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2 第175回年次総大会大会概要

●土曜午前の部会

4 開会に当たり
大管長 ゴードン・B・ヒンクレー

6 モルモン書――イエス・キリストについての
もう一つの証

あかし

――分かりやすくて貴いこと
十二使徒定員会会長代理　
ボイド・K・パッカー

10 静かな細い声と，高鳴る心
管理監督会第一副監督　
リチャード・Ｃ・エッジリー

13 子供たちは皆教えを受け
前中央初等協会会長 コリーン・K・メンラブ

16 今こそ用意をする時期である
十二使徒定員会　ラッセル・M・ネルソン

19 変化の時代にあって変わらぬ真理
第一副管長 トーマス・S・モンソン

●土曜午後の部会

23 教会役員の支持
第一副管長 トーマス・S・モンソン

24 2004年度教会監査部報告
教会監査部実務運営ディレクター　
ロバート・W・キャントウェル

25 2004年度統計報告
大管長会秘書　F・マイケル・ワトソン

26 思いやりという美徳
十二使徒定員会 ジョセフ・B・ワースリン

29 『わたしの福音を宣
の

べ伝えなさい』の持つ力
十二使徒定員会 リチャード・Ｇ・スコット

32 人の価値
七十人　ハロルド・G・ヒラム

34 什分
じゅうぶん

の一――貧しくても従うべき戒め
七十人 リン・G・ロビンズ

36 最初の示現が結んだ実
十二使徒定員会　
ディーター・F・ウークトドルフ

39 夫婦宣教師――
犠牲と奉仕から得られる
祝福
十二使徒定員会　
ロバート・D・ヘイルズ

●神権部会

43 最も際立った特性
十二使徒定員会
ジェフリー・R・ホランド

46 笑顔の裏に隠れた悪を
警戒しなさい
七十人　
ニール・L・アンダーセン

48 主の方には
七十人会長会　ロバート・C・オークス

51 粘り強く努力する
第二副管長 ジェームズ・Ｅ・ファウスト

54 神聖な奉仕の召し
第一副管長 トーマス・Ｓ・モンソン

58 ギャンブル
大管長 ゴードン・Ｂ・ヒンクレー

●日曜午前の部会

62 聖なる場所に立つ
第二副管長 ジェームズ・E・ファウスト

69 もう一人
十二使徒定員会　M・ラッセル・バラード

72 信仰が答えです
七十人会長会　デビッド・E・ソレンセン

74 キリストのような友，これに勝る恵みはない
中央扶助協会第一副会長　
キャスリーン・H・ヒューズ

77 結ばれた心
十二使徒定員会　ヘンリー・B・アイリング

80 神が啓示された偉大な事柄
大管長 ゴードン・B・ヒンクレー

●日曜午後の部会

84 何か願いがあるのか
十二使徒定員会　L・トム・ペリー

87 ポルノグラフィー
十二使徒定員会　ダリン・Ｈ・オークス　

91 兄弟たちを力づけなさい
七十人　ロバート・Ｊ・ホエットン

94 元気を出しなさい，
逆境の中で忠実でありなさい
七十人　アデマール・ダミアニ

96 年齢を重ねた人 の々勧告に感謝する
七十人　スティーブン・Ｂ・オーブソン

99 主の深い憐
あわ

れみ
十二使徒定員会　デビッド・A・ベドナー

102 結びの言葉
大管長 ゴードン・B・ヒンクレー

●中央若い女性集会

104 クモラからの喜びのおとずれ
中央若い女性会長　スーザン・W・タナー

107 わたしのなすべき業
中央若い女性第一副会長　
ジュリー・B・ベック

109 主は皆さんの名前を御存じです
中央若い女性第二副会長　
イレイン・S・ダルトン

112 模範になりなさい
第一副管長 トーマス・Ｓ・モンソン

64 末日聖徒イエス・キリスト教会中央幹部

116 指導者の言葉──
大会の教えを生活に取り入れるために

117 わたしたちの時代のための教え

118 アロン神権者および若い女性用
リソースガイド

121 中央補助組織会長会

121 チャーチ・ニュース
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2005年4月2日土曜午前，一般部会

管理――ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会――ジェームズ・E・ファウスト副管長。開会

の祈り――アール・C・ティンギー長老。閉会の

祈り――ロバート・K・デレンバック長老。音楽

――モルモンタバナクル合唱団；指揮――クレ

ーグ・ジェソップ，マック・ウィルバーグ；オルガ

ニスト――リチャード・エリオット，ジョン・ロン

グハースト。「来たれ，予言者より」『賛美歌』13

番；「イスラエルの救い主」『賛美歌』4番，ウィル

バーグ編曲，未刊；「神は世を愛し」『賛美歌』

107番，ケーセン編曲，未刊；「来たれ，主の子

ら」『賛美歌』31番；「光の中進もう」『賛美歌』

194番；「主のみ言葉は」『賛美歌』46番，ウィル

バーグ編曲，未刊

2005年4月2日土曜午後，一般部会

管理――ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会――トーマス・S・モンソン副管長。開会の祈

り――ジョン・M・マドセン長老。閉会の祈り――

W・ロルフ・カー長老。音楽――ユタ州オグデ

ンおよびローガンのインスティテュート合同聖歌

隊；指揮――ジョナサン・G・ウッドストック，ジ

ェラルド・F・サイモン，ブレント・T・コトル；オ

ルガニスト――ボニー・グッドリッフェ。「絶えず

頼り主求む」『賛美歌』53番，サイモン編曲，未

刊；「われみ言葉読む」『賛美歌』177番；「感謝

を神に捧げん」『賛美歌』11番；「恐れず来たれ，

聖徒」『賛美歌』17番，ウィルバーグ編曲，未刊

2005年4月2日土曜夜，神権部会

管理――ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会――トーマス・S・モンソン副管長。開会の祈

り――D・トッド・クリストファーソン長老。閉会

の祈り――フランシスコ・J・ビーナス長老。音

楽――ブリガム・ヤング大学の神権者による聖

歌隊；指揮――ロナルド・J・ステーリー；オル

ガニスト――クレー・クリスチャンセン。「導きた

まえよ」『賛美歌』41番，ホール編曲，未刊；「長

き沈黙破りて出づ」『賛美歌』10番；「山の上に」

『賛美歌』2番；「さらに聖くなお努めん」『賛美

歌』74番，ステーリー編曲，ジャックマン刊

2005年4月3日日曜午前，一般部会

管理・司会――ゴードン・B・ヒンクレー大管

長。開会の祈り――菊地良彦長老。閉会の祈

り――シャーリー・D・クリステンセン長老。音

楽――モルモンタバナクル合唱団；指揮――ク

レーグ・ジェソップ，マック・ウィルバーグ；オル

ガニスト――ジョン・ロングハースト，クレー・ク

リスチャンセン。「いざ救いの日を楽しまん」『賛

美歌』5番；「麗しき朝よ」『賛美歌』18番，ウィル

バーグ編曲，未刊；「何を天に見しか」『賛美歌』

9番；「わが神，わが王」『賛美歌』87番；“We

Ever Pray for Thee”『賛美歌』〔英文〕23番，

ウィルバーグ編曲，未刊；「たたえよ，主の召し

たまいし」『賛美歌』16番，ウィルバーグ編曲，

未刊

2005年4月3日日曜午後，一般部会

管理――ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会――トーマス・S・モンソン副管長。開会の祈

り――カーロス・H・アマードー長老。閉会の祈

り――ウィリアム・W・パームリー長老。音楽――

モルモンタバナクル合唱団；指揮――クレー

グ・ジェソップ，マック・ウィルバーグ；オルガニ

スト――リンダ・マーゲッツ。「造り主の主を」

『賛美歌』37番，ウィルバーグ編曲，未刊；

“Where Can I Turn for Peace?”『賛美歌』

〔英文〕129番，ウィルバーグ編曲，未刊；「正し

かれ」『賛美歌』151番；「わかれにまた」『賛美

歌』88番，ウィルバーグ編曲，未刊

2005年3月26日土曜夜，中央若い女性集会

管理――ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会――スーザン・W・タナー。開会の祈り――

エイミー・エンゲブレトセン。閉会の祈り――ア

ン・M・ディッブ。音楽――ユタ州スパニッシュ

フォークおよびセーレムの若い女性合同聖歌

隊；指揮――クリスティー・フライ；オルガニスト

――リンダ・マーゲッツ。「来たれ，喜べや」『賛

美歌』8番，アンスワース編曲，未刊；「長き沈黙

破りて出づ」『賛美歌』10番，マーゲッツ編曲，

未刊；「麗しき朝よ」『賛美歌』18番，ケーセン

編曲，ジャックマン刊；「感謝を神に捧げん」『賛

美歌』11番，ゴーテス編曲，未刊，「シオンの若

者として」『リアホナ』2000年4月号，24

総大会の収録物の入手

総大会の各部会を収録したテープ類は，通

常，教会管理本部配送センターから大会後2か

月以内に多くの言語で入手できるようになって

います。

インターネット上での大会説教

インターネットにより，多くの言語で総大会

説教にアクセスすることができます。アドレス

は次のとおりです。―― www.lds.org。
“Gospel Library”，“General Conference”の順

にクリックし，言語を選択してください。

ホームティーチングおよび家庭訪問

ホームティーチングまたは家庭訪問用のメッ

セージとしては，訪問する会員の必要性に最も

適した総大会説教を一つ選んでください。

表紙の説明

「1830年，イエス・キリストの教会が組織され

る」ジョセフ・ブリッキー画，複写は禁じられて

います

大会の写真

総大会の写真は以下のカメラマンによって撮

影されました。ソルトレーク・シティー――クレー

グ・ダイモンド，ウェルデン・C・アンダーセン，ジョ

ン・ルーク，マシュー・ライアー，クリスティーナ・

スミス，ケリー・ラーセン，タムラ・H・ラティエタ，

スコット・デービス，レス・ニルソン，ロバート・ペ

イン。ベルギー――アレクサンダー・ストゥルーバ

ンツ。韓国――李
リー

姫
ミンヒー

。メキシコ――セルジ

オ・マルドナード。ニュージーランド――リチャ

ード・スティーブンズ。フィリピン――ジェイミー・

N・リベラ。スペイン――セルジオ・ディエス。
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リアホナ　2005年5月号
第7巻第5号（25985 300）

末日聖徒イエス・キリスト教会公式機関誌（日本語版）
大管長会：ゴードン・B・ヒンクレー，トーマス・S・モンソン，
ジェームズ・E・ファウスト

十二使徒定員会：ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，ラッセ
ル・M・ネルソン，ダリン・H・オークス，M・ラッセル・バラー
ド，ジョセフ・B・ワースリン，リチャード・G・スコット，ロバー
ト・D・ヘイルズ，ジェフリー・R・ホランド，ヘンリー・B・アイ
リング，ディーター・F・ウークトドルフ，デビッド・A・ベドナー

編集長：ジェイ・E・ジェンセン
顧問：モンティ・J・ブラフ，ゲーリー・J・コールマン
実務運営ディレクター：デビッド・フリッシュニクト
企画編集ディレクター：ビクター・D・ケーブ
グラフィックスディレクター：アラン・R・ロイボーグ
機関誌編集ディレクター：リチャード・M・ロムニー
編集主幹：マービン・K・ガードナー
編集スタッフ：コレット・ネベカー・オーヌ，スーザン・バレット，シャナ・バト
ラー，ライアン・カー，リンダ・ステール・クーパー，ラリーン・ポーター・
ガーント，ジェニファー・L・グリーンウッド，R・バル・ジョンソン，キャ
リー・カステン，メルビン・リービット，サリー・J・オデカーク，アダム・
C・オルソン，ジュディス・M・パーラー，ビビアン・ポールセン，ドン・L・
サール，レベッカ・M・テーラー，ロジャー・テリー，ジャネット・トーマス，
ポール・バンデンバーグ，ジュリー・ワーデル，キンバリー・ウェッブ

実務運営アートディレクター：M・M・カワサキ
アートディレクター：スコット・バン・カンペン
制作主幹：ジェーン・アン・ピーターズ
デザイン・制作スタッフ：ハワード・G・ブラウン，トーマス・S・チャイルド，
レジナルド・J・クリステンセン，キャスリーン・ハワード，デニーズ・カー
ビー，タッド・R・ピーターソン，ランドール・J・ピクストン，カリ・A・トッド，
クラウディア・E・ワーナー

マーケティング部長：ラリー・ヒラー
印刷ディレクター：クレーグ・Ｋ・セジウィック
配送ディレクター：クリス・T・クリステンセン
●定期購読は，「『リアホナ』注文用紙」でお申し込みになるか，郵便振替
（口座名／末日聖徒イエス・キリスト教会　振替口座番号／00100-6-
41512）にて教会管理本部配送センターへご送金いただければ，直接郵
送いたします。●『リアホナ』のお申し込み・配送についてのお問い合わせ
……〒133-0057東京都江戸川区西小岩5-8-6／末日聖徒イエス・キリ
スト教会　管理本部配送センター 電話　03-5668-3391
発行所 末日聖徒イエス・キリスト教会

〒106-0047東京都港区南麻布5-10-30
電話　03-3440-2351

定価 年間予約／海外予約　2,400円（送料共）
半年予約　1,200円（送料共）
普通号／大会号　200円

『リアホナ』への投稿およびご質問は，下記の連絡先にお送りください。
Room 2420, 50 East North Temple Street,
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
電子メール：cur-liahona-imag@ldschurch.org
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愛
する兄弟姉妹の皆さん，この教

会の世界中の会員を代表し，

カトリックの隣人や友人の皆さ

んに，この悲しみの時にあって，心からの

お悔やみを申し上げます。ローマ法王ヨ

ハネ・パウロ2世は，キリスト教の大義を

推し進め，貧しい人々の重荷を負うため

に，また，倫理観と人の尊厳を擁護して

恐れず語るために，うまずたゆまず働い

てこられました。わたしたちは，ヨハネ・

パウロ2世のご逝去を，大勢の人々，とり

わけ，彼の指導を仰いでこられた方々と

ともに悼んでいます。

さて，兄弟姉妹，この総大会を開会す

るに当たり，過去10年にわたるわたした

ちの管理の職について少し話すのがふさ

わしいかと思います。

1995年3月12日，大管長会という高く神

聖な責任がわたしたちに与えられました。

その後の大会で，わたしはこう述べました。

「さて，兄弟姉妹の皆さん，もう少しの

頑張りを示し，視野を広げ，精神を集中

して，福千年における末日聖徒イエス・キ

リスト教会の壮大な使命に対する知識と

理解を深める時が来ました。今は堅固に

立つべき時です。自分たちに与えられて

いる使命の意義，大きさ，重要性をよく理

解したうえで，ためらうことなく前進する

時です。どのような結果になろうとも，そ

れをいとわずに，正しいことをなすべき

時です。戒めを守るべき時です。悲しみ

の中にある人々，また暗闇
くらやみ

と苦しみの中

をさまよっている人々に，愛と優しさを示

す時です。すべての人間関係において，

お互いに思いやりを示し，親切にし，節

度ある態度で，礼儀正しくする時です。

言い換えれば，なおいっそうキリストに近

い生活をする時なのです。」（「主のみ業」

『聖徒の道』1995年7月号，76－77）

10年前に呼びかけたことがどれくらい

実現できているか，判断するのは皆さん

一人一人です。

この10年は教会歴史においてすばらし

い時節となりました。御
み

業
わざ

が目覚ましく開

花しました。意義深い達成も数多く見ら

れました。

この前進は，大管長会，十二使徒定員

会，七十人または管理監督会だけの働き

ではありません。ステーク会長会，高等

評議会のすべての会員，すべての監督会

と定員会会長会，すべての補助組織会長

会，そしてこの教会に属する全世界のす

べての忠実で活発な会員，この人たちの

信仰と祈り，努力，献身的な奉仕の結果

なのです。

皆さんがどこにいようとも，一人一人に

わたしの気持ちを伝え，皆さんの偉大で

献身的な奉仕に感謝いたします。皆さん

は何と力強い民でしょうか。

預言者ジョセフ・スミスを通して回復さ

れたイエス・キリストの福音の威厳とすば

らしさは，今日
こんにち

まばゆいほどの光を放って

います。

この10年の歩みを振り返るときに，決

して尊大になったり高慢になったりして

はなりません。そうではなく，様々な試み

が達成されてきたことに対して，へりく

だって感謝の念を抱くべきでしょう。

例えば，北アメリカに住む会員よりもそ

れ以外の地に住む会員の方が多くなるま

開会に当たり
大管長

ゴードン・B・ヒンクレー

前進するに当たり，わたしたちの責任はきわめて大きいですが，機会はすばらしい

ものです。

●土曜午前の部会

2005年4月2日



でに，教会は発展してきました。わたした

ちは，会員が160か国の至る所にいる，立

派な国際家族になりました。

この10年で新たに500以上のステーク

が組織され，新たに4,000以上のワードや

支部が組織されました。そして300万人の

新しい会員が教会に加わりました。

教育システムへの登録者数は約20万人

増えて，10年前の倍になりました。青少年

のほとんどは，より強くなり，より忠実にな

りました。

「永代教育基金」が設立されました。初

めは希望と信仰しかない状態でした。し

かし今日では，27か国に住む1万8,000人

近くの若人が援助を受けています。彼ら

は訓練を受け，これまで何世代にもわ

たって甘んじてきた貧困という窮地から

脱け出しています。技術は磨かれ，収入

は増しています。

また神殿の数も激増しました。1995年に

47の神殿がありました。現在119の神殿が

あり，今年あと3つの神殿が奉献されます。

1995年にモルモン書は87か国語で出版

されていました。今日106の言語で読むこ

とができます。

そしてこの10年で，5,100万部のモルモ

ン書が配付されました。

世界中に，文字どおり何千もの建物を

建ててきました。以前に建設されたもの

に比べると質も良くなり，わたしたちの必

要に，より適したものとなっています。

それに加えて，今日
き ょ う

の舞台となってい

るこのすばらしいホール，独創的で美し

いカンファレンスセンターをソルトレーク・

シティーに建設しました。

さらに世界中で苦しんでいる人や困っ

ている人を助けるために，どこに住む人

かにかかわらず手を差し伸べてきました。

過去10年で数億ドル相当の現金や生活必

需品を，人道的支援を通して教会員では

ない方々に届けてきました。

全能者のこの業に対する証
あかし

を述べるた

めに，わたしたちは世界中を旅してきまし

た。この10年でわたし個人は，160万キロ

近くを旅して70数か国を訪れました。最
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説教をするゴードン・B・ヒンクレー大管長の姿が，カンファレンスセンターの大型スクリーンに映し出されている。



愛の伴侶
はんりょ

は，1年前の4月6日に亡くなるま

でともに旅をしました。そのときから寂し

い日々 を送っています。

しかし，将来へのわたしたちの希望は

大きく，信仰は強固です。

わたしたちはまだ，将来起こることの

ほんのわずかしか目にしていません。

わたしは今年で95歳になります。こん

なに長生きするとは夢にも思っていませ

んでした。わたしの人生は，テキサスで

見たぼろぼろの有刺鉄線にさびたホチキ

スで取り付けられていた看板を思い出さ

せます。こう書いてありました。

干ばつに焼かれ，

洪水に見舞われ，

野うさぎに作物を食い尽くされ，

保安官に土地を売られても，

わたしはまだここを離れない。

わたしは主がお許しになるかぎり，愛

する友人や同僚である皆さんとともにい

たいと願っています。そしてわたしの奉

仕が受け入れられることを願っています。

わたしたちの土台は，主イエス・キリス

トの福音です。聖なる神権の権能がここ

にあります。主から直接授けられた人々

の手により回復されたのです。天が開か

れ，天の神とその愛する御子が少年預言

者ジョセフに語られ，この最後の神権時

代が始まりました。

前進するに当たり，わたしたちの責任

はきわめて大きいですが，機会はすばら

しいものです。

10年前の言葉を繰り返しましょう。「も

う少しの頑張りを示し，視野を広げ，精

神を集中して，福千年における末日聖徒

イエス・キリスト教会の壮大な使命に対

する知識と理解を深め」ましょう。

兄弟と姉妹の皆さん，これをもって，今

朝のわたしから皆さんへの招きと歓迎の

言葉といたします。この偉大な大会を開

会するに当たり，愛と祝福と感謝をお伝

えします。主の御
み

霊
たま

がここで起こるすべ

てのことを導くように，へりくだってイエ

ス・キリストの聖なる御名
み な

により祈ります。

アーメン。
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ジ
ョセフ・スミスは言いました。

「わたしは兄弟たちに言った。

『モルモン書』はこの世で最も

正確な書物であり，わたしたちの宗教の

かなめ石である。そして，人はその教え

を守ることにより，ほかのどの書物にも増

して神に近づくことができる。」（モルモン

書序文。History of the Church，第4巻，

461も参照）

イエス・キリストについてのもう一つの証

であるモルモン書の初版は，1830年3月，

ニューヨーク州パルマイラで印刷されまし

た。教育のない，田舎育ちのジョセフ・スミ

スは当時24歳でした。その前年，ジョセフ

は金版の翻訳に合計で約65日を費やしま

した。その期間が半分過ぎたころ，ジョセ

フは神権を受けました。印刷に要した期間

は7か月でした。

わたしはモルモン書を初めて最初から

最後まで読んだとき，次の約束も読みま

した。「〔もし読んだこと〕が真実かどうか

キリストの名によって永遠の父なる神に

問う〔ならば，そして〕キリストを信じなが

ら，誠心誠意問うならば，神はこれが真

実であることを，聖霊の力によって〔わた

し〕に明らかにしてくださる。」（モロナイ

10：4）この勧めについて知ったわたし

は，勧めに従ってみることにしました。

すぐに示現を受け，すばらしい経験が

できるものと期待していましたが，そのよ

うなことは起こりませんでした。しかし，

良い印象を持ち，信じるようになりました。

次の節では，さらに偉大な約束が書か

れています。「聖霊の力によって，あなた

がたはすべてのことの真理を知るであろ

う。」（モロナイ10：5，強調付加）聖霊に

ついてはモルモン書に何度も説明されて

モルモン書――
イエス・キリストについての
もう一つの証

あ　か　し

――
分かりやすくて貴いこと
十二使徒定員会会長代理

ボイド・K・パッカー

モルモン書には知恵と霊感，勧告と懲戒が数限りなく収められています。



いますが，聖霊が実際どのように働かれ

るかは，よく分かりませんでした。

聖文を研究していくうちに，次のことが

分かりました。「天使は聖霊の力で語る。

したがって，天使はキリストの言葉を語

る。〔そして〕キリストの言葉をよく味わう

〔なら，〕キリストの言葉〔が〕なすべきこ

とをすべて告げる〔という約束を受け

る。〕」（2ニーファイ32：3）。

また簡潔にこう書かれています。「あな

たがたが理解できないとすれば，それは

あなたがたが求めもせず，また，門をたた

きもしないためである。」（2ニーファイ32：4）

こうもあります。「あなたがたがその道

によって入り，聖霊を受けるならば，聖霊

は，あなたがたがなすべきことをすべて

あなたがたに示されるであろう。」（2ニー

ファイ32：5）わたしは「聖霊の賜物
たまもの

を授

けるための按手
あんしゅ

」によって教会の会員に

確認されていたので，すでに聖霊を受け

ていました（信仰箇条1：4）。

わたしは無邪気な少年時代に，霊的に

特別な経験を期待しましたが，特にその

ような経験は得られませんでした。長年，

説教やレッスンに耳を傾け続け，モルモ

ン書を読み続けた末に，ようやく理解でき

るようになったのです。

ニーファイは，兄たちから暴力を受けた

とき，天使から語りかけられたときのことを

思い出させて言いました。「あなたがたは

心が鈍っていたので，その言葉を感じる

ことができませんでした。」（1ニーファイ

17：45）聖霊は人の心に語りかけられます。

それが理解できたとき，新約聖書であれ，

モルモン書やほかの聖文であれ，なぜキ

リストの言葉が快い気持ちを与えてくれる

のかが分かりました。やがて，わたしの疑

問の答えはすべて聖文の中にあることが

分かりました。

こうあります。「さあ，その言葉は次のと

おりである。あなたがたはこれらを，自分

自身とすべての人に当てはめてみるがよ

い。」（2ニーファイ11：8，強調付加。1ニー

ファイ19：23－24；2ニーファイ6：5；11：2

も参照）つまり，聖文はわたし自身に，そし

て，あらゆる人に当てはめることができる

のです。

その時々に応じて特別な意味を帯びて

くる聖句に出会うと，それを記した人が

わたしの人生や感情について，円熟した

深い理解力を持っていたことを感じます。

例えばこういうことです。命の木の実

を取って食べた預言者リーハイがこう言

います。「それでわたしは，家族にも食べ

てほしいと思い始めた。その実が，ほか

のどんな実よりも好ましいことが分かった

からである。」（1ニーファイ8：12）そこを

何度も読みましたが，特に大きな意味を

感じることはありませんでした。

預言者ニーファイもこう述べています。

「わたしの子孫の知識となり利益となるよ

うに〔……わたし自身のこと〕を書き記す。」

（2ニーファイ4：15）この節も何度も読みま

したが，特に大きな意味を感じませんでし

た。しかし，子供が生まれたとき，リーハイ

とニーファイが子孫に対して，わたしたちが

子や孫に感じるのと同じように深い気持ち

を感じていたことが理解できました。

わたしは，聖文が分かりやすくて貴い

ということを知りました。若いころのジョ

セフ・スミスには，それほどするどい洞察

力はなかったことでしょう。ジョセフにそ

のような洞察力があったとは思いません。

持つ必要もありませんでした。版に記さ

れたことを翻訳すればよかったのです。

このように，モルモン書には分かりやすく

て貴い洞察が至る所にあります。23歳の

青年にはとても備わっていないような，深遠

な知恵や経験が反映されているのです。

どこのだれであろうと，モルモン書を

読む人は霊感を受けることをわたしは知

りました。

中には2度，3度と読んで初めて理解し，

日常の出来事に関連づけられるように

なった聖句もありました。

モルモン書を初めて読んだときには気

づかなかった分かりやすくて貴い教えを

もう一つ紹介しましょう。わたしは18歳の

ときに徴兵されました。そのときになって

初めて，戦争に行くのがわたしにとって正

しいことなのだろうかと大いに悩みまし

た。やがて，モルモン書から答えを見つ

けました。

「彼ら〔ニーファイ人〕は君主制のために

戦ったのではなく，権力のためでもなく，

自分たちの家と自由と，妻子と，自分たち

のすべてのもののために，特に礼拝の儀

式と教会のために戦っていた。

彼らは，神に義務を負っていると感じ

ていたことを行っていたのである。主は

彼らに，また彼らの先祖に，『あなたがた

は最初の攻撃についても，2度目の攻撃に

ついても，罪を犯していないかぎり，敵の

手によって殺されるに任せてはならない』

と言われたからである。

主はまた，『あなたがたは血を流してで

も自分たちの家族を守りなさい』とも言わ

れた。したがって，ニーファイ人は自分自

身と家族，土地，国，権利，宗教を守るた
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めにレーマン人と戦っていたのである。」

（アルマ43：45－47）

この聖句のおかげで，進んで，また誉

れをもって出征することができました。

もう一つの例です。わたしたちはある

とき大きな決断を迫られていました。

祈っても不安だったので，ハロルド・B・

リー長老のもとに行き，尋ねてみました。

すると，決断したとおりに実行しなさいと

言われました。それでもためらっている

わたしに，リー長老はこう言いました。

「始めから結果を見ようとするからいけな

いのです。」そしてモルモン書の一節を

引用してくれました。「自分が見ていない

からということで疑ってはならない。信仰

が試されてからでなければ，証は得られ

ないからである。」（エテル12：6）

リー長老はこうも言いました。「暗闇
くらやみ

に2，

3歩足を踏み入れてみなさい。そうすれば，

光が現れてその先を照らしてくれるでしょ

う。」モルモン書の一節に端を発したこの

経験は，わたしの人生を変えました。

皆さんは時々，ニーファイの次の言葉を

実感することはありませんか。「わたしは，

前もって自分のなすべきことを知らないま

ま，御
み

霊
たま

に導かれて行った。」（1ニーファ

イ4：6）皆さんは，自分の至らなさを痛感

することはありませんか。

モロナイは「〔自分たちの弱さのために，

自分たちの言葉が〕あざけ〔られ〕るので

はないかと」心配しました。

「主はわたしに言われた。『愚か者はあ

ざけるが，後に嘆き悲しむ。わたしの恵

みは柔和な者に十分であり，彼らがあな

たの弱さに付け込むことはない。

もし人がわたしのもとに来るならば，わ

たしは彼らに各々の弱さを示そう。わたし

は人を謙遜
けんそん

にするために，人に弱さを与

える。わたしの前にへりくだるすべての

者に対して，わたしの恵みは十分である。

もし彼らがわたしの前にへりくだり，わた

しを信じるならば，そのとき，わたしは彼

らの弱さを強さに変えよう』。」（エテル12：

25－27，強調付加）

人生は目まぐるしく変化します。至らな

さを感じ，落胆し，意気消沈し，不安に

なったときには，モルモン書を開いて，読

んでください。次の節，次の原則，次の章

を読むまでに，あまり時間を置かないで

ください。

わたしの場合，証は突然にわき上がっ

てはきませんでした。アルマが言うように，

わたしの証も種から大きくなりました。

「それはあなたがたの信仰を強めるであ

ろう。あなたがたは，『これは良い種であ

ることが分かる』と言う。見よ，それが芽

を出し，生長し始めているからである。」

（アルマ32：30）この種は，養うなら生長

しますが，養わななければ，枯れてしま

います（アルマ32：37－41参照）。

何度か読んでも，力強い証が得られな

いかもしれませんが，落胆しないでくだ

さい。そのような場合，ただモルモン書に

登場するあの弟子たちと同じだけかもし

れないのです。彼らは大いなる栄光のう

ちに神の力で満たされても「それを知ら

なかった」のです（3ニーファイ9：20）。

最善を尽くしてください。次の聖句を

考えてください。「これらのことはすべて，

賢明に秩序正しく行うようにしなさい。人

が自分の力以上に速く走ることは要求さ

れてはいないからである。しかしまた，

賞を得るために勤勉に励むのは必要なこ

とである。したがって，何事も秩序正しく

行うようにしなさい。」（モーサヤ4：27）

モルモン書に述べられている霊的な

賜物
たまもの

が，現在の教会に現れています。つ

まり，ささやきや印象，啓示，夢，示現，訪

れ，奇跡といったことがあるのです。主

は力と大いなる栄光とをもって御自身を

現すことがおできになり，時々そうされて

います。奇跡は起きているのです。

モルモンは言いました。「奇跡の日は終

わってしまったと言えるであろうか。

天使が人の子らに現れることは，終

わってしまったのであろうか。神は聖霊

の力を人の子らに与えられなくなったの

であろうか。時が続くかぎり，大地が存在

するかぎり，地の面に救われる人が一人

でもいるかぎり，神は聖霊の力を与える

のを控えられるであろうか。

見よ，そうではないと，わたしはあなた

がたに言う。奇跡が行われるのは信仰に

よるからである。」（モロナイ7：35－37）

一人で，また家族で，常に祈ってくださ

い。祈りは様々な方法でこたえられます。

「悪事は決して幸福を生じたことがな

い」という聖句のように（アルマ41：10），

聖句の中には，悪魔の実在とその業を示

す言葉があります。

「悪魔はこのように働くからである。悪

魔はだれにも善を行うように説き勧めな

い。また悪魔の使いも，悪魔に従う者も，

そのように説き勧めない。」（モロナイ7：17）

歴代の預言者は，永遠の福音の教えは

「キリストに穏やかに従」う人々を守ると

教えました（モロナイ7：3）。

モルモンは現代を目にして，こう警告し

ました。「またこのことから，主が多くの

苦難をもって御自分の民を懲らしめられ

なければ，まことに，死と恐怖と飢
き

饉
きん

とあ

らゆる疫病を下されなければ，彼らは主

を思い起こそうとしないことが分かる。」

（ヒラマン12：3）

主の訪れを受けたニーファイ人はこう

尋ねました。「『この教会をどのような名

で呼ぶべき〔でしょうか。〕この件について

民の中に論争がございますから。』

……主は，彼らに言われた。『……民

がこのことについてつぶやき，論じ合う

のはなぜか。

彼らは，「キリストの名を受けなければな

らない」という聖文を読んだことがないの

か。キリストとはわたしの名である。終わ

りの日にあなたがたは，この名によって呼ば

れるのである。』」（3ニーファイ27：3－5）

モルモン書の第1の目的はイエス・キリ

ストを証することです。モルモン書の6,000

以上の節，つまり半分以上の節は，直接イ

エス・キリストについて記しています。

「わたしたちはキリストのことを話し，

キリストのことを喜び，キリストのことを

説教し，キリストのことを預言し，また，ど

こに罪の赦
ゆる

しを求めればよいかを，わた

したちの子孫に知らせるために，自分た

ちの預言したことを書き記すのである。」

（2ニーファイ25：26）

モルモン書には知恵と霊感，勧告と懲

戒が数限りなく収められています。それら

は「〔わたしたち〕の中の弱い者および最

も弱い者の能力に適する」ものです（教義



と聖約89：3）。また，謙遜であることを条

件に，高い学識のある者にも豊かな養い

を与えます（2ニーファイ9：28－29参照）。

モルモン書から以下のことを学ぶこと

ができます。

救いの計画すなわち「偉大な幸福の計

画」（アルマ42：8。アルマ42：5，8，12，30

も参照）

キリストの教義と贖
あがな

い（2ニーファイ31：

2－21；32：1－6；3ニーファイ11：31－

40；27：13－21参照）

死が必要な理由（2ニーファイ9：4－6；

モーサヤ16：8－9；アルマ12：25－27参照）

霊界における死後の生活（アルマ42：

11－14参照）

悪魔の業（2ニーファイ2：27；アルマ

28：13；3ニーファイ2：2参照）

神権の位（モーサヤ29：42；アルマ4：

20；5：3，44；アルマ13：1－10参照）

聖餐
せいさん

の祈り（モロナイ4：3；5：2参照）

善悪を見分ける確かな方法（モロナイ

7：16参照）

罪の赦しを保つ方法（モーサヤ4：26参照）

預言者からの明確な警告，人の贖いに

関する多くのこと，そのほか人の生活に

関する多くのこと。すべて完全な福音の

一部なのです（教義と聖約20：9参照）。

モルモン書は旧約聖書の教えを支持し

ています。新約聖書の教えも支持していま

す。新旧約聖書から取り去られ，失われ

た「分かりやすくて貴い多くの部分」を回

復しています（1ニーファイ13：28。1ニー

ファイ13：20－42；14：23も参照）。モルモ

ン書は確かにイエス・キリストのもう一つ

の証なのです。

教会は今年，教会設立175周年と，預言

者ジョセフ・スミス生誕200年を祝います。

教会では，ジョセフをたたえる言葉が多

く書かれ，語られるでしょう。

ジョセフを中傷する言葉や文章も多く

出回ることでしょう。ジョセフの名誉を損

なおうとする人は，200年前の記録を調べ

てジョセフの欠点を探すでしょう。そのよ

うな人は，昔もいましたし，今もいます。

そして将来もいるでしょう。

啓示はこう告げています。「わたしの油

注がれた者に向かってかかとを上げる者

は皆のろわれる，と主は言う。わたしの

油注がれた者がわたしの前に罪を犯すこ

となく，わたしの目にかなうことと，わたし

から命じられたことを行ったのに，彼ら

は罪を犯したと叫ぶ者は皆のろわれる，

と主は言う。」（教義と聖約121：16）彼ら

は非常に厳しい罰を受けるのです。

預言者ジョセフ・スミスを弁護する必要

はありません。イエス・キリストのもう一つ

の証であるモルモン書がジョセフを擁護

します。ジョセフ・スミスが預言者，啓示者

であることを否定する人は，モルモン書を

否定する何らかの根拠が必要となります。

第2の力強い擁護者は教義と聖約であ

り，第3は高価な真珠です。合本として出

版されているこれらの聖典は，イエスが

キリストであられることと，ジョセフ・スミ

スが預言者であることを揺るぎなく証して

います。

わたしも，そのような証を持つ何百万

の人 と々ともに証します。イエス・キリスト

の御名
み な

により，アーメン。
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十二使徒定員会の会員たちにあいさつをするゴードン・B・ヒンクレー大管長，
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19
95年，ソルトレーク・シティーで

子供の栄養に関する科学セミ

ナーが開かれた際，わたしは開

会と歓迎の言葉を述べるように頼まれま

した。そこには24か国から96人の科学者

が出席していました。話しながら聴衆を

見渡したとき，服装や肌の色，言葉，その

他はっきりとした特徴から，出席者が明ら

かに多くの国を代表していることに感動

しました。

その3，4か月後，合衆国の東海岸で開

かれた，あるステーク大会に出席したと

きのことです。神権指導者会に備えて壇

上に座っていると，一人のアフリカ人男

性が礼拝堂に入って来て，通路側の席に

座りました。何となく見覚えがあったので

すが，どこで会ったのかは思い出せませ

んでした。隣に座っていたステーク会長

に顔を近づけ，その男性について尋ねる

と，次のような答えが返ってきました。

「ああ，彼は教会員ではありませんよ。ア

フリカの有名な大学から来ている客員教

授です。数か月前，ソルトレーク・シティー

で開かれた科学セミナーに出席したとき，

教会のパンフレットを手にしてさらに知り

たいと思い，教会に関するものなら何で

も読んだそうです。今では出られる集会

にはすべて出席しています。」そして，冗

談半分にこう付け加えました。「きっと扶

助協会にも出ていると思いますよ。」

神権指導者会の後で，わたしはその客

員教授に改めて自己紹介をしました。彼

は，新たに真理の源を見いだしたことに

胸を躍らせていると話してくれました。ア

フリカにいる家族も宣教師から福音を学

んでおり，4週間後にはアメリカにやって

来て，家族全員でバプテスマを受ける予

定だと説明してくれました。

土曜日夜の成人のための集会後，この

男性は説教台に駆け寄って来ると，胸を

たたきながら興奮してこう言いました。

「わたしの心はこのぐらい高鳴っていま

す。抑え切れないほどです。家族がバプ

テスマを受けるまで4週間も待てるかどう

か分かりません。」わたしは彼に，心を落

ち着かせて，奥さんや子供たちを待ち，

家族そろってバプテスマを受けた方がい

いと思いますよ，と話しました。

エリヤが邪悪なフェニキアの女王イゼ

ベルから「自分の命を救うために立って

逃げ」たとき，主は彼を高い山に導かれ

ました。そこで彼は非常に珍しい経験を

します。エリヤが山の上で主の前に立っ

ていると，次のようなことが起こりました。

「大きな強い風が吹……いた。しかし主

は風の中におられなかった。風の後に地

震があったが，地震の中にも主はおられ

なかった。地震の後に火があったが，火

の中にも主はおられなかった。火の後に

静かな細い声が聞こえた。」（列王上19：

11－12）

時折，教会員ではない方々から，ほか

の教会は会員数も活動状態も低下してい

ると言われているのに，わたしたちの教

会はその両方において，なぜそれほど急

速に発展しているのかという質問を受け

ます。その答えはただ，静かな細い声と

高鳴る心です。忙しく目まぐるしい，騒々

しいこの世にあって，それは風のようでも

なく，火のようでもなく，地震のようでもあ

りません。ただ，静かな細い，しかし確か

に聞き分けられる声であり，その声を聞

くと，心が高鳴り始めるのです。静かに

心が内に燃えることによって，この福音が

イエス・キリストの回復された福音である

ことが分かります。この教会は，暗黒と混

乱に閉ざされ，何世紀もの間失われてい

た，すべての教義と神権と聖約を備えて

います。そうです。回復の奇跡を証
あかし

して

くれるのは，静かな細い声と高鳴る心な

のです。

静かな細い声と高鳴る心こそが，何百

万という会員の心に，言葉にも行いにも

奉仕にもイエスの生涯に倣
なら

いたいという

思いを与え，何千という退職した夫婦に，

通常は18か月，あるいはそれ以上の間伝

道の奉仕をしたいという思いを与えるの

です。快適な生活を捨て，自費で，中に

は大きな犠牲だと思われることをしてま

で世に出て行き，奉仕します。温かい

シャワーや快適なベッドが思い出の中だ

けのぜいたく品であるようなへき地で奉

仕することもよくあります。

静かな細い声と高鳴る心に動かされ，

何百，何千という若い男女が将来性のあ

る仕事を辞め，学業を後に回し（時には

静かな細い声と，
高鳴る心
管理監督会第一副監督

リチャード・Ｃ・エッジリー

回復の奇跡を証
あかし

してくれるのは，静かな細い声と高鳴る心なのです。



スポーツや奨学金をあきらめ），恋愛を先

に延ばし，自分の資金を使って主に仕え，

福音の回復を宣
の

べ伝えるために出て行き

ます。時にはあざけられ拒まれても，静か

な細い声と高鳴る心が，清さや正直，そし

て原則のために堅く立つという望みと勇

気を若人に与えます。喜んで神の戒めを

守り，恵まれない人々の重荷を負おうとい

う気持ちを抱かせます。そうです，静かな

細い声と高鳴る心には力があるのです。

アルマは，わたしたちの心の霊的な状態

について，このように尋ねています。「あな

たがたは霊的に神から生まれているか。」

それに続けて「あなたがたの顔に神の面

影を受けているか。あなたがたは心の中

に，この大きな変化を経験したか」と聞い

ています（アルマ5：14，強調付加）。言い

換えれば，皆さんの心はイエス・キリストの

証に感動し，高鳴っているでしょうか。

わたしの心を動かし，高鳴らせるもの

は多くありますが，その中から3つのこと

をお話しします。第1に，イエス・キリスト

がわたし自身の救い主であられ，その大

いなる愛のゆえに，想像を絶する苦痛と，

そして死さえも身に受けてくださったとい

うことに，わたしの心は高鳴ります。一人

になって深く思い巡らし，イエス・キリス

トの血によって清められ，贖
あがな

われることが

できると悟るとき，心は高鳴ります。自分

が犯した様々な罪に苦しまずに済むよう

にと，キリストが受けてくださった苦しみ，

支払ってくださった代価がいかに大きな

ものであったかについて深く考えるとき，

心は高鳴ります。

第2に，わずか14歳の少年が森に入り，

純真で謙遜
けんそん

な祈りをささげたことにより天

が開かれて，神とキリストが御
み

姿
すがた

を現さ

れ，天使たちが降
くだ

ったということを知り，

わたしの心は高鳴ります。それによって，

神権や聖約，そして純粋なままの教義も

含め，イエス・キリストの完全な福音が回

復されました。完全な回復された福音を

世にもたらすために，この若き預言者が

いかに大きな試練を堪え忍んだかを考え

るとき，心は高鳴ります。天の御
み

使
つか

いが

降ったとき，サタンの使いも人に働きかけ

ていました。迫害が始まり，ジョセフの生

涯も古代の預言者たちの生涯と同様，殉

教によって幕を閉じました。あらゆる試

練と迫害の中にあっても，若き預言者は

決して揺らぐことなく，信仰を貫きました。

預言者ジョセフ・スミスのおかげで，わ

たしはキリストの贖いの偉大さについてさ

らによく理解できるようになりました。預言

者ジョセフのおかげで，ゲツセマネの園の

重要性をさらによく理解できるようになりま

した。そこはキリストが，罪だけでなく，痛

みや弱点，試練，悲しみに伴うわたしたち

一人一人の苦しみをも担うために，大い

なる苦しみを受けられた場所でした。ま

た，ジョセフのおかげで，主の大いなる最

後の犠牲が，無限で永遠の犠牲であると

理解できるようになりました。そして，最後

の贖いを成し遂げられた行為に，救い主

の深い愛が表れていることがさらによく理

解できるようになりました。ジョセフ・スミス

のおかげで，救い主に対する愛と感謝は

さらに深まり，主への礼拝はさらに有意義

なものとなりました。賛美歌集の中には

ウィリアム・Ｗ・フェルプスの書いた賛美歌

が数多く載っていますが，その中でもよく

知られているのが「たたえよ，主の召した

まいし　主と語りし預言者を」で始まる賛

美歌です（「たたえよ，主の召したまいし」

『賛美歌』16番）。この賛美歌を歌うとき，

わたしの心は高鳴ります。

そうです，わたしたちは熱意と喜びにあ

ふれて「たたえよ，主の召したまいし　主

と語りし預言者を」と歌います。そこで，

いっそう深い敬虔
けいけん

さと感謝と感情を込め

て，救い主について書かれた次の賛美歌

を歌うのです。「ああ，わがため主は死に

たもう 奇
く

しきみ業　ああ，奇
くす

しき主のみ

業」（「主イエスの愛に」『賛美歌』109番）。

11／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号
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救い主の贖いが個人個人にどのような影

響をもたらすかについて，預言者ジョセフ・

スミスによってわたしの人生にもたらされた

啓発のために，わたしの心は高鳴ります。

第3に，モルモン書の神聖な聖文を研

究し，思い巡らすときに，わたしの心は高

鳴ります。この聖典は聖書を補い，神の

御子，贖い主，世の救い主イエス・キリス

トの神性をさらに証するものだからです。

聖書と並ぶこの神聖な書物のおかげで，

キリストの教義に対する理解は広げられ，

聖書だけでは分からなかった多くの疑問

への答えを見いだし完全に理解できるよ

うになりました。モルモン書は，ジョセフ

が神の預言者であり，キリストが確かに

ジョセフに御姿を現され，純粋で完全な

ままの福音が回復されたことを証する，目

に見える証拠です。

金属版に文字を刻むという骨の折れる

作業，神の選ばれた者によって何世紀も

の間，注意深く守られてきたという事実，

そしてまさに奇跡と言える翻訳，そのす

べてがあったからこそ，今モルモン書が

存在するのです。この奇跡を思うとき，わ

たしの心は高鳴ります。この書物は，まさ

に聖なる書物という言葉がぴったり当て

はまります。神はその大いなる愛のゆえ

に，わたしたちがこの書物を手にし，読

み，研究し，さらにはそれが真実かどうか

を試せるようにしてくださいました。しか

し，最も大切なことは，神はわたしたちを

愛するがゆえに，わたしに，そしてモルモ

ン書が真実であるという個人的な啓示を

求めるすべての人に，回復が真実であり，

ジョセフ・スミスが真の預言者であったと

いう，目で見，手で触れることのできる証

拠を与えてくださるということです。

この神聖な知識についてモルモン書の

預言者アルマはこのように証しています。

「あなたがたは，わたしが自分でこれら

のことについて知っていることに気づか

ないのか。見よ，わたしは，自分が語って

きたこれらのことが真実であることを

知っている。あなたがたは，わたしがど

のようにしてこれらのことが確かであるの

を知ったと思うか。

見よ，わたしはあなたがたに言う。これ

らのことは，神の聖なる御
み

霊
たま

によってわた

しに知らされているのである。見よ，わた

しは自分でこれらのことを知ることができ

るように，幾日もの間，断食をして祈ってき

た。そして，これらのことが真実であるの

を，わたしは今，自分自身で知っている。

主なる神が神の聖なる御霊によってこれ

らのことをわたしに明らかにされたからで

ある。……啓示の霊によって知らされた

のである。」（アルマ5：45－46）

会員であれ，誠実に真理を求める人で

あれ，わたしたちはだれでも，古代の預

言者アルマのように，これらのことが真実

であると確かに知ることができます。これ

は大きな特権です。特権である以上に責

任であると言えるでしょう。そのような特

権が与えられているにもかかわらず，知

ろうとしないならば，それは膨大な損失で

す。主は言われました。「門をたたけ，そ

うすれば，あけてもらえるであろう。」（マ

タイ7：7）モルモン書の預言者ヤコブは

「十分に固い決意をもって神のもとに来

〔なさい〕」と言っています（モルモン書ヤ

コブ6：5）。自分の知識や肉体的な感覚

に頼る必要はありません。学び，祈り，そ

してさらに，古代の預言者アルマのように

断食するときに，静かな細い声が聞こえ，

心が高鳴ることでしょう。これらのことが

真実であるという啓示を，神から個人的

に与えられることを想像してみてくださ

い。そう考えるだけで，わたしの胸は高

鳴ります。イエス・キリストの御名
み な

によっ

て，アーメン。



最
近世界中で起こっている災害

には，胸が痛みます。特に，罪

のない子供たちが犠牲者とな

る光景は耐え難いことです。必要な物と

守りと愛を与えてくれる家族がいない子

供の姿を目にします。手を差し伸べたい，

何らかの方法で助けたい，苦しみから解

放し，希望を与えたいと心から望んでい

ます。教会として援助する多くの機会が

あることに感謝しています。この子供た

ちを助けている大勢の人の努力に励まさ

れています。

しかし，それぞれ異なる，過酷な状況

にある子供たちを探すのに，遠くに目を

やる必要はありません。知らず知らず，

すぐそばの子供を見逃していることもあり

ます。わが子を取り巻く危険な状況をほ

んとうに理解できているでしょうか。物質

的必要を満たせているかどうかはすぐに

分かりますが，霊的必要の方はどうで

しょうか。皆さんの子供たちはイエス・キ

リストの福音の光と平安を知っています

か。聖文にはこうあります。「あなたの

〔子供たち〕は皆，主によって教えを受け，

あなたの〔子供たち〕の平安は深い。」1

愛に満ちた天の御父がおられること，

世に光と希望を与えるために御父が御子

イエス・キリストを送ってくださったこと，

子供たちはそのことを知って平安を得る

必要があります。

デンマーク人画家カール・ブロックの絵

には，今日
こんにち

の世界の子供たちの霊的な苦

しみが表されています。これはヨハネによ

る福音書第5章にある物語を美しく描いた

もので，癒
いや

し主，慰め主であるキリストが

中心に描かれています。主は布を持ち上

げ，病気を背負って生まれてきた男性を御

覧になっています。男はベテスダの池に

入って奇跡的に癒されたいのですが，池

に入れてくれる人がいませんでした。奇跡

を待ち望んでいた男のそばに，癒す力を

持つキリストが立たれたのです。

絵の背景として描かれた人々の中に，

直接キリストを見ている人はいません。

すぐそばにおられるのに，主を主として

見ているのはこの男だけです。ほかの人

は皆，日常の雑事に追われていて，キリス

トの偉大な力と，目の前で起ころうとして

いる奇跡に気づいていないのです。子供

と母親らしき女性にはイエスが見えてい

ますが，ほかの人と同じで，イエスに注目

してはいません。救い主のすぐそばにい

ながら，子供に救い主の存在を教えてい

ないのです。わたしたちも，キリストに近

づく機会を逃していないでしょうか。日々

の雑事によって霊の目が曇り，最も大切な

ことに注目していないのではないでしょう

か。主について学び主の愛を感じる機会

を見逃してはいないでしょうか。イエス・

キリストの福音という最も大切なことを伝

える機会，特に子供に伝える機会を逃し

ていないでしょうか。わたしたちは皆，肝

心なことを知りたいと望みつつも，混乱し

て雑踏に立ち尽くしている子供や若者の

姿を見てきました。

このような子供たちの口から，わたした

ちの多くが歌っている「光の中を歩めるよ

うに教えて」という声が聞こえてきそうで

す。その歌詞を思い出してください。

主の愛の光の中を歩めるように教えて

天の御父に祈れるように教えて

正しいことが分かるように教えて

光の中を歩めるように，どうか教えてく

ださい。2

わたしたちは子供に，イエス・キリスト

の福音のすばらしさと力と奇跡を，知り，

感じ，喜ぶように教えているでしょうか。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう勧告

しています。「わたしたちが主イエス・キ

リストと呼ぶ御方のことを子供に教えま

しょう。子供に福音の偉大な救いの原則

を教えましょう。」3 子供たちは，救い主を

信じ，従うなら，この混乱した世の中で平

安が得られることを知る必要があります。

子供にどう教えたらよいでしょう。救い

主の模範に従ってください。モルモン書

には，復活した救い主が西半球の人々に

御
み

姿
すがた

を現されたことが書かれています。

民を教えておられた主は子供を御自分の

周りに呼び寄せられました。そして，とも

にひざまずいて，子供のために祈られま

した。また一人ずつ祝福されました。主

は子供を喜ばれ，子供が高い所から教え

を受けられるように，天を開かれました。

子供たちは皆
教えを受け
前中央初等協会会長

コリーン・K・メンラブ

子供たちは，救い主を信じ，従うなら，この混乱した世の中で平安が得られることを

知る必要があります。

13／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号
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家族で子供と食卓を囲むとき，毎日の

家族の祈りと聖文勉強に子供を呼ぶとき，

また家庭の夕べをするときに，子供を愛

し，教えるならば，救い主の模範に従うこ

とになります。そのようなときに，戒めを

守り，永遠の家族としてふさわしくなるた

めに，家族みんなで努力していることを

理解させましょう。子供たちが主の光を

理解し，感じられるようにするには，一対

一で過ごし，御
み

霊
たま

に感じて適切な質問を

したり，適切なことを言ったりする必要が

あります。機会を作るならば，御霊から導

きが得られるでしょう。

すぐそばに，すばらしく，有能な子供が

います。この世と次の世に平安を見いだ

せるように助けてあげてください。

子供はキリストの光を経験しなければ

なりません。それは光を選び，闇
やみ

を退ける

ために必要です。モーセは奇跡的な経験

をしました。変貌
へんぼう

し，霊の目で神を見たの

です。モーセが神について学び，神の栄

光と業を見た後で，サタンが闇の中，混乱

させる言葉をもって近づいて来ました。神

の光と栄光を経験していたモーセにとっ

て，その差は歴然でした。サタンに向かっ

て大胆にこう言ったのです。「おまえはだ

れだ。見よ，わたしは……神の子だ。」4

誘惑に遭ったときにこう言えるよう，子供

を福音の光で満たす必要があります。「自

分が何者か知っています。神の子です。な

すべきことを知っています。バプテスマを受

け，聖霊を受け，戒めを守るのです。」さら

にこう言えるようにしてください。「自分の将

来を知っています。義にかなった若い女性

になるのです。」あるいは，こうです。「義に

かなった若い男性になり，神の神権を受け

るのです。」この知識と光に満たされた子

供たちは，暗闇を退け，福音が与えてくれ

る光と平安を選ぶ決意ができます。

福音が心に刻み込まれている子供たち

は，生活の中に伸べられている主の御手
み て

に気づきます。子供は時々，大人が思う以

上のことを理解し，行うことができます。

福音の光を持っている子供には信仰があ

ることが分かります。彼らは疑いません。

11歳のサマンサは言いました。「福音は真

実です。そう心で分かるんです。」3歳の

ベンジャミンは言いました。「お祈りすると，

天のお父様が聞いて，こたえてくださるよ。

お父様はぼくを愛していらっしゃるから。」

福音の光を持っている子供たちは言いま

す。「聖霊の導きに従うときには幸せな気

持ちになるから，聖霊が生活の中で導い

てくださっているのが分かります。」

サムは聖霊が心に働きかけられること

が分かり始めました。「聖霊って知ってい

る？」と母親に聞かれ「温かい気持ちのこ

とだよ」と答えました。サムはまた，生ま

れて2週間の弟が病気だったので，主に

助けを求めて祈るように聖霊が教えてくだ

さったとも言いました。

この子供たちが得た平安が理解できま

すか。

子供を教えるには望み以上のものが必

要です。大人の側の努力が必要です。先

ほど，クララ・マクマスターが書いた「光

の中進もう」という歌を引用しました。マ

クマスター姉妹から曲を作ったときの話

を聞きました。中央初等協会管理会にい

たころに，子供を教えるというテーマの

歌を作るよう依頼されたそうです。姉妹

にとってそれは大変な責任で，どのように

始め，完成させたらよいか分かるように祈

りました。

一生懸命作って作品を提出しましたが，

十分ではないと言われました。どう変える

べきかは教えてもらえず，良くなるまで続け

るように言われました。改善方法が分から

ない姉妹は，霊的に参ってしまいました。

もう一度主の導きを求め，手直しし，再度

提出しました。同じことが3度繰り返され

た後で，やっと「完全な作品です。もう直

す必要はありません」と言われました。

投げ出したいと思ったことは何度もあ

りましたが，マクマスター姉妹は曲作りを



熱心に続けました。子供たちの生活を祝

福する歌を作りたかったのです。この霊

感あふれる歌は，多くの国の様々な言語

で，大人にも子供にも歌われています。

この歌は，わたしの心からの望みを代弁

しています。わたしはすべての子供にイ

エス・キリストの福音の光の中を歩むよう

になってほしいのです。この歌は「光の中

を歩めるように教えて」という子供の願い

で始まり，「喜んで，光の中を歩みます」5

という決意で結ばれています。

子供を教えるには時間と努力が必要で

すが，取り乱したりあきらめたりしてはな

りません。子供にとって，「あなたの子孫

の平安は深い」6 という約束の成就はとて

も大切です。子供に，天の御父とイエ

ス・キリストの愛を疑わせてはなりませ

ん。すべての子供に，自分の本質と義務

と可能性を理解させましょう。

子供に手を差し伸べ，愛し，この世が

どんな状況になろうとも，福音の光を持

てば平安を得，主の約束を受けることが

できると教えてくださっている皆さんに感

謝しています。

子供たち，特に世界中の子供たちにお

伝えします。わたしはアメリカにいる多く

の皆さんと，アフリカ，フィリピン，韓国，

最近ではウクライナとロシアにいる何人

かの皆さんに会いました。皆さんに会う

ために初等協会や，小児病院にまで行き

ました。家族や初等協会の先生，何より

天のお父様とイエス・キリストが，皆さん

をとても愛しておられることを理解してく

ださい。

神から受けた特権と祝福に，いつもふ

さわしくあってください。服装，言葉，振

る舞いの高い標準を守って生活するなら

ば，皆さんが天のお父様の計画に一生懸

命に従おうとしていることが分かります。

皆さんが思うよりもずっと，わたしは皆

さんの影響を受けています。わたしや初

等協会の指導者に，そして特に，皆さん

の両親の心に，喜びと希望を与えてくれ

てありがとう。皆さんを愛し，教えてくれ

る人たちに感謝するのを忘れないでくだ

さい。皆さんは神の子供です。天のお父

様から愛されています。いつでも，どこで

も，お父様に祈ることができます。わたし

はそのことを知っていて，皆さんにも知っ

てほしいのです。イエス・キリストをいつ

も覚え，従うならば今の生活に光と平安

が，そして永遠に続く希望が得られること

でしょう。イエス・キリストの御名
み な

によって

証
あかし

します。アーメン。

注

1．3ニーファイ22：13

2．“Teach Me to Walk in the Light”

『子供の歌集』（英文），177から逐語訳

3．“Messages of Inspiration from

President Hinckley，”Church News，

1999年9月4日付，2

4．モーセ1：13

5．『子供の歌集』（英文），177から逐語訳

6．3ニーファイ22：13

15／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号

大会の部会が始まるのを待つ大管長会（右）と十二使徒定員会の3人の会員

（左から，デビッド・A・ベドナー長老，ディーター・F・ウークトドルフ長老，ヘンリー・B・アイリング長老）。
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愛
する兄弟姉妹，前回の総大会

の後，59年間連れ添った愛す

る妻が亡くなりました。いつも

なら教会の責任で家を空けるわたしが，

その土曜日は珍しく家にいて一緒に家事

をしました。妻は洗濯をし，わたしは洗っ

た衣服を運んでたたみ，片付けました。

そしてソファに腰かけ，妻の手を取って一

緒にテレビを見ていたとき，愛するダン

ツェルは静かに息を引き取ったのです。

思いがけない突然の出来事でした。わず

か4日前に，医師から定期健診の結果を

受け取ったときには，検査結果は良好と

出ていたのです。懸命に蘇生
そ せ い

処置を施し

ましたが，息を吹き返すことはありません

でした。衝撃と悲しみで胸が張り裂けん

ばかりでした。最愛の友人であり，10人

の子供の天使のような母，56人の孫の祖

母であった妻は，わたしたちのもとを去り

ました。

ダンツェルはいとしい，愛にあふれた

伴侶
はんりょ

というだけでなく，教師でもありまし

た。その高潔な模範からは，信仰や徳，

従順，憐
あわ

れみを学ぶことができました。ま

た，耳を傾け，愛することを教えてくれま

した。彼女のおかげで，わたしは夫，父

親，祖父が受けることのできるあらゆる祝

福を味わうことができました。

深い感謝の念とともに，世界中の友人

から多くの愛の言葉を受け取りました。

数え切れないほどの手紙や電話，カード，

その他のメッセージが送られて来ました。

どれにも妻に対する敬慕の念と，残され

たわたしたち家族へのいたわりの気持ち

がつづられていました。こうしたメッセー

ジはあまりにも数が多かったため，残念

ながら，すべてに返事を差し上げること

はできませんでした。皆さん一人一人の

大いなる親切に感謝します。ほんとうに

ありがとうございました。皆さんの言葉は，

この悲痛のときに，家族にとって大きな慰

めとなりました。わたしたちはほんとうに

ダンツェルを愛していました。妻がいな

いことを寂しく思います。

妻の突然の死から，非常に大切な教訓

を学ぶことができます。今こそ神にお会

いする用意をする時期であるということ

です。明日では遅いかもしれません。古

今の預言者もこう宣言してきました。「現

世は人が神にお会いする用意をする時期

である。……悔い改めの日を引き延ばす

ことのないように……。」1

今用意をする必要性

それでも多くの人が引き延ばします。2

預言者はこう戒めています。「あなたがた

は……『わたしは悔い改めて神に立ち返

ろう』と言うことはできない。あなたがた

はこのように言うことはできない。なぜな

らば，現世を去るときにあなたがたの肉

体を所有しているその同じ霊が，あの永

遠の世で，あなたがたの肉体を所有する

力を持つからである。」3 別の預言者はこ

う付け加えています。「汚れている者は

汚れているままになり，義にかなった者は

義にかなった状態にとどま〔る。〕」4

「わたしたちがこの世において得る英知

の一切は，復活の時にわたしたちとともに

よみがえる」5 という知識は大いなるもので

す。預言者ジョセフ・スミスからは，次のこ

とも学べます。「神は，その声に聞き従い，

戒めに従ったすべての者たちを，日の栄え

の安息に招き入れる時を……お定めに

なっています。ここでいう『安息』6 とは，完

成と栄光のことです。人はこの『安息』に

入って祝福を享受する前に，王国の律法

に従って用意をする必要があります。……

神は人類家族に律法をお与えになりまし

た。その律法に従えば，この『安息』を受

け継ぐ用意ができるのです。」7 ネルソン姉

妹は何と用意ができていたことでしょう。

もしこの世の悩みや煩いのために落胆

しているなら，この輝かしい目標ははるか

かなたにあるように思えます。苦難に満ち

た一日を終えた友人はこう叫びました。

「なぜ生まれてきたんだろう。」神の計画

はこの問いに答えてくれます。この世に生

まれてきたのは肉体を得るためです。わ

たしたちは恋をし，結婚をするでしょう。

そして子供をもうけ，人生の労苦を味わう

でしょう。（子供と人生の労苦をセットにし

たことを許してください。どちらも人の成

長に必要な要素だと思うのです。）地球が

創造され，教会が回復されたことにより，

家族は聖なる神殿で結び固めを受けるこ

とができるようになりました。そうでなけれ

ば，全地は「ことごとく荒廃する」8 でしょう。

わたしたちは試みられ，試され，選択す

今こそ用意をする
時期である
十二使徒定員会

ラッセル・M・ネルソン

今こそ神にお会いする用意をする時期……です。明日では遅いかもしれません。



るために世に来ました。9 選択は行く末を

決めます。人は「すべての人の偉大な仲

保者を通じて自由と永遠の命を選ぶこと

も，あるいは……束縛と死を選ぶことも自

由」10 なのです。主の道を選ぶ人は，迫害

を堪え忍ぶでしょう。11 しかし，その報い

は確かです。忠実さを示した者は，「神の

王国を受け継〔ぎます。〕そして彼らの喜び

は，とこしえに満たされる」12 のです。ネル

ソン姉妹はこの報いを得ました。わたしと

家族にとって何と大きな安らぎでしょう。

試練や試しは，豊かな人にも貧しい人

にも同じように訪れます。何年も前，わた

しは非常に裕福な男性の手術を担当しま

した。組織を採取した結果，この男性は

癌
がん

で病状は進んでおり，癌細胞が体中に

広がっていることが分かりました。検査結

果を伝えると，男性はすぐに自分の財力に

物を言わせようとしました。治療のためな

らどこにでも行き，どんなことでもするつも

りでした。健康を買い戻せると思ったの

です。男性は間もなく亡くなりました。「ど

れだけの富を残したのだろう」と問う人が

いました。答えはもちろん「全部」です。

この男性が第一に求めたのは，この世

のものでした。価値のない栄光を求めて

人生を費やしたのです。彼のことを思う

と，次の聖句が心に浮かびます。「見よ，

あなたがたの試しの日はすでに過ぎ去っ

た。あなたがたは自分の救いの日を引き

延ばしたので，とうとう……間に合わなく

なってしま〔った。〕」13

まったく対照的に，ネルソン姉妹は生涯

を通じて，神のみもとに帰る時のために

用意しました。一日一日を，生涯最後の日

であるかのように生きたのです。地上で

の時間が貴重であることを理解していた

妻は，毎分毎秒を大切にしました。

裁きの日など来ないかのように生きる人

もいます。明日を恐れるあまり何もしない

人や，昨日の失敗にくよくよして今日
き ょ う

という

日を無駄に過ごしている人もいます。日時

計に刻まれた，ある詩人の言葉を心に留

めてください。

わたしの影がとどまる所は

過去と未来の分岐点

その先には，まだ見ぬ時が眠る

暗闇
くらやみ

に包まれ，だれの力も及ばない

影の後ろには，二度と戻ることのない

道が残る

失われた時，もはや使うことはできない

あなたが手に握るのは，たった一つの

時……

つまり，影がとどまる所，「今」だけなのだ 14

どのように備えればよいのか

今こそ，用意をする時です。でも，どの

ように始めればよいのでしょうか。まず

は悔い改めです。聖文にはこう書かれて

います。「自分たちの試しの生涯に悪い

ことをしようとしたならば，あなたがたは

神の裁きの座の前で清くない者とされる

であろう。清くない者は神とともに住むこ

とができない……。」15 神は次の簡単な規

則をお与えになりました。「あなたがたは

わたしの律法に従わなければ，この栄光

に達することができない。」16

今こそ，自分の体を敬い，大切にする時

です。この肉体は，霊が永遠にわたって宿

る宮なのです。肉体の欲望は，霊の意志

で制御しなければなりません。神の御
み

心
こころ

に添わないものをすべて拒む必要があり

ます。17 わたしたちは「すべての悪を捨て，

すべての善を固く守らなければなら〔ず〕，

……神の口から出る一つ一つの言葉に

よって生きなければならない」18 のです。

世界中で恐ろしい災害が頻繁に起こっ

ているために，神の存在を疑う人もいます。

しかし実際，神はわたしたちを助けようと

されているのです。こうおっしゃいました。

「わたしの僕
しもべ

たちの口により，また天使た

ちの働きにより，またわたし自身の声によ

り，また雷……，暴風雨……，地震と雹
ひょう

を

伴う大
おお

嵐
あらし

……，飢
き

饉
きん

とあらゆる疫病の声

により，……わたしはあなたがたを幾度呼

び，永遠の救いをもってあなたがたを幾度

救おうとしてきたことか。しかし，あなたが

たは応じようとしなかった。」19

神は人が永遠の命を得ることを望んで

おられます。それには聖約に従い，自分

自身と家族と先祖のために神殿で儀式を

受けなければなりません。家族や先祖な

しには，完全な者とされることはないの

です。20 望むだけでは，神のみもとに戻れ

ません。その祝福が基づく律法に従う必

要があります。21

神の計画は公正です。「この福音を知

らずに死んだ者で，もしとどまることを許

されていたらそれを受け入れたであろう

者〔でさえも〕皆，神の日の栄えの王国を

受け継ぐ者と」なります。22 神の計画は憐
あわ

れみ深いものでもあります。神は，「すべ

ての人をその行いに応じて，またその心

の望みに応じて」裁かれるのです。23

今こそ，神の民に自分の名を連ねる時

です。これは什分
じゅうぶん

の一を払うことで行いま

す。神は民を祝福するために什分の一の

律法を定められました。24 ネルソン姉妹は

この教えを繰り返し家族に教えました。25

今こそ，神の目標を自分の目標とする時

です。神の業であり，栄光である「人の不

死不滅と永遠の命をもたらすこと」26 を自分

の目標とすることができるのです。神殿結

婚について救い主はこう宣言なさいまし

た。「もしある男がわたしの律法であるわ

17／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号
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たしの言葉によって，また新しくかつ永遠

の聖約によって妻をめと〔るならば〕，……

王位，王国，公国，および力，主権，……

〔そして〕すべての事柄について昇栄と栄

光を受けるであろう。」27 主が愛されたよう

に愛し，祈られたように祈り，主が堪え忍

ばれたように最後まで堪え忍ぶことで，主

の模範に倣
なら

う必要があります。28

神の永遠の計画における死の重要性

死は，永遠に生きるうえで必要な要素

です。その時がいつ来るかはだれにも分

かりませんが，神の偉大な幸福の計画に

欠かせないものなのです。29 主の贖
あがな

いの

おかげで，人は将来現実に復活すること

となり，すべての人類に永遠の命への道

が開かれました。30 神の律法に従うなら

ば，この可能性は現実のものとなります。

主は言われました。「わたしの戒めを守

らなければ，あなたがたは決して天の王

国に入れないであろう。」31 いつの日かわ

たしたちは主の裁きを受け，32 天の御父

のみもとに用意されている住まいに行き

ます。33 そして神の愛にあふれる戒めに

忠実に従った者には，日の栄えの栄光が

待っているのです。34

兄弟姉妹，わたしたちは生まれ，死に

ますが，死んだ後もまた別の王国で生き

続けるのです。十分に備えていれば，死

は恐ろしいものではありません。永遠の

見地から見れば，用意のできた人にとっ

て時期尚早の死などないのです。

今こそ用意をする時です。用意ができ

ていれば，死が訪れたとき，天の御父が

忠実な子供たちに備えておられる日の栄

えの栄光に進むことができます。一方，

わたしや家族のように後に残されて悲し

みに暮れる者たちは，キリストを確固とし

て信じ，完全な希望の輝きを持ち，神と

すべての人を愛し，神と人に仕えたいと

心底願うことによって，身内を失った心の

痛みを和らげることができます。35 そのよ

うな信仰，そのような希望，そのような愛

があれば，神の聖なる御
み

前
まえ

に戻るにふさ

わしい者となり，永遠の伴侶や家族ととも

に主の御前で永遠に生きることができる

のです。これらをイエス・キリストの御名
み な

により証
あかし

します。アーメン。

注

1．アルマ34：32－33。アルマ13：27も

参照

2．聖典にある次の言葉は，わたしたち一人

一人を戒めている。「もはや心をかたく

なにしないでほしい。見よ，今があなた

がたの救いの時であり，救いの日である。

したがって，あなたがたが悔い改め……

れば，偉大な贖いの計画はすぐにあなた

がたに効果を及ぼすであろう。」（アルマ

34：31）

3．アルマ 34：34，強調付加

4．モルモン9：14。2ニーファイ9：15－

16；教義と聖約88：27－32，34－

35；130：2も参照

5．教義と聖約130：18

6．新約聖書において，安息という言葉は，

「神の住まわれる天の幸福」という意味を

持つギリシャ語の女性名詞katapausis

に由来する。したがってここで言う安息

は，栄光の一要素を意味する。

7．Teachings of the Prophet Joseph

Smith，ジョセフ・フィールディング・ス

ミス選（1976年），54

8．教義と聖約2：1－3；138：48；ジョセ

フ・スミス―歴史 1：39参照

9．2ニーファイ9：27；教義と聖約98：

12；アブラハム3：24－26参照

10．2ニーファイ2：27

11．2テモテ3：12参照

12．2ニーファイ9：18

13．ヒラマン13：38

14．ヘンリー・バン・ダイク，“The Sun-Dial

at Wells College，”The Poems of

Henry Van Dyke（1911年），345。

ニューヨーク州オーロラ，ウェルズ大学

に展示されている日時計と詩

15．1ニーファイ10：21

16．教義と聖約132：21。教義と聖約88：

36－39も参照

17．モロナイ10：32。2ニーファイ2：

21；モルモン9：28も参照

18．教義と聖約98：11

19．教義と聖約43：25

20．教義と聖約128：15，18参照

21．教義と聖約130：20－21参照

22．教義と聖約137：7

23．教義と聖約137：9

24．マラキ3：10；3ニーファイ24：10参

照。什分の一はまた，将来の報復と焼き

払いの日に対してその民を備えるもので

ある（教義と聖約85：3参照）。

25．スペンサー・J・コンディー，Russell M.

