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総大会の説教
新しい七十人と
中央日曜学校会長会が
召される

エ

ス ・ キ

リ

ス

ト

教

会

・

2

0

1

4

年

5

月 号

複写は禁じられています
© HOWARD LYON,

「一人の羊飼い 」 ハワード・ライオン画
み すがた

イエス・キリストはアメリカ大陸のニーファイ人に御姿を現された。これは，主がエルサレムの人々に語った次の預言の成就である。
「わたしにはまた，この囲いにいない他の羊がある。わたしは彼らをも導かねばならない。彼らも，わたしの声に聞き従うであろう。
ひつじか い

そして，ついに一つの群れ，ひとりの羊飼となるであろう。」
（ヨハネ 10：16 。 3 ニーファイ 15：21 も参照）
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ホームティーチングや家庭訪問のメッセージ
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，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。

2014 年 4 月 5 日 土曜午前，一般部会

会の祈り─ニール・F・マリオット。音楽─
管理 ─トーマス・S・モンソン大管長。司会
タバナクル合 唱団：指 揮 ─マック・ウィル
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
バーグ；オルガニスト─リチャード・エリオッ
の祈り─カール・B・クック長老。閉会の祈
ト，アンドリュー・アンズワース。
「来たれ，友よ」
り─ W・クリストファー・ワデル長老。音楽 『賛 美 歌』68 番；
“On This Day of Joy and
─タバナクル合唱団：指揮─マック・ウィル
Gladness,”Hymns 64 番；「神のみ業に進 み
バーグ，ライアン・マーフィー；オルガニスト─
て」
『賛 美 歌』149 番，エリオット編曲，未 刊；
クレー・クリスチャンセン，リチャード・エリオッ 「光の中進もう」
『賛美歌』194 番；「子供のい
ト。「主のみ言葉は」
『賛 美 歌』46 番；
“ Press
のり」
『子供の歌集』6 番，ペリー編曲，ジャッ
Forward Saints”Hymns, 81 番，ウィルバーグ
クマン刊；「導きたまえよ」
『賛 美 歌』41 番，
編曲，未刊；「取り巻く闇の中を」
『賛美歌』52
ウィルバーグ編曲，未刊。
番，ウィルバーグ編曲，未刊；「選べ，正義を」
『賛美歌』152 番；“ A New Commandment I
2014 年 4 月 6 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
Give unto You,”ゲーツ，ジャックマン刊；「来
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
ませ，王の王」
『賛 美 歌』29 番，マーフィー編
の祈り─ディーン・M・デイビーズビショップ。
曲，未刊。
閉会の祈り─ ベンハミン・デ・オヨス長老。
音楽 ─タバナクル合唱団：指揮─マック・
2014 年 4 月 5 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
ウィルバーグ，ライアン・マーフィー；オルガニス
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈
ト―リンダ・マーゲッツ，ボニー・グッドリフ。
り─イアン・S・アルデルン長老。閉会の祈 「わが神，わが王」
『賛美歌』87 番，マーフィー編
り─リンダ・K・バートン。音楽─ユタ州オ
曲，未刊；「主イエスの愛に」
『賛美歌』109 番，
レム・インスティテュート合同聖歌隊：指揮─
マーフィー編曲，未刊；「天よりの声聞け」
『賛美
ライアン・エゲット；オルガニスト─ボニー・
歌』166 番；「来たれ，旅を共に続けん」
『賛美
グッドリフ，リンダ・マーゲッツ。「神に栄え」 歌』135 番，ウィルバーグ編曲，未刊。
『賛美歌』33 番，マヌーキン編曲，ジャックマン
刊；「ぼくはむかし」
『リアホナ』1999 年 4 月
2014 年 3 月 29 日 土曜夜，中央女性集会
管理 ─トーマス・S・モンソン大管長。司会
号，ビーブ編曲，ランスミュージック刊；「感謝を
─ボニー・L・オスカーソン。開会の祈り─
神に捧げん」
『賛美歌』11 番，ダフィン編曲，ダ
エミリ・エリザベス・スミス。閉会の祈り─オ
フィン刊。
ファ・カウフシ。音楽─ワサッチフロント地区
の各ステークの初等協会，若い女性，扶助協会
2014 年 4 月 5 日 土曜夜，神権部会
管理 ─トーマス・S・モンソン大管長。司会
の合同聖歌隊：指揮─エミリー・ワドレー；
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
オルガニスト─ボニー・グッドリフ。「天より
の祈り─リグランド・R・カーティス・ジュニ
の声聞け」
『賛美歌』166 番；「王国の娘」
，ク
ア長老。閉会の祈り─ラッセル・T・オスガ
リーマー作曲，未刊，オルガン，フルート，バイオ
ソープ。音楽─ブリガム・ヤング大学アイダホ
リン，チェロによる伴奏；「神の子です」
『賛美
校神権者聖歌隊：指揮─ランドール・ケンプ
歌』189 番，ディフォード編曲，未刊；メドレー，
トン，ケビン・ブロワー；オルガニスト─アンド
モールマン編曲，
未刊：
「われ主を愛して」
『賛美
リュー・アンズワース。“ Saints, Behold How
歌』134 番，
「共に愛し合え」
『賛 美 歌』192 番；
Great Jehova,”Hymns 28 番，: ケンプトン編 「神のみ業に進みて」
『賛 美 歌』149 番，ハフ編
曲，未刊；「ひそかな祈り」
『賛美歌』79 番，ケ
曲，未刊。
イセン編曲，ジャックマン刊；「喜べ，主を」
『賛
美歌』32 番；「日は暮れ」
『賛美歌』92 番，ケ
総大会の説教の入手
ンプトン編曲，未刊。
多くの言語でインターネットにて総大会の説教を

