たちを 

皇族にでも接するように大事にしていました。 

この結果，わたしの家族は全員がパプテスマを受けたのです。わたしを含 

めてパプテスマを受けられる年齢に達していた5人の子供たちと両親がパプテ 

スマを受けました。 4 0�の父は特に謙遜ですばらしい人になりました。弟も 

もうすぐ宣教師として召されると思います。これ以上何を望むことがあるで 

しようか。わたしはこれまでしてきたことが決して無駄ではなかったことを 

知っています。また，わたしたちの家庭を愛あるものに変えてくれたのは， 

イエス •キリストの福音だということも知っています
0
」 ( “ T h e Change in 

My Father” Ensign「父の改宗」『エンサイン』1975年2月号，42 - 43) 

アヤラ姉妹はどのようにして両親を敬いましたか。彼女のしたことを，わたしたちの生活 

にどのように取り入れることができますか。（黒板に「自分の態度を改める」と書く） 

若い女性のロイス •クリステンセン姉妹は，両親を敬うことについて自身 

の経験を次のように話しています。 

「だぶん日曜学校の教師は，その課題がとうていできそうもないことに気 

づいていなかったと思います。彼女はこう言ったのです。『次の週までに，お 

父さんに「愛しています」と伝えることを約束してください。』 

これは簡単なことのように聞こえるかもしれません。でも，わたしにはで 

きないことが分かっていました。恐らく，普通の父親だったら，それもでき 

るだろうと自分に言い聞かせました。でも，わたしの父はまったく教会に行 

っていませんでした。わたしにしてみれば，父が無感動の人間のように思え 

ました。それに，互いに理解し合えることなどなかったのです。ここ何年間， 

父と真剣に話し合ったことなど一度もありません。まして『愛しています』 

などというのは，今まで家族の中で口にしたことすらありませんでした。そ 

んなわけで，日曜学校の教師から言われても，自分にはとてもできないと思 

ったのです。 

閉会の祈りの後，クラスの人たちが教室から出て行くのを待って，教師の 

ところに行きました。『イニス姉妹，姉妹が与えてくださった課題はとてもよ 

いと思います。でも，わたしの場合は例外だと思います。姉妹もわたしの父 

がどんな状態か御存じでしよう。わたしには父にそのような言葉を言うなん 

てとてもできません。』 

しかし，イニス姉妹はわたしの申し出を認めてくれませんでした。彼女は 

わたしを見て，このように言いました。『お父さんがどのような人であっても， 
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また何をしようとも，お父さんはあなたからのその言葉を必要としているわ。 

それはどの父親だって同じよ。だからあなたにも約束してほしいわ。』 

わたしは約束をしたものの，その週の間，堪え難い重荷を感じていました。 

この精神的な重苦しさを取り除くには，約束を果たすしかないことが分かっ 

ていました。ある晩，家族が寝静まった後で，わたしは父にその言葉を言う 

機会を今か今かと待っていました。父はタバコを吸っていた手を止め，立ち 

上がって吸いがらを灰皿に入れました。そのとき，わたしは消え入りそうな 

震える声で言いました。『お父さん，愛しています。』 

父は振り向こうともしませんでした。そして，何も言わなければ，何も 

しないでそのまま背中を向けていました。きっとわたしの声が聞こえなか 

ったのだろうと思って，わたしは弱々しい声で同じ言葉を繰り返しました。 

『お父さん，愛しています。』そのとき，父はわたしの方をゆっくりと向き 

ました。わたしがこれまで無感動で冷血漢だと思っていたあの父が涙を浮 

ベていたのです。父はわたしを抱きしめて，額にキスしてくれました。わ 

たしが覚えているかぎり，1 6年間のわたしの生涯で父と抱き合ったのはこ 

のときが初めてでした。」（リンダ •マークス •テリー “ T e l l i n g My Father 

I Loved Him" Ensign「お父さんに愛していると告げました」『エンサイン』 

1 9 7 8年2月号 , 5 1 ) 

この姉妹は父親を敬うために何をしましたか。彼女がとった行動は，わたしたちが両親を 

敬ううえでどのように役立つでしょうか。（黒板に「両親に愛していることを伝える」と書く） 

次に挙げる両親を敬う方法について話し合う。この中から生徒に役立つと思われるものを 

選んで黒板に書く。 

家族がさらに一致できるように助ける。 

愛と親切を心がけ，好感の持てる，信頼できる人になる。 

両親に心配をかけるような場所や行為を避ける。 

どのような状況下でも両親に敬意を示す。 

両親の気持ちを思いやる。 

両親から信頼され，誇りとされるような人になる。 

イエス•キリストの福音の模範となり，平和をつくり出す人となる。 

両親を敬うために，以上の提案をどのように実践できますか。友人と一緒のときに両親を 

敬うにはどうしたらよいでしょうか。新しい意見を黒板に書き加える。 

両親を敬うことを聞かされると，これは主に小さな子供たちに当てはまる 

戒めだと考えがちです。しかし，この戒めに年齢制限はありません。年に関 

係なく，すべての人に当てはまるのです。 

視覚資料16-a「年老いた親の世話をする女性」を見せる。 
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「イエスがこの地上におられたころ，ユダヤ人は父と母を敬えという律法 

を変えてしまっていました。両親を扶養するのに相当する金額を教会に納め 

ると契約した人は，両親の面倒を見なくてもよいということになっていたの 

です。イエスはユダヤ人に，このような規則を定めることによって神の律法 

を破り，父母をないがしろにしていると指摘されました（マタイ15 : 1 - 6参 

照）。」(Family Home Evening『家庭の夕べ』1967年，167) 

視覚資料16-b「ルツとナオミ」を見せる。 

『聖書』の中には，ルツが義母のナオミや兄嫁のオルパとともに，夫に先 

立たれた話が記されています。ナオミは，二人の嫁に実家に帰るように勧め 

ました。オルパは言われた通りにしましたが，ルツはナオミのそばを離れま 

せんでした。そして，このように言っています。「あなたを捨て，あなたを離 

れて帰ることをわたしに勧めないでください。わたしはあなたの行かれる所 

へ行き，またあなたの寝られる所に宿ります。あなたの民はわたしの民，あ 

なたの神はわたしの神です。あなたの死なれる所でわたしも死んで，その傍 

らに葬られます。」（ルツ1:16- 17) 

ルツとナオミはユダヤの地へもどって行き，ルツはそこで落ち穂を拾って， 

年老いたナオミを養ったのです。 

年老いた両親の世話をすることに関して，ルツから学ぶべき点は何ですか。 

ジョセフ• F •スミス大管長は，次のように述べています。 

「子供たちよ，両親のことを忘れてはならない。幼児期や少年期にあるあ 

なたを養育し，衣食と教育を与え，休むベッドを与え，あなたのために全力 

を尽くした後，体力が衰え，歳月の重みで低く頭をたれた両親を無視しては 

ならない。両親を捨ててはならない。むしろ両親の近くに住み，彼らに安ら 

ぎと安寧を与えるために全力を尽くしなさい。」（『福音の教義』304) 

両親の物質的必要を満たすうえで，わたしたちに与えられている責任は何ですか。両親を 

物質的に援助する方法にはどのようなものがありますか。 

中には，両親から教会に入ることを反対される人がいます。そのような人 

にしてみれば，両親の意に反して教会に入ることが，両親を敬うという戒め 

を破ることになるのではないかと感じるかもしれません。ユダヤ人のレニ 

一 •プール.ボーラス姉妹も同じ問題に苦しんだ一人です。 

「わたしはそのことを深く考えてみました。考えているだけでどうしてモ 

ルモンになれるというのでしよう。わたしの祖父母やおじ，おば，いとこも， 
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第二次世界大戦のユダヤ人大虐殺で死んでいます。彼らの死や600万のユダヤ 

人の死は無駄だったのでしょうか。……わたしがもしここで，イエスはキリ 

ストですと公衆の面前で告白すれば，事実上，彼らの死は無駄でしたと宣言 

することになりはしないでしょうか。過去何世紀にもわたって，ユダヤ人は 

自分たちの信仰を曲げないからという理由で……激しい迫害と恥辱を受けて 

きました。法律の保護もなく国から国へ……追われました。 

その信仰の基を，そして同胞たちを，どうして見捨てたり，否定したりで 

きるでしょうか。 

わたしは家族や自分の先祖との思い出をいつも心の中で大切に育んできま 

した。ユダヤ教も大切にしました。しかしわたしはすべての愛の源が何であ 

るかを知り，しかもそれを完全に享受するためには，モルモンになる以外に 

ないことを知ったのです。」（「先祖の神」『聖徒の道』1979年3月号，22) 

心の葛藤に苦しんでいた彼女は，この地上で真実の教会の会員になること 

ほど大切なことはないという確信と証を受けました。確かに両親は彼女に， 

真理を求め，神を愛し，ん、の思いと御霊のささやきに従うように教えてきま 

した。彼女が下した決定は決して両親を裏切るようなものではなく，むしろ 

真理を求め，神に従うようにという両親の教えに添ったものでした。教会の 

会員になってこそ，両親や周囲の人々に福音を伝えることができるのです。 

教会に改宗して間もない人が，両親に愛と尊敬を示すにはどのような方法がありますか。 

両親が亡くなった後でも，尊敬に値する生活を送ることによって，両親を 

敬うことができます。また，系図を探求することも，両親を敬うことにつな 

がります。 

黒板に「義にかなった生活をし，系図を探求する」と書き加える。 

わたしたちは神殿の祝福を通して，家族が永遠に結ばれる特権が与えられ 

ています。この特権は，わたしたちの家族だけでなく先祖にも及びます。こ 

のことについて，セオドア• M •バートン長老は次のように語っています。 

「神は，福音の宣べ伝えられない時代や場所に生まれ，生涯福音を聞かず 

にこの世を去った先祖たちに，子孫の中から救い手を遣わしてすべての祝福 

が受けられるようにするという約束を与えられました。わたしたちこそが， 

その救い手なのです。」(Gods Greatest Gift『神の 大の賜物』233)(系図に 

ついては本書第20課「系図に関する責任」を参照） 
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まとめ 

わたしたちは両親のおかげで肉体を受け，この地上で自己のふさわしさを 

証明する機会を得ました。わたしたちは，両親を敬うように戒められていま 

す。それには，福音の原則にそって生活し，イエス •キリストの模範に従わ 

なければなりません。 

チヤレンジ 

両親を敬うために何ができるか考える。両親を敬うために毎日できること 

を表にして書き出す。祖父母に敬意を表すための活動を計画する。次週まで 

に，両親に愛と感謝の気持ちを直接伝えるか，手紙に書いて渡す。その際， 

少なくとも一つ具体的な理由を伝える。 

参照聖句 

レビ20: 9 (父や母をのろってはならない） 

箴言6 ： 2 0 - 2 2 ； 23 ： 22 (両親の教えに従う） 

マ夕イ1 9 : 1 9 (父と母を敬う） 

1ニーファイ17 ： 55 (両親を敬うように兄たちを諭すニーファイ） 

教義と聖約 9 8 : 1 6 (子孫の心をその先祖に向ける） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる 
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ホームティーチヤーの 
義務と責任 

目的家族を強めるホームティーチヤーの力と，彼らがその責任を果たせる 

ように助ける方法とを学ぶ。 

ホームティーチャ一の責任 

「つい先日，あるステーク会長が何人かの人々と子供日曜学校を訪問する 

と伝えてきました。この訪問者たちは，クラスに入るや歓迎を受けました。 

教師は子供たちにこの経験の意義を分からせようとして，前列にいた小さな 

子供に『今日このクラスには，大切な人が何人いますか Jと尋ねました。そ 

の子供は立ち上がると，声を出して17まで数えました。これはその場にいた 

全員の人数でした。そのクラスには，子供たちと訪問者を含めて1 7人の大切 

な人たちがいたのです。 

これこそキリストの御心であり，わたしたちの従うべき模範です。」（マリ 

オン• D •ノヽンクス，“Every Man in His Own Place" Ensign「各々その持 

ち場にあって」『エンサイン』1973年1月号，127) 

天父にとっては，すべての人が大切です。 

預言者ジョセフ •スミスは，個人と家族が重要であることを理解していま 

した。主はジョセフ •スミスに，神権者がすべての人を守護するという計画 

を啓示され，兄弟たちが「各会員の家を訪れて，彼らが声に出して祈り，ひ 

そかにも祈るように，また家庭におけるすべての義務を果たすように勧める」 

(教義と聖約20: 47)べきであると言われました。 

教師の務めは，「教会員を見守」ることです（教義と聖約84:111)。 

教会では家族を見守るために，だれが教師として召されていますか。 

今日，これらの教師は「ホームティ一チャー」と呼ばれています。主の民 

を見守るために神より召されたホームティーチャーは，父親が生活のあらゆ 

る機会を通して家族を正しく導き，神のみもとに帰れるように，必要な援助 

を与えます。ホームティーチャーの務めは，個人と家族がよりいっそう福音 

に従った生活ができるように助けることなのです。 

ホームテイ一チングプログラムは中央幹部の指示の下に行われています。 
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ホームティーチャーは主や監督，支部長，神権定員会指導者を代表し，監督 

や支部長がワードや支部内の個人や家族を把握できるように援助します。ま 

た，個々の会員や父親，家族が教会のプログラムに参加できるように助ける 

のもホームティーチヤーの役目です。 

ホームティ一チャ一は，資格あるメルキゼデク神権者の中から選ばれます。 

彼のほかに，もう1名のメルキゼデク神権者か祭司または教師，場合によって 

は執事の職にあるアロン神権者が同僚となってホ一ムティ一チングを行いま 

す。ホームティーチャーは，毎月 低1度は各家庭を訪問することになってい 

ます。 

視覚資料17-a「家族を訪問するホームティーチャー」を見せる。 

ホームティーチャーに召されたある兄弟は，担当の教会員に真心から奉仕 

したいと思いました。彼は次のように語っています。「わたしは教義と聖約の 

ホームティーチャ一の義務に関する章を読みました。そして特に，家族を 

『見守り，ともにいて強める』という箇所に心を打たれました（教義と聖約20 

章参照)。 

わたしは，主が望まれるように担当家族を見守るために努力することを主 

に約束しました。 

わたしの所属する地方部に夫を亡くした姉妹が住んでいました。ある吹雪 

の日に妻とわたしは，その姉妹が市場に行こうと苦労している姿を見かけま 

した。そこでわたしは車を止めて，ぜひ送らせてください，と申し出ました。 

また，『わたしのことを友達だと思って，助けが必要なときにはいつでも声を 

かけてください』と言いました。 

すると彼女は言いました。『どうもありがとうございます。ホ一ムティ一チ 

ヤーにこのようにしていただいたのは初めてですわ。』 

ある晩，わたしは教会の社交活動で彼女を一度も見かけたことがないのを 

思い出して，もし差し支えがないようなら，その理由を聞いてみようと決心 

しました。 

わたしと同僚が訪問すると，彼女はとても愛想よく迎えてくれました。 

わたしは 後に，教会の活動に話を向けました。 

『ええ，何回かお誘いを受けたことは確かですわ。でも自分が仲間入りで 

きると感じたためしがないのです。だれも一緒に行くように言ってはくださ 

らなかったし，皆さんの負担になりたくはなかったのです。』 

その月，彼女はわたしたち夫婦と一緒に初めて教会の活動に出席しました。 

そして，だれよりも温かい歓迎を受けたのです。 
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その後，わたしは彼女がワードで何も責任を受けていないことを思い出 

しました。そこで，グループリーダーにそのことを告げて，監督に話して 

もらいました。彼女はすぐに，子供日曜学校の教師の召しを喜んで受け入 

れました。 

わたしはこの経験を通して学んだのですが，ホームティーチャーは担当家 

族にとって第二の父親のような立場にあり，定員会やワードや教会からの援 

助手段を各々の家族や個人に提供するのです。」 ( " T h e Spirit of Home 

Teaching" Improvement Era「ホームテイ一チンダの精神」『インプルーブ 

メント•エラ』1967年6月号，114一 15) 

このホ一ムティ一チャ一は「家族を見守る」ことの真の意味についてどのように感じまし 

たか。 

ホームティーチャーが召しを果たせるように助ける 

わたしたちはホームティ一チャ一を家族全員で迎えることによって，歓迎 

の気持ちを伝えるべきです。ホームティーチャーには，家族が全員家にいる 

ときに訪問してもらうように提案するとよいでしょう。家族はよき友人とし 

てホームティーチャーを迎え，敬意を示す必要があります。 

問題が起きたときや非常時には，ホームティーチャーに連絡を取るべきで 

す。家族の中にメルキゼデク神権者がいなければ，ホームティ一チャーから 

神権の祝福を受けることができます。わたしたちは問題が起きたとき，ホー 

ムティ一チャーに霊的な援助を求めることによって，彼らが召しを果たせる 

ように助けることができます。病気がちな老人を訪問したあるホームティ一 

チャーは，次のように語っています。「彼女は，次の日に孫がとても難しい手 

術を受けるので心配でしかたがありませんでした。そこで，ベッドのそばで 

ひざまずいて孫のために祈ってくださいとわたしに頼みました。」（ボイド• 

K •パッカー「神のもとに子らは安し」『聖徒の道』1973年7月号，295参照） 

ホームティーチャーと家長 

ホームティーチャーは，家長を通して担当家族に働きかけることにより， 

家長である父親を認め，支持し，強めます。父親のいる家庭では，父親を族 

長，すなわち家族の管理者として尊重しなければなりません。母子家庭の場 

合には，母親を一家の管理者として認めるべきです。ホ一ムティ一チャーは 

母親を通して家族に働きかけ，彼女が家長としての務めを果たせるように助 

けなくてはなりません。また，ホームティーチヤーは親元を離れて生活して 
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いる独身の会員に対して直接働きかけて，彼らを強め，必要を満たせるよう 

に助けます。 

先輩のホームティーチャーは，担当する各家族の父親と個人的に面接する 

ように奨励されています。この面接によって，ホームティーチャーは担当家 

族が抱えている問題や必要，状態を把握し，家族がそれらを乗り越えられる 

ように適切な援助を与えることができます。 

次の話は，ホ一ムティ一チングを効果的に行うには父親を通して責任を果 

たすことがいかに大切であるかを示しています。 

「サムエル •ボーウヱンは教会員ではありませんが，妻と子供たちが教会 

員であるためホームティチャーがよく訪問してきました。この訪問は通常， 

家族の中の会員を対象に行われていました。その結果，ボーウェン氏は訪問 

のときに席をはずすか，留守にしていました。……彼は時々教会に来ること 

がありました。 

2年前に，新しいホームティーチャーのワーカー兄弟がボーウェン家を担当 

しました。ワーカー兄弟はボーウヱン家族に会い，神権指導者と現状を話し 

合って，家長であるボーウェン兄弟に注意を集中する必要があると強く感じ 

ました。それから毎月，彼は慎重にこれを実行しました。例えば，訪問の約 

束をするときはボーウェン姉妹ではなく，必ずボーウェン兄弟に連絡しまし 

た。子供たちと連絡をとるときも，必ず家長の許可を求めました。また，ボ 

一ウェン兄弟だけと話すために何度も訪問をしました。そしてこの訪問の際 

に，どうしたら家族の一人一人を助けることができるか話し合うようにしま 

した。 初ボーウェン兄弟は，これまでのやり方と違うためにしりごみをし 

ていましたが，間もなくワ一力一兄弟に感謝の気持を抱くようになりました。 

心のこもった訪問が続けられましたが，福音に関する話を家族に直接するこ 

とはほとんどありませんでした。 

ある晚のこと，ワ一力一兄弟はボーウヱン兄弟を個人的に訪れて，こう尋 

ねました。『サム，こんなにすばらしい家族がいて，みんな教会で活発にやっ 

ているのに，どうして教会に入ることを考えないんだい。』ボーウェン兄弟は 

彼の答えを聞いて驚きました。『興味があるかどうか，だれからも聞かれなか 

ったからかな。実は，教会の本をたくさん読んで，わたしも同じように信じ 

ているんです。』 

1力月後，サムエル •ボーウェン兄弟はパプテスマを受けて教会に入りまし 

た。そして今では，神殿で家族と結び固めを受けています。」（『あなたが立ち 

直ったときには，兄弟たちを力づけてやりなさい』1 9 7 5 - 7 6メルキゼデク神 

権定員会用個人学習ガイド，224-25参照） 
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ホームティ一チャ一が，教会員でない夫やあまり活発でない夫をどのように助けたらよいか 

分からない場合，その家族の妻にはどのような責任がありますか。（ホームティーチャーに夫 

について知らせ，夫を助ける方法を提案する） 

ホームティ一チャーは，父親を支持し，どうすればさらに効果的に父親や 

家族の助けができるかを定期的に尋ねるようにします。 

家族を助けるホームティーチャー 

ホームティ一チャーは，多くの面で家族を援助できます。例えば，家庭の 

夕べの計画の立て方や行い方を実際にやって見せる，才能を伸ばすように励 

ます，問題の解決方法について助言する，家族の霊性を高めるように助ける 

など，様々な助けを与えることができるのです。 

ホ一ムティ一チャーは，個人と家族の必要に合わせてメッセージを伝え， 

働きかけをします。そして，個人や家族を祝福し，導き，強める力を持って 

います。ホームティーチャーは特に一人暮らしの教会員を見守り，必要を満 

たせるように配慮しなくてはなりません。そのような人は孤独に陥りやすい 

ので，ホームティ一チャーの援助があることを知らせて安心感と慰めを与え 

る必要があります。 

主は，両親が子供に家庭で福音を教えるように望んでおられます。両親は 

これを行うために，ホームティーチャーに援助を求めることができます。あ 

る家族では，18歳の娘が教会員でない男性と交際しているため，思い悩んだ 

両親がホームティ一チャーに助言と助けを求めました。両親はそれまで何回 

となく交際をやめるように説得したのですが，娘は頑として受けつけなかっ 

たのです。 

「そこで父親は個人的にホームティ一チャーを訪ねて，3つのことを願い出 

ました。『次の訪問のとき，家族のために特別に神殿結婚のレッスンをしてい 

ただきたいのです。そして，この原則があなたの人生でどのような意味があ 

るか，証をしていただけたらと思います。 後にもう一つ，訪問する日をあ 

らかじめ知らせてくださればありがたいのですが。娘にレッスンを聞かせた 

いと思いますので。』 

約束通り，ホームティーチャーは同僚とともに神殿結婚に関するレッスン 

を行い，その神聖な儀式に従うことによって得られる祝福について証しまし 

た。しかしレッスンの後も，娘の行動には何ら変化がありませんでした。相 

変わらず，教会員でない男性とデートを続けていたのです。ある夜遅く，娘 

はデ一トから帰って来ると両親の寝室へそっと歩いて行き，こうささやきま 

した。『お父さんもお母さんもわたしのことで心配してきたわね。でも今晩， 
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神殿以外では結婚しないことに決めたの。ホームティーチャーのレッスンを 

受けてからずっとお祈りしていたのよ。そして答えを受けたわ。もうトムと 

は出かけないことにしますo』」（L •プレント •ゴーツ， “A New Dimension 

in Home Teaching Improvement Era「ホームテイ一チングのあり方」『つ 

ンプルーブメント•エラ』1966年10月号，874 - 75) 

ホームティーチャーはどのようにしてこの家族を助けましたか。 

ホームティ一チャーは，新会員が教会の礼拝行事によい気持ちで出席でき 

るように，彼らをフェローシップするための6つのレッスンを行います。また， 

新会員が同年代の友人を得られるように助け，家族全員が教会の活動に出席 

できるように援助します。 

ホームティ一チャーは，家族の物心両面にわたる福利に関心を払います。 

霊的な話と祈りの後で，あるホームティーチャーは次のように言いました。 

「4日間も雨が続きましたが，お宅の屋根はどうですか。修理が必要なら，電 

話してください。」（ジョージ• P •ハーバー， “ H o m e Teaching-Great 

Potential for Service Improvement t,ra「不一ムアイーナング，大レ、なる奉 

仕の機会」『インプルーブメント•エラ』1968年3月号，39) 

ペルーに地震が起きたとき，二人の宣教師は，その地域に住む教会員の居 

所を突き止め，何を必要としているか確認するように言われました。一人の 

宣教師は次のように記しています。 

「わたしは，第一副支部長のへルマノ •カルデナスの居所を知っている人 

がいないか尋ねました。キャンプの後方近くに行ってみるように言われ…… 

そこでわたしたちは再会を喜び合いました。……わたしは彼に，どうしたら 

支部の兄弟姉妹たちを見つけることができるか聞きました。 

彼はズボンの後のポケットからしわくちゃになった1枚の紙を取り出し， 

わたしに手渡して静かにこう言いました。 

『長老，わたしたちはあなたが長老定員会で教えてくださった通りにしま 

した。ホームティ一チャーを送ったのです。』その汚れた紙には，支部の2家 

族を除くすべての会員の居場所，状況，健康状態などが記入されていました。 

これらの情報はすべてホームティーチャーが集めたのでした。」(H •ブルー 

ス•ボーマン「ホ一ムティーチャ一の力」『聖徒の道』1980年1月号，26参照） 

この情報は非常時にどのような助けになりますか。 

ジョージ•デュラント兄弟は，ホームテイ一チャーから受けた援助につい 

て次のように語っています。 
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「彼はよくわたしの家を訪問しました。彼はわたしの家に来ると，子供た 

ちを名前で親しく呼んで，一人一人と話すのでした。子供たちの言うことに 

は何でも耳を傾けてくれました。子供たちは，彼が自分たちを心にかけてい 

ることが分かっていました。 

子供たちが赤ん坊のときに祝福を受けたとき，彼は神権者の輪の中にわた 

しとともに並んで立っていました。子供たちがパプテスマを受ける年ごろに 

なると，彼はその儀式の重要性について話してくれました。子供たちがパプ 

テスマの水の中に入ったときには，彼は証人として一緒に出席し，とても喜 

んでくれました。子供たちを教会の会員として確認する儀式でも，彼はわた 

しとともにその手を子供たちの頭にのせました。いちばん上の息子が執事に 

なったとき，そばにやって来て祝ってくれたのも彼でした。 

わたしが出張で出かけたときには，毎日わたしの家に電話をかけて家族の 

様子を気づかってくれました。毎週わたしたちが教会へ行くと，彼はわたし 

たちを見つけては握手をしました。わたしが病気になったときは，もう一人 

の兄弟と一緒に家に来て，病いを癒す儀式を施してくれました。彼はわたし 

たちの家族と一緒にひざまずいてよく祈りました。 

わたしたちの話を聞いてくれる彼の態度は，わたしたちにもっとよいこと 

をしなければと感じさせるものでしたが，決して彼は説教をしたりはしませ 

んでした。彼は名のとおった偉大な教師でも，立派な学者でもありませんが， 

彼からは知恵と力が感じられました。彼は，わたしたちが信頼し尊敬しうる 

霊的な光を放っていました。わたしたちに影響を与えたのは彼の言葉ではな 

く，彼のひととなりでした。」（ジョージ•デュラント「忘れえぬ人」『聖徒の 

道』1970年10月号，277参照） 

一人の生徒に，家族がホームティーチャーから受けた援助について報告してもらう。 

まとめ 

ホ一ムティ一チャ一は，主や監督または支部長，神権定員会を代表して， 

家族を霊的，物質的に援助する責任を受けています。ホームティーチャーは， 

担当の家族や個人が教会のプログラムに参加して喜びを得，教会や家族にお 

ける各自の責任を果たせるように助けることができます。家長はホームティ 

一チャ一と協力して家庭を強め，昇栄に向かって家族を備えさせることがで 

きます。 

チヤレンジ 

1 .月曜日以外の夜に特別な家庭の夕べを開き，ホームティーチャーを招待 
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する。 

2.困ったときにはホームティーチャーに援助を求める。個人や家族の必要, 

状態について知らせておく。 

参照聖句 

2テモテ2: 2 (ほかの人々に教える忠実な人々） 

教義と聖約20: 4 6 - 4 7 (家庭を訪れて勧める祭司） 

教義と聖約44: 6 (貧しい者と乏しい者を訪れる長老） 

教義と聖約82 ：19 (すべての者はその隣人の益を図る） 

教師の準備 

レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.教義と聖約20 ： 46-47を読む。 

2.一人の生徒に家族がホームティーチヤーから受けた援助について報告してもらう。 

3.本課の引用文と型句の発表を生徒に割り当てる。 
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将来に備える 

目的主の導きに従って将来に備える方法を学ぶ。 

賢明に備えることの大切さ 

エズラ•タフト.ベンソン長老は次のように語っています。 

「わたしたちには霊的な面だけでなく，物質的な面でも生き残る義務があ 

ります。原則を曲げて生き残ろうというのではありません。それはわたした 

ちを破滅へと導く確実な道だからです。そうではなく，周到な準備によって 

生き残るという意味です。やがて，道徳的，物質的な強さを試される日がく 

るでしょう。」（O ^ f e r e n c e バ『大会報告』 1 9 6 7 年 4 月， 6 1 ; 

Improvement Era『インプルーブメント•エラ』1967年6月号，59) 

ベンソン長老は，来るべき日のために「霊的な面だけでなく，物質的な面でも」備えなく 

てはならないと言っていますが，これはどういう意味でしょうか。（主はわたしたちが全力を 

尽くして生活に必要なものをまかなうように期待しておられる。全力を尽くしていなければ， 

人に助けを求めることはできない） 

教会では霊的な備えについて教える中で，将来のために物質的な備えをす 

るように奨励しています。1936年，ヒーバー. J .グラント大管長は，啓示 

により，教会福祉活動プログラムを発表しました。このプログラムは，主よ 

り与えられた資源を賢明に用いるように教えています。それに従うならば， 

わたしたちは自分の家族だけでなく，援助を必要とする人々の必要を満たす 

ことができます。福祉プログラムは家族から始まるのです。 

家族の備え 

家族一人一人の必要に心を配るのは家族の義務です。わたしたちは日ごろ 

から，義にかなった行いによって互いに必要なものを分かち合い，愛し合い， 

励まし合わなければなりません。そして問題が起こったときには，家族で助 

け合って解決に当たるのです。「個人は自分自身を，両親は子供を，子供は年 

老いた両親や祖父母を」扶養する義務があります（ビクター . L •ブラウン 

「福祉活動における教会と家庭」『聖徒の道』1976年8月号，425参照）。 
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一人の生徒に，『福音の原則』第27章の「家族の責任」の項目について発表してもらう。 

家族に対する父親の責任は何ですか。母親や子供の責任は何ですか。 

実際に人の世話をするためには，準備が必要です。すべての家族は，どの 

ような状況や非常事態にあっても互いに助け合うことができるように計画し， 

備えておかなくてはなりません。 

生活の中でどのような変化に備える必要がありますか。（老後，病気，転職や引っ越し，扶 

養者の死，失業，年老いた両親や障害のある子供の世話） 

主は災害に見舞われる日が来ると警告しておられます。「雹を伴う嵐が…… 

地の作物を損なう」（教義と聖約29 ：16),「荒廃をもたらす病気が地を覆う」 

(教義と聖約 4 5 ： 31)，「地の面に戦争がある」（教義と聖約63 ： 33)，「あちこ 

ちに，ききんが起り，また地震がある」（マタイ24: 7 )と預言されています。 

わたしたちはどのような事態に備える必要があるでしょうか。（死，けが，失業，火事， 

飢饉） 

このようなときのために，どのような備えをすることができますか。（可能なかぎり1年分 

の食糧，燃料，衣料を蓄える，遺言を用意する，負債を避ける，本職以外の技能を身に付け 

る，貯蓄する） 

マサチューセッツ州ボストンステークの会員たちは，激しい吹雪のために 

非常事態に見舞われました。雪が強い風に吹き寄せられて3 メートル以上も積 

もり，道路は何日も閉鎖されました。 

ステーク会長のゴードン •ウイリアムズ兄弟は，次のように語っています。 

「多くの教会員は，店を利用できない友人や近所の人たちに，§分の家で貯蔵 

した食糧を分け与えました。中には食糧の蓄えがない人のためにパンを焼く 

会員もいました。かんづめや粉ミルク，蜂蜜なども分け合っていました。」 

この地域では，吹雪のために1 0 0人から15 0人の死者が出ました。ステーク 

扶助協会会長のルース •テインギイ姉妹は，以前から食糧を貯蔵し，まきス 

トーブと十分なまきを用意していました。テインギイ姉妹はこう述べていま 

す。「吹雪のためにどういう事態になろうとも，何とかやって行けるだろうと 

いう自信はありました。わたしたちには暖房器具がありましたから，あの経 

験は冒険みたいなものでした。中には悲劇を招いた家族や，大変深刻な事態 

を経験した人もいました。」（ジャネット•ブリガム，“Saints Dig Out，Clear 

Up during Harsh Winter" Ensign「厳寒の中で助け合った聖徒たち」『エン 

サイン』1978年4月号，77-78) 

ボストンに住むこれらの家族は，前もって備えておいたことにより，緊急時のための家族 

の備えについて，どのような心構えを持つことができたでしようか。 
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主が預言者を通して命じられるとおりに備える家族は，非常時にほかから 

援助を受けることなく，自給することができるでしょう。 

スペンサー • W •キンボール大管長は，次のように勧告しています。「わた 

したちは，すべての末日聖徒の家族が自立し，自活するように励ましていま 

す。」("Prophet Urges Home Food Production" Church News「預言者，家 

庭生産の必要を語る」『チャーチ•ニューズ』1976年4月3日付，8) 

家族の備えのための領域 
視覚資料18-a「個人と家族の備え」を見せる。 

教会の指導者は，g立するための方法として以下の事柄を行うように奨励 

しています。 

就職に有利な技能の習得 

通常は父親が家族を扶養する立場にあります。しかし，病気や事故，ある 

いは父親が _分の責任を顧みないために，母親や子供が働きに出て生活費を 

賄うこともあります。家族は非常時のために備える必要があります。子供た 

ちには将来の職業に備えて準備をさせる必要があります。母親は子供が親の 

手を離れるまでは，非常時を除き，働きに出るのを避けるべきです。 

家族がよりよい職に就くために，マービン. J •アシュトン長老は次のよ 

うに提案しています。「正規の教育をできるだけ多く修めてください。職業訓 

練学校に通うこともその中に含まれます。これは投資する価値のあることで 

す。さらに備えるために夜学や通信教育のクラスを利用してください。長期 

の失業状態に陥らないように，何らかの特殊技能や技術を身に付けてくださ 

い。失業している人は，たとえ一時的でも働くに足る職があればそれに就く 

べきで，『自分にあった職』が与えられるまで待つべきではありません。」 

(「家庭における財政管理」『聖徒の道』1976年7月号，304参照） 

次に挙げる事例を取り上げ，どのような解決方法があるか考えてみましょ 

う。ジョンは2児を抱えて失業しました。ある仕事を見つけてしばらく働いて 

みましたが，自分には向かないという理由で，ほかの職に就く当てもなく退 

職しました。家賃の支払い期限がきています。妻は病気がちで，働きに出る 

ことができません。 

この家族が問題を解決するにはどうすればよいでしょうか。父親は何をすべきでしょうか。 

妻としてどのように助けることができますか。子供たちや，親戚，教会員にできることは何 

ですか。 

父親は現在の仕事に満足できないとき，家族を支えながら転職に備えるために何ができま 
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第14課 

すか。若い男性がよい職に就く備えをするように，若い女性としてどのように励ますことが 

できるでしようか。 

若い女性が職業技術を習得する必要があるのはなぜですか。（結婚までの間自立できる，夫 

に先立たれたときや夫が働けなくなったときに自活できる） 

金銭，資産，所有物の賢明な使用 

金銭や財産は賢明に用いる必要があります。子供たちにも貯金をし，金銭 

を計画的に使うことを教えるべきです。金銭を賢明に用いると，予算を立て 

て家族の必要を賄うようになるため，生活に不安を感じたり物資の欠乏に戸 

惑ったりすることがありません。また，什分の一やささげ物を納め，ほかの 

人々と物資を分かち合うことができます。金銭を賢明に用いることにより， 

教会や地域社会，ひいては世の中に大きな貢献をすることができるのです。 

ある家族は財政管理について，次のように提案しています。「一つのよくな 

いことは『これはわたしのお金だから，わたしの好きなように使いたい』と 

いう考えです。夫婦のどちらが得た収入であっても，お金はすべて二人の共 

有でなければなりません。夫であれ，妻であれ，『これはわたしのお金だから』 

と言って使う権利はないのです。」（オーソン•スコット•カード「家庭経済」 

『聖徒の道』1979年5月号，18参照） 

適切な場合，家計にかかわる決定に子供たちを参加させれば，金銭の使い 

方を教えることができます。ある親は次のような経験について話しています。 

「1年前からピアノが欲しいと思っていたので，わたしたちは子供たちを連 

れてピアノを見に行きました。何台かのピアノを見た後，店員に，家族で話 

し合ってからまた来ますと言いました。そして家族全員で話し合い，ほかの 

出費を切りつめることになってもピアノを買おうと決めたのです。子供たち 

は，それが自分たちの決定であると感じているので，節約に進んで協力して 

くれました。」（オーソン•スコット•カード「家庭経済」『聖徒の道』1979年 

5月号，18参照) 

金銭を今以上に無駄なく使うことができますか。貯金を殖やすにはどうしたらよいでしょ 

うか。 

賢明な財政管理が家族に平安や満足，安心感をもたらすのはなぜでしょうか。（すべての家 

族が金銭の使い道をよく理解していたら，争いはなくなり，必要な物を最初に購入できる。 

必要なものが計画的に購入できると知って，安心感が得られる） 

家庭菜園と貯蔵，生活必需品の確保 

わたしたちは将来に備えて，食糧と衣類，できれば燃料も含めた1年分の貯 
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蔵を今から始める必要があります（本書第25課「家庭貯蔵」参照 )。可能で 

あれば，食糧を生産し，缶詰を作り，衣類を縫って，必要な物資を手ずから 

そろえるようにすべきです。所有物を正しく手入れすることは，将来の備え 

となります。衣服を繕い，家具を修理すれば，それらを長期間使用できます。 

1年分貯蔵すべきものには何がありますか。白分の家では1年分の食糧，衣料，燃料を貯蔵 

するために何をしていますか。ほかに何ができますか。 

適切な食事，運動，休息 

体力を増進し，健康を維持するには，そのための規則に従わなくてはなり 

ません。栄養価の高い食物を取り，病気を予防するために家庭や身のまわり 

を清潔にします。また，主の勧告に従って適度な休息を取ります。「疲れるこ 

とのないように，早く床に就きなさい。あなたがたの体と精神が活気づけら 

れるように，早起きをしなさい。」（教義と聖約88:124)自分の体力に合わせ 

て，適度な運動を定期的に行うことも大切です。 

各家族で健康の増進に役立つことをすベて行う必要があります。 

健康な体を持つ必要があるのはなぜですか。若い女性が特に健康に注意しなくてはならな 

いのはなぜですか。家族の健康を増進するために何ができますか。 

神と人に対する安らぎと幸福 

一人一人が人生の問題や悲しみに押し流されずに，それらを受け入れると 

き，家族は平安や幸福という霊的な面で備えられるでしょう。このことにつ 

いて，十二使徒定員会のボイド • K •パッカー長老は次のように勧告してい 

ます。 

「人生はチャレンジに満ちていると言われています。多少の不安や失意や 

落胆，そして失敗に苦しむのは，普通のことです。…… 

苦しい日が時々あってもあるいはそのような日がしばらく続いても……ぐ 

らつかずにまっこうから立ち向かってください。そうすれば事態は改善され 

ていくでしょう。 

人生で経験する苦難には，大きな目的があるのです。」 (Ens ign『エンサイ 

ン』1978年5月号，93) 

