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2 第179回年次総大会の概要
●土曜午前の部会

4 大会へようこそ
トーマス・S・モンソン大管長

7 物心両面で賢い養い手となる
十二使徒定員会　ロバート・D・ヘイルズ長老

11 敬意と敬虔
けいけん

さ
中央初等協会会長会第一顧問
マーガレット・Ｓ・リファース

14 啓示された定員会の原則
前中央若い男性会長会第二顧問
マイケル・A・ナイダー

17 厳しい時代の中で強さを見いだす！
七十人　アラン・F・パッカー長老

19 聖約の力
十二使徒定員会　
D・トッド・クリストファーソン長老

23 逆 境
大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

●土曜午後の部会

27 教会役員の支持
大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

29 2008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

30 2008年度統計報告
大管長会秘書　ブルック・P・ヘイルズ

31 過去の教訓から学ぶ
十二使徒定員会　M・ラッセル・バラード長老

34 御父の計画──すべての子供たちを救う
壮大なもの
十二使徒定員会　クエンティン・L・クック長老

38 主イエス・キリストを信じる信仰
七十人　ケビン・W・ピアソン長老

41 逆境の中の信仰
七十人　ラファエル・E・ピノ長老

43 「神殿での礼拝──苦難のときに
強さと力を与えてくれる源泉」
十二使徒定員会　リチャード・G・スコット長老

46 主の祈りから得られる教訓
十二使徒定員会　ラッセル・M・ネルソン長老

●神権部会

49 若い男性への勧め
十二使徒定員会会長 ボイド・K・パッカー会長

53 これはあなたへの電話です
管理ビショップリック第一顧問
リチャード・C・エッジリービショップ

56 神権の責任
七十人会長会　クラウディオ・R・M・コスタ長老

59 偉大な業に携わっているから
下って行くことはできない
大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

63 「負傷者あり！」
大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

67 最高の自分になる
トーマス・S・モンソン大管長

●日曜午前の部会

75 キリストの弟子として歩む道
大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

78 主のみもとに来なさい
十二使徒定員会　ニール・L・アンダーセン長老

81 新たな人生を歩み始める
七十人会長会　スティーブン・Ｅ・スノー長老

83 主の手近し
中央扶助協会会長会第二顧問
バーバラ・トンプソン

86 だれも主とともにいなかった
十二使徒定員会　ジェフリー・R・ホランド長老

89 元気を出しなさい
トーマス・S・モンソン大管長

●日曜午後の部会

93 無私の奉仕
十二使徒定員会
ダリン・H・オークス長老

97 名と地位を立派に維持する
十二使徒定員会
デビッド・A・ベドナー長老　

101 聖なる家庭，聖なる神殿
七十人　ゲーリー・Ｅ・
スティーブンソン長老

104 人生のかじ取りに
役立つ賜物

たまもの

七十人
ジョセ・A・ティシェラ長老

106 主の僕
しもべ

，預言者
七十人
F・マイケル・ワトソン長老

109 人 を々わたしのもとに連れ
て来なさい
十二使徒定員会
L・トム・ペリー長老

112 また逢
あ

う日まで
トーマス・S・モンソン
大管長

●中央若い女性集会

114 信者の模範になりなさい
中央若い女性会長会第二顧問
アン・M・ディブ

117 徳高い人生──一歩ずつ
中央若い女性会長会第一顧問
メアリー・N・クック

120 さあ，わたしたちは主の山に登ろう
中央若い女性会長　
イレイン・S・ダルトン

123 勇気を持てるように
トーマス・S・モンソン大管長

72 末日聖徒イエス・キリスト教会中央幹部

128 指導者の言葉

130 大会で話された実話や物語の索引

131 わたしたちの時代のための教え

131 中央補助組織会長会

132 チャーチ・ニュース
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2009年4月4日土曜午前，一般部会

管理――トーマス・S・モンソン大管長。司会
――トーマス・S・モンソン大管長。開会の祈り
――チャールズ・ディディエ長老。閉会の祈り――
ウィリアム・W・パームリー長老。音楽――タバナ
クル合唱団；指揮――マック・ウィルバーグ，エドガ
ー・トンプソン；オルガニスト――アンドリュー・アン
ズワース，クレー・クリスチャンセン。「夜明けだ，朝
明けだ」『賛美歌』1番；“Press Forward, Saints,”
Hymns，81番；「悩めるイスラエル」『賛美歌』6番，
ウィルバーグ編曲，未刊；「いざ救いの日を楽しま
ん」『賛美歌』5番；“Consider the Lilies,”ロジャ
ー・ホフマン，リヨン編曲，ジャックマン刊；「贖

あがな

いの
主」『賛美歌』73番，ウィルバーグ編曲，未刊

2009年4月4日土曜午後，一般部会

管理――トーマス・S・モンソン大管長。司会
――ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会の
祈り――スペンサー・J・コンディー長老。閉会の
祈り――ダグラス・L・カリスター長老。音楽――
ソルトレーク地域インスティテュートによる合同聖
歌隊；指揮――スティーブン・P・シャンク，リチャー
ド・T・デッカー；オルガニスト――ボニー・グッドリ
フ，リンダ・マーゲッツ。“Come, Thou Glorious
Day of Promise,”Hymns，50番；「来ませ，王の
王」『賛美歌』29番，ケーセン編曲，ジャックマン
刊；「神のみ業に進みて」『賛美歌』149番；「わか
れにまた」『賛美歌』88番，ウィルバーグ編曲，デ
ゼレトブック刊

2009年4月4日土曜夜，神権部会

管理――トーマス・S・モンソン大管長。司会
――トーマス・S・モンソン大管長。開会の祈り――
ブルース・D・ポーター長老。閉会の祈り――シ
ャーリー・D・クリステンセン長老。音楽――ブリ
ガム・ヤング大学アイダホ校の神権者聖歌隊；指
揮――ケビン・ブラウワー，ランドール・ケンプトン；
オルガニスト――リチャード・エリオット。“Sing
Praise to Him,”Hymns，70番，ケンプトン編曲，
未刊；「天の御父

みちち
」『賛美歌』76番；「山の上に」『賛

美歌』2番；「み旨のまま行
ゆ
かん」『賛美歌』172番，

ケンプトン編曲，未刊

2009年4月5日日曜午前，一般部会

管理――トーマス・S・モンソン大管長。司会
――トーマス・S・モンソン大管長。開会の祈り――
ダリル・H・ガーン長老。閉会の祈り――ドナル
ド・L・ホールストロム長老。音楽――タバナクル
合唱団；指揮――マック・ウィルバーグ；オルガニス
ト――クレー・クリスチャンセン，リチャード・エリオ
ット。「造り主の主を」『賛美歌』37番；「祈りは楽
しき」『賛美歌』81番；「心の中に光を持てば」『賛
美歌』141番，ウィルバーグ編曲，未刊；「イスラエ

ルの救い主」『賛美歌』4番；“This Is My
Beloved Son,”Children’s Songbook, 76，カー
ドン編曲，未刊；「感謝を神に捧

ささ
げん」『賛美歌』

11番ウィルーグ編曲，未刊

2009年4月5日日曜午後，一般部会

管理――トーマス・S・モンソン大管長。司会
――ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈り
――スペンサー・V・ジョーンズ長老。閉会の祈り
――ロバート・C・オークス長老。音楽――タバナ
クル合唱団；指揮――マック・ウィルバーグ，エドガ
ー・トンプソン；オルガニスト――リンダ・マーゲッ
ツ，ボニー・グッドリフ。“Now We’ll Sing with
One Accord,”Hymns，25番，エリオット編曲，未
刊；「高きに栄えて」『賛美歌』180番，ゲーツ編曲，
ジャックマン刊；「導きたまえよ」『賛美歌』41番；
「神よ，また逢

あ
うまで」『賛美歌』85番,ウィルバーグ

編曲，未刊

2009年3月28日土曜夜，中央若い女性集会

管理――トーマス・S・モンソン大管長。司会
――イレイン・S・ダルトン。開会の祈り――エリザ
ベス・ビーバン。閉会の祈り――ムズナ・ブカリ。
音楽――イーストミルクリークステーク，コットンウッ
ドステーク，オリンパスステークの若い女性による
聖歌隊；指揮――メリリー・ウェッブ；オルガニスト
――リンダ・マーゲッツ。“As Zion’s Youth in
Latter Days,”Hymns，256番，ケーセン編曲，ジ
ャックマン刊；「主はみ子をつかわし」『子供の歌
集』20－21，デフォード編曲，デフォードミュージッ
ク刊（フルート――レーチェル・マイルズ，オーボエ
――エリザベス・クイグリー）；「さらに聖

きよ
くなお努め

ん」『賛美歌』74番，ゴーツ編曲，未刊（チェロ――
ジュリア・マーシャル）；「シオンの若者，真理を守り」
『賛美歌』163番,デスカント編曲，ウェッブ刊

総大会の収録物の入手

総大会の各部会を収録したものは，http://

www.lds.org にアクセスすれば，多くの言語で
聞くことができます。CDとDVD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

入手できるようになります。

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

にアクセスできます。http://www.lds.orgにアク
セスし，「Gospel Library」「General Confer

ence」の順にクリックし，言語を選択してください。

（訳注──http://www.ldschurch.jpからもアク
セスできます。「福音ライブラリ」「総大会」の順

にクリックしてください。総大会号を閲覧するに

は「福音ライブラリ」「リアホナ」の順にクリックし，

2009年5月号のアイコンをクリックしてください。）

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

表紙──写真／クレーグ・ダイモンド

裏表紙──写真／クリスティーナ・スミス

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，レス・ニルソン，スコット・デービス，リンゼー・

ブリッグズ，ロッド・ボーム，アルファ・スムート，コ

ーディー・ベル，マーク・ウェインバーグ，ディーナ・

バン・カンペン，マイケル・サンドバーグ。アルゼン

チン──ハビエル・コロナーティー。ブラジル──

ラウレニ・アデマール・フォチェット。フィジー──

タラット・メームード。メキシコ──シェレム・カスタ

ニェーダ，カルロス・イスラエル・グティエレス。ポ

ーランド──ベブ・ロビソン。ルーマニア──コー

ディー・ホームズ。ロシア──ワシリー・グラチェ

フ・ハルラモワ

第179回年次総大会の概要
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末日聖徒イエス・キリスト教会公式国際機関誌（日本語版）
大管長会：トーマス・S・モンソン，ヘンリー・B・アイリング，
ディーター・F・ウークトドルフ
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，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，
デビッド・A・ベドナー，クエンティン・L・クック，
D・トッド・クリストファーソン，ニール・L・アンダーセン

編集長：スペンサー・J・コンディー
顧問：ゲーリー・J・コールマン，ケネス・ジョンソン，菊地良彦，
W・ダグラス・シャムウェー

実務運営ディレクター：デビッド・L・フリッシュニクト
編集ディレクター：ビクター・D・ケーブ
編集主任：ラリー・ヒラー
グラフィックスディレクター：アラン・R・ロイボーグ
編集主幹：R・バル・ジョンソン
編集主幹補佐：ジェニファー・L・グリーンウッド，アダム・C・オルソン
共同編集者：ライアン・カー
編集補佐：スーザン・バレット
編集スタッフ：マシュー・D・フリットン，デビッド・A・エドワーズ，ラリー
ン・ポーター・ガーント，キャリー・カステン，ジェニファー・マディー，
メリッサ・メリル，マイケル・R・モリス，サリー・J・オデカーク，ジュ
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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

主任秘書：ロ－レル・トイスチャー
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：カリ・R・アロヨ，コレット・ネベカー，ハワード・G・ブ
ラウン，ジュリー・バーデット，トーマス・Ｓ・チャイルド，レジナルド・Ｊ・クリス
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愛する兄弟姉妹の皆さん，第179
回年次総大会の開会に当たり，
十二使徒定員会のジョセフ・

B・ワースリン長老の姿がないことを悲しく
思います。彼の死をいたみ，寂しく思いま
す。ご家族にわたしたちの愛をお伝えし
ます。ワースリン長老が幕の向こうでもこ
の偉大な業を推し進めていることを，わた
しは確信しています。
ワースリン長老の死去に伴い，十二使徒

定員会に空席が生じました。断食と祈り
を重ねた後，わたしたちは，この空席を
埋めるためにニール・リンデン・アンダーセ
ン長老を召しました。今朝，彼の名前を
皆さんに提議しますので，賛意の表明を
お願いします。
皆さんの賛意の表明に感謝します。教

会役員の名前が今日
きょ う

の午後読まれるとき
にアンダーセン長老の名前も含められます。
アンダーセン長老，それでは十二使徒定
員会会員とともに壇上の席に，ご着席くだ
さい。日曜午前の部会でお話を聞けるの
を楽しみにしています。
兄弟姉妹，6か月前にお会いしてから，
わたしはヘンリー・B・アイリング管長夫妻
とともに，神殿を再奉献するためにメキシ
コのメキシコシティーへ行きました。そこ
では，何か月にもわたって，大がかりな改
修工事が行われてきました。
再奉献の前夜，壮大な文化イベントがア

ステカスタジアムで催されました。約8万
7,000人もの観客が野外スタジアムを埋め
尽くし，8,000人以上の若人たちが出演す
る80分のプログラムが，音楽とダンス，そ
れにメキシコの歴史を中心に繰り広げら
れました。
アイリング管長とわたしはセラーペとソ
ンブレロを頂きました。これらの民族衣
装を身に着けると，思わず9年生のときの
スペイン語の授業で初めて習った「エル・
ランチョ・グランデ」を参加者の皆さんの
前で即興で歌いたくなりました。今日はや
めておきます。
翌日行われた2回の奉献セッションは主
の御

み

霊
たま

にあふれていました。
ちょうど2週間前には，ユタ州ドレー
パー神殿を奉献し，12のセッションを行
いました。ソルトレーク盆地南側の山

さん

麓
ろく

に
位置する壮大な建物です。会員とそうで

ない人を合わせると約68万5,000人がオー
プンハウスに出席しました。奉献セッショ
ンには36万5,000人以上の会員が出席し，
幾つかのセッションは各地のステークセン
ターに衛星放送で中継されました。神殿
の奉献に際し，主の御霊が豊かに注がれ
ました。
しばらくすると，ユタ州オーカーマウン
テン神殿が奉献されます。その後何か月，
何年かのうちには，さらに多くの神殿が奉

大会へようこそ
トーマス・S・モンソン大管長

兄弟姉妹の皆さん，教会の業は順調に推し進められています。このように報告でき，
うれしく思います。主の業は中断されることなく前進し続けています。

●土曜午前の部会
2 0 0 9年 4月4日



献されるでしょう。その機会を楽しみにし
ています。神殿の奉献には，自らの行動
を改めて吟味し，もっとよくなりたいという
心からの願いを促す何かがあります。
さて，兄弟姉妹の皆さん，教会の業は
順調に推し進められています。このように
報告でき，うれしく思います。主の業は中
断されることなく前進し続けています。
現在教会では，世界348の伝道部に約
5万3,000人の宣教師が奉仕しています。

「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，……
教えよ」1 という救い主の命令を，教会は
非常に真剣にとらえています。宣教師の
働きに心から感謝します。また，宣教師
が奉仕できるよう，彼らとその家族が払っ
ている犠牲に深く感謝します。
教会にはまた，伝道以外の活動に携わ
る数多くのボランティアや宣教師たちがい

ます。通常，熟年者である彼らは，主の
業を推し進め，天の御父の子供たちを祝
福するために時間と才能をささげている
のです。彼らが提供する有益な奉仕に心
から感謝します。
2001年に設立された永代教育基金は，
進展を続けています。設立以来，能力を
伸ばして就職の機会を得るために，3万
5,600人の若い男女がこのプログラムに登
録し，訓練を受けました。これまで，1万

5／ 22 0 0 9 年 5 月 号
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8,900人が訓練を修了しています。彼らは，
平均2.7年という教育を受けることで，収
入が3，4倍に伸びています。彼らの生活
にとって何という祝福でしょうか。これこ
そ，霊感されたプログラムです。
兄弟姉妹の皆さん，福音に対する皆さ

んの信仰と献身に感謝します。互いに示
し合う愛と思いやりに感謝します。ワード
や支部，ステークや地方部での皆さんの
奉仕に感謝します。主がこの地上で自ら
の目的を達成されるのを可能にしている
のは，このような奉仕です。
わたしが行く先々で親切にしてくださる

ことを感謝します。わたしのために祈って
くださることを感謝します。皆さんの祈り

を感じ，とても感謝しています。
兄弟姉妹の皆さん，わたしたちはこれ
からの2日間で語られるメッセージを聞き
たいと心から願っています。教えを受け，
鼓舞されて，福音に従い主に仕えようとい
う決心を新たにすることでしょう。これか
ら皆さんに話す人々は話の準備をするに
当たり，天の助けと導きを求めてきました。
強く心に感じたことをわたしたちに伝えて
くれるはずです。
教会員となって間もない皆さんを歓迎
いたします。困難に遭っている人，失望し
ている人，愛する人を亡くした人，わたし
たちは皆さんのために祈っています。天
の御父はわたしたち一人一人を愛し，わ

たしたちが何を必要としているのか御存
じです。これから語られる話に耳を傾け
るとき，主の御霊に満たされますように。
今朝，この偉大な大会の開会に当たり，そ
う祈ります。また，わたしの前に教会の大
管長を務めたゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管
長とのすばらしい思い出を付け加えます。
わたしはヒンクレー大管長がとばりの向こ
うで熱心に奉仕していることを確信してい
ます。わたしたちの主，救い主イエス・キ
リストの御

み

名
な

により，アーメン。

注

1．マタイ28：19



生ける預言者によって導かれてい
るわたしたちは何と祝福されて
いることでしょうか。大恐慌の

時代に成長期を過ごしたトーマス・S・モン
ソン大管長は，どうしたら奉仕できるかを
知っています。大管長のお母さんは助け
を必要としている隣人に食物を届けるよ
う息子に言いつけ，また，家のない人々に
は手料理と引き換えに様々な仕事をさせ
ました。後に，彼は若いビショップとして
J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長から
「夫を亡くした人を思いやり，貧しい人を
世話」することを教わりました（「将来に備
える計画――貴い約束」『聖徒の道』1986
年7月号，62）。モンソン大管長は，夫に先
立たれた84人の女性たちを見守り，彼女
たちが亡くなるまで心にかけ続けました。

モンソン大管長の長年の働きを一言で表
すとすれば，それは全世界の会員と隣人
に奉仕することです。大管長の模範に心
から感謝しています。ありがとうございま
す，モンソン大管長。
兄弟姉妹，今，子供たちはモンソン大管
長の成長期のように，経済的に不安な時
代に置かれています。祖父母や曾祖父母
が経済的な逆境を通して大切な教訓を学
んだように，わたしたちが現在の状況か
ら学ぶことは，わたしたち自身と将来の子
孫にとって祝福となります。
わたしは今日

きょ う

，過去の無分別な選びの
結果，選択の自由が狭められている人々
に話したいと思います。特に過大な負債
に陥ることになった選び，また，自尊心を
傷つける常用癖，すなわち食物や薬物，
ポルノグラフィー，そのほか思考と行動の
パターンにおぼれさせている選びについ
て話します。すべてこの行きすぎた行為は，
わたしたち個人に影響し，家族関係を損
ないます。もちろん教育を受けるため，あ
るいは質素な家や車を購入するために負
う負債は，家族を養ううえで必要かもしれ
ません。しかし残念ながら，欲望とつきま
とう衝動を抑えられないときに，さらなる
負債を負うことになります。負債と常習癖
の有望な解決方法は同じです。それは主
に心を向け，主の戒めに従うことです。負
債と制御できない欲望という悪循環を断
ち切れるよう，ほかの何よりも自分の人生
を変えることを望まなければなりません。

わたしが話すこれからの数分間やこの大
会を通じて，皆さんが救い主イエス・キリ
ストにあって希望に満たされ，回復された
主の福音の教えに希望を見いだすことが
できるよう祈っています。
わたしたちの直面する問題は，自身の
決断によって引き起こすものを含めて，死
すべき世における試しの一部です。はっ
きり言いますが，皆さんは，救い主が御

み

手
て

を差し伸べることがおできにならないよ
うな状況に置かれることは決してありませ
ん。あらゆる苦労は，主によってわたし
たちの経験となり，益となります（教義と
聖約122：7参照）。誘惑は一つ一つ克服
することでわたしたちを強めるのであっ
て，滅ぼすのではありません。主は，わた
したちを耐えられないような苦しみに遭
わせられることはありません（1コリント
10：13参照）。
悪魔はわたしたちを非常によく知って
いるということを覚えておかなければなり
ません。いつ，どこで，どのように誘惑し
たらよいかを知っています。わたしたち
は聖霊の導きに従っているなら，悪魔の
策略を見抜くことができます。誘惑に負け
ないようにするには，断固たる決意をもっ
て「サタンよ，引きさがれ」と言えるように
ならなければなりません（マタイ16：23）。
どれほど強い誘惑を受けるかではなく，
どれほど信仰深く抵抗するかによってわ
たしたちの成功が測られます。天の御父
の助けを求め，御子イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

による力を求めなければなりません。
物質的，霊的な事柄について，神の助け
を受けるならば，わたしたちは自分やほ
かの人々にとって賢い養い手となることが
できます。
賢い養い手とは何でしょうか。
わたしたちは皆，自分と家族を物心両
面で養う責任があります。賢く養うには将
来に備えた賢明な生活の原則を実行しな
ければなりません。収入の範囲内で喜び
をもって生活することです。つまり，現在あ
るもので満足し，過大な負債を避け，苦境
や緊急時に備えて日ごろから貯金しておく
のです。賢く生活していれば，自分や家族
を養うとともに，人々に仕え祝福をもたらす

物心両面で
賢い養い手となる
十二使徒定員会
ロバート・D・ヘイルズ長老

賢く生活していれば，自分や家族を養うとともに，人々に仕え祝福をもたらすという
救い主の模範に従うことができます。

7／ 2 0 0 9 年 5 月 号
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という救い主の模範に従うことができます。
わたしたちは，賢く養うことにより，「あ

なたは……むさぼってはならない」という
最も基本的な戒めを守らなければなりま
せん（出エジプト20：17）。世の中は権利
意識で満ちています。近所の人たちが
持っているものをすべて持っていないと，
うろたえたり，恥ずかしがったり，自分に
価値がないかのように考えたりする人が
います。その結果，買うだけの余裕がな
いものや，ほんとうに必要ではないものを
手に入れるために負債を抱え込みます。
このようなことをしていると，物質的にも
霊的にも貧しくなります。貴く，かけがえ
のない選択の自由を放棄して，自らを奴
隷にしているのです。自分や人のために
使えたお金を，借金を返すために使わな
くてはなりません。このため，必要最低限
のお金しか残らないことがあります。最
低限の生活をしていると，意気消沈し，自
尊心が侵され，家族や友人，隣人そして
主との関係がもろくなります。霊的なもの
を追求する時間と気力と意欲を失います。

ではどうしたら借金に走る性癖やこの
世のものに執着する傾向を避け，克服で
きるでしょうか。賢明に生活することに関
して，わたしたち一人一人に役立つ二つ
の教訓を紹介したいと思います。人生で
学んだほかの多くの大切な教訓と同様，
永遠の伴

はん

侶
りょ

である妻が教えてくれたもの
です。二つとも，結婚生活の中で妻に特
別な贈り物を買いたいと思ったときに学
びました。
最初の教訓を学んだのは，結婚したば
かりでほとんどお金のなかったときでし
た。当時，空軍に所属していたため，クリ
スマスを妻とともに過ごせませんでした。
指令を受けて海外にいたのです。家に
戻ったとき，店のショーウインドウに飾っ
た美しいドレスが目に留まり，気に入るよ
うだったら買おうと妻に持ちかけました。
メアリーは店の試着室に行きました。しば
らくすると，店員が出て来て，わたしのそ
ばでドレスにブラシをかけると，ショーウ
インドウに戻しました。店を出てから，
「どうしたんだい？」と妻に尋ねました。す

ると「きれいなドレスだけれど，わたした
ちには買うだけの余裕がないわ」との返事
でした。この言葉はわたしの心にまっす
ぐに響きました。最も愛情深い言葉は
「愛しています」であり，愛する人たちへの
最も思いやりのこもった言葉は「わたした
ちには買うだけの余裕がない」であること
を学びました。
第2の教訓を学んだのはそれから何年
か後の経済的に安定していたときでした。
結婚記念日が近づいていたため，長年幸
せに連れ添った妻への愛と感謝を伝える
ためにおしゃれなコートを買いたいと思
いました。わたしが考えていたコートをど
う思うか尋ねたところ，またもやわたしの
心と思いを貫く言葉が返ってきました。
「どこで着るの？」（当時，妻はワード扶助
協会会長を務めていて，助けを必要とす
る家族の世話をしていました。）
それから，忘れることのできない教訓
を教えてくれました。妻はわたしの目を
じっと見ると，優しくこう尋ねたのです。
「コートを買うのはわたしのため？ それと

ブラジル，サンパウロ



もあなたのため？」つまり，「この贈り物の
目的はわたしを愛していることを示すた
めですか，それとも，あなたが立派な養い
手であることをわたしに示したり，周りの
人たちに何かを証明したりするためです
か」と尋ねたのです。わたしは質問された
ことをよく考えた結果，妻と家族よりも自
分のことを考えていたことを悟りました。
その後，わたしたちは賢明な生活につ
いて真剣に，その後の生活を変えることに
なる話し合いをしました。そして，家のロー
ンの支払いを済ませ，子供たちの教育費
を増やすことで，自分たちのお金をより適
切に使っていこうということになりました。
この二つの教訓は賢明な生活の本質を
とらえています。この世のものを買ったり
消費したり，この世の活動にかかわったり
する選択に迫られたとき，わたしたちは皆，
「欲しいけど，わたしたちには買うだけの
余裕がない」，あるいは「金銭的な余裕は
あっても，必要としていない。ほんとうのと
ころは欲しいと思っていないのだ」と互い
に言い合えるようにする必要があります。
これらの教訓の根底にあって，同じよう

に大切な原則があります。それは夫や妻
とのコミュニケーションから多くのことを
学べるということです。家族会議で助言し
合い，力を合わせて何かをするときに，お
互いが賢い養い手となり，子供たちにも賢
く生活するよう教えることができます。
賢明な生活の基本となるのは什

じゅう

分
ぶん

の一
の律法です。この律法の第一の目的は天
の御父と御子イエス・キリストを信じる信
仰を強めることにあります。什分の一に
よって，この世のものに対する欲望に打ち
勝ち，人のために喜んで犠牲を払うように
なることができます。什分の一は大いな
る公平の律法です。なぜなら，どれほど
裕福か貧しいかにかかわりなく，わたした
ちすべてが，毎年わたしたちの得る利益
の10分の1を同じように納め（教義と聖約
119：4参照），受け入れる余地がないほど
の「あふるる恵み」を皆が受けるからです
（マラキ3：10）。
什分の一に加え，断食献金を納めるこ
とについても模範とならなければなりませ
ん。断食献金とは，毎月1度，連続して2食

を断ち，少なくともその分の食費に相当す
る金額を献金することです。この2食を断
つことによって，わたしたちはへりくだり，
祈りの気持ちをもって主に近づき，全世界
の兄弟姉妹の祝福となるように匿名で支
援するのです。
子供たちに賢い養い手になることを学
ばせるもう一つの大切な方法は，家族の
予算を立てることです。家族会議で家族
の「収入，貯金，支出計画」を定期的に検
討します。これによって子供に，欲しいも
のと必要なものとの違いを教えたり，家族
の資産を有効に使うために前もって計画

することを教えたりすることができます。
我が家の息子たちが幼かったころ，わた
したちは家族会議を開いて，コロラド川で
「夢の休暇」を過ごす目標を立てました。
それからの1年間，家族のだれかが何か
買いたいものがあると，互いにこう尋ねま
した。「ほんとうに今それを買いたいだろ
うか。それとも夢の旅行を延期したいだ
ろうか。」これは生活の中で賢明な選択
をしていくことを教えるすばらしい機会と
なりました。目先の望みをすべてかなえ
ようとしないことによって，家族の一致と
その後の何年もの間楽しい思い出となっ

9／ 22 0 0 9 年 5 月 号
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たすばらしい報いを得ました。
自分や資産に影響を及ぼすようなもの
を手に入れたり，経験したりしたいと思っ
たら，こう自問するとよいでしょう。「それ
によって得る恩恵は一時的なものだろう
か。それとも永遠の価値と意義のあるも
のだろうか。」この質問に正直に答えるこ
とが，過度の負債と常習行為を克服する
助けとなるでしょう。
負債や常習行為を克服しようとするに
当たって，常習行為は生まれながらの人
がしきりに求めるものであって，決して満
足を得られないことを覚えておかなけれ
ばなりません。それは満たされることのな
い欲望です。常習癖に陥ると，おびき寄
せられるようにこの世的なものや肉体的
な快楽を求めるようになります。しかし，
神の子であるわたしたちが何よりも必要
とし，追及しなければならないのは主だ
けが与えてくださるものです。それは主の
愛，主の価値観，主の守り，主の自信，未
来への主の希望，そして永遠の喜びをも
たらす，神の愛への確信です。
わたしたちは何にも増して天の御父の

御
み

心
こころ

を行い，自分と人々を賢く養うことを
求めていかなければなりません。そして
ラモーナイ王の父のようにこう言うのです。
「わたしはあなたを知〔る〕ように，自分の
罪をすべて捨てます。」（アルマ22：18）そ
うすれば，揺るぎない決意をもって御父の
みもとへ行き，「わたしは必要なことを何
でも行います」と約束することができます。
祈り，断食し，戒めを守り，また神権の祝
福と主の贖罪の犠牲により，生活の中で
主の愛と力を感じることでしょう。聖霊の
促しを通して，主の霊的な導きと力を受け
ます。主の贖罪を通してのみ，わたしたち
は心の中に大きな変化を得（モーサヤ5：
2；アルマ5：14参照），常習癖に対する大き
な変化を経験することができるのです。
わたしが抱いている愛のすべてと，わ
たしを通して伝えられる救い主の愛を込
めて，皆さんに勧めます。主のみもとに来
て，主の御

み

言
こと

葉
ば

に耳を傾けてください。
「それゆえ，価値のないものに金を使って
はならない。満足を得られないものに労
力を費やしてはならない。熱心にわたし
に聞き従い，わたしがこれまでに語った

言葉を覚えておきなさい。そして，イスラエ
ルの聖者のみもとに来て，腐ることも朽ち
ることもないものを食べて，豊かなものに
よってあなた自身を喜ばせなさい。」（2ニー
ファイ9：51）
この世のものを手に入れる欲望は，主
に心を向けることによってしか克服できな
いことを証

あかし

します。常習癖という飢えは主
への愛によってしか取って代わられること
はありません。主はいつでもわたしたち
一人一人を助けようと待っておられます。
主はこう言われました。「恐れてはならな
い。あなたがたはわたしのものであり，
わたしはすでに世に勝って……いるから
である。」（教義と聖約50：41）
主は贖罪の業を通して万物に打ち勝た
れたことを，わたしの特別な証として申し上
げます。主のみもとに来て，自分と人々の
物心両面での賢い養い手となることによっ
て，わたしたち一人一人もまた世の誘惑に
打ち勝てますように，へりくだり祈ります。
イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。



ヨハネの最終章には，ペテロと
復活されたキリストの間で交
わされた愛情深い会話が記

されています。「ヨハネの子シモンよ，わ
たしを愛するか」と，救い主は3度お尋ね
になりました。ペテロが救い主への愛を
確言する度に，イエスは「わたしの小羊を
養いなさい，わたしの羊を飼いなさい」1

と言われました。
今
こん

日
にち

の社会では，子供と青少年の心を
「生ける水」2 と「命のパン」3 で養う必要
性が大いにあります。わたしたちもペテロ
と同様に主を愛しています。ですから，現
代の親も指導者も，イエス・キリストの証

あかし

と
キリストの福音の証を，一人一人の心に植
え付けようと懸命に努力しています。家庭
で，あるいは教会員ではないだれかに福
音を伝える場面で，礼拝堂で，教会の教
室で教えています。準備をして，御

み

霊
たま

を招
いています。しかし，証と御霊をもってほ

んとうに主の子羊を飼い，主の羊を養う
には，わたしたちは家庭と教室において，
互いに対する敬意と，神に対する敬虔さ
を養わなければなりません。
今日
きょ う

わたしは，親と教師と指導者の皆
さんにお願いします。子供と青少年を強
め，家庭と礼拝堂に礼拝の精神をもたら
すために，一致協力して敬意と敬虔さを
教え，模範を示し，励ましてほしいのです。
わたしたちは互いに敬い合うにつれ
て，神をさらに敬うようになり，また神を敬
う模範としてさらに信頼されるようになる
でしょう。今

こん

日
にち

の社会では，至る所であら
ゆる形態のメディアが，礼儀と品位と親切
をあざ笑っています。親や指導者である
わたしたちが互いに敬意を示すことは，
青少年と子供にとって非常に大切です。
なぜなら，子供はメディアだけでなく，わ
たしたちも見ているからです。わたしたち
はあるべき模範となっているでしょうか。
こう自問してください。家の中で最愛の
家族に接するときのわたしの態度は，敬
意の模範といえるだろうか。スポーツ行
事での態度はどうだろうか。自分の子供
が教師やコーチや友達と口論したときは，
双方の意見を聞いているだろうか。人の
ものを自分のものと同じように大切に
扱っているだろうか。宗教，ライフスタイル，
政治について意見が合わない人に対する
態度はどうだろうか。
親や指導者が人を敬い，子供にもそうす
るように教えるなら，人は皆ほんとうに神
の子供であり，永遠にわたって兄弟姉妹で
あることを，子供は心から確信するでしょう。
わたしたちは，相違点ではなく共通点，

すなわち神の家族を一つにつなぐ心の特
性に目を向けようではありませんか。
人への敬意と神への敬虔さは密接に関
係しています。両方とも謙

けん

遜
そん

と愛に根ざし
ています。デビッド・O・マッケイ大管長は
「敬虔さとは愛に基づいた深い尊敬の念
である」4 と述べ，L・トム・ペリー長老は
「〔敬虔は〕神に対するこの上なく深い尊
敬と崇拝の念から生まれてくる態度のこ
とです」と教えています。5 初等協会の子
供たちは，初等協会の歌を通じてこの概
念を学びます。

静かに深く，主思う，
それが敬虔
主を愛し，主に感謝しよう。
敬虔とは愛 6

しかし，敬虔さを自然に身に付ける子
供はほとんどいません。親や指導者が模
範と訓練によって教えて初めて身に付き
ます。でも，愛に根ざした敬虔さは，愛に
よってしか教えられないことを忘れないで
ください。厳しく教えると，敬虔さではな
く，敵意が生まれます。ですから，早い時
期に始めて，緩やかな期待を持つことで
す。よちよち歩きの子供は手を組んで祈
る準備をすることを学べますが，時間と忍
耐と一貫性が必要です。わたしたちが子
供に教えているのは敬虔さについての初
歩ですが，その子供にとっては自制しよう
と努力するのは初めてかもしれないとい
うことを覚えておきましょう。
教え，自制を身に付けさせるプロセス
は，教えに教え，訓戒に訓戒という形で
続きます。こうして子供は祈るときや聖

せい

餐
さん

を受けるときに敬虔になっていきます。集
会中，子供は両親のそばに座ります。そし
てさらに自制を教わりながら成長し，やが
て断食すること，知恵の言葉を守ること，
インターネットを賢く使うこと，純潔の律法
を守ることを学んでいきます。理解が深ま
るのと同様に能力も増します。このプロセ
スを通じて模範を示し，教え，励ますこと
で，子供と青少年は祝福されます。なぜ
なら，自制は自尊心の源であるだけでは
なく，教え，確認し，証するときに御霊を

敬意と敬
け　　い

虔
け　　ん

さ
中央初等協会会長会第一顧問
マーガレット・Ｓ・リファース

わたしたちは家庭と教室において，互いに対する敬意と，神に対する敬虔さを養わなければ
なりません。

11／ 2 0 0 9 年 5 月 号
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招くために不可欠な要素だからです。
20年近く前の総大会でボイド・K・パッ
カー会長が「啓示をもたらす敬虔さ」7 と
題する話をしたのを覚えています。それ
以来このタイトルの言葉がずっと心に残っ
ています。この言葉は，御霊によって，慰
め，導き，教え，証を受けるために，心の
中に，また家庭や集会の中に敬虔な場所
を設けなければならないことを思い出さ
せてくれます。なぜなら，御霊が一人一人
に，神が御父であられ，イエス・キリストが
救い主であられることを証するとき，まさに
その啓示によって，愛と深い尊敬の念から

生じる真の敬虔さが招かれるからです。
では，親と指導者には何ができるで
しょうか。謙遜に祈り，祈りにふさわしい
言葉を使い，神の御

み

名
な

を正しくに口にす
ることで，敬虔さの模範を示せます。敬意
をもって聖典を扱い，確信をもって聖典に
ある教義を教えることができます。
中央幹部だけでなく，地元の神権指導
者と補助組織指導者にふさわしい敬意を
表すとき，敬虔さは増します。わたしのス
テーク会長とは30年来の親しい友人で，
いつもファーストネームで呼び合ってきま
した。でも，彼は今，神権指導者の召しを

受けているので，公の場や，特に教会の
中ではポーター会長と呼ぶよう意識的に
努力しています。指導者を呼ぶときには，
会長，ビショップ，兄弟，姉妹と付けるのが
適切であることを子供と青少年に教える
なら，彼らはさらに尊敬の念を抱き敬虔
になるでしょう。それはまた，指導者が神
に召された人であり，神聖な責任を受けて
いるという真理を教えることにもなります。
親，指導者であるわたしたちは，教会
の集会の中で，敬虔に振る舞う模範とな
らなければなりません。礼拝堂は様々な
機能を果たしますが，日曜日には，礼拝堂



は礼拝のための場所です。ともに集い，
霊を癒

いや

してくれる聖約を新たにします。わ
たしたちは来て，教義を学び，証を強め
ます。宣教師は求道者を連れて来ます。
神の御

み

言
こと

葉
ば

や音楽，証，祈りを通して御霊
が福音の真理を証してくれるのは，敬虔
なときだけです。
わたしたちは友好的な民で，互いを愛
しています。でも，礼拝堂の外であいさつ
をすれば，そして，開会の祈りではなく，
前奏曲とともに聖餐会が始まれば，敬虔さ
は増すでしょう。泣いている子供を礼拝
堂の外に連れ出し，赤ちゃんが泣きやむ
まで，よちよち歩きの子供が静まるまで，
別の部屋で集会を聞ければ，敬虔さは増
すでしょう。携帯電話の電源や電子機器
のスイッチを切ることも敬虔さに含まれま
す。教会の集会で電子メールをやりとりす
ることは，不適切であるだけでなく，迷惑
で，周囲の人への敬意を欠いています。で
すから，わたしたちは集会に参加し，話
に耳を傾け，シオンの賛美歌をともに歌う
ことによって，敬虔さの模範を示すのです。
初等協会や日曜学校，青少年プログラ

ムの教師には，敬意と敬虔さについて教
え，模範を示すまたとない機会がありま
す。アイデアを幾つか挙げてみましょう。
第1に，クラスの生徒を愛してください。
往 に々して，いちばん騒がしい子供こそ，あ
なたの愛を最も必要としているものです。
敬虔さとは何か，なぜ大切なのかを時

間を取って説明してください。救い主の絵
を見せます。喜ばしい行動とは何かを説
明し，後は優しく一貫して，そうするように
励まし，そうすることを期待してください。
準備をしてください。教材だけではな
く，御霊によって教えられるよう自分を整
えます。生徒が参加できるようレッスンが
よく準備されていれば，敬虔さに関する多
くの問題は解消します。
障がいを持つ子供に対してどの程度ま
で期待するべきかを決めるために，両親
と話してください。すべての子供は成長す
る機会を得るに値するからです。
ワードから助けを受けてください。子
供や青少年の敬虔さに問題がある場合
は，往々にして，ワードの敬虔さにも問題

があるものです。ワード評議会で相談すれ
ば，ワードの指導者はあらゆるレベルで敬
意と敬虔さを増すために協力できます。8

何年も前に，パッカー会長は，敬虔に礼
拝する人たちに主の祝福を約束しました。
その約束はもちろん今も当てはまります。
「直ちに奇跡的な変化は起こらないかもし
れませんが，主が生きておられるように確か
に，静かな変化が起こるはずです。会員各
自の生活や教会の中に霊的な力が増し加
えられ，主はわたしたちのうえにもっと豊か
に御霊を注いでくださるでしょう。そして，わ
たしたちの迷いや悩みは少なくなるでしょ
う。……個人的な悩みや家族の問題に対
する答えが啓示されるからです。」9

わたしは預言者の約束を信じています。
わたしには愛にあふれる天の御父がおら
れ，御子イエス・キリストがわたしの救い主
であられることを知っています。わたした
ちの敬虔さが増すことで，御二方に対す

る深い愛を表せるよう，また御二方の羊
をよりよく養えるようになるように祈ります。
イエス・キリストの御名により，アーメン。
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わたしは，ニーファイの次の言葉が
好きです。「人が聖霊の力によっ
て語るときには，聖霊の力がそ

れを人の子らの心に伝えるからである。」1

聖霊の力を通して，わたしのメッセージが
皆さんの心に届くように祈っています。
教会の神権者を代表して，最近，若い

女性の大切な徳質の一つに「徳」を加えて
くれた教会指導者と中央若い女性会長会
に感謝します。教会の若い女性が「若い
女性のテーマ」を口にするのを聞く度に，
徳高く，聖

きよ

くありたいという決意が強めら
れます。聖なる神権を頂いているわたした
ち神権者も，姉妹たちのように徳の模範に
なる必要があることを理解しましょう。
教義と聖約第38章で，主はわたしたち
一人一人に徳高くあるよう命じておられ

ます。「各人がそれぞれ自分の兄弟を自
分自身のように尊び，わたしの前で徳高く
聖くあるようにしなさい。」2

今日
き ょ う

は，神が啓示によって明らかにさ
れた定員会の原則について，またアロン
神権に関する，末日の預言者からの霊感
された指示について話します。12歳から
18歳までの若い男性と若い男性の定員会
会長会の皆さん。主が皆さんに向けて語
られた言葉について話しますので，よく聞
くようにしてください。また，両親とほか
の神権指導者の皆さんも，神の息子たち
を強め，備えるうえで定員会がどのような
助けになるのかをさらに理解するために，
耳を傾けてください。
始めに，研究という原則，すなわち神の
御
み

言
こと

葉
ば

を得るという原則の大切さを強調
します。わたしは妻のローズマリーの模
範から，わたしたちが原則を熱心に学ぶ
べきであることを学びました。皆さんの多
くと同じように，妻はいつも聖文やその他
の良い本を研究しています。神の戒めを
よく学び，結婚生活を成功に導く原則，子
育て，健康の原則もよく学んでいます。彼
女は，よくほほえみながらわたしに本を差
し出してこう言います。「はい，どうぞ。線
を引いてあるところだけ読めばいいか
ら。」それが結婚生活についての本だっ
たら，わたしはほほえみ返し，とにかく
「ありがとう」と言うことにしています。
兄弟の皆さん，わたしたちは啓示に
よって与えられた神権と定員会の原則を

熱心に学ぶべきです。わたしたちの目標
は，定員会の徳を増し，さらに祝福を受け，
若い男性とその家族を強めるため，神と
預言者から与えられた霊感あふれる指示
を正しく活用することです。定員会の業は，
キリストに対する信仰を強め，若い男性を
備え，助け，神の御

み

心
こころ

を実行するうえで間
違いや怠慢をなくすことです。神に知恵を
求めるに当たり，啓示された定員会の原
則もよく学ぶようにしましょう。
モンソン大管長は，「基本を教えること
は急務です。自らに与えられた責任と機
会をよりよく理解するため，基本を教える
ことが必要なのです」3 と教えました。御

み

霊
たま

の識別の力にふさわしくなれるよう，神
権指導者は自分の責任を果たさなければ
なりません。
スティーブン・L・リチャーズ管長は，定
員会とはクラスであり，兄弟愛であり，奉
仕を行う組織であると教えました。クラ
スとは若い男性がイエス・キリストの福音
を学ぶ場所という意味です。兄弟愛とは
互いに強め合い，高め合い，友情を深め
る場所ということであり，奉仕を行う組織
とは定員会の会員とほかの人々に奉仕を
するという意味です。4

教義と聖約には，啓示された定員会の
重要な原則が数多く記されています。例
えば第107章85節には，執事定員会会長
が定員会の会員を教え導く方法につい
て，次のような指示が載っています。「さら
にまた，まことに，わたしはあなたがたに
言う。執事の職を管理する会長の義務は，
聖約に従って与えられているとおりに，十
二人の執事を管理し，彼らとともに会議の
席に着き，彼らに義務を教え，互いに教
化し合うことである。」5

教会の指導者から神権について学んだ
わたしたちが感じているのは，わたした
ちが神について学び，また神の御心を学
ぶため，御霊からの霊感に従って尋ねる
よう御霊が促しているということです。6

定員会の会長会は，次のことを自問して
みてください。また，御霊の促しにより，ほ
かにも自問するべきことがないか考えてみ
てください。「アロン神権の定員会会長は
定員会を管理するために何をするべき

啓示された
定員会の原則
前中央若い男性会長会第二顧問
マイケル・A・ナイダー

信仰と自信と徳をもって進み，わたしたちの家族と，天の御父のすべての子供たちを救う
助けをするため，キリストとともに奉仕できますように。



か。」「会長の義務とは何か。」「定員会の会
員とともに会議の席に着いて，何をするの
か。」「いつ，どのように教えるのか。」「この
聖句にある聖約とは何か。」「会長が責任
を果たし，会長会の神権の鍵

かぎ

を行使する
うえで，定員会アドバイザーとビショップリッ
クから，どんな助けが得られるのか。」
兄弟の皆さん，聖文と手引きを研究して
いくと，ほかの事柄も心に浮かぶことで
しょう。例えば，「自分の定員会は，主が
聖文で教えておられるように機能している
だろうか，そうでないとすればそれはなぜ
か。」「啓示された定員会の原則を自分の
定員会で適切に実行するにはどうしたらよ
いだろうか」といったことです。会長会が助
けと導きを求めて祈るとき，御霊，ビショッ
プリック，アドバイザー，そして定員会が助け
てくれます。霊感によって備えられた手引
きをいつも参照するようにしてください。
世界中の多くの定員会会長と神権指導
者は，ワードや支部で教え導くアロン神権
定員会の会長会と会員がもっと多くの事
柄を成し遂げることができ，またそのよう
に期待されていると感じています。7 これ
が現実となれば，定員会の会長会は，青
少年に対してよりいっそう指導力を発揮
することができ，アドバイザーは支援と指
導訓練に多くの時間を割けるようになりま
す。8 定員会の義務を熱心に学び，行うよ
うになると，通常，会長会を定期的に開く

回数が増え，よりよい準備と指導を行うこ
とができます。定員会の指導者は，神権
会全体での開会行事の後，アロン神権の
それぞれの定員会は別々に集会を持つべ
きだと分かるようになります。それにより，
年齢層に合わせた指導ができ，定員会の
中で指導者を育てる機会が増えるでしょ
う。合同で行う定員会は，どんな場合も
一時的な措置であることが分かるように
なるのです。
アロン神権定員会の業を進めるため，
主と中央幹部から多くの手段と資料が与
えられています。その中には信仰による
力強い祈り，断食，聖文研究，『若人の強
さのために』，『神への務め』，定員会の指
導手引き，『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさ
い』，そのほか様々な活動があり，これら
を活用することができます。また，合衆国
とカナダのほか，神権指導者に承認され
ている世界の各地ではスカウト活動も活
用されています。9 会長会は，神権と御霊
に導かれるままにこれらの手段と資料を
活用することを学び，定員会と活動に組み
入れます。そして，定員会の会員一人一
人の必要を満たし，兄弟愛を増し，定着
率を上げ，伝道の業を進め，より楽しい活
動を行うのです。
アロン神権定員会に与えられた手段と
資料を読んでみると，わたしたちは家族
を助けるよう期待されていることが分かり

ます。家族が，霊性，人格，活動，個人の
生活のあらゆる面で息子たちを強められ
るように助けるのです。定員会の原則，手
段，資料を，計画的かつ賢明に，信仰を働
かせて使うときに奇跡が起こるのです。
青少年が立派に指導力を発揮している
例は世界中に数え切れないほどあります。
毎日のように見られるそれらの例から，一
つだけ紹介しましょう。
マット・アンダーセンという教師定員会会
長に会ったことがあります。父親はメキシ
コで伝道部会長として奉仕していました。
定員会会長に任命されたとき，ワードの教
師定員会の中で教会に出席しているのは
マットだけでした。若いアンダーセン会長
は良い宣教師になれるように新しい言語
を勉強していました。マットは家庭と執事
定員会で培った信仰と勇気と自信をもっ
て行動し，定員会の会員とその家族を祝
福するために会長会の鍵を使うことにし
ました。早速，ワード書記から定員会の会
員名簿をもらい，スペイン語を練習すると，
心の中で祈りながら，名簿にある名前の
うち，電話番号の書いてある少年に電話
したのです。マットはこう言いました。「オ
マール，トゥ，イグレシア，オイ」訳すと「オ
マール，君，教会，今日」です。とても基本
的なメッセージですね。
奇跡が起きました。その日，オマールは
教会にやって来たのです。それから間も

15／ 22 0 0 9 年 5 月 号
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なく，母親と妹も来るようになりました。
若いマット・アンダーセン会長は，名簿に
載っていたもう二人の少年の家まで，車に
乗せて行って通訳してくれるようにビ
ショップに頼みました。電話番号が名簿
になかったからです。彼に与えられた会
長会の鍵と天使の働きと天の力が一つと
なりました。その結果，その二人も教会に
来るようになり，新たに教師定員会会長会
が組織されました。また，ほかの少年た
ちも，家族とともに福音の祝福と神権の祝
福を再び味わったのです。
若い兄弟姉妹，皆さんは救い主の御

み

手
て

の中にある力強い道具であり，主は皆さ
んを使ってほかの人に福音の祝福をもた
らすことがおできになります。ビショップ
の皆さん，皆さんのワードのアロン神権定
員会と若い女性のクラス会長会の力と能

力を過小評価しないでください。主はこ
の重要な業において彼らを必要としてお
られます。彼らが感動させることのでき
る心があり，恐らく彼らにしかできない業
があります。彼らに割り当てを与えてくだ
さい。彼らが指導力を発揮し，教義と聖
約第13章に約束されている天使の働きを
行うことができるよう，彼らに機会を与え
てください。
アロン神権の指導者であるわたしたち
が，キリストの生涯と贖

あがな

いをよく学ぶことが
できますように。啓示されたアロン神権定
員会の原則をよく学び，モンソン大管長の
勧告に従って奉仕することで，自分の責任
と機会をよく理解し，御霊を受けるにふさ
わしくなれますように。そして，定員会の
マット・アンダーセン会長のように，信仰と
自信と徳をもって進み，わたしたちの家族

と，わたしたちが働きかけることのできる
天の御父のすべての子供たちを救う助け
をするため，キリストとともに奉仕できます
ように。
イエスがキリストであり，今も生きてわ
たしたちを愛しておられること，そしてア
ロン神権の業が神聖かつ重要であること
を証
あかし

します。イエス・キリストの御
み

名
な

により，
アーメン。

注

1．2ニーファイ33：1

2．教義と聖約38：24

3．トーマス・S・モンソン，“Back to

Basics，”地区代表セミナー，1981年

4月3日，2参照

4．スティーブン・L・リチャーズ，Conference

Report，1938年10月，118。L・ト

ム・ペリー「定員会とは何ですか」『リアホ

ナ』2004年11月号，25；D・トッド・クリ

ストファーソン「神権定員会」『リアホナ』

1999年1月号，44；ロバート・L・バック

マン「アロン神権者に新たな活力を吹き

込む」『聖徒の道』1983年1月号，66；

ロバート・L・バックマン，“Youth’s

Opportunity to Serve,”Ensign，

1973年7月号，84－85も参照

5．教義と聖約107：85。教義と聖約

107：86－89も参照

6．ヘンリー・B・アイリング，「デビッド・A・

ベドナー長老，主の強さの中で前進する」

『リアホナ』2005年3月号，16－20；

ニール・A・マックスウェル，“Jesus,

the Perfect Mentor，”Ensign，

2000年2月号，8－17；デビッド・A・

ベドナー「信仰をもって願い求めなさい」

『リアホナ』2008年5月号，94参照

7．Ensign，1982年11月号，38－41；

Ensign，1973年7月号，84－85参照

8．エズラ・タフト・ベンソン「高貴な生得権

を持つ若人へ」『聖徒の道』1986年7月

号，45；『教会指導手引き　第2部』「ア

ロン神権」179－196参照；上記「注7」

も参照

9．トーマス・S・モンソン『聖徒の道』1983年

1月号，32；Scouting Handbook

（1998年）；上記「注8」も参照



アンダーセン長老，この新しい召
しを果たすに当たり，わたし
たちの愛と祝福と支持をお伝

えします。兄弟姉妹の皆さん，世界中で個
人や家族は今，厳しい状況にあります。前
途には試練が待ち受けていますが，同時
に，今はすばらしい時代であり，特に若者
にとってこの時代を生きるのはすばらしい
ことです。わたしは自分の子供や孫たち
が，困難や挫

ざ

折
せつ

，障害に直面しながらも，
満ち足りた生活を送っている様子を見て
います。
現代は預言が成就しつつある時代です。
わたしたちは時満ちる神権時代に生きて
います。すなわち，今は救い主が再び戻っ
て来られるのに備える時であり，また，自
分の救いの達成に努める時でもあります。

雨風は，すべての人に等しく降り注ぎ，
吹きつけますが，嵐

あらし

に耐えられるのは，砂
ではなく岩の上に土台を建てた人です。1

岩の上に土台を建てるには，イエス・キリ
ストの福音に個人的に深く帰

き

依
え

し，霊感
を受ける方法を知る必要があります。自
分で知り，知っていると自覚するのです。
この世のすべての造られたものから，物
質的にも精神的にも自立する必要があり
ます。2 そのためにはまず，父なる神がわ
たしたちの霊の父親であり，わたしたち
を愛しておられること，イエス・キリストが
わたしたちの贖

あがな

い主，救い主であられる
こと，聖霊がわたしたちの頭と心に語ら
れることを理解する必要があります。3 こ
れが霊感を受ける方法です。わたしたち
は御

み

霊
たま

の促しを認識し，生活に応用する
ようになる必要があります。
高校生のときわたしはアメリカンフット
ボールに熱を入れていました。ポジション
はミドル・ラインバッカーでした。コーチか
ら基本をたたき込まれ，体で覚え込むま
で練習しました。最大のライバルとの試合
で学んだことが，その後何年も役に立って
います。そのとき，わたしたちは守備側で
した。わたしはマークする相手を知って
いました。プレーが始まり，彼はスクリ
メージ・ラインのわたしの右に来ました。
選手も観客も叫んでいます。コーチから
学んだとおりに，ボールを持っているかど
うか分からないまま相手を追いました。
驚いたことに，ボールが手に触れました。

ぐいっと引きましたが，相手も離しません。
引っ張り合いをしていると，大喚声の中に
一つの叫び声が聞こえました。「パッカー，
タックルしろ！」わたしははっとわれに返
り，すぐさまタックルして相手を倒しました。
あの喚声の中で，どうしてあの声が聞き
分けられたのでしょう。わたしは練習を
通じてコーチの声に慣れ親しみ，その声
を信頼するようになっていました。彼の教
えに従えばうまくいったからです。
わたしたちは聖霊の促しに慣れ親し
み，体で覚え込むまで福音の教えを実践
し応用する必要があります。このような促
しは，わたしたちの証

あかし

の土台になります。
そして，わたしたちは証を得ると，困難な
時代にあっても幸福と安全を保つことが
できるのです。
ダリン・H・オークス長老は証をこのよう
に定義しています。「福音の証とは，永遠
の価値を持つ幾つかの特定の事柄が真実
であり，自分はそれが真実であることを
知っているという，聖霊から心に与えられ
た個人的な証拠です。」4 別のときにオー
クス長老はこう言いました。「証は知り，
感じることであり，改心は行い，変わって
いくことです。」5

深く改心し，神から霊感を受けるため
に，できることがあります。まず，望みを持
つ必要があります。アルマは言いました。
「人が死ぬことを望もうと生きることを望も
うと，神が彼らの望むままにされることを
知っているからである。」6

次に，アルマは御
み

言
こと

葉
ば

を試すように勧め
ています。「御言葉を一つの種にたとえて
みよう。さて，もしあなたがたが心の中に
場所を設けて，種をそこに植えるようにす
るならば，見よ，それがほんとうの種，す
なわち良い種であり，またあなたがたが
主の御霊に逆らおうとする不信仰によっ
てそれを捨てるようなことがなければ，見
よ，その種はあなたがたの心の中でふく
らみ始めるであろう。そして，あなたがた
は種がふくらみつつあるのを感じると，心
の中で次のように思うであろう。『これは
良い種，すなわち御言葉は良いものに違
いない。これはわたしの心を広げ，わたし
の理解力に光を注ぎ，まことに，それはわ

厳しい時代の中で
強さを見いだす！
七十人
アラン・F・パッカー長老

自分で霊感を受ける力は，これからの時代に欠かせないものとなるでしょう。

17／ 2 0 0 9 年 5 月 号
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たしに良い気持ちを与え始めている。』」7

次の段階は研究し，学ぶことです。熟
考すれば，証が広がり，深まります。「し
かし見よ，わたしはあなたに言う。あな
たは心の中でそれをよく思い計り，その後，
それが正しいかどうかわたしに尋ねなけ
ればならない。」8

霊感による答えがどのようなものか分
かるようになります。それは思いや気持ち
として頭や心にもたらされます。9 時には，
胸が熱くなることもあります。エリヤは，答
えは「静かな細い声」としてもたらされると
教えました。10 主は言われました。「もし
それが正しければ，わたしはあなたの胸
を内から燃やそう。それゆえ，あなたは
それが正しいと感じるであろう。」11

ジョセフ・スミスは，答えを待つときには，
心に浮かぶ思いや気持ちに注意するよう
に教えました。やがて，聖霊の促しが認

識できるようになるでしょう。
ジョセフはこう述べています。「啓示の
霊が最初に何かを勧めたときにそれと気
づくなら，人は益を得ることでしょう。例
えば，純粋な英知が流れ込んできたと感
じるとき，突然様々な考えがわいてくるこ
とがあります。そのような促しに気づくな
らば，その日のうちに，あるいはそう遠く
ない将来に，それが成就するのを確認で
きる，（言い換えれば，）神の御霊によって
心に示された事柄が，実際に起こるので
す。このように，神の御霊を経験し，理解
することによって，啓示の原則が身に付い
ていき，ついにはキリスト・イエスにあって
完全な者となるでしょう。」12

このような能力を養うなら，証を得る助
けとなり，将来さらに霊感を得るための手
段となります。
証は劇的な現れを伴うこともあります

が，普通はそうではありません。証を得る
にはまずジョセフ・スミスの示現のような
経験が必要だと考える人が時々います。
祈りがこたえられる時間や場所や方法に
ついて非現実的な期待を抱くと，答え（ほ
とんどの場合，祈りの後で何かほかのこ
とをしているときに，静かで平安な感情や
思いとしてもたらされます）に気づかない
かもしれません。そのような答えも同じ説
得力と力を持ち得るのです。
やがて，答えを受け，そうすると霊感が

もたらされる方法を理解します。これは各
自が自分で学ぶことです。
次に，真理の証を求めることにより霊感
の窓が開きます。祈りは霊感を招く最も
一般的で力強い方法です。頭の中で問う
だけでも13，窓は開き始めます。聖文はこ
う教えています。「求めよ，そうすれば，与
えられるであろう。捜せ，そうすれば，見
いだすであろう。門をたたけ，そうすれば，
あけてもらえるであろう。」14

イエスはまた，教義を生活に応用する
よう教えておられます。「神のみこころを
行おうと思う者であれば，だれでも，わた
しの語っているこの教

おしえ

が神からのものか，
それとも，わたし自身から出たものか，わ
かるであろう。」15

やがて，自分の証を得，自分で知り，
知っていると自覚するようになります。そう
すると，この世的なすべてのことから解放
されます。わたしたちにとって正当で16，必
要なものなら17「聖霊の力によって，〔わた
したちは〕すべてのことの真理を知るであ
ろう」18 とあるからです。強さと慰めを受け，
困難な時代にあっても正しく決断し，自信を
もって行動する助けが得られるのです。19

そのような証は，指導者だけでなく，す
べての男性，女性，青少年，幼い子供にさ
え与えられます。自分で霊感を受ける力
は，これからの時代に欠かせないものと
なるでしょう。
青少年時代に，神権の務めを果たすこ
とで証が大きくなることを知りました。わ
たしは知ることを熱望し，研究し熟考し，
答えを求めて祈りました。そしてある日，
祭司として聖

せい

餐
さん

台に着いていたときに，わ
たしは感じ，知りました。



今はすばらしい時代です！ 主はわたし
たち一人一人を必要となさっています。今
はわたしたちの時代です。次のような賛
美歌があります。

立ち上がれ，神につく者たちよ。
小さき事柄を離れ，
心と精神と思いと力を尽くして
王の王に仕えん。20

わたしは，天の御父がわたしたちの霊
の父であられ，イエス・キリストがわたした
ちの贖い主，救い主であられ，聖霊が神
聖な導きを与えてくださる御方であること
を証します。わたしたちは個人的な霊感
を受けられることを証します。そのような
霊感をもたらす声をわたしたちが知るこ
とができるよう，イエス・キリストの御

み

名
な

に
より祈ります。アーメン。

注

1．マタイ7：24－27参照

2．教義と聖約78：14参照

3．教義と聖約8：2－3参照

4．ダリン・H・オークス「証」『リアホナ』

2008年5月号，26

5．ダリン・H・オークス。ケネス・ジョンソン

“Coming to Know for Ourselves，”

Ensign，2008年7月号，29で引用

6．アルマ29：4

7．アルマ32：28

8．教義と聖約9：8

9．教義と聖約8：2－3参照

10．列王上19：12

11．教義と聖約9：8

12．History of the Church，第3巻，381

13．リチャード・G・スコット長老，BYUディ

ボーショナル，2007年8月21日参照

14．ルカ11：9。マタイ7：7；3ニーファイ

14：7；教義と聖約88：63－65も参照

15．ヨハネ7：17

16．3ニーファイ18：20参照

17．教義と聖約88：64参照

18．モロナイ10：5参照

19．アルマ48：15－16参照

20．“Rise Up, O Men of God”Hymns，

323番

ニール・L・アンダーセン長老を十二
使徒定員会に心から歓迎しま
す。アンダーセン長老は新たに

加わる十二使徒としてふさわしい人です。
2007年8月15日，ペルーで大地震が発生
し，沿岸のピスコ市とチンチャ市はほぼ
完全に壊滅しました。チンチャのバルコン
シト支部の会長ベンセスラオ・コンデ兄弟
は，教会の多くの指導者や会員が行った
ように，家が壊れた人々を直ちに助け始
めました。
地震の4日後，七十人のマーカス・B・

ナッシュ長老はチンチャを訪れ，教会によ
る救援活動を調整していたときに，コンデ
会長に会いました。被害状況と被災者の
救援活動について話し合っていると，コン
デ会長の妻パメラが幼い子供を抱いて
やって来ました。ナッシュ長老が子供たち
はどうしているか尋ねると，彼女はほほえ
んで，神の恵みのおかげで皆無事だと答

えました。ナッシュ長老は，家はどうかと
尋ねました。
彼女はただ「なくなりました」と答えました。
ナッシュ長老は「家財道具はどうですか」
と問いました。
コンデ姉妹は「全部，瓦

が

礫
れき

の下です」と
答えました。
ナッシュ長老は「それでも，姉妹はほほ
えんでいますね」と言いました。
するとコンデ姉妹はこう答えました。

「ええ，お祈りをしたので，平安なのです。
必要なものは全部あるし，夫もわたしも子
供たちもここにいるし，神殿で結び固めら
れています。このすばらしい教会があり，
主がおられます。主の助けがあれば，ま
たやり直せます。」
信仰と霊的な強さを示すこのような心
を打つエピソードは，世界中の様々な状
況の聖徒たちの中で繰り返されています。
このようなエピソードは，今

こん

日
にち

特に必要と
され，今後ますます欠かせなくなる，ある
深遠な力について簡潔に物語っています。
わたしたちに必要なのは強いクリスチャ
ンです。苦難を耐え，悲劇の中で希望を
失わず，模範と思いやりによって人々を励
まし，常に誘惑に打ち勝つ人たちです。わ
たしたちに必要なのは，信仰により重要
な事柄を成し遂げ，善悪の判断は時と場
合によって変わるという考えや，神への信
仰を破壊しようとする攻撃的な無神論か
らイエス・キリストの真理を擁護する強い
クリスチャンです。
そのような道徳的，霊的な力の源は何
でしょうか。その力を得るにはどうしたら
よいでしょうか。その源は神です。神との

聖約の力
十二使徒定員会
D・トッド・クリストファーソン長老

苦難に遭ったときには，聖約を最優先し，厳密に守ってください。

19／ 2 0 0 9 年 5 月 号
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聖約を通してその力を得ることができま
す。聖約とは神とわたしたちが交わす合
意であり，合意の条件は神がお定めにな
ります（聖句ガイド「聖約（契約）」の項，
152参照）。この神聖な合意において，わ
たしたちは神に仕え，神の戒めを守ると
約束し，それに対して，神はわたしたちを
支え，聖