2014 年 4 月 6 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
─ ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈
り─ L・ホイットニー・クレートン長老。閉
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視聴するには，conference.lds.org にアクセスし，
言語を選択してください。説教は，福音ライブラ
リーのモバイルアプリでも利用可能です。通常，
総大会後 6 週間以内に，大会の音声を録音した
ものが配送センターにて入手可能となります。

表 紙
表紙─写真／クリスティーナ・スミス
裏表紙─写真／レスリー・ニルソン
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 ─ウェ
ルデン・C・アンダーセン，コーディ・ベル，ラン
ディ・コリアー，ウェストン・コルトン，スコット・
デービス，クレーグ・ダイモンド，ナサニエル・
レイ・エドワーズ，ロイド・エルドレッジ，アシュ
リー・ラーセン，ジョン・ルーク，レスリー・ニ
ルソン，クリスティーナ・スミス，バイロン・ワー
ナー。アメリカ合衆国，アリゾナ州ギルバート
─ジェーミー・デール・ジョンソン。コロラド
州ハイランドランチ ─レベッカ・モーゲネッ
グ。メキシコ，メキシコ・シティ─イスラエル・
フティエレス。アメリカ合衆国，ジョージア州
ノークロス─デビッド・ウィンターズ。ニュー
ヨーク州パルマイラ─ブレント・ウォルトン。
ユタ州プレザントグローブ─ジェレミー・ホー
ル。カナダ，アルバータ州レイモンド─ロンダ・
スティード。ロシア，サンクトペテルブルク─
ウラジミール・エゴロフ。ブラジル，サンパウロ
─ローレニ・フォチェット。オーストラリア，シ
ドニー─コリン・リガーウッド。モンゴル，ウ
ランバートル─カイリー・スネドン。オースト
リア，ウィーン─フランク・ヘルムリッヒ。アメ
リカ合衆国，ユタ州ワシントン─ジェームズ・
イリフ・ジェフリー。
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土曜午前の部会

