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中央若い女性会長会第二顧問
アン・M・ディブ

中央若い女性集会 | 2011年 3月26日

愛する若い女性の皆さん，今夜皆
さんの前に立てることは大きな
特権であり，すばらしい機会で

す。皆さんの姿は，すばらしい，心を打つ
ものです。

信仰箇条の第13条は 2011年のミュー
チャルテーマです。今年，青少年の集会
や聖

せい

餐
さん

会に出席する中で，若い男性や若
い女性が自分にとって13条がどのような
意味を持ち，自分の生活にどう当てはま
るか話すのを聞いてきました。皆さんの
多くが御存じのように，13条は信仰箇条
の最後の 1 条で，最も長く，最も覚えにく
く，ビショップから暗唱するように言われ
たくない信仰箇条です。しかし，皆さん
の多くは信仰箇条13条がそれ以上のもの
であることも知っています。

信仰箇条13条は，義にかなった，クリス
チャンとしての生活を送るための指針で
す。すべての人が13条に述べられている
教えに添って生活することを選んだとした
ら，どんな世の中になるか想像してみてく
ださい。「わたしたちは，正直，真実，純
潔，慈善，徳高くあるべきこと，またすべ
ての人に善を行うべきことを信じる。実

に，わたしたちはパウロの勧告に従うと
言ってもよい。わたしたちはすべてのこと
を信じ，すべてのことを望む。わたしたち
はすでに多くのことを堪え忍んできてお
り，またすべてのことを堪え忍べるように
と望んでいる。どのようなことでも，徳高
いこと，好ましいこと，あるいは誉れある
ことや称賛に値することがあれば，わたし
たちはこれらのことを尋ね求めるもので
ある。」

モンソン大管長は，預言者として迎えた
最初の総大会の日曜午前の部会で，ピリ
ピ第 4 章 8 節で述べられているパウロの
勧告を引用しました。信仰箇条13条の中
の多くの原則の元となった聖句です。モ
ンソン大管長はわたしたちが生きる時代
が困難なものであることを認めながら励
ましを与えました。「死すべき世の不安
定な旅を続ける間，安全に，また道を踏
み外さずに歩むために，使徒パウロの助
言に従いましょう。」1 

今夜は信仰箇条13条の中で，「安全に，
また道を踏み外さずに歩む」うえで確か
に助けとなる，密接な関係を持つ二つの
原則に焦点を絞って話します。正直で真

「正直，真実〔で〕ある
べきことを信じる」
自分の信条を守ることは，たとえそれが，一般的なことでも，簡単，
あるいは楽しいことでなくても，わたしたちが天の御父とともに永
遠に住むための道を安全に進めるようにしてくれます。
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実であるという大切な原則に対して，わた
しは強い証

あかし

と決意を持っています。
まず，「正直〔で〕あるべきことを信じ

る」です。正直であるとはどういうことで
しょうか。『真理を守る』はこのように教
えています。「正直であるとは，いつでも
誠実であり，真実を語り，うそをつかない
ということです。」 2 正直であることは神
の戒めで，3「救われるためには完全に正
直になることが必要です。」4

ハワード・W・ハンター大管長は，何事
にも正直でありたいと望まなければなら
ないと教えました。 
「何年か前，教会堂の玄関や入り口に，

『自分に正直に』と書かれたポスターが
掲示されていました。ポスターのほとん
どは生活の中のささいな，ありふれたこと
を表していました。正直の原則はそのよう
なことにおいてはぐくまれます。

重大なことに不正直であるのは道徳的
に間違っているが，ささいなことについて
は許されると考える人々がいます。数千ド
ルにかかわる不正直と，たった 10 セント
にかかわる不正直はほんとうに違うので
しょうか。……対象の大きさによって不
正直の度合いが変わるのはほんとうなの
でしょうか。」

ハンター大管長は次のように続けてい
ます。「もし主と聖霊の御

み

霊
たま

を伴
はん

侶
りょ

とし
たいのなら，わたしたちは自分に正直であ
り，神に正直であり，同

はら

胞
から

に対して正直で
なければなりません。そうするときに真
の喜びがあります。」5

大小すべての事柄に正直であれば，心

の安らぎと澄んだ良心を持てます。人間
関係は信頼に基づいて築かれるので豊か
になります。そして，正直であることから
得られる最大の祝福は，聖霊を伴侶にす
ることができることです。

すべてのことに正直でありたいというわ
たしの決意を強めた短い物語を紹介しま
す。
「ある夜，ある男が隣人の畑からトウモ

ロコシを盗もうと出かけました。幼い息子
を連れて行き，柵の上に座らせて，人が通
りかかったときには警告するように告げ
て，見張りをさせました。男は大きな袋を
腕に抱えて柵を飛び越え，トウモロコシを
取り始める前にまず一方を見て，反対を見
て，袋に詰めるところを目撃している人が
いないか見渡しました。すると，息子が叫
びました。
『父さん，まだ見ていない方向がある

