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「ただ一人の生存者」
16ページ参照
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写真はイメージです

「フレンド」表紙
「主の来られるとき」

ナンシー・シーモンズ・クルックストン画，

複写は禁じられています

一般
2 大管長会メッセージ

――子供を教える　第一副管長　トーマス・Ｓ・モンソン

8 障害を持つ子供を育てる　マーリーン・Ｓ・ウィリアムズ

16 ただ一人の生存者　ジョエリ・カロウガタ

20 永遠の規範を確立する　七十人会長会　アール・C・ティンギー

25 家庭訪問メッセージ――謙遜
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になることを通して主の愛を感じる
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雪の中の飛行 Ｗ・ワード・ホルブルック
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48 家族を強める

家族とは何でしょうか

「家族――世界への宣言」

青少年
13 ガーナに集う

マイケル・カークパトリック，マージド・カークパトリック

30 質疑応答――主はなぜわたしの決意を認めて，この誘惑を取り除いて

くださらないのでしょうか。

33 ポスター――夢がかなう日

34 永遠の愛　ジャネット・トーマス

39 神殿結婚の計画を立てる

42 正しいデート　結婚に向けた穏やかな航海のために　スーザン・W・タナー
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わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会の大管

長会と十二使徒評議会は，男女の間の結婚は神によって

定められたものであり，家族は神の子供たちの永遠の行

く末に対する創造主の計画の中心を成すものであること

を，厳粛に宣言します。

すべての人は，男性も女性も，神の形に創造されてい

ます。人は皆，天の両親から愛されている霊の息子，娘

です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な行く末と

を受け継いでいます。そして性別は，人の前世，現世お

よび永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，永遠の

御父として神を礼拝し，神の計画を受け入れました。そ

の計画によって，神の子供たちは肉体を得ることができ，

また，完成に向かって進歩して，最終的に永遠の命を受

け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために，地上

での経験を得られるようになったのです。神の幸福の計

画は，家族関係が墓を超えて続くことを可能にしました。

聖なる神殿において得られる神聖な儀式と聖約は，わた

したちが個人として神のみもとに帰り，また家族として

永遠に一つとなることを可能にするのです。

神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは，彼らが

夫婦として親になる能力を持つことに関連したものでし

た。わたしたちは宣言します。すなわち，増えよ，地に

満ちよ，という神の子供たちに対する神の戒めは今なお

有効です。またわたしたちは宣言します。生殖の神聖な

力は，法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間にお

いてのみ用いるべきです。

わたしたちは宣言します。この世に命をもたらす手段

は，神によって定められたものです。わたしたちは断言

します。命は神聖であり，神の永遠の計画の中で重要な

ものです。

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供た

ちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負って

います。「子供たちは神から賜
たま

わった嗣業
しぎょう

であり」（詩篇

127：3）とあります。両親には，愛と義をもって子供たち

を育て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，また互

いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても

法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務が

あります。夫と妻，すなわち父親と母親は，これらの責務

の遂行について，将来神の御前で報告することになります。

家族は神によって定められたものです。男女の間の結

婚は，神の永遠の計画に不可欠なものです。子供たちは

結婚のきずなの中で生を受け，結婚の誓いを完全な誠意

をもって尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有して

います。家庭生活における幸福は，主イエス・キリスト

の教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いあ

りません。実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改

め，赦
ゆる

し，尊敬，愛，思いやり，労働，健全な娯楽活動

の原則にのっとって確立され，維持されます。神の計画

により，父親は愛と義をもって自分の家族を管理しなけ

ればなりません。また，生活必需品を提供し，家族を守

るという責任を負っています。また母親には，子供を養

い育てるという主要な責任があります。これらの神聖な

責任において，父親と母親は対等のパートナーとして互

いに助け合うという義務を負っています。心身の障害や

死別，そのほか様々な状況で，個々に修正を加えなけれ

ばならないことがあるかもしれません。また，必要なと

きに，親族が援助しなければなりません。

わたしたちは警告します。貞節の律法を犯す人々，伴

侶や子供を虐待する人々，家族の責任を果たさない人々

は，いつの日か，神の御前に立って報告することになり

ます。またわたしたちは警告します。家庭の崩壊は，個

人や地域社会，国家に，古今の預言者たちが預言した災

いをもたらすことでしょう。

わたしたちは，全地の責任ある市民と政府の行政官の

方々に，社会の基本単位である家族を維持し，強めるた

めに，これらの定められた事柄を推し進めてくださるよ

う呼びかけるものであります。

末日聖徒イエス・キリスト教会
大管長会ならびに十二使徒評議会

家　族

この宣言は，1995年9月23日，ユタ州ソルトレーク・シティーで開催された中央扶助協会集会において，
ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長により，メッセージの一部として読み上げられたものである。

©1995 Intellectual Reserve, Inc. 版権所有。(The Family : A Proclamation to the World. Japanese) 10/95 (10/95)  印刷：日本 35602 300



今月号に採り上げられているテーマ

1／ 22 00 00 44 年年 11 00 月月 号号

●「家族――世界への宣言」

裏表紙の内側――「家族――

世界への宣言」は，1996年1

月号の『聖徒の道』と1995年

11月号の『エンサイン』（Ensign）

誌上で初めて発表されました。大管長

会と十二使徒定員会によるこの宣言

は，家族に関する天の御父の教義を明

らかにするものです。家族と一緒にも

う一度この宣言を読んでください。そ

して，神の霊感による宣言の中に示さ

れた助言に，家族がさらによく従えるよ

うに，どのような目標を設定することが

できるか話し合ってください。
●「永遠の規範を確立する」20ペー

ジ――アール・C・ティンギー長老は，

主が用意しておられる豊かな祝福を

享受するために，若者が身に付けるべ

き6つの規範について論じています。

これについて子供たちと話し合ってく

ださい。どのようにすれば，これらの

規範を自分自身の生活にさらに根付か

せることができるか子供たちに尋ねま

しょう。
●「正しいデート」42ページ――10代

の子供がいる家庭では，男女が堅固

で永続性のある関係を築くための原

則について話し合う必要が出てくるで

しょう。まず友情をはぐくまなければ

ならないこと，また適切な時と条件が

整うまで恋愛関係に発展させるべきで

はないことを，子供たちが理解できる

よう助けましょう。
●「質疑応答」30ページ――自分なら

この質問にどのように答えるか，家族に

尋ねてください。その後，掲載されてい

る意見について話し合いましょう。

●「神聖な神権の祝福」F2

ページ――虫眼鏡があれば

レッスンで使い，実際に物が

大きく見えることを示します。

虫眼鏡のように，神権の祝福

によってわたしたちの才能や理解力が

広がるのです。
●「はたらきもの」F6ページ――

ヒーバー・J・グラント大管長の人生で

起こったある出来事について，家族で

読みましょう。グラント大管長のような

働き者となるために，家庭や地域でど

のようなことができるか，子供たちに尋

ねてください。よく働く人のことを話し

て聞かせ，熱心に仕事に取り組むとき

に与えられる祝福について家族で話し

合いましょう。
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イ
エスの少年時代に関する記録はほと

んど残っていません。イエスの降誕が

歴史を変える大きな出来事であった

ため，少年時代の記録はそれほど重要でない

と考える人もいることでしょう。しかし，ヨセフ

とマリヤのもとを離れて行方が分からなくなっ

た少年が神殿で見つかったときに，その少年イ

エスが円熟した知恵を持っておられたことを

知って，わたしたちは驚きを覚えます。イエスは

「教師たちのまん中にすわって」1 福音を説いて

おられました。マリヤとヨセフが行方の分から

なくなったことを心配していたと言うと，イエス

は深遠な質問を両親に投げかけられました。

「わたしが自分の父の務めを果たしているはず

のことを，ご存じなかったのですか。」2

神聖な記録はイエスについて次のように宣言

しています。「イエスはますます知恵が加わり，

背たけも伸び，そして神と人から愛された。」3

別の記録には少年から大人へと成長していかれ

る様子がわずかながら記されています。イエスは

「よい働きをしながら，……巡回されました。」4

世界はイエス・キリストによって一変しました。

神聖な贖罪
しょくざい

が行われ，罪の代価が支払われま

した。死の恐怖は真理の光と復活の実現に

よって支配の座を明け渡すことになりました。イ

エスの降誕，務め，そしてイエスが残されたもの

は，その後多くの年月を経た現在に至るまで，イ

エスの強い勧めを受け入れてイエスに従うすべ

ての人々の行く末を導くものとなっています。

毎日，いや毎時間のように，子供たちが生を

受けてこの世にやって来ます。母親たちは神

の手を握り締め，死の陰の谷に近づくという危

険を冒しながら，この世に生をもたらしていま

す。息子，娘を産むことによって家族と家庭，

別の表現をすれば地上の一部に恵みをもたら

しているのです。

新生児の期間は一日一日が大切です。この

時期に母親と父親そして息子または娘の間に

きずなが築かれます。両親は子供がほほえむ

度にそれに気づき，子供の恐れをすべて取り

去り，子供の空腹を満たします。子供は少し

ずつ成長します。子供は「地上に人類の花を

咲かせるために，神の家から降りて来たばかり

の咲きたての甘い花」5 であると，ある詩人は表

現しています。

子供はますます知恵が加わり，背丈も伸び

ます。その際，義にかなった親の指導があれ

ば理想的です。子供のために最優先しなけれ

ばならないことは子供自身の学習と行動です。

子供が大きくなるまで先延ばしにできると考

えて，親としての責任を回避している人々がい

ヨセフとマリヤの
もとを離れて行方が
分からなくなった少年が
神殿で見つかったときに，
その少年イエスが
円熟した知恵を持って
おられたことを知って，
わたしたちは
驚きを覚えます。
イエスは「教師たちの
まん中にすわって」
福音を説いて
おられました。
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ます。しかしそれは間違いであることが証明されています。

教えるのに最も適した期間は非常に短いのです。その機会

はほうっておくと失われてしまいます。教師としての責任を実

行せずに引き延ばしている親は，後になって，ウィッティアが

指摘した苦汁をなめることになるでしょう。「あのときああし

ていれば今ごろは……。舌が語りペンがつづる悲しい言葉

の中で，これほど悲しい言葉はない。」6

著名な作家であり，高名な科学者であるグレン・ドーマン

氏は長年にわたって行ってきた調査の結果をこのように報告

しています。「生まれてから6年間に子供の脳裏に刻み込ま

れた事柄はいつまでも残ることになるでしょう。……この期

間に誤った情報を入れてしまうと，それを消すことはきわめ

て困難です。」7

このような事実について知れば，どの親も，決意を新たに

して言うことでしょう。「わたしは父親としての務めを果たさ

なければならない。」子供たちは愛のこもった導きと説得力

のある教えを通して学ぶものです。子供たちは手本とすべ

き模範，習得すべき知識，なすべき事柄，喜ばすべき教師を

探し求めています。

この教師の役割を果たすのは両親と祖父母です。兄や姉

も同様の働きをします。子供たちの教師の立場にある皆さ

んに，4つの簡単な事柄を提案したいと思います。これらに

ついて真剣に考えてください。

1．祈ることを教える

2．信仰を鼓舞する

3．真理に従って生きる

4．神を敬う

第1は，「祈ることを教える」です。

「祈りは子供も言える言葉

天の主に届く，

尊
とうと

き歌」8

祈りは実際に祈らなければ学ぶことができません。どれほ

ど時間をかけて他人の経験を調べたとしても，自分で熱心に

祈り，天からその答えを受けること以上に，心が刺し貫かれ

る経験は得られないのです。

少年サムエルが示した模範はまさしくこれでした。若き

ニーファイが経験した事柄もそうでした。重大な意味と影響

をもたらすことになった少年ジョセフ・スミスの祈りもそのよ

うな祈りでした。祈りをささげることによって，そのような祝

福を受けることができるのです。祈ることを教えてください。

第2は，「信仰を鼓舞する」です。

わたしたち一人一人は，初期の開拓者から多くのことを学

べます。彼らは苦闘と心痛の中にあって，常に確固とした勇

気と生ける神への揺るぎない信仰を持っていました。何年も

前，大管長のお父さんであるブライアント・S・ヒンクレーは

『わたしたちの父祖である開拓者の信仰』（The Faith of Our

Pioneer Fathers）と題する1冊の本を著しました。開拓時代

の様々な出来事を詳しく記録した本です。このような本を通

して，あらゆる地に住む会員が，開拓者からの受け継ぎを思

い起こすことができます。手車を引いたり押したりして，あ

るいは徒歩で道なき道を旅した大勢の開拓者の中には，若

人や子供もいました。同様に，今日
こんにち

，世界各地で開拓者とし

てこの業を推し進めている聖徒の中にも若人や子供がいま

す。初期の開拓者の話に心を打たれたことのない教会員は

一人もいないのではないかと思います。すべての会員の益

のために非常に多くを行ったこれらの開拓者は，信仰を鼓舞

するという目標を心に秘めていました。彼らは立派にその目

標を達成しました。

第3は，「真理に従って生きる」です。

時として，真理に従うことは，家族や親しい友人とともにい

るときに最も効果的に学ぶことができます。

高潔な中央幹部であった故H・バーラン・アンダーセン長

老（1914－1992年）の葬儀の席で，長老の息子さんが追悼の

言葉を述べました。それは，どこに住んでいるかまた何をし

ているかにかかわりなく，あらゆる人に当てはまる，すばら

しい経験談です。

アンダーセン長老の息子さんが話してくれたのは，何年も

前のある土曜日の夜，学校が主催したパーティーにガールフ

レンドと出席したときの話でした。彼は父親から車を借りま

した。鍵
かぎ

を受け取ってドアに向かおうとすると，父親から声

をかけられました。「明日までにはガソリンがなくなるだろう

から，帰る前に忘れずに満タンにして来ておくれ。」

アンダーセン長老の息子さんはそれから，その晩のパー

ティーがどれほどすばらしいものだったかを話しました。友

達が集まり，軽い食事が出て，参加者全員が楽しいひととき

を過ごしました。けれども，パーティーがあまりに楽しかった

ために，家に帰るまでに車にガソリンを入れておくように，と

いう父の言い付けをすっかり忘れてしまいました。

日曜日の朝早く，アンダーセン長老は，ガソリンタンクが空

になったままであることに気づきました。アンダーセン家で

は，安息日は礼拝と感謝の日であって，物を買う日ではありま

せんでした。アンダーセン長老の息子さんはこう言いました。

「父はコートを羽織り，家族に出かけることを告げると，早朝

に開かれる集会に出席するために，教会までの長い道のり

を歩いて出かけました。」果たさねばならない義務があった

のです。長老は自分の都合のために真理を曲げようとはしま

せんでした。

4



アンダーセン長老の息子さんはこのように話を締めくくりま

した。「あのときのわたしほど，父親の教えを心に深く刻み

込んだ息子はいないと思います。父は真理を知っていただ

けでなく，真理に従って生きました。」わたしたちも真理に

従って生きようではありませんか。

最後は，「神を敬う」です。

この目標に忠実に生きることに関して，主イエス・キリストを

しのぐほどの模範を示すことのできる人はいません。ゲツセ

マネでの主の熱心な祈りにそのすべてが表されています。

「父よ，みこころならば，どうぞ，この杯
さかずき

をわたしから取りのけ

てください。しかし，わたしの思いではなく，みこころが成るよ

うにしてください。」9 ゴルゴタの十字架上で示された主の模範

は，多くのことを語っています。主はこう言われました。「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。」10

マタイによる福音書に記録されているように，主は耳を傾

けるあらゆる時代のすべての人々に対して，簡潔ではありま

すが深遠な真理を教えておられます。イエスは弟子たちと

変貌
へんぼう

の山を下りてからガリラヤにしばらく滞在した後，カペ

ナウムへ行かれました。弟子たちはイエスに尋ねました。

「『いったい，天国ではだれがいちばん偉いのですか。』

すると，イエスは幼な子を呼び寄せ，彼らのまん中に立た

せて言われた，

『よく聞きなさい。心をいれかえて幼な子のようにならなけ

れば，天国にはいることはできないであろう。

この幼な子のように自分を低くする者が，天国でいちばん

偉いのである。

また，だれでも，このようなひとりの幼な子を，わたしの名

のゆえに受けいれる者は，わたし

を受けいれるのである。』」11

イエスは地上に来るために最近

前世から送られてきたばかりの

幼子
おさなご

を深く愛されたということにわ

たしは大きな意義があると思いま

す。当時の子供たちも今日の子供

たちも，わたしたちの生活を祝福

し，愛の光をともし，善を行うよう

に促しています。

詩人ワーズワースが人の誕生を

このように詠んだとしても，何の不

思議があるでしょうか。

「栄光の雲を曳
ひ

きつつ，

われらの故郷なる神のもとより

来たりぬ。

われらの幼
いと

けなきとき，天国は

われらのめぐりにありき。」12

わたしたちの態度，心の奥底に

宿る信念が築かれるのは，家庭に

おいてです。希望がはぐくまれるの

も，あるいは，破壊されるのも，家

庭においてなのです。スチュアー

ト・E・ローゼンバーグ博士はその

著書『信頼への道』（The Road to

Confidence）の中で，次のように記

しています。「新しい発明や近代

的な考え方が次々に人々の間に浸

透し，もてはやされていますが，だ

れも自分の家族に代わるものを発明することはできませんで

した。また今後もそのようなものを発明できないでしょう。」13

わたしたち自身も自分の子供や孫たちから学ぶことができ

ます。彼らは恐れを知りません。天の御父が自分たちを愛

しておられることにいささかの疑いも抱きません。イエスを

愛し，イエスのようになりたいと思っています。

わたしの孫ジェフリー・モンソン・ディブが6歳だったときの

ことです。ジェフは自宅で同じく6歳の友達と遊んでいました。

小さなテーブルの前で立ち止まった友達は，テーブルの上に

あったジェフリー・R・ホランド長老の写真に気づいて尋ねま

した。「この人はだれなの？」

ジェフは答えました。「ああ，それはね，十二使徒定員会

のジェフリー・ホランド長老だよ。ホランド長老は，ぼくの名

前をもらったんだよ。」

日
曜日の朝に

なりました。

ガソリンタンク

は空になって

いました。

アンダーセン長老は

コートを羽織り，

家族に出かけることを

告げると，教会までの

長い道のりを

歩いて出かけました。
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ホランド長老に名前を上げたというこのジェフリーは，あ