トーマス・S・モンソン大管長

大会へようこそ
わたしたちは…… 信仰によって結ばれ，これから語られるメッセー
ジにともに耳を傾け，学びたいと願っています。

愛

する兄弟姉妹の皆さん，末日聖

した。皆さんもこの「信仰に忠実に生き

徒イエス・キリスト教会の世界

る」というテーマについて考えてみてくだ

的 な大 会 に皆さんをお迎えで

さい。寒さと雨にもかかわらず，この催し

き，光栄です。わたしたちは大きな家族と

は，信仰に満ちた，霊を鼓舞する経験とな

して集っています。 1,500 万人以 上の会

りました。あの若者たちにとって大切な思

員が 信仰によって結ばれ，これから語ら

い出となり，将来，子供や孫に語られてい

れるメッセージにともに耳を傾け，学びた

くことでしょう。

いと願っています。

翌日，アリゾナ州ギルバート神殿の奉献

この半年は時のたつのが早く，教会の

式 が 行 わ れ，儀 式 が 執 行 されて い る

業は円滑に前進しています。つい 1 か月ほ

142 番目の神殿が誕生しました。前の晩

ど前，アリゾナ州ギルバート神殿の荘厳な

とは違ってその日は晴天に恵まれ，セッ

建物を奉献する特権にあずかりました。

ションは真に御霊にあふれていました。ヘ

奉献式前日の晩，近くのディスカバリー公

ンリー・B・アイリング管長，タッド・R・カ

園で文化的な催しが開かれました。 1 万

リスター長 老夫妻，ウィリアム・R・ワー

2,000 人の若者が 1 時間半のプログラム

カー長 老夫妻，ケント・F・リチャーズ長

を演じました。見事なダンスや歌，音楽の

老夫妻が同席しました。

演奏が披露されました。

5 月にはフロリダ州フォートローダー

この地域は乾期が特に長引いていたの

デール神殿が奉献される予定です。他に

で，それまでの数週間，雨を切望する多く

も，今年後半に竣工し，奉献される予定の

の祈りがきっと天にささげられていたこと

神殿が幾つかあります。 2015 年には世界

でしょう。あいにく雨はその催しの直前に

各地で新しい神殿が完成し，奉献される

降り始め，しかも開催中ずっと降り続きま

予定です。このプロセスは続きます。これ

した。青少年はずぶぬれになり，寒さに震

までに発表された神殿が全て完成すると，

えましたが，わたしたちは皆，主の御 霊 を

儀 式が 執行されている神殿が世界中に

の建設に関する発表はありませんが，これ

感じました。「信仰に忠実に生きる」とい

170 あることになります。

から建てる神殿の必要性を見極め，候補

み たま

うプログラムのテーマの下で，活気に満ち

現在，わたしたちは既に発表された神殿

地を探すプロセスを継続していきます。そ

た若い男性と女性が笑顔で見事に演じま

の完成に集中しており，当面は新たな神殿

の後，将来開催される総大会で発表を行

4

リ ア ホ ナ

います。わたしたちは神殿を建て，神殿に

を傾けましょう。話をする人たちは，天の

皆が耳を傾けて学ぶときに，主の御霊に

参入する民です。

助けと導きを求めながらメッセージを準備

満たされ，励ましと霊感を受けられますよ

してきました。

うに。わたしたちの救い主イエス・キリス

では，兄弟姉妹の皆さん，今日と明日わ
たしたちに語られるメッセージに熱心に耳

どこにいるかにかかわらず，わたしたち

み

な

トの御名により，アーメン。■
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十二使徒定員会

つばきを吐きかけるが，この御方はそれに

ジェフリー・R・ホランド長老

も耐えられる。それは，この御方が人の子
らに対して愛にあふれた優しさと寛容に

弟子として歩むことに
伴う犠牲と祝福

富んでおられるからである。」2
救い主御自身が経験されたと同じよう
に，どの時代の預言者も，使徒，宣教師，
会員も皆，
「最もすぐれた道」3 に人々を引
き上げるという神の召しを尊んだために拒
まれ，非常に高い代価を払ってきました。
このような拒否と高い代価には，長い歴史

