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悔やんだことは
一度もない。5

最近，愛にあふれる優しさの一例であ
る感動的な話について知りました。その
結末は予期せぬものでした。 1933年，世
界大恐慌のために就職先を見つけるのが
困難だった時期のことで，合衆国東部で
の話です。アーリーン・ビーセカーは，高
校を卒業したばかりでした。長く続いた
職探しの後，ついに縫製工場で衣服を縫
う仕事を得ました。工場で働く人たちは，
毎日自分が縫ってきちんと仕上げた数だ
け支払いを受けました。たくさん仕上げ
ればそれだけ賃金が増えるのです。

工場で働き始めて間もないある日，アー
リーンはある手順のところで行き詰まり，
困惑といらだちを覚えました。ミシンの
前に座り，縫い物を完成させるために，失
敗した箇所をほどこうと試みました。助
けてくれる人は誰もいないように思われま
した。他の縫製員は皆，できる限り多く
の衣服を仕上げようと急いでいたからで
す。アーリーンは自分の無力さを感じ，絶
望的になりました。そして静かに泣きだ
しました。

アーリーンの真向かいに座っていたのが
バーニス・ロックでした。バーニスは年上
で，縫製員としても先輩でした。アーリー
ンが困り果てているのに気づき，バーニス
は自分の作業をやめてアーリーンの傍らに
行き，優しく方法を教え，手伝ってあげま
した。そしてアーリーンが自信を得て，無
事に仕上げられるまでついていてあげた
のです。その後，バーニスは自分のミシン
に戻りました。ただ，手伝っていなければ
仕上げることができていたであろう，たく
さんの衣服を仕上げる機会を逃してしまい
ました。

この一つの愛にあふれた優しさの行い
によって，バーニスとアーリーンは生涯の
友となりました。やがてそれぞれ結婚し，
子供ができました。 1950年代のあると
き，教会員だったバーニスはアーリーンと

実際，愛はまさに福音の真髄であって，
イエス・キリストはわたしたちの模範であ
られます。主の生涯は愛の遺産です。主
は病める者を癒やし，虐げられた者を抱き
上げ，罪人を救われました。最後には，
怒った群衆が主の命を取りました。それで
もなお，ゴルゴタの丘から次の御言葉が聞
こえてきます。「父よ，彼らをおゆるしくだ
さい。彼らは何をしているのか，わからず
にいるのです。」4 この御言葉には現世に
おける究極の哀れみと愛が表れています。

愛の表れである特質はたくさんありま
す。優しさ，忍耐，無私の心，思いやり，赦

ゆる

し。あらゆる人との交わりの中で，わたし
たちはこれらの特質やその他の特質に
よって，心に抱いている愛をはっきりと示
すことができます。

通常，わたしたちの愛は互いに日々交
わる中で示されます。何よりも大切なの
は，誰かの必要に気づいて応じる能力で
しょう。次の短い詩の中で表現されてい
る気持ちを，わたしはいつも大切にしてき
ました。

人の必要に気づかずに，
枕を涙でぬらした夜は
数知れない。
だが，ほんの少し人に尽くしすぎたから

といって

トーマス・S・モンソン大管長

愛する兄弟姉妹の皆さん，救い主
は人々の中で教え導いておられ
たとき，律法学者から次のよう

な質問をお受けになりました。「先生，律
法の中で，どのいましめがいちばん大切
なのですか。」

マタイの記録によれば，イエスはこうお
答えになりました。
「『心をつくし，精神をつくし，思いをつ

くして，主なるあなたの神を愛せよ。』
これがいちばん大切な，第一のいましめ

である。
第二もこれと同様である，『自分を愛す

るようにあなたの隣り人を愛せよ。』」1

マルコはこの話を，救い主の次の御
み

言
こと

葉
ば

で結んでいます。「これより大事ないまし
めは，ほかにない。」2

この現世の旅を共にしている同胞を愛
さないならば，本当に神を愛することはで
きません。同様に，わたしたち全員の御父
であられる神を愛さないならば，完全に同
胞を愛することはできません。使徒ヨハネ
は次のように言っています。「神を愛する
者は，兄弟をも愛すべきである。この戒め
を，わたしたちは神から授かっている。」3 
わたしたちは皆，天の御父の霊の子供であ
り，したがって兄弟姉妹です。この真理を
心に留めておくと，神の全ての子供たちを
愛するのが容易になります。