わたしたちはチャレンジに遭うとき，家族の中で互いを愛し，支え，理解 

し，励まします。助け合うことによって，現在や将来の問題を克服する情緒 

的な強さを育むのです。 

十二使徒定員会のマービン • J •アシユトン長老は，この強さを得たある 

家族について，次のように語っています。 

「 近，あるステーク大会に出席する割り当てを受け，傑出した十二使徒 
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地区代表と一緒に行きました。飛行機でソルトレーク •シティ一からサンフ 

ランシスコに向かう間，彼は奥さんと3人の息子と2人の娘について話してく 

れました。わたしは興味深い話に耳を傾けました。彼には5人の子供がいまし 

たが，17歳になる末の女の子が昨年亡くなりました。彼女は生まれたときに 

脳に重大な損傷を受けたために，16年の間，成長することも学ぶこともでき 

ませんでした。愛にあふれた母親はいつもその子の世話をし，優しい父親は 

忍耐をもって温かく見守り，3人の立派な兄と思慮深い姉は思いやりを示しま 

した。その子は家族にとって特別な存在でした。わたしは，一緒に旅をする 

彼の話に理解の眼が開かれる思いでした。『家族にとって，あの子がどれほど 

大きな祝福だったか分かりません。あの子の世話をするだけで，どんなにお 

金を出しても買うことのできない，愛と忍耐と謙遜における一致が，家族に 

もたらされたのです。』ここにあった一つの悲劇は永遠の家族が様々な祝福 

を身に付けて分かち合う機会となったのです
1

。」("Family Home Storage" 

BYU Speeches of the Year「家庭における貯蔵」『BYU年度講話』1977 

年，69) 

アシュトン長老は，さらに次のように述べています。「神は，家族が互いに 

助け合うように定められました。また，家族が互いの祝福となるように定め 

られました。…… 

わたしたちは家族一人一人と手を取り合い，わたしたちの愛が真実で永遠 

に続くことを示さなければなりません。」 ( "He Took Him by the Hand, ” 

Ensign「差し述べられた手」『エンサイン』1974年1月号，104) 

わたしたちは他の家族にも愛を示し，仲よく生活しなくてはなりません。 

近所同士で互いに助け合うのです。 

近所の人に愛を示すことによって，どのように将来に備えられますか。（問題が起きた 

ときに協力し合える。自分の家族と同じように，近所の人の福祉に関心を持つ。互いに 

助け合える） 

読み書きの能力と教育 

すべての人は，読み書きの能力と基本的な計算力を身に付けるべきです。 

そうすれば，よりよい仕事に就き，金銭を賢明に使えるようになります。わ 

たしたちは福音について，また主が教えてくださった問題解決の方法につい 

て学ぶために，聖文を読む必要があります。教育上の訓練は，もっと効果的 

に奉仕し，さらに良い主婦になるために役立ちます。 

南アメリカのある国に住む会員たちは，読み書きを学んだ後で次のような 

感想を述べています。「一人の学生は『賛美歌の歌詞が読めるようになって， 

わくわくします』と語り，ある母親は『料理のレシピーが読めてうれしいわ』 
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と話していた。また，ある父親はこのように述べた。『字が読めるのを誇りに 

思います。わたしは，妻や子供たちに教えるつもりです。』」(“Reading Skill 

Brings Thrift to Indians" Church News「読み書きの能力がインディアンに 

もたらす節約」『チャーチ•ニューズJ1975年10月25日付，5) 

読み書きや学習活動は，頭脳の働きを活発にし，新しいアイディアや冒険 

をもたらします。ブリガム•ヤング大管長は次のように語っています。 

「わたしたちは，すばらしい学校の中にいます。わたしたちは熱心に学び， 

天と地の知識を蓄え続け，良書を読まなければなりません。……良書を読み， 

神の御霊の助けを受けて，その中からできる限り多くの知恵と理解を得るよ 

うにしてください。」(Discourses of Brigham Young『プリガム•ヤング説教 

集』248) 

「個人と家族の備え」（視覚資料18-a参照）に記されているすべての分野 

について家族を備えるならば，約束されているように，「人生の問題の多くは 

解決し，激変のさなかに平静を，不安のさなかに安心を，そして困窮のさな 

かに食物を得るでしょう。」（ビクター* L •ブラウン「教会福祉活動」『聖徒 

の道』1976年6月号，272参照） 

教会の備え 

主はわたしたちに，家族以外の人も助けるように求めておられます。 

教義と聖約52: 40を読む。 

教会は自立のできない個人や家族のために必要な援助を行います。わたし 

たちは，生活に困っている教会 ,を助けるために，必要な食糧や衣料，金銭 

を差し出すように勧められています。教会指導者はそのようにして集まった 

物資を断食献金とともに用いて，貧しい人や困っている人を助けます。これ 

が「教会の備え」と呼ばれているものです。 

次の話は，「教会の備え」が実際に行われた例です。 

「合衆国サウスダコタ州ラビドシティ一で大洪水が起きたとき，その地域 

の聖徒たちは，さかまく洪水の中で直ちに被災者の救援活動を開始しました。 

衣料や寝具，温かい食べ物が地元の教会組織の世話で提供されました。…… 

他の地域から輸送されて来たのは……ベビーフード，おしめ，毛布などがト 

ラック1台分だけでした。」（ジュニア•ライト’チャイルド「福祉こそ教会で 

ある」『聖徒の道』1974年3月号，107参照） 

スペンサー• W •キンボール大管長は，次のように語っています。 

「わたしたちはこれまでに数々の災害を経験してきました。毎日あるいは1 
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日おきに，地震や洪水，トルネード，そのほかの災害によって，多くの人々 

が被害を受けているようです。わたしは，教会員と指導者の皆さんがg助の 

精神を理解するようになってきたことをうれしく思っています。…… 

もっと頻繁に災害が起こり，今まで以上に多くのトルネードや洪水，…… 

地震に見舞われる日が来ていると思います。……この世が終わりに近づくに 

つれて，恐らくその数は増大していくことでしょう。ですから，わたしたち 

はそのときに備えなければならないのです。」(Conference Report『大会報告』 

1974年4 月，183-84) 

災害を乗り切るには，教会として，また個人や家族として，非常時の備え 

をしておく必要があります。 

教会が地域において完全に組織されると，末日聖徒は非常用の食糧や衣料， 

家庭用品を備えるために協力する機会が与えられます。聖徒が生活に困窮し， 

その家族ができるかぎりのことをしても自立できないときには，教会からこ 

れらの物資を受けることができます。教会員はできるかぎりの援助をし合う 

必要があります。この奉仕活動を行うならば，白分が困ったときに援助を受 

けるにふさわしくなれるでしょう。教会から何らかの援助を受けるときは， 

善を尽くしてそれに相当する働きをすべきです。 

まとめ 

教会の指導者は，自らの手で家族を扶養するように助言しています。この 

中には，将来の必要に対して周到な計画を立てることも含まれます。主は啓 

示の中で，末日には地上の住民に多くの問題が降りかかると言われました。 

しかし，「備えていれば恐れることはない」（教義と聖約38: 3 0 )と約束して 

おられます。わたしたちは個人として，家族として，また教会として，将来 

のために備えなければなりません。 

チヤレンジ 

個人と家族の備えの表について検討する。g分や家族にとって備えが必要 

だと思われる分野を一つ選び，準備を始める。健康の律法に従って生活する。 

今まで以上に，必需品を家庭で生産するように計画する。将来に備えて貯蔵 

する。生活に困っている人の必要に注意を払い，いつでもどこでもできるか 

ぎり援助する。地域で福祉活動プログラムが実施されていれば，その活動に 

参加する。伴侶を亡くした人や孤児，精神的な悩みのある人，病人，そのほ 

か問題を抱えて困っている人のために，毎月惜しみなく断食献金を納める。 
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参照聖句 

1ヨハネ3 ：17 (分かち合いは神の愛を表す） 

アルマ34: 28 (困っている人に分け与える） 

教義と聖約42: 42 (食物や衣服を得るために働く） 

教義と聖約56 ：16-17 (豊かな人は分け与え，貧しい人は働く） 

教義と聖約68 ： 3 0 - 3 2 (怠惰になってはならない） 

教義と聖約78: 7，13-14 (自立できるように備える） 

教師の準備 

レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則J第27章「労働と個人の責任」と，第37章「家族の責任」について学ぶ。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.『福音の原則J第27章から「家族の責任」の項目について報告するように，一人の生徒I: 

割り当てる。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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家族と個人の歴史 

目的家族の記録の大切さを理解し，記録を作成する方法を学ぶ。 

個人と家族の記録をつける必要があるのはなぜか 

視覚資料19-a「日記をつける若い女性」を見せる。 

次の物語を読む。 

「父親の遺品を整理していたエリザベスは，『個人の歴史』というラベルの 

付いた数冊のバインダーを見つけました。その中の1冊を手に取り，そっとべ 

ージをめくりました。手紙や数枚の写真，思い出の品があり，父親が自らの 

手で書き入れた家族の重要な出来事がそこかしこに見られました。子供の誕 

生，パプテスマや聖任，家族旅行のことが短く記されていました。エリザべ 

スは，父親が夜遅くまで『日記』を書いていたことや，子供たちに日記をつ 

けるように励ましていたことを思い出しました。父親の記録には，神の祝福 

とそれに対する感謝の言葉が至る所に書かれていました。 

エリザベスは数冊のバインダーに目を通しました。ページをめくる毎に， 

父親の人生が浮き彫りにされていきます。やがて『60歳の誕生日に家族にさ 

さげる』という一節が目に留まりました。今から12年前に書かれたものです。 

エリザベスは 初からゆっくりと読み始めました。父親が育った家庭や彼女 

の祖父母について，母親について，また子供たち一人一人について，父親の 

気持ちが記されています。エリザベスは，自分について書かれている箇所を 

読んで，心が安らぐのを覚えました。まるで父親がまだそこにいて，自分に 

語りかけているかのようでした。その文はこう結んでありました。『わたしは 

救い主を知っている。みんなも救い主を知るようになるまで，忠実で，また 

従順でいて欲しい。』 

エリザベスは読みながら，両親の尊い模範に従い，両親が大切にしていた 

家族のきずなを強めようと決意しました。」（『扶助協会テキスト』1978-79年， 

8参照） 

父親は他界してからも，エリザベスにどのような影響を与えることができましたか。 

世の始めから，神聖な記録をつけて用いるのは主の民にとって重要なこと 
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でした。アダムの時代に，神は「覚えの書」（モーセ6: 4 - 6参照）を記すよ 

うに命じておられます。モーセも記録をつけました（モーセ1：40-41参照）。 

アダムの時代から預言者たちは，神の戒めに従って記録を残してきたのです。 

「主の民が神と交わった歴史や彼らの経験したことが，現在の聖文を形作 

っています。それは聖なる家族の歴史以外の何ものでもありません。聖霊の 

御霊の導きによって書き記されたので，聖文になったのです。」（セオドア. 

M •バートン， “The Inspiration of a Family Record" Ensign「家族の記録の 

もたらす霊感」『エンサイン』1977年1月号，17) 

預言者たちが残した記録は，わたしたちの生活にどのような影響を与えるでしょうか。 

現代の民と神のかかわりの歴史を記録するように求められている人はほと 

んどいませんが，わたしたちは個人の歴史を書くように勧められています。 

神との交わりを記録に残すことは特に大切です。わたしたちが御霊とともに 

あるとき，「主はわたしたちの心にささやかれ，そのときに記す言葉は，子孫 

にとって霊感を与えるものとなります。わたしたちが御霊によって書き記し， 

子孫が御霊によってそれを読むなら，わたしたちと彼らの間に霊的な結び付 

きが生まれるのです。」（同上）わたしたちが記す家族の記録は，子孫が信仰 

と証を築くのに役立つでしょう。 

スペンサー • W .キンボール大管長は，総大会で次のように語りました。 

「わたしはこの教会の全会員に，自分の家族の歴史に深く関心を寄せるように， 

また両親や祖父母に彼らの日記を書くことを勧めるように，切にお願いしま 

す。いかなる家族も，子供や孫やその子孫のために自分の記憶にある事柄を 

書き残さずに永遠の世界に行くことのないようにしてください。これは義務 

であり，責任です。すべての親が子供たちに個人の歴史や日記を書かせるよ 

うにしてください。」（「生命と救いに至るまことの道」『聖徒の道』1978年10 

月号，3参照） 

個人と家族の歴史を記録することにより，家族にどのような祝福がもたらされますか。 

主の勧告に従って個人と家族の記録をつけるならば，信仰と証を増すこと 

ができます。また自分の経験を読み返して，生活を改善しようと決心するな 

ら，信仰を強め，勇気を得ることができるのです。 

家族の記録に記すべき事柄 

後に主の預言者になったジョセフ •フイ一ルディング •スミス長老は，家 
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族の記録に記すべき事柄について具体的に述べています。「家族について正確 

な記録をつけ，出生，結婚，死亡の年月日，儀式，そのほかすべて重要な事 

柄について正確に記録することは必要である。生涯における重要な出来事は 

すべてわたしたちが自分で記録しなければならない。」（『救いの教義』2 ：189) 

家族の記録には覚えの書のほかに，個人と家族の歴史や各 _の日記が含ま 

れます。 

個人の歴史 

個人の歴史は生涯の報告書であり，様々な出来事や自分の気持ちを交えて 

記録するとよいでしょう。内容としては，以下のような事柄が挙げられます。 

1 .氏名 

2.出生：生年月日，生まれた病院または家，出生地，当時の家族の状態 

3.父親：氏名，生年月日，出生地，父親の名前，母親の結婚前の名前 

4.母親：旧姓，生年月日，出生地，父親の名前，母親の結婚前の名前 

5.兄弟•姉妹：名前，生年月日，出生地，伴侶と子供の名前，その他の情報 

6.祝福：命名と祝福の年月日，場所（ステ一ク，ワード，所在地)，執行者名 

7.パプテスマ：年月日，場所（ステ一ク，ワード，所在地），執行者名，記 

録の保管場所（ワード，ステーク，支部，伝道部） 

8.確認の儀式：年月日，場所（ステーク，ワード，所在地)，執行者名，記 

録の保管場所（ワード，ステーク，支部，伝道部） 

9.祝福師の祝福：年月日，場所，祝福師の名前 

10 .学業：小学校入学年度，学校名および所在地，在学校名， も心に残っ 

ている教師，卒業証書，賞状，特別な経験 

11.結婚：伴侶の名前，結婚年月日，場所（所在地)，交際当時や結婚式の模様 

12.子供のころの思い出：特別な経験，事件，考えた事柄，楽しかった出来事， 

友人など 

13 .信仰を強めた経験：個人的なもの，家族から影響を受けた事柄，改宗当 

時の状態 

1 4 .健康：病気や事故の記録 

15.家庭生活：家庭における義務，家族の活動，兄弟姉妹とのかかわり合い， 

家族が住んだ場所，家族旅行，ぺット 

16.趣味および才能：音楽，美術，創造力，習い事，好きな事柄 

17.目標と人生設計：職業，家庭生活，教会奉仕の各分野で達成したい事柄 

18.そのほかの出来事：教会における経験を含む 

19.記録した事柄に関連のある絵や写真 
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姉妹たちに，上記の項目について考えるように言う。これらの項目が個人の歴史の中で重 

要なのはなぜですか。 

家族の歴史 

家族の歴史には，個人の歴史の各項目について家族全員の情報を集めます。 

できれば，家族に個人的な情報を提供するように依頼します。経験談や出来 

事，人伝えに聞いた事柄，祖父母や先祖の所持品の中から得た情報なども記 

録してください。例として以下の事柄が挙げられます。 

1.先祖のおこり 

2 .居住地と在住期間 

3 . 職業 

4 .末日聖徒イェス •キリスト教会に 初に改宗した家族の名前，教えを受 

けた宣教師の名前 

子供の生年月日，死亡年月日，結婚年月日，儀式を受けた日，伝道に召さ 

れた期間などを記録し，証明書を保管します。子供たちに個人の歴史や記録 

をつけるように励ましてください。 

個人の曰記 

経験したことを毎日または1週間分まとめて日記に記録します。日記は有意 

義な経験を記録するうえで大変役立ちます。 

「オクラホマ州タルサに住むリネッ夕•クンツ.ビンガム姉妹は……常時ノ 

—トを持ち歩いています。旅行のときも例外ではありません。彼女は出来事 

を簡単に書き留め，それをまとめて年間記録を作成しているのです。特に霊 

的な経験を記録し，機会があればそれを人々に話して個人の記録を書くよう 

に勧めています。 

『このような経験は，自分が落胆して気がめいってしまったとき，とても 

助けになります。』彼女はさらにこう語っています。『特にこの作業を行うよ 

うに人々を導ければ，その人の人生に指針を与えることになります。』」（ジョ 

ン•ウェブ，“Beyond Pen and Ink" Ensign「記録以上のこと」『エンサイン』 

1977年1月号，19-20) 

スペンサー •W •キンボール大管長は，すべての家族にチヤレンジを与え 

ています。「子供たちがまだ小さい内から，重要な出来事を日記に書くように 

しつけてください。そして学校や伝道で親元を離れ始めるときには，それが 

身に付くようにしてください。」（「正義を基として」『聖徒の道』1978年2月号， 

2参照） 
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日記には次のような事柄を記録することができます。 

1.目標，望み，抱負 

2 .仕事の経験 

3.問題とその解決法 

4.家族の喜びや悲しみ 

5 .人間関係 

6 . も深く考えた事柄 

7 .信仰を強めた経験 

8 .家族の特別な行事 

9.逆境を乗り越えたときの経験 

10.特別な学習経験 

11.個人的な証 

12.日記を読む子孫への助言 

七十人第一定員会会員のセオドア • M •バートン長老は，次のように勧告 

しています。 

「わたしたちは主の民として，子孫に神聖な記録を残すために，日常の出 

来事や自分の経験を書き記す必要があります。今日のわたしたちが古代の聖 

文から受けているように，精神を高揚し信仰を鼓舞する力を子孫に残さなけ 

ればなりません。」じThe Inspiration of a Family Record" Ensign「家族の記 

録のもたらす霊感」『エンサイン』1977年1月号，17) 

日記をつけると，どのような祝福がありますか。 

記録をつけ始める 

記録を始めるための簡単な方法があります。ボイド• K •パッカー長老は， 

次のように語っています。「どこから手を付けてよいか分からなければ，まず 

自分自身の記録から始めなさい。どのような記録を収集したらよいか分から 

なければ，手元にあるものから始めなさい。」("Someone Up There Loves 

You" Ensign「愛する人々のために」『エンサイン』1977年1月号，10) 

まず次のような資料を集めます。戸籍謄本，祝福やパプテスマや聖任の証 

明書，卒業証書，免状，賞状，写真など。g分の半生に関係のある書き物や 

公文書，記録などをすべて集めるべきです。そして，箱やフォルダー，ファ 

イルに整理します。その際，大きく 3つの時期，すなわち幼年期，青年期，成 

人期に分類します。それらの資料を収集してから，個人の歴史の編集に取り 

かかります。 

書くことだけが記録を残す方法ではありません。家族と個人の歴史は，力 
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セットテープに録音することもできます。収録の準備をする場合は，概要に 

そって出来事を年代順に整理しておくと役立ちます。 

手始めにノー トを用意し，この課で提案されている項目の幾つかを今日の 

うちに書いてみるとよいでしょう。記録日とページ番号を入れ，人名や地名 

は正確に書いてください。時間を決めて記録作成に当たれば，成功するでし 

ょラo 
閉会の祈りの後，割り当てておいた姉妹に自分の日記を生徒たちに紹介してもらう。 

まとめ 

記録をつけることは，神の民にとっていつの時代にも重要なことでした。 

記録の方法について学び，個人と家族の記録を実際につけていくとき，家族 

に対する愛と尊敬の気持ちが深まっていきます。個人の日記には，子供たち 

に良い影響を与える日常生活の大切な出来事を記録できます。簡潔な家族の 

記録は，後の子孫に影響を及ぼすことができるのです。 

チヤレンジ 

個人の歴史を作成する準備を今日から始める。家族の歴史をテーマにした 

家庭の夕べを特別に計画する。まだ行っていなければ，日記をつけ始めて重 

要な出来事を記録する。 

参照聖句 

マラキ3 : 1 6 - 1 8 (義人のために覚えの書が記される） 

アブラハム1:28, 31(アブラハムが記録をつけて保管する） 

モーセ1：40-41；6 ： 4 - 5， 4 5 - 4 6 (モーセが子孫のために記録を残す） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.本課の中に記されている個人や家族の歴史を準備するための提案について研究する。でき 

れば提案されている資料を幾つか集め，生徒に提示する。 

2.『福音の原則』第40章から「個人の記録を書く」の箇所を読む。 

3.日記や歴史を記録してきた人がいれば，クラスに招待して，生徒にその記録を紹介して 

もらう。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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系図に関する責任 

目的系図に関する責任を果たす。 

死者に対する責任 
イエス•キリストの福音に改宗した人がまず心に描くことは，ほかの人々， 

特に親戚や親しい友人に福音を分かち合いたいという願いかもしれません。 

だれでも次のように考えることがあるでしょう。「この世を去った愛する 

人々は，どうなるのだろうか。どのようにして真実の教会に入れるのだろう 

か。どのようにして福音の儀式，特に神殿の儀式を受けることができるのだ 

ろつか。」 

一人の生徒に，『福音の原則J第40章から「死者のための儀式」の箇所を読んでもらう。 

神の王国で天父とともに住むためには，生者も死者もパプテスマを受けて 

教会に入り，神殿でエンダウメントを受け，永遠の結婚を通して結び固めら 

れなければなりません（『末日聖徒の女性A』第10課「永遠の結婚」参照)。 

わたしたちは，死者が神殿でg分のための儀式が執行されるのを待ちわび 

ていることに思いをはせる必要があります。スペンサー •W •キンボール大 

管長は次のように語っています。 

「わたしたちの中には，1分，1時間，1日，1週間，あるいは1年間，何かを 

待ちこがれた経験のある人がいることでしょう。皆さんは，わたしたちの先 

祖がどんな思いでいるか想像できるでしょうか。先祖は，数十年，数百年間， 

自分たちのために神殿の業が行われるのを心待ちにしているのです。……来世 

で彼らに会うとき，わたしたちが地上において忠実でなかったために，彼ら 

にとって必要な儀式を行う機会を逸してしまったという事実を知るのは，ど 

んなに恐ろしいことでしょうか。」（「永遠の事柄一危険を冒してはいないだろ 

うか」『聖徒の道』1977年5月号，245参照） 

末日聖徒は死者に対して責任があります。 

まず，4代（曾祖父母の代）までの死者がすべて救いの儀式を受けられるよ 

うに，家族と協力して先祖を調べる義務があります。 

視覚資料20-a「4代系図表」を見せる。 

次に，必要であればいつでも，神の子に救いの儀式を行う助けをする義務 
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があります。 

わたしたちには，「ほかの人々と協力して，世を去ったすべての人々に神殿 

の祝福をもたらすという主の御業に携わる」責任が課せられているのです 

(『あなたからあなたの先祖へ』53)。 

死者が救いの儀式を受けられるようにするために，わたしたちには何ができるでしようか。 

以下を黒板に列記する。 

死者を助けるには 

家族の記録を集める 

4代の系図を調べる 

神殿の儀式を受けるために名前を提出する 

神殿で儀式を受ける 

家族の記録を集める 

先祖が救いの儀式を受けられるように助ける第一歩は，家族の記録を集め 

て整理することです。そうして集めた家族の記録を情報源として，覚えの書 

を作成します（モーセ6 ： 5-6参照）。「覚えの書は，聖なる個人と家族の記録 

を収集したものである。大きさ，数ともに自由である。覚えの書には，霊的 

な祝福や受.け継ぎを思い出させる事柄を記すべきである。」（『あなたからあな 

たの先祖へ』 7 )家族は協力して，家族や先祖のために必要で有益な資料をす 

ベて集めるようにすべきです。（資料の収集については第19課「家族と個人の 

歴史」参照） 

家族の記録を作成するために，どのような資料を集めればよいでしよう力、 

家族の系図を調べる 

自分の手元にある記録を使って系図を調べることから始めます。死者の身 

元が証明できなければ，儀式を執行することはできません。死者の身元を証 

明する資料を集め，氏名，出生地，生年月日，両親の名前を調べてください。 

これらの作業は系図の探求と呼ばれています。わたしたちは 4代にわたる系図 

を調べるように求められています。4代とは，視覚資料2 0 - aにあるように， 

自分自身，両親，祖父母，曾祖父母の代を指します。 

系図は自分自身の記録から始めます。家族の記録について調べるときに， 

家族に関する必要な情報をすべて書き留めておきます。 

次に，記録が正確かどうか資料をよく確かめてから，その情報を系図表に 

記入します。 

視覚資料20-b「系図表」を見せる。 
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記載方法は以下のとおりです。 

1 . 氏 名 

姓を先に，次に名を書く。例：小川三郎 

2 . 曰 付 

曰付けは，年月日の順に書く。正確な日付けが記入されているかどうか再 

確認する。 

3 . 地 名 

地名は次の順序で書く。都道府県，市または郡，町，村 

例：福島県南会津郡田島町 

4 .資料の種類や出所 

資料をどこから入手したか，資料の種類や出所を記載する。 

例：（1 )高松市役所戸籍謄本，（2 )墓碑名 

本課の終わりにある4代系図表（視覚資料20-c)を開けるように言う。テキストのない人 

には系図表を配る。全員に系図表の最初の欄に自分の氏名を正しく記入させる。残りは自宅 

で，分かるかぎり名前，日付け，地名を系図表に記入するように言う。 

家族に関する情報は，家族の記録にも記入する必要があります。 

本課の終わりにある家族の記録（視覚資料20-d)を開けるように言う。テキストのない人 

には家族の記録（視覚資料20_e>を配る。家族の記録の正しいつけ方について話し合う。 

既婚者の姉妹には視覚資料20-eの妻の欄に，独身者には子供の欄の該当箇所にそれぞれ名 

前を書くように言う。この記録は自宅で完成させるようにチャレンジする。4代系図プログラ 

ムを行うには，家族の記録（視覚資料20-a)に記された一夫婦に付き1枚の割で独身者7枚， 

既婚者8枚の記録を完成させなければならないことを説明する。 

手元の情報をすべて家族の記録に記入してしまったら，親戚の人などの手 

を借りて情報を収集します。ほかの人々と協力して資料を集めれば，作業は 

もっとたやすくなります。また，協力してくれた人々も，自分自身の家族や 

教会について関心を深めることでしよう。そのほかの資料の入手先としては， 

役所，図書館，教会，国の記録保管庫などがあります。 

記録を調べる際，常に聖霊の導きを求める。 

系図を探求するときに御霊の助けを必要とするのはなぜですか。（聖霊は，資料が正しいと 

きに確認を与え，これまで入手できなかった資料の所在を教えてくださる） 

信仰と祈りと断食をもって系図探求に励む人は，霊界で儀式の執行を待ち 

望んでいる人々から直接助けを受けることがよくあります。 
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ガートルード.トッド姉妹は，そのような経験をしたことのある一人です。 

彼女は何年もの間，夫の祖父であるアブラハム•トッドの家族について調べ 

ていました。祖父の両親の名前と，祖父が1850年に英国ノーフォークのフォ 

一ンセットで生まれたことだけは分かりましたが，家族についてそれ以外の 

情報は何も得られませんでした。 

「ある朝，彼女はテーブルの上に手紙と記録をすべて集めました。それか 

ら，以前に何度も行ったように，いつものように断食をし，ひざまずいて主 

に助けを願い求めました。祈り終わって立ち上がると，ファイルのいちばん 

上の紙に古代英語で黒く印刷された『メソジスト』という言葉が目に留まり， 

心に驚きと喜びとを感じました。 

そこで早速，英国フォーンセットのメソジスト教会の責任者に手紙を書き 

ょしフこ。 

間もなく返事がきて，同じ日に別にもう1通の手紙が届きました。それは年 

老いて退職した牧師からのもので，彼は教会の責任者から知らされたのです。 

その老人は，アブラハム’トッドの甥にほかなりませんでした。」 

手紙や調査，探求を重ねることによって，必要な情報はすべて収集できま 

した。この後，神殿でこの家族のために結び固めの儀式が執り行われました。 

「不思議なことに，『メソジスト』という言葉はやがて色あせて消えてしまい 

ました。しかし完全に消えてしまう前に，フォーンセットで見つかった家族 

の記録の中のある『メソジスト』という文字と完全に一致することが確認さ 

れたのでした。」（ホイト•パーマー「待ち望んでいる先祖のために」『聖徒の 

道』1975年12月号，35-36参照） 

わたしたちは熱心に系図の探求に励むとき，主から助けを受けて他の方法 

では得られない資料を見つけることができるでしょう。 

自分の4代系図を調べ終わった人は，世を去った他の人々の名前を探し出す 

業を助けるように依頼されるかもしれません。教会は現在「膨大な記録を収 

集し，神殿の業に必要な名前を準備するために抄出プログラムを行っていま 

す。」（ジョージ-H•ファッジ「新しい系図プログラム」『聖徒の道』1978年 

12月号，40参照） 

この新しいプログラムについて，キンボール大管長は次のように語ってい 

ます。 

「教会員は今や，地元の神権指導者によって管理されるこの人名抄出プロ 

グラムに参加し，2マイル行く精神で奉仕することができます。詳細について 

は，地元の神権指導者に尋ねてください。」（「生命と救いに至るまことの道」 

『聖徒の道』1978年10月号，2参照） 
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神殿の儀式を執行する 

死者の名前が確認できたら，次は神殿でパプテスマ，エンダウメント，結 

び固めの儀式が執行されるように手配してください。そのためには，死者の 

名前を神権指導者を通して系図サービスセンターに送ってもらうか，または 

送り先を尋ねて個人的に送付します。 

8歳未満で死亡した子供の場合は，両親に結び固められますが，それ以外の 

神殿の儀式は行われません。したがって，神殿に名前を提出した死者が 8歳以 

上で死亡したかどうかを知ることは大切です。神殿に参入する資格があれば， 

先祖やそのほかの死者のために神殿の儀式を受けることができます。すべて 

の死者のために儀式を執行するのは，多くの人手を要する膨大な仕事です。 

わたしたちは，神殿に参入して死者のための業を助けられるように準備しな 

ければなりません。自分自身の先祖のための務めを終えた人に与えられる主 

な責任は，その他の死者のために神殿で儀式を執行することです。 

まとめ 

主は， 8歳以上でこの世を去ったすべての人がパプテスマ，エンダウメント， 

結び固めの儀式を受ける特権にあずかるように望んでおられます。そこで主 

は，生きている人がこれらの儀式を執行できるように方法を備えられました。 

わたしたちの責任は，家族の記録を作成し，系図を探求し，死者の名前を系 

図サービスセンターに提出し，可能であれば，神殿に参入して儀式を執行す 

ることです。 

わたしたちはこれらをすべて行うときに，「主の聖なる神殿が完成するとき， 

わたしたちの死者の記録を載せた，そのまま受け入れるに値する書をそこに 

ささげましょう」（教義と聖約128 ： 2 4 )という勧告に従ったことになるので 

チヤレンジ 

以下の評価表を使って，§分の家族の系図探求の進度を評価する。 

個人と家族の記録類を集め，整理しましたか。 

覚えの書の作成に取りかかりましたか。 

先祖の名前を神殿の儀式のために提出しましたか。 

2 0 - b 系 図 表 

20-c系図表（ブランク） 

2 0 - d家族の記録 

20 — e家屋の記録（ブランク） 
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2 0 - b 

系図表 
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2 0 - c 
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2 0 - d 

家族の記録 
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提出する資料が正確，完全であることを証明するた 

めに，資料の出所を記しましたか。 

4代にわたる先祖が神殿の祝福にあずかれるように， 

欠けている情報を入手するよう努力していますか。 

系図探求をしている親族と協力していますか。 

親族の所在を確かめて，その人がどのような情報を 

持っているか尋ねるようにしていますか。 

参照聖句 

マラキ4 ： 5 - 6 (エリヤの務め） 

1コリント15: 29 (死者のためのパプテスマ） 

1ぺテロ3 : 1 8 - 2 0 (死者に福音を宣べ伝えるキリスト） 

1ぺテロ4: 6 (福音が死者に宣べ伝えられる） 

教義と聖約124 ： 2 6 - 3 9 (死者のための儀式は主のために建てられた宮の中で 

行われる） 

教義と聖約128章（正確な記録記載と死者のためのパプテスマに関する指示） 

ジョセフ •スミス -歴史1：3 8 - 3 9 (エリヤの使命） 

教師の準備 

レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.r福音の原則J第40章「神殿活動と家族の歴史」を学ぶ。 

2.鉛筆を人数分用意する。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 

5.テキストのない人のために，本課で扱う系図用紙を用意する。 
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健康的な食生活 

目的健康によい食事を計画できるようになる。 

規則正しい食事 

世界中のほとんどの地域では，日に3回か 4回の食事をします。この習慣を 

生かすためには，食事のときに健康と成長に必要な栄養素を含む食品を摂取 

することです。家族が一緒に食事をすれば，両親は子供たちが様々な種類の 

健康的な食物を適量食べるように助けることができます。また，栄養を取る 

だけでなく，家族が時間をともにし，家族の祈りをささげ，互いの経験につ 

いて話し合う機会を持てます。さらに両親はこの時間を使って，形式ばらな 

い方法で子供たちに福音の原則を教えることもできます。家族全員で献立を 

立てて一緒に食事をすれば，生活費をもっと賢明に使うようになるでしょう。 

毎日の食卓に上る基本食品は，間食するスナック類よりも一般的に値段が安 

く，栄養もあります。家庭で食事をきちんと取っていれば，健康によくない 

スナック類や間食を少なくし，費用を節約できます。 

規則正しい食事をすることの利点はほかにもあります。食事の時間が決ま 

っていれば，家族は毎日それまでに帰宅するよう調整できます。規則正しい 

食事をすれば，不規則な食事や間食をするよりも体調はよくなります。また， 

仕事の能率は上がり，胃の病気の予防にも役立ちます。規則正しい食事は， 

子供にも良い影響を与えます。子供は空腹になると，飽きやすく，ぐずるよ 

うになりますが，規則正しく食事をすればそのような状態を避けられます。 

ある末日聖徒の家族は，古いしきたりのある国に住んでいました。それは， 

父親と年長の兄弟が 初に食事を取り，残りの食物を年下の子供と母親が分 

け合うというものでした。この家族は福音を学ぶことによって，そのような 

習慣をやめました。母親はこう説明しています。「家族で一緒に食事をするこ 

とや，十分な食物を取ることの大切さについて学んでから，古いしきたりに 

は従わなくなりました。」 

家族で一緒に食事をすると，どのような利点があるでしょうか。（家族のきずなが強められ 

る。家族の計画や毎日の予定，その日の出来事について話し合える。福音について話し合い， 

行き違いを解消する良い機会となる。家族が休息し，互いに楽しむ場となる） 

規則正しい食事についてはどうですか。（栄養のある食事を計画できる。体の機能を活発に 
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する。家族で1日の予定を立てやすくなる） 

各食品群から食物を摂取する 
割り当てを与えておいた姉妹に，三大食品群を書いた表を見せるように言い，生徒に「教 

師の準備」の欄に出ている4つの質問をする。（視覚資料5-a，5-b, 5-c参照） 

できるかぎり，毎回の食事に各々の食品群の食物を取り入れるようにしま 

す。そうすれば，健康の維持や成長に必要な多種多様の食物を取ることがで 

きます。米を主食にしている国の中には，毎食，米だけを食べている人が多 

くいます。そのような家庭の子供たちは，その食習慣のためにビタミンやミ 

ネラルが欠乏し，しばしば虚弱体質や病気，成長不良に陥っています。 

そのような国では，教会員がバランスのとれた食物を食べることの大切さ 

を教えられ，たとえ十分な量でも，米だけでは健康を維持できないことを学 

びました。そして，「米はさびしがりや」という標語を頭に入れて，毎食，各 

食品群の中から何かを食べるようにしました。食生活を改善した家族の子供 

は，米だけを食べている近所の子供よりも健康になっています。 

わたしたちは何を主食としているでしょうか。 

姉妹たちに，毎食，各食品群の食物を使って食事の準備をすることを思い起こさせるよう 

な標語を考えるように言う。標語を黒板に書く。 

その標語を常に心に留めて各食品群の食品を使った献立を考えるようにし 

てください。食事を準備するために，まず主食を決めます。次に各食品群の 

中から1品ずつ副食になるものを考えます。 

各食品群から1品ずつ食品を取り合わせた献立表を前もって作成しておき，それを提示する。 

姉妹たちに，各食品がそれぞれどの食品群に属するか答えてもらう。また，献立がすべての 

食品群を含んでいるかどうか確認してもらう。 

1食に3品以上を用意するときは，各食品群から少なくとも1品は選ぶという 

基本パターンに従います。例えば，基本食品に加えて，「エネルギー」源にな 

るグループから1品，「成長」に欠かせないグループから1品か2品，そして 

「病気の予防」に役立つグループから1品か2品用意することができます。これ 

では盛りだくさんな食事になるかもしれませんが，少なくとも各食品群から1 

品を取り入れるようにします。 

適量を摂取する必要性 

毎食，すべての食品群から少なくとも1品ずつ準備するのが習慣になったら， 
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各食品の適切な摂取量について考えます。各々の食品の量が少なければ， 

十分とは言えません。一人に少なくとも3 ロから4 ロは行き渡るように準備 

します。 

わたしたちは，次のような間違いをしないように注意する必要があります。 

ある日のこと，10人の姉妹が自分たちの食事のために料理を作りました。米 

を数カップ，トマトソースを大さじ2杯，それに肉を少々使いました。料理が 

できあがると，彼女たちは思いました。「この料理には『エネルギー』，『成長』， 

『病気の予防』に必要な食品がすべて含まれているわ。健康によいし，これ一 

皿だけで十分な食事になるわ。」しかし残念なことに，この料理に入れたトマ 

トソースや肉は，一人一人が食べる量には足りませんでした。各食品の一人 

当たりの分量について学んだ姉妹たちは，家族のために準備する食事にもっ 

と気をつけるようになりました。 

それぞれの食品を十分に準備するには，また予算を上手に使うためにも， 

各食品群の中から安価な物を買う必要があります。 

食品群の図表を提示する。各グループに含まれる食品の中で，必要量を摂取するには値段 

が高すぎる物はどれですか。同じグループの中で，それに代わる比較的安い食品はどれでし 

ょうか。 

健康的な食事を準備するには 

献立を決める 

買い物に行く前に献立を決めます。次に全員が各食品群の食物を十分に摂 

取できるよう分量を考えます。毎食の献立と必要な食品を書き出しておくと， 

役に立つものです。 

買い物リス卜を作成する 

次に，購入する食品とその分量を書いたリストを用意します。そうすれば， 

買い忘れを防げるだけでなく，必要のない食品を買わずにすみます。例えば， 

リストを作れば，値段が高くて健康によくない炭酸飲料や菓子類を買うのを 

避けることができます。 

注意深く計画を立てて買うようにすると，買い物に行く回数が減るので， 

その分の時間と労力を別の事柄に当てることができます。妻に先立たれて12 

人の子供を育てているある男性は，マーケットに毎日買い出しに行くのは無 

理ですが，週に2回ならその時間が取れました。そこで，献立をよく考え，買 

う物をあらかじめ決めてから買い物に行くことにしました。また，新鮮なも 

のが食べられるように食物の貯蔵に注意しました。 
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豊富に出回っている安い食品を買う 