よ！……上を見忘れてるよ！』」6

だれもが受ける誘惑ですが，不正直に
なるように誘惑されるとき，だれにも分か
らないと思うかもしれません。この物語
から，天の御父がいつも御存じで，わたし
たちが最終的に主に報告しなければなら
ないことが分かります。この知識はわた
しが「正直〔で〕あるべきことを信じる」
という決意を貫く努力を続けるうえで役立
ちます。

信仰箇条13条で教えられている二つ目
の原則は「真実〔で〕あるべきことを信じ
る」です。辞書では，「真実」という言葉
を，不動の，忠実な，正確な，あるいは偏
りがないと定義しています。7

わたしの大好きな本の一つは，1847 年
に出版されたシャーロット・ブロンテが書
いたイギリス文学の名作『ジェーン・エ
ア』 です。主人公のジェーン・エアは貧
しい 10 代の孤児で，「正直である」とはど
ういうことかの模範を示しました。この
小説の中で，ロチェスター氏という男性が
エア先生を愛しますが，彼は結婚できな
い状況にあります。そこで彼は結婚せず
に一緒に住んでほしいとエア先生に懇願
します。エア先生もロチェスター氏を愛し
ていて，一瞬その誘いに応じたくなり，こ
のように自問します。「だれがあなたを愛
してくれているの。」「それに，じぶんがし
たことでだれが傷つくの。」

ジェーンの心の声がすぐに答えます。
「わたしが自分を愛している。孤独で，友
も，支えてくれる人もいないときには，わ
たしは自分を敬おう。神が与えられた律
法を守ろう。……律法や原則は，誘惑の
ないときだけでなく，今のような瞬間のた
めなのよ。……都合の良いときに破って
もよいのだとしたら，戒めに価値があるの
かしら。律法には価値がある。─わた
しはそう信じてきた。……今のわたしが
守るべきものは自分がこれまで貫いてき
た思いと決意だけ。そこにしっかりと足

フィリピン・モンタルバン
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を据えよう。」8

誘惑の窮地に置かれても，ジェーンは自
分の信条を貫き，神がお与えになった律
法を信頼し，誘惑に対抗して「しっかりと
足を据え」ました。

自分の信条を守ることは，たとえそれ
が，一般的なことでも，簡単，あるいは楽
しいことでなくても，わたしたちが天の御
父とともに永遠に住むための道を安全に
進めるようにしてくれます。わたしは，天
の御父と永遠に住む喜びを味わいたいと
いう望みを思い起こせるように，ある若い
女性が描いたこの絵がとても好きです。

信条を守ることで，ほかの人の生活に良
い影響を与えることもできます。最近，あ
る若い女性の霊感あふれる経験を聞きま
した。自分の信条を守る決意を貫いたこ
とで，別の若い女性に大きな影響を与え
た姉妹の話です。

数年前，クリスティーとジェンはテキサ
ス州ハーストで同じ高校の合唱クラスを
受講しました。二人は互いのことをあまり
知りませんでしたが，ジェンは，クリス
ティーが友達と，宗教やそれぞれの信仰，
好きな聖書の物語について話しているの
をよく耳にしました。最近，クリスティー
と連絡を再び取り始めたジェンがこのよう
なことを語りました。
「あなたや友達が話していることを何も

知らないことを悲しく思ったので，両親に
クリスマスに聖書を買ってほしいと言いま
した。聖書をもらって，読み始めました。
これをきっかけにわたしは宗教を探求し，
真実の教会を求め始めました。…… 12年
が過ぎました。この間わたしは，幾つか
の教会に定期的に通っていましたが，ま
だ何かが足りない気がしていました。あ
る夜，わたしはひざまずいて，何をするべ
きか教えてくださるように懇願しました。
その夜は，クリスティー，あなたの夢を見
ました。高校を卒業してからあなたと
会っていませんでした。不思議な夢だと
思いつつも，特に意味があるとは思いま
せんでした。それから 3 晩の間，続けて
あなたの夢を見ました。夢の意味につい

て，深く考えました。あなたがモルモンで
あることを思い出して，モルモン教会の
ウェブサイトを見ました。最初に読んだの
は知恵の言葉の教えでした。母は 2 年前
に肺癌