きよ

め，高く上げると約束されます。
わたしたちは神権の儀式によって聖約

に入ります。この神聖な儀式は，わたした
ちが決意を表明するために神が定められ
たものです。基本的な聖約，例えばキリ
ストの御

み

名
な

を進んで受けると初めて約束
する聖約は，バプテスマの儀式によって確
認されます。聖約は，個人がそれぞれ自
分の名前で交わします。この儀式により，
わたしたちは主の聖約の民の一員となり，
神の日の栄えの王国の相続人となります。
ほかの神聖な儀式は，まさにそれを行
う目的で建てられた神殿で行われます。
神殿で交わす聖約を忠実に守るなら，わ
たしたちは日の栄えの王国を受け継ぐだ

けでなく，天の王国の最高の栄光である
昇栄を受けます。さらに，神がお与えに
なれる神聖な可能性をすべて得ます（教
義と聖約132：20参照）。
聖文は，新しくかつ永遠の聖約につい
て述べています。新しくかつ永遠の聖約
とはイエス・キリストの福音のことです。つ
まり，福音の教義と戒めは，各々の神権時
代に新たに回復される，神とわたしたち
の間の永遠の聖約の基礎を成します。も
し新しくかつ永遠の聖約を一文で言い表
すなら，このようになります。「神はそのひ
とり子を賜わったほどに，この世を愛して
下さった。それは御

み

子
こ

を信じる者がひと
りも滅びないで，永遠の命を得るためで
ある。」（ヨハネ3：16）
主を信じるとはどういうことか，イエス
は説明されました。「さて，戒め〔言い換
えれば，聖約〕は次のとおりである。地の
果てに至るすべての者よ，悔い改めて，わ
たしのもとに来て，わたしの名によってバ
プテスマを受けなさい。そうすれば，あな

たがたは聖霊を受けて聖められ，終わり
の日にわたしの前に染みのない状態で立
てるであろう。」（3ニーファイ27：20）
では，神と聖約を交わし守ることで，苦
難の中でほほえむ力や，試練を勝利に変
える力，「熱心に善いことに携わり，……
義にかなう多くのことを成し遂げ〔る〕」力
が得られることについてはどうでしょうか
（教義と聖約58：27）。

賜物と祝福により強められる
第1に，イエス・キリストの福音の原則と

戒めに従順に生活することによって，神が
聖約の中で約束された祝福が，絶えず流
れ込むようになります。このような祝福は，
生きていく中で，単に作用される者でなく，
作用する者となるために必要な力を与え
てくれます。1 例えば，「知恵の言葉」で肉
体を守るために与えられた主の戒めに従
うなら，まず初めに「知恵と，知識の大い
なる宝，すなわち隠された宝さえ」祝福さ
れます（教義と聖約89：19）。さらに，より



健康的な生活，破滅をもたらす依存症か
らの自由，病気になる可能性の低い生活
へと導かれます。従順に従うなら，生活
を管理する力が強められ，自由に動く力，
働く力，創造する力が増します。もちろん，
老化や事故や病気によって体は弱まりま
すが，たとえそうでも，福音のこの律法に
従うなら，そのような困難に対処する力が
増します。
聖約の道を歩んでいると，常に賜

たま

物
もの

や
助けが与えられます。「愛はいつまでも絶
えることがない。」（1コリント13：8；モロナイ
7：46）愛は愛を，思いやりは思いやりを，
徳は徳を生み，献身は忠誠を，奉仕は喜
びを生みます。わたしたちは聖約の民で
あり，互いに励まし合い，支え合い，仕え
合う聖徒の共同体の一員です。ニーファイ
が説明したように，「もし人の子らが神の
戒めを守るならば，神は彼らを養い，強く
し」てくださいます（1ニーファイ17：3）。2

信仰を深めることにより強められる
だからといって，聖約を交わせば試練
がなくなるとか，従順な人は落胆や災難に
よって平安が奪われることがないなどと言
うつもりはありません。義にかなってさえ
いれば，失意や苦しみはなくなると思う人
は，ヨブについて考えてみてください。
ここで，聖約がどのように強さをもたら

すのか，第2の理由に導かれます。聖約は，
堪え忍ぶための信仰，主が求められるこ
とを全部行う信仰を生じます。喜んでキ
リストの御名を受け，戒めを守るには，信
仰が必要です。聖約を尊ぶなら，そのよう
な信仰が強まります。1つ目に，従順が約
束どおりに実を結ぶのを見て，信仰が固
くなり，2つ目に，御

み

霊
たま

を通して神が喜んで
おられることを感じ，神の祝福と助けが
途切れずに続くことを確信するようになり，
3つ目に，神から一人一人自分の名前で
頂いた約束があり，神はうそをつかれな
いということを知っているので，最後には
うまくいくと確信でき，何が起きても，希
望を持ち，落ち着いて対処できるのです
（エノス1：6，エテル3：12参照）。
この神権時代の初期の教会指導者は，
聖約に固くついていれば，試練の時に必

要な安心感が得られると約束しています。
「自分の生き方は神の御

み

心
こころ

にかなってい
るという知識があったからこそ，昔の聖徒
たちはあらゆる苦難や迫害に耐え，財産を
奪われたり，所有物を破壊されたりしても喜
んで忍耐し，さらに，最も恐ろしい死に方で
死ぬことすら耐えたのです。『わたしたち
の住んでいる地上の幕屋がこわれると，
神からいただく建物，すなわち天にある，
人の手によらない永遠の家が備えてある
ことを』彼らは（ただ信じていただけでは
なく）知っていたのです（2コリント5：1）。」
（Lectures on Faith〔1985年〕，67）
彼らはさらに，神から求められるいか

なる犠牲をもささげるとき，自分が正しい
道を歩んでおり，それは神を喜ばせる道
であるという御霊の証

あかし

が得られると述べ
ています（Lectures on Faith，69－71参
照）。そのような知識があれば，あらゆる
苦難はやがて神によって祝福に変えられ
ると確信するようになり，信仰は無限にな
ります。中には「大きく広 と々した建物」か
ら指さされ，あざけられたときに（1ニー
ファイ8：26－27参照），そのような信仰に
支えられた人もいるでしょう。皆さんは，
ペテロや昔の使徒たちとともに「御名のた
めに恥をくわえられるに足る者とされたこ
とを喜びながら」揺るがずに立ってきまし
た（使徒5：41）。
主はこの教会についてこう述べておら
れます。
「まことに，わたしはあなたがたに言う。
彼らの中で，……犠牲を払って，すなわち
主なるわたしが命じるあらゆる犠牲を
払って自分の聖約を進んで守ろうとするす
べての者は，わたしに受け入れられる。
主なるわたしは，良い土地で清らかな流
れのほとりに植えられた，多くの貴い実を
結ぶ実り豊かな木のように，彼らに実を結
ばせるからである。」（教義と聖約97：8－9）
使徒パウロは，神と聖約を交わした人

は，試練に耐える信仰が得られるだけで
なく，試練を通してより大きな信仰が得ら
れることを知っていました。自分の「肉体
のとげ」について（2コリント12：7参照），パ
ウロはこう述べています。
「このことについて，わたしは彼を離れ去

らせて下さるようにと，三度も主に祈った。
ところが，主が言われた，『わたしの恵

みはあなたに対して十分である。わたし
の力は弱いところに完全にあらわれる。』
それだから，キリストの力がわたしに宿る
ように，むしろ，喜んで自分の弱さを誇ろう。
だから，わたしはキリストのためならば，

〔わたしの〕弱さと，侮辱と，危機と，迫害
と，行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら，
わたしが弱い時にこそ，わたしは強いか
らである。」（2コリント12：8－10）

「神性の力」により強められる
ここまでは，第1に，神との聖約を守る
人が神から授かる力強い祝福と，第2に，
信仰という比類ない賜物について考えて
きました。聖約を通して受ける強さにつ
いて今日

きょ う

わたしが伝える最後の側面は，
神の力を受けることです。神との聖約を
守る人の生活に，天の御父は神の影響力，
すなわち「神性の力」を注がれます（教義
と聖約84：20）。御父がそうされるのは，
わたしたちが神権の儀式を受けることを
通して，選択の自由を行使してそれを受
ける選びをしたからです。儀式を受ける
と霊的な力と光が増し加えられる分，責
任も増し加わります。儀式を受けることは，
その増し加わった責任を受け入れる準備
ができていることの証明でもあるのです。
すべての儀式において，特に神殿の儀

式において，わたしたちは高い所から力を
授けられます。この「神性の力」は聖霊の影
響力によってわたしたちにもたらされます。
聖霊の賜物は新しくかつ永遠の聖約に含
まれており，それはバプテスマに欠かせな
い，御霊によるバプテスマです。キリストの
血が適用され，わたしたちの罪が取り除か
れ，聖められたという恵みを告げるもので
す。（2ニーファイ31：17参照）。この賜物に
よってアダムは「内なる人において生かされ
た者」となりました（モーセ6：65）。まさに聖
霊の力によって，昔の使徒たちはあらゆる
艱
かん

難
なん

を耐え，神権の鍵
かぎ

によって，当時知ら
れていた世界へ福音を伝えたのです。
神聖な聖約に入ると，聖霊が慰め主，
導き手，伴

はん

侶
りょ

となられます。聖なる御霊の
実は「不死不滅の栄光の平和なること，す
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べてのものの真理，すべてのものを生か
し活気づけるもの，すべてのことを知って
おり，知恵と憐

あわ

れみと真理と公正と公平
によって一切の権威を持つもの」です
（モーセ6：61）。聖なる御霊の賜物は，証，
信仰，知識，知恵，啓示，奇跡，癒

いや

し，慈
愛，そのほかたくさんあります（教義と聖
約46：13－26参照）。
教え，証するとき，聖霊は皆さんの言葉

が真実であることを証言してくださいま
す。敵意を持つ人に話すとき，聖霊は，言
うべきことを心に入れ，「人々の前で辱め
られることはない」という主の約束を果た
してくださいます（教義と聖約100：5）。不
可能に思える目前の障害を乗り越える方
法を示してくださいます。皆さんの内にあ
る聖霊により，人々はキリストの純粋な愛
を感じ，前進する力を受けるのです。聖
霊はまた，「約束の聖なる御霊」という役
割において，聖約が正当であり有効であ
ることを確認し，神の約束の証印を押し
てくださいます。
強いクリスチャンは，神聖な聖約によっ
て作られます。ふさわしくなり，受けられ

る神権の儀式をすべて受け，聖約によっ
て交わした約束を忠実に守るよう一人一
人に強く促します。苦難に遭ったときには，
聖約を最優先し，厳密に守ってください。
そうすれば，自分の必要に合わせて「疑わ
ないで，信仰をもって願い求め〔る〕」こと
ができ，神はこたえてくださるでしょう。
神は，答えを待ちつつ励む皆さんを支え，
御自身の時と方法により，手を差し伸べ，
「わたしはここにいます」と声をかけてくだ
さるでしょう。
わたしは証します。末日聖徒イエス・キ
リスト教会には，人が聖なる御子の御名
により，天の御父との聖約に入れるように，
そのための儀式を行う神権の権威が存在
します。わたしは証します。神は聖約を
尊ぶ人に対して約束を果たし，「おし入れ，
ゆすり入れ，あふれ出るまでに量をよくし
て」祝福されます（ルカ6：38）。神は皆さ
んの信仰を強め，完成してくださいます。
神は，御自身の聖なる御霊により，神聖な
力で皆さんを満たしてくださいます。皆さ
んが常に神の御霊を伴侶とし，導かれ，
困窮や不安，悩みから解放されますように

祈ります。聖約を通して，主であり贖
あがな

い主
である御方の御

み

手
て

に使われる善のための
力強い道具となれますように。イエス・キ
リストの御名によって祈ります，アーメン。

注

1．預言者ジョセフ・スミスはこう述べてい

ます。「神がわたしたちの幸福と，すべて

の被造物の幸福を計画されるとき，御自

分が意図された幸福をもたらさないよう

な，あるいは，神の律法と儀式を受ける

人に最大の益と栄光をもたらさないよう

な儀式や戒めを与えられたことはこれま

で一度もありませんでしたし，これから

も決してないでしょう。」（History of

the Church，第5巻，135）

2．新しくかつ永遠の聖約の戒めに従うこと

は，単に犠牲を求められ，制限が加えら

れるだけであると考える人もいます。し

かし，従順に従い，惜しみなく無条件に聖

約に生きる人は，さらに大きな自由と充

足を見いだしています。そのことを真に

理解すると，より多く（少なくではありま

せん）の戒めを求めるようになります。新



しい律法や戒めを学び実践するごとに，

さらに上へ上へとはしごを上るのです。

ほんとうに，福音の生活は良い生活です。

3．使徒ヤコブも同じ教訓を教えています。

「わたしの兄弟たちよ。あなたがたが，

いろいろな試錬に会った場合，それをむ

しろ非常に喜ばしいことと思いなさい。

あなたがたの知っているとおり，信仰が

ためされることによって，忍耐が生み出

されるからである。

だから，なんら欠点のない，完全な，で

き上がった人となるように，その忍耐力

を十分に働かせるがよい。」（ヤコブの手

紙1：2－4）

4．預言者ジョセフはカートランド神殿の奉

献の祈りの中で，次のように懇願しまし

た。この祈りは主により啓示されたもの

です。「聖なる御父よ，何とぞ，あなたの

僕
しもべ

たちがこの宮からあなたの力を帯び

て出て行けますように。あなたの御名が

彼らのうえにあり，あなたの栄光が彼ら

の周りにあり，あなたの天使たちが彼ら

に対する務めを果たしますように。」（教

義と聖約109：22）

5．先に言及したカートランド神殿の奉献の

祈りの中で，預言者はこのように懇願し

ています。「聖なる御父よ，この宮で礼拝

するすべての者が……あなたにあって成

長し，聖霊の全
まった

きを受け……ますように。」

（教義と聖約109：14－15）「聖霊の全

き」には，イエスが次のように述べられ

たものが含まれます。「永遠の命，すなわ

ち日の栄えの王国の栄光について，わた

しがあなたがたに与える約束である。こ

の栄光は，長子の教会の栄光，すなわち

すべての中で最も聖なる御方である神の

栄光であって，神の子イエス・キリストを

通じて来る。」（教義と聖約88：4－5）

愛する兄弟姉妹の皆さん，皆さ
んにお話しするこの機会は偉
大で神聖な特権です。わたし

の言葉が皆さんにとって助けと励ましに
なるよう祈っています。
わたしたちの人生はそれぞれ異なって
いますが，少なくとも一つの共通点がありま
す。それは，皆，逆境と向き合わなければ
ならないということです。人生が順調に思
えるときもありますし，それが長く続くことも
あるでしょう。しかし，楽あれば苦ありとい
うのが人生です。健康を損ない，災難に遭
うこともあります。特に，しばらく快適なとき
が続いた後で，苦しみや物質的な損失に
見舞われると，恐れを抱いたり，時には怒
りが込み上げたりすることもあります。
怒りが生じる原因の一つは，起こって
いる事柄が不公平だという気持ちです。
健康や生活の安定感はあって当然であり，
自分にはそれを受ける資格があると思っ

てしまうことがあります。しかし失ってしま
うと，それは不当だという気持ちになるこ
とがあるのです。勇敢なわたしの知人で
さえ，肉体的な苦しみの中で涙を流し，
教え導いてくれた人々にこう叫びました。
「いつも善い人になろうと努力してきたの
に，どうしてこんなことが起きるのだろう。」
この問いかけの答えを求める気持ち
は，苦難が愛する者に降りかかったとき，
いっそう大きな苦しみとなります。苦難に
遭う人に責任がないと思えるときは特に，
受け入れることが難しくなります。そして，
苦しみにより信仰が揺らぎ，愛にあふれ，
すべての力をお持ちの神は現実に存在す
るのだろうかと疑ってしまうことがあるの
です。戦争や飢

き

饉
きん

のときに，そのような疑
いがその時代の人々全体に広がるのを実
際に見た人もいることでしょう。疑いが大
きくなると，神は無関心で，冷酷でおられ
ると言って神を非難し，神に背を向ける人
が出てくることもあります。そのままにして
おくと，神がおられるという信仰を失う可
能性もあるのです。
今日
きょ う

の目的は，天の御父と救い主が生
きておられ，全人類を愛しておられること
を皆さんに確信してもらうことです。逆境
と苦難という経験そのものが，御二方の
愛が無限であることの証明の一つなので
す。神は，死すべきこの世で生活するとい
う賜
たま

物
もの

を与えてくださいました。それは，
わたしたちが神のあらゆる賜物の中で最
も大いなるもの，すなわち永遠の命を受
ける備えをするためです。そして，わたし
たちの霊は変わるのです。神の望まれて
いることを望み，神が思われるように思う

逆 境
大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

父なる神が生きておられることを証
あかし

します。神は，わたしたちを磨き，わたしたちが
完全な者となり，神とともに住めるよう，一人一人に道を定めてくださいました。
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ことができるようになります。そうなること
で，永遠に続く子孫を託されるための備
えができるのです。そして，試しを通して
子供たちを教え，導き，彼らが永遠の命
を得るふさわしさを身に付けられるように
育てるのです。
明らかなのは，そのような賜物と信頼を
得るために，わたしたちは困難な状況の
中で義にかなった選択をすることで変わ
る必要があるということです。この世で，
つらく困難な試練を乗り越えることで，そ
のような大きな信頼を得るふさわしさを身
に付ける備えができるのです。神に仕え，
神のためにほかの人に仕えながら試練に
さらされるときにのみ，そのような教育を
受けることができます。
この教育を受けている間，わたしたち
は不幸と幸福，病気と健康，罪のもたらす
悲しみと赦

ゆる

しの喜びを経験します。赦し
は，わたしたちには耐えられない苦痛，ま
たほとんど理解できない苦痛を通して救
い主が可能にしてくださった無限の贖

あがな

い
によってのみ与えられます。
苦悩の中で，救い主が約束された助け
を待たなくてはならないとき，主は御自身

の経験からわたしたちを癒
いや

し助ける方法
を御存じだという事実は，わたしたちに
慰めを与えてくれます。モルモン書は，慰
めを与える主の力が確かであると伝えて
います。この力を信じるなら，わたしたち
は忍耐強く祈り，働き，助けを待ち望むこ
とができます。主は，わたしたちを救う方
法を単に啓示によって知ることもおできに
なったでしょうが，御自身の経験を通して
学ぶことをお選びになりました。アルマは
こう述べています。
「そして神の御子は，あらゆる苦痛と苦
難と試練を受けられる。これは，神の御
子は御自分の民の苦痛と病を身に受けら
れるという御

み

言
こと

葉
ば

が成就するためである。
また神の御子は，御自分の民を束縛し
ている死の縄目を解くために，御自身に
死を受けられる。また神の御子は，肉に
おいて御自分の心が憐

あわ

れみで満たされる
ように，また御自分の民を彼らの弱さに
応じてどのように救うかを肉において知
ることができるように，彼らの弱さを御自
分に受けられる。
さて，御

み

霊
たま

はすべてのことを御存じであ
る。にもかかわらず，神の御子は御自分の

民の罪を負い，御自分の解放の力によっ
て彼らの背きを取り消すために，肉にお
いて苦しみを受けられる。さて見よ，これ
がわたしの内にある証である。」1

主がわたしたちを試練から解放する力
と優しさをお持ちであることが真実であ
ると感じるときでさえ，試練に耐えるには
勇気と強さが試されるかもしれません。
預言者ジョセフ・スミスは，地下牢の中で
苦悩し叫びました。
「おお，神よ，あなたはどこにおられる
のですか。あなたの隠れ場を覆う大幕は
どこにあるのですか。あなたの御

み

手
て

はい
つまでとどめられ，あなたの目，まことに
あなたの清い目はいつまで永遠の天から
あなたの民とあなたの僕

しもべ

たちへの不当な
扱いを眺め，またあなたの耳はいつまで
彼らの叫び声で貫かれるのですか。」2

主の答えは，わたしにとっての助けです。
そして，暗

くら

闇
やみ

に覆われるときに，わたした
ち皆にとっての励ましとなります。
「息子よ，あなたの心に平安があるよう
に。あなたの逆境とあなたの苦難は，つ
かの間にすぎない。
その後，あなたがそれをよく堪え忍ぶ
ならば，神はあなたを高い所に上げるで
あろう。あなたはすべての敵に打ち勝つ
であろう。
あなたの友人たちはまことにあなたの
傍らに立っている。そして，彼らは温かい
心と親しみのある手をもって，再びあなた
を歓呼して迎えるであろう。
あなたはまだヨブのようではない。あ
なたの友人たちは，ヨブにその友人たち
が行ったようにあなたに対して言い争わ
ず，戒めに背いたとしてあなたを責めるこ
ともない。」3

自分は確かに永遠の命を得るために備
えられているという証を持つことで，信仰
と勇気が生じるのをわたしは目にしてき
ました。主は忠実な弟子を救ってくださ
います。成長し，永遠の命にふさわしくな
るための機会として試練を受け入れる弟
子は，苦難のさなかにあっても平安を見
いだすことができるのです。
先日わたしは，昨今の経済危機の影響
で失業した若い父親と話しました。彼は，



自分と同じ技能を持つ何百何千という人
も，家族を養うために必死で仕事を探し
ていることを知っていました。穏やかさの
中にも自信に満ちた彼に，家族を養う道
が見つかるという確信をどのように得たの
か尋ねてみました。その父親は，主の助
けを受けるにふさわしくなれるよう自分が
最善を尽くしてきたかどうか，生活を吟味
したと答えました。この試練と，キリスト
を信じる信仰のために，彼が困難な状況
でも神の戒めに従順になっているのは明
らかでした。夫婦でアルマ書を開き，逆
境を通して福音を見いだすよう主が民を
備えられた箇所を読んでいるとき，最善を
尽くして主の助けを受けられるようになろ
うと思ったそうです。
皆さんは，苦しむ人々を率いていた男
性にアルマが語った場面を覚えているこ
とでしょう。その人は，彼らが貧乏である
ために迫害され，拒絶されていると話し
ました。記録にはこうあります。
「アルマはこれを聞くと，振り返って彼
の方に面と向かい，非常に喜びながら
じっと彼を見詰めた。彼らが多くの苦し
みを受けて心がへりくだっており，御

み

言
こと

葉
ば

を聞く用意のできていることが，アルマに

分かったからである。
そこで，アルマは，もうほかの群衆にそ
れ以上語るのをやめ，しかし，目の前にい
る，心から悔い改めている彼らに向かっ
て手を伸ばして大声で言った。
『わたしの見るところ，今あなたがたの
心はへりくだっている。もしそうならば，
あなたがたは幸いである。』」4

続いて聖文には，豊かだったときに逆境
に備えていた人々への称賛が載っていま
す。皆さんの多くも，危機が来る前に，将
来必要となる助けを受けるにふさわしくな
ろうと努力する信仰を持っていました。
アルマは続けてこう話しました。「まこ

とに，自ら進んで心からへりくだり，罪を
悔い改め，最後まで堪え忍ぶ人は祝福を
受ける。まことにこのような人は，非常に
貧しいためにやむを得ずへりくだってい
る人 よ々りも，なおさら祝福を受ける。」5

先日話をした，先ほどの若い人は，生
ける預言者が来ると警告している災難に
備え，食料を貯蔵し，多少の貯金をし，さ
らにそれ以上のことをしていました。彼は，
近い将来主の助けが必要になることを
知っており，助けを受けるにふさわしくな
るよう，以前から心の備えを始めていたの

です。彼が失業したその日，不安ではな
いかと奥さんに尋ねました。彼女は明る
い声で言いました。「いいえ。今ちょうど
ビショップに面接をしてもらったところで
す。我が家は什

じゅう

分
ぶん

の一を完全に納めてい
るんです。」まだ早すぎだったかもしれま
せんが，わたしは二人と同様に，確かに
こう感じました。「万事うまくいきますよ。」
悲劇が二人の信仰を弱めることはありま
せんでした。信仰は試され，強くなりまし
た。嵐

あらし

のさなかにあって，主が約束され
た平安がすでにこの家族とともにありまし
た。これから，きっとほかの奇跡も起こる
ことでしょう。
主はいつも，困っている人を最も良い
方法で強め，清めるために，その人の状
況にふさわしい助けを与えてくださいま
す。そのような助けは，自分にこそ助けが
必要だという人が，自分にはとてもできそ
うにないと思うことをするようにという霊
感を受けて，与えられることがよくありま
す。人生で最も大きな試練の一つは，愛
する夫や妻を亡くすことです。ヒンクレー
大管長は，いつも傍らにいたヒンクレー姉
妹を失ったときの苦しみを語りました。
主は，死によって愛する者と別れた人の必
要を御存じです。主は地上でのご経験か
ら，夫に先立たれた人の苦痛と必要を
知っておられます。主は十字架の上で苦
しまれながら，愛する弟子に，夫を失い
今度は息子を失おうとしていた母親の世
話をするよう言われました。そして今，主
は，死によって妻に先立たれた夫，夫に先
立たれた妻の必要を御存じなのです。
わたしたちの多くは，注意を向けるべ
き，夫に先立たれた女性を知っています。
そうした年配の女性を再び訪問しようとし
たとき，わたしはその女性が霊感を受け
て，同じ境遇にある年下の女性を訪問し
て慰めていたという話を聞き，感動しまし
た。夫に先立たれた一人の女性が，自分
が慰めを必要としているにもかかわらず，
同じ状況の女性を慰めるために遣わされ
たのです。主はこの二人の女性を助け，
祝福され，互いに励まし合うよう霊感を与
えられました。主はどちらの女性にも助
けを与えてくださったのです。
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主はこれと同じ方法で，主の僕たちの
教えと証を受け入れた，謙

けん

遜
そん

な貧しい
人々に助けをお与えになりました。アルマ
書第34章に記されている人々です。彼ら
は悔い改め，改宗しましたが，依然として
貧しいままでした。しかし主は，自分では
到底できないと思えること，そして他人よ
りも自分の方が必要としていると思われ
ることを行うために彼らを遣わされまし
た。それは，自分が主から与えていただ
きたいと望むものをほかの人に与えるこ
とでした。主の僕を通して，主はこれら
の貧しい改宗者たちに，このような難しい
責任をお与えになりました。
「これらのことをすべて行っても，もし乏
しい人や着る物のない人を追い払ったり，
病気の人や苦しんでいる人を見舞わな
かったり，自分には持ち物がありながら，
それを必要としている人々に分け与えな
かったりするならば，あなたがたに言うが，
もしあなたがたがこれらのことのどれも
行うことがなければ，見よ，あなたがたの
祈りはむなしく，何の役にも立たない。あ
なたがたは信仰を否定する偽善者と同じ
である。」6

自分自身の必要を満たしていない人々
に，このようなことを要求するのは行きす
ぎだと思えるかもしれません。しかし，わ
たしの知っているある若者は，結婚した
ばかりのときに，まさにそのような行いを
するよう促されました。その夫婦は少な
い収入でかろうじて生計を立てていまし
た。しかし夫は，自分たちより貧しい夫婦
を見ると，わずかな収入から彼らに経済
的な援助を与え，妻を驚かせました。貧
しい生活は続きましたが，この夫婦は平
安という約束された祝福を受けました。
後に，自分たちの夢を超える繁栄という
祝福がやって来ました。彼は今でも，
困っている人，貧しい人，苦しんでいる人
を見ると，以前と同じように助けの手を差
し伸べています。
よく堪え忍ぶなら，この世でも永遠にも
祝福をもたらす試練がもう一つあります。
どんなに優れた人にとっても，高齢と病気
は大きな試練です。我が家の娘たちが家
を出る前のこと，ある友人が同じワードで

ビショップを務めていました。山に出か
けた娘たちは，キャンプファイヤーでビ
ショップが短く証を述べたときの気持ちを
話してくれました。娘たちへのビショップ
の愛は彼女たちによく伝わっていました。
彼はビショップを解任されましたが，その
以前にも別の州でビショップを務めたこと
がありました。そのワードの会員たちに会
いましたが，彼らもわたしの娘たちと同じ
ような気持ちで，ビショップのことを覚えて
いました。
わたしは，友人である元ビショップの家
を時々訪ねました。感謝の気持ちを伝え，
神権の祝福を授けるためです。彼の体は
少しずつ弱っていました。彼が患ったす
べての病気を思い出すことはできません
が，手術を受けることになりました。術後
は絶えず痛みに悩まされていました。とこ
ろが彼を慰めるために訪問しても，結局
逆になってしまい，いつもわたしが慰めら
れていました。背中と足の痛みのため，
彼は杖

つえ

がなくては歩けませんでしたが，
教会ではいつもドアの近くに座り，早く来
た人に笑顔であいさつしていました。
ある日，我が家の裏口のドアを開けると，
坂になっている我が家の敷地をこちらに
向かって登って来る彼の姿が見えました。
そのとき感じた驚きと称賛の気持ちは決
して忘れないでしょう。その日はごみの収

集日で，朝，市の業者に回収してもらうよ
う収集用のごみ箱を通りに出しておきま
した。ところが，彼はそれを片方の手で
家まで引きずって持って来てくれたので
す。もう一方の手は，転ばないように杖を
握っていました。友人は，自分の方がもっ
と助けを必要としているのに，わたしの
ためを思って助けてくれたのです。しかも，
何も言われなくても，笑顔で進んでそうし
ていたのです。
ついに友人は医師や看護師の世話が必
要になりました。お見舞いに行くと，彼は
病院のベッドに横たわっていて，いつもの
ように痛みを抱えながら笑顔を見せてく
れました。奥さんから電話があり，彼の体
はどんどん弱っていると聞いていました。
管でつながれたまま横たわる友人に，わ
たしは息子と一緒に神権の祝福をしまし
た。現世で行うよう神が望まれるすべて
のことを成し遂げるための時間と力が与
えられるという約束，またすべての試練に
打ち勝つことができるという約束とともに
祝福を結び固めました。友人は手を伸ば
し，ベッドを離れて立ち去ろうとするわた
しの手を握りました。握った手の力強さ
に驚きました。そして彼は，驚くほど力強
い声でこう言ったのです。「わたしはやり
遂げるよ。」
わたしは，すぐにまた来ようと思いなが
ら帰りました。しかし，その翌日に電話が
鳴りました。彼はこの世を去り，栄光に満
ちた場所へ行きました。彼にとって，そし
てわたしたちにとって完全な裁き主となら
れる救い主のもとに行ったのです。葬儀
で話をさせていただいたとき，わたしはパ
ウロの言葉に思いをはせました。パウロ
も，わたしの隣人である友の行った場所
へ自分が行くことを知っていたのです。
「しかし，あなたは，何事にも慎み，苦
難を忍び，伝道者のわざをなし，自分の
務
つとめ

を全
まっと

うしなさい。
わたしは，すでに自身を犠牲としてささげ
ている。わたしが世を去るべき時はきた。
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。
今や，義の冠がわたしを待っているば
かりである。かの日には，公平な審判者



である主が，それを授けて下さるであろう。
わたしばかりではなく，主の出現を心か
ら待ち望んでいたすべての人にも授けて
下さるであろう。」7

わたしの隣人は試練を立派に乗り越
え，喜びの笑みをたたえながら裁き主に
お会いすると，わたしは確信しています。
父なる神が生きておられることを証しま
す。神は，わたしたちを磨き，わたしたち
が完全な者となり，神とともに住めるよう，
一人一人に道を定めてくださいました。
救い主が生きておられることを証します。
わたしたちは，主の戒めと神聖な聖約を
守るなら，主の贖いによって清められます。
わたしは主が，あらゆる試練を乗り越え
る強さを与えてくださることを，自分の経
験から知っています。モンソン大管長は
主の預言者であり，神権のすべての鍵

かぎ

を
持っています。これは主の真の教会です。
この教会で，わたしたちは主とともに互い
に高め合い，主のお計らいにより，人生で
出会う苦しむ隣人を助ける機会に恵まれ
るのです。
イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。

注

1．アルマ7：11－13

2．教義と聖約121：1－2

3．教義と聖約121：7－10

4．アルマ32：6－8

5．アルマ32：15

6．アルマ34：28

7．2テモテ4：5－8

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは
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

長としてトーマス・スペンサー・モンソンを，
大管長会第一顧問としてヘンリー・ベニオ
ン・アイリングを，大管長会第二顧問として
ディーター・フリードリッヒ・ウークトドルフを

支持するよう提議します。
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ボイド・ケネ

ス・パッカーを，また同定員会会員として，
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，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，デビッド・A・ベドナー，クエン
ティン・L・クック，D・トッド・クリストファーソ
ン，そしてニール・L・アンダーセンを支持
するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。
大管長会顧問，十二使徒を預言者，聖見
者，啓示者として支持するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方がもしいれば，同様にその意
を表してください。
わたしたちはニール・L・アンダーセン長

教会役員の支持
大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長
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老を七十人会長会から解任します。
感謝を示してくださる方は，その意を表
してください。
わたしたちは，2009年5月1日をもって，
次の方々を地域七十人から解任するよう
提議します。グーテンベルク・G・アモリム，
ウィルフォード・W・アンダーセン，青柳弘一

あおやぎこういち

，
ホセ・E・ボーサ，G・リン・ブレンチリー，ジ
ョン・J・チップマン，崔

チェ

崙
ユーン

煥
フワン

， クレート
ン・M・クリステンセン，エルネスト・A・ダ・
シルバ，ジェームズ・ダンロップ，デビッド・
W・エカ，Ｉ・リー・エンス，エドガルド・E・
フェルナンド，ルイス・C・フランカ，ジョセ
フ・T・ヒッケン，マイケル・H・ホルムズ，ピ
タ・F・ホポアテ，堀田

ほった

徹
とおる

，ウィリアム・K・ジ
ャクソン，菊地

きくち

敏
びん

，ミグエル・A・リー，李
イ

庸
ヨン

煥
ホァン

，アルフレッド・ヘリトン・デ・レモス，ジ
ェームズ・B・マルティノ，ラモント・W・ムー
ン，ケント・H・マードック，ブレント・H・ニー
ルソン，アレクサンダー・A・ヌニェス，ラッ
セル・T・オスガソープ，アディルソン・デ・
ポーラ・パレーラ，ペドロ・J・ペンナ，エロ
ル・S・フィッペン，ニール・E・ピッツ，ゲーリ
ー・L・ポコック，デール・G・レンランド，ロ
ナルド・A・ストーン，ジーン・テファン，アレ
ン・P・ヤング。
彼らのすばらしい働きに感謝をしてくだ
さる方は，その意を表してください。
わたしたちは，A・ロジャー・メリル，ダ

ニエル・K・ジャッド，ウィリアム・D・オズワ
ルドの各兄弟を中央日曜学校会長会から
解任します。
また，チャールズ・W・ダールクウィスト，
ディーン・R・バージェス，マイケル・A・ナイ
ダーの各兄弟を中央若い男性会長会から
解任します。
さらに，日曜学校と若い男性の中央管

理会のすべての会員を解任します。
彼らのすばらしい働きに感謝をしてくだ
さる方は手を挙げてください。
わたしたちは，ドナルド・L・ホールスト

ロム長老を七十人会長会の会員として支
持するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方。
また，七十人第一定員会の会員として，
メルビン・B・アーノルド，崔

チェ

崙
ユーン

煥
フワン

，ブレン

ト・H・ニールソン，デール・G・レンランド，
マイケル・T・リングウッド，ジョセフ・W・シ
ターティを，七十人第二定員会の会員とし
て，ウィルフォード・W・アンダーセン，青柳
弘一，ブルース・A・カールソン，ブラッド
リー・D・フォスター，ジェームズ・B・マル
ティノ，ケント・F・リチャーズ，グレゴリー・
A・シュワイツァーを支持するよう提議し
ます。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方がもしいれば，同様にその意
を表してください。
次の方々を新たに地域七十人として支
持するよう提議します。マニュエル・M・
オーガスティン，ビクター・A・アスコナビエ
タ，フアン・C・アビラ，

ペ

徳
トク

洙
ス

，デニス・
C・ブリムホール，トーマス・M・チェリントン，
サミュエル・W・クラーク，カール・B・クッ
ク，ケビン・R・ダンカン，ロドルフォ・C・フ
ランコ，ジェリット・W・ゴング，マウロ・ジュ
ノ，ラリー・S・ケーチャー，ボン・G・キーチ，
楠目克美
くすめ か つ み

，ジャーマン・ラボリエル，J・クリ
ストファー・ランシング，デビッド・E・ルシュ
ー，パウロ・C・ロウレイロ，スティーブン・
J・ランド，ドミトリー・マルチェンコ，アブラ
ハム・マルティネス，ヒューゴ・E・マルティ
ネス，フリーボディー・A・メンサ，クリストフ
ァー・B・マンデー，中塚祐文

なかつかひろふみ

，呉
オ

羲
ヒ

根
グン

，大
おお

石
いし

知香男
ち か お

，アレハンドロ・S・パタニア，レナ
ト・M・ペトラ，マルコス・A・プリエト，ジョ

ナサン・C・ロバーツ，J・クレーグ・ロウ，マ
ンフレッド・シューツ，ウォルター・C・セルデ
ン，T・マラマ・タラティ，ウォーレン・G・テ
ート，ヘスボン・O・ウシ，ジャック・D・ワー
ド，ランディー・W・ウィルキンソン。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方。
わたしたちは，中央日曜学校会長とし
て，新たにラッセル・トレント・オスガソープ
を，第一顧問としてデビッド・メリル・マッコ
ンキー，第二顧問としてマシュー・オッテセ
ン・リチャードソンを支持するよう提議し
ます。
また，中央若い男性会長として，新たに
デビッド・レロイ・ベックを，第一顧問として
ラリー・マイナー・ギブソン，第二顧問とし
てエードリアン・オチョアを支持するよう提
議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方は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在のまま支持する
よう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。
モンソン大管長，わたしが見たかぎり，
カンファレンスセンターにおいては全会一
致で支持されました。
兄弟姉妹の皆さん，皆さんの賛意の表
明と信仰，献身と祈りに感謝します。
ホールストロム長老と新たに召された
七十人，中央日曜学校，中央若い男性会
長会の皆さんは，檀上に来て着席してくだ
さい。モンソン大管長が今日

きょう

言ったように，
檀上までの道は果てしなく感じられるこ
とでしょう。
わたしたちはこの兄弟たちと，今朝，こ
の神権時代で奉仕する97番目の使徒に召
されたアンダーセン長老を歓迎します。使
徒の召しは，皆さんも知っているとおり，
主イエス・キリストの時代にさかのぼりま
す。また今，檀上へと上がった七十人は，
十二使徒がほかの人々に要請する前に助
けを求めるべき人 と々して聖文に記されて
いる人たちです（教義と聖約107：38参照）。
兄弟たち，ありがとうございます。

メキシコ，オアハカ州フチタン



愛する大管長会の皆さん。教義
と聖約第120章の啓示に定めら
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
定員会および管理ビショップリックで構成

されており，教会の各部門と運営組織の
予算を承認します。教会の各部門は，承
認された予算のとおり，教会の方針と手続
きに従って基金を使います。
教会監査部は，基金の収支と教会資産
の保全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。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，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。
監査の結果，教会監査部では，2008年
度において，教会のすべての資材，献金
や寄付，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記録し，管理されて
いるという見解に達しました。
以上，謹んでご報告いたします。

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

2008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
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兄弟姉妹の皆さん，大管長会は，
2008年12月31日現在の会員数
の増加と活動状態を示す以下

のような記録を発表しました。

教会ユニット数

ステーク ……………………………2,818
伝道部 …………………………………348
地方部 …………………………………622
ワードと支部の合計 ………………28,109

教会員数

教会員総数 ……………………13,508,509
記録上の子供の増加 ……………123,502
バプテスマを受けた改宗者………265,593

宣教師

専任宣教師数………………………52,494

神　殿

2008年に奉献された神殿 ………………4
（アイダホ州レックスバーグ神殿，ブラ
ジル・クリティーバ神殿，パナマ・パナマ
シティー神殿，アイダホ州ツインフォール
ズ神殿）

2008年に再奉献された神殿 ……………1
（メキシコ・メキシコシティー神殿）
儀式が執行されている神殿数
12月31日現在 ………………………128

2008年4月以降に他界した
著名な教会員

ジョセフ・B・ワースリン長老，十二使徒
定員会
アリス・ソーンリー・エバンス姉妹，元十二
使徒定員会のリチャード・L・エバンス長老
夫人
J・トーマス・ファイアンス長老，名誉中央
幹部
ダグラス・H・スミス長老，元七十人会員
ハリエット・バーバラ・ウォッシュバーン姉
妹，元七十人会員のJ・バラード・ウォッシュ
バーン長老夫人
ダニエル・H・ラドロー兄弟，元教会教科
課程部ディレクターおよび『モルモニズム百
科事典』（Encyclopedia of Mormonism）
編集主幹

2008年度統計報告
大管長会秘書
ブルック・P・ヘイルズ提出



わたしたちは非常に興味深く，時
には困惑する時代に生きてい
ます。先日，孫に大会説教のテ

キストを見直していると言うと，戸惑った
表情でこう言いました。「テキストって，大
会のお話を携帯のテキストメールで送る
の？ カンファレンスセンターで話さなきゃ
いけないと思ってた。」
携帯のテキストメールの方が楽だと思う
人もいるでしょうが，今日

きょう

こうして話す機会
に感謝します。わたしのあの孫とほかの
孫たち，また教会の全青少年のために，
わたしが大切だと感じるメッセージがあ
るからです。
何年も前に事業をしていたとき，父の助

言に耳を傾けず，天の御父の導きを与え
てくれていた御霊の促しに従わなかった

ために大きな損失を被ったことがありま
す。父と自動車会社を経営していたので
すが，フォード自動車が新型車の販売店を
探していました。フォード社の役員が，大
成功間違いなしという車の内覧会にわた
したちを招待してくれました。車を見て，
自動車業界で35年以上の経験がある父は
販売店になるのはやめた方がいいとわた
しに警告しました。しかし，フォードの営
業マンは非常に説得力があり，わたしは
ソルトレーク・シティーで最初で最後のエド
セル販売店になる選択をしてしまったの
です。エドセルが何か分からない人はお
じいさんに聞いてみてください。教えてく
れるでしょう。エドセルは見事な失敗作だ
ったのです。
この経験から，皆さん全員にとって大変
貴重な教訓を学ぶことができます。進ん
で耳を傾けて学ぶなら，最も有意義な人
生の教訓の幾つかは，自分たちより前の
時代を生きた人たちからもたらされると
いうことです。彼らはかつて，皆さんが歩
んでいる同じ道を歩み，皆さんが経験し
ていることの多くを経験しました。彼らの
助言に耳を傾けて受け入れれば，恵みと
祝福になる選択へと導いてくれます。また，
破滅に至る決断から救ってくれるでしょ
う。両親や，自分たちより前の時代を生き
た人たちに目を向けるとき，皆さんが見習
うべき信仰，決意，勤勉，献身，犠牲の模
範が目に留まることでしょう。
人の経験から考え学ぶことが無意味な

場面など想像できません。多くの職業で，
新人が経験豊かなベテランに付いて観察
し，長年の経験と蓄積した知恵から学ぶ
研修制度を義務づけています。プロスポ
ーツの新人選手は，ベンチを温め，経験の
ある選手を見て学ぶようしばしば求められ
ます。新任宣教師には先輩の同僚が割り
当てられ，先輩の経験は主に効果的に仕
える正しい方法を学ぶ助けになります。
もちろん，思い切って，自分で問題を解
決するよう最善を尽くさざるを得ないとき
もあります。例えば，ごく最近の科学技術
のことになると，長年の経験が役に立つよ
うな人はわたしの世代にはあまりいませ
ん。近代科学技術に関する問題があれば，
もっとその知識のある人を探す必要があ
ります。それは通常，若者の皆さんに頼
ることを意味します。
今日わたしは若い友人の皆さんに，永
遠の人生に関する最も大切な質問の答え
は，聖文と，使徒や預言者の言葉と証に
あるということを伝え，証したいと思いま
す。おもに昔と今の高齢者によってそうし
た言葉が語られたからといって，重要性
が減るわけではありません。むしろ，長年
信仰深く生き，多く学んできた人の言葉だ
からこそ，もっと価値があるのです。
ジョージ・サンタヤナの有名な格言があ
ります。多分聞いたことがあるでしょう。
「過去を忘れてしまう者は，過去を繰り返
す運命にある。」（ジョン・バートレット編，
Familiar Quotations，第15版〔1980年〕，
703）実は，幾つか異なった言い回しがあ
ります。その一つにこうあります。「過去を
忘れる者は，過去を繰り返すことを余儀
なくされる。」言葉は多少違いますが，この
格言は奥深いものです。過去から学ぶべ
き偉大な教訓があります。皆さんはその
教訓を学び，過去の過ちや間違った選択
を繰り返して霊の力を使い果たさないよ
うにすべきなのです。
旧約聖書に記されている神の子供たち
の生活で繰り返されている歴史のパター
ンを知るために，末日聖徒である必要は
ありません。信心深くある必要さえありま
せん。幾度となく，義と悪が繰り返される
ことが分かります。同じように，モルモン

過去の教訓から
学ぶ
十二使徒定員会
M・ラッセル・バラード長老

過去の教訓を学ぶことによって，従順，信仰，御霊
みたま

の証
あかし

という確固とした土台の上
に個人の証を築くことができます。
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書には，この大陸の古代文明でもまったく
同じパターンを繰り返したことが記されて
います。義の後に繁栄が続き，繁栄の後
に物質的な豊かさ，豊かさから貪欲

どんよく

，貪
欲から高慢になり，高慢から悪がはびこ
って道徳が崩壊するパターンです。謙遜

けんそん

になり悔い改めて変わるに足る大きな災
難を自らに招くまで，そのパターンを繰り
返したのです。
新約聖書でも，数年という比較的短期

間にこの歴史的パターンが繰り返されま
した。この時代，人々はキリストと使徒た
ちに敵対しました。そして大背教として知
られるとても重大な崩壊を招きました。

その結果，暗黒時代と呼ばれる霊の低迷
と無知の時代が何世紀も続きました。
さて，歴史上繰り返してきた背教と霊
の闇

やみ

についてはっきりさせておかなけれ
ばなりません。天の御父は御自分のすべ
ての子供たちを平等に愛し，皆が福音の
恵みを受けて生活するよう望んでおられ
ます。神が御自分の子供たちに背を向け
られるがゆえに霊的な光が失われるので
はなく，むしろ，子供たちが全体として主
に背を向けるときに，霊の闇が生じるの
です。霊の闇は，個人が，また社会，国，
全文明が間違った選択をしたときの当然
の結果なのです。これは時を越えて繰り

返し証明されています。この歴史的パタ
ーンの偉大な教訓の一つは，個人または
全体として選択することがわたしたち自身
や子孫に霊的な結果をもたらすということ
です。
いつの神権時代にも，御自分の子供た
ちを祝福したいという神の愛ある望みは，
生ける預言者を通して地上に福音の真理
が奇跡的に回復されてきたことに表れて
います。 1800年代初めに預言者ジョセ
フ・スミスを通して福音が回復されたの
は，つい最近の例です。もっと以前には，
ノア，アブラハム，モーセなどの預言者と，
言うまでもなく主イエス・キリストを通して



同様の回復がなされました。
末日聖徒イエス・キリスト教会が正式に
組織されてからの179年間は，あらゆる点
で突出しています。有史以来，これほど科
学や科学技術が驚異的な進歩を遂げた時
代はありません。このような進歩は福音の
発展と普及を促進する助けとなりました。
しかし，同時に物質主義や自己中心主義
が増長し，道徳心が低下する原因にもな
っています。
品位と社会の良識における標準がまっ
たくないと言っていいほどまでに下げられ
ている時代にわたしたちは生きています。
神の戒めは，善と悪の概念を完全に否定
して変わり続けるこの世の考え方に攻撃
されています。社会の一部の人々は，宗
教的信念に従って生きる選択をする人た
ちに不信感を抱いているようです。そして，
信じる人たちが罪深い選択が招く結果に
ついて警告しようとすると，ばかにし，か
らかい，彼らの最も神聖な儀式や大切な
価値観を公にあざけり笑います。
若い兄弟姉妹の皆さん，聞き覚えがあ

りませんか。ここにも歴史的パターンが現
れているのが分かりますか。義の後に繁
栄が続き，その後物質的な豊かさ，貪欲，
高慢と続き，悪がはびこって道徳が崩壊
するという旧約聖書とモルモン書で繰り返
し見られる同じパターンです。さらに重要
なことに，そのような過去の教訓が皆さん
の現在とこれからの人生の選択にどんな
影響を与えるか分かりますか。
主の御声

みこ え

は明瞭
めいりょう

で，間違えようがありま
せん。主は皆さんを御存じで，愛してお
られます。皆さんの永遠の幸福を望んで
おられます。しかし，神から賜った選択の
自由によれば，選択するのは皆さんです。
皆さん一人一人は，悪い選択による壊滅
的な結果を経験しながら，過去を無視し
て前の世代に降りかかったつらい過ちや
悲惨なわなに苦しむかどうかを自分自身
で決めなければなりません。キリストに忠
実に従ったヒラマンの息子たち，モロナイ，
ジョセフ・スミス，勇気ある開拓者などの
優れた模範に従い，天の御父の戒めに忠
実であり続けるために彼らのような選択
をするなら，皆さんの生活はどれほど良く

なるでしょうか。
わたしは皆さんが賢明に過去の教訓か
ら学ぶよう誠心誠意願い，祈ります。ニー
ファイやヤコブのように忠実である方がず
っとよいと知るために，レーマンやレムエ
ルのように時を過ごす必要はありません。
「悪事は決して幸福を生じたことがない」
と理解するために，カインやガデアントン

の進んだ道をたどる必要もありません（ア
ルマ41：10）。また，子供の養育には良く
ない場所だと知るために，ソドムやゴモラ
のように地域社会を荒廃させておく必要
もありません。
過去の教訓を学ぶことにより，闇でつま
ずくのを恐れず，堂 と々光の中を歩むこと
ができるようになります。これが人生のあ

ロシア，モスクワ
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るべき姿です。父母，祖父母が子供たち
を教え，子供たちが彼らから学んで，自ら
の経験や機会を通してよりいっそう義に
かなった世代になること──それが神の
計画なのです。過去の教訓を学ぶことに
よって，従順，信仰，御霊の証という確固
とした土台の上に個人の証を築くことが
できます。
もちろん，教訓を単に歴史と文化の事
実として学ぶだけでは不十分です。記録
から，人の名前，年代，出来事の順序を学
んだところで，その意味と，言わんとする
ことが心に刻まれなければあまり意味が
ありません。証によって養われ，信仰とい
う水を与えられることで，過去の教訓は皆
さんの心に根を張って皆さんの重要な一
部分となることができます。
結局，ほんとうに大切なのは，これまで
どおり個人の信仰と証です。兄弟姉妹の
皆さん，信仰と証が人生に影響を及ぼす
のです。それによって分かるのです。過
去の過ちを避け，霊性を増すことができ
ます。聖霊のささやきに心を開いて受け
入れるなら，過去の教訓を理解し，証の
力によって自らの魂に焼き付けることがで
きるでしょう。
どうすればそのような証が得られるで
しょうか。そのための新技術は今も，これ
からもありません。インターネットでグーグ
ル検索して証は得られませんし，信仰を
携帯メールで送ってもらうこともできませ
ん。これまで行われてきたようにすれば，
皆さんも力強く人生を変えるような証を得
ることができます。その過程は変わって
いません。望み，研究し，祈り，従順であ
り，学び，教え，奉仕することです。これ
が過去と現在の預言者や使徒の教えが，
これまでと同じように今日

こんにち

皆さんの生活
に関係している理由です。
わたしの孫や教会のすべての青少年の
皆さん一人一人が，どこにいようと，過去
の偉大なる永遠の教訓から学ぶことによ
って，これからの人生で喜びと幸せと平安
を見いだすことができますように。イエス・
キリストの御名

み な

により祈ります，アーメン。
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現世の生涯は困難になることがあ
りますが，目的地は実に栄光に
あふれています。キリストは弟

子たちにこう語られました。「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

今日
きょ う

のわたしの目的は二つです。まず，
信仰の「つまずきの石」を幾つか挙げ，次
に御父の計画がすべての子供たちを救う
壮大なものであることを説明します。
過去2年の間に，合衆国や世界の国々

において，この教会の信仰や信条が話題

に上る機会が劇的に増えています。これ
は今に始まったことではありません。この
ようなことは，教会の歴史の中で周期的
にありました。
1863年，イギリス人小説家のチャール
ズ・ディケンズは，ニューヨーク行きの客船
アマゾン号に乗り込みました。彼の目的
はアメリカ西部で教会を確立するために
移住する，末日聖徒の改宗者たちを取材
することでした。当時すでに数千人の改
宗者が移住しており，特にイギリスのメデ
ィアは，改宗した人々や彼らの信条につ
いて多くのことを書いていました。しかし，
記事のほとんどは批判的な内容でした。
ディケンズはこう記しています。「船に乗
り込み，思ったとおりのやつらならその誤
りを立証するつもりでした。驚いたことに，
そのような人々ではありませんでした。」2

改宗者たちを観察し，彼らと交わった
後でディケンズは感心し，ほとんどが労働
者階級であるイギリス出身のこの改宗者
たちを「同階級の中で，イギリスで最もす
ばらしい人 」々と表現しました。3

これまで教会に関して，相反する二つ
の評判がありました。一つは，義にかなっ
た会員やその生活様式に関するもので，
概して好意的な評判でした。末日聖徒を
直接知っている人や，間近で教会員を観
察したことのある人は，チャールズ・ディケ
ンズが約150年前に報告したのと同じ意

御父の計画──
すべての子供たちを
救う壮大なもの
十二使徒定員会
クエンティン・L・クック長老

わたしたちの旅路が苦難に満ちていても，目的地は実に栄光にあふれています。



見を持っています。
精神を高揚させる回復の教義のおかげ
で，会員は福音を喜び，教会の中で喜び
と満足感を見いだしています。イエス・キ
リストの回復された福音の教えに添って
生活するとき，わたしたちは好意的に見ら
れます。しかし，会員が教えに従わない
場合は，教会に属さない人にとってつまず
きの石となるかもしれません。4

義にかなった会員の好意的な評判とは
裏腹に，教会と教会の教義に関しては，
真実とは違う，不公平な，悪意ある記述
をされてきました。キリスト教全般につい
ても，悪意に満ちた記述があることを認
めるべきでしょう。5

教会の教義に対するこのような態度は
意外ではありません。主は教義と聖約の
中で，「声を上げ，神をのろ〔う〕」6 人々や

「人の訓戒のゆえに，わたしから心をそら
す」7 人々がいると言われました。
ロンドンのバスの最近の広告は，宗教
全般に対する激しい対立を表しています。
無神論者，不可知論者，無信仰者がお金
を出して，ロンドンの赤い2階建てバスに
次のような大型ポスターを掲げました。
「神はたぶんいない。だから心配するの
はやめて，人生を楽しもう。」キリスト教徒
は対抗して「神は確かに実在する」という
言葉と心を高めるメッセージを書いた広
告を出しました。8

無信仰の人々は，旧約聖書と新約聖書
の奇跡や，救い主がおとめから誕生し，復
活されたことを受け入れ難いと感じてい
ます。これらの出来事を疑い，同様に，父
なる神とイエス・キリストが預言者ジョセ
フ・スミスに御姿

みすがた

を現されたことを疑いま

す。至高者によって管理されている天の
計画があるという可能性に心を開きませ
ん。信仰がないのです。9

わたしが最も心配しているのは，宗教
を信じる気持ちがあるのに，誤った教義
によって落胆し，混乱している，世の高潔
な人々です。例えば，啓示が現在も与え
られているという教義に関して，善良な人
の中には，教会の主張は真実ではないと
確信している人がいます。なぜなら，彼ら
は天は閉ざされたと教えられ，それゆえ
にそう信じ，この先，啓示も，聖文も，天
からの宣言も加えられることはないと信
じています。広く支持されているこの教え
は聖文に基づいていないことを強調して
おきますが，多くの人のつまずきの石とな
っています。10

最近ベストセラーになったある本の著者
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は，ヨーロッパでは何世紀もの間ハクチョ
ウは白い色のものしかいないと信じられ
ていたという興味深い事実を採り上げま
した。オーストラリア大陸が発見されたと
き，異なる色のハクチョウが発見されまし
た。著者はこの例を使い，予想だにしな
かったことが実際に起こることを説明しま
した。11 そのことについて考えていたとき，
この神権時代に啓示などないと信じ込ん
でいるために，教会について真剣に学ぼ
うとしない人が大勢いることに気づきまし
た。現在伝道部会長として奉仕している
ある改宗者は，求道者だったころ，それを
受け入れることがどれほど難しかったか
述べています。「生まれてからずっと，地上
に再び預言者や使徒が立てられることは
ないと教えられてきました。ですから，ジ
ョセフ・スミスを預言者として受け入れるこ
とは大きなつまずきの石となりました。」し
かし，祈ったときに「確かに地上に福音が
回復され，ジョセフ・スミスが確かに神の預
言者であったという確信を得ました。」12

信仰を抱いてきた多くの人々にとって，
一つの事柄が特に受け入れ難いものとし
て存在してきました。愛にあふれた天の
御父がおられるという正しい教義を受け
入れ，人類のほとんどが永遠の地獄を宣
告されるという誤った教義を捨てるのが
難しいのです。
わたしの高祖父フィニアス・ウォルコッ

ト・クックもこのことで悩みました。彼は
1820年にコネチカット州で生まれました。

日記には，もし正しい道が分かれば主に
仕えると聖約したことがつづられていま
す。多くの教会に足を運び，ある教会で
「証
あかし

を述べ，教会に加わり，クリスチャンに
なるよう」勧められますが，「あまりにもた
くさんあり，どれに入るべきか分からない」
と答えています。彼は幾つかの教会を調
べ続けました。特に重視した教義につい
てこう書いています。「人類にもっと惜し
みなく救いが与えられるはずだと考えて
非難されることがあった。主が一部の人
だけを救い，残りの大勢を永遠に罰する
ためにお造りになったとは思えない。」13

この教義のために，彼はあるプロテスタン
ト教会から除名されることを受け入れまし
た。そして1844年に末日聖徒の宣教師か
ら救いの計画に関するまことの教義を教
えられ，フィニアスはバプテスマを受けま
した。
主の愛にあふれる憐

あわ

れみと幸福の計画
に対してフィニアスが抱いていた信仰と同
じ信仰を，多くの高潔な男女が抱いてきま
した。たとえ自分の教会で非常に冷酷な
教えを聞いても，信じ続けたのです。
英国国教会指導者および古典学者であ
り，『キリストの生涯』（The Life of Christ）
の著者でもあるフレデリック・ファーラー
は，ウェストミンスター寺院での説教の中
で，地獄に関するプロテスタント教会の一
般的な教えは誤りであると嘆きました。
無窮の苦痛や永遠の罰の定めを含む地獄
の定義は，欽定訳聖書を作る際にヘブラ

イ語とギリシャ語から英語に翻訳したと
きの誤りであると断言しました。ファーラ
ーはまた，聖書の至る所で愛にあふれる
天の御父の存在が立証されていることは，
英語の翻訳で用いられている地獄や罰の
定めの定義が間違っていることを示すさ
らなる証拠であると述べました。14

テニスン卿は「イン・メモリアム」（In
Memoriam）という詩の中で心の憂いを表
しました。「あらゆる罪悪もゆきつく最後
は なにかの善に帰着するのだ。」そしてこ
う続けています。

あてなく歩く足はあるまい。
人の命は滅びることなく，
神が宇宙の殿堂を
築き建てたまふその時に，
無駄なものだと
虚空に捨てられはしないのだ。15

ジョセフ・スミスが啓示を受けて教会を
組織したころ，当時の大多数の教会が，
救い主の贖

あがな

いは人類のほとんどを救うこ
とはないだろうと教えていました。一般的
に教えられていたのは，ごく少数の人だけ
が救われて，ほとんどの人が最も残酷で，
言葉で表せないほど激しい，終わりのな
い苦痛を受けるように運命づけられてい
るというものでした。16 預言者ジョセフに
明らかにされたすばらしい教義によって，
この世の生涯でキリストについて聞くこと
のない人や，責任を持てる年齢に達する
前に亡くなった子供，理解する能力のな
い人をも含む全人類のための救いの計画
が示されました。17

義人が死ぬと，その霊はパラダイスと呼
ばれる一時的な状態で生活します。息子
アルマは，「パラダイス〔は〕安息の状態，
平安な状態であり，〔義にかなった人〕は
そこであらゆる災難と，あらゆる不安と憂
いを離れて休む」18 と教えています。不義
な人は，時々地獄とも呼ばれる霊の獄に
住みます。19 霊の獄とは，恐ろしい場所，
暗い場所，「火の憤りのような神の激しい
怒り」を恐れながら復活するまでとどまる
場所であると記されています。20 しかし，
イエス・キリストの贖いのおかげで，この世



に生まれたすべての霊は最終的に復活し
て霊と肉体が再び結合し，現世よりも優
れた栄光の王国を受け継ぎます。21 例外
となるのは，サタンとその霊たちのように
自ら神に反抗する人 で々す。22 復活のとき，
霊の獄，すなわち地獄はそこに囚

とら

われて
いる霊を解き放します。イエスは，「世の
ために十字架につけられ，世の罪を負い，
世を聖

きよ

め，それをすべての不義から清め
るため」23 に世に来られたのです。
救い主は言われました。「あなたがた

は，心を騒がせないがよい。……わたしの
父の家には，すまいがたくさんある。……
あなたがたのために，場所を用意しに行
く……。」24 モーセ書に簡明にまとめられ
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。」25

救い主が人類のために苦しまれたこと
をかんがみれば，最初の示現の時代に存
在していた教会について「どれにも加わ
ってはならない，すべて間違っているから
である」26 とジョセフに指示されたことに
何の不思議もありません。救い主は続い
て，救いの計画やキリストの教義などの救
いの原則に関して，まことの教義の回復を
始められたのです。27

教義のうえでほかの教派と重要な違い
はあっても，わたしたちはほかの教会に
対して批判的な態度を執らないようにし
てきました。彼らも多くの善を行い，人類
を祝福しています。多くの教会は，会員に
救い主とその教えを説いています。
『ワシントン・ポスト』（Washington Post）
紙の記者が，この教会のナイジェリアの集
会を訪問しました。そしてある新会員を
取材し，改宗談を記事にしました。このよ
うに書いています。
「〔彼は〕こう言った。……市営バスを飛
び降りて〔末日聖徒の教会の建物〕に入っ
た。〔礼拝堂〕で聞いた言葉がすぐに気に
入った。特に，ほかの教会の信者は地獄
に行くとだれも説かなかった点が良かっ
た。」28 この教会が組織されて以来，これ
までに改宗してきた無数の人々が同じよ
うに感じています。
教会の指導者は常に，こう教えてきまし

た。「信仰の異なる人々に，尊敬と感謝の
念をもって接するようにしてください。信
仰や人生観が異なる人々の間では，礼儀
と互いへの敬意が非常に強く求められま
す。」29

また，同様に，この教会の会員同士が
愛と親切をもって接することも大切です。
どれほど献身しているか，どれほど活発で
あるかは関係ありません。互いに批判し
てはならないと救い主は明言しておられ
ます。30 自分の家族に対しては特にそうで
す。わたしたちの責任は愛し，教え，あき
らめないことです。主は救いを「すべての
人に……無料で」与えてくださいますが，
「すべての人に悔い改めを説き勧めるよ
う，主の民に命じてこられ」31 ました。
もちろん，心から願うのは，救いと不死
不滅を得るだけでなく，家族とともに日の
栄えの王国において，愛にあふれた天の
御父や救い主とともに住む永遠の命をも
得ることです。わたしたちは，福音の律法
と儀式に従うことによってのみ永遠の命を
得られます。32 救い主は言われました。
「あなたがたは，わたしの戒めを守るなら
ば，……わたしによって栄光を受けるから
である。」33

ディケンズがアマゾン号で出会った，ヨ
ーロッパの初期の改宗者たちは多くのつま
ずきの石を克服していました。天から啓示
が与えられること，そして地上に再び預言
者や使徒が立てられたことについて証を
持っていました。イエス・キリストの回復さ
れた福音への信仰を抱いていました。
改宗者たちは，待ち受けている崇高な

目的地を理解していました。これからた
どる厳しい旅を恐れていませんでした。
そして最終目的地はソルトレーク盆地で
はありませんでした。真に目指したのは，
パラダイスと日の栄えの王国における昇栄
だったのです。
ですから，当時も今も，末日聖徒は「恐
れず来たれ，聖徒」の最後の歌詞を信仰
と期待をもって歌うのです。

旅を終わらず死すも
すべては善

よ

し
悩みを離れ行

ゆ

きて

正義と住まん 34

愛にあふれた御父は子供たちのために
「生者を救い，死者を贖い，罰の定めを受
けた人を助け出し，悔い改めるすべての
人に栄光をもたらす」35，広範な憐れみ深
い計画を用意されました。わたしたちの
旅路が苦難に満ちていても，目的地は実
に栄光にあふれています。
わたしは，天の御父のすべての子供た
ちに救いをもたらすほど大きい，偉大な救
いの計画を喜んでいます。イエス・キリス
トの贖いに対し，言い尽くすことができな
いほど感謝しています。主を証します。イ
エス・キリストの御名

み な

により，アーメン。
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主イエス・キリストを信じる信仰と
いう，福音のきわめて重要な原
則について話をするに当たり，

聖霊の導きがあるようにとへりくだり願い
ます。真の信仰と忠実さをわたしの人生
において偉大な模範によって教えてくれた
人たちに深い感謝と愛を伝えます。善い
両親，家族，神権指導者，愛する宣教師た
ち，すばらしい子供たち，そして大切な永
遠の伴侶

はんりょ

に，心の底から愛と感謝を表し
ます。キリストの弟子，またキリストの証人
として，わたし自身がさらに強い信仰を必
要とし，望んでいます。人生で今ほど強い
信仰を必要としたことはありません。
親としてわたしたちは「生ける神の子キ