食品は一般に，豊富に出回っているときが も安価ですから，そのような 

物を買うようにします。できれば，季節の物が安く出回っているときに買い 

だめし，乾燥させるなどして貯蔵しておき，後で食べるようにします。この 

ようにあらかじめ計画を立て，出盛り期が終わった時期のために備えること 

が大切です。 

家庭菜園と家畜の飼育 

多くの家族は，家庭菜園で果物や野菜を栽培しています。広い土地がなく 

ても，植木鉢や軒下を利用して植物を育てることができます。菜園が小さけ 

れば，そこに実った野菜や果物を食卓にのせることができるでしょう。かな 

り大きな菜園であれば，新鮮な食物を食べて，残りを保存しておくこともで 

きます。食料の保存法としては，乾燥が一般的に行われています。 

多くの国では，家庭で家畜や家禽類を飼育して食用にしています。例えば， 

あひる，にわとり，やぎ，牛，豚，うさぎといった家畜のほかに，魚も飼育 

できます。動物は「成長」に必要な食品を提供してくれます。 

菜園の種まきや手入れ，収穫，あるいは家畜の飼育には，すべて計画を立 

てる必要があります。例えば，家族で飼育する場所やえさ，担当者などを計 

画すれば，家畜によって健康的な食物を得る助けになるでしょう。 

慎重に予算を立てる 

さらに健康的な食事をするのに役立っ計画がもう一っあります。それは， 

食費以外の生活費をいかに使うか計画することです。お金をどう使ったらよ 

いか慎重に考えてみれば，ラジオや時計を買うよりも，健康維持に役立っ食 

物を買う方が賢明であると思うことでしょう。また，スナック菓子や炭酸飲 

料よりも，三大食品群の中の様々な食品にお金を使う方がよいことに気づく 

でしょう。 

独身の姉妹たちは，この課で学んだ事柄をどのように生かすことができますか。 

まとめ 

家族が毎日決められた時間に一緒に食事をするならば，健康と家族関係に 

おいて多くの祝福を受けます。三大食品群から少なくとも1品ずっそろえれば， 

も健康的な食事になります。1回に各々の食品を十分に摂取するには，家族 

一人一人に 低でも3ロから 4ロは必要です。家族の健康や子供の成長に必要 

な食事を準備するには，食物の購入や栽培のために計画を立てて準備しなく 
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てはなりません。 

チヤレンジ 

今週，家族のための栄養価の高い献立を考える。每食，三大食品群の中か 

らそれぞれ1品以上をそろえ，各食品が 低3ロから4ロの割合で家族全員に行 

きわたるように準備する。家族が健康維持に必要な食物をバランスよく，十 

分に摂取できるように計画する。そのために，あらかじめ計画を立て，可能 

であれば家庭菜園を行い，豊富に出回っている物を乾燥その他の方法で保存 

し，貯蔵するようにする。お金の使い方を検討して，適切な食事のために十 

分な金額を回せるように改善できる点があれば改める。 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.r末日聖徒の女性AJ第22課「家族の栄養」，第25課「家庭菜園」を復習する。 

2.本書とは異なる方法で食品を分類している国もある。もし4つ以上の食品群に分ける方法 

が使用されているなら，地元で教えられている分類に合うようにレッスンの内容を調 

整する。 

3.一人の姉妹に三大食品群とその働きについて書いたポスターの作成を割り当てる。地元で 

とれる食物の中で，視覚資料5_a, 5-b, 5-cのように各食品群に属する食品を分類して 

書いてもらう。同じ姉妹に，このポスターを生徒に提示しながら食品の復習をするように 

割り当てておく。生徒に以下の質問に答えてもらう。 

三大食品群とは何ですか。 

各食品群にはそれぞれどのような特長がありますか。 

各食品群に属する地元でとれる食物には何がありますか。 

主食になるものには何がありますか。 

4.三大食品群に含まれる食品を使った献立を幾つか書いたポスターを作成する。 

5.家庭生産や予算の立て方について質問が出たときには，『末日聖徒の女性AJ第26課「家 

庭生産」，第25課「家庭莱園」，第21課「財政管理」を読んで調べるように言う。 

6.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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妊�婦と乳児の 
健康管理 

目的妊産婦と乳児の健康管理を奨励する。 

妊婦の健康管理 

フイリピンに住むある家族は， 初の赤ちゃんが亡くなったときに深い悲 

しみを味わいました。その後，この家族は福音を受け入れて，教会に改宗し 

ました。姉妹は2人目を妊娠したときに，健康な子供を産むにはどうしたらよ 

いか福祉宣教師に尋ねました。その後で彼女は次のように言いました。「すべ 

きことを知っていさえいたら， 初の赤ちゃんを失うことはなかったと思い 

ます。」 

彼女は2人目の子供を宿したとき，子供が無事に生まれるようにできること 

をすベて行いました。その結果，健康で愛らしい赤ちゃんを産むことができ 

たのです。彼女はこの子供を「モルモンべビー」と呼びました。近所の人た 

ちからは，こんなに健康な赤ちゃんは見たことがないとよく言われます。 

妊婦は，天父の霊の子供のために肉体を備えるという特別な機会が与えら 

れています。わたしたちの肉体は非常に大切なので，御霊を宿す宮と呼ばれ 

ています（1コリント3:16-17参照）。わたしたちは胎児が正常に成長できる 

ように，できるかぎりのことを行う必要があります。女性は健やかな子供を 

産むために，妊娠中に，あるいはそれ以前にできることが多くあります。こ 

の課では，妊産婦と乳児の健康管理について学びます。 

適切な食物を食べる 

妊婦はバランスの取れた健康的な食事をすることが大切です。正しい食事 

は胎児に大きな影響を及ぼします。また，若い未婚の女性は将来に備えて食 

物をよく選んで食べる必要があります。そうすれば結婚してからも健康に恵 

まれ，丈夫な子供を産むことができます。バランスの取れた食事を必要量摂 

取するように習慣づければ，健康な子供を産む力が増大します。正しい食習 

慣を身につけた人は，結婚後や妊娠中も健康的な食事を続け，子供たちにそ 

の習慣を教えることができます。 

若い女性に次の質問をする：結婚して母親になるときのために，今からどのような準備が 

できますか。 
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有害な物質を避ける 

妊婦は有害な物質を避けるべきです。知恵の言葉の中で具体的に禁じられ 

ているものは，すべての人にとって有害ですが，妊婦がこれらの物質を取り 

入れると，胎児に特に悪い影響を及ぼします。 

これらの有害な物質には何がありますか。（茶，コーヒー，アルコール性飲料，タバコ） 

妊娠中は薬物の使用にも注意すベきです。妊娠していないときには効果の 

ある薬も，時期によっては胎児に悪い影響を及ぼしかねません。妊娠中は， 

そのことを知っている医師から与えられた薬以外は服用しない方が賢明でし 

ょろ0 

定期診断を受ける 

妊娠の兆候があるときには，すぐに産婦人科に行って診察を受けるべきで 

す。医師や看護婦は通常，妊娠中に定期的に通院して診察を受けるように手 

配します。彼らは妊娠中に起きる様々な問題を判断できるように訓練されて 

いますから，定期的に診察を受けるのは賢明なことです。そうすれば，もし 

何か異常があっても，その問題が重大になる前に予防措置をとることができ 

ます。 

妊婦は健康を考えてできるかぎりのことをしても，なお気分がすぐれない 

ことがあるかもしれません。肉体上の変化が情緒面にも影響を及ぼすことや， 

人によっては感情の起伏が激しくなることを知っておきましょう。 初の3力 

月間は特につわりが激しく，背中が痛んだり，足が重く感じられたりするこ 

とがあります。そのようなときには，努めて明るく振る舞うようにします。 

母親として大切な召しを受けていることを思い起こせば，幸福感が増すこと 

でしょう。また主の御霊も，妊婦が幸せな態度を取れるように助けてくれま 

す。子供をもうけることは，天父とともに創造という神聖な業に夫婦で携わ 

ることです。それを心に留め，常に御霊の導きを受けて御霊を伴侶とできる 

ように祈り求めましょう。 

妊娠中は情緒不安定になりやすいことを知っていると，どういう点で役立ちますか。（いろ 

いろな変化が生じても心配しないで済む。問題を認識し，どう対処したらよいかが分かる） 

休息と運動 

家族は，妊婦の気分がすぐれないときには助ける必要があります。女性は 

妊娠すると体が疲れやすくなり，睡眠を多く取ることが必要になります。昼 

寝をし，夜は早く休むようにするとよいでしょう。 

運動はだれにとっても健康によいものです。妊婦も適度な運動なら普通は 
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続けることができます。運動ができない場合には，毎日散歩をするとよいで 

しょう。歩くこと以外にも，良い運動がたくさんあります。妊娠中に役立つ 

適切な運動については，医師から指導を受けることができます。 

母親や親戚の人，友人，近所の人が妊娠した場合，どのような助けができますか。 

清潔 

清潔はだれにとっても大切ですが，妊婦には病気を予防するうえで特に重 

要です。飲料や調理にきれいな水を使用するのは，大切なことです。また， 

用便後や食事のしたくの前に必ず手を洗うのも，常に心がけるべきことです。 

頻繁に入浴して体を清潔に保ち，診察に行く前にも入浴して清潔な衣服を着 

用するのは，良い習慣です。 

もし自分が妊娠したら，健康な子供を産むために何をしたいと思いますか。 

分娩 

分娩のときは清潔であることが特に重要です。妊婦は体を清潔にし，分娩 

に立ち合う人も手や衣服を清潔にすべきです。産着や分娩に使用する部屋は 

消毒しておきます。分娩の場所が病院，自宅のいずれであっても，分娩に立 

ち合う人は必要な訓練を受け，異常が認められた場合にはそうした兆候をす 

ぐに察知できるようでなければなりません。 

あなたの地域では’出産は一般にどこで行われますか。場所は清潔ですか。そこには分娩 

に立ち合う人として，必要な訓練を受けた人がいますか。場所が清潔でないときには，どこ 

で出産したらよいでしょうか。そのような場所を改善するために何ができますか。 

産婦の健康管理 

十分な休息 

産婦は出産後疲労し，気分のすぐれないことがあります。医師から重労働 

を避けるべき期問について指導を受けますが，その後も引き続き十分な休息 

を取るようにすべきです。家族は産婦が十分に休めるように助ける必要があ 

ります。 

適切な食事 

食物は産婦の健康に大きく影響します。産婦は食べ慣れた食品の中で栄養 

のあるものは何でも食べなくてはなりません。母乳で育てる場合は，子供に 

十分な母乳を飲ませるために各食品群の中に含まれる食物を多く摂取する必 

要があります。各食品群に含まれる食品はどれも新生児の健康に欠くことが 

できません。さらに，この時期には食物だけでなく，水分も多く取る必要が 
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あります。母親が食べた物が原因で，母乳を飲む子供の体によくない影響が 

現れることがあります。そのような食品は避けるようにしますが，食事が偏 

らないように注意し，各食品を必要量摂取するようにしなくてはなりません。 

母親や親戚，友人，近所の人で新生児を抱えている人をどのように助けることができ 

ますか。 

新生児の健康管理 

食物 

新生児に適切な食物を与えることは重要です。特に生後まもない時期は， 

母乳が 適です。まれには母乳を受けつけない乳児もいますが，そのような 

場合は，ほかの人の母乳か粉ミルクを与えます。粉ミルクは高価なうえ，清 

潔で安全なものを与えるにはかなりの手間がかかります。特に暑くて乾燥し 

ているときには，乳児は母乳以外にも水分を必要とします。消毒した哺乳び 

んと乳首を使って，湯ざましを飲ませるとよいでしょう。乳児は必要な量だ 

け飲むと，それ以上は飲もうとしないのが普通です。母乳で育てている子供 

は哺乳びんを嫌がり，水分を取ろうとしないことがよくあります。そのよう 

なときには，湯ざましを清潔なスブーンに取って与えるようにするとよいで 

しょう。乳児がそのままでも飲めるのであれば，砂糖や他の物を加えないで 

飲ませるのがいちばんです。授乳のときには，時々げっぷをさせます。そう 

すると胃にガスがたまったり，吐いたり，胃痛に苦しんだりすることがなく 

なります。げっぷをさせるには，赤ちゃんを一方の手で抱き，もう片方の手 

で背中を軽くたたいたりさすったりすると簡単にできます。 

〉冃潔 

赤ちゃんは病気に対する抵抗力が弱いので清潔にすることが大切です。で 

きれば毎日入浴させ，顔，頭，首，腕，足の順で洗います。腕や足の関節は 

入念に洗い， 後に股の部分を洗います。生まれたばかりの赤ちゃんでも入 

浴できますが，すきま風などで体を冷やさないように注意します。寒い地方 

では，体の一部を洗って乾かしてから次の部分に移るというように部分洗い 

をするとよいでしょう。その際，湯をつかう部分以外は乾いた夕オルでくる 

んでやるようにします。 

おむつは汚れたら替えて，赤ちゃんがいつも清潔なおむつを当てていられ 

るようにします。おむつを取り替える前に股の部分を清潔にします。おむつ 

を洗剤でよく洗い，水で十分にすすいでから日に干すと，おむつかぶれが防 

げます。 
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安全 

赤ちゃんは，さくの付いたベビーベッドなど安全な場所に寝かせます。不 

安定な場所は避け，寝返りをうって落ちるおそれがあるときは，そばを離れ 

てはなりません。また，はえやそのほかの昆虫，動物からも赤ちゃんを守る 

必要があります。 

あなたの地域に住む母親が以上の危険から赤ちゃんを守らなければならない場合，その危 

険を取り除くために何ができますか。 

健康診断 

赤ちゃんは健康診断を受けなければなりません。また，定期的に病院や保 

健所に連れて行き，特定の病気を防ぐために予防接種を受けさせます。その 

際，赤ちゃんが順調に育っているかどうか診察してもらえます。 

愛情 

赤ちゃんは愛され，必要とされていることを感じる必要があります。抱い 

たり，抱き締めたり，優しく語りかけたりして，赤ちゃんに愛を伝えること 

ができます。 

赤ちゃんに愛を伝える方法として，このほかにどのようなものがありますか。 

赤ちゃんに話しかけることは，赤ちゃんの学習と精神の発達を促します。 

家族のみんなが赤ちゃんに，「これはお花」「あれはにわとり」「あの子を見て」 

というように話しかけるとよいでしよう。また，おもちゃを与えることによ 

って，学習を助けることができます。生まれて間もない赤ちゃんでも，おも 

ちゃを使って学ぶことができます。家庭にあるものの中で，色彩の豊かなも 

のをおもちゃとして与えます。赤ちゃんはすぐにロに持っていくため，おも 

ちゃは清潔にしておかなければなりません。先のとがったものや，こわれや 

すいもの，飲み込むおそれのあるものは，おもちゃとして不向きです。 

まとめ 

適切な食事，清潔，健康診断，安全，十分な休息と適度な運動，これらは 

妊産婦や赤ちゃんにとって大切です。わたしたちはこれらの条件を満たすよ 

うに力を尽くすとき，天父の霊の子供を健康に育てるという責任を果たして 

いることになります。しかし，できるかぎりの処置をしても健康に問題のあ 

る産婦や赤ちゃんもいます。そのような問題の起きる原因がすべて究明され 

ているわけではありませんが，母子ともに健康管理に十分注意していれば， 

そのような問題はほとんど起こらないと考えてよいでしょう。 
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チヤレンジ 

今週，自分の健康に関する習慣について考える。妊娠中の人や子供をもう 

ける計画をしている人は，健康な赤ちゃんを産めるように生活の改善を図る。 

妊産婦を助ける方法を考えて，できるかぎり援助する。知り合いの赤ちゃん 

のために安全なおもちゃを作り，赤ちゃんに愛を示す。 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『末日聖徒の女性AJ第23課「妊産婦と乳児の栄養」，第24課「病気の予防」を復習する。 

生徒から質問があれば，これらの課から引用して答える。 

2.本課の中で，地元の妊産婦にとって特に強調すべき点は何かを考える。一般に行われてい 

るよい習慣について考える。姉妹たちが現在の習慣を続けるように促す。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 

197 



応急手当 
その1 

第23課 

目的事故を未然に防ぎ，もし事故が起こったときには冷静に対処し，必要 

な人に応急手当てを施す方法について学ぶ。 

肉1本を守る 

わたしたちは末日聖徒イエス •キリスト教会の会員として，物心両面の福 

利を図ることが大切であることを知っています。事故を防ぐ方法や，よくあ 

る事故に対処する方法を学ぶことにより，肉体を守り，大事にするための備 

えができます。また，応急手当の基礎的な知識や技術を身につけておくこと 

も大切です。そのような備えができていれば，自分だけでなく周囲の人々に 

祝福をもたらすことができるでしよう。 

割り当てておいた姉妹に，良いサマリヤ人のたとえを短く話してもらう（ルカ10: 25 — 37 

参照)。 

ルカ10 ： 34を読む。 

サマリヤ人は何をしましたか。（当時の知識と習慣にのっとった応急手当をした） 

事故を防ぐには 

事故は思わぬときに起きて，人を傷つけます。残念なことですが，わたし 

たちは事故でけがをしたり，精神的な痛手を負ったりして初めて，事故を繰 

り返さないようにするにはどうすればよいか考えます。そして，未然に防げ 

た事故であれば，だれかがけがをするまで放っておいたことがいかに愚かで 

あったか悟るのです。 

七十人第一定員会のローレン . C .ダン長老は，娘に注意するように言った 

のに防ぐことができなかった事故について次のように語っています。 

「妻とわたしの間には，愛する3歳の娘がいます。少し前に，わたしが自宅 

の机に向かっていたとき，娘は机の上に置いてある水の入ったコップで遊ん 

でいました。その大きなコップを小さな手で持ち上げたとき，わたしは娘に， 

落とさないように注意しなさいと繰り返し言って聞かせました。案の上，娘 

は手をすべらせました。コップは床に落ちてこなごなになり，あたり一面に 

破片が飛び散ったのです。 

娘はいつものように裸足で遊んでいたので，わたしは彼女を抱いて部屋の 
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外に連れ出し，注意深くガラスの破片を片づけました。それでも，まだどこ 

かに残っているような気がしました。娘がその部屋で遊ぶときに，その破片 

で足を傷つけるかもしれません。恐らく，娘は自分がしたことのために，ま 

た痛い思いをしなければならないでしょう。」(Conference Report『大会報告』 

1969年10 月，13 - 1 4 ) 

わたしたちはしばしば，注意を促すだけで事故を防ぐために必要なことを 

すべて行っていると考えてしまいます。しかし，危険な状態を改善するため 

に行動すれば，もっと効果的に事故を防ぐことができるのです。 

上記のような事故を防ぐために，両親や年長の子供は何ができますか。（危険な物は手の届 

かない所に置く。ガラスではなく安全な物で遊ばせる。コップをおもちゃにするのでなく， 

床にすわらせて何かを飲ませるなど，安全な方法で使わせる） 

だれでも家の中で，事故につながる思いがけない経験をしたことがあると 

思います。ほとんどの事故は家の中か，あるいはその周辺で起きていますか 

ら，よくある原因を突き止めて，予防策を考えましょう。 

危険物 

家庭に保管してある物の中には，体内に入ると有害なものがあります。例 

えば，灯油や調理用の燃料がそうです。また殺虫剤は，体に入ればもちろん， 

皮膚に長時間触れても害を及ぼします。灰汁（石けんの原料 )，漂白剤，クレ 

ンザ一，消毒用アルコールは，非常に危険です。 

地元の家庭にある液体や粉末で，危険な物は何ですか。 

薬も危険物の中に数えられます。薬は病人には役立ちますが，使用法を誤 

ると危険です。病気が治った後，余った薬を取っておくことは賢明ではあり 

ません。薬の中には，時間がたつにつれて変質し，本来の効能が失われてし 

まうものがあります。未使用の薬を保管している場合，何の薬かを忘れて別 

の病気のときに使うと，症状が悪化することもあります。個人のために調合 

された薬は，同じ病気でも別の人が服用すると効き目がなかったり，かえっ 

て悪い影響を及ぼしたりすることがあります。ですから，個人のために調合 

された薬は，本人だけが用いるのが もよいのです。薬の分量を誤って服用 

するのも危険です。子供の場合は，大人に比べて量がかなり少ないのが普通 

ですから，決められた量だけを飲ませることが特に大切です。 

次の話を読むと，薬を子供の手の届かない所に置くことがいかに大切か分 

かります。 

ある日，幼い男の子が病気になったので，両親はその子を病院に連れて行 
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きました。医師は子供を診察してから，薬を調合して渡しました。両親は病 

院から帰って来ると，子供を部屋に残したまま仕事に出かけてしまいました。 

ところが，後に残された子供がビンに入った薬を見つけ，一度に全部飲んで 

しまったのです。その薬は 4時間おきに茶さじ2杯ずつ飲ませるように言われ 

ていたものでした。両親が子供の様子を見に戻って来たときは，すでに手遅 

れでした。 

このような事態を防ぐにはどうしたらよいでしょうか。このような事故を防ぐために，家 

族はそれぞれ何ができますか。 

危険物には役立つものが多いため，正しく使用する目的で家庭に保管され 

ています。したがって，それを誤って飲み込んだり，長い時間触れたりする 

ことのないよう，容器にはっきりと名称を書くなど，できるかぎりの予防策 

を講じるべきです。 

視覚資料23-a「危険物にはるラベル」を見せる。 

簡単な絵を書いて毒物を示すこともできます。字の読めない子供たちでも， 

印や絵があれば「危険物」や「毒物」であることが分かります。 

危険物は，子供の手が届かない高い棚の上や鍵のかかる戸棚に保管すべき 

です。 

家庭や地元によく見られる毒物の解毒剤について学んでください。また， 

毒物を飲んだり浴びたりした場合にどの病院に連絡を取るか，またどのよう 

な応急処置をしたらよいか調べておきます。 

毒物による事故を防ぐために，家庭で何ができますか。 

危険物 

どこの家庭にも，鋭い刃やとがった先端を持つ危険な物があります。例え 

ば，ナイフやはさみ，道具類は，危険物になり得ます。これらの物を使用す 

るときに正しい習慣を身に付ければ，事故を防ぐことができます。 

刃先の鋭利な物は，常に幼い子供の手の届かない所に置くようにします。 

ちょっとの間でもナイフなどをそばにおくと，それを取り上げてけがをする 

恐れがあります。 

視覚資料23-b「はさみを手渡す女性」を見せる。 

道具の中には，使い方次第で危険になる物があります。人が近くにいると 

きには，手をすべらせてけがをさせることのないように，ナイフを慎重に扱 

200 

23—a危険物にはるラベル 







第と。味 

います。例えば，人にナイフなどを手渡すときには，刃先やとがった部分を 

自分の方に向けることを習慣づけるようにします。このほかにもナイフその 

ほかの道具類を扱う方法について学び，子供たちに教えるようにすべきです。 

マッチも正しく使用すれば便利な道具です。しかし，マッチで遊んだり， 

不注意な使い方をしたりすると，やけどや火事の原因になります。 

事故を防ぐために，これらの危険物をどこに保管したらよいでしょうか。 

家族や子供たちの危険物の扱い方について，具体的にどのような点を変えることができま 

すか。 

危険な状態 

事故に結びつく具体的な場面は，地域や家庭によって異なります。しかし， 

中には共通する原因もありますから，それらを改善すれば事故を未然に防ぐ 

ことができます。 

家の中や庭では，不安定な物の上に立って高い所に手を伸ばしたときに落 

下するという事故がよくあります。そのような事故を防ぐために，頑丈で安 

定した台を慎重に選ぶか，だれかに支えてもらうようにします。こうした手 

間を惜しまなければ，多くの場合，大けがを防ぐことができます。 

また，床に何かをこぼしたまま放置しておくと，すべってけがをすること 

があります。しまい忘れた物につまづくのもよくあるケースです。子供がボ 

一ルやおもちゃを階段に置いたままにするかもしれませんし，足もとを見ず 

にそれにつまずく人があるかもしれません。ある家族では，使った物は元の 

場所にしまうという決まりを守って，効果をあげています。このようにすれ 

ば，思いがけない物につまずいて起こる事故をかなり防ぐことができます。 

あなたの周囲ではどのような状況が転倒事故の原因になりますか。 

事故を防ぐために，具体的にどのようなことをすればよいでしょうか。 

熱湯でやけどをしたり，おぼれたりするおそれのある場所では，子供をひ 

とりにしないようにします。また，やけどや感電の危険がある電気器具で遊 

ばせてはなりません。 

家庭での事故は，台所でもよく起こります。いろりのように床で火をたい 

て料理する家庭では，幼い子供が火に近づきすぎて，やけどをすることがあ 

ります。火をたく位置を数十センチ高くすれば，もっと安全になるでしょう。 

床よりも高い場所で料理をすれば，赤ちゃんが火に近づくのを防止できるだ 

けでなく，ほこりやごみなどが混入するのも防げるので，食べ物はより清潔 

で安全になります。 
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レンジやこんろなどの器具を使って調理する家庭では，なべの取っ手を手 

前に向けないように注意する必要があります。子供が取っ手に手をかけて， 

熱湯や煮立った料理を頭から浴びるおそれがあるからです。 

自分の家では，台所でよく事故が起きますか。もしそうであれば，台所を安全な場所にす 

るにはどうすればよいでしょうか。 

ろうそくやランプ，ストーブなどは時々，燃えやすい物のすぐ近くに置か 

れています。例えば，窓のカーテンが風にゆれれば，そこに火が燃え移るこ 

とがあるのです。またストーブや暖炉のすぐ近くに置いておいた箱が，高熱 

のために燃え出すこともあります。 

家庭内にこれらの問題があるなら，どのようにして改善したらよいでしょうか。 

事故につながるような危険な状態がほかにありますか。 

それらを安全なものにするために何ができますか。 

賢明で冷静な対処 

けが人を助けるときは冷静に行うことが大切です。たとえ重傷であっても 

冷静さを失わず，けが人を安心させるように努めます。けが人は，周囲の人 

の状態に敏感に反応するものです。わたしたちが泣いたり理性を失ったりす 

ると，本人は自分のけがが実際よりも重いと考えてしまうかもしれません。 

また，ひどく落胆して自分は死ぬものと思い込み，手当てを受けようとしな 

くなるかもしれません。応急手当を冷静に行うならば，けが人のショックや 

心の動揺を 少限に食い止めることができるのです。いざというときに正し 

く処置できるように，一般的なけがの手当について具体的に知っておく必要 

があります。第24課「応急手当その2」に記されている方法を時々練習すべき 

です。万一の場合に備えて，年長の子供たちに手当の方法を教えておくこと 

も大切です。緊急時には霊的な導きが受けられるように，心の中で絶えず祈 

りながら行うとよいでしょう。 

救;^用口口 

家庭内の事故を予防し，一般的な応急手当の方法を学ぶことに加えて，救 

急用品をそろえておけば，いざというときの備えができます。けが人が出て 

も，即座に手当をすることができるでしょう。 

救急用品は家族によって多少違うと思いますが，基本的には以下の物を備 

えておきます。 
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第21課 

石けん 

石けんは傷口に付いた泥や石，ガラスなどを洗い流すのに必要です。日常 

使う石けんのほかに，非常用として幾つか保管しておきます。手当をする人 

は，傷口からの感染を防ぐために，石けんで手を入念に洗います。 

きれいな水 

水をすぐに使用できない所では，傷口を洗うためにきれいな水を容器に入 

れ，救急用品と一緒にしておきます。 

消毒液 

石けんよりも殺菌力が強く，感染を防ぎます。アルコール，オキシフル， 

2%ヨードチンキなどは，代表的な消毒液です。 

ン冃ふな布 

清潔な布は包帯として使用できます。包帯を作るには，清潔な布に焦げる 

寸前まで十分にアイロンをかけます。手を洗ってから，アイロンをかけた布 

をもう1枚の清潔な布で包みます。これは傷口から血が出ているときに包帯と 

して使うことができます。 

吐根シロップ 

これは吐き気を起こす薬で，毒物を飲んだときなどに使います。吐根シロ 

ップは薬局で購入できます。入手できない場合は，医師の勧めに従って別の 

薬を備えます。 

聖別された油 

神権者は病人やけが人に祝福を授けるとき，特別に聖別された才リーブ油 

を使います。この聖別された油を入れた小さな容器を入手する方法について 

は，神権指導者に尋ねてください。緊急時やそれ以外の必要なときに神権者 

が使用できるように，この油を救急用品と一緒に保管しておきます。 

救急箱 

以上の救急用品は，ほこりや湿気を防ぐために，ふたの付いた救急箱に入 

れておきます。救急箱は，小さな子供たちの手が届かない安全な場所に置き 

ます。年長の子供には簡単な手当の方法を教えておき，緊急時に救急用具を 

取り出して使えるようにします。 
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ばんそろころ 

地元で入手できれば，ばんそうこう，バンドエイド，ガーゼなども常備し 

ます。 

まとめ 

家庭内の安全性を高めることによって，多くの事故を防ぐことができます。 

例えば，毒性のある物は，子供や他の人が害を受けない方法で保管すべきで 

す。危険物は，人にけがをさせない方法で保管し，使用することができます。 

また，危険な状況をなくし，子供たちが安全に遊べるように配慮し，家庭に 

救急用具を用意しておくことができます。わたしたちは，けが人に賢明で冷 

静な応急処置ができるように，準備をしておく必要があります。 

チヤレンジ 

今週，家庭内を注意深く点検する。毒性のある物や危険物を安全な方法で 

使用し，保管する。危険な状況をなくす。救急用具を常備していなければ， 

そろえ始める。 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.本課で取り上げた問題の中で，地元でよく起こるものについて考える。地元で最も必要と 

されている事柄を中心にレッスンを行う。安全性を高める事柄をすでに実践している姉妹 

たちをほめる。 

2.一人の生徒に，「良いサマリヤ人」（ルカ10: 25-37)のたとえ話を要約して発表するよう 

に割り当てる。 

3.病人やけが人を祝福する神権の儀式について質問があれば，r末日聖徒の女性A』第12課 

「神権の儀式」を引用して教える。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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応急手当 
その2 

第24課 

目的一般的なけがの応急手当の方法について学ぶ。 

応急手当 

けがは未然に防ぐのがいちばんです。事故やけがを防ぐ方法については， 

第23課「応急手当その1」で多くの実例を学びました。しかし，どんなに用心 

していても，何らかの事故は起こるものです。そこで，わたしたちは皆，特 

に母親は，よく見られるけがの応急手当の方法を知っておく必要があります。 

けが人が出たときは，人命救助を 優先して適切に処置します。第1に，必 

要であれば，けが人を安全な場所に移します。例えば，燃えている建物から 

連れ出します。第2に，人工呼吸を行います。第3に，出血が激しいときには 

止血します。第 4に，毒物を飲んでいないかどうか確認します。第5に，シヨ 

ック状態の手当をします。それから必要であれば，他の応急手当を行います。 

重傷を負っている場合は，直ちに医師に連絡します。ほかに人がいる場合は， 

一人が医師に連絡を取り，医師が来るまでの間，もう一人が人工呼吸や止血 

を行います。応急手当を行うときには，できるだけ冷静に対処して，けが人 

を安心させることを忘れてはなりません。 

止血の前に人工呼吸を行うのはなぜですか。 

シヨックの手当をする前に止血するのはなぜですか。 

人工呼吸の方法 

呼吸が止まる原因としては，ある種の病気，毒物の摂取，感電，水の事故， 

心臓発作，薬の過量服用，酸素欠乏などがあります。呼吸が止まっている場 

合は，脳の損傷を防ぐために直ちに人工呼吸を行わなければなりません。  

も効果的な方法は，口移し法です。これは救助者が相手のロに息を吹き込み， 

肺まで空気を送る方法です。以下の概要を用いて学ぶか，専門家を招いて指 

導を受けるようにします。 

1.相手のロの中を注意して手早くふき取り，呼吸を妨げるものを取り除く。 

必要であれば，舌をのどの奥から離す。 

2.頭を後方に傾けて，あごを上に向かせる。こうすると，肺までの気道が開く。 

3 .相手の鼻をつまんで息がもれないようにし，自分のロを相手のロに当て 
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て肺に息を吹き込む。普通に呼吸する速度で息を吹き込む。小さな子供で 

あれば，子供の鼻とロを自分のロで覆い，成人の場合よりも少量の息を回 

数を多くして吹き込む。 

4.息を吹き込むときに胸を見る。胸がふくらんできたら吹き込むのをやめ， 

顔を上げて胸のふくらみがもとに戻るのを確認する。息を吹き返すまで人 

エ呼吸を続ける。10分たっても息を吹き返さない場合は，目を観察する。 

瞳孔が大きく開いたままで，目に光を当てたり遠ざけたりしても（目を手 

で覆ったり，手をどけたりしても）瞳孔が動かないときは，口移し式の人 

エ呼吸をやめる。10分たっても目に反応がなければ，まず助かる見込みは 

ないと考えてよい。 

止血法 

傷口から多量の出血がある場合は，血を止めることが大切です。止血をす 

るには，たたんだ布を傷口に当て，手のひらで押えます。清潔な布をほうた 

い用に準備し，救急用品として備えておけば，止血に使えるでしょう。その 

ような布がなければ，別の布か手のひらで傷口を押えます。そのまま押さえ 

ていると，出血が少なくなるか完全に止まります。布に血がにじんできたら， 

取りはずさないで別の布を重ね，傷口を押さえ続けます。傷口を心臓よりも 

高くすると，出血を抑える効果があります。重傷の場合には，医師によって 

傷口を縫うことや，治療を施すことが必要になるでしょう。 

軽い出血であれば，傷口を刺激の少ない石けんで洗い，きれいな水ですす 

いでから，清潔な布を重ねて傷口に当てます。出血が止まるまで数分間，傷 

ロを押さえておきます。傷口が汚れるおそれがあるときには，清潔なばんそ 

うこうをはって傷口を保護し，常にきれいに保ちます。 

出血量はたいしたことがなくても，傷が深い場合があります。くぎ，矢， 

銃弾，そのほか先端の鋭い物による傷がその例です。傷が深いときには，患 

部を石けんで洗うことができないので，破傷風にかからないように予防注射 

を打つ必要があります。深い傷は，重い病気を誘発して死を招くことがあり 

ます。深い傷を負ったときは，すぐに医師の診察を受け，破傷風の予防注射 

が必要かどうか確認します。 

感染の兆候があるかどうか確かめることも大切です。症状としては，はれ， 

うみ，ずきずきした痛み，傷口の壊死，発熱などがあります。このような症 

状があるときには，すぐに医師の診察を受けます。 
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中毒の対処法 

中毒はよく起こります。乳幼児は好奇心が強く，何でもロに入れるので， 

中毒になりやすいものです。大人でも毒物を誤って飲んで中毒を引き起こす 

ことがあります。 

毒物を飲み込んだときは，まずロをすすいで，ロの中に残った毒物を出し 

ます。次に，毒物の種類に応じて適切な応急手当を行います。その後，医師 

の診察を受けさせます。 

毒物は体の組織を破壊したり，他の方法で危害を及ぼしたりします。体の 

組織を破壊しない毒物を飲んだ場合，水などの液体を飲ませて吐かせます。 

吐根シロップは吐き気を催すのに効果がありますが，効くまでに15分以上か 

かることもあります。この間，患者を一人にしてはいけません。吐根シロッ 

プなどの吐剤がなければ，指かスプーンでのどの奥を押して吐かせます。吐 

くときには窒息しないように，前かがみにさせます。意識不明のときは，窒 

息を防ぐために横向きに寝かせます。吐いた後は，解毒剤を与えて体内に残 

った毒物を安全に排出させます。活性炭や焦げたパンの粉は解毒剤になりま 

す。さらに，毒物を速やかに排出させるために，下剤やコップ1杯の食塩水を 

飲ませるとよいでしよう。 

灰汁，ガソリン，灯油は体の組織を破壊する毒物です。これらの毒物を飲 

んだときには，吐かせてはなりません。飲み込むときに体の組織が傷ついて 

いるので，吐くことによって事態を悪化させることになります。その代わり 

に，多量の水または牛乳を飲ませて毒性を和らげます。下剤も効果がありま 

毒物は，毒性のある植物や魚貝類，へび，昆虫などにも含まれています。 

これらの毒物に対する応急手当の方法は，地元の医師から教えてもらうこと 

ができます。 

ショックの対処法 

ショックとは，けがや緊張によって引き起こされる反応で，普通は重傷を 

負ったときに起きますが，病気や精神的な打撃で起こることもあります。シ 

ョックはけがや緊張のあったとき，あるいはしばらくたってから起こります。 

ショックを起こすと，呼吸や脈が遅くなり，死を招くこともあります。けが 

にはショックがつきものであると考えておいた方がよいでしよう。ショック 

は手当によって，ある程度防ぐことができます。 

ショックを起こすと，身体に様々な変化が表れます。例えば，顔面がそう 

白になり，皮膚は汗ばんで冷たくなります。特にロのまわりや額，手のひら 
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に多量の汗をかきます。脈拍は次第に早くなり，衰弱すると手首では取れな 

いことがあります。そのようなときは，頸動脈の所に手を置くと脈拍が分か 

ります。また呼吸も早くなり，身体が衰弱して落ちつきを失い，不安やのど 

の渴きを訴えます。ときには吐き気を催して嘔吐することもあります。 

ショックを 少限にとどめるために 善を尽くすことが大切です。ショッ 

クの症状が悪化すると，次第に反応がなくなっていきます。皮膚にはん点が 

生じ，目がうつろになり，瞳孔が大きく開いて，意識を失います。もし意識 

不明の状態で体温が下がって行くと，生命を失う危険があります。 

ショックの処置は，患者を寝かせ，体を暖かくして安静にします。こうし 

た処置は，人工呼吸と止血がすんでから行います。 

黒板に「寝かせる，体を暖める，安静にする」と書く。 

寝かせる 

顔や口にけがをしているとき，意識不明のとき，あるいは嘔吐していると 

きは，顔を横向きにさせるか，横向きに寝かせます。そうすれば，分泌物な 

どをロから排出させやすくなります。 

視覚資料24-a「寝かせ方」を見せる。 

頭にけがをしている可能性がある場合や，呼吸が困難である場合は，患者 

の頭を少し高くします。 

頭や首，背中にけがをしていないときは，足を幾分高くして，血液の循環 

をよくします。 

けがの状態がはっきりしないときは，水平に寝かせておくのが 善の方法 

です。 

体を暖める 

体温が逃げないように毛布か衣類をかけて体を暖めます。 

安静にする 

応急手当をする人は冷静に行動し，たとえ重傷であっても，患者を安心さ 

せるようにすべきです。周囲の人の落ち着いた態度により，ショックを 少 

限に抑えることができます。 

血液や体液を多量に失っている場合は，スープや清涼飲料などの飲み物を 

与えます。ただし，意識がはっきりしていない人や嘔吐している人，あるい 
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は開腹手術が必要になりそうな人には，飲ませてはなりません。 