る日，友達と二人で散歩に出かけました。二人は一軒の家の

玄関前に立ちました。だれが住んでいるのか，教会員かどう

かもお構いなく，二人は玄関のドアをノックしました。すると，

一人の女性が出て来ました。ジェフ・ディブはまったくためら

うこともなくこう言いました。「ぼくたちはホーム訪問教師で

す。入っていいですか。」二人は居間に案内され，ソファー

に腰かけるように勧められました。子供たちはそれが当然の

ことであるかのように，女性に言いました。「ぼくたちのため

に何かおやつはありますか。」このように言われて用意しな

いわけにはいきません。彼女はおやつを出しました。そして

楽しい語らいの時を過ごしました。こうして，なりたての幼い

「ホーム訪問教師」たちは心からのお礼を言って，帰ることに

しました。

「また来てくださいね」とその女性は笑みを浮かべながら

声をかけてくれました。

「もちろん」と二人は返事をしました。

その出来事は子供たちの両親の耳に入りました。彼らは

決して幼い子供たちをしかったりはしなかったと思います。

両親は「小さいわらべに導かれ」14 るという聖文の言葉を思

い起こしたことでしょう。

子供たちが楽しそうに遊んで笑い声を上げているのを聞く

と，子供たちには悩みも悲しみもないのではないかと思うこと

があります。しかし，そうではありません。子供たちの心は繊

細です。ほかの子供たちと一緒に遊ぶのを非常に強く望んで

います。ロンドンの有名なビクトリア・アルバート美術館には1枚

の名画が掛けられています。「病気と健康」（Sickness and

Health）という簡潔な題名です。車いすに座った一人の小さ

な女の子が描かれています。青白い少女の顔には，悲しみが

表れています。少女の視線の先では，手回しオルガンの奏者

が奏でる音楽に合わせて二人の少女が無邪気に楽しそうに，

戯れ，踊っています。

不幸と悲しみは子供を含め，すべての人を襲います。け

れども子供たちはすぐに元気になります。子供たちは課せら

れた重荷を背負って見事に耐えています。恐らく詩篇のすば

らしい1節はこの徳を描写しているのでしょう。「夜はよもす

がら泣きかなしんでも，朝と共に喜びが来る。」15

ここで，そのような出来事を紹介

したいと思います。遠くルーマニ

アのブカレストの児童養護施設で

ボランティア活動をしているリン・

オボーン博士は，生まれてこのか

た一度も歩いたことのないレーモ

ンド少年に足の動かし方を教えよ

うとしていました。レーモンドは生

まれつきひどく足が曲がっていて，

そのうえ全盲でした。最近，オ

ボーン博士が行った形成外科手術

で足は矯正されましたが，レーモ

ンドは依然として足を動かすこと

ができませんでした。オボーン博

士は，子供用の歩行器があれば

レーモンドが自分の足で立てるこ

とを知っていましたが，そのように

小さな歩行器はルーマニア中どこ

を探してもありませんでした。少

年用の歩行器がないながらも，歩

行訓練のためにあらゆる手を尽く

したこの博士は熱心に祈ったこと

でしょう。盲目は子供にとって大き

なハンディですが，それ以上に，歩

いたり，走ったり，遊んだりできな

いと，子供の大切な心は傷つくこと

があります。

さて，ここで場面はユタ州プロ

ボに変わります。ルーマニアの惨

状を知ったリチャード・ヘッドリー

家族は，40フィート（約12メートル）

のコンテナに4万ポンド（約18トン）
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に上る食糧，衣類，医薬品，毛布，おもちゃなどの生活必需

品を積んでルーマニアに送る運動に参加しました。やがて

この運動の最終日が来ました。コンテナはその日に送られる

予定でした。運動の参加者は，子供用の歩行器が必要なこ

とを知る由もありませんでした。けれども，積み込み作業が

終了する直前に，ある家族が子供用の歩行器を持って来て

コンテナに積み込みました。

ブカレストの児童養護施設に待ちに待ったコンテナが到着

しました。コンテナの扉を開けるとき，オボーン博士もその場

に来ていました。コンテナに積み込まれていたものはすべて，

児童養護施設ですぐに必要なものでした。貨物とともに施設

を訪れたヘッドリー家族がオボーン博士に自己紹介をすると，

博士はこう言いました。「できれば，レーモンドのために子供

用の歩行器を持って来ていただくとよかったのですが。」

するとヘッドリー家の一人が答えました。「確か歩行器の

ようなものが入っていると思います。サイズは分かりません

が。」ヘッドリー家のもう一人が衣類や食糧の束をかき分け

ながらコンテナの奥に入って，歩行器を探しました。そして，

歩行器を見つけると，それを持ち上げて，「子供用です」と叫

びました。一斉に拍手喝采
かっさい

が起こり，それはすぐに涙に変わ

りました。そこにいた全員が現代の奇跡に携わることができ

たと感じたからでした。

「現代に奇跡は起きない」と言う人がいるかもしれません。

けれども，祈りが聞き届けられた博士はこう答えるでしょう。

「いいえ，奇跡は起きます。レーモンドが歩いているのです

から。」歩行器をコンテナに載せるべきだという霊感を受け，

進んで主の器となった女性も，博士の言葉にきっと同意する

ことでしょう。

主の導きにより，慈
いつく

しみの天使となり，この感動的なドラマ

で大切な役割を演じたこの女性はだれでしょうか。彼女の

名前はクリスティンといいます。クリスティンと妹のエリカは，

生まれたときから脊椎
せきつい

破裂という障害を背負っていました。

二人は長い間入院して，不安な夜を過ごしました。しかし，

近代医学による治療が功を奏し，天の御父の助けを受けて，

二人ともある程度体を動かせるようになりました。二人には

少しも暗いところがありません。むしろ，忠実に堪え忍ぶよ

う周囲の人を励ましています。クリスティンは現在大学生で，

独り暮らしをしています。エリカは元気な高校生です。

わたしは，ルーマニアに自分の歩行器を送ったクリスティン

と，かつて話す機会がありました。「主の御霊
みたま

に耳を傾けてく

れてありがとう。あなたは，博士の祈りと少年の願いにこたえ

るために，主の御手
み て

に使われる者として働きましたね。」

その後でわたしは，この時代の子供たち，家族，そして奇

跡について，神に心からの感謝をささげました。

「幼な子らをわたしの所に来るままにしておきなさい。止

めてはならない。神の国はこのような者の国である」と言わ

れた主の指示に熱心に従おうではありませんか。16

父なる神は，貴い幼子たちを地上で世話する責任を，わた

したちに託してこられました。そのような子供たちに，祈り

を教え，信仰を鼓舞し，真理に従って生き，神を敬うことを教

えることができますように。そうしてこそ，わたしたちは天国

のような家庭と永遠の家族を持つことができるのです。これ

以上の賜物
たまもの

を願うことができるでしょうか。これ以上の祝福

を祈り求めることができるでしょうか。■

ホームティーチャーへの提案

よく祈って準備した後，あなたが教える人々の参加を

促すような方法を用いて，このメッセージを分かち合っ

てください。幾つかの例を以下に紹介します。

1．開拓者の旅とその苦難について簡潔に話す。今日
こんにち

の開拓者と呼べるような人を知っているか家族に尋ね

る。これらの信仰の模範からどのようなことが学べるか

尋ねる。

2．アンダーセン長老が息子に示した模範の実例につ

いて簡潔に話す。親や教師が良い模範を示してくれたと

きのことを覚えているか，家族に尋ねる。

3．ルーマニアに自分の歩行器を送ったクリスティン

の話をする。知っている人の中で，受けた霊感に従って

人の生活に祝福をもたらしたことのある人について，話

してもらう。

注
1. ルカ2：46

2. 欽定訳ルカ2：49から和訳

3. ルカ2：52

4. 使徒10：38

5. ジェラルド・マシー“Wooed

and Won”The HomeBook of

Quotations，バートン・スティー

ブンソン選（1934年），121

6. ジョン・グリーンリーフ・ウィッティア

“Maud Muller”The Complete

Poetical Works of Whittier

（1892年），48，強調付加

7. How to Teach Your Baby to

Read（1964年），46－47

8.「祈りは魂の」『賛美歌』83番

9. ルカ22：42

10. ルカ23：34

11. マタイ18：1－5

12. 田部重治訳，ウィリアム・ワーズ

ワース「幼年時代を追想して不

死を知る頌
しょう

」『ワーズワース詩

集』167，岩波文庫

13. The Road to Confidence

（1959年），121

14. イザヤ11：6

15. 詩篇30：5

16. マルコ10：14
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娘
のニッキを初めてこの腕に

抱いたときのことを今も覚

えています。愛らしく，申し

分のない子供でした。わたしの胸は，

娘を育てていく中でかなえていくす

てきな夢でいっぱいでした。好き

な本や音楽，芸術を娘と分かち合

える日が待ち遠しく，娘の才能や

能力を伸ばすためなら，どんな努

力も惜しむまいと思いました。

そのときのわたしは，娘が小学4年生レベル

の読解力しか持てず，簡単なひとけたの計算し

かできず，運転もできるようにならないなどとは

思いもしませんでした。医学検査や心理テスト

を何度も受け，恐れや焦燥感に満ちた6年が過

ぎた後，ようやくわたしはニッキに知的障害があ

ることを知ったのです。

障害のある子供を持つことに順応していくの

は，一瞬でできるものではなく，時間がかかり

ます。一般に子供の1割は何らかの障害や長

期にわたる慢性病を抱えています。障害を

持って生まれて来ることはまれなことではあり

ません。しかしほとんどの親は，「お子さんに

は重度の障害があります」と宣告される準備が

できていないのです。混乱や物理的要求，子

供の振る舞いに関する問題，特別にかかる費

用，当惑や孤独感など，様々な事柄に対処でき

るようになるには時間がかかるものです。その

ような過程を経験した人，あるいは今もその渦

中にいる人たちに伝えたいのは，皆さんの反

応はごく正常だということです。

ショック
自分の子供に障害があるということを知らさ

れても，最初はそれを理解するのが非常に難

しく思えます。「所見」という言葉の意味を理

解するのさえ時間が必要です。わたしたちは

皆，知的障害，あるいは精神障害を持つ子供

に対して，特定のイメージや固定観念を抱いて

います。そのため，特に子供が正常であるよう

に見えるときには，所見と親から見た子供の様

子とが一致しないように感じることもあるので

す。障害について学ぶのは助けになります。

子供の持つ障害の特徴についてできるかぎり

知るようにしてください。特定の障害に関する

専門的な組織など，信頼できる筋から情報を

得てください。

否 定
人は，耐え切れない，対処できないと感じる

と，事実を否定しようとします。それは，心理

的な防御のメカニズムです。これはある意味

で助けになります。否定することで，事実を少

しずつ受け入れられるようになり，耐えやすく

なるからです。否定は，多くの場合恐れから来

わたしが
気づいた
最もすばらしい
ことの一つは，
娘の霊には
障害がない
ということです。

マーリーン・Ｓ・ウィリアムズ

ブリガム・ヤング大学カウンセリング心理学准教授
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不 安
障害という現実を認めると，不安を感じるようになります。

不安は，身体が恐れに反応して，必要な準備をしているので

す。巨大な猛獣が部屋に入って来るとしたら，人は恐らく不

安になるでしょう。身体にはアドレナリンが分泌され，戦い

や逃亡に備えるか，あるいはじっと固まってしまいます。こ

れらは，人が何らかの形で脅かされたときに通常示す反応で

す。この子には特別な世話や庇護
ひ ご

が必要だと気づくにつれて，

不安から来るエネルギーによって様々な準備をすることがで

きるのです。情報を入手してください。障害のある子供を抱

ます。将来への不安から来る恐れや，子供が家族にどのよう

な影響を与えるのだろうという心配から来る恐れなどがあり

ます。否定することで，必死に解決策を探し始めます。良い

医者，良い薬，良いプログラム，良い学習方法さえ見つかれ

ば，子供は「正常」になると信じ込むのです。こうして探し求

めることは，子供や親，家族の助けになる手段を得ることに

つながる場合もあるため，ある意味では有益です。しかし遅

かれ早かれ，親であるあなたは子供の能力の限界を直視し，

障害を取り除くことはできないという現実を受け入れなけれ

ばなりません。同様に，障害を人のせいにするのもやめなけ

ればなりません。
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えるほかの親と話してください。祈り，神権指導者と話して

ください。専門家の助けを得てください。無力感を軽減する

ような活動は，不安から生じるエネルギーを使う良い方法で

す。自分に注意を払うことも，不安をコントロールするために

は大切です。十分な睡眠を取り，正しい食生活を心がけ，

リラックスし，生活を楽しめるような活動の時間を取り

ましょう。時には，障害を持つ子供の世話をすると

いう重責から離れ，休みを取ることも必要です。

罪悪感
この世は公平にできていると信じる人は，不

必要な罪悪感を抱くことがあります。わたした

ちは，世の中の出来事が予測可能であり，コン

トロールできるものだと信じようとします。この

ように信じることで，恐れを感じずに済むので

す。悪いことは悪い人に起こり，良いことは善

い人に起こるのだと思い込もうとします。これは

一見正しいことのようです。しかし，このように

信じていると，何か悪いことが自分の身に起き

たときに，自分にも非があると考えてしまうので

す。悪意はないにしても他人の心ない言葉が引

き金になって，このような感情を抱くことがあり

ます。例えば，「きっと，あなたの救いのために，

こういう特別な経験が必要だったのよ」という言

葉によって，両親は不必要な罪悪感を抱き，心

を痛めます。そしてこう考え始めます。「どうし

てわたしにこんなことが起こるのだろう。このよ

うな大変な経験を通して成長しなければならな

いほど，自分はだめな人間なのだろうか。わた

しはただ，善い親になりたかっただけなのに。」

また，あなたのどんな行いが「間違い」だった

のか分かりさえすれば，同じような経験をせずに済むと信じる

人たちからも，あれこれ聞かれるかもしれません。

必要なのは，心痛む出来事に関して，あなた自身が霊的な

意味を見つけることであり，なぜこんなことが起こったのかと

いう疑問への答えを押しつけようとする人々に，その余地を与

えないことです。完全に理解するには何年もかかりますし，こ

の世では答えが得られないこともあります。ただ，天の御父が

愛の神であられ，あなたに罰を与えるのを喜びとはされない

ことを信じてください。そうするならば，あなたが直面してい

る試練により正しい意味を見いだすことができるでしょう。

悲しみと苦悩
何かを失うと強い感情がわき起こります。障害を持つ子供

が生まれたことで，自分が育てようと思い描いていた子供を

失ってしまったような気がするかもしれません。思い描いてい

た理想の家族像を失ったことについても，深い悲しみを覚え

ることでしょう。言うまでもなく，理想の家族という定義

を書き換える必要も出てくるでしょう。

わたしがまだ若く，4人の子供の母親だったこ

ろ，夫は監督をしていました。自分が理想として

いた末日聖徒の家族に多少なりとも近づいて

いる気がして，うれしかったのを覚えています。

しかし，夫は癌
がん

で亡くなり，わたしは独りで子

供を育てなければならなくなりました。大学へ

戻り，学位を取って働く必要がありました。自

分が抱いていた理想の末日聖徒の家族像を，

描き直さなければなりませんでした。わたし

は後に6人の子供を持つ男性と結婚し，合わ

せて10人の子供のいる家族になりました。そ

のとき，もう一度理想の末日聖徒の家族像を描

き直すことになったのです。

深く悲しんだ後に再び人生を歩み続ける方

法を学ぶとき，力を増し加えることができます。

心の痛みを受け止め，乗り越えることができる

と，感情的，霊的，そして心理的な能力を伸ば

せるようになり，人生のほかの場面でも助けに

なります。悲しみを経験することによって，人の

気持ちをさらに理解できるようになるのです。

怒 り
わたしたちは，自分が何を不公平だと感じ

るかをよく理解する必要があります。障害を持

つ子供を育てていると，人生の厳しい側面を

間近に見ます。しかし，公平と正義に対して新しい見方を持

つことで，怒りを抑えることができるのです。例えば，娘が10

歳のとき，日曜学校のパーティーに出かけたことがありました。

帰って来たときには擦り傷を負い，血がにじんでいました。

クラスの男の子が娘のことを「ばかな知恵遅れ」と言い，突き

倒したのです。子供を傷つけられたわたしは，怒りを覚えま

した。怒る気持ちは，何かをしなければならないというメッ

セージでもあります。怒りはわたしたちに，危険や問題，不

快なことを自覚させ，軌道修正させてくれます。しかし，その

ような感情に対してどのような行動を取るかは，自分で決め

ることができます。建設的な方法で怒りに対処することがで

10

子供の取る
問題行動は，単に
ほかの問題に対応
しようとしていること
の表れであることが
よくあります。
わたしたちは，
ニッキが眠ろうとせず，
一晩中電気を
つけておくといって
聞かなかったときに，
そのことを
学びました。