強くあってください。周りの人がまったくそうでなくとも，福音に忠
実に従ってください。

があるのです。
「このほか，
〔彼らについて〕何を言おう
か」と，ヘブル人への手紙の著者は問いか
けています。
「〔彼らは〕ししの口をふさぎ，

モ

火の勢いを消し，つるぎの刃をのがれ，
ンソン大管長，わたしたちは大

わたしはとっさに身をかがめたので，男性

……戦いの勇者となり，
……軍を退かせた。

管 長を 愛して います。 大 管 長

の口から出た食べ物を全身に浴びただけ

女たちはその死者をよみがえらさせても

は，これまで主から与えられた

で済みました。男性はとんでもない言葉

らった。ほかの者は，…… 拷問の苦しみ

どんな召しにも，心 身をささげてきまし

でわたしたちを罵り始めました。わたした

に甘んじ〔た。〕

た。現在与えられている神聖な召しに対

ちは何も言わずに立ち去りましたが，顔に

なおほかの者たちは，あざけられ，むち

しては，特にそうです。教会員は皆，大管

付いた食べ物を拭き取ろうとすると，後頭

打たれ，しばり上げられ，投獄されるほど

長の確固とした努力と，献身的に義務を

部にマッシュポテトの固まりを投げつけら

のめに会った。

果たす揺るがぬ模範に感謝しています。

れました。宣教師であるということは，時

あるいは，石で打たれ，…… のこぎりで

この末日に確固とした態度を執る必要

にはつらいことです。なぜなら，そのとき

引かれ，つるぎで切り殺され，羊の皮や，や

に迫られる全ての人をたたえ，励ましたい

わたしは，戻ってこの狭量な男性の首根っ

ぎの皮を着て歩きまわり，無一物になり，

という気持ちを胸に，わたしは全ての人，

こをつかみ，
『失礼じゃないですか』と言っ

悩まされ，苦しめられ，

特に教会の青少年に申し上げます。皆さ

てやろうかと思ったのです。そうはしませ

んは，まだ経験していないとしても，いつ

んでしたが。」

の日か，自分の信仰を擁護する必要に迫
られることがあるでしょう。恐らく，末日
聖徒イエス・キリスト教会の会員であると

（この 世 は 彼らの 住 む 所 で はなか っ
あら の

た），荒野と山の中と岩の穴と土の穴とを，

この献身的な宣教師に申し上げます。
けん そん

愛する姉妹，あなたはそのようにして謙 遜
になり，モルモン書の預言者ヤコブの言う，

さまよい続けた。」4

かたき

天の使いたちは，神の戒めを目の敵にす
ることの多い世で弟子として歩むために払

いうだけのことで面と向かって罵られ，そ

「キリストの死について考え，キリストの十

われたこのような代価を記録しながら，涙

れを堪え忍ばなければならないこともある

字架を負い，世の辱めを忍耐〔した〕
」1

を流したことでしょう。救い主御自身も，

でしょう。そのときあなたには勇気と礼儀

卓越した男女の一人に数えられるように

数百年の間に主の業のために拒まれ殺さ

正しい態度がなければなりません。

なったのです。

れた人たちのために，涙を流されました。

例を挙げましょう。最近ある姉妹宣教

実に，イエス・キリスト御自身もそうでし

師がこんな手紙を送ってくれました。「同

た。ヤコブの兄ニーファイは，こう書いて

僚とわたしは，街中の広場で男性がベンチ

います。「世の人々は自分たちの罪悪のた

イエスはこう叫ばれました。「ああ，エ

に座って昼御飯を食べているのを見かけ

めに，この御方を取るに足りない者と判断

ルサレム，エルサレム，預言者たちを殺し，

ました。わたしたちが近づくとこの男性は

する。それで彼らはこの御方を鞭打つが，

おまえにつかわされた人たちを石で打ち

顔を上げました。そして宣教師の名札を

この御方はそれに耐えられる。また彼ら

殺す者よ。ちょうど，めんどりが翼の下に

見るとものすごい形相で飛び上がり，手を

はその御方を打つが，この御方はそれにも

そのひなを集めるように，わたしはおまえ

振り上げてわたしを殴ろうとしたのです。

耐えられる。まことに，彼らはこの御方に

の子らを幾たび集めようとしたことであろ

6
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むち

そして，御自身も人々から拒まれ，殺されま
した。

7

う。それだのに，おまえたちは応じようと

必然的に，
「してはならない」また「せよ」

しなかった。

という戒めの言葉が流れる「シナイ山」を

見よ，おまえたちの家は見捨てられてし
5

まう。」

通ることを十分に知っているのです。
残念なことに，神から戒めを託された使

そしてこの言葉の中に，この教会の若い

者が人々から歓迎されないのは今も昔も変

男女へのメッセージがあります。自分が最

わりません。少なくとも，口から出た物を

も大切にしている信条を単にあざけられる

浴びせられ，マッシュポテトを投げつけら

らだ。
彼らは先見者に向かって『見るな 』と言
い，預言者に向かっては，
『正しい事をわ
れわれに預言するな。耳に聞きよいことを
語れ，迷わしごとを預言せよ。
大路を去り，小路をはなれ，イスラエル
10

の聖者について語り聞かすな 』と言う。」

だけのことだとしても，高校で勇気ある態

れた二人の宣教師が主張するとおりです。

若い友人の皆さん，大変悲しいことです

度を執って道徳的な標準を守ったり，伝道

「憎む」とは悪い言葉ですが，今 日 でも，

が，人々が神を求めるとしたら，多くを要求

に出たりすることに価値があるのか，宗教

腐敗したアハブ人のように「彼はわたしに

しない寛大で愛想のよい神を求めるのが

に献身する生き方を時にあざける社会に

ついて良い事を預言したことがなく，常に

現代の特徴です。そのような神は呼び求

対抗して努力することに価値があるのか

悪いことだけを預言 するので，わたしは

めてもボートを揺らさないだけ でなく，

と，皆さんは疑問に思うかもしれません。

〔預言者ミカヤを〕憎〔む〕」8 と言う人た

ボートをこいでもくれません。わたしたち

でも，価値があるのです。なぜなら，そう

ちがいます。アビナダイは預言者として正

の頭を軽くたたいて笑わせたかと思うと，

しなければ，わたしたちの「家は見捨てら

直に語ったために，同じような理由で憎ま

一緒に走ってマリーゴールドを摘みに行こ

れてしまう」からです。個々人も，家族も，

れ，殺されました。ノア王にこう言ったか

うと言います。11

隣人も，国も，見捨てられてしまいます。

こん にち

らです。「わたしが真実を告げたので，あ

自分にかたどって神を作る人とはこのよ

だからこそ，救い主のメッセージを携え

なたがたはわたしに対して怒っている。ま

うな人たちのことです。時にこれは最大

て行くために召された人たちの重荷を，わ

た，神の御言葉を告げたので，あなたがた

の皮肉となります。このような人たちは，

たしたちは背負うのです。人々を教え，励

はわたしを気が狂っていると言って裁い

このような「寛大な神」と捉えてイエスの

まし，元気づけることに加え（これは，弟子

た。」9 または，偏 狭 で 支 配 的 で 凝り固

御 名 を呼びます。これは正しい捉え方で

として歩むうえで喜ばしい事柄です），時

まっていて思いやりがなく，心が狭く，時

しょうか。イエスは，戒めを破ってはなら

には同じ使者が戸惑ったり，警告したりし

代遅れで年寄り臭いと言って裁いた，と付

なければならないこともありますし，ただ

け加えてもよいかもしれません。

ないだけでなく，戒めを破ることについて
考えても いけないと言われた御方です。
戒めを破ることを考えたとしたら，わたし
たちは既に心の中でその戒めを破ってい
るのです。これが「寛大な」教義に聞こ