感�の対処法 

電気が体内を流れると電気ショックが起こり，呼吸が止まったり，脈が不 

規則になったりします。感電している人はすぐに電気の源から引き離す必要 

がありますが，電気が流れている間は体に触れてはなりません。電源が切れ 

ない場合は，乾いた木の棒や板を使って電源から患者を離します。例えば， 

金具の付いていないほうきの柄で患者を押すか，電源を払いのけるかして， 

両者の接触を断ちます。電源から離したらすぐに，口移し式の人口呼吸や必 

要な応急手当を行います。 

やけどの対処法 

やけどは，どこの家庭でもよく起こる事故の一つで，特に子供や老人に多 

いものです。第1度のやけどは，過度の日焼けによって，あるいは熱い物や熱 

湯，蒸気との接触によって起こります。患部が赤みを帯びてはれ，痛みを伴 

います。痛みをとるためには，すぐに水で冷やします。この程度のやけどは 

皮膚の表面が損われるだけで，普通はすぐに治ります。 

第2度のやけどでは，水泡ができて赤みを帯びます。水泡ができるのは，熱 

が深部まで通り，体の分泌液が皮膚の下に集まるためです。患部を冷水に浸 

して熱を下げ，さらに深層部の損傷を防ぎます。また水泡を破ると，びらん 

面が化膿しやすくなるので注意します。広い部分をやけどした場合は，医師 

の診察を受ける必要があります。患部は清潔な油紙で軽く覆い，保護してお 

きます。患部が乾くと取り替えが困難になるので，包帯の使用は避けるべき 

です。 

第3度のやけどは，医師の手当を必要とします。皮下組織まで破壊され，皮 

膚が広範囲にわたって損われます。ときには皮膚の組織が焼けただれて炭化 

することもあります。このやけどは，身に付けていた衣服が燃えたり，熱湯 

を浴びたり，熱い物体や電気に長時間触れたりすることによって起こります。 

その結果，多くの体液が失われ，感染しやすくなります。 

焼けて体に密着した衣服を取り除こうとしてはいけません。代わりに，洗 

濯したシーツか清潔な布で患部を覆います。ただし，時間をとって医師の診 

察を遅らせることがないようにします。患部を覆えば，感染を 少限にくい 

止めることができます。また，ショックに対する手当もする必要があります。 

足にやけどをしていたら，足の位置を高くし，歩かせないようにします。手 

や腕の場合は，心臓より高く上げさせます。顔にやけどをしている場合は， 

座らせて呼吸が困難でないか調べます。意識があり，吐き気を催さないよう 
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第21課 

であれば，スープか清涼飲料などを飲ませます。また，患者の不安を取り除 

いて安心させることも忘れてはなりません。 

重度のやけどでも，すぐに手当をすれば損傷を 少限にとどめることがで 

きます。衣服に火がついた場合は，即座にその人を土や草や敷物の上に転が 

すか，毛布で包んで火を消します。火が消えたら，これまでに述べた方法に 

従ってやけどの手当を行います。 

アルカリ液のような化学薬品に触れて，やけどをすることがあります。そ 

の応急手当は，できるだけ早くその薬品を大量の水で洗い流すことです。少 

なくとも5分間は続けます。薬品によるやけどは手当をしないと進行するので， 

すぐに医師の診察を受けなくてはなりません。薬品が目に入ったときは，体 

を横にしてまぶたを開き，手早く水を注いで薬品を洗い流します。 

骨折の対処法 

転倒や強打によって骨にひびが入ったり，骨折したりすることがあります。 

骨折する音が聞こえることもあります。骨折すると，痛みや不快感を覚えま 

す。患者を動かすと悪化する原因になるので，できれば医師に往診してもら 

います。もし病院に連れていかなければならない場合は，まず骨折した部分 

を固定する必要があります。患部に副木を当て，縛りつけて動かないように 

しっかりと固定します。これは骨を保護し，痛みを和らげます。例えば，足 

を骨折したときにはもう一方の足に，腕の場合は胸に固定します。 

木や棒，つえ，毛布を巻いたもの，厚紙も副木として使用できます。副木 

は，骨折部が動かないように十分な長さのものを使います。副木を布か衣服 

で包み，ベルトやネクタイ，ハンカチ，布を裂いたものなどで患部に縛りつ 

けます。骨折部の両端の関節が動かないように，しっかりと固定します。た 

だし，きつすぎて血液の循環を悪くするようであってはいけません。 

視覚資料24-b「けが人の運搬」を見せる。 

できれば，はれが引くように冷たい物を当てて患部を冷やします。骨折し 

た部分を心臓よりも上にすると，はれを 少限にできます。 

けが人の運搬 

毛布や敷物，救助者たちの腕を使えば，重傷者を運搬することができます。 

何人かで両側から患者を支え，一人が頭をしっかりと抱えます。救助者の一 

人が号令をかけ，全員がそれに合わせて患者を持ち上げ，動かします。患者 

を不必要に動かしたり，全員の呼吸が合わなかったりすると，骨折を悪化さ 

213 



せることになります。 

視覚資料24-c「毛布と上着を使った担架」を見せる。 

ほうきの柄のような棒やさおを2本と，毛布を使えば，担架を作ることがで 

きます。また，上着の前を留めて袖に棒を通せば，これも担架の代用になり 

ます。 

注意：首や背中を負傷していると思われる場合は，命に別状がないかぎり， 

動かしてはなりません。どうしても移動させなければならないときは，数人 

で運ぶか，あるいは担架を使います。このとき，患者の首と脊柱をできるか 

ぎり動かさないように細心の注意を払う必要があります。 

まとめ 

緊急時にけが人が何を必要としているか明確に理解するのは，非常に重要 

なことです。 も大切なのは，けが人を危険な場所から移し，人工呼吸を行 

い，止血し，ショックの手当をすることです。次に，必要であればほかの応 

急手当を行います。さらに，医師の診察も必要になるでしょう。 

本課で学んだ応急手当の方法を練習しておけば，緊急時に人を助けられる 

ように自分を備えることができます。 

チヤレンジ 

家族に応急手当の方法を教える。家族がいざというときに応急手当ができ 

るように練習させる。 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.地域で起きやすいけがとその具体的な応急手当の方法について，医療関係者と話し合う。 

彼らにロ移し式の人工呼吸法をクラスで実演してもらう。医療関係者から得た情報をレッ 

スンの際に教える。 

2.緊急時に利用できる医療機関について調べる。地域の病院の診療時間が決まっている場合 

時間外に利用できる医療機関について調べる。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.生徒が本課で学んだ応急手当を練習できるように，緊急事態の場面を設定してロールプレ 

一イングを行う。生徒は手当の方法だけでなく，どの応急手当が必要かを判断することも 

練習すべきである。例えば，腕にけがをした娘が母親の所に来る場面を設定する。傷口か 

らかなり出血している。だれかに娘と母親を演じてもらう。母親役の人は，傷口の手当を 

実演する。 
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家庭貯蔵 第25課 

目的家庭貯蔵プログラムを推し進める。 

家庭貯蔵を行う必要があるのはなぜか 

スペンサー •
w
.キンボール大管長は，貯蔵について次のように勧告して 

います。 

「教会はかねてから1年分の貯蔵，すなわち1年分の生活必需品の貯蔵を行 

って維持するように勧告してきました。わたしたちはそのことを再び強調し 

ます。…… 

それぞれの家族が1年分の必需品を蓄えるようにお勧めします。わたしたち 

はこのことについて何度も，何度も話し，主の次の言葉を繰り返し，繰り返 

し引用してきました。『わたしを主よ，主よ，と呼びながら，なぜわたしの言 

うことを行わないのか。』」(Ensign『エンサイン』1976年5月号，125) 

生活必需品の貯蔵について，預言者は何をするように勧告していますか。 

J •ルーベン •クラーク •ジュニア副管長は，次のように語っています。 

「すべての家長に， 低1年分の食糧と衣料，可能であれば燃料も合わせて貯 

蔵させてください。」(Conference Report『大会報告』1937年4月，26) 

食糧や衣料，その他の生活必需品を1年分貯蔵するようにという助言は，幾 

つかの理由から賢明な勧告と言えます。町や地域全体が洪水，地震，猛吹雪 

などの災害に襲われると，交通が遮断され，食糧や他の物資を市場まで運ぶ 

のが不可能になります。また政情不安により，あるいは運送業者や船員，鉄 

道員などのストライキにより，食糧の運送が妨げられることもあります。干 

ばつや台風，洪水，あるいは戦争が原因で，多くの国がききんに見舞われま 

した。またいつ同じことが起こるともしれません。地域全体がそのような災 

害を受けると，幾らお金があっても食糧や他の物資が手に入らない状態にし 

ばしば陥ります。病気や失業という非常事態を経験し，収入の道が断たれた 

ために家庭貯蔵に頼らざるをえなくなる家族もあるでしょう。 

チェリ一 •リー •デービス姉妹は，非常時の経験を通して家庭貯蔵に関す 

る証を得ることができました。デービス兄弟姉妹は改宗してから家庭貯蔵に 

ついて学びましたが，しばらくの間実践しようとしませんでした。二人は遠 
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方に引っ越す計画を立てていたため，すぐに貯蔵を始めるのは賢明でないと 

考えたからです。そうは思いながらも，デービス姉妹は無意識の内に貯蔵を 

始めていました。彼女は買物に行く度に，少し余分に食糧を買っていたので 

す。しばらくして，台所の食器棚は貯蔵品でいっぱいになり，寝室にまで置 

かなければならなくなりました。夫から何をしているのか尋ねられて，彼女 

はこう答えました。「食糧貯蔵をしているようね。」そして理由を聞かれると， 

「しなければならないから」としか答えられませんでした。ほかにこれという 

理由が見つからなかったからです。彼女はさらに次のように語っています。 

「わたしはこのことについて祈れば祈るほど，食料品を買わなければいけない 

と強く感じました。そして，自分が主に従順であるということで，心の奥底 

から安堵感を覚えました。」 

デービス姉妹は実習会に出たり，本を読んだり，実際に様々な調理法を自 

分で試したりして，貯蔵品を使った調理の仕方について学びました。こうし 

て一通りの備えができたと思ったとき，さらに多くの食糧を買うようにと強 

く感じました。彼女は自分の行動について次のように述べています。「わたし 

はなぜそうなのか祈りました。でも何の答えも得られません。もっと貯蔵し 

なければならないと感じるだけなのです。わたしは戸惑いながらも，その思 

いに従いました。引っ越すときに借りる予定のトラックは，貯蔵品で大きな 

スペースを取られるのは確実でした0」 

ついに引っ越す日になって荷物をトラックに積んでみると，家具のほかに 

貯蔵食糧を詰めた箱を15個か20個ほどかろうじて積むことができました。ト 

ラックの借り賃や家賃，そのほかの代金を支払うと，手元に残ったお金はわ 

ずかでした。それだけでなく，デービス兄弟はすぐに就職口を見つけること 

ができませんでした。その後ようやく仕事を見つけましたが，賃金があまり 

に安いために，請求書の支払いを済ませると食費は残りませんでした。デ一 

ビス姉妹はこのときになって初めて，貯蔵をしなければならなかった理由を 

知りました。それは，結婚生活で も経済的に苦しかった数か月のための食 

糧になったのです。 

貯蔵食糧で過ごした数か月間を振り返って，彼女は次のように語っていま 

す。「わたしは思わずほほえみました。無限の愛と知恵を持っておられる主は， 

あれだけ貯蔵をしないと頑張っていたわたしを導き，備えができるようにし 

てくださいました。この小さな奇跡を通して，非常に価値ある教訓を得るこ 

とができました。」("Our Small Miracle" Ensign「小さな奇跡」『エンサイン』 

1978年8月号，21) 

デ一ビス家族は貯蔵プログラムを家庭で行うことにより，物質面でどのような祝福を受け 
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ましたか。 

家庭貯蔵を行うことによって，非常時に生活に困らないという物質的な祝 

福を受けるだけでなく，霊的な祝福にも恵まれます。預言者から与えられる 

戒めや勧告の言葉にすべて従うならば，わたしたちの信仰と証は強められま 

す。そして，従順の結果として，想像も及ばないような霊的な報いを受ける 

ことができるでしよう。 

デービス家族は霊的な面でどのような祝福を受けましたか。 

ある家族は貯蔵を計画的に行っていましたが，大洪水に遭ってすべてを失 

い，家畜も皆，おぼれて死んでしまいました。この家族は大きな被害を受け 

たにもかかわらず，次のように言っています。「戒めに従って生活するならば， 

何が起ころうとも道は備えられます。……蓄えてきた食糧はすべて流されて 

しまいましたが，わたしたちの心には，預言者から言われたことを行ってき 

たという平安がありました。また，霊的な備えもできているので，今なら， 

起こったことに立ち向かうことができます。」（ゲリー•アバーントとカーリ 

ーン•ホランド，“LDS in Texas Safe after Flood" Church News「洪水の救 

援を受けるテキサスの聖徒たち」『チャーチ•ニューズ』1978年8月12日付，4) 

1年分の蓄え 

家族は将来に備えて様々なものを貯蔵できますが，本課では食糧と衣料に 

ついて，また貯蔵が許される地域では燃料についても学びます。目標は家族 

の生活必需品を1年分貯蔵することです。家族の生活を維持するために1年分 

を今すぐ貯蔵するとなると，ほとんどの人は困難に感じたり，まったく不可 

能であると考えたりします。しかし，順序立てて貯蔵していくならば，1年分 

の貯蔵は実現可能な目標となるのです。1年分という目標を達成するには，も 

っと短期の目標から始めるとよいでしょう。ある家族は，1週間分の貯蔵にも 

大変な努力を払わなければならないかもしれません。そうかと思えば，3週間， 

2か月，1年間と目標を立てて，何の問題もなく達成できる家族もいるでしょ 

う。数日分あるいは数週間分という短期目標が達成できたら，また新たに目 

標を立てて， 終的に1年分の貯蔵ができるまで努めればよいのです。 

あなたの家族は現実的な目標として，何日分から貯蔵を始めますか。 

食糧貯蔵 

十二使徒定員会のエズラ •タフト.ベンソン会長は，次のように語ってい 
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ます。 

「主はききんが来るとわたしたちに警告されましたが，義人は預言者の声 

に聞き従って 低1年分の食糧を蓄えるでしょう。…… 

食糧を貯蔵するという啓示は，ノアの時代の人々にとって箱舟に乗り込む 

ことが必要であったように，現代のわたしたちにとってこの世での救いに欠 

かせないものかもしれません。…… 

わたしはこの福祉プログラムが神の霊感によることを知っています。わた 

しは大管長の指示を受けて，第二次世界大戦後の荒廃したヨーロッパを単身 

で1年ほどまわり，窮乏する教会員に食料や衣料，寝具を配り，この目で悲惨 

な飢えと貧困とを見てきました。わたしは餓死寸前にくぼんだ聖徒たちの目 

を見つめ，栄養失調で歩けない3，4歳の子供たちを抱えて運ぶ忠実な母親た 

ちの姿を見てきました。……また，アメリカの聖徒から送られた小麦や豆に 

両手をうずめて泣いている大人たちを見てきたのです。」 ( " P r e p a r e Ye" 

Ensign「汝らに備えあらば」『エンサイン』1974年1月号，69, 81-82) 

食糧は健康を維持し，生命を保つうえでなくてはならないものです。した 

がって家庭貯蔵プログラムの中で も重要な部分を占めています。家族が好 

んで食べる基本食品を貯蔵し，非常時に食糧を無駄にしないように調理法を 

知っておくことが大切です。非常時といえども健康維持にはバランスのとれ 

た食事が必要ですから，様々な食物を貯蔵してください。貯蔵量は家族の必 

要に応じて決めます。 

調理法を知っていて，家族が好んで食べ，家庭に貯蔵できる食品には何がありますか。 

貯蔵食品は永久的に保存できるものではありません。したがって，貯蔵品 

を回転させることが必要です。貯蔵期間の長い物から食べ，代わりに新鮮な 

食糧を保存します。この回転は計画を立て，継続的に行うようにします。 

貯蔵食品はどのように回転させればよいでしょうか。 

貯蔵食品を適切に回転させる一つの方法は，購入した日か貯蔵した日を包 

装紙に記入することです。そして購入日が新しい食品は棚の奥に，古い食品 

は手前に置くようにします。そうすれば，調理するときに古い物から順に使 

うことができます。 

食糧は様々な方法で保存できます。 

食糧の保存法を挙げる（『末日聖徒の女性A』第26課「家庭生産」参照)。 

地元で効果的にできる食糧保存法には，どのようなものがありますか。 

食糧の保存法を選ぶときには，費用，必要な用具，有効性を考慮します。 
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それは地元の人にとって新しい方法なのか，それとも昔から多くの人が行っ 

て有効性が実証された方法なのか考えてください。 

保存した食糧は，清潔と安全性を保てるように貯蔵しなければなりません。 

保存方法にかかわりなく，食糧貯蔵に欠かせない原則が幾つかあります。 

1.食品を低温に保つ。直射日光の当たらない暗い場所に貯蔵する。 

2.湿気を防ぐ。乾燥食品は使う前にしけると，だめになります。それ以外の 

方法で保存した食物も，湿気が多いと傷みます。 

3.容器に入れて保存する。密閉容器に食物を入れれば，ほこりの付着を防ぎ， 

昆虫やねずみ，鳥，にわとりなどから守ることができます。 

あなたの家の中で，冷暗所はどこですか。 

食糧を湿気から防ぐにはどうすればよいでしょうか。（击，ポリ袋，箱，清潔なびん） 

食糧をほこりや動物から守るにはどうしますか。（密閉容器に貯蔵する。容器を高い所に置 

くか，つるす。動物がはい上がれないように，金属製の足などで床から離して置く） 

水の貯蔵 

非常時に備えて水を貯蔵する必要があります。まずきれいな水を貯蔵する 

ことから始めます。容器は清潔で密閉できるガラス製のものか，丈夫なブラ 

スチック製のものを使います。こうすればかなりの期間貯蔵できますが，数 

か月おきに貯蔵した水を捨てるか，使うかして，新しい水を補給するとよい 

でしょう。貯蔵した水が安全かどうか疑わしいときは， 低10分間煮沸して 

消毒します。または家庭用漂白剤か塩素を少量加えても消毒できます。この 

場合，水1リットルに漂白剤または塩素を2滴か，水20リットルに茶サジ半杯 

を入れるようにします（『扶助協会テキスト』1974-75年，85参照)。 

衣類の貯蔵 

余分の衣類を貯蔵しておくと役立ちます。活動的な成長期の子供はすぐに 

衣服が着られなくなるので，そのような子供のいる家族にとって衣服の貯蔵 

は欠かすことができません。また，家族の衣服もいつかは着られなくなりま 

す。季節によって気候の移り変わりの激しい地方では，余分に蓄えておくべ 

きでしよう。 

成長期の子供のいる家族の場合，サイズの合わなくなった衣服を取ってお 

いて，次の子供に着せるようにするとよいでしょう。着古した衣服は，小さ 

な子供用に再製できます。また，新しく衣服を縫うために布地を貯蔵してお 

くのも役立ちます。破れた衣服を繕うために，針，糸，そのほかの裁縫道具 

も確保しておきましょう。さらに，洗剤や石けん（浴用，洗顔）なども家庭 

221 



貯蔵に加える必要があります。 

自身の生活から判断して，どのような衣服を貯蔵すると役立つでしょうか。 

まだ自分の家庭を築いていない未婚の女性は，家庭貯蔵プログラムでどのような備えがで 

きるでしょうか。 

エズラ •タフト.ベンソン長老は，第二次世界大戦後のドイツを訪問し， 

家庭貯蔵を完全に行うことの価値を実証する体験をしました。ベンソン長老 

は，500名以上の聖徒に説教した後で，「母親たちに前に来るように言いまし 

た。そして，一人一人に石けんを1個ずつ配りました。こんな小さな贈り物で 

も，渡されると感謝の涙を流している人たちがいました。…… 

後に，妊娠している母親と授乳をしている母親が前に来るように言われ 

ました。……ベンソン長老は，大きなオレンジを1つずつ渡しました。…… 

彼女たちにとって，それは思ってもみないすばらしい贈り物でした。 

前に来た母親の一人は，ベンソン長老がスーツケースから配給品を取り出 

すときに針と糸をしまうのを見つけて……オレンジの代わりに1巻きの糸と 

針をもらえないか尋ねました。……やがてこの母親は，糸と針を持って席に 

戻って行きました。彼女が中央通路にさしかかったとき，……ある姉妹が彼 

女を呼び止めて言いました。『……姉妹，わたしたちにもその糸と針を貸し 

てくださいますね。わたしたちもとても必要なんです。』」（ボニー • J •パべ 

ル「感謝の心」『聖徒の道』1971年2月号，53参照） 

ごくありふれていても非常に大切な品物が欠乏したために，この人々は大 

変な苦労を味わいました。わたしたちは家庭貯蔵プログラムを完全に行うな 

らば，このような苦難に対処できるように自らを備えることができます。 

燃料の貯蔵 

わたしたちは燃料も貯蔵する必要があります。燃料は非常時に調理をする 

ために必要になります。さらに，冬など寒い日には，室内を暖房するために 

もなくてはならないでしょう。 

あなたの地域では，どのようにして調理用の燃料を蓄えることができるでしょうか。 

寒い日に室内を暖房するには，どのような準備が必要ですか。 

まとめ 

わたしたちはこれまで，家族が1年間自給できるように食糧，衣料，燃料， 

さらには救急用具や裁縫道具を含む生活必需品を貯蔵するように勧告されて 

きました。必要な物を一度にそろえるのは不可能に思えるかもしれませんが， 

わたしたちは家族の状況に合わせて小さな目標を立て，買い物の度に幾らか 
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余分に買うことにより，家庭貯蔵プログラムを始めることができます。家族 

でこのプログラムを行うならば，物質的また霊的に大きな祝福を受けること 

でしょう。主は次のように勧告しておられます。「備えていれば恐れることは 

ない。」（教義と聖約38: 30) 

エズラ •タフト.ベンソン長老はこう言いました。「預言者とこの霊感され 

た福祉プログラムについて，また自ら管理して自分の家族と他の人々のため 

に備えをしている聖徒たちについて，神に感謝したいと思います。これはシ 

オン山の救い手となるための何とすばらしい方法でしょうか。」（"Prepare Ye “ 

Ensign「汝ら備えをなせ」『エンサイン』1974年1月号，82) 

チヤレンジ 

家庭貯蔵プログラムについて家族で話し合う。貯蔵を促進するために具体 

的な計画を立て始める。貯蔵したい食糧を列挙し，家族の状況について考え， 

も適した保存と貯蔵の方法を決める。燃料，衣料そのほかの必需品の貯蔵 

についても考える。 

参照聖句 

創世 4 1 - 4 5章（ヨセフの貯蔵した食糧によって救われたエジプト人とイスラ 

エルの民） 

教師の準備 

レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『末日聖徒の女性A』第26課「家庭生産」を読み，食糧の保存と貯蔵の方法を復習する。 

一人の姉妹に，上記の資料を参考にして食糧の保存法について発表するように依頼する。 

2.地元で貯蔵しやすい食糧と，効果的な保存と貯蔵の方法についてできるかぎり調べる。食 

糧の伝統的な貯蔵法を知っている年長者に尋ねる。できれば本課で学ぶ方法に従って食糧 

を保存し，貯蔵してクラスで提示する。 

3.飲料水の消毒方法について分からなければ，保健所などに問い合わせて効果的な方法を教 

えてもらう。 

4.『末日聖徒の女性A』第21課「財政管理」，第22課「家族の栄養」，第25課「家庭菜園」と， 

本書の第22課「妊産婦と乳児の健康管理」を参考にして財政管理，栄養，菜園に関する質 

問に答える。 

5.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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家族で楽しむ 

目的家族で一緒に楽しい時間を過ごすことによって，愛と一致をさらに深 

める。 

家族は一緒に楽しむ必要がある 
視覚資料26-a「一緒に楽しむ家族」を見せる。 

割り当てておいた二人の姉妹に，最も楽しかった家族の思い出を話してもらう。 

視覚資料26-aについて話し合う。福音を実践するうえで家族と一緒の時間を過ごすことが 

重要である点を指摘する。 

このことは，ある父親が語った次の経験からもよく分かります。 

「ある日，わたしは息子におもちゃを家の中にしまうように言いました。 

そして，息子の返事に驚いてしまいました。『とても疲れているんだ』と答え 

たのです。……そのとき，前日の出来事が頭をかすめました。息子がわたし 

にレスリングをしようと言い出したとき，わたしは何と答えたでしようか。 

『とても疲れているんだ』でした。また，息子にキャッチボールをせがまれた 

ときも，『とても疲れているんだ』と答えたのです。 

……それから幾日かして，わたしは息子に脱いだ衣服を片づけるように言 

いました。このときの息子の返事は『今は忙しいから』でした。その言葉を 

聞いて，先日息子から枕元で話をするように頼まれたとき，『今は忙しいから』 

と答えたのを思い出しました。 

……わたしは息子と一緒にもっと時間を過ごそうと決心しました。ただ抱 

きしめ，キスし，愛していると言うだけでは，子供を言いくるめることはで 

きません。子供たちは，一緒に跳んだりはねたり，レスリングをしたり，遊 

んだりすることを必要としていたのです。 

今では，子供たちの活動にもっと参加しています。…… 

わたしは砂場でトンネルや城を作り，おもちゃのトラックで遊びました。 

子供たちと一緒に祈ったり，遊んだりすることが，すばらしい親子関係を築 

く助けになりました。 

何でも努力すれば，必ず報いがあります。わたしの報いは，息子と3 0分間 
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心を通わせて交わった後にやってきました。息子はわたしの首に抱きつき， 

ほおに心を込めてキスしてから『お父さん，大好きだよ』と言ってくれたの 

です。」（ダン .L •ジョンストン， “Daddy , I'm Talking to You" Ensign「お 

父さん，聞いているの」『エンサイン』1978年9月号，71) 

この父親は何を行って家族を強めましたか。 

わたしたちは，大切だと感じていることを行うためにほとんどの時間を使 

います。毎日の仕事や教会の召し，休息，そのほか多くの時間をかけている 

事柄は，どれも大切です。しかし，それらは生活の中で も価値あるものと 

はかぎりません。あなたは以下の質問にどのように答えるでしょうか。 

1.自分の生活の中で， も大切なことは何ですか。 

2. も大切なことを行うために，時間を十分に使っていますか。 

3.家族と一緒に過ごす時間を多くするには，どうすればよいでしょうか。 

わたしたちは，人生で も大切なのは家族であることを認識する必要があ 

ります。なぜなら，家族は永遠に続くからです。どのような状況であれ，時 

間を見つけて家族と一緒に過ごすようにすべきです。 

愛と一致をもたらす家族の活動 

子供のころ家族とともに過ごした楽しい経験を思い起こす人もいると思い 

ます。ある母親は自分の経験から次のように語っています。 

「幼いころや十代のころを振り返ると，家族で過ごした楽しい思い出が浮 

かんできて，敬虔と言ってもよい気持ちになります。家族ぐるみで行ったパ 

一テイ一やレクリエーションの思い出は，劇場やボーリング，レストランな 

ど，現在のどのような活動にも代えることはできません。 

わたしは両親がしてくれたように，主の御霊を家庭に招くような家族の活 

動を計画するために，できるかぎりのことをしようと決めています。わたし 

にとって何より大切な思い出が，子供たちにもすばらしい祝福として与えら 

れるように願っています。」 (Fami ly Home Evening Manual『家庭の夕べテ 

キスト』1968年，184-85) 

この母親のように，自分の家族に同様の経験をさせたいという望みを抱く 

必要があります。家庭外で行う活動の中には，受け入れられないものがあり 

ます。それらの活動は，家族の愛や一致を築くうえで，あるいは天父に近づ 

くうえで役に立たないからです。教会の指導者は，家族で活動を行って楽し 

い時間を過ごす必要性が高まっているのを指摘しています。わたしたちは指 

導者の勧告に従って，家族でともに過ごす活動を計画すべきです。 
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第10課 

エズラ•タフト•ベンソン長老は，次のように述べています。「家族として 

生活する喜びを与えてくださった神に感謝しています。これまで何度も述べ 

てきましたが，まことの幸福は，健全な家庭から切り離して得ることはでき 

ません。人生における も快い影響力と交わりが，そこにあるのです。」(God 

，Family, Country『神，家族，国家』178) 

家族でいろいろな活動やゲームをして，家庭の中で楽しむことができます。 

こうした活動は，簡単で費用のかからないものがよいでしょう。 

家族で楽しめる活動にはどのようなものがありますか。 

ジョージ•D•デュラント兄弟は父親として，家族に楽しい思いを味わって 

欲しいと思っています。彼は次のように語っています。 

「わたしは伝道部長に召されたとき， も大切な時期にある8人の子供たち 

のために，父親として十分な時間が取れなくなるのではないかと心配しまし 

た。そして，父親としての責任が伝道部長よりも大切な主からの召しである 

と心に決めました。わたしは伝道部の務めに専念しますが，父親としてその2 

倍は家族のために尽くそうと思ったのです。…… 

子供から 初にせがまれた仕事は，前庭にある巨大なトネリコの木の高い 

枝に太いロープを投げ掛けることでした。身軽な長老がそのロープを登って， 

枝に結びつけました。こうして，伝道本部の大きなぶらんこが誕生しました。 

このぶらんこができると，たちまち近所の子供が集まってきて，我が家の年 

下の子供に友だちができました。 

……次の仕事は，バスケットポール用のゴールと砂場をつくることでした。 

伝道本部の庭は公園となって，わたしたち親子はそこで多くの時間を過ごし， 

子供たちは楽しい3年間を送りました。ケンタッキーとテネシーで募した日々 

は，子供たちにとって喜びに満ちた思い出としていつまでも心に残ることで 

しょう。」（Love射itone，Stem7^Fat/]er『家庭の愛と父親の役割』18 - 20) 

一緒に行動する家族は，愛にあふれた密接な _係を築くことができます。 

一緒に遊ぶときに，家族は協力して働くことや，問題について話し合うこと， 

そしてともに祈ることも学んでいくのです。 

一緒に楽しく過ごしているときに，問題が起きることもあります。意見の 

食い違いがあるかもしれません。子供たちが言い争いをしたり，けんかを始 

めてしまうこともあるでしょう。両親が深刻になりすぎたり，子供に期待を 

かけすぎたりすることもあります。家族全員が皆同じように楽しむことが難 

しく思えることもあることでしょう。時々，活動などする価値がないと思う 

ことすらあるかもしれません。しかし，どんなに問題があっても，家族で一 
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緒に時間を過ごさないでよいという理由にはなりません。家族全員がよい気 

持ちになれるような方法で問題を解決すべきです。家族は互いの意見の違い 

を克服することによって，もっと親密になれます。家族で活動する真の目的 

は，一緒に遊んで楽しむことにあります。その点を忘れないでください。 

家族の様々な活動は，その家族の伝統にすることができます。特別な事柄 

を繰り返して行うことによって，家族の伝統は築かれます。こうした伝統の 

多くは，年に1度の頻度で行われます。活動としては，家族の懇親会，誕生日 

パーティー，休日を利用した集まり，休暇，特別な場所の訪問，家族の演奏 

会，趣味などがあります。 

キンボール大管長の家族は，独自の伝統を築きました。妻のカミラ .E •キ 

ンボール姉妹は，その一つであるクリスマスの行事について次のように語っ 

ています。 

「わたしたちはクリスマスイブに，特別な家族の集いを開きます。わたし 

の楽しみは，わたしがルカ伝に記されているクリスマスの物語を読み，子供 

や孫たちがそれを劇にすることです。子供たちは喜んで自分の役を演じます。 

去年のクリスマスには，キンボール太管長がパレスチナで買った衣装を着け 

てヨセフを演じ，わたしはエルサレムで買ったユダヤ人の女性が着る代表的 

な服を着てマリヤを演じました。孫やひ孫は自分たちが演じた 初のクリス 

マスイブの話を，いつまでも忘れずに覚えているだろうと思います。」 

[Conference Report, Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area 

Co/Terence『大会報告』デンマーク，フィンランド，ノルウェー，スウェー 

デン地域大会，1974年8月，58;『扶助協会テキスト』1979-80年，88) 

さらに，子供の命名，パプテスマ，神権の聖任，伝道地への出発と帰還， 

卒業，結婚，そのほか家族にとって特別な機会に，改まって集うこともでき 

ます。 

家族の活動に加わることによって，どのような恵みを受けましたか。 

成功した家族の行事は，思い出となる品物や写真を添えて，家族の記録や 

個人の日記に記録します。家族がそのときに味わった喜びを思い返すときに， 

互いのきずなと愛が深まるでしょう。 

家族の活動に必要な計画 

家族の行事をうまく行うには，計画を立ててよく準備しなければなりま 

せん。 

有意義な家族の活動を行うには，どのように計画したらよいでしょうか。 
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家族の活動を計画するときは，以下の提案が役立つでしょう。 

家族全員が出席する家庭の夕べで，どのような活動を行うか話し合い，希 

望する活動のリストを作成します。 

一人一人の提案を尊重すれば，家族は _分が大切な存在であると感じるで 

しょう。全員でないにせよ，家族のほとんどが參加できる活動について考え 

ます。 

全員の提案を.検討してから，一覧表の中から活動を選びます。次に，活動 

の日時を決めます。ほかの活動と重ならないように，決めた日時を家族の力 

レンダーに記入します。全員に活動を計画する機会を与え，各自が何らかの 

責任を受けるようにします。 

ある家族は家庭の夕べの時間に，これらの提案に従って，家族で行う奉仕 

活動，家と周囲の美化，レクリェーションについて，アイディアを一つずつ 

出し合いました。そして，多数決によって以下の活動を行うことにしました。 

奉仕：伴侶に先立たれた男性の家の庭を家族で掃除し，その人の息子が伝道 

を終えて帰還する日にお祝いのケーキを焼いて持って行きました。 

家の美化：一室を選び，ペンキや壁紙，その他の物を使って美しくしました。 

家族全員が協力してこの作業を行いました。 

レクリェーション：家族全員がそれぞれ1年に1度，「主役」になる日を設けま 

した。その日をいつにするか，家庭の夕べの計画会で決めました。「主役」に 

なった人は，食事にg分の好きな献立を指定し，希望すれば，家族全員で行 

うレクリェーション活動を選ぶことができます。これまでに活動として水泳 

や野球，ピクニックなどが選ばれましたが，どのような活動であっても，家 

族全員の参加が義務づけられました。 

別の家族では，「家族の活動」と書いた大きな紙袋を用意して活動を計画し 

ました。一人一人が家族で行いたい活動を一つずつ紙に書いて，紙袋に入れ 

ました。家庭の夕べの時間に紙袋から1枚紙を取り出して，そこに提案されて 

いる活動を次の週の間に家族全員で行いました。 

家族で選んだ活動を最も効果的に行うにはどうしたらよいでしょうか。 

次のアイディアについて考えてみましょう。 

家族で行う活動が決まったら宣伝します。ポスタ一や看板を作り，楽しみ 

にしていることを話します。 
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活動に費用がかかる場合は，みんなで出し合って，必要な資金を貯めます。 

活動の計画にっいて，ホームテイ一チャーに知らせます。 

全員を参画させ，それぞれに割り当てを与えます。 

活動を行い，心ゆくまで楽しみます。 

活動を終えた後，改善できる点にっいて考えるとよいでしょう。次の質問 

にっいて考えてみてください。「どうすれば活動をもっと楽しいものにできた 

だろうか。」「この活動を通して家族の親睦が深まっただろうか。」これらの質 

問に答えれば，あまり効果のない事柄を繰り返すことはなくなります。そし 

て次の活動をよりよいものにするため，家族で一緒に計画を立てることがで 

きます。 

家族の活動を計画することは大切ですが，計画する必要のない活動もある 

ことを心に留めておきましょう。適切な状況があれば，あるいは家族がその 

気になれば， _然に楽しい活動ができるのです。 

計画を立てずに家族の活動ができたのは，どのようなときでしたか。 

家庭の中を常に幸福で楽しい雰囲気にするには，どうすればよいでしょうか。（自分の失敗 

にくよくよしない気質を養う。人の失敗を大げさに取り上げない。_分が失敗したときに相 

手に望むような寛大さで人に接する。自分を幸せな気持ちにしてくれた家族の行為を指摘す 

る。心を込めて「ありがとう」と言う。毎日1回は家族に愛を伝える。家族が互いに相手を喜 

ばせるような贈り物や驚かせるような事柄を計画する。家族の楽しかった経験にっいて話す。 

子供たちは楽しい思い出話を聞くのが好きである） 

家族の必要，興味，能力に合った活_を行う 

家族の活動には様々なものがあります。まったく同じ家族がニっとないよ 

うに，選ぶ活動も家族によって違います。自分の家族らしい活動を行うには， 

それが家族に合ったものでなければなりません。 

家族が楽しむ活動は，何を基準に決めますか。（年齢，必要，興味，趣味，能力，仕事，地 

域，季節など） 

ある母親は，どのようにして家族の要望に合った休暇を過ごしたか話して 

います。 

「夫とわたしは4年間の大学生活を順調に終えた後，何か月も前から，夫の 

初めての有給休暇の過ごし方を計画していました。わたしはテントの費用を 

かせぐために，せっせとパッチワークを仕上げて手芸店に持って行き，お金 

に換えてもらいました。二人してパンフレットをあれこれ検討した結果，キ 

ャンプ場を予約しました。…… 

わたしたちは3か月間，家庭の夕べの時間を半分使って必要な準備を個条書 

きにし，3歳のアリシヤがキャンプを楽しみに待てるように，キャンプで行う 
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活動の絵を描きました。こうして娘もわたしたちと同じように，キャンプを 

心待ちにするようになりました。それからしばらくして，わたしは娘が1歳の 

弟にキャンプについて説明している姿を見かけたのです。…… 

それから3週間たったある日のことです。わたしたちは朝早く赤ちゃんの泣 

き声で目をさましました。下の子が水ぼうそうにかかってしまったのです。 

それから2週間後，キャンプまであと1週間というときに，今度はアリシャが 

発病しました。わたしたちは落胆した面持ちで，水ぼうそうではキャンプに 

行けないと，娘を説得しようとしました。……しかし，娘はこう言ったので 

す。『いやよ，お父さん。あと6日あるもの。ねえ約束したでしょう。』 

夫とわたしには，子供との約束は神聖なものだという信念がありました。 

そのとき，二人して同じ名案を思いつきました。わたしたちは6日後に，車の 

シートに見立てて上手に配置した台所のいすに子供たちを座らせ，居間の中 

央に位置する架空の公園までドライブしました。家具はすべて壁に寄せてあ 

るので，テント用のロープをテーブルやソファーの足に結ぶことができまし 

た。わたしたちはテントを張ると，その中に入って，長い間心待ちにしてい 

た 屋 外 の キ ャ ン プ を 室 内 で 行 っ た の で す 。 」 （ ゲ イ リ ー ウ ォ ー カ ー ， 

"The Camp In" Ensign「キャンプ」『エンサイン』1976年7月号，63) 

この家族はどのようにして家族の必要に合った休暇を過ごしましたか。 

聖文には「天が下のすべての事には季節があり，すべてのわざには時があ 

る」と記されています。また，「笑うに時がある」とも記されています（伝道 

3 : 1 , 4 。 3 : 2 - 3，5 - 8も參照）。わたしたちの家庭は，笑い声がよく聞こ 

え，毎日ほほえみが交わされる場所にすべきです。家族の年齢や能力がどん 

なに違っていても，みんなが一緒にくつろいで楽しめるような方法を考えて 

ください。 

小さな子供たちを交えて行う仕事は，一種のゲームと見なすことができま 

す。例えば，庭に木を植える，家の掃除をする，皿を洗う，などです。ゲー 

ム感覚で働くと，仕事に対する興味や熱意を持続させることができます。 

わたしたちがそれぞれの必要や興味，能力，状況に見合った活動を行うと 

き，家族のみんなが仕事，休息，遊びの3つの面でバランスの取れた生活を楽 

しむことができるのです。 

まとめ 

家族はわたしたちの人生の中で も大切な部分を占めています。家族のき 

ずなを強める一つの方法は，計画を立てて家族が一緒に楽しい時間を過ごす 
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ことです。一生の間にわたしたちは大きな問題に幾度もぶつかります。調和 