Nelson: Father，Surgeon，Apostle

（2003年），104参照

26．モーセ1：39。モーセ6：59；ジョセ

フ・スミス訳創世6：62（英文）も参照

27．教義と聖約132：19。教義と聖約75：

5；101：65も参照

28．2ニーファイ33：4；3ニーファイ15：

9；27：21－22；教義と聖約14：7参照

29．アルマ42：8－9参照

30．1コリント15：50－54；1ヨハネ5：

11，20；アルマ12：25；モルモン9：

13；教義と聖約46：14；76：40－

42，50－59；133：62参照

31．3ニーファイ12：20

32．1ニーファイ10：20；2ニーファイ9：

41－46；アルマ12：27参照

33．ヨハネ14：2；教義と聖約98：18参照

34．教義と聖約78：7；131：1－3参照

35．2ニーファイ31：20；モーサヤ16：

7－8；モロナイ7：38－48参照



愛
する兄弟姉妹，この会場にいる

方にも，世界各地で集まってい

る方にもお願いします。皆さん

に話す，この特権ともいうべき責任を果た

せるよう，皆さんの信仰と祈りでわたしを

支えてください。

最初に，皆さん全員を称賛したいと思

います。この難しい世の中にあって，教

会の若人はどの時代にも増して善良で

す。教会員の信仰，奉仕，一つ一つの行

いは，称賛に値します。皆さんは，祈りを

忘れず，信仰深く，慎み深く，正直であろ

うと努めています。互いに助け合ってい

ます。隣人に愛を示すようにしています。

しかし，現状に満足しないために，モ

ルモン書のニーファイ第二書から引用し

ます。

「その日，悪魔は……彼らを欺いて現世

での安全を確信させるので，彼らは，『シオ

ンの中では，すべてが良い。まことに，シオ

ンは栄えており，すべてが良い』と言う。悪

魔はこのようにして人 を々だま〔す。〕」1

「自己満足を木にたとえるなら，その木は

何本も枝をつけ，春が来る度にますます多

くの花を咲かせる」と言った人がいます。

自己満足に浸っている暇はありません。

今は苦難の時代です。周囲のすべてがそ

の事実を物語っています。わたしたちは，

伝統的な家庭を破壊する力が忍び寄って

いることをよく知っています。時々，テレ

ビや映画は，この世的で不道徳な男女を

ヒーローやヒロインとし，とうてい手本に

はなり得ない生き方をしている俳優を，

世の模範であるかのようにもてはやして

います。なぜ盲人の手引きに従うので

しょう。ラジオからうるさく聞こえてくる音

楽は扇情的で，歌詞の内容は不道徳，危

険な誘惑，人が思いつくあらゆる悪を描

写したものです。

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，自分と家族を取り巻く

危険に対抗して立ち上がらなければなり

ません。この決意を貫けるよう，わたしの

経験から例を挙げ，幾つかのアドバイス

をしましょう。

まずは，家庭の夕べです。家庭の夕べ

は天の霊感を受けたものです。決して軽

視してはなりません。家庭の夕べから，

家族一人一人が霊的に成長し，至る所に

ある誘惑に立ち向かう力を得ることがで

きます。家庭で学んだ教えはどのような

教えよりも長く心に残ります。ゴードン・

B・ヒンクレー大管長や歴代の大管長が述

べたように，「家庭は義にかなった生活の

基であり，ほかのどのような手段も，家庭

に代わり得ないし，大切な役割を果たし

てはくれません。」2

著名な作家であり医学界の権威でもあ

るグレン・J・ドーマン博士はこう述べてい

ます。「新生児はまるで，情報を入れる前

のコンピューターのようです。もっとも，新

生児の方がコンピューターより断然優れ

ているのですが。……8歳になるまでに

赤ん坊の〔脳〕に刻み込まれたものは，恐

らく一生残ると考えられます。この時期に

誤った情報を刻み込んでしまうと，後で消

し去ることは非常に難しくなります。」

ドーマン博士はさらに，人間の一生の中

で最も感受性が強いのは，2，3歳の幼児

期であると述べています。3

次はわたしの好きな言葉です。「心は

食器棚のようだ。何でも入れておける。」

心という食器棚に，魂を安全に守り，天

におられる御父のみもとに帰る助けとな

るものが入っているかどうか確認しましょ

う。家族一人一人の食器棚も確認してく

ださい。そこに入れておくべきものは，福

音の勉強や信仰，祈り，愛，奉仕，従順，

模範的な行い，親切などです。

次に，負債について話します。現代は

借金時代です。クレジットカードの広告が

毎週のように郵送されて来ます。広告は普

通，超低金利をうたっていますが，それが

適用されるのは短期間です。一定の期間

が過ぎると金利が大幅に上昇するのです

が，それに気づく人はごくわずかのようで

す。Ｊ・ルーベン・クラーク副管長の言葉を

引用します。クラーク副管長は，何年も前

に大管長会の一員でした。彼のこの言葉

はいつの時代にも当てはまる真理です。

「利息は借金をして払えばいいという考

え方が，世界中どこでもまかり通っていま

す。……

利息は眠ることも，病気になることも，

死ぬこともありません。利息は入院しま

せん。日曜日も働き続け，決して休みませ

変化の時代にあって
変わらぬ真理
第一副管長

トーマス・S・モンソン

末日聖徒イエス・キリスト教会の会員として，自分と家族を取り巻く危険に対抗して

立ち上がらなければなりません。
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ん。訪問も旅行もせず，娯楽にも興じま

せん。退職もせず，解雇もされず，絶え

間なく働き続けます。……一度
ひとたび

借金をす

れば，利息は昼夜を問わずあなたに付き

まとうのです。あなたはそれを拒むことも，

逃れることも，また忘れることもできませ

ん。利息は，懇願にも，威
い

嚇
かく

にも，命令に

も応じません。そして，やり方に口を挟

んだり，反したり，要求に応じなかったり

しようものなら，たちまちあなたを押しつ

ぶしてしまうのです。」4

兄弟姉妹の皆さん，ホーム・エクイ

ティ・ローン（訳注――住宅の時価から住

宅ローンの未払残高を差し引いた額を担

保に設定する消費者ローン）の広告には，

大変驚いてしまいました。それは，同じ

家に二つ目の住宅ローンを組むようなもの

です。この手のローン広告は，もっとお金

を借りて，欲しい物をどんどん手に入れ

なさいと誘惑してきます。この「第2の」

ローンが支払えなくなった場合，家を失

う危険がありますが，ローン広告は，その

ことを隠しています。

「昨日の贅沢
ぜいたく

品は今日
き ょ う

の必需品」などと

いう格言めいた言葉で言い訳するのはや

めましょう。不必要なものが必需品にな

ることなどあり得ません。今日
こんにち

多くの新婚

夫婦が，何台もの車を持ちたがり，両親

が一生働いて手に入れたような邸宅に住

みたがります。そして，夫婦の給料の合

計を基にした長期ローンを組むのです。

事情が変わってからでは遅すぎます。妻

が出産したり，家族のだれかが病気に

なったり，失業したり，自然災害に遭った

りすると，そのような返済計画は，すぐに

立ち行かなくなってしまいます。

収入の範囲内で生活することは絶対です。

次に，母親，父親，息子，娘の皆さんに

向けて話します。

母親の皆さん，父親の皆さん，聞き上

手になってください。ペースの速い現代

において，コミュニケーションは必
ひっ

須
す

です。

聞く時間を取ってください。子供の皆さ

ん，お父さんやお母さんに話をしてくださ

い。理解し難いかもしれませんが，皆さ

んの親は，皆さんが今直面しているよう

な問題を，幾つも経験してきたのです。

たいていの場合，親は子供よりも物事を

はっきり見ることができます。親は毎日子

供のために祈っています。そして，子供

に助言を与えるために天の御父から霊感

を受ける立場にいます。

母親の皆さん，家事を子供たちに分担

させてください。言い聞かせて手伝わせる

より，母親自身でした方が簡単な場合がほ

とんどですが，子供に責任を果たすことの

大切さを教えるのは，非常に大切です。

父親の皆さん，妻に愛といたわりを示

してください。子供に忍耐してください。

子供に贅沢品を与えてはなりません。世

の中で自立することを学ぶ必要があるか

らです。

子供のそばにいるよう，お勧めします。

臨終の床で「もっと職場にいればよかっ

た」と後悔する人はいないと聞いたこと

があります。

わたしの大好きな，ある親の模範を紹

介します。アーサー・ゴードンの「浜辺で

の一日」という記事からの引用です。

「わたしが13歳，弟が10歳くらいのとき

のことです。父がサーカスに連れて行っ

てやろうと言いました。しかし昼どきに

なって電話が入り，急な仕事で，父は町

まで行かなくてはならなくなりました。こ

れでサーカスには行けなくなったなと思

いました。しかし父は受話器に向かって

言いました。『町へは行きません。今日は

だめです。』

テーブルに戻って来た父に，母がほほ

えみ〔ながら言いました。〕『サーカスはま

たいつか来るでしょ。』



父はこう答えました。『そうだね。でも，

子供時代は二度と戻って来ないんだよ。』」5

兄弟姉妹，子供と過ごせる時間はあっ

という間に過ぎ去ります。一緒に過ごせ

る機会を，先送りしないでください。こう

言った人がいます。「明日を当てにしてば

かりいる人の生涯には，何の思い出も残

らない。」6

親の皆さん，子供が学校や仕事の目標

を立てられるように助けてください。息子

が礼儀を学び，女性や子供に対して親切

に振る舞えるようにしてください。

ヒンクレー大管長は言いました。「次の

世代を担う若人をどう訓練するかによっ

て，数年後の世界が決まるのです。将来

が心配であれば，まず子供のしつけにつ

いて考えてみることです。」7

使徒パウロから愛するテモテへの言葉

がよく当てはまります。「言葉にも，行状

にも，愛にも，信仰にも，純潔にも，信者

の模範になりなさい。」8

親の皆さん，子供が手本として見習い

たいと思うような生き方をしてください。

すべての家族に勧告します。先祖を探

求してください。先人について，できるだ

け多くの知識を得ることは大切です。先

祖のことを知ると，自分についても何かし

らの発見があります。

子供のころに，母方の先祖，ミラー家族

が経験した話を聞きました。1848年の春，

高祖父母であるチャールズ・スチュワー

ト・ミラーとメアリー・マクガウン・ミラー

は祖国スコットランドで教会に入り，ス

コットランドのルサーグレンの地を後にし

て大西洋を渡りました。ニューオリンズの

港に着いた後，聖徒の一団とともにミシ

シッピ川をさかのぼり，1849年にミズーリ

州セントルイスに到着しました。二人には

11人の子供がいました。その一人，マー

ガレットがわたしの曾
そう

祖
そ

母
ぼ

です。

セントルイスに着いたミラー一家は，ソ

ルトレーク盆地までの旅費を作る計画を

立てていました。そうこうしているうちに，

セントルイスにコレラが流行しました。ミ

ラー家の人 も々感染し，2週間のうちに相

次いで両親と2人の男の子が亡くなりまし

た。わたしの曾祖母マーガレット・ミラー

は当時13歳でした。

死者があまりにも多かったので，どんな

金持ちでも棺
ひつぎ

が買えませんでした。そこ

で，生き残った男の子のうち，年上の子

たちが，牛を入れておく柵
さく

を解体して，亡

くなった家族のために粗末な棺を作った

のです。

ミラー家の9人の孤児と，そのうちの一

人をめとった若者は，1850年の春に，4頭

の牛と1台の荷車でセントルイスをたち，

同年，苦労の末に，ソルトレーク盆地に到

着しました。

わたしはこの曾祖母の家族やそのほか

の気高い先人たちに，感謝と恩を感じて

います。彼らは福音を深く愛し，主を深く

愛していました。持てるものすべて，自分

の命さえも，末日聖徒イエス・キリスト教会

のために喜んで犠牲にしたのです。こうし

た先祖と永遠に結び固められる神殿の儀

式に，わたしは深く感謝しています。

亡くなった親族のために主の神殿で行

う業が大切であることを強調します。

ちょうど2か月前の今日，わたしの家族

はソルトレーク神殿に集まって，亡くなっ

た先祖のための結び固めの儀式を行いま

した。それは，わたしたち家族にとって最
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も霊的な経験の一つとなりました。互い

に対する愛を深め，先祖からの受け継ぎ

にふさわしい生き方をする義務があるこ

とを再確認することができました。

何年も前，末の息子のクラークがブリ

ガム・ヤング大学の宗教クラスを受講して

いたとき，講義中に教師からこう聞かれま

した。「クラーク，お父さんの模範の中で，

いちばんよく覚えているのは何ですか。」

教師は，クラークの答えを手紙で教え

てくれました。息子はこう答えたそうです。

「アロン神権の執事のとき，父と一緒にア

イダホ州マラダに，キジ猟に行きました。

その日は月曜で，猟のシーズンが終了す

る日でした。父と一緒に野原を歩いてキ

ジを探しましたが，2，3羽しか見つからず，

しかも全部逃げられてしまいました。そ

んな中で父が腕時計を見ながら言いまし

た。『クラーク，銃から弾を抜きなさい。

銃をこのくぼみに置いて，一緒にひざま

ずいて祈ろう。』わたしは，キジが見つか

るように祈るのだろうと思っていました

が，そうではありませんでした。父はこう

言ったのです。『十二使徒定員会のリ

チャード・L・エバンズ長老が重い病気を

患っておられるんだ。だから今日はどこ

にいようと正午になったら，十二使徒定

員会の会員はその場でひざまずいて，心

を一つにして，エバンズ長老のために信

仰の祈りをささげることになっているんだ

よ。』わたしたちは帽子を取り，ひざまず

き，祈りました。」

そのときのことはよく覚えていました

が，息子がそこから学び，証
あかし

を得ていた

とは，夢にも思いませんでした。

数年前，ある少年がうちの近所で新聞

配達をしました。少年は時々，仕事を十

分に果たしていませんでした。投げた新

聞は玄関前に落ちるはずなのですが，

誤って茂みに入っていることや，ひどいと

きには，歩道のそばに落ちていることさえ

ありました。そこで地域の住民が，抗議の

署名運動を始めました。ある日，我が家に

も抗議運動をしている人が来て，妻のフ

ランシスに署名を求めました。「まだ小さ

い子だし，新聞が重すぎるのよ。精いっ

ぱいやっているんだから，非難する気に

はなれないわ。」そう言って妻は署名を

断りました。ところが，署名する人は地域

にたくさんいました。そして抗議書は少年

の上司に送られました。

数日後，わたしが仕事から帰るとフラン

シスが涙に暮れていました。しばらく涙

を流した後，妻は，例の新聞配達少年の

遺体が自宅の車庫で発見されたという知

らせが，たった今入ったのだと話してくれ

ました。少年は自分の命を絶ったのです。

非難の声が殺到し，耐え切れなくなった

ことは明らかでした。わたしたちは非難

の署名を断っておいてよかったと思いま

した。人を裁かないこと，そして，だれに

でも親切にすることの大切さを強烈に教

える出来事でした。

わたしたちは救い主を模範としなけれ

ばなりません。記録にあるように，救い主

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」ました。9 そして，

「神が共におられるので，よい働きをしな

がら……巡回されました。」10

忘れてはなりません。神の知恵はしば

しば人間にとっては愚かなことに見えま

すが，この世で学ぶことのできる最も大

切な教訓は，神が語り，人がそれに従う

とき，その人は常に正しいという教えです。

常に平和の君に従うことができますよう

に。主は，従うべき道を文字どおり示して

くださいました。主に従うなら，難しいこ

の時代を生き抜くことができます。主の聖

なる計画に従えば，周囲を取り巻く危険

から救い出されます。主は模範により道を

示しておられます。主は誘惑を遠ざけら

れました。世界を上げようと言われても，

お断りになりました。しかし命を求められ

たときには，差し出されたのです。

今，この場から始めましょう。主に従う

ことができますよう，イエス・キリストの

御名
み な

によってお祈りします。アーメン。

注
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兄
弟姉妹の皆さん，ヒンクレー大

管長の依頼により，これから，教

会の中央幹部，地域七十人，な

らびに中央補助組織会長会の名前を提議

しますので，賛意の表明をお願いします。

預言者，聖見者，啓示者，末日聖徒イエ

ス・キリスト教会の大管長としてゴード

ン・ビトナー・ヒンクレーを支持してくださ

るよう，また，第一副管長としてトーマス・

スペンサー・モンソンを，第二副管長とし

てジェームズ・エスドラス・ファウストを支

持してくださるよう提議いたします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいればその意を表してくだ

さい。

十二使徒定員会会長としてトーマス・ス

ペンサー・モンソンを，十二使徒定員会会

長代理としてボイド・ケネス・パッカーを，

また十二使徒定員会会員として，ボイド・

K・パッカー，L・トム・ペリー，ラッセル・

M・ネルソン，ダリン・H・オークス，M・ラ

ッセル・バラード，ジョセフ・B・ワースリ

ン，リチャード・G・スコット，ロバート・

D・ヘイルズ，ジェフリー・R・ホランド，ヘ

ンリー・B・アイリング，ディーター・F・ウ

ークトドルフ，デビッド・A・ベドナーを支

持してくださるよう提議いたします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方。

副管長，十二使徒を預言者，聖見者，

啓示者として支持してくださるよう提議い

たします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

2005年5月1日をもって以下の人々を地域

七十人から解任するよう提議いたします。

ホルヘ・O・アバド，カルロス・E・アグ

エロ，マルコス・A・アイドカイティス，グス

タボ・A・バリオス，ルナ・J・カブレラ，エ

ディソン・M・カブリート，タッド・R・カリ

スター，カール・B・クック，レイナルド・

L・クイヨン，ホルヘ・L・デル・カスティヨ，

ベンハミン・デ・オヨス，リンゼー・T・デ

ィル，フレッド・C・ディマイヤ，エンリケ・

R・ファラベラ，ロベルト・ガルシア，ラリ

ー・W・ギボンズ，C・スコット・グロー，ジ

ョン・A・ハリス，メリル・F・ハイアム，

R・ランドール・ハフ，マイケル・L・ジェン

セン，ポール・V・ジョンソン，高
コ

元龍
ワンヨン

，ウ

ィルフレッド・R・ロペス，ロナルド・L・ラ

ブランド，ジェフリー・J・マーチャント，ハ

ンス・H・マットソン，E・イスラエル・ペレ

ズ，ホルガー・D・ラコウ，アルフォンソ・ラ

モス，カルロス・C・レベロ・シニア，マン

フレッド・H・シュッツェ，J・ミッチェル・ス

コット，ホセ・A・テスクエアラ・ダ・シルバ，

ローウェル・M・スノー，ヒエルモ・トレス，

ローランド・N・ウォーカー。

この兄弟たちの奉仕に感謝の意を表明

してくださる方は，その意を表してください。

これまで中央初等協会会長会として奉

仕してきたコリーン・K・メンラブ姉妹，シ

ドニー・S・レイノルズ姉妹，ゲール・M・

クレッグ姉妹を，感謝の挙手をもって解任

するよう提議いたします。

感謝を表明してくださる方はその意を

表してください。

マーリン・K・ジェンセン長老を教会歴

史家および記録者として支持するよう提

議いたします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にお願いします。

わたしたちは七十人第一定員会の新た

な会員として，ベンハミン・デ・オヨス，デ

ビッド・F・エバンズ，C・スコット・グロー，

リチャード・G・ヒンクレー，ポール・V・ジ

ョンソン，ポール・E・コーリカー，ポー

ル・B・パイパー，ユリシス・ソアレスを，

また，七十人第二定員会の新たな会員と

して，高
コ

元龍
ワンヨン

，ウォルフガング・H・ポール，

ローウェル・M・スノー，ポール・K・ジブ

ラウスキーを支持してくださるよう提議い

たします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にお願いします。

以下の人々を地域七十人として支持し

てくださるよう提議いたします。

教会役員の支持
第一副管長

トーマス・S・モンソン
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ネルソン・L・アルタミラノ，マニュエ

ル・アラヘズ，セルジオ・E・アビラ，マル

セロ・P・ボルファリーニ，シェーン・M・

ボーエン，デビッド・R・ブラウン，フェル

ナンド・E・カルデローン，ミルトン・デ・ロ

チャ・カマルゴ，ダニエル・M・カニョレス，

I・ポロスキ・コードン，フェデリコ・F・コ

スタレス・ジュニア，ジョン・C・ダルトン，

ヒーバー・O・ディアス，ルイス・G・ホワー

テ，フィリック・ゴーツ，ロナルド・J・ハモ

ンド，ミゲル・イダルゴ，パトリック・キアロ

ン，ドナルド・J・カイズ，クリスチャアン・

H・クレーウェグ，ラリー・R・ローレンス，

ロバート・W・リーズ，F・ルネ・オレ，グレ

ンドン・ライオンズ，フアン・A・マチュカ，

ライムンド・モラレス，ブレント・H・ニール

ソン，カルロス・S・オバタ，アレハンドロ・

M・ロブレス，ヘラルド・L・ルビオ，ガビ

ド・センカンス，ファビアン・L・シナンバ

ン，デック・スマイバート，ハンス・T・ソレ

ンセン，アイビーン・ステーリ，ミゲル・R・

バルデス，ギャリー・W・ウォーカー，リチ

ャード・C・ザンブラノ。

賛成の方は皆，その意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

わたしたちは，シェリル・クラーク・ラン

トを中央初等協会会長として，マーガレ

ット・スウェンセン・リファースを第一副会

長として，ビッキー・藤井・松森を第二副

会長として支持するよう提議いたします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

そのほかの中央幹部，地域七十人，中

央補助組織会長会を現状のまま支持して

くださるよう提議いたします。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

提議は，全員一致で賛意の表明が得ら

れたようです。

兄弟姉妹の皆さんの変わらぬ信仰と祈

りに感謝します。

新たに召された中央幹部ならびに中央

初等協会会長会は，壇上の席に座ってく

ださい。
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する大管長会の皆さん。

教会監査部は，教会のほか

のあらゆる部門や運営組織か

ら独立しており，教会資産の保全と基金

の収支が適切に管理されているかを監査

するうえで必要なあらゆる記録やシステム

から情報を入手する権利があります。監

査を実施する人々は，公認会計士，公認

内部監査人，公認情報システム監査人，

そのほかの資格ある専門家によって構成

されています。

教義と聖約第120章で啓示されている

ように，教会基金の支出の承認は，什分
じゅうぶん

の一配分評議会が行います。同評議会は，

大管長会，十二使徒定員会および管理監

督会で構成されています。教会基金の支

出が承認された後，教会の各部門は，承

認された予算と基金の支出を，教会の方

針と手続きに従って管理します。

監査の結果，教会監査部では，2004年

度において，教会のすべての資材，献金，

基金の支出，および教会資産は，適切な

会計と承認された予算，および教会の方

針と手続きに従って管理・記録されてい

るという見解に達しました。

以上，謹んで報告いたします。

教会監査部

実務運営ディレクター

ロバート・W・キャントウェル

2004年度教会監査部報告
教会監査部実務運営ディレクター

ロバート・W・キャントウェル提出

末日聖徒イエス・キリスト教会大管長会に対して提示

愛
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兄
弟姉妹の皆さん，大管長会は，

2004年12月31日現在の会員数

の増加と現況を示す以下のよ

うな記録を発表しました。

教会ユニット数

ステーク ……………………………2,665

伝道部 …………………………………338

地方部 …………………………………646

ワードと支部の合計 ………………26,670

教会員数

教会員総数 …………………… 12,275,822

記録上の子供数の増加 ……………98,870

バプテスマを受けた改宗者 ……241,239

宣教師

専任宣教師数 ………………………51,067

神　殿

2004年に奉献された神殿数 ……………3

（ガーナ・アクラ神殿，

デンマーク・コペンハーゲン神殿，

ニューヨーク州マンハッタン神殿）

2004年に再奉献された神殿数 …………2

（アラスカ州アンカレッジ神殿，

ブラジル・サンパウロ神殿）

儀式が執行されている神殿数 ………119

2004年4月以降に他界した著名な
教会員

ニール・Ａ・マックスウェル長老（十二

使徒定員会）

デビッド・Ｂ・ヘイト長老（十二使徒定

員会）

マージョリー・ペイ・ヒンクレー姉妹

（ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長夫人）

ルビー・オルソン・ヘイト姉妹（デビッ

ド・Ｂ・ヘイト長老夫人）

ダンツェル・ホワイト・ネルソン姉妹

（十二使徒定員会のラッセル・Ｍ・ネルソン

長老夫人）

サラ・メリッサ・ブロートベント・ポー

ルセン・ソレンセン姉妹（元中央初等協

会副会長，元七十人定員会会員のリン・

A・ソレンセン長老夫人）

ナオミ・マックスフィールド・シャムウ

ェー姉妹（元中央初等協会会長）

オリーブ・アイリーン・ロビンソン・ダ

ンヨン・クリステンセン姉妹（元中央初

等協会副会長）

ジョアン・ブラックハースト・スペンサ

ー姉妹（元中央扶助協会書記）

2004年度統計報告
大管長会秘書

F・マイケル・ワトソン提出

大管長会，弔意を表す

土曜午後の部会の冒頭，ゴードン・

B・ヒンクレー大管長は，以下の弔

辞を読み上げた。

「わたしたちは，全世界の人々ととも

に，ローマ法王ヨハネ・パウロ2世が亡

くなられたことを追悼いたします。ロー

マ法王は，傑出した信仰とビジョン，知

性を兼ね備えた人でした。法王の勇気

ある行動は，世界中の人々の心を動か

しました。後に続く世代にも同様の感動

を与えることでしょう。

法王は，自由，家族，そしてキリスト教

を擁護するために絶えず声を発しまし

た。原則と道徳に関して決して妥協せ

ず，世界の貧しい人々への哀れみの心

は，尽きることがありませんでした。」◆
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何
年も前に監督に召されたとき，

教会にあまり来ていない人た

ちを監督会で訪問したいと思

いました。福音の祝福を取り戻すために，

何かできることはないか知りたかったの

です。

ある日，50代の男性を訪ねました。評

判のよい機械工です。最後に教会に出席

したのは少年のころだったと話してくれ

ました。その日，何かが起きたのです。当

時のクラスでの振る舞いが原因でした。

どう見ても騒ぎすぎたのでしょう。怒っ

た教師は彼をつまみ出すと，「もう戻って

来なくていい」と言ったのです。

彼は二度と戻りませんでした。

40年以上も前の思いやりのない一言
ひとこと

が，

そこまで深い影響を及ぼすものかと驚き

ました。しかし，実際そうだったのです。

そして結果的に，彼は二度と教会に戻り

ませんでした。妻も子供たちも同様です。

わたしは謝り，彼がそのような扱いを

受けたことを悲しく思うと告げました。そ

して，深く考えもしないで言ったはるか昔

の一言によって，家族が教会活動を通し

て得られる祝福を逃していたことを実に

残念に思うと伝えました。

そして言いました。「40年たった今，教

会の過ちを正させてください。」

わたしは全力を尽くしました。そして彼

が歓迎され必要とされていることを伝え

ました。最終的に，この男性が家族と一

緒に教会に戻り，信仰深い忠実な会員と

なったことは大きな喜びでした。とりわけ，

この兄弟は優れたホームティーチャーとし

て働きました。ほんのささいな思いやり

のない一言が，生涯にわたって，あるいは

次の世まで影響を及ぼすことをよく理解

していたからです。

思いやりは，偉大さの本質であり，これ

まで出会った立派な人々が皆持っていた

特質です。思いやりは扉を開く鍵
かぎ

であり，

友情を築きます。また，心を和らげ，生涯

にわたる関係を作り出します。

思いやり深い言葉は，発せられた瞬間

に人の心を高めるだけではなく，何年に

もわたって心の中に響きます。大学生だ

ったころ，フットボールの試合でいいプレ

ーをしたと，7歳上の男性が褒めてくれま

した。男性は，試合中のプレーを褒めた

だけでなく，スポーツマンとしての振る舞

いにも注目してくれたのです。60年以上も

前のことですし，その男性が当時の会話

を覚えているとは思えませんが，わたし

はそのときの思いやり深い言葉を今でも

よく覚えています。その男性は，後に教会

の大管長となったゴードン・B・ヒンクレー

でした。

優しさと思いやりという特性は，ヒンクレ

ー大管長と切り離せない関係にあります。

1963年に父が亡くなったとき，最初に家を

訪ねてくれたのは大管長でした。その優

しさを決して忘れません。大管長は母に

祝福を授け，何よりも，まだ多くの祝福が

用意されており，母の生涯は麗しいものに

なると約束してくれました。この言葉は母

とわたしに慰めを与えてくれました。大管

長の思いやりを決して忘れません。

思いやりは日の栄えの生活に欠かせな

い要素です。思いやりはキリストのような

人が周りに示す態度であり，職場や学校，

教会，とりわけ家庭におけるわたしたちの

言動の基盤とすべきものです。

救い主イエスは，思いやりと哀れみの最

大の模範でした。主は病人を癒
いや

し，生涯

の大半を一人または大勢の人を教え導く

ことに費やされました。多くの人にさげす

まれていたサマリヤの女に優しく話しか

けられ，弟子たちには，幼い子供たちを来

るままにさせておきなさいと教えられまし

た。罪を犯したすべての人に優しく接し，

罪人ではなく罪を責められました。また，

何千人ものニーファイ人が，進み出て主の

両手と両足にある釘
くぎ

の跡に触れるのを許

されました。しかし，最も崇高な優しさは，

贖
あがな

いの犠牲の中で示されたものでした。

それによって，あらゆる人が死の縄目から

解放され，悔い改めという条件の下，罪の

結果から解き放されるのです。

預言者ジョセフ・スミスも，年齢を問わ

ずあらゆる人に思いやりを示しました。

預言者の思いやりに触れたある子供はこ

う語りました。

「兄とわたしは，ジョセフのれんが造り

の店と呼ばれる建物近くの学校に向かっ

ていました。しかし，前日の雨で地面はぬ

かるみ，学校の前は特にひどかったため，

兄のウォーレスとわたしは泥にはまり，足

が抜けなくなってしまったのです。幼いわ

たしたちは，とうとう泣き出してしまいまし

た。ずっと抜け出せないのではないかと

思ったからです。けれども見上げると，子

供たちの愛する友，預言者ジョセフ・スミ

思いやりという美徳
十二使徒定員会

ジョセフ・B・ワースリン

思いやりは日の栄えの生活に欠かせない要素です。思いやりはキリストのような

人が周りに示す態度で〔す〕。



スがやって来るのが見えました。彼はわ

たしたちをもっと高くて乾いた所に移す

と，しゃがんで泥まみれの靴をきれいに

してくれました。それからハンカチを出し

て涙でぬれた顔をふいてくれたのです。

ジョセフ兄弟は優しい励ましの言葉をか

けると，喜んで学校へ見送ってくれまし

た。」1

家庭ほど思いやりを必要とする場所は

ありません。それは父から学びました。父

はいつも母の助言に耳を傾けました。そ

れによって，さらに立派で，賢明で，思い

やり深い人物になることができたのです。

わたしも父に倣
なら

って，妻の見解に耳を

傾けてきました。妻の意見を大切にして

います。例えば妻が，「それはどうかしら

……」と言ったときには，すぐに耳を傾け，

何か間違ったことをしてはいないか考え

るようにしています。多くの場合，妻が言

い終わらないうちに，心の中では立派な

謝罪の言葉が完成しているのです。

実際，妻は思いやりと優しさ，哀れみの

模範です。そして，妻の意見，勧告，支え

はかけがえのないものとなっています。

妻がいればこそ，わたしもさらに賢明で，

思いやり深い男性になれるのです。

わたしたちが語る言葉や声の調子，一

言に潜む怒りや静かな思いを，子供たち

や周りの人は見ています。思いやり深い

言動とそうでない言動の両方を見て学び

ます。家族への接し方以上に，ほんとう

の自分をさらけ出している場面はないの

です。

わたしはしばしば，なぜ批判せずには

いられない人がいるのか不思議になりま

す。恐らく批判すること自体が習慣となり，

当然と考えるため，そういう習癖がある

ことすら考えないのでしょう。彼らは，ジ

ョーンズ姉妹の指揮の方法から，スミス

兄弟のレッスンの教え方や庭木の植え方

まで，あらゆる人を批判しているように見

えます。

批判をしたところでだれも傷つけては

いないと考えるときでも，実は往々にして

結果が伴います。監督に什分
じゅうぶん

の一を渡し

て，「これは監督さんのためだよ」と言っ

た少年のことを思い出します。絶好の機

会だと考えた監督は，「什分の一か，断食

献金か，それともそれ以外なのか，ちゃん

と印を付けるんだよ」と教えました。それ

でも少年は，その献金が監督のためだと

言い張りました。理由を尋ねると，少年は

こう答えたのです。「だって，今まででい

ちばん困った監督だって，パパが言って

たよ。」

教会は，完全な人たちが理想的な言葉

を話し，欠点のない思いや感情を抱く場

所ではありません。そこは不完全な人た

ちが集まり，互いに励まし合い，支え合い，

仕え合って，天の御父のみもとへ帰る旅

路を進めるところなのです。

この人生で，わたしたちはそれぞれ異

なる道を旅します。進み具合は千差万別

です。ある人を悩ます誘惑も，皆さんに

とっては問題ないかもしれません。また

皆さんにできることも，人には難しい場合

があるのです。

自分より不完全な人を決して見下した

りしないでください。相手が自分と同じ

ように上手に裁縫やスポーツや仕事がで

きないからといって，決して怒らないでく

ださい。

27／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号
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わたしたちは皆，天の御父の子供であ

り，同じ目的を持って世に来ました。それ

は心と魂と思いと力を尽くして御父を愛

するようになるためであり，自分を愛する

ように隣人を愛するためです。2

神の王国における自分の価値を知る一

つの方法は，次のように尋ねることです。

「人々の可能性を引き出すために，どれく

らい助けているだろうか。周りの教会員

を支えているだろうか。それとも批判し

ているだろうか。」

もしだれかを批判しているなら，教会

を批判していることになります。しかし人

の成長を助けているなら，神の王国を築

いているのです。天の御父が思いやりに

満ちておられるように，わたしたちも思い

やり深くならなければなりません。

教義的な教えで知られるジェームズ・

E・タルメージ長老は，苦しみの中にあっ

た近隣の家族に深い思いやりを示しまし

た。まったく面識のない人たちでした。

まだ使徒に召される前，新米の父親だっ

たタルメージ長老は，近所の大家族がジ

フテリヤに苦しんでいることを知りまし

た。非常に恐ろしい病気です。その家族

が教会員であるかどうかは問題ではあり

ませんでした。長老の思いやりと慈愛が

行動へと駆り立てたのです。扶助協会は

援助できそうな人を必死で探しました。

しかし，感染性の病気のため皆しりごみ

してしまいます。

長老がその家に着いたとき，幼児の一

人はすでに死亡し，ほかの二人もひどく

苦しんでいました。長老は直ちに仕事に

取りかかり，散らかった家を掃除し，幼児

の埋葬の準備をし，病気の子供たちの体

をきれいにして，食事をさせました。そう

やって一日を過ごしたのです。翌朝，その

家に行ってみると，夜のうちに子供がもう

一人亡くなり，3人目の子供はまだひどく

苦しんでいました。長老は日記にこう記し

ています。「幼い女の子はわたしの首にし

がみつき，何度も顔や服に向けてせきを

した。……でも，その子を離すわけには

いかなかった。結局，その子が亡くなる

までの30分間，わたしはこのいたいけな

少女を抱きながら，室内を歩き回った。

その子は，午前10時に苦しみながら亡く

なった。24時間以内に3人の子供がこの

世を去ったことになる。」長老はそれから

埋葬の準備を手伝い，葬儀で話をしまし

た。3 長老はこれをすべて面識のない隣人

のためにしたのです。キリストのような思

いやりを持つ人物の何と偉大な模範でし

ょうか。

心が思いやりで満たされると，人を批

判しなくなります。救い主は教えられまし

た。「人をさばくな。そうすれば，自分もさ

ばかれることがないであろう。また人を

罪に定めるな。そうすれば，自分も罪に

定められることがないであろう。ゆるして

やれ。そうすれば，自分もゆるされるであ

ろう。」4 またこう教えられました。「あなた

がたがさばくそのさばきで，自分もさばか

れ，あなたがたの量るそのはかりで，自分

にも量り与えられるであろう。」5

「でも」と皆さんは言うでしょう。「人が

無礼な態度を執ったらどうすればよいの

ですか。」

愛してください。

「不快なことをされたら？」

愛してください。

「傷つけられたら？ もちろん何かする

でしょう。」

愛してください。

「罪を犯したら？」

答えは同じです。思いやりを示し，愛

してください。

なぜでしょうか。ユダは聖文の中でこ

う教えました。「疑いをいだく人々があれ

ば，彼らをあわれみ〔なさい。〕」6

思いやりを示すことで，どれほど遠大な

影響を及ぼし得るのかはだれにも分かり

ません。

兄弟姉妹，イエス・キリストの福音は世

を超越した教えです。ここで行っている

業は，やがて起こる，さらに偉大で想像も

できないようなことの予型でしかないの

です。

天は預言者ジョセフ・スミスに開かれま

した。ジョセフは，生ける神とその御子

イエス・キリストにまみえたのです。

この時代にあって，預言者ゴードン・

B・ヒンクレー大管長は，地上を歩み，わ

たしたちのために導きを与えます。

天の御父がわたしたちを愛してくださ

るように，わたしたちも御父の子供たちを

愛する必要があります。

思いやりの模範となり，救い主の言葉

に従うことができますように。「互
たがい

に愛し合

うならば，それによって，あなたがたがわ

たしの弟子であることを，すべての者が

認めるであろう。」7 これらの真理をイエ

ス・キリストの聖なる御名
み な

により証
あかし

しま

す。アーメン。

注

1．Margarette McIntire Burgess,

Juvenile Instructor，1892年1月15

日，66－67

2．マルコ 12：30－31参照

3．ジョン・R・タルメージ，The Talmage

Story: Life of James E. Talmage──

Educator ,  Scientist ,  Apostle,

（1972年）112－114 参照

4．ルカ 6：37

5．マタイ 7：2

6．ユダ 1：22

7．ヨハネ 13：35



イ
エス・キリストの教会が回復され

たことを伝える輝かしいメッセ

ージを，容易に愛する人々や友

人に分かち合えるようになりました。この

すばらしい進歩について皆さんとともに

考える機会が与えられていることを感謝

しています。宣教師はこの進歩によって

熱いものを思いと心に感じています。な

ぜなら，彼らはあらかじめ決められた言

葉に束縛されることなくメッセージを力強

く教え，主イエス・キリストと預言者ジョ

セフ・スミスの証
あかし

を述べることができるか

らです。おもに専任宣教師が使うことを想

定して開発されたものですが，この資料

は子供たちを伝道に備えさせたいと考え

ている両親にとっても非常に有益である

ことが実証されています。宣教師として

召された青年男女や夫婦は宣教師訓練セ

ンターに入る前からこの資料を使って準

備を始めています。アロン神権者の兄弟

たちを伝道に備えさせるうえで役立つこ

とを実感した神権指導者もいます。また

この資料は新会員が証を強め，教えに従

うことができるよう力を尽くしている神権

組織と補助組織にとっても大きな価値が

あります。これから，この新しい資料『わ

たしの福音を宣べ伝えなさい』とこの『宣

教師デイリープランナー』などの計画用ツ

ールについて話します。

まず，わたしがなぜ『わたしの福音を

宣べ伝えなさい』に夢中になっているか

を話しましょう。これまでになかったほど

伝道活動を深く掘り下げていることがそ

の理由です。わたしは長年，宣教師たち

に「あなたの伝道の目的は何ですか」と尋

ねてきました。この質問に対する答えは

まちまちでした。計画的に努力するため

に必要なはずの，はっきりした目的を持っ

ていない宣教師がほとんどでした。この

ガイドの1ページには，宣教師としての真

の目的が力強く説明されています。その

目的とは，すなわち，「人々にキリストのも

とへ来るよう勧めることです。そのため

にあなたは，イエス・キリストとキリストの

贖
あがな

いを信じる信仰，悔い改め，バプテス

マ，聖霊の賜物
たまもの

を受けること，最後まで堪

え忍ぶことを通して，彼らが回復された

福音を受け入れられるよう助けるのです。」

続いて，御霊
み た ま

に導かれるままにそれをど

のように実行するかが記されています。

以前の宣教師用資料は，それが用いら

れていた時期は効果がありました。けれど

も世界は劇的な変化を遂げています。社

会の根底部分を形成している価値観がサ

タンとサタンに荷担する者たちによる激し

い攻撃にさらされています。そのため，神

が再び地上に置かれた完全な真理を分か

ち合う方法を緊急に改善しなければなら

なくなったのです。分かち合う事柄には，

神の幸福の計画と，神の偉大な預言者ジ

ョセフ・スミスを通してその計画が地上に

回復されたこと，主の御名
み な

によって行う神

権の権能を持つイエス・キリストの教会が

完全な形で再び地上に回復されたことを

人々に理解してもらうことも含まれます。

ヒンクレー大管長はこのことについてよ

く分かるようにこう説明しています。「これ

まで長年にわたり，宣教師は標準教授法

（レッスンプラン）を使ってきました。これ

はすばらしい成果を上げてきました。……

しかし残念なことに，この方法は多くの場

合，暗記した事柄を提示するにとどまり，

御霊と個人の証を欠く結果になっていま

した。……

宣教師はレッスンの概念を完璧
かんぺき

にマス

ターします。しかし，……聖なる御霊の

導きの下に自分自身の言葉で概念を教え

るべきです。〔宣教師は〕レッスンの概念を

自分のものにしなければなりません。し

かしそれだけでなく，聖霊に導かれるま

まに自分の言葉でそれらの概念を……教

えなければなりません。」1

この原則が『わたしの福音を宣べ伝え

なさい』の大きな柱となっています。世界

中の宣教師は今や，イエス・キリストの福

音の回復についてのメッセージ，救いの

計画，基本的な戒め，福音の律法と儀式

を自分の思いと心に刻み込みます。その

後に，御霊の導きによって自分の言葉で

レッスンを教えるのです。これによって，

このガイドを用いる宣教師の働きは劇的

に改善されています。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の各

章には，聖なる御霊の導きを認め，理解

する方法についてこの上なく大切な情報

が記されています。効果的に勉強する方

法や，教える技術を磨く方法についての

聖文が列挙されています。一つの章では

『わたしの福音を宣
の

べ伝え
なさい』の持つ力
十二使徒定員会

リチャード・Ｇ・スコット

このすばらしい資料がいかに伝道の働きに役立つか，ぜひ試してみてください。
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なぜモルモン書がわたしたちの宗教のか

なめ石なのか，人生の重要な問題に対し

てモルモン書はどのように答えを与えてく

れるのか，モルモン書はどのように信仰

を築き，人々を神に近づけてくれるかを

説明しています。ほかにも，わたしたちの

メッセージが真実であることを確認する

ためにモルモン書はどのように確かなよ

りどころとなっているかを教えています。

宣教師は希望，慈愛，愛などキリストのよ

うな特質を伸ばす方法を学びます。愛は，

すべての実りある伝道活動の土台となる

からです。また，伝道地の言語を習得す

るための優れた方法が提案されていま

す。時間をもっと賢明に使うために，明確

で効果的な計画を立てる手段が用意され

ています。教える人を見つけて備えさせ

るための有効な方法が紹介されていま

す。バプテスマ，確認，定着に結びつく決

意をしてそれを貫けるように助けるため

の具体的な指導が与えられています。こ

の手引きには専任宣教師，ステークとワー

ドの指導者，会員の働きを結びつける方

法が記されています。さらに多くの新会

員が，彼らの助けによって，教会という家

族に確実に移行することができるのです。

バプテスマと確認の儀式を通してイエ

ス・キリストの御名を受け，戒めを守るこ

とを決意するならば，生涯を通じて主の

約束された祝福を受けるという確かな確

信を持つことができます。

多くの宣教師は『わたしの福音を宣べ

伝えなさい』に記されている霊感あふれ

る教えを実践することにより，確信をもっ

て教え，聖霊による確認の証を受ける力

を飛躍的に高めています。最近，二人の

伝道部長補佐からジョセフ・スミスの示現

の物語を紹介してもらいました。わたし

が求道者の役をしました。どのように対応

するかを見るために，質問攻めにしようと

思っていました。しかし，できませんでし

た。練習であったにもかかわらず，メッセ

ージを伝える彼らの誠実さ，純粋な気持

ち，提示する優れた技術に心を打たれた

からです。

皆さんも宣教師たちがどれほど大きな

進歩を遂げているかを目にすることがで

きます。家庭に宣教師を招いて，最初の

レッスンを聞いてください。近所の人を

家に招くことができればもっとよいでしょ

う。宣教師たちは御霊に導かれて，天の

御父が世の歴史が始まって以来，御自分

の子供たちに幸福の計画を伝えるため

に，預言者を用いてこられたことを，自分

の言葉で説明することでしょう。父なる神

と御子イエス・キリストがジョセフ・スミ

スを訪れられた聖なる示現について語る

宣教師の証を心で感じてください。地上

で神の御名によって行う権能とともに完

全な福音が回復されていく，一連の出来

事を宣教師は上手に説明することでしょ

う。宣教師がこれらの霊感あふれる真理

を人々に教える場面に皆さんは立ち会う

ことができます。皆さんが同席することに

よって，これらの大切な真理を初めて耳

にする人々を大いに力づけることができ

るのです。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』とそ

の計画ツールを制作したのは大管長会，

十二使徒定員会，そのほかの中央幹部，

そして献身的で経験豊かなスタッフで結

成された最強のチームです。この開発に

携わった人々は『わたしの福音を宣べ伝

えなさい』の概念構成，組み立て，資料の

完成に当たって，主の導きが聖霊を通し

て与えられたことを証しています。

14の伝道部で幅広いテストを実施した

後に，『わたしの福音を宣べ伝えなさい』

の内容について調整が行われました。大

管長会と十二使徒定員会はその結果を検

討し，修正を加えた後に，承認しました。

そして2004年10月15日，全世界に向けた

衛星放送で伝道部長と伝道部の指導者に

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』が紹介

されました。続いて，世界中の宣教師全員

に英語版の資料が配付されました。多く

の宣教師は英語を話しませんが，それで



も新しくなった伝道活動について幾らか

実感しました。興味深いことに，英語を話

さない一部の伝道部では英語を学ぶ機運

が高まりました。今年の初めには，日本語，

韓国語，スペイン語，ポルトガル語の『わ

たしの福音を宣べ伝えなさい』が配付さ

れました。年末までには宣教師が使うほ

とんどの言語で資料が入手できるように

なります。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』から

祝福を受けるのは宣教師だけではありま

せん。
● ある伝道部長の妻は参照聖句を含め

て『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の一

言一句を研究して，深く考えました。そし

て，それまで思い切って実行できなかっ

たことを始めました。親戚
しんせき

の人にモルモ

ン書を読み，研究し，深く考えるよう勧め

たのです。彼女の勧めを受け入れたその

親戚は大きな祝福にあずかりました。
● ある家族は『わたしの福音を宣べ伝

えなさい』を使って，子供たちに伝道の準

備をさせています。次のような報告が届

いています。「最初に割り当てを受けたの

は17歳の息子でした。案の定，息子はガ

イドの中から最も短い部分を探し出しま

した。けれども， 20分に及んだレッスン

の中で息子は心を込めて原則を教え，聖

句と証で締めくくったのです。」
● 息子を伝道に備えさせている父親は

こう言っています。「『わたしの福音を宣べ

伝えなさい』のおかげで……人生の目的

について，また教会員として，父親として，

夫としての義務と責任を永遠の見地から，

はっきりと理解できるようになりました。……

また，それらの責任をよく果たすための

具体的な手段を見つけられました。」彼の

息子は，昨日，宣教師に召されました。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』が導

入されてからわずか7か月の間に非常に

多くの事柄が成し遂げられてきました。し

かし，この実にすばらしい伝道のツール

にすべての人がさらに熟達するとき，この

ガイドによって収められる成功は，最高潮

に達することでしょう。

バプテスマの聖約を交わす人々が，生

涯を通じて教会員のすべての祝福にあず

かれるよう助けるため，会長会や神権役

員会，ワード評議会でこれらの資料を活

用するようお願いします。バプテスマの準

備をしている個人別に作成する新しい進

歩状況報告書を活用することによって，宣

教師と会員たちの働きを効果的に調整す

ることができます。会員と宣教師が力を

合わせて『わたしの福音を宣べ伝えなさ

い』の原則を実行するならば，新しい改宗

者がいつまでも活発でいるのはきわめて

容易になると，わたしは確信しています。

大管長会は『わたしの福音を宣べ伝え

なさい』の中で宣教師にとって確かな動

機づけとなるメッセージを与えています。

これは皆さんが伝道活動を行うときにも

励ましとなることでしょう。このように述

べられています。「伝道の業以上に大きな

感動を与え〔る〕業はほかにはありません。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』は，あ

なたがより良い備えをし，霊的に成熟し

た宣教師となり，説得力豊かな教師とな

るよう助けることを目的としています。……

天の御父の栄光あふれる業に力を尽くす

決意をいっそう強めてくださるようにお願

いします。……あなたが謙遜
けんそん

に，また祈

りをもって主に仕えるとき，主は報いと豊

かな祝福を与えてくださるでしょう。」2

このプログラムの持つ可能性を理解で

きたでしょうか。個々の生活の中でこの

伝道ツールを理解し，実際に使い始める

ときに，皆さんはわたしと同じような感動

を覚えることでしょう。『わたしの福音を

宣べ伝えなさい』は以前の専任宣教師用

資料と違って，指導者や会員ならだれで

も教会の配送センターから入手できます。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』のも

たらす最大の祝福は，恐らく帰還宣教師

の生活に反映されることでしょう。この資

料の霊感あふれる内容を理解し，実践す

ることによって進歩を遂げた彼らは，優れ

た親となり，有能な教会指導者となり，立

派な社会人となることでしょう。

全世界の宣教師を代表して，『わたしの

福音を宣べ伝えなさい』の編集と印刷と

配送に携わってきた献身的なスタッフの

皆さんに心からの感謝をお伝えします。

この資料を効果的に活用するために技術

を磨いている伝道部長と宣教師一人一人

にも感謝しています。特に，霊感を与え

てくださった主に感謝します。親として子

供を伝道に備えさせるとき，教会指導者

として新しい改宗者を助けるとき，会員と

して福音を分かち合うとき，個人として奉

仕に備えるときなど，このすばらしい資料

がいかに伝道の働きに役立つか，ぜひ試

してみてください。皆さんがそうするとき

に，救い主がわたしたちを祝福し，導い

てくださるよう願っています。イエス・キ

リストの御名により，アーメン。

注

1.「伝道活動」『世界指導者訓練集会』

2003年1月11日，19

2.『わたしの福音を宣べ伝えなさい』v
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ニュージーランド・オークランド・ハーバーステークセンターで大会の放送が始まる前に求道者を待つ，

ニュージーランド・オークランド伝道部の宣教師たち。
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忘
れられない印象を残した一つ