がん

で亡くなっていました。母はたば
こを吸う人だったので，わたしは知恵の言
葉について読んで，感銘を受けました。
後日，父親の家を訪ねていたとき，わたし
は居間に座って祈り始めました。どこへ
行くべきか，何をするべきか尋ねました。
その瞬間，教会のコマーシャルがテレビ
画面に映りました。わたしは連絡先の番
号を書き留めて，その夜に電話をかけま
した。 3 日後，宣教師が電話をかけてき
て，わたしの家にモルモン書を届けてもよ
いか聞きました。わたしは『はい』と答え
ました。その 3 か月半後，わたしはバプ
テスマを受けました。 2 年後，教会で夫
と知り合い，ダラス神殿で結婚しました。
今は二人のかわいい子供がいます。

クリスティー，あなたに感謝したかった
のです。あなたは高校のときにずっとす
ばらしい模範を示してくれました。親切
で徳高い人でした。わたしにレッスンを教
え，バプテスマを受けるように勧めたのは
宣教師でしたが，あなたが 3 人目の宣教
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「わたしたちは，正直，真実，純潔，慈
善，徳高くあるべきこと，またすべての人
に善を行うべきことを信じる。」信仰箇条
第 13 条に美しく並べられたこのキリスト
の特質は，わたしたちを神殿の祝福と永
遠の命に備えてくれるものです。

この中から，特に一つの言葉に焦点を
当ててみたいと思います。「慈善」という
言葉です。「慈善」はすてきな言葉です
が，あまり耳にすることはありません。そ
の語源は，「だれかの幸福を願う」という
意味のラテン語です。2 慈善とは，親切
で，善意にあふれており，思いやりがある
という意味です。皆さんの多くは，初等
協会のとき慈善の概念について学び，次
の歌を覚えたことでしょう。

だれにでも親切に
大事なこと
自分から始めよう
人に親切 3

救い主は，慈善について教え，そのとお
りに生活されました。イエスはすべての人
を愛し，すべての人にお仕えになりまし
た。イエス・キリストを中心に生活する
と，この慈善という特質を身に付けること
ができます。キリストのようなこれらの特

数週間前，わたしのワードで話者
を務めたローレルの姉妹から大
切な教訓を学びました。その姉

妹がイエス・キリストについて確信をもっ
て教え，証

あかし

をするのを聞いてわたしは感
動しました。彼女は次のように話を締めく
くりました。「イエス・キリストを生活の
中心とすると，より良い一日を送ることが
でき，愛する人々に対してもっと親切にな
り，喜びに満たされます。」

数か月にわたって，わたしはこの若い女
性を遠巻きに見ていました。彼女は目を
輝かせながらすぐに笑みを浮かべて皆に
あいさつをしていました。また，ほかの青
少年の成功を喜ぶ姿も目にしました。最
近二人のマイアメイドの姉妹から，この若
い女性が，持っていた映画のチケットを使
わないことにしたと聞きました。その映
画が「徳高〔く〕，好ましい〔もの〕」1 で
はないことを知ったからです。彼女は愛
にあふれ，親切で，従順です。彼女は独
り親の家庭に育ち，困難の伴う人生を
送ってきたので，わたしは彼女が喜びと
思いやりに満ちた気持ちをどのように維
持しているのだろうと思っていました。こ
の若い女性が「わたしはイエス・キリスト
を中心に生活しています」と証したとき，
その答えが分かりました。

「自分から始めよう
人に親切」
慈善により，あなたの家庭やクラス，ワード，学校に喜びと一致が
もたらされるでしょう。

師でした。あなたは自分の行いを通して
種をまき，ほんとうにわたしの人生をより
よいものにしてくれました。今，わたしに
は永遠の家族がいます。子供たちは完全
な福音を知り，育つでしょう。これは人が
受けられる最大の祝福です。あなたはそ
の祝福をわたしの人生にもたらすのを助
けたのです。」

わたしがクリスティーに連絡したとき，
彼女は次のことを教えてくれました。「わ
たしたちは信仰箇条13条が述べている
様々な属性を聞いて，圧倒されることがあ
ります。しかし，これらの標準を守って生
活し，キリストの模範に従おうと努力する
なら，変化をもたらすことができます。
……アルマ第 26 章 3 節で次のように語
るアンモンの気持ちがよく分かります。

『わたしたちがこの大いなる業を成し遂げ
るために，神の御

み

手
て

に使われる者とされ
たことは，わたしたちに与えられた祝福で
ある。』」

皆さん一人一人が「正直，真実〔で〕あ
るべきことを信じる」と宣言するだけでな
く，その約束を毎日守って生活しようと決
意するように願っています。そうするなら，
皆さんがこの世でなすよう遣わされた業を
行うときに天の御父の力，愛，祝福が支え
てくれるでしょう。これらをイエス・キリス
トの御

み

名
な

により話します，アーメン。■
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