リストを信じる信仰」を理解するように子供
に教えなければならないと命じられてい

ます（教義と聖約68：25）。ここで求められ
ているのは，ただ単に信仰が福音の原則
であると認めることだけではありません。
信仰を持つとは，何かにまたはだれかに
確信を持つことです（Bible Dictionary,
“Faith,”の項，669）。真の信仰は，生ける
神の御子イエス・キリストを中心としたもの
でなければなりません。「信仰は行動と力
の原則です。」（Bible Dictionary, 670）た
だ単に信じるだけではなく，行動する必
要があるのです。信仰は神が聖霊により
もたらされる霊的な賜物

たまもの

です。信仰を持
つには，イエス・キリストについて，またそ
の神聖な属性と完全な人格，教え，贖

あがな

い，
復活，神権の力についての正しい理解と
知識が必要です。このような原則に従うこ
とで，イエス・キリストと，聖任を受けた主
の僕
しもべ

への完全な信頼，そして主の約束さ
れた祝福への確信がはぐくまれます。
これ以外のものに絶対的な確信を持つ
ことはできません。人生でこれ以外の土台
が同じ平安，喜び，希望をもたらすことは
できません。不確かで困難な時代にあっ
て，信仰はまさしく最善の努力を払ってで
も手に入れる価値のある霊的な賜物です。
わたしたちは子供に教育を施し，習い事
やスポーツをさせ，芸術にふれさせ，物質
的な富を与えることはできます。しかしキ
リストを信じる信仰を与えなければ，ほと
んど何も与えていないことになります。
「信仰は信仰を持つ人の証

あかし

を聞くことか
ら始まります。」（Bible Dictionary, 669。

主イエス・キリストを
信じる信仰
七十人
ケビン・W・ピアソン長老

信仰の家族にあっては，恐れたり，疑ったりする必要はありません。恐れではな
く，信仰によって生きることを選んでください。



ローマ10：14－17も参照）皆さんの子供た
ちは皆さんが主を知っているということを
知っていますか。皆さんの確信を理解し，
感じていますか。強い信仰はイエス・キリ
ストの福音に従うことによってはぐくまれ
ます（Bible Dictionary, 669）。
ブルース・R・マッコンキー長老はこう教
えています。「信仰は個人の義に対する報
いとして授けられる神の賜物です。義に
かなった人がいる場所には常に与えられ
ます。神の律法に忠実であればあるほど，
授けられる信仰も大きくなります。」（Mor-
mon Doctrine，第2版〔1966年〕，264）よ
り大きな信仰を望むならば，より従順に
ならなければなりません。神の戒めを，
気楽に，あるいは自分の都合に合わせて
守るように，誤った模範あるいは訓戒に
よって教わる子供は，この不可欠な霊的
な賜物
たまもの

を受けられなくなります。信仰には，
小さくて簡単なことでも，厳密に従う態度
が必要です。
望みは，神聖な真理を経験するときに，
わたしたちの内部で成長する信仰の微粒
子です。望みは霊的な光合成のようなも
のです。あらゆる人の内に存在するキリ
ストの光に働きかける聖霊の影響力によ
って，霊的な化学反応に相当する現象，す
なわち心が目覚め，心の変化，あるいは
知りたいという望みが生じます。信仰の微
粒子が分子になるとき，また，真実の原則
に従って生きる単純な努力を払うときに，
希望は膨らみます。
従順な行動規範が身に付くと，従順に
伴う特定の祝福が授けられ，信念が生ま
れます。望み，希望，信念は信仰の一形態
ですが，力の原則としての信仰は，一貫し
た従順な行動様式と態度から生まれます。
個人の義は選択です。信仰は神の賜物で
す。そして信仰を持つ人は，有り余るほど
の霊的な力を受けることができます。
心と勢力と思いと力を尽くすときに成長
する質の信仰があります。偉大な宣教師，
高潔で徳高い女性，義にかなった母親，
父親，祖父母の目の中に見いだし，感じ
る信仰です。年齢，国，文化，言語，置か
れた境遇や社会的地位にかかわらず，あ
らゆる人の生活に見いだすことができま

す。預言者アルマが語った「信仰の目」
（アルマ5：15－26参照），行く手を覆う暗
黒の霧がきわめて深くても，疑わないで，
しっかりと真実の原則につかまりながら，
集中し，確固としていられる能力です。こ
うした質の信仰は，この上なく強力です。
しかしすべての事物には反対のものが
なければなりません。「主なる神は思いの
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。」（2ニーファイ2：11，
16）したがって信仰についても同じことが
言えます。信仰よりも疑念や不信を選ぶ
ように誘惑されることもあります。
変貌
へんぼう

の山において並外れて霊的な経験
をして戻ってこられたイエスに近づいて来
た人がいました。助けの必要な息子を抱

ブラジル，サンパウロ
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え絶望的な状況に置かれていた父親で
す。父親はこう嘆願しました。「できます
れば，わたしどもをあわれんでお助けくだ
さい。」
イエスは答えられました。「『もしできれ
ば，と言うのか。信ずる者には，どんな事
でもできる。』
その子の父親はすぐ叫んで言った，『信
じます。不信仰なわたしを，お助けくださ
い。』」（マルコ9：23－24）
信仰と恐れが同時に存在することはで

きません。どちらか一方が他方を払いの
けるからです。簡潔な真理ですが，わたし
たちは皆，絶え間なく信仰を築き，それと
同時に，破壊的な不信の原因を避ける必
要があります。からし種一粒ほどの信仰
にたとえられる救い主の教えは，この現
実を踏まえたものです（マタイ13：31－32
参照）。このように考えてください。わた
したちが実際に働かせる信仰の量は，自
らの内にある疑念と不信の原因を差し引
いた後に残ったものです。次のように自
分に問いかける人がいるかもしれません。
「わたしは信仰があるのでしょうか，それ
とも欠けているのでしょうか。」信仰が疑
念と不信を上回っていたら，その答えは
恐らく肯定的なものになります。疑念と不
信に支配されているのであれば，答えは
否定的なものになるでしょう。
わたしたちには選択があります。わた

したちは，自分たちがいつも焦点を当て
ているものを受け取ることになります。す
べての事物には反対のものがありますか
ら，わたしたちの信仰を弱める力もありま
す。幾つかはサタンの直接の影響力によ
るものですが，残りについては，ほかなら
ぬわたしたちに責任があります。信仰を
弱める力の元となっているのは，自身の
性癖，態度，習慣ですが，努力すれば変え
られるものです。このような影響力を「6つ
の破壊的な力」と名付けましょう。その力
が皆さんや皆さんの子供たちにどのよう
な影響を及ぼす可能性があるか考えてく
ださい。
まず，第1は疑念です。疑念は福音の原
則ではありません。キリストの光あるいは
聖霊の影響力から生まれるものではあり
ません。疑念は恐れとつながる否定的な
感情です。自分自身あるいは自分の能力
に対して自信が欠けているために生まれ
ることがあります。神の子供であるわたし
たちの神聖な個性や能力とは相いれない
ものです。
疑念は落胆につながります。落胆は誤
った期待から生まれます。慢性的な落胆
は，ほうっておくと，期待が下がり，努力が
減り，望みが低くなります。そして御霊

みた ま

を
感じ，御霊に従うのが難しくなります（『わ
たしの福音を宣べ伝えなさい』10参照）。
落胆と失望は，まさしく希望の反対です。

落胆は散漫，すなわち焦点の欠如につ
ながります。散漫は，まさしく信仰の目を
持つために必要な焦点を失わせます。落
胆と散漫は，サタンが用いる最も効果的
な道具のうちの二つですが，これらも悪い
習慣です。
散漫は勤勉さの欠如につながります。
困難や絶望を物ともせずに真実かつ忠実
であり続けることや，前進する決意が弱く
なるのです。落胆は人生では避けて通れ
ません。だからといって，疑念，落胆，散
漫，あるいは勤勉さの欠如という結果に
陥る必要はありません。
そのまま突き進んで行けば，この道の
行き着く先は不従順です。つまり信仰の
土台そのものが崩されます。ほとんどの
場合，その結果は意識的であれ無意識的
であれ，信じることを否定してしまうこと
です。
不信は聖文に記されているところの，自
分の選びで心がかたくなになった状態，
心が鈍った状態のことです。
この「6つの破壊的な力」，すなわち，疑

念，落胆，散漫，勤勉の欠如，不従順，不
信はどれも，信仰を弱め，打ち砕きます。
わたしたちは自らの選びで，これらの破壊
的な力を避け，克服することができます。
困難な時代には，より大きくて霊的な力

が必要になります。次の救い主の約束に
ついて注意深く考えてください。「……あ
なたがたはわたしを信じるならば，わた
しの心にかなうことを何事でも行う力を
持つであろう。」（モロナイ7：33）
へりくだり宣言します。わたしたちの天
の御父である神は生きておられ，御自身
の子供たち一人一人を愛しておられます。
イエス・キリストは救い主，贖い主です。
主は生きておられ，主の教会を，主御自
身で，主の油注がれた預言者モンソン大
管長を通して導いておられます。主が生
きておられるので，明るい希望があります。
信仰の家族にあっては，恐れたり，疑った
りする必要はありません。恐れではなく，
信仰によって生きることを選んでくださ
い。イエス・キリストの聖なる御名

み な

によって，
アーメン。



数年前のある朝，ビショップリック
でわたしの顧問として奉仕して
いたオマール・アルバレス兄弟

から電話がありました。3歳になるお嬢さ
んが悲惨な事故で亡くなったという知ら
せでした。
その日の出来事について，アルバレス
兄弟は次のように語りました。
「ベネズエラで最も美しいと言われる海
岸に着くとすぐに，子供たちは外に出て，
海辺の近くの小さな川で遊ばせてほしい
とせがみました。子供たちを行かせてあ
げることにし，車から用具などを降ろし始
めました。2分ほどたったとき，岸からは
るか遠くに流されそうになっている子供
たちの姿が見えました。
子供たちを連れ戻そうと急ぎましたが，
そのとき3歳になる娘がいないことに気づ
きました。死に物狂いで娘を捜しました。
しかし見つけたときには，ほかの子供た

ちからそう遠く離れていない海面に浮か
んでいたのです。急いで娘を引き上げま
した。何人かの人が来て娘を助けようと
してくれましたが，なすすべがありません
でした。息がすでになかったのです。
それからしばらくは，末娘を失った深い
悲しみと苦痛で気も狂わんばかりでした。
その気持ちはやがて堪え難いほどの苦悩
へと変わりました。しかし，そのような混乱
と疑念のさなかに，子供たちは聖約の下
に生まれているのだという思いがわきあ
がってきました。この聖約を通して，娘は
永遠にわたしたちとともにいるのです。
イエス・キリストの教会に属し，主の聖

なる神殿で行われる儀式を受けていると
いうことは何という祝福でしょうか。主に
忠実であり，最後まで堪え忍びたいとい
う決意が，以前よりはるかに強くなったと
感じています。娘と再会するために，神殿
が与えてくれる祝福にふさわしくなりたい
と願っているからです。嘆き悲しむことも
ありますが，『それでもわたしたちは希望
のない人々のように嘆き悲しんだりはしま
せん。』（『歴代大管長の教え──ジョセ
フ・スミス』〔メルキゼデク神権と扶助協会
の教科課程〕，177）」
この忠実な家族は，逆境に見舞われた
とき，神による以外に慰めを得ることはで
きないということを理解するようになりまし
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。わたしが与えるのは，世が与えるよ
うなものとは異なる。あなたがたは心を
騒がせるな，またおじけるな。」（ヨハネ
14：27）

アルバレス家族が直面したつらい試練
から数年後，わたしはケーロ家族という
別の家族が逆境に立ち向かう様子を目

ま

の
当たりにしました。恐ろしい交通事故で
家族の数人を亡くしたのです。その事故
で，アブラハム・ケーロ兄弟は両親，二人
の妹，義理の弟，めいを失いました。
ケーロ兄弟の態度は称賛に値するもの
でした。次のように語ったのです。
「今回の経験は，神への忠誠を示す時
でした。また，わたしたちが神に依存し
ており，神の御心

みこころ

に従わなければならず，
わたしたちが神のものであるということを
認める時でした。
わたしは弟たちと話し，彼らを力づけ，
励まして，何年も前にキンボール大管長が，
『悲劇は死の中にはなく，罪の中にのみあ
る……』（『歴代大管長の教え──スペン
サー・W・キンボール』〔メルキゼデク神権
と扶助協会の教科課程〕，18），そして大
切なのはどのように死んだのかではなく，
どのように生きたかであると教えたことを
理解するよう伝えました。
ヨブの言葉でわたしの心はいっぱいに
なりました。『……主が与え，主が取られ
たのだ。主のみ名はほむべきかな。』（ヨ
ブ1：21）また，イエスはこう言われました。
『……わたしはよみがえりであり，命であ
る。わたしを信じる者はたとい死んでも
生きる。』（ヨハネ11：25）
これほどまでにつらい状況の中で神の
御心を受け入れることで，わたしたち家
族にとって，これは最も霊的な経験の一つ
となりました。」
この経験を堪え忍んだ二つの善良な家
族から，苦痛と悲しみは消えてなくなりま
した。福音の光が彼らを平安と慰めで満
たし，すべてうまくいくという確信を与えて
くれたからです。
彼らが感じた苦痛を，ゲツセマネで主
が堪え忍ばれた苦悶

くも ん

と比べることはでき
ませんが，彼らの経験から，わたしは救
い主の苦しみと贖

あがな

いをより深く理解するこ
とができました。キリストがゲツセマネで
お感じにならなかった弱さ，苦難，逆境は
一つとしてないのです。
主は教義と聖約の中でジョセフ・スミス

逆境の中の信仰
七十人
ラファエル・E・ピノ長老

福音に従って生きていれば，わたしたちはさらに確信をもって逆境に立ち向かい，
堪え忍ぶ備えができるのです。
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に次のことを明らかにしておられます。
「その苦しみは，神であって，しかもす
べての中で最も大いなる者であるわたし
自身が，苦痛のためにおののき，あらゆる
毛穴から血を流し，体と霊の両方に苦し
みを受けたほどのものであった。そして
わたしは，その苦い杯を飲まずに身を引
くことができればそうしたいと思った。
しかしながら，父に栄光があるように。

わたしは杯を飲み，人の子らのためにわ
たしの備えを終えたのである。」（教義と
聖約19：18－19）

人生の嵐
あらし

についてよく理解していた預
言者ジョセフ・スミスは，最もつらい時期
に，苦悩の中で次のように叫んでいます。
「おお，神よ，あなたはどこにおられるの
ですか。あなたの隠れ場を覆う大幕はど
こにあるのですか。」（教義と聖約121：1）
そして，声を上げた預言者に，主の慰
めの言葉が臨みます。
「息子よ，あなたの心に平安があるよう
に。あなたの逆境とあなたの苦難は，つ
かの間にすぎない。
その後，あなたがそれをよく堪え忍ぶ

ならば，神はあなたを高い所に上げるで
あろう。あなたはすべての敵に打ち勝つ
であろう。」（教義と聖約121：7－8）
ハワード・W・ハンター大管長はこう言っ
ています。「わたしたちの生活と信仰が，
イエス・キリストと回復された主の福音を
中心とするものであれば，たとえ道からそ
れることがあっても，いずれ正しい道へと
導かれます。しかし反対に，わたしたちの
生活が，救い主とその教えを中心とするも
のでなければ，一時的な成功をどれほど
得ても，いつか道を誤ります。」（The
Teachings of Howard W. Hunter，クラ
イド・J・ウィリアムズ編〔1997年〕，40）
救い主はこう言われました。
「それで，わたしのこれらの言葉を聞い
て行う者を，わたしは岩の上に家を建て
た賢い人にたとえよう。
雨が降り，洪水が押し寄せ，風が吹い
てその家に打ちつけたが，それは倒れな
かった。岩を土台としていたからである。
また，わたしのこれらの言葉を聞いて
行わない者は皆，砂の上に家を建てた愚
かな人にたとえられる。
雨が降り，洪水が起こり，風が吹いてそ
の家に打ちつけると，それは倒れてしまっ
た。そして，その倒れ方はひどかった。」
（3ニーファイ14：24－27）
興味深いことに，雨が降り，洪水が押し
寄せ，風が吹いて打ちつけるという点はど
ちらの家も同じです。福音に従った生活
を送っていても，永遠に逆境を免れると
いうことはありません。そうではなく，福
音に従って生きていれば，わたしたちは
さらに確信をもって逆境に立ち向かい，
堪え忍ぶ備えができるのです。
イエスがキリストであり，わたしたちの
救い主，贖い主であられることを厳粛に
証
あかし

します。主は，生ける預言者トーマス・
S・モンソン大管長を通じて御自身の教会
を導いておられます。救い主の教えに従
った生活を送るならば，神のみが与える
ことのおできになる平安と慰めを確かに
見いだせるのです（ピリピ4：7参照）。こ
れらのことを，イエス・キリストの御名

み な

によ
って証します。アーメン。

メキシコ，オアハカ州フチタン



末日聖徒イエス・キリスト教会の各
会員は，祝福された時代に生き
ています。主が御自分の預言

者たちに霊感を与えて，聖なる神殿をこ
れまでよりも大いに身近なものとしてくだ
さっているからです。入念に計画し，幾ら
か犠牲を払うことで，大半の教会員は自分
自身と先祖のために神殿の儀式を受け，
そこで交わす聖約によって祝福を受ける
ことができます。
わたしは皆さんを愛していますので，
心から，率直に話します。わたしはこれ
まで，教会員が大きな犠牲を払って遠くに
ある神殿に行くのを何度も見てきました。

ところが，近くに神殿が建つと，短い間に
多くの人が定期的に神殿を訪れなくなって
しまいます。そこで提案があります。神殿
が近くにあって行きやすいと，ささいなこ
とで神殿に行く計画を取りやめてしまうこ
とがあります。状況を考えながら，いつ神
殿の儀式に参加でき，また参加しようと思
うかについて，具体的な目標を定めてくだ
さい。そして，どんなことであっても計画
を妨げるのを許さないでください。こうす
ることで，神殿の近くに住む人も，神殿に
行くためにずっと前から計画を立て，長い
旅をする人と同じように祝福を受けること
ができるでしょう。
14年前，わたしは少なくとも週に1度は

神殿に参入して，1つの儀式を終えること
に決めました。どこかを訪問しているとき
は，行けなかった分の埋め合わせをして
目標を達成するようにしています。これま
でその決意を守っており，それによってわ
たしの人生は大きく変わってきました。神
殿で行われるすべての儀式に参加するよ
うに努力しています。
皆さんも，現在儀式が行われている神
殿で受けられる儀式にどのくらいの頻度
で参加するか，自分自身の目標を定める
ようにお勧めします。神殿に参入して儀
式に参加すること以上に大切なことがあ
るでしょうか。夫婦にとって，一緒に神殿

に行くこと以上に大きな影響力を持ち，
大きな喜びと深い幸福をもたらしてくれる
活動があるでしょうか。
神殿参入からさらに恵みを得る方法に
ついて，ほかにも幾つか提案しましょう。

● 神殿の儀式に関連する教義，特にイエ
ス・キリストの贖罪

しょくざい

の意味を理解する。
● 神殿の儀式に参加しながら，自分とイ
エス・キリストの関係，主と天の御父の
関係について考える。この簡単な行い
によって，神殿の儀式が持つ神聖な性
質がさらに理解できるでしょう。

● 神殿の儀式から注がれる比類ない祝
福に対して，常に祈りをもって感謝を表
す。それらの祝福が自分にとってどれ
ほど大きな意味を持つものであるか
を，日々の生活を通じて天の御父と神
の愛子

あいし

に示しましょう。
● 神殿を定期的に訪問する予定を立てる。
● 神殿内で急ぐ必要のないよう時間を十
分に取る。

● 異なる儀式を受け，神殿のすべての儀
式に参加できるようにする。

● 主の宮に入るときに腕時計を外す。
● 思いと心を開いて，儀式の各部分で語
られることに注意深く耳を傾ける。

● 自分が身代わりの儀式を行っている人
のことを心に留める。その人がこれらの
儀式がきわめて重要なものであることを
認め，そこから恵みを受けるにふさわし
くあるように，またはふさわしくなる備え
ができるように，時々祈りましょう。

● 結び固めの儀式がどれほど尊く厳かな
ものであるかは，1度の生者の儀式で
はほとんど理解できず，また覚えていら
れないことを認める。その後に身代わ
りの業に何度も携わることによって，生
者の儀式において知るよりもはるかに
多くのことを理解することができるで
しょう。

● 結び固めの儀式は約束の聖なる御霊
みたま

に
よって結び固められるまでは永遠に続
くものとはならないことを理解する。そ
のためには，両者がふさわしくあって，
結び固めが永遠のものとなることを望
む必要があります。

「神殿での礼拝──
苦難のときに強さと
力を与えてくれる源泉」
十二使徒定員会
リチャード・G・スコット長老

交わした神殿の聖約を守り，……義にかなって生活するとき，……心配したり落胆
したりする理由はまったくない〔の〕です。
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もしまだ夫婦として神殿で結び固めら
れていないなら，次の聖句について考え
てください。
「日の栄えの栄光には，三つの天，すな
わち三つの階級がある。その最高の階級
を得るためには，人はこの神権の位（すな
わち，結婚の新しくかつ永遠の聖約）に入
らなければならない。
そうしなければ，その人はそれを得る
ことができない。
その人は他の階級に入ることはできる
が，それは彼の王国の終わりであって，そ
の人は増し加えることができないのであ
る。」（教義と聖約131：1－4）
時 ，々神殿の奉献式で聖歌隊の歌を聞

くとき，とても崇高な気持ちを感じ，心と
思いが高められることがあります。目を閉
じて一度ならず，頭の中で，神殿から天へ
と広がるように続く人の群れを見たことが
あります。彼らはその聖所で身代わりの
業が行われるのを待っていた多くの霊で
あり，永遠の進歩を妨げる鎖から解放し

てもらえる場所ができたことを喜んでいる
のだと，わたしは感じました。その目的を
達成するためには，身代わりの業を行う
必要があります。また，先祖を見いだす必
要があります。新しいファミリーサーチ
（FamilySearchTM）プログラムが，この取
り組みを以前よりも容易にしてくれます。
先祖を見いだし，情報を提出し，主の宮
に行って彼らが受けたいと切に望んでい
る儀式を執行する必要があります。神殿
の業に参加できるのは，何という喜びで
しょうか。
わたしの妻ジェニーンの先祖の経験を
話したいと思います。サラ・デアーモン・ピ
ー・リッチという女性です。サラの記録は，
神殿がわたしたちの生活にどのような影
響を及ぼし得るかを示しています。サラ
は31歳のとき，ブリガム・ヤングからノーブ
ー神殿で働く召しを受けました。ノーブー
神殿では，聖徒たちがそこを放棄しなけ
ればならなくなる前に，すべての可能な儀
式が執行されていました。サラは次のよう

に書いています。
「わたしたちは主の宮でたくさんの祝福
を受け，それによってあらゆる悲しみのた
だ中にあって喜びと慰めを得，神を信じ
る信仰を持つことができました。これか
ら直面する未知の旅において，神が導き，
支えてくださることを知っていました。もし
も主の御霊の影響力と助けにより神殿で
授かった信仰と知識と，主の御霊の影響
力と助けがなかったなら，真冬に始める
この旅はまるで暗闇

くらやみ

の中に跳び下りるよう
なものであり，貧しさの中で，死に向かっ
て歩いているようなものだったでしょう。
でもわたしたちは天の御父を信じる信仰
を抱き，神を信頼し，自分たちは神の福
音を受け入れた，神の選ばれた民である
と感じていました。悲しみの代わりに，自
分たちの解放の日が来たことに喜びを感
じていました。」
さて，神殿がわたしにとってどのような
特別な意味を持っているかについて話し
たいと思います。この話には繊細な内容



が含まれますので，わたしが感情的にな
りすぎることのないように，話の間，祈っ
ていただけたら幸いです。
14年前，主は妻を幕の向こうに連れて
行かれました。妻を心から愛しています
が，不平を言ったことは一度もありません。
なぜなのかではなく，主がこの経験から
何を学ぶように望んでおられるのかを尋
ねてきました。これは好ましくない事柄に
対処する良い方法であると信じています。
主が困難を乗り越える機会を与えてくだ
さるとき，不平を言うのではなく，わたし
たちを信頼してくださっていることに感謝
するのです。
わたしたちは子供を持つ祝福にあずか
りました。最初の子である娘は，わたし
たちの人生において途方もない祝福とな
っています。2年後に息子が生まれ，リチ
ャードと名付けました。その数年後に娘
が生まれました。その子は生後わずか数
分で世を去りました。
息子のリチャードは，生まれたときから
心臓に欠陥がありました。治癒しなけれ
ば，2，3年以上生きる見込みはほとんど
ないと告げられました。ずっと昔のことな
ので，今日

こんにち

そのような欠陥を治療するのに
用いられる技術はまだ知られていません
でした。祝福されて，ある病院で医師た
ちが必要な手術を試みることに同意して
くれました。手術は息子の心臓が鼓動を
打っている状態で行わなければなりませ
んでした。
手術が行われたのは，娘の誕生と死か
らわずか6週間後のことでした。手術が終
わると，執刀医がやって来て，手術は成功
したと言いました。わたしたちは，何とす
ばらしいことだろう，と思いました。息子
は丈夫な体を得て，走り，歩き，成長でき
るようになるのです。主に深く感謝しまし
た。それから10分ほどたつと，同じ医師
が蒼白

そうはく

な顔でやって来て言いました。「息
子さんがお亡くなりになりました。」手術の
衝撃は息子の小さな体に耐えられる以上
のものだったのでしょう。
その夜，わたしは妻を抱き締めて言い
ました。「心配する必要はないよ。子供た
ちは聖約の中で生まれたのだから。わた

したちには，将来，子供たちと一緒にな
れるという約束がある。しっかりと正しい
生活をしなければならないね。8歳にな
る前に世を去ったために，もう日の栄えの
王国に行く資格を得ている息子と娘がい
るのだから。」その知識は，わたしたちに
大きな慰めをもたらしてきました。7人の
子供全員がこの世においても永遠にわた
ってもわたしたちと結び固められている
のであり，そのことを知っていることに喜
びを感じます。
その試練はわたしたちのどちらにとっ
ても問題とはなりませんでした。義にか
なって生活し，神殿の儀式を受けている
なら，そのほかのことはすべて主の御手

み て

の中にあるからです。最善を尽くすことは
できますが，最終的な結果は主がお決め
になります。ふさわしく生活しているとき，
人生で起こることについて，決して不平を
言うべきではありません。
14年前，主は妻がもうこれ以上地上で
生活する必要はないと判断し，妻を幕の

向こう側へ連れて行かれました。実を言
うと，振り向いて妻に話しかけることがで
きないのがつらいときがあります。しかし
不平は言いません。主はこれまで，人生
における重要な瞬間に，幕を通じて妻の
影響を感じられるようにしてきてください
ました。
わたしが教えようとしているのは，交わ

した神殿の聖約を守り，それらの儀式に
よって約束されている祝福を保つために
義にかなって生活するとき，何が起ころう
とも，心配したり落胆したりする理由はま
ったくないということです。
神殿で執行される儀式のおかげで，わ
たしは心から愛するあの美しい妻と，妻
とともに幕の向こう側にいる子供たちとと
もに住む特権を得ることになるのを知っ
ています。この死すべき世においてだけ
でなく，永遠にわたって結び固める権能
が再び地上にあるというのは，何という祝
福でしょう。わたしたちがこの世におい
て幸福になり，後の世において永遠に幸
福な生活を送るために必要な儀式を含め
て，主がその完全な福音を回復してくだ
さっていることを感謝します。
この業は主の業です。イエス・キリスト
は生きておられます。この教会は主の教
会です。わたしは主と主の贖罪の証人で
す。主の贖罪こそ，神殿で執行されるす
べての儀式を有効でいつまでも続くもの
とする土台です。そのことをわたしが持つ
すべての能力をもって，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．教義と聖約88章，109章，131章，

132章から始めるとよいでしょう。

2．サラ・デアーモン・ピー・リッチ，“Auto-

biography, 1885－93,”教会歴史図

書館，66；原文〔英語〕においては，綴り，

句読法，大文字の使用は標準用法に合わ

せて修正されています。
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愛する兄弟姉妹の皆さんとともに，
ニール・Ｌ・アンダーセン長老に
愛と称賛の意を表します。アン

ダーセン長老が召された神聖な使徒職
は，主から主の預言者トーマス・S・モンソ
ン大管長に啓示されたものです。モンソ
ン大管長は生涯を通じて主の御心

みこころ

に耳を
傾ける力を高めてきました。救い主が御
心を天の御父に従わせられたように，預
言者も自分の意志を主に従わせるので
す。モンソン大管長がその力を高め，用
いてくれたことに感謝します。アンダーセ
ン長老，おめでとうございます。わたした
ちは長老のために祈っています。

主の祈り

わたしたちは主イエス・キリストの規範

と教えに従って祈ります。主はどのように
祈るべきか教えてくださいました。主の祈
りから多くの大切な教訓を学ぶことがで
きます。まず初めに主の祈りから，次に主
がなさったほかの祈りから学びます。１

主の祈りを暗唱しますので，その教訓
に耳を傾けてください。
「天にいますわれらの父よ，御名

み な

があが
められますように，
御国
みく に

がきますように，みこころが天に行
われるとおり，地にも行われますように，
わたしたちの日ごとの食物を，きょうも

お与えください。
わたしたちに負債のある者をゆるしま
したように，わたしたちの負債をもおゆる
しください。
わたしたちを試みに会わせないで，悪
しき者からお救いください。
王国と力と栄光はとこしえにあなたの
ものです。アーメン。」2

主の祈りは，新約聖書に2か所，モルモ
ン書に1か所，記録されています。3 聖書
のジョセフ・スミス訳にも含まれており，4

次の二つの御言葉
み こ と ば

によって意味が明確に
なっています。
1.わたしたちが自分に対して過ちを犯
す者を赦

ゆる

すように，わたしたちの過ちをお
赦しください。5

2. 「わたしたちが誘惑に陥ることのな
いようにし，悪からお救いください。」6

赦しについては，主がほかのところで
述べられた御言葉によっても，意味が明

確にされています。「あなたがたが互いに
過ちを赦し合ったので，主なるわたしは
同じようにあなたがたを赦す。」7 言い換
えれば，赦されるには，まず赦さなくては
なりません。8 誘惑についても意味が明確
になり，理解の助けになります。確かに人
は神によって誘惑に陥らされることはない
からです。主はこう言われました。「誘惑
に陥らないように，目をさまして祈ってい
なさい。」9

4か所に記された主の祈りはまったく同
じではありませんが，いずれも「わたした
ちの父よ」という呼びかけの言葉で始ま
っています。これは神とその子供たちの
間の親しい関係を表しています。「御名が
あがめられますように」という語句は，わ
たしたちが祈るときに持つべき尊敬と礼
拝への心構えを表しています。「みこころ
が行われますように」という語句が表す概
念については，後で話しましょう。
「日ごとの食物」を求める主の言葉は，
肉体の糧と同様，霊的な糧も必要である
ことを示しています。御自分を「命のパン」
と呼ばれたイエスは，次のように約束され
ました。「わたしに来る者は決して飢える
ことがな〔い。〕」10 さらに，わたしたちは
ふさわしい状態で聖餐

せいさん

の象徴にあずかる
なら，主の御霊

みたま

をいつも受けられるという
約束を頂きます。11 それはほかの方法で
は得られない霊の糧です。
主は祈りの最後に，神の偉大な力と栄
光を認め，「アーメン」と締めくくっておられ
ます。わたしたちの祈りも，最後に「アー
メン」と言います。様々な言語によって発
音は異なりますが，意味は同じです。「心
から」とか「ほんとうに」という意味です。12

「アーメン」を付け加えることで，説教や祈
りを厳粛に明言するのです。13 同意する人
は，ほかの人に聞こえるように「アーメン」
と言い添えます。14 そうすることで，「わた
しもそのことを厳粛に宣言します」と表明
するのです。15

主は祈られる前に，まず「無益に繰り返
す」16 ことを避けるように，そして「このよう
な方法で」17 祈るようにと弟子たちに言わ
れました。ですから，主の祈りは従うべき
規範ですが，暗記し，繰り返し暗唱する祈

主の祈りから
得られる教訓
十二使徒定員会
ラッセル・M・ネルソン長老

わたしたちは主イエス・キリストの規範と教えに従って祈ります。主はどのように
祈るべきか教えてくださいました。



りではありません。主がただ望んでおら
れることは，わたしたちが絶えず悪に抵抗
し，義にかなった生活を送るよう努めな
がら，神の助けを祈り求めることです。

執り成しの祈り

ほかにも主は，得るところが大きい祈り
をなさいました。特に執り成しの祈りが
そうです。執り成しの祈りと名付けられた
のは，主が弟子たちのために，天の御父
に執り成しをなさったからです。ヨハネ伝
第17章から引用しますので，世の救い主
がひざまずいて祈られる御姿

みすがた

を思い描い
てください。
「これらのことを語り終えると，イエスは
天を見あげて言われた，『父よ，……あな
たの子があなたの栄光をあらわすように，
子の栄光をあらわして下さい。
わたしは，わたしにさせるためにお授
けになったわざをなし遂げ……ました。
なぜなら，わたしはあなたからいただ

いた言葉を彼らに与え，そして彼らはそ
れを受け，わたしがあなたから出たもの
であることをほんとうに知り，また，あな
たがわたしをつかわされたことを信じる
に至ったからです。
わたしは彼らのためにお願いします。』」18

主がなさったこの祈りから，御父に対
するわたしたちの仲保者であり弁護者と
しての責任を，主がいかに強く感じてお
られたかが分かります。19 わたしたちはそ
れと同じように強く，主の戒めを守り，最
後まで堪え忍ぶ責任を感じるべきです。20

イエスは，古代アメリカ大陸の民のため
にも執り成しの祈りをささげられました。
「わたしたちは，イエスがわたしたちのた
めに御父に祈ってくださるのを聞いたが，

そのときにわたしたちの心に満ちた喜び
は，だれも想像することができない」と記
されています。21 さらに，イエスはこう言わ
れました。「あなたがたは信仰があるの
で，幸いである。見よ，わたしの喜びは満
ちている。」22

後の祈りで，イエスは一致を懇願されま
した。「父よ」と主は祈られました。「わた
しは彼らのために……お願いします。彼
らがわたしを信じることができるようにし
てください。父よ，あなたがわたしにおら
れるように，わたしが彼らにいることがで
き，わたしたちが一つとなれるようにして
ください。」23 わたしたちも一致を祈り求
めることができます。主が油を注がれた
人や愛する人たちと心を一つにし思いを
一つにするよう，また隣人と理解し合い尊
敬し合うよう祈ることができます。人をほ
んとうに心にかけるなら，その人のために
祈るべきです。24「お互

たがい

のために祈りなさ
い」とヤコブは教えています。「義人の祈

いのり

は，大いに力があり，効果のあるものであ
る」からです。25

そのほかの祈りから得られる教訓

主は祈りについてほかにも教訓を与え
てくださいました。主は弟子たちに，「わ
たしの名によって常に父に祈らなければ
ならない」と言われました。26 さらに救い
主は次のように強調しておられます。「あ
なたがたの家族の中で，わたしの名によ
って常に父に祈りなさい。」27 イエス・キリ
ストの御名によって天の御父に祈るとき，
わたしたちは従順にその教訓を生活に取
り入れていることになります。28

主がなさったもう一つの祈りからも学ぶ
ことがあります。それは次の連続した3節

に繰り返されています。「父よ，わたしが
選んだこれらの者に聖霊を与えてくださ
り，感謝いたします。
父よ，どうか彼らの言葉を信じるすべて
の者に聖霊をお与えください。
父よ，あなたは彼らがわたしを信じて
いるので，彼らに聖霊を与えてくださいま
した。」29

聖霊を伴侶
はんりょ

とすることがそれほど重要
であるなら，聖霊を祈り求める必要もあ
ります。同様にすべての改宗者や子供た
ちが聖霊の賜物を伸ばしていくのを助け
るべきです。そのように祈るなら，聖霊は
わたしたちの生活に善をもたらす大きな
力となってくださいます。30

祈りの力を高める

主はわたしたちの祈りの力を高める方
法を教えてくださいました。例えば，主は
このように言っておられます。「義人の歌
はわたしへの祈りである。それに対する
答えとして，彼らの頭に祝福が注がれるで
あろう。」31

また，祈りの力は断食によって高められ
ます。32 主はこう言っておられます。「わた
しはあなたがたに一つの戒めを与える。
あなたがたはこれから先，祈りと断食を
続けなければならない。」33 ジョセフ・F・
スミス大管長は，断食における知恵を願
い求め，次のように注意しています。「度
を越すということがあります。ある人は命
をなくすまで断食し，祈るかもしれません。
そのようなことは必要ないし，賢明なこと
でもありません。……主は短い言葉であ
っても信仰あふれる簡潔な祈りを聞いて
くださいます。また， 24時間に満たない
断食も認めてくださいます。ちょうど何千
という言葉を費やし1か月断食してささげ
る祈りにこたえるのと同じように快く，同
じ力をもってこたえてくださいます。……
主は，過度で不必要な祈りよりも，十分な
祈りを，さらに大きな喜びと満足感をもっ
て受け入れてくださいます。」34

「過度で不必要な」という考えは，祈り
の長さにも当てはまります。教会の集会
の閉会の祈りでは，各話者のメッセージを
要約する必要はなく，予定に組まれていな

47／ 2 0 0 9 年 5 月 号



48

い説教のような祈りをしてはなりません。
個人の祈りは幾ら長くなってもかまいませ
んが，公の祈りは主の御霊がともにあるよ
う求める短い嘆願，または集会で起こっ
たことに対する感謝を簡潔に示すものに
すべきです。
わたしたちの祈りの力を高める方法は
ほかにもあります。神を指すときには特別
なふさわしい言葉を使います。35 世の中
では日常の服装や話し方がますますくだ
けたものになっていますが，祈るときには，
改まった適切な言葉を使うように言われ
ています。祈りの中では，神に対する尊
敬の念を示す言葉を使います。36 そうする
ことは謙虚になるのを助けてくれます。ま
た，祈りの力を高めてくれます。聖文は明
確に述べています。「あなたは謙遜

けんそん

であり
なさい。そうすれば，主なるあなたの神
は手を引いてあなたを導き，あなたの祈
りに答えを与えるであろう。」37

祈りは個人が自主的に行うものです。主
はこう述べておられます。「見よ，わたしは
戸の外に立って，たたいている。だれでも
わたしの声を聞いて戸をあけるなら，わた
しはその中にはいって彼と食を共にし，彼
もまたわたしと食を共にするであろう。」38

イエス・キリストの御名により天の御父に祈
るとき，その戸は開かれるのです。39

いつ祈るべきでしょうか。祈りたいとき
はいつでも祈ってください。アルマはこう
教えています。「あなたのすべての行いに
ついて主と相談しなさい。そうすれば，
主はあなたのためになる指示を与えてく
ださる。まことに，夜寝るときは，……主
に身を託して寝なさい。そして，朝起きる
ときに，神への感謝で心を満たしなさい。
これらのことを行うならば，終わりの日に
高く上げられるであろう。」40 また，イエス
は弟子たちに「心の中で祈ることはやめ
ないように」と命じられました。41

教会員の慣習では，毎朝毎晩，ひざま
ずいて家族の祈りを行い，それに毎日個
人で祈り，さらに食事の度に，食物を祝福
します。42 モンソン大管長はこう述べてい
ます。「家族や個人の祈りを主にささげる
ときは，信仰をもってそれを行い，主を信
頼しましょう。」43 ですから，物質的，霊的

な祝福を祈り求めるとき，イエスが主の祈
りの中でされたように，「みこころが行わ
れますように」と懇願するべきです。44

世の救い主であるイエス・キリストは，
御自身の血によってわたしたちを贖

あがな

ってく
ださった贖い主であり，わたしたちの模
範です。45 主は地上での使命を終えると
き，御父の愛子

あい し

として，御心が御父の御心
にのみ込まれてしまうように祈られまし
た。46 あの重大なときに，救い主はこう叫
ばれたのです。「父よ，……わたしの思い
のままにではなく，〔あなたの〕みこころの
ままになさって下さい。」47 ですから，わ
たしたちも神にこう祈るべきです。「御心
が行われますように。」
そして，常にこう祈りましょう。「主の王
国が地上に進み行くようにして，地に住む
者が……来るべき時に備えられるように
……そのとき，人の子〔が〕，地上に建てら
れた神の王国に会うために，その栄光の
輝きをまとって……降

くだ

って来る〔ように〕。」48

日常生活の中で，また自分にとって重大
な局面で，主から受けたこれらの貴重な
教訓を熱心に実行することができますよう
に，イエス・キリストの聖なる御名により祈
ります，アーメン。

注

1．『聖徒の道』1976年10月号は「祈り」

の特集号である。祈りについて真摯
し ん し

に学

ぶ人は，この号の記事を研究することに

より，多くのことを学べるであろう。

2. マタイ6：9－13

3. マタイ6：9－13；ルカ11：2－4；3

ニーファイ13：9－13参照

4. Joseph Smith Translat ion,

Matthew 6：9－15 参照

5. Joseph Smith Translat ion,

Matthew 6：13

6. ジョセフ・スミス訳マタイ6：14

7. 教義と聖約82：1

8. マタイ18：23－35；教義と聖約64：

10参照

9. マタイ26：41

10. ヨハネ6：35。ヨハネ6：48，51も参照

11. モロナイ4：3； 5：2；教義と聖約20：

77，79 参照

12. ヘブライ語とギリシャ語では，アーメン

は，「心から」「確かに」「ほんとうに」「そ

のとおり」という意味である。

13. 黙示22：20－21参照。アーメンという

言葉は，相手の言葉への合意をはっきり

と認めるためにも使われた（列王上1：

36参照）。

14. 1コリント14：16参照

15. 詩篇106：48；黙示5：13－14；19：

4；教義と聖約88：135参照

16. マタイ6：7；3 ニーファイ13：7

17. マタイ6：9；3 ニーファイ13：9参照

18. ヨハネ17：1，4，8－9

19. 1テモテ2：5；1 ヨハネ2：1；教義と聖

約29：5；45：3；110：4 参照

20. 教義と聖約14：7 参照

21. 3ニーファイ17：17

22. 3ニーファイ17：20

23. 3ニーファイ19：23

24. マタイ5：44；アルマ34：27；3ニー

ファイ18：21 参照

25. ヤコブの手紙5：16

26. 3ニーファイ18：19

27. 3ニーファイ18：21

28. 2ニーファイ32：9； 33：12；3ニー

ファイ18：23，30；19：6－7； 20：

31；28：30 参照

29. 3ニーファイ19：20－22

30. ヨハネ10：27－28（教義と聖約84：

43－47と比較）；2ニーファイ31：

17－20；アルマ5：38 参照。また，わ

たしたちを執り成し，何について祈るべ

きか分かるように助けてくださる聖霊の

導きを招くことができる（ローマ8：26

参照）。

31. 教義と聖約25：12

32. 使徒14：23；1コリント7：5； オムナイ



1：26；アルマ5：46；6：6；17：3；

17：9；28：6；45：1；3 ニーファイ

27：1；4 ニーファイ1：12；モロナイ

6：5 参照

33. 教義と聖約88：76

34. ジョセフ・F・スミス，Conference

Report，1912年10月，133－134

で引用

35. Joseph Smith Translation，Psalm

17：1 参照

36. スペンサー・W・キンボール，Faith

Precedes the Miracle (1972年)，

201；スティーブン・L・リチャーズ，

Conference Report, 1951年10月,

175；ブルース・R・マッコンキー「主は

なぜ祈りを定められたか」『聖徒の道』

1976年10月号，488；L・トム・ペリー

「天にいますわれらの父よ」『聖徒の道』

1984年1月号，21；ダリン・H・オーク

ス「祈りの言葉」『聖徒の道』1993年7月

号，16参照。言葉遣いの詳細について

は，ドン・E・ノートン・ジュニア，“The

Language of Formal Prayer，”

Ensign，1976年1月号，44－47参照

37. 教義と聖約112：10。詩篇24：3－4；

マタイ6：12； ヒラマン3：35；教義と

聖約64：8－10も参照

38. 黙示3：20。

39. 3ニーファイ18：20；教義と聖約 88：

64参照

40. アルマ37：37。ピリピ4：6；アルマ

34：18－27；教義と聖約10：5；93：

49 も参照

41. 3ニーファイ20：1

42.「主はなぜ祈りを定められたか」『聖徒の

道』1976年10月号，487 参照

43. トーマス・S・モンソン「王国の神権者」

『リアホナ』2007年11月号，61

44. マタイ26：42；モルモン書ヤコブ7：

14；エテル12：29；教義と聖約109：

44；モーセ4：2 参照

45. 3ニーファイ27：13－15，21－22 参照

46. モーサヤ15：7 参照

47. マタイ26：39。モーセ4：2も参照。こ

の聖句には，創世の前からの救い主の謙
けん

遜
そん

な態度が示されている。

48. 教義と聖約65：5

若い男性は，過去がないので未
来を語り，年老いた男性は，未
来がないので過去を語ります。

わたしは年老いていますが，アロン神権者
である若い男性に向けて，皆さんの未来
について話します。
皆さんが持っているアロン神権は，天の

使者によって回復されました。「この聖任
は，自らヨハネと名乗った一人の天使の
手によって行われた。このヨハネは，『新
約聖書』の中でバプテスマのヨハネと呼
ばれている人物である。この天使は，メル
キゼデクの神権と呼ばれる大神権の鍵

かぎ

を
持っている昔の使徒，ペテロとヤコブとヨ
ハネの指示の下に務めを果たしているこ
とを説明した。」1

「小神権すなわちアロン神権の力と権能
とは，天使の働きの鍵を持ち，また聖約と
戒めにかなって外形上の儀式，すなわち
福音の文字，罪の赦

ゆる

しのための悔い改め

のバプテスマを執行することである。」2

皆さんは神の神権の職に聖任されてお
り，神聖な権能を与えられています。この
権能は，謙

けん

遜
そん

になって永遠の命に至る門
から入らないかぎり，王や長官，この世の
偉人たちには与えられませんし，与えるこ
ともできません。
若者が奉仕した記述は聖文の中にたく
さんあります。サムエルはエリとともに神殿
で仕えました。3 ダビデがゴリアテと戦っ
たのは，青少年のときでした。4 モルモン
が奉仕の業を始めたのは10歳のときでし
た。5 ジョセフ・スミスは14歳のときに最初
の示現を受けました。6 そして，イエスが神
殿で賢者たちに教えを説かれているところ
を見つけられたのは12歳のときでした。7

パウロは若者テモテにこう言っていま
す。「あなたは，年が若いために人に軽ん
じられてはならない。」8

わたしが教会教育システムで教師の職
に就いたとき，大管長会の第一顧問で
あった J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長
が教師たちに向けて話をしました。その
言葉はわたしの心に染みわたり，今に至る
までずっとわたしに影響を与えています。
クラーク管長は青少年をこう描写して
います。「教会の青少年は，霊に関するこ
とに飢えています。彼らは福音を学びた
いと切望しています。福音を薄めることな
く純粋なまま学びたいと思っています。青
少年は，……わたしたちの信じている事
柄を知りたいと思っています。真理につ
いて証

あかし

を得たいと思っています。彼らは
疑う者ではなく，尋ね求める者，真理の
探求者です。」

若い男性への勧め
十二使徒定員会会長
ボイド・K・パッカー会長

福音や真理という確かなものは，一度理解してしまうと，現代のように困難な時代に
おいては生き抜くための力となります。
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クラーク管長はこう続けています。「皆
さんは，このような霊的経験の豊かな青少
年に対して，ご機嫌取りをする必要もなけ
れば，宗教について耳にささやきかける必
要もありません。まっすぐに面と向かって
話せばよいのです。……皆さんはこれらの
真理を包み隠さず，ありのままに教えるこ
とができるのです。……少しずつ小出しに
教え……る必要はまったくありません。」9

この言葉を聞いてからというもの，わた
しは成人を教えるのと同じ方法で青少年
を教えてきました。
皆さんが理解しておかなければならな
い事柄が幾つかあります。
神権というものは見ることもできなけれ
ばその音を聞くこともできず，触れることも
できません。しかし，実在する権能であり，
実際に力を有するのです。
わたしは5歳のとき，重い病気にかかり
ました。やがて，それが小児まひで，小さ
な町の医者にはまったく手に負えない病
気だということが分かりました。わたしは
居間の石炭ストーブの横に置かれたベッド
に寝て，数週間過ごしました。ベッドは第
一次世界大戦で使われた折りたたみ式の
ものでした。その後，わたしは歩くことが
できなくなりました。非常にはっきりと覚
えているのは，リノリウムの床を這

は

いずり
回っていすによじ登り，歩行訓練をしたこ
とです。わたしなどはまだいい方でした。
友人の中には，一生松葉杖

づえ

をつき，ス
チール製のギプスを足に着けなければな
らなくなった人もいたのです。
学校に上がるようになると，自分は足の
筋肉が弱いことを知りました。とても内気
な少年でした。自分は決してスポーツ選
手にはなれないだろうと思いました。
劣等感を克服する方法を教えてもらうた
めに医者に行った人の話を読んだのです
が，あまり役には立ちませんでした。入念に
診察した結果，医者はこう告げたのです。
「もう自分は劣っているのではないかと心
配しなくて大丈夫ですよ。ほんとうに劣っ
ているという診断結果が出ましたから。」
その言葉を何とか前向きに受け止め
て，わたしは人生を歩み始めました。そし
て，別の分野で才能を伸ばすことで体の

弱点を補おうと決心しました。
わたしは祝福師の祝福の中に希望を見
いだしました。祝福師には実際に預言者
のような洞察力があるのだと，初対面の
祝福師はわたしに言いました。祝福の言
葉は次のようなものでした。「あなたは地
上に生を受けたいと望み，肉体を得て人
生で遭遇する試練に喜んで立ち向かう用
意ができていました。あなたには霊が存
分に働けるだけの体格と健康が与えられ
ており，健康上の問題によって霊の働きが
妨げられることはないでしょう。」この言
葉はわたしにとって励みとなりました。
自分の体は大切に扱わなければならな
いことを学びました。体に害を与えるもの
を取り入れてはなりません。知恵の言葉
の教えにあるように，お茶やコーヒー，ア
ルコール飲料，たばこ，その他常習癖や
依存症に陥りやすい物質や有害な物質を
摂取してはならないのです。
教義と聖約第89章を読んでください。
偉大な約束が記されています。「これらの
言葉を守って行うことを覚え，数々の戒め
に従順に歩むすべての聖徒たちは，その
へそに健康を受け，その骨に髄を受ける

であろう。
また，知恵と，知識の大いなる宝，すな

わち隠された宝さえ見いだすであろう。
また，走っても疲れることがなく，歩い
ても弱ることはない。」
そして，次の約束がこれに続きます。

「また，主なるわたしは彼らに一つの約束
を与える。すなわち，滅ぼす天使はイスラ
エルの子らを過ぎ越したように彼らを過
ぎ越して，彼らを殺すことはない。」10

ほかの人を見て，自分より完全な肉体を
授かっているように思えることがあるかも
しれません。自分の背丈や体重，容

よう

貌
ぼう

，
肌の色や人種を卑下するというわなに陥
らないでください。
皆さんは神の息子です。前世で天の両
親の霊の子供として暮らしていました。出
生とともに血や肉，骨から成る肉体を授か
り，地上で人生を歩み始めたのです。天
の御父のもとに帰る準備として，皆さんは
試練を受けることになります。
パウロがコリント人に投げかけたのと同
じ質問を皆さんにしましょう。「あなたが
たは知らないのか。自分のからだは，神
から受けて自分の内に宿っている聖霊の
宮であって，あなたがたは，もはや自分自
身のものではないのである。」11

性別は前世で定められました。そして，
皆さんは男性として生まれてきました。自
分の性質の中の男らしい部分を大切に
守ってください。女性や少女を敬い，守っ
てあげてください。
自分の肉体をぞんざいに扱ってはなり
ません。自分の体を不適切な方法で触ら
せないでください。また，ほかの人の体に
不適切な方法で触れてもいけません。
ポルノグラフィーと麻薬は劇薬のような
ものです。これらを避けてください。これ
らにかかわっている人は要注意です。断
ち切らないと，身の破滅を招きかねませ
ん。両親に話してください。ビショップに
話してください。彼らは助ける方法を心
得ています。
入れ墨をしたり，宝石を付けるために
体に穴を開けたりしてはいけません。こ
のようなことにかかわらないでください。
両親が心配するような友達とは付き合



わないでください。
ルシフェルとその手下の軍勢は至る所
で力を振るっています。自分や人を滅び
に至らせるようなことを行ったり，口に出
したり，考えたりするように皆さんを誘惑
するのです。自分の霊を損なう行いへの
衝動には絶対に従ってはなりません。12

恐れてはなりません。預言者ジョセフ
はこう教えています。「肉体を持つすべて
の者は，肉体を持たない者を支配する力
を持つのです。」13 そしてリーハイは，すべ
ての「人は善悪をわきまえることを十分に
教えられている」14 と言っています。忘れ
ないでください。祈りの力によってあな
たは守られるのです。
「罪の赦

ゆる

しのために水に沈めるバプテ
スマ」15 を受けたときのことを覚えていま
す。心地よさを感じました。過去の過ち
は洗い流され，人生で二度と間違いを犯
さなければ，ずっと清いままでいられるの
だと思いました。絶対に罪を犯すまいと
決心しました。でも，そのとおりにはいき
ませんでした。わたしは間違いを犯しま
した。故意にではないにしても間違いを
犯したのです。愚かにも，もう少し大きく
なってからバプテスマを受ければよかっ
たと思ったりもしました。皆さんのような
アロン神権者が執行してくれる聖

せい

餐
さん

の儀
式が，実はバプテスマの聖約を更新する
ものであり，それによって聖約に伴う祝福
も更新されることをわたしは理解していな
かったのです。啓示されているように，
「罪の赦しを保」16 てるということもわたし
は理解していませんでした。
罪や過ちのために罪悪感にさいなまれ
ている人は，贖

しょく

罪
ざい

の力について学ばなけ
ればなりません。そして深く心から悔い改
めるならば，贖罪の力が効力を発するよ
うになります。小さな罪はすすぐだけで清
められます。重大な背きも，水に浸してご
しごし洗えば，洗い流すことができます。
清められないような罪はないのです。
皆さんのそばには聖霊がいつもおられ
ます。バプテスマと確認を受けたときに
聖霊の賜

たま

物
もの

を授かっているからです。
第二次世界大戦が勃

ぼっ

発
ぱつ

したとき，わた
しはアロン神権の祭司でした。長老に聖

任されたのは，わたしたち若者が皆，戦
地に送られたころでした。
兄のレオンのようにパイロットになるこ
とがわたしの夢でした。兄は「ブリテンの
戦い」（訳注――第二次大戦下，イギリス大
空襲を敢行するドイツ軍機を迎え撃った
イギリス空軍の戦い）でB24爆撃機を操縦
していたのです。わたしは空軍のパイ
ロットの訓練に志願しました。
筆記試験では合格点に1点足りません
でした。すると，2点の問題が幾つかある
ことを軍曹が思い出し，そのうち2問を解
いて1問正解すれば合格にしてやると言っ
てくれました。
そのテストは一部が選択問題で，こんな

問題でした。「エチレン・グリコールは何に
使われますか。」父のガソリンスタンドで
働いた経験がなかったなら，それが不凍
液に使われることをわたしは知らなかっ
たでしょう。おかげで，わたしはかろうじ
て合格しました。
身体検査については祈るような気持ち
でしたが，問題なく合格しました。
若い男性の皆さん，学校の勉強がつま
らないなどと言わないでください。専門
的な知識ばかり詰め込んで実生活に役立
つ勉強をおろそかにしてはいけません。
家事や料理，庭仕事など，実用的なことを
学べるのであれば，何でも学んでおけば，
きっと役に立ちます。勉強が嫌いだなど
と絶対に言わないでください。よく学び，

必ず学校に行ってください。
「神の栄光は英知である。言い換えれ
ば，光と真理である。」17

「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。」18

わたしたちは「上にあること，下にある
こと，地中や地上や天にあることを」19 学
ばなければなりません。
また，修理したりペンキを塗ったり，さ
らには縫い物をしたりなど，実生活に役
立つ技術は何でも学ぶことができます。
それに，学ぶ価値があります。特に自分
の役には立たない技術であったとしても，
人に奉仕するときに役立つでしょう。
わたしは，兄がイギリスで乗っていたの
と同じような爆撃機を操縦しましたが，任
地はアジアでした。結局わたしの任務は，
日本で軍人として福音を教えることに落
ち着きました。
恐らく，戦争のいちばんつらい部分は
先が見えないことでしょう。いつ果てると
も知れぬ戦いの中で，自分の命もいつま
で続くのか分からないのです。
兵士用の小型のモルモン書を受け取り
ました。これはわたしのポケットにぴった
りと収まりました。このモルモン書はどこ
へでも持ち歩いて読んだので，わたしの
一部のようになりました。やがてわたしは，
それまで確信のなかった事柄を真実であ
ると実感できるようになっていきました。

フィジー，スバ
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福音や真理という確かなものは，一度理
解してしまうと，現代のように困難な時代に
おいては生き抜くための力となります。
4年たって，わたしたち若い兵士は故郷

に帰れることになりました。その4年間で，
わたしは神がわたしたちの御父であられ
ること，わたしたちが御父の子供である
こと，そして，イエス・キリストの回復され
た福音が真実であることを知り，またそれ
に関する確かな証を得ました。
皆さんの世代には不安な要素がたくさ

んあります。娯楽やゲーム，高価なおも
ちゃに興じる時代は突然幕を閉じました。
安易さと娯楽の時代から勤労と責任の時
代へと世の中は移行しています。この動
きがいつまで続くのかは分かりません。
現実の生活での責任は，皆さんの神権
者としての責任の一部となっています。欲
しい物が手に入らなくても心配することは
ありません。これは皆さんを成長させ，訓
練する機会となり，皆さんのためとなるから
です。このような経験を通して皆さんは必
ずや幸せな人生を送り，幸福な家庭を築け
るようになるのです。こうした試練は，神権
の責任を果たす際にはよくあることです。
皆さんの中には，食物をほとんど家族
で栽培し，衣服も一部家族が作れるもの
で賄っている国に住む人がいます。その

ような国の若者が何か貢献できる技術を
身に付ければ，それによって家賃を払っ
たり，家族を養ったり，家を整えたりでき
るようになるかもしれません。労働し，家
族を支えることを学びましょう。
人間生活，そしてあらゆる社会の基本
は家族です。家族は，わたしたちの最初
の両親，アダムとエバに初めて与えられた
「ふえよ，地に満ちよ」20 という戒めに
従って組織されました。
その後，「あなたの父と母を敬え。これ
は，あなたの神，主が賜わる地で，あなた
が長く生きるためである」21 という戒めが
与えられました。
家族の一員として，責任をよく果たして
ください。衣類や家など，自分の持ち物
をよく手入れしてください。物を無駄にし
ないでください。持っている物で満足す
ることを学んでください。
世界は揺れ動いているようです。確か
に動乱の世です。戦争と戦争のうわさが
あるようです。確かにあります。皆さんの
未来には試練と困難が待ち受けているよ
うに思えます。確かにそうです。しかし，
恐れは信仰の反意語です。恐れてはなり
ません。わたしも恐れません。
今日
きょ う

のお昼にわたしの孫である4人の
若者がわたしたちを訪ねてきました。そ

のうちの3人が若い女性と腕を組んでい
ました。一人の孫は近日に予定されてい
る自分たちの結婚式について話し，二人
は自分たちの婚約について話し，そして
残りの一人は日本への伝道の召しを受け
たことについて話してくれました。わたし
たちは，いつの日か若人のだれもが，天の
御父の清く貴い娘と神殿に参入し，この
世と永遠にわたって結び固められること
になるという事実について，彼らに語りま
した。この若い孫たちは，アルマが教え
たことを知らなければなりません。すなわ
ち，福音は「偉大な幸福の計画」22 であり，
幸福こそがわたしたちが存在する目的で
あるということです。このことを，イエス・
キリストの御名によって証します，アーメン。
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神権者の皆さん，近年，全世界で
多くの緊急事態や自然災害が
ありました。ハリケーン，森林火

災，地震，壊滅的な被害をもたらす津波
などです。
教会は驚くべき方法でこのような多くの
災害に対処してきました。困っている人々
のところに行って助けるために，速やかに
教会員のグループが動員されました。自
分たちは奉仕を通して人々の生活に祝福
をもたらしているのだと感じ，参加した全
員の心が満たされました。
わたしたちと信仰の異なる人 ，々例えば，

ほかの教会の会員，慈善団体，政府機関，
報道機関などから，この教会は，喜んで支
援する実に多くの人を迅速に動員すること
ができるとよく言われます。こう尋ねられ

ます。「どうしてそんなことができるので
すか。」この質問に対して，簡潔にこう答
えることができます。「わたしたちには備
えと組織，相手の身になって考える心，そ
して慈愛があるからです。」通常，管理役
員から地元の指導者へ電話を何本か入れ
るだけで，何百，時には何千という人を動
員して，悲嘆に暮れる兄弟姉妹を救出す
ることができます。
今晩，わたしはもう一つの問題につい

て話します。この問題に対処する機会は
数多くあります。兄弟の皆さん，これはあな
たにかかってきた電話のようなものです。
この問題は自然がもたらしたものではあ
りません。しかし，その影響は現実的で，
今や世界中の人が実感しています。わた
したちは将来に対して楽観的ですが，こ
れまで何十年もそうしてきたように，兄弟
の守り手であるという基本原則を信奉し
続けます。
ロバート・D・ヘイルズ長老は，最近，次

のように語りました。「長らく世界を脅か
してきた経済的な暗雲が，今やわたした
ちを覆っています。天の御父の子供たち
の上にあるこの経済的な嵐

あらし

の影響に対し
ては，今

こん

日
にち

，かつてないほど福音に基づ
く福祉のビジョンを持つことが必要とされ
ています。」1 失業とこの嵐のような経済不
況は，現在，全世界のあらゆるステークと
ワードに影響を及ぼしています。だれもが
何らかの形で，じかに，あるいは家族の一
員や親

しん

戚
せき

，知人を通じて感じているので

はないでしょうか。
兄弟の皆さん，いと高き神の神権組織
ほど人類の問題に対処できる組織はあり
ません。わたしたちには組織があります。
ステーク会長，ビショップ，長老定員会会
長，大祭司グループリーダーの皆さん，わ
たしたちは，今，皆さんにお願いします。
神権定員会を動員して，会員が直面して
いる雇用および財政的な問題に対処して
ください。これは皆さんに直接かかって
きた電話だと考えてください。今こそ，悲
嘆の中にいるかもしれない定員会の家族
を支え，鼓舞し，助ける時です。
皆さんの周りにはたくさんの機会があ
り，主の支援手段を組織的に用いる機会
と責任が与えられています。定員会会員
の中には，就職口について詳しい人や履
歴書を書くのが上手な人，あるいは面接
に備える手助けができる人がいるでしょ
う。また，肩書きや技術・知識に関係なく，
互いの重荷を献身的に負い合う兄弟愛を
定員会で見いだすことができるでしょう。
モンソン大管長は，エドという名の退職
した経営者について話しました。エドは
定員会の会員が何をすべきかを模範で示
しました。ある日，モンソン大管長はエド
と話していたときに，こう尋ねました。
「『エド，教会では何の責任を受けていま
すか。』彼は答えました。『ワードで最高
の責任です。わたしの責任は，仕事に就
いていない男性が定職に就けるよう助け
ることです。今年わたしは，失業していた
12人の兄弟にいい仕事を世話しました。
わたしの生涯でこんなに幸せを感じたこ
とはありません。』彼は小柄な人なので，
親しみを込めて『リトルエド』と呼ばれてい
ましたが，目を潤ませ，声を震わせながら
語るその日の彼はとても大きく見えまし
た。彼は助けが必要な人々に愛を示しま
した。彼は人間の尊厳を回復しました。
自分ではなすすべのない人々のために道
を開いたのです。」2

ビショップや定員会の会員は，様 な々方
法を用いて，失業者の苦しみと不安が和
らぐように助けることができます。ユタ州
センタービルのフィル自動車修理工場は，
神権指導者と定員会に何が達成できるか

これは
あなたへの電話です
管理ビショップリック第一顧問
リチャード・C・エッジリービショップ

わたしたちは，今，皆さんにお願いします。神権定員会を動員して，会員が直面している
雇用および財政的な問題に対処してください。
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を示す証
あかし

となっています。フィルは長老定
員会の会員で，地元の自動車修理工場で
整備士として働いていました。残念なこと
に，フィルが働いていた修理工場は経営が
行き詰まり，フィルを解雇しなければなら
なくなりました。フィルはこの急な事態に
打ちのめされてしまいました。
フィルの失業について聞いた，ビショッ
プのレオン・オルソン兄弟と長老定員会会
長会は，フィルがまた自立できるようにど
のような援助を提供できるか祈りの気持
ちで考えました。何といっても，彼は定員

会の仲間であり，兄弟であり，助けを必要
としていました。結局，フィルには自営業
を始めるだけの十分な技術がある，と判
断するに至りました。定員会会員の一人
は，自分の家に古い物置があるので，修
理工場として使えるのではないかと提案
してくれました。別の定員会会員は，新し
い修理工場に必要な道具や備品をそろえ
る手助けをしてくれました。定員会のほと
んど全員が，少なくとも，古い物置の清掃
を手伝うことはできました。
フィルに自分たちのアイデアを伝え，次
に，定員会会員に計画を伝えました。物

置を清掃し，改装し，道具を集め，こうし
て準備万端整いました。フィル自動車修
理工場は繁盛し，ついには，もっといい落
ち着き先に移転しました。すべては定員
会の兄弟たちが重大な局面に援助を提供
したからできたことでした。神権定員会
にはすばらしい影響を及ぼす力と義務が
あるのです。
多くのワードやステークには，雇用スペ

