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ニューヨーク・ヤンキースでプレーした
ジョー・ディマジオが，わたしの野球の
ヒーローとなりました。わたしたちの家に
隣接していた学校のグラウンドで兄たちや
友人たちが野球をしていると，わたしも自
分なりに考えたジョー・ディマジオばりの
バットスイングをしてみたものでした。当
時はまだテレビのなかった時代（これは大
昔のことですが）でしたから，スイングの
まねをするにしても，新聞から切り抜いた
写真だけが頼りだったのです。

大きくなったころ，父がわたしをヤン
キー・スタジアムに連れて行ってくれたこ
とがあります。それが，わたしにとって
ジョー・ディマジオのプレーを実際に見た
唯一の機会でした。わたしの心の中で
は，まるでまだその場所にいるかのよう
に，ディマジオがバットを振り，やがてその
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わたしたちには皆ヒーローがいま
す。若いときは特にそうです。
わたしは，アメリカ合 衆 国の

ニュージャージー州プリンストンという町
で生まれ，大きくなりました。わたしたち
の住んでいた町の近くにある最も有名な
スポーツチームは，本拠地がニューヨー
ク・シティーにありました。遠い昔のこ
と，その当時ニューヨーク・シティーは，
プロ野球の 3 球団，つまり，ブルックリ
ン・ドジャースとニューヨーク・ジャイア
ンツ，そしてニューヨーク・ヤンキースの
本拠地だったのです。わたしたちの家か
らはフィラデルフィアの方が近く，そこは
アスレチックスとフィリーズという球団の
本拠地でした。こうしたチームの中には，
わたしにとってヒーローになりそうな可能
性を持った選手がたくさんいました。

神権を持つ者
皆さんは偉大な模範になることも，平均的な人物になることも，悪
い見本になることもできます。それは皆さんにとっては大して重要
ではないと思うかもしれませんが，主にとっては重要なのです。

はできません。
アロン神権とメルキゼデク神権に忠実

であって，自分の召しを尊んで大いなるも
のとする人は，「御

み

霊
たま

により聖
きよ

められてそ
の体が更新される」のです。それゆえ，わ
たしたちの御父が持っておられる全てが，
与えられるでしょう。10

イエス・キリストの贖いの清めの力と，
人を変える聖霊の力は，人を癒

いや

し，救助す
ることができることを証

あかし

します。救い主の
呼びかけに耳を傾け，喜び勇んで，十分に
固い決意をもって救い主に従うことはわた
したちの特権であり，神聖な義務であり，
喜びです。「〔わたしたち〕を縛っている
鎖を振り払い，暗闇を抜け出て，地から立
ち上がり」ましょう。11

目を覚まして，善を行うことに疲れ果て
ないようにしましょう。 わたしたちは

「一つの大いなる業の基を据えつつある」
からです。12  すなわち，救い主の再臨に備
えているのです。兄弟の皆さん，美しく力
ある回復された真理に対する証人として，
わたしたちが模範の光を輝かせるとき，わ
たしたちは回復の業が進む間ずっと眠り
続けることはありません。わたしはこのこ
とを証し，皆さんにわたしの祝福を残しま
す。主イエス・キリストの聖なる御

み

名
な

によ
り，アーメン。■
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白球がセンターのスタンドへと飛び込んで
いく様子を思い浮かべることができます。

さて，わたしの野球の腕前は，当時のわ
たしのヒーローたちのようになることは決
してありませんでした。しかし，何度か上
手に打てたときには，できるだけディマジ
オの力強いスイングのまねをしていました。

わたしたちは，ヒーローを選ぶと，意識
をしていようがいまいが，そのヒーローた
ちの一番優れた部分のまねをするようにな
ります。

幸いなことに，思慮深かったわたしの両
親は，わたしが子供のころ，偉大なヒー
ローたちを身近に置いてくれました。わた
しの野球のヒーローの活躍を見るために
父がわたしをヤンキー・スタジアムへ連れ
て行ってくれたのは，たった 1 回だけでし
たが，毎週日曜になると，父はわたしに
ヒーローとなる神権者を見せてくれたので
す。そのヒーローがわたしの生涯を形作っ
てくれました。父は，我が家が集会所と
なっていた小さな支部の支部会長でした。
ところで，日曜日の朝，我が家の 1 階に下
りると，そこは教会でした。わたしたちの
支部は出席者数が 30 人を超えたことはあ
りませんでした。