の話があります。何年も前に，

あるステーク大会の土曜の夜

の部会で聞いた話です。話者は若い母親

でした。このような話でした。「わたしは

今，曾祖父
そ う そ ふ

の系図を調べています。曾祖

父には大勢の息子や娘がいて，皆，教会

員でした。

ところが，曾祖父と家族はある日曜日を

最後に教会に行かなくなり，二度と戻りま

せんでした。理由は分かりません。

わたしの調べたところでは，この曾祖

父には1,000人を超す子孫がいます。」

そして彼女は，忘れられないことを言

いました。「この1,000人の子孫の中で，今

教会に集っているのはわたし一人です。」

彼女がそう話したとき，思いを巡らせ

ました。「影響を受けたのは1,000人だけ

だろうか，いや1,000人以上いるに違いな

い。」

答えは明らかです。隣人や友人は，本

来その家族から受けたはずの霊的な影響

力を受けられませんでした。息子や娘た

ちはだれ一人伝道に出ませんでした。彼

らの証
あかし

に感動するはずだった人々はバプ

テスマを受けませんでした。バプテスマ

を受けなかった人々は，当然伝道にも出

ません。つまり，その曾祖父の選択の結

果，今日
こんにち

教会員になっておらず，この集会

にも出席していない人々が恐らく何千人

といるのです。

話に耳を傾けながらわたしは思いまし

た。「何という悲劇だろう。もしわたしが

その場にいたならば，この父親か，家族

全員か，あるいは神権指導者に何か話し

て，この家族が，また将来この家族の大

勢の子孫が被ろうとしている災いを食い

止める助けになれたかもしれないのに。」

残念ながら，今となってはその機会は

ありません。しかし，現在と未来のことに

ついては手を施すことができます。この

曾祖父と同じような状況にある人々に，

こう言いたいと思います。あなたが今，

家族と子孫にしようとしていることを深く

考えてください。あなたの思いと行いが

家族と子孫に与える影響をよく考えてくだ

さい。

教会の教義に納得できない点があると

言うのなら，ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管

長が昨年フランスのパリで2,000人以上の

会員を前にして語った，次の勧告を吟味

してください。「兄弟姉妹の皆さんにお願

いします。この教会の何らかの教義に疑

問があるというのなら，それをぜひ試して

みてください。行ってみてください。その

原則に従ってみてください。ひざまずき，

それについて祈ってみてください。神は

この業が真実なものであるという知識を

皆さんに与えてくださるでしょう。」

不当な扱いを受けたと感じているなら，

進んで赦
ゆる

してください。何かの理由で不

愉快な記憶があるのなら，それを捨てて

ください。必要なら監督に話してください。

ステーク会長と話し合ってください。

すべての人に，特にいずれ曾祖父や曾

祖母になる人にお伝えします。たとえど

んなにプライドが傷つくようなことがあっ

ても，あなた自身と大勢の子孫が受ける

はずの永遠の祝福を放棄するのは，あま

りにも代価が大きすぎます。モルモン書

ではベニヤミン王がこう指摘しています。

「そしてさらにあなたがたは，神の戒めを

守る者の祝福された幸福な状態について

も考えてほしい。見よ，これらの者は物

質的にも霊的にも，すべてのことについ

て祝福を受ける。そして，もし最後まで忠

実であり続けるならば，彼らは天に迎え

られ，決して終わりのない幸福な状態で

神とともに住めるのである。」（モーサヤ

2： 41）

将来，道からそれそうな曾祖父を持つ

子供たちにお伝えします。忠実であり続

けてください。家庭の中で，また周囲の

人に，模範を示してください。家庭や交

際する人々に，平安と調和をもたらすた

めにできることをしてください。問題を起

こす人ではなく，解決する人になってくだ

さい。忘れないでください。モルモン書

の中で，父リーハイがつぶやき始めたと

き，周囲の励ましとなり，問題の解決策を

見つけたのは義にかなった息子ニーファ

イでした。多くの場合，荒海を渡る船を

安定させることができるのは，義にかな

った子供たちなのです。

監督やステーク会長の皆さんにお伝え

します。当時一握りしかいなかった地区

代表のための集会に，皆さんも出席でき

たらよかったのにと思います。その集会

で，L・トム・ペリー長老は，長老の職に

昇進する見込みのある会員や教会に熱心

ではない会員，つまり将来曾祖父になる

人たちを，体温計にたとえました。その

人の価値
七十人

ハロルド・G・ヒラム

一人の人間が〔与え得る〕影響を……考えると，主が次のように言われるのも，

当然のことなのでしょう。「人の価値……を覚えておきなさい。」



たとえを聞き，教会や教会員に対して積

極的な気持ちを持っている人々が，たくさ

んいることを思い出しました。励ましを与

え，道を示しさえすれば，そのような人々

は戻って来るでしょう。

割り当てを受けて出席した，あるステ

ーク大会について話しましょう。ステーク

を再組織するために，ステーク会長と副

会長が解任され，新しいステーク会長会

が召されることになっていました。その若

い前ステーク会長は，ほぼ10年間すばら

しい働きをしてきました。霊の巨人であ

るばかりか，見事な管理手腕を発揮しま

した。彼は，ステークが果たさなければ

ならない務めの大半をどのように副会長

や高等評議員に委任して自由に動ける時

間を確保し，励ましが必要な人と面接す

る時間を作ったかを個人面接のときに話

してくれました。ステーク会長室には個人

や夫婦が招かれました。ステーク会長は

その場で彼らのことを知り，助言を与え，

より善い者となるように，生活を整えるよ

うに，主に従う人々に注がれる祝福を受

けるように勧めました。彼らが教義のす

ばらしさを理解するように，有能な指導者

や教師の手を借りました。ステーク会長

はよく面接中に「祝福しましょうか」と尋ね

たそうです。「ステークの大勢の会員の頭

の上に手を置きました」と彼は言いました。

翌日のステーク大会の一般部会で，非

常に多くの人々が涙を浮かべていること

に驚きました。ステーク会長の解任を望

んでいなかったためではなく，生活を祝

福してくれた若いステーク会長に対する

深い愛のための涙でした。何かに促され

てわたしはこう尋ねました。「ステーク会

長に頭に手を置いてもらった人は，何人

いらっしゃいますか。」手を挙げた人の数

に驚きました。そのとき，こう思いました。

「今だけではなく，永遠にわたってこの偉

大な人の名前を祝福する人は，何人いる

だろう。」その人々は，この愛にあふれた

指導者のおかげで，幾世代もの大勢の子

孫という遺産を残す曾祖父となるでしょ

う。そして皆が彼を祝福された者と呼ぶ

でしょう。

一人の人間がこれほど大勢の人の生活

に影響を与えることを考えると，主が次

のように言われるのも，当然のことなので

しょう。「人の価値が神の目に大いなるも

のであることを覚えておきなさい。」（教義

と聖約18：10）

まだ小さな子供でも，10代の若者でも，

あるいは大人でも，将来曾祖父となる人

を助けるために，わたしたち皆が自分に

できることを考えられますように，また，主

を知り，主を愛する子孫という義なる遺

産をすべての人が残せますように，イエ

ス・キリストの御名
み な

により，アーメン。
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チ
ャールズ・ディケンズの不朽の

名作『クリスマス・キャロル』に

登場するボブ・クラチットは，ク

リスマスの日を家族と一緒に過ごしたい

と望んでいました。「もし差し支えないよ

うでしたら」とボブは雇い主のスクルージ

に申し出ました。「差し支えるよ」とスクル

ージは言いました。「『冗談じゃない。休

んだ分の半クラウンを給料から差し引い

たら，君はひどい目に遭ったと思うだろう

ね，きっと。……だがな，君はわたしがひ

どい目に遭っているとは思わないだろう。

仕事をしない雇い人に，一日分の給料を

支払うというのに。』クラチットは1年にた

った1度のことだと言いました。するとス

クルージはこう言いました。『毎年12月25

日になる度に，人の懐からかすめ取って

いくにしては，まずい言い訳だな。』」1 ス

クルージのように心底自分本位で「生まれ

ながらの人」にとって，犠牲を払うことは，

常に差し支えるものなのです。

生まれながらの人には，自分のことだ

けを考える性癖があります。自分を最優

先するばかりでなく，神をも含めて他人の

ことを二番目に位置づけることさえ，ほと

んどありません。生まれながらの人にと

って，犠牲を払うというのは当たり前のよ

うにできることではありません。より多く

得たいという，飽くことのない欲求の持ち

主だからです。いわゆる「どうしても避け

られない出費」が常に収益以上に思える

ため，「十分に」持っているという感覚に

は永遠に手が届きません。ちょうど守銭
しゅせん

奴
ど

スクルージがそうだったように。

生まれながらの人は金銭をため込んだ

り，または全財産を使い果たしてしまった

りする傾向があることから，賢明にも主

は，古代のイスラエルの民に犠牲をささげ

るよう命じられました。すなわち家畜の群

れのうち，最後のものでも最も貧弱なもの

でもなく，初子
う い ご

をささげるように，また畑の

収穫の残り物ではなく初物をささげるよう

にと命じられたのです（申命26：2；モーサ

ヤ2：3；モーセ5：5参照）。時の初めから，

真の犠牲とは，忠実さを証明するもので

した。

犠牲を払おうとしない人の中には，両

極端な二つのタイプがあります。一方は

犠牲を払うのを好まない貪欲
どんよく

な富者であ

り，他方は犠牲を払いたくてもできないと

思い込んでいる貧者です。しかし飢えに

苦しんでいる人に向かって，食べるのを

控えるようになどと，どうして言えるでし

ょうか。また犠牲を払うことを期待されて

いないくらい貧しいという貧困のレベル

が存在するでしょうか。あるいは貧窮す

ぎるために什分の一を免除されるべき家

族が存在するでしょうか。

主は福音の原則を分かりやすく説明す

るために，しばしば極端な状況を採り上

げてお教えになります。ザレパテのやも

め女の話は，極度の貧困を示す一例であ

り，憐
あわ

れみが正義から何も奪うことがで

きないのと同様に，犠牲をささげる機会

を奪うことができないという教義を教え

る際によく用いられます。実際，どれだけ

多く差し出したかではなく，何を犠牲にし

たかによって，より正確に犠牲の価値は測

られるのです（マルコ12：43参照）。食料

棚に食物がぎっしり詰まっているときでは

なく，むしろ空っぽのときに，信仰は試さ

れるのです。そのような決定的な瞬間に

おいて，危機は人格を形成しません。あ

らわにするのです。危機は試しなのです。

ザレパテのやもめ女は，預言者エリヤ

の時代に生きていました。預言者エリヤ

の言葉によって，主は3年半の間，地上に

干ばつを送られました（ルカ4：25参照）。

飢饉
き き ん

が増大し深刻になったために，多く

の人が死に瀕
ひん

していました。このような状

況を背景に，このやもめ女の話は展開す

るのです。

主はエリヤに「立って……ザレパテへ

行〔き〕なさい。わたしはそのところのや

もめ女に命じてあなたを養わせよう」と

言われます（列王上17：9）。ここで興味

深いのは，やもめ女とその息子が死の淵
ふち

に立って初めて，エリヤはザレパテに行

くよう告げられたということです。それは

やもめ女にとって，餓死に直面するという，

まさに信仰が試される極限の状態だった

のです。

什分
じ ゅ う ぶ ん

の一
――貧しくても
従うべき戒め
七十人

リン・G・ロビンズ

時の初めから，真の犠牲とは，忠実さを証明するものでした。



ザレパテの町に着いたとき，エリヤは

やもめ女が薪を拾っているのを見ました。

「……彼はその女に声をかけて言った，

『器に水を少し持ってきて，わたしに飲ま

せてください。』

彼女が行って，それを持ってこようとし

た時，彼は彼女を呼んで言った，『手に一

口のパンを持ってきてください。』

彼女は言った，『あなたの神，主は生き

ておられます。わたしにはパンはありませ

ん。ただ，かめに一握りの粉と，びんに少

しの油があるだけです。今わたしはたき

ぎ2，3本を拾い，うちへ帰って，わたしと

子供のためにそれを調理し，それを食べ

て死のうとしているのです。』」（10－12節）

一握りの粉というからには，ごく少量で

しょう。恐らくせいぜい一人分にしかなら

ないでしょう。この事実を踏まえると，エ

リヤの応答には興味をそそられます。「エ

リヤは彼女に言った，『恐れるにはおよば

ない。行って，あなたが言ったとおりにし

なさい。しかしまず，それでわたしのた

めに小さいパンを，一つ作って持ってきな

さい。……』」（13節，強調付加）

さてこの答えは利己的に聞こえないで

しょうか。最初にできたパンというだけで

なく，ことによると一つしかないパンを要

求しているのですから。わたしたちは両

親から，まず人を優先するようにと教えら

れなかったでしょうか。ことに紳士たる者

は女性を優先するように，とりわけ飢えに

苦しむ寡婦
か ふ

を優先するようにと教えられ

なかったでしょうか。このときザレパテの

やもめ女が選ぶ道とは，自分が食べると

いう選択肢でしょうか，それとも最後の食

事を犠牲にして死を早める道でしょうか。

恐らく彼女は，自分の食物を犠牲にする

ことでしょう。しかし飢え死にしそうな息

子の食物を犠牲にすることが，果たして

できるでしょうか。

エリヤは，祝福は試しの後にやって来

るという教義を理解していました（エテル

12：6；教義と聖約132：5参照）。エリヤ

は利己的だったわけではありません。主

の僕
しもべ

として，与えるためにそこにいたの

であって，受けるためではありませんでし

た。物語を続けましょう。

「『しかしまず，それでわたしのために

小さいパンを〔すなわち最初にできたパ

ンを〕，一つ作って持ってきなさい。その

後，あなたと，あなたの子供のために作

りなさい。

「主が雨を地のおもてに降らす日まで，

かめの粉は尽きず，びんの油は絶えない」

とイスラエルの神，主が言われるからで

す。』

彼女は行って，エリヤが言ったとおりに

した。彼女と彼および彼女の家族は久し

く食べた。

主がエリヤによって言われた言葉のよ

うに，かめの粉は尽きず，びんの油は絶

えなかった。」（13－16節，強調付加）

主が最も極端な状況を例に取って教義

を説かれる理由の一つは，言い訳する余

地をなくすためです。最も貧しいやもめ

女に対してさえ，最後の一握りを犠牲に

するよう主が求められるのであれば，犠

牲を払うのは「差し支える」とか難しいと

か考えるあらゆる人にとって，どこに弁解

の余地があるでしょうか。

監督や宣教師は，貧しい人たちに什分

の一の律法を教えるに当たって，決して

躊躇
ちゅうちょ

したり，信仰に欠けることがあった

りしてはなりません。「この人には什分の

一を納める余裕がない」と同情するので

はなく，「この人は什分の一を納めないわ

けにはいかない」と考える必要があるの

です。

援助の必要な人を助けるために監督が

第1にすべきことの一つは，什分の一を納

めるように勧めることです。このやもめ女

と同様に，もし貧窮の状態にある家族が，

什分の一を納めるか食べるかという決定

を迫られていたとしたら，什分の一を納

めるべきです。そして監督は，自立できる

ようになるまで，食物と必需品を援助す

るのです。

1998年10月に，ハリケーン・ミッチによ

って，中央アメリカの多くの地域が甚大な

被害を受けました。ゴードン・B・ヒンクレ

ー大管長は，被災者について非常に心を

痛めました。食物や衣服，家財道具など，

あらゆるものを失った人が多くいました。

大管長は，ホンジュラス共和国のサンペド

ロスラやテグシガルパ，ニカラグア共和国

のマナグアなどの各都市に住む聖徒を訪

れました。各都市でこの現代の預言者が

伝えたメッセージは，愛にあふれた預言

者エリヤが飢えたやもめ女に告げたのと

同様に，犠牲を払い，什分の一の律法に

従うようにというものでした。

貧困にあえぐ人に犠牲をささげるように

と，どうしたら言えるでしょうか。食物や

衣服の積み荷が，それを受け取る人たち

にとって緊急事態を乗り越える助けにな

ることを，ヒンクレー大管長はよく理解し

ていました。しかし大管長がその人たち

に抱いている関心や愛は，物質的支援を

はるかに超えたものでした。人道支援の

大切さはもちろんのこと，最も大切な助

けは人ではなく神からもたらされるもので

あることを，大管長は知っていたのです。

預言者が願っていたのは，助けを必要と

している人々が，マラキ書で主によって

約束されているように，自ら天の窓を開く

ことができるよう助けることだったのです

（マラキ3：10；モーサヤ2：24参照）。
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ヒンクレー大管長は，被災した人たち

が什分の一を納めるなら，食卓には常に

食物が並び，着る物に不自由せず，また

常に住む場所に困らないと教えました。

給仕をする際，いったん食事を済ませ

た後や料理を出してしまった後に，遅れ

てやって来た人のために新たに食物を調

達するよりは，食事が始まるときにもう一

皿用意する方が簡単です。同様に，主に

差し上げるに足るだけの「残り物」がある

よう願うよりは，初子や初物の実を差し出

す方が，実際にたやすいことではないで

しょうか。わたしたちが祝宴の主催者だ

としたら，主は栄誉ある客人であって，最

初に給仕すべき御方ではないでしょうか。

愛する母，エブリン・ロビンズは，わた

しが4歳のときに什分の一の律法につい

て教えてくれました。母はバンドエイド

の空箱をくれました。ふたが付いたブリ

キ製の缶でした。その中に什分の一用の

1セント硬貨をためておき，監督のところ

に持って行くように教えてくれたのです。

わたしは，母とバンドエイドの箱に対して，

また什分の一を納めることによってもたら

された数々の祝福に対して，永遠にわた

って感謝します。

『クリスマス・キャロル』の中で，スクル

ージは生き方を変えました。もはや過去

のスクルージではありません。同様に，こ

の福音は「悔い改めの福音」です。日々の

生活においてもっと完全に犠牲の律法に

従うように御霊
み た ま

の声が促すのであれば，

わたしたちも今日
き ょ う

からその変化を体現し

始めることができますように。

犠牲を通して従順の完全な模範となっ

てくださった主に，心から感謝しています。

主は「罪に対する犠牲として御自身を」さ

さげられました。そしてリーハイの言葉

にあるように「神にとって初穂」となられま

した（2ニーファイ2：7，9，強調付加）。主

とこれら主の教義について，イエス・キリ

ストの御名
み な

により証
あかし

いたします。アーメン。

注

1．The Annotated Christmas Carol，マ

イケル・パトリック・ハーン編（1976

年），69，強調付加
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わ
ずか6か月前，わたしは末日聖

徒イエス・キリスト教会の忠実

な会員の皆さんに十二使徒定

員会会員として支持されました。この召

しは多くの人にとって驚きでしたが，特に

孫たちはびっくりしたようです。孫たちは

こう言いました。「だって，おじいちゃん

だよ！ 遊んだり，散髪したりしてくれる

普通の人だよ！」

10月の総大会の後，妻とわたしは電話

で子供たちと話しました。すると孫の一

人が言いました。「ぼくたちは，ソルトレー

ク・シティーから遠く離れていて会えない

んだから，総大会でお話ししたときに，手

を振ってくれたらよかったのに。」それ以

来，今回の大会までまだ子供や孫たちに

会っていませんので，今日
き ょ う

ここで孫を喜ば

せるために手を振りたいと思います。ま

た，すばらしい会員の皆さんのかけがえ

のない祈りと愛に感謝して，皆さんにも

妻とわたしから手を振らせてください。

ドイツで過ごした少年時代，わたしは

様々な場所と様々な状況の中で教会に集

いました。奥まった粗末な小部屋や，堂々

とした別荘，また非常に近代的で機能的

な教会堂もありましたが，どの建物にも共

通する一つの重要なことがありました。

それは，会員が一つの家族として支部や

ワードに集うとき，神の御霊
み た ま

がそこにあり，

救い主の愛が感じられたということです。

ツビッカウの礼拝堂には，古い空気式

オルガンがありました。毎週日曜日には，

青少年がオルガンに空気を送る重いレバ

ーを上げ下げする役目を与えられていま

した。わたしはアロン神権者になる前か

ら，時々この大切な役目を助ける特権に

あずかりました。

会衆が大好きな回復の賛美歌を歌って

いる間，わたしはオルガンの空気が途切

れないように全力でレバーを上げ下げし

ました。オルガン奏者の目を見れば，わた

しの仕事が満足のいくものか，もっと空気

を送らなければならないか，はっきりと分

かりました。この責任の重さと，オルガン

奏者が寄せてくれた信頼をいつも誇りに

思いました。そして責任を与えられ，この

偉大な業の一端を担っていることにすば

らしい達成感を抱いていました。

この責任にはもう一つ特権がありまし

最初の示現が
結んだ実
十二使徒定員会

ディーター・F・ウークトドルフ

ジョセフ・スミスもわたしを支えてくれた人の一人です。ジョセフのキリストに

対する証
あかし

は，救い主に対する自分の証を築くうえで助けとなりました。



た。送風係の席からは，礼拝堂の正面を

飾るステンドグラスの窓が実によく見渡せ

たのです。ステンドグラスには，ジョセ

フ・スミスが聖なる森にひざまずいて天

を仰ぎ，光の柱を見上げている，最初の

示現の場面が描かれていました。

会衆が賛美歌を歌っているときや，会

員が話や証をする間，わたしはよく，歴史

に残るこの神聖な瞬間を描いたステンド

グラスを見ていました。そして，ジョセフ

が天の御父に使われる者として定めら

れ，知識と証と神聖な教えを受けている

様子を心に描いていました。

この信仰深い少年は，勇気をもって天

の御父に熱心に祈る決断をし，御父は愛

をもってその祈りにこたえられたのです。

このステンドグラスに描かれた聖なる森

の美しい情景を見ていると，わたしは特

別な御霊を感じました。

わたしは第二次世界大戦後のドイツに

住む一人の少年でした。最初の示現から

100年以上もたった時代に，パルマイラか

ら何千キロも離れた廃虚となった町に暮

らしていたのです。しかし聖霊の普遍的

な力によって，ジョセフ・スミスが確かに

神とイエス・キリストにまみえて，御二方

の御声
み こ え

を聞いたことを心と思いで確信し

ました。神の御霊は，年若いわたしの心

を鼓舞するとともに，その神聖な瞬間が世

界に広がる業の始まりとなり，「全地に満

ちるまで転がり進む」ことを確信させてく

れたのです（教義と聖約 65：2）。わたし

は聖なる森での神聖な経験に関するジョ

セフ・スミスの証を信じました。そして今

は確信しています。神は再び人類に語ら

れたのです。

当時を振り返ると感謝の念がわいてき

ます。実に多くの友人が，回復されたイ

エス・キリスト教会についての証を築け

るよう，年若いわたしを助けてくれたから

です。彼らの証を信じることから始めた

わたしは，やがて心と思いに御霊による

神聖な証を受けることができました。ジョ

セフ・スミスもわたしを支えてくれた人の

一人です。ジョセフのキリストに対する証

は，救い主に対する自分の証を築くうえで

助けとなりました。ジョセフ・スミスが神

の預言者であるという御霊の証を認識す

る前から，わたしの幼い心は，ジョセフは

神の友達なのだから，わたしの友達でも

あるとごく自然に感じていました。ジョセ

フ・スミスを信頼することができました。

聖文には，神を求め，愛し，戒めを守

る者には御霊の賜物
たまもの

が与えられると記さ

れています（教義と聖約 46：9参照）。「す

べての人があらゆる賜物を与えられるわ

けではない。賜物は多くあり，各人に神

の御霊によって一つの賜物が与えられる

のである。

ある人にはある賜物，またある人には

別の賜物が与えられて，すべての人がそ

れによって益を得られるようになってい

る。」（教義と聖約 46：11－12）

今日
こんにち

，わたしは自分の少年時代の証が，

預言者ジョセフ・スミスの証や，「イエス・

キリストが神の子であり，世の罪のため

に十字架につけられたことを……聖霊に

よって」知っていた教会の多くの友人によ

って強められたことを実感しています（教

義と聖約 46：13）。すばらしい模範と思

いやりにあふれた愛と助けの手は，いっ

そうの光と真理を切望していたわたし

に，聖文に記されたもう一つの特別な御

霊の賜物を与えてくれました。「ほかの人

には，続けて忠実であれば自分もまた永

遠の命が得られるように，彼らの言葉を

信じることが許される。」（教義と聖約46：

14）何とすばらしく，貴い賜物でしょう。

心からへりくだれば，この賜物を受ける

祝福にあずかって，信仰を持ち，まだ見

ていない真実のことを待ち望めるように

なります（アルマ32：21参照）。主の御霊

を妨げようとせず，聖文と生ける預言者

の言葉を試すならば，たとえ信じようとす
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る望みを持つだけであっても，心は広げ

られ，理解力に光が注がれるのです（ア

ルマ32：26－28参照）。

救い主は，その偉大な執り成しの祈り

の中で，この憐
あわ

れみ深い原則を世のすべ

ての人に説明されました。使徒だけでな

く，すべての聖徒，そして今日あらゆる地

に住むわたしたちのためにもささげられ

たこの祈りの中で，主はおっしゃいました。

「わたしは彼らのためばかりではなく，

彼らの言葉を聞いてわたしを信じている

人々のためにも，お願いいたします。

父よ，それは，あなたがわたしのうちに

おられ，わたしがあなたのうちにいるよう

に，みんなの者が一つとなるためであり

ます。すなわち，彼らをもわたしたちのう

ちにおらせるためであり，それによって，

あなたがわたしをおつかわしになったこ

とを，世が信じるようになるためでありま

す。」（ヨハネ17：20－21，強調付加）

このように，ジョセフ・スミスの最初の

示現は，個人と家族の生活，ひいては全

人類に祝福をもたらします。わたしたち

は預言者ジョセフ・スミスの証を通してイ

エス・キリストを信じるようになるのです。

人類の歴史を通じて，預言者や使徒たち

は，ジョセフのような神の訪れを経験して

います。モーセは顔を合わせて神にまみ

え，自らが「〔神の〕独り子にかたどられて

いる」神の子であることを知りました（モ

ーセ1：1－6参照）。使徒パウロは，ダマ

スコへ向かう途中で復活されたイエス・

キリストにまみえ，主の偉大な宣教師とし

て召されたことを証しました（使徒26：

9－23参照）。また，カイザリヤで裁判に

かけられていたパウロが天の示現につい

て証したとき，強大な力を持つアグリッパ

王は「おまえは……わたしをクリスチャン

にしようとしている」と言いました（使徒

26：28）。

ほかにも，多くの古代の預言者がキリ

ストについて力強い証を述べています。

このような現れは，古代・近代を問わず，

信じる人をすべての義と希望の神聖な源

である神，すなわち天の御父とその御子

イエス・キリストへと導きます。

神がジョセフ・スミスと語られたのは，

戦争や戦争のうわさ，自然災害や個々人

の苦しみの多い，不確かで不安定な時代

にあっても，神のすべての子供たちを御

自身の憐れみと愛によって祝福するため

でした。救い主はおっしゃいました。「見

よ，わたしの憐れみの腕はあなたがたに

向けて伸べられている。わたしは来る者

をだれでも受け入れよう。わたしのもと

に来る者は幸いである。」（3ニーファイ9：

14）そして，この招きを受け入れる人はだ

れでも，「たぐいない豊かな神の愛に取り

巻かれ」るのです（アルマ26：15）。

預言者ジョセフの証と最初の示現が真

実であることを信じ，熱心に研究し心か

ら祈るなら，「1820年の早春，美しい晴れ

た日」にジョセフと語られた世の救い主に

ついて確固とした信仰を持てるようにな

るでしょう（ジョセフ・スミス－歴史1：14）。

イエス・キリストを信じる信仰と，主と

その普遍的な贖
あがな

いに対する証は，単に神

学的に価値ある教義ではありません。む

しろ，そのような信仰は普遍的な賜物で

あり，言語，人種，肌の色，国籍，あるい

は社会経済的状況を超越した，世のすべ

ての人にとってすばらしいものです。分

別を使ってこの賜物を理解しようとする

人もいるかもしれません。しかし，信仰

の賜物の力を最も深く感じる人は，この

祝福を進んで受け入れようとする人々で

す。その祝福は，心から悔い改める道を

選んで，神の戒めに従うことで，汚れのな

い清い生活を送ることから得られます。

預言者ジョセフ・スミスを覚え，敬うと

き，わたしは感謝の気持ちでいっぱいに

なります。ジョセフは，善良，正直，謙遜
けんそん

であり，知性と勇気に富んだ心の優しい

少年で，神への揺るぎない信仰を持って

いました。そして高潔さを備えていたの

です。その謙遜な祈りはこたえられ，天

は再び開かれました。ジョセフ・スミスは

実際に示現を見ました。彼はそれを知っ

ていました。神がそれを御存じであるこ

とをジョセフは知っていました。否定する

ことはできなかったのです（ジョセフ・ス

ミス－歴史1：25参照）。

ジョセフ・スミスの働きと犠牲により，天

の御父と，その御子であり，贖い主，救い

主であるイエス・キリストを，ほんとうの意

味で知ることができるようになりました。

そして聖霊の力を感じ，わたしたち神の

子のために用意された御父の計画を知る

ことができました。わたしにとって，これ

は確かに最初の示現が結んだ実でした。

幼いときに，ジョセフ・スミスが神の預

言者であり，示現によって父なる神と御

子イエス・キリストにまみえたという，純

真な信仰に恵まれたことを感謝します。

ジョセフ・スミスは，神の賜物と力によっ

てモルモン書を翻訳しました。これまで

何度もその証を確認してきました。

最も小さい者の一人として，しかし，召

しにおいてはイエス・キリストの使徒の一

人として，主が確かに生きておられ，メシ

ヤであられることを証します。わたしは，

全人類の救い主，贖い主であるイエス・

キリストについて，個人的な証があります。

その知識は，神の御霊の言い尽くせない

平安と力を通して与えられました。わた

しの心からの願いは，永遠にわたって清

く忠実に主に仕えることです。

イエス・キリストの御名
み な

により証します。

アーメン。
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年前の総大会で，専任宣教師とし

て奉仕する夫婦についてお話しし

ました。そして「聖霊が皆さんの心

の琴線に触れられ，どこかの夫または妻

が，自分の伴侶
はんりょ

を静かにつつき，真理に

目覚める瞬間〔決断の瞬間〕が訪れる」よ

うに祈りました。1 後にある姉妹がまさに

その経験を書き送ってくれました。「わた

したちは居間でくつろぎながら，総大会

のテレビ中継を楽しんでいました。……

長老のお話を聞いていたとき，感動で胸

がいっぱいになりました。主人と二人，顔

を見合わせました。その瞬間，人生が永

遠に変わったのです。」

夫婦宣教師の年代，またはそれに近い

年代の皆さんに，今日
き ょ う

は人生を永遠に変

えることのできる祝福について証
あかし

します。

天の御父は皆さんを必要としておられま

す。救い主イエス・キリストが指揮される

神の業は，皆さん一人一人が蓄えた独自

の特質を必要としているのです。どんな

伝道の経験にも信仰と犠牲と奉仕が必要

ですが，やがて必ず豊かな祝福が注がれ

ます。

この祝福について話し合うと，前に紹

介した4つのFを当然思い浮かべることで

しょう。つまり恐れ（Fear），家族の問題

（Family Concerns），適切な伝道の機会

を見いだすこと（Finding the right mission

opportunity），そして財政（Finances）で

す。2 今回はもう一つ，もっと大切で強力な

F，信仰（Faith）を加えます。信仰によっ

て初めて，次の神の勧告に従うことがで

きるからです。「あなたがたの仕える者を，

今日
き ょ う

，選びなさい。」3「あなたがたを造ら

れた主なる神に仕えることを選びなさ

い。」4 そして，信仰の試しを通して初め

て，奇跡的な祝福を受けることができま

す。その祝福こそ，わたしたちが自分に

も家族にも注がれることを求めるもので

す。こうあるからです。「もしも人の子らの

中にまったく信仰がなければ，神は人の

子らの中で何の奇跡も行うことがおでき

にならない。したがって，彼らが信じてか

らでなければ，神は御自身を現されなか

った。」5

ここで，過去4年間に届いた手紙や報

告の中から，この奇跡的な祝福の一部を

紹介させてください。アイダホ出身のある

謙遜
けんそん

な夫婦は，主からロシアへ行くよう召

されたとき，信仰によって恐れを克服しま

した。召しを受諾する手紙にこう書いて

います。「わたしたちがこのような召しを

受けるとは，だれも想像できなかったでし

ょう。どうやってロシア語を学んだらいい

のか，どうしたらお役に立てるのか，見当

もつきません。不安におののきながらも，

信仰に頼ってこの召しをお受けします。

主と主の預言者はわたしたち以上に，わ

たしたちがどこで奉仕すべきか御存じな

のですから。」10か月後，少しだけロシア

語が分かり始めたこのアイダホの夫婦に

引率されて，ロシアの小さな支部から30

人の聖徒がスウェーデン・ストックホルム

神殿に到着しました。聖文はこう教えて

います。「このように，神は人が信仰によ

って偉大な奇跡を行うことができるよう

に，一つの手段を与えてくださいました。」6

こうして神の業はその子供たちによって

達成されます。それは「信仰もまた地に

増すため，……わたしの完全な福音が弱

い者や純朴な者によって世界の果てまで

……宣
の

べられるため」です。7

もう一組の夫婦は，信仰をもって家族の

問題に取り組みました。ある忠実な姉妹

からの手紙です。「伝道に出るという決心

は難しくありませんでした。でも，97歳に

なる母は，わたしたちが行ってしまうこと

で非常に不安になっていました。それで

も母は，わたしたちの伝道によって家族

が祝福されると聞き，大いに慰められた

のです。」ある忠実な兄弟も，年老いた両

親を残して伝道に出ることを心配してい

ました。両親にその思いを告げると，父

親がこう答えました。「おまえたち夫婦が

伝道に出ない言い訳に母さんとわたしを

使わないでほしい。二人で祈って，御霊
み た ま

の導きに従いなさい。」

家族を残して伝道に出た初期の宣教師

たちに，主は次のように確約しておられま

す。「彼らができるかぎりへりくだった心

で……これを行うならば，主なるわたし

は彼らに，わたしがその家族に必要なも

のを与えると約束をしよう。」8

確かに家族の問題は大切であり，軽ん

じるべきではありません。しかし，主の

夫婦宣教師――犠牲と
奉仕から得られる祝福
十二使徒定員会

ロバート・D・ヘイルズ

天の御父は皆さんを必要としておられます。救い主イエス・キリストが指揮される

神の業は，皆さん一人一人が蓄えた独自の特質を必要としているのです。
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祝福がなければ，家族の問題に対処する

ことはできませんし，犠牲を払って専任の

夫婦宣教師として奉仕するときに，必要な

祝福が豊かに与えられるのです。例えば，

ある夫婦は，教会から離れている末娘を

残して伝道に出ることを心配していまし

た。忠実な父親はこのように書いていま

す。「娘のために絶えず祈り，定期的に断

食してきました。すると，総大会の最中に，

御霊がこうささやいたのです。『伝道に行

けば，娘のことはもう心配しなくてもよくな

るでしょう。』そこで監督と面接をしました。

召しを受けた翌週，娘とボーイフレンドは

婚約しました。アフリカにたつ前に，家で

娘の結婚パーティーをしたとき，わたしは

〔家族を集めて〕家族会議を開き，……主

とジョセフ・スミスについて証しました。

……そして一人一人に父親の祝福を授け

たいと言いました。長男とその妻から始

めて，家族の最も若い者まで祝福を授け

ました……〔その中には結婚したばかり

の娘の夫もいました。〕」

夫婦で伝道に出ることを考えるとき，こ

の夫婦のように家族を参加させることは

良いことです。家族会議を通して，子供

たちは両親を支援していることを伝える

ことができます。また，必要とする特別な

助けを申し出たり，両親が不在の間に自

分たちが力づけられるよう神権の祝福を

受けたりすることもできます。必要な場合

は，両親が子供から神権の祝福を受ける

こともできます。この手紙の忠実な父親が

家族一人一人に祝福を授けたことにより，

娘の夫は聖霊の力を感じました。父親は

こう記しています。「伝道1年目が終わるこ

ろには，〔娘の夫の〕心が教会に対して和

らぎ始めました。そして帰還する少し前

に夫婦で訪ねに来てくれたときは，スーツ

ケースに彼が初めてそろえた教会用のス

ーツが入っていました。娘夫婦はわたし

たちとともに教会に出席しました。そして，

わたしたちが帰還してから，娘の夫はバ

プテスマを受けたのです。1年後，二人は

神殿で結び固めを受けました。」9

この話にまつわる個々の出来事は特別

かもしれませんが，原則は「主よ，み旨の

まま行かん」10 と言うすべての人に当て

はまります。主を信頼するなら，適切な伝

道の機会が与えられることを証します。

主がおっしゃったように，「もしわたしに

仕えようとする人があれば，その人を父

は重んじて下さるであろう。」11

伝道の機会について考えると，世界中

の多くの夫婦は，奉仕への十分な願望を

抱きながら，十分な資金に欠けています。

そのような状況にあるなら，適切な伝道

地は聞き慣れない名前の遠い国ではない

かもしれません。ふさわしい召しは自分

のステークや地域内で奉仕することかも

しれません。「あなたがたの天の父は，こ

れらのものが，ことごとくあなたがたに必

要であることをご存じである。」12親族や

監督または支部長に相談してください。

主の僕
しもべ

は皆さんの現状をよく理解してい

るので，皆さんは専任宣教師としての永

遠の祝福を受けられることでしょう。

特別な事情があるために自ら伝道でき

なければ，伝道に出る人を資金面で援助

することを考えてみてはどうでしょうか。資

力に応じたできる限りの犠牲は，宣教師と

彼らが仕える人々だけでなく，あなた自身

と家族にも祝福をもたらすでしょう。

さて，若いときに伝道に出ることができ

なかった人に向けてお話しします。皆さ

んは宣教師として奉仕し成長する機会が

なかったために，何年もの間，後悔にさ

いなまれ，あるいは自分は決して十分と

は言えないと感じてきたかもしれません。

過去でなく，未来を見るよう助言します。

夫婦宣教師になる準備を今日始めましょ

う。毎月少しずつ貯金し，聖文を研究し，

教会の召しを受け入れてください。周り

の人々への主の愛を感じて，主から愛と

信頼を受けられるように祈ってください。

皆さんはいつの日か，伝道のすべての祝

福を享受できるでしょう。

それは何とすばらしい祝福でしょうか。

結婚51年目に，こう聞かれました。「いつご

ろの生活をもう一度したいですか。」わた

しは躊躇
ちゅうちょ

せずに答えました。「妻と二人で，

主の伝道の業に携わったときの生活で

す。」別の夫婦も同じような思いを述べて

います。「伝道に出る決断は，新たな活力，

新たな感動，新たな友人，新たな場所，

新たな課題を与えてくれました。夫婦とし

ていっそう親密になり，共通の目標を持

った本物のパートナーになりました。何

よりもすばらしいのは，霊的な引退生活に

代えて，新たな霊的成長をもたらしてくれ

たことです。」兄弟姉妹の皆さん，霊的な

引退生活に入らないようにしましょう。

ここで，世界中の監督と支部長の皆さ

んにお願いします。これから6か月の間に，

すでに伝道を計画している人を除いて，

各ユニットから少なくとも一組の夫婦宣教

師を推薦するよう考えることは可能でしょ

うか。この課題を達成するうえで貴重な

人材は，すでに伝道を経験したワードに

いる熟年の会員です。わたしのワードで

は霊感を受けた監督が，帰還した夫婦宣

教師と将来の夫婦宣教師を対象にした，



特別な集会を開きました。わたしたちが

犠牲と奉仕について証を述べると，伝道

は確かに「〔主の〕恵みの豊かさを知る」13

召しであると，御霊が皆に証しました。

また，あるステーク会長は，夫婦宣教

師クラスを作って，宣教師になれる夫婦

を霊的に鼓舞し，伝道の備えを助けてい

ると聞きます。神権指導者の皆さん，祈

りを込めて専任宣教師としての伝道を奨

励しようとするときに，このことを忘れな

いでください。伝道に召される夫婦は，

世界中で主の業の達成を助けるだけでな

く，何世代にもわたって花開く奉仕の種を

自分の家族に植え付けるのです。わたし

は今も，イギリスで夫婦宣教師として奉仕

し，子孫に模範を示してくれた両親の影

響に感謝しています。

将来の夫婦宣教師の皆さん，監督から

伝道の面接に呼ばれるまで待つ必要はあ

りません。自分から監督のところへ行っ

てください。気持ちを打ち明けてください。

伝道に関しては，主はわたしたちに希望

を述べるように期待しておられます。そう

すれば，伝道に出るよう促してくれた御霊

が預言者に霊感を与え，わたしたちを正

しい任地に召してくれると信頼することが

できるのです。

教会には実に多くの召しがあります。

教会教育システムで，青少年を含め真理

を知りたいと望む人を教える召しもあれ

ば，福祉や人道支援活動，神殿，家族歴

史センター，伝道本部，教会史跡などで働

く召しもあります。「同胞
はらから

に最も大いなる

善を行い，……あなたの主である者の栄

光を増す」14 召しです。

幾つか例を挙げましょう。インドに召さ

れた夫婦は，目の見えない子供たちが通

う学校で衛生施設を建てる手伝いをし，

また，彼らが点字のタイプライターを手に

入れられるようにしました。ハワイで働く

夫婦は，会員20人の小さな支部を200人

にまで発展させ，70人の会員が一緒に神

殿に参入できるように備えました。ペルー

では，孤児院にいる550人の子供たちの

ために，夫婦宣教師が薬やクリスマスの

おもちゃを用意しました。カンボジアの夫

婦は，インスティテュートで教え，支部で

指導者として働きました。その支部の会

員数は，わずか10か月後には180人に増

えました。ロシアで伝道した夫婦は，地

元の農家を助けて，ジャガイモの収穫を

国営農場の11倍にしました。フィリピンの

夫婦は，質素な生活を送る約700家族に

ウサギの飼育と菜園の耕作方法を教え，

ペンシルベニアの夫婦は，60人の家族歴

史記録を助けました。その内の半分が別

の宗派の会員でした。ガーナで伝道した

夫婦は，井戸掘りや井戸の修理を助けて，

近隣の村々や難民キャンプに住む19万人

に水を供給しました。

それぞれの伝道が，人の目にこれほど

目覚ましい結果を生むかどうかにかかわ

らず，主の目には，奉仕するすべての人が，

計り知れない貢献をしているのです。皆

「あわれみによって変化を生み出してい

る」15 からです。夫婦宣教師は世界中の

専任宣教師にとって，また神権指導者や

補助組織の指導者にとって，すばらしい

手本であり，強さの模範です。今日紹介

した夫婦をはじめ，様々な立場で，延べ

数百万時間を同胞のために奉仕している

何千人もの夫婦宣教師に，心から感謝し
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ます。

兄弟姉妹の皆さん，この業に従事した

いという思いを感じたら，その思いがど

れほど静かなものであっても，奉仕する日

を引き延ばさないでください。今こそ備

えの時，召しを受ける時，犠牲を払う時，

賜物
たまもの

や才能を分かち合う時，そして自分

自身と家族のために神の祝福を受ける時

です。ゴードン・B・ヒンクレー大管長が語

ったように「もっと多くの夫婦宣教師が絶

えず必要とされてい〔る〕」のです。16 この

業が進めば進むほど，その必要は増すば

かりです。経験，成熟，知恵，そして何よ

りも信仰が最も円熟した年代にあるわた

したちが，わたしたちにしかできない方

法でその必要を満たすために立ち上がり

ましょう。

とりわけわたしたちには，そうする特別

な理由があります。今までの人生を振り

返れば，自分自身と家族に対して，天の

御父と御子イエス・キリストがどれだけ寛

容であられたかが分かるはずです。ある

忠実な兄弟はこう説明しました。「わたし

たち夫婦は5回伝道したいと希望してい

ます。神様から頂いた5人のすばらしい

子供一人につき1回です。」個人的にどん

な祝福を受けたかに関係なく，わたした

ちは皆，何よりも大いなる祝福を頂いて

いることを証します。「神〔天の御父〕はそ

のひとり子を賜わったほどに，この世を

愛して下さ」17り，御子イエス･キリストは

「御自分の命を捨てるほど，……世を愛し

ておられる」18 からです。主の贖
あがな

いの犠牲

がその愛の究極の表現であることを特別

に証します。

末日聖徒イエス・キリスト教会の会員と

して，犠牲と奉仕によって主の愛に報い，

主の神聖な次の約束にあずかることは最

もすばらしい特権です。「わたしの名のた

めに，わたしの大義において自分の命を

捨てる者は，再びそれを見いだすであろ

う。すなわち，永遠の命を見いだすであ

ろう。」19 わたしたちがそうできるよう，イ

エス･キリストの御名
み な

により心から祈りま

す。アーメン。

注

1．「夫婦宣教師――奉仕の時」『リアホナ』

2001年7月号，28

2．『リアホナ』2001年7月号，28参照

3．アルマ30：8

4．モーセ6：33

5．エテル12：12，強調付加

6．モーサヤ8：18

7．教義と聖約1：21，23

8．教義と聖約118：3

9．教義と聖約31：1－2，5

10．「み旨のまま行かん」『賛美歌』172番

11．ヨハネ12：26

12．マタイ6：32；3ニーファイ13：32

13．「われらは天の王に」『賛美歌』157番

〔英語〕から和訳

14．教義と聖約81：4

15．欽定訳ユダ1：22から和訳

16．「教会の監督たちへ」『世界指導者訓練

集会』2004年6月19日，27

17．ヨハネ3：16

18．2ニーファイ26：24

19．教義と聖約98：13



70
年近く前，当時教会の副管長と

して働いていたデビッド・O・

マッケイ大管長は，総大会に

集っていた会衆にこう質問しました。「も

し今〔皆さん〕一人一人が，末日聖徒イエ

ス・キリスト教会の最も際立った特性を

……一言
ひとこと

で表すように言われたら，何と

答えますか。」

マッケイ大管長はこう続けました。「わ

たしは，……直接の啓示による神の権威

と答えます。」1

その神の権威とは，もちろん聖なる神

権のことです。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は次のよ

うに証
あかし

を付け加えました。「〔神権とは〕神

の権威の委託であり，地上にあるほかの

いかなる力や権威とも異なります。……死

の幕の向こう側まで届く地球における唯

一の力です。……神権がなければ名ばか

りの教会になり，神の事柄を執行する権

威を持たない〔教会〕になります。」2

ちょうど4週間前，ジェームズ・E・ファ

ウスト副管長はブリガム・ヤング大学の

ディボーショナルで学生に向けてこう語り

ました。「〔神権〕は教会のあらゆる働き

を動かし，管理します。神権の鍵
かぎ

と権威

がなければ，教会もありません。」3

今晩，初めに3つの短い引用を紹介した

のは（ほかにもたくさん追加できたと思い

ます），ある1点を強調するためです。それ

は，神の神権が，その鍵と儀式，神聖な起

源，そして地上でつなぐことが何でも天で

つながれる能力とともに，神のまことの教

会にとって独特で不可欠なものであり，そ

れがなければ末日聖徒イエス・キリスト教

会は存在しないということです。

預言者ジョセフ・スミスの生誕200年と

教会設立175周年を祝うこの記念すべき

年に，わたしはこの聖なる神権の回復，

この神聖な特権，この最高の賜物
たまもの

，そして

幕の両側にいる人々の生活の中で神権が

果たす役割について，証を添え，永遠の

感謝を述べます。

この世と永遠を結ぶという神権のきわ

めて重要な働きは，救い主が地上での務

めの間に御自身の教会を組織されたとき

に明らかにされました。主は先任使徒の

ペテロにこうおっしゃいました。「わたし

は，あなたに天国のかぎを授けよう。そ

して，あなたが地上でつなぐことは，天で

もつながれ，あなたが地上で解くことは天

でも解かれるであろう。」4 6日後，主はペ

テロ，ヤコブ，ヨハネを山の上に連れて行

き，彼らの前で栄光のうちに変貌
へんぼう

されま

した。そして，以前の神権時代の預言者

たち，少なくともモーセとエリヤ5が栄光

とともに現れて，それぞれが持っていた

様々な鍵と力を授けました。

残念なことに，この使徒たちはやがて

殺されるか，そうでなければ地上から取

り上げられました。そして彼らの神権の

鍵も一緒に取り去られ，結果として，人類

の間で1,400年以上も神権がない時代，神

聖な権威のない時代が続きました。しか

し，今晩わたしたちが祝う現代の奇跡と

驚くべき歴史の一部は，以前の時代と同

じ天の使者が現代に戻って来て，全人類

を祝福するために彼らが持つ，以前と同

じ力を回復したことなのです。

1829年5月，ジョセフ・スミスはモルモン

書を翻訳している最中に，バプテスマに

関する記述に行き当たりました。筆記者

であったオリバー・カウドリとそのことに

ついて話し合い，二人は熱心に神に祈り

ました。オリバーは次のように書き記して

います。「わたしたちはバプテスマと聖な

る御
み

霊
たま

の祝福にあずかる方法を知るため

に，心を込めて力強い祈りをささげました。

……また聖なる神権の権威とその神権に

より管理する力を熱烈に求めました。」6

その「力強い祈り」にこたえてバプテス

マのヨハネが現れ，今晩この話を聞く若

い男性に与えられているアロン神権の鍵

と力を回復しました。数週間後，ペテロ，

ヤコブ，ヨハネが，使徒の鍵を含むメルキ

ゼデク神権の鍵と力を回復するために地

上に戻って来ました。天の使者が訪れる

ことのできる神殿が建つと，1836年4月3日

に，かつて変貌の山で起きたことが現代

にも起きたのです。以前ヒンクレー大管

長はそれを「カートランドの啓示の滝」と

呼びました。救い主とモーセ，エリヤ，エ

ライアスが栄光のうちに預言者ジョセフ・

スミスとオリバー・カウドリに現れ，それ

ぞれの神権時代の鍵と力を二人に授けま

した。この訪れの最後には，とどろき渡る

次の宣言がなされました。「それゆえ，こ

の神権時代の鍵はあなたがたの手にゆだ

ねられている。」7

預言者ジョセフが簡潔で雄弁な信仰箇

条に次の一条を入れたのもうなずけます。

「わたしたちは，福音を宣
の

べ伝え，その儀

最も際立った特性
十二使徒定員会

ジェフリー・R・ホランド

神の神権〔は〕，……神のまことの教会にとって独特で不可欠なもので〔す〕。
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式を執行するためには，人は預言によっ

て，また権能を持つ者による按手
あんしゅ

によっ

て，神から召されなければならないと信

じる。」8 神の権能をもって行動するには，

単なる社会契約以上のものが要求される

のは明らかです。それは宗教教育や会衆

の委託によって生じるものではありませ

ん。神の承認された業においては，人が

教会や街角や神学校で得た既存の力より

も大きな力がなくてはなりません。事実，

宗教を求める多くの誠実な人々は，回復

へと至った時代について知り，そのような

時代があったことを公に認めています。

確かに，当時の少数の人々は，聖職者

が特別な聖なる権威を主張することを好

みませんでした。しかしほとんどの人は，

神によって認可された神権を待ち望みな

がらも，どこに行けばそれを見いだせるの

か分からずにいました。9 そのような状況

の中で，啓示によりジョセフ・スミスを通し

て神権の権能が戻って来たことは，かの有

名なチャールズ・ウェスリーが勇気をもっ

て語った言葉に共感した人々の何世紀

にもわたる苦悩を和らげたことでしょう。

チャールズ以上に有名な兄のジョンが権

威もないのに聖任するという決断をした

とき，宗教上の意見で対立したチャール

ズは，皮肉めいた手紙を書き送りました。

男や女の気まぐれで，

何とたやすく司祭が誕生することか。

ウェスリーがコークを聖任したなら，

だれがウェスリーを聖任したのだろうか。10

この挑戦的な質問の答えとして，回復

されたイエス･キリストの教会では，ワー

ドの新しい執事や彼を管理する監督，ま

た教会全体を管理する預言者がそれぞれ

行使する権能について，神権の系譜をた

どることができます。その系譜は途切れ

ることなく続き，この天からの比類ない賜

物を携えて神の御子から遣わされた天使

にまでさかのぼるのです。

わたしたちは教会として，また教会内

の個人や家族として，どれほどその祝福

を必要としているでしょうか。一つの例

を紹介します。

先ほど，教会歴史のカートランド時代の

話をしました。1836年と1837年は，設立

間もない教会にとって，財政的にも，政治

的にも，教会の内部的にも，かつてない

ほどの困難に直面した年でした。その苦

難のさなかに，ジョセフ・スミスは驚くべ

き預言的な促しを受け，最も能力のある

人 （々最終的には十二使徒定員会全員）を

外国に伝道に出したのです。それは，最

終的に当時の教会を危機から救う，大胆

で霊感あふれる手段でした。しかし当初

は，聖徒にとって耐え難い重荷でした。

それは伝道に行く人々にとってつらいこと

でしたが，残された人々にとっては，恐ら

くもっとつらい経験だったでしょう。

ロバート・B・トンプソン長老の言葉を

引用します。

「長老たちがイギリスに出発する予定

の日が来ました。わたしは〔ヒーバー・

C・〕キンボール兄弟がいつ出発するのか

確認しようと，彼の家に〔立ち寄りました。〕

これからカナダでの伝道を始めるに当

たって，キンボール兄弟と2,300マイル旅

を共にしようと思ったからです。

ドアが少し開いていたので中に入る

と，目の前の光景に驚きました。じゃまを

しているような気がして遠慮しようかと思

いましたが，その場所に釘
くぎ

付
づ

けになって

動けませんでした。父親は神に思いを打

ち明け，〔懇願して〕言いました。『スズメ

を気にかけ，鳴き声を上げるヒナを養っ

てくださる神様，わたしが留守の間，妻と

幼い子供たちの必要を満たしてくださ

い。』それからキンボール兄弟は，族長

のように，自分の職の権能により家族一

人一人の頭の上に手を置いて父親の祝福

を残し，……自分が外国で福音を宣べ伝

えている間，家族を神の御手
み て

にゆだねた

のです。〔祝福を〕授けている間，キン

ボール兄弟の声は，周りを取り囲んだ子

供たちのすすり泣く声にかき消されてい

ました。彼らは〔幼いながらに強くなろう

としていましたが，非常に難しいことでし

た。〕……キンボール兄弟は言葉を続けま

したが，彼も胸がいっぱいで，いつものよ

うに語ることはできませんでした。……何

度か言葉を詰まらせ，……大粒の涙が頬
ほお

をぬらしました。それは彼の心の内を表

していました。わたしも涙をこらえること

ができませんでした。」トンプソン兄弟は

こう述べています。「思わずわたしも涙を

流し，ともに泣きました。それと同時に，



このような状況に立ち会う特権が与えら

れたことに感謝しました。」11

このような情景は，末日聖徒イエス・キ

リスト教会の中で，形を変えて何千回も

繰り返されてきました。恐怖，窮乏，召し，

危険，病気，事故，死。わたしはそのよう

な瞬間に立ち会ってきました。わたし自

身についても，家庭の中でも責任を果た

すうえでも，神の力が現れるのを見てきま

した。また悪が叱責
しっせき

され，自然の力が制

御されるのを見てきました。わたしは困

難という山を動かし，不吉という紅海を

分けるとはどういうことか知っています。

また滅ぼす天使が「過ぎ越」す12ことが何

を意味するか知っています。「神の御子

の位に従う聖なる神権」の権能を受け13，

その力を行使してきたことは，わたしと家

族にとって，この世で望むことのできる最

高の祝福です。結局，これが日々の生活

における神権の意味なのです。神権には

祝福を与える，無上で，永久で，普遍の

能力があるのです。

そのような祝福への感謝の念を胸に，わ

たしはこの記念すべき年に皆さんや生者と

死者の聖歌隊とともに「たたえよ，……主と

語りし予言者を」14 と歌います。ジョセフ・

スミスはアダム，ガブリエル，モーセ，そして

モロナイ，エリヤ，エライアス，ペテロ，ヤコ

ブ，ヨハネ，バプテスマのヨハネ，そしてほか

の多くの人 と々語りました。15 まことに「主の

召したまいし」16 預言者，聖見者なのです。

若人も老人も，少年も成人も，父親も息子

も，ジョセフ・スミスを通して回復された神

権と，その鍵と儀式を大切にしましょう。神

の力は神権の鍵と儀式によってのみ現れ，

それなしには現れないのです。17 神権が回

復されたことを，またいつの時代にも，それ

が神のまことの教会において不可欠で「際

立った特性」であることを，神権の源であ

る御方，主イエス・キリストの御名
み な

により証

します。アーメン。

注

1．Conference Report，1937年4月，

121

2．“Priesthood Restoration，”Ensign，

1988年10月号，71

3．“Where Is the Church ?”ディボーシ

ョナルでの説教，ブリガム・ヤング大学，

2005年3月1日，8

4．マタイ16：19

5．マタイ17：1－3

6．リチャード・ロイド・アンダーソン，“The

Second Witness of Priesthood

Restoration，”Improvement Era，

1968年9月号，20で引用，強調付加

7．教義と聖約110：16；1－15節も参照

8．信仰箇条1：5，強調付加

9．回復の時代のアメリカにおける，神権に

関する問題の徹底検証は，デビッド・F・

ホランド，“Priest，Pastor，Power”

Insight，1977年秋号，15－22を参照

10．C・ビューフォート・モス，The Divisions

of Christendom: A Retrospect，（日

付なし）22で引用

11．オーソン・F・ホイットニー，Life of

Heber C. Kimball〔1945年〕，108－

109で引用

12．教義と聖約89：21

13．教義と聖約107：1－3参照

14．『賛美歌』16番

15．ジョセフ・スミスは幕の向こう側にいる

多くの預言者や使者と語り合った。その

うちの数人だけが聖典に挙げられてい

る。教義と聖約128：20－21参照。

16．『賛美歌』16番

17．教義と聖約84：19－21参照

45／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号



46

今
晩わたしは，ゴードン・B・ヒン

クレー大管長が「最も優れた世

代」1 と呼んだ若い男性の皆さ

んにお話しします。世界中で皆さんの徳

を目にしています。皆さんは善を行おうと

努力している神の息子です。どうぞ，わ

たしの話を自分自身に向けられた話とし

て受け止めてください。

忠実な末日聖徒である親友の経験を紹

介します。ここでは「友人」と呼ぶことに

します。理由は分かってもらえることで

しょう。

FBIの特別捜査官として働いていた友

人は，合衆国に違法な薬物を密輸入して

いる犯罪組織を捜査していました。

あるとき，もう一人の捜査官とともにあ

るアパートに近づきました。麻薬密売人

がコカインを売っているところだと考えた

のです。友人はそこで起こったことをこ

う説明しました。

「売人がいる部屋のドアをノックしまし

た。ドアを開けた容疑者は，わたしたち

を見るなり，視界を遮ろうとしました。し

かし手遅れでした。テーブルのコカイン

が見えていたのです。

テーブルに着いていた男女がすぐさま

コカインを片付け始めました。証拠隠滅

を阻止しなければなりませんから，わた

しはドアに立ちはだかっていた容疑者を

即座にわきへ押しのけました。押しのけ

るときに男と目が合いました。奇妙なこと

に，その目には怒りも恐れもなく，男はわ

たしに向かってほほえんでいたのです。

そのまなざしと無邪気なほほえみか

ら，危険はないと判断したわたしは，そ

の男にはかかわらずにテーブルに向かい

ました。容疑者に背中を見せたのです。

その瞬間，次の警告が強烈な印象として

心にわき上がりました。『笑顔の裏に隠れ

た悪を警戒しなさい。』

即座に容疑者を振り返りました。手を

大きな前ポケットに突っ込んでいます。わ

たしは本能的にその手をつかんでポケッ

トから引き抜きました。その手には，セミ

オートマチックのピストルが，いつでも撃

てる用意をして，しっかりと握られていま

した。もみ合いになり，武器を取り上げ

ました。」2

後にこの密売人はほかの事件で殺人罪

が確定しました。そして，もしわたしの友

人があのとき振り向かなかったなら，殺

していただろうと豪語したそうです。

わたしは，友人の心に浮かんだ「笑顔

の裏に隠れた悪を警戒しなさい」という

警告についてよく考えます。今晩皆さん

に話したいのは，そのことです。

まず知っていることを確認しましょう。善

は神から来ます。悪は悪魔から来ます。3

しかし，この二つの力は，宇宙の中で競い

合う同等の力ではありません。善の頂点に

あるのは，キリスト，すなわち，御父の独

り子であり，この世界をはじめ多くの世界

を造られた御方です。贖
あがな

い主は，復活さ

れた御方であり，完全な御方です。4 わた

しはこの御方が生きておられることを

知っています。

その一方で悪魔は，「悪を行うよう……

にと人に説き勧め」5ます。「彼は天から

落ちて，とこしえに惨めな状態になった」6

ので，「すべての人が自分のように惨めに

なる」7ように，あらゆることをしています。

悪魔は偽り者であり，敗者なのです。8

救い主の力と悪魔の力とは，まったく比

べものになりません。それはまるで，地上

最強の軍隊と，保育園で駆け回る，水鉄

砲を握り締めた2歳児の集団を比較する

ようなものです。9

しかしながら，この地上では悪が影響

力を持つことを許されています。そのた

め，人には善と悪から選ぶ機会が与えら

れているのです。聖文にはこうあります。

「神は思いのままに行動することを人に許

された。しかし人は，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かった。」10

善と悪のどちらかを選ぶという行為は，

地上での経験の中心を成します。最後に

人生を振り返るとき，どれだけ裕福だった

とか，運動が得意だったとか，友達が多

かったとか，影が薄かったとかは，大した

問題になりません。

働き，勉強し，笑い，楽しみ，踊り，歌う。

この世では様々な経験ができます。全部

すばらしい経験ですが，生きる理由の根

幹ではないのです。11 悪を退け善を選ぶ

ことこそ，この世に生まれた理由です。12

笑顔の裏に隠れた
悪を警戒しなさい
七十人

ニール・L・アンダーセン

救い主への理解と愛が深まるにつれて，主の光は周囲のすべてを照らすようになり

ます。やがて，悪の正体がよく見えてきます。



「悪を選びたい」などという人はいない

でしょう。皆，善を選びたいのです。しか

し，悪よりも善を選ぶのは，必ずしも容易

ではありません。笑顔の裏に悪が隠れて

いることが多いからです。次の警告を聞

いてください。

「あなたがたは悪いものを神から出たと

思わないように……気をつけなさい。」13

「誘惑に陥らないように，常に目を覚ま

していて祈らなければならない。サタン

はあなたがたを〔得る〕ことを願っている

からである。」14

「サタン〔は〕あなたがたを打ち破るため

に，あなたがたを欺こうと努めてきた。」15

どれも「笑顔の裏に隠れた悪を警戒し

なさい」と言っているのです。

最初は救い主に忠実でいようと心から

思っていたのに，途中で道をそれてし

まった若者を何人か知っています。一見

安全そうなものの裏に隠れた悪に注意し

ていなかったのです。娯楽や楽しみ，人

気にばかり目が向き，それがもたらす結果

には目をつぶっていたのです。

では，どうすれば安全そうなものの裏

に隠れた悪を見抜けるでしょうか。

すでに答えを知っているでしょうが，幾

つか例を挙げましょう。

まず，両親と話をしましょう。画期的な

アイデアだとは思いませんか。わたした

ち父親はとても完全とは言えませんが，

皆さんを愛していますし，母親と一緒に

なって，皆さんに善を選んでほしいと強

く望んでいます。

次に，預言者に従ってください。わたし

たちが支持する15人の預言者，聖見者，

啓示者は，人の目には時々見えないもの

を見る力を神から与えられています。ヒ

ンクレー大管長は，笑顔の裏に隠れた悪

について簡潔で具体的な勧告を与えてい

ます。16 さらに，『若人の強さのために』

は，霊感された指針が載っています。17

主は，ヒンクレー大管長の勧告に従う人に，

「あなたがたの前から闇
やみ

の力を追い払

〔う〕」18 と約束してくださっています。笑

顔の裏に隠れた悪を見抜き，誘惑から離

れることができるのです。

非常に大切なのは，聖霊の導きを受け

ることです。義にかなった生活をすれば，

静かな細い声が思いと心に語りかけるよ

うになると主は約束しておられます。19

皆さんはそれを感じたことがあります。

御霊
み た ま

の声を知っています。20

聖霊の賜物
たまもの

は霊的な賜物です。この賜

物はデリケートで，ふさわしくないところ

にはとどまりません。御霊に背いたり無

視したりした翌日に，その力を期待するこ

とはできません。しかし，御霊のささやき

を聞き，義にとどまっていれば，御霊は皆

さんの大きな力となるでしょう。わたしの

友人を肉体的な危険から救った聖霊は，

皆さんを霊的な危険から救ってくださる

でしょう。

最後に，救い主に対する自分の証
あかし

を得

てください。熱心に祈ってください。だれ

も見ていないときにモルモン書を読んでく

ださい。独りになって，イエスはどのような

御方なのか，イエスの生涯と犠牲は自分

にとってどれほど重要かを考えてください。

ジョセフ・スミスの模範を思い出してく

ださい。ジョセフは夜，自分の意志で，ろ

うそくをともして聖書を読みました。ジョ

セフは独りで森に入り，祈りました。21

救い主への理解と愛が深まるにつれ

て，主の光は周囲のすべてを照らすよう

になります。やがて，悪の正体がよく見え

てきます。22

イエス・キリストが救い主であられるこ

とを知っています。主の偉大さと栄光，主
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の尊厳と威光は言葉で表すことができま

せん。主は御父とともに預言者ジョセフ・

スミスに御姿
みすがた

を現されました。ゴードン・

B・ヒンクレー大管長は現代の神の預言者

です。兄弟の皆さん，わたしたちは主の

聖なる神権を持っています。ふさわしく

生活すれば，祝福されて笑顔の裏に隠れ

た悪を見破ることができるようになりま

す。このことを，イエス・キリストの御名
み な

に

よって証します。アーメン。

注

1．「選ばれた種族」『聖徒の道』1992年7

月号，74

2．私信，2005年3月7日付

3．モロナイ7：12参照

4．ルカ24：36－39；ヨハネ1：14；3ニ

ーファイ12：48；教義と聖約76：

23－24参照

5．モロナイ7：17

6．2ニーファイ2：18

7．2ニーファイ2：27

8．教義と聖約93：25参照。『聖句ガイド』

「悪魔」の項，10－11も参照

9．モーセ1：1－22参照

10．2ニーファイ2：16

11．ゴードン・B・ヒンクレー「若人への預言

者の勧告と祈り」『リアホナ』2001年4

月号，30；「改宗者と若い男性について」

『聖徒の道』1997年7月号，56；「いつ

か結婚する女性にふさわしく生活する」

『聖徒の道』1998年7月号，56

12．2ニーファイ2：27参照

13．モロナイ7：14参照

14．3ニーファイ18：18

15．教義と聖約50：3

16．『リアホナ』2001年4月号，30参照

17．www.lds.org 参照，

“Serving in the Church，”“Aaronic

Priesthood/Young Men，”“For the

Strength of Youth”をクリック

18．教義と聖約21：6

19．教義と聖約8：2参照

20．教義と聖約18：36参照

21．ジョセフ・スミス―歴史1：11－20参照

22．モーセ1：1－22参照
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今
晩わたしは，主に仕えるよう呼

びかけるなじみ深い賛美歌に

ついてお話ししたいと思いま

す。「主の方
かた

には　誰
たれ

が立つや　恐れず

聞かん　時は至る」（『賛美歌』165番）。

この時満ちる神権時代は，キリストの

再臨を待ち設けながら，悪との最後の戦

いに備える時期であり，そのため，だれ

が主の側にいるのかを知ることは大変重

要なのです。主は，だれが信頼できるか

をお知りになる必要があります。

神権者の皆さんは，主の軍勢の一員と

してふさわしくありたいと願っていること

でしょう。現在，教会の中には，300万人

の神権者がいて，アロン神権者と，メルキ

ゼデク神権者の割合は半分ずつです。

残念ながら，年齢に関係なく，あまりに

も多くの男性が，無断で外出する兵士の

ように，姿を消しています。

かつて，彼らも神妙な面持ちでいすに

腰かけ，権能を受けた人から頭に手を置

かれ，神権を授けられたのです。その日，

彼らは一様に，従順と奉仕の聖約を主と

交わしました。

この聖約の重要性を理解するために

は，「神権とは何か」と自問する必要があ

ります。注意深い執事ならだれでもその

答えを知っています。神権とは神の御名
み な

において行動する力です。

これは，執事，教師，祭司の皆さんにど

う当てはまるでしょう。まず聖餐
せいさん

をパスし，

準備し，祝福する権能があるということで

す。非常に重要なことではありませんか。

現在記録に残っている中で，最初に聖

餐式を管理されたのはだれでしょうか。

もちそん，それは主イエス・キリストです。

その晩キリストは，ゲツセマネの園で苦

しみを受ける前に，聖餐を準備し，祝福

し，弟子たちに配られました。ですから，

この聖なる儀式を行う人は，実は救い主

御自身の代理を務めているのです。何と

特別なことでしょう。

バプテスマのヨハネは，ジョセフ・スミスと

オリバー・カウドリの頭に手を置いてアロン

神権を授け，こう宣言しました。「……わた

しはアロンの神権を授ける。これは天使の

働きの鍵
かぎ

と，悔い改めの福音の鍵と，罪の

赦
ゆる

しのために水に沈めるバプテスマの鍵を

持つ。」（教義と聖約13：1）これは幾つに

なっても，重要な責任です。この責任を受

けている人は，明らかに主の側にいます。

メルキゼデク神権の場合はどうでしょ

う。教義と聖約第84章にはこのように書

かれています。「また，この大神権は福音

をつかさどり，王国の奥義の鍵，すなわ

主の方には
七十人会長会

ロバート・C・オークス

主は，だれが信頼できるかをお知りになる必要があります。



ち神の知識の鍵を持つ。」（19節）この神

権には，管理し，導き，祝福し，癒
いや

し，教

え，結び固める力があります。奉仕の業

に携わる兄弟たちは，明らかに主の側に

いて神権を行使しているのです。

神権の結び固めの力を行使した人物と

して最も偉大な例の一つに，ヒラマンの

息子であるニーファイの物語があります。

神の御
み

言
こと

葉
ば

を熱心に説いたニーファイに，

主は結び固めの力を授けられました。そ

れは「あなたが地上で結ぶことは何でも

天で結ばれ，あなたが地上で解くことは

何でも天で解かれる」という力です（ヒラ

マン10：7）ニーファイは，どの神権時代

を生きたとしても，主の軍勢の力強い指

導者であったことでしょう。

天の御父は，人を何と信頼しておられ

ることでしょう。御自分の力の一部を人

に分け与え，地を満たして転がり進む壮

大な業の担い手になれるようにしてくだ

さっているのです。

神権の権能を授ける方法は，非常に注

意深く教えられています。12歳になった

とき，父のチャールズ・オークスと当時監

督だったジョージ・コラードは，わたしの

頭に手を置いて，アロン神権を授け，執

事の職に聖任しました。

何年か後に，ゴードン・B・ヒンクレー長

老が，この，天から指示された同じ方法

に従って，わたしを七十人の職に聖任し

ました。どの聖任も神から信頼されてい

ることの表れであり，主の側に立って奉仕

する新たな機会なのです。

軍隊が組織されると，通常戦いは広大

な戦場で繰り広げられますが，この霊の

戦いはまったく異なります。霊の戦いは

日々，個人の心の中で繰り広げられ，主

の軍勢は貪欲
どんよく

，利己心，肉欲といったサ

タンの力に立ち向かいます。

ヒラマンが率いた2,060人のたくましい

若い戦士たちが肩を並べている絵は，こ

の軍勢には非常に堅固な肉体が必要だっ

たことを表しています。しかし，勇敢な心

さえあればだれでも，この戦いに参加で

きるのです。

11歳の孫のアンドリューは，車いすの

生活を余儀なくされています。恐らく，一

生この状態は続くでしょう。アンドリュー

は今年の秋，執事に聖任されて，主の神

権の軍勢に加わるでしょう。彼の肉体的

な障害は，この戦いでは問題になりませ

ん。なぜなら，選択という混沌
こんとん

とした戦場

で使う武器は，槍
やり

や剣ではないからです。

主の武具として不変の価値を持つもの

は，真理，正義，信仰，祈り，そして神の

御言葉です（エペソ6：13－18参照）。こ

れらの武器を操るのは，わたしたちの思

いと言葉と行いです。一つ一つの義にか

なった思い，言葉，行いが，主にとって勝

利となるのです。

ですからこの戦いでアンドリューに不

利な点はありません。両親からよく教え

を受けてきたアンドリューは，神権者に仲

間入りする準備ができています。

この戦いの報酬は非常に高価です。そ

の賞とは，まさに神の息子娘としての霊，

つまり，永遠の救いです。このような霊を

得るか失うかは，徳高く清らかであるか

どうかに懸かっています。慈愛と奉仕，
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信仰と希望があるかどうかに懸かってい