愛─福音の真髄
この現世の旅を共にしている同

はら

胞
から

を愛さないならば，本当に神を
愛することはできません。
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その家族にモルモン書を1 冊贈りました。
そして 1960年，アーリーンと彼女の夫と子
供たちはバプテスマを受けて教会員になりま
した。後に，神の聖なる神殿で結び固めら
れました。

きっかけはバーニスの思いやりでした。相
手のことはよく知りませんでしたが，困り果て
て助けを必要としていた人を，自分のことは
後回しにして助けに行きました。こうして思
いやりを示した結果として，今では生者も死
者も含めて無数の人たちが福音の救いの儀
式を享受しているのです。

日々の生活の中で，わたしたちには周りの
人に愛と優しさを示す機会があります。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。「駐車場，オフィス，エレベー
ターなど，様々な所で会う人は皆，神がわた
したちに愛し仕えるようにと望んでおられる
人々であることを忘れないでください。もし
周囲にいる人たちを自分の兄弟姉妹として

見ることができないとしたら，人類は皆兄弟
であるなどと言っても，何の益にもなりませ
ん。」6

愛を示す機会は思いがけないときに訪れ
ることがよくあります。そのような機会の例
が，1981年10月の新聞記事で紹介されまし
た。その中で述べられていた愛と思いやり
に深く胸を打たれたので，わたしは記事を切
り抜いて 30年以上ファイルに保存してきま
した。

記事によれば，乗客150人を乗せてアラス
カ州アンカレジからワシントン州シアトルへ
向かっていたアラスカ航空の直行便が，重傷
を負った子供を運ぶために迂

う

回
かい

してアラス
カの辺境の町に向かいました。 2 歳の男の
子が，自宅近くで遊んでいたときに転び，ガ
ラスの破片で腕の動脈を切ってしまったので
す。 町 は アン カレ ジ の 南 方 450マイル

（725キロ）にあり，もちろん飛行経路から
は外れていました。しかし，現場で治療に当

たった医師たちが必死に協力を要請した結
果，男の子が病院で治療を受けられるよう
に，この飛行機が迂回して男の子を乗せ，シ
アトルへ連れて行くことになりました。

その辺境の町の近くに飛行機が着陸した
とき，医師たちはパイロットに，男の子は出
血がひどく，シアトルまで飛んでいては命が
持たないことを告げました。そこで，病院が
ある最寄りの都市アラスカ州ジュノーまで，
さらに飛 行 経 路 から 外 れて 200マイル

（320キロ）飛ぶことになりました。
男の子をジュノーに運んだ後，飛行機は

予定より数時間遅れてシアトルに向かいまし
た。乗客のほとんどが約束や乗り継ぎの飛
行機に間に合いそうにありませんでしたが，
不平を言う人は誰もいませんでした。それど
ころか，時が刻 と々過ぎていく中で，彼らは
寄付金を集め，男の子とその家族のために
相当な額を集めました。