の取れた生活を営むためには，時間を取って家族に合った活動を一緒に楽し 

む必要があります。ともに楽しい一時を過ごすことによって，家族生活をさ 

らに意味のあるものとすることができます。また，家族が言葉と行いによっ 

て互いに模範を示し合い，福音の原則を も効果的に教え合えるようになる 

のです。 

家族は永遠に続くものです。 近，家族と一緒に過ごす時間を十分に取っ 

ていなければ，早速今から，永遠の家族を築くのに役立つ活動を行いまし 

よフ0 

家族がともに楽しい時間を過ごすことの大切さについて意見を述べる。 

チヤレンジ 

家庭の夕べのときに，家族で楽しめる活動を計画し準備する。特別のカレ 

ンダーを作って，毎月具体的に活動の予定を立てる。そして家族全員で活動 

を心ゆくまで楽しむ。 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.二人の姉妹に，最も心に残っている家族の楽しい思い出についてクラスで発表するように 

依頼する。 

2.家族がともに楽しい時間を過ごすことの大切さについて意見を述べる準備をする。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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家屋の手入れ 

目的預言者の勧告に従って，物心両面にわたる家庭環境を改善する。 

家庭を秩序正しく整える 
視覚資料27-a「手入れの行き届いたきれいな家」を見せる。 

オランダから帰国したばかりのある姉妹は，次のように報告しました。 

「オランダにいて非常に感心したことは，狭い国土でありながらも各家庭 

が洗練された個性を示していることです。赤い屋根のれんが造りの家の窓に 

は，たいがいは鉢植えがいっぱいに並べられています。どこの家でもゼラニ 

ウムが飾ってありました。窓は大きく，ブラインドなどの日よけは一切掛か 

っていませんでした。ぴかぴかに磨きあげた窓は，家の雰囲気を引き立てて 

います。ドアの上に『日だまり』『日の光』『太陽の家』『平和の家』『平安』 

『安らぎの家』などといった家号らしきものを掲げた家もよく見かけました。 

……隠やかで満ち足りた平安な雰囲気の中に，日の光が射し込み，陽気で温 

かな心が通っていました。このようなものが「家」を「家庭」にしてくれる 

のです。」（グリル .V•フール，The Art of i/omeiiiaif//^•『ホームメーキン 

ダの技術』117-18) 

手入れの行き届いたきれいな家を見るとどのように感じますか。 

家の内外をきれいにすることによって，天父への感謝をどのように表すことができますか。 

よく磨かれた窓，鮮やかな鉢植え，つるしたかご，窓に置かれた植木箱な 

どは，その家の個性を表しています。また手入れの行き届いた菜園や庭，へ 

い，納屋は，わたしたちが自分の所有物を大切にしていることを地域社会に 

示しています。 

アダムとエバはエデンの園にいたとき，主から園を耕して守るように命じ 

られました。（モーセ3:15参照）今日のわたしたちも，同じことを行うよう 

に主から望まれています。この世で与えられる場所や持ち物をすべてよく手 

入れして美しく保つように期待され，求められているのです。わたしたちは， 

自分の持ち家であれ借家であれ，所有物を清潔に保って魅力的にする責任が 

あることを自覚しなければなりません。また，動物をきちんと世話し，囲い 
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や納屋，前庭をきれいにし，修繕して，整えることが必要です。 

「ブリガム•ヤング大管長にまつわるこのような話があります。ある地域 

の人々に家屋を手入れして清潔にするよう求めてきた大管長は，その地域を 

再び訪れて説教することを拒み，このように言いました。『わたしが家屋を整 

えるよう求めたとき，あなたがたは耳を貸しませんでした。扉のちょうつが 

いは外れたままで，小屋の塗装ははげており，フェンスも壊れたままになっ 

ています。』」（スペンサー• W •キンボール，Ensign『エンサイン』1975年5 

月号，5) 

キンボール大管長は教会員に対して，家庭の掃除や修理，美化に努めるこ 

との必要性を頻繁に説いてきました。「そこで皆さんに家庭をきれいにするよ 

うに求めます。……わたしたちは皆さんの手にある財産を美しく飾り，その 

状態を保つように強くお願いしたいと思います。」 ( En s i g n『エンサイン』 

1974年11月号，4)「みなさんはどのような環境にいようと，家庭を幸福で麗 

しく，秩序ある場とする必要があります。」(Ensign『エンサイン』1976年5月 

号，125) 

またデビッド• 0 •マッケイ大管長は，家庭を魅力的にし，そこでもっと 

多くの活動を行うように勧めています (Gospel Ideals『福音の理想』485-86 

参照）。家庭が温かく友好的で，幸福な場所であれば，子供たちはg分の家 

庭を誇らしく思い，喜んで友だちを連れてくることでしょう。 

家の内外をきれいにし，必要な修繕をすると，どのような利点がありますか。 

家庭を清潔にし，常に整とんしておけば，美化に役立つばかりでなく，安 

全性や家の価値も高まります。 

家族ぐるみで家庭改善を行う 
教義と聖約132: 8を読む。 

天において秩序はなくてはならないものです。もしそれがなければ，混乱 

した状態に陥ることでしょう。秩序はわたしたちの家庭にも同じように必要 

です。キンボール大管長は次のように語っています。「入念な計画を立て，秩 

序正しくまた組織的にその計画を実行してください。」(Ensign『エンサイン』 

1975年5 月号，125) 

視覚資料27-b「家庭の美化に努める少女たち」を見せる。 

27—a手入れの行き届いたきれいな家 
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デル •フォックス兄弟姉妹は， 近ニューハンプシャー州ポーツマスに家 

を買いました。この家は 初に1805年に建てられ，火災に遭って1826年に建 

て直されたものですが，修繕を必要とする所が何箇所もありました。 

「不用な板やがらくたはトラックに積んで運び出してもらいました。家を 

磨いて塗装するのは家族の仕事になり，1 7歳のハイジ，1 6歳のエリン， 1 4� 

のネイサン，11歳のペイジがそれぞれ仕事を分担して働きました。…… 

フォックス兄弟はこのように説明しています。『壁や扉はどれもゆがんでい 

て，透き間風が部屋を通り抜けて行きました。……何か恐ろしい感じでした。』 

そこにペイジがロをはさんで言いました。『でも，今は大好き。』 

エリンも言いました。『今では，すっかり末日聖徒の家らしくなったわ。』」 

I A Romance between Home, Family Church News「魅力ある豕賠，豕族」 

『チャーチ•ニューズ』1978年8月19日付，5) 

両親と子供たちがこの家に満足できたのはなぜですか。 

エリンはどういう意味で「末日聖徒の家」と言ったのでしょうか。自分の家庭が近所の模 

範になる必要があるのはなぜですか。 

家を整えるのに，高価な家具は必要ありません。古くなった家具や捨てら 

れた不要品は，しばしば再生利用することができます。 

中古家具店や競売で買った中古品もみんなで協力すれば，修理して新品の 

ようにすることができます。壁や天井やドアを塗装し，かけ布やベッドカバ 

一を縫い，クッションを作り，敷物を織ることもできます。 

家族で多くの働きをするには，次の基本的な3段階が役立ちます。初めに， 

家族と一緒に家の中を点検して，修理や掃除，塗装，改造の必要な箇所を見 

つけます。 

次に，家族でそれらの仕事を行うために計画を立てます。一度に一箇所だ 

けを選んで計画することが大切です。それから，選んだ仕事をするのに必要 

な材料や用具をそろえます。各gの能力に合わせて仕事を分担し，家族全員 

が参加できるようにします。 

後に，家族が一緒になって働きます。仕事に携わった家族一人一人が， 

自分の果たした役割に誇りと満足感を持てるようにします。そうすれば，ど 

の計画も家族全体にとって楽しぐ価値あるものになるでしょう。家族が一 

緒に計画して働くとき，多くのことを達成できるのです。 

ほとんどお金をかけないで家の美化や改善を行うとしたら，何ができますか。 

27 — b家庭の美化に努める少女たち 
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家庭に霊性をもたらす 
視覚資料27-c「サンパウロ神殿」を見せる。 

神殿を見ていちばん感じることは何ですか。神殿が清らかで美しいのはなぜですか。 

『教義と聖約』には，何であろうと清くないものが主の宮に入るならば， 

主の栄光はそこにはなく，主は清くない神殿には来られない，と記されてい 

ます（教義と聖約94 ： 9 ； 97 ：15-17参照）。わたしたちは，神殿の中に主の 

御霊があるように心から望んでいるので，神殿を清らかで美しく保ち，すべ 

ての参入者にそこでの礼拝にふさわしくあるよう勧告しています。主の御霊 

はわたしたちの家庭にも必要です。ですから，キンボール大管長の勧めに従 

って，身辺をきれいにし，家の内外をできるかぎり魅力的にすべきなのです。 

身辺を整とんして快い環境を築くことは，楽しい家庭生活を送るために大 

きな助けになります。 

「ある姉妹は，教会に改宗したために友人や家族を失いました。そのとき 

に経験した困難な生活についてこう語っています。『わたしは仕方なく小さな 

アパートを借りました。その薄汚い乱雑な部屋を見たときに，不意に深い悲 

しみに襲われました。そのとき突然，内なる声が耳元でこうささやきました。 

「主の家は秩序の家です。」わたしは悲しむのをやめ，腕まくりをすると，そ 

の小さな部屋がきれいで気持ちのよい場所になるまで働き続けました。わた 

しの以前の人生を物語るレース編みは，テーブルに気品を添えました。活気 

に満ちた新生活が始まったのです。』」（『扶助協会テキスト』1979-80年，73) 

家庭をもっと楽しく霊的な場所にするために，簡単にできることは何ですか。 

植物や切り花，音楽は，家庭を美しく飾ります。どこの国でも女性は皆， 

刺繍やキルテイング，織物，マクラメ，生け花など，何らかの特別な才能を 

備えています。このような天与の才能や能力を生かして，周囲を美しくする 

ことができます。わたしたちには，手触りの悪いものをなめらかにし，曇っ 

たものに光沢を与える特別な才能が与えられています。また，主婦として果 

たさなければならない特別な役割があります。 

掃除，整理，改善，あるいは手を加えて家の中や庭を美しくしたとき，どのように感じま 

したか。 

わたしたちは家庭を改善して美しく飾るだけでなく，そこに平安で穏やか 

な雰囲気をつくり出すために努力する必要があります。 
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十二使徒定員会のボイド •K •パッカー長老は次のように語っています。 

「皆さんは，家庭の中に平安や慰め，敬虔，平穏，安心などをもたらすた 

めに，多くのことができます。それはどのような暮らしでも行えるのです。 

あるいは，とげのある冷ややかで……他人行儀な雰囲気にすることもでき 

ます。子供たちは，皆さんがする選択によって，実に様々な面で影響を受け 

るでしょう。皆さんがその雰囲気を決めるのです。穏やかで落ち着いたもの 

にすれば，穏やかで強固な力が養われます。しかしロうるさくて厳しいもの 

にすれば，幼い子供たちが成長するにつれて，彼らの心のぜんまいは少しず 

つ強く卷かれていき，ついにはそのぜんまいが壊れるときがくるのです。」 

("Eternal Marriage" Brigham Young University Speeches 01 the Year「水 

遠の結婚」『ブリガム•ヤング大学年度講話』1970年4月14日，8) 

わたしたちはイエス •キリストの福音を受け入れて実践するときに，家庭 

の中の霊的な雰囲気を高めることができます。教会の指導者は，家庭の中に 

霊的なものを取り入れる責任について，これまで何度も語ってきました。 

朝夕，家族で祈る。 

安息日を聖く過ごす。 

家族で定期的に集会に出席する。 

月に1度，目的を持って断食する。 

聖文を一緒に勉強する。 

什分の一を完全に納める。 

家庭の夕べを開く。 

利己心を捨て，互いに愛し仕え合う。 

福音の原則に従って生活することによって，家庭内の霊的な環境をどのように改善できま 

すか。 

救い主の教えに従って生活するならば，わたしたちは主の御霊を受け，わ 

たしたちの家庭は家族にとって優しく快い，魅力的な光を放つ場所になるの 

です。 

まとめ 

預言者は主から教えを受け，わたしたちが家や所有物の清掃や塗装，修理， 

美化を行うように勧告してきました。家族が一緒になって家の周囲を美しく 

するならば，生涯役立つ技術と習慣を身につけることができます。時間と労 

力をかけて，住まいや所有物の手入れをすることによって，一つ一つの持ち 

物に対する思いが深まります。 
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聖文には，主の御霊は清くない場所や混乱した場所には留まらないと記さ 

れています。家庭が明るく，清潔で魅力的なら，愛する人たちはそこにいた 

いと望むことでしょう。わたしたちの生活が福音の原則に調和していれば， 

主の御霊は平安と静かな雰囲気を与えてくださいます。 

チヤレンジ 

家庭の夕べの時間に，家族で家や庭を点検し，掃除や整理，処分，塗装， 

修理が必要な箇所を見つける。今月は本課に出ている提案の中から 低一つ 

を行う。子供たちに，引き出しの中を片づけ，たんすを整理し，部屋を掃除 

するように励ます。子供たちの働きに感謝し，子供たちを誇りに思っている 

ことを示す。家庭生活に福音の原則を取り入れることによって，家族の霊性 

を高める決心をする。 

参照聖句 

教義と聖約42: 41(すべてのことを清く行う） 

教師の準備. 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.生徒が家の内外で，掃除や修理が必要な箇所を見つけられるようにレッスンを準備する 

2.『末日聖徒の女性A』第20課「家庭管理」，第31課「良い環境をつくる」を読む。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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教会での奉仕 

目的教会で奉仕する召しを受けるために備える。 

主の教会で奉仕する機会 

ヒュー• B •ブラウン長老は，次のような話をしました。 

「わたしは軍人のコーデイネーターを務めている間，英国のロンドンにい 

ました。あるとき，リバプール近くに駐屯する大隊の先任従軍牧師に，次の 

ような電報を打ちました。『アスアサ10ジソチラヘック。シュウカイヒ 

ラクコト，スべテノモルモンニツ夕エコウ。』 

次の朝キャンプに着くと，そこには75名の青年がいました。 

会衆の中から一人が進み出て，わたしに握手して言いました。『わたしがこ 

の隊の従軍牧師で，電報を受けた者です。わたしのもとに届いたのは，今朝 

(安息日）のことです。電報を受けてからすぐに調査を始めて，くまなく当た 

った結果，76名の末日聖徒がいることが分かりました。その中の1名は入院中 

で，現在ここには75名が集っています。』 

それから彼はこう言いました。『ブラウンさん，あなたにぜひお聞きしたい 

のですが，どうしたらこのようなことができるのですか。この隊には，わた 

しの所属する教会の会員が600名いますが，たとえ半年前から通知しても，恐 

らく全員が集まることはないと思います。いったいどのようにしたのですか。』 

『そうですね，わたしたちの集会に出席すれば，それをお見せできると思 

いますよ。』そこで彼はわたしの後について兵舎に入り，75名の青年と向かい 

合って着席しました。わたしは従軍牧師に隣に座るように勧めました。 

『この中で，専任宣教師として伝道した経験のある人はいますか。』すると 

半数以上が手を挙げました。わたしはその中の6名を指名し，前に出て聖餐式 

を執行するように言ってから，別の6名を指して，『前に来て，話の準備をす 

るように』と言いました。従軍牧師を見ると，彼は驚いた様子でした。彼は 

このような光景を目にしたことがなかったのです。…… 

『だれか指揮のできる人はいますか。』こう言うと，ほとんどの人が手を挙 

げました。わたしはその中の一人を指揮者に選びました。『この携帯用オルガ 

ンを弾ける人はいますか。』このときも，数人が手を挙げたので，わたしはそ 

の中の一人を指名しました。…… 
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わたしたちは集会を続け，指名を受けた青年たちは確信に満ちた力強い話 

をしました。……全員が話を終えた時点で，わたしは言いました。『皆さん， 

これで閉会にしたいと思います。』 

すると彼らが言いました。……『これから証会をしましょう。』 

わたしは従軍牧師の方を見て言いました。『こんな経験をされたことはない 

と思います。集会を始めて2時間たちますが，これからもう2時間，集会を続 

けることになりました。席をお立ちになるのでしたら，御遠慮なくどうぞ。』 

彼はわたしのひざに手を置いて言いました。『ここにいてもよろしいです 

か。』わたしはもちろん，彼にとどまるように勧めて，それからまる2時間， 

……青年たちは福音の真理について証しました。…… 

やがて時間となり，会を閉じました。この従軍牧師はわたしの方を向いて 

次のように言いました。『わたしは21年も牧師をしてきましたが，これは人生 

で もすばらしい霊的な経験でした。』それから，また同じ質問をしました。 

『どうしたらこのようなことができるのですか。だれを指名したらよいか，ど 

うして分かったのですか。』 

『だれを指名しても大丈夫です。みんな準備ができていますから。』」（レオ 

ン • R •ハートシヨーン編， “ T h a n k You, God” Outstanding Stories by 

General Authorities,「神よ，感謝します」『中央幹部逸話集』第1巻，12-15) 

従軍牧師は末日聖徒の教会について，どのような違いがあることに気づきましたか。 

青年たちは何をする備えができていましたか。 

彼らはどのようにして自分自身を備えたのでしょうか。 

教会の奉仕に備えることが大切なのはなぜですか。 

「末日聖徒イエス•キリスト教会には，ほかの教会に共通して見られるよ 

うな職業聖職者がいません。……すべての教会員は，奉仕を行って教会の活 

動を遂行するという召しを受けなければならないのです。」（ボイド• K •パッ 

力 一 ， i h e Secret oiService Improvement Era「奉仕の雜」『インフフレー 

ブメント•エラ』1966年6月号，551) 

支部やワード，ステークが組織されるとき，それらのユニットのすべての 

責任に教会の会員が召されて奉仕します。 

教会で奉仕する召しはどのように与えられるか 

教会の指導者には，教会での責任に会員を召すという責務があります。指 

導者は，それぞれの責任を果たすために必要な条件や適性を心得ています。 

それらのことを心に留め，祈りの気持ちで候補者のリストについて考えます。 

そして各々の召しについて霊感と導きを求め，主からそれを受けるようにし 
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ます。 

わたしたちは主から教会の責任に召されたとき，どのような態度を取るべきですか。（主か 

ら行うように求められたことを喜んで行う。指導者を批判せずに，快く支持する） 

責任を受けるように選ばれると，神権指導者から個人面接を受けます。この 

面接では，神権指導者から新しい召しの責任について説明があります。また， 

召しにかかわる時間や準備，集会の出席，交通など，必要な条件を満たせる 

かどうか自分で判断できるように，個人や家族の状態について質問されます。 

わたしたちは，だれに対して報告し，どの指導者から援助を受けられるのか 

理解する必要があります。時には，家族の人々が責任を受けた人を支援する 

ように求められることがあります。 

七十人第一定員会のローレン . C . ダン長老は，教会の召しの性質について 

このように語っています。 

「教会における召しは，個人的で神聖なものです。すべての人は，自分が 

その職にあって神の御名により働くよう召されていることを知る権利があり 

ます。この教会に属する人は皆，自分が神から召されていることを知る権利 

を与えられているのです。もしそのような確信を持てない人がいれば，受け 

る権利のあるものを受けることができるように，与えられている召しについ 

て真剣に祈りをもって考えるようにお勧めします。」( "We Are Called of God" 

Ensign「わたしたちは神から召されている」『エンサイン』1972年7月号，44) 

自分に与えられている召しが神からのものであるという確信を得るには，どうしたらよい 

でしようか。 

召しを果たすときにどのような援助を受けられるか 

召しが霊感によって与えられることは知っていても，自分にはふさわしさ 

や資格がないと感じたり，恐れを抱いたりすることがあります。聖文によれ 

ば，エノク，モーセ，エレミヤ，そのほか主に選ばれた人々も，自分はふさ 

わしくないという思いを味わいました（モーセ 6 ： 3 1；出エジプト 4 ：10 ；エ 

レミヤ1：6参照)。 

次の言葉を書いたボス夕一を提示する。「奉仕することによって奉仕する方法を身に付け 

る。」（スペンサー• W •キンボール，“Small Acts of Service" Ensign「小さな奉仕の業」 

「エンサインJ1974年12月号，2) 

召しを果たす際にふさわしくないという思いを持つことについて，キンボ 

ール大管長は次のように語っています。「わたしたちは，奉仕することによっ 

て奉仕する方法を身に付けます。わたしは経験からそれを学びました。…… 
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わたしたちが目を外に向け，召しの一部として神から託された人々に真心か 

らの関心を示すことが大切なのです。」(“Small Acts of Service" 卯「小 

さな奉仕の業」『エンサイン』1974年12月号，2-3) 

キンボール大管長の助言によれば，奉仕する方法を身に付けるにはどうしますか。また， 

ふさわしくないという思いを克服するには，どうすればよいでしょうか。 

わたしたちの能力や才能，可能性をよく御存じの主は，それらを考慮した 

うえで，わたしたちを選び，責任を果たすように召されました。そのことを 

自覚すると，わたしたちは自信を持つことができます。 

監督や支部長，ステ一ク会長，地方部長は，わたしたちが新しい責任を果 

たせるように祝福を与えてくれます。これは「任命」されるときに与えられ 

ます。 

わたしたちは教会で奉仕する責任に召されるとき，自分一人でそれを行う 

ように期待されてはいません。主から力と権能と助けを受けることができる 

のです。主は「御霊は信仰の祈りによってあなたがたに与えられるであろう」 

(教義と聖約 4 2 : 1 4 )と言われました。また，わたしたちがふさわしければ， 

「高い所から教えを受け……力を授けられ……るであろう」（教義と聖約43: 

16)と約束されました。 

L •トム •ペリー長老は十二使徒に召されたとき，次のように語りました。 

「皆さんが福音に添った生活をするとき，主はいつもそこにおられます。わた 

しが特別な備えをするなら，また研究と準備を怠らないなら，主はいつでも， 

わたしのとるべき道を示してくださいました。このことが、真実であることは， 

わたし自身の経験が証明しています。」("News of the Church “ Ensign「教会 

ニュース」『エンサイン』1974年5月号，121) 

召しを果たすときに主の御霊の助けを受けることが大切なのはなぜですか。（主の業に召さ 

れた人は，その召しを果たすために必要な力や霊感を受けることができる） 

支部やワード，地方部，ステ一クの指導者や役員も，わたしたちが召しを 

果たせるように援助する責任を受けています。わたしたちは，これらの指導 

者に助けを求め，彼らの勧告に従います。また，指導者がわたしたちを訓練 

し，教え，霊的に鼓舞する集会に出席します。 

これまでにどのような指導者から援助を受けましたか。 

聖文に加えて，教会発行の手引きやテキストが，召しに間する指示や指針 

を与えて〈れます。また，地域大会や総大会で話された預言者や中央幹部の 

説教も出版されています。教会の機関誌『リアホナ』を通して，そのような 
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指導者の話の多くに触れることができます。わたしたちは，指導者の霊感に 

満ちたメッセージに含まれる教えや勧告を学び，それらに従う必要があり 

ます。 

中央幹部の勧告に従い，教会の出版物を研究することにより，_信を持って責任を果たせ 

るようになるのはなぜでしょうか。（主が望んでおられる方法で真理を教え，人々を導いてい 

ることが分かるから） 

召しに伴う個人の責任 

わたしたちは主の教会で責任を引き受けるとき，主の管理人になります。 

簡単に言えば，主がわたしたちを信頼して特別な責務を任され，わたしたち 

は主の代理人となって託された事柄を行うということです。 

これはまた，主から託された事柄に対して主に報告する責任があることを 

意味します。すべての人は，自分の召しに関して管理の職が与えられてい 

ます。 

教義と聖約72: 3-4を読む， 

管理の職について主に報告しなければならない人はだれですか。（すべての人） 

管理の職や召しに忠実な人には，どのような約束が与えられていますか。（父の住まいを受 

け継ぐのにふさわしい者となる） 

教義と聖約107 ： 99-100を読む。 

教会の召しがどれも大切なのはなぜですか。教会で奉仕するときに全力を尽くさなければ 

ならないのはなぜですか。（わたしたちは，自分の義務を学んで全力でそれを果たすように戒 

められている。怠惰な者は祝福を受ける資格がない） 

まとめ 

中央扶助協会会長会の会長を務めたベルスパッフォード姉妹は，次の 

ように語っています。 

「『わたしに従ってきなさい』という主の呼びかけは，当時の弟子たちと同 

様，今日のわたしたちにもあてはまる言葉です。……主の業は前進しなけれ 

ばなりません。そしてその前進の度合は，わたしたちがささげる力によって 

決まります。主はわたしたちの力を必要としておられ，わたしたちの弱点に 

寛容であられます。わたしたちはそれぞれ，何らかの力を持っているので， 

それに応じた責任に召されています。主からの召しを受け入れ，主の業の中 

にあって成長することが，わたしたちの責任なのです。」(Women in Todays 

World『今日の世の女性』67) 

教会では主に仕える機会が多くあります。わたしたちは霊感によって与えら 

れた管理の職を，主が望まれる方法で果たせるように努めなくてはなりません。 
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チヤレンジ 

主が指導者に霊感を与えてわたしたちを教会の責任に召されることを銘記 

する。教会の召しを果たすときに，主や指導者，聖文，教会で認可された手 

引きなどを援助の源とする。管理の職にかかわるすべての責任を喜んで引き 

受ける。現在受けている教会の召しにおいて，管理の職をもっとよく果たす 

ための方法を列挙する。 

参照聖句 

ヨハネ15 ：16 (実を結ぶ） 

使徒1 : 2 4 (主が僕を選ばれる） 

へブル5: 4 (神に召された人） 

教義と聖約105 ： 3 5 - 3 7 (選ばれる者は御霊の声によって明らかにされる） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第28章「奉仕」を読む。 

2.本書第12課「教会の組織」を復習する。 

3.「奉仕することによって奉仕する方法を身に付ける」と書いたポスターを用意する。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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指導性を伸ばす 

目的よき指導者となり，従う者となる。 

よき指導者となり従う者となる必要性 

スペンサー •
w
•キンボール大管長は，指導者が人々に与える影響につい 

て次のように語っています。 

「何年も前に，アリゾナ州セントジョセフステークの会長会にいたとき， 

ある安息日に責任を受けてエデンワードを訪れました。そこの建物は小さい 

ので，わたしたちが床から50センチほど高くなっている壇上に座ると，ほと 

んどの人がすぐ前に腰かけているような状態でした。 

集会の途中で，礼拝堂の 前列にいる7人の少年が目にとまりました。わた 

しはワード大会に7人の少年が出席していることをうれしく思いました。彼ら 

のことを心に留め，それから別のことに関心を移しましたが，すぐにまた7人 

の少年たちに目がいきました。 

奇妙なことに，その7人の少年は一斉に右足を挙げて足を組み，それから同 

時に足を組みかえたのです。わたしは変わった子供たちだと思いましたが， 

気づかないふりをしました。 

するとすぐに，7人がそろって右手で髪の毛をなでつけ，さらに全員が体を 

やや傾けて手をほおにやり，それから同時に初めの足組みに戻りました。 

何とも奇妙な少年たちで，わたしは集会で話す内容について考えようとし 

ながらも，不思議でなりませんでした。そのとき，一瞬ひらめいたものがあ 

りました。あの少年たちはわたしの真似をしていたのです！ 

その日わたしは人生の教訓を得ました。すなわち，わたしたちは……細心 

の注意を払わなければなりません。他人がわたしたちを観察して，それに倣 

おうとするのですから。」(Ensign『エンサイン』1974年11月号，79) 

人はどこでも，だれかに従いたいと思っています。つまり指導者を求めて 

いるのです。指導者とは，人々の先頭に立って指示を与え，導き，物事を行 

う方法を示す人です。指導者は人々になすべき事柄や方法について語るだけ 

でなく，行動によって模範を示します。また，人々の成長を助けます。 

視覚資料29-a「料理を教える姉妹」を見せる。 
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わたしたちは指示や導きを求めるとき，両親，友人，地域社会や教会の指 

導者に頼ります。そして彼らの言葉を聞き，行いを観察します。わたしたち 

はしばしば，これらの人々から受ける忠告に従って生活を変えたり，彼らの 

行いを模範にしたりします。わたしたちは教師から教えを受けることによっ 

て導かれ，その教えを生活に取り入れるようになります。 

どのような特質を持つ人に従いたいと思いますか。（快活，自信，人を気遣う，楽天的，よ 

く祈る，主を信頼している，謙適，ほかの人を励ます） 

(答えを黒板に書く） 

わたしたちは従う者として，指導者をどのように助けられるでしょうか。以下の事柄を参 

考にするとよい。 

指導者の言葉に耳を傾ける 

指導者の正しい教えに従う 

自分に与えられた仕事を果たす 

喜んで人を助ける 

福音によって結ばれた人々と仲よく働く 

指導者とともに責任を果たす 

信頼される人になる 

指導者を理解する 

これらの特質を伸ばすことは，従う人だけでなく，指導者にとっても大切であるのはなぜ 

ですか。 

わたしたちは一人一人が指導者です。だれもが何かの機会に，何かしらの 

方法で，個人やグループを導いています。わたしたちは人とのかかわり合い 

の中で生活し，自分が意図しようとしまいと，他の人々に影響を与えている 

のです。人とは違った自分自身の影響力こそ，指導性にほかなりません。 

わたしたちが指導者であるためには，必ずしも教会や地域社会といった公 

の組織で決められた責任を受ける必要はありません。指導する機会は様々で 

す。家族や友人のいる家庭，近所や地域社会，教会など，生活のあらゆる面 

にその機会があります。 

家庭の中で自分はどういう点で指導者でしょうか。また指導者になれるでしょうか。地域 

社会においてはどうですか。 

わたしたちは皆，何らかの形で指導者ですから，良い指導者になれるよう 

に学んでいくことが大切です。指導者としての技術を身に付けるならば，自 

分自身や他の人々を高め，友人や家族との関係を改善することができます。 

両親は家族の指導者として，できるかぎり 高の指導者になろうという意欲 

を持たなければなりません。優れた指導能力は，家族や友人，近所の人々と 

円滑な関係を築くうえで役立ちます。 
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教会が世界各地に組織され，主の業が進展するにつれて，多くの人が指導 

的な立場に召されるでしょう。 

七十人第一定員会のスターリング •W .シル長老は，良い指導者の重要性 

について，次のように強調しています。「人々を教え，感化し，訓練し，監督 

し，愛し，動機づける方法や，〔良い指導者が行う〕他の重要な事柄を実践す 

る方法を心得ている人の指示の下で働くならば，兵士はさらに勇敢に戦い， 

セールスマンは売り上げを伸ばし，子供はより学業に励み，宣教師はもっと 

改宗者を増やすことができるでしょう。」 ( “The Problem Is Always the 

Same" Ensign「問題はいつも同じである」『エンサイン』1973年3月号，34) 

わたしたちは皆，実践することによって指導力を伸ばすことができます。 

教会の活動を通して指導の原則を学び， _らを備える必要があります。それ 

から，これらの原則を日常生活に生かさなければなりません。 

理想的な指導者——イエス 
視覚資料29-b「イエス•キリストと使徒たち」を見せる。 

イエス •キリストが模範的な指導者なのは，天父の御心に完全に従うこと 

を身に付けておられたからです。優れた指導者になるためには，「わたしに従 

ってきなさい」（マルコ10: 2 1 )という救い主の訓戒に従わなくてはなりませ 

ん。それには，救い主が行われたことを行うようになる必要があります。 

1.イエスは御自身を備えられた。主は断食と祈りと研究によって，常に天父 

の御心を知るように努められました。わたしたちは研究を行って自らを備 

えるように勧められています（教義と聖約88 ：118-19参照）。断食して 

祈り，研究を行うとき，わたしたちも天父の御心を知り，その御心に従う 

能力を増し加えることができるのです。 

2.イエスは御自分が導く人々を愛された。愛はおそらく，指導者が身に付け 

ることのできる も重要な特質でしょう。愛があれば， _分に託された 

人々に心からの関心を示すことができるからです。また，生活を改善でき 

るように人々を助けたいと願い，彼らの必要に心を配り，彼らが目標を達 

成できるように援助したいと望むようになります。わたしたちは末日聖徒 

イエス •キリスト教会の会員として，日の栄えの王国で天父とともに住む 

という共通の目標を持っています。指導者としての責任においてこの目標 
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を達成できるように他の人々を助けるとき，それがどのような機会や方法 

でも，愛によって行わなければなりません。愛は人を行動に駆り立てる強 

い力です。ニール• A •マックスウヱル長老は「指導とは愛の実践である」 

(A More Excellent Way『さらに完全な道』44)と述べています。わたし 

たちは救い主の次の訓戒を心に留める必要があります。「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。」（ヨハネ13: 34) 

人に働きかけるとき，力よりも愛による方が効果的なのはなぜですか。（人は相手を喜ばせ 

たいという思いで愛にこたえる） 

人を愛する力により，特に家庭における指導がどのように改善されますか。（摩擦を避けら 

れる。わたしたちが導く人から協力が得られる） 

3 .イエスは弟子たちに主の業の目的を教えられた。主は弟子たちに各白の役 

割を理解させ，その重要な責任を認識できるようにされました。同じよう 

に，わたしたちも指導する相手に対して，仕事の目的を明らかにし，その 

役割を理解させる必要があります。 

子供たちは家庭における目的を理解すると，もっと両親に従うようになるのはなぜですか。 

(子供たちはすべての行いについて家庭で訓練と助けを受けられることを知り，両親に喜んで 

従うようになる） 

4 .イエスは選択の自由の原則に基づいて指導された。主は弟子たちを無理や 

り従わせようとされたのではありません。御自分のもとに来るように招か 

れたのです。 

選択の自由は，イエス •キリストの福音の根幹をなす大切な原則です。 

もしわたしたちがだれかを強制的に従わせようとするなら，サタンの方法 

を使っています。キリストの方法で指導するためには，選択の自由を与え 

なくてはなりません。イエスは，従う人々に御自身が期待している事柄を 

きわめて正直にお話しになりました。わたしたちも指導する際には，人々 

に何を期待しているのか，また人々がわたしたちに期待できることは何か 

を示す必要があります。責任を与えるときには，責任に伴う義務や時間， 

出席すべき集会，達成すべき事柄を丹念に説明する必要があります。その 

後で，責任を受け入れるか拒むかは，彼らの選択の自由に任せるのです。 

責任を受け入れる前に，自分に期待されていることを知るのが大切なのはなぜですか。子 

供たちは具体的な指示を受けると，家庭における務めをよく果たせるようになるのはなぜで 

しよつか。 

29 —bイエス•キリス卜と使徒たち 
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5 .イエスは弟子たちに有意義でやりがいのある仕事を与えられた。人は有意 

義で価値のある仕事を受ければ，g分が必要とされていると感じます。単 

に人を忙しくさせるために何かをするように頼むとしたら，良い結果は期 

待できません。指導者は責任を受ける人々に，g分のすることには価値が 

あると感じさせる必要があります。また，不必要な仕事を与えて人の時間 

を奪うことのないようにしなくてはなりません。しかし，すべての人が知 

っておくべきことですが，ときには，つまらないように思えても欠かせな 

い仕事があります。簡単な仕事や人々の注目を集めるような仕事だけでな 

く，そのような仕事も喜んで行わなければなりません。 

6 .イエスは御自身の目的と主の民に対して責任があることを示された。イェ 

スは主の民の成長を助ける責任を感じておられました。天父の王国を築く 

だけでなく，人々を昇栄に導くことも望んでおられたのです。預言者ジョ 

セフ •スミスも同じ考えを述べています。「わたしは人々に正しい原則を 

教え，人々に自らを治めさせる。」（ジョン •テーラーによる引用， 

Millenial Star『ミレニアル•スター』13 ： 339，1851年11月15日）人々が 

成長して昇栄できるように助けること，それがわたしたちの目的です。 

人々を導くとき，彼らの昇栄を第一に考えることが大切なのはなぜですか。（人々に行わせ 

る事柄に対して責任がある。人々を誤って導くことは重大な過失である） 

7 .イエスは人の話に耳を傾けられた。イェスは人々の話を優しく聞かれたの 

で，主に従う人は愛され受け入れられていると感じて，心に安らぎを得ま 

した。主は時間を取って人々の話を聞き，彼らの必要を理解しようとされ 

ました（ルカ 7 : 1 - 1 0 ;ヨハネ 8 : 1 — 1 1参照）。わたしたちもこのような 

関心を示す必要があります。 

8 .イエスは質問をすることによって，主に従う人々が彼ら自身の考えを把握 

できるように.そして主が教えようとしておられる事柄を理解できるよう 

に.頻繁に助けられた（マタイ1 6 ：13-19 ；19 ：16-22 ；ヨハネ21：15-

17参照）。良い指導者になるには，人々が_分で問題を解決し，チヤレン 

ジに対処できるように助ける必要があります。人々に信頼を示し，彼らが 

自分で問題の解決方法を見いだして決定を下せるように励まします。しか 

し，人が自分の力だけに頼って常に正しい決定を下すのは非常に困難です。 

わたしたちは人からの助けによって勇気や力を得ます。また，真剣な祈り 

によって天父に力や助けを求める必要があります。 
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9 .イエスは常に戒めに従われた。主は人を喜ばせるために御 _身の標準や行 

動を変えるようなことはせずに，いつも模範的な生活をされました。わた 

したちも主の模範に従って自分自身を治め，義にかなった行いをするなら 

ば，人々の良い模範となるでしょう。わたしたちはあらゆる面で福音の標 

準に従って生活する必要があるのです（ニール • A •マックスウェル，A 

More Excellent Way『さらに完全な道』53-54から変更を加えて引用）。 

指導するうえで模範が大切なのはなぜですか。_分の生活態度を通して，何をどのように 

教えますか。 

イエスの模範に従う 

ある少女は，義にかなった模範の及ぼす力強い影響力について次のように 

語っています。 

「中学と高校の間，わたしは病気がちで，学校や教会に半分しか出席でき 

ませんでした。たとえ出席しても，活動には加われませんでした。そのため 

に，友達をつくることも，みんなの生活にとけ込むこともできず，わたしは 

『一人ぼっち』でした。 

そんなわたしが一度だけ殻を破ろうとしたことがあります。それはスピー 

チコンテストでした。ところが，ワードからほかに参加者がいなかったため， 

指導者はわたしの話を一度も聞かずに，わたしをステークのコンテストに送 

り出しました。結果は惨たんたるものでした。わたしはそのとき，二度と恥 

をかかないように自分の殻に閉じこもっていようと決心しました。 

しかし〔ミューチャル〕の教師は，違う考え方をしていました。部屋の片 

隅で黙っているわたしをそのまま放っておこうとしないのです。そのような 

教師は初めてでした。彼女はステーク主催の食事会を準備する責任者に召さ 

れると，すぐにわたしに司会の責任を割り当て，テーマを選んで話の内容を 

提案するように言いました。わたしが『とてもできないわ』と言うと，『あな 

たならできるわ，わたしが何でもお手伝いしますから』と言って，何度も励 

ましてくれました。 

わたしはその教師がとても好きになり，失敗するのは目に見えていました 

が，彼女のために進んでやってみようと思いました。まず初めに，テーマに 

ついて二人で話し合いました。それから彼女は，委員会の少女たちの前で， 

わたしに意見を述べさせました。彼女はそれに対して何もロをはさみません 

でした。わたしがスピーチの原稿を書くと，彼女は愛を持って注意深く添削 

してくれました。こうしてわたしは納得するまで何回もスピーチの原稿を書 

き直したのです。 
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わたしは彼女に言いました。『でも，300人の女の子たちの前に立って話す 