集会に出席するために，いつも我が家
まで自分の車に母親を乗せて来る一人の
青年がいました。しかし，その青年は決し
て家の中まで入りませんでした。会員では
なかったのです。外に出て，その青年が
車を止めた所まで行って，我が家の中まで
招き入れるのに成功したのは，父でした。
彼はバプテスマを受け，わたしにとって最
初で唯一のアロン神権指導者となりまし
た。彼はわたしにとって神権者のヒーロー
になったのです。一人の未亡人のために
薪
まき

を作ろうというプロジェクトをやり終え
たとき，彼は御褒美に木製の像をくれたこ

とを，わたしは今でも覚えています。以来，
わたしは神の僕

しもべ

にふさわしい賛辞を贈る
ときには，いつも彼のような人物でありた
いと努めてきました。

教会のその小さな支部にはもう一人の
ヒーローがいました。彼は合衆国の海兵
隊員で，集会にはいつも海兵隊の緑色の軍
服を着て参加していました。当時は戦争
中だったため，それだけでも彼はわたしの
ヒーローでした。彼はさらに教育を受ける
ために，海兵隊からプリンストン大学へ内
地留学をしていました。しかし，彼の軍服
姿を見るよりもずっと多く，わたしは彼がプ
リンストン大学のアメリカン・フットボール
のチームのキャプテンとしてパーマー・スタ
ジアムでプレーするのを見ました。わたし
は彼が大学のバスケットボールのチームで
プレーをしたのを見たこともありますし，野
球チームでは花形キャッチャーとしてプ
レーしていた様子も見ました。

そしてさらに，その週，彼は我が家へ来
てくれて，バスケットボールのシュートを左
手と右手のどちらでもする方法を見せてく
れました。彼は，君はいつか良いチームで
バスケットをすることになるのだから，この
テクニックは必要だよ，と言ってくれまし
た。当時のわたしがそれを実現すること
はありませんでしたが，何年にもわたって，
彼はわたしにとって，真の神権者の模範
だったのです。

皆さん一人一人も，そう望んでいるかど
うかにかかわりなく，神権を持つ者の模範
となります。皆さんは神権を受けたとき
に，その明かりに火がともされました。主
が皆さんを燭

しょく

台
だい

の上に置かれて，皆さんの
周囲にいるあらゆる人々のために道を明る
く照らすようにされたのです。とりわけ，神
権定員会に所属する者にはそれが言えま
す。皆さんは偉大な模範になることも，平

均的な人物になることも，悪い見本になる
こともできます。それは皆さんにとっては
大して重要ではないと思うかもしれません
が，主にとっては重要なのです。
「あなたがたは，世の光である。山の上

にある町は隠れることができない。
また，あかりをつけて，それを枡

ます

の下に
おく者はいない。むしろ燭台の上におい
て，家の中のすべてのものを照らさせるの
である。

そのように，あなたがたの光を人々の前
に輝かし，そして，人々があなたがたのよ
いおこないを見て，天にいますあなたがた
の父をあがめるようにしなさい。」1

わたしは，これまで奉仕の機会に恵ま
れた定員会において，偉大な神権者の模
範によって祝福を受けてきました。そのよ
うな人々がわたしのためにしてくれたこと
を，他の人々が見習う模範になることによ
り，皆さんも行うことができます。

わたしはこれまで，わたしのヒーローに
なってくれた神権者に共通する 3 つの特徴
を観察してきました。一つは，祈りの方式
です。 2 番目は奉仕の習慣，そして 3 番目
は正直でいようとする不動の決意です。

わたしたちは皆祈りますが，皆さんが目
標とする神権者はしばしば，かつ誠意を
もって祈ります。夜には，ひざまずいて，そ
の日受けた祝福を神に感謝します。両親の
ことを，教師のことを，従うべき偉大な模範
を示してくれた人のことを，神に感謝しま
す。祈りの中で，その日，誰がどのように自
分の人生に祝福をもたらしてくれたかにつ
いて，具体的に述べます。そのような祈り
は数分ではできませんし，ちょっと考える
だけではできません。そのような祈りは皆
さんを驚くほど変えることになります。