きるのです。

夫とわたしは，その少年の家族に会いに行きました。わた

したちは少年とその両親とともに座り，知恵遅れという言葉

が何を意味するのか穏やかに話し合いました。そして少年

に，自分の好きなことがいろいろできないとしたらどう感じる

かを尋ねました。その後，この少年は娘の強力な味方の一人

になりました。結局この経験を通して，わたしたちはもう一

人の人間の成長を助けることができたのです。わたしにとっ

て，これは「公平」なことだと思えました。報復は正義を生み

出すことはなかったでしょう。不公平を経験するときに怒り

を感じることもありますが，わたしたちはそれを，自分や周り

の人にとって良い経験とすることができるのです。

宇宙の法則
障害を持つ子供は，日常的な行動や活動が行えるようにな

るまでに苦労します。感情表現を学ぶのはさらに難しいこと

です。欲求不満を感じるような経験を周りの子供たちよりも

多くします。障害によって脳の機能に影響があると，子供に

とって問題を論理的に考えることが難しくなります。この問

題によって引き起こされる行動を，夫は「宇宙の法則」と呼ん

でいます。もしも言葉で表現できなければ，

行動で表現するのです。つまり，言葉で表現できないこ

とは，おなかが痛くなるなど，体で表現するのです。子供の

取る問題行動は，単にほかの問題に対応しようとしているこ

との表れであることがよくあります。

例えば，娘が18歳のとき，眠りたがらず，一晩中電気をつ

けていたいと言い張りました。怒りをあらわにして「わたし

の洋服だんすに宣教師が隠れているから，眠りたくない」と

言うのです。明らかに妄想だと分かりました。

わたしは怒らず，理解しようと努めました。なぜそんなに

おびえているのだろうと思い巡らしたところ，娘の友達の多

くが結婚していることを思い出しました。娘は何度も結婚

パーティーに出席し，友人たちが洋服だんすに入れるであろ

う美しい贈り物を受け取る様子を見ました。友人たちは結

婚し，娘から離れていき，もう今までのようにはつきあえなく

なりました。娘もまた，同じような経験をしたいと望んでいて，

よく「わたしは結婚できるのかしら」「わたしを愛してくれる

人はいるのかしら」「だれかわたしのために結婚パーティー

を開いてくれたり，美しい贈り物をしてくれたりするかしら」

という心配を口にしていました。娘の友人たちは帰還宣教師

と結婚しており，娘にも帰還宣教師はすばらしい夫になると

いうことが分かったのでしょう。こういったすべてのことが何

らかの形で作用し合ったのだと思います。また娘自身，結婚

生活を営むに足る技術や能力が自分には備わっていないこ

とが痛いほど分かっていました。そういった葛藤
かっとう

を言葉で表

ニッキ（上――ダンスパーティーで，母，家族，おい，兄とともに）
はわたしたちに，愛や親切，慈愛が，健常者のためだけに
あるのではないことを教えてくれます。
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現すること，あるいは自分の複雑な気持ちを完全に理解する

ことができなかったため，わたしたちには，たんすに宣教師

が隠れているという妄想でしか伝わらなかったのです。娘の

心の動きを理解し始めてからは，じっくり話せるようになりま

した。二人で話し合って，娘の葛藤を言葉で表現できるよ

うに助け，結婚できないつらさをともに悲しみました。

すると問題行動はやみ，娘は安心して眠るこ

とができました。

問題行動
時折，両親にとって障害を持つ子供の問題

行動が何に起因しているのかを見極めるのは

難しいことがあります。障害によって困難な事

柄の種類も異なりますし，子供の生来の気質や

強さ，また弱さも様々です。問題行動を取り巻

く環境も，各家庭によって違います。こういった

あらゆる要素が関係するため難しいことではあ

りますが，問題行動の意味を見極めることがで

きれば，何を解決すればよいかが分かりやすく

なります。子供に対して怒ったり，いらいらした

りするのは逆効果です。なぜなら，そういった

反応をすることで，問題行動の真の原因を突き

止めるのが妨げられてしまうからです。

問題行動の原因として最もよくあるのは，親の

注意を引きたいという願望です。子供が親の注

意を引こうとするのは，空腹や疲れ，恐れ，過度

の刺激を感じているからかもしれません。また，

退屈さや欲求不満，病気，食べ物・環境へのア

レルギー反応などがあるからかもしれません。それを言葉で

表現できない場合，子供は行動で表現するのです。これは特

に，脳機能障害がある子供たちに言えることです。その中に

は，注意欠陥障害，知能障害，躁
そう

うつ症，統合失調症などが

含まれます。このような障害を持つ子供は苦悩に圧倒されて

しまい，心配事を言葉で表現できないことがあります。両親は，

子供の生活で起きている事柄に敏感になり，親の注意を引こ

うとする原因はないか注意して見守る必要があります。

以下の方法は，問題行動を抑えるうえで効果的ではありま

せん。（1）しつけのためのルールを作るだけで，守らせよう

としない。（2）どなる――子供はどなられないかぎり言うこ

とを聞かなくなります。（3）侮辱したり，非難したりする。こ

れは子供を辱めるだけです。（4）問題行動とは無関係な事

柄を禁じる。（5）肉体的に，また言葉によって子供を虐待す

る。通常これらの方法は，子供が困難な状況を乗り越え，感

情をコントロールできるようになるのを助けるどころか，問題

行動をさらに助長するだけです。

祝 福
障害を持つ子供を育てることで，多くの祝福があ

ります。わたしは，自分自身が霊的に成長するうえ

で，ニッキが非常に重要な役割を果たしてくれ

たことに気づきました。この経験のおかげで，

ひざまずいて祈る機会がたくさんありました。

賢明な天の御父から，さらに多くの教えを頂く

必要があったからです。それによって，もっと

理解したいと望んでいた真理に対して心を開

くことができました。「なぜわたしに」「なぜ彼

女に」という疑問への答えをすべて得たわけ

ではありませんが，多くの原則についてさらに

よく理解できるようになりました。それは，わた

しにとってかけがえのないものです。

わたしが気づいた最もすばらしいことの一

つは，娘の霊には障害がないということです。

わたしは娘が霊的に充実した生活を送ってい

ることに気づくようになりました。多くの場合，

神聖な機会にだれよりも早く聖霊の存在を感

じるのはニッキです。また，彼女の限られた

知力では得られなかったであろう，霊的な思

いを伝えてくれることがよくあります。

ニッキが祝福師の祝福を受けたとき，彼女

の霊が偉大であるので，現世でこのような特

別な経験を与えられたことを告げられました。彼女のおかげ

で，周りの人は思いやりや理解することを学びます。彼女が

家族だけでなく，多くの人にしてくれたたくさんのすばらしい

ことに感謝しています。ニッキはわたしたちに，愛や親切，

慈愛が健常者のためだけでなく，問題を抱えている人のた

めにもあることを教えてくれます。わたしは，ニッキと永遠の

きずなを築きたいという固い望みを抱いています。やがて

彼女の障害が癒
いや

されるとき，その偉大な魂からもっとたくさん

のことを学べると確信しています。■

マーリーン・Ｓ・ウィリアムズは，ユタ州オレム・ヒルクレストステーク，

ヒルクレスト第8ワードの会員です。
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彼女のおかげで，
周りの人は
思いやりや
理解することを
学びます。
彼女が家族だけ
でなく，多くの人に
してくれたたくさんの
すばらしいことに
感謝しています。



ハ
ルマッタンと呼ばれる，この地域特

有の砂を含んだ熱風が，観客席を吹

き抜ける中，ここガーナのアクラで

は，期待に胸を膨らませた何千人もの末日聖

徒が静かに座って待っています。彼らはこの

日のために努力して，入念に計画し，すべての

準備を整えました。そしてついに，待ちに

待った預言者が入場して来たのです。

ガーナの青少年たちは，数か月前にヒンク

レー大管長からある依頼を受け，そのときか

ら，ずっと活気に満ちていました。西アフリカ

で最初の神殿となるガーナ・アクラ神殿の奉献

式に，青少年と子供たちに参加してもらいた

いというのです。

ガーナ地域の青少年は奉献式に参加するた

めに，何時間もかけて民族舞踊と歌を繰り返

し練習し，それらを組み合わせて一つの作品

に仕上げました。それは青少年の活動として

はアフリカでかつて類を見ない最大規模のも

のとなり，さらに預言者とガーナの人々のため

に
集う

マイケル・カークパトリック，マージド・カークパトリック

神殿の完成と
ゴードン・B・ヒンクレー
大管長の訪問を祝って，
民族衣装に身を包み，
歌と踊りを披露した
ガーナの青少年（左上）。
式典の中で
「神の子です」を歌う
白い衣装の
初等協会の子供たち
（左下）。
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の壮大な文化の祭典となりました。

ほぼ1,000人の青少年と700人の初等協会の

子供たち，それにガーナ地域のすべての専任

宣教師がアクラ・スポーツスタジアムで歌や踊

りを披露しました。観客席では，ヒンクレー大

管長とマージョリー夫人をはじめとして，十二

使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老，ア

フリカ西地域会長会会員とその夫人たち，

ガー部族評議会，教会員その他の観衆が見守

りました。ヒンクレー大管長は，英語，フランス

語，トウィ語，そしてトーキングドラム〔訳注――

西アフリカ一帯で，近距離の通信に使用され

る民族楽器。人の話し声のような音色を持つ〕

による歓迎を受けました。

式典は宣教師の歌う「われらは天の王に」

（『賛美歌』157番）で始まり，その後に青少年の

歌と踊りが続きました。伝統的な衣装に身を

包んだ青少年たちは，ステークや地方部ごと

に舞台に立ち，それぞれの地域や村を代表し

ました。

デズモンド・アーウィレングという少年が，ア

フリカ民話に出てくる伝説のクモ，アナンシを

演じました。舞台上でアナンシは世界中のす

べての良いものを手に入れるために村から村

へと渡り歩き，頭上に載せたひょうたんの中に

神殿の隅石の
前に立つヒンクレー
大管長（最上）。
アフリカ民話に
登場するクモ，
アナンシ（上）が
村々を巡り歩くという
設定で，それぞれの
グループが伝統的な
歌や踊りを披露した
（左と左上）。

集めました。アナンシがそれぞれの村に近づ

く度に，村の若者たちは歌や踊りで彼を迎え，

勇気，奉仕，愛，音楽，家族といった良いもの

を差し出します。

アナンシは，旅の終わりにガーナ・アクラ神

殿を目にします。この利己的なクモは神殿の美

しさによって目覚め，これまでに集めた良いも

のを独占すべきではないと気づきます。アナ

ンシはひょうたんの中に集めたものをすべて，

みんなと分かち合うことにしました。白い衣装

を身にまとった700人の初等協会の子供たち

が「神の子です」（『賛美歌』189番）を歌って，

アナンシの善い行いを喜びました。

アクラ神殿の奉献式はガーナの青少年の記

憶に永くとどまるでしょう。アナンシと同じよ

うに，彼らも美しい神殿が大好きです。また神

殿を見る度に，預言者の勧告に常に従い，自

分の徳を分ち合う気持ちを強められるように

と願っています。■

マイケル・カークパトリックとマージド・カークパトリックは，

アフリカ西地域広報ディレクターの召しを最近終えたばかり

です。二人はソルトレーク・ホラデーステーク，ホラデー

第26ワードの会員です。
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73年12月の雲に覆われたその日の朝，わたしの気

分は天気とは正反対でした。船が南太平洋にある

故郷の小島を離れ始めたとき，両親，そして二人

の弟妹と並んで船の甲板に立っていたわたしの心は高鳴っ

ていました。船の名は「ウルイラケバ号」で，フィジー諸島の

首都スバに向かおうとしていました。

辺境の島オノ－イ－ラウ島に住む12歳の少年にとって，都会

への旅はめったにない経験でした。この日が来るのを待ち

焦がれていたわたしでしたが，それは両親と弟，妹も同じで

した。わたしたち5人はスバまで行って，バプテスマを受け

て，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になるのです。

真理を求めて
回復された福音の最初の光は，驚くべき方法で我が家に

降り注ぎました。父のモーゼスはメソジストの教えを受けて

育ちました。しかし，何年もの間独学で聖書を研究して父が

到達した結論は，聖文に説かれているとおりのイエス・キリ

ストの真の教会は，わたしたちが育ったこの小さな島にはな

いということでした。父は，わたしたち家族がどこの教会に

行くことも許しませんでしたが，毎日家族を集め，聖書につ

いて教えてくれました。それから後の年月も父は聖文を探求

し続け，イエス・キリストの真の教会は存在しないという確

信を強めていきました。

このようなわけで，わたしたちは闇
やみ

の中にいましたが，そ

れもついに1971年，いとこのシガが短い休暇を取って島に

帰って来たときに終わりました。シガはハワイに住んでいまし

た。思いがけない再会に，わたしたちは大喜びでした。母

はすぐに紅茶を用意しましたが，驚いたことに，シガは飲も

うとしません。ハワイでモルモン教会のバプテスマを受けた

ので，紅茶は飲んでいないということでした。そのような宗

教など一度も聞いたことがなかった父は「それはどんな教会

なんだい」と尋ねました。シガは辞典を引いてみるように言

いました。父は早速「モルモン」の項を開くと読みました。

「末日聖徒イエス・キリスト教会」。

その途端，父は思わず立ち上がり，こぶしでテーブルをた

たきました。これこそ父が生涯をかけて探し求めていたもの

であるとの確認を，聖霊が父の心にお与えになったのです。

その教会について教えてほしいとシガに頼む父の表情は一

変していました。二人はエペソ人への手紙第4章を読み始め，

それから長時間にわたって話をしました。その章には「信仰

は一つ，バプテスマは一つ」と書いてあり（5節），また，使徒

と預言者が必要であることが述べられていました。そして，

長い間話し合いが続きました。シガは，宣教師に連絡してさ

らに詳しいことを聞いてみたらどうか，と父に提案しました。

こうして，わたしたちは末日聖徒イエス・キリスト教会につ

いて知るようになりました。父はフィジー・スバ伝道部のエ
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ビー・L・デイビス部長と手紙のやり取りを始め，伝道部長は

モルモン書を送ってくれました。間もなく，教会の教義に関

するほかの本やパンフレットも送られてきました。父はこれ

らすべてをむさぼるように読み，これまでの数々の疑問への

答えを見いだしていきました。すぐに父は，家族でバプテス

マを受けることを心から望むようになりました。しかし，教会

はわたしたちが住む島にはありませんでした。そして，バプ

テスマを受けるには，教会がある所まで行かなければならな

いことが分かりました。それはわたしたちにとって，スバに

行くことを意味していました。

荒海にもまれて
計画と準備に2年近い時間をかけ，とうとうその日が来まし

た。わたしたちはほかの乗客とともに「ウルイラケバ号」に乗

り込みました。満員の船内は活気に満ちており，わたしたち

は希望と興奮で心を躍らせながら出港を待ちました。

1973年12月10日月曜日の午前8時ごろ，船は埠頭
ふと う

を

離れました。その日，様々な感慨で胸がいっぱいだったわた

しは，前途に迫る強風と不気味な雲に気づきませんでした。

しかし，船が外洋にゆっくり出て行くころ，天候は悪化してい

きました。すぐに，熱帯性の嵐
あらし

が近づきつつあるという予報

が入ってきました。しかし，こうした警告にもかかわらず，船

長は安全な航海ができると確信していたのです。船は航行

を続けましたが，その間にも海上の様子は厳しさを増し，雨

も強くなっていきます。程なく「乗客は全員，船内に避難する

ように」という指示が出て，船員は荒れる海での航行に取り

組みました。

父方の親戚
しんせき

だった船長は，嵐をやり過ごす間，わたしたち

が休めるように自分の船室を使わせてくれました。

わたしたち家族は互いに抱き合い，待ちま

した。そのころになると船の揺れは相

当激しくなっていましたが，数分もし

ないうちに，弟も妹もわたしも眠っ

てしまいました。
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眠りに落ちた次の瞬間（としかわた

しには思えなかったのですが），わた

したちは母の悲鳴で目を覚ましまし

た。海水が小さい船窓から流れ込んで

いました。体を起こすと，父がいないこ

とに気づきました。きっと甲板に上がって

行ったのでしょう。わたしも母と弟たちのそ

ばを離れました。甲板に上がって行くことはと

ても困難でした。すっかり気が動転して，なぜ

自分は甲板に行こうとしているのかさえ分かっ

ていませんでした。船は大量の海水が入り込ん

で沈みかけていました。やっと甲板にたどり着

いた途端，「ウルイラケバ号」は傾き始め，わた

しは荒れた海に投げ出されてしまいました。

ただ生き延びることだけに本能は働きまし

た。力のかぎり必死で泳いで，巨大な波の上

に顔を出していられるように努めました。数分

後，浮いている2枚のココナツ袋にしがみつい

ている年配の男性が見えました。何とかその

人のところまで泳ぎ着き，袋を一つ下さいと頼

むと，ありがたいことにその人は一つ分けてく

れました。その袋をつかむと，生存をかけてし

がみつきました。

何分かたって，突然母の姿を

見つけました。母も無事でいる

わたしを見つけ，泳いで来まし

た。わたしたちは抱き合いまし

た。「どんなことがあって

も絶対に袋を放すん

じゃないよ，それで

きっと助かるからね」

と言った母の言葉をわ

たしは決して忘れないで

しょう。母はわたしの頬
ほお

にキ

スをし，弟と妹を探すためにわ

たしのもとを離れて行きました。そ

れが母を見た最後となりました。

それからも嵐が静まることはなく，一体何が

起こったのかを考える余裕もないまま，とにか

く水面に浮いているために波と格闘しました。

波間に漂いながら，多くの人が見えましたが，

家族を見つけることはできませんでした。

悪夢のような時間が過ぎていきました。やが

て夜になり，わたしたちは暗闇の中を泳ぎ続け

ました。永遠とも思える時間が過ぎて，ようや

く太陽が再び昇りました。それから，もう一昼

夜を乗り越え，水曜日の午後5時ごろ，ついに

救助船がわたしたちを発見しました。

丸2日以上がたっていました。難破した船に

乗っていた約120人の乗客のうち，35人の生存

者が海上で発見されました。わたしたちはス

バに運ばれ，病院に収容されました。そこで

事故の詳細を知りました。港を出て4時間足ら

ずのうちに船は太平洋性の短命の嵐，サイクロ

ン・ロッティに遭遇したのです。「ウルイラケバ

号」はついに見つかりませんでした。一緒に船

に乗っていたわたしの家族5人のうち，生き

残ったのはわたし一人だったことも知りまし

た。こうして，教会のバプテスマを受けるとい

うわたしたち家族の計画は，海の深みに沈ん

でしまったのです。

失い，そして見いだす
それから月日がたち，わたしはフィジー諸島
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最大の島であるビティレブ島にとどまっていま