るのです。

アンドリューは執事に召され，ワードの

執事定員会に入ります。そこでは，聖餐

のパスと断食献金を集めることを学びま

す。まさに互いを思いやるために，神権

定員会が存在するわけですから，定員会

はアンドリューを大切にしてくれることで

しょう。主の神権の軍勢は，まさにそのよ

うにして，定員会に組織されるのです。

わたしは人生の大半を合衆国空軍のパ

イロットとして過ごしました。わたしが属し

ていた飛行中隊の隊員たちは，40年過ぎ

た今でも固いきずなで結ばれています。

空軍パイロットとして受けた訓練の基本

中の基本は，同じ任務についている仲間

の飛行機を守ることでした。彼の背後に

敵機が近づいて来ていないか，常に後方

をチェックするのです。

飛行戦隊のほかのパイロットを守ること

が大切だとするならば，主の側に確固と

して立つために，定員会の会員が互いに

離れず，守り合うことも大切なはずです。

だれか群れから迷い出たら，出て行って

熱心に探し出すのです。

主の側に確固として立つことは，今日
こんにち

で

は特に価値があります。今は終わりの時

であることを，預言者はいつも指摘して

います。わたしたちは，時のしるしによっ

て最後がそこまで来ていることを知って

います。サタンもそのことを知っています。

サタンとその軍勢は，休むことを知らない

ようです。

世界神権指導者訓練集会で，ヒンクレー

大管長は世の中の不道徳な状態について

このように述べています。「ソドムとゴモラ

の時代がはたして現在よりも悲惨だったか

どうか，わたしには分かりません。」

続けてこのように言っています。「これら

二つの都市とそこに住む邪悪な民は滅ぼ

されてしまいました。今日，似たような状況

が見られ，全世界に蔓延
まんえん

しています。天の

御父は御自身の息子や娘が道をそれてい

くのを天から御覧になり，悲しんでおられ

ることでしょう。」（「力強く確固として立つ」

『世界指導者訓練集会』2004年1月10日，20）

この先預言者は，このような警告をどれほ

ど言い続けなければならないのでしょうか。

ダリン・H・オークス長老は，最近の総

大会で，こう言いました。「再臨のしるしは

周囲の至る所に見られ，その頻度と激し

さは増しているように思われます。……わ

たしたちは再臨の事実を変えることも，そ

の正確な時を知ることもできません。しか

し，自らの備えを進め，周りの人々が備え

るうえで影響を与えることはできます。再

臨の時に起こると預言されている事柄に

対して物質的および霊的な備えをする必

要があります。」（「再臨への備え」『リアホ

ナ』2004年5月号，7－9）

この警告はカリブ海地域を襲った

未曾有
み ぞ う

のハリケーン災害や，東アジアの

津波被害が発生するかなり前に発せられ

ていました。

「主の方には」という賛美歌の中に，「時

は至る」つまり「今こそ，その時である」と

いう言葉があります。司令官モロナイのよ

うに，信仰と福音の原則にしっかり根ざ

す時が来ています。今こそ，執事，教師，

祭司，監督，長老，七十人，大祭司，祝福

師が必要です。今こそ，主イエス・キリス

トの贖
あがな

いの犠牲に感謝を示す時です。今

こそ，純潔の律法，什分
じゅうぶん

の一，知恵の言

葉，安息日を聖
きよ

く保つという，基本的な戒

めを従順に守ることによって，信仰を示す

時です。

今こそ，福音のメッセージを紹介する

ことによって，隣人に警告する時です。今

こそ，身だしなみと慎みの模範，徳と清

らかさの模範を世に示す時です。人を堕

落させ破壊するポルノグラフィーの汚れた

泥におぼれて，神権の力を台なしにして

はなりません。

今こそ，バプテスマの水をくぐり主と交

わした聖約を顧みる時です。今こそ，主

の神権の誓詞と聖約を受けたときに交わ

した聖約を顧みる時です。今こそ，聖な

る神殿で交わした聖約を顧みる時です。

今こそ，主の側にいることを示す時です。

兄弟の皆さん，この業は主の業です。

イエス・キリストの福音は，預言者ジョセ

フ・スミスを通して，この末日に完全に回

復されました。キリストはこの教会の頭
かしら

と

して，生ける預言者ゴードン・B・ヒンク

レーを通して教会を導いておられます。

キリストは，地上を治めるために将来再

びおいでになり，わたしたちはいつの日か，

各々主の御前
み ま え

に立って，思いと行いと心

の望みに応じて裁きを受けるのです。キ

リストはわたしたちの救い主であり，贖い

主です。このことを主の聖なる御名に

よって証
あかし

します。アーメン。



今
　　　　　 き　ょ　う

日七十人第一定員会と第二

定員会の会員に召された兄

弟たちを歓迎します。彼らは

信仰と能力と固い決意を備えており，あ

らゆる側面から見て，その職を果たすう

えでふさわしい人たちです。

愛する兄弟の皆さん，世界各地で神権

者として忠実にまた献身的に主の業に携

わっている皆さんに敬意を表します。皆さ

んの熱心な働きと奉仕に感謝しています。

教会にとって皆さんは大いなる力です。

この集会にアロン神権を持つ兄弟たち

と集えることをうれしく思います。皆さん

の年代だったころ，わたしはよく，「この世

でどのような働きができるのだろうか。ど

うしたらそれが分かるのだろうか」と考え

ました。当時の唯一の明確な目標は伝道

に出ることでした。召しが来ると，わたし

は一心に働きました。そして伝道の経験

は北極星のように，その後の人生を導い

てくれたのです。大切な教訓の一つは，教

会の召しを最後まで忠実に果たすなら，

主は道を開き，考えてもみなかった機会や

祝福を与えてくださるということでした。

若い男性の皆さんは，伝道に出ること

でこの祝福を得ることができます。最近

ある青年から，宣教師の召しを全
まっと

うする

ことによってどれほど多くを学んだか聞き

ました。この青年の経験から，皆さんが

学ぶことのできる事柄を幾つか紹介しま

す。これらは機会と祝福をもたらしてくれ

るものです。

1．時間を賢く管理し，使う方法

2．熱心に働くことの大切さ，つまりまい

たものを刈り取ること

3．指導力

4．人との接し方

5．福音を研究することの価値

6．権威を尊重すること

7．祈りの大切さ

8．へりくだり，主に頼ること1

1930年代にソルトレーク・シティーのグ

ラナイト高校に通っていたころ，運動，演

劇，音楽，演説の分野で秀でている友達

が何人かいました。そのまま人生で成功

を収めた人もいましたが，ほとんどは才

能や能力に恵まれていながら粘り強く努

力し続けなかったため，その能力を生か

し切れませんでした。これとは対照的に，

同じ学校でそれほど目立たなかったもの

の，熱心に粘り強く努力し，勉学に励ん

だ人たちは，優れた医師，エンジニア，教

育者，法律家，科学者，実業家，職人，電

気技術者，配管工，起業家となりました。

一般的に，成功を収めるには粘り強く

努力して，問題にぶつかっても落胆しな

いことが大切です。ニュース解説者，著

述家として有名なポール・ハービーはあ

るときこう言いました。「いつの日かわた

しが世に言う成功者になって，『成功の

秘訣
ひ け つ

は何ですか』と尋ねられたら，簡単

にこう答えたいものです。『転んだら起き

上がることです』と。」2

粘り強い努力についてすばらしい模範

を示した人物に，マリー・キュリー夫人が

います。キュリー夫人はフランス人物理

学者である夫のピエール・キュリーととも

に「資金も，外部からの励ましも援助もな

く，雨漏りのする古いあばら家で，瀝青
れきせい

ウ

ラン鉱と呼ばれた品質の悪いウラニウム

鉱石からラジウムを分離させる研究を続

けていました。そして487回目の実験が失

敗したとき，ピエールは絶望して言いまし

た。『これは無理だ。きっと100年はかか

る。ぼくが生きている間はできないよ。』

するとマリーはひるむ様子もなく言いまし

た。『もし100年かかるとしたら，それは残

念なことだけど，でもわたしは生きている

かぎり何度でも続けます。』」3 キュリー夫

人はついに実験を成功させました。彼女

の粘り強い努力によって，癌
がん

患者はその

恩恵に浴しています。

粘り強い努力とは，難しい状況に直面

し，他人から「無理だ」と言われてもあき

らめないことです。1864年，大管長会は，

使徒であるエズラ・T・ベンソンとロレン

ゾ・スノーの二人に，アルマ・スミス，ウィ

リアム・W・クラフ両長老とともにハワイ諸

島へ伝道に赴くよう指示しました。一行は

ホノルルから小さな船に乗り換えてラハ

イナの小さな港へ向かいました。ところが

浅瀬に近づいたときに波が高くなり，船は

大波に襲われて45メートル以上持ち上げ

られ，波間へ落とされました。そして第2

の波がやって来たとき，船は泡立つ海に転

覆したのです。

岸にいた人たちは救命ボートを出し，沈

みかけた船の近くで泳いでいた3人の兄

弟を引き上げましたが，スノー兄弟の姿が

見当たりませんでした。このような状況を

何度も経験している現地の人たちは，辺

粘り強く努力する
第二副管長

ジェームズ・E・ファウスト

粘り強い努力とは，難しい状況に直面し，他人から「無理だ」と言われてもあきらめ

ないことです。
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り一帯を泳いでスノー兄弟を探しました。

すると，ついに一人が水中で何かに触れ

たのを感じ，スノー兄弟を海面まで引き上

げました。体は硬直し，ボートに引き上げ

たときは死んでいるようでした。

スミス長老とクラフ長老はひざにス

ノー兄弟を乗せると，静かに癒
いや

しの儀式

を施し，彼が助かり，無事に家族のもとへ

帰れるよう主に願い求めました。岸に着

くと，大きな空たるが置かれている浜辺

にスノー兄弟を運びました。そしてたる

の上にうつ伏せにすると，体を前後に揺

らして海水を吐き出させようとしました。

長老たちはしばらく続けましたが，息

を吹き返す様子はありませんでした。見

守っていた人たちは，これ以上努力して

も無駄だと言いました。しかし，固い意

思を持った長老たちはあきらめませんで

した。そして主が祈りを聞き届けてくだ

さるという静かな確信とともに再び祈った

のです。

そして長老たちは，当時としては珍し

い行動に出ます。スノー兄弟の肺を膨張

させるために口移しによる人工呼吸を試

みたのです。自然な呼吸ができるまで，

空気を吹き入れては吸い出しました。二

人はこれを交代で，スノー兄弟の肺が膨

らむまで粘り強く行いました。しばらくす

ると，命が戻って来るかすかな兆しを感

じました。「それまでは死人のように開い

たままだったまぶたがかすかにまばたき，

さらにのどの奥が静かに音を立てたのが

蘇生
そ せ い

への最初の兆しでした。兆候は次第

に大きくなり，はっきりしてきて，その後に

意識を完全に回復したのです。」彼らの

粘り強い努力と憐
あわ

れみ深い神の恵みに

よって，主の僕
しもべ

は4人全員が生き残り，使

命を全うしました。4

スノー長老はその後大管長になり，そ

の在任中，会員に什分
じゅうぶん

の一とささげ物を

ささげるよう強く求めることにより，教会

の財政を安定させました。

さらに言うと，この物語に登場したアル

マ・スミスは，ハウンズミルの虐殺のとき

に銃で撃たれ，股間接の辺りを吹き飛ば

されたあの少年でした。アルマの母親は，

重傷を負った患部に軟膏
なんこう

を塗って手当て

をしました。そして霊感に従い，5週間う

つ伏せにしたまま寝かせておきました。

すると関節の失われた箇所に軟骨が出て

きたのです。こうしてアルマは通常の生

活を送れるようになっただけでなく，ハワ

イで伝道し，教会のために生涯をささげ

ることができました。5

末日の預言者は皆，神権と祈りと働きを

通して確固とした決意を示してきました。

ジョセフ・スミスは粘り強く努力すること

によって万物の回復を実現しました。最

初の示現について当時の有力な宗派の説

教者に打ち明けた瞬間から，ジョセフは

軽蔑
けいべつ

とあざけりの生涯を送ることになりま

す。けれども，ジョセフは決してくじける

ことなく，揺るぎない証
あかし

を残しました。

「わたしは実際に光を見た。その光の

中に二人の御方を見た。そして，その

方々が実際にわたしに語りかけられたの

である。たとえ示現を見たと言ったこと

で憎まれ，迫害されたとしても，それは真

実であった。……わたしは示現を見た。

わたしはそれを知っていた。神がそれを

御存じであるのを，わたしは知っていた。

わたしはそれを否定できず，またそうす

る勇気もなかった。」6

ブリガム・ヤングの生涯は堅忍不抜の優

れた模範でした。常に忠実であり，固い

決意を持っていました。ジョセフ・スミスの

死後，ブリガム・ヤングは住み慣れた家と

実り豊かな土地を後にして，6万の人々を

不毛の地へ導いて行くことを固く決意して

いました。現代史の中でこれに匹敵する

大移動はありません。人々は荷車で，徒歩

で，そして手車を引いてやって来ました。

そして砂漠に花を咲かせたのです。

1995年，ゴードン・B・ヒンクレー大管長

は，教会の大管長として初めて報道機関

に紹介されたとき，どのような事柄に焦点

を当てるつもりかと尋ねられました。大

管長はこう答えました。「『続け，励め，進

め』です。わたしたち大管長会の目指すと

ころは，前任者たちが築いてきた偉大な

業を推し進めることです。」7 これはわた

したち全員にとっても大いなる目標です。

続けて，励み，進んで，最後まで堪え忍

ぶ必要があります。

ヒンクレー大管長が現在の職に就いて

から成し遂げてきた偉大な事柄の一つ

は，並々ならぬ粘り強い努力による神殿

建設です。教会の大管長に就任して以来，

87の神殿が奉献，再奉献，または建設を

発表されてきました。神殿建設における

この偉業は，世界の歴史に並び立つもの

がありません。神殿には人を善に向かわ

せる大きな力があり，世に多くの祝福をも

たらしています。ジョージ・Q・キャノン副

管長が語ったように，「神殿建設のために



礎石が置かれるとき，また主が御自身の

聖なる神権者に啓示された秩序に従って

神殿が完成するときにはいつも，地上の

サタンの力は弱まり，神と神を敬う人々の

力が増〔します。〕また，わたしたちのため

に神の力によって諸天が揺れ動き，永遠の

神と神の御前
み ま え

に住む諸天使の祝福がわた

したちのうえにもたらされる」のです。8

わたしたちは命のあるかぎり，神権の

召しを忠実にまた勤勉に果たさなければ

なりません。「いつまでホームティー

チャーとして働けばいいのだろう」と考え

る人もいます。ホームティーチングは神権

の召しである，というのがその答えです。

ホームティーチャーの召しは，監督や神

権指導者ができると判断するかぎり，特

権として与えられます。ジョージ・L・ネル

ソン兄弟を知っている人もいるでしょう。

ソルトレーク・シティーの著名な弁護士で

あり，監督，ステーク会長，祝福師を務め

た人です。ネルソン兄弟は教会に対して

完全に献身し，100歳になってもホーム

ティーチャーとして働きました。彼は当時

こう言いました。「わたしはホームティー

チャーとして働くのが好きです。いつまで

もホームティーチャーでいたいと願ってい

ます。」9 ネルソン兄弟は101歳で亡くなり

ました。最後まで忠実でした。

バプテスマを受けて教会に入りたいと

願う人は「最後までイエス・キリストに仕

える決心を」10 するよう主から求められて

います。ジョセフ・フィールディング・スミ

ス大管長は94歳のときにこう語りました。

「わたしはこれまでずっと神権を尊んで大

いなるものとするために励んできました。

そしてこの世で最後まで堪え忍び，次の

世で忠実な聖徒たちと交わることを願っ

てきました。」11 主がおっしゃったように，

もし主の弟子になりたいと思うなら，主の

御
み

言
こと

葉
ば

のうちにとどまっていなければな

りません。12 主は教会と会員たちを驚く

べき方法で祝福してこられました。それ

は，会員たちが忠実であり，粘り強く努力

してきたからです。神権の聖なる業が神

から与えられたものであることを，イエ

ス・キリストの聖なる御名
み な

により証しま

す。アーメン。

注

1．ダン・カーチナー，個人的な会話

2．マービン・J・アシュトン，Conference
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Ensign，1974年11月号，62

4．エライザ・R・スノー，Biography and

Family Record of Lorenzo Snow

（1884年），276－281

5．“Amanda Smith，”アンドリュー・ジェ

ンセン編，Historical Record，全9巻

（1882－1890年），第5巻，83－88

6．ジョセフ・スミス－歴史1：25

7．ジェフリー・R・ホランド「信念と勇気

の人」『聖徒の道』1995年6月号，大管

長特別記事，2

8．“The Logan Temple”Millennial

Star，1877年11月12日付，743

9．エリナー・G・ハイド，“At 100 Years
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10．教義と聖約20：37

11．Conference Report，1970年10月，

92。またはImprovement Era，1970

年12月号，27
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わ
たしも，この大会で新しい召し

を受けた兄弟姉妹を歓迎しま

す。また名誉の解任を受けた

皆さんに，心からのお祝いの言葉を申し

上げます。この業は前進します。皆さん

一人一人を愛しています。

愛する兄弟の皆さん，今晩皆さんにお

話ができる特権を光栄に思います。この

壮大なカンファレンスセンターが，老いも

若きも，神の神権を持つ者で埋め尽くさ

れている光景を見るのは大きな喜びで

す。また，同じような神権者のグループが

世界中で集っていることを考えると，この

責任に圧倒されそうになります。主の霊

感によって思いが照らされ，言葉に力が

与えられるよう祈ります。

ジョセフ・F・スミス大管長は神権につ

いてこう語りました。「聖なる神権とは，神

が人に委託された権能，すなわち，……

神の御
み

心
こころ

を話す権能であり……神聖なも

のです。神権の神聖さを損なってはなりま

せん。神権を持つ者……は神権を敬い，

尊ばなければなりません。」1

神権の誓詞と聖約はわたしたちすべて

に関係するものです。メルキゼデク神権

を持つ者にとって，それは神の律法に忠

実かつ従順であり，与えられる召しを尊

んで大いなるものとしなければならない

という義務と責任に関する宣言です。ア

ロン神権を持つ者にとっては，将来の義

務と責任に関する宣言であり，今この瞬

間からその義務と責任に備えられるよう

にします。

大管長会の一員だったマリオン・G・ロ

ムニー長老はこう語りました。「すべての

メルキゼデク神権者は，熱心さと厳粛な

思いで，自分に授けられたこの誓詞と聖

約の意味に心を向けなければなりませ

ん。この誓詞と聖約の課す務めを怠る人

は，必ずや落胆と悲しみ，そして苦しみ

を経験することになるのです。」2

スペンサー・W・キンボール大管長は

こう付け加えています。「神権の聖約は戒

めに背くことによって，また義務を果たさ

ないことによって破られます。したがって

聖約を破るには，ただ何もしなければよ

いのです。」3

ある名高い牧師はこう語りました。「人

は金銭のためによく働き，他人のために

はもっとよく働く。しかし，大義のために

献身するとき，最もよく働く。……喜んで

もっと多くのことをしようと思わないかぎ

り，義務は正しく果たされない。」4

人は義務を果たすことによって，幸福と

平安を感じます。詩人はこう記しました。

わたしは眠り，夢を見た。人生は喜び

であると。

わたしは目覚め，理解した。人生は義

務であると。

わたしは行い，悟った……

義務は喜びであると。5

義務を伴う召しは，神権者が与えられ

た割り当てにこたえるとき，静かにやって

来ます。控えめで有能な指導者だった

ジョージ・アルバート・スミス大管長は，こ

う言いました。「皆さんの義務は，第1に，

主が望んでおられることを知り，それから

〔自らの持つ〕聖なる神権の力と強さに

よって，人々の前で召しを尊んで大いな

るものとし，人々が喜んで皆さんに従うよ

うにすることです。」6

召しを尊んで大いなるものとするとは，

どういう意味でしょうか。それは，召しが

威厳と重要性をもって確立されることで

あり，だれの目にも尊く，称賛に値するも

のとして映るようにし，さらに召しを拡

大・強化して，それによって人々に天の光

を輝きわたらせることです。

では，どのようにして召しを尊んで大い

なるものとするのでしょうか。簡単に言え

ば，召しに伴う奉仕を行うことです。長老

は長老としての義務を学び，実行すること

により，聖任された召しを尊んで大いな

るものにします。これは長老だけでなく，

執事，教師，祭司，監督，そのほかすべて

の神権の職にある人に当てはまります。

詩人であり作家でもあるロバート・ルイ

ス・スティーブンソンは言いました。「わた

しは義務をよく果たしてきたので，喜びが

どのようなものか知っています。」

兄弟の皆さん，ベニヤミン王の勧告を

思い起こしてください。「あなたがたが

同胞
はらから

のために務めるのは，とりもなおさず，

あなたがたの神のために務めるのである

……。」7

助けを必要としている人々を救い出し，

いっそう義にかなった，より良い道を歩

めるよう手を差し伸べましょう。正しい道

から迷い出ている神権者とその妻子が必

要としていることについて真剣に考えま

神聖な奉仕の召し
第一副管長

トーマス・S・モンソン

人は義務を果たすことによって，幸福と平安を感じます。



しょう。彼らの声にならない心の叫びに

耳を傾けるなら，それが聞き慣れたもの

であることが分かるでしょう。「手を取り，

導き，ともに歩んでください。道を見いだ

せるように助けてください。いつかみもと

に住むために，なすべきことすべてを教

えてください。」8

教会に来なくなった人を再び連れ戻す

仕事は，怠け者や空想家には向いていま

せん。子供は成長し，両親は老いていき

ます。時間は待ってくれません。促しを

受けたら，そのままにしておくのではなく，

行動を起こしてください。すると主は道を

開いてくださいます。

忍耐という神聖な徳を求められること

がしばしばあります。監督だったころ，わ

たしは一人の男性を訪問するよう促しを

受けました。奥さんはある程度教会には

積極的で，子供たちも同様でした。しか

し，この男性は働きかけに対し，まったく

反応を示しませんでした。夏の暑い日で

した。わたしは，ハロルド・G・ギャラガー

のドアの網戸をノックしました。ギャラ

ガー兄弟がいすに座って新聞を読んでい

るのが見えました。彼は目を上げようとも

せずに「どなたです？」と尋ねました。

「監督です」と答えました。「家族の皆

さんとお話しして，ぜひとも教会にいらっ

しゃるようお勧めに参りました。」

「要らないよ。今は忙しいんだ」という

そっけない対応でした。まだ新聞から目

を離しません。耳を傾けてくれたことに

お礼を言って，玄関を後にしました。

それから間もなく，ギャラガー家はカリ

フォルニアへ引っ越してしまいました。年

月が過ぎました。十二使徒定員会の会員

として事務室で仕事をしていたある日，秘

書の声が聞こえてきました。「以前モンソ

ン長老のワードにいらした，ギャラガー兄

弟という方がお見えになっていて，お話

ししたいとおっしゃっていますが。」

わたしはこう返事しました。「その人は，

ウエスト・テンプルストリート南5番街のビッ

シングプレースに家族と住んでいたハロル

ド・C・ギャラガーという人ですか。」

秘書は「ええ，その方です」と言いました。

事務室にお通しするように言いました。

わたしたちは彼の家族について楽しく語

らいました。ギャラガー兄弟はこう言いま

した。「昔，夏の暑い日に，わたしはいす

から立ち上がろうともせずに，あなたをド

アの所で立たせたままにしていたことを

おわびしに来ました。」教会に活発に

集っているかどうかを尋ねました。する

と，彼はほほえみを浮かべながらこう答

えました。「今，ワードの第二副監督をし

ています。教会に誘ってくださったのに，

不愉快な態度を執ってしまったことが，

度々心に浮かんでいたものですから。何

か行動に移そうと決心したのです。」

それからハロルドが亡くなるまで，わた

したちの間には何度も行き来がありまし

た。ギャラガー夫妻と子供たちは教会で

多くの召しを立派に果たしました。

デビッド・O・マッケイ大管長の副管長

を務めたスティーブン・L・リチャーズ長

老はこう宣言しました。「普通，神権は単

純に『人に託された神の力』と定義されて

います。」そして，こう続けています。「こ

の定義は正しいと思いますが，わたしは

実際的な目的から，神権を奉仕の観点か

ら定義するのが好きで，よく神権を『奉仕

の完全な計画』と呼んでいます。……神
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権は奉仕の道具であって，……これを使

おうとしない人は失うことがあります。な

ぜならば，神権をないがしろにする人は

『その職にいるにふさわしい者と見なさ

れない』と啓示によってはっきりと言われ

ているからです。」9

今年1月，わたしはある女性のために行

われた意義深い奉仕の業を見る特権にあ

ずかりました。彼女は何年も前，わたしが

監督を務めていたころにワードにいた会

員でした。名前はアデルといい，二人の

成人した娘と，ソルトレーク盆地のローズ

パーク地区に何年も住んでいました。娘

の一人には障害がありました。アデルは

夫を亡くし，経済的な問題に苦しみ，試

練の多い人生を送ってきました。

ある日，福祉団体が主催する「ジン

ジャーブレッド・ハウスプロジェクト」に取

り組んでいた一人の人物から電話があり

ました。アデルの家を改装したので来て

ほしいというのです。アデルの家の内装

工事は，親切で寛大な多くの人の手によ

り，実に3日3晩にわたって行われました。

だれもがボランティアで働き，資材はあち

こちの地元業者が無料で提供してくれま

した。また，この内装工事が完成するま

での期間，アデルと二人の娘は数マイル

離れた町に迎えられ，親切なもてなしを

受けたのです。

アデルと二人の娘を乗せた車が，内装

工事の終わった家の前に到着した瞬間に

わたしも居合わせました。3人を待ってい

た人々の中には，家族や友人だけでなく，

このプロジェクトに昼夜を分かたず取り

組んだ多くの職人もいました。彼らがこ

の結果に満足しており，アデルと娘たち

の反応を見るのを心待ちにしているのは

明らかでした。

3人は目隠しをされて車から降りまし

た。目隠しが外され，アデルと娘たちが

振り返って，新しい家を見たときというの

は，どんなに胸躍る瞬間だったことでしょ

う。すばらしいプロジェクトの完成に文

字どおり茫然
ぼうぜん

自失の状態でした。玄関が

様
さま

変わりし，家全体が拡張され，屋根が

新しくなっていました。外観は新築のよう

で，傷一つありませんでした。3人は涙を

こらえることができませんでした。

わたしはアデルやほかの人たちと一緒

に家に入りましたが，室内を美化し，改善

するために行われた工事に驚嘆しまし

た。壁にはペンキが塗られ，床の敷物は

取り替えられていました。家具もカーテ

ンもドレープも新しくなっていました。台

所の食器棚は取り替えられ，新しい調理

台と器具が据え付けられていました。家

全体が上から下まで修理されていまし

た。どの部屋も染み一つなくきれいに

なっていました。アデルと娘たちは文字

どおり言葉を失っていました。しかし，家

を新築同様にするために懸命に働いた

人々の表情にも，まったく同じ深い感動が

見て取れました。目には涙があふれ，自分

たちの手でアデルと二人の娘の生活にも

たらした喜びを目
ま

の当たりにしました。夫

を亡くした女性の重荷が軽くなっただけ

でなく，作業を進めていく中で，この計画

が無数の人々にも感動を与えたのです。

この計画に参加することで，皆がさらに善

い人となりました。

教会の偉大な教師の一人であるハロル

ド・B・リー大管長は，分かりやすい言葉

で神権について語りました。「神権者に

なるとき，わたしたちは主の代理人になり

ます。神権者は，主の用向きを受けてい

る者として，召しに取り組まなければな

りません。」10

さて，皆さんの中には，生まれつき内

気だとか，自分はその召しを確固として

果たすだけの力がないと感じている人も

いるでしょう。忘れないでください。この

業は皆さんやわたしだけのものではあり

ません。主の業なのです。そして兄弟の

皆さん，主の用向きを受けているときに

は，主の助けを頂く権利があるのです。

主はわたしたちが重荷に耐えられるよう

にしてくださることを覚えておきましょう。

教室で行われる講義は，時として威圧

的なこともあります。最も効果的なレッス

ンは，礼拝堂や教室の外で行われること

があります。何年も前の春のことです。

わたしのワードと隣のワードの会員は，ア

ロン神権者全員を連れて野外活動に出か

けました。青少年たちは，アロン神権の

回復を記念して例年行われるこの活動を

楽しみにしていました。この特別な日，わ

たしたちはバスに乗って約150キロ北の

ユタ州クラークストン墓地へ行きました。

その美しく静かな場所で，モルモン書の

三人の証人の一人であるマーティン・ハ

リスの墓碑の周りにアロン神権者を集め

ました。マーティン・ハリスの墓を示した

美しいみかげ石を囲むと，当時隣のワー

ドの監督であったグレン・L・ラッド長老

がマーティン・ハリスの略歴を説明し，彼

とオリバー・カウドリ，デビッド・ホイット

マーの証
あかし

をモルモン書から読みました。

若い男性たちはじっと耳を傾け，かつて

天使にまみえ，その目で実際に金版を見

た人物の墓地に自分たちは立っているの

だということを理解しました。彼らは恭し

くそのみかげ石の墓碑に触れ，そこで聞

いた言葉や感じた気持ちについて深く考

えました。

それから開拓者の墓碑の方へ歩いて行



きました。ジョン・P・マームバーグという

名の記された墓碑に次のような言葉が刻

まれていました。

我が家から光が去った。

わたしたちが愛したあの声はもう聞こえ

ない。

心の中のうつろな思いは，

何をもってしても満たされることはない。

わたしたちは，犠牲を払うことと真理を

守るために自らをささげることについて青

少年と語りました。義務，名誉，奉仕，愛，

すべてがその墓碑の傍らで教えられまし

た。当時を思い出すと，今でも青少年が

ハンカチで涙をぬぐう姿が見えてきます。

感動し，決意したことを証する彼らのす

すり泣く声が今でも聞こえてきます。その

ときの若人は皆，先を行き，後から来る

人のために道を示す開拓者になろうと決

意したことでしょう。

それからグループごとに地元の公園に

行き昼食を取りました。家路に就く前に，

美しいローガン神殿に立ち寄りました。

暖かい日でした。わたしは青少年に広々

とした芝生で一緒に横になり，青空を見

上げるように勧めました。絶え間なくそよ

風が吹く中を波のような白雲がたなびい

ていました。わたしたちは開拓時代に建

てられたその壮大な神殿の美しさに驚嘆

しました。そして神聖な儀式と永遠の聖

約について話し合い，教訓を学び，感動

を覚えました。聖約や約束が単なる言葉

以上の意味を持つようになりました。青少

年の心には，神殿に入るためにふさわし

くなりたいという気持ちが芽生えました。

心が救い主に向き，主の存在を身近に感

じました。「わたしについてきなさい」と

招く主の優しい声が聞こえ，心に感じら

れたように思いました。

神聖な奉仕の召しに喜んでこたえるす

べての人に，次のような約束が与えられて

います。「主なるわたしは，わたしを畏
おそ

れ

る者に憐
あわ

れみ深くかつ恵み深く，また最後

まで義をもって真理にかなってわたしに仕

える者に誉れを与えるのを喜びとする。

彼らの受ける報いは大きく，彼らの栄

光は永遠である。」11

わたしたちすべてがこの神聖な約束を

受ける資格を得られるよう，救い主イエ

ス・キリストの御名
み な

により心から祈ります。

アーメン。
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愛
する兄弟の皆さん，すばらしい

集会に参加してきました。これ

まで話されたことをすべて支

持するとともに，わたしの祝福を皆さんに

残したいと思います。

最初に今日
き ょ う

の午後，七十人定員会会員

として支持をした兄弟たちについて少し

述べさせていただきます。

中央幹部として奉仕するにふさわしい

資質を備えた兄弟たちが文字どおり何百

人もいるとわたしは確信しています。そ

のような人々は至る所にいます。今日支

持された兄弟たちは，特別な責任を果た

すために選ばれました。たいていの場合，

財政面での犠牲が伴いますが，彼らはい

といません。

支持された人の中には，お気づきのよ

うにわたしの63歳になる息子もいます。

わたしが推薦したわけではないことを

はっきりとお伝えしておきます。推薦する

権限を持った人々によってなされたこと

です。わたしは，身内を推薦することにつ

いては慎重に配慮するようにしています。

弁護士の言葉のとおり，息子の推薦に関

しては，話し合いへの参加を辞退しまし

た。しかしながら，彼があらゆる面でふ

さわしく資格のある人物であると確信し

ています。何より，彼には偉大ですばらし

い母親がいました。父親も褒めてあげら

れればよいのですが。

このことについて触れたのは，ただ，

身内を推薦することについてわたしが神

経質になっているからです。どうか，わた

しとの関係のことで，彼をいぶかしく思わ

ないでください。彼にはどうすることもで

きないのです。

では，今晩，話したいテーマに移りま

す。最近，教会員の間でも，特に教会の

青少年の間でも一般的になりつつある事

柄について，教会はどのような立場を

取っているのか，という問い合わせが数

多く寄せられています。その要請にこた

えて話したいと思います。様々な形の

ギャンブルについてです。

かつて合衆国大統領を務め，寡黙
か も く

の人

として知られていたカルビン・クーリッジ

の話を紹介しましょう。ある日曜日，クー

リッジが教会から帰宅すると，妻が尋ね

ました。「牧師様は何について話された

の。」すると，クーリッジは「罪」と答えま

す。妻は，「それで何ておっしゃったの」

と尋ねると，短い答えが返ってきました。

「罪には反対だって。」

わたしもギャンブルに関する質問につ

いては，同じように短く答えたいと考えて

います。わたしたちは，それに反対して

います。

ギャンブルは世界中ほとんどどこでも

行われており，盛んになっています。ポー

カーをする人がいます。競馬やドッグ

レースにかける人がいます。ルーレットや

スロットマシーンで遊ぶ人がいます。バー

や酒場やカジノなどに集まってはカード遊

びに興じている人もいます。さらに，家庭

でも実に広く行われています。数多くの

人がカード遊びをしないではいられなく

なっています。中毒になっています。そし

て多くの場合，それは破滅的な習慣へと

つながっていきます。

しかもギャンブルにかかわるように

なった人の大部分が，そこにつぎ込む費

用を工面できずにいます。そのため多く

の場合，妻子から経済的安定さえ奪って

しまうのです。

ポーカーは大学生の間でも，また高校

生の間にさえ，流行となりつつあります。

ここで，『ニューヨークタイムズ・ニュー

ス・サービス』（New York Times News

Service）の記事を読んでみましょう。

「マイケル・サンドバーグにとって，それ

は数年前に，友人との間でほんのわずか

の小銭をかけることから始まった。

しかし昨年の秋には，彼の言葉によれ

ば数千万円の収入源となり，このまま今の

生活を続けるか法律大学院（ロー・スクー

ル）に進むかの二者択一を迫られることと

なった。

22歳になるサンドバーグは，基本的に

は時間を使い分けている。政治学を専攻

する大学4年生としてプリンストンへ通い，

高額なかけ金のポーカーをするためにア

トランティック・シティーへも通っているの

だ。……

サンドバーグの例は，国内の大学に広

がるギャンブル革命の極端な一例ではあ

るが，サンドバーグ自身はこの現象を爆

発と呼んでいる。つまりテレビで放映さ

れるポーカー大会やオンラインでポー

カーのできるウェブサイトの増殖などで，

流行に一気に火がついたからである。

専門家の話では，大学のキャンパスに

ギャンブルが流行している状況はだれも

ギャンブル
大管長

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー

もしこれまでポーカーやいかなる形であれギャンブルをしたことがないなら，始め

ないでください。しているとしたら，今やめられるうちにやめてください。



が実感しているという。例えば，12月には

コロンビア大学の女子学生クラブが，80人

もの参加者を集めて最初のポーカー大会

を主催した。最低参加料として10ドルを

取ったにもかかわらずである。また，ノー

スカロライナ大学でも，10月には175人の参

加者を集めて第1回大会が開催された。

二つの大学とも応募者はいっぱいで，参

加待ちのリストができるほどであった。ペ

ンシルベニア大学でも，大学の電子メール

のリストをのぞくと，毎晩どこかで個人主

催のゲームの案内が出ている状況であ

る。」（ジョナサン・チェン，“Poker Is Major

College Craze，”Deseret Morning

News，2005年3月14日付，A2）

同じことがこのユタでも起こっています。

ある母親から，次のような手紙を受け

取りました。

「19歳になる息子は，インターネットで

ポーカーをしています。インターネット関

係者は，参加者が未成年であるかどうか

には関心がない〔ようです〕。必要なこと

は，ネット上に口座を持っているかどうか

だけです。息子はほぼ1年間，ひたすら

ポーカーをし続けています。以前は仕事

をしていましたが，それも辞めてしまいま

した。インターネット中毒になってしまい，

今ではお金をかけてポーカーをしている

のです。常時ポーカーの大会に参加して

います。勝つとその賞金で必要なものを

買っています。息子のしていることといえ

ば，いすに座ってインターネットで遊んで

いるだけです。」

合衆国内で様々な形の宝くじやギャン

ブルが合法化されていない州は，今では

ユタ州とハワイ州だけになったと聞いてい

ます。教会員からの手紙によれば，教会

の若人でも，ギャンブルを始めたきっかけ

がポーカーだったということが明らかに

なってきています。働かずに何かを手に

入れるということの味を覚えつつあります。

そうなると，合法的にギャンブルの行われ

ている州外へ旅行するようになります。

ある評論家が次のような手紙をくれま

した。「この悪が，最近，非常に多くの人

の生活に忍び込み始めたことが分かりま

す。テレビではどこでもその種の番組を

やっていますし，ESPN〔訳注――合衆国

のケーブルテレビ放送〕では，『著名人

ポーカー大会』や『全米ポーカー選手権』

などといった番組まで放送しています。」

先ほどの母親の手紙はこう続きます。

「最近，夫は友人から，料金を支払って地

元のポーカー大会に参加しないかという

誘いを受けました。その友人はこう言っ

ています。『こんなのはギャンブルじゃな

いよ。お金をこの箱に入れて，勝った者

が箱ごと持ち帰る，それだけさ。』」

それがギャンブルなのではないでしょ

うか。そうです。まさにギャンブルそのも

のです。ギャンブルというのは，端的に言

えば，金銭を取りながら，それに見合う

正当な対価を，品物やサービスの形で提

供しないプロセスのことです。

現在ではかなり大規模な州の宝くじが

あります。かつてはほとんど例外なく法律

で禁じられていたものです。それが今で

は，税収入を得る手段の一つとして運用

されています。

20年ほど前に，大会で次のような話をし

たことがあります。「最近ニューヨーク州が，

1等3本の合計が4,100万ドル〔約45億円〕と

いう宝くじを発表し，その過熱ぶりは最高

潮に達しました。人々はくじを買うために

並んで列を作りました。一つの当たりくじ

は，21人の工員が共同購入したものでし

た。2等は778人，少額当選も含めた当選

者の合計は11万3,000人でした。いい話の

ように聞こえるかもしれません。

しかし，外れた人は3,599万8,956人もい

ます。いずれも当たることを期待してお

金を払いながら，何も手に入れることが

できなかった人々です。」（「主の大義」『聖

徒の道』1986年1月号，53参照）

アメリカの州の中には，州の収入源とす

るため，カジノに重い税金を課していると

ころもあります。カジノを運営する会社の

方も，利益を上げる必要があります。そう

いう状況でも当たり券を持つ人が出てき

ますが，券を購入しても当たらなかった人

たちには，まったく見返りがないのです。

主がこの教会を設立されたとき，什分
じゅうぶん

の

一の律法を与えてくださったことに心から

感謝しています。かつて，あるよその教会

の役員と話をしたことがあります。その教

会では，わたしの知るかぎり，運営費の大

半をビンゴに頼っていました。わたしはこ

の男性に言いました。「ご自分の教会の運

営費を調達するために，什分の一を導入

しようとお考えになったことはないのです

か。」彼はこう答えました。「ありますよ。

わたしだって，ビンゴではなくて什分の一

が実践できたらいいと思っています。でも，

わたしの生きているうちにそんな変化は

起こりそうにありません。」
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カジノは，インディアン保護特別保留地

ができたころ，土地所有者の収入を確保

する手段として開設されたものです。わ

ずかの人が勝ち，大半が負けます。だれ

かが勝ち経営者が利益を上げるために

は，そういうシステムにならざるを得ない

のです。

最近，教会の若人がこのようなことを言

いました。「映画を見るために5ドル払う

のも，ポーカーをするために5ドル払うの

も，考え方は同じではないでしょうか。」

同じではありません。前者は支払いに

対して何らかの見返りがありますが，後

者では賞金を得る者は一人しかなく，残

りの人には何の見返りもありません。

経験から分かることは，ポーカーをして

いるとやがてギャンブル中毒になるとい

うことです。

この教会では初期のころからギャンブ

ルを戒めてきました。

1842年当時，ジョセフ・スミスは，聖徒

がミズーリ州に居住していたころの状況

を次のように記述しています。「わたした

ちは土地を幾つも購入し，産物に恵まれ，

教会内だけでなく隣人とも平和で幸福な

日々を送っていました。しかし，真夜中に

酒盛りをし，安息日を破り，競馬やギャン

ブルに興じる隣人について行くことはで

きませんでした。……初めのうちはわた

したちをあざ笑う程度でしたが，次第に

迫害するようになり，ついには暴徒を組織

してわたしたちの家を焼き，教会員の多

くの兄弟たちにタールを塗って羽根を付

け，鞭
むち

打つに至ったのです。そればかり

か，暴徒は法律や正義，人間性を無視し，

聖徒をその地から追い出してしまいまし

た。」（ジェームズ・ R・クラーク編，Messages

of the First Presidency of The Church

of Jesus Christ of Latter-day Saints，全

6巻〔1965－75年〕，第1巻，139）

ブリガム・ヤングは，1844年10月に，ノー

ブーに関して次のように言っています。「わ

たしたちはできれば，あらゆる酒屋やギャ

ンブル施設，さらにそのほかあらゆる賭博
と ば く

場やその活動を一掃したいと願っていま

す。また，わたしたちの中に飲酒癖のある

者や邪悪を行う者がいない状況を作り出

したいと思っています。」（Messages of

the First Presidency，第1巻，242）

教会の大管長や副管長たちは，繰り返

しこの悪について語っています。3人の大

管長に副管長として仕えたジョージ・Ｑ・

キャノンは，次のように言っています。「世

界には数多くの悪が存在しており，若い

人 を々その攻撃から守る必要があります。

その悪の一つがギャンブルです。この悪

は様々な形を取ってはいるものの，そのこ

とごとくが好ましくなく，参加が許されるも

のは何もありません。」（Gospel Truth:

Discourses and Writings of President

George Q. Cannon，ジェレルド・L・ニュー

クウィスト選，全2巻〔1974年〕，第2巻，223）

ジョセフ・Ｆ・スミス大管長は次のよう

に述べています。「教会はギャンブルを認

可していません。むしろ道徳的に間違っ

たものとして，強く反対しています。偶然

で勝敗が決定するゲームや宝くじといっ

たものもすべてこのギャンブルと見なして

います。また教会員が関与することを強

く戒めています。」（“Editor’s Table，”

Improvement Era，1908年8月号，807）

ヒーバー・Ｊ・グラント大管長も次のよう

に勧告しています。「教会は昔も今も一貫

して，いかなる形のギャンブルにも反対し

ています。偶然に左右されるゲームや職



業，あるいは，いわゆる関連事業にも反対

しています。それは人から金銭を取り上

げ，それに見合う対価を支払うことなくそ

の金銭を奪ってしまうことになるからです。

また，教会員や概して地域社会が常に維

持してきた高い倫理観をおとしめたり壊し

たりする傾向のあるものについては，すべ

て反対しています。」（Messages of the

First Presidency，第5巻，245）

スペンサー・Ｗ・キンボール大管長も

次のように言っています。「創世の初めか

らかけ事はその種類を問わず禁じられて

います。無償で，努力もせず，正当な代

価も払わずに何かを得ると，人は勝ち負

けに関係なく退廃し傷つきます。」（「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，376参照）

今晩，わたしたちとともに出席しているダリ

ン・Ｈ・オークス長老は，1987年に，この話題

に関して当時のリックス・カレッジで実に見事

な説教を行っています。その演題は「ギャン

ブル――道徳的に間違っていて，政治的に

愚かなもの」（“Gambling―Morally Wrong

and Politically Unwise”）というものでした

（Ensign，1987年6月号，69－75参照）。

教会の立場を述べたこの説教にわたし

も付け加えたいと思います。偶然で勝敗

が決定するゲームは，害もない遊びのよ

うに見えるかもしれません。しかし遊ん

でいる人の表情を実際に眺めると，必死

になっている様子がうかがえます。そし

てどんな場合でも，あまりにも数多くの人

が，一見罪もないようなこうしたことを

行って中毒状態に陥っているのです。教

会は昔も今もこの遊びに反対しています。

もしこれまでポーカーやいかなる形であ

れギャンブルをしたことがないなら，始め

ないでください。しているとしたら，今や

められるうちにやめてください。

時間を過ごすためなら，もっと良い方

法があります。関心やエネルギーを注ぐ

良い方法がほかにあるのです。すばらし

い読み物も周囲には数多くあります。ま

だまだ十分に活用していません。音楽を

学んだり楽しんだりすることもできます。

ダンスやハイキングやサイクリングといっ

たことを一緒に行って楽しく過ごすだけ

でもいいのです。少年少女はそのように

健全な方法で一緒に楽しい時間を過ごす

ことができるでしょう。

わたしは今，ある新しい本を読んでい

ますが，それは最近オックスフォード大学

出版局が出した本で，わたしたちにとって

なかなか興味深いことが載っています。そ

の中に，チャペルヒルにあるノースカロライ

ナ大学の研究スタッフによる成果が紹介さ

れています。これはアメリカの10代の人々

の宗教的かつ霊的な生活に関するもので

す。様々な宗派や伝統を持つ10代の若人

に研究者がアンケート調査をしました（クリ

スチャン・スミス，メリンダ・ランドクウィス

ト・デントン共著，Soul Searching: The

Religious and Spiritual Lives of

American Teenagers〔2005年〕参照）。

研究の結果，末日聖徒の青少年は，同

年代の若人に比べて，自分の信仰につい

てよく知っており，宗教への献身度が高く，

社会的な行動に関しても教会の教えに

従っていることが分かりました（イレイン・

ジャービック，“LDS Teens Rank Tops in

Living Their Faith，”Deseret News，

2005年3月15日付，A3）。

ある研究者は次のように述べています。

「末日聖徒の教会では，10代の若者に多く

を期待している。そして，……多くの場

合，若者はそれにこたえているのである。」

調査の結果，わたしたちの若人の傾向

として，両親と同じ信仰を持ち，1週間に

1度は同じ信仰を持つ人々と一緒に宗教

行事に参加し，断食など，何らかの自制

的な事柄に取り組み，自分の信仰に疑い

を抱いていないということが分かったの

です。

この研究に関して複数の解説者が，教

会の青少年が朝早く起きてセミナリーに

出席していることに言及しています。あ

るセミナリーの生徒の声です。「朝早く起

きるのはほんとうに大変です。でもそうす

ることで祝福を受けています。一日を始

めるためには，すばらしい方法です。」

研究者たちは，教会の青少年が一人残

らず完全だというのではなく，弱さも散見

するが，おおむね著しく秀でていると指

摘しています。こうした高校生にはポー

カーで遊ぶ時間などないとわたしは付け

加えておきます。

今晩わたしの話を聞いている若い友人

の皆さん，皆さんの存在はわたしたちに

とって実に大きな意味があります。かけ

がえのない存在なのです。この教会の会

員として，また神権を持つ者として，皆さ

んには偉大な責任があります。どうか価

値のないものを追い求めて時間や才能を

浪費しないでください。もしそのようなこ

とをするなら，価値あることを行う能力が

低下することになります。また，学校で勉

強する感覚も鈍ると，わたしは考えてい

ます。さらに両親をがっかりさせ，何年か

たって振り返って見たとき，自分自身に失

望することになるでしょう。

若い皆さんが持っている神権には，天

使の働きを行う特権が与えられています。

はっきりとお伝えしておきますが，天使の

働きを行えるということは，偶然に支配さ

れるゲームにふけっているのとは，比較

できない特権です。

「選べ，正義を選べよ。」（「選べ，正義を」

『賛美歌』152番）

天の祝福が皆さんに注がれるよう，へ

りくだって祈ります。この業が真実である

というわたしの証
あかし

と，この業に携わってい

るすべての人に対するわたしの愛を残し

ます。イエス・キリストの聖なる御名
み な

に

よって，アーメン。
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愛
する兄弟姉妹，そして世界中の

友人の皆さん，皆さんにお話し

できることは，喜びでもあり，ま

た大変な責任でもあります。皆さん一人

一人に愛と尊敬と感謝をお伝えします。

わたしたちは求めもせず必要ともして

いない情報の洪水の中にいます。一生か

かっても吸収できないほどの情報が，ほ

んの1日のうちに生み出されています。ほ

んとうにすばらしい人生を送るためには

憩いの場と心の平安が必要です。1 では

どうしたらよいのでしょうか。答えはただ

一つです。忍び寄る悪に打ち勝たなけれ

ばなりません。主の次の勧告に従う必要

があります。「わたしの思いは，わたしの

名を呼び，わたしの永遠の福音に従って

わたしを礼拝する者が皆集まり，聖なる

場所に立〔つことである。〕」2

聖
きよ

くない場所に立たざるを得ないこと

があまりにも多すぎます。わたしたちは，

主の御霊
み た ま

を遠ざける低俗で，俗悪で，破

壊的なものに，取り囲まれています。で

すから，世界中の聖徒の皆さんに助言し

ます。地理的に可能なら，聖なる場所に

立つ機会を増やす努力をしてください。

最も神聖な場所は，聖なる神殿です。神

殿は神聖な安らぎに満ちています。家族

を神殿に連れて行き，永遠の結び固めを

するにふさわしくなるよう努力してくださ

い。亡くなった先祖の記録を探求し，神

殿で結び固められるようにしてください。

聖い者となる努力をしなければなりませ

ん。すなわち「言葉にも，行状にも，愛に

も，信仰にも，純潔にも，信者の模範にな」3

るのです。そうするならば，わたしたちは

神との個人的な関係を維持し，強めるこ

とができます。

聖さは霊に力を与えてくれます。聖くな

るには信仰を持ち，神の律法と儀式に従

う必要があります。そうすれば，神はわた

したちの信仰により，心を清めてください

ます。俗悪で低俗なものが心からぬぐい

去られるのです。神の御心
みこころ

に従い聖くな

ると，主の目から見て何が正しく，何が間

違っているのかが直感的に分かるように

なります。聖くなった人は，静けさの中で，

善を促し，悪を悟らせる声を聞くことが

できるのです。

聖さは義の基準でもあります。1862年

2月16日，ソルトレークのタバナクルで説教

したブリガム・ヤング大管長は「聖さを主

にささげる」という言葉を使いました。ヤ

ング大管長はその言葉の意味をこう説明

しています。「この30年の経験から，あら

ゆる瞬間に，聖さを主にささげなければ

ならないということを学びました。聖さを

主にささげるには，すべてを，公平に，正

しく，憐
あわ

れみ深く，正直に行う必要があり

ます。全能者の御霊を常に受けるには，

これ以外に方法はありません。」4

昨年，孫夫婦が両親とともに，新しく建

設されたニューヨーク州マンハッタン神殿

に行きました。人であふれる大都会の喧
けん

騒
そう

は，耳に痛いほどでした。タクシーが

神殿の前に止まると，孫の妻のキャサリン

は涙ぐみました。神殿の外にいるだけで，

その神聖さを感じたのです。二人は神殿

に入り，騒 し々い世界を離れて，主の宮で

礼拝をささげました。それは忘れること

のできない神聖な経験となりました。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう教

えています。「時にはこの世の喧騒を離れ

て，神の神聖な宮の中に足を踏み入れ，

神聖さと平安の中に主の御霊を感じる必

要があります。」5 カートランド神殿を奉献

した際のジョセフ・スミスの祈りは，まさ

にこたえられています。「主の宮の敷居を

越えて入って来るすべての者が，あなた

の力を感じ，……これがあなたの宮，あ

なたの聖さのある所であることを認める

促しを感じますように。」6

祝福師ジョセフ･スミス・シニアの神殿

に対する思いが，その葬儀の席で語られ

ました。「主の宮の中にいること，そこで

祈り求めること，それがジョセフ・スミス・

シニアの毎日の喜びでした。彼はそこで

たくさんの祝福を享受し，天の御父との

甘美な交わりに時を忘れました。彼は，

太陽が東の空を染めるずっと前に，ただ

独りで，神殿の神聖な廊下を歩きました。

草木もまだ眠りに就いている時間に宮の

壁の内側で心の願いをささげたのです。

そのような聖なる環境で，天からの示現

が心に開かれ，彼の魂は永遠の喜びを味

わったのです。」7

「主の宮居，聖きを主に捧
ささ

ぐ」という言

葉がすべての神殿に掲げられていること

を大変うれしく思います。聖なる場所を

表すこの言葉は，旧約聖書にも記されて

います。ゼカリヤはこう記しています。そ

の日には，「馬の鈴の上に『聖きを主に捧

ぐ』と，記され……エルサレムおよびユダ

聖なる場所に立つ
第二副管長

ジェームズ・E・ファウスト

世界中の聖徒の皆さんに助言します。地理的に可能なら，聖なる場所に立つ機会

を増やす努力をしてください。

●日曜午前の部会
2005年4月3日
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ベルギー・アントワープの集会所の外で語り合う会員たち。

左――日曜午後の部会の放送が始まる前に衛星放送の受信状況を確認する

スペイン・マドリード東ステークの会員。

上――フィリピン・マカティで大会の放送に出席した夫婦。



のすべての鍋は，万軍の主に対して聖な

る物となる。」8 ソルトレーク神殿のドアノ

ブは見事です。精巧な細工が施され，一

つ一つに「聖きを主に捧ぐ」という言葉が

刻まれています。

65年以上前，ユタ州南部に住んでいた

とき，その小さな町の幾つかの建物に「聖

きを主に捧ぐ」という言葉が掲げられてい

ました。それを見てとてもうれしかったの

を覚えています。このすばらしい言葉は，

たいてい協同組合の建物や監督の倉な

ど，町で特に重要な建物を美しく飾って

いました。わたしは大型商業施設として

は草分け的存在であるZCMIの株券を持

っています。これらの株券にはジョン･テ

ーラー，ブリガム・ヤング，ウィルフォード･

ウッドラフ，ジョセフ・F・スミス，ロレン

ゾ･スノー，ヒーバー・J・グラント，ジョー

ジ・アルバート･スミス，デビッド・O・マッ

ケイが署名しています。すべての株券に

は「聖きを主に捧ぐ」という文字が印刷さ

れています。聖さの大切さを表すこの言

葉は今，どこへ行ったのでしょうか。信仰

や献身を表すたくさんの言葉とともに消え

てしまったのでしょうか。

日々の生活で大いなる祝福を得るに

は，神殿に度々参入し，人知を超えた神

との霊的な関係について学ばなければな

りません。聖なる場所に立てるよう，さら

に努力する必要があります。神殿の儀式

で聖約を交わし，その聖約を守るならば，

聖さを安全に保つことができます。神殿

の神聖な業に対する気持ちを高めるため

に，神殿で学ぶ奥深い霊的な事柄を深く

考えるようにお勧めします。パウロが言

うように，「文字
も ん じ

は人を殺し，霊は人を生

かす」9 のです。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう述

べています。「もしメルキゼデク神権に聖

任されたすべての教会員が神殿推薦状を

持つにふさわしい生活をし，主の宮に入

り，神と証人の前で，厳かに聖約を新た

にするならば，わたしたちはより善い民と

なるでしょう。不貞はまったくと言ってい

いほどこの民から姿を消すでしょう。離

婚も，ほとんど見られなくなるでしょう。

心の痛みや苦悩を遠ざけることができる

でしょう。家庭は，平安と愛と幸福に満

たされるでしょう。妻や子供たちの目から

涙が消えるでしょう。今よりもずっと感謝

と尊敬の念を持つようになるでしょう。主

に喜ばれ，さらに豊かに祝福されるように

なることは間違いないのです。」10

末日聖徒は聖なる御霊の促しを受けて

いるので，家族の歴史を探求し，神殿に

参入しなければなりません。しかし，なに

よりも，個人の聖さと家族の聖さを守るた

めに，神殿に参入しなければならないの

です。

神殿のほかに，この地上にもう一つ神

聖な場所があります。言うまでもなく，そ

れは家庭です。わたしは家庭で聖さを学

んだおかげで，神殿の聖さに備えること

ができました。宣教師として初めてブラ

ジルにたつ前に， 神殿で着られるように

と，母が愛情を込めて神殿衣を作ってく

れました。今では古び，擦り切れてしま

いましたが，その神殿衣は，聖なるものに

対する母の愛を象徴する，特に神聖なも

のです。

愛する妻，ルースのおかげで，これまで

ずっと，我が家は，聖さを主にささげる精

神を敬う場所でした。いつもよくできたわ

けではありません。失敗もありました。し

かし努力しました。若いころ，仕事や，教

会の召し，市民としての義務を果たすこ

となどで忙しくしていると，妻のルースが
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優しい言葉で，わたしには父親として家

庭の中で果たすべき責任があることを思

い出させてくれました。

例えば，家庭の夕べの時間になったら

知らせてくれ，その日のレッスンのテーマ

は何がよいかを優しく提案してくれたもの

です。また，家族の誕生日や子供たちの

活動など，大切な日を忘れないように助け

てくれました。妻は今でも，このような重

要で価値ある助けをいつもしてくれます。

ほんとうに家庭を聖なる場所にしたけれ

ば，主の御霊を招くために，さらに熱心に

努力する必要があります。

礼拝堂も聖なる場所として主に奉献さ

れています。わたしたちは主の聖なる日

に祈りの家に行き，聖餐
せいさん

を取るようにと言

われています。11 聖餐を頂くことは，厳粛

で神聖な特権です。礼拝堂は，福音の原

則について学ぶ場所です。また，子供の

祝福や会員の確認，聖霊の賜物を授ける

ための儀式が行われます。そして，福音

が真実であることについて証
あかし

を述べる場

所でもあります。テキサスで改宗したあ

る女性は，礼拝堂に足を踏み入れたとき

に，それまでに経験したことのない聖い

気持ちを感じたと語っています。

聖い民となるための努力がもっと必要

です。今は時満ちる時代です。ジョセフ・

スミスを通して非常に多くのものが回復

されました。そのため，わたしたちは主

と特別な関係にあります。すべての鍵
かぎ

を

持つヒンクレー大管長から委任され，権

能を授かり，指示を受けて，大切な責任

を担い，守り，果たしているのです。その

ようなわたしたちは，主の子供として，す

べてにおいて，さらに高い義のレベルを

目指して，日々努力すべきです。サタンの

あらゆる影響力から常に身を守らなけれ

ばなりません。

ブリガム・ヤング大管長は教えました。

「人生のあらゆる瞬間で，聖さを主にささ

げなければならない〔の〕です。……全能

者の御霊を常に受けるには，これ以外に

方法はありません。」主が一人一人を祝福

してくださり，皆が聖なる場所に立ち，聖

さを主にささげるという特別な責任を果

たすことができますように。聖なる場所に

立つならば，自分と家族に必要な，霊的

な守りが得られるのです。聖なる場所に

立てば，この時代に主の言葉を携えて行

くための助けが得られます。聖なる場所

に立つならば，現代の邪悪な影響に打ち

勝ち，救い主に近づくための助けが得ら

れます。そのようにするならば，主から永

遠にわたって祝福を受け，「信仰にも働き

にも」12 力ある者となれることを証します。

イエス・キリストの御名
み な

によって，アーメン。
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兄
弟姉妹，数週間前，バラード姉

妹とわたしはプロボ宣教師訓

練センターで話をする機会が

ありました。宣教師たちの意欲に満ちた，

輝く笑顔を見て，わたしたちは主の御霊
み た ま

を感じ，感動しました。このすばらしい宣

教師たちは，回復されたイエス・キリスト

の福音のメッセージを世界に届ける準備

をよくしていました。主に仕えるために，

霊的備えをさらに徹底しなさいという預

言者の勧めにこたえてくれた両親，監督，

ステーク会長，そして特に，若い人たちに

感謝しています。

宣教師資格の「基準を上げ」たとき，ゴ

ードン・B・ヒンクレー大管長はこう述べま

した。「伝道は過酷です。体力と活力が必

要です。鋭敏な心と理解力が求められま

す。信仰，望み，一身をささげて働く姿勢

が必要です。清い手と純粋な心が求めら

れます。」

続けてこう言いました。「主イエス・キリ

ストの大使として……召される人々につ

いて，その標準を高めなければならない

時が来ました。……ふさわしさを備えて

いない人には，胸躍る福音のおとずれを

伝えるために世界に出て行くのを，とても

許すことはできないのです。」（「伝道活動」

『第1回世界指導者訓練集会』2003年1月

11日，17）

今日
こんにち

，より高い資格を備えた宣教師が

求められています。「自制心を養い，世の

中の低い標準よりもはるかに高い標準に

従って生活し，罪を避け，あらゆる活動

において高い標準を保つ」という預言者

の勧告を受け入れ，伝道に備えてきた若

い男性が必要なのです（「伝道活動」17）。

339の伝道部において，主の業は拡大

しています。ですから，すべての若い男

性が12歳で執事に，14歳で教師に，16歳

で祭司に，それぞれふさわしく聖任され，

18歳から19歳でメルキゼデク神権をふさ

わしく授かるように，わたしたちはさらに

努力していく必要があります。そのため

には，若い男性の心を主への愛で満たし，

また主の贖
あがな

いへの理解と感謝，驚くべき

回復についての明察で満たしていかなく

てはなりません。

青少年が福音の回復の意義を理解し，

また神が天の御父であり，御自分の子供

たちをすべて愛しておられることを確信

し，イエスが救い主であり，御父と御子が

この最後の神権時代を始めるためにジョ

セフ・スミスを訪れられたことを確信する

と，このメッセージを世界に知らせるため

に貢献したいと願うようになります。回復

のメッセージの真実性を証
あかし

する具体的な

証拠としてモルモン書を理解している青

少年は，この真理を天の御父の子供たち

に教えるために役割を果たしたいという

望みで満たされるようになります。

宣教師訓練センターの宣教師たちと話

したときに，伝道への備えとして何をして

おけばよかったと思うか聞いてみました。

とりわけ，以下の事柄が挙がりました。
● 聖文の勉強に集中して，もっと教義を

学んでおく。
● 勉強の仕方と心から祈る方法を学ん

でおく。
● 自制心と勤勉さを身に付けておく。
● 宣教師の義務をよく理解しておく。
● 教える経験をより多くしておく。
● 監督や両親から綿密な面接を受けて

おく。

兄弟姉妹の皆さん，力を合わせて，イ

エス・キリストの福音をはっきりと力強く，

教会のすべての青少年に教えてください。

両親と協力し，すべての青少年を伝道と

生涯にわたる奉仕に備えてください。教

会に積極的であるかどうかにかかわら

ず，教会の貴い青少年一人一人を捜し求

め，内に秘められているキリストの光を

輝かせてください。ボイド・K・パッカー

長老はこう述べています。「キリストの光

は太陽の光と同じように普遍的なもので

す。人がいる所ならどこでも，キリストの

御霊があります。あらゆる人が持ってい

ます。……人類を祝福し恩恵をもたらす

すべてのものに霊感を与えています。善

そのものをはぐくんでいます。」（「キリスト

の光」『リアホナ』2005年4月号，13）

つまり，すべての人にキリストの光が宿

っているのです。両親，教師，指導者の

責任は，青少年の心の中心に証の炎が燃

え上がるまで，彼らの光を輝かせ続ける

こと，さらには，一人一人の青少年にその

炎を携えて行かせ，人々の内にあるキリ

ストの光が明るく輝くように助けさせるこ

とです。

もちろんサタンはそのことを知ってい

て，青少年を支配して，教会の教えを無

視させようと躍起になっています。ですか

ら，両親，指導者，教師はともに相談し，

もう一人
十二使徒定員会

M・ラッセル・バラード

さらに多くの天の御父の子供たちに手を差し伸べるために，熱心に働く，強い

証
あかし

を持った宣教師がよりいっそう必要です。
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若い男性と若い女性のことを一人残らず