赦
ゆる

しを求めて祈るときには，自分が人を
赦していることに気づきます。神の優しさ
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に感謝するとき，あなたの優しさを必要と
している人々のことを，名前を挙げて，考え
ます。再度申し上げますが，そのような経
験は毎日驚きをもたらし，やがて皆さんを
変えてくれることでしょう。

皆さんに約束します。そのような熱烈な
祈りによってもたらされる変化の一つは，
自分が神の子であると真に実感するよう
になることです。自分が神の子であること
が分かると，自分が神から多くのことを期
待されていることも分かるようになります。
皆さんは神の子ですから，神から，神の教
えと愛する御子イエス・キリストの教えに
従うよう期待されています。神は皆さんが
人々に対して寛大で親切になることを期待
しておられます。もし皆さんが高慢にな
り，自己中心的になると，神は失望されま
す。神は皆さんが，自分のことよりも他の
人々に対して関心を注ぎたいという願望を
持てるように祝福してくださいます。

皆さんの中には，既に神権の無私の奉
仕の模範となっている人もいます。世界中
の神殿では，神権者が日の出前にやって来
ます。中には日没後もずっと奉仕をする人
もいます。この世では，そのように時間や
労力を犠牲にしても，認知されることも名
声を得ることもありません。わたし自身
も，自分で神殿の祝福にあずかることはで
きない霊界にいる人々のために若い人々が
奉仕をするのに同行したことがあります。

神殿で朝早く，そして夜遅くまで奉仕を
する人々の表情に，疲労感よりむしろ幸福
感の方がにじみ出ているのを見るとき，そ
のような神権の無私の奉仕には，この世の
生涯でも大いなる報いがあることを，わた
しは知っています。しかし，それは，霊界
にあって彼らの奉仕を受け入れる人 と々と
もにあずかる喜びと比べると，ほんの小さ
な喜びにすぎないのです。

わたしは，同じような幸福感に満ちた表
情を，神の王国に属していることからもた
らされる祝福について他の人たちに語って
いる人々の中にも見てきました。わたしの
知っているある支部会長は，ほとんど毎日
のように人々を宣教師に紹介して，教えて
もらっています。ほんの数か月前まで，彼
自身も教会員ではありませんでした。しか
し今では彼のおかげで，宣教師も派遣さ
れ，支部も，数のうえでも力のうえでも成長
を続けています。しかし，それ以上に，彼
が他の人々にとって光となり，彼らも口を開
くようになり，そのために，天の御父の子
供たちを集める主の御

み

業
わざ

も速められてい
るのです。

皆さんが祈り，人のために奉仕をすると
き，自分が神の子であるという皆さんの知
識と神への思いは増すでしょう。いかなる
形であれ，もし不正直になれば主が悲しま
れるということをさらに深く知るようになり
ます。また，神や人 と々交わした約束を守

りたいという決意がさらに強まります。自
分のものではないものを持ち去ることの重
さに気づくようになります。自分の雇用主
に対してもっと正直になろうとします。時
間を守り，主から託されて，あなたが行う
と約束した仕事を完成させたいという決
意も強まります。

ホームティーチャーが来てくれるだろうか
と半信半疑になるのではなく，皆さんが教
えるよう割り当てられた家族の子供たち
は，皆さんの訪問を首を長くして待ち望むよ
うになります。わたしの子供たちはそのよ
うな祝福を受けてきました。子供たちが大
きくなるのに応じて，神権者のヒーローたち
の助けがあって，子供たちは主のために働
くという計画を立てることができたのです。
そして，その祝福された模範は今や第 3 世
代へと受け継がれているところです。　

わたしのメッセージはまた，感謝のメッ
セージでもあります。

わたしは皆さんの祈りに感謝していま
す。自分では全ての答えを持っているわ
けではないということを認めて，ひざまず
いて祈る皆さんに感謝します。皆さんは天
の神に祈り，感謝を伝え，自分の生活や家
族に祝福を下さるよう願い求めます。他の
人々に対する皆さんの奉仕に感謝してい
ます。また，その奉仕を皆さんが人に認め
てもらうためではなく行ってくださっている
ことに感謝しています。