した。何年も前に故郷を出ていた姉のもとに

身を寄せていたのです。悲劇的な事故の混乱

で，デイビス伝道部長はわたしの消息が分から

なくなり，わたしも教会の連絡先をなくしてしま

いました。しかし，わたしが生き残ったことを

知った伝道部長は，宣教師たちにわたしを探

すように指示しました。彼らは何か月も探して

くれましたが，何の手がかりも得られませんで

した。やがて，デイビス伝道部長の任期が終了

し，わたしの捜索は後任者に託されました。

何年も経過しましたが，伝達手段が不十分

だったために，宣教師たちはわたしの居場所

を突き止められませんでした。わたしが世話

になっていた家族は福音には興味がなく，わた

しが10代の間に教会を探し出せる望みはほと

んどありませんでした。家族を失い，つらい思

いをしていたわたしは，どうして自分一人だけ

が取り残されたのだろうと思っていました。し

かし，心には両親が教えてくれた真理がいつも

ありました。弱点や誘惑に負けてしまうことは

時折ありましたが，イエス・キリストとキリスト

の真の教会に対する父の証
あかし

を忘れることはあ

りませんでした。その後わたしは結婚し，フィ

ジーの北の島，バヌアレブ島に落ち着きました。

1985年3月のことでした。幹線道路からそう

遠くない場所で，ココナツのコプラ〔訳注――コ

コヤシの核，食用の部分〕割りの仕事をしてい

たときです。小型車に乗った年配の夫婦が車

を止めるとわたしに声をかけ，ジョエ

リ・カロウガタという男性を知らないか

と聞いてきました。しかし，二人はわた

しに尋ねる前に，もうすでにわたしを探

し当てていたのです。「どんな御用です

か」とわたしは聞きました。二人は自分た

ちが末日聖徒イエス・キリスト教会から派

遣された宣教師で，キンバー長老とキン

バー姉妹であると自己紹介しました。とうと

う教会はわたしを見つけてくれたのです。す

ばらしい瞬間でした。6回分の宣教師のレッス

ンを2日で終えたわたしは，妻のエレノアととも

に，1985年3月18日にバプテスマを受けました。

その日以来，わたしたちの生活は一変しました。

わたしは今，人生に天の御父が注いでくだ

さったすばらしい祝福に思いをはせています。

そしてこれからも，どんなときにも，愛に満ちた

両親と，両親から学んだ原則と真理に感謝する

ことでしょう。両親の模範があったからこそ，妻

と子供たちとともに，こうして，イエス・キリスト

の真の教会の会員でいることができるのです。

1998年，エレノアとわたしはトンガに飛行機

で行き，トンガ・ヌクアロファ神殿において神

聖な永遠の聖約を結び，両親と弟，妹のため

に神殿の儀式を行いました。その数年後，新

しく建設されたフィジー・スバ神殿で，子供た

ちと結び固められました。今，わたしの家族，

わたしの永遠の家族について考える度に，わ

たしを覚え，人生に福音を返してくださった主

への感謝に包まれます。■

ジョエリ・カロウガタは，フィジー・ラバサ地方部ナブア

支部の会員です。

キ
ンバー長老と

キンバー姉妹

は，自分たち

が末日聖徒

イエス・キリスト教会

から派遣された

宣教師であると

説明しました。

とうとう教会は

わたしを見つけて

くれたのです。

すばらしい

瞬間でした。
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わ
たしたちがする決断の中には，一度

だけでよいものがあります。一度決

心することで，将来同じような状況に

なっても，どのように行動したらよいか迷う必

要がないのです。決断は習慣または規範を生

み出します。この規範という言葉は，わたしが

今日
こんにち

教会のヤングアダルトへ勧告したいと思っ

ている事柄をよく表しています。人生のこの時

期に，どのようにして永遠の幸福へ導く規範を

確立すればよいかを知るのは大切なことです。

皆さんの多くは，恐らく新しい服や模型飛行

機を作ったときに，規範すなわち型を使ったの

ではないでしょうか。規範という意味の英語

“pattern”は，動詞として使われると「定められ

た方式や形式に合わせる，まねる，従う」とい

う意味になります。

主は1831年に預言者ジョセフ・スミスに与え

た啓示の中で，規範という言葉を使っておられ

ます。「さらにまた，あなたがたが欺かれない

ために，わたしはすべてのことに関して規範を

与えよう。サタンは地の方々におり，出て行っ

てもろもろの国民を惑わすからである。」（教義

と聖約52：14）

この啓示が与えられたとき，教会はまだ設立

されてから1年しかたっていませんでした。そ

して人々を欺く偽りの霊が現れていました。そ

こで主はこの章の中で，すべての手続き，儀式，

活動には，従うべき，定められた規範があると

明確に指示されました。規範は，聖徒たちが

物事を主の方法で行ううえで役立ちます。

わたしたちに課せられているチャレンジは，

主の方法を知り，理解し，それに従うことです。

主が確立された確かな規範に従うなら，わたし

たちはこの世で幸福を見いだし，永遠の命に

あずかる資格を得られるのです。預言者ジョ

セフ・スミスはこう語りました。「神は永遠の御

方であり，わたしたちが見るように物事を見て

はおられません。」1 もし天の御父のように物事

を見ることができるなら――それは，聖文を研

究し，預言者に従い，個人的な啓示を受ける

ことによって可能となります――わたしたちは

主の規範に従い，人生に訪れる不幸の幾つか

を避けることができるでしょう。

主がわたしたちに従うよう望んでおられる6つ

の神聖な規範について考えてみましょう。

道徳的な清さ
清くあってください。10年以上もの間，大管

長会は教会の青少年に『若人の強さのために』

というすばらしい小冊子の教えに従うように奨

励してきました。この小冊子は皆さんの心と身

体を世の罪から遠ざけ清く保つための標準を

説明しています。

ヤングアダルトである
皆さんには，
主の方法を知り，
理解し，それに従う
というチャレンジが
課せられています。

永遠の規範を

確立する

永遠の規範を

確立する
七十人会長会

アール・C・ティンギー



この小冊子は青少年向けですが，ヤングアダ

ルトの皆さんにとっても，その勧告に従い続け

ることはためになります。この小冊子に関して

得た個人的な経験を述べたいと思います。

妻とわたしは，以前アフリカに住んでいまし

た。わたしはアフリカ中東部の小国ブルンジ

へ行くように言われました。そこでは忠実な数

家族が家で教会の集会を開いており，宣教師

を送ってほしいと願っていました。

わたしはその国の政府を代表する立派な紳

士に会い，わたしたちが何者で，何を教え，こ

の国にわたしたちの教会を建てることが人々

の生活をいかに祝福するかを説明しました。

話し終わると，彼はこう言いました。「今のお

話から，この国にすでにあるほかの宗教との

違いが見えてきません。宣教師をわたしたち

の国に呼び寄せたいという要望を承認する理

由がありません。」

わたしはがっかりしました。会合は終わりに

近づき，間もなく出て行くよう促されることで

しょう。わたしは何を言えばよいか分かるよう

に心の中で祈りました。するとす

ぐに一つの考えが心に浮かび

ました。財布を取り出して，

中から常に携帯していた

小型版の『若人の強さ

のために』を取り出

したのです。残りの時間，わたしは教会の青少

年は皆この小冊子を持っていることを手短に

説明しました。そしてその中の項目を読み，こ

れらの規範を若人に教えていることを説明し

ました。

「あなたの教会の青少年に，この標準を守る

ように期待しておられるのですか。」この紳士

はそう尋ねました。

「はい，わたしたちの教会の青少年はこの標

準に従っています。」そう答えました。

「それは驚くべきことです。その小冊子を何

冊か送っていただけないでしょうか。うちの教
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政府の代表は
こう言いました。
「宣教師をわたしたちの
国に呼び寄せたい
という要望を承認する
理由がありません。」
わたしは
何を言えばよいか
分かるように祈りました。
するとすぐに
一つの考えが
心に浮かびました。
財布を取り出して，中から
常に携帯していた
小型版の
『若人の強さのために』を
取り出したのです。



会の青少年にも配りた

いので。」

わたしはヨ

ハネスバーグへ

戻ると，フランス語と英

語の小冊子を500冊ほ

ど送りました。約1か月

後に，わたしたちはブ

ルンジ政府から，国内

に教会を建てることを

承認する正式な認可を

受けました。

その出来事にわたしがどれほど貢献できたかは分かりま

せんが，『若人の強さのために』の小冊子が，大きな価値の

あるものだとこの善良な人にすぐさま認められ，教会が正式

な認可を得るために大いに役立ったということは確かです。

わたしは皆さんがめいめいこの小冊子を入手するように，

そして，その中に記された教えと標準を守り，大管長会が約

束した次の祝福にあずかるようお勧めします。

「皆さんにお約束します。これらの標準に従い聖文にある

真理を守って生活するなら，人生の務めに知恵をもって巧み

に対処することができ，また，これまで以上の勇気を得て試

練に耐える力が与えられるでしょう。聖霊の助けが得られる

でしょう。自分自身に対して良い思いを抱き，人々の生活に

も良い影響を与えるようになるでしょう。神殿に参入して聖

なる儀式を受けるふさわしさも身に付くでしょう。そのほか

にも数々の祝福が与えられるでしょう。」2

安息日
安息日を聖

きよ

く保ってください。今こそ，生涯にわたる行動

規範となる習慣をつくる時です。安息日の規範は，十戒に明

確に定められました（出エジプト20：8－11参照）。

主はこの勧告を，預言者ジョセフ・スミスを通して与えら

れた現代の啓示の中でも繰り返しておられます。

「また，あなたは，世の汚れに染まらずに自らをさらに十分

に清く保つために，わたしの聖日に祈りの家に行って，聖式

をささげなければならない。

まことに，この日は，あなたがたの労苦を解かれて休み，い

と高き方に礼拝をささげるように定められた日だからであ

る。」（教義と聖約59：

9－10）

商業主義に重

点が置かれた

今日
こんにち

の世界では，

日曜日を週日と区別する

のが難しいことが時折

あります。注意してい

ないと，いつの間にか

神聖な安息日を破るよ

うになり，主のものでは

ない自分自身の規範を

作り上げるようになります。そして時がたつにつれ，その習

慣を改めることは困難になるのです。

学生の皆さんは，安息日に学校の勉強をすることについて

どのような標準を掲げるべきか考えることでしょう。3つの大

学に通った経験から話したいと思います。その中の一つは

法学大学院で，会社法の上級修士号を取得しようとしていま

した。在学中のある時期，わたしは監督を務め，ニューヨー

ク市で弁護士として働きました。安息日に勉強する誘惑と機

会はたくさんありました。しかし，わたしは日曜日の勉強を避

けることを信仰と原則という単純な問題としてとらえました。

主はその決意に対して祝福を下さったと思います。わたしは

自分が目指した教育課程をすべて修了し，優秀な成績を収

める必要があるときにはそうすることができました。

安息日は善を行うすばらしい日とすることができます。集会

に出席し，聖餐
せいさん

にあずかり，断食し，福音を学び，困っている

人を訪ね，宣教師に手紙を書き，良い本を読み，自分がどの

ような方向に進んでいるのか，あるいはどのような人物になろ

うとしているのか，深く考える時間を取ることができます。

十二使徒定員会のマーク・Ｅ・ピーターセン長老（1900－

1984年）はこう教えています。「安息日を守るか，守らないか

は，主御自身に対する，そしてゲツセマネでの主の苦難と十

字架上での死，墓からの復活に対する，わたしたちの感じ方

を間違いなく表しています。安息日の過ごし方は，真の意味

でのクリスチャンと，主の贖
あがな

いの犠牲を記念する日に対して

ほとんど意味を感じていない表面的な改宗者とを見分ける

しるしです。」3
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安息日を聖
きよ

く保ち，什分
じゅうぶん

の一と献金を納めることにより，
主の方法で規範を確立するようにしてください。



什分
じゅうぶん

の一と献金
什分の一と献金を納めてください。皆さん一人一人が収

入の10分の1を取り，什分の一として監督に納めるという習

慣を身に付けることは大切です。また，献金の明確な記録が

公式な教会の記録として残るように，什分の一の面接に出席

する必要があります。

皆さんの多くは，学生時代にはほとんど収入がありません

が，中には多くの収入を得始めている人もいるでしょう。ど

ちらの場合にも，什分の一を納めるには大いなる信仰が必

要です。今この規範を身に付けていれば，生涯祝福される

と心から証
あかし

します。その結果として永遠にわたって与えられ

る祝福については，とうてい想像することもできないでしょう。

皆さんの多くは，断食献金を納める規範を確立していませ

ん。青少年のうちは両親に断食献金を納めてもらったことで

しょう。しかし，皆さんが家族や家庭を持つようになると，監

督または支部長が教会の貧しい人や困っている人に適切に

対処できるように，正直に断食献金を納める規範を確立しな

くてはなりません。

教会での奉仕
召されたときはいつでも教会で奉仕してください。この教

会には一般の会員が指導者となる規範があります。すべて

の人に王国における召しが与えられるのです。ヒンクレー大

管長は，責任を与えることが新会員を定着させるための不

可欠な要因であると言いました。

どのような召しであっても，それを受け，よく奉仕するよう

に勧めます。教会で奉仕する人々がどのような祝福を受ける

か，個人的な経験を紹介しましょう。

法学大学院を卒業した後，3年間軍隊に入りました。妻と

わたしはユタ州を離

れ，最終的にはニュー

ヨーク州の軍事施設へ

行きました。3年間の

軍務が終わりに近づ

き，ユタ州へ戻ろうと

していたとき，わたし

はニューヨーク市マン

ハッタンワードの監督

に召されました。

当時，わたしたちの4人の子供のうち3人が誕生していまし

た。それはまったく予期していなかった，信仰を試される召

しでした。ニューヨーク州で弁護士として開業するには，

ニューヨークの試験を受ける必要がありました。子供たちを

人口密度の高いニューヨーク市に住まわせなければなりませ

んでした。そのような生活は，まったくなじみのないものでした。

それでも，それまでずっと教会の召しを受け入れるように

勧告されてきたわたしは，この召しを受けるべきだと感じ，

約1,000人の会員がいる大きなワードの監督になりました。

7年近く監督を務めたとき，非常に気にかかることがありま

した。結婚して10年がたち，4人の子供がいましたが，いま

だに賃貸アパートに暮らしていたのです。そろそろ持ち家と

いう形で資産を保有し始めた方がよいのではないかと考え，

都心から郊外へ移ることを検討するようになったのです。

当時住んでいた二つの寝室のある小さなアパートは，

ニューヨーク中心街の高層ビルの中にあり，ちょうどそのころ

アパートから共同住宅へ改築されたばかりでした。いわゆる

分譲マンションに相当するものとなったのです。法律により，

アパートの住居者は相場より安い値段で共同住宅を買い取

り，その後，市場価格で売却することができました。

わたしたちは数年間ためてきた貯金で共同住宅を買い取

り，売却しました。売却による利益は，そこに住んでいた7年

間に支払った家賃とほぼ同額になりました。その事実を発見

したわたしは，長い間，持ち家という資産を保有していない

ことを心配していたのを思い出しました。そして，主がそれ

までしてくださっていた以上に，わたしのお金を上手に管理

する方法はなかったと悟りました。その7年間の忠実な奉仕

は，予想もしていなかった方法で報われたのです。

この証を皆さんに伝えたのは，わたしたち家族の経済的

な状況に注目してもら

うためではなく，主が

皆さんとその忠実な

奉仕を御存じだとい

うことに気づいてもら

うためです。熱心に

奉仕してください。そ

うすれば，主は皆さん

の努力を祝福してくだ

さるでしょう。

召されたときはいつでも教会で奉仕してください。
この教会には一般の会員が指導者となる規範があります。
すべての人に王国における召しが与えられるのです。
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教育と将来への備え
学業において良い成績を