泣くだけの時もあります（これは，弟子とし
て歩むうえでつらい部分です）。彼らは
「乳と蜜の流れる」6 約束の地に至る道が

み こと ば

これは，主御自身が預言者イザヤに向
けて嘆かれた事柄です。
おしえ

「彼らは……主の教 を聞こうとしない子

み

な
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えますか。耳が痛くなることのない，何で

か」という質問への答えは，必ずしも民衆

も好意的に受け止める，ちまたでもてはや

に受け入れられるとは限りません。

されるような教義でしょうか。

この世での教導の業の最盛期にイエス

それに，罪を見ていたいだけの人や，遠

はこう言われました。「わたしがあなたが

くから罪に手を出す人についてはどうなの

たを愛したように，あなたがたも互 に愛し

でしょう。イエスは即座に，あなたの目が

合いなさい。」16 そしてどんな愛について

罪を犯させるならそれを抜き出して捨て，

言っているのかはっきりと分かるように，こ

手が罪を犯させるならそれを切って捨て

う言われました。「もしあなたがたがわた

なさい，と言われました。12 「地上に平和

しを愛するならば，わたしのいましめを守

をもたらすために，わたしがきたと思うな。

るべきである。」 「これらの最も小さい

平和ではなく，つるぎを投げ込むためにき

いましめの一つでも破り，またそうするよ

13

たのである。」 イエスは，神が中身のな
い慰めごとだけを語られると思っていた
人々を戒められたのです。次々と説教をし
たのに地元の住民が「この地方から出て
14

行っていただきたいと頼〔んだ 〕」のも，
次々と奇跡を行ったのに，それを神の力で
はなく悪魔の力のせいにされてしまったの
15

も無理のないことです。 車のステッカー
に書かれた「イエスならどうなさるだろう

8

リ ア ホ ナ

たがい

17

うに人に教えたりする者は，天国で最も小
18
さい者と呼ばれるであろう。」 キリストの
ような愛は，この地上に住むわたしたちに
最も必要なものです。なぜなら，そのよう
な愛には必ず義が 伴うはずだからです。
ですから，愛がわたしたちのモットーでな
ければなりません。そして愛がモットーだ
としたら，身をもって愛を示された御方の
言葉に従って，背くのをやめ，背くよう人を

そそのかすような言動もやめなければなり
ません。イエスは，現代の文化の中でわた
したちの多くが忘れてしまいがちな事柄
が何かを理解しておられました。それは，
ゆる
罪を赦 しなさい（主は無限に赦す力をお
持ちです）という戒めと，罪を大目に見て
はならない（主は一度もなさいませんでし
た）という警告は明らかに異なるというこ
とです。
友の皆さん，特に若い友の皆さん，元気
を出してください。本当の義から流れ出
る，キリストのように純粋な愛には，世界
を変える力があります。イエス・キリスト
の生ける福音が地上にあり，皆さんはその
御方の真の生ける教会の会員であって，福
あかし
音を分かち合おうとしていることを証しま
す。この福音と教会について証します。救
いの儀式の権能を与え，救いの儀式を有
かぎ
効にする福音の鍵が回復されたことを，特
に証します。これらの鍵が回復され，これ

七十人会長会

らの儀式が末日聖徒イエス・キリスト教会

ロナルド・A・ラズバンド長老

で再び執行されるようになったことを確信
しています。それは，わたしがこの大会で
説教台に立ち，皆さんがこの大会でわたし
の前に座っておられることよりも明らかな
ことです。
強くあってください。周りの人がまった
くそうでなくとも，福音に忠実に従ってくだ
さい。 自分 の 信仰を擁 護してください。
良識と思いやりをもって，信仰を擁護して
ください。皆さんがこの大会で聞くことに
なる言葉，そして先ほどトーマス･S･ モン
ソン大管長から聞いた言葉を含め，長い
歴史のある霊感された言葉は ，キリストの
弟子として歩む道を皆さんに指し示してい

弟子として担う
喜びに満ちた責務
指導者を支持することは特権ではありますが，その特権には，指
導者が担う責任を分かち合い，主の弟子になるという各人の責任
が伴います。

ます。細くて狭い道であり，ある意味では
選択の余地があまりありませんが，
「キリス
トを確固として信じ，完全な希望の輝きを
19

持ち，神とすべての人を愛して」 進むな
らば喜びをもって歩むことができます。こ
の道を雄々しく進むならば，揺るがぬ信仰

昨

年 5 月 20 日，巨大な竜巻がアメ
リカ大陸中心部のオクラホマシ

「 3 番目に，助けてくれている全ての人
に感謝を伝えてください。」

ティー郊外を襲い，幅 1.6 キロ，

七十人会長会の一員としてわたしは，主

を築き，吹き付ける悪の風や旋風の中の矢

長さ 27 キロを超える爪 跡を残しました。

がモーセに語られた言葉の重みを自分の

から守られる安全な場所を見いだし，わた

壊滅的なこの竜巻の猛威により，被災地

肩に感じることができました。

したちの贖い主の岩のような力を感じるこ

の景観と住民の生活は一変してしまいま

とでしょう。弟子としての揺るぎない生き

した。

あがな

方をその岩の上に築くならば，倒れること
20

この巨大な竜巻が襲ってからちょうど

「民の長老となり，つかさとなるべきこと
を，あなたがたが知っている者七十人をわ
たしのもとに集め〔なさい。〕……

などあり得ないのです。 イエス・キリス

1 週間後，わたしは，家屋も家財も吹き飛

わたしは下って，その所で，あなたと語

トの聖なる御名によって，アーメン。■

ばされ，壊滅的な被害を受けた被災地を

り，またわたしは〔モーセ〕の上にある霊

訪問する割り当てを受けました。

を，彼らにも分け与えるであろう。彼らは

注
1. モルモン書ヤコブ 1：8
2. 1 ニーファイ 19：9
3. 1 コリント 12：31；エテル 12：11
4. ヘブル 11：32 － 38
5. マタイ 23：37 － 38
6. 出エジプト 3：8
7. 出エジプト 20：3 － 17 参照
8. 歴代下 18：7
9. モーサヤ 13：4
10. イザヤ 30：9 － 11
11. ヘンリー・フェアリー，The Seven Deadly
Sins Today（ 1978 年），15–16
12. マタイ 5：29 － 30 参照
13. マタイ 10：34
14. マルコ 5：17
15. マタイ 9：34 参照
16. ヨハネ 15：12
17. ヨハネ 14：15
18. マタイ 5：19；強調付加
19. 2 ニーファイ 31：20
20. ヒラマン 5：12 参照