シャリストが召されています。ビショップや
定員会指導者に補足的な支援を提供する
人たちです。遠慮なく彼らに助けを求め
てください。
多くの地域で，教会は職業支援センター
を確立してきました。センターの職員は皆
さんの定員会，ワード，ステークにおける
就職活動を支援する訓練を受けていま
す。雇用主と密接な関係があり，就職や
キャリアアップを助けるうえで強みとなっ
ています。
教会のデゼレト産業中古品店は，どん
な経歴の人にも，就職と教育の機会を提
供しています。特定の必要を抱えた人に
は，リハビリ，研修，就職斡旋の機会が与
えられます。デゼレト産業が利用できる地
域では，それが有用な支援手段となります。
ビショップの皆さん，姉妹たちはこの取
り組みにおいてある役割を担っています。
母親の多くは，経済的な理由から，家計
を見直したり生活を切り詰めたりする必
要があると感じています。仕事に就くた
めに家を空ける必要を感じている母親も
います。天与の才能が豊かにあり，哀れ
みに満ちた心を持つ扶助協会の姉妹たち
は，助けとなることができます。また，必
要を見極めたり，教えたり，ベビーシッ
ターをしたり，慰め励ましたりすることが
できます。こうしてすばらしい影響を及ぼ
せるのです。
さて，現在，失業している人に少し提案

させてください。職を探したり，さらに良
い仕事に就く責任は，皆さんにあります。
定期的な断食と祈りを通して，常に，主か
ら導きを得ることができます。皆さんの属
する定員会の指導者，ビショップ，雇用ス
ペシャリスト，職業支援センターの職員は，
皆さんの取り組みを支援してくれます。し



かし多くの場合，神権指導者は皆さんの
置かれた状況に気づいていないのではな
いかとわたしたちは危

き

惧
ぐ

しています。率
直に話してください。仕事を探しているこ
とを知らせてください。ビショップや神権
指導者の皆さん，行動を起こしましょう。
そして，神権で結ばれた兄弟たちが，ほん
とうの意味で定員会，兄弟，兄弟の守り手
となるすばらしい機会に積極的に携われ
るようにしてください。
ゴードン・B・ヒンクレー大管長は，十二

使徒定員会の会員だったときに，こう語っ
ています。
「兄弟の皆さん，わたしはすべての神権
定員会にこのような専門的意見や知識，
力，関心を持った人々がおり，彼らに適切
な協力を求めれば，定員会内の問題を抱
えた会員を援助できる体制が整っている
ことに満足を覚えています。
……個人とその家族に絶えることのな
い援助を与える手段や労力を調達するの
は，神権定員会の務めです。」3

1856年10月，総大会の期間中に，ブリガ
ム・ヤング大管長は，二つの手車隊すなわ
ちマーティン手車隊とウィリー手車隊が時期

を遅れて旅をし，合衆国西部の平原で過
酷な冬の天気と闘っているという知らせを
受けました。ブリガム・ヤングは神の預言者
として壇上に立ち，こう宣言しました。
「大勢の兄弟姉妹が，平原を手車でこち
らに向かっています。……彼らをここへ連
れて来なければなりません。援助を送る
必要があります。……このコミュニティーに
求められていることは，彼らのもとへ救助
隊を送り，彼らをここへ連れて来るという
ことです。……
これがわたしの信仰です。これがわた
しの内にある聖霊の命じておられること
です。すなわち，人 を々救うことです。
皆さんに申し上げます。わたしが今話
しているような原則を実行に移さないか
ぎり，皆さんの中で，その信仰，宗教，信
仰の告白によって神の日の栄えの王国に
救われる人はだれもいないでしょう。
行って，今平原にいる人 を々連れて来てく
ださい。」4

ヤング大管長が行動するように呼びか
けた結果，平原で立ち往生していた人々
を救出するために，何組ものラバと荷車，
御者の男性，小麦粉などの物資がすぐに

送られました。
兄弟の皆さん，これは皆さんへの電話
です。わたしたちへの電話でもあります。
手車隊のときと同じように，主がわたした
ち一人一人に緊急性を感じさせてくださ
り，わたしたちの民を経済的に困難な状
況から救出するようにという今

こん

日
にち

の呼び
かけにこたえることができるよう祈ってい
ます。イエス・キリストの御

み

名
な

によって，
アーメン。

注

1．ロバート・D・ヘイルズ「福音に基づく福

祉のビジョン：行いで示す信仰」『福祉と

自立に関する基本原則』（小冊子，2009

年）1

2．トーマス・S・モンソン「救助に向かう」

『リアホナ』2001年7月号，59参照

3．ゴードン・B・ヒンクレー「福祉に関する

神権定員会の責任」『聖徒の道』1978年

2月号，131参照

4．ブリガム・ヤング，Deseret News，

1856年10月15日，252

アルゼンチン，サンフアン州サンフアン
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アンダーセン長老，七十人を代表
して，わたしたちがあなたを
愛していて，信仰をもって心か

らあなたを支持すると伝えます。愛する
兄弟の皆さん，王の軍に加わることは聖
なる特権です。1 ここに立ち，世界中の至
る所に集まっている皆さんの姿を想像す
ると，へりくだる思いです。
2003年の6月21日に行われた世界指導
者訓練集会で，ゴードン・B・ヒンクレー大
管長は，神権者には4つの責任があると
教えました。こう述べています。「わたし
たちには4つの責任があります。第1に家
族への責任です。第2に雇用主への責任。
第3に主の業への責任。そして第4に自分
自身への責任です。」2

この4つの責任はとても重要です。
ヒンクレー大管長はこう述べました。「家

族を絶対にないがしろにしないでくださ
い。家族ほど大切なものはありません。」3

わたしたちは父親として，日々の家族の
祈りの中で，毎日の聖文研究の中で，そし
て家庭の夕べの中で，家族を導く責任が
あります。家族の霊的な基盤を築き，強め
るために，このような機会を優先し，大切に
しなければなりません。ヒンクレー大管長
はこう言いました。「何ものにもそれをじゃ
まさせないでください。家族と過ごす時間
を，神聖なもの……と考えてください。」4

そして家庭の夕べについてこう述べま
した。「月曜日の夜は家庭の夕べのため
に神聖に保ってください。」5

子供たちも，親とまったく同じように，
生活のあらゆる面で時間を求められてい
ます。教会や学校の活動，また友達との
活動があります。多くの子供たちが通う学
校では，末日聖徒は少数派です。多くの
学校では，しばしば月曜の夜に行事を予
定しています。スポーツ，リハーサル，練習，
合唱，その他の活動です。わたしたちは
家庭の夕べを行えるように，月曜日の夜は
予定を入れないようにする必要がありま
す。家庭の夕べ以上に，家族にとって大
切な活動はありません。
わたしたちは，家庭の夕べや，そのほか
の家族の時間の中で，主の祝福を受けら
れるように子供たちを備えているのです。
十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン
長老はこう語っています。「わたしたちの責
任は，家族の祈りや聖文の研究，家庭の
夕べを確実に行うことです。また，子供た
ちが救いと昇栄に必要な儀式を受け……
るように備えをさせることです。」6

家庭の夕べはわたしたち自身を強め，
家族一人一人を強めるためのとても特別

な時間です。家族全員に家庭の夕べのた
めに何か割り当てを与えることが大切で
す。幼い子供でも，前日の日曜日に初等
協会で学んだことを発表できるでしょう。
家庭の夕べは，わたしの家族の信仰と証

あかし

を強めてくれました。
日々の聖文研究も，もう一つの家族の重

要な活動です。息子が7歳だったときのこ
とです。ある嵐

あらし

の夜に，息子がシャワーを
浴びている最中に停電しました。妻は大
声で息子に呼びかけ，家族の祈りをする
から，早くシャワーを終えて，ろうそくを
持ってゆっくり下に降りて来るように言い
ました。また，ろうそくがカーペットの上
に落ちたら，火事になって家が燃えてな
くなると言って，注意を促しました。数分
後に，息子は片手にろうそくを持ち，もう
一方の腕で聖典を抱えて，四苦八苦しな
がら階段を下りて来ました。妻はどうして
聖典を持って来たのか聞きました。すると
息子はこう答えました。「だってお母さん，
もし家が燃えたら，聖典を守らなきゃい
けないでしょ。」そのとき，息子が聖典を
深く愛するようになるためにわたしたちが
払った努力が実ったことを実感しました。
ヒンクレー大管長は雇用主への責任に
ついてこう述べています。「皆さんには責
任があります。雇用主に正直であってくだ
さい。勤務時間に教会の仕事をしないで
ください。」7

ヒンクレー大管長はまた，仕事があるお
かげで家族を養うことができ，教会でもよ
りよい僕

しもべ

となれることを思い出すように
言っています。
神権者には多くの責任や割り当てがあ
ります。わたしたちには，訪問し，面接し，
教え，奉仕する機会があります。教会員を
教化し，救い主イエス・キリストに対する
教会員の信仰と証を強めることは，わた
したちの神聖な責任です。ホームティー
チャーとして仕える担当家族を心にかけ，
会員たちに，自立し，家族を養い，主の方
法で貧しい人を助けるよう教える機会も
あります。神権者には，青少年が栄えある
専任宣教師としての奉仕と，神殿結婚に備
えるように動機を与える責任があります。8

エズラ・タフト・ベンソン大管長はこう教

神権の責任
七十人会長会
クラウディオ・R・M・コスタ長老

わたしたちは神権者として人々の人生に大きな影響を及ぼすことができるのです。



えました。「神権者は，組織されたホーム
ティーチングを通して，定員会会員とその
家族を見守り，心を配る必要があります」9

わたしたちは自分が責任を負っている
会員の一人一人を気にかける必要があり
ます。ホームティーチングはわたしたちの
重要な責任の一つです。
父親であるわたしたちには，子供たち

が将来善い親となり，自分の家庭を導け
るように，ふさわしい模範を示すという神
聖な責任があります。M・ラッセル・バ
ラード長老の言葉を引用します。「すべて
の神権指導者が，特に父親の皆さんが，
息子を備えることができますように。彼ら
を霊的にも物質的にも備え，外見も行い
も主の僕らしくあるようにしてください」10

神権を受けるとき，人々に仕えるという
永遠の聖約を交わします。11 わたしたち
は神権者として人々の生活に大きな影響

を及ぼすことができるのです。
トーマス・S・モンソン大管長はこう述べ
ています。「神の神権者であるということは，
何と幸福で恵まれたことでしょう。……皆
さんに指導を仰ごうとして，人々が常に注
目していることを忘れないでください。皆
さんは良くも悪くも人々の生活に影響を及
ぼしており，その影響は来

きた

るべき世代にも
及ぶのです。」12

わたしたちの模範には大きな力があり
ます。わたしは今まで教会員として長年
過ごしてきて，多くの指導者と教会員の模
範から影響を受けてきました。わたしの
家族に，そしてワード全体に模範を示した
すばらしい夫婦がいます。二人は1982年
にバプテスマを受け，わたしは彼らのビ
ショップになりました。
セルソとアイリーンが住む家は，教会か
らかなり離れていました。教会までは歩

いて40分かかりましたが，集会を一度も
休みませんでした。いつも笑顔で出席し
ていました。人に仕えることは彼らの天
性でした。セルソとアイリーンには，生ま
れつき精神的，肉体的な障がいを持つマ
ルコスという息子がいました。二人は深
い愛情をもってその子を育てていました。
1999年，セルソは脳出血を起こし下半身
が不随になりました。セルソは家族ととも
に熱心に教会に集いました。什

じゅう

分
ぶん

の一を
忠実に納め，断食献金も惜しみなく納め
ました。わたしの息子のモロナイはセル
ソとアイリーンのいるワードでビショップを
しています。二人が今も献身的に奉仕を
していると教えてくれました。ワードの召
しを果たすだけではなく，ブラジル・サン
パウロ神殿で儀式執行者として献身的に
奉仕しています。毎週金曜日，早朝から夜
まで奉仕しています。二人は教会での責
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任を忠実に果たすために，時間と力をい
つも喜んでささげています。
モンソン大管長はこう勧告しました。

「神権者による奉仕の大部分は静かに目
立たない所で行われています。優しいほ
ほえみ，温かい握手，真理に対する真心
からの証は，まさしく生活を改善し，人格
を変え，人を救いへと導きます。」13 セル
ソとアイリーンが示してくれたのはこの静
かな奉仕の模範です。
時間と力を賢く使い，家族の必要を満
たし，仕事に従事し，教会の召しを果た
すに当たり，すべての神権者は霊的に成
長しなければならないことを覚えておい
てください。これは自分に対して果たさな
ければならない責任です。そしてわたし
たちには皆，助け手がいることを心に留

めてください。14 預言者，聖見者，啓示者
の 勧告は，わたしたちが受ける最も貴重
な助けです。
救い主はわたしたち一人一人を招いて
おられます。「わたしは柔和で心のへりく
だった者であるから，わたしのくびきを負
うて，わたしに学びなさい。そうすれば，
あなたがたの魂に休みが与えられるであ
ろう。わたしのくびきは負いやすく，わた
しの荷は軽いからである。」15

自分の望みではなく，主の業と御
み

心
こころ

を
行うならば，くびきが負いやすくなり，荷が
軽くなることに気づくでしょう。主は常に
そばにおられます。そして，家族，仕事，
主の教会で受けるすべての責任で成功で
きるよう的確な指示を与えてくださるので
す。主はわたしたちが個人として，また，

神権者として成長できるよう助けてくださ
います。
わたしはこの教会が真実であることを
知っています。ジョセフ・スミスが神の預
言者であることを知っています。トーマ
ス・Ｓ・モンソン大管長が今

こん

日
にち

，地上におけ
るける預言者であることを知っています。
イエスがキリストであり，救い主，贖

あがな

い主
であられることを知っています。イエス・
キリストの御

み

名
な

により，アーメン。
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愛する兄弟の皆さん，ここ数か月，
今日
き ょ う

皆さんに向けて話すメッ
セージについて考えてきまし

た。わたしが言いたいことを分かりやす
く伝える物語を探しました。農作物や動
物に関する話や，スコット長老に敬意を表
して原子工学の話，モンソン長老に敬意
を表して鳩

はと

を育てる話を探してみました。
最後に，一つの話が頭から離れません
でした。長年わたしの心に焼き付いてい

る話です。農作物や動物，原子工学の話
や鳩の話ではありません。お分かりの方
もいらっしゃるかもしれませんが，航空関
連の話です。「電球の話」と呼びましょう。

電球の話，あるいは最も重要なことを見
失うこと
36年前の12月の夜，ロッキード1011ジャ

ンボジェット機がフロリダ州エバーグレイ
ドで墜落し，100人以上の死者を出しまし
た。この悲惨な事故は，合衆国史上最悪
の墜落事故の一つでした。
この事故の奇妙な点は，飛行機の主要
な部分とシステムはすべて正常に機能し
ており，わずか約32キロ離れたマイアミの
目的地に無事に着陸することがたやすく
できるはずだったことです。
しかし，着陸態勢に入る最後の段階で，
緑色のライトが一つ点灯していないことに
乗務員が気づきました。前方の着陸装置
が正常に出ているかどうかを示すライトで
す。パイロットは進入を中断し，真っ暗な
エバーグレイド上空で旋回し，着陸まで待
機することにしました。そして，問題の調
査に注意を向けたのです。

乗務員は調査に気を取られ，機体が次
第に暗い沼地へ向かって下降していたこ
とに気づきませんでした。だれかが気づ
いたときには，惨事を避けるにはもう手遅
れだったのです。
事故の後，調査団は原因の究明に乗り
出しました。着陸装置は確かに正常に下
りていました。機体は物理的には完

かん

璧
ぺき

な
状態でした。たった一つ以外は，すべて
が正しく作動していました。電球が1個，
切れていたのです。20セントほどの小さ
な電球から一連の出来事が始まり，つい
には100人を越える死者を出すという悲劇
を招きました。
もちろん，切れた電球そのものが事故
を起こしたわけではありません。乗務員
がその瞬間に重要だと思われたことに注
意を向け，最も重要なことを見失ってし
まったからです。

最も重要なことに心を向ける
最も重要なことをないがしろにして，つ
まらないことに注意を向ける傾向は，パ
イロットだけでなく，だれにでもあります。
わたしたちは皆，その危険を冒します。
道路に注意を向ける運転手は，携帯電話
でメールを送ることに注意を向ける運転
手よりも，事故に遭う危険性はずっと少な
くなります。
わたしたちは人生で最も重要なことを
知っています。キリストの光はあらゆる人
にこの最も重要なことを教えてくれます。
信仰深い末日聖徒であるわたしたちに
は，永遠に価値のある事柄を教えるため
に，「常に伴

はん

侶
りょ

」として聖霊が与えられてい
ます。今日わたしの声に耳を傾ける神権
者はだれでも，「最も重要なこと」という
テーマで話を準備するよう頼まれたら，立
派に務めを果たすでしょう。わたしたち
の弱点は，良心に従って行動することが
できない点にあります。
少し立ち止まり，自分の心と思いがどこ
にあるか確かめてください。最も重要な
ことに焦点を置いているでしょうか。静か
な時間をどのように使っているかを見れ
ばよく分かるでしょう。最終期限に迫られ
るプレッシャーから解放されたとき，思い

偉大な業に
携わっているから
下って行くことは
できない
大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

わたしたちは与えられた神聖な義務から遠ざかることはできません。最も重要である事
柄から心をそらすことはできないのです。
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はどこへ向かうでしょうか。思いと心の焦
点はその瞬間にだけ意味のある一時的な
つかの間の事柄に当てられていますか。
それとも最も重要なことに心が向けられ
ているでしょうか。
何か恨みを抱いていないでしょうか。
夫，父親，息子，神権者としてあるべき姿
を知りながら，そうなれない言い訳に固
執していないでしょうか。義務を果たす
ことや，召しを尊んで大いなるものとする
こと，熱心に働くことを妨げているものは
何でしょうか。

時 ，々心をそらすもの自体は悪くない場
合があります。むしろ良い気持ちにさせ
てくれることがよくあります。
たとえ良いことであっても，過度になる
場合があります。一例を挙げましょう。先
祖の系図を調べることやインターネットブ
ログを作成することに何時間も時間を費
やしている父親や祖父が，自分の子供や
孫と過ごすすばらしく意義深い時間をな
いがしろにしたり，避けたりする場合があ
ります。別の例を挙げると，雑草を抜くこ
とに日 を々費やしている庭師が，自分の心

にはびこる霊的な雑草を見過ごしている
場合です。
教会のプログラムでさえも，心をそらす
ものになることがあります。過度に夢中に
なり，最も重要なものを犠牲にして，多く
の時間を使い，気を取られてしまう場合
です。バランスの取れた生活が必要です。
わたしたちは，天の御父とその子供たち
をほんとうに愛しているなら，行動を通して
その愛を示します。互いに赦

ゆる

し合い，善い
行いをしようとします。なぜなら，「わたした
ちの内の古き人はキリストと共に十字架に
つけられた。」1 からです。そして，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，身を清く保つのです。2

愛する神権者の皆さん，わたしたちは
末日に生きています。イエス・キリストの福
音が地上に回復されています。神権の鍵

かぎ

が再び人間に与えられています。現代は，
自分と家族，世界を備えるよう神から託
された，期待と準備の時代です。神の御
子が「天使のかしらの声と神のラッパの
鳴り響くうちに，合図の声で，天から下っ
てこられ」3，福千年の統治をお始めにな
る日の夜明けが近づいているのです。
わたしたちは神聖な神権をゆだねら
れ，天の王の代理人として行動する責任と
権能と権利を授かっています。
これらは最も重要なことです。注意を向
けるに価する永遠の価値ある事柄です。
神聖な義務から心をそらすような状態
になることはできません。最も重要なこと
を見失ってはならないのです。

ネヘミヤ
旧約聖書に登場するネヘミヤは，心を
そらさず，重要な任務を全うした偉大な模
範です。ネヘミヤはバビロン捕囚のさな
かを生きたイスラエル人であり，王の給仕
役を務めていました。ある日，王はなぜ
ネヘミヤが悲しげな顔をしているのか尋
ねました。ネヘミヤは答えました。「わた
しの先祖の墳

ふん

墓
ぼ

の地であるあの町は荒廃
し，その門が火で焼かれたままであるの
に，どうしてわたしは悲しげな顔をしない
でいられましょうか。」4

これを聞いた王は心を和らげ，エルサ



レムへ戻り町を再建する許可をネヘミヤ
に与えました。しかし，この計画を喜ぶ人
ばかりではありませんでした。実際，エル
サレムの近くに住む数人の支配者は，「イ
スラエルの子孫の福祉を求める人が来た
というので，大いに感情を害し」5，「大い
に憤ってユダヤ人をあざけった」6 のです。
恐れることなく，ネヘミヤは反対者のじゃ
まを許しませんでした。それどころか物資
や人材を集め，町の再建に取りかかりまし
た。「民が心をこめて働いたから」です。7

しかし，町の城壁が高くなるにつれ，反
発は激しさを増しました。ネヘミヤの敵は
脅し，陰謀を企み，あざけりました。脅

きょう

迫
はく

は単なる脅
おど

しではなくなり，威
い

嚇
かく

があまり
にも強まったので，ネヘミヤは「われわれ
をおどそうとしたのである」8 と告白して
います。そうした危険や絶え間ない侵略
の脅威にもかかわらず，再建工事は進めら
れました。緊張の連続でした。城壁を築
く人たちは「おのおのその腰につるぎを
帯びて築き建て」ていたからです。9

工事が続くにつれ，ネヘミヤの敵はさら
に必死になってきました。4度にわたり，
町の安全な場所から離れ，争いを解決す
るために会見するよう求めてきました。し
かし，ネヘミヤはそれが偽りの誘いであり，
自分に危害を加えるつもりであることを見
破っていました。要請を受ける度に，ネヘ
ミヤは同じ答えを繰り返しました。「わた
しは大いなる工事をしているから下って行
くことはできない。」10

何と見事な返答でしょう。そのように明
確な目的を心に揺るぎなく掲げ，強い決
意をもって遂行したため，エルサレムの城
壁は再建され，52日間という驚くべき早
さで完成したのです。11

ネヘミヤは，主が望まれたことを成し遂
げるのを妨げるものを拒みました。

わたしたちは下って行くことはできない
今
こん

日
にち

，これと同じ気持ちと思いを持って
いる多くの忠実な神権者から，わたしは
励ましと霊感を受けています。ネヘミヤと
同様，皆さんは主を愛し，受けている神
権を尊んで大いなるものとするよう努めて
います。主は皆さんを愛しておられ，皆さ

んの心の清さと決意の固さを御存じです。
忠実さのゆえに皆さんを祝福し，歩む道
を導き，皆さんの賜

たま

物
もの

や才能を使って地
上で主の王国を築いておられます。
しかしながら，すべての人がネヘミヤの

ようだとは言えません。改善の余地があ
ります。
愛する神権者の皆さん，もしわたしたち
全員が，ネヘミヤの民のように，「心をこめ
て働いた」ら，どのようなことを達成できる

でしょうか。もしわたしたちが「幼な子ら
しいことを捨てて」12，主イエス・キリスト
の代理人として真の神権者にふさわしくな
ることに全身全霊を尽くすなら，どのよう
なことを達成できるでしょうか。
しばらく考えてみてください。個人の生
活，職場，家族，ワードや支部の中で，ど
のようなことが達成されるでしょうか。神
の王国が，どれほど地上に進展するでしょ
うか。想像してみてください。神の神権
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を持つ者が全員，腰に帯して立ち，真の
可能性を実現し，心の底から改心し，神
の王国を築くことに全力を尽くす真に忠実
な神権者になるなら，世界はどれほど良
いところに変わることでしょうか。
心をそらし，一つの切れた電球や，どの

ような動機であれ，不親切な人が行う無
礼な行為に注意を奪われるのはたやすい
ことです。しかし，考えてみてください。
焦点を見失わせ，標準，すなわち神の標
準を下げるような誘惑に対して，「わたし
は偉大な業に携わっているから下って行
くことはできない」と答えるなら，個人とし
て，また神権者の一団として，どれほど大
きな力を発揮できることでしょうか。
わたしたちは大きな課題と好機に満ち
た時代に生きています。主は，ネヘミヤの
ような人々を求めておられます。神権の
誓詞と聖約を守る忠実な兄弟たちです。
神の王国を築く業に勤勉に取り組む堅固
な人々を集めておられます。反発と誘惑
に遭っても，心の中で，「わたしは偉大な
業に携わっているから下って行くことはで
きない」と言う人々です。
試練や苦難に遭っても，「わたしは偉大
な業に携わっているから下って行くことは

できない」と答える人々です。
侮辱や非難に遭っても，「わたしは偉大
な業に携わっているから下って行くことは
できない」と公言する人々です。
天の御父が求めておられるのは，ささ

いな事柄に永遠の道をじゃまさせることを
拒む人々，安易な娯楽に興味をそそられ
たりサタンのわなにはまったりせず，成し
遂げるよう主から与えられた業から注意
をそらすことのない人 ，々自分の言葉どお
りに実行し，信念をもって「わたしは偉大
な業に携わっているから下って行くことは
できない」と言う人々です。
神が生きておられ，わたしたち一人一
人を心にかけておられることを厳粛に証

あかし

します。神は御
み

手
て

を差し伸べてくださり，
奮い立って，栄誉ある神権の責任を引き
受ける人々を支え守ってくださいます。こ
の末日にわたしたちに偉大な業を託して
おられるからです。
この福音は人間が作ったものではあり
ません。教会の教義は，昔の聖典の意味
をだれかがうまく推測したものではありま
せん。神御自身が啓示された天の真理で
す。ジョセフ・スミスは，彼が見たと述べた
示現を見ました。そのことを証します。彼

は確かに天界をのぞき込み，天の御父で
あられる神と御子，天使たちと言葉を交
わしました。
天の御父は，霊と真理において御自分
を求める人々に語ってくださることを証し
ます。今

こん

日
にち

，神は，神の預言者，聖見者，
啓示者であるトーマス・S・モンソン大管長
を通して語られるのをわたし自身の目で
見たことを，喜びをもって証します。
愛する兄弟の皆さん，ネヘミヤのように，

わたしたちにはなすべき偉大な業があり
ます。将来を展望しながら立っています。
誘惑に負けず，決して標準を下げないよう
に，注意をそらすものがあっても，誘惑が
どこから来るかにかかわらず，最も重要
なものを見失わないように，一致団結して
揺るがずに立ち，主イエス・キリストの旗
を雄 し々く掲げるように，心から祈ります。
わたしたちが全能の神の聖なる神権に
ふさわしくなり，頭を上げ，堂 と々した声で
世の人々に「わたしたちは偉大な業に携
わっているから下って行くことはできない」
と宣言することができますように，イエス・
キリストの聖なる御

み

名
な

により祈ります。
アーメン。

注
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神の神権を持つ兄弟たちに向
かって話す栄誉と祝福に感謝し
ています。今晩わたしの話を通

して，神権を使って勇ましく大胆に奉仕で
きるよう皆さんを助けたいと願っています。
皆さんは最後の神権時代に主の軍勢と
して働く特権にあずかっているのですか
ら，勇気と大胆さを兼ね備える必要があ
ります。今は平穏な時代ではありません。
前世で，サタンはその軍勢を集結して天の
御父の計画に逆らいました。それ以来，
平穏な時代などありませんでした。前世
での戦いがどのようなものであったか，わ
たしたちには詳しくは分かりません。しか
し，その結果何が起こったかは知ってい
ます。サタンとその手下は地に投げ落とさ
れました。アダムとエバが造られて以来，
この戦いは続いています。そして，見ての
とおり，戦いはますます激しくなっていま
す。聖文によると，戦いはさらに激しさを

増し，主の側につく者の中から多くの霊
的な犠牲者が出ることになるでしょう。
たいていの人は戦場の様子を映画で見
たり，本で読んだりしたことがあるでしょう。
爆撃音や兵士の叫び声に混じって「負傷
者あり！」という叫び声が上がります。
この叫び声が上がると，忠実な味方の
兵士たちは声の方に進みます。傷ついた
同
はら

胞
から

のところへ危険も顧みずに移動する
兵士や衛生兵もいるでしょう。負傷兵は
助けが来ることを知ります。どんな危険を
冒してでも，やがてだれかが姿勢を低くし
て走り寄り，または匍

ほ

匐
ふく

前進でたどり着い
て保護し，傷の手当てをしてくれるのです。
困難で危険な使命を帯びた部隊では，兵
士は必ずこのようにします。どんな犠牲を
払おうとも断固として果たさなければなら
ない使命を担っているからです。部隊の
兵士は，一人たりとも置き去りにしないと
いう固い決意をもって忠実に働きます。歴
史を見れば，このような話は枚挙にいとま
がありません。
公式文書から一つの例を話します。1

1993年10月，ソマリアでの戦闘で，ヘリコ
プターに乗った合衆国陸軍の二人の突撃
隊員が銃撃戦の最中に，近くを飛行して
いた2機のヘリコプターが撃墜されたとの
知らせをうけました。比較的安全な高度
を飛んでいた二人の隊員は，墜落したヘ
リコプターの隊員の救出が地上軍にはで
きないことを無線で知らされます。墜落現
場に近づいて行く敵軍の数はどんどん増
えていました。
上空から見下ろしていた二人の隊員は，
地上に降りることを申し出ました。（無線で

彼らが言った言葉は「自分たちをあそこ
に投げ込んでください」でした。）瀕

ひん

死
し

の
重傷を負った仲間を保護するためです。
非常に危険であったため，申し出は却下
されました。隊員たちは重ねて申し出ま
したが，再度却下されました。3度目に
やっと，地上に降りる許可が下りました。
二人は携行できる武器のみを持って，
墜落したヘリコプターと負傷したパイロッ
トのところに向かいました。敵軍は墜落
地点に結集しつつありましたから，銃弾
の飛び交う中を進んだのです。二人は残

ざん

骸
がい

の中から負傷したパイロットを引き出
し，自分たちの体を盾にしてパイロットを
運びました。最も危険な位置に自らを置
いたのです。弾薬が尽き，致命傷を負っ
てまでも同胞の命を守りました。彼らの
勇気と犠牲が，失われたかもしれない一
人のパイロットの命を救ったのです。
この二人は死後，それぞれ名誉勲章を
受けました。武装した敵軍を前にして勇
ましく戦ったことをたたえる国家最高の勲
章です。記録には，彼らは「義務が要求す
る以上のことを行った」とあります。
しかし，墜落したパイロットの救出に向
かった彼らに，義務以上のことをしている
という意識があったでしょうか。どんな犠
牲を払ってでも仲間の兵士を守る義務が
あると彼らが感じたのは，忠誠心からで
した。しかし，彼らに行動する勇気を与
え無私の務めを行わせたのは，仲間の命
と幸福，安全を守らなければならないと
いう責任感だったのです。
神権者が忠実に奉仕するとき，その心
には人に対するこのような責任感がありま
す。わたしたちの仲間は，霊的な戦いの
中で傷ついています。わたしたちが仕え，
危害から守ってあげなければならない人
たちも同じように傷ついています。霊に
負った傷は，霊の目でなければ容易に見
分けることができません。しかし，救い主
の弟子として仕えているビショップや支部
会長，伝道部会長は，傷を負っている者
を見極めることができます。
そのようなことは，昔から至る所で起き
ています。わたしにも覚えがありますが，
ビショップだったころ，ある若い神権者の

「負傷者あり！」
大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

神権者が忠実に奉仕するとき，その心には人に対する責任感があります。
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表情と態度を見て，こんな思いに駆られ
ました。あまりにはっきりとした感覚だっ
たため，声が聞こえたかのようでした。
「彼と話さなければいけない。今すぐに。
何かが起ころうとしている。彼には助けが
必要だ。」
このような思いに駆られたとき，わたし
は決して先送りしません。なぜなら，罪の
傷というものは，初期の段階では傷つい
た当人に自覚がないことが多いことをわ
たしは知っていたからです。サタンは時に，
傷つけている最中には霊的な苦痛を感じ
させないような処置を施すようです。悔い
改めに導くような力が働かないかぎり，傷
は悪化し深くなります。
ですから，そのような人に気づいたら，

天の御父の子供たちの霊を救う責任を持
つ神権者として，皆さんは救出に向かわな
ければなりません。「負傷者あり！」の声を
待つことはできません。親友やほかの指
導者，両親でさえ，皆さんが見ている危険

には気がついていない場合もあるのです。
霊感を受けて警告の叫びを察知してい
るのはあなただけかもしれません。叫び
が聞こえたように感じても，ほかの人はこ
んなふうに考えるかもしれないのです。
「問題があるように見えたけれども，思い
過ごしだったらしい。人を裁く権利など
わたしにはないわけだし，これはわたし
の責任でもない。本人が助けを求めてく
るまでそっとしておこう。」あなたもそう考
えるよう誘惑されるでしょう。
深い傷を負っていることを確認し，その
傷を診断し，神から霊感を受けて必要な
治療法を処方して癒

いや

しへの道を歩ませる
力と責任は，権能を受けたイスラエルの
判士にしか与えられていません。しかし，
皆さんは，霊に傷を負った神の子供を救
出に行くという聖約を交わしています。傷
ついている者に背を向けない勇敢さと大
胆さを持つ責任があります。
わたしの力の及ぶかぎり，少なくとも二

つのことを説明しなければなりません。
まず，皆さんにはなぜ，傷ついた友人を助
けに行く責任があるのか。そして，もう一
つは，どうすればその責任を果たすことが
できるかです。
まず初めに，先に述べたように，皆さん

は聖約を交わしています。神から信頼さ
れて神権を受けたとき，たとえどんなに困
難で危険が伴うように見えたとしても，人
の救いのために果たすこと，果たさない
ことすべてに対して責任を受けたのです。
この重大な責任を引き受けた神権者の
例は数え切れないほどあります。皆さん
もわたしもこのような責任を引き受けなけ
ればなりません。神聖な信頼を受けてい
たために，難しい状況下で同胞を助ける
ために行動したことを，ヤコブは，モルモ
ン書の中で次のように説明しています。
「さて，わたしの愛する同胞よ，わたしヤコ
ブは，まじめに自分の務めを尊んで大いな
るものとするという責任を神から受けてお
り，また，わたしの衣からあなたがたの罪
を取り除きたいので，今日こうして神殿に
来て，あなたがたに神の御

み

言
こと

葉
ば

を告げる。」2

皆さんは，ヤコブは預言者であり，自分
とは違うと主張しますか。しかし，皆さん
は神権の職が何であろうと，それには，周
りにいる者の「垂れている手を上げ，弱く
なったひざを強め〔る〕」3 という義務が
伴っています。皆さんは主の僕

しもべ

です。主
が行われるであろうことを，できるかぎり
人に対して行うという聖約を交わした者
なのです。
皆さんに与えられている大いなる機会
と皆さんの責任については，伝道の書に
次のように書かれています。
「ふたりはひとりにまさる。彼らはその
労苦によって良い報いを得るからである。
すなわち彼らが倒れる時には，そのひ
とりがその友を助け起す。しかしひとりで
あって，その倒れる時，これを助け起す者
のない者はわざわいである。」4

この聖句から，ジョセフ・スミスの的を
射た厳粛な言葉が理解できるようになる
でしょう。「愚か者でもないかぎり，人の
命を軽 し々く扱う者はいない」5 ヤコブが
語ったように，助けることができたかもし



れない男性や女性を助けなかった場合，
その人が倒れたとしたら，深い悲しみは
本人のみでなく助けることを怠った人にも
訪れます。皆さんの幸せと，神権者として
皆さんが仕えるよう召されている人の幸せ
とは，表裏一体なのです。
では次に，皆さんが仕え，救うように召
されている人を最もよく助けるにはどうすれ
ばよいかについて話しましょう。これは，皆
さんの能力と，霊的な危機に陥っている人
と皆さんがどのような神権の関係にあるか
によって異なります。神権の奉仕の段階に
応じて3つの例を挙げてみましょう。
まず，あなたがアロン神権の教師で，経

験の浅い後輩同僚である場合から始めま
しょう。経験豊富な同僚と組んで若い夫
婦の家庭を訪問します。訪問の用意を始
めるに当たり，あなたは力と霊感を祈り
求めます。家族の必要を見極め，どんな
助けができるか知ることができるよう祈る
のです。できれば，この祈りは同僚と一緒
に，訪問先の家族の名前を挙げて行うと
よいでしょう。祈るとき，あなたの心には
訪問する家族への愛と神への愛がわき上
がります。あなたと同僚は，これから行お
うとすることについて意見が一致している
はずです。あなたたちは何を行うか計画
を立てるでしょう。
どのような計画を立てたにせよ，訪問
している間あなたは注意深く謙

けん

遜
そん

になっ
て家族を観察し，話に耳を傾けます。あ
なたは若く，あまり経験がありません。し
かし，主はその家族が霊的にどんな状態
にあり，何を必要としているかをすべて御
存じで，その家族を愛しておられます。そ
れに，あなたには主の代理として遣わさ
れているという自覚がありますから，家族
を助けるためには何が必要か，自分には
何ができるかが分かるはずだという信仰
を持つことができます。それが知らされる
のは，訪問して家に入り，顔を合わせて語
るときです。教義と聖約の中で神権者に
次の責任が与えられているのはこのため
です。「また各会員の家を訪れて，彼らが
声に出して祈り，ひそかにも祈るように，
また家庭におけるすべての義務を果たす
ように勧めることである。」6

次に，皆さんの責任は増し加わり，さら
に大きな識別の力が必要となります。
「教師の義務は，常に教会員を見守り，
彼らとともにいて彼らを強めることであり，
教会の中に罪悪がないように，互いに
かたくなになることのないように，偽り，陰
口，悪口のないように取り計らうことであり，
また教会員がしばしば会合するように
取り計らい，またすべての会員が自分の義
務を果たすように取り計らうことである。」7

彼らがこの標準にどの程度従っている
か詳しく知るために，あなたと同僚が霊
感を受けることはまずありません。でも，
経験から約束できるのですが，何が家族
のためになるのかを知る賜

たま

物
もの

があなたに
は与えられます。その賜物のおかげで，
家族を励ませるのです。約束できること
がもう一つあります。あなたと同僚は，霊
の癒しの過程を家族が歩み始めるために
何を変えればよいのか御

み

霊
たま

によって知る
ことができます。御霊に促されてあなた

が家族に勧告する言葉には，主が家族に
変えるよう望んでおられる事柄が確実に
含まれているでしょう。
同僚が御霊に感じて生活を変えるよう
家族に勧告し始めたら，同僚の行動を観
察してください。御霊に導かれて同僚が
語る様子を目

ま

の当たりにして驚くでしょう。
同僚の言葉には愛があります。そして同
僚は，生活を変えて家族が祝福を得られ
るようにする方法を見つけます。生活を
変えなければならないのが父親か母親で
あれば，それによって子供たちがどれほど
幸福になるか説明するかもしれません。
そのように変わることは，不幸な状態を離
れて幸せで平安な生活に移ることだと同
僚は説明するでしょう。
訪問中にあなたはあまり貢献していな
いと感じるかもしれませんが，あなたの
影響力は自分が考えているより大きいの
です。あなたがその家族を愛しているこ
とは，表情やしぐさから分かります。自分
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たちと主を愛しているためにあなたが恐
れていないのだと彼らは理解します。そ
してあなたは，雄 し々く真理を証

あかし

します。
あなたの謙遜で素朴で，恐らく簡潔な証
は，経験ある同僚の証よりも聞く人に感動
を与えます。わたしはこれまでこのような
場面を見てきました。
神権者としての訪問中に果たす役割が
どのようなものであろうと，家族に主の助
けがあるようにと願っているかぎり，あな
たには二つの祝福が与えられます。第1に，
訪問先の家族に対する神の愛が感じられ
るようになります。そして第2に，あなたが
心から望んだ事柄に対して救い主が感謝
しておられるのを感じるようになります。
あなたが訪問したのは，救い主の御

み

心
こころ

の
ままに家族を助けたいと望んだからです。
主があなたをその家族に送られたの
は，あなたを信頼しておられるからです。
責任感をもってその家族の心を主に向け
させ，彼らが幸せへの道を歩めるようあ
なたが彼らを助けてくれることを主は御存
じなのです。
もう少し成長すると，あなたには，神権
による奉仕のもう一つの機会が訪れます。
あなたは自分の定員会の会員と親しくな
ります。バスケットボールやフットボールを
したり，一緒に青少年の活動や奉仕プロ
ジェクトに参加したりしてきたのかもしれ
ません。その中の何人かとは非常にいい
友達になります。
そのうち，彼らがいつ幸せを感じ，いつ

悲しみを感じているか分かるようになりま
す。あなたも友達も，定員会では指導者
の責任を受けていないかもしれません
が，定員会の仲間に対して責任があるこ
とは自覚しています。あるとき定員会の仲
間が，戒めを守れなくなりそうだとあなた
に打ち明けます。それが霊に悪い影響を
及ぼすことがあなたには分かっています。
彼は助言を求めるかもしれません。あな
たを信頼しているからです。
経験から言うのですが，良い影響を与

えて仲間を危険な道から救い出すことが
できたならば，その仲間はあなたにとって
真の友達になります。その喜びは決して
忘れることができないでしょう。それがで

きなかった場合，仲間には悲しみ嘆く時
が訪れます。あなたも同じように苦しむで
あろうことをわたしは約束します。しかし，
助けようと努めたのであれば，その仲間が
友達であることに変わりはありません。事
実，何年かたって，あなたの助言に従って
いればよかったと彼はあなたに言うかも
しれないのです。助けようとしてくれたこと
に感謝するでしょう。そのときには彼を慰
め，もう一度導いてください。青少年のころ
と同じように幸福への道に戻るよう誘うの
です。贖

あがな

いによってそれは可能となります。
そして，後にあなたは父親になります。
神権を持つ父親です。あなたは悲しみか
ら幸福へと人々を導いてきました。神権
による奉仕を通して学んできた事柄は，
必要な力を与えてくれます。人の救いの
ために長い年月責任をもって務めてきた
あなたには，家族を支え，守る準備がで
きています。家族というものは，若いころ
には想像もできないほどいとしいもので
す。父親であるあなたには，愛する家族
を神権の力によって安全な道に導く方法
が分かっています。
生涯を通じ，また永遠にわたって神権
者としての奉仕に皆さんが喜びを感じる
ことができますように。モーサヤの息子た
ちのような愛と勇気をはぐくむことができ
ますように。モーサヤの息子たちは，命の
危険を冒してでもかたくなな民に福音を
伝えたいと望み，それを行う許可を願い
求めました。天の御父の子供たちを愛し
ており，勇気があったからです。彼らにこ
の望みと勇気をもたらしたのは，責任感で

した。永遠の不幸の淵
ふち

に沈もうとしている
見知らぬ民を永遠の幸福へと導く責任が
自分たちにはあると感じていたのです。8

前世でエホバは栄光の王座から降りて
わたしたちに仕え，わたしたちのために命
をささげることを願い求められました。わ
たしたちも同様の望みを持つことができま
すように。主は父なる神に「わたしをお遣
わしください」9 とおっしゃったのです。
皆さんが神から召された者であり，神の
子供たちに仕えるために送り出されている
ことを証します。神は一人も置き去りにさ
れることのないように望んでおられます。
モンソン大管長は全地の神権の鍵

かぎ

を持っ
ています。皆さんには，イエス・キリストの
贖いによって可能となった幸福への道を
神の子供たちが見いだせるよう助ける責
任があります。この責任を果たすために
必要な霊感と力を神は皆さんにお与えに
なるでしょう。このことをイエス・キリストの
聖なる御

み

名
な

によって証します，アーメン。

注

1．The U.S. Army Leadership Field

Manual（2004年），28－29参照

2．モルモン書ヤコブ2：2

3．教義と聖約81：5

4．伝道4：9－10

5．History of the Church，第3巻，295

6．教義と聖約20：47

7．教義と聖約20：53－55

8．モーサヤ28：1－8参照

9．アブラハム3：27参照



この満員のカンファレンスセンター
と世界中の集会所に集ってい
る，愛する神権者の兄弟の皆さ

ん，わたしは皆さんに話す責任にへりくだ
る思いです。わたしはこれまでに話され
たメッセージを支持します。また，皆さん
一人一人に対する心からの愛を表し，皆
さんの信仰と献身に感謝を表します。
兄弟の皆さん，教義と聖約に次のよう
に記されているように，神権者としての責
任は非常に重要です。「大神権すなわち
メルキゼデク神権の力と権能とは，教会
のすべての霊的な祝福の鍵

かぎ

を持つことで
ある。」1 さらにこう記されています。「小
神権すなわちアロン神権の力と権能とは，
天使の働きの鍵を持ち，また聖約と戒め
にかなって外形上の儀式，すなわち福音
の文字，罪の赦

ゆる

しのための悔い改めのバ
プテスマを執行することである。」2

1958年に，後に教会の第11代大管長と

なるハロルド・B・リー長老は，神権とは
「悪の力に対抗する主の軍勢」3 であると
言いました。
ジョン・テーラー大管長は「神権によって
現れる力は，まさに神の力である」と述べ
ました。4

預言者たちが述べたこの霊感あふれる
言葉から，神権を持つ者は皆，偉大な特
権と責任にふさわしくならなければならな
いことが分ります。一人一人が義務を学
び，全力を尽くして実行しなければなりま
せん。そうすることにより，わたしたちは，
天の御父と御子イエス・キリストがこの地
上で業を行うための道具となるのです。
わたしたちは，まさに，この地上において
御二方の代理を務めています。
今
こん

日
にち

，わたしたちは多くの難題に直面
しています。中には試練に押しつぶされ
そうな人もいます。しかし，神がいてくだ
さるので，負けることはありません。聖な
る神権にふさわしい者となるなら，勝利を
得るのです。
さて，アロン神権者の皆さん，皆さん一
人一人が，神権に聖任されていることの重
要性を理解できるよう，わたしは心から望
んでいます。皆さんが毎週日曜日に聖

せい

餐
さん

の執行とパスを行うことは，ワードの会員
一人一人の生活にとって，非常に重要な
務めです。
わたしは昔，執事定員会の書記として

奉仕する機会にあずかっていました。執
事定員会にはたくさんの割り当てがあっ
たことをよく覚えています。すぐに思い出
すのは，聖なる聖餐のパスを行ったこと，
月に1度断食献金を集めたこと，互いに見

守り合ったことです。最も恐ろしい割り当
てを受けたのは，ワード大会の指導者会
のときでした。管理をしていたステーク会
長会の兄弟が，ワードの役員たちに話の
責任を与えました。彼らはそのとおりに
しました。それからその兄弟は何の前触
れもなく，立ち上がってこう言ったのです。
「今度は若い役員から聞きましょう。執事
定員会書記のトーマス・S・モンソン兄弟
に，彼の奉仕についての話と証

あかし

を述べて
いただきましょう。」わたしは何を話した
か，一つも覚えていませんが，そのときの経
験と教訓を忘れたことはありません。次の
ように述べたのは，使徒ペテロでした。
「あなたがたのうちにある望みについて説
明を求める人には，いつでも弁明のできる
用意をしていなさい。」5

教会の初期の神権者に主は約束されま
した。「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

み

霊
たま

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。」6

兄弟の皆さん，今は恐怖の時代ではな
く，信仰の時代です。わたしたち神権者一
人一人が最高の自分になるべき時代です。
この世の旅路では，だれもが時折危険
を経験しますが，今晩，皆さんに3つの提
案をしてもよいでしょうか。この提案に従
うなら，安全へと導かれるでしょう。以下
がその3つです。
1．熱心に学ぶ。

2．心を込めて祈る。

3．義にかなった生活を送る。

これらの提案は新しいものではありま
せん。何度も教えられてきたことです。し
かし，もしこれらを生活に取り入れるなら，
「敵対する者」に打ち勝つ強さを得るで
しょう。これらを無視するなら，サタンに
付け入るすきを与え，その力に屈すること
になるでしょう。
第1の提案は，熱心に学ぶことです。神
権者は一人一人，毎日聖文を研究するべ
きです。毎日聖文を読んで，その教えを生
活に応用する方が，短期集中型の勉強よ
りもはるかに効果があります。聖文の中

最高の自分になる
トーマス・S・モンソン大管長

一人一人が義務を学び，全力を尽くして実行しなければなりません。
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で説かれている教訓に慣れ親しんでくだ
さい。主のたとえや預言者の勧告の背景
や場面を学んでください。それらを，あた
かも自分に話されているかのように研究
してください。実際，わたしたちに語られ
ているからです。
預言者リーハイとニーファイは，それぞ

れの示現の中で，神の御
み

言
こと

葉
ば

を学びそれ
にしっかりつかまることの大切さを示され
ました。信じようとしない兄のレーマンと
レムエルに，ニーファイは示現で示された
鉄の棒についてこう言いました。

「わたしは兄たちに，〔その棒〕は神の言
葉であって，だれでも神の言葉に聞き
従って，それにしっかりつかまる者は，決
して滅びることがなく，また敵対する者の
誘惑や火の矢も，彼らを打ち破って盲目
とし，滅びに至らせることはないと言った。
わたしニーファイは，主の言葉を心に留
めるように兄たちに勧めた。まことに，わ
たしは兄たちが神の言葉を心に留めて，
何事においても常に神の戒めを守ること
を覚えるように，全精力を傾け，能力の限
りを尽くして兄たちに勧めた。」7

アロン神権者とメルキゼデク神権者の
皆さん，わたしは皆さんに約束します。も
し聖文を熱心に学ぶなら，誘惑を回避し，
聖霊の導きを受けてあらゆることを行う
力が増すでしょう。
第2の提案は，心を込めて祈ることです。
神には何でもおできにならないことはあ
りません。アロン神権者とメルキゼデク神
権者の皆さん，預言者ジョセフが聖なる
森の中で祈りをささげたことを思い出して
ください。周りを見回し，あの祈りがこた
えられた結果を見てください。
アダムも祈り，イエスも祈られました。
わたしたちはその祈りの結果を知ってい
ます。1羽のすずめが落ちるのも御存じ
の神は，心からの嘆願を必ず聞いてくだ
さいます。この約束を思い出してください。
「あなたがたのうち，知恵に不足している
者があれば，その人は，とがめもせずに惜
しみなくすべての人に与える神に，願い
求めるがよい。そうすれば，与えられるで
あろう。」8

この話を聞いている，大小様々の試練
と闘っている皆さんにお伝えします。祈り
は霊的な強さの源であり，安らぎへのパ
スポートです。祈りは，わたしたちを愛し
てくださっている天の御父に近づく手段で
す。祈りの中で御父に話しかけ，答えに
耳を傾けてください。奇跡は，祈りを通し
てもたらされるのです。
デイジー・オガンド姉妹は，800万人以
上の人口を抱えるニューヨーク市に住ん
でいます。数年前，オガンド姉妹は宣教
師に会い，福音を教えられましたが，いつ
の間にか連絡が途絶えてしまい，時が流
れていきました。しかし，2007年になって，
かつて宣教師から教わった福音の原則が
心の中で目覚めてきました。
ある日，デイジーがタクシーに乗ろうとし
ていると，遠くに宣教師の姿が見えました。
声をかけようとしましたが，見えなくなって
しまいました。心を込めて天の御父に祈
り，もし御父が何らかの方法で宣教師をも
う一度遣わしてくださるなら，ドアを開け
ることを約束しました。神は自分の祈りを
聞き届けてくださるという信仰を心に抱
きながら，その日，家へ帰りました。



一方，二人の若い宣教師は，教える
人々が見つかるよう心から祈り，努力して
いました。ある日，二人は以前にその区
域で伝道した宣教師の伝道記録を調べて
いました。記録の中から，オガンド姉妹
の名前を見つけました。宣教師たちが彼
女のアパートを訪れたのは，オガンド姉妹
が簡潔ながらも心を込めて祈った午後の
ことでした。彼女はドアを開け，宣教師た
ちの耳にはまるで音楽のように快く響く言
葉を口にしました。「長老たち，お入りく
ださい。あなたたちを待っていました！」
両者の心からの祈りはこたえられまし
た。再び連絡を取り合うようになり，宣教
師が福音を教えるようになり，デイジーと
息子のエディーのバプテスマの準備が整
いました。
心を込めて祈ることを覚えてください。
最後の提案は，義にかなった生活を送
ることです。旧約聖書の偉大な預言者イ
ザヤは，神権者に霊感あふれる訓戒を与
えています。「汚れた物にさわるな。その
中を出よ，主の器をになう者よ，おのれを
清く保て。」9

神権者は，必ずしも雄弁ではないかも
しれません。難しい学問分野で高学歴を
修めてはいないかもしれません。貧しい
暮らしをしているかもしれません。しかし，
神は人を偏り見ることはなさいません。そ
して神は，今日の悪を回避し，高潔で清
い生活を送る義にかなった僕

しもべ

を助けてく
ださいます。例を挙げましょう。
ソルトレーク・シティーから約900マイル

（1,500キロ）北に，カナダのアルバータ州カ
ルガリーという美しい町があります。カナダ
最大の年中行事であり，世界最大の野外
ロデオ大会が行われる「カルガリー・スタン
ピード」という祭りの舞台です。10日間に
わたるイベントでは，ロデオ競技会，展示
会，農作物品評会，チャックワゴンレース
などが行われます。初日に行われる「スタ
ンピード・パレード」は，祭典の中で最も古
く大規模なイベントで，35万の見物人（そ
の多くがカウボーイの衣装を着ています）
が見守る中，カルガリーの繁華街を約5キ
ロ行進します。
数年前，ユタ州にある大きな高校の音

楽隊がオーディションを受け，念願がかな

い「カルガリー・スタンピード・パレード」で
行進することが決まりました。何か月もの
間，資金を集めたり，朝早く街路を行った
り来たりする練習をしたり，そのほかの準
備をしました。それはすべて，カルガリー
へ行き，パレードに参加するためでした。
パレードでは，一つの音楽隊が最優秀賞
に選ばれるのです。
出発の日がやって来ました。やる気あ
ふれる生徒たちや彼らの指導者たちがバ
スに乗り，はるか北のカルガリーを目指し
て出発しました。
途中，バスはアルバータ州のカードスト
ンで止まりました。一行はそこで一泊しま
した。カードストンの扶助協会の姉妹たち
が，音楽隊のメンバーが再びバスで出発
する前に食べられるように，弁当を用意し
てくれました。音楽隊の一員であり，アロ
ン神権の祭司の職を持つブラッドは，お
なかがすいていなかったので，弁当を後
で食べることにしました。
ブラッドは後ろの席が好きでした。カ
ルガリーまでの旅が再開する前に，ブラッ
ドはいつもの席に座ると，最後列の座席
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の裏の棚に弁当の入った袋を置きました。
彼が弁当を置いた場所は，7月の午後の
日差しが差し込む，窓ガラスのすぐそば
でした。運の悪いことに，袋の中身は玉
子サラダのサンドイッチでした。このこと
の重大さがよく理解できない人のために
説明すると，玉子サラダは冷蔵保存する
必要があるのです。もしも冷蔵保存しな
ければ，あるいは，晴れた日にバスの中
に放置して窓からさし込む直射日光にさ
らし続けるなら，玉子サラダはバクテリア
が増殖する理想的な環境となってしまい
ます。その結果，いわゆる食中毒が起き
るのです。
カルガリーへ着く前に，ブラッドはおな
かがすいてきました。弁当のことを思い
出し，玉子サラダのサンドイッチをほおば
りました。バスがカルガリーへ着き，市内
へ入ると，音楽隊の隊員たちは，ブラッド
を除いて全員歓声を上げました。不幸な
ことに，ブラッドは激しい腹痛と，食中毒
が起こす様 な々不快な症状で苦しんでい
ました。皆さんにも経験があるでしょう。

目的地に着くやいなや，音楽隊の隊員
たちはバスを降りました。しかし，ブラッ
ドは降りません。翌朝パレードでドラムを
たたくよう隊員たちに当てにされているの
を知っていましたが，痛みのために体をく
の字にし，あまりにも気分が悪くて，バス
を降りられなかったのです。運の良いこ
とに，友達のスティーブとマイクがブラッド
のいないことに気づき，捜すことにしまし
た。スティーブとマイクは最近高校を卒業
し，二人とも，最近メルキゼデク神権の長
老に聖任されたばかりでした。
バスの後方にブラッドを見つけ，何が起
こったかを知り，スティーブもマイクも途方
に暮れました。ようやく，自分たちが長老
であり，病人を癒

いや

すメルキゼデク神権の権
能を持っていることを思い出します。神権
の祝福をした経験は一度もありませんで
したが，この二人の新しい長老には，自分
が持っている力を信じる信仰がありまし
た。二人はブラッドの頭に手を置き，メル
キゼデク神権の権能とイエス・キリストの
御
み

名
な

により，ブラッドが元気になるよう簡

潔な言葉で祝福しました。
その瞬間から，ブラッドの症状はすっか
り良くなりました。翌朝，彼は音楽隊の隊
員たちと一緒に，カルガリーの通りを誇ら
しげに行進しました。音楽隊は最優秀賞
を受賞し，念願だった最高の名誉を受け
ました。しかし，それよりももっと重要な
ことは，経験はないながらもふさわしさを
保っていた二人の若い神権者が，主の代
理人として同

はら

胞
から

に仕える召しにこたえた
ことです。ぜひとも助けを必要とする人の
ために神権を行使する必要に迫られたと
きに，義にかなった生活を送っていた彼ら
は，その求めに応じることができたのです。
兄弟の皆さん，人生の旅路に備えてい
るでしょうか。時折，道は険しくなること
があります。進路を定め，注意を怠らず，
熱心に学び，心を込めて祈り，義にか

なった生活を送ると決意してください。
決して落胆しないようにしましょう。わ
たしたちが携わっている業は主の業だか
らです。「主は重荷を負う肩を強めてくだ
さる」と言われています。
強さを熱心に求め，絶えず変化する複
雑なこの世界の試練を乗り越えようとする
人は，「わたしとわたしの家とは共に主に
仕えます」10 と，不屈の精神と揺るぎない
勇気をもって，ヨシュアとともに宣言すると
きに，その強さを得るでしょう。この神聖
な真理を，イエス・キリストの御名により証
します。アーメン。

注

1．教義と聖約107：18

2．教義と聖約107：20

3．ハロルド・B・リー，“Priesthood，”（ブリ

ガム・ヤング大学セミナリーおよびイン

スティテュートの職員への説教，1958

年7月17日），1

4．ジョン・テーラー，The Gospel Kingdom，

G・ホーマー・ダラム編（1944年），130

5．1ペテロ3：15

6．教義と聖約84：88

7．1ニーファイ15：24－25

8．ヤコブの手紙1：5

9．イザヤ52：11

10．ヨシュア24：15
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総大会に参加するため，世界中の末日聖徒が集まった。
写真──左下から時計回りに，フィジーのスバ，ルーマ
ニアのクルージュ・ナポカ，ロシアのモスクワ，メキシ
コのドゥランゴ州ベルメホ，メキシコのオアハカ州フ
チタン，ブラジルのサンパウロ，ポーランドのワルシャ
ワの会員。



今日はキリスト教の世界では，伝
統的に「シュロの聖日」と呼ば
れる日です。イエス・キリストは

地上での生涯の最後の週に，エルサレム
の町へお入りになりました。約2,000年前
の日曜日のことです。1 ゼカリヤの昔の預
言が成就され2，イエスがロバに乗られる
と，多くの人々が主にあいさつし，シュロ
の葉や，花が咲いた枝，そして自分の上着
さえも主が進まれる道の上に敷きました。
主が近づかれると，人々はこう叫びました。
「主の御名

み な

によってきたる王に，祝福あ
れ。」3「ダビデの子に，ホサナ。」4

恐らく弟子たちは，これが転機，すなわ
ちユダヤの世界がついにイエスを長い間
待ち望んだメシヤであると認めた瞬間だ
と考えたでしょう。しかし救い主は，その

称賛と喝采
かっさい

の多くは長く続かないことを
御存じでした。間もなく，オリブ山に登り，
ゲツセマネの園でただ独り，世の罪を背
負うことになると知っておられたのです。

イエス・キリストの福音

「シュロの聖日」から復活祭の朝までの
この週に，わたしたちが光と命と愛の源
であるイエス・キリストに思いをはせるこ
とは，実にふさわしいことです。エルサレ
ムの群衆は主を，政治的な弾圧から解放
してくれる偉大な王であられると見なし
たことでしょう。しかし，実際には，主は
それ以上のものをわたしたちに与えてく
ださいました。値段のつけられない高価
な真珠であり，知識の大いなる鍵

かぎ

である
主の福音を与えてくださったのです。それ
を理解し，実践するなら，幸福と平和と充
実感に満ちた人生の扉を開いてくれます。
福音はキリストについてのよきおとずれ
です。神の御子が地上に来て，完全な生
活を送り，わたしたちの罪を贖

あがな

い，死に打
ち勝たれたという啓示です。また，それは
救いの道，希望と喜びの道，神は御自身
の子供たちのために贖いと幸福の計画を
用意しておられるという安心を与えてくれ
る道なのです。
福音は弟子として歩む道です。わたし
たちはその道を歩むとき，危機や悲しみ，
不安のときにあっても，確信と喜びを持つ
ことができます。

この世の道

今日
こんにち

，多くの人が生計を立てることにつ
いて不安を抱いています。将来について
心配し，直面する問題を解決する自分の
能力に疑問を抱いています。多くの人が
個人的な不幸や悲しみを経験し，人生の
意味や目的を知りたいと渇望しています。
こうした問題に対する関心が非常に高
いので，この世は臆

おく

することなく，わたし
たちが直面する問題への様 な々新しい答
えを提示しています。人々は魂の叫びに
答えてくれるものを見つけようと，次 と々新
しいアイデアを試しています。セミナーに
出席し，本やCD，その他の製品を購入し
ています。何か新しいものを見つける興
奮の渦に巻き込まれてしまいます。ところ
が必ず，新たな理論への興奮がさめてし
まうと，前に流行した方法でできなかった
ことが可能になると約束する，「新たに改
善された」解決法がそれに取って代わる
だけなのです。
こうしたこの世の選択肢に真理の要素
が含まれていないわけではありません。
含まれているものも多くあります。しかし，
それらは皆，人生で求められている永続
的な変化をもたらすことはありません。興
奮がさめると，むなしい思いが残ります。
すると人々は，幸福の秘訣

ひけつ

を教えてくれる，
次の新しいアイデアを探し求めるのです。
それとは対照的に，イエス・キリストの福

音にはわたしたちのすべての問題への答
えがあります。福音は秘訣ではありませ
ん。複雑でもなく，隠されたものでもあり
ません。福音は真の幸福への扉の鍵を開
けてくれるのです。だれかの理論や主張
でもなく，人が生み出したものではまった
くありません。宇宙の創造主の永遠にか
れることのない清い泉からわき出るもの
です。主は，人にはとうてい理解できない
真理を知っておられます。そのような知識
をお持ちの創造主が福音を与えてくださ
ったのです。それは神からの贈り物，幸
福と成功への究極の公式です。

イエス・キリストの弟子になるにはどう
したらよいでしょうか

イエス・キリストの福音の卓越した真理

キリストの弟子として
歩む道
大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

今こそ，イエス・キリストの福音を受け入れ，主の弟子となり，主の道を歩む時です。
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を聞くと，わたしたちのうちに希望と信仰
の花が開き始めます。5 復活されたキリス
トのメッセージで心と思いを満たせば満
たすほど，主に従い，主の教えを実践し
たいという願いがふくらんできます。そし
て，信仰が深まり，キリストの光が心を照
らすようになります。そうすると，自分の生
活の不完全さに気づき，気のめいる罪の
重荷から清められたいと願います。罪か
ら解放されることを切望するようになる
と，悔い改めるよう促されるのです。
信仰と悔い改めはバプテスマの清めの

水へ導きます。バプテスマでわたしたち
はイエス・キリストの御名を引き受け，主の
道を歩むことを聖約します。
聖
きよ

められた生活を送る願いを持ち続け
るために，わたしたちは火のバプテスマ，
すなわち言葉で言い表すことのできない
聖霊の賜物

たまもの

を頂きます。聖霊は正義の道
を歩むわたしたちの傍らにいて導いてく
ださる，天の慰め主です。
神の御霊

みた ま

に満たされれば満たされるほ
ど，わたしたちはほかの人に手を差し伸
べるようになります。家庭と家族にとって
は平和を作り出す人となり，あらゆる所に

いる同胞
はらから

を助け，親切と赦
ゆる

し，寛容と忍
耐の心をもって憐

あわ

れみ深い行いをします。
これは充実した人生の真の道を歩む最
初のステップです。イエス・キリストに従う
者が歩む平穏な道です。

忍耐の道

しかしながら，それは手っ取り早く，一
夜にして解決する方法ではありません。
最近，ある友人から手紙をもらいました。
証
あかし

を強くいきいきと保つことが困難である
と打ち明け，助言を求めてきたのです。
わたしはこの友人に返事を書き，回復
された福音の教えにいっそう従うよう生
活を整えるためにできる具体的な事柄
を，愛情を込めて幾つか提案しました。
驚いたことに，わずか1週間後に返事が来
ました。その手紙の要旨はこのようなもの
でした。「提案されたことを試してみまし
たが，うまくいきませんでした。ほかにど
んな提案がありますか。」
兄弟姉妹の皆さん，長く続けなくては
なりません。永遠の命を得るのは，短距
離レースではありません。忍耐という長
距離レースなのです。神聖な福音の原則

を繰り返し応用し，日 ，々生活の一部とす
る必要があります。
朝，畑にトウモロコシの種をまいて，夕
方には実がなることを期待する農夫のよう
に，福音をとらえてしまうことが往々にして
あります。アルマは神の御言葉

み こ と ば

を種にた
とえ，種が生長し，「信仰と熱意と忍耐と
寛容」6 の成果として次第に実を結ぶと説
明しました。確かに，祝福が直ちに来る
こともあります。心の中に種を植えて間も
なく，種がふくらんで芽を出し，生長し始
めると，その種が良いものであることが分
かります。弟子として歩む道に足を踏み
入れたまさにその瞬間から，目に見える
か否かにかかわらず，神から祝福を受け
るようになります。
しかし，「その木に構わず，養い育てる