収めてください。卒業して職業

に就くとき，皆さんの成功は，そ

の大部分が皆さんの成績や仕事

の能力に左右されるでしょう。

時折，大学生活の忙しさに流

されて，学校にいるのは高い教育

を受けるためであるという事実を

見失うことがあります。大学の社

交的な面も大切ですが，高度な教

育を受けるという，大学にいる最

も重要な目的を忘れないように注

意しなくてはなりません。まじめに取り組んでください。一

生懸命勉強し，学ぶ事柄を身に付けてください。

日の栄えの結婚
日の栄えの結婚という祝福と責任を受け入れられるような

規範を身に付けてください。皆さんの年代に生活で確立す

べき最も重要な規範は，日の栄えの結婚へと導く規範です。

教会の教義は非常に明白です。わたしたちは皆，神殿で

結婚するふさわしさを身に付け，聖文と「家族――世界への

宣言」4に従って義にかなった家族を一生懸命に養わなけれ

ばなりません。

日の栄えの結婚の教義はこうです。

「日の栄えの栄光には，3つの天，すなわち3つの階級がある。

その最高の階級を得るためには，人はこの神権の位（すな

わち，結婚の新しくかつ永遠の聖約）に入らなければならない。

そうしなければ，その人はそれを得ることができない。

その人は他の階級に入ることはできるが，それは彼の王国

の終わりであって，その人は増し加えることができないので

ある。」（教義と聖約131：1－4）

人が結婚する義務について，ジョセフ・フィールディング・

スミス大管長（1876－1972年）はこう教えています。「結婚す

るようにとの重要な戒めを大して考えることもせずにないが

しろにし，結婚生活に伴う数々の責任を回避したいという利

己的な考えから結婚しない若い男性は，神の目に喜ばれる

道を歩んでいない。」5

若い兄弟姉妹の皆さん，皆さんが心を開き，夫婦というす

ばらしい結びつきを求め，永遠の

関係へ結び固められるような規範

を身に付けることは大切です。

規範を確立する
生活の中に永遠の規範を確立す

るなら，永遠の幸福へと導かれる

でしょう。その規範はこうです。（1）

清くある。『若人の強さのために』

の教えに従う。（2）安息日を聖く守

る。（3）什分の一と献金を納める

ことから得られる祝福に感謝する。

（4）教会で忠実に奉仕する。（5）学

業において良い成績を収め，将来に備える。（6）日の栄えの

結婚の祝福と責任を受け入れる。

皆さんの世代には，教会の将来に対する偉大な約束が与

えられています。わたしたちは皆さんを信じています。困難

なことはたくさんありますが，皆さんは困難を乗り越えること

ができます。ふさわしい生活をして，個人的な啓示を受けら

れるように，よく耳を傾けてください。主の永遠の目的が世界

中で達成されるように，信仰をもって，喜んで前進してくださ

い。皆さんにはそれができると，わたしたちは知っています。

■

2002年5月5日，アリゾナ州メサで開かれた教会教育システムファイヤサイド

における説教から。

注
1. Teachings of the Prophet Joseph Smith，ジョセフ・フィールディング・スミ

ス選（1976年），356

2.『若人の強さのために』2

3.“The Sabbath Day”Ensign，1975年5月号，49

4. 本号の裏表紙の内側参照

5.『救いの教義』ブルース・R・マッコンキー編，全3巻，第2巻，67参照
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まじめに取り組み，一生懸命勉強することで
良い成績を収めてください。

日の栄えの結婚に備えるうえで役に立つ
規範を築いてください。
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家庭訪問メッセージ

なるあなたの神は手

を引いてあなたを導

〔かれる〕であろう。」

第二副管長　ジェー

ムズ・E・ファウスト――

「謙遜さにはバランスを保つ

ことが求められます。例えば，だれか

から褒められたら，感謝して受け止め

てください。しかし，それによって高慢

になってはなりません。……謙遜な人

は素直に教えを聞きます。主はこのよ

うに約束しておられます。『わたしの

御霊
みた ま

は，へりくだって悔いる者を照ら

すために，……世に送られている。』

〔教義と聖約136：33〕」（「義にかなっ

た神の娘の持つ徳」『リアホナ』2003

年5月号，109参照）

中央扶助協会会長　ボニー・D・

パーキン――「弱さは人の心を天の御

父とその御心へ向けさせることができ

ます。弱さを認めることは容易ではあ

りません。それはつらく，恐ろしいこ

とです。それでも，弱さは人を謙遜に

させてくれます。そして弱さを克服す

るには主に頼らなければならないこと

を認められるほど謙遜になったとき，

主は永遠の愛で心を満たし，弱さを強

さに変えてくださいます。主の御心を

知るためにさらなる指示を求めるには

謙遜さが必要です。主の御心をさらに

深く知る非常に効果的な方法は，祝福

師の祝福です。祝福師の祝福によって，

主の愛をさらに深く理解でき，自分の

賜物
たまもの

を知り，一人一人に向けられた主

の勧告や約束を

知ることができます。」

ヤコブの手紙4：10 ――

「主のみまえにへりくだれ。そうす

れば，主は，あなたがたを高くして下さ

るであろう。」

管理監督会第一副監督　リチャー

ド・C・エッジリー ――「謙遜に自分

の意志を御父に従わせることによっ

て，神の力，すなわち謙遜の力を受け

ます。それは人生の逆境を乗り越え

る力，平安の力，希望の力，救い主イ

エス・キリストに対する愛と証で高鳴

る心の力，そして贖罪の力です。そし

て何より，救い主は謙遜と従順の力に

関する究極の模範です。結局のところ，

主が御自分の意志を御父に従わせら

れたことによって，歴史上最も偉大で

最も大きな影響力のある出来事が成

し遂げられたのです。恐らく，あらゆ

る聖文の中で最も神聖な言葉の一つ

がこれです。『わたしの思いではなく，

みこころが成るようにしてください。』

（ルカ22：42）」（「謙遜の力を受ける」

『リアホナ』2003年11月号，99）
● 主の愛を感じるうえで，どのよう

な謙遜の模範が助けになりましたか。
● 日々の生活の中で謙遜になること

は，さらに主に近づくうえでどのよう

な助けになりますか。■

以
下のメッセージから訪問先の

姉妹たちの必要に合った聖句

や教えを祈りの気持ちで選

び，読んでください。自分の経験や証
あかし

を伝え，あなたが教える人々も同様に

分かち合うよう勧めてください。

七十人　マーリン・K・ジェンセン

――「謙遜さを養ううえで，救い主は

わたしたちに模範を示してくださいま

した。弟子たちがイエスのもとに来て

言いました。『いったい，天国ではだ

れがいちばん偉いのですか。』すると，

イエスは幼子
おさなご

を呼び寄せ，彼らの真ん

中に立たせて答えられました。……子

供のようになるとは，聖霊の助けを受

け，キリストの贖罪
しょくざい

に頼ることによりも

たらされる，霊的成長の段階的な過程

で……す。この過程を通して，わたし

たちはやがて，子供のような特質であ

る，柔和，謙遜，忍耐，愛，そして霊的

な従順さといった特質を身に付けて

いくのです。真の謙遜さがあれば必ず，

神に『御心
みこころ

が行われますように』と言う

ようになるでしょう。また，自らの行い

は，自分が何者であるかによって影響

されるため，わたしたちが身に付けた

従順さは，敬虔
けいけん

さや感謝の思い，そし

て召しや勧告，改善の提案を快く受け

入れる態度に表れるでしょう。」（「へり

くだってあなたの神と共に歩む」『リ

アホナ』2001年7月号，10参照）

教義と聖約112：10――「あなた

は謙遜でありなさい。そうすれば，主

謙
け ん

遜
そ ん

になることを通して
主の愛を感じる
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夫
のイーブがバプテスマを受

けて，末日聖徒イエス・キリ

スト教会に加入したのは，

1989年のことでした。わたしは無神論

者でしたし，福音もまるで理解してい

ませんでした。ですから，夫と一緒に

宣教師からすべての福音のレッスンを

聞き終えたときでさえも，わたしは宣

教師の教えに心を動かされる

ことはまったくありま

せんでした。

夫が福音につ

いて真剣に考

え始めたこ

とはすぐ

に分かりました。夫はすでにたばこも

アルコールもやめていました。わたし

は，それがどれくらい長続きするものか

見守っていました。夫には，数年前に，

たばこをやめようと努力し始めたもの

の，3か月もしないうちにまた吸いだし

たという経験があったからです。

イーブがバプテスマを受けた後は，

宣教師たちは毎週我が家へやって来

て，わたしに福音を教え，一緒

にモルモン書を読もうとし

ました。しかし，彼らの

努力はあまり実を結びませんでした。

そんなある日，わたしは自分でモル

モン書を読んでみました。同時に，た

ばこも吸っていました。しかし，集中す

ることができなかったので，たばこを置

いて，意識を集中してみました。再び

読み始めると，今度は読んでいる箇所

がよく理解できるようになりました。しか

も，理解できただけではなく，もっと知

りたいと思うようになったのです。

その夜，わたしは信じられないよう

なすばらしい夢を見ました。救い主が

わたしを招いて御自分の教会に入る

よう言っておられる場面だったので

す。目覚めたとき，顔には笑みが浮か

び，気分も爽快
そうかい

でした。

それから数か月が経過しました。夫

は依然として知恵の言葉を守り続けて

います。夫にはそうするだけの十分な

理由があるのに違いないとわたしなり

に思いましたが，わたし自身は生活に

何の変化もありませんでした。

1990年の初めに，二人の姉妹宣教

師と親しくなりました。二人は，わたし

もたばこをやめることができるよう，断

食をし，祈ってくれました。わたしに

とってほんとうに大変なことでした。と

いうのも，22年間も吸っていましたし，

1日に40本くらい吸っていたのです。とう

とう，わたしはそのとき開けていた1箱

を最後にして，バプテスマを受ける

と宣教師たちに宣言したのです。

1990年4月1日にたばこをや

め，その1週間後にバプテス

マを受けました。末日聖徒イ

エス・キリスト教会の会員で

あることをほんとうにうれしく

思っています。夫が悪習をやめてくれ

たことに，そしてわたしに道を示して

くれたことに感謝しています。■

ニコル・ジャームはフランス・リールステーク，

カレーワードの会員です。
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意識を集中して

みたのです。
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できるように，できるだけ早く来て待機

してほしいと要請されました。

ひどい天候でした。無事に着陸で

きる可能性は，極端に低いと思われま

した。わたしたちの飛行機より10分ほ

ど前に，1機の小型飛行機がポカテロ

空港に降りようとしていました。わたし

は小型機のパイロットと地上との通信

に必死で耳を傾けました。同じ状況

で着陸しなければならないことが分

かっていたからです。そのパイロット

は通常の着陸を試みようとしていまし

た。やがて滑走路が見えてくるはずで

した。しかし，滑走路は見え

ず，パイロットは着陸をあき

らめて，上空で待機しなけ

ればならなくなったのです。

いよいよわたしたちの番で

す。非常に心配したのは，万

一着陸できず，負傷した少女

を搬送できずに帰らなけれ

あ
る冬の夜，特にひどい吹雪

の晩のことでした。ユタ州

との州境に近いアイダホ州

の小さな村でひどい自動車事故があ

り，子供が重傷を負いました。当時わ

たしは，ソルトレーク・シティー地域の

救急輸送機のパイロットでした。直ち

に小型飛行機で飛び立ち，少女を救

助して，ソルトレーク・シティーへ連れ

帰ることになりました。

事故現場にいちばん近い空港は，ア

イダホ州ポカテロにありました。わた

したちの飛行機がソルトレーク・シ

ティーからポカテロま

でおよそ45分で到着し

たとしても，少女を乗

せた救急車が吹雪の

中を事故現場からポカ

テロに着くまで3時間

近くかかるだろうと予

測されました。わたし

たち航空救急隊が救

急車よりはるかに早く

到着することになるで

しょうが，担当の医師

からは，救急車から少

女をすぐに飛行機に

移して救急セン

ターへ搬送

ばならなくなった場合のことでした。

そのとき，言葉に出さずに素早く祈りを

ささげました。「もし，天の御父がわた

したちに少女を搬送させたいと望まれ

るのならば，御父の助けが必要です。」

下降を始めました。まるで永遠の時

間が過ぎていくような感じでした。目

に入るものと言えば，灰色の雲と操縦

席の前方のガラスに横なぐりに吹きつ

ける雪だけでした。程なく，先の小型

機と同様に，着陸できるかどうか見極

めるポイントまで近づいてきました。

最後の瞬間まで着陸の可能性を探り

ました。そして，突然，滑走路の照明

が目に入ってきたのです。薄暗い照明

でしたが，着陸には十分でした。出力

を落とし，着陸しました。そして，自分

がたった今経験した奇跡について，

言葉に出さずに感謝の祈り

をささげたのです。

駐機場まで進

んで行く２
時間近くたって，

救急車が

到着しました。

わたしは操縦室の

ドアを開けて，

外に出ました。

雪の中の飛行
Ｗ・ワード・ホルブルック



途中，二つのことが分かりました。一

つは，吹雪がやむ様子がないこと。も

う一つは，いつも飛行機の氷を除去し，

悪天候から飛行機を保護するために

格納庫を提供してくれる会社が，その

夜はもう業務を終了していたことです。

それから数分後，あの小型機も無事

着陸しました。その直後，管制塔の業

務も終わり，管制官たちが帰宅しまし

た。小型機の乗客と乗務員が帰ってし

まうと，整備員も空港のターミナルビル

に施錠をして，帰宅してしまいました。

同僚とわたしだけが，飛行機の氷を取

り除く手段も，格納庫へ入れる手段も

ないまま，残されました。その上，雪が

さらに激しく降ってきました。翌朝まで

飛行場を出ることができなくなる可能

性がいよいよ現実味を帯びてきました。

航空救急隊員とわたしは，救急車の

到着を待って天候を見るのが最善策

だろうと判断しました。飛行機の窓か

ら眺めると，あの小型機に雪がはりつ

いていくのが見えます。その飛行機は，

わたしたちからそれほど遠くない所に

駐機しています。飛行機に雪か氷が

少しでも付着したまま離陸を試みるの

は危険なので，外の様子を見に行きま

した。雪は激しく降り続き，わたした

ちの飛行機の翼にも氷着し始めてい

ました。わたしはほかの人の視界から

離れた場所まで歩いて行き，そこで，

また祈りをささげました。

その夜は，時間の進み方がひどく遅

く感じられました。時々，外を見て，

あの小型機に少しずつ雪が積もってい

く様子を眺めていました。しかし，わ

たしは外に出て，自分の飛行機の翼を

点検しようとは思いませんでした。

2時間近くたって，救急車が少女を

乗せて到着しました。わたしは操縦室

のドアを開けて，外に出ました。例の

小型機は雪と氷で覆われています。

わたしは振り向いて，自分の飛行機の

状態を見てみました。信仰を持つよう

に努め，楽観的に考えようと努めては

いたのですが，恥ずかしいことに，自

分が目にした光景に驚かざるを得ませ

んでした。飛行機の周囲を歩いて点検

するうちに，感謝の涙がとめどなくあふ

れてきました。まったく何も積もってお

らず，乾燥しています。飛行機には雪

も氷もまったく付着していなかったの

です。まるで暖房の効いた格納庫から

出したばかりのようでした。雪も降りや

んでいました。視界も，離陸が可能な

程度にまで回復していました。

天の御父は，その夜，わたしたちが

一人の少女を病院に搬送するために，

必要な奇跡を起こしてくださいました。

その晩，わたしは非常にへりくだり，大

いなる祝福を受けたことに対する感謝

の念で満たされて，頭を垂れました。

ソルトレーク・シティーへ戻る飛行

は，まったく通常どおりでした。間違

いなく，わたしの祈りも，あの少女の家

族や友人の祈りも，こたえられたので

す。最終的にあの少女がどうなったの

かについては，その後何も聞いていま

せん。しかし，あの冬の夜，天の御父

が子供たちに抱いておられる絶大な

愛と哀れみについてのわたしの証
あかし

は，

確かに強められたのです。■

Ｗ・ワード・ホルブルックは，カリフォルニア州

サンディエゴ北ステーク，サンディエゴ第13

ワードの会員です。

初
めて福音について聞いたと

き，とても感激し，福音のあ

る人生を送りたいと思いま

した。いつか帰還宣教師と結婚し，子

供をもうけ，いつまでも幸せに暮らす，

というシナリオを心に描きました。そ

れから，ほんとうにすばらしい男性を

好きになりました。彼もやはり改宗者

でした。彼が伝道を終えると，わたし

たちはワシントンD.C.神殿で結婚しま

した。

5年がたち，二人の子供が生まれま

した。その日，わたしは独りで総大会

の放送を見ていました。子供たちと夫

は家に残っていました。

その日に味わった気持ちを決して忘

れることはないだろうと思います。熱望

していた「いつまでも幸せに」という生

活は，指の間から擦り抜けていったよ

うでした。神殿で結婚した帰還宣教師

の優しい夫は，教会に活発に集うこと

に疲れ果てていました。夫のために祈

り，神殿の祈りのリストに夫の名前も加

えてもらいました。それでも夫は教会に

出席しない方を選びました。2歳にな

る息子が夫に向かって「パパ，一緒に

教会に行こうよ」と言うのを，胸が張り

裂ける思いで聞いていました。

遠いあの日，座って大会を見ていた

わたしは，すばらしい説教の連続に心

が高められましたが，同時に悲しみも

感じていました。その場に夫にも一緒

にいてほしいと切に望んでいたので

す。二人はこの世の旅路を一緒に出

発したはずでした。でも，違った道を

歩んでいるのです。わたしは，歩み続
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テリー・フリー・ペパー