出発前に，愛する預言者トーマス・S・モ

あなたと共に，民の重荷を負い，あなた

ンソン大管長と言葉を交わしました。大

が，ただひとりで，それを負うことのないよ

管長は主の代理としてこうした用向きを果

うにするであろう。」1

たしています。大管長の職だけでなく，優
しい人柄に対する尊敬の念を込めて，わた
しは尋ねました。「わたしに何をするよ
う，また，何と言うようお望みですか。」

これは古代に言われた言葉ですが，主
の方法は今も変わっていません。
現在教会では，317 人の七十人が主か
ら召されており，8 つの定員会で奉仕し，

大管長は優しくわたしの手を取りまし

大管長会のうえに置かれた責務に携わる

た。被災者，そして被災地で働く支援者が

十二使徒を補佐しています。わたしは他の

その場にいたら，一人一人にそのようにした

中央幹部と同様，喜びながらも，その責務

ことでしょう。大管長はこう言いました。

の重さを心に深く感じています。しかし，

「まず，わたしが彼らを愛していると伝え
てください。」
「次に，わたしが彼らのために祈ってい
ると伝えてください。」

わたしたち幹部だけがこの輝かしい業を
支えているわけではありません。世界中
の教会員は皆，ほかの人の生活を祝福する
すばらしい機会に恵まれているのです。
2 0 1 4 年 5 月 号