ことに心を配らなければ」7，完全な祝福
を受けることはできません。
種が良いものであることを知るだけで
は十分ではないのです。「木が根付〔く〕
ように，十分に注意して養いを与え〔る〕」8

必要があります。そのとき初めて「どんな
甘いものよりも甘く，……どんな清いものよ
りも清い」実を食べ，「満ち足りるまでその
実を食べて，もう飢えることも，渇くことも
な〔く〕」9 なるのです。
弟子として歩む道は長い旅路です。わ
たしたちの人格を練り，心を清めるため
には，精錬の教えが必要です。忍耐強く
弟子の道を歩むことにより，わたしたちの
信仰の強さと，自分の意思ではなく神の
御心
みこころ

を喜んで受け入れる気持ちの深さを
自分自身に示すのです。
単にイエス・キリストについて語り，主の
弟子であると宣言するだけでは不十分で
す。わたしたちの宗教の象徴を身の回り
に並べるだけでは不十分です。弟子にな
ることはスポーツ観戦ではありません。テ
レビのスポーツ番組を見ながらソファに座
って選手に助言をしているだけでは，健康
の恩恵に浴することはできません。それ
と同様，何もせずに傍観するだけでは，信
仰の祝福を期待することはできません。
にもかかわらず，「観客席の弟子」になる方
を好んだり，それを信仰生活の基本的な
姿勢としたりしている人もいるのです。



わたしたちの宗教は，他人任せの宗教
ではありません。ほかの人の善い行いを
傍観するだけで，福音の祝福を受けるこ
とはできません。傍観者でいるのではな
く，人に教えたことを自分で実行する必要
があります。

道はすべての人に開かれる

弟子として歩む道の最初の一歩を踏み
出すのは，幸いなことに，自分が今立って
いるその場所からです。最初の一歩を踏
み出すのに，前もって資格を得る必要は
ありません。金持ちであろうと貧乏であろ
うと関係ありません。教育，雄弁，知性な
どの条件もありません。完全であることも，
評判が良い必要もありません。礼儀をわ
きまえている必要さえないのです。
皆さんもわたしも今日

きょう

から弟子としての
道を歩むことができます。謙虚になり，心
から天の御父に祈り，御父に近づき，御父
について学びたいという願いを表しまし
ょう。信仰を持ってください。求めれば，
与えられ，門をたたけば，開けてもらえる
のです。10 ほかの人に仕えることにより，
主に仕えてください。ワードや支部に活発
に集ってください。福音の原則に従って
生活すると決意することによって，家族を
強めてください。結婚生活と家族生活に
おいて心と思いを一つにしてください。
今こそ，神殿の推薦状を持てるように生
活を整え，それを使う時です。今こそ，有
意義な家庭の夕べを行い，神の御言葉を
読み，真剣な祈りを通して天の御父に語
りかける時です。主の教会の回復，生け
る預言者，モルモン書，わたしたちの生活
を祝福する神権の力に対する感謝の念で
心を満たす時です。今こそ，イエス・キリス
トの福音を受け入れ，主の弟子となり，主
の道を歩む時です。
過ちを犯したことがあるために，もはや

福音の祝福に十分あずかることはできな
いと思い込んでいる人がいます。そういう
人は主の目的をほとんど理解していませ
ん。福音に従って生活する大きな祝福の
一つは，そのような生活によってわたした
ちが精錬され，過ちから学べるようにな
ることです。「すべての人は罪を犯したた

め，神の栄光を受けられなくなって」いま
す。11 しかし，イエス・キリストの贖罪

しょくざい

には，
わたしたちが悔い改めるなら，傷のない
者にしてくれる力があるのです。
わたしたちの愛する友，ジョセフ・B・ワ

ースリン長老はこの原則を分かりやすく教
えています。
「欠陥だらけの自分でも，天の御父が
愛してくださっていると知っているわたし
たちは，何と祝福されていることでしょう。
御父の愛は深く，わたしたちが自分自身
を見捨てたとしても，御父は決してお見捨
てになりません。
わたしたちは自分自身の過去と現在の
姿を見ますが，天の御父は永遠という観
点から御覧になります。
イエス・キリストの福音は変化の福音で
す。この福音は，地上の存在であるわた
したち人間を精錬し，永遠の存在へと変

化させます。」12

理由は何であれ，主の弟子として歩む
道を離れている人々にお勧めします。今
いる所から出発し，イエス・キリストの回復
された福音に戻って来てください。主の
道をもう一度歩んでください。主があな
たの生活を祝福し，人知をはるかに超え
た知識と喜びを与え，御霊という，神の賜
物を注いでくださることを証します。いつ
でも主の道を歩み始めることができます。
決して遅すぎることはありません。
これまで教会員として生活してこなかっ
たためにふさわしくないと感じている人，
失われた時を埋めることはできないと感
じている人に証いたします。主はあなた
の特別な能力，才能，技能を必要とされ
ています。教会はあなたを必要としてい
ます。わたしたちにはあなたが必要なの
です。いつでも主の道を歩み始めること
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ができます。決して遅すぎることはありま
せん。

主の弟子であることの祝福

復活祭の時期のこの「シュロの聖日」に，
そしていつも，わたしたちの主である救
い主イエス・キリストの回復された福音に
は，むなしさを満たし，傷を癒

いや

し，悲しみ
の谷に橋をかける力があることを心にと
どめましょう。福音は希望と信仰と主へ
の信頼の道です。イエス・キリストの福音
は，末日聖徒イエス・キリスト教会で完全
に教えられています。この教会は，生ける
預言者によって導かれています。預言者
は，ますます困難になる今日

こんにち

の問題に対
処するための導きを与えるよう，主イエ
ス・キリストから権能を受けています。
イエス・キリストが生きておられることを

厳粛に証します。主は世の救い主であり
贖い主であり，約束されたメシヤです。主
は完全な生活を送り，わたしたちの罪を
贖ってくださいました。主はいつもわたし
たちのそばにおられ，わたしたちの闘い
をともに闘ってくださいます。主はわたし
たちの希望であり，救いであり，道です。
これらのことをイエス・キリストの聖なる御
名により証します，アーメン。

注

1. マタイ21：6－11 参照

2. ゼカリヤ9：9 参照

3. ルカ19：38

4. マタイ21：9

5. ローマ10：17 参照

6. アルマ32：43

7. アルマ32：38

8. アルマ32：37

9. アルマ32：42

10. マタイ7：7参照

11. ローマ3：23

12. ジョセフ・B・ワースリン「いちばん大切

な戒め」『リアホナ』2007年11月号，

29参照
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世界中の愛する兄弟姉妹，ひざの
震える思いがし，気持ちは高ぶ
っています。皆さんへの愛を伝

え，支持してくれた皆さんに心から感謝し
ます。実に多くの面で自分の至らなさを
感じ，へりくだる思いがします。
聖なる使徒職を受けるために不可欠な
資格の一つに関しては，わたしは慰めを
感じています。主はこれをわたしに恵ん
でくださいました。わたしは，聖霊の力に
よって，イエスがキリストであり神の愛子で
あられることを，完全に，はっきりと知って
います。
トーマス・S・モンソン大管長よりも愛の
深い人はいません。大管長は，真昼の太
陽のような温かさを備えています。しかし，
皆さんも想像できると思いますが，大管
長がこの神聖な召しをわたしに伝えたと
き，わたしは圧倒されるような厳粛さに包
まれました。神の預言者の目によって，心

の奥底までも見詰められたように感じま
した。しかし幸いなことに，モンソン大管
長が愛に満ちた長い腕でわたしを包んで
くれたとき，わたしが主と主の預言者から
感じた愛を皆さんも想像できるでしょう。
わたしを知っている皆さん，皆さんの前
でわたしに足りない点があったとすれば，
皆さんの赦

ゆる

しと忍耐を請いたいと思いま
す。わたしには，皆さんの信仰と祈りがど
うしても必要です。
わたしは，なるべき自分になれていな
いことを承知しています。自分が，主の教
えと訓戒を喜んで受け入れ，従っていくこ
とができるよう祈っています。昨晩の神権
部会でモンソン大管長が話した，主は重
荷を背負う肩を強めてくださるという言葉
に慰めを感じます。
16年前，中央幹部に召されたばかりの
とき，ステーク大会でボイド・K・パッカー
会長に同行し，忘れられない話を聞きま
した。会衆に向けて話しながら，パッカ
ー会長はこう言いました。「わたしは自分
の身の程をわきまえています。」それから
少し間を置いてこう続けました。「わたし
は取るに足りない人間です。」次に，壇上
で彼の後ろに座っていたわたしの方を向
くとこう言ったのです。「アンダーセン兄弟，
あなたも取るに足りない人間です。」そし
てこう付け加えました。「このことを忘れ
るなら，主はすぐに思い起こさせてくださ
るでしょう。あまりうれしくない経験を通
してですが。」
忠実な教会員の皆さんに心からの感謝
を伝えます。若いころフランスで伝道し，
イエス・キリストの福音にあらゆる面で献

主のみもとに来なさい
十二使徒定員会
ニール・L・アンダーセン長老

わたしは，聖霊の力によって，イエスがキリストであり神の愛子
あいし

であられることを，
完全に，はっきりと知っています。



身していた会員たちを見て，わたしは自
分の証

あかし

が大きく育つのを感じました。
これまでの20年のうち10年を，教会の
割り当てを果たすために合衆国以外の国
で暮らしました。母国を離れ，異なる言
語の国々で，神の力が皆さんの生活に現
れるのを見てきました。イエス・キリストの
回復された福音を信じる偉大な家族であ
る皆さんは何とすばらしい人々でしょう。
主は，とてもお返しのできないような方
法でわたしを祝福してくださっています。
この地上にいる天使の一人と結婚させて
くださいました。完全な清さと純粋さを
備えた妻のキャシーは，わたしの光であ
り，模範であり，貴い神の娘です。妻がい
なければわたしには何の価値もありませ
ん。わたしは人生の大半を，彼女の期待
にこたえられるように努力してきました。
20年前，4人の子供がまだ小さかったと
き，わたしたち家族はフランスで伝道する
よう召されました。この召しとその後に受
けた召しで，子供たちは，安定を必要とし
た年ごろに町から町，大陸から大陸へと
移り住むことになりました。主は，子供た
ちを豊かに祝福され，今ではそれぞれが

すばらしい伴侶
はんりょ

と最高の子供たちに囲ま
れています。わたしのために子供たちが
示してくれた善良さと犠牲に感謝していま
す。また，母が今日

きょ う

この会場に来ていま
すが，忠実な両親に，そしてこれまでの人
生でわたしのために尽くしてくださったす
べての人に感謝します。
七十人の兄弟たちに心からの敬意と愛
を伝えます。彼らを実の兄弟のように愛
しています。わたしたちのきずなと友情
は，この世界だけにとどまらず，とばりの向
こうまで続くことでしょう。
これまでの16年間，大管長会と十二使
徒はわたしの模範であり，教師でした。
彼らの高潔さと義から学んできました。
この長い年月にわたって，彼らが分別な
く怒ったり，自分の利益や物質的なものを
得ようとしたりするのを見たことがありま
せん。地位を使って影響力や権力を求め
るのを見たこともありません。
むしろ，わたしは彼らの持つ，妻子への
思いやりと誠実さを見てきました。天の御
父と御子への愛と確かな証を見てきまし
た。たゆまず，第一に神の王国の建設を
求める姿を見てきました。神の力が注が

れ，彼らが大いなる者とされ，支えられる
のを見てきました。預言の言葉が成就す
るのを見てきました。神の権能により病
人が癒

いや

され，国々が祝福されるのを見て
きました。また，あまりに神聖なので詳し
く言えないような出来事に，彼らとともに
立ち会う機会にもあずかりました。大管
長会と十二使徒が主の油注がれた者であ
ることを証します。
ジョセフ・B・ワースリン長老が亡くなり，
この召しにあずかることになりましたが，
わたしの霊がワースリン長老の霊のように
なれればと祈っています。ワースリン長老
のように，自分自身への注目などまったく
求めず，最後の一息まで，救い主を証し，
神の王国を打ち立てるためにすべてをさ
さげながら，主の預言者が望むあらゆる
場所へ行き，あらゆることを行いたいと願
っています。
わたしたちの時代は，昔から待ち望ま
れていた時代です。聖文は「主が創世の
前に定めかつ備えられた」事柄について
述べています（教義と聖約128：5）。
数々の啓示は，これから起きる大いな
る集合について述べています（2ニーファ
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イ10：7－8；3ニーファイ16：5参照）。イザ
ヤは，主の家が山々の頂に建てられ，主
の御声

みこ え

がそこから全世界に行きわたると
預言しました（イザヤ2：2－3参照）。ダニ
エルは，教会は人手によらず山から切り
出される石のようであると宣言しました
（ダニエル2：34，44－45参照）。ペテロは
万物の更新について語りました（使徒3：
20－21参照）。ニーファイは，小羊の教会
の人々が，数においては多くないが，あら
ゆる地，あらゆる国民の中にいるのを見
ました（1ニーファイ14：12，14参照）。
わたしたちは，主の「驚くべき業と不思

議」の時代に生きています（イザヤ29：
14；2ニーファイ25：17参照）。わたしたち
は恵まれて，福音を家族と子孫にもたらし，
救い主の再臨に備えるのを助けることが
できます。主は，回復について，「世の光
とし，また〔わたしたち，すなわち主の〕民
……のための旗とし，さらに〔主〕に先立
ち，〔主〕の前に道を備える使者とする」と
いう目的があると言われました（教義と聖
約45：9）。わたしたちの責任はささいな
ものではありません。わたしたちが今こ
のように存在するのは偶然ではありませ
ん。この末日に聖約を守ることは，永遠に
わたって名誉のしるしとなるでしょう。
わたしは世界中で主の御手

み て

が現れるの
を見る特権にあずかってきました。わた
したちはソルトレーク盆地まで平原を歩
いて渡った開拓者をたたえますが，現代

にははるかに多くの開拓者がいます。手
車を押してはいませんが，非常に多くの点
で昔の開拓者とまったく同じです。彼らも，
モルモン書や個人の祈りを通して主の御
声を聞いています。信仰と悔い改めによ
り，バプテスマの水に入り，福音という肥
えた土壌にしっかりと根付いています。キ
リストの弟子である彼らは，正しくて真実
なことのために喜んで犠牲を払ってきまし
た。聖霊の賜物

たまもの

を受け，永遠の命に向か
う道を着実に歩んでいるのです。
愛する兄弟姉妹，わたしたちは，自分が

何者であるかを，そして何を与えられてい
るかを心に留めなければなりません。善
を行いたいと望むわたしたちは独りでは
ありません。様々な信仰と信条を持つす
ばらしい人々が周りにいます。
天の御父に祈り，祈りへの答えを受ける
わたしたちは独りではありません。わた
したちの天の御父は，御自身のすべての
子供たちを愛しておられます。
より偉大な大義のために犠牲を払うわ
たしたちは独りではありません。無私の
心を持つ人々がいるのです。
わたしたちと同じようにキリストへの信
仰を伝えている人はほかにもいます。世
界中に，忠実で心優しい父親と母親がお
り，互いに愛し合い，子供たちを愛してい
ます。わたしたちの周りの善良な人々か
ら学べることはたくさんあるのです。
それでもわたしたちは，末日聖徒イエ

ス・キリスト教会だけにしかない，独特な
事柄について恥じる必要はまったくありま
せん。この教会にのみ，天の使者によっ
て地上に回復された神の神権があります。
この教会にのみモルモン書があり，聖書
とともにキリストの完全な神性と福音を明
らかにし，宣言しています。この教会にの
み神の預言者がいて，天からの導きをも
たらし，地上でつなぐことを天でもつなぐ
鍵
かぎ

を持っているのです。
この教会には神聖な使命があるという
ことを知っているがゆえに，優越感を抱き，
傲慢
ごうまん

になってはなりません。むしろ，なる
べき人物になれるように，ひざまずいて主
に助けを請うべきです。とはいえ「これは
わたしの教会である。わたしがこれを設
ける。……これを覆すものはない」という
主の御言葉

み こ と ば

を思い起こすのに臆
おく

する必要
はありません（モーサヤ27：13）。
何よりもまず，わたしたちは救い主，贖

あがな

い主であるイエス・キリストについて宣言
します。今頂いているすべて，そしてこれ
から頂くすべてについて，わたしたちは
主に負債を負っています。主の尊厳を
畏敬
いけ い

の念をもって仰ぎ見るわたしたちに，
主は遠ざかりなさいとは言われません。
むしろ，みもとに来るように命じておられ
ます。「わたしは戸の外に立って，たたい
ている。だれでもわたしの声を聞いて戸
をあけるなら，わたしはその中にはい……
るであろう。」（黙示3：20）
主の御言葉は世紀を越えて響きわたっ
ています。
「わたしはよみがえりであり，命である。
わたしを信じる者は，たとい死んでも生
きる。
また，生きていて，わたしを信じる者は，
いつまでも死なない。」（ヨハネ11：25，26）
兄弟姉妹，主は生きておられます。主
は復活されました。そして地上での聖な
る業を導いておられます。主の預言者は
トーマス・S・モンソン大管長です。イエ
ス・キリストの御名

み な

によって証します，アー
メン。

メキシコ，オアハカ州フチタン



めいのレーチェルがまだ幼かっ
たころ，午前中を彼女の祖母と
過ごすことがよくありました。そ

の時間を通して，二人は特別なきずなで
結ばれるようになりました。やがてレーチ
ェルが5歳になり，幼稚園に入る準備をす
るようになりました。ともに過ごした最後
の朝，スキアおばあちゃんは孫娘にお話
を読んであげた後，大きなロッキングチェ
アに乗せて揺らしながら言いました。「今
までほんとうに楽しい時間を一緒に過ご
したわね，レーチェル。もう幼稚園に行っ
てしまうのね。大好きよ。あなたがいな
かったら，おばあちゃんはどうしたらいい
かしら。」
レーチェルは，大きな茶色の目を見開

いて彼女を見上げると，とても5歳とは思

えない知恵ある言葉を言いました。「おば
あちゃん，わたしも大好きよ。でもわたし，
新しい人生を始める時期なのよ。」
これはすべての人に役立つ勧告です。
わたしたちも「新たな人生を歩み始める」
必要があります。ほとんどの人は，劇的な
変化を求めようとも，歓迎しようともしませ
ん。しかし，変化は人生の経験で欠かせ
ない一部なのです。
変化の多くは，地上での旅路を歩む中
で自然に訪れます。子供時代から青年期，
壮年期，そして最後に老年期へと移行す
る中で，生活は変化していきます。学校，
伝道，結婚，就職，定年などは，いずれも
人生の重要な節目です。
あまりに多くの場合，わたしたちは，次
の段階に進むことや，次の困難に取り組
み始めることをためらいます。満足しすぎ
ているか，恐れすぎているか，あるいは信
仰に欠けすぎているのかもしれません。
おばあちゃんのひざの上にいる方が，幼
稚園で苦労するより快適なこともしばしば
です。両親の家に住んでテレビゲームを
したい放題という状況は，大学や結婚や
就職よりも，魅力的なのでしょう。
人生を歩んでいく中で必ず直面せざる
を得ない変化に対して，どうしたら最もよ
く備えられるでしょうか。
第1に，預言者に従ってください。指導

者の勧告に耳を傾け，従ってください。多
くの場合，預言者は警告の声を上げます
が，それだけでなく，人生の嵐

あらし

に堪えられ

るように，堅実で現実的な勧告も与えてく
れます。教義と聖約の第1章で，主は「わ
たし自身の声によろうと，わたしの僕

しもべ

たち
の声によろうと，それは同じである」とお
っしゃいました（教義と聖約1：38）。預言
者たちは，わたしたちが常に直面する変
化や困難に立ち向かえるように助けてく
れます。よく歌われる初等協会の歌，「預
言者にしたがおう」は，この大切な原則を
思い出させてくれます。「たしかな道歩む
ために，耳かたむけしたがおう　主の預
言者とく教え」（『子供の歌集』59）
第2に，永遠の観点を持ち続けてくださ
い。変化や困難は神の計画の一部である
ことを理解してください。この地上での生
活は試しの時期，つまり「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〔る〕」ための期間なのです
（アブラハム3：25）。神から与えられた選
択の自由をどのように使うかを試すため
に，死すべき存在であるわたしたちは人
生で様々な変化や困難，試練や誘惑を経
験します。そうしてこそ，試されていると
言えるのです。ニーファイ第二書にはこう
記されています。「それは，すべての事物
には反対のものがなければならないから
である。……もし事物に反対のものがな
ければ，義は生じ得ないし，邪悪も，聖

きよ

さ
も惨めな状態も，善も悪も生じ得ない。」
（2ニーファイ2：11）
人生における困難や変化は，わたした
ちが選択の自由を使って義にかなった選
びをするなら，成長する機会となります。
第3に，信仰を持ってください。ゴード
ン・B・ヒンクレー大管長は教会員に信仰
をもって前進するように常に勧めました。
（「神がわたしたちにくださったのは臆

おく

す
る霊ではなく……」『聖徒の道』1985年2月
号，17参照）否定的な考えに満ちたこの
世に日々立ち向かう中で，疑いや不安，恐
れが心に入り込んできます。トーマス・Ｓ・
モンソン大管長はわたしたちにこう勧告
しています。「信仰と疑いが一つの心に同
時に存在することはできません。どちらか
一方が他方を払いのけるからです。」（「祈
りと信仰により主のもとに来る」『リアホナ』
2009年3月号，4）モロナイ書には「信仰の

新たな人生を
歩み始める
七十人会長会
スティーブン・Ｅ・スノー長老

預言者に耳を傾け，永遠の観点を持ち続け，信仰を持ち，元気を出すことで，人生
の予期せぬ困難に立ち向かうことができるのです。
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ない希望はあり得ない」と記されています
（モロナイ7：42）。人生における困難や変
化に立ち向かうためには，信仰を行使し
なければなりません。そうやって学び，進
歩していくのです。
第4に，元気を出してください。世界中
の多くの教会員が，経済的にもほかの面
でも困難に直面しています。そんなとき，
落胆し，見捨てられた気分になるのは簡
単です。教会初期の困難な時代，主は聖
徒たちに喜んでいるようにと勧告されまし
た。「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。」（教
義と聖約61：36）
ジョセフ・B・ワースリン長老は，彼にと

って最後となった半年前の総大会で，逆
境に対処する方法について教え，次のよ
うに勧めました。「今度不満の声を上げた
くなったら，代わりに笑ってみてください。
そうすれば皆さんの寿命も延び，周りの人
の生活ももっと明るくなります。」（「どんな
出来事も愛しなさい」『リアホナ』2008年

11月号，27）笑いと良いユーモアのセンス
は人生の旅路の苦難を和らげてくれるの
です。
一生で起こるあらゆる変化を予測でき
たら，どんなにいいでしょう。変化の中に
は近づいて来るのが見えるものもありま
す。すべての末日聖徒の若い男性は，伝
道という，人生を大きく変える経験に備え
るように教えられています。すべてのふさ
わしいヤングシングルアダルトは，伴侶

はんりょ

を
選び，聖なる神殿で結び固めを受ける大
切さを理解していることでしょう。このよ
うな変化は近づいて来るのが分かります
し，計画することができます。しかし，不
意にわたしたちを襲って来るような変化
についてはどうでしょう。このような変化
をコントロールすることはできないように
思えます。経済不況，失業，重い病気や
けが，離婚や死などは，期待もされなけれ
ば，歓迎もされない変化の例です。人生
の旅路で，そのような予測していなかった
困難にどのように対処すればよいのでし
ょう。

答えは同じです。預言者に耳を傾け，
永遠の観点を持ち続け，信仰を持ち，元
気を出すことで，人生の予期せぬ困難に
立ち向かい，「新たな人生を始める」こと
ができるのです。
初期の開拓者たちの生活は，どのよう
に変化を受け入れ，問題や苦難を克服す
ればよいかを示してくれる，すばらしい模
範です。
ロバート・ガードナー・ジュニアは1845年
1月，カナダ東部の森林の中の，凍った池
でバプテスマを受けて教会に入りました。
忠実で勤勉だった彼は家族とともにノーブ
ーに向かい，多くの困難を経て，1847年
10月にソルトレーク盆地に到着しました。
盆地に入った後，今このカンファレンスセ
ンターが立つ位置から数ブロック先にあっ
たオールド・フォートという場所に野営しま
した。彼は日記にこう記しています。「わ
たしは牛のくびきを外し，手車の壊れた
柄に腰かけて言った。『もう1日だって進
むことはできなかっただろう。』」（“Robert
Gardner Jr. Self History and Journal,”
教会歴史図書館，23）
ロバートは，何もない状態から始め，自
分と家族のために新しい生活を切り開い
ていきました。最初の数年は大変でした
が，ロバートと兄のアーチボルドがミルク
リークとジョーダンリバーに製粉所を建て
始めてから状況は次第によくなっていきま
した。数年後，幸運の歯車は狂い始めま
した。製粉所の動力だった水の流れが上
流で変わったため，彼の土地に流れてい
た水が干上がってしまったのです。製粉
所まで6マイル（約10キロ）近い用水路を築
こうとしましたが，失敗に終わりました。
日記にはこうあります。「用水路は，すぐ

に水が流れ出てしまい，結局失敗に終わ
った。そのため，穀物は全滅，製粉所も
立ちゆかなくなった。貯金を使い果たし，
完全に一文無しになってしまった。」（“Rob-
ert Gardner Jr. Self History and Jour-
nal,”26）
それでも試練が十分でなかったかのよ
うに，彼の日記には続けて，カナダに伝道
に召されたことが記されています。数か
月後，家族のもとを離れ，宣教師の一行と



ともに旅立った彼は，手車，蒸気船，そし
て鉄道と乗り継いで，伝道地に赴いたの
です。
伝道を終えた彼は家族のもとに帰り，
熱心に勤勉に働き，再び生活を築き上げ，
繁栄し始めました。
2，3年後，ガードナー兄弟が，ソルトレ
ーク盆地のミルクリークにある自分の農場
に友人たちを呼んでもてなしたとき，友人
の一人からこう言われました。「無一文だ
った君がこんなに豊かになって，うれしい
よ。今では，持ち物をすべて失って伝道
に出る以前の状況と，あまり変わらない
ほど裕福になったじゃないか。」
日記にはこう書かれています。「わたし
は答えた。『ああ，以前は裕福だったが，
すべてを失った。また〔伝道の〕召しが来
るんじゃないかとひやひやしているよ。』
実際，その数時間後，ソルトレーク・シティ
ーでの集会に出席していた近所の数人が
立ち寄って伝えてくれたことには，南部に
新しい土地を開拓し，綿を栽培するため
に今日

きょ う

召された人々の中にわたしの名前
があったと言う。すぐにも出発しなければ
ならない。」彼はこう記しています。「わた
しは彼らを見ると，帽子をぬぎ，〔頭を〕
かきながら考え，そして言った。『承知し
ました。』」（“Robert Gardner Jr. Self
History and Journal,”35；強調付加）
ロバート・ガードナーは，人生の変化に
対処するとはどういうことかを知っていま
した。指導者の勧告に従い，自分にとっ
て不都合と思われるときにも，奉仕の召
しを受け入れました。すばらしいユーモ
アの精神と徳を備えた彼は，主を心から
愛し，強く，揺らぐことのない信仰を行い
に表しました。ロバート・ガードナー・ジュ
ニアは指導的な開拓者となって，ユタ州南
部の入植に尽力しました。彼は，自分と
同じような数え切れないほど多くの開拓
者と同様，人生で起こる様々な変化や困
難に，続けて，ひるむことなく立ち向かう
ように，わたしたちに霊感を与えてくれて
います。わたしたちたちが前進し，「新た
な人生を始める」ときに，従順で，忠実で，
快活でいられるように祈っています。イエ
ス･キリストの御名

み な

によって，アーメン。

何年も前に扶助協会中央管理会
で奉仕していたとき，扶助協会
の指導者と神権指導者を教え

て訓練する割り当てを受けました。その
日の午前中はほかの町で教えていました
が，その後に控えていた訓練集会の開会
にちょうど間に合いました。
わたしは，開会の歌と祈りの後，最初に

話すことになっていました。開会の歌は
「時過ぎて」と発表されました。
それは聞き覚えのない題名で，開会の
歌にしてはおかしな歌だと思いました。
わたしがまだ話をしないうちに，もう「時過
ぎて」と歌うのですから。
歌い始めるとすぐに，これが，福音のメ
ッセージを広めて人をキリストのもとに導
く時間が少ないことを意味しているのだと
分かりました。4番の歌詞はその日の夜も，
そしてそれから後，何度もわたしの心をよ
ぎりました。歌詞には次のようにあります。

「確かなれ，サタンは　汝
な

れの
務めを知り，試みん
とげの道に主の手近し，
悪魔は主に逆らえず　
悪魔は主に逆らえず」1

これは人生で何が起ころうともイエス・
キリストは救う力を持っておられるという
メッセージです。自らの神聖な犠牲を通し
て主は，わたしたちが永遠の命を得られ
るよう道を備えてくださいました。まさに
主の業とは，「人の不死不滅と永遠の命を
もたらすこと」2 です。永遠の命へ導く事
柄を助け合いながら実行できるよう，主は
わたしたちの力を求めてこられました。
去年9月の中央扶助協会集会でベック
姉妹は，永遠の命を得るという目標を達
成する助けとして3つのことを挙げました。
それは次のとおりです。

1.「信仰と個人の義を増し加える。」
2.「家族と家庭を強める。」
3.「主に仕え，主の子供たちに仕える。」3

これには，貧しい人や困っている人を
探し出して世話をするという意味もあり
ます。

これらのことを行おうと努力するとき，
サタンは誘惑し，試そうとすることをわたし
たちは知っています。しかし，主はわたし
たちを強め，助けると約束されました。4

信仰と個人の義を増し加える

子供のころ両親から，天の御父とイエス・
キリストがわたしを愛してくださっている

主の手近し
中央扶助協会会長会第二顧問
バーバラ・トンプソン

わたしたちは，信仰と個人の義を増し加えることを求め，家庭と家族を強め，主
とその子供たちに仕えます。
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と教わりました。また，自分は「神の子」5

であることを教わりました。このことを知
らない時期はありませんでした。両親は
イエス・キリストがわたしたちの救い主で
あられ，ただイエスを通じてのみわたした
ちは救われると教えてくれました。6

また，信仰を増すためには毎日祈る必
要があるとも教わりました。実際，常に祈
ることが必要でした。7 聖文を読み，研究
すると，福音が真実であるという知識と
証
あかし

が大きくなると教わりました。神を愛し，
その戒めを守ることでその愛を神に示す
ことができると教わりました。8 神殿の大
切さを学んだのも子供時代です。青少年
になると，神聖な神殿の聖約を交わして
守ることで，永遠の命への道にとどまるこ
とができると学びました。
わたしたち一人一人が，信仰と個人の

義を増し加えるために生涯を通じてこれ
らの原則に従わなければなりません。

家族と家庭を強める

家族と家庭を強めることは，わたした
ち一人一人の責任であり，祝福です。家
族の状況はそれぞれ異なっています。父
親，母親と子供たちがいる家族もあれば，
家にはもう子供がいない家族もあります。
独身の教会員も多くいますし，独りで子供
を育てている人たちもいます。伴侶

はんりょ

に先
立たれ，独り暮らしの人もいます。
家族の形態がどうであれ，わたしたち
は皆，自分の家族を強め，ほかの人たち
の家族を強める助けができます。

例を挙げて，家族を強める方法を幾つ
か説明します。わたしがアイダホ州ボイシ
で，ある割り当てを受けていたときのこと
です。土曜午後の訓練集会の後で，めい
の家族の家に泊まりました。
その夜，子供たちが寝る前に，短い家
庭の夕べと聖文のお話がありました。リー
ハイの家族について，そしてリーハイが子
供たちに，神の御言葉

み こ と ば

である鉄の棒にし
っかりつかまっていなければならないと
教えたことについて，9 父親が話しました。
鉄の棒につかまることで，安全で，喜びと
幸福に導かれます。でも鉄の棒を手から
離せば，汚い川でおぼれる危険がありま
した。
これを子供たちに説明するために，母

親は「鉄の棒」になって子供たちをつかま
らせ，悪魔役の父親は子供たちを安全と
幸福から引き離そうとしました。子供たち
はこの話をとても気に入り，鉄の棒につか
まることの大切さを学びました。
聖文のお話の後は，家族の祈りの時間
でした。母親は子供たちに，重い目の病
気を抱えているビショップのためにお祈り
するのよ，と言いました。その夜は3歳の
ブルックリンがお祈りをしました。彼女は
たくさんの祝福に感謝すると，次に「ビシ
ョップの目がよくなるように祝福してくださ
い」と熱烈なお願いを天の御父にしたの
です。
翌朝聖餐

せいさん

会に行き，席に着きました。
ブルックリンと5歳になる姉のケネディーが
壇上を見上げると，そこに立っているビシ

ョップが見えました。二人はビショップを
指さし，興奮しながら母親に言いました。
「見て，ビショップよ。」二人は互いに顔を
見合わせていましたが，それは「わたした
ちが祈ったから，ビショップはよくなった
のよね」と言っているようでした。二人は，
天の御父が謙遜

けんそん

な祈りを聞いてくださる
ことを知っていて，信仰をもって祈ったの
です。
聖文と家庭の夕べと家族の祈りは家族
を強めます。あらゆる機会をとらえて家族
を強め，皆が正しい道にとどまれるよう互
いに助け合う必要があります。

主と主の子供たちに仕え，貧しい人や困
っている人を探し出して世話をする

救い主は，地上におられた間を通じて，
互いに関心を寄せ合い，助け合うよう教
えられました。病人を癒

いや

し，歩けない人を
歩けるようにし，見えない人の目を見える
ようにし，耳の聞こえない人を聞こえるよ
うになさいました。人々に福音を教えら
れました。人 を々祝福し，多くの力ある奇
跡を行われました。10

困っている人を助ける機会はあらゆる
ところにあります。だれの人生にも何らか
の形で貧しい時があり，ほかの人の助け
が必要ではないでしょうか。それは「わた
したちは皆，物乞い」11 だからです。
スペンサー・Ｗ・キンボール大管長は言

いました。「神はわたしたちを心にかけ，い
つも見守っておられます。しかし，普通の
場合，わたしたちの必要は第三者を通して
満たされます。したがって，わたしたちは
互いに奉仕し合うことが大切です。」12

去年の夏，家を留守にしていたときで
す。わたしの住んでいた地域が暴風雨に
見舞われ，隣の家から倒れてきた大木が
我が家の庭を覆い，送電線をなぎ倒しま
した。損傷箇所を修理して電気を回復さ
せるためには，木をどけなければなりま
せんでした。
朝早く弟に電話すると，彼は道具を見
つけてできるだけ早く来るよう計らってく
れました。ビショップにも電話しました。
数分のうちに，ビショップ，ホームティーチ
ャー，前のステーク会長，それにワードか



ら10人の男性がチェーンソーを手に集ま
り，素早くこの災難の後始末をしてくれま
した。夜には訪問教師が食事を持って来
てくれました。それから数日間は夕方に
なると，大祭司グループと長老定員会，そ
れに近所からさらに大勢の男性が来て，
散らかっていたものを片付けるわたした
ち家族の手伝いに来てくれました。
このとき，わたしは困っていました。ほ
かの人の助けを必要としていました。落
胆していた気持ちは喜びと感謝に変わり
ました。わたしは自分が愛されて気遣わ
れていることを感じました。彼らは困って
いる人を素早く見つけました。自らの証
に従って生活し，聖約が真実であること
を示してくれました。
教会の本部には，洪水やハリケーン，地

震などの災害で皆さんの奉仕を受けた，
教会員ではない人たちからの感謝の手紙
がよく届きます。いつも進んで奉仕し，愛
し，与えているイエス・キリストの真の弟子
である皆さんに感謝します。
信仰と個人の義を増し加え，家族と家
庭を強め，そして主と主の子供たちに仕
えようとするとき，わたしたちは「〔自分た
ちの目的において〕確か」13 でいなけれ
ばなりません。サタンはわたしたちの努力
を妨害するでしょう。でも，イエス・キリスト
と主の贖

あがな

いの犠牲の力によって，わたし
たちは主の御心

みこころ

を行うことができ，その
過程でわたしたちの力が強められること
を証します。イエス・キリストの御名

み な

により，
アーメン。

注

1.「時過ぎて」『賛美歌』169番

2. モーセ1：39
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108－111参照

4. イザヤ41：10－14参照

5.「神の子です」『賛美歌』189番

6. モーサヤ3：17参照

7. 3ニーファイ18：15，18－19；教義と

聖約10：5参照

8. ヨハネ14：15参照

9. 1ニーファイ8：2－37参照

10. マタイ4：23； 9：35；ルカ4：40；ヨハ

ネ2：23；モーサヤ3：5；3ニーファイ

17：7－9； 26：15；教義と聖約35：9

参照

11. モーサヤ4：19

12. スペンサー・Ｗ・キンボール「豊かで満ち

足りた人生」『聖徒の道』1979年6月号，

3

13.「時過ぎて」『賛美歌』169番
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トンプソン姉妹，ありがとうござい
ます。この教会のすばらしい姉妹
たちに感謝します。兄弟姉妹，復

活祭の季節に当たり，今日
きょ う

のわたしの話
はすべての人に向けたものですが，特に
孤独な人，孤独を感じている人，さらには
見捨てられたと感じている人に向けて話
します。その中には，結婚を待ち望んで
いる人，伴侶

はんりょ

を失った人，子供を亡くした
人，そして子供に恵まれない人たちが含
まれるかもしれません。またわたしたち
は，夫に見捨てられた妻，妻が去ってしま
った夫，親のどちらか一方を，あるいは両
親とも失った子供たちのことも思っていま
す。故郷を離れている兵士，伝道を始め
てまだ数週間でホームシックにかかって
いる宣教師，失業し，不安な気持ちが家

族に知れることを心配している父親など，
こうした人々は実に様々な状況に置かれ
ています。つまりこの話は，人生で色々な
経験をするわたしたち全員に当てはまる
のです。
このような気持ちを抱いているすべて
の人に向けて，わたしは人類史上最も孤
独な旅について，またそれによって人類家
族のすべてにもたらされた尽きることのな
い祝福について話します。それは，わた
したちの救いという重荷を御一人で背負
われた救い主の孤独な務めのことです。
この孤独な務めについて，主はこう言って
おられます。「わたしはひとりで酒ぶねを
踏んだ。もろもろの民のなかに，わたしと
事を共にする者はなかった。……わたし
は見たけれども，助ける者はなく，怪しん
だけれども，〔わたしを〕ささえる者はなか
った。」1

先ほどのウークトドルフ管長のすばらし
いお話にもあったように，聖文には，4月
の第1週，過ぎ越しの前の日曜日，つまり
まさに今日の朝と同じ日に，イエスがメシ
ヤとしてエルサレムに入られたのは広く知
られた偉大な出来事であったと記されて
います。しかし，イエスとともに歩み続けよ
うとした人々の熱意はすぐにしぼんでしま
いました。
間もなくイエスは，当時のイスラエル人
指導者の前で訴えられました。最初に，
先の大祭司アンナス，次に当時の大祭司
カヤパのところへ連れて行かれました。

イエスをすぐにも裁こうとした人 と々議会
は早 と々判決を下し，怒りを込めて宣言し
ました。「どうしてこれ以上，証人の必要
があろう。」そして叫んで言いました。「彼
は死に当

あた

るものだ。」2

それからイエスは，その地の異邦人支
配者のもとへ連れて行かれました。ガリ
ラヤの領主ヘロデ・アンティパスはイエス
を1度尋問し，ユダヤのローマ人総督ポン
テオ・ピラトは2度尋問しました。ピラトは
2度目の尋問の後，群衆に向かって次のよ
うに宣言します。「おまえたちの面前でし
らべたが，訴え出ているような罪は，この
人に少しもみとめられなかった。」3 不当
なうえに不合理でありながら，ピラトは「イ
エスをむち打ったのち，十字架につける
ために引きわたした。」4 水で洗ったピラ
トの手は，これ以上ないほどの汚れにま
みれていたことでしょう。
宗教と政治の両方の指導者に否定され
たイエスは，通りに群がる市民からも敵視
されます。イエスとともに投獄されていた
のが，「父の息子」5 を意味するバラバの
名で知られた人物であったのは，歴史の
皮肉でしょう。バラバとはアラム語の名前
または肩書きです。暴動を起こしたバラ
バは，まさしく神を冒　

ぼうとく

する者，殺人者
でした。過ぎ越しの際に囚人を一人解放
するという伝統に基づいて，ピラトは民衆
に尋ねました。「ふたりのうち，どちらを
ゆるしてほしいのか。」民衆は「バラバの
方を」と言いました。6 つまり，神を信じな
い「父の息子」が解放された一方で，天の
御父の真の御子が十字架の刑へと歩を進
められたのです。
イエスの近くにいた人々も試練の時を
迎えていました。その中で最も理解し難
いのはイスカリオテのユダです。神の計
画においてイエスが十字架におかかりに
なることが必要であったことをわたしたち
は知っています。しかし，イエスの足もと
に座り，祈りを聞き，病人を癒

いや

されるのを
その目で見て，主と触れ合った特別な証
人の一人が，銀貨30枚でイエスを裏切り，
キリストの役割や存在を裏切ったというこ
とは，考えても胸が痛みます。これほどわ
ずかな金銭でこれほど恐ろしい汚名を買

だれも主とともに
いなかった
十二使徒定員会
ジェフリー・R・ホランド長老

カルバリでの出来事のおかげで，たとえ孤独を感じることがあっても，決して独
りではなく，助けの手が差し伸べられるという真理をわたしたちは知っています。



った例は，この世界の歴史のどこにもあり
ません。わたしたちはユダの行く末を裁
く立場にありませんが，イエスは御自身を
裏切った者についてこう言われました。
「その人は生

うま

れなかった方が，彼のために
よかったであろう。」7

もちろん，ほかの信者たちも難しい局
面に立たされていました。最後の晩餐

ばんさん

の
後，イエスはペテロ，ヤコブ，ヨハネに待つ
ように言い，ゲツセマネの園へ一人で入っ
て行かれました。うつ伏せになって祈ら
れたイエスは「悲しみのあまり死ぬほど」8

でした。この耐え難い，残酷な杯
さかずき

を過ぎ
去らせてくださるよう御父に願ったとき，
その汗が血の滴

したた

りのように地に落ちた9 と
記録されています。しかし，もちろん杯を
過ぎ去らせることは不可能でした。苦悩
に満ちた祈りから戻られたイエスは，弟
子の中でも高い地位にある3人が眠って
いるのを見て，こう尋ねられました。「あ
なたがたは……，ひと時もわたしと一緒に
目をさましていることが，できなかったの
か。」10 同じことがさらに2度繰り返されま
した。そして3度目に戻られたとき，御自
身は休息を取ることができないにもかか
わらず，彼らに，今は眠り，休息を取りなさ
い11 と優しく言葉をかけられました。
その後，イエスは捕らえられ，裁判にか
けられます。イエスを知る仲間の一人で
あると訴えられたペテロは，1度ならず3度
までも訴えを否定しました。わたしたちは
そこで起きたことをすべて知っているわけ
ではありませんし，使徒たちを守るために

主がひそかに与えておられたかもしれな
い助言についても知りません。12 しかし
わたしたちに分かるのは，この特別な人
たちでさえ最後には主とともにいないであ
ろうことをイエスが御存じであり，このこと
についてペテロに警告を与えておられた
ということです。13 鶏が鳴きました。「主は
振りむいてペテロを見つめられた。その
ときペテロは，……主のお言葉を思い出
した。そして外へ出て，激しく泣いた。」14

このように，神聖な必要性から，イエス
を支持する人々の輪は次第にとても小さ
くなり，マタイの言葉のとおりになりました。
「弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去
った。」15 ペテロは周囲の人から自分の存
在を認識され，とがめられるほどまで近
くにいました。ヨハネはイエスの母ととも
に十字架の木の傍らに立ちました。救い
主の生涯に登場した，特別で，常に祝福
されていた女性たちは，できるかぎりイエ
スの近くにいました。しかし，御父のみも
とへ戻られるイエスの孤独な旅路のほと
んどにおいて，慰めはなく，連れ添う者も
いなかったのです。
さて，贖

あがな

いへの孤独な旅で最も困難だ
ったと思われる瞬間について，これから
非常に慎重に，また敬虔

けいけん

に話します。そ
れは，イエスが知識面と物理面では準備
ができていても，感情面と精神面におい
ては応じる用意が完全にはできていなか
ったと思われる最後の瞬間，すなわち，
神が離れて行かれるという恐るべき絶望
に身をゆだねることです。このとき，イエ

スは極限の孤独にあって叫ばれました。
「わが神，わが神，どうしてわたしをお見捨
てになったのですか。」16

イエスは世の人から見捨てられること
は予期しておられましたが，神が離れて
行かれることは悟っておられなかったと
思われます。そうでなければ，弟子たち
に次のように言われることはなかったで
しょう。「見よ，あなたがたは散らされて，
それぞれ自分の家に帰り，わたしをひとり
だけ残す時が来るであろう。……しかし，
わたしはひとりでいるのではない。父が
わたしと一緒におられるのである。」「わ
たしは，いつも神のみこころにかなうこと
をしているから，わたしをひとり置きざり
になさることはない。」17

わたしは自らの確信に基づいて，イエス
が完全に御父の御心

みこころ

にかなっておられた
こと，完全な御方である御父はその瞬間
に御子をお見捨てにはならなかったこと
を証
あかし

します。実際，わたしは，キリストが
地上で教え導かれた間を通じて，恐らくこ
の最後の苦悩のときほど，御父が御子の
近くにおられたことはなかったと信じてい
ます。それでも，御子の至高の犠牲は，そ
れが自発的であればあるほど，また孤独
であればあるほど完全なものになるとい
う理由から，御父は短い間，御父の霊が
もたらす安らぎと，御父御自身の存在に
よる支えをイエスから取り去られたので
す。それは贖いが要求するものであり，確
かに贖いの意義に欠かせないものでした。
つまり，悪口を言ったことがなく，過ちを
犯したことがなく，汚れたものに触れたこ
とのないこの完全な御子は，人類，すなわ
ちわたしたち全員がこれらの罪を犯した
ときにどのように感じるかをお知りになら
なければならなかったのです。無限にし
て永遠の贖罪

しょくざい

を成し遂げるために，イエ
スは肉体だけでなく霊が死ぬということ
がどのようなものかを実感し，神の霊が退
き，独り残されてこれ以上ないほどの悲
惨極まる，絶望的な孤独を感じることが
どのようなことかを御自身で理解される
必要がありました。
しかし，イエスは堪え忍び，使命を果た

し続けられました。極限の苦悩の中にあ
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っても，御自身に備わる至善のために，
勝利への信仰を持ち続けられたのです。
御子は信仰に頼っておられました。御子
が味わっておられた気持ちにもかかわら
ず，その信仰は，神の哀れみは決して消え
ず，神は常に誠実であられ，わたしたちの
もとを去ったり，見捨てたりなさることは
ないということを御子に告げていました。
そして最後の1コドラントが支払われ，忠
実であるというキリストの決意がまったく
揺るぎのないものであることが証明され
たとき，ついに，安堵

あんど

とともに苦しみが「終
おわ

った」のです。18 あらゆる困難に立ち向か
い，助ける者も支える者もなしに，生ける
神の生ける御子ナザレのイエスは，死が
支配していた肉体の命を回復し，罪と地
獄の暗闇

くらやみ

と絶望から，喜びあふれる霊の
贖いをもたらされました。神を信じ，神が
支えてくださると知っておられたイエス
は，勝利のうちに「父よ，わたしの霊をみ
手にゆだねます」19 と言うことがおできに
なったのです。
兄弟姉妹，この復活祭の季節に得られ

る大きな慰めの一つは，イエスがただ御
独りでそのような長く孤独な道を歩まれ
たおかげで，わたしたちはそうする必要
がないということです。イエスの孤独な旅
は，その縮小版であるわたしたちの旅路
に大いなる同伴者，すなわち天の御父の
憐
あわ

れみ深い御手
み て

，常に近くにいてくださる
愛子
あ い し

，聖霊の大いなる賜物
たまもの

，天使たち，
幕の両側にいる家族，預言者と使徒，教
師，指導者，友人を与えてくれました。イ
エス・キリストの贖いと主の福音の回復に
より，これらだけでなく，さらに多くの同伴
者がこの世の旅路をともに歩んでくれるの
です。カルバリでの出来事のおかげで，
たとえ孤独を感じることがあっても，決し
て独りではなく，助けの手が差し伸べら
れるという真理をわたしたちは知ってい
ます。全人類の贖い主は確かに，わたし
たちを慰めのないままにせず，御父ととも
に来て，わたしたちとともにいてくださる
と言われたのです。20

復活祭の時期に当たり，わたしにはもう
一つの願いがあります。それは，拒絶され，
見捨てられ，少なくとも一度はまったく裏

切られたキリストの孤独な犠牲が，わたし
たちのせいで，再び繰り返されることが決
してあってはならないということです。主
は一度，御独りで歩かれました。わたし
たちが助けたり支えたりすることもないま
まに，主が二度と罪と向き合われること
のないようにしましょう。現代における主
の「悲しみの道」にいる皆さんやわたしを
主が御覧になるとき，そこにいるのは何も
しない傍観者だったということがもう決し
てないようにしてください。過ぎ越しの子
羊に象徴される過ぎ越しの木曜日，十字
架に象徴される贖いの金曜日，そして空
になった墓に象徴される復活の日曜日を
迎えるこの聖なる週を控え，わたしたち
は言葉だけでなく，また人生が順調なとき
だけでなく，行いにおいて，勇気において，
信仰において主イエス・キリストの忠実な
弟子であると心から公言できますように。
孤独を覚えながら道を歩むときも，十字架
が肩に重くのしかかるときにもそうできま
すように。この復活祭の週の間，そして常
に「いつでも，どのようなことについても，
どのような所にいても，死に至るまでも」21

キリストのそばに立つことができますよう
に。わたしたちのために死なれたとき，
そして究極の完全な孤独に置かれたとき，
キリストはわたしたちのそばに立っておら
れたのです。イエス・キリストの御名

み な

により，
アーメン。
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兄弟姉妹の皆さん，皆さんへの愛
をお伝えします。皆さんに話す
責任にへりくだる思いですが，

この機会に感謝しています。
6か月前に総大会に集まって以来，世界
の情勢は必ずしもわたしたちの望むとおり
ではないという状態が続いています。6か
月前には減速傾向に見えた世界経済は急
激に悪化したように思え，見通しはここ何
週間も暗い状況にあります。さらに，社会
の道徳基盤は揺らぎ続けており，そうした
基盤を守ろうとする人々はあざ笑われるこ
とが多く，時には抗議や迫害を受けるこ
ともあります。戦争や自然災害，個人的な
災難は後を絶ちません。
もしわたしたちが世の中や生活の暗い
面のみをくよくよと考えるなら，将来に失
望し，懐疑的になったり，さらにはこれか
ら先の出来事を恐れたりするのはたやす
いことでしょう。しかし，今日

きょう

わたしは周

囲の問題から考えや注意をそらし，教会
員として受けている祝福に心を向けたい
と思います。使徒パウロはこう宣言してい
ます。「神がわたしたちに下さったのは，
臆
おく

する霊ではなく，力と愛と慎みとの霊な
のである。」1

人生で問題や課題に直面しない人はい
ません。時には悲劇や災難に遭います。
人生の大半は，そのような出来事から学
び成長するために過ごすのです。苦しむ
時，嘆き悲しむ時があるのをわたしたち
は知っています。しかし，こう言われてい
ます。「アダムが堕落したのは人が存在す
るためであり，人が存在するのは喜びを
得るためである。」2

では，わたしたちが直面するあらゆる
問題にかかわらず，人生で喜びを得るに
はどうしたらよいでしょうか。再び聖文を
読みましょう。「元気を出しなさい。恐れ
てはならない。主なるわたしはあなたが
たとともにおり，あなたがたの傍らに立つ
からである。」3

この時満ちる神権時代における教会歴
史は，苦闘しながらも，揺らぐことなく，元
気を出した人々の経験で満ちています。
彼らはイエス・キリストの福音を生活の中
心としていました。この姿勢は人生でどん
なことに遭っても堪え忍ぶ力となります。
問題を取り除いてくれることはありません
が，わたしたちが難題と向き合い，勇敢に
取り組み，打ち勝つための力を与えてくれ
ます。
困難な状況に直面しながらも，あきらめ
ず，打ち勝った人の例は枚挙にいとまが
ありません。福音と救い主を信じる信仰

が，必要な強さを与えたのです。今朝は
そのような例を3つ挙げたいと思います。
最初に，わたし自身の家族の例です。
常にわたしを鼓舞してくれる感動的な経
験です。
わたしの母方の曾祖父母のギブソン・
コンディーとセシリア・シャープ・コンディー
は，スコットランドのクラックマナンに住ん
でいました。家族は炭鉱の仕事をしてい
ました。親戚

しんせき

や友人に囲まれ，好きな土
地で快適な家に住み，平穏な生活を送っ
ていました。そして，末日聖徒イエス・キ
リスト教会の宣教師のメッセージを聞き，
心の底から帰依しました。シオンへ集ま
るようにという呼びかけを聞き，その声に
こたえなくてはならないと分かりました。
1848年ごろ，二人は財産を売り，大西
洋を渡る危険な船旅の準備をしました。
5人の幼い子供がいた家族は，所持品を
すべて一つの小さなトランクに詰めて，帆
船に乗り込みました。約5,000キロの航海
です。危険な海を渡る8週間の長く疲れ
る船旅でした。ひたすら海のかなたを眺
めながら，乏しい食糧と水で過ごしまし
た。その小さな船の外から助けを得るこ
とはできませんでした。
このような試練の中で，幼いナサニエ
ルが病気になりました。医者はおらず，苦
痛を和らげる薬を買える店もありません。
見守り，祈り，泣きながら待ちましたが，病
状は日ごとに悪くなっていきました。とう
とう彼の目が永久に閉じたとき，家族の心
は張り裂けんばかりでした。さらに悲し
みに追い打ちをかけるように，海洋法に
従わなければなりませんでした。麻布で
くるみ，鉄の重りを付けて，幼い少年の遺
体は海に葬られました。船がその場を離
れて行くとき，両親は子供を亡くした親に
しか分からない痛烈な悲しみに胸を痛め
ていました。4 しかし，真理に対する深い
確信と主への愛から生まれた信仰により，
両親は堪え忍びました。主の御言葉

み こ と ば

に慰
めを見いだしたのです。「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。」5

故郷の家を離れシオンへ旅する信仰を

元気を出しなさい
トーマス・S・モンソン大管長

元気を出してください。未来は皆さんの信仰と同じく希望に満ちています。
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持ち，とうてい想像もできない犠牲を払っ
てくれた先祖に心から感謝しています。ギ
ブソン・コンディーとセシリア・シャープ・コ
ンディーがわたしとすべての子孫に信仰
と勇気と決意の模範を示してくれたことを
天の御父に感謝しています。
次に話すのは，イエス・キリストの福音
が生活にもたらす平安と喜びを模範によ
って示した，一人の穏やかで信仰あふれ
る男性についてです。
太平洋に浮かぶある島での出来事で
す。夜も更けたころ，1隻の小さな船が粗
末な桟橋にひっそりと着きました。メリ・
ムリポラは，二人のポリネシア人女性の助
けで，ボートから降り，村の大きな通りへ
と続く古い小道を進みました。女性たち
は真夜中の空に瞬く星の明るさに驚きま
した。月の光に導かれながら，3人は道
を進みました。ところが，メリ・ムリポラは，
このような月や星，そして空といった自然
のすばらしさを味わうことができませんで
した。目が見えなかったからです。
ムリポラ兄弟の視力は運命の日まで正

常でした。パイナップル農園で働いてい
たとき，光が突然暗闇

くらやみ

に，昼が明けない
夜に変わってしまったのです。彼はすっか
り意気消沈してしまいましたが，後に，イ
エス・キリストの福音という「良い知らせ」
について学びました。彼は教会の教えに
従った生活を送り，再び希望と喜びを感
じられるようになりました。
ムリポラ兄弟と彼の愛する人たちは，神

の神権を持っている人が太平洋諸島を訪
問していると聞いて，この長い船旅をして
来たのです。彼は祝福を受けたいと望み
ました。わたしはもう一人のメルキゼデク
神権者とともに，その祝福を授ける特権に
あずかりました。祝福を終えたとき，視力
を失った彼の目から涙があふれ，褐色の
頬
ほお

を伝って，着ていた民族衣装にこぼれ
落ちました。彼はひざまずいて祈りまし
た。「おお神よ，あなたはわたしの目が見
えないことを御存じです。あなたの僕

しもべ

は，
視力が戻るようにわたしを祝福してくれま
した。あなたの知恵により，わたしの目が
光を取り戻すことになろうと，一生暗闇の

中にとどまることになろうと，今こうして真
実の福音を理解できること，またその福
音が人生に光を与えてくれることを永遠に
感謝します。」彼は立ち上がり，ほほえん
で，わたしたちが施した祝福に感謝しま
した。そして夜の静寂の中に消えて行き
ました。彼は静かにやって来て，静かに
去って行きました。しかし，彼の存在をわ
たしは決して忘れないでしょう。わたしは
主の御言葉を深く思い巡らしました。「わ
たしは世の光である。わたしに従って来
る者は，やみのうちを歩くことがなく，命
の光をもつであろう。」6

兄弟姉妹の皆さん，わたしたち一人一
人に主の命の光が与えられています。わ
たしたちの歩む道がどれほど暗くても，
独りで歩くわけではないのです。
わたしは，M・ルイーズ・ハスキンスの次
の詩が好きです。

時の門に立つ者に向かい，
わたしはこう言った。
「未知の世界へ安心して行けるように

ブラジル，サンパウロ



光を下さい。」
彼は答えた。
「暗闇に入り，あなたの手を
神の手にゆだねなさい。
光に照らされた明るい道を歩むより，
その方があなたのためになり，
歩き慣れた道を歩むより安全である。」7

絶対的に困難な状況の中であきらめ
ず，ついに困難に打ち勝った人の最後の
例を紹介しましょう。第二次世界大戦後
の東プロセインでの話です。
戦後まだ1年もたっていない，1946年3月
ごろのことでした。当時十二使徒定員会
の会員だったエズラ・タフト・ベンソンはフ
レデリック・W・バベルとともに大戦後のヨ
ーロッパを訪問する特別な割り当てを受
けました。目的は，聖徒たちに会って必
要なものを調べ，援助することでした。ベ
ンソン長老とバベル兄弟は，政府による
統制が取られなくなった場所における，あ
る教会員の姉妹の証

あかし

を聞き，後にその経
験談を紹介しました。
彼女は夫と，東プロセインで穏やかな
生活を送っていました。そのようなとき，
第二次世界大戦が勃発

ぼっぱつ

しました。まだ年
若い愛する夫は，故郷で続いた恐ろしい
戦いの終わりに殺され，彼女は残された
4人の子供を一人で育てなければならなく
なりました。
占領軍は，東プロセインのドイツ人はド
イツ西部に移住して新しい住居を探すよ
うにと定めました。ドイツ人である彼女は
その地を立ち去る必要がありました。目
的地までは1,600キロを超える道のりで，
しかも移動手段は徒歩しかありませんで
した。持ち物は，木製の車輪の付いた小
さな荷車に載るだけの，最低限の生活必
需品しか許されませんでした。子供たち
とわずかな持ち物に加えて，彼女が携え
て行ったのは神を信じる強い信仰でし
た。末日の預言者ジョセフ・スミスに啓示
された福音を深く信じていたのです。
子供とともに旅を始めたのは夏も終わ
りに近づくころでした。持ち物はわずか
で，食べ物もお金もありません。日々の食
べ物は，行く先々の野原や森の中で集め

るしかありませんでした。パニックに陥っ
た難民や，兵士による略奪の危険と常に
隣り合わせでした。
数日，数週間，数か月と旅を続けるうち

に，気温は氷点下にまで下がるようになり
ました。赤ん坊だった末の子を腕に抱き，
来る日も来る日もいてつく地面をよろめき
ながら進みました。ほかの3人の子供も
母親の後を何とかついて行きます。最年
長の7歳の子が，所持品を載せた小さな
木製の荷車を引いていました。全員，破
れてぼろぼろになった麻の布を足に巻き
付けていました。靴は大分前に壊れてし
まっていて，足を保護するものはこれしか
なかったのです。また，寒さをしのぐもの
は，薄くてぼろぼろの服の上に着た，薄く
てぼろぼろの上着しかありませんでした。
間もなく雪が降り始めると，昼夜を問わ
ず，旅は悪夢となりました。夕方になると，
母親と子供たちは屋根のある場所を探し
ます。納屋や物置のような所が見つかる
と，荷車から薄い数枚の毛布を持って来
て上からかぶり，身を寄せ合って暖を取り
ました。
彼女は，目的地に着くまでに死んでしま

うのではないかという恐怖を振り払おう
と常に闘っていました。
ある朝，信じられないことが起こりまし
た。目が覚めると，3歳の娘の小さな体が
冷たく，動かなくなっていたのです。心臓
が凍りつきました。娘は死んでいたので
す。悲しみに打ちひしがれながらも，残
る子供たちを連れて旅を続けなければな
りませんでした。しかし，その前に，唯一
の道具であるテーブルスプーンで凍った
土を掘り，大切な子供の小さな体を納め
ました。
しかし，旅の間，死は彼女のもとへ何
度も忍び寄りました。7歳の息子が飢え
か寒さ，あるいはその両方が原因となっ
て亡くなりました。シャベルの代わりはこ
こでもスプーンでした。何時間もかけて
墓穴を再び掘り，息子の亡骸

なきがら

をそっと埋
葬しました。次に5歳の息子が亡くなりま
した。再びスプーンをシャベルの代わり
にしました。
絶望は極限に達していました。小さな
赤ん坊の娘だけが残りましたが，そのか
わいそうな赤ん坊にも死が迫っていまし
た。そして彼女の旅路が終わりに近づい
たとき，赤ん坊は母親の腕の中で息を引
き取りました。しかし，もうスプーンはあり
ませんでした。彼女は凍った地面を，素
手で何時間も何時間も掘り続けました。
耐えようのない悲しみでした。雪の中で，
最後の子供を埋葬した墓地の傍らにひざ
まずくことなどどうしてできるでしょうか。
彼女は夫とすべての子供を失いました。
この世の持ち物，家庭，そして故郷さえも
失ったのでした。
悲しみと混乱が極限に達したこの瞬
間，彼女は胸が文字どおり張り裂けようと
しているのを感じていました。絶望の中
で，どのようにして自分の命を絶つかを考
えました。彼女と同様に故郷を追われて
旅をしている多くの人がそうしていました。
近くの橋げたから飛び降りるか，走って来
る列車に飛び込んだら，どんなに楽だろ
うかと考えました。
こうした考えに襲われているときに，胸
にささやく声がありました。「ひざまずい
て祈りなさい。」彼女はそれを無視してい
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ましたが，ついにその声を否定できなくな
りました。彼女はひざまずくと，生涯でか
つて経験したことがないほど熱烈な祈り
をささげました。
「愛する天のお父様，これからどうして
いけばよいのか分かりません。すべてを
失いました。あなたへの信仰しかありま
せん。お父様，荒れ果てた心に感じるの
は，御子イエス・キリストが果たされた贖

あがな

い
の犠牲に対する，圧倒されるばかりの感
謝の気持ちです。御子への愛を十分に表
すことができません。御子が苦しみ，亡く
なられたおかげで，再び家族と一緒に暮
らせることを知っています。御子が死の鎖
を断ち切ってくださったおかげで，子供た
ちと再会して，育てる喜びにあずかれるこ
とを知っています。今は生きる希望をなく

していますが，家族が再び一つになり，お
父様のみもとへ一緒に帰るために，生き
ていきます。」
目的地であるドイツのカールスルーエ
に着いたとき，彼女はひどくやせ衰えてい
ました。バベル兄弟によれば，彼女の顔
は血の気が引き，目は充血して腫れ上が
り，関節は突き出ていました。文字どお
り，ひどい飢餓状態にありました。それか
ら程なく開かれた教会の集会で，彼女は
すばらしい証を述べ，悲しみに満ちた故
郷の，病気に苦しむ人々の中でも，自分は
最も幸せな者の一人だと言いました。神
が生きておられ，イエスがキリストであり，
わたしたちが再び生きるために主が亡く
なり，復活されたことを知っているからで
した。最後まで忠実であり，誠実である

なら，死んでいった家族と再会して，神の
日の栄えの王国で救われることを証しま
した。8

聖文にはこう記されています。「しかし
見よ，義人，すなわちイスラエルの聖者の
聖徒たち，イスラエルの聖者を信じてきた
者たち，世の十字架を堪え忍んできた者
たち，……これらの人々は，……神の王国
を受け継ぐ。そして彼らの喜びは，とこし
えに満たされるであろう。」9

わたしたちには計り知れないほど大き
な祝福が約束されていることを証します。
暗雲が立ち込めても，大雨に襲われると
しても，まっすぐに歩み，戒めを守るなら
ば，福音の知識と，天の御父と救い主の
愛はわたしたちを慰め，支え，心に喜び
をもたらしてくれます。世のいかなるもの
もわたしたちを打ち負かすことはできま
せん。
愛する兄弟姉妹，恐れてはなりません。
元気を出してください。未来は皆さんの
信仰と同じく希望に満ちています。
神は生きておられ，わたしたちの祈り
に耳を傾け，こたえてくださることを宣言
します。御子イエス・キリストは，わたした
ちの救い主，贖い主です。天の祝福がわ
たしたちを待ち受けています。イエス・キ
リストの御名

み な

により，アーメン。

注

1. 2テモテ1：7

2. 2ニーファイ2：25

3. 教義と聖約68：6
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身の家族のために執筆した“History of