ける強さを必要としていました。生ま

れたばかりの赤ん坊と2歳になる子供

を連れて独りで教会の席に着くのは，

それだけでも難しい経験です。しかし，

当時わたしたちは新しい町に住み，大

きなワードに属していました。会員の

多くは，夫と同じように学生でした。

教会に集っていない夫を持つ会員は

自分以外にはいないと思い，取り残さ

れた感じがしていました。無理に笑顔

を作り，教会に集い続けていましたが，

心の中はずっと惨めでした。

その日，大会の途中で会衆が立ち上

がり，「主のみ言葉は」を歌い始めまし

た。でも，わたしは座ったままでした。

立ち上がる気力がなかったのです。

歌は3節まで進みました。3節まで

歌って終わることになっていました。

そのとき，心の中に何か違ったものを

感じたのです。何かが変わろうとして

いました。歌詞を聞きながら，全身全

霊が麗しい御霊
みた ま

に包み込まれていっ

たのです。

最近のある聖餐
せいさん

会でのことです。わ

たしは顔に笑みを浮かべていました。

あの大会から18年がたっていました。

夫は副監督を解任され，若い男性の会

長に召されました。わたしも新しい召

しを受け，生涯を通じて恐れていた職，

そうです，扶助協会の会長に召された

のです。召しの重さに圧倒されながら

も，閉会の賛美歌が，「主のみ言葉は」

だと発表されたときに，心が高鳴りまし

た。その歌を歌う度に，いつも涙があ

ふれます。その日は特にと

めどなく流れました。それ

は感謝の涙でした。そし

て，改めて，すべては良し

と言える日が確実に来るこ

とを知ったのです。■

テリー・フリー・ペパーは，テキサス

州アーリントンステーク，マンス

フィールド第1ワードの会員です。

恐るな，われは汝
な

が神

常に汝
なんじ

と共にあり

助け与え，強くして

わが正しき力もて

汝
な

れを支え，励まさん

（『賛美歌』第46番）

そのときです。生涯で最大の驚きの

瞬間が訪れました。だれかが文字ど

おりわたしを助けて立ち上がらせてく

れたような感じがしたのです。辺りを

見回しましたが，だれも

いません。その瞬間か

ら，わたしは変わりまし

た。自分は独りではない

ことを知ったのです。そ

して，あの瞬間に，すべ

ては良しといつか言え

る日が来ることを知った

のです。
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ありませんでした。

しかし，歌が3節まで

進んだとき，全身全霊が

麗しい御霊
みたま

に

包み込まれるのを

感じたのです。



自分にとって誘惑になると

分かっている状況を避ける。

誘惑をもてあそんでいる

時間が長ければ長いほど，

耐えるのが難しくなる。

耐えられないほどの誘惑に

さらされることはない。

誘惑を感じることは

罪ではない。

罪になるのは

誘惑に負けたときである。

誘惑に負けたら，

悔い改めて努力を続ける。
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かったからです。過ちを犯すような状況に身を置

くことによって，わたしたち自身が自分にとって最

悪の敵となってしまいます。司令官モロナイが

ニーファイ人に立派な武具を与え，町を防壁で

囲った後でも，防壁の外にさまよい出た人は簡

単に敵の手に落ちました。

もし不道徳な思いが誘惑になっているなら，

そんな思いの引き金になるようなテレビ番組や

映画，音楽，ウェブサイトなどを避けています

か。それとも，防壁の外に出て，レーマン人が

いるかどうか確かめようとしていませんか。戒

めを守る真の決意があれば，誘惑からできる

だけ遠く離れて生活しようとするはずです（教

義と聖約20：22参照）。

第5に，今直面している誘惑に耐えるとき，将

来の誘惑に耐える力が与えられます。

第6に，誘惑を避けるあらゆる努力をしても，

誘惑がやまないことがあります。サタンは決し

てあきらめないからです。しかし，神の標準に

従って生きようと最善を尽くしていれば，備え

ができます。あなたの防壁は高く築かれ，武具

は堅固になっているはずだからです。ニーファ

イ人は，最も義にかなった状態であったとき，

最も楽に敵を追い払うことができました。

第7に，神は誘惑から「のがれる道〔を〕備え

て下さ」っています（1コリント10：13参照）。聖

「何年も前に，誘惑には屈しないと決意して，これまでずっと耐えてきました。
にもかかわらず，何度も同じ誘惑と戦っています。

主はなぜわたしの決意を認めて，この誘惑を取り除いてくださらないのでしょうか。」

『リアホナ』からの提案

ニニ
ーファイ人の生活は楽なものではあ

りませんでした。繰り返しレーマン

人の攻撃を受けましたが，1,000年近

い歴史のほとんどにわたって，ニーファイ人は

耐えてきました。ニーファイ人の決意が固かっ

たのは明らかです。それなのに，どうして主は

レーマン人を遠ざけてくださらなかったので

しょうか。

理由はたくさんありました。しかし，要は，人

生が試しの時であるということに尽きます。わ

たしたちが現世にあるのは，どんなことがあっ

ても主を選ぶことを証明するためだからです

（アブラハム3：25参照）。

次のことを理解できれば助けになるかもしれ

ません。

第1に，誘惑するのは神ではなく，サタンです。

第2に，神は試しの一部として，サタンがわ

たしたちを誘惑するのを許していらっしゃいま

す。しかし，サタンに制限を与えておられます。

わたしたちは，耐えられないほどの誘惑にさら

されることはありません（1コリント10：13参照）。

第3に，誘惑を感じることは罪ではありません。

罪になるのは誘惑に負けたときです。

第4に，過
あやま

ちを犯すのは自分自身の決断の結

果です。誘惑が強すぎると思えるとき，それは大

概，誘惑を退ける機会があったときにそうしな



なる森でサタンの攻撃を受けたとき，

ジョセフは祈りの力によって逃れること

ができました（ジョセフ･スミス－歴史

1：15－16参照）。

最後に，だれにでもあり得ることです

が，誘惑に負けることがあれば悔い改

めによって神に立ち返ることができま

す。誘惑に立ち向かうことは，単に罪か

ら逃れるということだけではありません。

全身全霊で義を求めることなのです。

たとえ1,000回誘惑に耐えた後で

あっても，わたしたちは1,001回目にも神

を選ぶことを，神に示す必要があります。

わたしたちが地球にやって

来たのは，試しを受け，救

い主のようになるためでし

た。主は，わたしたちが誘

惑に直面するときにどうす

るか選択する自由をお与えになりました。

主が誘惑を取り去られたら，わたしたちは

自らを証明することも永遠の命を受け継

ぐこともできなくなってしまうでしょう。

テキサス州サンアントニオ東ステーク

ハイカントリーワード

レベッカ・L・ラングハム，16歳

誘惑がなくなることはな

いかもしれませんが，大事

なのは誘惑と戦おうとい

う決意です。主はあなた

の決意の固さを御存じで

すが，あなたを試すために誘惑はいつも

あるでしょう。あなたの役割は，それに

打ち勝ち，二度と煩されないようにする

ことです。

アイダホ州アイダホフォールズ・

イーグルロックステーク

セージビューワード

ステファニー・ホール，15歳
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「決
断を下すとき，

皆さんは

細い声を通して

承認や警告を

受けることでしょう。

聖霊は皆さんが

悪から離れるよう導き，

道に迷ってさまようときに

連れ戻してくださいます。」

十二使徒定員会会長代理
ボイド･K･パッカー
「真理の標準は確立された」
『リアホナ』2003年11月号，
26

地上の生活は神に会う備えをし，務めを果たす時

期だということを忘れないようにしましょう（アルマ

34：32参照）。神は理由があってわたしたちに試

練をお与えになります。それは，わたしたちの忍耐

を試すためです（モーサヤ23：21参照）。

フィリピン・イバ地方部

パラウィグ支部

バーナデット・L・アーブヤン，19歳

司令官モロナイとその民は戦いに

備えました（アルマ50：1－5参

照）。わたしたちにも毎日備えなけ

ればならない戦いがあります。祈り，

聖文研究，教会への出席，それに戒

めを守る努力をすることによって，誘惑に打ち勝

つことができます。

オーストラリア・シドニー北伝道部

ピーター・J・ギヤブ長老，22歳

主は「このたぐいは，祈
いのり

と断食
だんじき

とによらなければ，

追い出すことはできない」と言われました（マタ

イ17：21）。断食して祈り，主に従えば，今まで

に経験したことのない力が得られます。監督と話

してください。主に頼ってください。

バージニア州ニューポートニューズステーク

ポコソンワード

デイン・J・リンフォード，15歳

誘惑に耐えることは，最後まで堪え

忍ぶようにという天の御父の教え

に従順であることを御父に示す機

会となります。主はわたしたち一人

一人を個人的に御存じで，克服でき

ない誘惑をお与えにならないことを思い出してく

ださい。

カリフォルニア州サンフランシスコ伝道部

クレーグ・A・ケリー長老，21歳

正しい選択をすれば，主のもとに戻

ることができます。ニーファイ第二

書第2章の11節と16節で，主は

「すべての事物には反対のものがな

ければならない」し，「人は，一方に誘

われるか他方に誘われるかでなければ，思いのま

まに行動することはできな」いと言われています。

ブラジル・オリンダ・パウリスタステーク

パウアマレロワード

アンデルソン･スウォロン，17歳

「現世は人が神にお会いする用意をする時期」だ

ということを忘れてはなりません（アルマ34：

32）。誘惑に打ち勝つには，堅固な基
もとい

の上に立つ

必要があります（ヒラマン5:12参照）。主の戒め

に忠実であるという決意を固く持ち続けなけれ

ばなりません。

ポルトガル・リスボン・オエイラスステーク

ケルーズワード

セリオ･フェレーラ，18歳

祈りと聖文の研究を毎日続け，誘惑

に打ち勝つ最善の努力を続けてく

ださい。今までよく頑張ってきまし

たね。天の御父はあなたを愛してお

られるので，失敗するような状況に

あなたを追い込むことなど決してなさいません。

ノースカロライナ州フェイエットビルステーク

ホープミルズ第1ワード

サラ・ロバートソン，16歳

本誌の答えは，問題解決の一助となるように意図されたもの
であり，教会の教義を公式に宣言するものではありません。

あなたの意見を聞かせてください
青少年の読者の皆さんへ――下記の質問に対する

意見を，氏名，生年月日，ワードおよびステーク

（または支部および地方部）を明記のうえ，写真を

添えて，2004年11月15日必着で下記まで郵送

か電子メールでお送りください。

あて先――Questions and Answers 11/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

電子メールアドレス――cur-l iahona-imag

@ldschurch.org

質 問
「家庭の夕べ，家族の祈り，そして家族の聖文研究

を始めるよう家族を動機づけるために，どんな助

けができるでしょうか。」■
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ふさわしい人と，ふさわしいときに，ふさわしい場所で，
ふさわしい権能によって結婚することを目標とするなら，

夢を実現することができます。
（トーマス・S・モンソン『聖徒の道』1997年1月号，53参照）
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か
つては世界中の多くの教会員にとっ

て，神殿結婚の夢をかなえるのは途

方もない望みのように思われました。

神殿はたいていはるか遠い所にあったため，

神殿結婚を真剣に考えるなどということは，お

とぎ話のように思われたのです。しかし，神殿

が次々に建てられるようになり，新婚生活を神

殿での結び固めという祝福でスタートさせるこ

とのできる夫婦が増えています。

しかしながら，結婚の前には交際期間が必

要です。末日聖徒の若い男女はどこで知り

合っているのでしょうか。また，神殿参入のた

めにどのような準備をしているのでしょうか。

以下は，最近神殿で結婚した何組かの若い

夫婦の話です。彼らがどこでどうやって出会い，

神殿結婚という共通の目標に向かってどのよう

に進み，努力する中でどうやって幸せを手に入

れたかを知れば，将来神殿で結婚したいと望

む人々の励みとなるのではないでしょうか。

これらの話には幾つかの共通点があります。

第1に，たいていの夫婦が教会の活動で出会っ

ているということです。しかも，活動に参加す

るために，ほとんどの場合大変な努力を払って

います。第2に，彼らは神殿結婚という目標を

立てています。第3に，ふさわしい生活をして

神殿参入に備えています。

ジャスティン・ウォーカー，ティファニー・
ウォーカー夫妻――アメリカ合衆国
ジャスティンとティファニーは，現在学業を終

えるためにユタに住んでいますが，生まれ

育った地は互いに何百キロも離れています。

ティファニーはオハイオ州コロンバスで育ちま

したが，ジャスティンの家族はバージニア州ロ

アノークに住んでいました。どちらも末日聖徒

が周りにあまりいない地域です。この二人が出

会えたのはとりもなおさず，教会員の中で学べ

る学校に行くためにあらゆる努力を払う決意

をしたからです。二人は，ブリガム・ヤング大

学アイダホ校に進学することにしました。地質

学の授業で隣り合わせの席に割り当てられま

したが，イギリス・ロンドン南伝道部の帰還宣

教師であるジャスティンは，最初あまり口を開

きませんでした。（授業に集中したかっただけ

だと本人は言っています。）しかし，二人が楽

しく語り合うようになるまでには，そう長い時

神殿で結婚することは，
すべての教会員が
持つべき
価値ある目標です。
教会の活動は
ヤングアダルトにとって，
ふさわしい人と
出会える
ふさわしい場所です。

ジャネット・トーマス

教会機関誌
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ティファニー・ウォーカー，ジャスティン・ウォーカー夫妻――アメリカ合衆国
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間はかかりませんでした。

親交が深まってくると，二人は結婚を前提としてつきあうよ

うになりました。とは言っても夏休みの間は遠く離れていた

ため，交際期間は2年半以上に及びました。その間ティファ

ニーとジャスティンは，自分たちが神殿結婚という確固とした

望みを持っていることを確かめ合いました。ティファニーは

次のように言っています。「わたしが神殿で結婚したいと思

うようになったのは，神殿でしか交わせない特別な聖約があ

るということが分かってからです。ほかのどこでもなく，神殿

で結婚すれば間違いないということが分かったのです。」

アリエス・ジャンセンズ，ロウェナ・ジャンセンズ夫妻――
イギリス
アリエスとロウェナが出会ったのは，ヤングシングルアダル

トのダンスパーティーでした。そのときはお互いにちらっと

見ただけで，話はしませんでした。6か月後，アリエスはある

ヤングシングルアダルトの引っ越しを祝う活動で，190キロ離

れたロウェナのいる学生寮に友達2，3人と一緒に行きました。

アリエスはこう言います。「ヤングシングルアダルトがこんな

に散らばって住んでいるのですから，このようなことは珍しく

ありません。」

二人ともダンスパーティーでのことを覚えていたため，アリ

エスはすぐさまロウェナとその妹をウェークボード（訳注――

水上スキーに似たスポーツ。スキー板の替わりに1枚のボー

ドで滑る）に誘いました。結局，遠すぎてアリエスには二人

36

の送り迎えが難しかったため計画は実現しませんでした。

けれどもこれ以降，月に2，3回ダンスパーティーや活動で会

うようになり，いい友達になりました。そして互いを思う気持

ちが強くなるにつれ，電話でも頻繁に話すようになりました。

ロウェナはこう言っています。「わたしたちの気持ちは，これ

までのどんなボーイフレンドやガールフレンドに対しても抱い

たことがないほど強いものでした。わたしたちはお互いに，相

手にとって最高の自分になろうという望みを持っていました。」

アリエスはプロポーズすることにしました。まず，内緒で

指輪を買い，ロウェナの父親から結婚の許可をもらうという

恐ろしい課題も済ませました。そしてアリエスが子供のころ

よく遊び回った美しい滝までロウェナとハイキングに行く計

画を立てたのです。アリエスが指輪を取り出すためにしゃ

がみ込んでバックパックの中をごそごそと探し始めると，ロ

ウェナはアリエスが何をするにも時間のかかる人だと思い，

こう尋ねました。「わたしとの関係で，何か変えたいと思って

いることでもあるのかしら。」

「そうなんだ。大ありだよ。」アリエスはそう答えると，指

輪の入った箱を引っ張り出しました。

二人は直ちに結婚の計画を立て始め，10週間後，イギリ

ス・プレストン神殿で結婚しました。神殿で結び固めを執行

したのは，ロウェナの祖父でした。

ロウェナはこう言います。「結婚式の日に感じた御霊
みた ま

は一

日中とても強かったので，教会員でない家族や友人に福音を

紹介する最高の機会となりました。わたしたちは，この世に

永遠の結婚以上に大切なことはないと感じました。交際期間

中にお互いを励まし合えたことに感謝しています。励まし合

うことにより，ふさわしい状態で天の御父の宮に行き，神聖

な聖約を交わすことができたのです。この聖約は，現在の結

婚生活の指針となっています。」

彭
パン

景揚
キンユン

，嘉
カー

寶
ポー

夫妻――香港
ホンコン

バプテスマを受けて間もないころ，嘉寶は姉妹宣教師から

インスティテュートに出席するよう勧められました。インスティ

テュートは土曜日の早朝に開かれていたため，嘉寶は早起き

して授業に間に合うように出かけるのが大変だったことを覚

えています。

クラスメートの一人が，毎週土曜日の朝に電話で嘉寶を起

こし，授業に出席できるようにしてくれました。あるときその

クラスメートが，景に嘉寶への電話を頼みました。それが，

二人が親しくなったきっかけでした。アリエス・ジャンセンズ，ロウェナ・ジャンセンズ夫妻――イギリス
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嘉寶はこう言います。「教会の活動のおかげ

で，わたしたちはお互いをよく知ることができる

ようになりました。」二人の初めてのデートは，

ヤングシングルアダルトを対象としたダンス教室

でした。

嘉寶と景は4年間交際しました。景は嘉寶が

祖母や弟に福音を伝えるのを助けました。景

が結婚を申し込んだ夜，二人は嘉寶の通う夜

間学校の校庭で待ち合わせました。嘉寶は大

きな試験を終えたばかりで疲れ果てていまし

たが，プロポーズの言葉と一緒に指輪を渡さ

れたとき，疲れは吹き飛んでしまいました。

二人は中国香港神殿で結婚しました。嘉寶

はこう言います。「神殿で結び固められた日の

ことは一生忘れません。永遠に一緒にいられ

るなんて，こんなにすばらしく，うれしいことは

ありません。涙が止まらず，胸がいっぱいで，

その思いを言葉にすることもできませんでし

た。わたしは神殿が大好きです。自分の国に

ある神殿に参入できるのは，大きな祝福です。

神殿結婚が与える影響は，わたしたちだけ

にとどまりません。子供や，孫にまで及びます。

夫婦が地上で同じ目的と目標を持つことは，非

常に大切です。福音を愛しています。また，わ

たしの永遠の伴侶
はんりょ

を愛しています。」

トゥルラリイ・テトゥル，タイアナ・テトゥル
夫妻――タヒチ
タイアナはこう言います。「神殿結婚したい

というわたしの望みは，12歳のころにはどんど

ん強いものになっていました。それは，単なる

目標ではありませんでした。わたしは，神殿で

結婚するのにふさわしい人間になりたかった

のです。ですから，そのために努力しました。

特に『成長するわたし』が役に立ちました。両

親や若い女性の指導者など，助けてくれる人も

たくさんいました。それに，教会の多くの活動

が，道をそれないための助けとなりました。」

これに対してトゥルラリイは，教会員になっ

てまだそれほどたっていません。教会に入っ

たのは25歳のときでした。「でも，福音を受け

入れて，その祝福がよく分かるようになると，す

ぐに神殿結婚の目標を立てました。」トゥルラ

リイはそう語ります。

トゥルラリイとタイアナは，あるコーラスのリ

神殿が
世界中で建てられる
ようになり，
さらに多くの
末日聖徒が
神殿で結婚できる
ようになっています。

トゥルラリイ・テトゥル，タイアナ・テトゥル夫妻――タヒチ

嘉
カー

寶
ポー

，彭
パン

景揚
キンユン

夫妻――香港
ホンコン
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の気持ちを伝えました。この問いかけにレーチェルは驚いた