なんて，できっこないわ。みんなの心を動かすのは苦手だし，わたしはかわ 

いくないし，魅力的でもないわ。きっとあなたの計画を台なしにしてしまう 

わ。』すると，彼女はわたしの肩を抱いて，言いました。『そんなこと絶対に 

ないわ。あなたはこの会の主役になるわよ。』 

それから，彼女はわたしの練習を何回も聞いてくれました。1度は会場に予 

定されているホテルまで行き，そこで練習させてくれました。また，マイク 

を手配してくれたので，本番の雰囲気を味わうことができました。彼女は， 

わたしが会で着るドレスを見せてほしいと言いました。そして当日の夜，そ 

のドレスにとてもよく似合うコサージュをプレゼントしてくれました。わた 

しの心が湧き立ったのは言うまでもありません。彼女は行きつけの美容師を 

呼んで，わたしにいちばん合った髮型にするように言ってくれました。 

しかし，何よりすばらしかったのは，会の直前に一緒にひざまずいて祈っ 

てくれたことです。彼女は祈りの中で，わたしが一生懸命に努力してきたこ 

とや，立派に責任を果たすために主の助けが必要であることを説明しました。 

天父の愛と彼女の愛に包まれたわたしが，どうして失敗することがあるでし 

ょうか。」04 More Excellent Way『さらに完全な道』1968年6月の大会で上 

演された劇の台本，5-7) 

この指導者は若い女性を助けるために何をしましたか。黒板に答えを列挙し，指導者の特 

質という観点から各々について話し合う。（次のような答えが考えられる：仕事を計画して準 

備した，愛と関心を示した，心配事に耳を傾けた，一緒に祈った，熱意を持って行った，信 

頼を示した，自尊心を持てるように助けた） 

この指導者は，指導者の特質において，どのようにイエスの模範に従いましたか。 

家庭で指導力を養う 

教会の指導者は，キリストのような指導力を養ううえで家庭が果たす重要 

な役割について，いつも力強い証を述べてきました。 

「組織が重要性を増すに従って指導者の必要性が高まるので，家庭におけ 

る指導者が何よりも重視されるのは当然のことだと思います。『いかなる成功 

も，家庭における失敗を償うことはできません。』（デビッド.0•マッケイ大 

管長）あらゆる人々の幸福を左右する も基本的な単位は，家族なのです。」 

(スタ一リング • W •シル，“The Problem Is Always the Same" Ensign「問 

題はいつも同じ」『エンサイン』1973年3月号，34) 

どのようにして人と協力し，仕事を完成し，委任し，援助を求めるかにつ 

いて，わたしたちが 初に学ぶ場は家庭です。家庭の中には，互いに心から 

の愛と関心を寄せ合うような態度が必要です。 
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両親も子供も，義にかなった家庭環境の中で，良い指導者となる特質を養 

うことができます。才能を伸ばす機会や仕事を果たす機会を与えることによ 

り，また仕事の成果を褒めて励ましを与えることにより，家族の自尊心を高 

めることができます。子供たちは，自分にできる仕事を与えられて手伝うと 

きに，自信を持つようになります。人と話し合い，提案を受け入れ，争いを 

解決し，困難を乗り越える手だてを 初に学ぶのは，家庭の中なのです。良 

い手本に従うことや，人々の良い模範になることも，家庭で学べます。 

両親は，正しい態度で教会の奉仕を行うことによって模範を示します。そ 

れは家庭や地域社会の奉仕についても同じです。子供たちは両親の模範を見 

て，良い指導者になりたいという思いを強くします。子供たちが指導者とし 

ての責任を果たすときには，助けと励ましを与えることが大切です。「家庭生 

活の中でさり気なく指導技術を教えるならば，子供たちはそれを心に留めて， 

後に指導者としての義務やチャレンジに対処するときに活用できるでしょ 

う。」（ニール.A •マックスウェル，A More Way『さらに完全な 

道』132) 

子供たちに家庭の夕べの割り当てを与えると，彼らの指導力を伸ばすうえでどのように役 

立ちますか。 

家族が一緒に働くことによって，各自の指導力をどのように伸ばすことができますか。 

年長の子供たちは，家族の中でどのように指導力を養うことができますか。 

両親も子供も家庭の中で良い指導者となる必要があるのはなぜでしょう力、。 

まとめ 

わたしたちは皆，何らかの関係において指導者と言えます。それは，知人 

や友人，愛する人など，形式ばらない関係のこともあれば，教会や地域社会， 

その他の組織の中で受ける指導的な立場のように公式な関係のこともありま 

す。教会の中では，指導者として働く機会が増えています。わたしたちは救 

い主や教会の指導者の模範に従うことによって，より良い指導者となること 

ができます。両親に与えられている も大切な指導の責任は，家族の中にあ 

ります。両親は言葉と行いによって模範を示し，子供たちが良い指導者とな 

れるように力づけ，助けなくてはなりません。 

チャレンジ 

自分が援助や教え，指導を受けた人について考える。その人がしてくれた 

ことの中で，助けになった事柄を具体的に思い起こす。同じ特質を養うよう 

に努める。 

家庭の夕べや家族の活動で，一人一人に指導力を伸ばす機会を与えるよう 

257 



に家族で計画する。 

家庭や地域社会，教会での人間関係において，良い指導者になり，従う者 

になれるように行動する。 

参照聖句 

箴言4:11(神は正しい道筋に導く） 

ヨハネ13:15 (キリストの模範に従う） 

1ニーファイ3 ： 7 (神はわたしたちが務めを果たせるように助けてくださる） 

モーサヤ2:17 (人々に仕えることによって神に仕える） 

教義と聖約58 ： 2 6 - 2 8 (善を行う） 

教義と聖約121：41-44 (キリストのような指導力を身に付けるための指針） 

教師の準備 

レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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委任 
第30課 

目的賢明に委任することによって，責任を効果的に果たすことを学ぶ。 

賢明に委任することの大切さ 

「わたしは少年のころ，よくサムソンという名の馬をながめていたもので 

した。サムソンは灰色に黒ぶちのかかった美しい馬で，背の高い威風堂々と 

した姿は，まるで空にそびえ立つ塔のようでした。でも大きな体のわりに， 

とてもおとなしくて人なつっこい馬で，好物の甘い物をもらうと，食べなが 

ら頭を上下に振ってみせました。サムソンはだれからもかわいがられていた 

のです。 

サムソンは運搬用の馬で，毎日険しい山のふもとで，重い荷物が届くのを 

待っていました。サムソンはいつでも先頭に立って荷を引きました。荷馬車 

が来ると，耳を立てて，待ちきれないように足を踏みならしました。こうし 

て，自分の力を顕示するのです。 

サムソンは自己顕示欲の強い馬でした。持ち主が荷馬車の所に引いて行っ 

て鎖をつなぐと，ほかの馬のことなど待ってはいません。まさに聖書に登場 

するサムソンでした。頭を低くし，ひざを地面すれすれに折り，ひずめから 

火花を散らすようにして駆けるサムソンは，自分だけですベての荷を引いて 

いるのも同然でした。ほかの馬が引くのを許さないかのようでした。 

わたしたちは持ち主に尋ねました。『どうしてサムソンをつなぐ位置を換え 

て，休ませてあげないの？』『サムソンは後の列だと，目立たないので，荷を 

引こうとしないんだよ。』サムソンは，先頭に立って自分で何でもするのでな 

ければ，協力しようとしないのです。 

ある日，丘のふもとにサムソンの姿がなくて，見慣れない別の馬が立って 

いました。わたしは目に涙をためてサムソンの行方を尋ねると，死んでしま 

ったという返事でした。死因は過労でした。 

サムソンのような指導者が大勢います。仕事をすべて一人で行って誉れを 

得たいと望み，ほかの人々と協力することを拒むのです。教会の力は，個々 

の力の結集です。もしすベての荷を自分一人で引こうとする人がいれば，そ 

の力は衰えてしまうのです。 

教会には，サムソンのような人が君臨する場所はありません。賢明な指導 
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者は責任を分担するからです。」（フレッド• w •オーツ，Mil lennia l Star『ミ 

レニアルスター』1959年3月号，129) 

賢明な指導者は，指導の重荷をほかの人と分担するものです。責任の一部 

を委任すれば，人々に奉仕の機会を与えることができます。モーセの義父エ 

テロは，責任を委任する目的についてモーセに大切な助言を与えました。 

出エジプト18:13 — 23を読む。 

エテロがモーセに委任について教えたのはなぜですか（18，20-23節参照）。（モーセが疲 

れ果ててしまうので，一人で仕事を行うことはできない。援助を受けることによって，自分 

自身と人々のために，もっとよく働くことができる） 

この原則は今日，教会の責任を果たすうえでどのように役立ちますか。 

委任をするとき，その人に自分を代表する権限を与えます。すなわち自分 

に代わって働く権威と権能を与えるのです。教会では，会員たちに集会の司 

会や聖句の朗読，話，飾り付け，そのほかの援助を求めることがあります。 

家庭では，子供たちに食事の支度や掃除，庭の手入れ，そのほかの家事を分 

担させます。自分一人で何もかも行うことはできないのを知っているので， 

委任するのです。そして委任をするときには，才能を伸ばして成長する機会 

も相手に与えています。 

わたしたちは賢明に委任をするならば，また委任された責任を受け入れる 

ならば，人々と一致して働くことができます。そして仕事をもっと速く，効 

果的に進めることができるので，天父によく仕えることができます。賢明な 

指導者は，それぞれ異なった才能や能力のある人々に責任を与えることによ 

って，十分な成果をあげています。 

イエスも委任された 

十二使徒定員会のエズラ •タフト.ベンソン会長は，次のように語ってい 

ます。「この世の基は委任された権能によって据えられました。イエスは人々 

に向かって，この地上における御自身の使命が委任された権能により与えら 

れていることを機会あるごとに語られました。イエスは会堂でユダヤ人たち 

に，御自身が天父から権能を与えられたことについて話しておられます。『わ 

たしが天から下ってきたのは，自分のこころのままを行うためではなく，わ 

たしをつかわされたかたの御心を行うためである。』（ヨハネ6: 38)」(God, 

Cbuiit/y『神，家族，国家』133) 

イェスは教えと模範によって，効果的に委任する方法を幾つか示されま 

した。 

第一に，イエスは委任された権能を基にして教会を設立されました。主は 
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第3 •課 

地上におられたとき，十二使徒や七十人を召して，教会の諸事を導く助け手 

とされました。さらに，これ以外の人々にも様々な責任を与えられました。 

これはすべて主の王国を築くためであり，この奉仕の機会を通して各gが与 

えられた才能を伸ばすためでした。イエスは委任によって，人々を高め，昇 

栄にあずかる者となるように助けてくださいました。今日の教会も同じ原則 

の下に運営されています。わたしたちは注意深く委任することによって， 

人々が指導力を伸ばせるように訓練するのです。イエスが示された方法に従 

うならば，委任によって仕事を達成する能力を培うことができます。 

マルコ1：16-18を読む。 

第二に，イエスは助け手として選んだ人々に，各自の義務と責任を明らか 

にされました。主は彼らを使徒としては召されませんでした。その当時はま 

だ，彼らを訓練しておられなかったからです。ただ，将来彼らに求められる 

ことを御存じでしたので，一人一人に何をすべきか教えられました。そして， 

彼らに果たすことのできる事柄を示し，主に従うことによって受ける報いや 

チャレンジを理解できるよう導きを与えられました。 

委任した人に，割当てや召しに伴う報いやチャレンジを理解させることが大切なのはなぜ 

ですか。（責任を立派に果たせるように助けるため。それらを理解すれば，喜んで責任を果た 

し，良い仕事を行う） 

あらゆる召しには報いとチャレンジが伴うことを理解するには，どうしたらよいでしょう 

か。（召しを立派に果たした人に倣う。困難を乗り越えた人に相談する。自分を召した人に助 

言を求める。最善を尽くす） 

責任を委任するときには，相手に期待している事柄を話し，果たすべき義 

務について十分に説明をします。わたしたちは，救い主が使徒を御業を行う 

者として送り出す前に示された模範に従うべきです。「十二使徒は聖任されて 

からしばらくの間，イエスと一緒にいた。それは間もなく彼らを待ち受ける 

仕事に備えさせるために，イエス御自身が彼らを特別に訓練し教育されるた 

めであった。それから後彼らは命令を受けて，彼らの持っている神権の権能 

によって福音を宣べ伝え，教え導くために遣わされた。」（ジェームズ •夕 

ルメージ，『キリスト.イエス』224-25) 

仕事を依頼された場合，自分に期待されている事柄を正しく理解することが大切なのはな 

ぜですか。（良い成果をあげることができる。落胆したり，あきらめたりせずに，仕事をやり 

遂げられる。誤解があると，すべき事柄をおろそかにして，敗北感を味わうことがある） 

責任を委任し，それに伴う義務や割当てを十分に説明したら，委任された 

人が思うままに責任を果たせるようにして，その人に対する信頼を示さなく 
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てはなりません。ただし，必要に応じて質問に答え，援助を与えられるよう 

にします。 

義務や割り当てを委任した後，指導者は何をする必要があるでしょうか。 

指導者は委任した相手に対してどのような責任がありますか。 

第三に，イエスは責任を与えた人に報告するように言われました。 

マルコ6 ： 30を読む。 

使徒たちはイエスに何を報告しましたか。（自分たちがしたことや教えたことのすベて） 

責任を与えた人から報告を受けることが大切なのはなぜですか。（自分の責任を果たすため 

には，仕事の進行状態を把握しておく必要がある。自分の管理下の人々に援助が必要かどう 

か知らなくてはならない） 

わたしたちはほかの人から学ぶ必要があります。賢明な指導者は，良い考 

えを持った人から学ぶことの大切さを認め，進んで提案を受けようとします。 

また，管理下にある人が組織や家族の中で大切な存在であることを§覚でき 

るように助けます。 

第四に，指導者は愛の精神を持って褒めたり，叱責を与えたりすべきであ 

ると，イエスは教えられました。 

「指導者は責任を与える場合，相手のことと委任した事柄を忘れてはなり 

ません。そして，必要以上の口出しは慎み，常に関心を持って見守ります。 

また，称賛に値する働きをしたときには具体的に褒め，必要とあれば助言を 

与えて励まします。委任した仕事がうまく行かず，改善の余地があると思わ 

れるときには，勇気を持って確固たる態度で，ただし思いやりを持って行動 

します。そして，彼が責任を果たし終えたときには，その成果を認めて，感 

謝の気持ちを伝えなければなりません。」（エズラ •タフト •ベンソン，God， 

Family, Country『神，家族，国家』140) 

マタイ25 ： 23を読む。 

理解と感謝の気持ちを表すには，どうすればよいでしょうか。 

委任一責任を果たす手段 

わたしたちの召しや責任の中には，広範囲に及ぶ働きを必要とするものが 

よくあります。それらの責任を果たす一つの方法は，賢明に委任することで 

す。教会員生活を積むにつれて，委任したり，委任された仕事を果たす機会 

が多くなります。わたしたちは自分に与えられた責任と管理の職の範囲内で 

働き，ほかの人に与えられた責任を侵してはなりません。 

大管長会のN .エルドン.タナー副管長は，委任について次のような体験談 

を語っています。 
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第3 •課 

「当時ステーク扶助協会会長だった娘がある日わたしのところへやって来 

てこう言いました。『お父さん，わたしは副会長の一人の姉妹に，責任を理解 

してもらおうとしても，うまくいかないの。何をしたらいいか説明したとき 

には承知してくれたのに，いつまでたってもやってくれないわ。だから，自 

分でやるより仕方がないわね。』『だから，何だって？』『ええ，彼女にしても 

らうより，自分でする方が簡単なのよ。』そこでわたしは腰を下ろし，少し原 

則を教えてから，こう言いました。……『割当てを与えて委任した後に，それ 

を自分で行うということは，その人を解任するようなものだよ。……与えられ 

ている責任を果たせるよう，訓練することが必要だね。』」（『扶助協会テキス 

ト』1977-78年度，121参照) 

夕ナ一副管長は，委任の一部として何をするように言いましたか。 

だれかに委任しておいた仕事を自分でしてしまうと，どのような危険がありますか。（やる 

気を失わせる，次に責任を与えても応じなくなる，人から成長の機会を奪う，一人で働きす 

ぎる） 

委任してからあまり干渉しないで見守ることは，母親にとって特に大切で 

す。母親は子供の指導者として，家庭内での仕事を委任すべきです。子供た 

ちは受けた仕事が自分だけのものであり，ほかの人がやらないと分かると， 

それを行うことにいっそうの責任感を持つものです。子供に与えられた仕事 

を果たさせようとしない母親は，子供から成長に必要な学習経験を奪ってい 

ることになります。 

教会の責任と同じように，家事も委任することによって負担を軽くするこ 

とができます。母親は家事をすべて行うべきではありません。これは母親に 

とっても，子供にとってもよくないことです。母親は子供にやりがいのある 

仕事を与えることを通して愛を示します。母親が子供の能力に応じて仕事を 

計画し，準備するならば，家庭で子供にできることはたくさんあります。日 

課を与えれば，子供にとっては良い訓練と成長の機会になり，親にとっても 

助けになります。子供たちは家族の一員として責任を与えられるとき，その 

仕事に関心を持つようになるのです。 

子供に委任をするときには，常に子供の能力に合った仕事を与え，子供た 

ちが達成感を味わい，自分自身に対してよい気持ちを持てるようにすること 

を忘れてはなりません。子供たちの働きに感謝し，称賛や励ましを送るので 

す。子供たちに責任，技術，信頼性について教えることが大切です。 

独身の若い女性に次の質問をする。家庭ではどのような責任を受けられると思いますか。 

それらの責任を果たすことによって，母親になる日のためにどのような備えができますか。 
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家庭や教会の責任においては，ほかの人の能力を心に留めるべきです。自 

分より能力に欠ける人がいれば，わたしたちは親切に指導します。自分以上 

の能力を備えた人がいれば，喜んでその人から学びます。自分の能力に合っ 

た仕事をして模範を示すとともに，周りの人と協力して働き，彼らが 善を 

尽くせるように励まそうといつも望むとき，わたしたちは も賢明な方法を 

取っていると言えるのです。 

まとめ 

家庭や教会や地域社会で指導者としての責任を立派に果たすには，委任の 

原則を身に付けなければなりません。すなわち，忍耐し，励まし，感謝の言 

葉を述べることが必要です。イエスが教えられた委任の原則を取り入れて， 

人々に注意深く義務を教え，成長を助け，達成した事柄について感謝の気持 

ちを述べることを忘れてはなりません。責任や仕事の割り当てを受けたとき 

には，それを首尾よく果たせるように力を尽くして努めるべきです。賢明に 

委任をするならば，だれもがさらに効率よく責任を果たせるように，また天 

父に仕えられるように，助けることができます。 

チヤレンジ 

家事について検討する。本課で学んだ原則に従って，子供たちに責任を分 

担する方法について考える。教会で現在受けている召しをさらによく果たす 

ために，委任できる事柄は何かを考える。 

参照聖句 

ルカ10: 2 (主の御業を行う働き人が必要である） 

教義と聖約107: 9 9 - 1 0 0 (勤勉に務める） 

教義と聖約12 1 : 3 3 - 3 4 (謙遜に権能を行使する） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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決断 ボ。 1 p^ 

目的賢明な決断を下せるようになる。 

なぜ決断を下さなければならないか 

「『もっと速く行けないの。』わたしは買ったばかりの中古車に乗って，ど 

こまでも続く砂利道を見詰めながらじれったそうに言いました。 

『なぜそんなに急ぐの。』母は笑いながら，かまうように言いました。 

『靴を買いたくて待ち切れないのよ。』わたしはとても興奮していました。 

それと言うのも，靴を買いに行くのは1年ぶりだったからです。 

わたしの家から大きな店のある町まで6.5キロほど離れていたので，町に着 

くまで気が遠くなるようでした。 

わたしは，車が店の所に着くなり急いで飛び出して，店に駆け込みました。 

そのとき，ある靴が目に止まりました。傾きかげんに置かれた中央のたなの 

上に，目の覚めるような深紅の靴が銀製の台に載せて並べられていました。 

わたしは立ち止まって，思わず息をのみました。その色の美しさといったら 

ありません。サンダル夕イプのひももすてきでした。…… 

わたしは後ろから来た母の手を引いて，まっすぐそのたなの前まで歩いて 

行きました。 

『これにしてもいい？』わたしはせがむように言いました。母は，しばら 

く靴をながめ回した挙げ句，こう言いました。 

『実用的じゃないわね。』 

『大切にするわ。ねえ，お願いだから。』わたしは必死に頼みました。 

店員が出てきて，わたしのサイズを計りました。 

『この靴は半サイズ小さいですね。今ここには，これ1足しか置いてないん 

ですよ。』それを聞いたわたしがあまりがっかりした顔をしたので，店員はあ 

わててこう言いました。『でも，この手の型は普通の靴よりも少し融通が効き 

ますから，よろしければ履いてごらんになりますか。』…… 

母は，今はちょうどよい大きさでもすぐに履けなくなるのだから，少し大 

きめの靴を買うようにと言って，わたしを思い止まらせようとしました。…… 

履いてみるとつま先からかかとまできつく感じましたが，それでも割合す 

んなりと履くことができました。わたしは立って，うっとりと靴を見ていま 
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した。 

『これにしてもいいでしょう。Jきつめのひもも少し履けば伸びると思って 

尋ねました。 

靴は見たところ，それ程小さいという感じはじませんでしたが，母は成長 

期のわたしには，もう少しゆとりのある靴の方がよいと思っていたようでし 

た。…… 

わたしは，母が向こうへ行ってわたしの足に合いそうな茶色の靴を持って 

きたのを見て，……内心がっかりしました。 

『この靴を履いてごらんなさい。その後で自分の好きな方を選んだら。』 

わたしはとてもうれしくなりました。今まで自分で決めたことはありまし 

たが，こんなに大切な決断を下すことは一度もなかったのです。…… 

わたしは，赤い靴と比べて履き心地がよいかどうか試すために，茶色の靴 

に片足を通して，ベルトを留めてみました。両方の靴の長所と短所を公平に 

判断しようと思ってしばらく考えました。茶色の靴は長く履けるし，履き心 

地もよいけれど，色がどこにでもある茶色で，デザインはありきたりだし， 

今までの靴と大して変わらない型でした。それに引き替え，赤い靴は見栄え 

がしました。それに，今までとは違ったデザインの靴を履きたい気持ちもあ 

りました。……サイズから言って明らかに小さいのですが，1日や2日ぐらいな 

ら痛くても我慢できると思い，……わたしは 終的に赤い靴を選びました。… 

それから2日間，辛抱してその靴を履いた結果，とうとう両足に靴ずれがで 

きてしまいました。足の痛みは次第に激しさを増しました。…… 

そのうち，痛みに耐えられなくなってしまいました。わたしは目に涙をた 

め，赤い靴をしっかりと持って母の所に行きました。唇が震えてしかたがあ 

りませんでしたが，それでも泣くまいと心に決めていました。……ちょっと 

立ち止まって平静を取り戻そうと努めてから，言う言葉を考えました。 

ところが母の前に出たわたしは思わず，『きつすぎて靴ずれができちゃった 

の』と正直に言ってしまいました。 

わたしは母の返事を聞いて，返す言葉がありませんでした。母はこう言っ 

たのです。 

『人はいつも正しい決断を下すとは限らないわ。判断を誤るとそのときは 

苦しくても，その経験を生かして，次にはもっとよく判断できるようになる 

ものよ。』」（レナ•マエ•ハンセン，“AP/iic/] ofi/u/t” ATew&a「心の痛手」 

『ニューエラ』1977年3月号，49一50) 

この少女はどのような教訓を得ましたか。 
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1 p ^ 

この母親は，娘に決断を下すことについて学ばせるために，何をしましたか。 

あなたはどのような事柄について，子供が自分で決断を下せるように助けますか。 

賢明な決断が下せるように子供たちを教えることは，両親に与えられた責 

任の中でも特に重要なものです。 

賢明な決断 

スペンサー •w •キンボール大管長は次のように述べています。 

「わたしたちは，教会の青年男女が自分たちには1回だけ，ある決意をす 

る必要があるということを，これまで以上によく認識できるよう手助けした 

いと思っています。わたしは以前この説教壇から，自分がまだ若いころに， 

ある決意をしたという話をしたことがあります。その決意はわたしにとって 

きわめて大きな助けとなりました。それ以来，年がら年中，決意をする必要 

がなくなったからです。わたしたちは一度，あることを片付けてしまえば， 

もう二度とそれにはかかわる必要がなくなります。ただ一度決意をするだけ 

で，それを生活の中に取り入れ，さらにわたしたちの特性とすることができ 

ます。そうすればわたしたちが何をし，何をしないか何百回も思い悩み，再 

三再四決定する必要はなくなるのです。 

優柔不断な態度や落胆した態度は，悪魔が付け入る格好の材料です。悪魔 

は，そのような状況にある人々の中から，数多くの犠牲者を引き出すことが 

できるからです。皆さんがまだそうした決意をしていなければ，今，決心す 

るよう心に決めてください。」（「少年は身近に英雄を必要としている」『聖徒 

の道』1976年8月号，359) 

なぜ賢明な決断をすることを学ぶ必要があるのでしょうか。 

わたしたちは毎日多くの決断を迫られ，判断の難しさも様々です。中には， 

それほど重要でないものもあれば，結果が永遠の生活にかかわるようなきわ 

めて重要なものもあります。 

わたしたちに物事を決断する機会があるのは，選択の _由という権利が与 

えられているためです（第2課『選択の自由と個人の責任』参照）。この賜物 

には，決定した事柄に対する責任が伴っています。ですから，決断の結果に 

ついて真剣に考えることが大切です。 

すべての人がしなければならない決断には何がありますか。答えを黒板に列記する。 

その結果としてどのようなことが起こるでしょうか。決断する事柄の横に考えられる結果 

を列記する。 

列王上18 ： 21を読む。 
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神の戒めに従う決意をすると，ほかの決断を下す場合にどのように役立ちますか。（神の戒 

めに従うことを決意すれば，必要なのは主の御心を知ることだけであり，それによって多く 

の事柄は決まってしまう。主の標準に照らして決断できるようになる） 

教会員となるという決意は，ほかの決断にどのような影響を及ぼしますか。（教会の律法と 

標準を受け入れ，福音の原則の下に決断するようになる） 

若いころから基本的な事柄を決めておけば，多くの日常的な問題について 

一々決断しなくてもすみます。例えば，知恵の言葉に従って生活する決心が 

ついていれば，目の前にたばこやアルコール性飲料を差し出されても迷うこ 

とはないはずです。 

いったん決心しておくと，ほかの物事を決める場合に迷わなくてすみます。その基本的な 

決心にはどのようなものがありますか。（正直，純潔，神殿結婚） 

多くの場合，若いころ決断した事柄は永遠にわたって人に影響を及ぼしま 

す。若人にとって も大切な決断の一つは，だれを伴侶にするかでしょう。 

したがって，デートについての決定は特に重要と言えます。 

伴侶を選ぶ際に，どのようなことを基準に決断しなければならないでしょうか。（活発な教 

会員，家族の面倒見のよい人，子供を愛する人，伝道の経験者，よく祈る人） 

若い女性が賢明で御心にかなう決断をする方法について学ぶ必要があるのはなぜですか。 

「わたしたちは絶えず……決定をしていて，その結果が人生の成功や失敗を 

決めます。そこで，決断の時がやって来る前に，あらかじめ予想し，進路を 

定め，少なくとも幾らかは備えをしていることが大事なのです。」（トーマ 

ス • S •モンソン「求む，仕上げ職人」『大会報告1970-72』313-14, 1972 

年4月） 

導きを受けて賢明な決断を下す 

方法を考える 

「決断を下すことは，恐らく人がなし得る も重大な事柄でしょう。人が 

何かを決めるまでは，何事も起きないからです。」（エズラ•タフト•ベンソ 

ン，God Family, Country『神，家族，国家』145)賢明な決断を下せるよう 

になることが大切なのは，このためです。賢明な決断をするには，考え得る 

かぎりの解決方法をすべて検討してみることです。その中には，事実を確実 

に把握し，考え出した解決法がもたらす結果を推測，評価することが含まれ 

ます。 

十二使徒定員会のエズラ•タフト•ベンソン会長は，次に挙げる6項目を判 

断の基準とするように提案しています。 
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「1.自分の霊的，道徳的な成長を遅らせたり，損なったりしないでしょうか。 

2.心の痛む悲しい思い出にならないでしょうか。 

3.主の戒めや御心に反していないでしょうか。 

4.個人や家族，組織に害を与えないでしょうか。 

5.その決断によって，よりよい人間になれるでしょうか。 

6.その行為は祝福をもたらすでしょうか。」（教義と聖約130 ： 20-21参照） 

(God, Fami/y, Couiit/y『神，家族，国家』151 -52) 

以上の点を検討することは，賢明な決断を下すうえでどのように役立つでしょうか。 

思いつくかぎりの解決方法とその結果を考え合わせた後で，いちばんよい 

と思われるものを選ぶ必要があります。この 後の選びが決断を下す際にい 

ちばん難しいのです。 

決断を必要とする重要な問題を一つずつ挙げてもらう。それらを黒板に列記する。また， 

問題の解決方法と結果について話し合う。 

主に尋ねる 

導きを受けて賢明な決断を下すには，自分で努力するだけでなく，よく祈 

って考える必要があります。わたしたちは もよいと思われる方法を選んだ 

後， 終的な結論を出す前に，主に尋ねなければなりません。 

『モルモン書』ヤコブ4:10を読む。 

わたしたちは主に尋ねる以外に，夫婦，親子，教会員同士，あるいは友人 

同士で話し合い，助言を求めることも必要です。ほかの人々の経験を参考に 

して決断できるように，相談するべきです。また，聖文を読み，その中に記 

された人々の経験を自分の立場に置き替えてみることによって，問題を解決 

できる場合もよくあります。 

十二使徒定員会のボイド • K •パッカー長老は，次のように提案しています。 

「何か問題があれば，まず自分の心の中で考えてみてください。深く考え， 

分析し，熟考するのです。聖文を読み，その問題について祈るのです。わた 

しは，重大な決定は強制されるべきものではない，ということを経験から知 

っています。将来を見通してビジョンを持つ必要があります。…… 

毎日少しずついろいろなことについて深く考え，一時に数多くの重大な決 

定をせざるをえないような破目に陥らないようにしてください。…… 

問題を携えて主のもとへ行き，あなたに代わって決定をしてくださるよう 

主にお願いしていませんか。自分で考えて，啓示について読み，熟考し，祈 

り，そして自分で決定を下しているのでしょうか。 
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善悪をわきまえているのですから，その観点から問題を判断し，決定を下 

すことです。それから主に，その決定が正しいかどうかを尋ねるのです。」 

(「自立」『聖徒の道』1976年4月号，206-207) 

教義と聖約9: 7-9を読む。 

‘この聖句は，決断するときにどのような段階を踏むように教えていますか。（心の中でよく 

思い計る，決断が正しいかどうか知るために祈る） 

どのようにして正しい決定であることが分かりますか。（「もしそれが正しければ，わたし 

はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえ，あなたはそれが正しいと感じるであろう。」） 

必要な段階をすべて踏んでもなお誤った決断をしているときには，主に尋 

ねることによってそれが分かります。 

教義と聖約6 ： 22-23を読む。 

教義と聖約9 ： 7-9に記されている思いのほかに，主はどのような方法で決断が正しいこと 

を知らせてくださるでしょうか。（平安な気持ちを感じる） 

七十人第一定員会のローレン• C •ダン長老は，この点について次のような 

体験談を語っています。「今から数年前，重大な決断に迫られていたときのこ 

とを今でも覚えています。……わたしは非常に重要な職の誘いを受けていまし 

た。そこで，すべての段階を踏み……能力のかぎりを尽くして一つの結論を出 

しました。その結果，相手と会って，その話を断りました。ところがそれか 

ら半日の間，わたしは地獄の苦しみを味わいました。そして，自分の決断が 

正しくないことを主が教えようとされていると悟ったのです。おもしろいこ 

とには，わたしが断ったはずの人が電話をしてきて，もっとよい条件を改め 

て提示してくれました。条件はどうあれ，わたしが初めのときに決めていれ 

ば，こんなに苦しむことはなかったでしょう。わたしがこの例から伝えたい 

ことは， 初の段階を踏んだ後にすべてを主の御手に任せるならば，そして 

もしそれが誤った決断であるならば，行動に移すときに実に大変な苦労に遭 

うということです。主は何らかの方法で，わたしたちが御心にかなった方向 

へ戻れるように導いてくださるのです。」(“Establish Divine Communication” 

Brigham Young University Speeches of the Year「神聖な交わり」『ブリガ 

ム•ヤング大学年度講話』1970年3月24日，4 ；レオン• R •ハートショーン編， 

I Had Made tne Wrong Decision Outstanding stories by General 

Authorities「誤った決定」『中央幹部逸話集』第2巻，94-95より引用） 

この話は，決断を下すときのどの段階を強調していますか。 

決断を下すときに，御霊による確認を受けることが大切なのはなぜですか。 

マリオン • G • ロムニー長老は，教義と聖約9 ： 7-9について次のように語 

270 



第28課 

っています。「これは，すべてについて応用できる一種の啓示です。人は人生 

において重大な過ちを犯す必要はありません。この方法に従えば，過ちを避 

けられるのです。わたしたちが敏感に感じ取るならば，この啓示はあらゆる 

行いに導きを与えるでしよう。」（“i^vdati•卯” Improvement Era「啓示」 

『インプルーブメント•エラ』1964年6月号，506) 

賢明な決断を量後まで貫く 

主の導きを受けて賢明な決断を下したら，それを実行するという固い決意 

をしなければなりません。様々な圧力によって目標を見失ってしまうことが 

あるので，正しい決断には 後までやり通すという決意が必要であることを 

忘れてはなりません。わたしたちの決心をぐらつかせようとする人がいても， 

確固とした態度で接するべきです。 

わたしたちは，次のような状態であってはなりません。「彼らは今，サタン 

によってあちらこちらに誘われている。まるでもみ殻が風に吹かれているよ 

うであり，また船が帆や錨のないまま，あるいは舵を取る手段のないまま波 

間に漂っているようである。彼らは，ちようどその船のようである。」（モル 

モン5 ：18)わたしたちは決断した事柄を 後までやり通すという目的を持っ 

た生活をする必要があります。 

次に挙げるのは，決心の強さを試され，それを乗り越えた若い女性の話 

です。 

「若い女性のキャサリンは，夏の間，旅行クラブで勧誘の仕事をしようと 

思いました。この仕事に就けば，週末にはクラブの会員と一緒にカリブ海沿 

岸地方を巡ることができるのです。この魅力的な仕事に応募した彼女は，面 

接の 後でこう言われました。『もう一つだけ言っておきますが，あなたのス 

カートは長すぎますね。お客さんは若くてきれいな女性の勧誘に弱いんです 

よ。あと10センチは短くしてください。』キャサリンはこの仕事を断念しまし 

たが，もっと価値あるものを得ました。……このような誘いを拒むことによっ 

て，キャサリンは小さな誘惑にも負けない強さを持つ女性として，心の中に 

新たに芽生えた霊的展望を大きく広げたのです。」（モーリン•ジェンセン• 

ワード，“G/wW/^ Up Spiritually" Ensign「霊的成長」『エンサイン』1975年 

12月号，55) 

固く決意した事柄をやり通すことは，人生にどのような方向性を与えますか。 

一度決めた事柄を確固として守るなら，どのような力を得ることができますか。 

確固とした態度は，将来物事を決定するうえでどのように役立つでしようか。 

まとめ 
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「『千里の行も足下に始まる。』（老子）この言葉は，万事において常に思慮 

深くあり，すべての問題を祈りをもって慎重に解決する必要があることを強 

調しています。また，事を急いで，かたくなな態度で，あるいは先を考えず 

に出した決定には，知恵も，安全も，保証もないことを教えています。愛に 

満ちた天父がわたしたちに与えようとしておられる 大の幸福，平和，成長 

を実現させるためには，千年の旅つまり永遠の旅が『1歩から始まる』ことを 

心に留めなければなりません。わたしたちはよく考えて慎重に，また祈りを 

もってすベての問題や選択，決断に当たるべきなのです。」（リチャード 

エバンズ，“With One Step" Improvement Era「1歩から」『インプルーブメ 

ント•エラ』1961年8月号，604) 

わたしたちは第1歩を踏み出す前に，その決断のもたらす結果を考えてみる 

必要があります。祈りによって賢明な決断を下したら，それをやり通す強い 

決意が必要です。 

チヤレンジ 

家庭の夕べで決断の仕方についてのレッスンをする。その際，本課の要点 

をすベて家族で話し合う。 

毎日決断している事柄について考える。主から導きを受けて賢明な決断が 

できるようになるにはどうしたらよいか考える。 

ベンソン長老が提案した決断を評価するための6つの質問を黒板に書く。重 

太な決断を下す場合，教義と聖約9: 7 — 9と 6 : 22 — 23，それにこれらの質問 

を参考にする。 

参照聖句 

2 ニーフアイ10: 23 (思うとおりに行動する自由） 

エノス1：10 (主の声がエノスに聞こえた） 

アルマ37: 37 (すべての行いについて主と相談する） 

教義と聖約8 ： 2 - 3 (聖霊によって思いと心に告げられる） 

教義と聖約112:10 (主は謙遜な人を導かれる） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則J第8章「天父への祈り」，第22章「御霊の賜物」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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個人と家族の目標 

目的目標を設定し，達成する。 

目標の必要性 

目標とは，達成すべき標準や技術，理想，目的のことです。わたしたちは 

何か特定の事柄を達成しようとするときに目標を立てます。部屋の掃除や読 

書などは，すぐに達成できる目標です。一方，貯蓄して新しい家を買うとか， 

家庭の中を愛や平和に包まれた雰囲気に改善するといった目標は，達成する 

までに何か月あるいは何年という期間を要します。天父とともに永遠に住ま 

うにふさわしくなるのを助ける目標は，わたしたちが生涯をかけて達成する 

ことになるかもしれません。中には，この世の生活だけでは達成できずに， 

来世においても努力を必要とする目標もあります。 

天父は聖文の中で，御業の主な目的について次のように述べておられます。 

「見よ，人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと，これがわたしの業であり， 

わたしの栄光である。」（モーセ1:39)この目標を果たすためには，生活を楽 

しくて実りあるものとする目標や，天父のみもとに帰ってともに住まうにふ 

さわしくなれるような目標を設定する必要があります。 

格言にもこうあります。「行き先が分からなければ，どの道を行ってもかま 

わない。」（ジョン• H •バンデンバーグによる引用，“S t r a i gh t Is the Gate" 

Improvement Era「狭き門」『インプルーブメント•エラ』1966年6月号，533) 

無益な事柄に心を奪われて何日，何か月，ときには何年もの時間を無駄に 

している人がいます。その一方で，目標を設定し，それに向かって着実に進 

歩している人もいます。 

楽しい休暇を過ごすとき，その大部分は目標のもたらす結果といえます。 

例えば，旅行地を決めた後で，自分の現在地や行き先，移動手段などを明確 

にする目標を選びます。目標はわたしたちの行動に目的と方向性を与えます。 

目標を設定することによって，生活を改善し，とうてい達成不可能と思われ 

るような事柄も達成することができるのです。 

スペンサー •W •キンボール大管長は末日聖徒の女性に，手を伸ばして努 

力する必要のある目標を設定するように勧めています。「目標を高く掲げ，そ 

れに向かって努力するときに成長がもたらされます。」（「女性の特権と責任」 
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『聖徒の道』1979年2月号，148)さらに次のように語っています。「わたした 