Gibson and Cecelia Sharp Condie”
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7.“The Gate of the Year,”ジェームズ・

ダルトン・モリソン編，Masterpieces

of Religious Vers（1948年），92

8. 私的な対談から。フレデリック・バベル，

On Wings of Faith からも引用

9. 2ニーファイ9：18



救い主は，無私の奉仕に御自身
のすべてをささげられました。
そして，わたしたち一人一人が

自分の利益を捨てて人々に仕えることで，
主に従うようにと教えられました。
「〔イエスは……言われた。〕だれでも
わたしについてきたいと思うなら，自分を
捨て，自分の十字架を負うて，わたしに
従ってきなさい。
自分の命を救おうと思う者はそれを失
い，わたしのために自分の命を失う者は，
それを見いだすであろう。」（マタイ16：
24－25。マタイ10：39も参照）

I.
末日聖徒は，この教えに従い，無私の

奉仕を実践しているという点で人々の注
意を引く存在です。
毎年，何万という末日聖徒が，専任宣教

師として伝道に出るために申請書を提出

しています。年配の人たちは，定年後の
楽しみ，自宅での快適な生活，子供や孫
との愛にあふれる交わりを一時的にあき
らめ，不慣れな地域で見知らぬ人々に奉
仕するために出かけて行きます。若い男
性と女性は，仕事や教育を中断し，割り
当てられた場所ならどこにでも行って奉
仕します。何十万もの忠実な会員が，「神
殿の業」と呼ばれる無私の奉仕に携わっ
ています。この業の動機となっているのは，
生者と死者，すなわちわたしたちの同

はら

胞
から

への純粋な愛と奉仕の気持ちです。同じ
く，ステーク，ワード，そして支部で働く大
勢の役員や教師も無私の奉仕を行ってい
ます。皆，この世的な意味では無報酬で
すが，キリストのように同胞に仕える決意
をしています。
個人としての優先事項や望みをあきら
めるのは容易なことではありません。何
年も前，ある新任の宣教師がイングランド
で伝道に失望し，落胆していました。家
族への手紙に，自分は無駄な時間を過ご
しているのではないかと書きました。賢
明な父親は次のような返事を書き送って
います。「自分を忘れて御

み

業
わざ

に励みなさ
い。」1 若いゴードン・B・ヒンクレー長老は
ひざまずいて祈り，自分を忘れ，自分を捨
てて，主の奉仕の業を行うよう努力すると
主に約束しました。2 月日が流れ，成長を
遂げて主の僕

しもべ

となったヒンクレー長老は
こう語っています。「自分のことだけを考
えて生きる人は衰え，死んでいきますが，
自分のことを忘れて人のために働く人は，
現世においても永遠の世界においても成
長し，栄えるでしょう。」3

昨年の1月，トーマス・S・モンソン大管長
は，ブリガム・ヤング大学の生徒に対し，
学生時代は周囲の人々への奉仕を含む
「霊的な準備に関する事柄」を行うべき時
であると教えました。モンソン大管長は
述べました。「愛をもって臨む姿勢は主の
使命を特徴づけていました。主は目の不
自由な人を見えるようにし，足の不自由な
人を歩けるようにし，死者に命を与えられ
ました。造り主と顔と顔を合わせて話す
ときに，恐らく『幾つの肩書きを持ってい
ましたか』と聞かれることはないでしょう。
むしろ『何人の人を助けましたか』と聞か
れるでしょう。実際，主の民に仕えること
で主に仕えるまで，決して主を愛すること
はできないのです。」4

末日聖徒に限ったことではありません
が，自分を捨てて人のために奉仕する身
近な例として，親が子供のために払う犠
牲が挙げられます。苦しんで子供を産み，
一人一人を育てながら，母親は自分で優
先したいことや快適な生活を犠牲にしま
す。父親は自分の生活と優先順位を変え，
家族を養います。今

こん

日
にち

の社会では，このよ
うな犠牲を進んで払う人と払わない人との
差が大きくなっています。最近，家族の一
人が飛行機の中で，旅行中の若い夫婦の
会話を小耳に挟みました。子供を持つ代
わりに犬を飼うようにしたという内容でし
た。二人ははっきりとこう言ったそうです。
「犬の方が，手間がかからないからね。口
答えもしなければ，外出禁止のお仕置き
をする必要もない。」
数多くの末日聖徒の夫婦が無私の人々
であることは喜ばしいことです。天の御
父が送り，託してくださる子供たちを産み，
育てながら，個人として優先したいことを
進んであきらめ，主に仕える人々です。ま
た，体の不自由な家族や年老いた両親の
世話をする人々がいることをうれしく思い
ます。「自分の得になるだろうか」と考え
ながらこのような奉仕をする人はいませ
ん。こうした奉仕はすべて，無私の心で個
人の都合を犠牲にすることが求められま
す。現代において非常に多くの人々が追
い求める，この世的な名声，財産，即座に
得られる満足とは逆のものなのです。

無私の奉仕
十二使徒定員会
ダリン・H・オークス長老

救い主は，自分を捨てて人に仕えるのに必要な犠牲を払うことで，御自身に従うように
と教えておられます。

●日曜午後の部会
2 0 0 9年 4月5日
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犠牲を払うことに対する末日聖徒の決
意は，他ではあまり見ることができません。
毎週受ける聖

せい

餐
さん

は，わたしたちが主と同
胞への奉仕を決意する場となっています。
神聖な神殿で行われる儀式を通して，わ
たしたちはほかの人々の幸福のために犠
牲を払い，自分の時間と才能を奉献する
と聖約しています。

II.
末日聖徒は，一つとなって協力すること

に長けているという点でも有名です。西
部の山地に入植したモルモンの開拓者
は，共通の利益のために無私の精神で協
力するという称賛すべき伝統を確立しまし
た。この伝統を受け継いだのが，多くの
国々で実施されている現代の「ヘルピング
ハンズ」プロジェクトです。5 末日聖徒は，
最近，各地で行われている選挙で，考え
を同じくする人 と々協力し合いながら，結
婚を守るための活動を通して一つとなっ
ています。中には，この奉仕のために大
きな犠牲を払い，個人的に苦しみ続けて
いる人もいます。

教会員は信仰を持ち，奉仕を行うこと
によって，より大きな単位である地域社会
のために協力して働く方法を学んでいま
す。だからこそ，末日聖徒のボランティア
は，教育，地方行政，慈善運動において
歓迎されているのです。彼らは，協力し
合い，無私の心で時間や手段を使いなが
ら，高い技術の求められる数多くの活動
でも必要とされています。
教会員が進んで犠牲を払い，協力し合
う能力を備えているのは，教会に効率の
良い組織があるから，または，疑い深い人
が誤って呼ぶ「盲目的な服従」のせいだと
言う人がいます。どちらの説明も正しくあ
りません。外部の人々がこの教会の組織
をまねても，また，盲目的な服従を実行し
ても，この教会に記録されていること，あ
るいは教会員の行っていることの再現に
はならないでしょう。わたしたちが進んで
犠牲を払い，協力し合う能力を備えてい
るのは，主イエス・キリストを信じ，指導者
の霊感に満ちた指導を受け，自らの理解
に基づいて決意し，聖約を交わすからな
のです。

III.
残念なことに，人々への無私の奉仕をせ
ず，代わりにこの世の標準と価値観に基づ
いて優先順位を定めている末日聖徒もい
るようです。イエスは，サタンがわたしたち
を麦のようにふるいにかけることを願って
いると警告されました（ルカ22：31；3ニー
ファイ18：18参照）。サタンはわたしたちを，
普通の，周りと同じような人間にしたいと
願っているのです。しかしイエスは御自身
に従う人に対し，貴く特異な民，地の塩（マ
タイ5：13），そして世の人 に々輝かすための
光になるべきであると教えられました（マタ
イ5：14，16。3ニーファイ18：24も参照）。
神よりも人を恐れるなら，救い主によく
仕えることはできません。主は，回復され
た教会の一部の指導者を，世の誉れを求
め，主にかかわる事柄よりも世の事柄の
うえに心があったという理由で叱

しっ

責
せき

され
ました（教義と聖約30：2；58：39参照）。
そのような懲らしめは，わたしたちが召さ
れているのは主の標準を確立するためで
あって，世の標準に従うためではないとい
うことを思い出させてくれます。ジョン・



A・ウイッツォー長老はこう断言しています。
「わたしたちは，ほかの人と同じように生
き，ほかの人と同じように語り，ほかの人
と同じように行動することはできません。
なぜなら，わたしたちはほかの人とは異
なる行く末，義務，責任を受けており，自
らを〔それらに〕ふさわしい者としなけれ
ばならないからです。」6 この現実は，慎み
のない服装など，現代の流行を追うすべ
ての行動についても当てはまります。賢
い友人はこう言いました。「浜辺にいるほ
かの海水浴客と同じ外見をしていたら，
救助隊員にはなれません。」7

世の誉れを求めることで自分の命を救
うことばかりを考えている人は，実際のと
ころ，自分の命を永遠に救うには互いに
愛し合い，自分を捨てて人に奉仕する以
外に方法はないという，救い主の教えを
拒んでいることになります。
C・S・ルイスは救い主のこの教えを次の

ように説明しています。「利己心が現れる
瞬間，そこには自分を最優先し，自分を中
心に置き，事実上神になりたいと願いか
ねない自分がいる。これはサタンの犯し
た罪であり，その罪をサタンは人類に教え
たのである。人間の堕落は性的行為と関
係があったと考える人がいるが，それは間
違いである。……サタンがわたしたちの
遠い祖先の頭に植え付けたのは，自分が
『神々のようになり』，自分で自分を創造し
たかのように振る舞い，自分が自分の主人
になり，神から離れ，神なしに自分で幸福
を作り出すことができるという考えだっ
た。……そして，かなう見込みのないこの
挑戦から生まれたのが，神以外に，自分
を幸福にしてくれるものを見つけようとす
る，人間の長く恐ろしい物語だった。」8

利己的な人は，神を喜ばせることよりも，
人を喜ばせること，特に自分自身を喜ば
せることに興味を持っています。自分の必
要と欲求を満たすこと以外には無関心な
のです。そのような人は「自分の道を，自
分の神の像を求めて歩〔みます〕。その像
は俗世の形で〔す〕。」（教義と聖約1：16）
そのような人は，聖約を通して与えられる
神の約束から（教義と聖約1：15参照），ま
た荒れ狂う現代にわたしたち皆が必要と

する，この世での友情や援助から切り離
されています。これとは対照的に，救い主
が教えられたように互いに愛し仕え合うな
らば，わたしたちは，聖約，そして仲間た
ちとつながっていることができるのです。

IV.
わたしたちは，犠牲がまさしく時代遅れ
となっている時代に住んでいます。今の
時代，無私の心で助け合う奉仕の必要性
を先祖に説いた，かつての社会の影響力
が弱まっています。現代を「わたし」時代
と呼んだ人がいます。だれもが「自分の
得になるだろうか」と考えているような利
己的な時代です。分別があるはずの人で
すら，示現の中で世の高慢と言われた
「大きく広 と々した建物」からあざけり笑う
人々の誉れを勝ち得ようと必死に努力し
ているようです（1ニーファイ8：26－28；
11：35－36参照）。
今の時代，世の中が求めているのは，

何もしないで見返りを得ることです。貪
どん

欲
よく

という昔からの悪は，権利を主張するとき
に顔をのぞかせます。わたしは息子なの
で，娘なので，市民なので，犠牲者なので，

あるグループの会員なのでこの権利があ
る，あの権利があると言うのです。当然
の権利という考え方は概して利己的です。
多くを求めながら，与えることはほとんど，
あるいはまったくありません。この考え方
にとらわれると，自分をほかの人よりも上に
置くことを願うようになります。そして，人が
神から何らかの祝福を受けるときは，それ
が基づく律法に従うことによるという，神聖
で公平な報いの標準から自らを引き離し
てしまいます（教義と聖約130：21参照）。
貪欲と権利主張の影響は，ある企業の
役員に与えられる何百万ドルものボーナ
スを見ても明らかです。しかし，貪欲と権
利主張の例はさらに広い範囲に及びま
す。これらのために簡単に借金をする人
が増え，過度の消費主義が広がり，全世
界を脅かしている経済危機につながって
いるのです。
貪欲と利己心のもう一つの例がギャン
ブルです。かけ事をする人は，自分では
最小限の投資しかせずに，他人から取り
上げることで大きな利益を期待します。ど
のような形で装っていても，何もしないで
見返りを得る行為は，福音にある収穫の
律法に反します。「人は自分のまいたもの
を，刈り取ることになる。」（ガラテヤ6：7。
2コリント9：6も参照）
この世の価値観は「自分さえよければ
いい」と教えますが，それは間違っていま
す。この堕落した姿勢は，何の変化も，成
長ももたらしません。また，神が御自身の
子供たちのための偉大な計画で示された
行く末に到達するための永遠の進歩と相
いれません。イエス・キリストの福音の計
画は，利己的な欲求を超えたところにわ
たしたちを引き上げてくれます。そして，
自分が将来，何になることができるかとい
うことが，人生で最も大切であると教えて
くれるのです。
カルカッタの故マザー・テレサは無私の
奉仕の偉大な模範です。彼女と同僚たち
は，確固たる誓いを立て，「貧しい人の中
でも最も貧しい人々のために全身全霊を
傾けた無料の奉仕」に献身しました。9 彼
女はこう教えています。「いつもわたした
ちに天国を約束してくれるものがありま
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す。それは，人生を満たす慈愛と思いや
りの行為です。」10 そしてこう語りました。
「大きなことはできません。小さなことの
みを大きな愛で行うのです。」11 このすば
らしいカトリックの僕が亡くなったとき，大
管長会は哀悼のメッセージを送り，次のよ
うに宣言しました。「無私の奉仕で彩られ
た彼女の生涯は，全世界を感動させてい
ます。キリストの慈しみを実践した彼女の
行いは，幾世代にもわたって人々の記憶
に残るでしょう。」12 これこそまさに，救い
主が言われた，自分を捨てて人のために
奉仕するということなのです。
わたしたちは皆，教会に集う際の姿勢
について，この原則を応用する必要があ
ります。「今日

きょう

は何も学ぶことがなかった」
「だれも親しくしてくれなかった」「傷つけ
られた」あるいは「教会はわたしの必要を

満たしてくれない」と言う人がいます。この
ような反応はどれも自己中心的で，霊的
な成長を妨げるものばかりです。
別の賢い友人はこう書いています。
「何年も前に，わたしは教会へ行くとき
の自分の態度を変えました。自分のため
に教会へ行くことはやめ，人のことを考え
るようにしました。一人で座っている人に
あいさつをし，訪問者を歓迎し，……割り
当てを進んで引き受けるように努めまし
た。……
やがて，毎週，受身ではなく積極的に
なり，人々の生活に良い影響を与えること
を目的に教会へ出席するようになりまし
た。その結果，教会の集会に出席するこ
とが，以前よりもはるかに楽しく，充実し
たものとなりました。」13

これらはすべて，何かを得るためでは

なく，与えるために行動し，奉仕するとき
に，わたしたちの幸福と充実感は増し加
わるという永遠の原則を示しています。
救い主は，自分を捨てて人に仕えるの
に必要な犠牲を払うことで，御自身に従う
ようにと教えておられます。これを実践す
るならば，主はわたしたちに「神のあらゆ
る賜物の中で最も大いなるもの」（教義と
聖約14：7）である永遠の命，すなわち父
なる神と御子イエス・キリストのみもとで生
活する栄光と喜びを約束しておられます。
御二方について，また御自身の子供たち
を救う偉大な計画について証

あかし

します。イ
エス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。
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1987年にステーク会長として働く
よう召されて間もないころ，同
じ時期にステーク会長から解

任された親しい友人と話をしました。わ
たしは話の中で，有能なステーク会長に
なるためのアドバイスを求めました。彼の
返事はその後のわたしの奉仕と務めに大
きな影響を及ぼしました。
友人は解任されてすぐに神殿の儀式執
行者として召されたとのことでした。そし
てこう語りました。「ステーク会長になる
前に神殿の儀式執行者に召されていたら
よかった。もしステーク会長として召され
る前に神殿で奉仕していたら，随分違う
ステーク会長だったろうね。」
わたしは彼の言葉に興味をそそられ，
もっと詳しく説明してほしいと頼みまし

た。彼はこう言いました。「わたしはそれ
なりに良いステーク会長だったと思うよ。
ステークのプログラムは順調に運営され，
統計的な数字も平均以上だった。でも神
殿で奉仕することで視野が広がったんだ。
もし今日

きょう

ステーク会長として召されたなら，
何よりも神殿の聖約を受けて尊ぶための
ふさわしさに焦点を当てるだろうね。神殿
参入への備えが，すべての働きの中心とな
るように努力するよ。主の宮に入れるよう
に聖徒たちをもっとよく導けると思うよ。」
友人とその短い話をしたおかげで，わ

たしはステーク会長として神殿の儀式，神
殿の聖約，神殿での礼拝が永遠に大切な
ものであることについて繰り返し教え，
証
あかし

するようになりました。わたしたちス
テーク会長会の心からの願いは，ステー
クのすべての会員が神殿の祝福を受け，
神殿推薦状を受けて頻繁に参入するのに
ふさわしくなることでした。
今日わたしは神殿の祝福に焦点を当て
て話します。聖霊がわたしたちの思いを
照らし，心を貫き，一人一人に真理を証し
てくださるよう願っています。

集合の神聖な目的
預言者ジョセフ・スミスは，どの時代に

おいても，神の民を集める神聖な目的は
神殿を建てるためだと宣言しました。神
の子供たちが至高の儀式を受けて，それ
により永遠の命を得られるようにするため
です（『歴代大管長の教え――ジョセフ・ス

ミス』〔メルキゼデク神権者および扶助協
会用学習ガイド〕414－417参照）。集合の
原則と神殿建設の大切な関係はモルモン
書の中で強調されています。
「見よ，畑は熟していた。そして，あな
たがたは鎌を入れ，力を尽くして刈り入れ，
まことに一日中働いたので，あなたがた
は幸いである。見よ，あなたがたの得た
束は何と多いことか。それらの束は，無
駄にならないように倉に納められるであ
ろう。」（アルマ26：5）
この類比の中の「束」は，バプテスマを
受けて教会の新しい会員となった人々を
表します。倉は聖なる神殿です。ニール・
A・マックスウェル長老はこう説明しまし
た。「確かに，バプテスマを施すとき，バ
プテスマフォントの向こうに聖なる神殿が
見えるべきです。これらの束を集めて納
めるべき偉大な倉は，聖なる神殿です。」
（ジョン・L・ハート“Make Calling Focus
of Your Mission,”Church News，1994年
9月17日付，4）この教えは，束が無駄に
ならないようにする神殿の神聖な儀式や聖
約の大切さを明確にし，強調しています。
「まことに，それらの束は終わりの日に
嵐
あらし

に打たれることなく，旋風に巻き上げ
られることもない。嵐が来るときに，それ
らの束はそのあるべき場所に集められる
ので，嵐がその束に吹きつけることはな
い。まことに，敵が追いやろうと思う所に
暴風で押しやられることもないであろう。」
（アルマ26：6）
ダリン・H・オークス長老は聖

せい

餐
さん

という
象徴を受けることによってバプテスマの聖
約を新たにすることをこう説明しています。
「わたしたちは……イエス・キリストの御

み

名
な

を単に受けることを証明するのではありま
せん。喜んで受けることを証明するので
す。（教義と聖約20：77参照）わたしたち
が喜んで受けることを証明するという事実
は，実際に神聖な御名を〔本質的で〕最も
重要な意味において受ける前に，ほかの
大切なことがその人の中で起きなければ
ならないことを示唆しています。」（「イエス
の御名を受ける」『聖徒の道』1985年7月号，
82参照）バプテスマの聖約は確かに，将
来の出来事についてしっかりと考え，神

名と地位を
立派に維持する
十二使徒定員会
デビッド・A・ベドナー長老

主の聖なる宮で礼拝し，名と地位を立派に維持する，忠実な教会員一人一人の心には
聖約の火が燃えます。
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殿を目指すためのものです。
現代の啓示の中で，主は神殿のことを

「わたしの名のために」建てられた家と呼
んでおられます（教義と聖約105：33。教
義と聖約109：2－5；124：39も参照）。
カートランド神殿の奉献の祈りで，預言者
ジョセフ・スミスは御父にこのように懇願
しました。「あなたの僕

しもべ

たちがこの宮から
あなたの力を帯びて出て行けますように。
あなたの御名が彼らのうえにあり……ま
すように。」（教義と聖約109：22）ジョセフ
はまた，「この宮であなたの御名を受けた
民に対して」祝福があるように祈り求めま
した（26節）。そして主は，カートランド神
殿に現れて神殿を御自身の宮として受け
入れられたとき，こう宣言されました。「見
よ，わたしはこの家を受け入れた。そして，
わたしの名はここにあるであろう。わたし
は憐

あわ

れみをもってこの家でわたしの民に
わたし自身を現すであろう。」（教義と聖約
110：7）
これらの聖句から，バプテスマの水で
始まるイエス・キリストの御名を受ける過
程が主の宮で続けられ，展開されていく
ことが分かります。バプテスマの水の中

に立つとき，わたしたちは神殿に心を向
けます。聖餐を受けるときにも，神殿に心
を向けます。神殿の神聖な儀式に携わり，
主イエス・キリストの御名と権能を通して
得られる最高の祝福を受ける準備として，
救い主をいつも覚え，その戒めを守るこ
とを誓います。こうして，聖なる神殿の儀
式でイエス・キリストの御名をいっそう完
全に，余すところなく受けるのです。
「また，この大神権〔すなわちメルキゼ
デク神権〕は福音をつかさどり，王国の奥
義の鍵

かぎ

，すなわち神の知識の鍵を持つ。
それゆえ，この神権の儀式によって神性

の力が現れる。
また，神権の儀式と権能がなくては，肉

体を持つ人間に神性の力は現れない。」
（教義と聖約84：19－21）

主の民に対して，いかなる悪の結社も打
ち勝つ力を持たない
わたしたちは世界中で神殿が建設され
るすばらしい時代に生きています。そして，
世界各地で神殿が増え続けていることを
サタンが知らないはずがありません。過
去と同じように，聖なる神殿を建てて奉

献する際には教会を敵視する人々の反対
を受けます。教会内からも無分別な批判
を受けることがあります。
そのような対抗勢力は今に始まったも
のではありません。1861年，ソルトレーク
神殿が建設中だったとき，ブリガム・ヤング
は聖徒たちを励ましてこう言いました。
「この神殿が建設されるのを望むなら，
行って働き，自分にできることをすべて
行ってください。……『わたしは神殿を建
てたくありません。神殿を建てると，必ず
地獄の鐘が鳴り始めるからです』と言う人
もいます。しかし，わたしはその鐘の音を
もう一度聞きたいのです。地獄の者たちが
皆，襲って来るでしょう。……しかし，その
結果がどんなものになると思いますか。皆
さんはその結果をいつも見てきたはずで
す。」（Deseret News，1861年4月10日，41）
わたしたちは忠実な聖徒として，逆境
によって強められ，主の優しい憐れみを
受けてきました。主の次の約束の下で前
進してきました。「わたしは彼らがわたし
の業を損なうのを許さない。まことに，わ
たしの知恵が悪魔の狡

こう

猾
かつ

さに勝
まさ

っている
ことを彼らに示そう。」（教義と聖約10：43）



何年もの間，ベドナー姉妹とわたしは，
忠実な男女をブリガム・ヤング大学アイダ
ホ校で開くディボーショナルの話者として
もてなす機会がありました。それらの話
者の多くは七十人の名誉会員または解任
された元七十人で，中央幹部として奉仕し
た後に神殿会長として奉仕した人たちで
した。この信仰深い指導者たちと話すと
き，わたしはいつもこう尋ねました。「神
殿会長として学んだことで，中央幹部のと
きに理解していたらよかったと思うことは
何ですか。」
答えを聞いているうちに，皆に共通する
テーマを見つけました。次のように要約
できます。「神殿の聖約がもたらす守りと，
神殿での礼拝という，主が受け入れられ
るささげ物をすることの意味をよりいっそ
う理解できるようになりました。教会に出
席し什

じゅう

分
ぶん

の一を納めていても急ぎ足でた
まに神殿に行ってエンダウメントを済ませ
る会員と，忠実に絶えることなく神殿で礼
拝する会員の間には差があります。」
わたしは彼らの答えがとても似ているこ
とに感銘を受けました。わたしの質問に
対する答えはどれも，主の宮で受けられる
儀式と聖約が持つ守りの力を何より強調
するものでした。1836年にカートランド神
殿でささげられた以下の奉献の祈りに含
まれる約束と非常に似通っていました。
「聖なる御父よ，何とぞ，このあなたの
宮で礼拝して名と地位を立派に維持する
民を，すべての世代にわたって，また永遠
に確立してくださいますように。
彼らを攻めるために造られるいかなる
武器も役に立ちませんように。彼らのた
めに穴を掘る者が自らその穴の中に落ち
ますように。
この宮であなたの御名を受けた民に対
して，いかなる悪の結社も，立ち上がって
打ち勝つ力を持つことがありませんように。
いかなる民でもこの民に敵対して立ち
上がるならば，あなたの怒りが彼らに向
かって燃えますように。
もしも彼らがこの民を打つならば，彼ら

を打ってくださいますように。かつて戦い
の日に戦われたようにあなたの民のため
に戦って，すべての敵の手からあなたの

民を救い出してくださいますように。」（教
義と聖約109：24－28）
現在サタンが猛威を振るっていることを
踏まえ，そしてこれまで話してきたように
イエス・キリストの御名を喜んで受けるこ
と，聖なる神殿で名と地位を立派に維持
する人々に約束されている守りの祝福に
照らし合わせて，これらの聖句についてよ
く考えてください。重要なことに，聖約が
もたらすこうした祝福はあらゆる世代が永
遠にわたって得られるものです。これらの
聖文が自分の生活や家族にとってどのよう
な意味を持つかを繰り返し研究し，祈りの

気持ちで深く考えるように勧めます。
神殿での礼拝と業を妨げたり疑わせた
りする悪魔の働きに驚くことはありませ
ん。悪魔は主の宮の清さと力を忌み嫌っ
ているからです。そして神殿の儀式と聖
約によってわたしたちが受ける守りはル
シフェルの邪悪なはかりごとにとって大き
な障害なのです。

聖約の火
1846年9月にノーブーを脱出したことに
より，忠実な末日聖徒は想像を絶する苦
難に遭いました。多くの人はミシシッピ川
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に沿って野営し雨風をしのぎました。避
難した聖徒の状況がウィンタークウォー
ターズにいたブリガム・ヤングの耳に入る
と，彼は直ちに川向こうにあるカウンシ
ル・ポイントに手紙を送り，助けの手を伸
べるよう兄弟たちを励ましました。ノー
ブー神殿で交わした聖約を思い出させた
後，こう勧告したのです。「今こそ働く時
です。主の宮で交わした聖約の火を，消
せない炎のように心の中に燃え立たせま
しょう。」（Journal History of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints，
1846年9月28日，5）数日の内に，苦しん

でいる聖徒たちを救い出すために，荷車
は東方に向けて出発しました。
初期の聖徒にそのような力を与えたも
のは何だったのでしょうか。それは，心に
燃える神殿の聖約の火でした。彼らは主
の宮で礼拝し，名と地位を立派に維持す
ることを固く決意していたのです。
わたしたちは今もこれからも，主の業
に対する大きな困難に直面するでしょう。
しかし，神が用意された場所を見つけた
開拓者と同じように，わたしたちも勇んで
進みましょう。神は守ってくださいます
（「恐れず来たれ，聖徒」『賛美歌』17番参

照）。今
こん

日
にち

，神殿は，儀式を受け，聖約を
交わし，教化され，世の嵐を避ける聖なる
場所として，世界中に建てられています。

勧めと称賛の言葉
主はこのように宣言されました。「それ
ゆえ，わたしは……わたしの民を集めな
ければならない。それは，……小麦が倉
に安全に納められて永遠の命を得，日の
栄えの栄光を冠として与えられるためで
ある。」（教義と聖約101：65）
今わたしの話を聞いている皆さんの中に
は，多くの若い女性，若い男性，そして子供
たちがいます。ふさわしく，忠実であって，
将来神殿で儀式と祝福を受ける日を大きな
期待をもって待ち望んでください。
今わたしの話を聞いている皆さんの中
に，主の宮で儀式を受けるべきであった
のにまだ受けていない人がいます。どの
ような理由があっても，どんなに遠い道の
りであっても，聖なる神殿にしかない祝
福を受けられるように霊的に備え始めま
しょう。皆さんの生活の中で妨げになるも
のは捨ててください。永遠に価値のある
事柄を求めてください。
今わたしの話を聞いている皆さんの中
に，神殿の儀式を受けたけれども様々な
理由で長い間主の宮に足を運んでいない
人がいます。再び神殿で礼拝し，神聖な
聖約をより完全に思い起こして尊べるよう
に，悔い改め，備えをし，必要なことを
行ってください。
今わたしの話を聞いている皆さんの中
に，有効な神殿推薦状を持ち，それを使
うにふさわしく努力している人がたくさんい
ます。皆さんの忠実さと決意を称賛します。
主の聖なる宮で礼拝し，名と地位を立
派に維持する，忠実な教会員一人一人の
心に聖約の火が燃えることを厳粛に証し
ます。イエス・キリストはわたしたちの贖

あがな

い主であり，救い主です。主は生きてお
られ，御自身の油注がれた僕たちへの啓
示を通して教会を導いておられます。こ
れらのことを主イエス・キリストの聖なる御
名により証します，アーメン。



実にすばらしい大会です。預言者，
聖見者，啓示者として支持する
大管長会と十二使徒定員会の

勧告を聞くことができるわたしたちは，何
と祝福されていることでしょうか。
ユタ州キャッシュバレーの長い冬が終
わり，ようやく春になろうとするころのある
暖かな午後を思い出します。土曜日にな
るといつも孫たちのためにいろいろなこ
とをしてくれる父が「ドライブに行こう」と
言って，我が家を訪れました。おじいちゃ
んとのドライブがいつも楽しみだった4歳
と6歳の息子は急いで後ろの座席に乗り
込み，わたしは父と前に座りました。車は
ローガン神殿を取り巻く，ローガン市街地
の道路を通り抜けて行きました。ローガ
ン神殿は，町の中央の丘にひときわ美し

く建っています。やがて交通量の多い舗
装された道をそれて街を離れると，めっ
たに車の通らない砂利道に入りました。
古い橋を幾つか渡り，木々の間を縫って
郊外へ出ました。ほかに車はなく，わたし
たちだけでした。
父は，孫たちが来たことのない場所だと
気づき，車を止めました。目を大きく見開
いてフロントガラスから渓谷を眺めていた
子供たちに，父は「迷子になったと思う？」
と尋ねました。少しの間黙って考えてい
た幼い息子から意味深い答えが返ってき
ました。指さしながらこう言ったのです。
「見てよ，おじいちゃん，神殿が見えている
間は迷子にはならないよ。」息子の見てい
る方に視線を移すと，渓谷のはるか向こう
に，ローガン神殿の尖

せん

塔
とう

が太陽の光を浴
びてきらきら輝いているのが見えました。
皆さんも，神殿が見えている間は決して

道を見失うことはありません。混乱に満
ちた世にあって，神殿は皆さんと皆さん
の家族に方向を示してくれます。「暗黒の
霧」1 に巻かれて道を見失わないよう，皆
さんを助ける永遠の道標です。神殿は
「主の宮」2 なのです。聖約を交わし，永
遠の儀式を行う所です。
モルモン書では，ベニヤミン王が当時そ

こに住んでいた聖徒に，集まって「すべて
の者がその天幕の入り口を神殿の方へ向
け」3 るよう指示しました。近年，教会員
であるわたしたちも，現代の預言者たち
から，よく従うならわたしたちの家庭の扉

がもっと神殿の方に向くようになる勧告を
受けています。
大管長会は「成人会員は有効な神殿推
薦状を持ち」，時間と事情が許すかぎり
「もっと頻繁に神殿に参入する」よう，また，
「幾つかの余暇の活動の代わりに神殿で
奉仕するよう」会員に勧めました。また，
「12歳以上の新会員や青少年が，代理とし
てバプテスマと確認を受けることによって
この大いなる業に貢献できるよう，ふさわ
しく生活する」ことを奨励しました。4 さらに
幼い子供たちに対しても，神殿を訪れ，神
殿に触れるように勧めています。5 かつて
トーマス・S・モンソン大管長はこう勧告しま
した。「わたしたちが神殿に触れるとき，神
殿はわたしたちの心に触れてくれます。」6

わたしたちは恵まれて，神殿を建てる
神権時代に生を受けています。すでに奉
献されているか，建設が発表された神殿
が全部で146あります。7 『聖書辞典』
（Bible Dictionary）は「神殿」を次のよう
に定義しています。「……地上で最も神聖
な礼拝の場所である。」そして，次のよう
な洞察に満ちた言葉が続きます。「神聖
さにおいて神殿と比べることができるの
は家庭だけである。」8 この言葉は，神殿
と家庭の神聖な関係を示唆しているよう
に思います。わたしたちは，家庭の扉を
神殿，つまり主の宮に向けることができる
だけでなく，自らの家庭を「主の宮」にす
ることができるのです。
最近あるステーク大会で，訪問した地
域七十人のグレン・ジェンセン長老から，
霊の目でバーチャルツアーをし，自分の家
庭を見て回るよう出席者全員が促されま
した。わたしも同じことを皆さん一人一
人にやってほしいと思います。家の場所
や形はどうあれ，永遠の福音の原則を家
庭内で実践することはいつでもだれでも
できます。では始めましょう。自分が玄関
のドアを開けて中に入るところを想像して
ください。目に映るものは何ですか。ど
のように感じますか。そこは神殿のような
愛と平和の宿る所，世の中からの避け所
ですか。清潔で整

せい

頓
とん

されていますか。部
屋から部屋へと歩くと，神殿や救い主の
絵など，思いを高める絵がありますか。

聖なる家庭，
聖なる神殿
七十人
ゲーリー・Ｅ・スティーブンソン長老

神殿の永遠の本質を理解することで人は自らの家族に引き寄せられ，家族の永遠の
本質を理解することで神殿に引き寄せられます。
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寝室や寝る場所は個人の祈りをするにふ
さわしい所ですか。みんなが集まる場所
や台所は，食事の支度をしたり，皆がとも
にいて楽しんだり，心を高める会話と家
族の時間を持ったりできる場所ですか。
家族がともに勉強し，祈り，学ぶ部屋には
聖典がありますか。あなたが個人で福音
を勉強する場所はありますか。コンピュー
ターやほかの方法で見聞きする音楽や娯
楽などは霊に悪影響を及ぼすものではあ
りませんか。会話は心を浮き立たせます
か。口争いはありませんか。これでツ
アーは終了です。わたしと同じように皆さ
んにも，多少の「家の改善」を要する部分
が2つ3つあったことでしょう。でも「思い
切った大改造」でないよう望みます。
生活空間が広くても狭くても，質素でも

立派でも，どんな家にもこれらの福音の
優先事項は当てはまります。
神殿と神殿に参入する人たちを神聖で
ふさわしく保つために，主は僕

しもべ

である預
言者を通して標準を定められました。家
庭を神聖に保ち，「主の宮」とするための
標準を家族会議で一緒に考えるとよいで
しょう。「祈りの家，断食の家，信仰の家，
学びの家，栄光の家，秩序の家，神の家
を建てなさい」9 という勧告は，主がわた
したちにどのような家庭を築くことを望ん
でおられるかを教えています。これらを
行うことは，この世の状況にかかわらずわ
たしたち皆が住むことになる「霊の住ま
い」，つまり「虫も食わず，さびもつかない」
宝に満ちた家を建てる第一歩です。10

神殿と家庭の間には義にかなった一致
が存在します。神殿の永遠の本質を理解
することで人は自らの家族に引き寄せら
れ，家族の永遠の本質を理解することで
神殿に引き寄せられます。ハワード・W・
ハンター大管長はこう言いました。「神殿
の儀式によって，永遠の家族の基が正し
く据えられるのです。」11

ボイド・K・パッカー会長はこう勧告しまし
た。「『神殿』という言葉を口にしてみてくだ
さい。静かに，敬

けい

虔
けん

に言ってみましょう。
何度も何度も繰り返してみてください。
神殿，神殿，神殿，と。次に『聖なる』とい
う言葉を付け加えてください。『聖なる神

殿』。ほかのどこにもない，ただ一つの建
物であるかのような気持ちを込めて言っ
てみましょう。
末日聖徒にとって『神殿』と同じように大
切な言葉がもう一つあります。それは『家庭』
です。『聖なる神殿』と『家庭』という言葉
を合わせれば，主の宮を指すことになる
のです！」12

昨年，世界中の何万人もの初等協会の
子供たちが，それぞれのワードや支部で
初等協会の聖餐会での発表の一部とし
て，自分の家族やワードの会員たちに向
けて歌を歌いました。希望と約束，備え
についての歌です。子供たちの歌った歌
は聖なる家庭で始まり，聖なる神殿へと
続きます。歌詞を読むだけで皆さんの心
に曲が流れだすのではないでしょうか。

いつの日か入る神殿に
聖
きよ

き御霊の声聞くために
聖なる神の家
麗しの宮
備えを始めよう
すぐに始めよう

いつの日か一緒に神殿で
お父様と聖約交わす
一つに結ばれる
家族として
従順に歩むと
約束します 13

ボイド・K・パッカー会長はこう述べてい
ます。「教会の教えが最終的に目指してい
るものは，主イエス・キリストを信じる信仰
の中で，親と子を一つに結びつけること



です。それは彼らが家庭で幸福になり，
永遠の結婚による結び固めを受け，世代
同士を結びつけ，天の御父のみもとでの
昇栄を確信できるようにするためです。」14

これらの原則を実践することで，皆さん
の家庭の扉は神殿，つまり「主の宮」に向
き，皆さんの聖なる家庭がいっそう主の
宮に近いものとなることを証

あかし

します。
最初に話した「神殿が見えている間は

迷子にはならないよ」と言った無邪気な子
供の言葉でこの話を終わります。そして，
わたしたちの家庭と主の神殿が神聖であ
ることを証します。神はわたしたちの愛
に満ちた天の御父であられます。わたし
はそのことを知っています。イエス・キリス
トを証し，救い主，贖い主であるイエス・
キリストの役割について証します。ジョセ
フ・スミスからトーマス・S・モンソンに至るま
で生ける預言者はすべての神権の鍵

かぎ

を行
使する権限を与えられていることを証しま
す。イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。
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天の御父は，わたしたちに主イエ
ス・キリストとその贖

あがな

いを土台と
する幸福の計画を与えてくださ

いました。イエス・キリストの教えと模範に
従うことによって，この計画における人の役
割をより明確に理解することができます。
モーセ書第1章には，神の業は「人の不

死不滅と永遠の命をもたらすこと」1 であ
るという簡潔ながらも非常に貴い言葉が
書かれています。
人は御父のみもとへ戻り，御父のように
なるというこの人生の旅路を独りで歩むの
ではありません。それを助けるために必要
な賜物が天の御父から与えられています。
霊的な賜物とは，神がその子供たちに
お与えになる祝福または能力です。2 それ
は永遠の目的地を目指す人生のかじ取り

を助けてくれます。
イエス・キリストという救い主を備えた
計画があるという知識は，わたしたちに
大きな安らぎを与えてくれます。3 主の犠
牲により，悔い改めることで福音の教えに
従うすべての人々の罪が赦

ゆる

されるのです。
御父のみもとへ帰ってともに住むために助
けが与えられているという知識は，大きな
安らぎを与えてくれます。生涯を通して未
知の海原を独りで渡るのではないという
知識は，大きな安らぎを与えてくれます。
人生のかじ取りを助けてくれる一つの
賜物は，すべての人に与えられています。
それは選択する力です。
わたしたちがする選択にはまぎれもな
く人生を変える力があります。この賜物を
持つことはわたしたちへのたぐいまれな
信頼のしるしであり，同時に，それを賢明
に使うという重大な責任を負うことでもあ
ります。天の御父は人の選択の自由を尊
重され，正しい選択を強いたり，愚かな選
択を妨げたりはなさいません。4 しかし，
御父はこの重大かつ不可欠な賜物につい
て，聖文にはっきりと述べておられます。
「しかし見よ，神から出るものはいつも善
を行うように誘い，促す。したがって，善を
行い，神を愛し，神に仕えるように誘い，
促すものはすべて，神の霊感を受けてい
るのである。」5

「いつも善を行う」という言葉は，選択
の自由を行使するときに用いるべき標準
を表しています。

選択には結果が伴います。それは決定
をしてからすぐに現れるものもあれば，す
ぐに現れないものもあります。授けられ
た霊的な賜物を使うことは，正しい道を
歩み続けるために最も大切なことです。
最近わたしは小型のGPS受信器を使い
ました。この驚くべき機器には，はるか上
空の衛星から送られてくる周波数に合わ
せたアンテナと，地上におけるわたしの現
在位置を示す画面が付いています。
この数十年間，このような機器が広く使
われるようになりました。科学的な目的や，
地図の製作や測量のため，最近では運転
中に道に迷わないようにするために使わ
れています。
歴史を通じて，人は道に迷わないように
様 な々努力を重ねてきました。わたしの母
国ポルトガルを例に取ると，15世紀の大陸
発見時代に，航海士たちは「リスボンの港
から，前人未到の大海原に向けて帆を
張った」6 のですが，彼らは目的地へ無事
到着するために，最高の地図や夜空の星
の読み方を利用し，当時の最新式の帆船
に乗り込みました。それにもかかわらず，
風に逆らって航海するのはたやすいことで
はありませんでしたし，大海で長い時間さ
まようこともしばしばあったのです。
一方今

こん

日
にち

，このGPS受信器を使えば，
次のような質問の答えを即座に得ること
ができます。

● 現在位置は？
● 進行方向は？
● 目的地へ行く最善の方法は？
● 到着予定時刻は？

この小さな機器を使うことで安心して
運転することができます。そして，行きた
い場所に間違いなく到着できる確信があ
ります。
ところがある日，地下駐車場へ入ったと
き，この機器の新しい機能を知ることにな
ります。「電波が受信できなくなりました」
と突然警告してきたのです。駐車場のコ
ンクリートの厚い壁が，衛星からの信号を
遮断して，受信できなくなったのです。
地上に出て来たときに，もう一つ分かっ

人生のかじ取りに
役立つ賜

た　　ま

物
も　　の

七十人
ジョセ・A・ティシェラ長老

人は……この人生の旅路を独りで歩むのではありません。それを助けるために必要な賜
物が天の御父から与えられています。



たのは，必要な信号を再受信するまでに
時間がかかるということでした。
わたしたちの心の中にも「GPS」があって，
正しい選択ができるように，また常に善悪
を知ることができるように助けてくれます。
「キリストの光がすべての人に与えられ
ているので，人は生まれながらに善悪を
わきまえる能力を持っている（教義と聖約
84：46）。この能力は良心と呼ばれている。
人はこの能力があるために，責任を負う
存在となっている。」7

さらに，教会員として，わたしたちには，
慰めや，守り，導きを与えてくれる聖霊の
賜物が与えられています。8

しかしながら，他の能力と同じように，
良心も罪や誤用によって鈍くなることがあ
ります。9 神にかかわることに鈍感になる
と，人を導く信号を受信できなくなってし
まいます。戒めを守ることが神からの「強
い信号」を受け続けるための最善策です。
わたしたちの愛するトーマス・S・モンソン
大管長はこう述べています。「わたしたち
の生涯は，わたしたちの下す決定のいか
んに懸かっています。言い換えれば，日々
の決定が人の行く末を決めるのです。」10

わたしは，善を選べばやがては幸せへ
と導かれ，誤った選択をすれば惨めな状
態に引き落とされることを証

あかし

します。11 善を
選ぶようになり，戒めを守るならば，次のよ
うな結果に導くパターンが築かれます。

● 生活に充実感を得る。
● 天の御父と御子イエス・キリストにさら
に似た者になる。

● 忠実な人に約束されたすべての祝福を
受け継ぐにふさわしくなる。

人生のかじ取りを助けるもう一つの賜物
は，イエス・キリストについて証する人々
の言葉を信じる力です。12

神は，現代を含むすべての時代にわた
したちの預言者を通じて，個人と家族の
ための幸福の計画を明らかにしてこられ
ました。預言者に従う人々は，神が約束
された祝福を受けます。
生ける預言者は常に信頼できます。彼
らの教えは主の御

み

言
こと

葉
ば

と御
み

心
こころ

を反映して

います。「まことに主なる神はそのしもべ
である預言者にその隠れた事を示さない
では，何事をもなされない」13 のです。
初等協会の歌はこう勧告しています。

したがおう預言者に　
じゅうじゅんに道それず
したがおう預言者は　主の道を知っている
たしかな道歩むために
耳かたむけしたがおう
主の預言者とく教え 14

天の御父は一人一人を心にかけ，祈り
を聞き，こたえてくださること，また預言者
に御心を伝えてわたしたちを導いてくだ
さることを証します。信仰を強め，預言者
の言葉に従って生活することによって，わ
たしたちは幸福の計画とその中でイエス・
キリストが主要な役割を果たされているこ
とへの証を強めることができます。
選択する力とイエス・キリストについて証
する人々の言葉を信じるという生来の力
によって，人生という大海を渡り，永遠の
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目的地へ到達できるのです。
この週末わたしたちは預言者，聖見者，
啓示者から教えを受けました。わたしは
天の御父が与えてくださった導きと，救い
主，贖い主である御子イエス・キリストに
感謝しています。御二方が生き，わたした
ちを愛しておられること，これまでに受け
た教えに従うならば，正しい選択をし，道
に迷うことなく，永遠の故郷へ到達できる
ことを証します。イエス・キリストの御

み

名
な

に
より，アーメン。

注

1．モーセ1：39

2．“Spir itual  Gifts，”（霊的な賜物）
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れる）参照，www . m o r m o n . o r g
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号，30
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12．教義と聖約46：14

13．アモス3：7

14．「預言者にしたがおう」『子供の歌集』
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少年時代，ユタ州スプリングシ
ティーの小さな農村に住んでい
たわたしは，毎年，夏になると，

父と二人だけで2週間，マンタイ・ラサール
の山岳地帯で羊の番をしました。あると
き，辺り一面に濃霧が立ち込め，前に伸
ばした自分の手も見えないほどになった
ことがあります。しかも，夜が近づいてい
ました。
父はわたしに，キャンプに戻るように，
そして父もすぐに後を追うと言いました。
この霧の中で，どうしたらキャンプを見つ
けることができるのかと父に尋ねたのを
覚えています。父は事もなげに次のように
答えました。「馬に手綱を預けなさい。そ
うすれば馬がキャンプへ連れて行ってくれ
るよ。」その助言に従って，わたしは手綱
をゆったりと持ち，馬を励ましつつ，キャ
ンプへと向かいました。時 ，々低く垂れ下
がった太めの枝が，見えなかったために

顔に当たったり，足が木に近づきすぎて
こすれたりしましたが，やがて馬がぴたり
と止まると，キャンプの輪

りん

郭
かく

が浮かび上
がって見えました。
自分の望む道がいつでもすぐに見つか
るとは限りません。しかし，先人たちと現
在生きている人々に手綱を預けるなら，彼
らの知恵は，わたしたちを導いてくれるこ
とでしょう。
ピリポは，熱心に聖文を研究していた
人に「あなたは，読んでいることが，おわ
かりですか」と質問をしました。
その答えは質問の形で返ってきました。

「だれかが，手びきをしてくれなければ，ど
うしてわかりましょう。」1

このような熱心な質問への答えは，い
つの時代も，預言者を通して与えられま
す。預言者は，次の約束とともに，聖文を
研究することの大切さを教えています。
「だれでもわたしの言葉を大切に蓄える
者は，惑わされることがない。」2

どの神権時代にも，主は次の目的を
もって預言者に戒めを与えられます。「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。」3

教義と聖約第1章は，時満ちる神権時代
に主が与えられた教義，聖約，および戒め
のはしがきとなっています。それは特に，
37節から38節で述べられています。
「これらの戒めを調べなさい。これら
は真実であり，確かであって，これらの中
にある預言と約束はすべて成就するから
である。
主なるわたしが語ったことは，わたしが

主の僕
し も べ

，預言者
七十人
F・マイケル・ワトソン長老

主は御自身の預言者を通してわたしたちに語られます。



語ったのであって，わたしは言い逃れを
しない。たとえ天地が過ぎ去っても，わ
たしの言葉は過ぎ去ることがなく，すべて
成就する。わたし自身の声によろうと，わ
たしの僕たちの声によろうと，それは同じ
である。」
今日
きょ う

は，主の御
み

声
こえ

となった7人の主の僕
について話します。1970年3月，長年の望
みがかない，わたしは主の選ばれた僕た
ちに仕える責任を頂きました。当初は十
二使徒定員会の兄弟たち，その後は，大
管長会の兄弟たちとも直接かかわる機会
に恵まれ，約40年にわたって仕えてきまし
た。「わたしの言葉は過ぎ去ることがなく，
すべて成就する」という言葉を心の中でよ
り深く理解するようになったこの期間は，
わたしにとっての学びの時期となりました。
過去何年にもわたって，総大会で大切
な勧告が与えられてきました。このような
勧告は，引き続き，過去の知恵を受け継
ぐ人々により与えられ，わたしたちの心を
燃やしてくれることでしょう。これらの勧
告に従うことによって，わたしたちは強く
なり，決してあきらめることなく，最後まで
堪え忍ぶことができるのです。
これらの神の預言者たちによる指示と
勧告を紹介しましょう。例えば，詩篇第24
篇の言葉をよく引用したのはジョセフ・
フィールディング・スミス大管長でした。あ
ることが尋ねられているこの章では，その
答えと，忠実な人々に約束された祝福が
記されています。
質問――「主の山に登るべき者はだれ
か。その聖所に立つべき者はだれか。」
答え――「手が清く，心のいさぎよい者，
その魂がむなしい事に望みをかけない
者，偽って誓わない者こそ，その人である。」
約束――「このような人は主から祝福を
うけ，その救

すくい

の神から義をうける。」4

ハロルド・B・リー大管長は，主が預言者
を通して与えられる言葉と戒めを心に留
めるよう総大会で勧告しました。「教会の
幹部からのメッセージを快く思えないこと
もあるかもしれません。あなたの政治上
の見解〔または〕……社会観と相いれない
ものもあるでしょう。また，あなたの社会
生活を多少なりとも犠牲にしなければな

らないようなメッセージかもしれません。
しかし，忍耐と信仰をもって，主御自身の
口から出ているかのように，これらの教え
に耳を傾ける人々に対しては，次のような
約束がなされています。『主なる神はあな
たがたの前から闇

やみ

の力を追い払い，また，
あなたがたのためと，神の名の栄光のた
めに天を震わせるであろう。』」5

1973年12月，他界する前に，リー大管長
は，集った教会職員とその家族に向けて
話しました。そのとき，教会福祉プログラ
ムの歴史について述べた後で，次のよう
な質問を投げかけました。「これらの預
言者は自分の伝えるメッセージに確信を
持っていました。そのことを皆さんは信じ
ていますか。」また，同じ説教の後半で，
不適切な書籍やテレビを通して家庭に侵
入する自由放任主義を警告する中央幹部
の勧告に触れた際，リー大管長はこう尋ね
ました。「皆さんは，中央幹部の近くにい
すぎるあまり，彼らが預言者であることを
忘れてはいませんか。自分の考えのみで，
〔そのような勧告を〕しようとしている人間
だとは思ってはいませんか。」6

自身の著作の中で，赦
ゆる

しの奇跡が確か
にあり，神はお赦しになるという慰めの言

葉を与えたのはスペンサー・W・キンボー
ル大管長でした。また，大管長は別の折
に，人生の予期せぬ試練について次のよ
うに注意を促しました。かりに，人生の決
定的な瞬間を変える力がわたしたちに与
えられていたとしても，わたしたちは，結
果的に預言者ジョセフ・スミスの死をもた
らしたカーセージの監獄で起こった出来
事に修正を加えるでしょうか。かりに，そ
のようにする無限の力が与えられたとして
も，さらに重要な出来事であるゲツセマ
ネのあの決定的な瞬間と「わたしの思い
ではなく，みこころが成るようにしてくださ
い」7 という御

み

言
こと

葉
ば

に対し，わたしたちは
修正を加えるでしょうか。
大管長会の集会では，大管長会が交代
で朝の祈りをささげます。わたしはいつも
エズラ・タフト・ベンソン大管長の祈りを聞
くのが好きでした。ベンソン大管長の祈
りは，祝福を請い願うのではなく，ほとん
どすべてが感謝の祈りでした。イエス・キ
リストのもう一つの証

あかし

について，ベンソン
大管長は預言者ジョセフ・スミスの言葉を
何度も繰り返しました。「『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
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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。」8

ベンソン大管長は，次のように語られた救
い主に従うよう勧告しました。「わたしに
頼り，最後まで堪え忍びなさい。そうすれ
ば，あなたがたは生きるであろう。最後
まで堪え忍ぶ者に，わたしは永遠の命を
与えるからである。」9

ハワード・W・ハンター大管長が，教会
の大管長として務めたのは9か月間でした
が，わたしたちは生来の優しさを備えた
大管長を慕っていました。大管長は教会
員に対して次のように勧めました。
「主イエス・キリストの生涯と模範，特に
主が示された愛と希望と哀れみに，これ
まで以上の注意を払って生活するようす
べての教会員にお勧めします。……
主の宮が，教会員であることの崇高な
象徴であり，最も神聖な聖約を交わす至
高の場所であることをはっきりと認識して
ください。神殿に参入するふさわしさを
すべての教会員が身に付けること，これこ
そがわたしの心からの願いです。」10

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は次のよ
うに語っています。「わたしは，この神権
時代のすべての預言者と顔を合わせて
語ったわけではありません。預言者ジョ
セフ・スミスを個人的に知っているわけで
もありませんし，彼の語る声を聞いたわ
けでもありません。〔しかし，〕若いころ
ノーブーに住んでいたわたしの祖父は，
ジョセフ・スミスが実際に語る声を聞き，
ジョセフ・スミスこそ，この神権時代の偉大
な預言者として神から召しを受けた人物
だと証していました。」11

ヒンクレー大管長は，少年ジョセフ・スミ
スが森の中で祈り，神聖な啓示を通して，
御父と御子の御二方から答えを受けた最
初の示現について証しました。
神殿の建設と，神殿で行われる神聖な
業に対するヒンクレー大管長の情熱は，わ
たしたち一人一人が従うべき指針となる
ことでしょう。
1839年，当時の大管長会は待ち望まれ

ていた指示を発表しました。愛する預言
者トーマス・S・モンソン大管長も再度強調
しているこの指示は，わたしたちが今も
変わらずに従うべきものです。「皆さんの
熱心な働きと……皆さんの忍耐と忠実さ
……皆さんの宣

の

べ伝える教えの確かさ，
皆さんが推し進め実践する道徳的指針に
……人類の行く末が懸かっています。」12

わたしたちが預言者，聖見者，啓示者
として支持するモンソン大管長は，夫に先
立たれた人，父親のいない子供，そして
助けの必要なすべての人の擁護者として
奉仕しています。モンソン大管長は，自ら
の生き方を通して主の模範を示し，常に
主の奉仕を行う心からの望みを表してき
ました。モンソン大管長は主の代弁者で
す。わたしたちは大管長の勧告と指示に
従う必要があります。まさに文字どおり，
主は御自身の預言者を通してわたしたち
に語られるのです。わたしは中央幹部の
兄弟たちが集う集会に出席し，このことが
真実であると知っており，そのように記録
してきました。
わたしは生ける預言者を知り，愛してい
ます。生ける預言者と末日の証人のそば
で教えを受けた者として証します。この教

会の会員が，主が聖書の預言者と，今
こん

日
にち

までも続く主の預言者にお与えになった
御言葉と戒めを心に留めるならば，「まこ
とに主なる神はそのしもべである預言者
にその隠れた事を示さないでは，何事を
もなされない」13 ということをより深く理解
できるようになるでしょう。
これらの真理について証します。神が
天におられ，イエスがキリストであられる
こと，わたしたちを導く預言者，聖見者，
啓示者を持つこの末日聖徒イエス・キリス
ト教会について，厳粛に証します。イエ
ス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。
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何年も前，車でユニバーシティー
アベニューを走っていると，プ
ロボ渓谷の入り口近くで，前方

の車の流れが遅くなっているのが見えま
した。その先では，ライトを点滅させたパ
トカーや消防車，数台の捜索救助隊の車
が集まって，プロボ渓谷に入る道を封鎖
していました。最初は困ったと思いまし
た。ここで長時間待たされるかもしれな
いと感じたからです。しかし，騒ぎの原因
を知りたいという好奇心もありました。
プロボ渓谷の入り口の東側にある岩壁
を見上げると，数人の人が登っているの
が見えました。捜索救助隊のようでした。
どこに向かっているのでしょうか。やがて
分かりました。迷い出た1匹の雌の羊が，
25フィート（8メートル）の高さまで岩壁を登

り，そこで立ち往生していたのです。野生
のやぎや羊ではなく，羊飼いの羊の群れ
からはぐれた白い羊でした。
ほかにすることもなかったので，どうす
れば迷い出た羊があの場所まで登って行
けるのかと，岩壁を眺めてみましたが見
当もつきませんでした。それでも羊はそ
こにいて，その羊を助け出そうと大騒ぎ
になっていたのです。その後，警察が車
道を空けてくれたので，結局どうなったの
かは今も分かりません。
走り去りながら，一つ気がかりなことが
ありました。救助隊員は間違いなく，羊の
ためを思って行動していたのでしょうが，
羊はどのような反応を示すでしょうか。救
助隊は羊を落ち着かせる手段を用意して
いたはずです。至近距離から鎮静剤の矢
を撃ち，落下する前に捕獲しようと考えて
いたかもしれません。救助隊の計画につ
いては何も知りませんでしたが，見知らぬ
者によって逃げ場のない所に追い込まれ
たとき，動物がどのような反応を示すかに
ついては多少知識があったので，無事に
救助できるかどうか心配でした。その後，
こう思いました。「羊飼いはどこだろうか。」
羊飼いこそ，だれよりも羊を怖がらせずに
近づくことができる人物でしょう。羊飼い
の穏やかな声と救いの手こそが，まさに
この状況で必要とされていましたが，羊飼
いは行方不明のようでした。
教会員であるわたしたちは時々，この

羊飼いのように，必要なときに行方不明に

なっていることがあるようです。少しの間，
モンソン大管長が新任の伝道部会長のた
めの2008年のセミナーで，新たに召され
た伝道部会長たちに語ったことについて
考えてみましょう。大管長は次のように言
いました。「会員とともに行う伝道プログ
ラムほど効果的なものはありません。街
頭での伝道も，黄金の質問も，それに代
わることはできません。会員とともに行う
プログラムこそが成功の鍵

かぎ

であり，実行し
てみるなら，どこで行

おこな

ってもうまくいきま
す。」（“Motivating Missionaries，”2008年
6月22日，8）
この観点から考えると，会員宣教師，す
なわち皆さんやわたしは羊飼いです。そ
して専任宣教師は，あの捜索救助隊のよ
うに，自分の力だけではとてもできそうに
ないことを行おうとしています。確かに，
専任宣教師はこれからも最善を尽くし続
けるでしょう。しかし，皆さんやわたしが
本来行うべき仕事を進んで行う方がもっ
とよくはないでしょうか。この仕事はわた
したちの方が適任なのです。迷い出た，
救出の必要な人々のことを，わたしたちは
個人的に知っているからです。
教義と聖約に記されている，教会員の3つ
の目標に焦点を当てたいと思います。そ
のどれもが，友人，隣人，家族が助けを必
要とするときに，わたしたちが行方不明で
いることのないよう促しています。そのよ
うな人々の中には，教会を離れた人，あ
まり熱心に集っていない人も含まれます。
わたしたちは皆，より良い会員宣教師とな
るべきです。
教義と聖約第88章81節には，「警告を
受けた人は皆，その隣人に警告しなけれ
ばならない」と書かれています。ワード伝
道の成長と発展を後押しするため，わた
しは教会の多くのステークを訪れる特権
にあずかってきました。これは非常に報
いのある，霊的な経験となっています。訪
問を重ねて気づいたことで，最近の調査
でも確認されたことですが，合衆国とカナ
ダの人々の半数以上が，この教会が何を
実践し，何を信じているかについてほと
んど，またはまったく知りません。ほかの
国々では，その割合ははるかに高いこと

人々 をわたしのもとに
連れて来なさい
十二使徒定員会
L・トム・ペリー長老

宣教師はこれからも最善を尽くし続けるでしょう。しかし，皆さんやわたしが本来行うべき
仕事を進んで行う方がもっとよくはないでしょうか。
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でしょう。また同じ調査で，会員でない
人々が忠実な教会員と長期にわたって交
わったり，教会の信条や教義について，分
かりやすい，正しい情報に触れたりする
なら，彼らは好意的になり，理解を示すよ
うになることも明らかになっています。
教会には世界中で奉仕する5万人以上
の専任宣教師がいます。『わたしの福音を
宣
の

べ伝えなさい』のおかげで，彼らは教会
のどの時代の人よりも，イエス・キリストの
福音を効果的に教えられるようになりまし
た。しかし残念なことに，ほとんどの専任
宣教師は，人々を教えることよりも人々を
見つけることに多くの時間を費やしていま
す。教えるための資源である専任宣教師
が十分に活用されていないように思いま
す。もし皆さんやわたしが専任宣教師の
代わりにもっと人々を見つける活動を行
い，宣教師を解放し，わたしたちが見つ
けた人 を々教えることに時間を使ってもら
うなら，偉大なことが起こり始めるでしょ

う。自分自身で隣人に警告する代わりに
専任宣教師が警告してくれるのを待って
いては，教会を発展させる絶好の機会を
逃してしまいます。
わたしたちは，救いの計画が与える答
えを求めている人に，「大きな期待をもっ
て」（教義と聖約123：14）福音の光をもた
らすべきです。多くの人々が，自分の家族
について心配しています。価値観が変化
する世の中で安全を探し求めている人々
もいます。わたしたちには，彼らに希望と
勇気を与え，ともに来てイエス・キリストの
福音を受け入れるよう招く機会がありま
す。主の福音は地上に存在しており，この
世においても来

きた

るべき永遠にわたっても
彼らの生活に祝福をもたらすでしょう。
福音の中心にあるのは，わたしたちの
主，救い主の贖

しょく

罪
ざい

です。贖罪は，罪を洗
い清め，癒

いや

し，永遠の命を授ける力をも
たらします。贖罪がもたらす，想像をはる
かに超える祝福はすべて，福音の原則に

従って生活し，福音の儀式を受ける人，す
なわち，イエス・キリストを信じる信仰を持
ち，悔い改め，バプテスマと聖霊を受け，
最後まで堪え忍ぶ人々にのみ与えられま
す。わたしたちが世界の人々に伝えるす
ばらしい伝道のメッセージとは，すべての
人類が救い出され，良い羊飼い，すなわ
ちイエス・キリストの羊の群れに入るように
招かれているということです。
わたしたちの伝道のメッセージは，回復
について知ることで強固なものとなりま
す。わたしたちは，神が昔と同じように今

こん

日
にち

も御自身の預言者に語られることを
知っています。また，神の福音が，回復さ
れた神権の力と権能によって教えられて
いることも知っています。今日地球上に住
むすべての人に対し，これほど偉大で，永
遠に重要な意味を持つメッセージはほか
にありません。わたしたち全員が，力と確
信をもってこのメッセージを人々に教える
必要があります。回復の奇跡についてわ



たしたちを通じて証
あかし

するのは聖霊の静か
な細い声ですが，まずわたしたちが口を開
いて証しなければなりません。わたしたち
は隣人に警告しなければなりません。
このことは，教義と聖約から紹介した
い二つ目の聖句につながります。第88章
の81節で，警告を受けると伝道活動がす
ぐにわたしたち一人一人の責任になると
いうことが教えられている一方で，第33章
の7節から10節では，わたしたちは口を
開くようにと教えられています。
教義と聖約第4章を暗記している人であ
れば，第33章7節で主はわたしたちに伝道
活動について語っておられるということが
はっきりと分かるでしょう。「まことに，まこと
に，あなたがたに言う。畑はすでに白くな
り刈り入れを待っている。それゆえ，あな
たがたの鎌を入れ，あなたがたの勢力と
思いと力を尽くして刈り取りなさい。」
次に，口を開くようにという指示が3度

出てきます。
「あなたがたの口を開きなさい。そうす
れば，あなたがたの口は満たされるであ
ろう。そして，あなたがたは，エルサレム
を出て荒れ野を旅した昔のニーファイのよ
うになるであろう。

まことに，あなたがたの口を開きなさい。
惜しんではならない。そうすれば，あな
たがたは背に束を積まれるであろう。見
よ，わたしはあなたがたとともにいるから
である。
まことに，あなたがたの口を開きなさい。
そうすれば，あなたがたの口は満たされ
て言うであろう。『悔い改めなさい。悔い
改めなさい。主の道を備え，その道筋を
まっすぐにしなさい。天の王国が近づい
ているからである。』」（8節－10節）
もし3度口を開かなければならないとし
たら，わたしたち一人一人は何を言うで
しょうか。提案させてください。何よりも
まず，わたしたちはイエス・キリストと主の贖
罪を信じていることを宣言するべきです。
主の贖

あがな

いの業は全人類を祝福し，不死不
滅の賜

たま

物
もの

を与え，神のあらゆる賜物の中
で最も大いなるものである，永遠の命の
賜物を享受することを可能にしています。
2度目に口を開くときには，最初の示現
の物語を自分自身の言葉で語るべきで
す。すなわち，15歳にも満たない少年に
ついて，知っていることを語るのです。こ
の少年が森に入り，心から，へりくだって
祈ると，天が開かれました。何世紀もの