知らなくてはなりません。教会員として熱

心であるかどうかを問わず，知る必要が

あります。

宣教師に求められる基準が厳しくなっ

たのは事実です。これは両親や指導者に

求められる基準も厳しくなったということ

です。すべての若い男性が伝道に出られ

るように，わたしたちも信仰を増し，さら

に努めていく必要があります。

ヒンクレー大管長はまた次のような懸念

について述べました。「わたしたちはもっ

と多くの宣教師を必要としています。宣教

師の資格に関する基準を高めるというメ

ッセージは，送る宣教師の数を少なくする

ようにという合図ではなく，若い男性が宣

教師の務めにさらによく備え，また彼らを

そのような務めにふさわしい状態に保て

るよう，早くから若い男性に働きかけるよ

うにという両親と指導者への呼びかけな

のです。ふさわしく，肉体的および情緒的

に能力のあるすべての若い男性は，この

最も大切な業のために奉仕する備えをす

るべきです。」（「教会の監督たちへ」『世界

指導者訓練集会』2004年6月19日，27）

同様に若い女性について大管長はこう

述べています。「宣教師として働く独身の

姉妹に関する以前の勧告について，多少

の誤解が生じています。わたしたちは幾

らかの若い女性を必要としています。彼

女たちは目覚ましい働きをします。長老

たちには入って行けない家庭に入って行

くことができます。しかし若い姉妹たちに

は伝道に出る義務はないことを心に留め

ておかなければなりません。彼女たちは

自分たちには若い男性と同等の義務があ

ると感じるべきではありませんが，行きた

いと願う人もいるでしょう。」（「教会の監

督たちへ」27）

兄弟姉妹の皆さん，なすべき仕事が山

のようにあります。主の御霊が世界の多

くの国々を覆っています。かつて閉ざさ

れていた扉が開かれつつあります。今や

わたしたちの手の届く所にいる，さらに多

くの天の御父の子供たちに手を差し伸べ

るために，熱心に働く，強い証を持った

宣教師がよりいっそう必要です。すべて

の人はわたしたちの兄弟姉妹であり，わ

たしたちには彼らに回復のメッセージを

教える責任があります。

忠実に専任宣教師として奉仕する人の

生活には，すばらしいことが起こります。

伝道活動は簡単ではありませんが，無限

の価値があります。伝道を終えて立派に



帰還した人は，伝道中に身に付けた生き

方と奉仕の精神によって，自分自身と子

孫の人生を祝福することでしょう。宣教

師は，教会の各組織の力強い指導者や教

師となるための備えをして帰還します。

子供に福音を教えることのできる，義に

かなった父母になる備えをして帰還しま

す。専任宣教師の活動は，宣教師自身に

とっても，また宣教師に出会い，教えを

受ける人々にとっても同様に祝福となり

ます。

さて，監督や支部長の皆さんに特別な

お願いがあります。皆さんは，基準に達

していて，今年伝道の召しを受ける準備

をしている人たちをすでに知っているこ

とでしょう。すべてのユニットの指導者に

お願いします。両親と相談し，すでに決

意を固めている人以外に，伝道に出られ

る若い男性を少なくとももう一人見いだ

すために祈ってください。教会の2万

6,000以上のワードや支部から，すでに伝

道に送り出そうとしている人たち全員と，

それに加えてあともう一人を伝道地に送

り出すなら，専任宣教師の数は増大し，

福音をあらゆる国民，部族，国語の民，

民族に告げ知らせるという神の命令に，

その分だけ近づくことでしょう。もちろん

この宣教師たちは，ふさわしく，忠実で，

健康で，献身的でなくてはなりません。

恐らくもう一人の人は，まだ準備ができ

ていないかもしれません。ですから両親

とステークとワードの評議会の皆さんに，

今年召しへの備えができる人が分かるよ

うに，聖なる御霊の識別の力に頼ってほ

しいのです。

彼らに手を差し伸べるに当たり，わた

しの友人の経験を覚えておいてくださ

い。この友人は，馬が大好きなすばらし

い女性と結婚するまで，馬を所有したこ

とがありませんでした。新婚の妻をあっ

と言わせようと思った友人は，ある晩，こ

れから子馬の調教をしに牧場に行くと宣

言しました。友人は子馬より体重があり，

子馬より分別もありました。友人は，手綱

を引きさえすれば，子馬は言うことを聞く

ようになるだろうと思っていました。あっ

と言う間の，簡単な仕事だろうと思って

いました。

友人は手綱を取り付け，子馬の前に立

って，手綱を引きました。子馬は抵抗しま

した。彼はさらに強く引き，子馬はさらに

強く足を踏ん張りました。とうとう力任せ

に引いて，子馬を倒してしまいました。何

度やっても同じことの繰り返しです。友人

はこの訓練をこう評価しました。たった

の4，5分で，見事に，子馬に転ぶことを教

えたと。馬の前に立ち，綱を持つだけで，

子馬は転ぶようになったのです。

その様子を見ていた妻は，見るに見か

ねてこう提案しました。「子馬の前に立っ

て引くのではなく，綱を子馬に巻きつけ

て，並んで歩いてはどうかしら。」友人に

とっては残念なことでしたが，妻の提案

が功を奏しました。

だれでも命令されたり，無理強いされ

たりすると抵抗したくなるようです。しか

し，もし若い男性の肩に腕を回し，並んで

歩くなら，若い男性は奉仕したいという望

みを持つようになるでしょう。伝道に出ら

れるもう一人の人の証を強めるときに，

そのことを思い出してください。

家族，ステーク，ワード，あるいは支部

で，豊かな伝道の伝統を築くために，よく

考慮すべき事柄を3つ提案します。

第1に，すべての青少年に自分が何者

かを理解させてください。初等協会に入

るとすぐに，子供たちは「神の子です」を

歌います（『賛美歌』189番）。神の子であ

るということの真の意味を理解させてくだ

さい。完全な福音を簡単に手にすること

のできる今の時代に生きているというこ

とは，子供たちが前世で勇敢な決断をし

たからであるということを，思い起こさせ

てください。教会の若人は義と真理に固

く立つ必要があります。進んで奉仕する

ことによって天の御父と主イエス・キリス

トに愛を示すならどのような祝福が得ら

れるかを，若人ははっきり知る必要があ

ります。

第2に，教義を教えてください。青少年

のプログラム全体を見ると，活動や社交

は適切な位置づけがされていますが，改

心や決意を促すのは教義です。青少年は，

イエス・キリストの福音が理解できるよう

に，両親や教会の指導者や教師が助けて

くれることを期待する権利があります。聖

霊が青少年の心に真理を確信させ，その

心の中にあるキリストの光に火をつけて

くださいます。そうすれば，十分に備えら

れた宣教師をもう一人送ることができま

す。昨日リチャード・G・スコット長老は，

福音を教えるために宣教師が現在使って

いる『わたしの福音を宣
の

べ伝えなさい』と

いう新しいガイドは，皆さんにも役立つ資

料であると話しました。

最後に，一部の若い男性や若い女性に

とっては，過酷でチャレンジに満ちた伝

道に出ることは賢明ではないことを付け

加えておきます。神権指導者から，専任

宣教師として伝道に出なくてもよいと言わ

れた場合には，家族とともにその決定を

受け入れて，生活を続けてください。神

殿で救いの儀式に参加する備えをしたり，

別の方法で奉仕する機会を探したりして

ください。そしてすべての会員にお願い

します。様々な教会の召しを果たすすべ

ての忠実な青少年を支え，励まし，大き

な愛と理解を示してください。

兄弟姉妹の皆さん，イエス・キリストの

神聖な使命について証します。より多く

の青少年と夫婦が伝道に出るよう霊感を

与え，励ますときに，皆が主から祝福を受

けるように祈ります。イエス・キリストに

御名
み な

により，アーメン。
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19
50年代初頭，合衆国は朝鮮半

島で交戦中でした。当時，政府

が採用していた徴兵制のため

に，若い男性は伝道に出ることが許され

ておらず，それどころか軍隊に入るよう義

務づけられていました。そのことを知って

いたわたしは大学在学中に陸軍予備軍将

校訓練部隊に入隊しました。わたしの夢

はいちばん上の兄のように将校になるこ

とでした。ところが，クリスマス休暇中に

帰郷したときのこと，ホームワードの監督，

バーン・フリーマン兄弟から監督室に呼

ばれました。フリーマン監督はわたしに，

ゴードン・B・ヒンクレーという名の若い教

会の指導者が合衆国政府と交渉した結

果，合衆国内にある教会の各ワードから

若い男性一人を宣教師として召してもよ

いという合意に達した，と告げました。そ

の場合，宣教師として召された男性は，

その任期中，自動的に徴兵猶予の適用を

受けるということでした。

フリーマン監督は，その知らせについ

て祈っていたときに，自分のワードを代表

して働く専任宣教師として，このわたしを

推薦すべきであると感じたというのです。

わたしは彼に，自分にはすでに別の計画

があること，陸軍予備軍将校訓練部隊に

入隊しており，将校になる望みがあると

いうことを説明しました。監督は穏やか

な口調で，次のように再度強調して言い

ました。「この特別な時期に伝道に出るよ

うあなたを推薦すべきだと強く感じまし

た。」そしてこう言ったのです。「家に帰っ

て，両親に話し，今晩，自分の答えを持っ

て戻って来てください。」

わたしは帰宅し，両親にその日の出来

事を話しました。二人は，監督は霊感を

受けている，喜んで主の奉仕への招きに

こたえるべきだと言いました。陸軍将校に

なるという夢が遠のくことに，わたしがどれ

ほど落胆しているか母には分かりました。

母は次のような聖文を引用しました。

「心をつくして主に信頼せよ，自分の知

識にたよってはならない。

すべての道で主を認めよ，そうすれば，

主はあなたの道をまっすぐにされる。」1

その夜，わたしは監督室に戻り，監督

の勧めに応じました。監督はわたしに陸

軍徴兵事務所に行き，自分の決定につい

て報告するようにと言いました。

わたしは監督に言われたとおりにしま

した。驚いたことに，陸軍徴兵事務所の

所長であった女性にこう言われました。

「伝道の召しに応じた場合，陸軍予備軍

将校訓練部隊に再入隊する前に召集令状

を受けます。そして将校としてではなく，

下士官兵（訳注――将校より下の位）とし

て働くことになります。」

予想外の展開となりましたが，伝道自

体はすばらしい経験でした。ほかの宣教

師と同様，わたしの人生も伝道を通じて

変わりました。ただ，合衆国陸軍に徴兵

されるという政府の召集令状は，先の言

葉どおり，伝道の召しから解任される約

１か月前に送られて来ました。

基礎訓練キャンプと憲兵学校を終えた

わたしは，陸軍基地に配属され憲兵とし

て働くことになりました。ある夜のこと，

わたしは捕虜の一団を一晩掛かりで一つ

のキャンプ地から別のキャンプ地へと護

送する任務を与えられました。

その夜，一団は移動半ばで休憩を取り

ました。指揮官はわたしたちにレストラン

に入って，残りの時間ずっと目を覚まして

いられるようコーヒーを飲むように指示し

ました。指揮官はすぐにコーヒーを辞退

するわたしの姿に気づきました。彼はこ

う言いました。「君，移動の残りの時間，

眠くならずに済むように少しコーヒーを飲

んでおきなさい。自分が担当している捕

虜の中から一人でも脱走したり，問題を

起こしたりする者が出たら困るからね。」

わたしはこう答えました。

「指揮官殿，わたしは謹んで辞退いたし

ます。わたしはモルモンで，コーヒーを飲

まないのです。」

指揮官はわたしの返答を受け入れず，

もう一度コーヒーを飲むように勧めてきま

した。

わたしも，もう一度，丁重に断りました。

わたしはバスの後部座席に座り，武器を

手に持ち，ずっと目を覚ましていられるよ

うに，また武器を使う必要がないように心

の中で祈りました。移動は何事もなく終

わりました。

数日たって，同じ指揮官から個人的な

面接をしたいのでオフィスに来るように言

われました。彼は「この前の夜を徹して

の移動の間，君が目を覚ましていられな

いのではないかと思って心配だったが，

自分の信念を貫く姿勢に好感を持った」

と言いました。それから驚いたことに，彼

信仰が答えです
七十人会長会

デビッド・E・ソレンセン

鍵
かぎ

となるのは，たとえ物事がうまく運ばなくても，いや，物事がうまく運ばない

ときにこそ，信仰と従順が答えであるということを忘れないことです。



は「自分の補佐が転勤することになった

ので，君を次の補佐に推薦することにし

た」と言いました。

それからの2年間のほとんど，わたしは

幾度となく指導的かつ管理的な任務を果

たす機会にあずかりました。結果的に，

わたしは軍務に就いていた間，以前には

想像できなかったほどの有意義な経験を

することができました。

この短い話から，またこれまでの人生

で得たこのような数々の経験から，わたし

たちの煩い，心配，苦しみに対する答え

は信仰と従順であるということを知りまし

た。主イエス・キリストに対する信仰こそ

わたしたちの人生を変え，わたしたちを

救いへと導く真の力なのです。

どうすればこの信仰をはぐくむことが

できるのでしょうか。それは行動すること

によってです。わたしたちはニーファイが

勧告しているように「行って，主が命じら

れたことを行」2わなければなりません。

また母が愛をもって教えてくれたように，

「心をつくして主に信頼」しなければなり

ません。感謝すべきことですが，たいて

いの場合，信仰を行使して，主の御心
みこころ

を

行う人は，その従順に対して豊かな祝福

を受けることができます。

しかし，時として，最善を尽くして主に

仕えていても，苦しみを経験することがあ

ります。きわめてチャレンジに満ちた状況

に直面している人が知り合いの中にいる

かもしれません。例えば，病気の子供が

いる両親について考えてください。その

子供のためにだれもが全身全霊で祈り，

断食します。しかし，最終的には亡くなっ

てしまうことがあります。あるいは犠牲を

払って伝道に出る宣教師について考えて

ください。そのような宣教師であっても恐

ろしい病気にかかることがあります。そし

て重度の障害者となったり，長期にわた

る苦痛を経験したりすることがあるので

す。あるいは，能力の限りを尽くして信仰

深く従順に生活しているのに望んでいる

子供にまったく恵まれない女性について

考えてください。家族のために良い家庭

をつくろう，子供を正しく育てようと全力

を尽くしているのに，夫に見捨てられる

妻もいます。聖文には，例えば，燃える炉

の中に投げ込まれたシャデラク，メシャク，

アベデネゴのように，偉大な信仰を示し

た後に救われた人々の例が数多く記録さ

れています。しかし同時に，深い信仰を

持っていたにもかかわらず危機の中にあ

って神の助けを受けなかった人々の例も

数多く記録されているのです。アビダナイ

は火あぶりの刑で殺されました。バプテ

スマのヨハネは断首の刑を受けました。

アルマとアミュレクの言葉を信じた人々は

火の中に投げ込まれました。努力してい

ても，必ずしもすべてがうまくいくとは限り

ません。鍵となるのは，たとえ物事がうま

く運ばなくても，いや，物事がうまく運ば

ないときにこそ，信仰と従順が答えである

ということを忘れないことです。

わたしたちが逆境に立ち向かうときに

主の助けがあると主御自身が約束された

ことを忘れないでください。主は苦しむ

者に特別な思いやりを持っておられます。

「悲しんでいる人たちは，さいわいである。

彼らは慰められるであろう」と言われたの

は，主御自身です。3

贖
あがな

いの業の中で，救い主はすべての苦

しみを受けられました。主は肉体的，情

緒的苦痛がどのようなものかを御存じで

す。主は喪失と裏切りの悲しみを御存じ

です。しかしそれでも主は，最終的には，

愛，忍耐，謙遜
けんそん

，そして従順が真の平和と

幸福につながる道であることを示されま

した。主はこう言われました。「わたしは

平安をあなたがたに残して行く。わたし

の平安をあなたがたに与える。」しかし，

わたしたちが単なるこの世的な慰めを超

えたものを追い求めるように，イエスは次

のような言葉を付け加えられました。「わ

たしが与えるのは，世が与えるようなもの

とは異なる。」4 世の人々は平安とは葛藤
かっとう

や苦痛のない状態だと考える傾向があり

ますが，主はたとえ苦しくとも慰めを与え

てくださいます。主もその生涯で葛藤や

苦痛を免れることはありませんでした。し

かし，恐れはなく，豊かな意義深い人生

を送られました。使徒ペテロは次のよう

に記しています。「善を行って苦しみを受

け，しかもそれを耐え忍んでいるとすれ

ば，これこそ神によみせられることである。

あなたがたは，実に，そうするようにと

召されたのである。キリストも，あなたが

たのために苦しみを受け，御足
み あ し

の跡を踏

み従うようにと，模範を残されたのである。

……

ののしられても，ののしりかえさず，苦

しめられても，おびやかすことをせず，正

しいさばきをするかたに，いっさいをゆ

だねておられた。」5

イエス・キリストを自分の救い主として

受け入れたわたしたちは，キリストの功

徳にひたすら頼らなければなりません。

主はわたしたちが最善を尽くした後，わ

たしたちを救われます。わたしたちが

雄 し々く信仰を働かせ，キリストの功徳に

頼りつつ前進するときに，何をするにつけ
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ても，主はわたしたちを祝福し，導いてく

ださいます。主はわたしたちを強め，試

練の中にあっても平安を与えてください

ます。「わたしたちは，見えるものによら

ないで，信仰によって歩いているので

〔す。〕」6 わたしたち一人一人がもっと主

に信頼を置くことができるように，そして

主に対する信仰を増し加えることができ

るように祈ります。

さて，兄弟姉妹の皆さん，お話を終わ

るに当たって，わたしはもう一つの話題に

触れたいと思います。過去何年にもわた

って，わたしは祝福され，ヒンクレー大管

長を身近に観察することができました。

皆さんに思い出していただきたいのは，

彼が生ける預言者であると同時に，生け

る聖見者でもあるということです。ヒンク

レー大管長には，ほかの人々には見えな

いものが見えるのです。大管長には識別

の賜物
たまもの

があります。大管長は楽天家です

が，現実主義者でもあります。わたしは主

に心から感謝しています。ヒンクレー大管

長を生き長らえさせ，また過去10年にわ

たって，大管長とその二人の高潔な副管

長に教会を導く力を与えてくださったか

らです。ヒンクレー大管長の神聖な導きを

通して，教会は広範囲にわたる多くの祝

福，また目に見えない多くの祝福を受けて

きました。わたしは声を大にして皆さん

一人一人にお勧めします。大管長の助言

と導きにもっと厳密に従ってください。な

ぜなら文字どおり「主はその民のために，

一人の聖見者を立てられた」からです。7

イエスはキリストであられます。ジョセ

フは回復の預言者です。ゴードン・Ｂ・ヒ

ンクレー大管長は生ける預言者です。イ

エス・キリストの御名
み な

によって，アーメン。

注

1．箴言3：5－6

2．1ニーファイ3：7

3．マタイ5：4

4．ヨハネ14：27

5．1ペテロ2：20－23

6．2コリント5：7

7．モーセ6：36
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数
週間前，夫と一緒に神殿に参

入しました。中に入ると，神殿

で奉仕をしているワードの友人

が迎えてくれました。彼女とのあいさつ

から始まったその日の経験はすばらしい

ものになりました。以前にいたワードや

地域社会の友人，そして様々な召しでと

もに働いた兄弟姉妹など，これまでなか

ったほど大勢の人と会い，奉仕を受けま

した。最後に会ったのは美しい若い女性

でしたが，見覚えがありませんでした。で

も話し始めると，わたしが最初に若い女

性の会長を務めたときのローレルクラスに

いたロビンだとすぐに分かりました。思

い出や近況を話し合いながら，彼女はあ

の時期がどんなに有意義だったかを話し

てくれました。わたしも同感でした。

その日は大勢の人の親切に心を動かさ

れ，人生を通して友人がどんなに大切だ

ったかを痛感して神殿を後にしました。

主はこれまで何度もわたしの心を動かさ

れましたが，それは往々にして，友の手を

通じて，つまり友を仲立ちとしてなされま

した。

ちょうど38年前の4月，結婚したばかり

のディーンとわたしは，父と母に会うため

にニューメキシコへ行きました。父は，州

の北部にある山岳地帯へ日帰りのドライ

ブに連れて行ってくれました。その日の午

後，タイヤがパンクして道路わきで立ち往

生している車に出会いました。運転手は，

スペアタイヤもパンクしているので，タイヤ

を修理してもらうために近くの町まで乗せ

て行ってもらえないかと父に頼みました。

父は，車の中にはその人の家族も乗って

いるのを見て言いました。「町へ行っても，

日が暮れるまでに戻っては来られないで

しょう。こうしましょう。あなたのタイヤは

わたしのと同じサイズのようだから，わた

しのスペアタイヤを使ってください。次に

アルバカーキに来られることがあったら，

そのときに持って来てください。」その人

は父の言葉に驚いて言いました。「わたし

がどこのだれかも御存じないのに。」する

と父はいつもの調子で答えました。「あな

たは正直な方のようだ。必ず返しに来て

くれると信じていますよ。」

数週間後，あのスペアタイヤはどうなっ

たのか父に尋ねてみました。無事に戻っ

キリストのような友，
これに勝る恵みはない
中央扶助協会第一副会長

キャスリーン・H・ヒューズ

神はその子らの必要を御存じです。そしてしばしば，わたしたちを通して，助け

合うように促されるのです。



て来たそうです。当年90歳になる父は，

今でも前と変わらない生活をしています。

父ぐらいの年の人は「食事の宅配」を受

けている人が多いのですが，父は「高齢

者」に宅配する側なのです。また病人や，

人生の幕を閉じようとしている友人の病

床を訪ねたり，ロータリークラブの毎年恒

例の清掃奉仕にはチェーンソーを持って

駆けつけたりしています。父の生き方や

することを見ていると，ボイド・Ｋ・パッカ

ー長老の言葉を思い出します。父はまさ

に，「福音には活発」だったのです（「齢
よわい

を

重ねた男女」『リアホナ』2003年5月号，82）。

父の生涯は，賛美歌にあるように，周りの

人に善い影響を及ぼし，皆を豊かにして

いるのです（“Each Life That Touches

Ours for Good,”Hymns〔英文〕, 293番参

照）。父は友情というものをよく理解して

います。

扶助協会の会長会にいると，主の愛が

感じられないという言葉を時々耳にしま

す。しかし，思いやりを示してくれる人の

行いの中に主の御手
み て

を見いだそうとする

なら，主の愛をもっと身近に感じられるの

ではないでしょうか。支部やワードの会

員，近所の人，あるいは見知らぬ人から

でさえも，祝福を受け，キリストの愛を受

けているのではないでしょうか。ヘンリ

ー・B・アイリング長老はこう教えていま

す。「あなたは救い主を代表するよう召さ

れています。あなたの証
あかし

は主の御声
み こ え

とな

り，あなたがだれかを支える手は主の御

手となります。……」（「神からの召し」

『リアホナ』2002年11月号，76）もしわたし

たちがキリストの御名
み な

によって人を支え

ることができるならば，わたしたちも支え

てもらうことができます。

あるホームティーチャーは毎月欠かさ

ず，夫を亡くした高齢の女性を訪問して

います。それもただ訪問するだけではな

く，秋には冷房装置に防寒の処置を施し，

暖房装置のフィルターを点検します。これ

は神の愛なのか，それともホームティーチ

ャーの愛なのか，どちらでしょうか。もち

ろん両方です。

「キリストのような友の優しい行いは

信仰を深め，

人生を豊かなものにしてくれる

これに勝る賜物
たまもの

はない

これに勝る恵みはない」

（Hymns〔英文〕, 293番）

わたしは，人生を通じて，キリストのよ

うな友達に恵まれてきました。青少年時

代の友人や，これまでに集ったすべての

ワードで家族に祝福をもたらしてくれた大

勢の人々などです。イエス・キリストの福

音に対する信仰と献身，奉仕，賢明で優

しい指導は生活を豊かにしてくれました。

友人の中にはわたしとはまったく異なる

人もいます。意見が合わなかったり，お

互いに気に障るようなこともあります。し

かし，友情があればそんなことは問題で

はありません。むしろ喜んで違いを受け

入れることができます。様々な経歴，年齢，

民族が入り交じったステークを訪問する

のは楽しいことです。

今わたしは，パーキン姉妹やピングリ

ー姉妹，そしてほかの補助組織会長会と

管理会の姉妹たちとともに奉仕すること

で, 特別な篤
あつ

い友情と姉妹同士のきずな

を経験しています。皆とてもすばらしい

女性です。心から愛しています。3年間一

緒でしたから，会長会の姉妹たちはわた

しをよく知っています。わたしの信仰や証

がどんなものかよく分かっていてくれます

が，同時に不安や悩みも理解していてく

れます。また指導者訓練の長い旅の後で

疲れているときなどには，調子が良くない

ことも承知していてくれます。わたしは二

人の愛と忍耐を感じ，心にかけてくれて

いるのが分かります。彼女たちの証と祈

りはわたしを強め，その笑顔は一日を明

るくしてくれます。あらゆる意味で，わた

したちは姉妹です。

わたし自身の家族ともずっと同じように

してきました。妹がこの数か月間癌
がん

と闘

っています。遠くに住んでいますが，電話

で話すと身近に感じます。妹がこの厳し

い試練に立ち向かう中で，愛と祈り，思
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い出や心からの証を分かち合ってきまし

た。妹たちは皆わたしの大事な友です。

兄や弟たち，愛する夫や子供たちも，そ

して孫たちも友達です（どんなに孫たち

が騒がしくてもです）。

教会が回復された当時，新しい会員た

ちは「シオン」を築くために，一か所に集

まりました。シオンは場所であり目的，つ

まり精神だったのです。しかし現在では，

全会員が一か所に集まることはしません。

支部やワードがわたしたちのシオンだか

らです。会員が互いに思いやるときに，シ

オンの精神を身に受けるのです。しかし

残念なことに，教会員に感情を傷つけら

れて，教会から遠ざかる兄弟姉妹が時々

います。もし皆さんがこのような問題のど

ちらかの側にいるならば，つまり傷つけ

た側または傷つけられた側であるなら

ば，赦
ゆる

しを求め，あるいはその問題にど

のように対処すべきだったかを考えてみ

てください。次のようなキリストの言葉を

思い起こしてください。「わたしはあなた

がたに言う。一つとなりなさい。もしもあ

なたがたが一つでなければ，あなたがた

はわたしのものではない。」（教義と聖約

38：27）

最近，ある女性からジョセフ・スミスに

ついての質問を受けました。彼女は明ら

かにジョセフの召しと使命について疑問

を持っていました。話している間に，主

がオリバー・カウドリに言われた言葉が心

に浮かびました。「わたしの僕
しもべ

ジョセフ

〔の傍らに〕忠実に……立っていなさい。」

（教義と聖約6：18）彼女に会った日もそう

でしたが，わたしは人生のいかなるとき

でも，「彼女はジョセフの傍らに立ってい

た」と言われたいと思います。ジョセフの

友でいたいのです。

ジョセフ・スミス自身も大勢の人の善き

友でした。ジョセフはこのように語ってい

ます。「友情は，『モルモニズム』の崇高な

基本原則の一つです。世界を大改革し，

教化し，戦争や抗争を鎮め，人を友や兄

弟にする〔ためにあります〕。」（History of

the Church，第 5巻，517）

ジョセフは友情が単なる抽象的な概念

ではないことを知っていました。ある日ジ

ョセフは，暴徒によってある兄弟の家が

焼き払われてしまったことを知りました。

教会員が気の毒がっているのを聞いた預

言者は，ポケットからお金を出して言いま

した。「わたしがこの兄弟を気の毒に思う

気持ちを，5ドルのお金で表そうと思いま

す。皆さんは……どのくらい〔彼のことを〕

気の毒に思っていますか。」（ハイラム・

L・アンドラス，ヘレン・マエ・アンドラス

共編，They Knew the Prophet〔1974

年〕，150）

わたしたちは友情について，預言者ジ

ョセフと同じように考えているでしょう

か。感じている善いことを具体的な助け

として実行に移しているでしょうか。神は

その子供たちの必要を御存じです。そし

てしばしば，わたしたちを通して，助け合

うように促されるのです。このような促し

に従って行動することは，聖なる地を歩く

ことになります。だれかの祈りにこたえて

神の代理人として奉仕する機会を与えら

れることになるからです。

兄弟姉妹の皆さん，もしわたしたちが

預言者ジョセフの友であるならば，救い

主の友でもあります。わたしたちは「主の

御名に身をささげる」（Hymns〔英文〕,

293番）と断言できるような生活をしてい

るでしょうか。ジョセフ・スミスは自らをさ

さげました。今年，時満ちる神権時代を

到来させた預言者ジョセフをたたえるに

当たり，預言者が人類の友であっただけ

でなく，主の友でもあり，主に自らをささ

げたことを心に留めましょう。預言者はこ

う語っています。「わたしは神がわたしの

友であられることを知っているので，自分

の運命に満足するよう努めます。神を信

じて安らぎを見いだすのです。」（The

Personal Writings of Joseph Smith, ディ

ー・C・ジェシー編〔1984年〕，239；つづり

と句読点を現代の表記法に合わせて一部

変更）

わたしたちにとって究極の友情とは，

天の御父と御子イエス・キリストとの友情

であることは明らかです。救い主は愛を

込めて言われました。「あなたがたを友と

呼ぼう。あなたがたはわたしの友であ

〔る〕。」（教義と聖約93：45）主が最も強く

望んでおられることは，わたしたち兄弟姉

妹を天の御父のみもとへ連れ戻すことで

す。ですからわたしたちの進むべき道は

明らかです。それは生活の中で，全力を

尽くして，キリストの特質と属性を身に付

けることです。主の戒めに従い，主の業

と御心
みこころ

を行うことです。

神殿で多くの愛する人たちに迎えられ

たあの日のことを思い出すと，わたしたち

の日々の生活も同じように祝福されたも

のとなるのではないかと，よく想像します。

あのときキリストの純粋な愛をかいま見

たように感じました。わたしたちはその

ような慈愛で心を満たさなければなりま

せん。わたしは，様々な背景を持つあら

ゆる世代の友人たちが協力し合いなが

ら，イエス・キリストの教えに添った生活

を送るワードや支部について思い描いて

います。

キリストが生きておられることを，今日
き ょ う

ここに証します。主に感謝しています。自

分が常に主の友でいられるよう，そして同

時に皆さんの友でもいられるように祈って

います。イエス・キリストの御名によって，

アーメン。



わ
たしのメッセージは教会の改宗

者に向けたものです。今日
こんにち

，教

会員の半数以上は，8歳を過ぎ

てからバプテスマを受ける選択をした人

たちです。ですから少数派ではありませ

ん。皆さんに伝えたいのは，主がどれほ

ど皆さんを愛し，信頼しておられるか，そ

して何より，主がどれほど皆さんを頼って

おられるかということです。

皆さんはバプテスマを受けたとき，主

の愛の少なくとも幾分かを感じました。何

年も前に，わたしは20歳の若者をバプテ

スマの水に導きました。同僚とわたしが

福音を教えたのです。回復された福音を

聞いたのは，家族の中で彼が初めてでし

た。この若者はバプテスマを施してほし

いと願いました。御霊
み た ま

の証
あかし

によって，救い

主の模範に従いたいと望んだのです。主

は，罪がなかったにもかかわらず，バプテ

スマのヨハネからバプテスマをお受けに

なりました。

バプテスマの水から引き上げたとき，こ

の若者は驚いたことに，涙を流しながら

わたしの首に手を回して「ぼくは清い。ぼ

くは清い」と耳もとでささやきました。そ

して彼の頭の上に手を置き，メルキゼデ

ク神権の権能をもって聖霊を授けると，そ

の同じ若者は言いました。「祝福の言葉を

聞いていたとき，火のようなものが体を伝

って頭から足まで走るのを感じました。」

バプテスマの経験は一人一人違ったも

のでしょう。しかし，皆さんはそこで，与

えられた祝福の大切さを多少なりとも感

じました。そしてバプテスマのとき以来，

自分が確かに約束を受け，主と約束を交

わしたことを実感してきました。また，イ

エス・キリストの贖
あがな

いのおかげで，バプテ

スマを通して清められたこと，聖霊を

伴侶
はんりょ

とすることで，心が変化したことを感

じてきました。皆さんの望みは変わり始

めました。

だれかが「わたしは改宗者です」と言

うと，わたしは「家族でほかに福音を受け

入れた人はいますか」と尋ねます。受け

入れた人がいる場合，その改宗者はどの

ように親やきょうだい，あるいは祖父母の

生活に幸せな奇跡が起きたかをうきうきと

話してくれます。だれかの家族が同じ祝

福と幸福にあずかっていると知るのはう

れしいことです。「いいえ，今のところ教

会員はわたしだけです」と言うときは，ほ

とんど決まって両親のことを話し，次のよ

うに言います。「いえ，まだです。でも，努

力を続けています。」その声の調子から，

その改宗者が努力をやめることは決して

ないと分かります。

聖約を受け，祝福を受けることを主が

認められたとき，皆さんがこのような気持

ちを抱くことを主は御存じでした。教会

に入って感じた祝福を家族にも味わって

ほしいと願うことを知っておられたので

す。さらに，聖なる神殿で主が交わされ

る約束の喜びを知るようになると，その願

いがもっと強くなることも御存じでした。

主はふさわしい人々と神殿で聖約を交わ

してくださいます。わたしたちは主の戒め

を守ると約束し，主はわたしたちが忠実

なら，来るべき世で家族ともに主と永遠

に暮らすことができると約束してください

ます。

主はその愛にあふれた優しさにより，

皆さんが両親や祖父母と永遠に結ばれた

いという望みを持つことを御存じでした。

わたしの祖父は，わたしが訪問することを

いつも楽しみにしていたようでしたが，皆

さんにもそのようなおじいさんがいたか

もしれません。わたしはいとこたちが同

じことを言うまで，祖父がいちばんかわ

いがっていた孫は自分だと思っていまし

た。その祖父も亡くなりました。祖父母も

その先祖も皆亡くなりました。皆さんの先

祖の多くは，福音を受け入れる機会も，

皆さんが受けた祝福と約束を受ける機会

もないまま世を去りました。主は公平で

愛にあふれた御方であるため，皆さんや

わたしのために道を備えてくださいまし

た。主が注がれたすべての祝福を先祖に

も上げたいという望みを，わたしたちが

抱けるようにしてくださったのです。

それを可能にするための計画は初めか

らありました。主は御自身の子供たちに，

ずっと昔に約束をお与えになりました。

旧約聖書の最後の書は預言者マラキの書

です。その最後の言葉は優しい約束であ

るとともに厳しい警告でもあります。

「見よ，主の大いなる恐るべき日が来る

前に，わたしは預言者エリヤをあなたが

たにつかわす。

彼は父の心をその子供たちに向けさ

せ，子供たちの心をその父に向けさせる。

結ばれた心
十二使徒定員会

ヘンリー・B・アイリング

皆さんがバプテスマを受けたとき，先祖は希望をもって皆さんを見ていました。

彼らは，自分を見つけ……るために子孫の一人が聖約を交わすのを見て喜〔びま

した。〕
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これはわたしが来て，のろいをもってこの

国を撃つことのないようにするためであ

る。」1

この言葉の幾つかは理解すべき重要な

言葉です。主の大いなる恐るべき日とは

この世の終わりです。エホバ，つまり，メ

シヤが栄光のうちに来られます。悪人は

すべて滅ぼされます。わたしたちは終わ

りの時に生きています。ですから，交わ

した約束を果たす時間は瞬く間に過ぎて

しまうかもしれません。

主がなぜエリヤを送ると約束されたか

を知ることは大切です。エリヤは神から

大いなる力を受けた偉大な預言者でし

た。神が御自身の子供たちにお与えにな

る中で，最も大いなる力をエリヤは持っ

ていました。それは結び固めの権能，す

なわち地上でつなぐことを天でもつなぐ

力です。神はその権能を使徒パウロにお

授けになりました。そして主はエリヤを送

るという約束を果たされました。エリヤ

は1836年4月3日，カートランド神殿が奉献

された直後に，預言者ジョセフ・スミスを

訪れました。カートランド神殿は，福音の

回復後に建てられた最初の神殿です。ジ

ョセフはその神聖な瞬間についてこう述

べています。

「……もう一つの大いなる栄えある示

現が突如わたしたちに開かれた。死を味

わうことなく天に取り去られた預言者エリ

ヤが，わたしたちの前に立って言った。

『見よ，マラキの口を通して語られた時

がまさに来た。』……主の大いなる恐るべ

き日が来る前に彼〔エリヤ〕が遣わされ，

先祖の心を子孫に，子孫の心を先祖に

向けさせ，全地がのろいをもって打たれる

ことのないようにする，と証した人である。

『それゆえ，この神権時代の鍵
かぎ

はあなた

がたの手にゆだねられている。これによ

ってあなたがたは，主の大いなる恐るべ

き日が近く，まさに戸口にあるのを知るこ

とができる。』」2

教会に入ったとき，皆さんは自分の心

が今いる家族と霊界にいる家族の両方に

向けられたのを感じました。また主はも

う一つの示現をお与えになり，皆さんが

その気持ちをどうすべきか分かるように

してくださいました。

ジョセフ・スミスの後も，主は教会を導

くために預言者を召されました。その一

人がジョセフ・F・スミスです。スミス大

管長は，救い主が霊界を訪れられたとき

のことを示現で見ました。それは主の死

と復活の間に起きたことでした。3 大管長

は，救い主が死の縄目を断たれ，主の贖

いのおかげで復活できると知った霊たち

が喜ぶのを見ました。またすべての霊に

福音を宣
の

べ伝え，聖約と祝福を選ぶ機会

を与えるために，主が霊の間で僕
しもべ

たちを

組織されるのを見たのです。その聖約と

祝福とは，皆さんに授けられ，皆さんが

先祖に望んでいるものです。すべての霊

にその機会が与えられているのです。

スミス大管長はまた，霊界にいる天の

御父の子供たちへ福音を携えて行くため

に，救い主が召された指導者たちを見ま

した。その中には父祖アダム，母エバ，ノ

ア，アブラハム，エゼキエル，エリヤがお

り，モルモン書の預言者たち，ジョセフ・

スミスやブリガム・ヤング，ジョン・テーラ

ー，ウィルフォード・ウッドラフなど終わり

の時の預言者もいたと，大管長は記して

います。このような宣教師たちがどんな

に強い力をもって先祖に福音を教え，そ

の心に触れるか考えてみてください。霊

界で救いのメッセージを聞く末日聖徒の

先祖の中に，それを拒む人はほとんどい

ないであろうと，生前ウィルフォード・ウッ

ドラフが言ったのも不思議ではありませ

ん。4

皆さんの先祖の多くは，宣教師の教え

が真実であるという証を受け入れている

でしょう。証を受け入れた人は宣教師に

バプテスマを施すよう頼みます。しかし，

霊界にいる人たちはそれができません。

皆さんが非常に大切にしているこの儀式

はこの世でしかできないのです。この世

のだれかが聖なる神殿に行き，霊界の人

のために聖約を受けなければなりませ

ん。ですから，わたしたちには先祖の名

前を探し出し，生者の助けなしには受け

ることのできない儀式を先祖が受けられ

るようにする義務があります。

そのことを知ると，わたしの思いは，待

っている先祖だけではなく彼らを教える

宣教師にも注がれます。わたしはいつか

霊界にいる宣教師と会うことになります。

皆さんもそうです。先祖と一緒に立って

いる忠実な宣教師のことを考えてくださ

い。先祖を愛し，教えてくれた人です。そ

してわたしと一緒に，近づくとほほえんで

いる先祖やその宣教師の姿を思い浮かべ

てください。彼が改心させた皆さんの先

祖は，皆さんが救い出しに来るまで，バ

プテスマも家族の結び固めも受けられな

かったのです。そのような場ではどうい

った振る舞いが適切なのか分かりません

が，きっと彼らは皆さんの首に手を回し，

感謝の涙を流すことでしょう。

宣教師と先祖のほほえみを想像できる

なら，皆さんが救い主とまみえるときのこ

とを考えてください。救い主と向き合って

話すのです。主は皆さんと，御父の霊の

すべての子供たちのために，罪の代価を

払ってくださいました。主はエホバです。

エリヤを遣わしてくださいました。完全な

愛をお持ちの主は，結び固め，祝福する



神権の力を授けてくださいました。そして

皆さんを信頼し，生きている間に福音を

聞かせてくださったのです。こうして，先

祖に福音をもたらすという義務を引き受

けるチャンスを与えてくださいました。そ

れは先祖が得られなかった貴重な機会で

した。行いと信仰の代価を払って先祖の

名前を探し出す人々を，主がどれほど感

謝しておられるか想像してみてください。

彼らは，主と先祖をこよなく愛しているた

め，先祖が最も大いなる神の賜物
たまもの

である

永遠の命を得られるよう努めているので

す。主はわたしたちの先祖に永遠の犠牲

を払ってくださいました。先祖が永遠の

命という主の贈り物を選べるように，何で

あろうと代価を払った人々を，主は愛し，

感謝なさるでしょう。

皆さんの心はすでに先祖に向けられて

いるので，代価を高いとは思わないかも

しれません。簡単なことから始めます。

家族についてすでに知っていることを書

き出してください。両親と祖父母の名前

や生年月日，死亡年月日，結婚した日を書

く必要があるでしょう。可能であれば場

所も記録すべきです。覚えているものも

あるでしょうし，親類に聞くこともできます。

出生，結婚，それに死亡証明書を持って

いる親類がいるかもしれません。コピー

を取って整理してください。先祖の生涯

について分かったことがあれば，書き留

めて保管してください。ただ名前を集め

ているのではありません。この世では会

うことのない人たちが，愛する友人にな

るのです。皆さんの心が彼らの心と永遠

に結ばれます。

手始めに，過去にさかのぼって身近な

数世代を探すことができます。それによ

って，助けを必要としている多くの先祖が

分かります。教会のワードや支部には，

神殿に提出する名前を準備するのを助け

てくれる人が召されています。こうして先

祖は神殿で聖約を受けます。そして霊の

獄から開放され，家族，つまりあなたの家

族と永遠に結ばれるのです。

先祖を調べる機会や義務は，世界の歴

史の中で最もすばらしいものです。これ

までにない多くの神殿が世界中にありま

す。世界中でより多くの人が，エリヤの霊

を感じ，先祖の生活の様子や出来事を記

録するよう促されてきました。先祖を探す

ための資料がこれまでになかったほど多

くあります。また主は知識をお与えになり，

数年前には奇跡と思われていた科学技術

によってその情報を世界中で利用できる

ようにしてくださいました。

それらの機会とともに，わたしたちには

主の信頼を保つためにさらに大きな義務

が課せられます。多く与えられた者は多

く求められるのです。5 身近な数世代を見

つけた後，先祖の探求はもっと難しくなり

ます。代価が高くなるのです。世代が古

くなるにつれ，記録は不完全になります。

同じ家系のだれかも先祖の探求をしてい

ると，見つけた先祖がすでに神殿のすべ

ての祝福を受けていると分かることもあ

ります。そこで皆さんは難しくて大切な

選択をしなければなりません。先祖の探

求をやめて，難しい部分をもっと慣れた

人に任せてしまうか，あるいは，またいつ
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か時を改めて探求を行うかという誘惑に

遭うのです。しかし同時に，どんなに困難

でもこの仕事を続けなければとも感じる

ことでしょう。

先祖の探求を続けるか決めるとき，探

すのが実に困難な名前は，実在する人の

名前であることを忘れないでください。

皆さんはその人たちのおかげでこの世に

存在し，いつか霊界で再会するのです。

皆さんがバプテスマを受けたとき，先祖

は希望をもって皆さんを見ていました。

彼らは，自分を見つけて自由にするため

に子孫の一人が聖約を交わすのを見て喜

ぶまで，何世紀もかかったのかもしれま

せん。再会したときに先祖の目に浮かぶ

のは，感謝か大きな失望のどちらかです。

彼らの心は皆さんと結ばれています。彼

らの望みは皆さんの手にあります。先祖

の探求を続けると決意するとき，皆さんは

自分の能力を超えた力を得ます。

数日前に夢を見ました。見知らぬ名前

と，一部しか読めない日付が書かれた白

い紙が見えました。わたしは起き上がる

と家族の記録を調べました。紙に書かれ

た名字は，300年前にイートンブレーと呼

ばれた場所で母方の先祖とつながった家

系のものでした。だれかが長い待ち時間

の終わりを心待ちにしているのです。わ

たしはまだその人を見つけていません。

しかし，愛にあふれた神が，家族を贖う

というこの神聖な業の中で，祈りにこたえ

て助けを送ってくださるという確信を再び

得ることができました。家族を贖う業は，

神の業そして栄光であり，わたしたちが

必ず果たすと約束したものです。これら

をイエス・キリストの御名
み な

により証します。

アーメン。

注

1．マラキ4：5－6

2．教義と聖約110：13－16

3．教義と聖約138章参照

4．“Discourse by President Wilford

Woodruff”Millennial Star，1894年5

月21日付，339－340

5．ルカ12：48参照
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愛
する兄弟姉妹の皆さん，何度

か耳にしていると思いますが，

今年の12月には預言者ジョセ

フ・スミスの生誕200年を記念します。そ

れまでの期間，この意義深い日を祝うため

に，様々なことが行われるでしょう。

数々の本が出版され，様々な学者を招

いてシンポジウムが開かれるでしょう。

野外劇や新しい映画など，ほかにも多く

の企画があります。

これらを期待しつつ，わたしはジョセフ

が残した最も偉大な功績を受け継ぐ第15

代大管長として，彼の聖なる召しについて

証
あかし

を述べるべきであると感じています。

わたしは今，1冊の貴重な本を手にして

います。これは今から152年前の1853年，

イギリスのリバプールで，オーソン・プラ

ットによって印刷されました。ルーシー・

マック・スミスが息子の生涯についてつ

づったものです。

ジョセフが天使モロナイから受けた

数々の訪れや，モルモン書が世にもたらさ

れたことについて詳細に記されています。

本の中には，ジョセフが天使に会った

ことを聞いた兄のアルビンが，家族全員

でジョセフの語る「神が啓示された偉大

な事柄」に耳を傾けるべきだと言った，と

書かれています（Biographical Sketches

of Joseph Smith the Prophet and His

Progenitors of Many Generations〔1853

年〕, 84）。

神が預言者ジョセフを通して啓示され

た偉大な事柄――これが今日
き ょ う

の話のテー

マです。わたしたちの教会の教義や礼拝

の仕方の中には，ほかのあらゆる教会と

明らかに異なるものがたくさんあり，それ

らはすべて若き預言者ジョセフを通して

神から啓示されました。その中の幾つか

について話します。皆さんにとっては聞

き慣れたことですが，繰り返し学び，思い

巡らす価値のある事柄です。

最初の偉大な事柄といえばやはり，神

御自身と，その愛する御子であり復活し

た主イエス・キリストが御姿
みすがた

を現されたこ

とでしょう。思うに，この壮大な示現は，

時の中間における主の降誕と生活，死と

復活以来の，最も偉大な出来事です。

これに匹敵するような出来事の記録は

ほかにありません。

神が啓示された
偉大な事柄
大管長

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー

預言者ジョセフの神聖な召しと，ジョセフを通してもたらされた神の啓示という

堅固な基の上を，わたしたちは前進して行きます。



人々は何世紀にもわたって，集まっては

神の性質に関する議論を繰り返していま

した。325年，コンスタンティヌスは様々な

分派の学者をニケーアに集めました。2か

月に及ぶ激しい討論の末に，妥協して一つ

の定義を受け入れました。これはその後

何世紀にもわたって，キリスト教徒の神会

に関する教義的信条となりました。

その定義を読み，少年ジョセフの語っ

たことと比較してみてください。ジョセフ

はただ，神が自分の前に立って，語りか

けられたとだけ言っています。ジョセフは

その目で神を見，その耳で神の御声
み こ え

を聞

くことができたのです。神は人のような形

をし，骨肉の体を持っておられました。

神の傍らには，復活した主が，別の御方

として立っておられました。そして神はそ

の御方を御自分の愛する子であると紹介

され，ジョセフは御子とも言葉を交わしま

した。

その驚くべき示現が開かれた短い時間

に，ジョセフは神に関して昔の学者や聖

職者のだれよりも多くの事柄を学んだの

です。

この神聖な示現の中で再確認されたの

は，主イエス・キリストが文字どおり復活

されたことが疑いようのない事実である

ということです。

神に関するこの知識は，何世紀にもわ

たって世の人々から隠されていました。こ

れこそ，神が御自身の選ばれた僕
しもべ

に啓示

された，最初の偉大な事柄だったのです。

そして，末日聖徒イエス・キリスト教会

が真実であるかどうかは，この示現が現

実に起こった真実の事柄であるかどうか

にかかっています。

次に，神が啓示されたもう一つの非常

に重要な事柄について話します。

キリスト教社会は聖書を神の御言葉
み こ と ば

と

して受け入れています。しかしほとんど

の人は，聖書がどのようにしてできたかに

ついては何も知りません。

わたしは最近，著名な学者の書いた，

ある新刊書を読みました。そこに書かれ

ていることから判断すると，聖書の中の

各書は非体系的とも思える方法で1冊の

本にまとめられたことは明らかです。あ

る出来事が起こってからそれが記録され

るまでに，長い期間が経過してしまった

場合も幾つかあります。それを考えると，

「聖書は真実だろうか。ほんとうに神の御

言葉なのだろうか」という疑問を持つ人も

いるかもしれません。

わたしたちは，正確に翻訳されている

かぎりそれは真実であると答えます。聖

書が作られるに際しては，確かに主の御
み

手
て

がありました。しかし現在，そのような

書物は聖書だけではありません。聖書に

書かれている重要で意義深い真理に関す

る，もう一つの証があるのです。

聖文には，「すべての事がらは，ふたり

か三人の証人の証言によって確定する」

と書かれています（2コリント13：1）。

モルモン書は神の賜物
たまもの

と力によりもたら

されました。それは，地から叫ぶ声のよう

に，神の御子を証しています。イエス・キ

リストの降誕，教導の業，十字架の刑と復

活，またアメリカ大陸のバウンティフルとい

う地に住んでいた義人たちに御姿を現さ

れたことについて書かれています。

手に取り，読み，そして試してみること
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のできる，形あるものです。その中には

神からの約束が書かれています。何百万

という人がそれを試して，真実の神聖な

書物であることを知りました。

モルモン書はアメリカで出版された本

の中で，読者に最も影響を与えた20冊の

中に選ばれました。選んだのは，この教

会以外の人々です。

聖書は旧世界の証であり，モルモン書

は新世界の証です。両者はともに手を取

り合って，イエスが父なる神の御子であ

られることを宣言しています。

この10年間だけで，5,100万冊のモルモ

ン書が出版されました。今や106の言語

に翻訳されています。

全能の神からの啓示として世にもたら

されたこの神聖な書物は，まさにわたし

たちの主が神であられるというもう一つ

の証です。

モルモン書はキリスト教世界のすべて

の人が手を伸ばし，喜んで受け，信奉し

たいと思って然
しか

るべき，躍動感にあふれ

た証です。なぜなら，それは預言者ジョ

セフに与えられた啓示として，偉大で基

本的な真理をさらに増し加えてくれるもの

だからです。

もう一つは回復された神権です。神権

とは神の御名
み な

によって行動する権能であ

り，どんな宗教にとっても権能はかなめ石

となるものです。最近読んだもう1冊の本

は，原始キリスト教会の背教に関するもの

でした。その教会の権能が失われてしま

ったら，どうやって回復されるのでしょうか。

神権の権能は一つの源からしかもたら

されません。それは天から来ます。救い主

が地上におられた時代にその権能を持っ

ていた人々の手によって授けられました。

最初に，バプテスマのヨハネがアロン

神権すなわち小神権を授けました。次に，

主イエス・キリストの使徒であったペテ

ロ，ヤコブ，ヨハネが訪れ，ジョセフとオリ

バー・カウドリにメルキゼデク神権を授け

ました。この神権は地上におられた主御

自身の手によって，3人の使徒に与えられ

たものです。主は言われました。

「わたしは，あなたに天国のかぎを授

けよう。そして，あなたが地上でつなぐこ

とは，天でもつながれ，あなたが地上で

解くことは天でも解かれるであろう。」（マ

タイ16：19）

回復という美しい物語は，教会が組織

される場面へと移ります。それは今週か

らさかのぼってちょうど175年前の1830年

のことでした。教会の名前そのものも啓

示によって示されました。だれの教会だ

ったのでしょう。ジョセフ・スミスの教会

でしょうか。それともオリバー・カウドリ

の教会でしょうか。いいえ。この末の日に

地上に回復されたイエス・キリストの教会

だったのです。

預言者ジョセフに与えられた，この教

会独自のもう一つの偉大な啓示は，家族

が永遠の命を受けるための計画に関する

ものでした。

家族は全能の父なる神の創造物です。

あらゆる人間関係の中で最も神聖なもの

であり，人が負うすべての義務の中で最

も重要なものです。社会の根本を成す組

織です。

神が預言者ジョセフを通して語られた

啓示によって，家族をこの世だけでなく，

永遠にわたって結び固めるのに必要な教

義と権能がもたらされました。

この教義だけでも，効果的に教える能

力がわたしたちにあれば，子供を愛し，

互いに愛し合う何百万もの夫婦の関心を

引くことでしょう。でも，彼らの結婚は「死

が二人を分かつまで」の間しか，効力を

持たないのです。

幼い子供たちには罪がないということ

も，神が預言者ジョセフという器を通して

与えられたもう一つの啓示です。いわゆ

るアダムとエバの原罪というものの影響を

取り除くために，幼児洗礼が一般的に行

われています。回復された教義では，バ

プテスマは人が各々犯した罪の赦
ゆる

しを受

けるためにあると教えられています。バ

プテスマを受けると，神と人は聖約を結

びます。バプテスマは責任を負う年齢に

達し，善と悪を見分けられるようになった

人に施されるものです。全身を水に沈め

るこの儀式は，イエス・キリストの死と埋

葬，そして主が復活によってよみがえられ

たことを象徴しています。

もう一つの啓示された真理について話

しましょう。

神は人を偏り見ない御方であると教え

られています。しかし，生きている人が

受けられるすべての祝福を，この世を去

った人々のためにも備えているのは，わ

たしの知るかぎりこの教会だけです。死

者の救いに関する偉大な教義は，この教

会独特のものです。

人は，「救われた」と語るその口で，自

分の先祖は救われておらず，救われるこ

とができないと認めています。

すべての人のためになされたイエスの

贖
あがな

いは，偉大な身代わりの犠牲です。主

は全人類の身代わりとなり，その方法を

示されたのです。人が他人のために何か

をするというこの方法は，主の宮におけ

る儀式の中で行われています。わたした

ちは主の宮で，福音を知らずに世を去っ

た人々のために奉仕します。死者は，自

分のために行われた儀式を受け入れるこ

ともできれば，拒むこともできます。地上

韓国で，大会の途中で賛美歌を歌うために

準備をする若い姉妹。



に生きる人と同じ条件の下に置かれてい

るのです。死者にも生者と同じ機会が与

えられています。もう一度言いますが，全

能者は何とすばらしく，栄光に満ちた方

法を預言者ジョセフへの啓示を通して備

えられたことでしょうか。

人の持つ永遠の性質も啓示によって明

らかにされています。わたしたちは神の

息子であり，娘です。神はわたしたちの

霊の御父です。わたしたちはこの地上に

来る前に存在し，個性を持っていました。

そして，神の計画に従って，この地上に生

まれてきました。神から与えられた選択

の自由を使って行動し，自らのふさわしさ

を試すために，この地上にいるのです。

そして，死んだ後も生き続けます。人の

永遠に続く命には3つの段階があります。

1つ目は前世，2つ目は現世，そして3つ目は

来世です。死をもってこの世に別れを告

げた後，人は幕を通り，ふさわしい天の

領域に入ります。これもまた，この教会だ

けが持つ独特で貴い教義であり，啓示に

よって知らされたものです。

預言者ジョセフ・スミスの頭に神が注

がれた，非常に多くの知識と権能につい

て短くまとめて話しました。時間があれば，

ほかのことにも触れられたでしょう。ただ，

もう一つ話しておかなければならないこ

とがあります。それは，現代の啓示に関す

る原則です。預言者ジョセフが記した信

仰箇条に，次のような宣言があります。

「わたしたちは，神がこれまでに啓示さ

れたすべてのこと，神が今啓示されるす

べてのことを信じる。」（信仰箇条1：9）

この困難な時代にあって発展を続け，

全地に広がりつつある教会が，導かれ，

前進するには，天の御座
み ざ

から絶えず啓示

を受ける必要があります。

祈り，主の御心
みこころ

を切に求めるとき，道が

示され，啓示が下り，主は行くべき道を進

みゆく主の教会を祝福してくださることを

証します。

預言者ジョセフの神聖な召しと，ジョセ

フを通してもたらされた神の啓示という

堅固な基の上を，わたしたちは前進して

行きます。今日
こんにち

に至るまで，多くのことが

成し遂げられてきました。しかし，この回

復された福音を「あらゆる国民，部族，国

語，民族」のもとに携えて行くには，さらに

多くの成し遂げるべき事柄が残されてい

ます（黙示14：6）。

信仰をもってともに進む者として，皆さ

んと交わる機会を大変喜ばしく思います。

皆さんもよく知っているように，背負って

いる荷が時には重いこともあります。でも，

不平を言うのはやめましょう。信仰をもっ

て歩み，分を尽くしましょう。

200周年を祝う今年，神からこれほどま

でに多くを啓示された預言者ジョセフに，

わたしたち自身の行いによって尊敬の意

を表そうではありませんか。

1805年のある寒い日，バーモント州で

ジョセフの人生に日が昇りました。1844年

のうだるように暑い午後，イリノイ州でそ

の日は沈みました。38年半という短い生

涯の中で，たぐいまれな知識と賜物と教

義が，彼を通して豊かに注がれました。

客観的に見ても，それに匹敵するものは

ありません。主観的に言うなら，それは

全世界に住む何百万という末日聖徒一人

一人の心に宿る証の本質であり，わたし

も皆さんもその中の一人であることを誇

りに思っています。

わたしは少年時代，バリトンのすばらし

い声を持つ男性が歌う，ジョン・テーラー

作詞の賛美歌を聞くのが大好きでした。

聖見者，聖見者，聖見者なるジョセフ……

彼を思うと，胸は愛に満ちあふれる

神に選ばれ，人類の友であった彼は

神権を再びこの世にもたらし

過去と未来をも見通し……

天の世界を示してくれた

（“The Seer, Joseph, the Seer”

『賛美歌』〔1948年，英語〕，296番）

ジョセフはまことに聖見者であり，啓示

者でした。生ける神の預言者であり，そ

の時代と後の世に生きるすべての人に向

けて語ったのです。

最後に，わたしの厳粛な証を付け加え

ます。ジョセフが神によって召され，徳高

い人生を送り，死をもってその証を結び固

めたことを，贖い主，主イエス・キリストの

聖なる御名によって証します。アーメン。
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こ
の上なくすばらしい聖歌隊の後