9

訪 問や 電 話をしたり，手 紙を書 いたり，

ちとともに歩き，わたしたちを支え，導いて

いたものは，愛と祈り，そして助け手への

竜巻の被害に遭った人々が必要として

一日を過ごしたりする機会が与えられると

おられます。主の完全な模範に従うこと

感謝だったということを，わたしは愛する

き，わたしたちは愛をもって応じるでしょう

は，救い主を認め，尊ぶことです。究極の

預言者から学びました。

か。それとも，自分は神の戒めを全て守っ

奉仕の行いである主の，神聖で人に救いを

ていると証言した，あの青年のように振る

もたらす贖 いを通して，主はわたしたちの

舞うでしょうか。

重荷を全て背負ってくださいました。主が

きょう

今日の午後，わたしたち一人一人は右手
を直角に上げて，大管長会と十二使徒定員
会を末日聖徒イエス・キリスト教会の預言
者，聖見者，啓示者として支持します。こ

「『それはみな守ってきました。ほかに
何が足りないのでしょう。』

あがな

わたしたち一人一人に求めておられること
は，弟子として担う喜びに満ちた「責務」

れは単なる形式でもなく，また中央幹部と

イエスは彼に言われた。『もしあなたが

して召される者だけにすることでもありま

完全になりたいと思うなら，帰ってあなた

せん。指導者を支持することは特権では

の持ち物を売り払い，貧しい人々に施しな

オクラホマでわたしは，巨大な竜巻で甚

ありますが，その特権には，指導者が担う

さい。そうすれば，天に宝を持つようにな

大な被害を受けた何家族かに会う機会が

責任を分かち合い，主イエス・キリストの

ろう。そして，わたしに従ってきなさい。
』
」

3

ありました。ソレルス一家に会い，娘さん

弟子になるという各人の責任が伴います。

青年は，地上で神の王国の業を行うため

モンソン大管長はこのように述べてい

に主のそばで一層大きな奉仕をするよう召

彼女はプラザタワーズ小学校の 5 年生で

されました。しかし，立ち去りました。「た

した。トーリとお母さんは今日ここに集っ

くさんの資産を持っていたから」です。4

ています。

ます。
「わたしたちの周りには，家族，友人，知

を背負えるようになることであり，また進
んでそうすることです。

のトーリの経験に特に胸を打たれました。
きょう

人，他人を問わず，わたしたちの注目，励ま

現世の所有物はどうなるでしょうか。竜

竜巻が激しい音を立てて学校を襲った

し，支え，慰め，親切を必要としている人

巻に襲われれば，ほんの数分で失われる

とき，トーリと彼女の友達数人はトイレに

が大勢います。わたしたちは地上で主の

ことが分かります。わたしたち一人一人に

逃げ込んでうずくまっていました。その日

御手に使われる器であり，わたしたちには

とって非常に大切なことは，神に仕えるた

の出来事について，トーリ自身の言葉を読

御父の子供たちに仕え，彼らを高める責務

めに自分の時間と才能，選択の自由を用い

むので聞いてください。

があります。主はわたしたち一人一人を頼

て，霊の宝を天に蓄えるために努力するこ

りにしておられるのです。……

とです。

み

て

「何かが屋根を打つ音が聞こえました。
あられの音だろうと思いましたが，だんだ

『……わたしの兄弟であるこれらの最も

イエス・キリストは「わたしに従ってきな

ん大きくなってきました。わたしは天のお

小さい者のひとりにしたのは，すなわち，わ

さい」と絶えず呼びかけておられます。5 主

父様に，みんなを無事に守ってくださるよ

たしにしたのである。』
〔マタイ 25：40〕」2

は御自分を捨てて従う者たちとともに故国

う祈りました。突然，ゴーという大きな音

の地を巡り歩かれました。今日もわたした

がして，頭上の屋根がなくなりました。す

だれか 他の人の必要を満たすために，
10
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こんにち

ごい風の中をがれきが飛び回り，わたしの

時間と奉仕の行いを惜しみなく慈悲深い

体中にぶつかりました。外は暗くなり，空

気持ちでささげています。

が黒く見えました。でも，そうではなくて，

通して語られることを知っています。
たとえ小さなものであれ，互いの重荷を

モルモン書の中でベニヤミン王はこう教

負い合うという神聖な奉仕から生じる喜

それは竜巻の中だったのです。わたしは

えています。「あなたがたが同胞のために

びを，全ての人が味わえますように，イエ

目を閉じて，すぐに終わってほしいと祈りま

務めるのは，とりもなおさず，あなたがたの

ス・キリストの御 名 によりお祈りいたしま

した。

神のために務めるのである……。」11

す，アーメン。■

突然，静かになりました。

はらから

兄弟姉妹への奉仕に力を入れることに

目を開けると，一時停止の標識が目の前

より，わたしたちは日々の生活の中で主に

にありました。もう少しでわたしの鼻にぶ

従う決断をするように導かれ，主が愛して

6

つかるところでした。」

おられることを愛し，大切にするよう備え

トーリと母親，きょうだいの 3 人，一緒

られます。そのように行うときに，わたし

に学校にいた大勢の友達は奇跡的に助か

たちは自分が主の弟子であることを自分自

りました。でも，7 人の学友が亡くなりま

身の生活によって証 するのです。主の業

した。

に携わるとき，主の御霊がともにあると感

その週末，竜巻の被害に遭った教会員

あかし

じます。証と信仰，信頼と愛が深まります。

に神権者の兄弟たちが多くの祝福を与え

わたしの贖い主イエス・キリストが生き

ました。わたしもトーリに祝福をさせても

ておられ，今日，主の預言者，愛するトーマ

らいました。彼女の頭に手を置いている

ス・S・モンソン大管長に，また大管長を

こんにち

み

な

注
1. 民数 11：16 − 17
2. トーマス・S・モンソン「今日われ善きことせ
しか」
『リアホナ』2009 年 11 月号，85 ，87
3. マタイ 19：20 − 21
4. マタイ 19：22
5. マタイ 19：21
6. ビクトリア（ト ー リ）ソレ ル ス の 体 験 談，
2014 年 1 月 16 日
7. 教義と聖約 84：88
8. モーサヤ 18：8
9. モーサヤ 18：9
10. 教義と聖約 81：5
11. モーサヤ 2：17

と，よく引用される聖句が浮かんできまし
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
み たま

左にいる。わたしの御 霊 はあなたがたの
心の中にある。また，わたしの天使たちは
あなたがたの周囲にいて，あなたがたを支
7

えるであろう。」

しもべ

わたしはトーリに勧めました。主の僕が
彼女の頭に手を置いて，竜巻の中で天使
たちが守ってくれたと宣言した日を忘れな
いようにと。
どのような状況においても，互いを助け
るために手を差し伸べるかどうかは，愛の
深さを測る不変の基準です。わたしがそ
の週にオクラホマで見たのは，まさにその
ような愛による奉仕です。
しばしばわたしたちは困っている人を助
ける機会が与えられます。教会員としてわ
たしたちには，
「重荷が軽くなるように，互
いに重荷を負い合〔い〕」8 ，
「悲しむ者とと
もに悲しみ」9 ，
「垂れている手を上げ，弱
くなったひざを強め〔る〕」神聖な責任が
あります。10
兄弟姉妹の皆さん，主は皆さん一人一人
にどれほど感謝しておられることでしょ
う。皆さんは日々，大小を問わず，無数の
2 0 1 4 年 5 月 号
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七十人

れ，葬られるところだったからです。二人

カーロス・H・アマードー長老

そ せい

の若者の蘇 生 は，イエスが死を従わせる
権能と力を持っておられることの証拠とな

贖い主キリスト
あ が な

りました。このことは信者を驚かせ，イエ
スを嫌う者に恐怖を与えました。
記録に残る第 3 の出来事はさらに衝撃
を与えました。イエスはマルタ，マリヤ，ラ

〔贖い主の〕犠牲は最初の人であるアダムから全人類の最後の人に
至るまで，あらゆる人に祝福をもたらしました。

ザロのきょうだいをしばしば訪ねておられ
ました。ラザロが病気であることを知ら
されたイエスは，それから 2 日間，そのお
られた所に滞在されてから，家族のもと
へ赴かれました。マルタを慰める言葉の
あかし