混乱の後，神会の本質と神のまことの教
えが世に明らかにされたのです。
3度目に口を開くときには，イエス・キリ

ストについてのもう一つの証であるモルモ
ン書について証しましょう。モルモン書は
聖書を補うものであり，救い主の福音の
教義についてわたしたちの理解を深めて
くれます。モルモン書は，ジョセフ・スミス
が確かに神の預言者であることの確かな
証拠です。モルモン書が真実なら，神権
は回復されたのです。モルモン書が真実
なら，ジョセフ・スミスはその回復された神
権の力をもってイエス・キリストの教会を回
復したのです。
現在，わたしはアルマ書をちょうど読み
終えたところですが，ゼラヘムラの教会の
人々に与えたすばらしいメッセージの結び
の近くで，アルマは次のように言っています。
「多くの羊を飼っているとき，おおかみが
入って来て，羊の群れを食い尽くすことの
ないように，羊の番をしない羊飼いがあな
たがたの中にいるであろうか。そして見よ，
おおかみが羊の群れの中に入って来れ
ば，羊飼いはそのおおかみを追い払わな
いであろうか。そして最後に，できれば羊
飼いは，そのおおかみを殺すであろう。
さて，わたしはあなたがたに言う。良
い羊飼いは今，あなたがたを呼んでおら
れる。あなたがたがその声を聴くならば，
良い羊飼いはあなたがたを御自分の羊の
群れに導き入れ，あなたがたは良い羊飼
いの羊になる。また良い羊飼いは，あな
たがたが滅びることのないように，飢えた
おおかみをあなたがたの中に決して入れ
てはならないと，あなたがたに命じてお
られる。」（アルマ5：59－60）
救い主は良い羊飼いであられ，わたし
たちは皆，主の業に召されています。プロ
ボ渓谷の入り口にある崖

がけ

の岩壁にいた羊
と，このアルマの言葉は，救い主がルカに
よる福音書第15章で尋ねておられる質問
を思い起こさせてくれます。「あなたがた
のうちに，百匹の羊を持っている者がい
たとする。その一匹がいなくなったら，九
十九匹を野原に残しておいて，いなくなっ
た一匹を見つけるまでは捜し歩かないで
あろうか。」（4節）ロシア，モスクワ
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羊の群れの世話をするということにつ
いて考えると，通常は，すべての羊のた
めに，できるすべてのことを行うという，
羊飼いに課せられた要求または管理の職
のことが頭に浮かびます。しかしこの経
験を通して，わたしはそれがいなくなった
羊のたとえであることに気づき，あの1匹
の迷い出た羊が陥っていた危険な状況に
思いをはせました。その羊はたった1匹
で，岩壁を登る次の一歩を踏み出すこと
ができず，向きを変えて下に降りる道を見
つけることもできずにいました。大惨事の
一歩手前で，自力で抜け出すすべもなく，
どれほどの恐怖と絶望を抱いていたこと
でしょう。
わたしたち一人一人が，迷い出た人が
どのような気持ちを感じているか，また，
いなくなった一人を見つけるために99人
を残して行く「霊的な」羊飼いになるとは
どういうことか深く考えることが大切です。
そのような羊飼いは，捜索救助隊の専門
技術と援助を必要とするかもしれません
が，現場にいて，いつでも手助けできる状
態で救助隊のすぐ傍らを登って行きます。
彼らは神の目に無限の価値を持つ人々を
救うためにそうするのです。その人々が
神の子供だからです。そのような羊飼い
は，会員宣教師になるという最後の指示
に応じます。教義と聖約から読みましょう。
「あなたがたはこの民に悔い改めを叫
ぶことに生涯力を尽くし，一人でもわたし
のもとに導くならば，わたしの父の王国で
彼とともに受けるあなたがたの喜びはい
かに大きいことか。
さて，あなたがたがわたしのもとに導い
てわたしの父の王国に入れるようにした，
一人の人とともに受けるあなたがたの喜
びが大きいならば，もし多くの人をわたし
のもとに導くとすればその喜びはいかに
大きいことか。」（教義と聖約18：15－16）
聖文も教えているように，そのような羊

飼いは言葉で言い表せない喜びを味わい
ます。これが事実であることをイエス・キ
リストの御

み

名
な

により証します，アーメン。
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愛する兄弟姉妹の皆さん，このす
ばらしい総大会を閉じるに当
たり，わたしの心は満たされ，

穏やかな気持ちです。
話者の勧告と証

あかし

を聞き，多くの祝福を
受けることができました。皆，イエス・キリ
ストの福音の原則に従って生活する決意
をさらに強めていることでしょう。
祈りをささげた兄弟たちをはじめ，大会
に参加した皆さん一人一人に心から感謝
します。
音楽はすばらしいものでした。音楽の
才能に恵まれ，その才能を喜んでほかの
人と分かち合う兄弟姉妹に心から感謝し
ます。教義と聖約の聖句を思い出します。
「わたしは心の歌を喜ぶからである。まこ
とに，義人の歌はわたしへの祈りである。
それに対する答えとして，彼らの頭

こうべ

に祝福
が注がれるであろう。」1

この大会で聞いた事柄を長く覚えてお

くことができますように。大会の内容は来
月号の『エンサイン』（Ensign）と『リアホナ』
に掲載されます。話者の話を研究し，そ
の教えについて深く考え，生活の中で実
践するよう強くお勧めします。
献身的なわたしの顧問，ヘンリー・B・ア
イリング管長とディーター・F・ウークトドルフ
管長に深い愛と感謝の念を抱いています。
二人は知恵と理解力の人であり，大変貴
重な奉仕をしてくれています。また，わた
しは十二使徒定員会の兄弟たちを愛し，
支持しています。この大会でわたしたち
は十二使徒定員会の新しい会員を支持し
ました。彼は主の業に全身全霊で取り組
んでいます。天の御父が今，この責任を果
たすよう望んでおられる人物であると証
します。
また，七十人と管理ビショプリックの会
員に対するわたしの愛を伝えます。皆，無
私の奉仕を非常に効果的に行っています。
同様に，中央補助組織の役員に賛辞を送
ります。定期的な交替の方針に従い，今
回，中央若い男性と日曜学校の新しい会
長会を支持しました。彼らとともに奉仕で
きるのを楽しみにしています。また，これ
らの責任を非常に忠実に果たし，この大
会で解任された皆さんに感謝します。
兄弟姉妹の皆さん，主により近く生きる
努力を続けられますように。「誘惑に陥ら
ないように，常に……祈〔る〕」2 ことを覚え
ていられますように。
親の皆さん，皆さんの子供に愛を表し
てください。子供たちがこの世の悪に負
けないよう，彼らのために祈ってください。
子供たちが信仰と証を強められるよう

また逢
あ

う日まで
トーマス・S・モンソン大管長

この大会で聞いた事柄を長く覚えておくことができますように。……話者の話を研究し，
その教えについて深く考え，生活の中で実践するよう強くお勧めします。



祈ってください。子供たちが，善に満ちた
生活，人々へ奉仕をする生活を求めるよ
う祈ってください。
子供の皆さん，親を愛していることを伝
えてください。これまでしてもらったこと，こ
れからもしてもらうすべてのことについて，ど
れほど感謝しているかを伝えてください。
これから，若い人，年配の人，男性，女

性を問わず，すべての人に警告の言葉を
伝えます。わたしたちは，敵対する者が，
可能なかぎりあらゆる手段を使ってわた
したちをわなに誘い込み，何とかして自
分の道連れにしようとする時代に生きてい
ます。サタンは，多くの道にわたしたちを
誘い込もうとしており，それらの道は破滅
に通じています。多くの分野で，人のため
になる技術の進歩が見られますが，それ
らは同時に，わたしたちを悪の道へより
早く連れ込むためにも使われています。
わたしは，特にそれらのうちの一つに
ついて話すよう感じています。それはイン
ターネットです。インターネットのおかげで，
非常に多くの有益で重要な情報を得るこ
とができます。世界中の人 と々のコミュニ
ケーションが可能です。教会にもすばらし
いウェブサイトがあり，貴重で，わたしたち
を高めてくれる情報や資料をたくさん提供
しています。
ところが一方では，人々を堕落させる
悪い目的でインターネットを使っている人
の数が報告されており，きわめて憂慮すべ
き状況にあることが分かります。このよう
な目的の中で最も多いのは，ポルノグラ
フィーを見ることです。兄弟姉妹の皆さん，
そのようなものにかかわると，文字どおり
霊が破壊されます。強くあってください。
清くあってください。そのような品位を落
とす破壊的な内容は，どこで目にしようと
も，あらゆる手段を使って避けてください。
この警告を世界中のすべての人に伝えま
す。特に，若い人々に付け加えますが，こ
れには携帯電話で見るポルノ映像も含ま
れます。
愛する友人の皆さん，どのような状況に

あっても，ポルノグラフィーを見るというわ
なにとらわれることのないようにしてくだ
さい。これは最も効果的なサタンの誘惑

の一つです。もし，こうした行為を経験し
たことがあるなら，今すぐにやめてくださ
い。誘惑を克服し，生活の方向を変える
ために必要な助けを求めてください。細
くて狭い道へ戻るのに必要な段階を踏
み，その道にとどまってください。
昔のヨシュアとともに，こう言うことがで
きますように。「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。」3

さて，兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは
世界中に神殿を建ててきました。今後も
建て続けていきます。神殿に参入するの
にふわさしい人，また参入が可能な人は，
頻繁に参入するようお勧めします。神殿は

平安を見いだす場所です。神殿で，わたし
たちは福音に献身する気持ちを新たにし，
戒めを守る決意を強めることができます。
神殿に行き，主の御

み

霊
たま

による聖
きよ

めの影
響を受けられるというのは，何と大きな特
権でしょう。幕のかなたへ行った人々の
身代わりの儀式を受けるのは，偉大な奉
仕の行いです。多くの場合，わたしたちは
身代わりをしている人について知りませ
ん。彼らからの感謝も期待していません
し，行った儀式を彼らが受け入れている
という確信もありません。しかしわたした
ちは奉仕をします。そしてその過程で，ほ
かの方法では得られないものを得ていま
す。文字どおり，わたしたちはシオンの山
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の救う者になっているのです。救い主が
わたしたちの身代わりの犠牲としてご自
身の命をささげてくださったように，わた
したちも，神殿で身代わりの儀式を行うと
き，微力ながら同じことをするのです。儀
式を待っている人々は，この地上にいる
人々が身代わりにそれらを行わなけれ
ば，前進することができないのです。
教会が，非常に必要とされる場所で人

道支援を続けていることに深く感謝しま
す。この分野でわたしたちは多くのことを
行い，同じ信仰を持つ人々だけでなく，信
仰を異にする数多くの御父の子供たちの
生活を祝福してきました。これからも，必
要とされる所で支援を続けるつもりです。
この分野で貢献する皆さんに感謝の意を
表します。
兄弟姉妹，わたしはこの神権時代に回

復された福音と，回復を通してわたしや
皆さんの生活にもたらされたあらゆる祝
福に深く感謝しています。わたしたちは
祝福された民です。神が生きておられ，
イエスがキリストであられるという確かな
知識があるからです。
天の祝福が皆さんとともにありますよう
に。皆さんの家庭が調和と愛に満たされ
ますように。悪の力からの守りとなる証を
絶えず養うことができますように。
皆さんの謙

けん

遜
そん

な僕
しもべ

として，わたしは神の
御
み

心
こころ

を行い，神と皆さんに仕えたいと心
から願っています。
兄弟姉妹の皆さん，大会を閉会します。

安全に家へ帰ることができますように。
皆さんを愛し，皆さんのために祈って
います。皆さんの祈りの中に，わたしとす
べての中央幹部を加えていただくようお
願いします。6か月後に再びお会いするま
で，主の祝福がわたしたち全員のうえに
注がれますように。わたしたちの救い主
イエス・キリストの御

み

名
な

により願います。
アーメン。

注

1．教義と聖約25：12

2．3ニーファイ18：18

3．ヨシュア24：15

114

今晩，皆さんとともにここに集えて
光栄です。また，皆さんの善良
さを思うと，謙虚な気持ちにな

ります。皆さんが集っている麗しい光景
を見るとき，心が鼓舞されます。今晩，わ
たしの母かダルトン姉妹から『成長するわ
たし』の「徳質の体験──知識」の4番に
署名をもらいたいと思います。なぜなら，
今回の話で，福音のテーマに関する5分間
の話をするという条件を確実に満たせる
はずだからです（『成長するわたし』〔小冊
子〕，35参照）。
わたしは若い女性の皆さんが大好きで
す。また，若い女性のプログラムが大好
きです。若かったころ，若い女性のプロ
グラムとミューチャルは，わたしの生活で
とても大切な位置を占めていました。友

人，教わったレッスン，ユースカンファレン
ス，キャンプが大好きでした。
指導者はわたしを愛し，福音の真理を
教えてくれました。両親から教わった福
音の原則を証

あかし

する第2の証人としての役割
を果たしてくれたのです。
わたしの両親，ビショップ，愛する若い
女性の指導者は「言葉にも，行状にも，愛
にも，信仰にも，純潔にも，信者の模範」
でした（1テモテ4：12）。わたしは喜んで
彼らの模範に従いました。同じような女
性になりたかったからです。
自分が若い女性だったころを振り返る
と，身の回りで起こっていることの重要性
を十分に理解していなかったことに気づ
きます。教会のすべての活動にいつも参
加することにより，イエス・キリストの教え
に従うための生涯にわたる行動パターン
を確立し，決意を固められることに気づ
きませんでした。自分が，個人として，妻
や母親として，そして指導者としての将来
の生活に備えているということを理解して
いませんでした。正義を選ぼうと努力す
るときに，自分はバプテスマの聖約を尊
び，信仰を行使し，徳を増し加え，神殿に
参入する備えをしているのだということを
理解していませんでした。当時は，そのよ
うなすべてのことが十分に理解できてい
なかったのですが，そんなわたしも，ほん
の少しずつ，徐々に，信者，そして「信者の
模範」となっていきました。
今日
こんにち

のような『成長するわたし』のプロ

信者の模範に
なりなさい
中央若い女性会長会第二顧問
アン・M・ディブ

今日
きょう

，行うことに決めた小さくて簡単なことが，明日になれば，偉大で栄光に満
ちた祝福へと大きく変わるのです。

●中央若い女性集会
2 0 0 9年 3月2 8日



グラムはありませんでしたが，とてもよく似
たプログラムが与えられていました。そこ
には，福音の原則を学び，実践し，報告す
る機会が含まれていました。最近，わた
しの友人であり，模範であるキャシー・ア
ンダーセン姉妹が自身の『ビーハイブ少女
用手引き』（Beehive Girl’s Handbook）を
見せてくれたときに，わたし自身の経験を
思い起こす機会となりました。アンダーセ
ン姉妹の使い古した手引きの中から，少
しだけ紹介したいと思います。
「真理を愛する」という分野の指針は次
のとおりです。

1．礼儀正しくし，クラスで積極的に受け答
えをする。

2. すべての行いにおいて正直であるこ
と。学校で知識を身に付けるのは大切
だが，誇りを持ち，高潔であり，不正行
為をしないことも大切である。授業で
「合格」しても，不正を行って人格で「不
合格」だったら，真理の意味を学ばな
かったのと同じである。

3．今月，うわさ話をしない，あるいはうわ
さ話に一切耳を傾けない。それが生涯
にわたる習慣となるよう努力する。

4．家族や友人が持っている多くの長所に
気づき，気づいたことを真心から相手
に伝える。そうすれば相手はもっと好
意を示してくれるであろう。注意──
「ゴマすりあるいはおべっか」にはなら
ないよう気をつけること。（Beehive
Girl’s Handbook〔1967－1968年〕，59）

時代遅れと感じるかもしれませんが，
今読んだことには真理が含まれています。
若い女性の「信者」は礼儀正しく，正直で，
優しく語り，誠実です。これらは，ささい
なこと，あるいは簡単なことのように思わ
れるかもしれませんが，モルモン書の預言
者アルマはこう教えています。
「〔こう〕するのはわたしが愚かだからで
あると，あなたは思うかもしれない。しか
し見よ，わたしはあなたに言う。小さな，
簡単なことによって大いなることが成し遂
げられるのである。そして，小さな手段
が度々知者を辱める。」（アルマ37：6）

最近，わたしは新しい『若い女性──成
長するわたし』の「徳」の達成条件に取り
組むことによって，生ける預言者に従おう
としています。小さくて簡単なことのように
見えるかもしれませんが，その「徳質の体
験」の3番はすでに，わたしの生活に非常
に大きな影響を及ぼしています。そこに
は以下の研究が求められています。

3．「アルマ書第5章を〔研究し〕，神殿に参
入し，天の御父が……約束された……
祝福を受け……られるよう，自らを備え
るためにできることや，これから行うこ
とのリストを作る。」（『若い女性──成
長するわたし』〔挿入〕，2参照）

アルマが語った言葉を研究するうちに，
謙虚な気持ちになりました。良い羊飼い
の羊の群れとして数えられるためには，多
くのことをしなければならないからです。
わたしは日記に次のようなリストを記しま
した。
「わたしは，霊的に神から生まれ，わた
しの顔に神の面影を受けることを選ばな
ければならない〔14節参照〕。
わたしは，わたしを造ってくださった御
方の贖

あがな

いを信じる信仰を働かせることを
選ばなければならない〔15節参照〕。
わたしは，悪人から去り，離れることを
選ばなければならない〔57節参照〕。

わたしは，高慢な心を取り去り，十分に
へりくだって罪のない状態で神の御前

みま え

を
歩むことを選ばなければならない。〔27－
28節参照〕
わたしは，変わり，悔い改め，主のもと
へ来て命の木の実を食べるようにという
主の招きを受け入れることを選ばなけれ
ばならない〔34節参照〕。」
日記の中で，わたしは以下のことをしよ
うと決意しました。それらのうちの幾つか
は，わたしの個人的な課題を表したもの
です。
「聖文を自分の生活に当てはめながら
読む。
前向きになる。不平を言わない。
相手を尊敬し，絶対にばかにしない。
特に，自分にとって最も身近な人々に感
謝を伝える。
自分の家庭と生活に御霊

みた ま

を招くことが
できるよう，もっと規則正しい生活をする。
悔い改め，もっと謙遜

けんそん

になり，自分の霊
的状態について考える。
アルマの言葉を当てはめるなら，わた

しは変わり，さらに決意を固め，「信者の
模範」となることを選択する。」
『成長するわたし』のこの「小さな，簡単
な」活動に参加したおかげで，預言者に
ついての証とイエス・キリストに従う決意
はいっそう強まりました。この目標を達成
することで，教会に出席したり神殿に参入
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したりするとき，御霊にもっと敏感になる
備えができました。日記に書いた言葉を
読み返す度に，わたしは御霊を感じ，台
所のテーブルでこれらの課題をしたとき
の自分の気持ちを思い出します。アルマ
書第5章は，今や，わたしの大好きな章の
一つとなっています。実際，わたしは『成
長するわたし』の体験に取り組むことによ
って，たくさんの祝福を受けました。
先ほど，アンダーセン姉妹と彼女の『ビ

ーハイブ少女用手引き』についてお話しし
ました。彼女は，七十人会長会のニール・
アンダーセン長老〔現在は，十二使徒定員
会会員〕の妻であり，母親，祖母でもあり
ます。彼女は何度も引っ越してきました
が，いつも自分の『ビーハイブ少女用手引
き』と，達成したシンボルを縫い付けたバ
ンデロ（訳注──当時の若い女性が肩か
らかけた懸章）がどこにあるか知ってい
ました。アンダーセン姉妹は夫とともに，
世界中で福音を教え，教会の忠実な会員
として女性らしさと善良さの良い模範にも
なっています。
11歳のとき，アンダーセン姉妹は若い女

性のプログラムに参加したくてたまりませ
んでした。ようやく12歳の誕生日がやっ
と来ると，彼女は『ビーハイブ少女用手引
き』を受け取りました。アンダーセン姉妹
はこう回想しています。
「手引きの最初の方には次のように書か
れていました。『ビーハイブの少女として，
また生涯を通じて，目標を高く掲げてくだ
さい。』（Beehive Girl’s Handbook，12）
このプログラムはわたしにとってすばらし

い冒険になるということが分かりました。
手引きを家に持って帰り，これからの2年
間どんな目標を達成する必要があるのか
理解できるように最初から最後まで読み
ました。
選べる目標が80あるということを発見し
ました。胸を躍らせながらもわたしは，
『一生懸命頑張ったら，手引きの目標を一
つを除いて全部達成することだってでき
る』と思いました。その一つとは『神殿に
参入し，……死者のためのバプテスマを
受ける』でした（Beehive Girl’s Handbook，
140）。フロリダには神殿が〔なかった〕の
で死者のためのバプテスマが受け〔られ
ませんでした〕。」
アンダーセン姉妹はこの状況について
父親に話してみようと決意しました。彼女
の手紙はこう続いています。
「父はほんの一瞬，ためらった様子でし
た。西部に親戚

しんせき

はなく，ユタ州に行く理
由は神殿以外ありませんでした。しかし，
父は思いやりを込めてこう言ってくれたの
です。『キャシー，君がビーハイブの手引
きのほかの目標を全部達成したら，ソルト
レーク・シティーの神殿まで2,500マイル（約
4,000キロ）あるけど，連れて行ってあげる
よ。そうしたら，死者のためのバプテスマ
ができて，最後の目標が達成できることに
なるね。』
わたしは，2年間，ビーハイブの手引き
にある目標に取り組み，79の目標を達成
しました。父はその間，一生懸命働いて，
神殿への旅をするために十分なお金をた
めました。父はわたしへの約束を守って

くれたのです。
飛行機を使っての旅行は，当時，わた

したち家族にとっては高すぎました。です
から，ソルトレーク・シティーまで往復5,000
マイル（約8,000キロ）の道のりを車で旅行
しました。最後に残ったビーハイブの目
標を達成するためでした。ソルトレーク神
殿に参入し，父から身代わりのバプテス
マを受けたとき，この上ない喜びを感じま
した。そのときの経験は決して忘れない
でしょう。
父と母が喜んで神殿をわたしの生活で
大切なものとしてくれたことに，わたしは
永遠に感謝するでしょう。……賢明な両親
は，若い女性の目標に取り組むときに，娘
の信仰が強められることをよく理解してい
たのです。両親が，ソルトレーク・シティー
への長旅を行うに当たって示した信仰と
犠牲は，わたしとわたしに続く子孫にきわ
めて大きな影響を及ぼしたのです。」（“I
Can Complete All of the Goals－Except
One,”未発行の原稿）
若いころ，アンダーセン姉妹は模範的な
女性，すなわち「信者の模範」となれるよ
うな小さくて簡単なことを行おうと懸命に
努力しました。そして，彼女はまさにその
とおりの人になりました。皆さん一人一人
に同様の機会が与えられています。今日

きょ う

，
行おうと決めた小さくて簡単なことが，明
日になれば，偉大で栄光に満ちた祝福へ
と大きく変わるのです。日々，「信者の模
範」として生活するならば，皆さんは幸福
になり，自信を増し加えることができます。
また，証を強め，バプテスマの聖約を守
り，神殿の祝福にあずかる備えができま
す。そして，ついには天の御父のもとに戻
ることができるのです。
わたしたち一人一人が，信者の模範と
なるよう懸命に努力できますように，イエ
ス・キリストの福音に従った生活を送り，
主から求められていることをすべて行え
ますように，また，これらのことを，疑わな
いで，信仰をもって，また純粋かつ高潔な
心で行えますように，心からへりくだり祈
ります。イエス・キリストの御名

み な

によって，
アーメン。



母親にとって生涯で最も貴い瞬間
の一つは，生まれたばかりの娘
を腕に抱き，この清い霊は天の

御父のみもとから来たばかりなのだと実
感するときです。このような瞬間は，わた
したちが確かに天の御父の娘であり，御
父のみもとを離れたばかりの子供が，学び，
進歩する準備のできた，清い状態で地球
にやって来るということを思い出させてく
れます。
ある年の母の日に，母がこのすばらし

い経験について手紙に書いて伝えてくれ
ました。大学に通うために実家を離れて
いたときのことです。
「今年の母の日はいつもよりさらに特別
です。あなたの『母親』になって21年が過
ぎた今，それがどれほどの特権かを思い

巡らしているからです。わたしたちは，あ
なたは特別だと感じました。メアリーと
いう名前を付けたのは，その名のとおり，
清く，優しい人でいてほしいと願ったから
です。
同じ名前のメアリーおばさんはあなた
のことが大好きでした。まだほんとうに小
さかったあなたが，我が家にやって来て
最初の聖餐

せいさん

会で祝福を受け，命名される
よう，美しい小さなドレスをほとんど手で
〔縫って〕仕上げてくれたのです。」
手紙を読んで，母の最大の望みは，わ
たしが清く，徳高くあり続けることだった
と分かりました。徳とは，「道徳的に高い
標準に基づいた思いと行動のパターンで
す。」（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』
118）母は，人生には困難が伴うこと，また
徳高くあり続けることは生涯にわたって続
く課題であることを知っていました。そし
て，わたしが福音の祝福を受けて，この課
題を達成するための導きと助けを得られ
るように望んでいたのでした。
愛する若い女性の皆さんは，これまで
多くの良い選びをしてきました。これから
皆さんは，生涯にわたってこの道にとどま
れるよう，徳の習慣を築いていかなけれ
ばなりません。徳高い人生が送れるよう，
そばで皆さんを支え，助けてくれる「信者
の模範」となる人（1テモテ4：12）を探し求
めてください。
わたしたちが徳高くあることは，地上の
両親だけでなく，天の御父にとっても非常

に大切です。それはなぜでしょう。徳高
くあることで，平安と強い人格を手に入れ，
この世で幸福になることができます。天
の御父はわたしたちが多くの選択や困難
に直面することを御存じです。徳高く生
きることは成功するための備えとなるの
です。
皆さんの多くは，生まれた後に子供の
祝福を受けた日に，徳高い人生という旅
の第一歩を踏み出しました。自らの選び
によってバプテスマと確認，聖霊の賜物

たまもの

を
受けること，ふさわしい状態で毎週聖餐
を受け，バプテスマの聖約を新たにしよ
うと努めることは，徳高い人生の歩みを進
めるうえで欠かせません。
旅を進める次の一歩は，神殿に入るふ
さわしさを身に付けることです。神殿では
神聖な聖約を新たに交わし，永遠の結婚
などの神聖な神殿の儀式を受けます。そ
のためには徳高くある必要があります。
青少年の時代は，徳高い習慣を身に付

ける大切な時期です。そのような習慣が
あれば，永遠の命を得るのに必要な歩み
を進めることができます。
ニーファイ第一書第8章にある示現はと
ても有名ですが，ここを読むと，永遠の命
に至る細くて狭い道にとどまることの難し
さが改めて分かります。父リーハイは，神
の愛を象徴する命の木（1ニーファイ11：
21－22参照）にたどり着こうとした様々な
人が直面した困難について息子たちに語
りました。その木の「実は人を幸せにする
好ましいもので〔した〕」（1ニーファイ8：10）。
最初の集団は細くて狭い道を歩き始め
ましたが，道にとどまる助けとなる鉄の棒
から手を離してしまい，暗黒の霧の中で
道を見失ってしまいました（1ニーファイ8：
21－23参照）。
この暗黒の霧の一部分，すなわち，永
遠の命に続く道を隠すためにサタンが使
う誘惑は明らかに女性に向けられていま
す。サタンは，純潔や道徳的な清さは時
代遅れで，母親になることはそれほど重要
でないと思わせます。そして，主の神聖な
計画の中で女性が果たす役割を理解しに
くくすることに成功を収めています。
このような暗黒の霧の中を，道を見失

徳高い人生──
一歩ずつ
中央若い女性会長会第一顧問
メアリー・N・クック

青少年の時代は，徳高い習慣を身に付ける大切な時期です。そのような習慣があ
れば，永遠の命を得るのに必要な歩みを進めることができます。

117／ 2 0 0 9 年 5 月 号



118

うことなく進むには鉄の棒が必要です。
鉄の棒は神の御言葉

み こ と ば

を表しています（1ニ
ーファイ15：23－24参照）。わたしたちは，
聖文に書かれている真理と戒めを研究
し，理解しなければなりません。末日の
預言者の言葉に注意深く耳を傾けなけれ
ばなりません。彼らの言葉は，導きと指
示と守りを与えてくれます。また，『若人の
強さのために』に書かれている標準を固
く守らなければなりません。
リーハイが見た2番目の集団は，鉄の棒
につかまっていました。正しい方向を目
指して進み，木の実を食べることができ
ました。彼らは真の幸福を味わいました
が，残念ながら，幸福は長くは続きません
でした。周囲を見回し，自分たちをあざ
けっている人々を見たからです（1ニーファ
イ8：24－27参照）。彼らは仲間からプレ
ッシャーを受けて恥ずかしく思い，屈伏し
てしまいました。
これこそサタンが若人に使う最大の戦
法の一つです。若い女性の皆さん，人が
わたしたちの行いや信条をあざ笑うときも
強く立つことができるよう，わたしたちは義
にあって一つとならなければなりません。
この世のプレッシャーに抵抗する一つ
の方法は「聖なる場所に立ち，動かされ
ないように」することです（教義と聖約87：
8）。誘惑を受けやすく，あざけり笑われ
そうな状況には近寄らないでください。
徳高くある決意をすることで，仲間のプレ
ッシャーに勝つ強さが得られるでしょう。
『若人の強さのために』で勧められている
ように，「天の御父の標準に合わない内容
に出会ったときには，映画館やビデオパ
ーティーから立ち去り，コンピューターや
テレビのスイッチを切り，ラジオの番組を
替
か

え，雑誌を閉じる勇気を持ってくださ
い。」（『若人の強さのために』19）インター
ネットや携帯電話の不適切な情報，また同
様に，下品な音楽，みだらな思いを誘うダ
ンスなどを避けるべきです。あざけられ
たり，後ろ指をさされたり，孤独を味わっ
たりすることもあるでしょう。それでも，誘
惑に打ち勝つ勇気を持ってください。
皆さんが前進し，鉄の棒にしっかりとつ
かまり続けられるように助けてくれるもの

は何でしょうか。生活の中で救い主を中
心としてください。義にかなった生活を
日々の習慣にしてください。
救い主と，救い主が皆さんのためにし
てくださったことすべてを知ってください。
興味深いことに，最後の集団は命の木の
ところまで来るとひれ伏しました。彼らは
へりくだっていました。救い主の助けなし
にたどり着くことはできなかったと悟って
いたのです。
徳高くあることができるのは，贖

あがな

いのも
たらす清めの力のおかげであることを覚
えていてください。わたしたちは皆間違い
を犯しますが，「救い主はあなたを愛し，
あなたのために御自身の命をささげてく
ださった。そのおかげであなたは悔い改
めることができる。悔い改めは，イエス・
キリストを信じる信仰の表れである。……
救い主の贖いの犠牲のおかげで，あなた
は罪の赦しを受けられるようになった。
……毎週聖餐をふさわしい状態で受ける
とともに，霊的な力がもたらされるような
徳高い活動で生活を満たすという決心を
する。このようにするとき，誘惑に抵抗し，
戒めを守り，〔清さを保ち，〕もっとイエス・
キリストのようになる力を増し加えること
ができる。」（若い女性『成長するわたし』
〔挿入〕3）
日々の義にかなった行いという習慣を
築くことは，しっかり鉄の棒につかまり続

ける助けになります。中央若い女性会長
会は，世界中のすべての若い女性の皆さ
んに，次の3つのことを日々の習慣とする
ように勧めてきました。
第1に毎日，朝と夜に，天の御父に祈っ

てください。第2に毎日少なくとも5分間，モ
ルモン書を読んでください。そして第3に
ほほえんでください。わたしたちには回復
されたイエス・キリストの福音があり，それ
によって真の幸福が得られるからです。
この道を歩む皆さんは独りきりではない
ことを忘れてはなりません。バプテスマと
確認を受けたとき，皆さんは聖霊の賜物
を与えられました。聖霊の賜物は，人生
のあらゆる場面で導きを与えてくれます。
皆さんには聖霊の導きが必要です。徳高
く生きることによって，「いつでも，どのよ
うなことについても，どのような所にいて
も」（モーサヤ18：9）聖霊を常に伴侶

はんりょ

とす
ることができるようになるでしょう。
この道を歩いているのは自分独りだと
感じることもあるかもしれません。しかし，
この世にやって来たときに愛する人たちが
周りにいてくれたように，今も，良い影響を
与えてくれる人たちが皆さんの周りにたくさ
んいます。皆さんの親，きょうだいたち，若
い女性の指導者，神権指導者，すばらしい
友人たち，そして「天使たち〔も〕あなたが
たがの周囲にいて，あなたがたを支え」て
くれるでしょう（教義と聖約84：88）。



今晩，周りを見回し，この道を歩む皆さ
んを助けてくれる人たちを探してください。
そのような人たちは，この世の中が何を言
おうとも鉄の棒にしっかりとつかまってい
る友達です。神の御言葉や主の預言者の
言葉を知り，それに従って生きる友達です。
聖なる場所に立ち，この世のプレッシャー
にも動じない友達です。救い主と救い主
の贖いの犠牲を生活の中心に置き，義に
かなった生活をしようと日々努力している
友達です。その人たちはあなたにとっての
信者の模範です。彼らから学んでくださ
い。そして若い女性の皆さん，あなたも
その人たちやほかの人たちにとって信者
の模範となることができるのです。
ナイジェリアのラゴスに住む，ビーハイ
ブのヒラリーという少女のすばらしい模範
を紹介しましょう。何人かのクラスメート
から標準のことで，特に慎み深い服装に
ついてからかわれたヒラリーは，『若人の
強さのために』のカードを2枚，いつも持
ち歩こうと決心しました。友達にからかわ
れる度に，1枚をプレゼントして，標準に
ついて，また自分がなぜその標準に従う
のかを説明しています。もう1枚は，標準

に従うことを忘れないよう自分で持ち歩い
ています。
「徳高いこと，好ましいこと，あるいは
誉れあること」（信仰箇条1：13）に満ちた
人生を送るために，わたしたちは一致し，
助け合わなければなりません。すべての
若い女性，母親，そして，この徳高い業に
加わりたいと願うすべての女性に，『成長
するわたし』に新しく加わった，「徳」の徳
質の体験とプロジェクトを修了するように
勧めます。
数週間前，86歳になる母に，一緒に「徳」
の徳質に取り組んでくれるように頼みまし
た。これはわたしたち二人にとってすば
らしい祝福となっています。徳質の体験
に取り組みながら，母は1930年代，自身が
若い女性だったときに，さらに徳高く生き
ようと決心したことを話してくれました。わ
たしたちは徳について，聖文，『家族──
世界への宣言』，そして『若人の強さのた
めに』からも一緒に研究しました。そして，
徳高く生きようと努力するときに受けた祝
福を，それぞれ日記に書き留めました。
わたしたちの両方が受けた大きな祝福は，
神殿に参入するふさわしさです。若い女

性の皆さん，これは皆さんにとっての次の
一歩です。
ソルトレーク神殿を建てるのに，石を一
つずつ積み上げながら40年という月日が
かかったように，皆さんは一歩ずつ，徳高
い人生を築いています。皆さんは従順で
あるという聖約を交わし，良い選択をして
きました。今，徳の習慣を身に付けるなら，
鉄の棒にしっかりとつかまり続けることが
できるでしょう。人生の旅の間，皆さんが
独りきりになることはありません。なぜな
ら，救い主がいつもともにいてくださるか
らです。そして皆さんは悔い改めることが
できます。聖霊の賜物という祝福を得，慰
めと導きを受けることができます。人生で
出会う信者の模範に頼り，人生の旅を行く
ほかの人 を々助けるようにしてください。
わたしたちが確かに天の御父の娘であ

ることを証
あかし

します。御父はわたしたちを愛
し，どんな状況にあっても，わたしたち一
人一人を心にかけてくださいます。16歳
であろうと86歳であろうと，御父の最大の
望みはわたしたちが永遠の幸福を得るこ
とです。へりくだり，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。

119／ 2 0 0 9 年 5 月 号



120

わたしはよくこのように尋ねられま
す。「息子が5人，娘が1人だけ
のお母さんが，中央若い女性会

長にどう適任なのでしょうか。」わたしの
答えはいつも同じです。「1人の完璧

かんぺき

な娘
がいて，男の子の秘密を全部知っている
からです！」息子たちの許可を得て，今夜
はその秘密を一つ明かします。それは，
徳高い若い男性は徳高い若い女性に心引
かれるということです。
伝道前の若い男性に，若い女性に求め
る第１の特質は何か聞くと，外見といった，
この世の標準を基とした特質を挙げるこ
とがあります。でも，伝道地で2年を過ご
し，帰還するころには，この同じ若い男性
たちは変わっています。焦点となるものが
変わり，永遠の伴侶

はんりょ

に求める第１の特質は，

皆さんの知らないうちにすっかり変わって
いるのです。徳高い帰還宣教師は徳高い
若い女性に心引かれます。すなわち，イエ
ス・キリストについての証

あかし

を持ち，清い生
活を送る決意をしている女性です。
この心の大きな変化を起こしたものは
何でしょうか。この若い男性たちは，自分
が何者で，幸福の計画でどのような役割
を持っているかを理解しているのです。
生活を清めることで，聖霊を常に伴侶とし，
導きを受けられるようにしています。また
主の聖なる神殿に参入するにふさわしく，
徳高くあります。聖文が「信仰に徳を加え」
なさいと命じている理由がよく分かります
（2ペテロ1：5）。なぜなら実際に「徳は徳
を愛し，光は光に結びつ〔く〕」からです
（教義と聖約88：40）。パウロは若い友で
あるテモテに「純潔にも，信者の模範にな
りなさい」と勧めました（1テモテ4：12）。
今晩わたしはパウロの言葉を皆さんに繰
り返します。なぜなら，純潔であることは
徳高くあることだからです。
皆さんも覚えていると思いますが，わた

したち会長会は1年ほど前にある山に登
り，「徳に立ち返る」ことを呼びかける黄金
色の旗を掲げました。老若を問わず世界
中の女性に，立ち上がり，光を輝かし，も
ろもろの国民のための旗となるよう呼びか
けたのです（教義と聖約115：5参照）。そ
れを受け「徳」という徳質を「〔皆さんの〕
心にしる〔す〕」ために（ローマ2：15），若い
女性のテーマと『成長するわたし』の中に

「徳」が加えられました。これは皆さんと皆
さんの時代のために，預言者，聖見者，啓
示者の言葉と教えから霊感を受けて加え
られたものです。ボイド・K・パッカー会長
はこう語りました。「教会歴史や世界の歴
史の中に，……今日

こんにち

のわたしたちの状況
と比較できるものはありません。わたした
ちを現在取り囲んでいる悪事や腐敗をし
のぐものは……何もないのです。」（“The
One Pure Defense”〔教会教育システム宗
教教育者への説教，2004年2月6日〕，4）
世の中で今ほど徳と純潔が求められてい
る時代はほかにありませんでした。
「徳」という徳質には，ほかの徳質と同
様にシンボルカラーがあります。徳を示
す色は金色です。金は純粋で，輝きを放
ち，派手さはなく，落ち着いた色です。金
は尊いものです。金には精錬が必要です。
清く，徳高い生活を送るとき，皆さんは
日々の経験によって精錬されます。そして，
主を「信頼」し（箴言3：5），主に近づくとき，
主は「〔皆さんの〕心を黄金のようにしてく
ださる」でしょう（ロジャー・ホフマン，
“Consider the Lilies”）。
徳に立ち返るとはどのような意味でしょ
うか。わたしたちは道徳的な清さと純潔
に立ち返るように呼びかけています。徳
は清さであり，徳は純潔です。徳という言
葉は「徳高さ，道徳的な美点。道徳的な
清さ」とも定義されています（聖句ガイド
「徳」の項。ルカ8：46も参照）。徳高い生
活の核は性的な清さですが，その定義は
この世によってほぼ消し去られました。
預言者モルモンは純潔と徳は「あらゆるも
のに勝って最も大切で貴いもの」であると
教えています（モロナイ9：9）。純潔と徳は
対になっていて，一方を欠いて他方を持
つことはできません。「わたしたちは……
徳高くあるべきこと……を信じ」ています
（信仰箇条1：13）。
常に徳を保つには，神の子供らしく生

き，思いと行動のパターンを高い道徳基
準に基づいたものにする必要があります
（『わたしの福音を宣べ伝えなさい』118－
119参照）。そのような基準は永続するも
ので，変わることがありません。それらは
神の預言者によって教えられてきました。

さあ，わたしたちは
主の山に登ろう
中央若い女性会長
イレイン・S・ダルトン

徳高くあるならば，……神殿参入にふさわしくなるための正しい決断をすること
ができるようになります。



世の中にあふれている考え方は揺れ動く
ものですが，主の標準は絶対に確実で何
物にも左右されません。この標準は天の
御父と御子イエス・キリストのみもとへ導く
道からそれないように，わたしたち一人
一人に与えられたものです。
教義と聖約第25章の中で，主は愛する
娘である皆さんとわたしに「徳の道を歩
む」ように勧めておられます（2節）。皆さ
んは平凡でも，ありきたりでもありません。
神の娘なのです。皆さんには命を創造す
る神聖な力があります。創造の力は神が
貴い娘に授けられた最も大いなる賜物

たまもの

の
一つです。皆さんは標準を守り，常に徳高
くあることによってその力を守らねばなり
ません。そうすれば，皆さん自身や，皆さ
んの家族，後の世代が強められ，祝福さ
れます。ブリガム・ヤング大管長は「シオン
の力は，その息子，娘たちの徳の中にあ
る」と教えました（Letters of Brigham
Young to His Sons，ディーン・C・ジェシ
ー編〔1974年〕，221）。
皆さんには，自分の徳を守る義務があ
り，ほかの人もその人の内にある神性に
ふさわしくなれるよう助けなければなりま
せん。皆さんはまさに徳の番人です。デ
ビッド・O・マッケイ大管長は「女性は自身
の肉体の女王となるべき」であると教えま
した（Conference Report，1952年4月，86）。
「あなたがたは神の宮であって，神の御霊

みた ま

が自分のうちに宿っていることを知らない
のか。」（1コリント3：16）わたしは皆さんに
尋ねます。「もしわたしたちが徳のために
戦わないのであれば，だれが戦うという
のでしょう。」
最近，ペルーの若い女性が山に登り，

世界に向けて旗を掲げたと聞きました。
バージニア州の若い女性と指導者のグル
ープは，証を書いて，ペルーの若い女性
と同じように世界に向けて旗を掲げまし
た。カリフォルニアからコスタリカまで，徳
高くあり続け，徳に立ち返るように世を導
くと決意した多くの皆さんの写真を受け
取りました。
わたしは若い女性のころ，若い女性の
指導者から，神の娘としてこれからどのよ
うに生き，どのような人になりたいかを象

徴するシンボルを選ぶように言われました。
それから，そのシンボルを自分たちのバン
デロ（当時わたしたちが肩からかけた懸章）
に縫い付けました。このバンデロは，わた
したち一人一人が世界に掲げた旗でし
た。わたしは白いバラをシンボルに選び

ました。バラを選んだのは，花が開き伸
びていくにつれて美しさを増すからです。
白は清さを表します。皆さん一人一人に勧
めます。一つのメッセージを世界に伝える
ことができるとしたら，自分の旗はどのよう
なものになるかを深く考えてください。
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数年前，娘とわたしは二人の友人ととも
にティートン山脈に登山に行きました。わく
わくする旅となるように，森林警備員に，あ
まり知られていない道はないか尋ねまし
た。警備員は，道なき道を行くコースを教
えてくれました。草地，小川，巨石群の原
野，手付かずの湖を通り抜け，最終目的地
の「壁」と呼ばれる巨大な岩まで行くので
す。皆その計画に賛成しました。警備員は
大体の行き方を説明してから，こう言いま
した。「山の高い所を通るようにしてくださ
い。低い所にある柳の林に入らないでく
ださい。クマがいますから。それからケル
ンを捜してください。そうすれば道が分か
りますから。」ケルンとは，環境に配慮して3
つの石を積み上げて作った道標です。
翌朝早く出発しました。一度，柳の木々

の間を通り抜けましたが，とても心配しま
した。それから丘の斜面に最初のケルン
を見つけ，そこへ行きました。わたしたち
はケルンからケルンへとつたって行きまし
た。しばらく歩いてもケルンが見つからな
いときには，迷ってしまったのかと思いま
した。ケルンを見つけ，迷っていなかった
ことを確認する度に安堵

あん ど

しました。巨石群
の原野では，岩の上に荷物を持ち上げ，
お互いを引き上げるために助け合う必要
があり，大変でした。それでも夕方までに

は，手付かずの美しい湖にたどり着きまし
た。わたしたちはそこでテントを張りまし
た。どの方角も絶景でした。骨の折れる
ハイキングをしてきたかいがありました。
けれども翌朝は，風の音で目覚めまし
た。湖にかかった霧で，どこを向いてもほ
とんど何も見えません。わたしたちはテ
ントをたたみ，寝袋を詰め込むと，湖のわ
きを通って，目的地の「壁」に向かって進
みました。「壁」に到着したときの喜びは，
たとえようもありません。皆大喜びでした。
巨大な花崗

かこう

岩に登り，岩にキスをしました。
ついにたどり着いたのです。
わたしは今朝皆さんの前に立ち，教会
の若い女性に，徳に立ち返るために立ち
上がるよう呼びかけます。イザヤの言葉
を借りて言います。「さあ，われわれは主
の山に登〔ろう。〕彼はその道をわれわれ
に教えられる，われわれはその道に歩も
う。」（イザヤ2：3）徳高い道は「あまり人が
通らない道」です（“The Road Not Taken,”
The Poetry of Robert Frostに収録，エド
ワード・コネリー・レーサム編〔1969年〕，
105参照）。その道には，人生の草地や，
小川，手付かずの湖があり，巨石群の原野
さえあります。互いを引き上げるために助
け合う必要があります。骨の折れる道か
もしれません。でも，喜んで進んで行くな

ら，永遠の報いが待っています。
柳の林の中に降りて行かないでくださ
い。山の高い所を歩き続けてください。
皆さんは神の貴い娘です。自分の神聖な
特質を理解するなら，服装，言葉遣い，優
先順位，関心事，すべてが違ってくるはず
です。この世から導きを受けようとしない
でください。でも，もしも過ちや罪という
雲に取り巻かれ，ほんとうの自分がかすん
でしまっても，わたしたちは変わることが
できるのです。方向を転換して，悔い改
め，徳に立ち返れます。わたしたちは柳
の上を通ることができます。救い主の贖

あがな

いは，皆さんやわたしのためにあるので
す。救い主は一人一人に「〔主〕のもとに
来なさい」と招いておられます。
徳高い生活を送るなら，登るために必
要な自信と力と強さを得ることができます。
また，聖霊を常に伴侶とするという祝福を
受けることができるのです。促しを受け，
その促しに従って行動してください。あま
り人が通らない道のケルンのように，聖霊
は皆さんが行うべきことをすべて示してく
ださいます（2ニーファイ32：5参照）。聖霊
はキリストについて教え，証してくださいま
す。キリストは道を示し，導いてくださいま
す（「高きに満ちたる」『賛美歌』112番）。
徳高くあるならば，聖霊を常に伴侶とす
る権利が得られるだけでなく，神殿参入
にふさわしくなるために正しい決断ができ
るようになります。そのような決断を通して，
神殿で聖約を交わし，聖約を守り，昇栄の
祝福にあずかれるのです。霊的に備え，
天の御父の御前

みまえ

に戻るためにふさわしくな
ってください。主の山である神殿に参入す
る備えを，今始めてください。神殿という目
標から決して目をそらさないでください。
清さと徳をもって主の御前に歩み，主のす
べての祝福，すなわち主が持っておられる
すべてを手にしてください（ルカ12：44参
照）。主の聖なる宮において，皆さんは清
められ，教えを受け，力を授けられ，「天使
たちが〔皆さんに〕対する務めを果た〔すこ
とでしょう。〕」（教義と聖約109：22）
ウィンストン・チャーチルが第二次世界
大戦の重要な局面で述べた次の言葉を知
っておきましょう。「すべての人〔そして若



い女性〕に特別な瞬間が訪れるだろう。
そのとき一人一人が肩をポンとたたかれ，
特別な事柄……独特の事柄を……する機
会を与えられるのだ。そのときもしも備え
が不十分で資格がないために，最もすば
らしい瞬間を失うとしたら，何という悲劇
であろう。」（ジェフリー・R・ホランド「あな
たがたは身を清めなさい」『リアホナ』
2001年1月号，49参照）皆さんも肩をポン
とたたかれるでしょう。皆さんはその特別
な瞬間のために今備えています。皆さん
は今，永遠のために備えているのです。
昨年，中央若い女性会長に召されてモ

ンソン大管長の執務室から出ようとしたと
き，大管長は白いバラに手を伸ばし，花
瓶から1輪取ってわたしにくれました。美
しい白いバラを手渡された瞬間，なぜそ
れが手渡されたか分かりました。若い女
性だったころ，わたしは自分の清さの象
徴として，個人の旗印として，白いバラを
選びました。でも，大管長はどうしてその
ことを知っていたのでしょう。わたしはそ
の大事なバラを持ち帰り，きれいなガラス
の花瓶に挿し，毎日見えるようにテーブル
に置きました。そのバラのおかげで，わ
たし自身が清く徳高くあることの大切さに
ついて考え，また，皆さんのことについて
考えました。成長し，花開いていく中で，
皆さんは自分の清さにより，善を行う力と
なり，世にあって義にかなった影響力とな
るでしょう。一人の徳高い若い女性が御
霊に導かれるなら，世界を変えることが
できると，わたしは心から信じています。
それが皆さんの目標となり，願いとなり
ますように。皆さんが徳高くあるよう努め
るときに祝福がありますように。イエス・キ
リストの御名

み な

により祈ります，アーメン。

愛する若い姉妹の皆さん，何とす
ばらしい光景でしょう。この壮
大なカンファレンスセンターだけ

でなく，世界各地の礼拝堂や集会所に，何
千もの姉妹たちが集まっています。皆さん
に話すこの機会に天から助けがあるよう
祈ります。
皆さんの中央若い女性の指導者から，
時宜にかなった霊感あふれるメッセージ
を聞きました。彼女たちは皆さんを導き
教えるために召され聖任された，えり抜き
の女性です。彼女たちは皆さんを愛して
います。それはわたしも同じです。
皆さんは栄光に満ちた時代にこの地上
にやって来ました。皆さんの前には限り
ないチャンスが待っています。皆さんの大
半は愛のある家族と心地よい家に住み，
十分な食物と衣服に恵まれています。さ
らに，大抵の人は，驚くべき先進技術の
恩恵に浴しています。携帯電話，携帯メ

ール，インスタントメッセージ，電子メール，
ブログ，フェイスブックなどのコミュニケー
ションの手段があります。アイポッドやMP3
プレーヤーで音楽を聴いています。これ
は皆さんが利用している科学技術のほん
の一例にすぎません。
これは皆，わたしのような者には少しと
っつきにくいものです。わたしが育ったこ
ろは，大きなラジオが床に置かれ，テレビ
はなく，もちろんコンピューターも携帯電話
もありませんでした。それどころか，わた
しが皆さんの年代のころは，電話回線は
大部分が共用でした。電話をかけたい場
合は，受話器を取って，まずほかの家族が
回線を使っていないかどうかを確かめな
くてはなりませんでした。数家族が一つの
回線を共用していたからです。
わたしの世代と皆さんの世代の違いに
ついて話すなら，夜が明けてしまうでしょ
う。当時と今との間に，大きな変化があ
ったと言うだけで十分です。
現代は様々な機会に満ちたすばらしい
時代ですが，皆さんは現代特有の課題に
も直面しています。例えば，先ほど挙げた
先端技術の手段を使って，サタンは皆さん
を誘惑し，偽りのわなにかけようとします。
皆さんの行く末を支配しようとねらってい
るのです。
今日
こんにち

の世の中で皆さんが立ち向かうこ
とについて考えると，一つの言葉が頭に
浮かびます。それはわたしたち皆が必要
としている特質であり，この世界にあって，
人生のこの時期を過ごしている皆さんに
は，特に必要なものです。その特質とは，
勇気です。

勇気を持てるように
トーマス・S・モンソン大管長

皆さんが，人を裁くことをやめる勇気，純潔を守り，徳高い人になる勇気，真理と
義を固く守る勇気を持てるよう心から祈ります。
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今晩わたしは，生活の3つ面で必要とな
る勇気について話します。

● 第1は，人を裁くことをやめる勇気です。
● 第2は，純潔を守り，徳高い人となる勇
気です。

● 第3は，真理と義を固く守る勇気です。

まず，人を裁くことをやめる勇気につい
て話しましょう。「これがほんとうに勇気
の要ることだろうか」と疑問に思う人もい
るでしょう。でも，人を裁いていると言って
もいいような，うわさ話や批判をやめるこ
とは，多くの場合に勇気が要るのではな
いでしょうか。
残念なことに，ほかの人を批判したりけ

なしたりすることが必要だと感じる人がい
ます。そのような人に会ったことがあるで
しょうし，将来も会うことでしょう。若い友
人の皆さん，そのような状況でどう行動し
たらよいか迷う必要はありません。救い
主は山上の垂訓の中で，「人をさばくな」1

とはっきりと言っておられます。後に主は
こう勧告なさっています。「互いに非難し
合うのをやめなさい。」2 周りの仲間から
一緒にそのような非難や批判をするよう圧
力をかけられるとき，同調するのをやめる
のは，真の勇気が必要です。
あえて言いますが，皆さんの周りには，
皆さんの不親切な言葉や批判のために，
よく仲間外れにされる若い女性がいます。
特に皆さんの年代には，自分たちとは違
うと思われている人，自分たちや周りの人
の期待に添わない人を避けたり，不親切
にしたりする傾向があります。
救い主はこう言われました。
「わたしは，新しいいましめをあなたが
たに与える，互

たがい

に愛し合いなさい。……
互に愛し合うならば，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。」3

人生の大半を，インドの貧しい人々の間
で働いたカトリックの修道女マザー・テレ
サは，このような真理を語りました。「人を
裁いていたら，人を愛する時間がなくなり
ます。」
わたしの友人が，何年も前に経験した，

10代のころの話をしてくれました。彼女の
ワードにはサンドラという若い女性がいま
した。生まれたときに受けた損傷のため，
知的面で幾らかハンディキャップを負って
いました。ほかの少女たちの仲間に入り
たかったのですが，外見や行動からハン
ディキャップがあることが分かりました。
服も体に合っていませんでした。場違い
な発言をすることもありました。サンドラ
はミューチャルの活動に出席しましたが，
彼女のそばにいて，彼女が喜んで迎えら
れる大事な存在であることを感じさせて
あげるのは，少女たちではなく，いつも教
師の責任でした。
その後，状況が変わりました。そのワ
ードへ同年代の少女が引っ越して来たの
です。ナンシーは自信に満ちた人気のあ
るかわいらしい赤毛の少女でした。だれ
とでもすぐ仲良くなりました。少女たちは
皆，彼女と友達になりたいと思いました。
けれども，ナンシーは交際範囲を制限す
ることはありませんでした。実際，ナンシ
ーはサンドラに特に関心を払って友達に
なり，どのようなときでもサンドラが仲間に
加わっていると感じられるようにしたので
す。心からサンドラに好意を寄せている
ようでした。
もちろん，ほかの少女たちは気がつき

ました。そしてなぜこれまでサンドラと友
達にならなかったのか不思議に思い始め
ました。今ではそれは許容できるだけで
なく，望ましいことに思えました。そして
ナンシーが模範を通して教えてくれたこと
が分かるようになりました。サンドラは天
の御父の大切な娘で，彼女にも貢献でき
るものがあり，愛と親切な心で接し関心を
寄せてもらう権利があったのです。
1年余り後，ナンシーと家族が引っ越す
ころになると，サンドラはもう若い女性の
グループから外れることはありませんでし
た。友人によると，それからは彼女も皆
も，たとえ自分たちと違っていようと，仲
間外れになる人がいないように配慮した
そうです。大切な永遠に変わらない教訓
を学んだのです。
真の愛は人の生活と性質を変えること
ができます。
大切な若い姉妹の皆さん，どうか周り
の人たちを裁いたり，批判したりするのを
やめる勇気を持ち，すべての人が受け入
れられるようにし，愛され大切にされてい
ることを感じられるようにする勇気をぜひ
持ってください。
次に，純潔を守り，徳高くあるために必
要な勇気について話しましょう。皆さんは，
道徳的な価値がほとんどないがしろにさ



れ，罪が目に余るほどあらわになり，細く
て狭い道からそれさせようとする誘惑に
囲まれた世界に生きています。多くの声
が，皆さんはあまりにも流行遅れであると
か，もし不道徳な行為というものをまだあ
ると思っているなら，どこかおかしいなど
と言ってきます。
イザヤはこう宣言しました。「わざわい
なるかな，彼らは悪を呼んで善といい，善
を呼んで悪といい，暗きを光とし，光を暗
しと……する。」4

現代の考え方を受け入れている人々の
中で，純潔を守り，徳高くあるには，大き
な勇気が必要です。
今日の世の中では，若い男性や女性が
結婚前に道徳的な純潔を保つことは，考
えに入っていません。だからといって不
道徳な行為を許容できるでしょうか。絶
対にできません。
天の御父の戒めには，交渉の余地はな
いのです。
長年ABCテレビのナイトラインという番

組で司会を務めているニュース解説者の
テッド・コッペルの次の言葉は力強いもの
です。
「わたしたちは実際に，次のようなスロ
ーガンで自分たちを納得させてきました。
『やむを得なければ，麻薬を打とう。ただ
し清潔な針で。』『いつでもだれとでも性
的な関係を楽しもう。ただし〔自分は守っ
て〕。』
それは間違っています。答えは「ノー」

なのです。格好がよくないとか，賢くない
とか，結局，行き着く所は刑務所かエイズ
病棟だからという理由ではなく，間違って
いるからそれらを行わないのです。
モーセがシナイ山から持って来たのは，
10の提案ではありません。戒めなのです。
それは過去のものでなく，今も生きていま
す。」5

愛する若い姉妹の皆さん，永遠の観点
を持ち続けましょう。どのようなものでも，
永遠の祝福を奪うようなものには，警戒し
てください。

何でも許される時代に正しい物の見方
を保つために，多くの助けを受けることが
できます。一つの貴重な助けは祝福師の
祝福です。頻繁に読み，入念に研究して
ください。警告に従ってください。その
約束にふさわしく生活してください。まだ
受けていない人は，いつ受けるかを計画
し，祝福師の祝福を受けたら，祝福文を
大切にしてください。
もし道を誤ったときには，戻る方法が
あります。その行程は悔い改めと呼ばれ
ています。わたしたちにその大切な贈り
物を与えるために，救い主は命をささげ
られました。悔い改めの道は困難かもし
れませんが，約束は真実です。「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。」6「わたしは……も
はやその罪を思わない。」7

何年も前に，以前の大管長会は次のよ
うに述べました。今日

こんにち

の大管長会も同じ
言葉を繰り返します。「青少年の皆さん，
清い生活をしてください。清くない生活は，
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肉体的にも精神的にも，苦悩と悲嘆，苦痛
のみを与え，破滅の道をたどるからです。
清い若者は，何とすばらしく，何と天使に
近いことでしょう。彼らは，現世では言葉
に尽くせない喜びを，来世では永遠の幸
福を味わいます。性的な清さは，青少年
の最も貴重な財産です。すべての義の基
盤なのです。」8

皆さんが純潔を守り，徳高くある勇気を
持てますように。
リーハイが見た命の木の示現を思い出
してみましょう。リーハイは，鉄の棒にす
がりながら暗黒の霧の中を押し進み，つ
いに進んで来てその木の実を食べた多く
の人を見ました。すると彼らは「恥じるか
のように辺りを見回し」ました。9 彼らが
困惑した原因について，リーハイは考えま
した。辺りを見回すと，「水の流れている
川の向こう側に，一つの大きく広 と々した
建物が」見えました。
「その建物は，老若男女を問わず人々で
いっぱいであった。この人々の衣服の装
いは，非常に華やかであった。そして彼ら
は，……その実を食べている人 を々指さし，
あざけり笑っている様子であった。」1010

リーハイの示現の大きく広 と々した建物
は，神の御言葉

み こ と ば

をあざける世の人 ，々御言
葉を信じ，救い主を愛し，戒めを守る人
たちをあざ笑うこの世の人 を々表していま
す。あざ笑われて恥ずかしく思った人た
ちは，どうなったでしょうか。リーハイはこ
う語っています。「その実を味わった後に
あの人々にあざけり笑われたので恥ずか
しく思い，禁じられた道に踏み込んで姿
が見えなくなってしまった。」11

愛する若い姉妹の皆さん，自分の信念
から来る勇気を持ち，使徒パウロとともに
次のように宣言することができますように。
「わたしは福音を恥としない。……それは
救
すくい

を得させる神の力である。」12

前途に待ち受けている務めを果たすの
に自分は不適格であると感じることがな
いように，使徒パウロの励ましの言葉をも
う一つ引用します。勇気が得られること
でしょう。「というのは，神がわたしたち
に下さったのは，臆

おく

する霊ではなく，力と
愛と慎みとの霊なのである。」13

最後に，真理と義を守る勇気を持った
模範として，時代を超えて語り継がれてき
た勇敢な若い女性の話をします。
皆さんの多くは，旧約聖書のエステル

の話をよく知っているでしょう。美しいユ
ダヤ人の少女について記された，大変興

味深く，霊感に満ちた話です。エステル
は両親を亡くし，年長のいとこのモルデカ
イとその妻に育てられました。
モルデカイはペルシャ王に仕えていま
した。王が新しい王妃を探していたとき，
モルデカイはエステルを宮殿に連れて行



き，候補者として差し出しましたが，ユダ
ヤ人であるという素性を隠すよう彼女に勧
めました。王はほかのだれよりもエステル
を気に入り，エステルを王妃にしました。
王宮の大臣の長であったハマンは，モ

ルデカイに怒りを募らせていました。モル
デカイがハマンに頭を下げて敬礼しなか
ったからです。その報復としてハマンは，
国中の127の州の中にほかの民と異なる
法律を持ち，王の法律に従わない「一つ
の民」がおり，彼らを滅ぼすべきであると，
よこしまな方法で王を説得したのです。14

ハマンはこの民の名前を王に告げません
でしたが，それはもちろんユダヤ人であり，
モルデカイもその一人でした。
王からその件に対処する許可を得たハ
マンは，各州の知事に手紙を送り，「十二
月……の十三日に……すべてのユダヤ人
を，若い者，老いた者，子供，女の別なく，
ことごとく滅ぼし，殺し，絶や〔す〕」15 よ
う命じました。
モルデカイは侍従を通して，ユダヤ人に
関して発布された詔書

しょうしょ

についてエステル
に告げ，民のために王に哀れみを請い願
うように頼みました。最初，エステルはた
めらい，王宮の内庭へ入ることは法律で
禁じられているとモルデカイに話しました。
そのようなことをすれば罰として殺される
のです。ただし，王がその者に金の笏

しゃく

を
伸べれば生きることができます。
躊躇
ちゅうちょ

したエステルに送ったモルデカイ
の応答は的を射たものでした。彼はこの
ように書きました。
「あなたは王宮にいるゆえ，すべてのユ
ダヤ人と異なり，難を免れるだろうと思っ
てはならない。
あなたがもし，このような時に黙ってい

るならば，……あなたとあなたの父の家
とは滅びるでしょう。」16

そして，次のような鋭い質問をしたので
す。「あなたがこの国に迎えられたのは，
このような時のためでなかったとだれが
知りましょう。」17

エステルはモルデカイに，すべてのユダ
ヤ人を集め，彼女のために断食するように
頼み，彼女と侍女たちも同様にすると言い
ました。エステルはこう言いました。「わ

たしは法律にそむくことですが王のもとへ
行きます。わたしがもし死なねばならな
いのなら，死にます。」18 エステルは勇気
を振り絞り，正義のためにしっかりと動じ
ないで立ち向かったのです。
肉体的にも情緒的にも，また霊的にも

準備をしたエステルは王宮の内庭に立ち
ました。王は彼女を見ると，金の笏を伸
ばし，求めるものは何でも与えると言いま
した。エステルは彼女が設けた酒宴に王
を招きました。酒宴の間に，エステルは
自分がユダヤ人であることを告げ，国内の
ユダヤ人を根絶しようとするハマンの悪巧
みを暴きました。自分と自分の民を救う
よう願ったエステルの嘆願は聞き届けら
れました。19

エステルは，断食と信仰と勇気によって，
民族を救ったのです。
皆さんは恐らく，エステルのように，信

念のために自分の命を危険にさらすよう
求められることはないでしょう。しかし，
真理と義を固く守るときに，大きな勇気を
求められることがあるでしょう。
愛する若い姉妹の皆さん，世の中には

絶えず問題がありますが，皆さんが直面す
るものの多くは，現代特有の問題です。で
も，皆さんは天の御父の最も強い子供たち
に数えられており，「このような時のため」20

に地上に来るよう取っておかれました。
主の助けがあれば，皆さんはどのようなこ
とをも乗り越える勇気を持つことができま
す。世の中が暗闇

くらやみ

のように見えるときがあ
っても，皆さんは道を照らすかがり火とな
る福音の光を持っているのです。
皆さんが，人を裁くことをやめる勇気，
純潔を守り，徳高い人になる勇気，真理と
義を固く守る勇気を持てるよう心から祈
ります。そうするときに，皆さんは「信者の
模範」21 になり，愛と平安と喜びに満ちた
生活を送ることができるでしょう。愛する
若い姉妹の皆さんがそうなりますように，
イエス・キリストの御名