にお話しするのはとても難しい

ものです。聖歌隊の皆さん，麗

しい音楽をありがとうございました。

「その翌日，ヨハネはまたふたりの弟子

たちと一緒に立っていたが，

イエスが歩いておられるのに目をとめ

て言った，『見よ，神の小羊。』

そのふたりの弟子は，ヨハネがそう言

うのを聞いて，イエスについて行った。

イエスはふり向き，彼らがついてくるの

を見て言われた，『何か願いがあるの

か。』」（ヨハネ1：35－38）

今日
こんにち

，世の中が実に様々な意味で「何

か願いがあるのか」という質問の答えを

探しています。永遠の魂を培ってはくれ

ないような事柄に一生懸命になっている

人があまりにも多すぎます。

ヨーロッパ中央地域会長会とともに列車

で集会に向かっていたときの経験を用い

て説明しましょう。一緒に行動するその機

会を利用して，自分たちの割り当てについ

て話し合っていました。通路を挟んだ向

かい側に座っていた男性が興味を持ち，

「あなたがたはプロテスタントですか，カト

リックですか」と質問してきたので，「どち

らでもありません。わたしたちは末日聖徒

イエス・キリスト教会の会員です」と答え

ました。その人はこの教会について聞い

たことがあると言い，さらに続けて言いま

した。「この国であなたがたの教会が発

展することはまず無理ですよ。政府はカト

リックとプロテスタントの教会しか認めて

いませんからね。政府の財政援助を受け

ているのはこの二つだけです。政府の財

政援助が受けられない教会は存続できま

せんよ。」

わたしたちは，教会の運営は政府の援

助がなくても大変うまくいっていること，

それは什分
じゅうぶん

の一という主のシステムを

使っているからであることを説明しようと

しました。しかし，彼はその国でこの教

会が発展することはないと言い張り，恐ら

く，もっと別な国で努力した方がよいだろ

うと言いました。もちろん，わたしたちは

主のシステムが成功していることを証
あかし

し，

世界各地で建設中のすべての礼拝堂と神

殿に関しても，資金の借り入れをせずに

進行していることを話しました。その人

はとても驚いたようでしたが，納得はして

もらえませんでした。

政府の援助がなくても教会が存続でき

ることを納得させられないと分かり，話題

を変えようとしました。そこでわたしはこ

う尋ねました。「今この国でいろいろな

変化が起きていますが，その結果はどう

なるでしょうか。人口が減って，反対に移

民が増え，ついにはあなたは自分の国に

いながら少数派となってしまいますね。」

母国への大きな誇りをもってその人は

こう答えました。「そんなことには絶対に

なりません。」

わたしは反論しました。「移民の増加

が国の出生率を上回った場合も，お考え

は変わりませんか。」彼はそれに対し，

「この国でそのようなことは絶対にあるは

ずがない」との主張を繰り返しました。そ

のような事態になる前に国は移民を禁止

するだろうというのです。

わたしはさらに続けて言いました。「現

在のこうした傾向がある中で，どう食い止

められるとおっしゃるのですか。」

彼の口から出た次の答えにびっくりし

てしまいました。「わたしは82歳です。そ

のような問題が現実になったときには，

とっくに死んでいますよ。」

世界のこのような地域に福音を宣
の

べ伝

えるときに直面する大きな問題は，宗教

や霊的な事柄に関する世間の無関心で

す。多くの人が今の生活を大変心地よく

思っており，飲み食いし，楽し〔む〕以上

のことを必要だとは感じていません（ルカ

12：19－20参照）。この世では，自分のこ

と以外に何も興味がないのです。

先進国では，人の信条や行動が非常に

世俗的になりつつあり，その結果，人間は

何をしてもかまわないのだと考える人が

非常に大勢います。個人が考慮すべきこ

とは，その人自身とその人が住む限られ

た狭い社会だけで，それ以外には，だれ

をも何をも勘定に入れる必要がないとい

う考え方です。

この世俗的なライフスタイルが根付いて

いる社会は，霊的，道徳的な高い代価を

支払わなければなりません。地上の子供

たちを治めるために主が確立された律法

を無視して，いわゆる個人の自由を追求

していけば，のろいを招くことになります。

のろいとはつまり，極端な世俗性と利己

主義，公衆道徳と個人道徳の衰退，権威

に対する公然とした反抗です。

そのような世俗的な社会について教義

何か願いがあるのか
十二使徒定員会

L・トム・ペリー

誠実に真理を求める人たちは，自分たちの問いの答えを見つけています。主の回復

された教会を通して主を見いだしているのです。

●日曜午後の部会
2005年4月3日



と聖約第1章16節には次のように表されて

います。「彼らは主の義を打ち立てるた

めに主を求めようとせずに，すべての人

が自分の道を，自分の神の像を求めて歩

む。その像は俗世の形であ……る。」

主が教会の民に，預言者に従い，世が

求めるものとは異なるものを求めるようにと

教えられた理由がここにあります。第1章の

17節と18節を続けて読んでみましょう。

「主なるわたしは，地に住む者に下る

災いを知っているので，わたしの僕
しもべ

ジョ

セフ・スミス・ジュニアを訪れ，彼に天か

ら語り，戒めを与えた。

また，ほかの者たちにも戒めを与えて，

彼らがこれらのことを世に宣言するよう

にした。これはすべて，預言者たちに

よって書き記されたことが成就するため

である。」

イエス・キリストの教会が「教訓に教訓，

規則に規則」を重ねて地上に回復された

のは（教義と聖約98：12），預言者ジョセ

フ・スミスを通してでした。ジョセフ・ス

ミスは神の助けによってモルモン書を翻

訳して出版しました。アロン神権とメルキ

ゼデク神権がジョセフとオリバー・カウド

リに授けられ，人類の救いのための神聖

な儀式が再び始められました。

はっきりと宣言します。末日聖徒イエス・

キリスト教会は「何か願いがあるのか」と

いう問いに対する答えを持っています。こ

の教会は，男性と女性が救い主とその福

音を見いだすための手段です。ここに

集っている大勢の皆さん，そして，世界中

でこの大会を見ているさらに多くの皆さん

は豊かに祝福されています。なぜなら，皆

さん全員が回復された教会を探し求め，

そして，見いだしたからです。

この教会は改革ではなく，回復の結果，

世にもたらされました。先日の中央ヨー

ロッパでの経験は，宗教改革を行った初

期のクリスチャン指導者たちに対する敬

意と，彼らが担った役割への理解をさら

に深めるものとなりました。改革の発端

は，教義上の誤りを正そうとする彼らの

努力でした。それらの教義上の誤りは，

地上での務めの間に救い主がお立てに

なった教会からの長い背教の時代に生じ

たものです。ジョセフ・スミスは神の預言

者であり，主の代弁者でした。そして，神

の王国を打ち立て，主イエス・キリストの

再臨に備えるために大切なすべてのもの

を回復しました。救い主を求めるときに

大切なのは，主の教会を通して求めるこ

とです。主のみもとに帰るために必要な

すべての救いの儀式は，主の回復された

教会を通してのみ受けられるのです。

イエス・キリストの福音を分ち合うこと

には，想像もしなかったほどの難しさが

あることを，現在の責任を通して実感し

ました。そのことを，教会員の皆さんすべ

てに知ってほしいと思います。とは言って

も，日々新しい希望の片鱗
へんりん

を目にします。

それはおもに主の祝福によるものですが，

この地区の指導者や会員，宣教師の努力

の賜物
たまもの

でもあります。誠実に真理を求め

る人たちは，自分たちの問いの答えを見

つけています。主の回復された教会を通

して主を見いだしているのです。多くの

実例の中から，3つの例を挙げてみましょ

う。人生に新たな信仰と新たな希望を見

いだした父親と，ヤングシングルアダルト，

そして，独身の姉妹の話です。

ある4人家族は最初，姉妹宣教師から

話しかけられました。母親と子供たちは

初めからモルモン書をよく読んで毎日祈

り，教会に出席したいと思っていました。

しかし父親は，母親と違ってキリスト教

徒ではなかったために態度を崩しません

でした。自分の信念を見直すべきだとは，

まだ感じていなかったのです。

姉妹宣教師たちは，イエス・キリストに

ついて重点的に教えるようにという霊感

を受けました。彼女たちはこう言います。

「ジョセフ・スミスについて，またジョセ

フのキリストへの信仰について教えまし

た。さらに，最初の示現からキリストにつ

いて分かる事柄，救い主に対する預言者

ジョセフの証について教えました。モル

モン書の中から一緒に読んだ箇所，また，

家族で読むように勧めた箇所のすべて

が，救い主についてもっとよく学んでもら

うのに役立ちました。こうしてわたしたち

は彼らが信仰をはぐくんでいく姿を目
ま

の当

たりにするようになったのです。彼らは居

間に誇らしげにキリストの額を飾りまし

た。その絵はわたしたちがプレゼントし

たものです。」

父親の心が変化したのは，妻がバプテ

スマを受けたいと告げ，息子たちもバプ

テスマを受けるべきかを知るために祈る

決心をしたときでした。そのときから父親

はモルモン書をよく読むようになり，バプ

テスマについて祈るようになりました。教

会が真実かどうかを知りたいと誠実に望

むことで父親は変わり，家庭における霊

の指導者となりました。一家がバプテス

マを受ける直前に，父親は什分の一の献

金用紙と封筒が欲しいと言いました。戒

めを守ることを一刻も遅らせたくなかっ

たのです。

別の例です。18歳から30歳までのヤン
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グシングルアダルトの活発化を図るプログ

ラムを作った結果，教会活動にあまり活

発でなかった一人の若い兄弟が再び活発

に集うようになりました。教会で行われた

活動の最初の夜，出席者の中で宣教師以

外の会員はその兄弟だけでした。しかし，

この兄弟はその後の数週間で，およそ30

人もの人を家庭の夕べなどの活動に連れ

て来たのです。

この兄弟はウェブサイトのデザイナー

で，パートナーと組んで事業を始めました。

現在は，このウェブデザイン会社に勤める

二人と一緒に住んでいます。二人とも教

会員ではありません。証を人に伝えるの

に彼はとても勇敢です。例えば，キリスト

教の教義を勉強したことのある一人の部

下を，ヤングシングルアダルトプログラム

にかかわっている宣教師に紹介しました。

その人は今，活動に毎回出席しています。

彼を教える宣教師を助けるために，この

兄弟は，自分でも福音が真実であるとい

う証をしているのです。

もう一つは，ドイツのハンブルク出身の

若い女性の例です。この人は人生におけ

る霊的な意味を見つけられないでいまし

た。そこで，神に祈って何をすべきかを

尋ね始めました。3日間断食をし熱心に

祈った後のある朝，家から歩いてバス停

に向かいました。ところがバス停に着くと，

その日に必要な鍵
かぎ

を幾つか家に忘れて来

たことに気づきました。家に戻り，鍵を取

るとまたバス停まで歩きました。いつも乗

るバスに乗れなかったことで，すっかり動

揺していました。

ちょうどそのころ，二人の宣教師がハン

ブルク市の近くでバスに乗っていました。

バスの中で突然，バスを降りたら最初に

会った人に話しかけなければならないと

感じました。バスを降りるとすぐにこの若

い女性が目に入りました。二人は教会につ

いて簡潔に話をし，レッスンの約束を作り

ました。彼女もすぐに，長老たちが祈りの

答えとして送られてきたと感じていました。

教会の会員たちが宣教師と協力してこの

女性を教えるとともに，ワードの皆に受け

入れられていると彼女が感じるようにしま

した。彼女はイエス・キリストの回復され

た福音のメッセージを受け入れ，3週間で

バプテスマを受けました。そして現在，

ワードの若い女性のプログラムで活躍して

います。

主は地上で働いておられたとき，教会

員の心に信仰をはぐくみ，福音の中で成

長を続けるためには，組織が必要である

ことを知っておられました。今紹介した

家族も，兄弟も，姉妹も，主の教会を見つ

けて教会に強められたことにより，救い主

を見いだしています。

使徒たちの死後，教会全体を導き，各

地の教会に指示を出す，中央の指導者が

いないまま，教会は徐々に背教していき

ました。この歴史が教えることは明らか

です。救い主の指示の下に，教会の管理

を中央集権化する必要があるということ

です。それにより，救いと昇栄に必要な

教義と儀式を与えることができるのです。



聖書には，主が地上での務めを果たし

ておられた間，正しい権能と組織を備え

た教会をお立てになったことを証明する

記述がたくさんあります。例えば，パウロ

はこう宣言しました。

「そして彼は，ある人を使徒とし，ある

人を預言者とし，ある人を伝道者とし，あ

る人を牧師，教師として，お立てになった。

それは，聖徒たちをととのえて奉仕のわ

ざをさせ，キリストのからだを建てさせ，

わたしたちすべての者が，神の子を信

じる信仰の一致と彼を知る知識の一致と

に到達し，全
まった

き人となり，ついに，キリス

トの満ちみちた徳の高さにまで至るため

である。

こうして，わたしたちはもはや子供では

ないので，だまし惑わす策略により，人々

の悪巧みによって起
おこ

る様々な教
おしえ

の風に吹

きまわされたり，もてあそばれたりするこ

とがなく，

愛にあって真理を語り，あらゆる点に

おいて成長し，かしらなるキリストに達す

るのである。」（エペソ4：11－15）

信仰箇条の第6条にもはっきり述べられ

ています。「わたしたちは，初期の教会に

あったと同一の組織，すなわち，使徒，預言

者，牧者，教師，祝福師などがあることを信

じる。」

わたしたちは世界に向けて宣言します。

神権は回復されました。神の統治される

教会が地上にあります。わたしたちを神の

みもとに導いてくれる，神の方式が確立さ

れています。「何か願いがあるのか」とい

う問いかけに対する最良の答えが教会に

あることを，わたしたちは信じています。

救い主はこう教えられました。「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）

れんがを一度に一つずつ積み上げて建

物ができるように，救い主の真の教会も

一度に一つの改心，一つの証，一つのバ

プテスマによって立てられます。どこにい

ようと，皆が主の教会を求め，見つけ，そ

して，立てることができるように，謙遜
けんそん

に

祈ります。わたしたちが求める主イエ

ス・キリストの御名
み な

によって，アーメン。

昨
年の夏，オークス姉妹とわたし

は2年にわたるフィリピンでの

生活から帰還しました。現地

での奉仕の機会はすばらしく，故郷へ帰

ることも大きな喜びでした。家から離れ

ているときには，周囲の物事を新しい観

点で，さらに深い感謝の念と，時には新た

な懸念を抱きながら見るものです。

わたしたちがアメリカを離れていた間

に，ポルノグラフィーがこの国を襲ってい

るのを目にして心を痛めていました。何

年もの間，教会の指導者は性的な欲望を

かき立てるような画像や言葉の危険性に

ついて警告してきました。今日
こんにち

，商業的利

益を目的として作られ広がったポルノグラ

フィーの破壊的な影響力が，悪の雪崩の

ごとく社会に蔓延
まんえん

しています。

前回の大会で，ゴードン・B・ヒンクレー

大管長は話の時間のすべてをこのテーマ

に費やし，「わたしたちの間でさえ，これ

が非常に深刻な問題となっている」と，

明瞭
めいりょう

な言葉で警告しました（「悲劇をもた

らす悪」『リアホナ』2004年11月号，60）。

ステーク大会で会う監督の多くが，この

問題について深く憂慮しています。

メルキゼデク神権者の皆さん，そして

若人の皆さん，今日
き ょ う

わたしはポルノグラ

フィーについて話します。多くの人がこれ

にさらされており，そのせいで霊を汚して

いる人が多いことを知っています。

話をこのテーマに絞るとき，預言者ヤ

コブと同じ気持ちを感じます。彼はその

時代の人々に，感じやすい妻や子供の前

でひどくあからさまに話さなければなら

ないのは悲しいことであると語っていま

す。難しい責任であっても，彼はそうしな

ければならなかったと言っています。神

がお命じになったからです（モルモン書

ヤコブ2：7－11参照）。わたしも同じ理由

でそうしています。

自分の名前を付けた書の第2章で，ヤ

コブは「みだらな行い」について男性を

叱責
しっせき

しました（23，28節）。また，彼らが

「妻子の前に良くない手本を示して，感じ

やすい妻の胸を張り裂けさせ，子供たち

の信頼を失った」と述べています（35節）。

甚だしく邪悪な「みだらな行い」とは何

のことでしょうか。すでに何人かが悪事

に手を染めていたことは明らかです。し

かし，ヤコブの偉大な説教の主眼は，す

でに犯した悪事ではなく，心の中にある

悪事についてなのです。

ヤコブは説教を始めるに当たり，こう述

べました。「〔彼らは〕今までわたしが宣
の

べてきた主の御
み

言
こと

葉
ば

に従ってきた。」（モ

ポルノグラフィー
十二使徒定員会

ダリン・Ｈ・オークス

わたしたちは皆，個人の行動を改め，いっそう努力して……ポルノグラフィーの

容赦ない攻撃から，愛する者たちと環境を守ろうではありませんか。
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ルモン書ヤコブ2：4）しかし，ヤコブは

人々の心の思いを見抜き，彼らが「神に

とっても〔非常に〕忌まわしく思われる罪

を犯し始めている」と言っています（5節）。

そして「あなたがたの心が邪悪であるこ

とをあなたがたに証言しなければならな

い」とも述べています（6節）。ヤコブは

「だれでも，情欲をいだいて女を見る者

は，心の中ですでに姦淫
かんいん

をしたのである」

と語られたイエスと同じことを話してい

るのです（マタイ5：28。3ニーファイ12：

28；教義と聖約59：6；63：16も参照）。

30年以上前，わたしはブリガム・ヤング

大学の学生たちに，読んだり見たりする

ものについて，「不道徳な性的関係を助

長する文学」を避けるように強く勧告し，

次のようなたとえを引用しました。

「わいせつな内容や性欲をかき立てる

ような物語や写真は，汚い食べ物や汚染

された食物よりも害を及ぼします。体には

有害な食物を受けつけない防衛作用があ

ります。生死にかかわるわずかな例外は

ありますが，有害な食物を食べると，病気

にはなっても，それが果てしない害悪を及

ぼすことはありません。これに対して，汚

れた話，わいせつな話，性欲をかき立てる

ような画像や書籍に絶えず接している人

は，頭脳というこの優れた情報検索システ

ムの中にそれらを記録として残すことにな

ります。脳は汚らわしいものを吐き出すこ

とができません。いったん記録されると，

それは呼び出すことができるテーマとして

脳の中にとどまり，ゆがめられた映像が心

に浮かんできて，人生の健全な道からあ

なたを遠ざけるのです。」1

兄弟の皆さん，監督や専門のカウンセ

ラーはポルノグラフィーにかかわる男性が

増加しているのを目
ま

の当たりにしていると

言わなければなりません。その多くが活

発会員です。ポルノグラフィーにかかわっ

ている人たちは明らかにその深刻さを軽

視しており，神の神権を行使し続けてい

ます。だれにも気づかれないと思ってい

るからです。しかし本人が知っています。

そして兄弟たち，主も御存じです。

ポルノグラフィーは神殿推薦状の面接の

質問に含めるべきだとの提案があります

が，すでに含まれています。面接を受け

る人が霊的な感受性と，主の宮で礼拝す

る人に期待される正直さを持っていれ

ば，少なくとも5つの質問が告白と話し合

いへとつながるはずです。

救い主の印象的な教えの一つは，隠れ

てポルノグラフィーを見ている人に当ては

まります。

「偽善な律法学者，パリサイ人たちよ。

あなたがたは，わざわいである。杯
さかずき

と皿

との外側はきよめるが，内側は貪欲
どんよく

と放

縦とで満ちている。

盲目なパリサイ人よ。まず，杯の内側を

きよめるがよい。そうすれば，外側も清く

なるであろう。」（マタイ23：25－26。アル

マ60：23も参照）

救い主は続けて，目に見える部分は手

入れをするのに，内なる人を清めないで

いる人たちをとがめていらっしゃいます。

「あなたがたは白く塗った墓に似てい

る。外側は美しく見えるが，内側は死人

の骨や，あらゆる不潔なものでいっぱい

である。

このようにあなたがたも，外側は人に

正しく見えるが，内側は偽善と不法とで

いっぱいである。」（マタイ23：27－28）

このような偽善が霊にすぐに及ぼす影

響は破滅的です。ポルノグラフィーを求め，

それにふける人々は神権の力を失いま

す。主は宣言されました。「わたしたちが

自分の罪を覆い隠そうと……するとき，ま

ことに天は退き去り，主の御
み

霊
たま

は深く悲

しむ。そして主の御霊が退き去ると，そ

の人の神権，すなわち権能は終わりであ

る。」（教義と聖約121：37）

ポルノグラフィーを見る人は御霊を伴侶
はんりょ

とする権利も失います。ポルノグラフィー

は霊性を破壊する幻想を生み出します。

「肉の思いは死」――つまり霊の死です

（ローマ8：6。2ニーファイ9：39も参照）。

聖典には，主の御霊は汚れた宮には宿

らないことが繰り返し述べられています。

ふさわしい状態で聖餐
せいさん

を受けるとき，わた

したちは「いつも御子の御霊を受け……

る」と約束されています。その約束にふさ

わしくなるために，わたしたちは，「いつも

御子を覚え〔る〕」と聖約します（教義と聖

約20：77）。性的な刺激のためにポルノグ

ラフィーを求め，それにふける人々がその

聖約を破っていることは明らかです。また，

神聖でない，不純な行いから遠ざかると

いう聖約も破っています。そのような人は

主の御霊を受けることができません。その

ような人は皆，使徒ペテロの勧めに耳を傾

けるべきです。「だから，この悪事を悔い

て，主に祈れ。そうすればあるいはそんな

思いを心にいだいたことが，ゆるされるか

も知れない。」（使徒8：22）

兄弟たち，皆さんはわたしがポルノグラ

フィーの精神衛生面や犯罪行為などに対

する影響について話しているわけではな

いということにお気づきでしょう。わたしは

霊性に対する影響について，すなわち主

の御霊を伴侶とする力，神権の力を行使

する資格について語っているのです。

ポルノグラフィーは最も大切な個人的な



関係にも致命的な傷を負わせます。昨年

10月，ヒンクレー大管長は神権を有する男

性に向けた説教の中で，ある女性からの

手紙を引用しました。その女性は，ポルノ

グラフィーが「心と魂を奥底まで傷つけ，

……関係を壊し……てしまう」ということを

教会員に警告してほしいと大管長に依頼

しました（『リアホナ』2004年11月号，60）。

最近のステーク大会で，ある女性が似

通った手紙をわたしにくれました。彼女の

夫は教会で長い間大切な召しを受けてい

ながら，ポルノグラフィーの中毒にかかって

いました。そして，この問題を神権指導者

に深刻に受け止めてもらうことが困難だと

語っていました。「過剰に反応しすぎだと

か，わたしのせいだとか――そんな答え

ばかりでした。現在の監督はよくやってく

れます。夫は15年に及ぶポルノグラフィー

中毒と向き合っています。しかし，今と

なっては15年の長きにわたる習慣を断ち

切るのはいっそう困難ですし，その間に

失ってきたものは計り知れません。」

ポルノグラフィーは，異性との間に正常

な感情に基づく，ロマンチックで霊的な関

係を築く能力を損ないます。また，不適

切で異常な，違法行為に立ちはだかる道

徳の壁を破壊します。良心が鈍くなるに

つれ，ポルノグラフィーを見る人は自分の

人生やほかの人々の人生に及ぼす影響を

考えることなしに，自分が目にしてきたこ

とを行動に表すようになります。

また，中毒性もあります。意思決定の力

を損ない，見る人を「とりこ」にし，取りつ

かれたように何度も繰り返させます。ポル

ノグラフィーと強い薬物の中毒になった男

性は，このように比較しています。「わたし

に言わせれば，コカインなんて比べものに

なりません。わたしは両方に手を染めた

ことがあります。……最も中毒性の高い薬

物をやめることでさえ，〔ポルノグラフィーを

やめる努力〕と比べれば何でもありませ

ん。」（2005年3月20日付けの手紙）

ある人々は，見ているのは「ソフト」で

あって，「ハード」ではないという議論をし

て，習慣を正当化しようとします。ある賢

明な監督はこのことを，悪を悪と認識し

ないことだと言いました。彼が引き合い

に出したのは，見る選択を正当化するた

めに，「あれよりはましだ」，あるいは「良

くないのはたった一場面だけだ」などと

比較する人々です。しかし，何が悪であ

るかを判断するのは程度ではなく，その

影響です。御霊が退き去るほど長く邪悪

な思いを抱くならば，人は霊的な守りを

失い，悪
あ

しき者の力と命令に支配される

のです。この監督が言うところの「いつで

も可能な性的興奮」のために（2005年3月

13日付けの手紙），インターネットやその他

のポルノグラフィーを見るなら，大いなる

罪の汚れを負うことになります。

ベニヤミン王の偉大な説教は悲惨な結

末を述べています。わたしたちが主の御

霊から身を引くとき，義の敵となり，強烈

な罪の意識にさいなまれ，「主の御
み

前
まえ

から

しりごみ」するのです（モーサヤ2：36－

38参照）。そして「そのような者には憐
あわ

れ

みは及ばない。したがって，その者の最

後の状態は，決して終わることのない苦

痛に耐えることである」と結論づけてい

ます（39節）。

ダビデ王の悲劇的な事例を考えてくだ

さい。ダビデはイスラエルの霊の巨人で

ありながら，見るべきでないものを見て

しまいました（サムエル下11章参照）。見

たものに心を奪われた王は，十戒の二つ

の戒めを破りました。その始まりが「あな

たは姦淫してはならない」という戒めです

（出エジプト20：14）。こうして，預言者で

もあった王は昇栄から落ちたのです（教

義と聖約132：39参照）。

しかし救いとなるのは，この苦痛へと続

く堕落の道をだれも歩む必要がないとい

うことです。この恐ろしいエスカレーター
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にとらわれたすべての人には，方向を変

える鍵
かぎ

が与えられています。脱出できます。

悔い改めて清くなることができます。

息子アルマは語っています。

「まことに，わたしは自分のあらゆる罪

と不義を思い出し，そのために地獄の苦

しみを味わった。……

……神の御前に行くことを考えるだけ

で，わたしは言いようのない恐怖に責め

さいなまれた。……

そして苦痛に責めさいなまれていたと

きに，わたしは自分の多くの罪を思い出

してひどく苦しみながら，見よ，かつて父

がイエス・キリストという御方の来臨につ

いて民に預言するのを聞いたことを思い

出した。イエス・キリストは神の御子であ

り，世の罪を贖
あがな

うために来られるというの

である。

心にこの思いがはっきりと浮かんでき

たとき，わたしは心の中で，『おお神の御

子イエスよ，苦汁の中におり，永遠の死の

鎖に縛られているわたしを憐れんでくだ

さい』と叫んだ。

さて見よ，このことを思ったとき，わた

しはもはや苦痛を忘れることができた。

まことに，わたしは二度と罪を思い出して

苦しむことがなくなった。

おお，何という喜びであったことか。

何という驚くべき光をわたしは見たこと

か。まことに，わたしは前に感じた苦痛に

勝るほどの喜びに満たされたのである。」

（アルマ36：13－14，17－20）

このような中毒に陥り，誘惑に悩まされ

ている兄弟たち，道はあります。

第1に，それが悪だと認識してください。

言い訳や，正当化をしないでください。

少なくとも4半世紀にわたり，指導者たち

は，男性，そして女性や子供たちにもこの

悪を避けるように訴えてきました。2 現在，

教会機関誌にはこのテーマに関する警告

や情報，助言が数多く載っています。今

年と去年だけでも，20以上の記事が発行

済み，あるいは発行予定です。3

第2に，主と主の僕
しもべ

の助けを求めてく

ださい。ヒンクレー大管長の言葉を心に

留めてください。

「自分を縛りつけている中毒を取り除

いてくださるように，心の奥底から，主に

願い求めてください。また，勇気を奮い，

監督の愛に満ちた導き，必要ならば，思

いやりのある専門家の助言を求めてくだ

さい。」（『リアホナ』2004年11月号，62）

第3に，それを避けるために，あらゆる

努力を払ってください。もしポルノグラ

フィーにかかわる場にいると分かったら

――これはこの世に生きているだれにで

も起き得ることです――そのときはエジ

プトのヨセフの模範に従ってください。女

性の誘惑が迫ったとき，彼は誘惑を避け，

「外にのがれ出」ました（創世39：12）。

いかなる程度であっても誘惑に負けて

はなりません。罪を遠ざけ，必ず起こる

破滅に向き合わねばならないような事態

を避けるのです。スイッチを切り，目をそ

らしてください。どんな犠牲を払ってでも

避けるのです。健全な道に心の思いを向

けるのです。聖約を思い起こし，忠実に

神殿に参入しください。前に話した賢明

な監督はこう述べています。「エンダウメ

ントを受けた神権者が定期的に神殿で礼

拝しているかぎり，ポルノグラフィーに屈

することは絶対にあり得ません。神殿で

の礼拝に無関心になったときに，そうなる

のです。」（2005年3月13日付けの手紙）

愛する人々を守るためにも行動しなけ

ればなりません。両親は，家族が煙や一

酸化炭素にさらされたら警告できるよう

に，警報装置を設置します。霊を脅かす

ものに対しても，防御策を講じる必要が

あります。例えば，インターネットの接続

を制限するフィルターを用いたり，何を見

ているのかだれでも分かる場所にモニ

ターを置いたりすることができます。そし

て，家族の霊的な強さを培うべきです。

愛にあふれた関係や家族の祈り，聖文学

習を通してこれを行うのです。

最後に，ポルノグラフィーを支援しては

なりません。あなたの購買力を低俗なも

のに使わないでください。若い女性の皆

さん，ぜひ理解してください。慎みのない

服装をする人は，あなたを見る男性に

とってポルノグラフィーになり，この問題を

悪化させているのです。

どうかこの警告を心に留めてださい。

わたしたちは皆，個人の行動を改め，

いっそう努力して，霊性や結婚，子供た

ちを脅かすポルノグラフィーの容赦ない攻

撃から，愛する者たちと環境を守ろうで

はありませんか。

これこそ，わたしたちが礼拝する御方

から祝福を頂けるように，なすべきことで

あると証
あかし

します。イエス・キリストが世の

光であり命であられ，この教会が主の教

会であることを証します。イエス・キリス

トの御名
み な

によって，アーメン。

注

1．Challenges for the Year Ahead（小

冊子，1974年），4－5。“Things

They’re Saying”New Era，1974年

2月号，18で再版

2．例えば，以下の記事を参照する。ゴード

ン・B・ヒンクレー「悲劇をもたらす悪」

『リアホナ』2004年11月号，59－

62；デビッド・E・ソレンセン「毒蛇と戯

れてはならない」『リアホナ』2001年7

月号，48－50；トーマス・S・モンソン

「魔の運び屋――ポルノグラフィー」『リ

アホナ』2001年11月号，2－6；デビ

ッド・B・ヘイト「個人の性道徳」『聖徒の

道』1985年1月号，68－71

3．例えば，以下の記事を参照する。ロリ

ー・C・リード「義にかなった生活に立ち

返る――ポルノグラフィーを捨てる」『リ

アホナ』2005年2月号，28－33；アリ

アンヌ・B・コープ“Internet Café ”

New Era，2005年3月号，34－37；

ニコル・S・ラーセン“The Decision”

Friend，2004年3月号，40－41



「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。」この問いにイエスは答

えられました。「『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。』これらの二つのいましめに，

律法全体と預言者とが，かかっている。」1

古代イスラエルから幾世代にもわたり，

過去と現代の主の預言者は，すべてを包

み込むこの永遠の真実を常に教えてきま

した。永遠の命を受け継ぐためには心に

愛を持たなければなりません。永遠の御

父である神と隣人への愛です。

地上での働きを終えようとするイエスは

ペテロに言われました。「しかし，わたし

はあなたの信仰がなくならないように，あ

なたのために祈った。それで，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。」2

ペテロはイエス・キリストの神性につい

て，御
み

霊
たま

によって受けた証
あかし

がありました。

ペテロは知っていました。その知識は啓

示によって与えられたものでした。しかし

ながら，ペテロの改心，つまり生き方と根

本的な性格の変化は，心を変える聖霊の

賜物
たまもの

と証を受けた五
ご

旬
じゅん

節
せつ

の日の後に，そ

れまで以上に明白となったのです。

兄弟姉妹の皆さん，そうなのです。か

つてのペテロと同じように，わたしたちに

も証があります。しかし改心が人生の中

で継続的な過程となっているでしょうか。

造り主の手の中にある未完成の作品とし

て，わたしたち一人一人は進歩を続けて

いるでしょうか。神は皆さんを通じて

人々を祝福しておられるでしょうか。隣人

の重荷を軽くするために，主が皆さんを

通してだれに祝福をお与えになりたいの

か，祈りによって尋ねているでしょうか。

自分を愛するように隣人を愛しているで

しょうか。

イエスが律法学者に向かって，永遠の

命を受けるためには自分自身と同様に隣

人を愛さなければならないと言われたと

き，律法学者は尋ねました。「では，わた

しの隣り人とはだれのことですか。」イエ

スは善いサマリヤ人のたとえによって答

え，次にこう尋ねられました。「この3人

のうち，だれが強盗に襲われた人の隣り

人になったと思うか。」律法学者は言い

ました。「その人に慈悲深い行いをした

人です。」3 イエスはこのたとえを通して，

一人一人が，御父のすべての子供たちに

積極的な愛と慈悲の心を示すべきだと教

えられたのです。

ベニヤミン王は当時の聖徒にこう教え

ました。「日々罪の赦
ゆる

しを続けて受けるた

めに，……それぞれ持ち物を貧しい人に

分け与えるようにしてほしい。例えば，飢

えている人に食べさせ，病人を見舞い，

各々の入り用に応じて霊的にも物質的に

も助けを与えることである。」4 助けを必

要としている人に霊的または物質的な援

助を行っているでしょうか。現代の預言

者に命じられたように，群れに加わってく

る人たちに手を差し伸べ，信仰を強めて

いるでしょうか。

改心とは，助けが必要な人を世話し奉

仕するために生活をささげ，賜物や祝福

を分かち合うことです。主は都合のいい

ときに羊の世話をしなさいとか，忙しくな

いときに羊を見守りなさいとは言われま

せんでした。主は「わたしの羊や子羊を

養いなさい，この世で生き抜けるように助

け，いつもそばにいさせなさい，そして永

遠の命を受けるための正しい選びができ

るように，安全な場所に導きなさい」と言

われました。5

一つ一つの無私の親切な行いや奉仕が

霊性を高めてくれます。神はだれかを祝

福するために皆さんをお使いになります。

継続的な霊的成長と永遠の進歩は，人間

関係や隣人との接し方と大いにかかわり

があります。皆さんはほんとうに人々を愛

し生活を祝福する者となっているでしょ

うか。人といかに接するかが，改心の度

合いを測る尺度ではないでしょうか。教

会の中で自分にかかわりのあることしか

行わない人は，決して完全という目標に

達することはできないでしょう。奉仕こそ

が，福音と永遠の命が求めているものな

のです。

人生の旅路の中で，ともに歩む旅人に

手を差し伸べ，生活を祝福しなければな

兄弟たちを
力づけなさい
七十人

ロバート・Ｊ・ホエットン

救い主が預言者とともに……常に教えてこられたことを行わなければなりません。

すなわち，奉仕し，信仰を培い，皆さんの愛と祝福を必要としている人たちを養う

のです。
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りません。また皆さんを必要とする人に，

自分自身をささげなければなりません。

主は言われました。「自分の命を救おうと

思う者はそれを失い，わたしのため，また

福音のために，自分の命を失う者は，そ

れを救うであろう。」6

ヤコブは「離散している十二部族の

人々」7 にあてて書簡を記しました。その

教えは，回復された福音を末日に受け入

れる主の民，つまりわたしたちにも応用

することができます。ヤコブは教会員との

人間関係を築くうえで指針となる原則を

教えています。また自分自身のように隣人

を愛しなさいという戒めを「きわめて尊い

律法」8 と考えています。ヤコブにとって，

ただ証があるだけでは不十分なのです。

生活の中で福音を日々実践しなければい

けないのです。ヤコブは語りました。「そ

うしたら，わたしの行いによって信仰を見

せてあげよう。」9「そして，御
み

言
ことば

を行う人

になりなさい。……ただ聞くだけの者と

なってはいけない。」10 またヤコブは改心

を次のように定義しました。「父なる神の

みまえに清く汚れのない信心とは，困っ

ている孤児や，やもめを見舞い，自らは世

の汚れに染まずに，身を清く保つことに

ほかならない。」11 彼はその短い書簡を次

の言葉で終えています。「わたしの兄弟

たちよ。あなたがたのうち，真理の道か

ら踏み迷う者があり，だれかが彼を引き

もどすなら，かように罪人を迷いの道から

引きもどす人は，そのたましいを……救

い出し，かつ，多くの罪をおおうものであ

ることを，知るべきである。」12 道に迷っ

た兄弟を引き戻すことによって，その人と

自分自身の両方を救うことになるのです。

人の救いのために働くことにより，罪は覆

われ，赦されるのです。

わたしは大変恵まれて，ラテンアメリカ

で生活し，主御自身とその預言者による

次のような預言や約束が成就するのを目
ま

の当たりにしました。

「わたし〔は〕自分の民，イスラエルの家

を長年の離散した状態から集めて，彼ら

の中に再びわたしのシオンを設ける……。

……わたしは彼らの中にわたしの教会

を設けよう。彼らは聖約を交わし，わたし

がこの地を彼らの受け継ぎとして与えた，

このヤコブの残りの者の中に数えられる

であろう。」13

文字どおり何十万もの人々がラテンア

メリカのほとんどすべての国から集まっ

ています。この発展はこれからも続くと預

言されています。発展は非常に大きな課

題ですが，同時に，わたしたち一人一人

にとって，この上なくすばらしい機会でも

あります。

使徒パウロも当時の新会員に言いまし

た。「そこであなたがたは，もはや異国人

でも宿り人でもなく，聖徒たちと同じ国籍

の者であり，神の家族なのである。」14

教会が急速に発展している地域では，

いまだに多くの人が自分は異国人や宿り

人で道端に放っておかれていると感じて

います。もし預言が成就するのを見たけ

れば，モロナイが記したように行わなけれ

ばなりません。「そして人々はバプテスマ

を認められ，……キリストの教会の民の

中に数えられ，その名が記録された。そ

れは，彼らが覚えられ，……養われ，そし

て彼らを正しい道にとどめるため……で

ある。」15

多くの活発な教会員は，活発に教会に

集っていない会員や道からそれてしまっ

た新会員が異なる行動を取るのは，教会

の教義を信じていないからだと考えてい

ます。調査によるとこのような考えは正し

くありません。現在教会に活発に集って

いない会員で，調査を受けた人々の大部

分が神の存在を信じており，イエスが救

い主であり，ジョセフ・スミスが預言者で

あって，教会が真実であると信じている

ことが分かったのです。

多くのワードや支部には，善良で高潔で

ありながら，ただどうやって教会に戻れば

よいのか分からない男女がたくさんいま

す。中には善い母親や父親もいます。少し

教会から離れただけなのですが，だれも

様子を見に来ないために，結局だれも気

にかけてくれないという気持ちになってい

ます。信仰を持った男女が訪れて友人に

なり，力づけてともに祈りをささげ，福音を

教えるならば，彼らとその家族は戻って来

ることでしょう。主は言われます。「わたし

の兄弟であるこれらの最も小さい者のひ

とりにしたのは，すなわち，わたしにしたの

である。」16 わたしの兄弟であるこれらの

最も小さい者とはだれのことでしょう。い

ちばん最近群れに加わった人ではないで



しょうか。あるいは活発に教会に集ってい

ないけれども，もし真心からの励ましと助

けの手が差し伸べられたなら戻って来る

人かもしれません。

人々の霊の救いが懸かったこの大きな

戦いの中で，伝道活動の基本方針がわた

したち一人一人にいっそう明確に定めら

れています。専任宣教師が求道者に福音

を教え，改心の過程で重要な役割を果た

すに当たって，会員がその場に同席する

ことになっています。宣教師は「御霊……

によって，……福音を宣
の

べ伝え」るに際し

て17，自分自身の心からの言葉で，また，

研究と祈りを重ねて心の中に蓄えた真理

の言葉で語ります。継続的な改心の過程

における宣教師の役割は，バプテスマで

終わるわけではありません。宣教師は，

霊的な養いを必要としている新会員らを

続けて教えます。

最近の大管長会からの手紙は，神権指

導者には新会員を強めて助ける責任があ

ることを思い起こさせています。「フェ

ローシッピングはワードのすべての会員

が行うべきものです。……ホームティー

チャーと訪問教師は，……大切な役割を

果たすことができます。」新会員には，

「ワードを強めるために奉仕し貢献する

機会」を与える必要があります。18

兄弟姉妹の皆さん。新会員か古い会員

かを問わず，もし改心と変化の過程を自ら

の内に継続させたいならば，人に仕え霊

的な養いを与えなければなりません。ま

た，人々が回復によるあらゆる祝福を受

けられるように助けなければなりません。

それには神殿の祝福も含まれます。

預言者ジョセフ・スミスは当時の聖徒に

あてた手紙にこう記しました。「愛する兄

弟たちへ。わたしたちの兄弟をいつも愛

して助けること，これはすべての会員が

その兄弟に対して進んで果たすべき義務

です。神の前で義とされるために，わた

したちは互いに愛し合わなければなりま

せん。……そして自分を愛するように隣

人を愛し，艱難
かんなん

の中でも誠実でなくては

なりません。」19

わたしたちの時代の預言者であるゴード

ン・Ｂ・ヒンクレー大管長はこう語っていま

す。「兄弟姉妹の皆さん，わたしには今，

望み，祈っていることがあります。それは，

……皆さん一人一人に，困っている人，苦

しみを抱えて困難な境遇にある人を見つ

け，愛の心をもって教会に導く決心をして

いただきたいのです。そしてその人たちが，

教会員の力強い手と優しい心によって温

かく迎えられ，慰められ，支えられ，幸せの

道を歩めるようにしてほしいのです。」20

愛とは単なる言葉や宣言ではありませ

ん。第一の，大いなる戒めであり，行い

を求める戒めなのです。主は言われまし

た。「もしあなたがたがわたしを愛するな

らば，わたしのいましめを守るべきであ

る。」21「わたしを愛するか。……わたし

の羊を養いなさい。」22

救い主が預言者とともに過去から現在

にわたって常に教えてこられたことを行

わなければなりません。すなわち，奉仕

し，信仰を培い，皆さんの愛と祝福を必

要としている人たちを養うのです。皆さ

んには，次のような主の約束があります。

「そして，あなたがたを受け入れる者がだ

れであろうと，わたしもそこにいるであろ

う。わたしはあなたがたに先立って行こ

う。……わたしの御霊はあなたがたの心

の中にある。」23

兄弟姉妹，愛をもって人の生活を祝福

するとき，皆さんも主の御霊により祝福を

受けるでしょう。主はこう説いておられま

す。両者ともに「理解し合い，……教化さ

れて，ともに喜ぶ〔であろう。〕」24

天の御父が，「御子イエス・キリストに

真に従う者すべてに授けられた」25 愛を

注いでわたしたち一人一人を祝福してく

ださいますよう，祈っています。御子イエ

ス・キリストが生きておられ，主の福音が

愛の福音であることを証します。イエス・

キリストの御名
み な

によって，アーメン。

注

1．マタイ22：36－40

2．ルカ22：32

3．ルカ10：29，36－37

4．モーサヤ4：26，強調付加

5．ヨハネ21：15－16参照

6．マルコ8：35

7．ヤコブの手紙1：1

8．ヤコブの手紙2：8

9．ヤコブの手紙2：18

10．ヤコブの手紙1：22

11．ヤコブの手紙1：27

12．ヤコブの手紙5：19－20

13．3ニーファイ21：1，22

14．エペソ2：19

15．モロナイ6：4

16．マタイ25：40

17．教義と聖約50：14

18．2004年12月22日付けの大管長会の手

紙。2005年2月11日付けの大管長会

の手紙も参照

19．History of the Church，第2巻，229

20．「援助の手を差し伸べる」『聖徒の道』

1997年1月号，99

21．ヨハネ14：15

22．ヨハネ21：17

23．教義と聖約84：88

24．教義と聖約50：22

25．モロナイ7：48
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ど
うすれば世の中に平安を見い

だし，最後まで堪え忍べるで

しょうか。困難や試練に打ち

勝つには，どうすればよいでしょうか。

救い主イエス・キリストは言われまし

た。「これらのことをあなたがたに話した

のは，わたしにあって平安を得るためで

ある。あなたがたは，この世ではなやみ

がある。しかし，勇気を出しなさい。わ

たしはすでに世に勝っている。」1

この試しの世の一部として，人は苦し

みや痛み，落胆を経験します。イエス・キ

リストにあってのみ，平安が見いだせるの

です。主は人を元気づけ，この世の試練

をすべて乗り越えられるようにしてくださ

います。

元気を出すとはどんな意味でしょうか。

それは，希望を持ち，落胆せず，信仰を

失わないで，喜びに満ちあふれて生活す

ることです。「人が存在するのは喜びを得

るため」2 です。元気を出すとは，自信を

もって生きることです。

イエス・キリストの福音によって強さを

得，永遠を見通す人は，未来に元気に立

ち向かうことができます。しかし，この時

代に起こると預言されている試練を軽く

考えてはなりません。

どのような試練があるのでしょう。そし

て，どう対処したらよいでしょう。

来るべき試練には，希望の欠如，愛の

欠如，平安の欠如などが挙げられます。

預言者モロナイは言いました。「もしあ

なたがたに希望がなければ，あなたがた

は必ず絶望を味わうであろう。絶望は罪

悪のために生じる。」3 多くの人にとって，

未来は絶望の時代かもしれません。罪悪

が大きいほど，絶望も大きくなります。

救い主は言われました。「また不法が

はびこるので，多くの人の愛が冷えるで

あろう。」4 罪悪が増すにつれ，真の愛は

失われます。その結果，恐れ，不安，絶望

が増すのです。

主は預言者ジョセフ・スミスに言われま

した。「わたしは……その日が速やかに来

ることをすべての人が知るようにと望んで

いる……。〔そのときに〕平和が地から取

り去られ，悪魔が自分の領域を支配する力

を持つ……。そして，主も聖徒たちを支配

する力を持ち，彼らの中で治め……る。」5

今は平和が地から取り去られた時代なの

です。

一方，今はすばらしい時代でもありま

す。この時代に主は神権を回復なさいま

した。真実の福音も回復されています。

地上における神の王国，すなわち末日聖

徒イエス・キリスト教会もあります。今は，

主イエス・キリストが来て自ら統治される

のに先立ち，地球を備える助けをする時

代なのです。

なぜこの世には試練があるのでしょうか。

それは，信仰と従順を試すためである

と，主は明言されました。「わたしたちは

これによって彼らを試し，何であろうと，

主なる彼らの神が命じられるすべてのこ

とを彼らがなすかどうかを見よう。」6

伝道の書にはこう書かれています。「す

べての人に臨むところは，みな同様である。

正しい者にも正しくない者にも，善良な者

にも……清い者にも汚れた者にも……善

良な人も罪びとも異なることはない。すべ

ての人に同一に臨む〔ことが一つある。〕」7

福音の岩を土台として生きる賢い人の人

生にも，この世のものを土台として生きる

愚かな人の人生にも，試練は同じように

やって来るのです。8

そのような試練にどう対処するべきで

しょう。

主は言われました。「だれでもわたしに

ついてきたいと思うなら，自分を捨て，日々

自分の十字架を負うて，わたしに従ってき

なさい。」9 毎日，自分の十字架を背負って

進む必要があります。永遠の旅路を傍観

しているだけではだめです。

試練と主の罰を見分けるには，どうす

ればよいのでしょう。

試練は成長する機会です。主は言われ

ました。「わたしの民は，すべてのことに

おいて試みを受けなければならない。そ

れは彼らが，わたしが彼らのために持っ

ている栄光，すなわちシオンの栄光を受

けるように備えられるためである。そして，

懲らしめに耐えない者は，わたしの王国

元気を出しなさい，
逆境の中で
忠実でありなさい
七十人

アデマール・ダミアニ

イエス・キリストの福音によって強さを得，永遠を見通す人は，未来に元気に立ち

向かうことができます。



にふさわしくないのである。」10

試練のときには，深く考え，こう自問す

るべきです。「この状況の中で何をする

ことが主の御
み

心
こころ

だろうか。」

主は預言者ジョセフ・スミスに，このよう

な慰めの言葉をかけておられます。「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。人

の子はこれらすべての下に身を落とした。

あなたは人の子よりも大いなる者であろう

か。」11 一つ一つの試練を成長の機会だと

考えてください。いつの日か，試練の訳を

知る時が来ます。

主は言われました。「わたしはまた，愛

する者たちを懲らしめる。それは，彼ら

の罪が赦
ゆる

されるためである。わたしは懲

らしめるとともに……彼らが……救い出

される道を備えるからである。」12 主はわ

たしたち一人一人を愛し，幸福になるよ

う望んでおられます。幸福を得るには，

イエス・キリストを信じ，真心から悔い改

め，主の戒めに従い，最後まで堪え忍ぶ

必要があります。

祈りが届かない，祈りの答えが得られ

ないと思うことがあるかもしれません。そ

のようなときには，時間を取り，これまでの

行いをじっくり思い返してください。必要

ならば，自分の生活をイエス・キリストの福

音に一致させてください。主は預言者

ジョセフ・スミスを通して言われました。

「主なるわたしは，彼らの背きのゆえに，

彼らの受けている苦難が彼らに及ぶのを

許した。……

彼らは主なる神の声に聞き従うのが遅

かった。それゆえ，主なる彼らの神は，

彼らの祈りを聴くのを遅くする，すなわち

彼らの苦難の日に彼らにこたえるのを遅

くするのである。

平穏な日には，彼らはわたしの勧告を

軽んじた。しかし，苦難の日にはやむを

得ずわたしを捜し求める。」13

生活を主の御心と一致させようと心か

ら望むならば，主はいつでも喜んで重荷

を軽くしてくださるでしょう。

勇気と希望が砕かれる原因は何でしょう。

イエス・キリストは十二使徒への教えの

中で，希望を打ち砕く原因を幾つか挙げ

られました。それは，自らを誘惑にさらす

こと，苦難や試練，迫害を堪え忍ばない

こと，世の「思い煩い」に捕らわれること，

富を第一とすること，最後まで堪え忍ば

ずにあきらめること，偽預言者の言葉に

耳を傾けることです。14

勇気と希望を得るにはどうすればよい

でしょう。

人は皆，主から次の御
み

言
こと

葉
ば

を頂いてい

ます。「すべて重荷を負うて苦労している

者は，わたしのもとにきなさい。あなたが

たを休ませてあげよう。」15 イエス・キリス

トは人を苦痛や苦難から解放する力を

持っておられるのです。

預言者モロナイはこう教えました。

「したがって，もし人に信仰があれば，

必ず希望もあるに違いない。信仰のない

希望はあり得ないからである。……

……また，人が柔和で，心がへりくだっ

ており，イエスがキリストであることを聖

霊の力によって認めるならば，その人に

は慈愛が必ずなければならない。」16

信仰，柔和，慈愛，へりくだった心を毎

日持って生活し，イエスがキリストであら

れることを告白し，キリストの贖罪
しょくざい

を受け

入れるなら，祝福として強さと希望が与

えられ，この世の試練や苦痛に立ち向か
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日曜午前の部会が終わった後，ニュージーランド・オークランド・ハーバーステークセンターを後にする若い兄弟と，彼を助ける家族。



い，打ち勝つことができます。

主はすべての人に何を約束しておられ

るでしょうか。

「幼い子供たちよ，元気を出しなさい。

わたしはあなたがたの中におり，あなた

がたを見捨てていないからである。」17

「元気を出しなさい。わたしがあなた

がたを導いて行くからである。王国はあ

なたがたのものであり，その祝福もあな

たがたのものであり，また永遠の富もあ

なたがたのものである。」18

預言者エテルの言葉を引用します。「さ

て，神を信じる者はだれであろうと，もっと良

い世界を，まことに神の右に一つの場所を，

確かに望むことができる。この望みは信仰

から生じ，人 に々とって……錨
いかり

となる。」19

神はわたしたちの御父であられ，わた

したちは神の子供です。神はわたしたち

を愛し，この世と永遠においてわたした

ちの幸福を望んでおられます。今日
こんにち

わた

したちは神の真の預言者に導かれていま

す。イエスはキリストです。主を通して，

わたしたちはこの世で安らぎを得ること

ができます。イエス・キリストの御名
み な

に

よって，アーメン。

注

1．ヨハネ16：33

2．2ニーファイ2：25

3．モロナイ10：22

4．マタイ24：12

5．教義と聖約1：35－36

6．アブラハム3：25
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11．教義と聖約122：7－8

12．教義と聖約95：1

13．教義と聖約101：2，7－8
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16．モロナイ7：42，44

17．教義と聖約61：36

18．教義と聖約78：18

19．エテル12：4
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愛
する兄弟姉妹，このすばらしい

総大会の終わりにゴードン・B・

ヒンクレー大管長の閉会の説教

を聞くに当たり，わたしは一人一人が，自

分がどれほど祝福されているか感じてほ

しいと強く願っています。わたしたちは主

の預言者や使徒たちから，数多くの知恵

や勧告を受けてきました。そして，もしそ

の教えを心に留め，それに聞き従うなら，

これまで以上に救い主に近づくことがで

きるのです。わたしたちはこの時代に生を

受けたことを特に感謝しなければなりませ

ん。教会の指導者は，その多くが高齢で

すが，日々 王国を前進させるために啓示と

霊感を絶えず受けているのです。

若いころ，文書になった非常に力強い

勧告を与えられました。それは自分が忠

実で従順な息子であることを示すため

に，成長して勧告や助言が必要になった

ときには，いつでも両親のもとへ行くよう

にというものでした。両親がどれほど「年

齢を重ねて」いたとしても，彼らから知恵

と慰めと導きを得るのです。父は20年以

上前に亡くなりました。生涯を通じて，偉

大で，典型的な知恵の源でした。そして

この月曜日，101歳だった母のなきがらを，

永遠の伴侶
はんりょ

の傍らに横たえました。母は

100歳になったとき，生涯守り通した証を

次のように語りました。「福音は生き方そ

のものであり，苦しみをぬぐい去るため

に不可欠なものです。この人生はすばら

しいものですが，次の世の生活はさらに

すばらしいことを，これまで以上に実感し

ています。」（“Growing Old Graciously:

Lessons from a Centenarian”Religious

Educator，第5巻，第1話〔2004年〕，11）

母はしばしば，「毎日，あなたやあなた

の家族のために祈っているわ」と言って

いました。そして，死期が迫るにつれ，母

の祈りは特に熱心なものとなり，わたしに

とって非常に意味のあるものとなっていき

ました。わたしの両親も，また妻の両親も

同じように，義にかなった道を歩みなが

ら，最後まで堪え忍んできましたし，現に

堪え忍んでいます。そして，後に続くすべ

ての子孫のために，信仰に満ちた献身と

いう受け継ぎを残してくれているのです。

エズラ・タフト・ベンソン大管長は，

1990年1月号の『聖徒の道』でこう言って

年齢を重ねた人々の
勧告に感謝する
七十人

スティーブン・Ｂ・オーブソン

証
あかし

の力についての洞察と理解を深めることができるよう願っています。とりわ

け，……〔年齢を重ねた〕人々の証に接したときに，それができ〔ますように〕。



います。「主は，主の民の中にいる高齢

の方一人一人を理解し，愛しておられま

す。それは昔から変わりません。そして，

高齢者にたくさんの大きな責任を課して

こられました。様々な神権時代において，

主は高齢の預言者を通して民を導いてこ

られました。彼らの年齢から来る知恵と

経験，主の福音への長年にわたる忠誠か

らもたらされる霊感あふれる指導が，必

要とされてきたのです。」（「教会の高齢の

方々へ」4参照）

こうしたことを考えると，預言者や使徒

たちが時代を超えて残した偉大な説教や

祝福，証，訓戒，特に年老いて，ちりに下

ろうとしているころの言葉を思い起こさせ

てくれます。このような別れのメッセージ

の中には，しばしば引用されるすばらし

い聖句があります。例えば，モーセ書第

6章57節で，エノクは次のように明言して

います。「それゆえ，あなたの子供たちに

次のことを教えなさい。すなわち，どこに

いる人でもすべての人が，悔い改めなけ

ればならない。そうしなければ，決して神

の王国を受け継ぐことはできない。清く

ない者は……神の前に住むことができな

いからである。」こうした福音の基本的な

原則は，アダムとエバの時代から教えられ，

世代を超えて伝えられてきました。そして

聖文が証明しているように，それは現在

も伝えられています。

エジプトに売られたヨセフは，イスラエ

ルの民に次のような勧告の言葉を残しま

した。「わたしはやがて死にます。神は

必ずあなたがたを顧みて，この国から連

れ出し，アブラハム，イサク，ヤコブに誓

われた地に導き上られるでしょう。」（創世

50：24）

時代が経過し，ヨセフの預言がまさに

実現しようとしていたころ，モーセは，イ

スラエルの全部族のために祝福を残し，

指導の責任をヨシュアに託しました。ヨ

シュアこそ，その民を約束の地に連れ戻

した人物でした。自分の最期が近づきつ

つあることを知ったヨシュアは，次のよう

な不滅の言葉を残しました。「あなたが

たの仕える者を，きょう，選びなさい。た

だし，わたしとわたしの家とは共に主に

仕えます。」（ヨシュア24：15）

その後の預言者である，エレミヤ，イザ

ヤ，マラキといった人 も々，その教導の業

を通じて同じように忘れ難い証を残し，

メシヤの来臨と無限の贖
あがな

いについて預言

しました。

モルモン書にも全体にわたって同じよ

うな形が見られます。ニーファイ，ヤコブ，

ベニヤミン王の最後の説教に注目しましょ

う。ベニヤミン王の力強い説教は，全国

民の心を改めさせました。アビダナイの

すばらしい言葉も忘れてはいけません。

自分が間もなく死ぬことを知っていたア

ビナダイは，大胆に語りました。「贖いは

まことの永遠の父である主なるキリストを

通じて与えられるということを，民に教え

なさい。」（モーサヤ16：15）ほかにもアル

マ，息子アルマ，ヒラマンとその息子であ

るヒラマンが同じように語りました。ヒラ

マンは，自分の息子たちに実に貴重な勧

告を残しています。「わが子らよ，覚えて

おきなさい。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。……なぜならば，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）

これらの預言者とモルモン書に登場す

るそのほかの預言者たちは，わたしたち

の時代のために書き残しています。モル

モンもその一人です。それは，この困難

な時代にあるわたしたちが，彼らの知識

と知恵を必要とすることを理解していた

からです。モルモン書自体は，モルモン

の息子であるモロナイの比類のない勧告

で終わっています。こう記しています。

「まことに，キリストのもとに来て，キリス

トによって完全になりなさい。神の御
み

心
こころ
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に添わないものをすべて拒みなさい。も

しあなたがたが神の御心に添わないもの

をすべて拒み，勢力と思いと力を尽くし

て神を愛するならば，神の恵みはあなた

がたに十分であ〔る。〕」（モロナイ10：32）

新約聖書にも同じような「最後の証」が

あります。例えば，パウロの言った「わた

しは戦いをりっぱに戦いぬき，走るべき行

程を走りつくし，信仰を守りとおした」とい

う壮大な言葉は（2テモテ4：7），パウロが

最後まで耐え抜いたことを示す証言です。

力強い先任使徒ペテロの成長を見る

と，深い洞察を得ます。「……また，みな

互
たがい

に謙遜
けんそん

を身につけなさい。神は高ぶ

る者をしりぞけ，へりくだる者に恵みを賜
たま

うからである。だから，あなたがたは，神

の力強い御手
み て

の下に，自らを低くしなさい。

時が来れば神はあなたがたを高くして下

さるであろう。」（1ペテロ5：5－6）

そして，あらゆる時代を通じて，教えを

請うべき最高の人物はだれかと問われれ

ば，それは紛れもなく，復活された主御自

身です。主は，使徒や従う者たちに次の

ようにお命じになりました。「それゆえに，

あなたがたは行って，すべての国民を弟

子として，父と子と聖霊との名によって，

彼らにバプテスマを施し，あなたがたに

命じておいたいっさいのことを守るように

教えよ。見よ，わたしは世の終りまで，い

つもあなたがたと共にいるのである。」

（マタイ28：19－20）

こうした一連の聖句は，何と豊かな確

信と知恵を与えてくれることでしょうか。

その聖句一つ一つを結び合わせる共通の

霊感を注ぐ糸が存在することに気づいて

いるでしょうか。それは容易に見つける

ことができます。
● キリストである神の御子は生きてい

て，わたしたちの贖い主であり，救い

主であられる。
● わたしたちは主を覚え，その戒めを謙

遜に守ることにより，主に従い，主への

愛を示すべきである。
● 主の贖いによって，わたしたちは悔い

改めて清めを受けることができる。
● わたしたちは主の聖約の民であって，

一度交わした聖約は常に守らなければ

ならない。
● わたしたちは世界中に主の福音を広め

る必要がある。
● わたしたちは信仰をもって，悔い改め，

バプテスマと聖霊を受けて，最後まで

堪え忍ばなければならない。

この神権時代においても，現代の回復

の預言者たちが同じ原則を説き続けてい

ます。ジョン・テーラー大管長の教えからは

次のことが学べます。「主は人の子として，

血肉が耐え得るあらゆる事柄に耐えられ，

神の御子として，あらゆる事柄に勝利を収

め，永久に神の右手に立つ御方となられ

たのです。」（『歴代大管長の教え――ジョ

ン・テーラー』44）

こよなく愛するスペンサー・Ｗ・キン

ボール大管長の言葉から引用してみま

しょう。

「これらの古代の偉大な人々や使徒，同

じ主であるキリストの業に携わった兄弟

たちの証に，わたし自身の証も付け加え

ます。わたしは，イエス・キリストが生ける

神の御子であり，世の罪のために十字架

におかかりになったことを知っています。

イエス・キリストはわたしの友であり，

わたしの救い主，わたしの主，そしてわた

しの神です。

わたしは聖徒たちが，……日の栄えの

王国において，主とともに永遠の受け継

ぎを得られるよう心から祈っています。」

（「キリストにあって永遠の望みを抱く」

『聖徒の道』1979年2月号，120参照）

現代の預言者であるゴードン・Ｂ・ヒン

クレー大管長も，力強い確信をもってわ

たしたちを導き続けています。大管長は，

最近のステーク大会でこう宣言しました。

「わたしには，この業が真実であるという，

真実の，熱烈な，いきいきとした証があり

ます。永遠の父なる神が生きておられ，

イエスはキリスト，わたしの救い主，贖い

主であられるということを，わたしは知っ

ています。この教会の頭として立っておら

れるのはキリストです。わたしがひとえに

望んでいるのは，主がこの業を進めよう

としておられるように，この業を前進させ

ることです。」（「霊感を伝える言葉」『リア

ホナ』2003年10月号，5）

古代から現代に至るすべての使徒や預

言者の証を要約すると，預言者ジョセフ・

スミスの不滅の言葉に行き着きます。

ジョセフはこう宣言しました。

「そして今，小羊についてなされてきた

多くの証の後，わたしたちが最後に小羊

についてなす証はこれである。すなわち，

『小羊は生きておられる。』

わたしたちはまことに神の右に小羊を

見たからである。また，わたしたちは証

する声を聞いた。すなわち，『彼は御父の

独り子であ〔られる〕と。〕」（教義と聖約

76：22－23）

わたしも，これまで引用してきた証が真

実であるという，自分自身のささやかな証

を付け加えます。わたしは，天の御父が

文字どおりわたしたちの霊の御父であり，

イエス・キリストが救い主，贖い主であり，

わたしたちの主であることを知っていま

す。主の戒めに従うなら，主は友となって

くださいます（ヨハネ15：14参照）。聖文

の研究を重ねることによって，証の力につ

いての洞察と理解を深めることができる

よう願っています。とりわけ，偉大な知恵

を備えた高齢の人々の証に接したときに，

それができるよう，イエス・キリストの

御名
み な

によって祈ります。アーメン。



半
年前，十二使徒定員会の最も

新しい会員として初めてこの説

教壇に立ちました。そのとき，

わたしは自分に与えられた召しと，明確

に教え権威をもって証
あかし

する責任の重さを

実感しました。その思いはさらに強まって

います。話をするに当たって，聖霊の助

けがあるよう祈っています。

今日
き ょ う

わたしは，自分が受けた霊的な印象

についてお話しします。昨年10月の総大会

の日曜午前の部会で，わたしがこの説教壇

に上る直前のことでした。ディーター・F・

ウークトドルフ長老が説教を終え，救い主

について力強く証を述べました。それから

全員で起立し，ゴードン・B・ヒンクレー大管

長が事前に発表していた賛美歌を歌いま

した。そのときの賛美歌は，「イスラエルの

救い主」（『賛美歌』4番）でした。

大会で歌われる音楽は何週間も前に決

められています。そのときの曲も，わたし

が新しい召しを受けるずっと前から決

まっていたことは確かです。しかし，もし

このカンファレンスセンターで初めて説教

する前に，自分と聴衆にとって啓発的で

心静まる賛美歌をその部会のために選ぶ

ように頼まれていたら，きっといちばん好

きな賛美歌である「イスラエルの救い主」

を選んでいたでしょう。皆さんとともに

立って，回復について書かれたあの感動

的な賛美歌を歌っているとき，目から涙が

あふれました。

歌い終えるころになると，モルモン書

の一つの聖句が浮かんできました。「しか

し見よ，主の深い憐れみは，信仰がある

ために主から選ばれたすべての者のうえ

に及び，この人たちを強くして自らを解放

する力さえ与えることを，わたしニーファ

イはあなたがたに示そう。」（1ニーファイ

1：20）

わたしは直ちに，「主の深い憐れみ」と

いうニーファイの言葉に引かれました。そ

してまさにその瞬間に，そのような深い憐

れみを実感していることに気づいたので

す。愛に満ちた救い主は，何週間も前に

選ばれた賛美歌を通して，実に個人的で

時宜
じ ぎ

にかなった慰めと確信の言葉を送っ

てくださいました。単なる偶然の一致だ

と言う人もいるかもしれません。しかし

主の深い憐れみが実在することを証しま

す。それらは決して無作為に，あるいは

偶然に示されるものではありません。主

の深い憐れみが御
み

心
こころ

に従って注がれると

き，わたしたちは度々それを識別し，認

識することができるのです。

主の深い憐れみとは何でしょうか

昨年の10月以来，この「主の深い憐れ

み」という言葉を幾度となく思い巡らして

きました。そして自ら研究，観察し，深く

考え，祈りをささげる中で，主の深い憐れ

みについてさらによく理解できるように

なったと感じています。主の憐れみはき

わめて個人的です。それは主イエス・キ

リストから，主を通じて，一人一人の必要

に応じた祝福，強さ，守り，確信，導き，

愛と思いやり，慰め，支え，そして霊的な

賜物として注がれます。主だからこそお

与えになることができるのです。主はま

さに「人の子らの状態に応じて憐れみを

施」されます（教義と聖約46：15）。

救い主が使徒たちに，あなたがたを見

捨てて孤児とはしないとおっしゃったの

を思い出してください。救い主は「別〔の〕

助け主」（ヨハネ14：16），すなわち聖霊を

送るだけでなく，御自身自らわたしたちの

もとに来ると約束されました（ヨハネ14：

18参照）。救い主が一人一人のもとに来

られる方法の一つは，主の豊かで深い憐

れみによります。例えば，皆さんやわたし

が人生で問題や試練に直面するときに与

えられる信仰という賜物と，そのときに必

要な自分の能力を超える自信は，主の深

い憐れみを表しています。悔い改めや罪

の赦
ゆる

し，良心の平安も，主の深い憐れみ

の一例です。また，物理的な限界や霊的

な困難に直面するときに，忍耐と不屈の

精神をもって元気に前進できるのも，主の

深い憐れみによるものです。

最近，あるステーク大会で，わたしは主

の深い憐れみを目
ま

の当たりにしました。4人

の子供を抱える，ある若い母親の感動的

な証を聞いたときのことです。彼女の夫は，

2003年12月にイラクで命を奪われました。

この信仰深い姉妹は，夫の死を知らされ

た後に，夫からのクリスマスカードとメッ

セージを受け取ったときのことを話してくれ

ました。突きつけられた現実と劇的に変化

する生活の中で，この立派な姉妹は，時宜

にかなった，深い憐れみに満ちた言葉を

思い出すことができたのです。それは，家

族は永遠に一緒にいられるという夫の言葉

でした。許可を頂きましたので，そのクリス

主の深い憐
あ　　わ

れみ
十二使徒定員会

デビッド・A・ベドナー

主の深い憐れみはすべての人に及ぶものであり，イスラエルの贖
あがな

い主はそのような

賜物
たまもの

を授けたいと熱望しておられることを証します。
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マスカードから直接引用します。