わたしたちは，自分の奉仕に対して世の
称賛を求めるなら，さらに大きな祝福を
失ってしまうかもしれないという主の警告
を受け入れています。皆さんは次の言葉を
忘れないでしょう。
「自分の義を，見られるために人の前で

行わないように，注意しなさい。もし，そう
しないと，天にいますあなたがたの父から
報いを受けることがないであろう。

だから，施しをする時には，偽善者たち
が人にほめられるため会堂や町の中です
るように，自分の前でラッパを吹きならす
な。よく言っておくが，彼らはその報いを
受けてしまっている。
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あなたは施しをする場合，右の手のして
いることを左の手に知らせるな。

それは，あなたのする施しが隠れている
ためである。すると，隠れた事を見ておら
れるあなたの父は，報いてくださるであろ
う。」2

偉大な神権者としてわたしの模範になっ
てくれた人々は，自分にはそのようなヒー
ロー的な資質があったなどとは簡単には
認めません。実際，そういう人々は，わた
しが賛美するような資質にわざわざ目を向
けないように思えます。先ほど，わたしの
父はニュージャージー州の教会の小さな
支部の忠実な支部会長であったと申し上
げました。父は後に，教会の日曜学校中
央管理会の一員となっています。それで
も，わたしは今

き ょ う

日は注意して，父の神権の
奉仕について控え目に語ろうと思っていま
す。実際，父はそのように控え目な人物
だったからです。

わたしの子供時代のヒーローであったあ
の海兵隊員についても同じことが言えます。
彼はわたしに，彼の神権の奉仕や，彼の業
績については，一

ひと

言
こと

も言いませんでした。
彼はただ奉仕をしました。彼がどれほど忠
実であったかは，他の人から聞いて知りま
した。もし彼が自分の中にそのような資質
があると感じていたら，わたしはここで彼
の話をすることはできなかったでしょう。

ですから，自分の持つ神権を行使して

人に祝福をもたらしたいと願う皆さんに対
するわたしの勧告は，神のみ御存じの皆さ
んの生活に関わるものです。

神に祈ってください。自分の生活にもた
らされるあらゆる良いことについて神に感
謝しましょう。どの人があなたが奉仕する
べく神が託してくださった人なのか分かる
ように，神に尋ね求めてください。あなた
が神の助けを受けて，その奉仕をすること
ができるよう，神に祈り求めてください。自
分が赦すことができるよう，そして赦される
よう，祈ってください。そして，人のために
奉仕をし，人を愛し，人を赦してください。

何にも増して，あなたの行うあらゆる奉
仕の中で，人々が永遠の命への道を選ぶ
ことができるよう助けること以上に偉大な
奉仕はないということを忘れないでくださ
い。神は，神権の活用の仕方について，そ
の壮大な指示をわたしたちにお与えになり
ました。神はその完全な模範です。次に
挙げるのは，この世で最も優れた神の僕
たちに垣

かい

間
ま

見ることができる例です。
「そこで，主なる神はモーセに言われた。

『もろもろの天は数多く，人には数えること
ができない。しかし，わたしには数えられて
いる。それらはわたしのものだからである。

一つの地球とその天が過ぎ去ると，まこ
とに別のものが生じる。わたしの業にもわ
たしの言葉にも，終わりがないのである。

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。』」3

わたしたちはその御業を助けるために
存在しています。わたしたち一人一人が違
いを生み出すことができます。わたしたち
は，この神聖な御業を果たす終わりの日に
あって，時も場所も備えられて来ています。
わたしたちは皆，恵まれて，この地上で過
ごす間にその御業を最も重要な目的とし
た人々の模範が与えられているのです。

わたしたちが互いに高め合って，その機
会にあずかることができるよう，祈ってい
ます。

父なる神は生きておられ，神によく仕え
るために必要な助けを求めて祈る皆さん
の祈りに応えてくださいます。イエス・キリ
ストは復活なさった主です。この教会は
主の教会です。皆さんの持つ神権は，神
の子供たちに仕える御業において神の御

み

名
な

によって行動する力です。皆さんがこの
御業のために全身全霊をささげるなら，神
は皆さんを尊んで大いなるものとしてくだ
さいます。以上のことをわたしたちの救い
主であるイエス・キリストの御名によって
約束します，アーメン。■
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