飛行機がシアトルに着陸しようというと
き，乗客は大きな歓声を上げました。男の
子は助かるとの無線連絡を受けたと，パイ
ロットがアナウンスをしたのです。7

わたしは次の聖句の言葉を思い浮かべま
した。「この慈愛はキリストの純粋な愛で
あって，……終わりの日にこの慈愛を持って
いると認められる人は，幸いである。」8

兄弟姉妹の皆さん，愛を示す最も重要な
機会の幾つかは，わたしたち自身の家庭の
中で訪れます。愛は家族生活のまさしく中
心にあるべきものですが，そうなっていない
ことがしばしばあります。あまりに多くのい
らだちや言い争い，けんか，そして涙が見ら
れることがあります。ゴードン・B・ヒンク
レー大管長は次のように嘆いています。「自
分の〔最も〕愛する〔人たち〕に，荒々しい
言葉を頻繁にぶつけるのはなぜでしょうか。
……ナイフのように人を深く傷つける言葉を
ときどき口にするのはなぜでしょうか。」9 こ
れらの問いに対する答えは人によって異なる
かもしれませんが，肝心なことは，理由は重
要ではないという点です。もし互いに愛し合
いなさいという戒めを守ろうとするのであれ
ば，互いに優しさと敬意をもって接しなけれ



932 0 1 4 年 5 月 号

ばなりません。
もちろん，厳しい態度を執る必要がある

ときもあるでしょう。しかし，教義と聖約
に記されている勧告を覚えておきましょ
う。すなわち，人を責める必要があるとき
には，その後，一層の愛を示すということ
です。10

わたしたちが周りの人の考えや気持ち，
状況にいつも心を配り，敏感であろうと努
めるようにと願っています。人の名誉を傷
つけたり，人をけなしたりしないようにし
ましょう。その代わりに，思いやり深く
あって，人を元気づけましょう。不用意な
言葉や行いによって他の人の自信を打ち
砕くことのないように気をつけなければな
りません。

赦しは愛と切り離して考えることができ

ません。家族の中で，また友人との間で，
心が傷つき，仲たがいすることがあります。
この場合もやはり，たとえ最初はどんなに
小さな問題であったとしても，それが心を
むしばみ，腐敗させ，最終的には破壊して
しまうのを放置することなどできません
し，そうすべきではありません。相手を非
難しても傷はふさがりません。赦しによっ
てのみ癒やされるのです。

もう亡くなった愛らしいご婦人が，ある
日わたしとの会話の中で不意に悲しい話
をしてくれました。何年も前に近所の農夫
との間で起こった出来事です。かつては
仲の良い友人でしたが，その女性とご主人
は，時折その人と言い争うことがありまし
た。ある日，その農夫から，自分の土地ま
で近道をするためにお宅の敷地を通って

もよいかと尋ねられたそうです。ここまで
話したところで女性は一瞬沈黙し，声を震
わせながらこう言いました。「モンソン兄
弟，わたしはそのときもその後も，その人を
通してあげずに，彼の敷地まで遠回りさせ
てしまったのです。わたしは間違っていま
した。後悔しています。その人はもう亡く
なりましたが，『本当にごめんなさい』と言
えたらどんなにいいでしょう。優しくする
チャンスがもう一度あったなら，と心から
思います。」

彼女の話を聞きながら，ジョン・グリー
ンリーフ・ホイッティアの深い悲しみの言
葉が心に浮かびました。「舌が語り，ペン
がつづる悲しい言葉の中で，最も悲しい言
葉はこうだ。『しようと思えばできていた
のに ! 』」11 兄弟姉妹の皆さん，互いに愛
と優しい心遣いをもって接するとき，わた
したちはそのような後悔を避けることがで
きるでしょう。

愛は目に見える様々な方法で表現され
ます─ほほえむこと，手を振ること，優
しい一言を口にすること，褒めること。次
のような方法で，よりさりげなく表現される
こともあります─相手がしていることに
関心を示すこと，優しく忍耐強く原則を教
えること，病気の人を見舞い，家から出ら
れない人を訪問すること。ここに挙げたも
のや，他にも様々な言葉や行いを通して，
愛を伝えることができます。

著名なアメリカの著述家であり講演家
であるデール・カーネギーは，人はそれぞ
れ「孤独な人や落胆している人に心からの
称賛の言葉を少しばかりかけることによっオーストリア，ウイーン
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りとしています。それが非常に私的で，非
常に個人的な現れであることが分かりまし
た。ついに自分自身で知りました。確か
に知りました。それが自分に与えられた
からです。しばらくして，わたしはその壕
からはい出して，宙を歩いているかのよう
な心地よい気分で歩いてテントに戻りまし
た。そして喜びと畏