「世界一の家族へ。一緒にすばらしい

時間を過ごして，クリスマスのほんとうの

意味を思い出してください。主はわたし

たちを永遠の家族にしてくださいました。

だから，たとえ離れていても，わたしたち

は一つです。

神様の祝福と守りがあって，このクリス

マスをわたしたちから天のお父様への愛

の贈り物とすることができますように。

心からの愛を込めて。パパ，そして君

の愛する夫より」

もちろん，このメッセージにある「離れ

ていても」という夫の言葉は，軍務のため

に家族と離れていることを指していまし

た。しかしこの姉妹にとっては，世を去っ

た永遠の伴侶
はんりょ

であり子供の父親である人

からの，地から叫ぶ者の声として，最も必

要としていた霊的な確信と証がもたらさ

れたのです。先に述べたように，主の深

い憐れみは無作為に注がれるものでも，

偶然に示されるものでもありません。わ

たしたちの忠実さ，従順さ，謙遜
けんそん

さによっ

て，生活に深い憐れみが注がれるのです。

そして多くの場合，主の御心にかなった

ときに初めて，そうした重要な祝福を認識

し，心に留められるようになるのです。

以前，ある神権指導者と話す機会があ

りました。彼はあるとき促しを感じて，ス

テークの13歳から21歳までの青少年の名

前を全部覚えることにしました。そして若

い男性と女性の写真を使ってカードを作

り，出張中やそのほかのときに何度も見

たのです。彼はすぐにすべての青少年の

名前を覚えました。

ある晩この神権指導者は，写真でしか

見たことのない一人の若い男性の夢を見

ました。夢の中でこの若い男性はワイ

シャツを着て，宣教師の名札を付けてい

ました。隣に座った同僚とともに家族を

教えている様子でした。この若い男性は

モルモン書を手に取り，この書物が真実

であると証しているように見えました。そ

の神権指導者はここで夢から覚めました。

その後神権者の集会が開かれた折，こ

の指導者は夢に出て来た若者に声をか

け，しばらく話をしてもいいかと尋ねまし

た。短く自己紹介した後，彼はこの若者

の名前を呼んでこう言いました。「わたし

はめったに夢を見ないんだ。ステークの

会員が夢に出て来たのは，君が初めてだ

よ。わたしが見た夢について説明するか

ら，どういう意味なのか分かるように助け

てもらえないだろうか。」

この神権指導者は夢の内容を話した

後，その夢が何を意味しているかを尋ね

ました。感動に声を詰まらせながら，こ

の若者はただこう答えました。「それは，

神様がわたしを御存じだということで

す。」その後の会話は，実に意義深いもの

となりました。そして，それから数か月の

間，頻繁に会ってともに話そうと約束した

のでした。

この若者は，霊感を受けた神権指導者

を通じて主の深い憐れみを受けました。

繰り返します。主の深い憐れみは，無作為

に注がれるものでも，偶然に示されるもの

でもありません。忠実さと従順さによって

この重要な賜物を受けることができ，多く

の場合，主の御心にかなったときに，それ

らを認識することができるのです。

主の深い憐れみの力を過小評価した

り，軽 し々く見過ごしたりするようなことが

あってはなりません。主の深い憐れみの

簡潔さ，麗しさ，そして普遍性は，現在と

将来にわたる困難に満ちた時代にあっ

て，わたしたちを強め，守るうえで，非常に

大きな役割を果たします。必要な慰めや

内なる喜びを言葉では表現できないとき，

説明がつかないことを伝えようとするとき，

人生の不公平や不平等について論理や理

性に訴えても十分な理解が得られないと

き，この世での経験や評価では，望ましい

結果を十分に出せないとき，さらに，自分

がまったく孤独に思えるとき，そのようなと

きこそ主の深い憐れみによって祝福を受

けるのです。さらに自らを解放する力さえ

与えられます（1ニーファイ1：20参照）。

主の深い憐れみを受けるように
選ばれた者とはだれでしょうか

ニーファイ第一書第1章20節の「選ばれ

た」という言葉が，主の深い憐れみという

概念を理解する鍵
かぎ

になります。辞書によ

れば，「選ばれた」という言葉には，選抜

された者，選び取られた者，えり抜かれ

た者という意味があります。また，神に選

ばれた者を指して使われる場合もありま

す（Oxford English Dictionary On-line，

第2版〔1989年〕“Chosen”）。

この話を聞いたり読んだりする人の中

には，生活を振り返り，主の深い憐れみ

を受ける可能性を誤って過小評価したり，

退けたりする人もいるかもしれません。

「自分は選ばれていないし，選ばれること

などあり得ない」と思っているのです。わ

たしたちは，そのような祝福や賜物がもっ

と義にかなった生活をしているように見

える人や，教会の中で目立った奉仕をし

ている人のために取っておかれるのだと

誤解してしまいます。主の深い憐れみは

すべての人に及ぶものであり，イスラエル

の贖い主はそのような賜物を授けたいと

熱望しておられることを証します。

選ばれた者であること，選ばれた者と

なることは，限られた人にだけ与えられ

るものではありません。むしろ，自分が選

ばれるかどうかは，皆さんもわたしも最

終的には自分で決めることなのです。教

義と聖約の次の聖句で，「選ばれた」とい

う言葉がどのように使われているかに注

目してください。

「まことに，召される者は多いが，選ば

れる者は少ない。では，なぜ彼らは選ば

れないのであろうか。

それは，彼らがあまりにもこの世のもの

に執着し，人の誉れを得ることを望んで



いる……からである。」（教義と聖約

121：34－35，強調付加）

この聖句の意味するところは実に明快

です。神は「お気に入りの名簿」など持っ

ておられず，そこに自分の名前が加えら

れるよう望む必要はないのです。神は

「選ばれた者」を限定しておられるわけで

はありません。むしろ，最終的に神に選

ばれた者となるかどうかを決めるのは，

わたしたちの心であり，わたしたちの望

みであり，わたしたちの従順さなのです。

エノクは，教義上のこの重要な点につ

いて主から教えを受けました。これから

引用する聖句で「選ぶ」という言葉がどの

ように使われているか注目してください。

「これらあなたの兄弟たちを見なさい。

彼らはわたし自身の手で造られたもので

ある。わたしは彼らを創造した日に，彼ら

に知識を与えた。また，エデンの園で人

に選択の自由を与えた。

わたしはあなたの兄弟たちに語って，

互いに愛し合うように，また父であるわた

しを選ぶ ようにという戒めも与えた。」

（モーセ7：32－33，強調付加）

これらの聖句から学べることは，選択

の自由という賜物の根本的な目的は，互

いに愛し合い，神を選ぶことにあったと

いうことです。だからこそ，選択の自由を

使って神を選ぶとき，わたしたちは神の選

ばれた者となり，神の豊かな憐れみにあ

ずかるのです。

最もよく知られ，度々引用される聖句の

一つにモーセ書第1章39節があります。こ

の聖句は，永遠の御父の業を，明確かつ

簡潔に説明しています。「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。」

（強調付加）

これと類似した聖句が教義と聖約の中

にもあり，永遠の御父の息子や娘として第

一になすべきことを，明確かつ簡潔に述

べています。興味深いことに，この聖句は

それほど有名ではなく，度々引用される

こともありません。「見よ，あなたの勢力

と思いと力を尽くしてわたしの戒めを守

ることが，あなたのなすべきことであ

る。」（教義と聖約11：20，強調付加）

以上のことから，御父の業とは，その子
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供たちの不死不滅と永遠の命をもたらす

ことであると分かります。わたしたちのな

すべきことは，勢力と思いと力を尽くして

神の戒めを守ることです。それによって，

わたしたちは選ばれた者となり，また聖霊

を通して日々の生活の中で主の深い憐れ

みを受け，認識するようになるのです。

この週末にわたしたちが集っているこ

の大会も，主の深い憐れみを示す例です。

わたしたちは祝福されて，救い主の教会

の指導者から霊感あふれる勧告を受けて

きました。それらはいずれも，この時代や，

わたしたちを取り巻く環境，直面する問

題に即した，実に時宜を得た勧告です。

わたしたちは教えを受け，高められ，啓

発され，悔い改めるよう告げられ，強めら

れてきました。この大会にみなぎる御
み

霊
たま

は信仰を強め，悔い改め，従い，改善し，

仕えたいという心の望みをいっそう高め

てくれました。そして皆さんと同じように，

わたしはこの大会で気づかされたことや

勧告，霊感に従って行動したいと強く望

んでいます。間もなく，わたしたちは主の

深い憐れみとして，ゴードン・B・ヒンク

レー大管長の結びの言葉と証を聞くこと

ができます。まことに，「主はすべてのも

のに恵みがあり，そのあわれみはすべて

のみわざの上にあります。」（詩篇145：9）

わたしは，預言者ジョセフ・スミスを通

してイエス・キリストの福音が回復された

こと，また，主の深い憐れみについての知

識を頂いていることに感謝しています。

わたしたちが望みを持ち，忠実かつ従順

であるなら，生活の中で主の憐れみを識

別することができます。主の僕
しもべ

の一人と

して，イエスがキリストであり，わたした

ちの贖い主，救い主であられることを

はっきりと証します。主は生きておられ，

主の深い憐れみはすべての人に注がれる

ことを知っています。すべての人は，この

末日にわたしたちを強め，支えてくれる，

主の深い憐れみを明らかに見，はっきりと

聞くことができます。主の豊かで深い憐

れみに対する感謝の念で心がいつも満た

されますように。イエス・キリストの聖な

る御名
み な

により，アーメン。
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愛
する兄弟姉妹の皆さん，すばら

しい大会でした。主の御
み

霊
たま

が

ともにありました。わたしたち

は多くの真理を学びました。証
あかし

が強めら

れ，信仰が鼓舞されました。

まさに奇跡と言える近代技術により，大

会の一部始終が全世界に放送され，世界

中の教会員の約95パーセントが，わたした

ちとともに参加することができました。

この大会は，預言者ジョセフ・スミスの

働きを通してもたらされた，偉大な永遠

の真理に対する信仰を新たにするひとと

きでした。わたしたちは何と祝福されて

いることでしょう。またこれらの卓越した

真理を知る機会を与えられたことは，何

と幸せなことでしょう。

しかし，これまで語ってきたように，教

会の会員として多くの祝福を受ける特権

があるからといって，独善や高慢に陥っ

たり，他人を見下したり軽蔑
けいべつ

したりするよ

うなことがあってはなりません。すべての

人はわたしたちの隣人です。律法の中で

最も大切な戒めは何かと尋ねられたとき，

主はおっしゃいました。「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。……〔また〕自分を愛す

るようにあなたの隣り人を愛せよ。」（マタ

イ22：37，39）

肌や目の色，話す言葉にかかわらず，わ

たしたちは皆，神の息子，娘です。愛と

思いやりをもって互いに助け合わなけれ

ばなりません。

住む地域は違っていても，わたしたち

は親しい友人になることができます。ま

た子供たちにきちんと教えさえすれば，

彼らは教会員ではない子供たちと交わり

ながらも，堅固な会員でいることができま

す。さらに友人にとって宣教師となること

さえできます。

教会のすばらしい青少年を誇りに思い

ます。彼らは世の悪に立ち向かい，悪事

を拒み，主に喜ばれる生き方をしていま

す。またわたしたちは，彼らの両親が同

じようにあらゆる点でふさわしく生活でき

るよう常に祈っています。

以前伝えたことを繰り返しますが，主の

宮を訪れることを習慣としてください。神

殿参入ほど，正しい生活を保証するものは

ありません。神殿参入を通して，ポルノグ

ラフィーや麻薬の乱用，霊性の低下などの

悪影響をはねのけることができます。

教会は，大変な苦境にある人々の悲し

みや苦しみを和らげるために，様々な組

織と協力してきました。教会の人道支援

活動は文字どおり，教会外の無数の人々

結びの言葉
大管長

ゴードン・B・ヒンクレー

主は確かに教会員を祝福してくださっています。ですから，助けを必要としてい

る人々に，彼らがどこにいようと手を差し伸べなければなりません。



の生活を祝福してきました。恐ろしい津

波災害や，紛争，疫病，飢
き

饉
きん

などによる大

きな不幸に対して，教会は名声について

考えることなく，様々な組織とともに大い

なる驚くべき業を行ってきました。

今年2月には，アメリカ赤十字社の社長

から「 人 道 支 援 の 輪 章 」（ Circle of

Humanitarians Award）が教会に贈られ

ました。アメリカ赤十字社が人道支援活

動に対して贈る最高の栄誉です。これは，

何千という幼い子供たちのはしか予防接

種のために教会が行った多大な働きへの

感謝を表すものでした。

また，国際ロータリーは先ごろ，第三世

界でまだ根絶されていないポリオの撲滅
ぼくめつ

活動に対する教会の貢献をたたえました。

これらの働きによって，無数の命が救

われ，苦痛や悲惨な状況が回避されてき

ました。

教会員から惜しみなくささげられた人力

や財源により，わたしたちは苦境に立つ

人 に々手を差し伸べることができるのです。

主は確かに教会員を祝福してくださっ

ています。ですから，助けを必要として

いる人々に，彼らがどこにいようと手を差

し伸べなければなりません。

家路に就くに当たり，天の祝福が皆さ

んに注がれるよう祈ります。主の戒めに

忠実でいてください。そうすれば主は天

の窓を開いて，あふれる恵みを注いでく

ださるでしょう。わたしからの祝福と愛を

皆さんに残します。そして，永遠の父な

る神が生きておられるというわたしの証

を皆さんに残します。神は人格を持った

実在する御方で，まことにわたしたちの御

父であられます。神はわたしたちの祈り

を聞き，こたえてくださいます。イエスが

キリストであり，世の贖
あがな

い主であられるこ

とを証します。キリストの御名
み な

は，わたし

たちが救いを得ることのできる，天下に

与えられた唯一の名です。神と主イエ

ス・キリストが少年ジョセフに直接語っ

て，この大いなる最後の神権時代の幕を

開かれたことを証します。

愛する兄弟姉妹の皆さんを神が祝福し

てくださいますように。皆さんのうえに平

安が常にとどまるよう，イエス・キリストの

聖なる御名
み な

により，へりくだり祈ります。

アーメン。
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ジ
ョセフ・スミスが生前住んでい

たとおりに復元された，小さく

て質素な丸太作りの家を訪れ

たとき，わたしは聖なる場所にいると感じ

ました。そこは天使モロナイがジョセフ・

スミスを最初に訪問し，イエス・キリスト

の福音を回復するという大いなる驚くべ

き業の到来を告げた場所でした。古代の

最後の預言者モロナイと，わたしたちの

神権時代の最初の預言者ジョセフ，二人

の偉大な預言者の人生のかかわり合いに

ついて深く考えてみると，わたし自身の人

生にも「当てはまる」点が数多くありまし

た。この「大いなる驚くべき業」について

証
あかし

を述べるに当たり，この二人にまつわ

る聖句を生活に「当てはめる」ことから学

んだ事柄をご紹介しようと思います。

ジョセフが初めてモロナイに会ったの

は，17歳のときでした。若い女性である

皆さんの多くと同じ年齢です。いつどこ

で起こった出来事かも，正確に分かって

います。それは1823年9月21日の夜，スミ

ス家の2階の寝室で，ジョセフの5人のき

ょうだいが眠っている間の出来事でした。

ジョセフは「神の前における自分の状態

と立場を知る」ために祈り求めました（ジ

ョセフ・スミス―歴史1：29）。ジョセフは

自分の至らなさを感じ，神の御前
み ま え

にあっ

てふさわしくないという思いを抱いてい

ました。何か「大きな罪，すなわち憎むべ

き罪」を犯したわけではないものの，「愚

かな誤りを犯し，若者としての弱さ……

を示した」というのです（ジョセフ・スミス

―歴史1：28）。そこでジョセフは，励まし

を求めて祈りました。わたしは若き日のジ

ョセフの思いをよく理解できます。きっと

皆さんの多くも共鳴するところがあること

でしょう。わたしたちはこれまで何度，自

分の至らなさを恥じてひざまずき，神の

励ましを求めたことでしょうか。

謙遜
けんそん

で，信仰深いジョセフの祈りにこた

えて，天使モロナイが姿を現しました。ジ

ョセフはこのように記録しています。「その

方はわたしの名を呼び，……神がわたし

のなすべき業を備えておられること……を

わたしに告げられた。」（ジョセフ・スミス―

歴史1：33）ジョセフは「この常ならぬ使者

によって告げられたことを」不思議に思い

ました（ジョセフ・スミス―歴史1：44）。

ジョセフと同じようにわたしたちも，祈

りの答えとして霊的な励ましを受けること

ができます。また，天の御父がわたした

ち一人一人を個人的によく知っておられ，

各自が地上で果たすべき使命を準備して

くださっている，という証を得ることがで

きます。

天使モロナイは，その夜のうちにさらに

2回，ジョセフを訪れました。そして翌日に

は畑と，丘の中腹に現れたのです。それ

以後4年間，毎年，現在クモラの丘として

知られている場所に姿を現しました。最

初の日に，モロナイは同じメッセージを繰

り返し何度も伝えました。この出来事を

自分自身の経験に当てはめて考えること

ができるでしょうか。我が家の子供たち

は時々，わたしが何度も同じ話をする，と

言ってはからかいます。両親や指導者が

同じ言葉を繰り返すからといって，うとま

しく思わないでください。主はモロナイに

同じ言葉を繰り返させることによって，若

き預言者を教えられました。繰り返すこ

とによって，福音の原則は人の思いと心

に深く刻み込まれるのです。

天使モロナイが定期的にジョセフ・スミ

スを訪れることにより，金版を封印した古

代の預言者であるモロナイと，その金版

を再び世にもたらすために選ばれた近代

の預言者との間に，栄光に満ちたきずな

がはぐくまれていきました。古代から現代

を通してすべての預言者を愛する心をは

ぐくむべきだと，わたしは信じています。

ほとんどの現代の神殿の尖塔
せんとう

には天使モ

ロナイ像が据えられています。モロナイ

像は，神殿の建物と実によくマッチしてい

ます。この像を見ると，モロナイが，今夜

聖歌隊が歌う賛美歌「長き沈黙破りて出
い

ず」（『賛美歌』10番）の中に歌い上げられ

た，栄光に満ちた天使であることを思い

起こすことができます。

ジョセフ・スミスはモロナイから多くの

ことを学びました。そしてモロナイが姿を

現したその丸太作りの家の，安全で聖
きよ

い

雰囲気の中で，ジョセフは学んだ教えの

多くを，聞く備えのできた家族と分かち合

いました。ジョセフの母親はこのように言

っています。

クモラからの
喜びのおとずれ
中央若い女性会長

スーザン・W・タナー

苦難の時代にあって真理のために立ち上がろうとするなら，わたしたちは単に生き
残るだけではなく，モロナイのように勝利を手にすることでしょう。

●中央若い女性集会
2005年3月26日



「折にふれて，ジョセフは天からの教え

を受け続けました。わたしたちは毎晩子

供たちを集めて，ジョセフが受けた教え

や知識について話すのを聞きました。……

わたしたち家族は，地上に生を受けたど

んな人よりも変わって見えたかもしれま

せん。全員が輪になって座り，……18歳

の少年の宗教的な教えに全神経を傾けた

のです。」（The Revised and Enhanced

History of Joseph Smith by His

Mother，スコット・フェイサー・プロクター，

モーリン・ジェンセン・プロクター共編，

〔1996年〕，111）

このように日々行われた家庭の夕べに

ついて，ルーシー・マック・スミスは，愛に

満ちた家族のすばらしい一致，幸福，そ

して平安のひとときだったと述懐してい

ます。若きジョセフが家庭と家族を強め

るためにこのような働きをしたことは，わ

たしたちにとって何とすばらしい模範で

しょうか。ジョセフは自身の証や霊的な

経験を心の内にしまっておくのではなく，

しばしば両親やきょうだいと分かち合っ

たのです。わたしたちも家庭で同じよう

に行うことができます。

当時執拗
しつよう

な迫害に悩まされていたジョ

セフと家族は，互いに支え合わなければ

なりませんでした。邪悪な世の中にあっ

て証人になる方法を預言者ジョセフが学

ぶうえで，モロナイの教えと模範は役立っ

たことでしょう。モロナイが生きた時代に

は，彼自身が預言したように現代社会と

の共通点が多く見られました。つまり「殺

人と強盗と偽りと欺きとみだらな行いと

あらゆる忌
い

まわしい行いがある時代」だ

ったのです（モルモン8：31）。

またモロナイ自身も孤独と落胆を経験

しました。ニーファイ人とレーマン人の間

で繰り広げられた大規模な恐ろしい戦い

で，すべてのニーファイ人が滅ぼされ，モ

ロナイは嘆き悲しみました。「わたしは孤

独である。わたしの父は戦いで殺され，

親族も全員殺されてしまった。わたしに

は友もなく，行く所もない。また，主がわ

たしをいつまで生かしてくださるか，わた

しには分からない。」（モルモン8：5）モロ

ナイの孤独と落胆を推し量ることができ

るでしょうか。

この邪悪な世にあって，友人もなく孤独

にさいなまれている人がわたしたちの中

にも大勢いることを知っています。試練を

前に「どこにも行き場が」ないと感じる人

もいるでしょう。けれども苦難の時代にあ

って真理のために立ち上がろうとするな

ら，わたしたちは単に生き残るだけでは

なく，モロナイのように勝利を手にするこ

とでしょう。孤独と敵意に満ちた世の中

でモロナイは何を行ったでしょうか。信仰

を貫き，父親の教えに従順に従いました。

そして金版の記録を完成させたのです。

モロナイはやがて預言者の言葉を熟知す

るようになりました。とりわけ，主が将来実

現すると約束された言葉を固く信じるこ

とによって，落胆を克服しました。モロナ

イはまた，イスラエルの民を永遠に祝福す

るという神の聖約を信じ続けました。

モロナイは信仰を用い，子孫に約束さ

れた祝福を信じました。ジェフリー・R・

ホランド長老は，モロナイを含めたこれま

での預言者が，示現を通してわたしたち

の時代を見，喜びに満ちた期待を抱いた

ことについて次のように説明しています。

預言者たちは，最後の神権時代に皆さん

のように堅固で聖約に忠実な若い人々

が，主の業を推し進める様子を見たので

す。「当時の指導者が前進し続けることが

できたのは，……自分たち自身の成功を

確信したからではなく，皆さんの成功を

確信したからなのです。福音が宣
の

べ伝え

られ勝利を収める様
さま

を見ようと，たゆまぬ

努力を続ける……皆さんのような若い〔女
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性〕のすばらしい集まりを……目
ま

の当たり

にしたからなのです。」（「恐怖，勝利，そし

て婚礼の祝宴」教会教育システムファイヤ

サイド，2004年9月12日。www.ldsces.org

参照）モロナイの「喜びに満ちた期待」の

実現に対して，わたしたちは大きな責任

を負っているのです。

末日聖徒イエス・キリスト教会に所属す

るわたしたちは，主と聖約を交わしてい

ます。主は言われました。「わたしは，あ

なたを忘れることはない。……わたしは，

たなごころにあなたを彫り刻んだ。」（イ

ザヤ49：15－16。1ニーファイ21：15－16

も参照）

最近，親しい友人が家族を失うという

つらい経験をしました。しかし，そんな中

で，聖約が生活にもたらす力ときずなを，

わたしは実感しました。キンボール・へロ

ッドと妻のキャサリンには生後9か月から

7歳までの4人の子供がいました。キャサ

リンの実家で夕食のひとときを過ごした

帰り道でのことです。高速道路で対向車

線を走っていた大型トラックの二重タイヤ

が突然外れて中央分離帯を飛び越え，ヘ

ロッド家のワゴン車の運転席を直撃しま

した。運転していたのは夫であり父親で

あるキンボールで，重傷を負い，意識不

明となりました。キャサリンはやっとの思

いで車を路肩に寄せ，救急車を呼びまし

た。キャサリンはパトカーの中で幼い二

人の子供をひざに乗せ，救急隊が夫と二

人の年長の子供を手当てする様子を見て

いました。キャサリンは声に出して祈りま

した。「天のお父様。御心
みこころ

ならば夫を癒
いや

す

力をお父様がお持ちであることを知って

います。しかしもしそれが御心でなかっ

たとしても，きっと試練の間支えてくださ

るという信仰をわたしたちは持っていま

す。」キンボールは救急ヘリコプターで運

ばれましたが，病院に到着する前に息を

引き取りました。

子供たちは傷や打ち身の手当てを受

け，病院から帰り，無事に自宅のベッドで

眠りに就きました。キャサリンはその後，

病院に引き返し，夫にこの世での別れを

告げました。つらい出来事でしたが，キャ

サリンは付き添ってくれた両親に言いまし

た。「キンボールとは神殿の聖約で結び固

められているんですもの。いつの日かまた

一緒になることができるわ。」人生で最も

つらい試練の中にあって，主と交わした

聖約がこの若い母親を支えたのです。

葬儀では，悲しみのときにあって聖約

の力が支えとなることをわたしたちは思

い起こしました。閉会の歌を歌うとき，参

列者の声に交じって，「家族は永遠に」

（『賛美歌』187番）を歌う5歳の息子テーラ

ーのひときわ大きな歌声が聞こえました。

父親と母親に結び固められる聖約のこと

を子供が教わっていると知って，参列者

の心は慰められました。

キャサリンの父親の述べた哀悼
あいとう

の言葉

も，聖約の力に関するものでした。キャ

サリンの父親は，モロナイが貴い記録を

隠し，預言者ジョセフに再びもたらしたこ

とについて記した聖句を引用しました。

福音の約束は，嵐
あらし

とつむじ風に吹き飛ば

される傘のような存在ではなく，岩のよう

に確かなものであることを思い出すこと

ができました。

「わが子らよ，覚えておきなさい。あな

たたちは，神の御子でありイエス・キリス

トである贖
あがな

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，悪魔が大風を……送るときに

も，それが……苦悩の淵
ふち

にあなたたちを

引きずり落とすことはない。なぜならば，

あなたたちは堅固な基であるその岩の上

に建てられて〔いる〕からである。」（ヒラ

マン5：12）

ヘロッド家族が示した強さは，聖約の

知識に深く根付いたものでした。家族と

して永遠に結び固められているという知

識，また自分たちが天の御父と結び固め

られており，御父とのきずなは決して断

たれることはないという知識が強さをもた

らしたのです。

モロナイやジョセフ・スミス，そしてキ

ャサリンやキンボールと同じように，わた

したちも試練や悪の力，そして迫害を乗

り越えて勝利を収めることができます。

神権の聖約は，家族を地上と天において

永遠に結び固め，正義と力で強めてくれ

るのです。

福音が回復された大いなる驚くべき時

代に生を受けているのは，何とすばらし

いことでしょうか。わたしは，二人の偉大

な預言者，モロナイとジョセフ・スミスに

対する証と感謝を皆さんにお伝えします。

モロナイとジョセフは2階の寝室で初めて

顔を合わせて以来，協力してモルモン書

を世に出しました。回復された福音に対

する預言者ジョセフの喜びの声を引用し

て，わたしの話の結びとします。

「さて，わたしたちの受けた福音につい

て，何を聞くでしょうか。

……クモラからの喜びのおとずれで

す。預言者たちの預言の成就と，明らか

にされる書について宣言する，天からの

天使モロナイ。……

兄弟たち〔そして姉妹たち〕よ，わたし

たちはこのような偉大な大儀において前

進しようではありませんか。……心を喜

び楽しませ，大いに喜んでください。

……したがって，わたしたちは教会とし

て，また民として，……義をもってささげ

物を主にささげましょう。」（教義と聖約

128：19，20，22，24）

この教会がイエス・キリストの教会であ

ることを知っています。わたしたち一人一

人が福音を深く心に刻み，それによって

神を愛し，十分に固い決意をもって神に

仕えることができますように。イエス・キ

リストの御名
み な

によって，アーメン。



子
供のころ，家庭の夕べのレッス

ンで，父から，天使モロナイが

預言者ジョセフ・スミスを訪れ

たことを教わりました。ジョセフが心から

祈ると，天使がベッドのそばに現れたと

いうあの物語です。その天使は神から遣

わされた使者で，モロナイという名でした。

モロナイが告げたところによると，神はジ

ョセフのなすべき業を備えておられると

いうことでした（ジョセフ・スミス―歴史

1：33参照）。父はこう教えてくれました。

「ジョセフはね，『とんでもない。わたしは

どの教会が真実か知りたかっただけなん

です。義務があるなんて知りませんでし

た』とは言わなかったんだよ。」ジョセフに

は確かに義務がありました。主からの特

別な召しがあったのです。

ジョセフは驚くべき業を成し遂げまし

た。ジョセフは一介の農場の少年にすぎ

ませんでしたが，モルモン書を翻訳し，

世に出しました。ジョセフを通じて，神権

とその鍵
かぎ

が地上に回復され，末日聖徒イ

エス・キリスト教会が組織され，聖なる神

殿の建設が始まったのです。ジョセフ・ス

ミスを通して，天の御父の子供たちが救

われるために必要なすべての儀式が，現

在地上に回復されています。これこそモ

ロナイ書で語られている奇跡の日であり

（モロナイ7：35－37参照），何世紀も前に

ニーファイに告げられた，驚くべき業と不

思議でした（1ニーファイ14：7参照）。

ジョセフが始めた業は，主イエス・キリ

ストと回復された主の福音に対する信仰

を持っていた初期の教会員に引き継がれ

ました。彼らの努力により，イエス・キリ

ストの福音は世界中に広がり始めました。

まさに彼らは驚くべき業を行いました。

しかし，奇跡の時代は終わっていませ

ん。驚くべき業は今も続いています。バ

プテスマを受けたとき，わたしたち一人一

人がこの業の担
にな

い手となりました。

去年，世界各地の教会員と親しく話し

ているうちに，主の聖約は，純朴な人々

の信仰と行いを通して地上に確立してい

るということが理解できました（教義と聖

約1：17－23参照）。

ある韓国人の若い女性は，家族の中で

最初に教会員になりました。使い古した

『成長するわたし』を握り締めた彼女は，

福音を中心とした家庭を夢見ていると言

いました。アルメニアの若い女性会長は，

『教会指導手引き』が自分の言葉に翻訳

されていないにもかかわらず，若い女性

のプログラムを忠実に行っています。

ロシアの会員は，定期的に神殿に参入

しています。貯金をして，バスと列車と船

で，何日もかけて，スウェーデンにある最

も近い神殿に行くのです。

9歳になるめいのキンバリーは，友達に

教会のことを熱心に教えた後で，友達か

らこう言われました。「あなたの教会に入

りたいわ。どうやって入るの？」

わたしのワードの若い男性・女性たち

は皆，指導力や才能を伸ばしているとこ

ろです。皆，喜んで歌い，楽器を演奏し，

お話の責任を果たし，奉仕活動に参加し，

そのほかたくさんのことをして，この驚く

べき業の一端を担っています。

それから，ボゴタのある若い男性が言

いました。「みんなを代表して言います。

コロンビアの若い男性は皆ふさわしいで

す。今ぼくたちは，奉仕するために備え

ています！」

教会員数が少ない所にも，多い所にも

行きました。教会ができたばかりの所に

も，立派に確立されている所にも行きま

した。しかし，どこにあっても個人の責任

は同じです。皆，回復されたイエス・キリ

ストの真実の福音に欠かせない存在なの

です。なすべき業があります。皆が純粋

に奉仕し，証
あかし

を強め，今日
こんにち

の奇跡を担って

いるのです。

わたしは生涯を通じて，回復された福

音の奇跡を見てきました。まだ子供だっ

たころ，家族でブラジルのサンパウロに

引っ越しました。父がブラジル伝道部の

部長に召されたのです。その地ですばら

しい子供時代を過ごしました。当時，よく

きょうだいでスーツやワンピースを着て，

宣教師ごっこをしました。自分たちで伝道

用のパンフレットを書いたり，庭で「福音

を教え」たり，「新しい任地に移動」したり

して何時間も遊びました。その5年間は，

毎晩夕食を囲んで伝道に関する会話を交

わしました。宣教師たちが語る信仰の物

語を，わたしは夢中になって聞いていま

した。幼いながらも，大いなる業の担い

手であることを自覚していました。

わたしたちが赴任したころ，ブラジル

には教会員が3,000人ほどしかいませんで

した。初等協会の規模はとても小さく，2，

3人の子供たちと，当時ポルトガル語に訳

わたしのなすべき業
中央若い女性第一副会長

ジュリー・B・ベック

主は天使をジョセフ・スミスに遣わし，なすべき業があると告げるように

おっしゃいました。その業は今日
こんにち

まで続いています。

107／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号



108

されていたたった5つの歌を，毎週繰り返

して歌ったのを覚えています。わたしの

お気に入りの2曲は，「神の光受け」（『賛

美歌』191番）と森のウサギについての歌

でした（“The Little Rabbit,”Children’s

Friend，1955年6月号，257参照）。

いろいろな意味で，わたしたちは教会

の初期の開拓者と同じような経験をしま

した。教会の本部からは，賛美歌も，視

覚資料も，レッスンの手引きも送られて来

ませんでした。ポルトガル語で福音を教

えるために必要なものはすべて，伝道本

部で作成し，印刷しました。大人も子供

も，全員が伝道部の会報やレッスンを作

るために奉仕しなければなりませんでし

た。すべてがすでに整った教会をだれか

が送ってくれることはありませんでした。

預言者から，ステーク会長や監督が派遣

されることもありませんでした。扶助協会

の会長も，青少年の教科課程も送ってく

れませんでした。ブラジルの教会は，初

期の開拓者が持っていたようなものだけ

で成り立っていました。教会を確立する

ために必要なものは，人々の中にあった

のです。

わたしたちがブラジルにいた数年のう

ちに，教会は大きく発展しました。何千人

もの人々が末日聖徒になりました。伝道

部はすぐに分割され，地方部と支部が組

織され，新しい礼拝堂が建設されました。

新しく会員になった人々は熱心でした。

信仰をはぐくみ，教会の中で経験を重ね

ていきました。

あれから何年も過ぎました。そして昨

年わたしは，サンパウロ神殿の再奉献式

に出席するために，ブラジルに戻りました。

その時点でブラジルにはステークが187

あると聞きました。伝道部が26，神殿が

4つ，そして，会員が約100万人いるとのこ

とでした。6万人以上の会員がゴードン・

B・ヒンクレー大管長の話を聞き，神殿の

奉献を祝うためにスタジアムに集いまし

た。そこに足を踏み入れたわたしの驚き

を想像してみてください。わたしにとって，

何千人もの青少年が踊り，歌う姿を目に

するのは奇跡でした。この喜びに満ちた

祝典を見ながらずっと考えました。「すご

い！ 奇跡だわ！ どうしてこんな奇跡が

起きたのかしら？」

その晩ずっと，目の前の光景に驚異の目

を見張りました。翌朝，神殿の奉献式の

ときに，初等協会でわたしを教えてくれた

グロリア・シルベイラ姉妹と再会しまし

た。シルベイラ姉妹と会ったときに，奇跡

のなぞが解けました。当時シルベイラ姉

妹は新会員で教会の経験がまったくあり

ませんでしたが，心からの証を述べる準



備をして初等協会に来て，ポルトガル語

でわたしに信仰箇条を教えてくれました。

シルベイラ姉妹とご主人のウンベルト兄

弟は今でも忠実です。長年にわたり，教

会の様々な召しにこたえ，奉仕してきまし

た。シルベイラ姉妹に会ったとき，ブラジ

ルの教会が発展したのは，彼女のような

人が何千人もいたからだと悟りました。

シルベイラ兄弟姉妹は，あらゆる地に住

む，主イエス・キリストと主の福音に忠実

な人々を代表しています。彼らは知識や

能力を増し加え，教会で奉仕してきまし

た（教義と聖約88：80参照）。友達に福音

を伝えてきました（教義と聖約30：5参照）。

神殿で奉仕をしています（教義と聖約

138：48参照）。5人の子供たちに正しい

原則を教えてきました（教義と聖約68：28

参照）。43人の子供や孫のうち，15人が専

任宣教師として伝道しました。シルベイラ

兄弟姉妹の孫の何人かは神殿で結婚して

います。ひ孫たちは，ジョセフ・スミスが

始めた驚くべき業の担い手であるシルベ

イラ家の4代目に当たります。このような

人々のおかげで，信仰が地に満ちてきた

のです。彼らは，主が話された奇跡の一

つです。主は，御自分の福音が弱い者や

純朴な者によって宣
の

べられる（教義と聖約

1：23参照），また小さな手段によって大い

なることが成し遂げられる（1ニーファイ

16：29参照），と言われました。

主は天使をジョセフ・スミスに遣わし，

なすべき業があると告げるようにおっし

ゃいました。その業は今日まで続き，生け

る預言者ゴードン・B・ヒンクレー大管長

によって導かれています。大管長はこう

言いました。「この業は栄光ある業です。

これは受け入れるすべての男女，少年少

女の人生に祝福をもたらします。」（「伝道

活動」『世界指者訓練集会』2003年1月11

日，21）「この回復されたイエス・キリスト

の教会に関する証と権能と教義が授けら

れたことを，神に感謝します。」（「わたし

たちの信仰の驚くべき基盤」『リアホナ』

2002年11月号，81）イエス・キリストの

御名
み な

により，アーメン。

そ
れは「1820年の早春，美しい晴

れた日の朝」のことでした。14

歳のジョセフ・スミスは森に入

ってひざまずき祈り，「筆紙に尽くし難
がた

い

輝きと栄光を持つ二人の御方が〔自分〕の

上の空中に立っておられるのを見」ました。

ジョセフはこう語っています。「そのうちの

御一方がわたしに語りかけ，わたしの名

を呼び，別の御方を指して，『これはわた

しの愛する子である。彼に聞きなさい』

と言われた。」1 14歳のジョセフの心境を

想像できるでしょうか。父なる神と御子

イエス・キリストにまみえ，御父から自分

の名前を呼ばれたのです。

聖なる森を訪れたとき，わたしは自分

がジョセフ・スミスの立場だったらどう感

じただろうかと想像しました。その静か

なひととき，御霊
み た ま

は鼓動するわたしの胸に，

そこが神聖な場所であり，預言者ジョセ

フ・スミスが告げたことがすべて真実で

あるとささやきました。すると，強い実感

がわいてきたのです。わたしたちは皆，

ジョセフの信仰，勇気，そして神に従いた

いという確固とした望みによって祝福を

受けているという実感です。ジョセフは

その謙遜
けんそん

な祈りに対する答えを受け，御

父とその愛する御子にまみえました。わ

たしは聖なる森で，御父がジョセフ・スミ

スの名前を御存じだっただけでなく，わ

たしたち一人一人の名前も御存じであり，

この大いなる驚くべき業においてジョセ

フ・スミスが重要な役割を持っていたの

と同じように，わたしたちもこの末日にお

いて重要な役割を担
にな

っていることを確信

しました。

御父が皆さんを，名前を含めて個人的

に御存じであることを知っているでしょう

か。聖文はこれが真実であると教えてい

ます。エノスは，祈るために森に入った

ときのことをこう記しています。「わたしに

声が聞こえた。『エノスよ，あなたの罪は

赦
ゆる

された。あなたは祝福を受けるであろ

う。』」2  モーセは祈っただけでなく，神と

顔を合わせて話し，神からこのように言

われました。「わたしの子モーセよ，わた

しはあなたに一つの業を用意している。」3

主はヤコブの名前を御存じで，地上での

ヤコブの使命をより正確に表すために，

その名をイスラエルに変えられました。4

主は皆さんの名前を
御存じです
中央若い女性第二副会長

イレイン・S・ダルトン

主が皆さんを名前で呼ばれるのを聞いたことはないかもしれませんが，

主は一人一人を御存じで，皆さんの名前を知っておられます。

109／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号



110

同様に，主はパウロやアブラハム，サラ

の名前も変えられました。教義と聖約第

25章で，エマ・スミスは生きていくうえで

の慰めと導きを受けます。主はその祝福

を次のような言葉で授けられます。「わた

しがあなた，すなわちわたしの娘エマ・

スミスに語る間，主なるあなたの神の声

を聴きなさい。」5

主が皆さんを名前で呼ばれるのを聞い

たことはないかもしれませんが，主は一

人一人を御存じで，皆さんの名前を知っ

ておられます。ニール・A・マックスウェ

ル長老はこう言いました。「神はずっと昔

から皆さん一人一人を御存じであったこ

とを……証
あかし

します（教義と聖約93：23参

照）。神は遠い昔から皆さんを愛してこら

れました。すべての星の名前（詩篇147：

4；イザヤ40：26参照）だけでなく，皆さん

の名前，そして皆さんの喜びや悲しみも

すべて御存じです。」6

天の御父がわたしたちの名前と必要を

御存じであると，どうしたら分かるのでし

ょうか。ロバート・D・ヘイルズ長老はこう

勧告しています。「聖典を開いてください。

ひざまずいて祈ってください。信仰をもっ

て願い求めてください。聖霊のささやきに

耳を傾けてください。……堪え忍び，粘

り強く福音に従って生活してください。」7

ジョセフも同じことをしました。ジョセ

フの証は，天の御父が一人一人を御存じ

で愛しておられることを，わたしたち皆が

知るうえで助けになります。わたしたちは

確かに「天父の娘です。天父はわたした

ちを愛し〔ておられます。〕」8 ジェフリー・

R・ホランド長老はこう語りました。「神が

だれかをほかの人より大切にしたり，慈
いつく

しんだりすることはありません。……自分

に自信のない人や，不安を抱えている人，

自分を否定的にとらえている人，そのほ

か〔すべての人を〕神は愛しておられ〔ま

す〕。……神は競技場で走るわたしたち

一人一人に，この競技が参加者同士の争

いではなく，罪との戦いであると呼びか

けて……おられ〔るのです〕。」9

ジョセフ・スミスはこの知識を得ました

が，人生が容易になったわけではありま

せん。実のところ，仲間や大人から強い

圧力を受けました。ジョセフ・スミスの生

涯はわたしたち一人一人に重要な手本を

示しています。何をすべきか迷うとき，仲

間から強いプレッシャーを受けていると

き，また誘惑に囲まれていると思ったり，

自分は価値がない，あるいは孤独だと感

じたりするときに，ジョセフの教えを当て

はめることができます。祈ることができる

のです。聖なる御子イエス・キリストの

御名
み な

によって神を呼び求め，慰め，導き，

指示を願うことができます。問題が生じ

て，どうしたらよいか分からなかったこと

はないでしょうか。ジョセフはこう言いま

した。「わたしは心の中で深く考えさせら

れ，大きな不安を感じないではいられな

かった。……わたしはしばしば心に問う

た。『何をしなければならないのだろう

か。』」10

ジョセフはどのようにして慰めと導きを

得たのでしょうか。聖文を研究し，その

中にある約束について深く考え，「『神に

願い求め』ようと決意した」のです。11 あの

美しい春の日に受けた答えは，ジョセフの

人生と進むべき道をすっかり変えました。

ジョセフは確信を得たのです。神とイエ

ス・キリストについての証を得たジョセフ

は，その証によって忍耐と粘り強さをもっ

て福音に従うことができました。仲間の

圧力や迫害を物ともしませんでした。そ

れはジョセフの言葉から分かります。「わ

たしは示現を見た。わたしはそれを知っ

ていた。神がそれを御存じであるのを，

わたしは知っていた。わたしはそれを否

定でき……なかった。」12  ジョセフは自ら

の証によって確固として立つことができま

した。皆さんも同じことができます。

仲間から誘惑を受けそうになったとき

は，祈り，信仰をもって尋ね求め，聖霊の

ささやきに耳を傾けましょう。そして福音

に従って生活するのです。ジョセフは自

分の不完全さや弱さを痛切に感じたとき，

再び祈りました。その祈りの答えとして，

天使モロナイの訪れを受けました。ジョ

セフはこう記しています。「その方はわた

しの名を呼び，……神がわたしのなすべ

き業を備えておられること……をわたし

に告げられた。」13

祈るとき，主はわたしたちが自分の役

目を果たせるように導き，備えてください

ます。ある夏，ブリガム・ヤング大学の国

際フォークダンスチームの一員としてヨー

ロッパを巡業しているときに大切な教訓

を学びました。そのときわたしは病気に

なり，落胆し，途中で投げ出して，家に帰

りたいと思っていました。わたしたちは

スコットランドにいて，教会員，求道者，

宣教師のために公演を行うところでした。

皆で祈りをささげるために伝道本部へ行

くと，前庭にある石版が目に留まりました。

石版にはこのような言葉が彫られていま

した。「あなたが何者であろうとも，自らの

務めを十分に果たしなさい。」この言葉は

稲妻のように心に突き刺さりました。まる

で石版が語りかけているかのようで，わ

たしの心は一変したのです。言葉を読ん

だ瞬間，自分にはダンスの公演で果たす

べき務めがあるだけでなく，生涯にわた

って果たすべき務めがあり，自らの務めを

「十分に果た〔す〕」ことが重要であると悟

中央若い女性会長会のイレイン・S・ダルトン姉妹は，

この石板の言葉に励まされてきた。

「あなたが何者であろうとも，自らの務めを十分に

果たしなさい」と刻まれている。



ったのです。14

主は何を期待しておられるのでしょう

か。御自身の来臨に先立って，わたした

ちが自分の役目を果たすよう期待してお

られます。またみもとへ戻り，ともに住む

にふさわしいことを示すように望んでおら

れます。御自身のようになることを望んで

おられるのです。ジョセフの模範に倣
なら

い

ましょう。先ほど聖歌隊が歌った賛美歌

の歌詞がわたしは大好きです。「恐れずみ

父の助けに頼る」。15  英語の歌詞にある

undauntedという言葉は，くじけないで

目的を遂げること，固い決意を持ち勇敢

であることを意味します。ジョセフは自ら

を，敵対する者の王国を「妨げ悩ます者」

と呼んでいます。こう語っています。「敵

対する者が，……わたしが彼の王国を妨

げ悩ます者になると定められていたこと

に気づいたかのように思われる。」16  わた

しは自分の聖典の余白に「妨げ悩ます者

になろう！」と書きました。御父の助けに

頼りましょう。

ジョセフ・スミスが示した模範に倣うな

ら，わたしたちは重要な役割を果たすこ

とができます。主はジョセフ・スミスがそ

の神聖な使命を果たせるように強められ

ました。そして皆さんをも強めてくださる

でしょう。聖なる天使を遣わしてお教え

になることさえあるでしょう。皆さんへの

課題はこうです。皆さんは天使の訪れを

受けられるような場所にいるでしょうか。

十分に心を研ぎ澄ませているでしょうか。

確固として主を信頼しているでしょうか。

わたしたちは，主の預言者ジョセフ・ス

ミスによって，完全な福音が地上に回復

された時代に生きています。わたしたち

を導くためにモルモン書が与えられてい

る時代に生きています。また生ける預言

者がいて，地上に神権の権能があり，聖

なる神殿で家族を永遠に結び固める権能

がある時代に生きています。今は確かに

「決して忘れられない」時代なのです。17

一人一人が確固とした信仰を持ち，証

を得るためにジョセフ・スミスが示した模

範に従えるよう祈ります。また，主の御名

を自分自身に受けることで，救い主を代

表するにふさわしくあるよう祈ります。主

はこう約束されました。「わたしが造ろう

とする新しい天と，新しい地がわたしの

前にながくとどまるように，……あなたの

名は，ながくとどまる。」18

回復されたイエス・キリストの福音に対

する証は，わたしの人生において導き手

となり，錨
いかり

となってきました。今日
き ょ う

皆さん

の前に立ち，心からこう言えることに感謝

します。「感謝を神に捧
ささ

げん，予言者の導

き。」19  疑問の答えを求めて祈り，そのと

きに授かった知識に忠実であり続けた14

歳の少年の誠実さに感謝しています。

皆さん一人一人は，この大いなる驚く

べき業の中で果たすべき役割があります。

救い主は皆さんを助け，手を取って導い

てくださいます。20 主は皆さんの名前を御

存じです。イエス・キリストの聖なる御名

によって証します。アーメン。

注

1．ジョセフ・スミス―歴史1：14，17，強

調付加

2．エノス1：5，強調付加

3．モーセ1：6，強調付加

4．Bible Dictionary,“Israel”，708参照

5．教義と聖約25：1，強調付加

6．「『主が……どれほど憐
あわ

れみをかけてこ

られたかを思い起こし』なさい」『リアホ

ナ』2004年5月号，46参照

7．「回復されたイエス・キリストの福音の

証を受ける」『リアホナ』2003年11月

号，31

8．若い女性のテーマ参照

9．「もう一人の放蕩
ほうとう

息子」『リアホナ』

2002年7月号，72参照

10．ジョセフ・スミス―歴史1：8，10

11．ジョセフ・スミス―歴史1：13

12．ジョセフ・スミス―歴史1：25

13．ジョセフ・スミス―歴史1：33，強調付加

14．デビッド・O・マッケイ大管長は，スコッ

トランドで伝道しているときにこの石版

に感銘を受けた。大管長に召されたとき

にこの石版を購入し，宣教師たちが霊感

を受けられるようにスコットランドの伝

道本部の前庭に飾った

15．「麗
うるわ

しき朝よ」『賛美歌』18番

16．ジョセフ・スミス―歴史1：20

17．ジョセフ・スミス―歴史1：71の注

18．イザヤ66：22

19．『賛美歌』11番

20．教義と聖約112：10；アブラハム1：

18参照

111／ 22 00 00 55 年年 55 月月 号号



112

愛
する姉妹の皆さん，この壮大な

カンファレンスセンターに集ま

っている方にも，この集会の模

様を衛星中継で視聴している方にもお願

いします。皆さんにここで話すという責任

を立派に果たせるよう， わたしのために

祈ってください。

中央若い女性会長会の話と麗しい姉妹

たちによって披露された美しい歌，そして

まさにこの集会に注がれる御霊
み た ま

によって

わたしたちは高められ，鼓舞されました。

預言者ジョセフ・スミスとその生涯に，そ

してイエス・キリストの福音が回復された

ことに，改めて感謝の念を抱いています。

わたしたち大管長会は，皆さんを愛し

ています。皆さんとその指導者たちを信

頼しています。皆さんは世の中にあって

義の模範です。世の人々には皆さんの感

化と力がどうしても必要なのです。

恐らく皆さんが掲げるべき標語は使徒

パウロが愛するテモテに書き送った次の

言葉になるでしょう。「言葉にも，行状に

も，愛にも，信仰にも，純潔にも，信者の

模範になりなさい。」1

今日
こんにち

，放縦，不道徳，ポルノグラフィー，

仲間からの圧力によって，多くの人々は罪

という海で翻弄
ほんろう

され，チャンスを逃すとい

う暗礁に乗り上げて，祝福を失い，夢を

奪われています。

大切な若い女性とその母親の皆さん，

若い女性の指導者，アドバイザーの皆さ

ん，わたしは皆さんに，現世から天の御

父のおられる日の栄えの王国へと至る道

を安全に歩めるよう導いてくれる行動規

範をお伝えします。この行動規範には4項

目あります。
● 皆さんには受け継ぎがあります。そ

れを尊んでください。
● 皆さんは誘惑に遭うでしょう。それに

耐えてください。
● 皆さんは真理を知っています。それ

を実践してください。
● 皆さんには証があります。それを分

かち合ってください。

まず，皆さんには受け継ぎがあります。

それを尊んでください。シナイ山で次の

言葉がはっきりと宣言されました。「あな

たの父と母を敬え。」2

両親はどれほど皆さんを愛しているこ

とでしょう。どんなに熱烈な祈りを皆さん

のためにささげていることでしょう。両親

を敬ってください。

両親を敬うとは，どうすることでしょう

か。わたしはウィリアム・シェークスピア

の次の言葉が好きです。「愛情を示さぬ方

は，愛さぬのと同じこと。」3 お父さんと

お母さんを心から愛していることを示せ

る方法は，無数にあります。両親に従順

になり，その教えに従ってください。彼ら

は決して皆さんを間違った道に導くこと

はないからです。敬意をもって両親に接

してください。彼らは皆さんのために多

くの犠牲を払ってきましたし，これからも

払い続けるのです。

お父さんとお母さんに対して正直にな

ってください。両親に対して正直になると，

その好影響の一つとして，両親とのコミュ

ニケーションの度合いが増します。親を

無視するような態度を執ってはいけませ

ん。暗い夜，遅い時間に大切な娘がまだ

帰って来ないとき，気をもむ両親には，時

計の音はより大きく聞こえ，時計の針はよ

りゆっくりと動くように感じられます。すぐ

に帰れないような事情があるのなら，電

話してください。「お母さん，お父さん，わ

たしたちなら大丈夫よ。何か食べようと

思ってちょっと店に寄っただけなの。心

配要らないわよ。大丈夫。もうすぐ家に

着くわ。」

何年も前，ユタ州クラークストンで開か

れていた青少年の活動に参加したときの

ことです。青少年たちはグループで，モ

ルモン書の三人の証人の一人，マーティ

ン・ハリスの墓碑を見学していました。そ

のとき別の墓碑が目に留まりました。小さ

な石に，名前とともにこんな痛ましい言葉

が刻まれていました。「我が家から光が去

った。わたしたちが愛したあの声はもう

聞こえない。心の中のうつろな思いは，

何をもってしても満たされることはない。」

皆さんの家から光が去る前に，慣れ親

しんだ声を聞けなくなる前に，言ってくだ

さい。「お母さん，大好きよ。お父さん，

大好き」と。今こそよく考え，感謝を表す

時です。皆さんがこの二つのことを実行

してくれるものと信じています。皆さんに

は受け継ぎがあります。それを尊んでく

ださい。

次に挙げる行動規範は，「皆さんは誘

惑に遭うでしょう。それに耐えてください」

です。

預言者ジョセフ・スミスは誘惑に直面し

模範になりなさい
第一副管長

トーマス・S・モンソン

皆さんが語る言葉，示す模範，生き方など，証
あかし

を伝える方法はたくさんあります。



ました。 示現を見たと宣言したときに彼

が繰り返し受けたあざけりやさげすみ，

嘲笑
ちょうしょう

を想像できるでしょうか。少年には

耐え難いようなものだったと思います。

示現を見たという言葉を撤回して，ただ

平凡に暮らしていく方が楽だということは

ジョセフにもはっきりと分かっていたはず

です。しかし，ジョセフは屈しませんでし

た。彼の言葉はこうです。「わたしは実際

に光を見た。その光の中に二人の御方を

見た。そして，その方々が実際にわたし

に語りかけられたのである。たとえ示現

を見たと言ったことで憎まれ，迫害され

たとしても，それは真実であった。……

わたしは示現を見た。わたしはそれを知

っていた。神がそれを御存じであるのを，

わたしは知っていた。わたしはそれを否

定でき……なかった。」4  ジョセフ・スミス

は模範を通して勇気を教えてくれました。

彼は，誘惑に遭っても，それに耐えたの

です。

「キャメロット」というミュージカルを知

っている人は皆さんの中にも多いことで

しょう。この作品の中からわたしの好き

な言葉を引用します。アーサー王とラン

スロット卿，ギネビア女王の間の確執が深

まる中，アーサー王はこんな警告を与え

ます。「激情にわたしたちの夢を壊させて

はならない。」今晩この言葉を皆さんに贈

ります。激情に流されて夢を失ってはな

りません。誘惑に耐えてください。

モルモン書にある次の言葉を思い起こ

してください。「悪事は決して幸福を生じ

たことがない。」5

皆さんが人生で成功を収め，幸福にな

るために欠かすことのできない助言は，

「友達を慎重に選びなさい」です。わたし

たちは自分のあこがれる人のようになっ

ていく傾向がありますが，あこがれる人

は，たいてい友達です。当座の都合で計

画を立てたり，どうでもいいようなことを

目標にしたり，本筋でないことに情熱を燃

やしたりするような人ではなく，わたした

ち教会員のように最も重要なことを大切

にし，永遠の目標を内に抱いている人と

つきあうようにするべきです。

永遠の観点から物を見るようにしてくだ

さい。ふさわしい生活をして将来神殿で

結婚できるようにしてください。結婚をす

る特別な日ほど幸せな経験も神聖な瞬間

もほかにはありません。そのとき皆さん

は日の栄えでの喜びをかいま見るのです。

気をつけてください。誘惑に屈してこの

祝福を失ってはなりません。

決断を下すときにはいつも，次のことを

自問してください。この決断はわたしの

ためになるのだろうか。「ほかの人はどう

思うだろうか」という基準で自分の取るべ

き行動を決めてはなりません。「わたしは

自分のことをどう考えるようになるだろう

か」という基準で行動するべきです。静か

な細い声に従ってください。確認の儀式

のとき，権能を持つ人が皆さんの頭の上

に手を置いて「聖霊を受けなさい」と言っ

たことを思い出してください。心を開き，

魂の扉を開いて真理を証するこの特別な

声を聞くことができるよう努めてください。

預言者イザヤが約束したように，「『これ

は道だ，これに歩め』という言葉を耳に聞

く」のです。6

今日
こんにち

世の中に蔓延
まんえん

しているのは自由奔

放な生き方です。映画に出てくるアイドル，

スポーツ界のヒーローなど，多くの若者た

ちの目標にしたがる人々が，神の律法を

軽んじ，罪深い行いを正当化して，何の

悪い結果も生じないかのように見せてい

るのをあちこちで目にします。信じてはい

けません。その報いを受ける時は来ます。

清算する時が来るのです。シンデレラに

午前0時が訪れるように，現実を直視しな

ければならない「裁きの日」と呼ばれる時

がだれにも訪れます。言ってみれば「人

生の大きな試験」です。準備はできてい

ますか。自分の成し遂げたことに満足し

ているでしょうか。

皆さんの助けとなるものはいろいろな

ところにあります。その一つは，祝福師の

祝福です。祝福師の祝福には，皆さんの

永遠の可能性について書かれた書物の中
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から様々な部分が示されているのです。

自分の祝福文を頻繁に読んでください。

綿密に研究してください。そこに書かれ

ている注意に従ってください。その約束

にふさわしく生活してください。

さて，旅の途中でつまずいた人がいれ

ば，引き返す方法があります。悔い改めと

呼ばれる方法です。わたしたちにこのす

ばらしい賜物
たまもの

を与えるために救い主はお

亡くなりになりました。道は険しくとも，次

の約束は確かです。「たといあなたがたの

罪は緋
ひ

のようであっても，雪のように白くな

るのだ。」7「もはやその罪を思わない。」8

皆さんは誘惑に遭うでしょう。それに耐え

られるよう祈っています。

次の行動規範は，「皆さんは真理を知っ

ています。それを実践してください」です。

聖なる森で示現を受けた後，ジョセフ・

スミスは3年間，聖なる交わりを受けるこ

とはありませんでした。父なる神とその

御子イエス・キリストに会い，キリストか

ら話しかけられて，その後3年間，何の言

葉も交流もなかったらどう感じるでしょう

か。想像できますか。疑いを持ち始める

でしょうか。なぜだろうと戸惑ったり，疑

念を抱いたりするでしょうか。預言者ジョ

セフ・スミスは戸惑いませんでした。疑念

を抱くこともありませんでした。主を疑う

ことがなかったのです。真理を受け入れ，

それに従った生活をしました。

愛する若い友人である皆さん，皆さん

はイエス・キリストの福音が地上に回復さ

れるこの特別な時代に生を受けるよう取

っておかれました。福音と証について，

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう言っ

ています。「わたしたちが証と呼ぶこの確

信は……この地上にある様々な力と同様

に，現実に存在し，しかも，強力なのです。

……〔証は，〕若い人も年老いた人も同じ

ように持っています。……証は，人生には

目的があり，ほかよりはるかに大切な事柄

が存在するということを，そして，わたし

たちは永遠の旅路の途中にあり，また，わ

たしたちは神に報告する責任があるとい

うことを，確信させてくれます。」9

皆さんは両親や教会の教師から福音が

真実だということを教わってきました。こ

れからも聖文や預言者の教え，また，ひざ

まずいて神の助けを求めるときに得られ

る霊感を通して真理を見いだしていくこ

とでしょう。

疑いと信仰は，同じ人の心の中に同時

には存在し得ないことを忘れないでくだ

さい。一方が他方を排斥するからです。

疑いを追い払い，信仰を養ってください。

山をも動かし，心と家庭を天国に近づけ

ることのできる，子供のような信仰をいつ

でも持てるよう努めてください。

福音や救い主，天の御父に対する証は，

しっかりと根を下ろしていれば，生涯に

わたって皆さんに影響を与えます。時間

をどう使うか，だれとつきあうか決めると

き，助けになります。家族に対する態度

にも，人への接し方にも影響を与えます。

皆さんの生活に愛と平安，喜びをもたら

します。昨今，教会の一部の若い女性の

服装が激変してきていることにわたした

ちは気づいています。ファッションは移り

変わり，流行は移ろいます。しかし，大切

なのは，慎みのない服装がはやっていた

ら，若い女性の皆さんはそれを避けなけ

ればならないということです。慎み深い

服装をするということは，天の御父と自分

自身を大切にしていることを示していま

す。今日
こんにち

，今をときめく映画スターや音楽

界のアイドルが身に着けている露出度の

高いファッションに倣
なら

って服は生産されて

いますから，店で慎み深い服を購入する

のは難しいかもしれません。しかし，そ

れは可能ですし，重要なことです。使徒

パウロは宣言しました。「あなたがたは神

の宮であって，神の御霊が自分のうちに

宿っていることを知らないのか。……神

の宮は聖なるものであり，そして，あなた

がたはその宮なのだからである。」10 皆さ

んは真理を知っています。それを実践し

てください。



行動規範の最後は，「皆さんには証が

あります。それを分かち合ってください」

です。皆さんの証が及ぼす影響力を過小

評価してはなりません。皆さんはお互い

に強め合うことができます。皆さんには

目立たない人や友達があまりいない人の

長所に気づいてあげる能力が備わってい

ます。目をよく見開き，耳を澄まし，感受

性を研ぎ澄ますなら，同年代の人に手を

差し伸べ，救いの道に導くことができるで

しょう。

一例として，何年も前，モンソン姉妹が

転んで入院したときに体験したことを話

しましょう。モンソン姉妹に頼まれて，わ

たしはスーパーマーケットにちょっとした

買い物に行きました。それまで，わたしは

このようなことをしたことがありませんで

した。持って行った買い物リストの中に，

ジャガイモが入っていました。すぐにショ

ッピングカートを見つけると，ジャガイモを

その中にたくさん入れました。買った物

は普通ビニール袋に入れるものだという

ことをまったく知らなかったのです。カー

トを動かすとジャガイモが床の上にこぼ

れ落ちました。カートには手前に大きな

穴が二つ開いており，そこからすり抜け

てしまったのです。責任感の強い女性店

員がわたしを助けるために駆けつけて，

大きな声で言いました。「どうぞわたしに

お任せください。」このカートは不良品だ

と言おうとしました。しかし，そのとき初

めて，カートには皆，手前に穴が二つあっ

て，小さい子供がそこから足を出せるよ

うにしてあるのだと説明されたのです。

次にその店員はわたしが持っていた買

い物リストを手に取り，品物を見つけるの

を手伝ってくれました。つきっきりで助け

てくれたのです。そして，最後にこう尋ね

てきました。「モンソン監督ではありませ

んか。」

確かにだいぶ前に監督をしていました

と答えました。すると，その店員はこう言

うのです。「あのころわたしはモンソン監

督のワードが管轄するゲール街に住んで

おり，教会員ではありませんでした。モン

ソン監督は，教会員の女の子が毎週わた

しに連絡を取ってミューチャルやそのほ

かの活動に連れて行くように割り当ててく

ださいました。皆感じのよい若い女性た

ちで，その人たちが示してくれた友情と

親切にわたしは心を打たれました。わた

しに友情を示すよう割り当ててくださった

おかげで，わたしはバプテスマを受け，

教会員になれたのです。教会員になった

ことで，わたしの人生にすばらしい祝福

がもたらされました。監督の親切に感謝

しています。」

皆さんが語る言葉，示す模範，生き方

など，証を伝える方法はたくさんあります。

預言者ジョセフ・スミスの偉大な模範

に倣いましょう。彼は真理を教え，真理に

従って生活し，真理を伝えました。皆さ

んには証があります。それを分かち合っ

てください。

愛する姉妹の皆さん，神が皆さんを祝

福されますように。わたしたちは皆さん

を愛しています。皆さんのために祈って

います。皆さんは独りではないということ

を忘れてはなりません。主は皆さんに約

束しておられます。「わたしはあなたがた

に先立って行こう。わたしはあなたがた

の右におり，また左にいる。わたしの御

霊はあなたがたの心の中にある。また，

わたしの天使たちはあなたがたの周囲に

いて，あなたがたを支えるであろう。」11

明日は復活祭です。この復活祭の前夜，

わたしたちの罪を贖
あがな

い，真の生き方と祈

りの方法を示し，わたしたちが行うべき

ことを自らの行いで示してくださった御方

に心を向けることができますように。馬屋

で生まれ，かいばおけに寝かされていた

神の御子は，御自身に従うよう，わたした

ち一人一人を招いておられます。「ああ，

喜びの言葉『主は生けりと知る』」。12 主の

御霊が常に皆さんのうえにありますよう，

主イエス・キリストの聖なる御名
み な

によって

祈ります。アーメン。

注

1．1 テモテ 4：12

2. 出エジプト20：12

3．三神勲訳「ヴェロナの二紳士」『シェーク

スピア全集1』111，第1幕，第2場，筑

摩書房刊

4．ジョセフ・スミス―歴史1：25

5．アルマ41：10

6．イザヤ30：21

7．イザヤ1：18

8．エレミヤ31：34

9．「証」『聖徒の道』1998年7月号，73‐74

10．1コリント3：16－17

11．教義と聖約84：88 

12．サミュエル・メドレー,「主は生けりと知

る」『賛美歌』75番
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05年4月の総大会の教えを，自

分自身または家族の生活に取り

入れるために，以下のアイデア

を個人の研究や家庭の夕べで用いるとよ

いでしょう。質問や活動，話し合いのア

イデアを自分で考えてもよいでしょう。

（ページの番号は，お話の最初のぺージを

表しています。）

1．モルモン書は幾つの言語で翻

訳されているでしょうか。今年の終

わりまでに，幾つの神殿が利用でき

るようになるでしょうか。（4）

2．教会では今年，ある重要な出

来事の175周年と，ある預言者の生

誕200年を祝います。その重要な出来事と

は何でしょうか。またその預言者とはだれで

しょうか。（43）

3．主は，ポーカー，宝くじ，スロットマシン，

その他の賭け事をどう思っておられるでし

ょうか。（58）

4．わたしたちは，「聖なる場所に立〔つ〕」

よう言われてい

ます。聖なる場

所とはどこでし

ょうか。なぜそ

こは聖
きよ

いのでし

ょうか。その場

所がいつも聖くあ

るように，あなたは何ができますか。（62）

5．「熱心に働き，強い証
あかし

を持った」宣教師

となるために，あなたは今何ができますか。

（69）

6．「神が啓示された〔7つの〕偉大な事柄」

とは何でしょうか。その7つは，ジョセフ・ス

ミスを通して啓示され，この教会をほかの教

会から区別するものです。この7つのほかに，

どのような真理を知っていますか。〔80〕

7．ポルノグラフィーの誘惑に打ち勝つた

めにできる4つのこととは

何でしょうか。（87）

8．落胆したことは

ありますか。モロナ

イが「孤独と敵意に

満ちた世の中」で落

胆していたときに行っ

たことを見つけてくだ

さい。（104）◆

116

「光の中進もう」の詩

と曲を作った姉妹，

13

読んで分かち合えるお話

以下のページで始まるお話には，分かち合うことのできる物語や知恵が含まれています。

バプテスマを早く受けたくて仕方がなかった男性，10

困難に直面した開拓者の家族，19

子供たちに思いやりを示すジョセフ・スミス，26

病気の家族を助けるジェームズ・E・タルメージ，26

空気式オルガンのレバーを上げ下げする，少年のころのディーター・

F・ウークトドルフ，36

世界中で奉仕する夫婦宣教師，39

伝道に出るために家族のもとを離れるヒーバー・C・キンボール，43

危険を知らせる声が心に聞こえた男性，46

新しい発見をするために，粘り強く努力したマリー・キュリー，51

ハウンズミルで撃たれたが，後に宣教師として働いた青年，51

ロレンゾ・スノーを救った長老たち，51

監督を家に入れなかったが，後に教会に集うようになった男性，54

子馬をてなずけようとする男性，69

伝道に出ることを選んだ，若いころのデビッド・E・ソレンセン，72

コーヒーを飲むことを断った兵士，72

初めて会った人に，車のスペアタイヤを差し出した父親，74

バスに乗り遅れ，宣教師に出会った女性，84

夫が生前出したクリスマスカードを受け取った女性，99

ステーク内のある若い男性の夢を見た神権指導者，99

自動車事故で命を失った妻子ある男性，104

指導者の言葉
大会の教えを生活に取り入れるために

聖餐の写真／クレーグ・ダイモンド；オーストラリア・メルボルン神殿の写真／マイケル・ミルナー；エクアドル・グアヤキル神殿の写真／エドゥアルド・
レデノ・ペレス；「ジョセフ兄弟」デビッド・リンズレー画，複写は禁じられています