ものの，祈ることにしました。

アレクサンダーはすでに祈りの答えを受けていました。

レーチェルも祈ったときに，アレクサンダーと結婚すべきだと

感じました。アレクサンダーはレーチェルにとって最高の友

達でした。

まだ足のギプスは取れていませんでしたが，アレクサン

ダーは初めて二人が言葉を交わしたあの芝生にレーチェル

を連れて行き，海が見渡せるベンチに腰を下ろしました。そ

こで，正式に結婚を申し込んだのです。

家族や友人の助けもあって，3か月後にレーチェルはシドニー

に移り，神殿結婚の計画を立てました。アレクサンダーとレー

チェルにとって，神殿での結び固めとは，永遠の結婚生活を

二人で作り上げていくという決意と約束の象徴なのです。■

ハーサルで知り合いました。教会が主催する復活祭のコン

サートファイヤサイドで発表するコーラスに参加していたので

す。コーラスの発表を終えて親しくなった二人は，交際を始

めました。結婚を決めたのは，隣の島で開かれたヤングシン

グルアダルトの大会に出席したときのことでした。大会から

帰ると二人は監督に話し，タヒチ・パペエテ神殿で結婚する

計画に取りかかりました。

神殿結婚を目指して努力することによって，互いをよく知る

ことができるようになったとトゥルラリイは言います。「教会

に入って以来，神殿で結婚することはわたしの目標であり，

望みでした。タイアナと出会ってからは，それが二人の目標

となり，望みとなったのです。」

アレクサンダー・サラフィアン，レーチェル・サラフィアン
夫妻――オーストラリア
アレクサンダーとレーチェルの共通の友達が，ヤングシング

ルアダルトの活動で二人を引き合わせました。けれども，実

際に二人が初めて言葉を交わしたのは，ブリスベーンで開か

れたヤングシングルアダルト大会でのことです。軽食が用意

してある部屋を出ようとしたときに，アレクサンダーの方から

レーチェルに声をかけました。そのころレーチェルには悩み

があり，話を聞いてくれる人を探していました。二人は学生

寮の芝生に腰を下ろすと，話し始めました。

アレクサンダーはレーチェルの誕生日にデートの約束をし

ましたが，初めてのデートの前にアレクサンダーはオートバイ

の事故で入院してしまいました。二人は病院で多くの時間を

一緒に過ごすようになりました。しかし，住まいが遠く離れて

いたために結局は別れてしまい，それぞれ別個の道を歩む

ようになりました。

1年以上たったころ，アレクサンダーは新しいオートバイを

買いました。ところが，そのバイクで教会から帰る途中，車

にはねられてまた入院してしまったのです。レーチェルの

母親が事故のことを聞き，娘に伝えると，レーチェルは一

大決心をして，はるばるブリスベーンからシドニーまでア

レクサンダーの見舞いに行きました。

アレクサンダーはこう言います。「わたしは，レーチェル

のことが忘れられませんでした。レーチェルもそうだった

ことでしょう。わたしを見舞うためだけに，わざわざブリス

ベーンからやって来たのですから。」以前交際していたころ

にも結婚について話したことがありましたが，今はそれにつ

いて互いに祈るべき時ではないかと，アレクサンダーは自分

38

レーチェル・サラフィアン，アレクサンダー・サラフィアン夫妻――オーストラリア

左
挿
入
―
―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
ド
ニ
ー
神
殿
の
写
真
／
マ
イ
ケ
ル
・
マ
ッ
コ
ン
キ
ー



お
めでとうございます。あなたは，永遠に一緒に過ご

したいと願う，愛する人と婚約しました。やがて迎

える神殿結婚についてたくさんの疑問を持ってい

ることでしょう。以下にあるのは，婚約中の末日聖徒のカップ

ルから頻繁に尋ねられる質問への答えです。

神殿結婚の日取りはどのように決めますか。

結婚式を行いたいと思う神殿に電話し，結婚の日取りと時

間の予定を決めます。神殿の開館時間および閉館期

間を考慮に入れることを忘れないようにしま

しょう。監督や支部長に神殿の電

話番号を尋ねるとよいで

しょう。また，末

日聖徒のすべての神

殿の連絡先と開館時間は，

http://www.lds.org で確認する

ことができます。“Temples”をクリック

してください。

神殿結婚のどれくらい前に，監督あるいは支部

長と神殿推薦状のための面接の予約をするべきでしょう

か。神殿推薦状を受けるために知っておくべきことがほかに

ありますか。

監督または支部長，ステーク会長または伝道部長との面

接を予約する際には，互いに時間的余裕のないまま焦って

面接に臨むことのないよう，十分に前もって予約を取るよ

神殿結婚の
計画を立てる
神殿結婚の
計画を立てる
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うにします。神殿で結び固めをするためには，

ふさわしく，すでにエンダウメントを受けて

いなければなりません。また，神殿推薦状を

得るためには，教会員になって1年を経過し

ている必要があります。あなたと婚約者はそ

れぞれ，監督または支部長，ステーク会長ま

たは伝道部長の署名のある二つの推薦状を

持っていなければなりません。「神殿推薦状」

と「生者のための儀式用推薦状」です。

結婚許可証はいつ，どこで手に入れますか。

神殿の儀式が行われる前に，結婚許可証を

はじめ，住んでいる地域の法律で結婚に際し

て定められたすべての要件を満たしておく必

要があります。役所に電話して，自分の地域

では何が必要なのかを確認してください。費

用が幾らかかるか，結婚許可証の有効期間が

どのくらいか，また結婚許可証を取れるまで

にどれほど時間がかかるか，結婚許可証は結

婚式からどれほどの期間内に該当する役所に

提出しなければいけないかなどを忘れずに尋

ねましょう。（訳注――日本には結婚許可証

がありません。婚姻届けの手続きについては

神殿事務所にお尋ねください。）

神殿で結婚するために費用は幾らかかりますか。

神殿で結婚するためにお金はかかりませ

ん。しかし，神殿衣の貸与を行う神殿で神殿

衣を借りる場合には，そのための費用が多少

必要です。

神殿結婚には，何を着て行くべきでしょうか。

カップルと参列者は，教会に着ていく服の中

でも最良のものを着て神殿に行くべきです。

神殿の中で花嫁が儀式の間に着用するドレ

スは，長そでで，慎み深く，白く，過度の装

飾がされていないものである必要がありま

す。また，神殿内で着るドレスは，襟ぐりが

詰まったものでなければなりません。長くす

そを引いたドレスを神殿内で着ることは許さ

れていませんが，儀式のためにドレスのすそ

を取り外したり，ホックなどでたくし上げた

りできるものは着用できます。タキシードや

飾り帯，礼装用のベールや帽子，花などを結

び固めの部屋で身に着けることは，適切では

ありません。衣服についての具体的な質問が

あるときは，結婚式を行う神殿に電話し，さ

らに指示や助言を受けてください。

花婿は，儀式中は神殿衣を身に着け，その

後希望するなら，写真撮影のために適切な衣

服に着替えます。花嫁も，儀式中は神殿衣を

着用し，後に適切なウェディングドレスに着

替えることができます。

神殿結婚にはだれを招待することができますか。

神殿結婚には，家族や親しい友人を招待す

るとよいでしょう。参列者はエンダウメントをす

でに受けていて，有効な神殿推薦状を保持し

ている教会員に限られます。どの神殿にも，

様々な広さの結び固めの部屋があります。儀

式の予定を決める際，神殿の担当者は結び固

めに参列する人数を尋ねるとともに，参列者が

何時に神殿に来たらよいかを教えてくれます。

教会員でない家族がいる場合はどうしますか。

神殿に入ることができない家族や友人は，可

能であれば神殿の待合室で，そうでなければ

神殿の敷地内で待つことができます。ホーム

ティーチャー，監督または支部長，そのほかの

適切な教会員に頼んで，神殿の儀式に参列で

きない人 と々ともに待ち，神殿結婚の神聖さに

ついて証
あかし

を述べてもらうこともできます。
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外国語を話す出席者がいる場合はどうしますか。

神殿の儀式のときに通訳が必要な場合は，前もって神殿

に連絡し，協力が得られるかどうか確認してください。

神殿内で指輪の交換を行うことができますか。

結婚の儀式の後，結び固めの部屋で指輪の交換を行うこ

とができます。神殿は，指輪の交換に関する指針を定めて

います。指輪の交換は儀式の一部ではありません。また，

神殿の敷地内のほかの場所で指輪を交換することは適切で

はありません。

神殿の外で誓いの言葉を交わすことができますか。

神殿で結婚した後に，すなわち互いと主との間で神聖な

聖約を交わした後に誓いの言葉を交わすことは適切ではあ

りません。ただし，法律により先に神殿外で結婚すること

が義務づけられている地域もあります。

神殿結婚の儀式の時間はどのくらいですか。

結び固めの儀式は，通常約20分から30分ほどです。神殿

の担当者が，結び固めの儀式のどのくらい前に神殿に来て

準備を整えたらよいか教えてくれます。

近くに神殿がないときはどうしたらよいでしょうか。

神殿結婚はどのような犠牲をも払う価値があります。最

も近い神殿までの旅費がたまるまで，長い期間待つカップ

ルはたくさんいます。神殿外で結婚した場合，神殿で結び

固めを受けるのに少なくとも1年間待つ必要があります。

ただし，住んでいる地域の法律により神殿外の結婚を先に

行う必要がある場合はこの限りではありません。監督また

は支部長がさらに助言してくれるでしょう。

ほかに知っておくべきことがありますか。

神殿結婚の儀式には，男性の証人が二人必要です。証人

は，すでにエンダウメントを受けているふさわしいメルキ

ゼデク神権者で，有効な推薦状を持っていなければなりま

せん。多くの場合，花嫁と花婿の父親が証人になります。

父親以外のふさわしい神権者を選ぶか，神殿に頼んで二人

の証人を手配してもらうこともできます。■

慣習
結婚式で米を投げた

り，クラクションを鳴ら

したり，車を装飾したり

するのを見たことがあ

ると思います。これら

の慣習を神殿の敷地内

で行うことは適切では

ありません。

写真撮影
神殿内での写真撮影

はもちろん許可されて

いませんが，神殿の敷

地内ではほとんどどこ

でも結婚写真を撮るこ

とができます。

披露宴
神殿結婚の後に披露

宴や祝い事を行う場合

には，なるべく質素なも

のにしてください。結婚

当日の最も重要な出来

事は神聖な結婚の儀式

です。神権の権能によ

り，自分の愛する人と永

遠に結び固められるの

です。結婚当日は家族

とごく親しい友人との

日とし，永遠の結婚の重

要性を薄れさせてしま

うようなほかの祝い事

を行わないよう気をつ

けましょう。

緊張しない
神殿に入ったことが

なくても，結び固めの

儀式で何が行われるか

をよく知らなくても，

心配しないでください。

愛情に満ちた奉仕者や，

すでにエンダウメント

を受けている家族や友

人が，神殿内で手助け

をしてくれることで

しょう。
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友
情（friendship），交際期間（courtship），

そして肉体的な関係（physical rela-

tionship）という3つの｢シップ｣（ship）

について福音がどう教えているか話したいと

思います。

第1に，友情は福音の原則です。人が精神

的にも霊的にも幸せになるために欠かせない

ものです。第2に，友情は交際期間や結婚生活

における互いの関係が築かれ，はぐくまれる土

台となります。第3に，結婚前に肉体的な関係

を持つことは，強い友情という土台を形成す

るうえで妨げとなります。しかし，結婚後の肉

体的な関係は友情をさらに深めます。

友 情
友情はあなたにとってどれくらい大切なもの

ですか。友情はどのように生活に祝福をもた

らしてくれるでしょうか。友達がいないと感じ

たことはありますか。孤独感を抱いたり，友達

がいないと感じたりするのはつらいものです。

友情は，人が幸福になるために必要なもので

す。あればよいというだけでなく，不可欠です。

人は皆，友達を得たいと心から望みます。普

遍的に必要なのです。

以下の情報は，今年の夏に何度か個人旅行

をした，若い女性中央管理会の一人のおかげ

ではっきり分かったものです。彼女は旅行を

しながら，アイダホ州，ブラジル，モンゴル，ロ

シアの若い女性を訪ねました。各地で，若い

女性の生活に関する質問をし，回答をまとめ

ました。その質問の内容とそれぞれに対して

最も多かった回答は次のとおりです。

質問――あなたを幸せにしてくれるものは何

ですか。回答――友達。

あなたにとって最大の心配事は何ですか。

友達。

自由時間に何をするのが好きですか。 友達

と一緒に過ごすこと。

あなたは何についていちばんよく考えますか。

友達について。

どうして若い女性はミューチャルに出席し

ないと思いますか。 友達がいないから。

どうして若い女性はあまり活発に教会に集

わなくなるのでしょうか。 友達からの圧力が

あるから。

驚きではありませんか。友達は，世界中の

若い女性にとって非常に重要なものなのです。

若い男性も似たような回答をすることでしょ

う。大部分の大人だって同じです。だれでも

友達を必要としているのです。

預言者は，交わした聖約を守るうえで友情

は必須
ひっ す

要素であると教えています。モルモン

の泉でアルマの民が示した模範について考え

てみてください。彼らはモルモンの泉で，神の

羊の群れに入りたいという望みを表しました。

アルマは民に，互いの重荷を負い合い，悲し

む者とともに悲しみ，慰めの必要な者を慰め

デートをする中で，
永続する力を持ち，
結婚の
堅固な土台となる
友情を求めてください。

中央若い女性会長

スーザン・W・タナ－
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る望みがあるかを尋ねました。つまり，友達と