い

敬
けい

の念をもってその
夜の残りの時間を過ごしたのです。

わたしは自分が特別な人間だと考える
ことはなく，そのようなことが自分にあっ
たのであれば，誰にでもそれは起こり得る
と思いました。今もそう信じています。そ
の後の数年間に，わたしは，そのような経
験は同時に，従うべき光であり，担うべき
重荷であると理解するようになりました。

わたしは最も価値ある知識であるそれ
らの真理，すなわち，わたしがおよそ 90 年
の生涯と中央幹部としての 50 年以上の期
間に学び経験した事柄を，皆さんと分かち
合いたいと思います。わたしが知るように
なったことの多くは，教えることはできま
せんが，学ぶことのできる事柄の範

はん

疇
ちゅう

に入
るものです。

ほとんどの大いに価値のあるものと同じ
く，永遠に価値のある知識は，個人的に祈
り，深く考えることによってのみ与えられる
のです。これらは，断食ならびに聖文研
究と併せて行うことで，印象と啓示と聖な
る御

み

霊
たま

のささやきを招きます。これがわた

十二使徒定員会会長
ボイド・K・パッカー会長

戦争の時代や不確実な時代に，本
当に重要な事柄にしっかりと焦
点を合わせる一つの方法があり

ます。
第二次世界大戦は，わたしがひどい霊

的混乱を感じた時でした。わたしはほん
のわずかな証

あかし

を携えてユタ州ブリガムシ
ティーの家を後にしており，もっと多くの
何かが必要だと感じていました。実質
上，わたしたち高校 3 年生のクラス全員
が数週間のうちに戦地に赴

おもむ

いていまし
た。日本の沖縄の北にある伊

い

江
え

島
じま

の駐
屯地にいたとき，わたしは疑念や不安と
闘っていました。福音について個人的な
証を得たいと思いました。知りたいと思い
ました。

眠れないある夜のこと，わたしはテント
を出て，掩

えん

蔽
ぺい

壕
ごう

（訳注─敵の攻撃から
身を守るために造られた施設）に入りまし
た。その壕は，砂を詰めた 50 ガロン（約
190リットル）燃料用ドラム缶を何本も並
べ，また積み重ねて周りを囲って造られて
いました。屋根はありません。それでわた
しは腹ばいになって入り，満天の星空を見
上げ，ひざまずいて祈りました。

祈りの途中で，それは起こりました。何
が起こったかを話そうとしても，わたしは
それを言葉にできません。表現する力を
超えているのです。しかし，今

こん

日
にち

も，65 年
以上前のあの夜と同じようにそれははっき

日曜午後の部会 ―2014 年 4月 6日

証人
わたしは最も価値ある真理を皆さんと分かち合いたいと思います。

て」世界の幸福度を高める力を秘めてい
る，と確信していました。彼はこう言って
います。「恐らく皆さんは今日かけた優し
い言葉を明日には忘れてしまうことでしょ
う。でも，かけてもらった人はその言葉を
一生大切にするかもしれません。」12

わたしたちが今から，まさに今日から，
家族であろうと友人であろうと，あるいは
単なる知り合いやまったく知らない人であ
ろうと，神の全ての子供たちに愛を示し始
めますように。毎朝起きるときに，どのよ
うなことが起ころうとも愛と優しさをもっ
て応じると決意しましょう。

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちに対する
神の愛は人の理解を超えるものです。こ
の愛のゆえに，神はその御子を遣わしてく
ださり，御子はわたしたちが永遠の命を得
られるように御自分の命をささげるほど
に，わたしたちを愛してくださいました。
この比類のない賜

たま

物
もの

について理解するに
つれて，わたしたちの心は永遠の御父と，
救い主と，全ての人に対する愛で満たされ
ることでしょう。そうなることを，イエス・
キリストの聖なる御

み

名
な

によって切に祈りま
す，アーメン。■
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