ちは目標を設定すべきであると信じています。目標に向かって生活します。 

進歩成長するためには目標がなくてはなりません。」（地区代表セミナ一， 

1975年4月） 

個人の目標を設定する 
視覚資料32-a「若い女性」，32-b「母親と子供たち」，32-c「老女」を見せる。 

生徒に，それぞれの写真の女性のために目標を一つ考えるように言う。黒板に3つの目標を 

書く。それぞれの女性が目標に近づくために今できる事柄について考える。 

人生で何を最も大切な目標とすべきでしょうか。 

一人一人の個性は異なっていても，わたしたちの人生の主目的は同じはず 

です。それは，日の栄えの王国で昇栄を得るにふさわしい者になることであ 

り，永遠の家族の一員として天父のみもとに帰り，天父とともに住むことで 

す。人によって才能や能力，弱点が異なるので，この主目的を達成するため 

には，それぞれに合った目標を設定する必要があります。例えば，什分の一 

を納めることについて，努力を必要とする人もいれば，すでに簡単に行って 

いる人もいるでしょう。また安息日を聖く過ごすことについても，改善の余 

地のある人もいれば，まったく問題のない人もいます。個人が必要としてい 

ることはいつも同じとはかぎりませんから，全員が同じ目標を持つとはかぎ 

らないのです。 

永遠の家族の一員として日の栄えの王国で天父とともに住むという大切な目標を達成する 

ためには，どのような目標を立てたらよいでしょうか。今わたしたちがしなければならない 

ことは何ですか。生徒の意見を黒板に書く。 

スペンサー• W •キンボール大管長は，目標設定について14歳のときの経 

験を次のように語っています。 

「わたしはある大会で教会の指導者から……聖文を読むべきであるという言 

葉を聞いたとき，自分が一度も『聖書』を読んでいないことを認めました。 

その夜，その説教を聞いたあと，1ブロックほど離れた家に戻り，狭い屋根裏 

部屋への階段をのぼり，小さな机の上にある小さな灯油ランプに火をつけ， 

そして創世記の初めの数章を読みました。それから1年後に，わたしはその大 

きなすばらしい本のすベての章を読み終えて，『聖書』を閉じたのです。… 
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わたしは目標を立てたことと，それを達成したことに深い満足を感じまし 

た。」(Ensign『エンサイン』1974年5月号，88) 

一人の生徒に，個人の目標を立て，それを達成したときの喜びについて話してもらう。教 

師自身が個人の目標を達成したときに感じた気持ちについて考える。 

アメリ力合衆国コロラド州デンバーのリーリア •ヒギンソン姉妹は，献身 

的な末日聖徒で，目標を設定することの価値を心得ていました。彼女が亡く 

なった後，ヒギンソン兄弟は子供たちを呼び寄せ，母親の日記をところどこ 

ろ読んで聞かせました。その日記は30年前，ヒギンソン姉妹が独身のころに 

記したものです。日記から，彼女が正しい目標を設定していたことがうかが 

えます。 

「わたしは，この地上で神の王国建設を助けるために自らを備え……真理を 

示せるようになりたい。…… 

わたしの生涯の目標は，この世を去った後，日の栄えの王国に入るのを許 

されること。だから， 後まで目標をめざして努力します。わたしは物心つ 

いたころからずっと教会に通ってきました。…… 

わたしは自分を神殿に連れて行ってくれる，清いモルモンの男性と結婚し 

たい。そして，その人にふさわしい女性になりたい。また自分の子孫に，清 

く汚れのない心と肉体，福音の知識，日の栄えの王国に住むという希望を残 

したい。わたしの希望は，来世で愛する人々とともに住むこと，周りにいる 

人々の良き助け手になること，そしてすでに亡くなった人々のために神殿で 

奉仕すること。わたしは，この地上に新しい生命を送り出す器となり，ふさ 

わしい立派な母親となって，子供たちが今わたしが受けているのと同じ祝福 

を受けられるような家庭を築きたい。」（ジョン• H •バンデンバーグによる引 

用，“Straight Is the Gate” Improvement Era「狭き門」『インプル一ブメ ン 

ト•エラ』1966年6月号，534) 

ヒギンソン姉妹は具体的にどのような目標を立てましたか。生徒の意見を黒板に書く。こ 

れらの目標の中で，自分自身も立てたいと思ったものがありますか。 

個人の目標を設定する前に，瞑想と祈りの時間を持つ必要があります。自 

分の弱点や改善する必要のある点，また立てるべき目標が分かるように，天 

父に願い求めるのです。祝福師の祝福も自分自身の目標を決めるうえで役立 

ちます。また，教会指導者の教えも目標を設定する際に參考にすることがで 

きます。わたしたちは，スペンサー.W .キンボール大管長が総大会の 後 

に語ったような態度を身に付ける必要があります。 

「わたしは，家に帰ったら前にも増して立派な人間になろうと決心しまし 
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た。わたしはすべての指示と提案に耳を傾けました。そして，それらを聞い 

た一人一人が同様の決心をするように願っています。……自分の心にとまった 

事柄にっいてもう一度よく考えてみるように……お勧めします。皆さんの生活 

に生かせるかぎり，それを生かして，主がわたしたちに告げておられる完全 

に至る道に立ち返ってください。」(Ensign『エンサイン』1977年11月号，75) 

家族の目標を設定する 

個人の目標を設定するほかにも，家族で話し合って家族全員で達成する目 

標を設定すべきです。個人の目標と家族の目標は，同時に果たすことができ 

ます。家族として，家庭の愛や平安や幸福を育むような目標を立てるとよい 

でしよう。 

家庭をさらに安らぎの場とするには，具体的にどのような家族の目標を立てたらよいでし 

ょうか。（収入の範囲内で生活する，互いに思いやりを持つ，家族で聖文を読む，互いに優し 

く話す，相手の喜ぶことを行う，もっと褒める，個人的な批判を慎む） 

わたしたちの中には，家族で聖文の知識を増したいと思う人や，教会の集 

会や活動への出席状態を改善したいと願う人がいるでしょう。また，家族で 

協力して家庭の美化を図りたいと思う人もいることでしょう。金銭の使い方 

を改めることや，家庭貯蔵プログラムを実践することが必要な家族もいるか 

もしれません。 

七十人第一定員会のレックス . D .ビネガー長老は，自分の家族を例に挙げ 

て，家族の目標設定にっいて次のように語っています。 

「ある日のこと，わたしは妻から驚くような質問を受けて，はっとしまし 

た。妻はこう言ったのです。『ねえレックス，あなたは将来どうしようと思っ 

ているの。……あなたの目標や人生の目的は何かしら。』わたしは今まで一度 

もそうした話を妻にしていなかったことに気づきました。わたしは心に痛み 

を覚え，恐らくは妻の気持ちも傷っけていたと思いました。そこで，家族に 

っいて二人で話し合い，これからの生活をどのようにするか決めました。…… 

わたしたちの願いは，主に仕える者となり，主が望まれるときに，主が望ま 

れる場所にいることでした。それを実現するには，収入が必要になりますか 

ら，二人の考えにそって目標を設定しました。その一っとして，引っ越しを 

しました。また，13年間学校に通いました。……しかし，これらの目標は家族 

に比べれば，また家族のきずなを育むことに比べれば，二次的なことにすぎ 

なかったのです。」("Goals And Family Life" Brigham Young University 

Speeches of the Year「目標と家族生活」『ブリガム•ヤング大学年度講話』 

1976年，34-41) 
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家族の目標を設定すると，互いの愛ときずなが強まり，家族で天父のもと 

に昇栄するための助けになります。 

目標を達成する 

ジョン • H •バンデンバーグ監督は，次のように語っています。「幸福な人 

生を送るには，目標設定が絶対に必要であると思います。しかし目標自体は， 

望ましい手順の一部にすぎません。……わたしたちは，その目標を達成するた 

めに取るべき道を知る必要があります。また，目標を書き留め，達成した事 

柄 を 記 録 す る こ と に よ っ て ， 自 ら 強 い 決 意 を す る 必 要 が あ る の で す 。 」 

("Strait Is the Gate” Improvement Era「狭き門」『インプルーブメント•エ 

ラ』1966年6月号，534) 

「目標を達成するために取るべき道を知る」とはどういう意味ですか。（目標を達成するた 

めに具体的に行うべきことを知る） 

バンデンバーグ監督は，目標を達成するためにどのような段階を踏むように勧めています 

か。黒板にr目標達成』と書き，答えをその下に列記する。 

次の実演を行う。手に5，6個の小さなボールかそれに類するものを持つ。一人の姉妹を選 

び，「わたしの目標はすべてのボールを受け取ってもらうことです」と言う。彼女に向かって 

一度にすベてのボールを投げる。恐らく一つも受け取れないであろう。 

これを目標設定に当てはめると，どのようなことが言えますか。 

今度は，姉妹がボールを受け取れるように，一つずつ投げる。このことから明らかなよう 

に，目標を一つずつ着実に行うことが大切である。その点を説明する。わたしたちは一度に 

すべての目標を達成するように期待されてはいない。 

自分と夫が，次に紹介する若い夫婦の立場にいると考えてみてください。 

「ある若い夫婦が家庭の夕べで，来年のクリスマスまでに借金をすべて返 

済しようと決心しました。しかし，半年たち，1年たっても，重い借金を抱え 

たままで，返済の見込みがまったくつきませんでした。…… 

1年後に，家族の目標を達成できずに挫折感を味わった夫婦は，もっと明確 

な目標を立てることにしました。過去数ヶ月間の支出を調べてみると，不必 

要な出費をしていることが分かりました。…… 

そこで，もう一度努力するために……問題点を明らかにし，明確な目標を定 

めました。また，その目標を達成するために取るべき手段と払うべき犠牲を 

書き留めました。適切な予算を立て，祈りをもって決意することによって， 

二人は決められた日までに目標を達成することができたのです。」（ロジャ 

一 •ディーン •ダンカン， “ D o Your Family Goals Fizzle?" Ensign「家族の 

目標は大丈夫ですか」『エンサイン』1971年2月号，59-60) 

この夫婦が目標を立てた最初の1年で目標を達成できなかったのはなぜですか。二人は目標 
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を達成するために何をしましたか。意見を黒板に列記する。（次の点を指摘する：「目標を達 

成する方法を書き出した」，「助けを祈り求めた」） 

わたしたちは価値ある目標を達成しようと努めるとき，祈りを通して天父 

に助けを求める必要があります。 

また目標に向かって努力するとき，挫折感を味わうことがあるかもしれま 

せん。 

「皆さんは，これから紹介する若い母親のように感じたことはありません 

か。彼女は個人的な問題やプレッシャー，挫折感に悩まされ，自分ではとて 

も対処できないと思っていました。夫婦はともに大家族を持つことが望みで 

した。ところが実際に子供を授かると，自分には主から託された子供の世話 

をする能力があるのだろうかと，強く疑問を抱くようになったのです。……理 

想と現実の相違に失望した彼女は，よく涙を流しました。そして，自分には 

昇栄する資格はないし，決して完全にはなれないと思い込むようになってし 

まったのです。 

彼女は心からへりくだってひざまずき，主に助けを願い求めました。それ 

から間もなく，聖餐会で祈りの答えを受けました。監督が1ニーファイ3 ： 7を 

読んだ後，主からの命令には必ずそれを達成する方法が備えられている，と 

証したのです。その後間もなく，彼女は手紙を書きました。……『監督の話を 

聞いてから，わたしは每曰聖文を読んで祈るようになりました。そして，必 

要なだけの助けを主に求められるように，自分自身を備えようと決意しまし 

た。わたしは今，一生懸命に自分を備えています。そして，自分の生活が変 

わってきたことに驚いています。今はとても楽しく生活しています。以前よ 

りも幸せで，自信がでてきました。……全然失敗しないわけではありませんが， 

物事に対してよい気持ちを感じています。それに自分がいろいろな面で確実 

に進歩していることが分かるのです。』」（『扶助協会テキスト』1979-80年度， 

訪問教師メッセージ，7-8参照） 

目標を達成するための指針に注意深く従っても，思うように行かないこと 

があります。主の深い御心によって，わたしたちが選んだものとは別の計画 

が用意されていることもあるのです。 

サンドラ •力ビー姉妹は，十代の娘の経験について次のように語ってい 

ます。 

「わたしの娘は，高校のチアリーダーに選ばれることが，生活のすべてで 

あるかのようでした。数か月の間，とんぼ返りや開脚，応援などの練習を毎 

日行いました。 

281 



娘は5人のチアリ一ダーの一人に選ばれる有力候補のようでした。 

ですから落選したときには，すっかり落ち込んでしまいました。ほんの数 

票の差でしたが，落選したことに変わりはありません。娘はすすり泣きなが 

ら，わたしにこう言いました。 

『お母さんには，わたしにとってこれがどんなに大切だったか分からない 

わ。生涯の目標なのよ。あんなに熱心に祈ったのに，どうして主は聞いてく 

ださらなかったの。……半年間も練習して，一生懸命やってきたのにoJ 

わたしは娘に言いました。『これには何か理由があるにちがいないわ。あな 

たがお祈りをして聖文を勉強すれば，その理由が分かると思うわ。』 

その翌月に，娘はセミナリーの役員に召されました。…… 

娘はその年，多くの霊的な経験をしました。有意義であつい友情を育み， 

数人の友達に良い影響を与えて，彼らが教会の活動に参加できるように助け 

ました。 

その後，娘がわたしのところに来て，熱心な祈りと聖文の勉強を通して， 

自分自身について理解できるようになってきたと言いました。『何よりもチア 

リーダーになることを望んでいたけれど，わたしには別の経験が必要なこと 

を主は御存じだったのよ。霊的にもっと成長する必要があったのね。とても 

つらい経験だったけれど，あれで良かったということが分かったわ。」（ステ 

イーブン• R •力ビー，サンドラ•力ビー，“ Teaching Our Children to Pray” 

Ensign「子供に祈りを教える」『エンサイン』1976年1月号，63) 

わたしたちを落胆させたり，進歩を妨げたりするものを生活の中から取り 

除くならば，目標はもっと容易に達成できるでしょう。悪い習慣，好ましく 

ない仲間，不安や疑いや恐れなどの消極的な思いは，正しい望みを実現しよ 

うとする意欲を失わせます。 

目標を達成するには，積極的な態度で立ち向かわなければなりません。わ 

たしたちが毎日自己改善に努めるならば，たとえどんなに小さくても，一つ 

一つの進歩に心からの喜びを感じるはずです。十二使徒定員会のマーク 

ピーターセン長老は，次のような励みとなる言葉を語っています。「わたしは， 

死すべき状態の今この地上で，多くの方法によって，自らを完全な者とする 

業に着手できると信じています。この世において，ある程度の完全の域に到 

達することは可能です。…… 

主なる神が も願っておられることは，『あなたがたも完全な者となりなさ 

い』という偉大な戒めを守ることであると，わたしは確信しています。」 

(Toward a Better Life『完成に向かって』312-13) 

ピーターセン長老は「この世において，ある程度の完全の域に到達することは可能です」 
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と言っていますが，これはどういう意味でしょうか。（わたしたちは生活の様々な面で，完全 

もしくは完全に近い者となれる。一歩一歩努力することによって，昇栄への道を徐々に歩ん 

でいくことができる） 

目標の達成は，計画，努力，そして祈りを通してもたらされます。目標を 

達成するために努力しているかぎり，決して失敗はありません。そのことを 

忘れてはなりません。わたしたちは天父のようになるために，福音を受け入 

れて教会員になったのです。 

まとめ 

目標を設定することは，この世と来世における望みを達成するのに役立つ 

でしょう。個人の目標は，わたしたちを自身の勝利へと導いてくれます。ま 

た家族の目標は，家庭に一致をもたらし，ひいては家族を昇栄へと導いてく 

れるでしょう。正しい目標を達成しようと努めるとき，わたしたちは「あな 

たがたも完全な者となりなさい」（マタイ5 : 4 8 )という主の戒めを実現する 

ために努力しているのです。 

チヤレンジ 

この人生で達成したいと思う事柄について考え，そのための具体的な目標 

を設定する。その目標について家族と話し合う。 初に取りかかる個人の目 

標を一つ選び，「この目標を達成するために何をするべきだろうか」と自問す 

る。目標を達成するために今週できる事柄を書き出す。週末には次週に行う 

事柄を書き，目標を達成するまでこれを繰り返す。次に，別の目標を選んで 

達成するまで同じように行う。 

家族で話し合い，全員にとって役立つ目標を一つ選び，上記の方法に従っ 

てその目標を達成する。個人の目標を達成した家族を特別に表彰する。 

参照聖句 

伝道 9 : 1 1 (すべての人には物事を行う時が与えられている） 

マルコ9 ： 23 (何でもできる） 

ガラテヤ6 ： 7 (刈り入れの律法） 

ヤコブの手紙1：22 - 2 5 (聞くだけの者でなく，行う者となりなさい） 

1ニーファイ3 ： 7 (主は戒めを守れるように助けてくださる） 

信仰箇条1：13 (わたしたちが身に付けるべき徳） 

教師の準備 
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レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.実演に使う小さなボールかそれに類するものを5, 6個用意する。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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学び続ける 

目的生涯学び続けることの必要性を理解する。 

学ぶことは進歩するために必要である 

「わたしたちの周りに，実際に見て，聞いて，触れて，学んで，楽しめる 

興味深いものが数多くあるのは，何とすばらしいことでしょうか。 

わたしたちは，自分の心に向かって『多くの窓』を開きさえすればいいの 

です。すなわち，目と耳と直感を楽しく使い，自分の感性や感覚，洞察力を 

働かせるのです。わたしたちは心の中を興味ある映像や霊感あふれる話，幸 

福 な 思 い 出 で 飾 る こ と が で き ま す 。 」 （ マ リ オ ン • D •ノヽンクス， 

Improvement Era『インプルーブメント.エラ』1964年10月号，883) 

天父はわたしたちに，生活と学習と成長の場として，このすばらしい世界 

を与えてくださいました。この地上での生活は学習の一課程であり，その間 

にわたしたちは神について，また自分を取り巻く世界について，知識と理解 

を深めるのです。 

教会の基本的な教えにあるように，この世で得る知識は，現世だけでなく 

来世においても祝福をもたらします。「そこで，もしある人が精励と従順によ 

って，この世でほかの人よりも多くの知識と英知を得るならば，来るべき世 

でそれだけ有利になる。」（教義と聖約130:19) 

人生のいかなる段階においても，成長するためには学ぶことが大切です。 

絶えず学び続けることは，福音の重要な部分です。福音に従って生活するに 

は，福音の真理を学ばなくてはなりません。預言者がわたしたちに聖文を定 

期的に学ぶように教えているのはそのためです。 

ウィリアム •】 •クリッチロウ •ジュニア長老は十二使徒補助のとき，担当 

家族に聖文を読むように勧めることについて，ホームティーチャーに特別な 

指示を与えました。 

「かつてステーク会長に召されていたとき，わたしは末日聖徒の家庭にホ 

一ムティ一チャ一を送り，レッスンとして四大聖典の中から関連聖句を読む 

ように指示を与えました。さらに，聖典を持参せずに，家族から借りるよう 

に言っておきました。その結果，驚くべき事実が明らかになったのです。 

多くの家庭では，聖典がすぐに見つからず，ほこりをかぶっていました。 
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若い新婚家庭では，夫が帰還宣教師でなければ，聖典がないのが普通で 

した。 

ある兄弟はこう言いました。『引越のとき，まとめてトラックに積み込んだ 

ものですから，まだ屋根裏に置いたままで，今晩取り出すのは無理ですね。』 

そこで引越してきてからどれくらいたつのか尋ねると，姉妹がためらいなが 

らも『7年になります』と打ち明けてくれました。 

また別の家庭では，姉妹がこう言いました。『夫がなぜ「高価な真珠」を買 

おうとしないのか分かりません。ほかの聖典は全部あるのですが。』その『高 

価な真珠』力
5

『教義と聖約』と合本になっていることを知ったとき，彼女は 

きまり悪そうにしていました。 

さらに，別の姉妹は言いました。『「聖書」はどこにあるか分かっています 

わ。夫が本を読む部屋にいつも置いてありますから。』ホームティ一チャ一は， 

彼女がトイレから『聖書Jを持ってくるのを見ました。 

わたしたちは，聖典を読む場所がどこであっても差し支えないと思いまし 

た。大切なことは，聖典をどこかにしまい込むのではなく，取り出して居間 

の中のよく目のつく所に置き，時折ラジオやテレビを消して聖典を読めるよ 

うにしておくことでした。」(Gospel Insights『福音の洞察』87-88) 

家族が聖文を読む習慣を身に付けるにはどうしたらよいですか。（『末日聖徒の女性AJ第 

32課「家庭で福音を学ぶ」参照） 

天父の計画の中で，進歩成長するために聖文を定期的に研究する必要があるのはなぜ 

ですか。 

2ニーファイ9 ： 28-29を読む。 

最も価値があるのは何について学ぶことでしょうか。（神とその御心について学ぶこと） 

わたしたちは知識を正しく用いるときに成長します。七十人第一定員会の 

スターリング• W •シル長老は，次のように語っています。「アダムとエバが 

善悪を知る木の実を取って食べたとき，神は言われた。『人は今やわたしたち 

と同じように，善悪を知る者となった。正しい知識があれば，その影響は 

人々に及び，男と女が神々のようになるのに役立つであろう。』」(“Let's Talk 

About Education" Church News「教育について語る」『チャーチ•ニューズ』 

1971年1月16日付，14) 

多くの学ぶ機会 

女性にとって学習の中心となる大切な場所は，家庭，学校，教会です。わ 

たしたちはそこで生涯学び続けることができます。 
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第33課 

家庭 

わたしたちは家族や家庭の中に学習の基盤を築く必要があります。アリー 

ン • R •ペティット姉妹は，自分の母親がどのようにして家族を励まし，学べ 

るように導いたか話しています。 

「わたしの記憶に鮮明に残っているのは，家事をしながら気に入った詩を 

暗唱し，心に残った聖句や特別な考えを話してくれる母の姿です。母は本を 

とても熱心に読むだけでなく，暗記までしました。母は読むときに，いつも 

そばに紙と鉛筆を用意し，心に感じる箇所があると，それを書き留めました。 

それもファイルするためでなく，暗記するためでした。わたしたちは子供で 

したので，母ほど熱心に暗記したいとは思いませんでしたが，そうするよう 

に求められました。皿洗いをするときは，流しの上に画びょうで留めてある 

特別な言葉を暗記しました。また，アイロンをかけるときも，暗記しながら 

行うように言われました。話し方の訓練として，適切な身振りや表情を身に 

付けるために，洗面所の鏡の前に立って暗誦もしました。」 ( U A Beautiful 

Journey" Relief Society Magazine「美しい旅」『扶助協会誌』1970年5月号， 

324) 

家庭で学べるように家族を助けるには，どうすればよいでしょうか。 

時間を賢明に使えば，家庭の中で学ぶ機会を持つことができます。静かな 

一時を勉強やレッスンの時間に当て，ラジオやテレビの番組を注意深く選び， 

良書を読み，楽しく話し合うことができます。新しいことを学ぶために，家 

庭の夕べの時間を使うのもよいでしょう。 

家庭の主婦は，家事の様々な方法について学び，読み，話し合い，観察し， 

実際に試すことによって，自分の技術を伸ばすことができます。 

次に挙げるのは，家庭でともに学ぶ家族の良い例です。 

「カリフォルニア州ロス •アルトスステ一クのウォルター.ゴング家族に 

とって，教育は知識だけでなく霊性も高める手段になっています。ゴング家 

の3人の子供たちはそれぞれ，教会と学校で指導者として活躍しています。 

ゴング兄弟は力リフォルニア州ロス •アルトスステークの祝福師であり， 

サン•ホセ州立大学で自然科学の教授を務めています。 

ゴング兄弟は次のように語っています。 

『教会員としての生活を始めたとき（ゴング兄弟姉妹は何年も前に改宗し 

ている），「神の栄光は英知である」という教義を知ったので，教育がそれま 

で以上に重要なものになりました。』 

ゴング家では夕食のひとときを使って，毎日子供たちを教えてきました。 



『わたしたちの家族では食卓を囲んで，各々がー日のすべての出来事を振り返 

ることにしています。子供たちはこの時間に，家族に関して，また個人の 

様々な活動に関して，自分自身に焦点を当てて考えることができます。』 

祝福師であるゴング兄弟は，親元を離れるまでに自分の証に頼って生活で 

きるように子供たちを助けるのが親の責任であると強調しています。『自分自 

身の証を持つためには，祈りだけでなく勉強することも大切です。ですから， 

子供たちが家庭において，祈る方法だけでなく勉強の大切さも学んでおけば， 

生活の中で主から導きを受ける土台が築かれるでしょう。』」〈“Education Has 

Spiritual Meanings to Family n Church News「家族に対する教育の霊的重要 

性」『チャーチ•ニューズ』1978年7月29日付，15) 

ゴング家のような家庭で育つ子供は，両親の教えからどのような祝福を受けるでしょうか。 

自分の家庭や家族について考えながら，次の質問に答えてください。 

家族は互いに教え合っているだろうか。 

家族で一緒に読書や詩，音楽，デッサン，絵画などを楽しんでいるだろうか。 

時間を持て余しているだろうか，それとも時間を有効に使って友情の輪を広げ，新たな関 

心事を見いだし，何かを作り出し，建設的な活動をしているだろうか。 

学校 

わたしたちは正規の学校教育を通して，いろいろな事柄を学ぶことができ 

ます。 

「アメリカの実業家のヒルトン氏は，約5ドルの値の丸鋼（鋼材の一種）に 

ついて話しています。その鋼材を加工して馬の蹄鉄を作ると，10ドル50セン 

トの価値になります。もしその鋼材で針を作れば，3，285ドルになります。ま 

たもしそれが時計のぜんまいに変わると，25万ドル以上の値打ちになるので 

未加工の鋼材の価値は明らかに，山から掘り出すのにかかる経費にすぎま 

せん。そして付加価値は，何に加工されるかによって決まります。人も鋼材 

と同じです。皆さんやわたしは，素材のままでいることもできるし，高い水 

準へと磨きをかけられることも可能です。わたしたちの価値は，自分をどう 

作り上げるかによって決まるのです。」（スペンサー• W •キンボール「おの 

れを欺く」『聖徒の道』1973年1月号，12参照） 

視覚資料33-a「技術を習得する女性」を見せる。 

「素材」とはどういうことですか。すべての人にはどのような可能性がありますか。 

それを磨くためには，どうすればよいでしょうか。 

個人の価値を高めるうえで学校教育はどのように役立ちますか。 
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正規の学校教育を通して，わたしたちは自分白身や家族の必要を満たせる 

ように備えることができます。姉妹たちは，夫や父親が働けなくなった場合 

に家族を養う助けができるように，技術を身に付けておく必要があります。 

「末日聖徒の若人の皆さんは，大管長会からの次の勧告を真剣に受け止め 

るべきです。 

『教会はこれまで会員の皆さんに，特に若人の皆さんに，大学教育を受け 

るか，何らかの職業について十分な訓練を受けるように勧めてきました。… 

…わたしたちは，……すべての若人の皆さんが高等学校だけに止まらず，〔可 

能な地域では〕さらに高い教育を修めるように強く勧めます。』」（ゥィリア 

ム • R •シドウェイ’ Four Years of College Necessary? New Era「大 

学の4年間は必要だろうか」『ニューェラ』1971年12月号，41) 

スティーブン . L .リチャーズ長老は次のように述べています。「わたした 

ちは，若人の皆さんが教育を修めるように願っています。世界の歴史や自然 

の法則を理解してほしいと思います。また，主の御心にそって進歩し， 上 

のものを享受できるように願っています。若人の皆さんが教育を背景として 

物事を知的に評価し，賢明な選択ができるように，またそれによって充実し 

た幸福な生活を営めるように願っています。」(Where Is Wisdom?『知恵を求 

めて』160 — 61) 

このような勉学の機会は，すべての人にとって価値あるものです。 

教義と聖約88: 78-79を読む。 

ブリガム•ヤング大管長も次のように勧告しています。「人類に知られてい 

るあらゆる教育の分野において洗練された人となることは，わたしたちの義 

務なのです。」（ハービー• L •テーラーによる引用，“Learn ing Is an Endless 

Process" Improvement Era「永遠に学び続ける」『インプルーブメント•ェ 

ラ』1964年4月号，298) 

地元ではどのような教育を受けることができますか。 

これらの機会を利用することが大切なのはなぜですか。 

教会 

大学で学んでいるときも，福音の勉強や教会の活動をおろそかにしてはな 

りません。わたしたちは生涯を通じて福音を学ぶ必要があるのです。 

教育には，神と福音の真理に関する知識を得ることも含まれます。「 J • ル 

一ベン •クラーク •ジュニア副管長は，この原則について興味深い見解を述 

ベています。『物質にかかわる学問と同じように霊にかかわる学問があって， 

どちらか一方が欠けても完全とは言えません。しかし，わたし自身について 
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言えば，もしどちらか一方だけしか修得できないとしたら，霊にかかわる学 

問を取るでしょう。』」C‘Spiritual Education" Church News「霊的な教育」 

『チャーチ•ニューズ』1974年6月29日付，16，論説における引用） 

教会は学習と成長の機会を数多く提供しています。わたしたちは教会での 

召しを受け入れ，クラスに出席することによって，人間関係や指導力，ホー 

ムメ一 キングなどの技術を伸ばすことができます。 

ハワイのマウイ島に住むレベッカ •キール姉妹は，扶助協会について次の 

ように語っています。 

「『わたしは扶助協会で学んだ技術をいつも生活に生かすようにしています。 

……扶助協会を通して多くの知識を身に付けました。』…… 

キール姉妹は，教会に関することが何でもおもしろくてたまりません。彼 

女は仕事熱心で，非常に手際のよい人です。例えば， _宅の大部屋一室を 

『作業室』にして，手がけている仕事をすべて床に並べておきます。そうすれ 

ば，いつでも仕事にとりかかれるし，すぐに止めてほかの仕事ができるので 

す。キール姉妹は毎朝5時に起きますが，夜，床に入ってからよい考えが思い 

つくと，起き上がってそれを書き留めておきます。…… 

『与えれば与えるほど，主から豊かに祝福されることを知っていますので， 

いつもせわしく働いています。人には愛が必要です。だから，わたしは姉妹 

たちに，愛に満たされるために「与える」ように勧めています。また，キル 

ティングの用意がいつでもできている我が家に，姉妹たちを連れてきます。 

姉妹たちは奉仕のために忙しく働くことが必要だからです。こうすれば，姉 

妹たちが与える機会を持てるでしょう。』 

キール姉妹はさらにこう語っています。『レッスンがとてもすばらしいので， 

指導者会も扶助協会も，出席者が増えています。』」 ( “Re l i e f Society Skills 

Aid Hawaiian Leader" Church News「扶助協会の技術を役立てるハワイの 

指導者」『チャーチ•ニューズ』1974年2月2日付，10) 

学ぶには努力が必要である 

学ぶにはたゆまぬ努力が必要です。わたしたちは学ぶことを怠ると，すぐ 

に気持ちがだらけてしまいます。 

学ぶとはどういうことですか。（精神をある課題に集中させて，知識を得ること） 

わたしたちは努力して学ぶことによって，知識を得るだけでなく，精神を 
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機敏にしておく方法を知ることができます。 

アリーン . R •ペティット姉妹は，耳と目が不自由になっても学んで成長す 

ることをあきらめなかった母親の姿を回想して，次のように語っています。 

「母は来年の7月で90歳になります。この前わたしが母を訪ねたとき，母は 

病み上がりでしたが，『開拓者の娘たち』というサークルが場所を変更して母 

の家で集会を開くということで，元気そうにしていました。母がレッスンに 

参加できるように配慮してくれたのです。 

『お母さんはレッスンを聞くことができるの。』わたしは母に尋ねました。 

『いいえ，耳が遠くて，ほとんど聞こえない。でもね，そんなことは問題 

じゃないのよ。わたしはね，これまでずっと集会で詩の朗読を頼まれてきた 

の。それを楽しみにしているのよ。』 

『でもお母さん，目が見えないのにどうやって詩を読むの。』 

こんな質問をするなんて，もっと言葉を選ぶべきでした。 

『もちろん，詩を読むことはできないよ。でもサークルの女性が助けてく 

れるので，暗記することにしているのよ。』 

『お母さんは毎月集会のために詩を暗記しているの。』 

『そうだよ。何もしないで集会に出るわけにはいかないからね。』」（“A 

Beautiful Journey" Relief Society Magazine「美しい旅」『扶助協会誌』1970 

年5月号，328) 

この年配の姉妹は肉体的な障害にもかかわらず，自分を高めるために，どのような努力を 

しましたか。肉体的に障害のある老人は，どのような方法で学び成長できるでしょうか。 

読書は非常によい学習手段です。ほとんどの人は十分な視力があり，本を 

読むことができます。しかし，学ぶために本を読むのと，ただ楽しむために 

読むのでは，違いがあることをわきまえた方がよいでしょう。読書からより 

多くのことを学ぶために，できることが幾つかあります。 

視覚資料33-b「本を読んで学ぶ若い女性」を見せる。 

次の項目を黒板に書き，そのための方法について話し合う。 

1.本を賢明に選ぶ。 

2.読書時間を決めて定期的に読む。 

3.はっきりとした目的を持って読書する。 

4.読書しながらメモを取る。 

5.本から学んだ概念について話し合う。 

人と意見を交換すると，読んだ内容を思い出すのに役立つばかりでなく， 
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本の主題となる事柄をさらにはっきりと理解することができます。 

決意と自制心があれば，自分の読書習慣を改善することにより，毎日学ん 

で進歩できます。 

自活してぃる人や家族を扶養するために働きに出てぃる人は，さらに努力 

と強ぃ決心が要求されます。しかし，そのような人でも毎日あるぃは毎週， 

ある程度の時間を割ぃて本を読むようにすれば，技術を学び，改善してぃく 

ことができます。 

N •エルドン.タナー副管長は，使ぃ走りに雇ったある少年にっぃて語って 

ぃます。この少年は何をやるにも常に学びたぃとぃう姿勢を示してぃました。 

「新しく雇った少年は母子家庭に育った頭の良ぃ子で，何にでも関心を持 

ち，ぃっも何か自分にできることはなぃかと心を配ってぃました。彼は人に 

仕えて人を助けたぃと願ぃ，仕事に関して自分にできることを身に付けよう 

としてぃました。それは会社の社長になるためではなく，できるかぎり 高 

のメッセンジャーボーイになろうと努力してぃたのです。さらに，夜学に通 

って学問に励み，だれからも好かれてぃました。 

この少年は入社して数か月で昇進し……さらに責任のある仕事を与えられ 

ました。そして仕事に対する態度が評価され，年末までに再度昇進し，その 

後の昇進も確実でした。彼は与えられた以上の仕事を行う備えができてぃま 

した。彼は会社に興味を抱き，奉仕することを願ぃ，あらゆる面で信頼が置 

けたのです
0
」いE t e r n a l Progress through My Vocation" Explorer 

Conference「職業を通して永遠に進歩する」1963年8月26日，ブリガム•ヤン 

グ大学におけるエクスプローラ一大会での説教） 

この少年はどのような方法で学び続けましたか。 

どのような仕事であれ，生活の糧を得るために働ぃてぃる人は’絶えず学 

んで改善に努める必要があります。新しぃ農業の方法が開発されると，賢明 

な農夫は熱心にそれを学び取って自分の農場に取り入れようとすることでし 

ょう。同様に賢明な主婦であれば，保存食や食糧貯蔵にっぃて新しぃ方法が 

紹介されると，それを学んで自分の家族のために役立てようとするに違ぃあ 

りません。 

主婦として，常に学んで成長するためにできることは何ですか。母親，学生，あるぃは独 

身の働く女性として，できることは何ですか。 

学ぶことによって生活に潤いをもたらす 

「数年前，フィジー伝道部のある小さな支部では，教会員でなぃ10人を含 

めて，12人の女性が扶助協会に集っていました。扶助協会の会長がレツスン 
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を行い，周囲の環境や生活を改善するよう姉妹たちにチャレンジしました。 

そして，住みやすい家にするにはどうすればよいか教えました。プライバシ 

一を守るために仕切りを設けることや，ヤシの葉でふいた屋根につたをはわ 

せて美化を図ることもその一つでした。また，テーブルナプキンの作り方や 

効果的な掃除の仕方も指導しました。村長は初めのうち，彼女が村にいるこ 

とを快く思っていませんでした。しかし，彼女に連れられて村がどれだけ美 

しくなったかを見て回ると，村長は納得して，彼女が村に住むことを許可し 

たのでした。」（ジャネット •ブリガム，ハーバート • F •マレー， “ T h e 

Saints in Fiji” Ensign「フイジーの聖徒たち」『エンサイン』1973年11月号， 

姉妹たちが知識を身に付けることによって，村はどのように変わりましたか。 

学ぶことを通して，村の女性たちの生活はどのように変わりましたか。 

学ぶことによって，ほかにどのような潤いが生活にもたらされるでしようか。 

住んでいる場所や年齢にかかわりなく，わたしたちは，実用的で魅力ある 

生活を送るために新しい知識を身に付ける必要があります。今からではもう 

遅すぎると思い込む必要はありません。例えば，老人が足の骨を折って数か 

月間外出できなくなったとしても，この期間に本を読み，その根底に流れる 

思想についてよく考えることによって，視野を広めることができます。そし 

て次に挙げる女性と同じようなことを言うかもしれません。 

「この経験から分かりましたが，学んだ知識を活用するときに視野が開け 

て，新たな幸福と自らの有用性を見いだすことができるのです。わたしは， 

人生の 7 6年目に学んだこの知識を，もっと早く得ていたらと思います。」 

(Relief Society Magazine『扶助協会誌』1967年7月号，550) 

わたしたちが得る知識は，自分自身だけでなく，家族にとっても役立ち 

ます。 

わたしたちが学ぶことによって家族はどのような祝福を得られますか。 

一人の姉妹に，自分が学ぶことによって家族にどのような祝福がもたらされたかを話して 

もらつ o 

まとめ 

天父はわたしたちが自己の生活を確立し人に善を尽くすために，能力を生 

かして学び，さらに知識を増し加えるように望んでおられます。預言者ジョ 

セフ •スミスは教会の女性のために扶助協会を組織するに当たり，次のよう 

に語りました。 

「わたしは今，あなたがたのために，イエス •キリストの御名によって， 
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鍵を回す。この協会は，喜びを得るであろう。また，これから先，知識と英 

知が流れ込むであろう。今日は，貧しい人と乏しい人にとって，よりよい日 

の始まりの日である。これらの人々は喜びを得，あなたがたに感謝するであ 

ろう。」（ジョセフ•スミス.ジュニア，History of the Church『教会歴史』 

4 ： 607) 

チヤレンジ 

自分が継続して学べる事柄について具体的に考える。価値ある新しいこと 

を毎日学べるように時間を計画する。 

家庭で学ぶ機会を増やすように計画する。家庭の夕べで学ぶことの大切さ 

について話し合う。子供たちが自分の教育について計画できるように助ける。 

参照聖句 
ダニエル1：17 (神は彼らに知識を与え，すべての学問においてさとい者とさ 

れた） 

マタイ11:29 (わたしに学びなさい） 

教義と聖約19: 23 (わたしに学びなさい） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.レッスンの始まる前に，本課で使用する読書習慣を改善するための提案を黒板に書いておく。 

3.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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個人と家族の祈り 

目的祈りを通して天父に近づく。 

天父と交わる 
賛美歌「部屋を出る前に」（r福音の原則』3ii)を歌う。 

ヒーバー. j .グラント大管長は，主と深く交わるブリガム •ヤング大管長 

の能力に幾度となく強く心を打たれました。 

「わたしは預言者プリガム•ヤングととても親しくしていました。わたし 

は幼少時代，そして青年時代，ライオン•ハウスにある彼の家庭の家族の祈 

りに度々加わり，ともにひざまずきました。わたしはまだ子供でしたが，そ 

こで一度ならず証を得ました。ブリガム•ヤングが神に導きを願うとき，彼 

に主の御霊がありました。わたしは頭を上げ目を開いて，ブリガム•ヤング 

が祈っている所を見ました。主がそこにおられるのかどうか知りたかったの 

です。わたしには彼が主と顔を合わせて語っているように思えました。」 

(Church History, Student Supplement『教会歴史，生徒用手引き』62) 