み な

により，アーメン。

注

1. マタイ7：1

2. 教義と聖約88：124

3. ヨハネ13：34－35

4. イザヤ5：20

5. テッド・コッペル，デューク大学卒業式の

演説，1987年

6. イザヤ1：18

7. エレミヤ31：34

8. 大管長会，Conference Report, 1942

年4月，89

9. 1ニーファイ8：25

10. 1ニーファイ8：26－27

11. 1ニーファイ8：28

12. ローマ1：16

13. 2テモテ1：7

14. エステル3：8

15. エステル3：13

16. エステル4：13－14

17. エステル4：14

18. エステル4：16

19. エステル5－8章参照

20. エステル4：14

21. 1テモテ4：12
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指導者の言葉
大会を生活に取り入れる

総大会の教えをあなたと家族の生活に取り入れるにはどうしたらよいでしょうか。
話し合ったり，個人で深く考えたりするきっかけとして，以下の言葉や質問を使っ
てみてはいかがでしょうか。

http://www.generalconference.lds.org で大会説教を読んだり，聞いたり，見たりす
ることができます。また，http://www.mormonmessages.org で，大会のハイライトを見た
り，分かち合ったりすることができます。

子供
こ ど も

向
む

け

●「愛
あい
する兄弟

きょうだい
しまい，おそれてはな

りません。元気
げ ん き

を出
だ
してください。未来

み ら い

はみなさんの信仰
しんこう

と同
おな
じように希望

き ぼ う
に満

み

ちています。神
かみ
は生

い
きておられ，わたし

たちのいのりを聞
き
き，こたえてくださるこ

とを宣言
せんげん

します。おん子
こ
イエス・キリスト

は，わたしたちの救
すく
い主

ぬし
，あがない主

ぬし
で

す。天
てん
の祝福
しゅくふく

がわたしたちを待
ま
ち受

う
けて

います。」トーマス・S・モンソン大管長
だいかんちょう

（89

ページを見
み
ましょう）

●「みなさんもわたしも今日
き ょ う

からでし

としての道
みち
を歩

あゆ
むことができます。けんそ

んになり，心
こころ
から天

てん
のおん父

ちち
にいのり，お

ん父
ちち
に近

ちか
づき，おん父

ちち
について学

まな
びたい

という願
ねが
いを表

あらわ
しましょう。」ディーター・

F・ウークトドルフ管長
かんちょう

（75ページを見
み
ま

しょう）

●「わたしは，聖霊
せいれい

の力
ちから
によって，イエ

スがキリストであり，神
かみ
の愛

あい
しておられる

おん子
こ
であられることを，完全

かんぜん
に，はっき

りと知
し
っています。」ニール・L・アンダーセ

ン長老
ちょうろう

（78ページを見
み
ましょう）

●「みなさんも，神殿
しんでん

が見
み
えている間

あいだ
は

決
けっ
して道

みち
に迷

まよ
うことはありません。混乱

こんらん
に

満
み
ちた世

よ
にいても，神殿

しんでん
はみなさんとみな

さんの家族
か ぞ く

に，どこに進
すす
めばよいかを教

おし

えてくれます。」ゲーリー・E・スティーブンソ

ン長老
ちょうろう

（101ページを見
み
ましょう）

●「家
いえ
の中

なか
でいちばん愛

あい
する家族

か ぞ く
への

わたしの態度
た い ど

は，尊敬
そんけい

の気持
き も
ちの模範

も は ん
と

いえるでしょうか。……人
ひと
への尊敬

そんけい
と神
かみ
へ

の敬虔
けいけん

さには深
ふか
い関係

かんけい
があります。」マー

ガレット・S・リファース（11ペー

ジを見
み
ましょう）
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青少年向け

● インターネットについて，

トーマス・S・モンソン大管

長は「インターネットのおか

げで，非常に多くの有益で

重要な情報を得ることが

できます」と述べました。し

かし，「人々を堕落させる悪

い目的で」インターネットを使

っている人に対して，それによっ

て「文字どおり霊が破壊され〔る〕」と

警告しました。（112ページ参照）

● ホームティーチングの後輩同僚とし

て，あなたは何をするべきでしょうか。あ

なたの友達が教会から離れ始めたら何を

しますか。そのような状況について語っ

たヘンリー・B・アイリング管長の言葉を読

んでください。（63ページ参照）

●「現代を『わたし』時代

と呼んだ人がいます。だれも

が『自分の得になるだろうか』

と考えているような利己的な

時代です。」とダリン・H・オー

クス長老は述べました。し

かし，「末日聖徒は，……

無私の奉仕を実践してい

るという点で人々の注意

を引く人々の集まりで

す。」（93ページ参照）

●「インターネットでグー

グル検索しても証
あかし
は得られ

ませんし，信仰を携帯メール

で送ってもらうこともできません」

とM・ラッセル・バラード長老は述べまし

た。バラード長老は証を得るための新し

い科学技術はないと言い，証を得るプロ

セスを教えました。（31ページ参照）

● 若い男性は，ほんとうはどのような若

い女性に心引かれるのでしょうか。イレ

イン・S・ダルトン姉妹は隠された「男の子

の秘密」の一つを明らかに

し，徳という徳質を再び大

切にするよう話しています。

（120ページ参照）

成人向け

● ヘンリー・B・アイリング管長のビショ

ップの話を読んでください。アイリング管

長は，どのように人に愛を示し，奉仕した

でしょうか。家族としてどのようにその模

範に従えるでしょうか。人に仕えるために

できる具体的な事柄について話し合って

ください。（23ページ参照）

● ディーター・F・ウークトドルフ管長は

電球の教訓について話しました。この話

からどのような教訓が得られるでしょう

か。その教訓はあなたの生活にどのよう

に当てはまりますか。（59ページ参照）

● L・トム・ペリー長老は次のように教え

ました。「自分自身で隣人に警告する代

わりに専任宣教師が警告してくれるのを

待っていては，教会を発展させる絶好

の機会を逃してしまいます。」あなたが

手を差し伸べることができそうな人に

ついて考えてください。どのようにして，

その人にあなたの証を伝えることが

できるでしょうか。（109ページ参

照）

● ラッセル・M・ネルソン

長老は救い主の祈りから学

べる教訓について話しまし

た。救い主の模範を基にす

れば，あなた自身の祈りはど

のように改善できるでしょうか。

（46ページ参照）

● ロバート・D・ヘイルズ長老はこう教

えました。「この世のものを手に入れる欲

望は，主に心を向けることによってしか克

服でき〔ません。〕常習癖という飢えは主

への愛によってしか取って代わられるこ

とはありません。」救い主の愛を感じたと

きのことを思い出してください。それは，

日常生活の中で感じる飢えやむなしさよ

りもどのような点で強い力を持つ

でしょうか。（7ページ参照）

● 神殿の聖約と儀式について話

した後で，デビッド・A・ベドナー長

老はお話の最後の方で幾つかの

ことを勧めました。あなたに当て

はまるのはどれですか。ベドナ

ー長老の勧めについてあなたは

何をしますか。（97ページ参照）

■

ユ
タ
州
ロ
ー
ガ
ン
神
殿
の
写
真
／
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ト
レ
ギ
ー
グ
ル
。
メ
ダ
ル
の
写
真
／
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ス
ミ
ス
。
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
神
殿
の
写
真
／
ク
レ
ー
グ
・
ダ
イ
モ
ン
ド
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大会で話された実話や物語の索引

以下に総大会で話された経験談を幾つか選びました。個人の研究や家庭の夕べ，その他の教える機会に活用してください。

数字は説教の最初のページです。

話者

ロバート・D・ヘイルズ長老

アラン・F・パッカー長老

D・トッド・クリストファーソン長老

ヘンリー・B・アイリング長老

M・ラッセル・バラード長老

クエンティン・L・クック長老

ラファエル・E・ピノ長老

リチャード・G・スコット長老

リチャード・C・エッジリービショップ

クラウディオ・R・M・コスタ長老

ディーター・F・ウークトドルフ管長

ヘンリー・B・アイリング管長

トーマス・S・モンソン大管長

スティーブン・E・スノー長老

バーバラ・トンプソン

トーマス・S・モンソン大管長

アン・M・ディブ

実話や物語

ヘイルズ姉妹は，買うだけの余裕がないドレスを買わないことを選び，
その後も，必要のないコートを買わないことを選んだ。7

パッカー長老が若かったころ，喚声の中でフットボールのコーチの声を
聞き分けた。17

ペルーに住む家族は地震ですべての持ち物を失ったが，
強く明るい気持ちを保った。19

アイリング管長のビショップは，健康上の試練に遭いながらも人々に仕えた。23

バラード長老は，父親から反対の助言を受けていたにもかかわらず，
ある型の車を販売することに決めた。31

チャールズ・ディケンズは末日聖徒の移民たちに感動した。34

アルバレス家族の3歳の娘が川で命を落としたが，
家族は神殿の聖約から慰めを得た。41

スコット長老とスコット姉妹は，二人の子供の死に際し，
神殿の約束から慰めを得た。43

会員たちが仕事を見つけられるように助けたワード雇用スペシャリスト。53

会員が自営業を始められるように助けた長老定員会の会員たち。53

幾つもの試練に遭っても引き続き奉仕し，教会に忠実であった夫婦。56

飛行機の乗組員が
小さな電球が切れたことに気を取られたために墜落事故が起きた。59

決死の覚悟で，墜落した仲間を守った兵士たち。63

ニューヨーク市の女性が祈って，宣教師の訪問を受けた。67

高校の音楽隊の隊員が病気になったが，神権の祝福によって癒
いや

された。67

ロバート・ガードナー・ジュニアは生涯を通じて変化と試練によく対応した。81

トンプソン姉妹の庭の木が倒れたとき，ワードの会員が助けてくれた。83

モンソン大管長の曽祖父母が
ソルトレーク盆地までの旅の途中で息子を亡くした。89

神権の祝福を求めた盲目の男性。89

東プロシアから西ドイツまで旅する間，試練に耐えた女性。89

神殿に参入することを含め，『ビーハイブ少女用手引き』の80の目標を
すべて達成した若い女性。114

テーマ

負債，財政管理，賢明な生活

聖霊，啓示

信仰，霊的な強さ

試練，奉仕

選択の自由，経験，信仰，学ぶこと

模範

試練，贖罪
しょくざい

，慰め，死，信仰，希望

試練，子供，死，希望，結び固め

慈愛，神権，自立

神権，自立，奉仕

試練，決意，義務，信仰

義務，優先順位，誘惑

勇気，義務，奉仕

祈り

神権

変化，試練，信仰

優しさ，奉仕

試練，死，忍耐力，信仰，開拓者

神権

試練，信仰

目標，従順，神殿活動



メ
ルキゼデク神権と扶助協

会の第4日曜日のレッスン

は，「わたしたちの時代の

ための教え」を学ぶ時間です。各

レッスンは，最新の総大会特集号

の説教から一つまたは複数の説教

を基に準備できます。ステーク会

長および地方部会長は，レッスンに

用いる説教を指定することができ

ます。または，この責任をビショッ

プおよび支部会長に委任すること

もできます。これらの指導者は，メ

ルキゼデク神権者の兄弟と扶助協

会の姉妹が同じ日曜日に同じ説教

を学ぶことの大切さを強調するべ

きです。

第4日曜日の集会の出席者は，

教会機関誌の，最新の総大会特集

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。

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
みた ま

がともにあるよう祈

ってください。教師はほかの資

料を使ってレッスンを準備した

くなるかもしれませんが，大会

説教は承認された教科課程用

資料です。教師の務めは，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，

そのような真理を教えるのに役

立つ説教から，物語や参照聖句，

声明を探してください。

● 原則と教義をあなたがどのよう

に教えるかを示す大まかな計画

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。

─説教に含まれる原則と教義

を探す。

─その意味について考える。

─理解したことや考え，経験，

証
あかし

を分かち合う。

─それらの原則と教義を実生

活に応用する。■

わたしたちの時代のための教え

中央補助組織会長会

会長
デビッド・L・ベック

第一顧問
ラリー・M・ギブソン

第二顧問
エードリアン・オチョア

会長
ラッセル・T・オスガソープ

第一顧問
デビッド・M・マッコンキー

第二顧問
マシュー・O・リチャードソン

会長
ジュリー・B・ベック

第一顧問
シルビア・Ｈ・オールレッド

第二顧問
バーバラ・トンプソン

会長
イレイン・S・ダルトン

第一顧問
メアリー・N・クック

第二顧問
アン・M・ディブ

会長
チェリル・C・ラント

第一顧問
マーガレット・S・リファース

第二顧問
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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月

2009年5月―

2009年10月

2009年11月―

2010年 4月

第4日曜日のレッスン教材

『リアホナ』2009年5月号掲載の説教*

『リアホナ』2009年11月号掲載の説教*

*これらの説教は，http://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視聴
および閲覧することができます。（訳注── http://www.ldschurch.jpからもアクセスできます。「福音ライブ
ラリ」「総大会説教」の順にクリックしてください。総大会号を閲覧するには「福音ライブラリ」「リアホナ」の順に

クリックし，2009年5月号のアイコンをクリックしてください。）



新しい
指導者が
総大会で支持
される

2009年4月4日から5日にかけて，世界中の
教会員がインターネ

ット，ラジオ，テレビ，衛星放送を
通して第179回年次総大会に出
席した。
94か国語で放送された同大
会で，大管長会は新たに十二
使徒定員会の会員，七十人会
長会，および七十人の会員が
召されることを発表した。大管
長会はまた，中央若い男性と中
央日曜学校の会長会の再組織
も発表している（支持と解任を
受けた指導者の一覧は27ペー

ジを参照）。
昨年12月のジョセフ・B・ワー
スリン長老（1917－2008年）の死
去に伴う空席を埋めるために，
七十人会長会の先任会員であ
るニール・L・アンダーセン長老
が召された（アンダーセン長老の
経歴は134ページを参照）。
七十人会長会にはドナルド・
L・ホールストロム長老が召され
た（ホールストロム長老の経歴
は134ページを参照）。
七十人第一定員会には次の
6人が召された。七十人第二定
員会のマービン・B・アーノルド長

老（アーノルド長老の経歴につ
いてはエンサイン〔“Ensign”〕お
よび『リアホナ』2003年5月号を
参照），崔

チェ

崙
ユーン

煥
フワン

長老，ブレン
ト・H・ニールソン長老，デール・
G・レンランド長老，マイケル・T・
リングウッド長老，ジョセフ・W・
シターティ長老（経歴は135ペー
ジ以降を参照）。
七十人第二定員会の会員と
して7人が召された（経歴は137
ページ以降を参照）。38人が地
域七十人から解任され，40人
が新たに地域七十人として召さ
れている。■
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中央幹部として奉仕し
てきた16年間，ニー
ル・リンデン・アンダ

ーセン長老はモンソン大管長
が「主は御自身が召された者
を，ふさわしくされる」と教える
のを何度も聞いてきました（ハ
ロルド・B・リー大管長の言葉の
引用，トーマス・S・モンソン「神
を尊ぶ者を，神は尊ばれる」
『聖徒の道』1996年1月号，56
参照）。今ほど，アンダーセン長
老がこの言葉に頼っていると
きはありません。

七十人の先任会長として奉
仕していたアンダーセン長老は
こう説明します。「このような召
しを受けるに足る備えができ
ている人などいないでしょう。
圧倒される思いです。自分は
ふさわしくないと感じます。主
がわたしをあるべき姿に形作
ってくださるよう，主の御前

みま え

に
あって十分にへりくだり，従順
でいられるよう祈っています。」
アンダーセン長老は1951年
8月9日，アメリカ合衆国ユタ州
ローガンでライル・P・アンダー

セン，キャサリン・アンダーセン
夫妻のもとに生まれました。長
老は家族とともに働き，大切な
価値観を学ぶことのできた
日々に感謝しています。「家族
で経営していた小さな農場で
は，家の全員が働きます。労
働が人生に充足感をもたらす
ものであることを早い時期か
ら学べたのは祝福です。」
19歳のとき，アンダーセン長
老はフランスで伝道するよう召
されました。伝道中，会員たち
の深い献身とモルモン書のも
たらす改宗の力によって，長老
がはぐくんできた証

あかし

はさらに強
くなりました。
伝道から帰還した後，アンダ
ーセン長老はブリガム・ヤング
大学で優秀な成績を収め，ヒ
ンクレー奨学金を獲得し，学
生自治会の副会長に選ばれま
した。
大学では，その後の人生に
最大の影響をもたらすであろ
う人物と出会います。将来の
妻となるキャシー・スー・ウィリ
アムズです。二人は1975年3月
20日，ソルトレーク神殿で結婚
しました。
アンダーセン長老は心から
の笑みをたたえてこう語りま

す。「彼女と結婚した途端，人
生の標準が一気に高くなりまし
た。欠かさずに祈りと聖文研
究を行い，戒めをきちんと守り
ました。妻はわたしと子供た
ちにとても大きな影響を及ぼ
してくれました。彼女には，純
粋で強く鍛えられた信仰があ
るのです。」
1975年にブリガム・ヤング大
学を卒業すると，1977年には
ハーバード大学で経営学修士
号を取得しました。その後，キ
ャシーが子供のころに住んで
いたフロリダに夫婦で移り住
み，広告，不動産開発，ヘルス
ケアの分野で仕事に励みまし
た。長老は後に，フロリダ州タ
ンパステークで会長として奉仕
しています。
1989年，37歳のとき，アンダ
ーセン長老はフランス・ボルド
ー伝道部の会長として再びフ
ランスの地を踏みます。「新し
い文化に飛び込み，外国語に
取り組んだ4人の子供たちは
勇敢でした。わたしたちは，
王国を築かれる主の御手

み て

を間
近で見ることができました。」
1993年4月，アンダーセン長
老は41歳で七十人第一定員会
に召されました。長老は，伝

ニール・L・アンダーセン長老
十二使徒定員会
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道部会長としての数年間も含
め，教会の割り当てのために
過去20年のうち10年を海外で
過ごしています。「世界中のす
ばらしい教会員が大好きにな
りました。各国の人々の信仰，
献身，証は，わたしたちにとっ
てすばらしい模範となってい
ます。」
アンダーセン長老と姉妹は

4年間ブラジルに住み，これま
で以上に主の業が広がるのを
目
ま

の当たりにしました。また，
生涯の友人を得てきました。
後に，アンダーセン長老はメキ
シコおよび中央アメリカを管理
する十二使徒を補佐しました。
教会本部で奉仕していた間に，
教会の視聴覚部を指揮し，『証
──一つの群れ，一人の羊飼
い』の撮影を監督したほか，
2001年にはMormon.orgの立
ち上げを指揮しました。
アンダーセン長老は過去16
年間，大管長会や十二使徒の
指導の下で学ぶというたぐい

まれな機会に恵まれたと話し，
そのことに感謝しています。
「モンソン大管長はわたしやほ
かの多くの人々にとってすばら
しい教師です。大管長は救い
主と同じように人に手を差し
伸べるよう教えています。そし
て，誠実な祈りの答えとして自
分が主の御手に使われたと知
ることほど大きな喜びはない
と絶えず強調しています。」
聖なる使徒職に召され，大
いにへりくだりながら，アンダー
セン長老は救い主に対する自
身の確固とした証を総大会で
述べました。「聖なる使徒職を
受けるために不可欠な資格の
一つに関しては，わたしは慰
めを感じています。主はこれ
をわたしに恵んでくださいまし
た。わたしは，聖霊の力によ
って，イエスがキリストであり神
の愛子

あい し

であられることを，完全
に，はっきりと知っています。」
（「主のみもとに来なさい」『リア
ホナ』2009年5月号，78）◆

七十人会長会のドナル
ド・ラリー・ホールスト
ロム長老は，教会で

の奉仕を通して，非常に強い
証
あかし

と，生涯にわたって世界中
の人 と々文化を愛する心を得
ています。
1949年7月27日，アメリカ合衆
国ハワイ州ホノルルでジェーム
ズ・ホールストロム，ベティー・ジ
ョー・ランバート・ホールストロム
夫妻のもとに生まれたホールス
トロム長老は，様 な々文化に触
れながら子供時代を送りまし
た。中国，日本，韓国，フィリピ
ン，サモア，トンガ出身の友達が
いました。長老はこう回想して
います。「わたしたちは，それ
ぞれに違った料理や文化を共
有し，お互いを受け入れていま
した。」
5歳のとき，ホノルルステーク
のタバナクルでデビッド・O・マ
ッケイ大管長（1873－1970年）
が話すのを聞きました。「会衆
が『主の方

かた

には誰
たれ

が立つや』
（「主の方には」『賛美歌』165番）
と歌うのを聞き，立ち上がって
『ぼく，ぼくが主の方に立つよ』
と言いたくなりました」と語る

長老は後に，このステークの会
長になっています。
1969年から1971年までイン
グランド中央伝道部で奉仕し
た後，ホールストロム長老はユ
タ州プロボのブリガム・ヤング
大学に通い，カナダ・アルバー
タ州出身のダイアン・クリフトン
と出会います。二人は1972年
7月22日にカナダのアルバータ
州カードストン神殿で結婚し，
4人の子供がいます。ホールス
トロム長老は経済学の学位を
取得して卒業し，ハワイに戻っ
て不動産コンサルタント会社の
社長を務めました。
2000年4月に七十人第一定
員会に召されたホールストロム
長老は，アジア北地域会長会
で，また最近ではアジア地域会
長会で奉仕しました。アジア地
域には中国，インドのほか23か
国が含まれ，地球の総人口の
半分が住んでいます。
ホールストロム長老は，広大
な「教会開拓の最も端の地域」
で開拓者として暮らす聖徒た
ちに深い感銘を受けています。
彼らの多くはいちばん近い神
殿に参入するためにも長い旅
をしています。
「この世の文化より福音の文
化を優先して受け入れる人々
の信仰と勇気にいつも鼓舞さ
れています。人々が自分の生
活と家族の中に福音を確立す
るのを見るのはすばらしいこ
とです」と長老は語っています。
◆

ドナルド・L・ホールストロム長老
七十人会長会



回復された教会に自分
の家族を導いてくれ
たのは二人の14歳

の少年だったと，七十人の崔
崙煥長老は語っています。
崔長老は1957年5月18日，崔

チェ

東
トン

憲
ホン

，李
イ

貞
チョン

順
スン

夫妻のもとに生
まれました。父親は崔長老と
ほかの子供たちにキリスト教
の好きな教派を選ばせてくれ
ましたが，夕食を取りながらそ
れぞれが信じる教えについて
議論することがよくありました。
崔長老の父親はこの状態を変
えたいと思っていました。そし
て，崔長老の14歳の弟が信仰
していたモルモン教に感銘を
受け，家族で宣教師の話を聞
きました。家族はもう一人の14
歳の少年，ジョセフ・スミスにつ
いて学び，全員でバプテスマを
受けました。
崔長老は子供のころから韓
国軍の将官になることを夢見
ていました。そこで，ビショッ
プから伝道の備えについて話
すよう頼まれたとき，崔長老は
この依頼を断りました。代わ
りに別の若い男性が話をしま
したが，長老は後ろめたい気

持ちになりました。
「わたしは伝道に出る必要
があると聖霊が教えてください
ました」と語る長老は準備をし，
伝道に出ました。そして軍役
のために途中で3年間の中断
を挟み，長老は2年間，宣教師
として奉仕しました。崔長老は
今日
こんにち

まで，長老と夫人の具
ク

本
ポン

京
キョン

姉妹が「主から来るものを
決して否定することはありませ
ん」と話しています。
崔長老は1988年ブリガム・ヤ
ング大学ハワイ校でビジネス
情報管理の学士号を，1989年
にはユタ州立大学でビジネス
情報システムと教育学の修士
号を取得しました。長老は両
方の大学で講師を務めたほ
か，営業マネージャー，またベ
ンチャー企業の投資ディレクタ
ーとしても働きました。韓国に
おける教会の地区実務マネー
ジャーも務めています。
崔夫妻はともに韓国のソウ
ルで生まれ育ちました。二人は
1982年9月25日に結婚し，1年
後にハワイ州ライエ神殿で結び
固めを受けました。夫妻には
3人の息子がいます。七十人第
一定員会に召される前，崔長
老はビショップリック顧問，ビ
ショップ，高等評議員，ステー
ク伝道部会長，ステーク会長
会顧問，ステーク会長，地域七
十人を歴任しています。◆

七十人のブレント・ハッ
チ・ニールソン長老
は，救い主の次の勧

告を家族のモットーにしている
と話しています。「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）
長老はこの聖句についてこ
う語っています。「おかげで，
人生についてしっかりとした考
え方ができるようになりまし
た。これらのことを第一にす
れば，後のことは正しい場所に
落ち着くようです。」
ニールソン長老は27歳のと
きにビショップに召されまし
た。30歳のときステーク会長
会に召され，6人の子供を育て
ながら20年にわたってステー
ク会長会での責任を果たして
きました。
ニールソン長老夫人のマル
シア・アン・ブラッドフォード・ニ
ールソン姉妹はこう語ります。
「わたしたちが最も愛している
のは子供たちです。福音に加
えて，子供たちは最高の幸せ
をもたらしてくれます。」

ニールソン姉妹は夫につい
て，多くの責任を抱えながらも，
子供たちと過ごす時間を必ず
取る，すばらしい父親であると
話しています。家族の好きな
活動は旅行に行ったりボートに
乗ったりすることです。
ニールソン夫妻は1978年
6月，ソルトレーク神殿で結婚
しました。一家は30年にわた
ってアメリカ合衆国アイダホ
州ツインフォールズに住んでい
ます。
1954年12月8日，アイダホ州
バーリーでノーマン・ニールソン
とルシール・ニールソン夫妻の
もとに生まれた長老は，「すば
らしい両親に育てられました」
と話しています。
七十人第一定員会に召され
る前，ニールソン長老はフィン
ランドで専任宣教師として伝道
したほか，ワード若い男性会長，
高等評議員，アイダホ地域の地
域七十人を歴任しました。
ニールソン長老は1978年に
ブリガム・ヤング大学で英語学
の学士号を取得しました。
1981年にはユタ大学で法学博
士号を取得。1985年から，法
律事務所で弁護士および共同
経営者として勤務しています。
◆

崔
チェ

崙
ユーン

煥
フワン

長老
七十人

ブレント・H・ニールソン長老
七十人
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デール・グナー・レンラ
ンド長老は，主に従
うこと以上に大切な

ことはないということを人生の
早い時期に学びました。長老
の両親，マッツ・レンランド，マリ
アナ・レンランド夫妻は，模範
によって長老にこの原則を教
えました。二人は第二次世界
大戦の終結後間もなく，スウェ
ーデンのストックホルムで出会
いました。「結婚したい，でも
神殿でしか結婚したくない」と
思った二人は，フィンランドとス
ウェーデンの故郷を後にして
ユタに移住し，ソルトレーク神
殿で結び固めを受けました。
1952年11月13日に合衆国の
ユタ州ソルトレーク・シティーで
生まれたレンランド長老は，主
の勧告に従って豊かな祝福に
あふれた家庭で育ちました。
レンランド長老は2度，両親の
母国で生活するという祝福に
もあずかりました。最初は長
老が10代で，大工だった父親
が教会の建築宣教師としてス
ウェーデンに召されたときであ
り，2度目はその数年後に，長
老自身がスウェーデンの教会

の専任宣教師に召されたとき
です。
レンランド長老は自分の所
属ワードで妻となるルース・リ
バート姉妹と知り合い，1977年
6月に，ソルトレーク神殿で結
び固めを受けました。夫妻は
娘とともに強いきずなで結ばれ
た家庭を築き，ともに働き，遊
び，奉仕してきました。
「わたしたちは家族として物
事を行うのが大好きです」と，
レンランド長老は語ります。
「わたしたちは何でも，そのよ
うに計画します。ゴルフをする
ときは，スリーサム（訳注──
ゴルフで，一人対二人の試合。
一人は自分のボールで競技し，
ほかの二人は一つのボールを
交互に打って競技する）でプレ
ーし，スコアを共有します。」
レンランド長老は，ユタ大学
で医学の学士号と博士号を取
得し，ジョンズ・ホプキンス大学
で内科医学と心臓病学の実習
を終えました。長老は教師，
研究者，また臨床医として心不
全と心臓移植を専門分野とす
る医学の経歴を積み上げてき
ました。
七十人第一定員会で奉仕す
る召しを受ける前に，レンラン
ド長老は，ビショップ，ステーク
会長，高等評議員として奉仕し，
また七十人第五定員会で地域
七十人として9年間奉仕しまし
た。長老と家族は現在，ユタ
州ソルトレーク・シティーに住ん
でいます。◆

韓国のソウルでの伝道
を終わるころ，マイケ
ル・タリー・リングウッ

ド長老は，病気のためにアパ
ートから出ることができない同
僚とともに一日を過ごし，勉強
と熟考と祈りのさらなる機会を
与えられました。
「わたしは確信が必要だと感
じました」と，この度七十人第
一定員会会員になったリング
ウッド長老は語ります。長老は
かつてないほど長く祈ってみ
ましたが，確信が得られませ
んでした。聖文の勉強をして
も確信は得られませんでした。
しかし最後に，伝道中に記し
てきた日記を見たとき，確信を
得ました。
「読んだすべての記録に，わ
たしは御霊

みたま

について重要なこ
とを何かしら書いていたので
す。わたしが受けたメッセージ
はこうでした。『わたしは何度
もあなたに告げてきた。あな
たは何度確信が必要なのか。』
それがわたしの祈りに対する
答えでした。わたしはこの証

あかし

が何度も繰り返し与えられて
いたことに気づきました。主は

いつもそこにおられたのです。
わたしが御霊と，聖霊の証とを
以前から感じていたことを，主
はわたしに思い起こさせてく
ださいました。」
この教訓は，ビショップ，高
等評議員，大祭司グループリ
ーダー，若い男性会長，スカウ
ト隊長，ステーク会長，韓国
ソウル西伝道部の会長として
の半生と召しを通じてリング
ウッド長老の支えとなってきま
した。
中央幹部としての召しを受
ける前，リングウッド長老は，幾
つかの会社で役員として働きま
した。また，ブリガム・ヤング大
学会計学部理事会の一員も務
めました。
リングウッド長老は，1958年
2月14日，合衆国のユタ州プロ
ボで，ハワード・リー・リングウッ
ド，シャロン・リー・リングウッド
夫妻のもとに生まれました。そ
して，ユタ州ソルトレーク・シテ
ィーで育ち，ブリガム・ヤング大
学に通い，そこで1983年に会
計学の学士号を取得しました。
また，1982年12月27日に，ユ
タ州ジョーダンリバー神殿で
ロザリー・ネルソン姉妹と結婚
しました。二人には5人の子供
がいます。◆

デール・Ｇ・レンランド長老
七十人

マイケル・Ｔ・リングウッド長老
七十人



ジョセフ・ワフラ・シター
ティ長老は，福音に
関する単純な事柄を

何度も繰り返し行うことで幸
せが得られると信じています。
「わたしは教会の指導者の勧
告に疑問を抱きません」と，長
老は語ります。「指導者から求
められることを行うとき，物事
は常にうまく行きます。」そのよ
うな単純な事柄を行うと，救い
主との一致が得られ，「その一
致の根底はわたしたちの家族
にあります」と，語ります。
1952年5月16日にケニアのブ
ンゴマでネイサン・シターティ，
レナ・シターティ夫妻のもとに生
まれたシターティ長老は，34歳
のとき，職場の同僚に誘われて，
妻のグラディス・ナンゴニ姉妹
と5人の子供たちと一緒に，同
僚の自宅で行われていた教会
の集会に出席しました。シター
ティ家族は，組織化された宗教
に幻滅を感じていましたが，末
日聖徒のこの小さなグループ
には特別な何かを感じました。
そのため，彼らは毎週通い続
けました。そして6か月後の
1986年，家族は教会に加入し

ました。
「バプテスマを受ける前か
ら，わたしたち夫婦は教会で
話をしたり教えたりするよう依
頼されました」と，シターティ長
老は語ります。長老は，自分が
子供たちの前で話しているこ
とは正しいことかどうか，ぜひ
とも知る必要があると感じまし
た。こうして，シターティ長老は
次第に御霊

みたま

を認識するように
なり，いつも御霊を感じられる
ようにすることが不変の目標と
なったのです。
シターティ長老は，1975年に
ナイロビ大学で機械工学の学
士号を取得しました。また，会
計学および財政金融学の学位
も持っています。そして，世界
的な石油ガス会社において幾
つかの役職を得て働きました。
さらに最近は，アフリカの教会
国際広報ディレクターとして奉
仕してきました。
シターティ長老と姉妹は，
1976年7月に結婚し，1991年12
月に南アフリカ・ヨハネスバー
グ神殿で結び固めを受けまし
た。現在はケニアのナイロビに
住んでいます。
七十人第一定員会に召され
たとき，シターティ長老は，ナイ
ジェリア・カラバル伝道部の会
長として奉仕していました。そ
れ以前は，支部会長会と伝道
部会長会の顧問として，また支
部会長，地方部会長，ステーク
会長，地域七十人として奉仕し
ました。◆

七十人のウィルフォー
ド・ウェイン・アンダー
セン長老のことを，

「ほんとうに話しやすい人です」
と，妻のキャスリーン・ベニオ
ン・アンダーセン姉妹は語りま
す。「彼の最大の長所の一つ
は，偏った判断をせず，周りの
人々に安心感を与えることだ
と，わたしは思います。」
アンダーセン長老は，1949年
8月22日，合衆国のアリゾナ州
メサで，ダール・アンダーセン，
アーマ・ファーンズワース・アン
ダーセン夫妻のもとに，8人い
る子供のうち，第3子として生
まれました。召しを受けたとき
も，長老はメサに住んでいまし
た。アンダーセン長老は，多く
の宗派の人 と々ともに働いた父
親と，メキシコのチワワ出身で
長老に現地の言葉を教えてく
れた母親から，様々な異なる
背景を持つ人々を愛することを
学んだと語ります。
アンダーセン長老は，アルマ
がアルマ書第32章の中で述べ
ているプロセスと同じ方法で
自分の証

あかし

を得たと確信してい
ます。少年時代に，長老の心

の中に種が植えられたのです。
「わたしは早い時期に最初
の芽生えを感じました」と長老
は言います。「その芽はこれ
までの人生を通じて生長し続
け，木になり，実を結びました。
わたしはその実を食べ，わた
しの人生は喜びで満たされま
した。」
アンダーセン長老は，2009年
4月4日に七十人第二定員会に
召されたとき，北アメリカ南西
地域における地域七十人とし
て，七十人第六定員会で奉仕
していました。これまでに，
2002年から2005年までのメキ
シコ・グアダラハラ伝道部の会
長，ステーク会長とステーク会
長会顧問，ステーク幹部書記，
高等評議員，ビショップ，ビショ
ップリック顧問，アルゼンチン
南伝道部専任宣教師などの教
会の召しを歴任してきました。
アンダーセン長老は共通の
友人を介して妻に出会いまし
た。二人は1975年4月にユタ
州プロボ神殿で結婚し，現在
9人の子供がいます。アンダー
セン長老は，1973年にブリガ
ム・ヤング大学で経営管理学の
学士号を，また1976年にＪ・ル
ーベン・クラーク法科大学院で
法務博士号を取得しました。
そして，1979年以降，不動産投
資会社の共同経営者を務めて
きました。◆

ジョセフ・Ｗ・シターティ長老
七十人

ウィルフォード・Ｗ・アンダーセン長老
七十人
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青柳弘一長老は，長野
県松本市で育ち，
17歳のとき，高校の

英語クラブに入りました。ある
日長老は，自転車での通学途
中，街頭に立っていた一人の
青年から1枚の紙を受け取りま
した。それは無料英会話クラ
スのちらしでした。その若い
男性は末日聖徒の宣教師だっ
たのです。
青柳長老は，こう語っていま

す。「教会の宣教師たちのよう
に，とても前向きで，とても明
るく，とても楽天的な人にそれ
まで会ったことがありませんで
した。わたしは彼らのように
なりたいと思いました。」長老
は松本の教会に集い始め，そ
こでも同じように会員たちの
喜びと愛の精神に感動しまし
た。やがて，青柳長老は1962
年にバプテスマと確認を受け
ました。
2年間神奈川大学に通った
後，青柳長老は帰郷しました。
家業が立ち行かなくなり，両親
が長老の学費を払えなくなっ
てしまったのです。このことが
きっかけとなって，長老は1965

年から1967年まで北部極東伝
道部で建築宣教師として奉仕
することになりました。1年後，
3つの仕事を掛け持ちして貯金
した後，1968年から1970年ま
で同じ地域で専任の伝道宣教
師として奉仕するよう召されま
した。
青柳長老は，1970年9月に，
松本で長老が最初に通ってい
た支部の会員，百瀬城子姉妹
と結婚し，その同じ年のうちに
ソルトレーク神殿で結び固め
を受けました。日本不動産専
門学校で資格を取得した後，
青柳長老は東京にあるアジア
北地域教会管理本部で不動産
課長，建築課長として働きまし
た。その後，国内の二つの会
社で営業主任，またセールスマ
ネージャーとしても働きました。
七十人第二定員会に召され
る前，青柳長老は，支部会長，
ステーク会長，伝道部会長，ビ
ショップ，結び固め執行者，地
域七十人など，多くの召しを受
けて奉仕しました。
青柳長老は，1945年3月24
日，矢ケ崎三男，青柳スエノ夫
妻のもとに生まれました。青柳
長老と姉妹には4人の子供が
います。現在，千葉県に住んで
います。◆

七十人のブルース・アレ
ン・カールソン長老
は，16歳になるまで

教会の活動に参加できません
でした。しかし，母親が聖文
を読み，福音の賛美歌を歌う
ことによって長老と二人のきょ
うだいに福音を教え，長老の
その後の霊的成長に貢献しま
した。教会に関するこの最初
の教えが霊的な基礎となり，そ
れはカールソン長老のこれま
での人生を支え続けました。
カールソン長老は，1949年
10月3日，合衆国のミネソタ州
ヒビングで，クリフォード・カー
ルソン，ヘレン・カールソン夫妻
のもとに生まれました。ミネソ
タ森林管理部で働いていた父
親が昇進する度に，カールソン
長老は，州内の北半分の各地
を，何度も引っ越しながら子
供時代のほとんどを過ごしま
した。家族がミネソタ州ブレ
ーナードへ引っ越したとき，母
親のヘレン・カールソン姉妹
（若いときにバプテスマを受け
ていた）はようやく子供たちを
近くにある教会の小さな支部
に連れて行くことができるよう

になりました。
改宗後，カールソン長老は，

1971年に，ダルースにあるミネ
ソタ大学で学士号を取得し，
1979年にはネバダ州のネリス
空軍基地にある合衆国空軍戦
闘機兵器学校を卒業し，1989
年に合衆国海軍大学で，優秀
な成績で修士号を取得しまし
た。
合衆国空軍の一員であった
カールソン長老は， 37年の経
歴の大部分を戦闘機に乗って
過ごしました。そのほか，合
衆国国防総省とワシントンD.C.
で幾つかの上級職務に就いて
働きました。長老は，1972年
8月8日にソルトレーク神殿で
ビッキー・リン・マーテンズ姉妹
と結婚し，3人の子供がいま
す。カールソン長老は妻や子
供たちとともに，愛する人々に
仕え，また，仕えている人々を
愛することに人生をささげて
きました。
カールソン長老はこれまで，
長老定員会会長，ビショップ，
高等評議員として，また教会の
軍務諮問委員会のアドバイザ
ーとして奉仕してきました。七
十人第二定員会に召されたと
きは，合衆国のテキサス州サ
ンアントニオの所属ワードで日
曜学校教師として奉仕していま
した。◆

青柳弘一
あ お や ぎ こ う い ち

長老
七十人

ブルース・A・カールソン長老
七十人



七十人第二定員会のブ
ラッドリー・ドゥエイ
ン・フォスター長老の

証
あかし

は，両親の証を聞いたことで
芽生えました。
フォスター長老は言います。

「父方の祖父も母方の祖父も，
教会員となってすぐに移民とし
てアメリカに渡って来ました。
一方はドイツ，もう一方はイング
ランド出身です。大変苦しい
旅でした。わたしが証を得た
のは，父方，母方両方の祖父
母が教会のために大きな犠牲
を払ったことを両親から聞い
たからです。わたしは子供時
代に，両親の言葉を信じまし
た。」
1949年3月5日，合衆国のア

イダホ州アイダホフォールズで，
ドゥエイン・フォスター，メル
バ・フォスター夫妻のもとに生
まれたフォスター長老は，隣接
する町リグビーで育ちました。
専任宣教師としてテキサス南
伝道部で働いていたとき，ある
宗派の聖職者と出会い，長老
の証はさらに強くなりました。
その聖職者は若い宣教師であ
った彼に，天国に行けるのは

テキサスにある自分の小さな
教会の会員だけだと言ったの
です。
「それ以外の人たちに対し
て，天の御父がそのように不親
切であられるとは想像できま
せんでした。その夜の祈りの
中で，御父の計画と愛はすべ
ての人のためにあることを，天
の御父はわたしの心に証して
くださいました。そのとき，世
界に向けたわたしたちのメッ
セージが真実であることを知
りました。」
伝道から帰還するとすぐに，
フォスター長老はリックス・カレ
ッジ（現在のブリガム・ヤング大
学〔BYU〕アイダホ校）で基礎獣
医学を専攻しました。1971年
には，リグビーで農業関連のビ
ジネスを始めました。1971年
5月14日，アイダホ州アイダホフ
ォールズ神殿でシャロル・リン・
アンダーソン姉妹と結婚し，4人
の子供がいます。フォスター長
老はこれまで，アイダホ州ジャ
ガイモ委員会，ノースウエスト
農業金融役員会，BYUアイダ
ホ校の学長昇格評議会で奉仕
してきました。
フォスター長老はまた，長老

定員会会長，ステーク伝道部
会長，ビショップ，高等評議員，
ステーク会長，カリフォルニア
州アルカディア伝道部会長の
召しを果たしています。◆

1968年に教会員となってわずか3か月後，ジ
ェームズ・ボイド・マル

ティノ長老は友人に勧められて
ほかの宗派の聖職者と会うこ
とになりました。そのときその
聖職者から質問を浴びせられ
ましたが，ほんの少ししか答え
られませんでした。
17歳だったジェームズは心
を揺さぶられはしましたが，教
会への決意を翻すことはありま
せんでした。それどころか「よ
く振らなければ効き目がない
処方薬のように，そのときのわ
たしの証

あかし

も揺さぶられる必要
があったのです。この経験は，
福音を勉強して信仰を強めよ
うと，わたしを奮い立たせてく
れました」と長老は語ります。
この度，七十人第二定員会
の会員に召されたマルティノ長
老はそのとき以来，福音を研
究することで祝福されてきたと
語ります。
マルティノ長老は，1951年
3月28日，合衆国のテキサス州
デントンで，フランク・ニルソ
ン・マルティノ，ベティー・ジー
ン・ニューマン・マルティノ夫妻

のもとに生まれました。幼いこ
ろからのガールフレンドである
ジェニー・マリー・バロン姉妹が
教会員となって1年たった1973
年8月18日にユタ州オグデン神
殿で結婚しました。夫妻には
5人の子供がいます。
マルティノ長老は，1974年に
ブリガム・ヤング大学でビジネ
スの学士号を取得。卒業後は
服飾関係の同族会社で働き，
1989年から2000年までは取締
役兼最高経営責任者を務めま
した。
今回の召しを受けたときは，
合衆国テキサス州オーブリー
に在住し，七十人第六定員会
の会員として北アメリカ南西地
域で働いていました。その前
の2000年から2003年まではベ
ネズエラ・マラカイボ伝道部会
長を務めました。
マルティノ長老は教会におい
て，グアテマラ－エルサルバド
ル伝道部専任宣教師，ステー
ク幹部書記，ステーク若い男
性会長，セミナリー教師，ビシ
ョップ，ステーク会長，高等評
議員，伝道部会長の顧問として
奉仕してきました。◆

ブラッドリー・D・フォスター長老
七十人

ジェームズ・B・マルティノ長老
七十人
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ケント・ファーンズワー
ス・リチャーズ長老
は，利己心がなけれ

ば人はより豊かな人生を送れ
ると信じています。「利己心を
遠ざけてください。自分の外
に目を向ける方が，はるかに満
たされます。」
合衆国ユタ州ソルトレーク・

シティーで生まれ育ち，外科医
として32年を過ごしたリチャー
ズ長老は，人々の肉体的な必
要をケアすることで，教会での
奉仕に備えられてきたと言い
ます。
「外科医としてわたしがほん
とうにしていることは，人に仕
える方法を見つけ出すことで
す。わたしたちが王国で行っ
ているのは，まさにそのことな
のです。」
1946年2月25日，C・エリオッ
ト・リチャーズ，マーガレット・フ
ァーンズワース・リチャーズ夫
妻のもとに生まれたリチャーズ
長老は，1968年8月にソルトレ
ーク神殿でマーシャ・ガー姉妹
と結婚しました。合衆国ユタ
州ノース・ソルトレークに在住す
る夫妻には8人の子供がいま

す。人生最大の幸せは家族に
よってもたらされると信じ，生
涯を通じて家族中心の生活を
保つことに努力してきました。
「まだ若い父親だったころ，
十二使徒定員会のリチャー
ド・Ｌ・エバンス長老（1906－
1971年）が『息子たち以外に趣
味はありません』と言ったのを
覚えています。それはわたし
にとって，まず家族に注意を向
ける必要があるという教訓で
した。」
リチャーズ長老は1969年に
医学学士号を，1972年には医
学博士号をともにユタ大学より
取得しました。開業医として働
く傍ら，ユタ大学臨床学教授，
LDS病院外科部長，保健団体
の専務ならびに理事会の会員
としても活躍しました。
リチャーズ長老は七十人第
二定員会の召しを受ける以前
は，南メキシコ伝道部の専任
宣教師，スカウト隊長，長老定
員会会長，ビショップ，高等評
議員，ステーク会長，テキサス
州サンアントニオ伝道部会長
として奉仕しました。◆

七十人のグレゴリー・
アラン・シュワイツァ
ー長老は，救急医療

の専門医として重態の患者を
数多く診てきました。そして，
危機に瀕

ひん

した負傷者とその愛
する人たちを助ける天の御父
の優しさを見る祝福にあずか
ってきました。
「幕を通って行った多くの患
者の手を取ってきました。」死
に直面すると，多くの人は天の
御父に頼ります。「御父こそ彼
らがつかもうとする最後の希望
だからです。」
シュワイツァー長老は1948年
4月2日，合衆国ユタ州オグデ
ンでハービー・シュワイツァー，
グロリア・シュワイツァー夫妻
のもとに生まれ育ち，北ドイツ
伝道部で専任宣教師として働
きました。1972年，生物学の
学士号を得てユタ大学を卒業
し，1975年に同校から医学学
位を取得しています。卒業後
の研究を5年間，合衆国コロラ
ド州デンバーにあるフィッツ
シモンズ陸軍医療センターの
合衆国陸軍医療部隊で行いま
した。

シュワイツァー長老と妻の
ジョアン・エリザベス・ロースソ
ーン姉妹は1972年6月24日，ユ
タ州オグデン神殿で結婚しま
した。夫妻には5人の子供が
います。
ある夜更けに，ドイツで伝道
中の末の息子が大量の脳出血
を起こし，助かる見込みはな
いと電話で告げられました。
「主の奇跡的な御手

み て

により，12
回に及ぶ手術を経て，息子の
命は助かりました。それから
数年かけて，息子は全快しま
した。このような主の祝福を人
生で経験すると，何であれ主
から望まれる奉仕を断ること
など決してできません」とシュ
ワイツァー長老は語ります。
七十人第二定員会の召しを
受ける前には，シュワイツァー
長老は，ビショップ，高等評議
員，ステーク会長，ロシア・エカ
テリンブルク伝道部会長を務
めました。◆

ケント・Ｆ・リチャーズ長老
七十人

グレゴリー・A・シュワイツァー長老
七十人



新たに中央日曜学校
会長に支持された
ラッセル・トレント・

オスガソープ兄弟は語ります。
「教えることは，教会のいかな
る成功にも欠かすことのでき
ない鍵

かぎ

です。わたしたちがリ
ーダーシップと呼ぶ事柄の大半
は，実は教えることを意味して
います。日曜学校とは，教会の
教える能力を改善する部門だ
とわたしは思っています。」
オスガソープ兄弟は教師で
すが，それは職業でもあり，ま
た趣味でもあります。教育心
理学博士号をはじめとして複
数の学位をブリガム・ヤング大
学（BYU）から受けています。
現在，BYUの教育心理工学
部の教授であり，同大学の教
育・学習センターのディレクター
を務めるオスガソープ兄弟の
目標は，学生が学習能力を高
め，職員がその最大限の能力
を発揮して教えることができる
よう支援することです。
オスガソープ兄弟は，合衆国

ユタ州ソルトレーク・シティーで
1946年12月4日，ウェスレー・オ
スガソープ，アイバ・ラッセル・オ

スガソープ夫妻のもとに生ま
れました。タヒチで伝道し，
1969年8月7日，ソルトレーク神
殿でローラ・ロリー・セディウィ
ック姉妹と結婚。夫妻には3人
の息子と2人の娘がいます。
サウスダコタ州ラピッドシテ
ィ伝道部会長として務めるま
で，ステーク若い男性会長，ビ
ショップリック顧問，プロボ宣
教師訓練センターの支部会長，
BYU学生ステークの会長とし
て奉仕しました。この召しを受
けたとき，オスガソープ兄弟は，
七十人第五定員会で奉仕して
いました。
オスガソープ兄弟は，自身
の証
あかし

が成長した過程について
話しています。「わたしはこれ
までに何度も，様々な場面で
主の御手

み て

を見てきました。子
供のときでさえ，わたしには神
の助けがあると知っていまし
た。タヒチで伝道したときも同
じです。主が父親であるわた
しを導いてくださっていると知
った瞬間もありました。そして
伝道部会長として奉仕してい
るときにも，主が宣教師たち
を大いなる者にしてくださって
いるのを見る度に，日々神の
力と愛を思い起こすことがで
きました。」◆

これまで，中央日曜学
校会長会第一顧問の
デビッド・メリル・

マッコンキー兄弟は，日曜学
校で奉仕する機会はほとんど
ありませんでしたが，長年に
わたる神権指導者としての経
験を通して，福音を教えるこ
とに関する大切な視点を持つ
ことができました。
マッコンキー兄弟は「教義と
は，わたしたちの行動と人格
のすべての土台です」と言いま
す。「わたしたちは教義を学び，
理解し，さらに戒めを守ること
によって信仰を強めます。戒め
が何であるかを理解して初め
て，戒めを守ることができるの
です。」
子供のころからマッコンキー
兄弟にとって，戒めを守ること
は真っ先に行うべきことでし
た。マッコンキー兄弟は，1948
年10月13日，合衆国ユタ州ソ
ルトレーク・シティーでフラン
ス・ブリトン・マッコンキー，べ
ス・メリル・マッコンキー夫妻の
もとに生まれ，南アフリカ伝道
部に召されるまで，ユタ州バウ
ンティフルで育ちました。

マッコンキー兄弟は1971年
9月，ソルトレーク神殿でジョア
ン・アルブレヒト姉妹と結婚し，
7人の子供がいます。ユタ大学
より1974年に歴史学の学士号
を，1977年に法学博士号を取
得し，同年，ソルトレークを基
盤とする法律事務所に就職し
ました。
マッコンキー兄弟はこれま
で，アロン神権，日曜学校で奉
仕し，また，ビショップ，高等評
議員，ステーク会長会顧問とし
て働きました。この七十人の
召しを受けたときはステーク会
長を務めていました。奉仕を
通して，教えることが教会の中
で果たしている重要な役割を
知りました。「教会では，すべ
ての指導者とすべての親が教
師です」と語ります。
教師として最も大切な責任
は，御霊

みたま

の促しを聞き，従うこ
とだとマッコンキー兄弟は言い
ます。「教える方法はたくさん
ありますが，いちばん大切なこ
とは，主なら何をお教えにな
るかを知るために，御霊のさ
さやきに敏感であることです。
そうして初めて，教師は主の御

み

手
て

に使われる者となって重荷
を軽くし，祈りにこたえること
ができるのです。教会のすべ
てのクラスで，そのようにしな
ければなりません。」◆

ラッセル・T・オスガソープ
中央日曜学校会長

デビッド・M・マッコンキー
中央日曜学校会長会第一顧問
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マシュー・オッテセン・リ
チャードソン兄弟は，
教育者になるつもりは

ありませんでした。ですから，
主が自分を生涯にわたる教師
の業に備えようとしておられ
ることに気づいたときには，
当然のことながら非常に驚き
ました。
「わたしは，自分の益のため
に物事を柔軟に受け入れるこ
とを学びました。」リチャードソ
ン兄弟はそう語ります。「天の
御父は，わたしの人生に関する
詳細はもちろん，あらゆる事柄
についてより遠大な観点から見
ておられます。」
リチャードソン兄弟は，1982
年にデンマーク・コペンハーゲ
ン伝道部から帰還すると，宣教
師訓練センターでデンマーク語
を教え始めました。ブリガム・ヤ
ング大学（BYU）の学費を得る
ためでした。1983年7月に，ソ
ルトレーク神殿でリサ・ジーン・
ジャクソン姉妹と結婚しました。
やがて友人たちからセミナリー
で教えるよう勧められました。
「1年間教えたら，ほかのこと
に挑戦しようと思っていました。

1年はやがて7年となり，今なお
教え続けています。」リチャード
ソン兄弟はそう語ります。「これ
は驚きでした。」
リチャードソン兄弟は，コミュ
ニケーションの学士号，教育指
導分野の修士号と博士号をす
べてBYUで取得しました。セ
ミナリーの常勤教師として働く
ことを生涯の召しと感じたこと
もありましたが，BYUで教会歴
史および教義クラスの教授とし
て教えることにも同様の情熱を
感じています。BYUでは，宗教
教育学部の副学部長を4年に
わたって務めました。教室で過
ごしてきた長年の経験は，新た
な召しを果たすに当たって，生
徒と教師の両方の立場を理解
できるよう助けてくれます。
リチャードソン兄弟は，1960
年12月12日，ユタ州ソルトレー
ク・シティーで，エドワード・ミルト
ン・リチャードソンとアンドレア・
ラビナ・オテセン・リチャードソン
夫妻のもとに生まれました。こ
れまで若い男性会長，長老定
員会会長会，日曜学校教師，ビ
ショップ，若い男性／若い女性
の教科課程執筆委員会の一員
として奉仕してきました。家族
とともにユタ州オレムに住んで
います。
この召しを受けたときに，4人
の子供のうちいちばん下の子か
らこう尋ねられました。「お父
さんとこれからもキャッチボー
ルはできるの。」献身的な父親，
夫，教師であるリチャードソン
兄弟は，これからもキャッチボ
ールをする時間はあることを約

長年にわたる奉仕の
間に，教会の数多く
の青少年と面接して

きたデビッド・リロイ・ベック兄
弟は，青少年を高く評価してい
ます。
「彼らと親しく語り合い，胸
の内を打ち明けられた経験が
あります。すばらしい青少年で
す。」新しい中央若い男性会長
はそう語ります。「天の御父が
彼らをどれほど愛しておられ，
どれほど大切に思っておられ
るかを感じることができます。
実に多くの若い男性がわたし
のヒーローです。彼らは試練
の時にあっても，ほんとうに忠
実だからです。」
ベック兄弟は，ブラジル・リオ

デジャネイロ北伝道部会長，ス
テーク会長，ビショップ，高等評
議員，ビショップリック顧問，長
老定員会会長，初等協会教師
として奉仕してきました。この
召しを受けたときは，ユタ州バ
ウンティフルのワードで伝道主
任を務めていました。
ベック兄弟は，1953年4月12
日，ユタ州ソルトレーク・シティ
ーで，ウェイン・ベックとエブリ

ン・ムーン・ベック夫妻のもとに
生まれました。ベック兄弟が10
歳のときに，父親はブラジル伝
道部会長に召されました。両
親と専任宣教師の両方が，彼
の手本の役割を果たしました。
「若いころに，この業がどれほ
ど胸躍るものかを経験しまし
た。」ベック兄弟はそう語りま
す。ベック兄弟は，後にブラジ
ル北部中央伝道部の専任宣教
師として奉仕しました。
「わたしは教会の若い男性
が，忠実であり，アロン神権と
メルキゼデク神権，さらには神
殿のすばらしい祝福のすべて
にふさわしい者となるよう望ん
でいます。」ベック兄弟はそう
語ります。「心身ともに健康な
すべての若い男性が，専任宣
教師の奉仕を通じて人々をキ
リストのみもとに導く喜びを経
験してほしいと願っています。」
ベック兄弟は，1976年にソル
トレーク神殿でロビン・エリク
セン姉妹と結婚し，4人の子供
がいます。「わたしたちは一緒
に時を過ごすのが大好きです」
とベック兄弟は語ります。ベッ
ク兄弟は，製造および配送を
業務とする会社の重役を務め
ています。また，工業大学の理
事会で奉仕しています。ユタ
大学で電子工学の学士号，技
術管理の修士号を取得してい
ます。◆

マシュー・O・リチャードソン
中央日曜学校会長会第二顧問

デビッド・L・ベック
中央若い男性会長



高校を卒業したとき，
ラリー･マイナー･ギ
ブソン兄弟はアリゾ

ナ州のグランドキャニオンにあ
るハバスパイを旅することにし
ました。そこで数日間モルモ
ン書を読み，自分の証

あかし

につい
て祈り，考える機会がありまし
た。ギブソン兄弟は，教会が
真実であると常に感じていま
したが，世の中に出て行く前
に，自分にしっかりとした焦点
と基盤があることを確認した
かったのです。
「その期間に，非常に神聖な
ことを幾つか経験しました。」
ギブソン兄弟はそう語ります。
「その経験は，学校や伝道に行
くに当たって，助けとなりまし
た。」
ギブソン兄弟は，1966年か
ら1968年までイギリス南伝道
部で専任宣教師として奉仕し，
1968年9月にユタ州マンタイ神
殿でシャーリー・バートン姉妹
と結婚しました。その後，教会
で様々な召しを受けて奉仕し
ました。今回の召しを受けた
ときは，ステーク会長として奉
仕していました。それ以前に

は，ステーク会長顧問，高等評
議員，ビショップ，ワードおよび
ステーク若い男性会長として
奉仕しました。
ギブソン兄弟は，1971年に
ブリガム・ヤング大学でコンピ
ューター科学の学位を取得し
て卒業しました。1974年には，
同大学で情報科学の修士号を
受けました。
ギブソン兄弟は，幾つかの
テクノロジー企業の会長兼最
高経営責任者（CEO）を務めて
きました。最近では，売り上げ
が合衆国の上位500社に入る
大企業の取締役副社長ならび
に最高技術責任者（CTO）を務
めていました。
ギブソン夫妻と6人の子供
たちは，スキューバダイビング，
熱気球，サイクリング，ハイキン
グ，キャンプ，旅行が趣味です。
ギブソン夫妻は現在，ユタ州
ハイランドに住んでいます。
ギブソン兄弟は，1947年2月
26日にネバダ州ボルダーシテ
ィーで，ロバート･オーウェンと
タイス・マイナー・ギブソン夫妻
のもとに生まれました。◆

若いころ，エードリア
ン・オチョア・クィン
タナ兄弟は，人生

において謙遜
けんそん

であることの必
要性を理解し，それ以来，何に
焦点を当てればよいかがはっ
きりと分かるようになりました。
「初めてアルマ32：15を読ん
だとき，やむを得ず謙遜になる
のではなく，御霊

みたま

の導きに従
うならば，多くの祝福を受けら
れるということを学びました。」
オチョア兄弟はそう振り返りま
す。「この約束に従おうと決心
したとき，わたしの人生にそれ
までとはまったく違う指針がで
きました。」
中央若い男性会長会の第二
顧問として，オチョア兄弟は謙
遜であり続けることの必要性
を理解しています。
オチョア兄弟は，1954年3月
7日，カリフォルニア州サンフラ
ンシスコで，エドワルド・オチョ
アとコンスエロ・オチョア夫妻の
もとに生まれました。少年時
代をカリフォルニア州ロサンゼ
ルスとメキシコのチワワで過ご
しました。この二つの場所で
積んだ経験は，後の人生に役

立ちます。
オチョア兄弟は，合衆国とメ
キシコの広告および映画製作
会社に勤務し，世界の頂点に
立つ500社のうち数社の多岐に
わたる販売キャンペーンを展
開してきました。オチョア兄弟
は，ロサンゼルスで過ごした時
期は，メディアがどのように機
能するかを学ぶ良い機会だっ
たと言います。同様に，メキシ
コで過ごした時期には，「異な
る空気を吸い」，自然の中で時
を過ごす機会が与えられたと
信じています。「両方の最も良
いものを味わうことができまし
た。」オチョア兄弟はそう語り
ます。
メディアに関心があったオチ
ョア兄弟は，コミュニケーション
の学士号，ビジネスおよびマー
ケティングの修士号を取得しま
した。
青年期には，メキシコで特
別広報宣教師として奉仕する
召しを受け，政府の指導者と
会談したり，メディアを使って
福音を宣

の

べ伝えたりしました。
オチョア兄弟とナンシー・ビ

ラレアル夫人は，メキシコ・メキ
シコシティー神殿で結び固め
を受け，現在はユタ州ハイラン
ドに住んでいます。5人の子供
がいます。オチョア兄弟は，大
祭司グループリーダー，ステー
ク会長，地域広報ディレクター，
地域七十人，ホンジュラス・サン
ペドロスラ伝道部の会長として
奉仕しました。◆

ラリー・M・ギブソン
中央若い男性会長会第一顧問

エードリアン・オチョア
中央若い男性会長会第二顧問
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福音の視覚資料が家族
や教師にも簡単に手
に入るようにしてほし

いという，全世界からの要望が
高まるのにこたえるため，教会
は137枚から成る『福音の視覚
資料集』を制作した。これは従
来の『福音の視覚資料セット』に
比べ，はるかに安く購入すること
ができる。この資料集には，8つ
の言語で書かれた目録および参
照聖句が付いており，ほかの50
言語による目録の追加挿入ペー
ジもある。
「『福音の視覚資料集』は，家
庭と教会の両方において，福音
を教えるために使用できる新た
なすばらしい教材です。」中央初
等協会会長のチェリル・C・ラント
姉妹はそう語る。「わたしたち
は皆，特に子供は物事を視覚か
ら学びます。このような美しい
絵や写真を見ることによって，わ

たしたちは注意を向け，焦点を
絞り，言葉に表されていない福
音の諸原則を数多く学ぶことが
できるのです。また，見ることで
よりよく感じられるようになるこ
と，別の表現をすれば，学習の
過程に御霊

みた ま

を招くことができる
ことを知っています。」
新しい『福音の視覚資料集』
は，合衆国およびカナダ国内で
は3ドル50セント（あるいは，20
枚つづりの各ケースが1ドル50
セント）。日本における販売価格
は300円である。これに比べ，
既存の『福音の視覚資料セット』
はケース入りが2,200円，ケース
無しが1,800円である。
「わたしたちは，できるかぎり
費用が安くなるような形で，この
資料を制作しました。」教科課程
企画開発スペシャリストのマイケ
ル・マドセン兄弟はそう語る。
「すべての会員がこの資料集を

持てるような価格にしました。」
このらせんとじの資料集（縦22
センチ，横28センチ）には，旧約・
新約聖書，モルモン書，教会歴史
に登場する聖文の物語を描いた
絵，さらには教会および福音の
その他の側面をとらえた写真が
含まれている。資料集の中の絵
には，「子供たちに教えるアダム
とエバ」「使徒を聖任するキリスト」
「祈りをささげるエノス」「最初の
示現」「ソルトレーク神殿」「末日
の預言者」などがある。
中央扶助協会会長のジュリ
ー・B・ベック姉妹は，この資料
集は視覚資料セットを大幅に改
善したものだと語っている。視
覚資料セットは重く，運びづらく，
1枚1枚がバラバラになるのに比
べ，資料集は持ち運びが容易で，
サイズが小さいので鞄

かばん

に入れて
教会に持って行くことができ，し
かも，1枚1枚がとじられている。

「すべての教室で使用すること
ができます。初等協会の分かち
合いの時間でも使うことができま
す。家庭の夕べや家族の聖文学
習，ディボーショナルで使うこともで
きます。個人学習で使うこともで
きます。」ベック姉妹はそう語る。
マドセン兄弟は，この資料集は
日曜学校で使うこともできれば，
セミナリーやインスティテュートの
クラスの補助教材として使うこと
もできる，と付け加えている。両
親は子供たちが寝る前に，この
資料集を使って聖文の物語を読
んで聞かせることもでき，教会で
子供たちが静かにしていられる
ように使うこともできる。

『福音の視覚資料集』
のプロモーションに関
するインタビューの中
で，七十人のスペンサ
ー・J・コンディー長老は
視覚資料が持つ力に
ついて触れ，この資料
集に収録されている絵
の一つが，トーマス・S・
モンソン大管長の執務

室の壁に飾られていることを説
明した。モンソン大管長は，そ
の絵を見るときに，「救い主はわ
たしに何をするよう望んでおら
れるだろうか」と自問することが
あると話したことがある。このよ
うに救い主に思いを向けること
によって，モンソン大管長は霊感
を受け，多くの質問に対する答
えを受けるのである。
「〔この資料集〕がすべての家
庭，すべての教室に備えられる
よう望んでいます。」ラント姉妹は
そう語る。「信仰と証

あかし

を増し加え
ようと努力するとき，また，周りの
人を鼓舞し，家族を強めようと努
力するとき，わたしたちのレッス
ンや生活に祝福をもたらす力が
この資料集にはあるのです。」
『福音の視覚資料集』は，教会
配送センターを通じて，あるいは
インターネットgospelart.lds.org
で入手することができる。■

144

全世界の利用者のために制作
された『福音の視覚資料集』

新しい『福音の視覚資料集』により，従来の『福音の視覚資料セット』よりも
はるかに安い価格で福音の視覚資料が入手できるようになる。
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第179回年次総大会において支持され十二使徒定員
会の新しい会員となったニール・L・アンダーセン長老
を，2008年4月に同定員会会員として支持されたD・
トッド・クリストファーソン長老（右）が歓迎する。
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