して行動する聖約を交わす意志があるかどう

か尋ねました。民はそのような聖約に入ること

を，手をたたいて喜びました。そして，互いに

和合し，愛し合って結ばれた心を持ちました。

これは友情の模範を示すすばらしい聖句です

（モーサヤ18章参照）。

最も偉大な友情の模範は，イエス・キリスト

が示してくださっています。｢友｣とは，主が弟

子たちに払われた最高の敬意の表現でした。

主はこのように言われました。

｢わたしのいましめは，これである。わたし

があなたがたを愛したように，あなたがたも

互
たがい

に愛し合いなさい。

人がその友のために自分の命を捨てること，

これよりも大きな愛はない。

……あなたがたはわたしの友である。

わたしはもう，あなたがたを僕
しもべ

とは呼ばない。

僕は主人のしていることを知らないからであ

る。わたしはあなたがたを友と呼んだ。わた

しの父から聞いたことを皆，あなたがたに知

らせたからである。｣（ヨハネ15：12－15）

もし友情が預言者や救い主の教えの中でこ

れほど重要であるならば，わたしたちは偉大

な，聖約を守る友となるように努めるべきでは

ないでしょうか。そのような友となることはキ

リストに似た者となることであり，そのような友

を持つことは天に似た環境を生みます。わた

したちは末日聖徒として，昇栄とは真の友であ

る救い主，そして主に似た者となった人 と々と

もに永遠に住まう特権にあずかることだと

知っています。聖文には次の栄
は

えある約束が

記されています。「ここでわたし

たちの間にある交

わりが，そこでもわ

たしたちの間にあ

る。ただし，その交

わりには，わたした

ちが今享受していな

い永遠の栄光が伴う。」

（教義と聖約130：2）

交際期間
第2の「シップ」すなわち交際期間（courtship）

における関係について話しましょう。友情は

交際期間と結婚生活において鍵
かぎ

となるべきも

のです。交際期間は友情という土台の上に

築かれるものだと思います。これを分かり

やすくするために，ある話をしましょう。

この話はアイザック（イサク）とレベッカ

（リベカ）の話です。しかし，聖書に登

場する話ではありません。わたしの娘

のレベッカと彼女の求婚者アイザック

の話です。我が家のレベッカは旧約

聖書のリベカほどすぐにアイザック

と結婚するようにという促しを受

けたわけではありません。また，

自分の今の生活を犠牲にして，

すぐに家族と離れ，ほかの人

と生活する決意も容易にで

きませんでした。

我が家のベッキー（レ

ベッカの愛称）は21歳で

した。ブリガム・ヤング

大学を通してアフリカ

のモザンビークで行

われる夏期研修を

友
情は，

人が幸福に

なるために

必要なものです。

あればよいというだけ

でなく，不可欠です。

人は皆，

友達を得たいと

心から望みます。

普遍的に

必要なのです。



44

申し込んでいました。伝道に出ようか決めかねていましたが，

歯医者や医者の診断の予約を入れるなど，少しずつ準備を始

めていました。また，当時勉強している分野で修士号を取得

することも考えていました。要するに，人生で次に進むべき道

を模索していたのです。わたしたち家族は，3つのM，すなわ

ちモザンビーク（Mozambique），伝道（Mission），修士号

（Master）の中でどれが選ばれるのだろうかと考えていました。

ベッキーが迷っている間，アイザックが現れて，4つ目のM，

すなわち結婚（Marriage）という選択肢を加えました。彼は

数か月後には医学校に行くことになっていて，結婚してベッ

キーを連れて行きたいと考えていました。アイザックは後で，

自分なりの3つのMがあって，ベッキーに選んでほしいと思っ

ていたと打ち明けてくれました。3つのMとは，結婚

（Marriage），医学校（Medical School），そしていずれは母親

業（Motherhood）です。アイザックはこのように語っています。

「もしベッキーが選んでくれなかったら，わたしは4つ目のM

である『悲惨な状態』（miserable）になるところでした。」

ベッキーは21世紀に生きる女性でした。世の中と世の中

のきらびやかな機会が目の前に開かれていて，自分の夢をわ

きに置くのは難しいことでした。最後の決め手となったのは，

アイザックがベッキーに示した生来の善良さと親切でした。

また，アイザックは，美しい花束を贈ったり，楽しいデートに

連れて行ったりと，ロマンチックなこともしました。

しかし，それだけではベッキーの心をつかむことはできま

せんでした。ベッキーの心を最もつかんだのは，アイザック

が常にベッキーの気持ちを，また彼女が必要としている事柄

を自分よりも優先したことでした。人が友として相手にする

ような，小さな，思いやりのあることをしたのです。例えば，

ベッキーの腕時計のベルトサイズが彼女の手首よりも大きい

ことを知ったとき，ベルトから幾つかの環
わ

を外し，ぴったり合

うようにしてくれました。また，別のときに，ベッキーは自分

の車が内も外も掃除をしてきれいに磨かれていることに気づ

きました。ベッキーに頼まれてもいないのにアイザックが彼

女の車を洗っておいてくれたのです。あるときベッキーは，

アイザックが自分を改善するために作成したリストを見つけ

ました。そのリストに挙げられている目標の多くは，人に仕

えることを目指したものでした。これらの親切な行いは，友

情がいつまでも続くことを表していました。アイザックの言動

は，身体的な美しさが薄れた後も続く，人格的な特質を示し

ていたのです。

ベッキーは，良いときも悪いときも堪え忍ぶような特質，つ

まり良い友に望むような特質をアイザックが備えていることに

気づきました。こういうわけで，アイザックと結婚したのです。

そして，ベッキーは今，アイザックのすばらしい長所が二人の

関係を強めてくれるという自分の予想は正しかったと言いま

す。ベッキーは親友と結婚したように感じています。結婚と

は，本来そうあるべきものなのです。

このように，友情はロマンチックな愛，つまり交際期間や結

婚へと続く，愛の土台を築き上げるのです。同様に，友情と

ロマンチックな愛はともに，「キリストの純粋な愛」である慈

愛の上に築かれるときにのみ（モロナイ7：47），神が本来意

図されているものになり得ます。モロナイ書やコリント人へ

の第一の手紙にあるように，慈愛は忍耐強く，長く堪え忍び，

親切であり，ねたまず，自分の利益を求めないものです。慈

愛を通じて夫婦は，真理を喜び，信じ，希望を抱き，堪え忍

ぶことができます。慈愛に基づいた愛を持つ夫婦は互いの

ために最良のものを望みます。そのような夫婦の愛は，キリ

ストの純粋な愛に満たされています。このような特質こそ交

際期間や結婚生活に求めるべき特質です（1コリント13：4－

7；モロナイ7：45参照）。

強固な，愛ある関係を築くための一つの方法は，率直なコ

ミュニケーションを図ることです。コミュニケーションは，良

い関係を作り出し，持続させるための手段です。まだ結婚し

ていない我が家の子供たちは，どのようにして男女が結婚す

るに至るのかよく尋ねてきます。あまりにもなぞめいたパズ

ルのように思えるからです。夫婦のなれそめ話は百人百様で

す。しかし，大部分のなれそめ話には少なくとも一つの共通

点があるようです。会話が自然に弾む。多くの夫婦はこのよ

うに言います。「ただずっと話していました。時間を忘れて

話し込みました。話すことが心地よかったのです。同じユー

モアのセンスを持っていました。共通の趣味や価値観につい

て話すのが大好きでした。」

わたしが夫と最初のデートに出かけたときもまさしくその

ような経験をしました。その晩ずっと，周りに人がいたものの，

たった二人でいるような心地でした。ジョンとわたしは絶え

間なく話しました。

「愛とは長い会話である」という言葉を聞いたことがありま

す。わたしもそのとおりだと思います。実際，わたしは子供

たちに，「パパとママの間に話すことがなくなってしまったら，



二人の結婚生活は行き詰まるでしょうね」と冗

談を言っているくらいです。このような冗談を

気がねなく言えるのは，夫とわたしが何につ

いても互いに話すのが大好きだからでしょう。

友情における非常に楽しいこのコミュニ

ケーションは，人のより深い面を知るうえでも

欠かせません。うわべだけの会話を抜け出せ

ないために，二人の関係が交際に発展しない

ことがあります。

時折，わたしたちは興味をそそられる場所

に幸福を探したり，神秘的なもの，金銭，魅力

などの中にロマンスを求めたりします。あるい

は外見だけを求めることがあります。そうでは

なく，キリストのような特質を持つ友達を探す

必要があります。デートをする中で，永続する

力を持ち，結婚の堅固な土台となる友情を求

めてください。二人の関係に堅い，徳高い基

を築いて初めて，結婚して肉体的な関係を築

く備えができるのです。

肉体的な関係
男女の間の肉体的な関係は，すばらしいも

の，善なるもの，そして美しい祝福になり得ま

す。しかし，ロマンスの中の肉体的な部分が二

人の関係に早く訪れすぎると，肉体的な関係

が先導してしまいます。そうなると，本末転倒

です。肉体的な感情は強力で，刺激的です。

そのようなものとして作られたのです。しかし，

だからこそ，結婚して，二人の関係における基

本的な部分が確立するまでは，肉体的な感情

は定められた範囲にとどめるべきなのです。

わたしたちは，子供たちの盾となるようにと

願って，幾つかの原則を教えました。危険や

決断に迫られたときに思い出しやすいように，

簡潔な表現にしました。その中から，皆さんが

覚えて，その言葉のとおりに行動すれば，皆さ

んの盾ともなる原則を４つだけ紹介しま

しょう。

1．暗闇
くらやみ

の危険を回避する。文字どおり，

そして象徴的にも，いつも明るい場所にい

るようにしましょう。玄関先，居間，ダンス

パーティーで照明をつけておくことは賢

明です。また，気持ちが暗くなったり

する場所，よくない雰囲気を感じる場所を避け

ることも安全策となります。

2．水平になるすきを作らない。デートの相

手と一緒に体を横たえることはしないでくだ

さい。映画を見るときも，本を読むときも，あ

るいはピクニックで休むときも，決して相手と

横になったりしないでください。

3．人目につかない場所に潜む危険性を覚え

ておく。二人きりになるにも，公の場所を見

つけましょう。人のいる所でも親しい会話が

できるようにしましょう。じゃまが入りやすい所

で一緒にいることは，大きな安全を手に入れ

たようなものです。

4．常に慎み深く。外見，言葉遣い，行動の

すべてにおいて，文字どおり天の御父の霊の

息子と娘であることを表すべきです。天の御

父の計画の中で，体がいかに大切で

あるかを真に理解するなら，自分

の体に対して深い敬意を払うこと

でしょう。慎み深い服装と言動を

するなら，周りの人からも尊敬さ

れるでしょう。

良い選択をしようと努める人

と一緒にいることを選ぶなら，

自らを守ることができます。あ

なたが残りの生涯をともに過

ごしたいと思う人は，あなた

のために最良のものを望む

はずです。『若人の強

さのために』の

中にはこのよ

うに述べら

強
固な，

愛ある関係を

築くための

一つの方法は，率直な

コミュニケーションを

図ることです。

コミュニケーションは，

良い関係を作り出し，

持続させるための

手段です。



れています。「高い標準を守るために励まし合

い強め合えるような，価値観を分かち合える友

達を選んでください。」（12ページ）

主は，人があらゆる面で一つとなれるように

計画されています。結婚における肉体的な関

係は霊と霊の結びつきをさらに堅固なものと

するうえで助けとなります。男女は互いを益す

るために造られているのです。

良い手本が，人類最初のラブストーリーにあ

ります。主は，アダムが独りでいるのは良くな

いと言われました。そこで，主はエバを造り，

「彼のために，ふさわしい助け手」となるように

されました（創世2：18）。この聖句に込められ

ている意味は，エバがアダムのためにふさわ

しい（meet）助け手となるように造られたとい

うことです。英語の「meet」には，「適切な」

「ふさわしい」という意味があります。つまり，

エバは「彼（アダム）に，適切で，ふさわしく，

似つかわしい」助け手ということです（欽

定訳創世2：18，脚注bから和訳）。その

後，アダムは互いに「結び合い，一体と

なる」ように教えられます（創世2：24）。

ここにすべての要素があります。ま

ず互いにふさわしくなり，結婚後に

肉体的な関係を加えるのです。

わたしはそのような友を持つすばらしさを

知っています。夫のジョンは，交際期間中，い

つも親切で，思いやりがあり，ロマンチックな

人でした。そして，働きながら大学に通い，4

歳未満の子供が3人いても，いつもわたしに対

して親切で，思いやり深く，ロマンチックに振

る舞いました。ジョンはそのような態度を，わ

たしの忙しい家事を手伝うことで示してくれま

した。毎晩，子供たちをおふろに入れ，台所

の床をふいてくれました。また，わたしにとっ

ての社会への窓口として，世の中でどのような

ことが起きているのかを知らせてくれました。

家族を養い，母親であるわたしを励ましてくれ

ました。子供たちが演劇やコンサート，スポー

ツ行事に参加したり，宿題をしたりするのを助

けてくれました。散歩や週末の小旅行，神殿参

入，また時には出張の同伴など，わたしに安ら

ぐ時間を与えてくれました。わたしが夜，疲れ

て帰宅すると，わたしが食事を作らなくてもよ

いようにチーズトーストやその他のおいしい料

理を作ってくれます。ジョンはわたしが記事や

お話を書くときには霊感の源となり，編集者と

なってくれます。わたしのために祈り，神権の

祝福を授けてくれます。あらゆる面でわたし

にぴったりの助け手です。

わたしたち一人一人が友達，家族，神との

関係を通して，人生にそのような喜びを見い

だせるように願っています。強い友情は，キリ

ストのような徳の上に築かれることを覚えてお

きましょう。その強い友情は，交際を深めて

いくための堅固な土台となります。そし

て，最後に，慎重に，肉体的な関係を加

えることにより，結婚における神聖な友

情をさらに深めることができます。これ

らの原則が真実であることを証
あかし

します。

主がわたしたちのために用意された

神聖な交わりの中に喜びを見いだせ

ますように。■

この記事は，ブリガム・ヤング大学アイダホ校で

2003年11月18日に行われたディボーショナルの

説教を基に書かれました。

慈
愛に

基づいた

愛を持つ

夫婦は互いのために

最良のものを

望みます。

慈愛は交際期間や

結婚生活に

求めるべき特質です。



聖書に関するあなたの知識を試してみましょう
旧約聖書に記されている恋愛と結婚について，どれくらい

知っていますか。（もちろん，聖書の時代にも，恋愛物語があっ

たのです。）旧約聖書時代の預言者とそれぞれの妻を組み合わ

せてみましょう。

慎み深いウェディン
グドレス

幾らブライダル情報
誌をめくっても，将来

神殿で

結婚する日に着るの
にふさわしい，慎み

深いドレ

スは，恐らく見つか
らないでしょう。し

かし丹念

にお店を見て歩い
て探すなら，慎み深

く，しか

も美しいウェディン
グドレスがきっと見

つかる

はずです。自分でド
レスを縫うこともで

きま

す。型紙と好みの白
い布地さえ探したら

，

後は作るだけです。

御存じでしたか？

「エデンの園を去る」ジョセフ・ブリッキー画。ドレス／LATTERDAYBRIDE.COMの厚意により掲載

友達になろう
「友達はお金に換えられない財産です。なぜ

なら，真の友とは単にあるがままのわたしたち

を愛するだけでなく，より善い人間になれるよ

う助けてくれる人だからです。……

友人のいない人は不幸な人ですが，それ以上に不幸なのは，

友達でいることをやめた人です。」

十二使徒定員会　マービン・J・アシュトン（1915－1994年）
「貧しきことは楽しからず」『聖徒の道』1988年11月号，33参照

1．アダム a．レア（創世29：21－23参照）

2．ヨセフ（ヤコブの息子） b．アセナテ（創世41：45参照）

3．ヤコブ（イサクの息子） c．エバ（創世3：20参照）

4．イサク（アブラハムの息子） d．チッポラ（出エジプト2：21参照）

5．アブラハム e．リベカ（創世24：67参照）

6．モーセ f．ラケル（創世29：20，30参照）

g．サラ（創世11：29；17：15参照）

47／ 22 00 00 44 年年 11 00 月月 号号

答え――1ｃ（これはきっと正解したことでしょう），2 b，3 aとf，4 e，5 g，6 d



事を今後数か月間シリーズでお届けし

ます。「宣言」の全文は，本記事の隣の

ページに掲載されています。■

す。夫と妻はともに働き，互いに補い

合います。

状況の変化により，時として，天の

御父の計画に従うことが困難になった

り，あるいは不可能になったりするこ

ともあります。天の御父は，そのような

境遇の中で永遠の家族を築く原則に

従って生きようと努力している人々を

たたえ，祝福してくださいます。御父

は子供を持つ人々を強めてくださいま

す。子供との永遠のきずなを築くため

に，義にかなった努力をしていけるよ

う助けを受けることができます。御父

は，結婚の機会に恵まれていない人

を祝福してくださいます。信仰をもっ

て天の御父の教えを守って生活するな

ら，義にかなった人々のために用意さ

れている豊かな祝福を受けることがで

きるのです。だれもが，永遠の伴侶
はんりょ

を

得て，自分の家族を持つ日を待ち望み，

その準備をすることができるのです。

「家族――世界への宣言」は，永遠

の家族を築くためには，次のような土

台が必要であると述べています。「実

りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔

い改め，赦
ゆる

し，尊敬，愛，思いやり，労

働，健全な娯楽活動の原則にのっとっ

て確立され，維持されます。」

家庭生活に関する神の計画がます

ます理解されにくくなっているこの世に

あって，神の愛を受けている神の霊の

息子や娘たちが，この「宣言」に示され

た原則に従って，永遠の目的に忠実に

生きることは，ますます重要になってい

ます。そのため，『リアホナ』と『エンサ

イン』（Ensign）では，「家族――世界へ

の宣言」の中にある原則に基づいた記
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人
はこの地上に来る前に，天

の父母の子供として育てら

れました。そして地上に誕

生したときに，この世の父母のもとに

生まれて来たのです。

わたしたちは天の御父がお作りに

なった幸福の計画（アルマ42：8参照）

に基づいて，この地上で家族を持つ機

会を与えられています。わたしたちはこ

の幸福の計画について知っています。

聖文や末日の預言者の言葉を通して，

この計画は人に教えられてきました。神

の預言者，聖見者，そして啓示者と呼

ばれる人々が近年発表した「家族――

世界への宣言」は，この幸福の計画が

真実であることを再確認しています。

「家族――世界への宣言」には，男

女が結婚することによって家庭が作ら

れることが簡潔に述べられています。

主の神殿で結び固められた家族は，ふ

さわしければその関係が死を超えて

永遠に続くと約束されます。そのよう

な家族の中に生まれる子供は，神殿

の儀式を通して永遠にわたって両親

に結び固められています。

「家族――世界への宣言」では，性

別は人の永遠の特質の一部であり，こ

の世の家庭と永遠の家庭において各

自の役割を果たすうえで大切なもので

あると説明されています。「宣言」はま

た，夫と妻は家族に対して永遠の目的

を共有しているが，神の計画により，

夫婦それぞれに異なる役割，しかも等

しく重要な役割が与えられていると指

摘しています。父親のおもな責任は，

物質的に家族を養うことです。母親の

おもな責任は子供を養い育てることで

家族を強める

家族とは何でしょうか

「家族の宣言」の紹介
「現代は混乱の時
代，価値観の揺らぐ時
代です。甲高

かんだか

い声が，
時に裏打ちされた行
動の規範に反旗を翻

し，これだ，あれだと叫びます。わたした
ちの社会の倫理的な基盤は大きく揺ら
いでいます。……
倫理基準や価値観に対する欺瞞

ぎまん

が後
を絶たず，じわじわと世の汚れに染めて
いこうとする誘惑があまりにも多いから
です。このことを踏まえて，わたしたち
大管長会と十二使徒評議会は，教会員な
らびに一般の方々に向けて一つの宣言
を発表いたします。これは，わたしたち
の教会の預言者，聖見者，啓示者が歴史
を通じて繰り返し述べてきた，家族にか
かわる標準と教義とその運用について
の宣言を再確認するものです。」

ゴードン・B・ヒンクレー大管長
「世の策略に対抗して立つ」
『聖徒の道』1996年1月号，110－113。
この後「家族――世界への宣言」が発表されました。



大管長会と十二使徒定員会は

次のように宣言しています。

「家族は神によって定められたものです。

男女の間の結婚は，

神の永遠の計画に不可欠なものです。

子供たちは結婚のきずなの中で生を受け，

結婚の誓いを

完全な誠意をもって尊ぶ父親と母親により

育てられる権利を有しています。」

「家族──世界への宣言」

（裏表紙の内側に掲載）参照
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