ある青年は，神殿長とステーク会長を歴任した祖父のエドワード• J•ウツ 

ド長老について次のように語っています。 

「祖父が祈る傍らにいると，わたしはいつも何ともすばらしい気持ちに満 

たされました。それは，祖父が主を 良の友として語っていることが分かる 

からです。」（マーザ• H •ボール，“Counsel with the Lord" Instructor「主 

の御心を伺え」『インストラクター』1969年12月号，446) 

だれでも天父と交わることができます。声を出しても出さなくても，わた 

したちは天父に祈るとき，実際に天父と話しているのです。祈りは礼拝の一 

つです。 

わたしたちは祈りの中で感謝の言葉を述べ，主に導きや指示を求めます。 

また，罪や弱点を告白し，心の思いや感情を主に打ち明け，喜びや悲しみを 

伝えます。わたしたちは祈りを通して，自分自身や人々のために助けを求め 

ることができるのです。 

視覚資料34-a「祈りの言葉」を見せる。 

割り当てておいた姉妹に祈りの方法を説明してもらう。（『福音の原則J第8章参照） 
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主は祈りについて次のように教えておられます。「さらにまた，あなたに命 

じる。あなたは心の中で祈るだけでなく，声に出しても祈りなさい。隠れて 

祈るだけでなく，世の人々の前でも祈り，ひそかに祈るだけでなく，公にも 

祈りなさい。」（教義と聖約19: 28) 

教義と聖約88 ： 62-64を読む。 

この聖句では祈りについてどのような指示が与えられていますか。（深く考える，主を呼び 

求める，熱心に求める，イエス•キリストの御名によって求める） 

これらの指示を黒板に列記する。 

教義と聖約88 ： 63-64にはどのような祝福が約束されていますか。（主から求められること 

を行うならば，主はわたしたちに近づいてくださる，主を見いだすことができる，扉が開か 

れる，主の御名によって祈るもので，わたしたちに必要なものは与えられる） 

わたしたちが天父に近づくことができるように，天父は指導者を通して祈 

りの方法について勧告を与えておられます。管理監督会のH•バーク•ピー夕 

-ソン副監督は，次のように提案しています。 

「皆さんが主に心を打ち明ける必要を感じたときや，主との交わりを改善 

しなければならないと感じたときのために……幾つか提案をしたいと思いま 

す。まず，一人になれる場所，考えることのできる場所，ひざまずける場所， 

声に出して祈れる場所に行くことです。寝室，浴室，物置きなどでよいでし 

ょう。次に，心の中で天父の姿を思い浮かべます。どなたに話しかけている 

のか考えて，自分の思いを集中します。取り留めのない話をせずに，父親や 

友人と思って主に語りかけてください。このときに，自分が心から話したい 

と思うことを話します。ほとんど意味のない言葉を並べるのではなく，真剣 

に心を込めて主に語りかけるのです。心を打ち明け，赦しを求め，願いを告 

げ，主を賛美し，感謝を述べ，主への愛を表し，その後で，主からの答えに 

耳を傾けます。聞くことは，祈りの中で不可欠な要素です。主の答えは静か 

に，非常に静かに与えられます。事実，主の答えが耳に聴こえる人はほとん 

どいません。よく注意して聴いていなければ，それと気づかないでしょう。 

主からの答えは，多くの場合，温かく快い気持ちやひらめきとなって与えら 

れ ま す 。 こ れ は ， 準 備 の で き た 忍 耐 強 い 人 に 与 え ら れ る の で す 。 」 

(“Adversity and Prayer" Ensign「逆境と祈り」『エンサイン』1974年1月号， 

義にかなった生活をしていれば，天父はわたしたちの祈りを聞いてくださ 

います。 

1ぺテロ3 ：12を読む。 
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祈りの言葉 

天父に呼びかける 
「天のお父様」 

感謝を述べる 

「……を感謝します」 

願いを述べる 
「……をお願いします」 

祈りを結ぶ 
「イエス•キリス卜の御名によって， 

アーメン」 

3 4 — a 



天父は，わたしたちが謙遜であれば，祈りに答えてくださいます。 

教義と聖約112:10を読む。 

祈りによって必要を満たす 

祈りによって天父と深い交わりを持ちたいと思うなら，ある程度の時間を 

天父とともに過ごす必要があります。 

「あるクラスの教師が生徒に，毎日 低15分は個人の祈りをするように言 

いました。多くの生徒たちは，途方もなく長い時間だと思いました。一人の 

若い女性が後で教師のところに行って言いました。『そんなに長い時間，何を 

祈ったらよいか分かりません。』 

そこで教師はこう尋ねました。『あなたは友達と毎日それぐらい話をしない 

かしら。』 

『もちろん，話します。』 

『じゃあ，ちょっと考えてみて。どうして友達と話せて，主と話せないの 

かしら。』」（カレン•リン，“Prayer ： The Heart of the Sabbath" Ensign 

「祈り-安息日の精神」『エンサイン』1978年1月号，31) 

この若い女性は，自分が受けている恵みや必要な事柄にっいて静かに考えることによって， 

祈るべきことをもっと思い起こせるでしょうか。 

祈りを通して必要を満たせるようになることが大切なのはなぜですか。（主はわたしたちを 

正しい方向に導いてくださる。主はわたしたちを見守ってくださる。祝福を感謝するならば， 

主はわたしたちをさらに祝福してくださる） 

アルマ37 ： 37を読む。 

わたしたちはいっも同じ言葉をただ繰り返して祈るべきではありません。 

むしろ自分の生活のすべてのこと，例えば仕事や家事，私的な悩みを主に話 

すようにします。 

アルマ34 ：17— 28を読む。 

何を祈ったらよいかを知るためにも祈る必要があります。主がアメリヵ大 

陸を訪れられたとき，ニーファイの民は霊感により「祈るべき事柄が……示 

され」ました（3 ニーファイ19 ： 2 4 )。わたしたちが聖霊の導きに従って祈る 

ならば，聖霊は多くの考えや気持ちを抱かせてくださるでしょう。 

天父はわたしたち以上に，わたしたちがほんとうに必要としているものを 

御存じです。主は何が人のためになり，その人が何を克服しなければならな 

いか知っておられます。わたしたちが求めるならば，主はわたしたちに必要 
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を満たす方法を教えてくださるのです。 

悲嘆に暮れたある年老いた姉妹が神権の祝福を求めたところ，祝福の言葉 

の中で，監督から次のような勧告を受けました。 

「『毎日時間を取って天父の前にひざまずき，感謝を述べなさい。主に何か 

を求めるのではなく，主から与えられているものの故に主を賛美しなさい。』 

この姉妹の苦悩は，生活環境の重大な問題に起因していました。彼女は助 

けを求める必要を強く感じていましたが，勧告に従って毎日純粋な賛美の祈 

りをささげることにしました。 

ひざまずいて初めてそのような祈りをしたとき，感謝することが次々に浮 

かんできて驚きました。無理をして感謝すべき事柄を思い出す必要はなかっ 

たのです。 

環境が変わってから，友人や仲間との交流はなくなりました。それでも， 

以前の家に住んでいたころの友達から手紙がきました。夫以外のだれからも 

相手にされなくなりましたが，夫はそばにいてくれました。どんなに願って 

も，もはや草原のかなたに沈む夕日を見ることはできませんでしたが，まだ 

視力があって，楽しいことや必要なことをたくさん行えました。…… 

記憶も衰えてはいません。主の宮に参入し，そこで人々と交わった喜びは， 

鮮明に心に刻み込まれています。朝露の降りたさわやかな朝に犬を連れて散 

歩したことや，いつも熱心にレッスンを聞いてくれた日曙学校の生徒たち， 

系図のグループ，若いころの仲間たち，扶助協会の姉妹たちの顔が思い出さ 

れました。…… 

どこに住んでいようと，教会でどのような責任を受けようと，自分が神の 

娘であるという事実に変わりはありませんでした。…… 

日がたつにつれて，思い悩んでいたこの姉妹は，賛美の祈りをささげるこ 

とを心待ちにするようになりました。その祈りは，願い求めることよりも， 

主への賛美の方が多くなりました。彼女は _分が願う以上に多くのものを受 

けていることを知りました。主を賛美することにより，幾重にも祝福を受け 

たのです。」（ウイルマ• ローガン，“Prayers of Praise" Instructor「賛美の 

祈り」『インストラクター』1970年12月号，461) 

この姉妹の感謝の祈りは，どのように彼女の必要を満たしましたか。与えられている祝福 

について天父に感謝すると，どのような助けになるでしょうか。 

わたしたちは祈りをささげるとき，天父が知恵に満ちた御方であることを 

心に留め，すべてのことにおいて主の御心を受け入れる必要があります。と 

きには主の知恵により，思わぬ方法で祈りがこたえられることがあります。 
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N •エルドン •タナー副管長の経験はそのことを物語っています。 

「わたしは，娘の子供が白血病をわずらったとき，娘夫婦が示した態度に 

心を打たれました。医者は，その子があと1年か2年しか生きられないと言い 

ました。このことが二人にとってどれほど大きな衝撃であったか，また二人 

が神殿に参入し，断食と祈りをもって，子供がよくなるようにどれほど嘆願 

したか，今でも覚えています。わたしが も感銘を受けたのは，二人の祈り 

が次の言葉で閉じられることでした。『わたしたちの思いではなく，御心のま 

まになりますように。そして，その御心を受け入れられるように，わたした 

ちを強めてください。』 

子供は医者が予測したよりも長く生きましたが，とうとう天の家に召され 

ました。そのとき娘夫婦は祈りの中で，その子をこれまで育てる特権に恵ま 

れたことと，ほんとうに愛らしい子供であったことを感謝し，自分たちが次 

の世でその子に再会してともに住むのにふさわしくなれるように願い求めま 

した。わたしはその祈りを聞いて，感動を抑えることができませんでした。」 

(「祈りの重要性と効用」『聖徒の道』1972年8月号，338参照） 

両親の祈りはどのようにかなえられましたか。（主の御心を受け入れるのに必要な力が与え 

られた。） 

主の御心が成るように祈るのはなぜ大切なのですか。（主はかぎりない知恵によって，わた 

したちにとって何が最もよいかを知っておられる） 

わたしたちは自分や家族のためだけでなく，ほかの人々の必要も満たされ 

るように祈るべきです。教会員は心を一っにして，特別に助けが必要な人々 

のために祈ることができます。 

わたしたちは，教会の集会で祈る責任を受けることがよくあります。ある 

会員はこの機会にっいて次のように述べています。 

「集会で祈りをささげる前に壇上に座ることができれば，そのことにいっ 

も感謝しました。わたしは出席している人々の顔をながめ，彼らが何を必要 

としているのか，またどのような祝福をいちばん望んでいるのか，感じ取ろ 

うと努めます。そして，人々の思いと一致して祈れるように，主の助けを願 

うのです。」（カレン•リン，“Prayer ： The Heart of the Sabbath, ” Ensign 

「祈り-安息日の精神」『エンサイン』1978年1月号，32) 

このように祈ることによって，どのように人々の必要を満たすことができますか。 

祈りによって家族を強める 
視覚資料34-b「ひざまずいて祈る家族」を見せる。 
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3ニ一フアイ18: 21を読む。 

ある姉妹は家族の祈りについて，次のような感想を述べています。 

「わたしは『定時にする家族の祈り』を……形式的で意味のないものと考 

えていた時期がありました。しかし，多くの子供を持つ母親となった今，考 

えが変わりました。家族にとって も大切な霊的な武器は，祈りを日課にす 

ること，すなわち朝晩の祈りの時間を定めることであると信じています。… 

…その日にどのような悩みや不安があっても，霊的な一時を過ごせるのです。 

わたしたちは家族の祈りが形式的にならないように注意しています。一人一 

人がいつ，どこで祈りが行われるか知っています。そして御霊とともに祈る 

とき，家族の祈りは堅固な防波堤になるのです。わたしは，家族が祈るため 

に集まるのを見る度に心の高鳴りを覚えます。」（カレン•リン，“Prayer : 

The Heart of the Sabbath" Ensign「祈り-安息日の精神」『エンサイン』 

1978年1月号,32) 

この姉妹にとって，家族の祈りが大切なのはなぜですか。 

家族が毎日，朝晩集まって祈りをささげることは重要です。小さな子供た 

ちも含めて，家族全員が交替で祈るようにします。そうすれば，一人一人が 

家族の受けている祝福に感謝する特権にあずかれます。また，家族のだれか 

が責任を受けたときや，問題を抱えているときには，その人のために特別な 

祝福を祈り求めます。このように祈るならば，家族の心は一つとなり，互い 

によい思いを持てるようになります。子供たちが自分の兄弟のために祈ると， 

互いをさらに身近に感じて良い影響を与え合うようになります。全員でひざ 

まずいて祈るとき，わたしたちはそれぞれの違いを忘れて，互いのいちばん 

良い所を考えるものです。わたしたちは家族の幸福のために，また自分自身 

の弱さを克服する力を得るために祈りたいものです。 

キャサリン•マーシャルは，著書『ピーターという人』（7 1 Man Called 

Peter)の中で，結婚生活を強める祈りの力について次のように書いています。 

「ごく普通の夫婦がそうであるように，ピーターとわたしは，時々意見が 

かみ合わないことがありましたが，二人で祈れる間は，そうした意見の違い 

が深刻にはならないことに気づきました。わたしたちはこの教訓が身にしみ 

ていたので，ピーターは離婚寸前の夫婦にいつも決まってこのような助言を 

与えていました。『二人で一緒にひざまずいて祈るなら，わだかまりなんかす 

ぐに消えてしまうよ。二人共，今は一緒に祈れなくて怒っているだけさ。』」 

( 1 1 9 - 2 0 , ジョン • H •バンデンバーグ， " G r e a t Persons Who Have 

Believed in Prayer, ” Prayer「祈りを信じる偉大な人々」『祈り』120も参照） 

家族の祈りを通してどのような助けを受けることができますか。 
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家族が一緒にひざまずいて天父に話しかけるときに，家族の愛と一致が深 

められます。家庭や教会，職場，学校にあって家族一人一人が各_の責任を 

果たす力を得られるよう，互いのために祈る必要があります。家族は毎日の 

家族の祈りを通して，様々な誘惑から守られるのです。 

N•エルドン•タナー副管長は家族の祈りの効果について，自分の経験を語 

っています。 

「わたしが子供のころ，家族は毎朝，毎晩ひざまずいて家族の祈りをささ 

げていました。今思えば，父が主に呼びかけ，実際に主と語り，感謝を表し， 

穀物や家畜，そのほかすべてのことについて主の祝福を求めた，その祈りを 

聞くことが，子供にとってどのような意味があったか理解することができま 

す。わたしたちは，夜には主に報告することを思うとき，常に誘惑に打ち勝 

つ力を得ることができたのです。」(“The Power of Prayer" Prayer「祈りの 

力」『祈り』129) 

一日の行動を夜主に報告することを考えると，わたしたちの行動にどのような影響がある 

でしようか。 

わたしたちや子供が誘惑に打ち勝つために，祈りはどのように役立ちますか。（誘惑に打ち 

勝つには，天父から力を受ける必要がある。主はわたしたちに，サタンに誘惑されて道を踏 

みはずすこと-のないように祈るべきであると言われた） 

3ニ一フアイ18:15を読む。 

子供たちは祈りを通して，生涯の支えとなる原則を学ぶことができます。 

わたしたちは祈りの中に，目標や理想を織り込むことができます。例えば， 

両親は次のように祈ることによって，伝道に備えるように子供たちを励ます 

ことができます。「ジョンがこれからも証を得て，宣教師となる備えができる 

ように祝福してください。また，わたしたち家族がそのためにジョンをよく 

助けることができるように導いてください。」清い生活を送り，神殿結婚をす 

るのにふさわしくなるように子供たちを力づけることもできます。また，両 

親は家族の祈りを通して，天父が子供たちを愛しておられることを教えるこ 

とができます。 

両親は祈りを通してほかにどのようなことを子供たちに教えることができますか。 

子供たち一人一人のために祈ることにより，両親が子供たちへの愛を表せるのはなぜでし 

ょうか。 

まとめ 

「祈りは人を謙虚にしてくれます。祈りは理解を広げ，精神を活気づけ， 

わたしたちを天父に近づけてくれます。……わたしたちは天父の助けと…… 

聖なる御霊の導きを必要としています。……天父からの霊感によって精神が 
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高められ，活力を得ることが必要なのです。これらの理由により，わたした 

ちは天父に祈りをささげます。わたしたちが真理を知って光の中を歩み，与 

えられている多くの戒めを守り，信仰と従順を通して再びみもとにもどれる 

ように，天父の助けを求めるのです。」（ジョセフ •フイ一ルデイング •スミ 

ス，Take Heed to Yourselves!『自らを戒めなさい』344) 

神はわたしたちのことを心に留めておられ，わたしたちが神を信頼して義 

にかなった生活をするとき，祈りにこたえてくださいます。そのことを知る 

と，心に慰めが得られます。「しかしわたしが神に呼ばわれば，主はわたしを 

救われます。夕べに，あしたに，真昼にわたしが嘆きうめけば，主はわたし 

の声を聞かれます。」（詩篇55 ：16-17) 

チヤレンジ 

現在自分が受けているチャレンジについて考える。祈りの中で，考えられ 

るすべての祝福について主に感謝する。その後で，チャレンジを克服するた 

めに努力するとき主の助けがあるように願い求める。祈るときに，教義と聖 

約88 ： 62-64に記された段階を思い起こし，約束された祝福を心に留める。 

参照聖句 

ヤコブの手紙5 ：16 (義人の祈りは大いに効果がある） 

アルマ10: 23 (義人の祈り） 

3ニーフアイ12 ： 44 (あなたがたを不当に扱う者のために祈りなさい） 

教師の準備 
レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.一人の生徒に『福音の原則』第8章の「どのように祈るか」を読み，祈りの方法について 

報告するように割り当てる。 

2.「部屋を出る前に」（丨福音の原則J 311)を歌ってクラスを始める。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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感謝の心 第35課 

目的わたしたちにとって大切な感謝の心を培い，それをまわりの人々に示 

せるようになる。 

天父に感謝を述べる 

感謝とは，受けた好意をありがたいと感じる気持ちのことです。わたした 

ちは，なにげない親切に深く心を動かされることがよくあります。そのよう 

なときには，親切にしてくれた人に真心から感謝の気持ちを伝えます。感謝 

の思いは，何らかの形で示すか，言葉で述べるかしなければ相手には伝わり 

ません。それにはただ礼儀を尽くせばよいというものではなく，真心を込め 

て感謝を述べる必要があります。 

管 理 監 督 会 の H • バ ー ク • ピ ー タ ー ソ ン 副 監 督 は ， ス ペ ン サ ー • W • キ 

ンボール大管長が感謝の心を身に付けていることについて次のように語っ 

ています。 

「2週間前，ある集会に急いでいると，キンボール大管長がわたしを追い越 

して行きました。そのとき，大管長は立ち止まってわたしの手を取り，目を 

見詰めてこう言いました。『忙しいことが多くてすみません。あなたをどんな 

に愛しているか，またどんなに感謝しているか，久しくお伝えしていなかっ 

たと思います。』 

わたしは大管長の真心を感じ，その言葉を信じ，わたしの霊は新たに高め 

られたのです。」（「毎日の愛」『聖徒の道』1977年10月号，503参照） 

キンボール大管長は天父に愛を示す必要があることについて，次のように 

語っています。 

「よくあることですが，わたしたちは太陽や空気，健康，機会など，様々な 

祝福が与えられるのを当然のことのように考えます。また，恵みや名誉，特 

権などを毎日受けていても……感謝の言葉を口にしません。バスの中で座席 

を譲ってくれる人，車で送ってくれる人，食事代を出してくれる友人，子守 

りをしてくれる人，芝生を刈ってくれる少年など，わたしたちは多くの人に 

感謝をすると思いますが，すべてを与えてくださる御方に感謝しているでし 

ょうか。」(Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』202) 

視覚資料35-a「十人のらい病人」を見せる。 
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第35課 

ルカ17 ：11一19を読む。 

主は癒された人に何を期待されましたか。（主に感謝すること） 

主は数えきれないほど祝福を受けているわたしたちに，何をするように期待しておられま 

すか。 

ハワード • W •ハンター長老は，十人のらい病人のたとえ話を引用して， 

天父に感謝を述べる必要があることを強調しています。 

「癒された十人のうち，戻ってきて感謝を述べたのはたった一人でした。 

救い主はこのことで失望されたに違いありません。しかし，祝福を受けてい 

る大勢の人が，また人生でよきものに恵まれている多くの人が，それを与え 

てくださる御方に，すなわち神に，感謝の気持ちを表すために時間をとるこ 

とも，努力することもしていません。祝福を受けても，真心からの感謝の気 

持ちを感じて言葉に表さなければ，完全な幸福と喜びを味わうことはできな 

レ、ので、す。」（しoiiference Report, Denmark, Finland, Norway, and Sweden 

スrea 『大会報告』デンマーク，フィンランド，ノルウェー，スウ 

ェーデン地域大会，1974年，27) 

救い主でさえ，御自身が受けた祝福を天父に感謝しておられるのは意義深 

いことです（3 ニーファイ19 ： 20，28参照)。 

教義と聖約59: 7を読む。 

主はわたしたちに何をするように命じておられますか。（すべてのことに感謝する） 

聖文には至る所に，すべてのことについて神に感謝するように記されてい 

ます。わたしたちは，多くの祝福に対する感謝の気持ちを覚えてそれを表す 

ことにより，日々の生活の中に主の御手があることを認めるとき，主に対す 

る感謝の思いがさらに強くなります。 

どのような祝福について天父に感謝する必要がありますか。（生徒の答えを黒板に列記する。 

救い主，贖い，健康，家族，仕事，友人，福音などが含まれるであろう） 

わたしたちはイエス•キリストに対して，贖いの犠牲に感謝するという特 

別な負債があります。わたしたちは，ゲツセマネの園や十字架の上で主が受 

けられた苦しみを完全に理解することはできませんが，言葉と行いによって 

この偉大な賜物に感謝を示すことができます。 

モーサヤ2 ：19-22を読む。 

この聖句は，どのようにして天父に感謝を表すように教えていますか。（黒板に答えを列記 

する。感謝と賛美をささげる，主に仕える，戒めを守る） 
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教義と聖約136 ： 28には次のように記されています。「あなたは楽しければ， 

歌と，音楽と，踊りと，賛美と感謝の祈りをもって主をほめたたえなさい。」 

わたしたちは喜びにあふれた賛美と感謝の祈りをささげることも必要です。 

巧みな言葉は無用です。むしろ，日々受けている祝福について率直に，また 

具体的に感謝するのです。 

喜びにあふれた態度を取ることは，なぜ天父に感謝の気持ちを示すことになりますか。 

わたしたちは，試練や逆境や不幸にも感謝すべきです。苦しい状態の中で 

感謝するのは難しいこともあります。しかし，著しい霊的成長がもたらされ 

るのは，しばしばそのような状況のときです。七十人第一定員会のマリオ 

ン • D •ハンクス長老は次の話の中で，その点を分かりやすく説明しています。 

「あるステーク大会に出席したとき，一人の帰還宣教師が証を述べました。 

時間が短かったので，彼は一つのことに絞って話しました。偉大で謙遜な母 

親について神に感謝し，その理由を述べたのです。このような話でした。彼 

は高校生のときに，大好きだった幼い妹が病気にかかって亡くなるという非 

常につらい試練を受けました。この妹は末っ子で家族のだれからも愛されて 

いました。父親はすでに他界していました。幼い妹が病気になったとき，み 

んなで祈り，神権の祝福を授け，断食し，懸命に看病をしたにもかかわらず， 

病状は悪化して，夜に息を引き取ったのです。彼は自分の部屋に入って鍵を 

かけました。そして，もはや神に自分の思いを素直に打ち明けることができ 

なくなった彼は，壁に向かって胸が張り裂けるほどむせび泣きました。こん 

なむごいことが起こるのを許した神に対する怒りと反抗心に燃えながら，大 

声をあげて泣いたのです。もう決して祈るものか，二度と教会にも行かない， 

こんなことをさせた神など信じるものか。まだ未熟な少年は深い悲しみの中 

で，非常に重大な決心をしていました。その晩は眠れないまま，やがて来る 

時を不安な思いで待ちました。それは，多くの末日聖徒の家庭で行うように， 

朝晩，子供たちが母親のまわりにひざまずいて，祝福への感謝を神にささげ 

る時でした。家族の祈りが習慣になっていたのです。 

彼は自分が何を言うべきか分かっていましたが，恐れを感じながらその時 

を待っていました。母親が『子供たち，いらっしゃい』と呼んだとき，彼は 

『いやだ』と答えました。 

『ひざまずいてちょうだい。』 

『僕はひざまずかない。もう二度とひざまずいたりするもんか。』 

そのときの母親の言葉に，わたしは深く心を打たれました。だれもが同じ 

気持ちになると思います。母親はこう言いました。『あなたはいちばん年上で 
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しよう。この家でただ一人の男性よ。お母さんが男性を必要とするとしたら， 

今がそのときなの。だから，ひざまずいて。』 

彼は不承不承ひざまずきました。心から尊敬する母親が _分を必要として 

いることを知ったとき，母親の深い心の傷と悲しみについて初めて考えまし 

た。彼はひざまずきましたが，心の中で思いました。『お母さんは今朝，神に 

何を感謝しようというのだろう。』彼だけでなく，ほかの子供たちも疑問を抱 

いていました。そのことを知っていた母親は，ひざまずいて行う朝の祈りの 

中で，子供たちに福音を教えたのです。彼女は，家族みんなが知っている事 

柄について，家族が永遠に結ばれているという祝福について神に感謝しまし 

た。また，将来に閨する指示や目的，導き，確信が与えられていることにつ 

いて，天使のようにすばらしい子供に恵まれて多くの祝福を受けてきたこと 

について，これからもずっと家族であることについて感謝したのです。絶望 

して不平を漏らしたくなる状況の中で，この母親は子供たちに，そのような 

悲しみの中でも神に感謝することがあると教えました。 

その少年が厳しい伝道生活を立派に果たして，献身的な末日聖徒として壇 

上に立ったとき，勇気ある母親がいることを神に感謝したのです。この母親 

はあらゆる面で英雄としての資質をそなえ，すばらしい模範を示して深い感 

銘を与えました。 

英雄としての資質とは，正しいことを知る知恵と，どのような犠牲を強い 

られても，またどのような状態にあっても，それを実行する勇気を意味する 

と，わたしは単純に解釈しています。」 ( " H e r o i s m “ Brigham Young 

University Speeches of the Year「英雄としての資質」『プリガム•ヤング大 

学年度講話』1959年3月25日，3-4) 

母親がささげた感謝の祈りは，この少年にどのような影響を与えましたか。（天父と_分と 

の関係をさらによく理解できた。祈りを通して福音を教えられた） 

試練のときにも感謝を述べることが大切なのはなぜですか。（そのようなときにこそ，与え 

られている祝福に気づき，様々な出来事を永遠の観点から見る必要がある。そうすれば，人 

生のよい事柄に目を向けることができ，自分をみじめに感じたり，与えられた境遇を恨んだ 

りすることがなくなる） 

わたしたちは証を述べるときに，主から受けている数々の恵みに感謝しま 

す。そのような感謝の表現は，天父に喜ばれるだけでなく，教会の兄弟姉妹 

を強めることになります。 

『モルモン書』の中で，アミユレクがゾーラム人に与えた次の勧告は，今 

日のわたしたちにも当てはまるものです。「神を礼拝するように，さらに，神 

が授けてくださる多くの憐れみと祝福を日々感謝しながら生活するように， 
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わたしは願っている。」（アルマ34: 38) 

感謝を表す 
七十人第一定員会のヘンリーテーラー長老は，次のような話を紹介し 

ました。 

「コロンビア警察署で金曜日に，所有者不明の100台の自転車の競売が行わ 

れた。 初の競りが始まると，11歳の少年が『1ドル』と言った。しかし，も 

っと高い価格で競り落とされた。それから自転車が出てくる度に，少年は期 

待を込めて『1ドル』と叫んだ。 

43年間，盗難車や放置された白転車を扱ってきた競売人は，競走用の自転 

車のときに限って少年の声が高まるのに気づいていた。 

いよいよ 後の競走用自転車で，価格は8ドルまで上がった。『その坊やに9 

ドルで落札!J競売人はそう言うと，自分のポケットから8ドルを取り出し，少 

年に1ドルを求めた。少年は，1セントや5セント，10セント，25セントの硬貨 

を探し出して渡し，自転車に乗って帰りかけた。しかし，すぐに止まると， 

丁寧に白転車を置いて駆け戻り，感謝を込めて競売人の首にしがみついて泣 

きだしたのだった。」 (Conference Report『大会報告』1959年4月,57 ； 

“Gratitude" Improvement Era 「感謝」『インプルーブメント•エラ』1959年 

6月号，447) 

感謝されたいと思わない人はいません。アメリ力の実業家チャールズ • 

M •シュワブは次のように言っています。「わたしが会った人は皆，どのよう 

な境遇にあろうと，批判されるよりも認められる方が良い仕事をするし，一 

層の努力をします J (Rechard Evans Quote Book『リチャ一ド•エバンズ弓I 

用集』171)感謝を表し，賞賛の言葉を述べると，わたしたちへの信頼感が高 

まり，相手の進歩成長を促します。 

リチャード• L •エバンズ •ジュニア長老は，感謝の必要性について次の2 

つの話をしています。 

「わたしは今朝まで，ひどい重荷を負わされたものだと感じていました。 

数日前，友人のたっての願いを引き受け，大変な努力の末にその無理な頼み 

を果たしたのです。ところがそれ以来，友人からは何の音さたもありません。 

お礼の言葉はおろか，感謝のかけらも，わたしの働きに満足したという話も 

ないまま，沈黙していました。 

今朝までまったくのなしのつぶてでした。ところが今朝，心のこもった感 

謝の手紙がその友人から届いたのです。それはすぐに読めてしまう簡単なも 
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のでしたが，わたしの心を温かく包み，それまでの思いを吹き飛ばしてくれ 

ました。わずかな時間で書いた手紙でしたが，わたしは十分に報われたと思 

いました。…… 

数か月前の経験もよく覚えています。それ程親しくしていない人からある 

ことを頼まれました。……彼は頼むときには，ひどく丁重で熱心なうえ，と 

ても愛想がよかったのですが，彼の望みを引き受けてあげると，それからは 

何の感謝も示しませんでした。」 ( R i c h a r d L. Evans- The Man and His 

Message『主とそのメッセージ』285) 

感謝の手紙はエバンズ長老の気持ちをどのように変えましたか。 

感謝を示すことが大切なのはなぜですか。 

わたしたちは，人からしてもらうどのようなことに感謝すベきでしょうか。 

家庭や教会，近所，地域社会で感謝を示すには，どうすればよいでしょうか。 

救い主は大切な原則を教えておられます。「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。」（マタイ7:12)人はだれでも感謝 

される必要がありますし，それを望んでいます。 

家庭で感謝することを教える 

「あるとき，挫折感を抱いた母親が隣人に，家族のだれも自分の働きに感 

謝してくれないと不平をもらしました。彼女が家を掃除したり，祭日のため 

の飾りつけをしたり，衣服をきれいにしてアイロンをかけたりしても，だれ 

も何も言ってくれないのです。またどんなにおいしい食事を準備しても，子 

供たちや夫をきちんと学校や会社へ送り出しても，一言も感謝の言葉を聞く 

ことがありません。……彼女は，家族がそれらを当たり前のこととしか思っ 

ていないことに腹立たしさを感じていました。 

彼女の不平を聞いていた隣人が言いました。『マリアンヌ，あなたの家はい 

つもきれいだし，よく整とんされているわ。子供たちだっていつもきれいな 

身なりで学校や集会へ出かけているじやない。それにあなたは料理も上手だ 

し，教会の召しだってあなた以上に忠実に果たしている人なんて考えつかな 

いわ。御主人も子供たちも，あなたの努力は賞賛に価するものだということ 

を認めていると思うの。ただあなたの家では，感謝の気持ちを言葉に表すこ 

とが習慣になっていないだけなのよ。きっと家族の中にもあなたと同じよう 

な気持になっている人がいると思うわ。』」（『扶助協会テキスト』1977 — 78，7) 

隣人はマリアンヌに何を気づかせましたか。（家族に感謝することを模範によって教えてい 

なかった） 

313 



家族に感謝することを教えるには，まず白分g身が家族に感謝する思いに 

目覚める必要があります。「家族間で感謝の言葉を述べ合うことは，感謝の言 

葉を受けると同様に大切なことです。もしわたしたちが人々に模範と指導に 

よって感謝の気持を示すことを教えなければ，彼らはこの大切なエチケット 

を知らないままでいることでしょう。もし，ある人が今手がけていることを 

続けてもらいたいと思うなら，そのことをどんなに感謝しているかをその人 

に知らせることがいちばんです。」（『扶助協会テキスト』1977-78，7) 

子供が小さいときから，プレゼントを受けたときにはお礼を言い，親切に 

してくれた人には感謝するように教えるべきです。 

七十人第一定員会のA •セオドア •夕トル長老は，ステーク大会のときに 

ある家庭を訪れた経験について次のように語っています。 

「今日この中に，先日わたしがステーク大会に出席したときに訪問した家 

族の息子さんがいます。彼は 近ブリガム •ヤング大学の寮に入って不在だ 

ったので，土曜日の夜に彼の部屋に泊めてもらうことになっていたのです。 

親切な母親が部屋に案内してくれました。彼女が洋服だんすの戸を開けると， 

ハンガーをかけるところに手紙が止めてありました。それにはこう記されて 

いました。 

『お母さんへ 

夏の間，色々と心を尽くしてくれてありがとう。お母さんは『世界一の母 

親』だと思います。僕はお母さんの息子でいられることを神様に感謝してい 

ます。 

お母さんを愛しています。お母さんが僕にしてくださったすべてのことに 

感謝しています。11月にまた会いましょう。ポール』 

わたしがこの手紙を読むのをじっと待っていたその母親は，こう言いまし 

た。『どうぞ御遠慮なく，洋服をおかけになってください。これはわたしの大 

切な宝物なんです。洋服だんすを開ける度に読み返しています。もうしばら 

く，ここにかけておこうと思っています。』」 ( “Wha t Kind of Thanks” 

Brigham Young University Speeches of the Year「感謝」『ブリガム•ヤング 

大学年度講話』1968年11月26日，5) 

この息子はどのようにして母親に感謝を示しましたか。 

母親はそれをどのように感じましたか。 

子供たちが家族に感謝を示すには，ほかにどのような方法がありますか。学校や教会の教 

師に対してはどうですか。 

わたしたちは子供に，天父が創造されたすベてのものについて感謝するよ 
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うに教えることができます。子供と一緒に散歩やハイキングに行って天父の 

創造物を指摘し，花や星や夕日など，あらゆる自然の美しさを教えることが 

できます。四季の移り変わりは，家族が受けている天父からの祝福を思い起 

こす機会になるでしょう。子供たちにこうした神からの贈り物を尊ぶ心を植 

えつけたいと思うなら，わたしたち自身が天父の創造物に感謝していること 

を示すために時間をとる必要があります。 

体の不自由な人や恵まれない人々を家族で援助し，子供にも奉仕の機会を 

与えれば，自分たちが受けている祝福を理解させることができるでしょう。 

このような奉仕を通して，わたしたちは人々の役に立てるという祝福に感謝 

していることを示すのです。 

家族で感謝と賛美の祈りをささげることが大切です。このことについて， 

N •エルドン •タナー副管長は次のように語っています。 

「ある日，家族の祈りの後で幼い娘が語った言葉にわたしは心を打たれま 

した。『お父さん，わたしたちはもう，もっと祝福をくださいって，お祈りす 

ることないと思うの。だって，神様からとってもたくさんの祝福をいただい 

ているもの。だから，受けている祝福にふさわしい人になるように祈った方 

がいいと思うの。』それ以来わたしたちの家族は，それまで以上熱心に天父に 

感謝を述べるようになった。」(Seek Ye First the Kingdom of God『まず神の 

国を求めよ』159-60) 

祈りの中で感謝を述べると，与えられている祝福について家族に教えることができるのは 

なぜでしょうか。 

まとめ 

感謝とは，個人や家族として，生活のあらゆる面に表すべき気持ちです。 

わたしたちは天父から多くの祝福を受けています。ですから，常にその祝福 

を感謝することが大切です。わたしたちが天父や人々に感謝を示すならば， 

子供たちの心に感謝の思いを育むことができます。そして家族の愛がいっそ 

う深まるのを感じるでしょう。天父はわたしたちに次のような約束を与えて 

おられます。「すべてのことを感謝して受け入れる者は，栄光を与えられるで 

あろう。また，この世のものも百倍，いやそれ以上，加えられるであろう。」 

(教義と聖約78:19) 

チヤレンジ 

自分の力になってくれる人（友人，教師，神権指導者，両親，家族，修理 

屋など）に感謝を示す方法について考える。 
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家庭の夕べの時間に感謝について話し合う。子供たちが感謝を示せるよう 

に助ける。家族の祈りの中で，これまで以上に感謝を述べるようにする。 

感謝したいと思う人を一人選び，今週中に行動を通して感謝を示す。 

参照聖句 

詩篇100篇（感謝の供え物のための歌） 

1テサロニケ5 ：16-18 (すべてに感謝する） 

1テモテ2 ：1(感謝をささげる） 

黙示7 ：12 (神を賛美する天使たち） 

モーサヤ2: 2 3 - 2 5 (神に恩を受けている） 

アルマ7 ： 23 (与えられるものについては何であろうと感謝する） 

アルマ37: 37 (感謝で心を満たす） 

教義と聖約46: 32 (与えられる祝福が何であろうと，神に感謝する） 

教義と聖約88 ： 33 (神の賜物を喜んで受けることが大切である） 

教師の準備 

レッスンの前に，以下の事柄を行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.本課の引用文と聖句の発表を生徒に割り当てる。 
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末日聖徒の家族 

1 .家族の活動 

2.子供を祝福する父親 

3.孫に会って喜ぶ祖父母 

4 .家族そろっての庭掃除 

5.父と娘のデート 

6 .人に間心を示す 

7 .自分と家族に祝福をもたらす敬虔さ 

8 .家族に一致をもたらす家族の祈り 

9 .赤ちゃんは家庭に祝福をもたらす 

10.家庭の夕べのリフレッシュメント 

11.家族そろっての礼拝 

12.母親からパンづくりを習う娘 

13.友達と仲よく 

1 4 .家族での聖文の勉強 

15.夫婦は永遠に 

1 6 .家族そろって楽しい食事 
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末日聖徒の家族 

1 .家族の活動 

2.子供を祝福する父親 

3 .孫に会って喜ぶ祖父母 

4 .家族そろっての庭掃除 

5 .父と娘のデート 

6 .人に関心を示す 

7. g分と家族に祝福をもたらす敬虔さ 

8.家族に一致をもたらす家族の祈り 

9 .赤ちゃんは家庭に祝福をもたらす 

10.家庭の夕べのリフレッシュメント 

11.家族そろっての礼拝 

12.母親からパンづくりを習う娘 

13 .友達と仲よく 

14 .家族での聖文の勉強 

15 .夫婦は永遠に 

16.家族そろって楽しい食事 
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