メ
ルキゼデク神権と扶助協

会の第4日曜日のレッスン

に関する以下の指示は，

『教科課程に関する神権指導者と

補助組織指導者への情報―2005

年－2008年』にある指示に取って

代わるものです。

毎月の第4日曜日のメルキゼデク

神権と扶助協会の集会は，「わた

したちの時代のための教え」を学

ぶ時間です。「わたしたちの時代

のための教え」のレッスンは，すべ

て最新の『リアホナ』総大会特集

号の説教から教えることになりま

す。総大会特集号は毎年5月と11

月に出版されています。大会の説

教はまた，www.lds.orgにアクセ

スすることにより，（多くの言語で）

インターネット上で見ることもでき

ます。（訳注――日本語版は，

www.ldschurch.jpに掲載されて

います。）

各レッスンは一つまたは複数の

説教を基に準備します。ステーク

会長または地方部長は，レッスン

に用いる説教を指定することがで

きます。ステーク会長または地方

部長は，この責任を監督または支

部長に委任することもできます。こ

れらの神権指導者は，メルキゼデ

ク神権者の兄弟と扶助協会の姉

妹が同じ日に同じ説教を学ぶこと

の意義を強調してください。教師

はレッスンの力点をどこに置くか

について指導者に助言を求めて

ください。

第4日曜日の集会の出席者は，

最新の教会機関誌の総大会特集

号をよく研究し，クラスに持参する

よう奨励されています。ワードまた

は支部の指導者は，すべての会

員が教会機関誌を読めるよう手配

してください。

説教に基づいてレッスンを
準備する際の提案

● 説教を研究し教えるに当たり，

聖なる御霊がともにあるよう祈

ってください。時には，大会説

教を用いずに，ほかの資料を

使ってレッスンを準備したくなる

ことがあるかもしれません。し

かし，大会説教は承認された教

科課程用資料です。あなたの

務めは，人々が最新の総大会

で教えられた福音を学び，それ

に従って生活できるよう助ける

ことです。

● クラスの生徒の必要に合った原

則と教義を探しながら，説教の

内容を検討してください。また，

原則と教義を教えるのに役立

つ説教から，物語や参照聖句，

声明を探してください。

● 原則と教義を教えるための大

まかな計画を立ててください。

計画には，クラスの生徒が以下

のことを行ううえで役立つ質問

を取り入れてください。

――教えている説教に含まれ

る原則と教義を探す。

──その原則と教義の意味に

ついて考える。

──その原則と教義に関する

理解や考え，経験，証
あかし

を分かち

合う。

──その原則と教義を実生活

に応用する。

●『教師，その大いなる召し』の

31－32章を復習する。

「何よりも大切なことは，生徒が

御霊
み た ま

の影響を受け，福音をいっそ

うよく理解し，福音の原則を生活

の中で応用することを学び，福音

に従って生活しようとする決意を

強めることです。」（『教師ガイドブ

ック』12）

「わたしたちの時代のための教

え」に関するご意見をお寄せくだ

さい。

あて先――Curriculum Develop-

ment, 50 East North Temple

Street, Room 2420, Salt Lake

City, UT 84150－3220,  USA；

電子メール―― cur-development

@ldschurch.org  ■

わたしたちの時代のための教え
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●指導用資料

*これらの説教は，www.lds.org にアクセスすることにより，（多くの言語で）インターネット上で見ることができます。

（訳注――日本語版は，www.ldschurch.jp に掲載されています。）

月

2005年5月―10月

2005年11月―

2006年4月

第4日曜日のレッスン教材

『リアホナ』2005年5月号掲載の説教*

『リアホナ』2005年11月号掲載の説教*
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以下は『アロン神権3』および『若

い女性3』のレッスンを補足す

るための参考資料であり，同レッスン

に代わるものではありません。参考

資料の中にある『神への務め』は，

小冊子『アロン神権――神への務め

を果たす』を表しています。また，『成

長するわたし』は，小冊子『若い女性

「成長するわたし」』を表しています。

本ガイドに掲載された『神への務め』

および『成長するわたし』の活動の

幾つかは，レッスン中に実施すること

もできますし，家庭で行うよう定員会

の会員またはクラスの生徒に勧める

こともできます。教えるためのそのほ

かのアイデアは『リアホナ』の「『リアホ

ナ』の活用法」および『教師，その大

いなる召し』を参照してください。

レッスンはテキストに掲載されてい

る順番に教えてください。教師用手

引きには，クリスマスのための特別な

レッスンは掲載されていません。クリ

スマスのための特別なレッスンを教え

たい場合は，救い主の生涯と使命

に焦点を絞った聖句や大会説教，

教会機関誌の記事，絵，賛美歌を

活用することを検討してください。

インターネットを使用して，英語以

外の幾つかの言語でこのリソースガ

イドを探す場合は，www.lds.org

を開き，世界地図をクリックした後，

言語を選択してください。次に『リアホ

ナ』をクリックし，2005年5月号を選択

してください。（訳注――日本語の場

合は，世界地図をクリックし言語を

選択した後，国別サイトの「日本」を

選択し，次に左のコラムにある「ライ

ブラリー」を選択してください。後は

上と同じように『リアホナ』をクリックし，

2005年5月号を選択してください。）

リソースガイドの英語版を閲覧す

る場合は，www.lds.orgを開き，

“Gospel Library”（「福音図書館」）

をクリックしてください。右のコラムに

最新のリソースガイドへのリンクがあ

ります。

今後のリソースガイドは『リアホナ』

5月号と11月号に掲載されます。幾つ

かの言語では，www.lds.orgにア

クセスすれば，教会機関誌をインタ

ーネット上で閲覧することができます。

『アロン神権3』
以下は『アロン神権3』第26課か

ら第49課のレッスンを補足す

るための参考資料であり，同レッスン

に代わるものではありません。

第26課――純潔の祝福

ゴードン・B・ヒンクレー「悲劇をもた

らす悪」『リアホナ』2004年11月号，

59。レッスンの補足として，ヒンクレー

大管長の勧めを紹介することを検討

します。

リチャード・G・スコット「真剣に考

えるべき事柄」『聖徒の道』1997年

9月号，28。この記事にある質疑応

答を使い，レッスンで扱っている道徳

の問題について話し合います。

『神への務め――教師』「霊的な

面での成長」の5

第27課――神の宮である肉体

ゴードン・B・ヒンクレー「若人への

預言者の勧告と祈り」『リアホナ』

2001年4月号，30。「清い人になりま

しょう」の項をレッスンの導入で使う

ことができます。

ボイド・K・パッカー「霊の『わに』」

『リアホナ』2002年10月号，8。この

記事のたとえと経験は，不従順がど

のような結果を招くかを示しています。

『神への務め――執事』「学業，

人格，職業への備えの面での成長」

の12

第28課――誘惑に耐える

ゴードン・B・ヒンクレー「国民の旗，

世の光」『リアホナ』2003年11月号，

82。現代の預言者の役割について

話し合う際に，ヒンクレー大管長の勧

めを紹介することを検討します。

ジェームズ・E・ファウスト「悪魔の

のど」『リアホナ』2003年5月号，51。

この説教のたとえと解説は，レッスン

の補足として使うことができます。

第29課――安息日を守る

アール・C・ティンギー「安息日を聖

日とする」『リアホナ』1999年2月号，

48。この記事をレッスンの導入として

使うことを検討します。

『神への務め――教師』「霊的な

面での成長」の2

第30課――アロン神権者は女性を敬う

ジェームズ・E・ファウスト「女性で

あること――最高の栄誉」『リアホナ』

2000年7月号，115。女性に与えられ

た特別な賜物
たまもの

についての話を，レッ

スンの「男女の違いは神から与えら

れた」の項を教える際に用います。

『神への務め――祭司』「社会の

一員としての社交的な面での成長」

の2

第31課――永遠の伴侶
はんりょ

を選ぶ

ダリン・H・オークス「時」『リアホナ』

2003年10月号，10。この記事の中

の「人生への適用」の部分をレッス

ンの「結婚の時期」の項を教える際

に紹介します。

『神への務め――祭司』「社会の

一員としての社交的な面での成長」

の4

第32課――神殿のエンダウメントに備える

ハワード・W・ハンター「神殿に心

を向ける民」『リアホナ』2004年3月

号，40。この記事の「会員の偉大な

象徴」の項を使うと，レッスンの「神殿

の目的」の項の話し合いをより良いも

のにすることができます。

『神への務め――祭司』「家族の

活動」の10

第33課――日の栄の結婚―永遠への

備え

リチャード・G・スコット「神殿の祝

福を受ける」『リアホナ』1999年7月号，

29。この記事の最初の段落をレッス

ンの導入に使うことを検討します。

F・バートン・ハワード「永遠の結婚」

『リアホナ』2003年5月号，92。この

説教で挙げている3つの義務を使え

ば，レッスンの導入をより良いものに

することができます。

『神への務め――祭司』「社会の

一員としての社交的な面での成長」

の2，4

第34課――従順

R・コンラッド・シュルツ「従順による

信仰」『リアホナ』2002年7月号，32。

この説教で採り上げている「従順に

よる信仰」に関する経験や話は，レ

ッスンの「祝福は従順であるときにも

たらされる」の項の補足として使うこ

とができます。

『神への務め――執事』「社会の一

員としての社交的な面での成長」5

『神への務め――祭司』「家族の

活動」の1

第35課――主イエス・キリストを信じる

信仰

ゴードン・B・ヒンクレー「信仰によ

って歩む」『リアホナ』2002年7月号，

80。列車のたとえを使ってレッスンの

まとめを補足します。

L・ホイットニー・クレートン「不信仰

なわたしを，お助けください」『リアホ

ナ』2002年1月号，31。この説教で

採り上げている聖文からの物語を一

つか二つ使って，レッスンにある話に

代えます。または，補足のためにこれ

らの話を使います。

『神への務め――教師』「家族の

活動」の1

第36課――祝福師の祝福

ボイド・K・パッカー「ステーク祝福

師」『リアホナ』2002年11月号，42。

パッカー長老の説教から必要な部

分を抜粋して使い，「祝福師の祝福

とは」の項を補足します。

「祝福師の祝福」『リアホナ』2004

年3月号，18。この記事を復習として

使い，レッスンのまとめを補足します。

『神への務め――教師，祭司』

「家族の活動」の3

第37課――御霊
み た ま

の実と賜物

ジョセフ・B・ワースリン「言い尽く

せない賜物」『リアホナ』2003年5月

号，26。ワースリン長老による聖霊の

賜物の説明を使って，レッスン導入

を補足することができます。

第38課――キリストの純粋な愛

ウィリアム・W・パームリー「わたし

に従ってきなさい」『リアホナ』2003年

11月号，93。この説教の話の中から

一つを選び，キリストのような奉仕に

ついて説明します。

『神への務め――教師』「社会の

一員としての社交的な面での成長」

の3

『神への務め――祭司』「霊的な

面での成長」の4

第39課――キリストの言葉を味わう

ロバート・D・ヘイルズ「霊と肉体の

癒
いや

し」『リアホナ』1999年1月号，15。

ヘイルズ長老の深く考えることに関

する勧めを，レッスンの「神の言葉に

よって養いを受ける」の項を教える際

アロン神権者および若い女性用
リソースガイド
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に使うことができます。

W・ロルフ・カー「キリストの御言葉
み こ と ば

――わたしたちの霊のリアホナ」『リ

アホナ』2004年5月号，36。この説教

の中の概念を「聖文の勉強は，天父

に近く生活するのに役立つ」の項の

最後に付け加えることを検討します。

『神への務め――執事，教師，祭

司』「家族の活動」の1

第40課――伝道活動の実践

ダリン・H・オークス「福音を分かち

合う」『リアホナ』2002年1月号，7。オ

ークス長老が挙げている3つのことを

レッスンに付け加えることができます。

ゲーリー・J・コールマン「まだそこに

いたのですか」『リアホナ』2000年7月

号，34。福音を教える人 を々見つけ

た例を紹介することを検討します。

『神への務め――祭司』「定員会活

動」の3，「霊的な面での成長」の11

第41課――さらに救い主のごとく

ジェームズ・E・ファウスト「新しく生

まれる」『リアホナ』2001年7月号，68。

キリストのもとに来ることについての

話し合いをする際に，アチアチの話

を付け加えることができます。

L・ライオネル・ケンドリック「苦闘の

中から生まれる強さ」『リアホナ』

2002年3月号，28。この記事の「一

人一人のための救い主」の項は，救

い主について話し合う際に補足とし

て使うことができます。

第42課――謙遜
けんそん

で素直になる

マーリン・K・ジェンセン「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，9。レッスンにある物

語を話した後で，この説教の中で挙

げられている謙遜さの模範を幾つか

話します。

アトス・M・アモリム「イエスの言葉

――謙遜」『リアホナ』2003年3月号，

38。レッスンにある物語の代わりに，

この記事で採り上げている謙遜に

関する救い主の言葉と模範を使うこ

とを検討します。

第43課――思いと言葉

ロバート・K・デレンバック「神を

冒　
ぼうとく

する言葉」『聖徒の道』1996年

9月号，28。この記事は，「あらゆる場

で清い言葉遣いをする」の項をさら

に良いものにすることができます。

「前方に危険あり！ ポルノグラフィ

ーの落とし穴を避ける」『リアホナ』

2002年10月号，12。この記事にある

勧めや引用を幾つか用いると，思い

と言葉を清く保つ方法に関するレッ

スンをさらに良いものにすることがで

きます。

『神への務め――教師』「霊的な

面での成長」の5

第44課――奉仕

「回復された神権」『リアホナ』2004

年4月号，30。この記事の話は，神権

者が人 に々どのように奉仕できるか

を教えるために使うことができます。

『神への務め――執事』「社会の一

員としての社交的な面での成長」10，

『神への務め――教師』「社会の一員

としての社交的な面での成長」12

第45課――人と分かち合うことにより証
あかし

を強める

アダム・C・オルソン「歴史の試しに

耐える」『リアホナ』2004年2月号，36。

この記事で採り上げられている青少

年の言葉を引用して，個人の証を強

める方法を教えます。

『神への務め――執事』「霊的な

面での成長」の5

『神への務め――祭司』「定員会

活動」の5

第46課――効果的なホームティーチング

ジョン・L・ハウター「後輩同僚」『リ

アホナ』2001年11月号，28。同僚と

どのように協力して働くべきか話し合

う際に，この物語を紹介することが

できます。

『神への務め――教師』「霊的な

面での成長」の3

第47課――正直

ダリン・H・オークス「悔い改め，変

わる」『リアホナ』2003年11月号，37。

オークス長老の説教の中ごろにある

正直に関する話を，「正直はあらゆる

よい関係の基本である」の項を教え

る際に補足として使うことができます。

『神への務め――祭司』「霊的な

面での成長」の1

第48課――将来に備えて教育を受ける

ジョン・K・カーマック「永代教育基

金――希望に満ちた明るい光」『リ

アホナ』2004年1月号，32。職業に

就く備えとして教育がいかに大切か

話し合う際にこの記事を使うことを検

討します。

『神への務め――執事，教師，祭

司』「学業，人格，職業への備えの

面での成長」の1

第49課――すばらしい受け継ぎ

ラッセル・M・ネルソン「根と枝」『リ

アホナ』2004年5月号，27。この説教

からネルソン長老の証を引用してレ

ッスンをまとめることもできます。

『神への務め――執事，教師』

「霊的な面での成長」の6

『若い女性3』
以下は『若い女性3』第26課か

ら第47課のレッスンを補足

するための参考資料であり，同レッ

スンに代わるものではありません。

第26課――悔い改め

リチャード・G・スコット「良心の安

らぎと心の安らぎ」『リアホナ』２004年

11月号，15。この課の「悔い改めは

わたしたちの生活に平和と幸福をも

たらす」の項を教える際に，悔い改

めの段階に関するスコット長老の教

えを紹介することを検討します。

ヘンリー・B・アイリング「引き延ば

さないでください」『リアホナ』2000年

1月号，38。「毎日悔い改めなければ

ならない」の部分を教える際に，アイ

リング長老の勧告を紹介します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『選択と責任』｣の4

第27課――自分自身を赦
ゆる

す

ニール・A・マックスウェル「偉大な

栄えある贖罪
しょくざい

を証
あかし

する」『リアホナ』

2002年4月号，6。自分自身を赦すこ

との難しさについて話し合う際にマ

ックスウェル長老の証を紹介すること

を検討します。

ジェフリー・R・ホランド「教え，宣
の

べ

伝え，癒
いや

す」『リアホナ』2003年1月号，

12。この記事の「キリストは歩むべき

道を知っておられる」の項は，赦しの

賜物
たまもの

について教える際に補足として

使うことができます。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『信仰』｣の5

第28課――奉献と犠牲

ニール・A・マックスウェル「あなた

がたの行うことを神聖にしなさい」

『リアホナ』2002年7月号，39。レッス

ンで引用するジョセフ・スミスの言葉

について話し合う際に，マックスウェ

ル長老の言葉を紹介します。

キース・B・マクマリン「約束の伴う

招き」『リアホナ』2001年7月号，75。

日の栄えの律法について提示した

後に，この世的な事柄を避ける方法

を紹介することを検討します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『信仰』｣の7

第29課――改心

エズラ・タフト・ベンソン「最も価値

あること」『聖徒の道』1990年2月号，

2。レッスンの応用方法について話し

合う際，証をはぐくむことが宣教師に

なる準備として大切であることを説

明している段落を引用します。

『成長するわたし』「徳質の体験

――『誠実』」の2

第30課――聖文の学習

ラッセル・M・ネルソン「聖文の導

きに従って生活する」『リアホナ』

2001年1月号，19。この説教で語ら

れていることを，「聖文は，日々 のチャ

レンジに打ち勝つための導き手とな

り，助け手となる」の項の補足として

使います。

ジュリー・B・ベック「わたしは聖文

に喜びを感じる」『リアホナ』2004年

5月号，107。ベック姉妹の聖文勉強
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の経験を紹介することを検討します。

『成長するわたし』｢徳質のプロジ

ェクト――『信仰』｣の黒丸4

第31課――教会での奉仕

ヘンリー・B・アイリング「主の力を

受けて」『リアホナ』2004年5月号，16。

この説教の中から例を一つ挙げて，

教会で進んで奉仕することについて

説明します。

スーザン・W・タナー「万事があな

たがたの益となるようにともに働くで

あろう」『リアホナ』2004年5月号，104。

この説教で挙げられている奉仕の

例を紹介することを検討します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『善い行い』｣の1

第32課――地域社会での奉仕

ジェームズ・E・ファウスト「何の得

になるんだ」『リアホナ』2002年11月

号，19。この説教の物語を一つ紹

介して，奉仕するとはどういうことか

説明します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『善い行い』｣の6

第33課――だれもが神の子で永遠の

存在である

ゴードン・B・ヒンクレー「より善い人

になりましょう」『リアホナ』2002年11

月号，99。自らの内にある神の資質

を高めるようにとの勧告をレッスンの

導入に使うことができます。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『神から受け継いだ特質』｣の1

第34課――不正直を避ける

ゴードン・B・ヒンクレー「若人への

預言者の勧告と祈り」『リアホナ』

2001年4月号，30。「誠実な人になり

ましょう」の項を使って，レッスンの導

入をより良くすることができます。

トーマス・S・モンソン「静まれ，黙

れ」『リアホナ』2002年11月号，53。

この説教に出てくる，不正直になら

ないための二つの質問を紹介して，

レッスンをまとめます。

『成長するわたし』「徳質の体験

――『誠実』」の4

第35課――デートに関する決断

スーザン・W・タナー「正しいデー

ト 結婚に向けた穏やかな航海の

ために」『リアホナ』2004年10月号，

42。レッスンの「欲情を制する」の部

分の補足として，この記事にある4つ

の原則を教えます。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『選択と責任』｣の2

第36課――結婚の標準

ゴードン・B・ヒンクレー「理想の女

性となるには」『リアホナ』2001年7月

号，112。「わたしたちは正しい標準

をいつも守らなければならない」の項

を教える際にこの説教の話を使うこ

とを検討します。

「デートと神殿結婚」を特集した

『リアホナ』2004年10月号。レッスン

を補足する話を探します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『個人の価値』｣の2

第37課――標準としての神の言葉

ゴードン・B・ヒンクレー「確かな道

を歩みなさい」『リアホナ』2005年1月

号，2。「若い女性たちは皆，チャレ

ンジに遭遇する」について話し合っ

た後に，「確かな道を歩む」の項を使

います。

ジャン・ピンボロー「すべての善良

で美しいもの」『リアホナ』2003年3月

号，14。慎み深さの標準について話

し合う際にこの記事を引用します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『選択と責任』｣の2

第38課――健康についてのよい習慣

ボイド・K・パッカー「あなたがたは

神の宮である」『リアホナ』2001年

1月号，85。この説教の話を，レッス

ンの「主は指針を与えられた」の項

を教える際に使います。

『成長するわたし』｢徳質のプロジ

ェクト――『知識』｣の黒丸3

第39課――自分の価値に気づく

シドニー・S・レイノルズ「主はわたし

たちを御存じで，愛しておられます」

『リアホナ』2003年11月号，76。シオ

ンの陣営の話に加えて，この説教の

物語を紹介することを検討します。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『個人の価値』｣の1

第40課――自分を愛し，人を愛する

「質疑応答」『リアホナ』2004年12

月号，40。自分を愛することについて

の話し合いの補足として，この記事

の提案を使います。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『個人の価値』｣の3

第41課――信頼される人になる

「時間を管理し，バランスを保つ」

『リアホナ』2003年4月号，33。信頼

に足る人となることについて教える際

に，この記事のリストを使って補足し

ます。

『成長するわたし』「徳質のプロジ

ェクト――『誠実』」の黒丸1

第42課――変化に備える

ラネー・ハーディング「わたしだけで

はない」『リアホナ』2004年2月号，26。

レッスンにある物語の代わりにラネー

の体験談を使うことを検討します。

ジュリー・ハウスホルダー「髪の毛

なんて」『リアホナ』2003年8月号，18。

この記事は，「変化にうまく対処する

すべを学ぶ」の項の導入に使うこと

ができます。

『成長するわたし』「徳質の体験

――『誠実』」の4

第43課――人との交わり

ジェームズ・E・ファウスト「生活

にバランスを」『リアホナ』2000年

3月号，2。批判について話し合う

際の補足としてこの記事を使うこ

とを検討します。

リチャード・H・ウィンケル「友情の

網」『リアホナ』2003年8月号，32。ア

メリカスギのたとえは，「積極的に人

に近づく」について話し合う際の補

足として使うことができます。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『神から受け継いだ特質』｣の7

第44課――時間に追われる生活をし

ない

リチャード・G・スコット「知識と強

さを得て，賢明に用いる」2002年

8月号，12。この記事の話を使うこと

によって，知恵と秩序を持つことにつ

いての話し合いをより良いものにする

ことができます。

ポーラ・J・ルイス「ストレスを和らげ

る5つの方法」『リアホナ』2000年9月

号，24。ここにある提案は，「時間に

追われないようにする」の項を教える

際に使うことができます。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『個人の価値』｣の2

第45課――職業を選ぶ

ゴードン・B・ヒンクレー「若人への

預言者の勧告と祈り」『リアホナ』

2001年4月号，30。職業選択につい

ての話し合いをより良いものにするた

めに，「知性を備えた人になりましょう」

の項を使うことを検討します。

ジョン・K・カーマック「永代教育基

金――希望に満ちた明るい光」『リ

アホナ』2004年1月号，32。この記事

の提案は，「職業選択のための指針」

の項に付け加えることができます。

『成長するわたし』｢徳質のプロジ

ェクト――『知識』｣の黒丸2

第46課――金銭管理

「あふれる恵み」『リアホナ』2003

年12月号，18。この記事の物語は，

什分
じゅうぶん

の一の項に付け加えることが

できます。

『成長するわたし』｢徳質の体験

――『知識』｣の2，｢徳質の体験―

―『選択と責任』｣の7

第47課――末日の預言者のメッセージ

ゴードン・B・ヒンクレー「若人へ

の預言者の勧告と祈り」『リアホナ』

2001年4月号，30。この記事から適

切な勧告を選んでレッスンで使い

ます。

『成長するわたし』「徳質の体験

――『信仰』」の1
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七
十人第一定員会のベ

ンハミン・デ・オヨス・

エストラーダ長老と親

族は，今年の7月に，母方の

曾祖母
そ う そ ぼ

が教会に加わった1905

年から数えて100年目を迎える

ため，そのお祝いをすることに

なっています。

けれども，長年にわたる教会

とのかかわりだけがこの一族の

遺産はではありません。この家

族は代々教師を輩出し，数え切

れないほどの人に影響を及ぼ

してきました。

デ・オヨス長老の母親は教師

でした。二人のおじはブリガ

ム・ヤング大学で教鞭
きょうべん

を執って

いました。デ・オヨス長老の3人

の姉妹も教師です。娘を含め，

一族の教職者は3代にわたって

います。

デ・オヨス長老は技術者にな

るつもりでしたが，結局は教育

学を専攻して，教会教育システ

ムで26年間働くことになりまし

た。「技術者でなく教育者になろ

うと決意したときに主の導きが

ありました。教会ではあらゆる

人が教師です。教会で奉仕す

るときに教師という職業が役立

ちました」とデ・オヨス長老は語

ります。

デ・オヨス長老と妻のエベリ

ア・ヘネスタ・メンディビル・デ・

オヨスは長老が教会教育システ

ムに勤務していた間，メキシコ

のほとんどの州で生活しました。

長老はセミナリー教師，教会教

育システムコーディネーター，イ

ンスティテュートディレクター，地

域ディレクター補佐，メキシコ全

域を担当するディレクターを歴任

しました。その間，4つのステー

クの会長会で会長や副会長，メ

キシコ・トゥストラ・グティリエス

伝道部部長，地域七十人，メキ

シコ南地域会長会第二副会長

を務めました。

デ・オヨス長老とエベリアは

1975年6月4日，アリゾナ州メサ

神殿で結婚しました。度重なる

引っ越しや長時間に及ぶ教会

の召しにもかかわらず，夫妻と

6人の子供は家族で聖文を学ん

だり，一緒に過ごす計画を立て

たりすることによって一致を強め

てきました。

専任の奉仕の召しを果たすた

め，長老は職を辞することになり

ますが，教える仕事は今後も続

けます。「教えたり学んだりするこ

とに終わりはないのです」とデ・

オヨス長老は語ります。「教師の

務めは大きな特権です。」

デ・オヨス長老は1953年2月

20日，メキシコのモンテレーでア

ルフレド・デ・オヨス，サラ・エス

トラーダ・デ・オヨス夫妻のもと

に生まれました。デ・オヨス長

老はメキシコ・エルモシージョ

伝道部で伝道しました。◆

ベンハミン・デ・オヨス長老
七十人

チャーチ・ニュース中央補助組織会長会

会長
チャールズ・W・ダールクィスト

第一副会長
ディーン・リード・バージェス

第二副会長
マイケル・アントン・ナイダー

会長
A・ロジャー・メリル

第一副会長
ダニエル・K・ジャッド

第二副会長
ウィリアム・D・オズワルド

会長
ボニー・Ｄ・パーキン

第一副会長
キャスリーン・Ｈ・ヒューズ

第二副会長
アン・Ｃ・ピングリー

会長
スーザン・W・タナー

第一副会長
ジュリー・B・ベック

第二副会長
イレイン・S・ダルトン

会長
シェリル・C・ラント

第一副会長
マーガレット・S・リファース

第二副会長
ビッキー・F・松森

日曜学校

扶助協会

若い女性

初等協会

若い男性
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「で
きるうちはずっと，

最善を尽くし続け

なさい。」七十人第

一定員会のデビッド・フルーウ

ィン・エバンズ長老は，この知

恵にあふれる言葉をいつも念

頭に置いています。父親が人

生を閉じる前のつらい時期に

言った言葉でした。

人は皆試練や問題に遭いま

す。けれども，「大切なのは主

を信じる信仰を持つことです」

とエバンズ長老は語ります。「主

はすべての人に永遠の祝福へ

通じる道を開いておられます。

しかしそれだけでなく，今の生

活で平安と幸せとチャンスを得

るというすばらしい祝福へ通じ

る道を開いておられるので

す。」福音の証
あかし

を得たら，「人に

伝えなければなりません」とエ

バンズ長老は勧めています。

伝道はエバンズ長老の半生

を通じて大きな位置を占めて

きました。1970年代初期に日本

で伝道し，1998年から2001年

まで日本名古屋伝道部の部長

として再び日本で奉仕しまし

た。エバンズ長老，妻であるメ

アリー・ディー・シェファード・

エバンズ，そして8人の子供は，

故郷ソルトレーク・シティーに

戻ってからも伝道活動を続け

ています。

エバンズ長老は伝道のほか

にも，様々な召しを果たしてき

ました。七十人に召される前

はステーク会長でした。それ

以前はステーク副会長，ステー

ク若い男性会長，監督を務め

ました。

1951年8月11日，ソルトレー

ク・シティーで，デビッド・Ｃ・エ

バンズ，ジョイ・Ｆ・エバンズ夫

妻のもとに生まれたエバンズ長

老は，二人を模範的な両親とし

て絶賛します。1973年1月24日

にソルトレーク神殿で結婚した

妻のメアリーもまた，エバンズ

長老の大きな支えとなってきま

した。

エバンズ長老は高い教育を

受けることに情熱を注ぎ，地域

保健学と法律学の学位を取得

しました。ユタ州内の複数の法

律事務所を共同経営し，また，

弁護士としても活躍しました。

現在も投資銀行の役員です。

エバンズ長老は，人生に訪れ

る試練の後には必ず祝福があ

ることを知っています。しかし，

ヒンクレー大管長が教えている

ように「信仰をもって前進する」

ことにしています。信仰をもっ

て前進し，できることをすべて

行うなら，「やがて，主が試練の

間ずっとともにおられたこと，

そして今もともにおられること

を実感できるようになります。」

エバンズ長老はそう語ります。

◆

七
十人第一定員会のセ

シル・スコット・グ

ロー長老は日曜学校

に通っていた7歳のときから

証
あかし

が花開き始めたと言いま

す。「麗しき朝よ」（『賛美歌』

18番）を歌っていたとき，ジ

ョセフ・スミスが神の預言者

であることについて証を得た

のです。

それを機に，福音の教義に

対する理解が深まり，証が強

まって，確かな土台が築かれ

ていきました。「イエス・キリ

ストが救い主，贖
あがな

い主であら

れることに疑問を持ったこと

は一度もありません」とグロ

ー長老は言います。

グロー長老と妻のロンダ・

リー・パッテン・グローは，

1969年10月10日にソルトレー

ク神殿で結婚しました。二人

とも都会育ちでしたが，（当時

地区代表を務めていた）Ｌ・

アルディン・ポーター長老の

勧めに従って，5エーカー（約

2ヘクタール）の土地に家を建

てて，子供に労働の価値を教

えるために，馬や牛，鶏，羊

を飼育しました。

後に，グロー長老夫妻は8人

の子供とともにウルグアイへ

移りました。グロー長老はそ

こでウルグアイ・モンテビデ

オ伝道部の部長を務めました。

「夫に授けられた賜物
たまもの

は，楽

観的で熱意があることです。

夫は温かく，愛をもって人に

接しますし，皆さんも夫の愛

にこたえてくださいます」と

グロー姉妹は言います。

グロー長老は1948年5月5日，

アイダホ州モスコーでセシ

ル・ウッド・グロー，エルシ

ー・メイ・リー・グロー夫妻

のもとに生まれました。アイ

ダホ州ボイシで成長し，アイ

ダホ州メリディアンで長い間

生活しました。ブリガム・ヤ

ング大学で会計学を修めた後，

会計およびビジネスコンサル

ティング事務所の大手数社で

働きました。その後，会計事

務所を共同で設立しました。

この度，教会の専任の召しを

受けるまで，グロー長老は地

域七十人としてアイダホ地域

会長会会長を務めていました。

それ以前には，北アメリカ北

西地域会長会副会長，ステー

ク会長，ステーク副会長（2回），

伝道部長，高等評議員，ステ

ーク若い男性会長，副監督，

メキシコ南東伝道部で専任宣

教師を務めました。◆

デビッド・F・エバンズ長老
七十人

Ｃ・スコット・グロー長老
七十人



七
十人第一定員会のリ

チャード・ゴードン・

ヒンクレー長老は七

十人の召しを受けたときの気

持ちを，断食献金を集める割

り当てを受けて気恥ずかしさ

を覚えた執事のころや，伝道

部長に召されてしばらくの間感

じた気持ちに似ていると話し

ています。

「断食献金を集めることが怖

かったのです。けれどもすば

らしい経験となりました」とヒン

クレー長老は言います。「伝道

部長の召しはどれほど準備し

ても準備し切れるものではあ

りません。最初の数か月は沈

みかけた船に乗っているような

気分でした。けれどもその後

にすばらしい経験をしました。」

新しい召しを受けたヒンクレ

ー長老は今，圧倒され，自分は

その器ではないと感じると話

します。けれどもこれまでの経

験から次のことを学びました。

「召しを拒んではいけません。

召しに応じるときに，学び成長

できるよう主が助けてください

ます。やがて，小さくても何ら

かの貢献ができるようになるの

です。」

ヒンクレー長老はソルトレー

ク・シティーで生まれ，成長し，

現在も同市に住んでいます。

伝道部長としてユタ州ソルトレ

ーク・シティー伝道部を管理し

ました。

ユタ大学で経済学の学位を，

カリフォルニア州のスタンフォ

ード大学で経営学修士号を取

得したヒンクレー長老は，全国

展開型あるいは地域密着型の

ベンチャー企業や会社の役員，

共同出資者，諮問
し も ん

委員として活

躍してきました。ドイツで専任

宣教師として働きました。そし

て，これまで世界各地を訪れて

きました。

伝道部長として，世界42か

国と合衆国の46州から召され

た宣教師を管理しました。「ま

るで国際伝道部にいるような

ものでした。」その経験によっ

て「この教会の将来に対して

強い確信を持つことができま

した」とヒンクレー長老は語っ

ています。

これまでに，ソルトレーク神

殿の結び固め儀式執行者，ス

テーク会長，ステーク副会長を

2度，監督を2度務めてきました。

ヒンクレー長老は1941年5月2日，

ゴードン・ビトナー・ヒンクレ

ー，マージョリー・ペイ・ヒンク

レー夫妻のもとに生まれまし

た。ヒンクレー長老と妻のジェ

ーン・フリード・ヒンクレーは

1967年7月28日にソルトレーク

神殿で結婚して，4人の子供が

います。◆

七
十人第一定員会のポ

ール・V・ジョンソ

ン長老は，大学時代，

歯学を学ぶ準備を進めていま

した。やがて父の医院を継ぐ

つもりでした。

そのころ，宣教師訓練セン

ターの前身である言語訓練セ

ンターで教えていました。自

分の将来は歯科医になること

ではないと知ったのはいつの

ことか憶えていませんが，将

来セミナリーの教師になると

言ったときに二人の大切な人

から受けた言葉は忘れられま

せん。

最初は父でした。「もしわた

しがほかの道を選んだとした

ら，教師になっていただろう

ね。」

もう一人は彼の婚約者でし

た。彼女は泣きだしました。

セミナリーの教師と結婚した

いとひそかに思っていたから

です。セミナリー教師の家族

と親しくしていて，その家庭

の雰囲気にいつもあこがれて

いたのです。

ジョンソン長老は1954年6月

24日，フロリダ州ゲーンズビ

ルで，ビア・ホッジズ・ジョ

ンソン，ウインフレッド・エ

メシェール・ジョンソン夫妻

のもとに生まれました。ジョ

ンソン長老はユタ州ローガン

で成長し，1976年8月18日にユ

タ州ローガン神殿でレスリ

ー・ジル・ウォッシュバーン

と結婚しました。

ジョンソン長老はブリガ

ム・ヤング大学で動物学の学

士号，また同大学でカウンセ

リング・ガイダンスの修士号，

そしてユタ州立大学で教育工

学の博士号を取得しました。

ジョンソン長老はアリゾナ

州とユタ州で12年間セミナリ

ーを教えました。その後ソル

トレーク・シティーの教会教

育システムで教科課程開発と

宗教教育教育長をはじめとす

る管理職を歴任しました。

長年にわたって青少年とヤ

ングアダルトに接してきた経

験から少なくとも一つのこと

を感じています。それは，教

会の将来は明るいということ

です。「預言者はこの世代の

人々について述べていますが，

預言者の言うとおりです。教

会には非常にしっかりした若

人がいます。」

七十人に召される以前にジ

ョンソン長老は，地域七十人，

ステーク副会長，ステーク高

等評議員，監督，ワード若い

男性会長を務めました。また，

宣教師としてノルウェー・オ

スロで伝道しました。◆

リチャード・G・ヒンクレー長老
七十人

ポール・V・ジョンソン長老
七十人
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7
人の子供の父親であり，

教会神殿部の実務運営

ディレクターを務めた，七

十人第一定員会のポール・エド

ワード・コーリカー長老にとっ

て，家族が最も大切であり，神

殿は家族を養い，支えるために

あると信じることは不思議なこ

とではありません。

「主はその深い憐
あわ

れみにより，

生活を豊かに祝福してください

ました」とコーリカー長老は言

います。「定期的に集まり，家族

で神殿に参入します。子供た

ちはおじいさん譲りの話し上手

で，わたしたち夫婦をひっきり

なしに笑わせてくれます。」

1943年3月12日，カリフォルニ

ア州ピッツバーグ生まれのコー

リカー長老は，エドワード・C・

コーリカー，ロイス・オルソン・

コーリカー夫妻のもとに生まれ

た5人きょうだいの長男です。

家族は1945年にユタ州ソルトレ

ーク・シティーへ移りました。

コーリカー長老は，後に妻と

なるフレダ・アン・ニールソンと

同じ高校に通いましたが，二人

ともユタ大学に通っていた1964

年までデートをしたことがあり

ませんでした。コーリカー長老

はドイツのベルリンにおける伝

道からすでに帰還していまし

た。コーリカー長老とアンは，

1966年3月18日にソルトレーク神

殿で結婚しました。

伝道中の経験についてコー

リカー長老はこう語ります。「ド

イツで家族と引き離された人々

に出会いました。両親がベルリ

ンの壁を隔てた向こう側に住

んでいる家族を教えたことが

ありますが，そのような中で家

族の意味がはっきりと理解でき

るようになりました。」

ステーク会長や監督として教

会で奉仕する機会があったこ

とに感謝するコーリカー長老

は，そのような経験を通して神

殿部で働く備えができたと言い

ます。

「神殿部で働くのが大好きで

す」とコーリカー長老は言いま

す。コーリカー長老は，経営学

の学位を持ち，1966年以来，教

会の様々な役職を果たしてきま

した。「実務運営ディレクターと

いう職に就いてから，69の神殿

が建ちました。その間，ゴード

ン・B・ヒンクレー大管長の熱意

と行動力を直接目
ま

の当たりにし

てきました。大管長の思いは神

殿の業に向けられています。こ

の神聖な召しにあって大管長

を支持します。ヒンクレー大管

長はこの時代のために備えら

れた人です。わたしには，ヒン

クレー大管長が神から召され

た預言者であるという強い証
あかし

が

あります。」◆

教
会のワードや支部の

発展のために人生の

大半を費やしてきた

ため，七十人第一定員会のポ

ール・ボーウェン・パイパー

長老には，王国の発展を主が

導かれることに対して強い証
あかし

があります。

「主は王国の発展に必要な人

や物を御存じであり，その必

要に応じて道を備えられます」

とパイパー長老は言います。

「主は進んで行う心と思いを持

つ人に，参加する特権を与え

てくださいます。」

パイパー長老が支部長とし

て働いていたときのことです。

あまり教会に来ていない兄弟

を副支部長に召すようにとい

う促しを受けました。その兄

弟は現在ステーク会長として

働いており，ニカラグアの教

会再建を支援しています。パ

イパー長老は自分が奉仕して

きたほかの国でも，同じよう

な出来事が繰り返されるのを

見てきました。

過去6年にわたって，パイパ

ー長老と家族は旧ソ連に住ん

でいました。パイパー家族は，

カザフスタンなど中央アジア

の国々で教会が発展するのを

見てきました。七十人に召さ

れたときに，パイパー長老は

ロシア・サンクトペテルブル

ク伝道部の部長の任にありま

した。「この教会は主の教会で

す。」パイパー長老はそう語り

ます。「主はこの教会を愛し，

世界中に広がることを望んで

おられます。」

パイパー長老は両親と祖父

母をたたえるだけでなく，

1979年11月7日にソルトレーク

神殿で結婚した妻のメリサ・

タトル・パイパーと6人の子供

の助けにも感謝しています。

ふさわしい父親，そして神権

者となれるよう助けてくれた

からです。

パイパー長老は1957年10月

7日，アイダホ州ポカテロで，

ディー・メイヤーズ・パイパ

ー，ノーマ・ボーウェン・パ

イパー夫妻のもとに生まれま

した。ブリガム・ヤング大学

で国際関係学を学び，ユタ大

学で政治学の学士号，さらに

は法学の学士号を取得しまし

た。これまで弁護士ならびに

国際開発コンサルタントとし

て働いてきました。

パイパー長老はステーク会

長会，高等評議会，支部長会

で奉仕し，メキシコ・モント

レー伝道部の専任宣教師とし

て働きました。◆

ポール・E・コーリカー長老
七十人

ポール・B・パイパー長老
七十人



信
仰と従順，この福音

の二つの原則は，七

十人第一定員会のユ

リシス・ソアレス長老の人生で

最も大切にされてきました。

ブラジル・サンパウロの生ま

れのソアレス長老と妻のロサ

ナ・フェルナンダ・モルガド・ソ

アレスは，ブラジル南地域の実

務ディレクターとして訓練を受

けるために，しばしば合衆国

へ旅しました。どこに行っても

教会には必ず出席しようと決

心していたソアレス家族は，あ

る日曜日に教会で一人の善いサ

マリヤ人が示してくれた友情を

忘れることはありません。この

ときの友情に感謝したソアレス

長老と姉妹は，その日の夜，こ

の友人の助けが再び必要とな

ったときに，さらなる祝福を実

感することになりました。妊娠

していたソアレス姉妹が流産

したのです。

ソアレス長老は目に涙を浮か

べながら当時を振り返ります。

「知っている人はなく，医療シ

ステムについても何も知りませ

んでした。しかし主は守ってく

ださったのです。」新しくでき

た友人が二人の祈りへの答え

でした。その友人のおかげで

ほんとうに必要だった治療を

受けることができたからです。

「わたしたちは守られました。」

ソアレス長老はそう証
あかし

します。

「その日，教会に出席したから

です。」

ソアレス長老は，伝道部長，

ステーク会長，高等評議員，ブ

ラジル・リオデジャネイロ伝道

部の専任宣教師など，様々な

責任を果たしてきました。ソア

レス長老は，MBA（経営学修

士号）と，経営会計学ならびに

経済学での二つの学士号を取

得しています。

1958年10月2日に，ブラジル

のサンパウロでアパレシド・ソ

アレス，メルセデス・カレチョ・

ソアレス夫妻のもとに生まれた

ソアレス長老は，両親から主の

戒めに従うことの大切さを学

びました。ソアレス長老は最愛

の妻ロサナと1982年10月30日

に，ブラジル・サンパウロ神殿

で結び固められました。二人

は3人の子供を育て，家族はユ

タ州バウンティフルに住んでい

ます。

ソアレス長老は，天の御父と

御子イエス・キリストへの従順

と信仰を通して授かったすべ

ての祝福に常に感謝していま

す。「贖
あがな

いを通して得られる成

長は実にすばらしいもので

す。」長老はさらにこう言いま

す。「信仰をもって贖いの効力

を生活に生かすなら，幸福な

生活を永遠に送ることができ

ます。」◆

19
62年に教会に入った

ばかりのころから，七

十人第二定員会の高

元龍長老は，責任という名の

「上着」を着るために努力して

きました。それはこの世の「仕

立屋」から与えられた課題では

ありませんでした。

「与えられた召しは，いつも

能力を超えていました。」高長

老はそう語ります。「どの召しも

大きすぎて，体に合わない上着

のように思えました。しかし，

いつも努力してきました。」

高長老は1945年10月15日，韓

国の釜山
プ サ ン

で高
コ

昌洙
チャンスー

，李
リー

相順
サンスーン

夫

妻のもとに生まれました。1960

年代の韓国でこの教会に籍を

置くことは容易ではありません

でした。しばしばマスコミが固

めた様々な誤解があったから

です。しかし高長老は，主が御

自身を尊ぶ者を尊ばれることを

知りました。教会の会員であっ

たからこそ，3年間の兵役義務

を無事に果たし，また後にシス

テムエンジニアから社長兼

CEO（最高経営責任者）へと昇

進することができたのです。

高長老は，ステーク会長，地

区代表などの責任を果たし，最

近では，地域七十人として，

2003年からアジア北地域会長

会第二副会長の割り当てを受

けて働いています。

高長老と妻の金銀姫
キムウンヒー

は1978

年4月1日に結婚し，韓国ソウル

神殿で結び固めを受けました。

高長老は，妻と二人の子供が

大きな支えになったと語りま

す。また様々な召しや試練の中

にあって支えてこられた救い主

の愛に感謝しています。

「イエス・キリストは，その必

要がなかったにもかかわらず，

だれ一人として経験したことの

ないようなところにまで自らを

低くされました。だからこそ，

わたしたちの苦しみ，試練，そ

して困難を理解することがおで

きになるのです。」高長老はそ

う語ります。「イエス・キリストは，

確かにわたしたちの救い主，

贖
あがな

い主です。」

高長老は新たな召しを受け

るに当たって，このあまりにも

大きく見える上着を着ようとす

るときに，救い主に頼らざるを

得ないと語っています。

「わたしはこの召しを自分か

ら求めたのではありません」と

高長老は言います。「召しは主

から与えられるものです。で

すから『神の栄光にひたすら目

を向けて』（教義と聖約4：5）

働くなら，主は助けてください

ます。この聖句が大好きです。

この言葉はわたしの決意を表

しています。これが過去40年

以上の信仰生活から得た証
あかし

で

す。」◆

ユリシス・ソアレス長老
七十人

高
コ

元龍
ワ ン ヨ ン

長老
七十人
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ド
イツで育った七十人

第二定員会のウォル

フガング・ハインツ・

ユルゲン・ポール長老の家族

は，町で唯一の教会員でした。

ポール長老はその中で，自分

の意見を確固として貫き，擁

護する能力をはぐくみました。

軍務に就いていたときに，

ポール長老はモルモン書をそ

れまで以上に深く研究し，祈

ることで証
あかし

を強めました。

「証を得てから，いつも主を

第一にすることを人生の基本

原則にしました。」長老はそう

語ります。「主を第一にすると，

ほかのことはすべてふさわし

いところに落ち着くのです。」

長老はさらに，証が強まっ

たことで，人生の大切な事柄

に目を向けられるようになっ

たと言います。ポール長老は

教会員の若い女性と結婚し，

福音に添って子供を育て，正

しいことに心を向けようと決

心しました。

ポール長老は決心を固く貫

きました。1964年4月2日に，

スイス・ベルン神殿でヘル

ガ・クラッパートと結婚し，3人

の子供を福音の中で育てまし

た。また，正しいことを行う

という姿勢も変わりませんで

した。

長老はヨーロッパ中央地域

で地域七十人として奉仕して

きました。ドイツ連邦政府の

行政管理学校を卒業したポー

ル長老は政府職員として働き

ました。また，ヨーロッパに

おける教会実務面の管理者と

しても様々な職に就き，最近

退職しました。

教会では，ヨーロッパ東地

域会長会第二副会長，地区代

表，伝道部長，ステーク副会

長，ステーク若い男性会長，

監督，大祭司グループリーダ

ー，支部長，そして長老定員

会会長などの責任を果たして

きました。

ポール長老は，1988年にド

イツ・ハンブルグ伝道部の部

長として働く召しを受けまし

た。しかし，1989年3月に召し

が変更され，1991年まで，ベ

ルリンの壁の反対側，ドイ

ツ・ドレスデン伝道部の初代

部長として働いたのです。ポ

ール長老は1940年2月28日，ド

イツのミュンスターでヨハ

ン・ポール，バータ・スター

バティ・ポール夫妻のもとに

生まれました。◆

七
十人第二定員会のロ

ーウェル・ミラー・

スノー長老は，これ

まで10年にわたって専任宣教

師として奉仕し，贖
あがな

いの力と

伝道活動の重要性についての

証
あかし

を培ってきました。

「人生で得た良いものはすべ

て，贖いの業のおかげです」

とスノー長老は語ります。「わ

たしがこれほど伝道活動が好

きなのはそのためです。自分

が受けてきたのと同じ祝福を

人々にも経験してほしいと願

っています。」

人生を祝福してくれた人た

ちについても，感謝を込めて

こう語ります。「成長する中で，

家族は福音を教え，福音に従

って生活しました。また，妻

は改宗者であり，すばらしい

証を持っています。神権指導

者や教師，兄や姉，監督，伝

道部長やステーク会長など，

すべての人がわたしを導き，

高めてくれました。」

スノー長老はこれまで数々

の召しを果たしてきましたが，

彼にとって最も大切なのは，

「父親，夫，そしてキリストの

弟子としての役割です。わた

しが関心を抱いているのは，

それだけです」と語ります。

スノー長老は1944年1月2日，

ユタ州セントジョージで，ル

ーロン・Ａ・スノー，マリア

ン・Ｍ・スノー夫妻のもとに

生まれました。ブリガム・ヤ

ング大学在学中，同じ大学の

学生であり，将来の妻となる

タマラ・アン・ミーンズ・ス

ノーと出会います。二人は

1966年9月8日，カリフォルニ

ア州ロサンゼルス神殿で結婚

し，5人の子供がいます。

スノー長老は，七十人定員

会の会員として専任の召しを

受ける前，ユタ州北地域の地

域七十人として奉仕していま

した。スノー長老はブリガ

ム・ヤング大学を卒業し，動

物学と化学の学位を取得して

います。ウェイン州立大学か

らカウンセリング・ガイダン

スの修士号を受け，ユタ大学

で法学の学士号を取得してい

ます。これまで弁護士，また

ビジネスコンサルタントとし

て働いてきました。

教会においては，地域会長

会の幹部書記，教会案内ディ

レクター，伝道部長，ステー

クおよびワードの若い男性会

長，ステーク副会長，監督，

副監督，支部長を務め，西ド

イツ伝道部で専任宣教師とし

て働きました。◆

ウォルフガング・H・ポール長老
七十人

ローウェル・Ｍ・スノー長老
七十人



七
十人第二定員会のポ

ール・ケイ・ジブラウ

スキー長老の人生に

おいて，伝道活動は常に大き

な位置を占めてきました。1964

年から1966年，青年であった

ジブラウスキー長老はグレー

ト・カナディアン伝道部で専任

宣教師として働きました。また

去年，カナダ・トロント西伝道部

の部長の責任から解任されま

した。現在でも，ジブラウスキ

ー長老の伝道活動への愛は，

子供たちの生活に如実に表れ

ています。

ジブラウスキー長老と妻のリ

ン・プライアー・ジブラウスキー

には，9人の子供がいて，まだ

家にいる2人を除き，残りの7人

全員がすでに伝道を終えたか，

あるいは現在伝道中です。

ジブラウスキー長老はこう述

べています。「若い男性や女性

たちが伝道活動の価値を理解

するなら，伝道は人にできる最

も価値ある事柄の一つだとい

うことが分かるようになるだろ

うと，わたしは思います。……

わたしにとって，最初の伝道は，

人生の錨
いかり

となり，基盤となって

います。」

また，自分の子供たちが伝道

に出るのを見るのは「すばらし

い」ことだったと言います。子

供たちが仕えたいという望み

を抱くことができたのは，妻が

必ず，家族の祈り，聖文の勉強，

夕食，家庭の夕べを家族でとも

に行うようにしてくれたおかげ

だと感じています。

ジブラウスキー長老は，教会

にあまり集っていない家族のも

とで育ちましたが，回復された

福音に対する証
あかし

は決して揺らぐ

ことはありませんでした。「わた

しは常に，キリストが生きてお

られることを知っていました。

その証の賜物
たまもの

を受けたのは，

まだとても幼いときのことで

す」と長老は語ります。「その証

は，多くの奇跡や，信仰を増し

加える経験によって強められて

きました。」

ジブラウスキー長老は，1944

年8月22日，ソルトレーク・シティ

ーで，ポール・Ｈ・ジブラウスキ

ー，ベティー・アン・ジブラウス

キー夫妻のもとに生まれまし

た。ジブラウスキー長老夫妻は，

1968年5月15日，ソルトレーク神

殿で結婚しました。

長老は，ブリガム・ヤング大

学で学び，社会学の学士号を

取得して卒業しました。幾つか

の多国籍間情報サービスやソ

フトウェア開発会社の管理職を

務めた後，現在は事業を経営

しています。教会においては，

ステーク会長，ステーク副会長，

ステーク高等評議員，監督とし

て奉仕してきました。◆

第
11代中央初等協会会

長に召されたシェリ

ル・クラーク・ラントは，

子供とどのように接したらよいか

をよく知っています。彼女自身の

家族，教育，職業，そしてこれま

で受けてきた教会の召しを含め

て，「人生のすべてが，この召し

の備えとなりました」とラント姉妹

は語ります。主は，わたしたちの

ために用意しておられる事柄に

ついてよく御存じであり，「喜んで

従うならば，人生を通じて常に

導き，様々な経験を通して備え

てくださるのです」と語ります。

そのような備えの一つが，9人

の子供を育てたことでした。「子

供たちが幼かったころはよく，寝

る前におとぎ話を話して聞かせ

ました」とラント姉妹は言います。

子供たちは決まって「そのお話は

ほんとうのことなの」と聞きました。

やがてラント夫妻は，「この時間

を使って真理を教えよう」と決め，

おとぎ話の代わりに聖文の物語

を聞かせることにしました。

「寝る前に聖文の物語を聞か

せると，次の日，子供が我を張っ

て親の勧めに従おうとしないと

きに，『ニーファイみたいになりた

いの? それともレーマンやレムエ

ルみたいになりたいの?』と聞け

るのです。すると，子供たちはち

ゃんと分かるのです。」

ラント姉妹は，1944年1月30日，

チャールズ・バール・クラーク，ビ

ビアン・ケラー・クラーク夫妻の

もとに生まれ，ユタ州プロボで

育ちました。ブリガム・ヤング大

学において幼児発達学を学び

ました。1963年9月17日，高校時

代から恋人であったジョン・グレ

ン・ラント・ジュニアとソルトレー

ク神殿で結婚しました。二人は

大きな幼稚園を設立し，フォニッ

クス（訳注――単語の読み方を

発音と関係づけて教える方法）

に基づいた，初歩の読み書きを

教えるプログラムを開発し，す

ばらしい成果を上げました。

「子供たちを愛しています」と姉

妹は語ります。「子供の心は傷つき

やすいですが，霊は強いのです。」

姉妹は，子供に福音を教える

ということはただ，彼らの霊がす

でによく知っている真理を思い出

させるだけだと信じています。「子

供たちの持つ，御霊
み た ま

を感じ，霊

的な事柄を理解する能力を，決

して過小評価しないでください。」

ラント姉妹はこれまで，中央初

等協会管理会会員，ステークとワ

ードの初等協会会長，ステーク扶

助協会副会長，ワード若い女性

会長，初等協会教師として召しを

果たしてきました。中央初等協会

で奉仕することを楽しみにしてい

ます。なぜなら，そこは「子供たち

に彼らが神の子供であることを知

らせることによって，生活を祝福」

しようとする組織だからです。◆

ポール・Ｋ・ジブラウスキー長老
七十人

シェリル・Ｃ・ラント
中央初等協会会長
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人の子供の母として，マ

ーガレット・スウェンセ

ン・リファースは，子供た

ちの生活のささやかな出来事

の瞬間に，両親がともにいるこ

との大切さを強調しています。

子供の一人が4歳で，友達と仲

違いをして泣きながら家に帰っ

て来たときのことを思い出して

こう語ります。「わたしはただ，

息子をひざに乗せて『どうした

らいいかしら』と言いました。

そして話し合い，友達のところ

にクッキーを1皿持って行くこと

に決め，それで問題は解決した

のです。

このようなちょっとしたひと

ときこそ，ほんとうに教えるこ

とができる瞬間であり，そのよ

うな機会を通して，子供たちが

この世でどう生きていったら

よいかを示すことができるの

です。」

リファース姉妹は1947年3月

30日，ワシントンＤＣで，ジェニ

ー・ロムニー・スウェンセン，ア

ルバート・スウェンセン夫妻の

もとに生まれました。ユタ州プ

ロボで育った彼女は，ブリガ

ム・ヤング大学で英語学の学位

を取得し，1968年8月16日，ソル

トレーク神殿でデニス・リファ

ースと結婚しました。

リファース姉妹は，幼いころ

から祈りについての証
あかし

を持って

いました。それは簡単な経験の

数々によって強められてきまし

た。例えば，両親が神殿に出か

けたある日のこと，ベッドの中

にいた幼い彼女は，悪天候の

ために両親が安全に帰って来

られるかどうか心配していまし

た。しかも，風邪を引いてせき

がまだ治らず，なかなか眠るこ

とができませんでした。こう語

っています。「ベッドから出てひ

ざまずくと，せきが止まるように，

そして両親が無事に帰って来ら

れるようにと祈りました。」する

と，ほんとうにせきは止まり，静

かに眠りに就くことができまし

た。そして，翌朝目が覚めると，

両親は無事に家に帰っていた

のです。

「天の御父は子供たちを愛

し，祈りにこたえてくださり，そ

の時代の難しい問題に立ち向

かう力を与えてくださいます」

とリファース姉妹は語ります。

「初等協会は，どうしたらその知

識が得られるかを子供たちが

分かるように助けます。それは

戒めを守り，聖約を交わし，天

の御父の計画に従う中で得ら

れる知識です。」

リファース姉妹はこれまで，

中央初等協会管理会，ステーク

扶助協会副会長，ワード初等協

会副会長として奉仕してきまし

た。◆

ビ
ッキー・藤井・松森

姉妹は，教会員にな

る以前から初等協会

に通っていました。まだ幼い

ころ，両親は娘に教会に通っ

てほしいと思っていましたが，

ちょうどユタ州マーレイの自

宅のそばに，末日聖徒イエス・

キリスト教会の集会所があっ

たのです。

「わたしはいつも，教会が真

実であると知っていました」

と松森姉妹は語ります。什分
じゅうぶん

の一について学んだときには

納めたいと思いましたし，断

食について学んだときも断食

したいと思いました。そして8

歳になったときには，バプテ

スマを受けたいと思いました。

しかし，バプテスマを受け

る許可を求めたとき，両親で

あるジョージ・ヤスユキ・藤

井，ヨシエ・マツモト・藤井

夫妻は，娘が入ろうとしてい

る教会について娘自身にもっ

と知ってほしいと思いました。

教会について多少の知識があ

った父親は，監督からバプテ

スマの面接を受ける前に，信

仰箇条を学んでおくべきだと

話しました。そして，彼女は

その勧めに従いました。

監督からは，信仰箇条を暗

誦するようにとは言われませ

んでしたが，松森姉妹は今で

も，初等協会で学んだ福音の

知識を大切に心にとどめてい

ます。

両親は，松森姉妹と妹が教

会に出席できるようにずっと

助けてくれ，やがて松森姉妹

が高校生のとき，両親も教会

に入りました。

松森姉妹は，1950年12月15

日，ユタ州マーレイで生まれ

ました。グラナイト高校に通

い，1973年ユタ大学を卒業し，

ジャーナリズムと英語学の学

士号を取得しました。教員免

許も取得し，中学，その他の

学校で教育に携わりました。

1973年6月6日，ソルトレー

ク神殿でジェームズ・松森と

結婚し，二人の娘と一人の息

子がいます。中央初等協会第

二副会長としての召しを受け

るに当たり，その備えに最も

役立ったのは，母親としての

召しだったと彼女は語ります。

そのほかにも，初等協会教師，

ワード初等協会会長，カブス

カウト指導者などの責任も，

備えに役立ちました。また5年

以上にわたり，中央初等協会

管理会の一員として召しを果

たしました。◆

マーガレット・Ｓ・リファース
中央初等協会第一副会長

ビッキー・Ｆ・松森
中央初等協会第二副会長
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「回復という美しい物語は，教会

が組織される場面へと移りま〔し

た〕。それは今週からさかのぼっ

てちょうど175年前の1830年のこ

とでした。」2005年4月2，3日の両

日に開かれた第175回年次総大会

で，ゴードン・B・ヒンクレー大管

長はそう語った。「教会の名前そ

のものも啓示によって示されまし

た。だれの教会だったのでしょう。

ジョセフ・スミスの教会でしょう

か。それともオリバー・カウドリの

教会でしょうか。いいえ。この末

の日に地上に回復されたイエス・

キリストの教会だったのです。」
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