中でイエスははっきりとこう証 しておられ

神

ます。「わたしはよみがえりであり，命で
の御子イエス・キリストは独特

した。イエスは神の御子であり，御自身

ある。わたしを信じる者は，たとい死んで

の環境に誕生し，死を迎えられ

の贖 罪 によって罪の代価をお支払いにな

も生きる。」
（ヨハネ 11：25 ）

ました。物質的にはつましい境

るからでした。

しょくざい

救い主が悲しんでいる人たちに墓から

遇に暮らし，成長されました。イエスは
御自身についてこう語られました。「きつ

石を取りのけるようお求めになると，マル
死に打ち勝つ力

タはおずおずとイエスに低い声で言いま

ねには穴 があり，空の鳥には巣 がある。

死に打ち勝つ力もイエスが神から受け

した。「主よ，もう臭くなっております。

しかし，人の子にはまくらする所がない。」

継がれた属性でした。会堂づかさのヤイ

四日もたっています から。」
（ヨハネ 11：

ロは「自分 の家においでくださるように

39 ）

（ルカ 9：58 ）
イエスは当時の世の指 導 者や宗教 指

と」懇願しました。「彼に……ひとり娘が

イエスは彼 女に「もし信じるなら神の

導者から栄誉に浴することも，特別扱いさ

あったが，死にかけていた」ためでした

栄光を見るであろうと，あなたに言ったで

れたり正当な評価を受けたりすることも，

（ルカ 8：41 － 42 ）。主がヤイロの願いを

はないか」と言うと（ヨハネ 11：40 ），大

重んじられることもありませんでした。会

聞き入れて彼の家に向かっておられたと

堂の上席に迎えられることもありませんで

き，一人の僕 がヤイロのもとへ来て言いま

した。

した。「お嬢さんはなくなられました。こ

イエスの説教は素朴でしたが，大勢の

しもべ

の上，先 生を 煩わすには及び ません。」

声でこう呼ばわれました。
「ラザロよ，出てきなさい。」
「すると，死人は…… 出てきた」のです
（ヨハネ 11：43 － 44 ）。

人が主に従いました。主の働きはいつも

（ルカ 8：49 ）イエスは家に入ると，皆に

それはラザロが 4 日間墓に置かれた後

一人一人にとって祝福となるものでした。

出て行くように言い，直ちに娘の手を取っ

のことであり，神の御子に敵対する者は，

て，
「起きなさい」と呼びかけられました

反論する余地のない証拠を突きつけられ

主を神から遣わされた御方として受け入
れた人々の間で，数え切れないほどの奇
跡を行われました。

（ルカ 8：54 ）。

ました。それは無視することも，受け流す
わいきょく

別の折に，イエスはナインという町に向

ことも，歪 曲 することもできないものでし

かって旅をしていたとき，葬列に出会い，

た。 しかし，彼らは無 分 別にも，悪意を

い，御自身が行われた業よりも「もっと大

一人息子を亡くして泣いているやもめに目

もって「この日からイエスを殺そうと相談

きいわざ」を行う権能と力を与えましたが

を留められました。イエスは憐 れんで，ひ

した」のです（ヨハネ 11：53 ）。

（ヨハネ 14：12 ），罪を赦 す特権をお与え

つぎに手を掛けて言われました。「若者

になることはありませんでした。敵 対す

よ，さあ，起きなさい。」
（ルカ 7：14 ）奇

る者たちはイエスの次のような言葉に腹を

跡を目にした人々はこう叫びました。「大

その後，生けるキリストはエルサレムで

立てました。「お帰りなさい。今後はもう

預言者がわたしたちの間に現れた。……

使徒たちとともに最後の過 越 の祭りを祝

罪 を 犯 さな いように。」
（ヨハ ネ 8：11 ）

神はその民を顧みてくださった。」
（ルカ

い，聖餐の儀式を定め，真心から仕えるこ

7：16 ）この奇跡は特に注目に値します。

とによって互いに愛し合うようにとの戒め

なぜなら，若者は既に死が確かに宣告さ

をお与えになりました。

イエスは使 徒たちに対して，奇跡を行

ゆる

「あ な た の 罪 は ゆるされ た。」
（ル カ 7：
48 ）罪を赦す権利はイエスだけのもので
12
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あわ

新しい戒め
すぎ こし

せい さん

ゲツセマネでの苦悩

それからイエスは全人類に対する至高

の人に至るまで，あらゆる人に祝福をもた

せる策略を巡らせました。そして，十字架

らしたからです。

の刑による死を科すために，告訴を神に

の愛を表し，まったく自らの意志に基づい

対する不敬罪から反乱罪に切り替えまし

た決然と歩まれたのでした。ゲツセマネ

救 い 主 が 受けられた 罪 の宣 告と十 字 架
の刑

の園では，独りきりでこの上ない苦悩を受

ゲツセマネでの苦悶が終わると，イエス

残酷でした。イエスの霊的な王国に対す

け，あらゆる毛穴から血を流されました。

は進んで御自身を敵の手に渡されました。

る嘲笑と軽蔑，屈辱的ないばらの冠の戴

イエスは全て御父の御心のままに，わたし

御自身の弟子の一人に裏切られたイエス

冠，むち打ちの刑，公開処刑での長時間

たちの罪を贖われ，わたしたちをどのよう

は，ゆがめられた不完全な裁判において

に及ぶ苦痛。全てはイエスの弟子である

に救うかを知るためにわたしたちの病と

不義で不法な方法により，性急な有罪判

ことを公言してはばからないあらゆる者

苦痛を引き受けられたのでした（アルマ

決を受けられました。その夜イエスは神

への警告であることは明らかでした。

7：11 － 13 参照）。

を汚した罪で告発され，死刑を宣告されま

世の贖い主は苦痛を受ける度にこの上

わたしたちは救い主と天の御父に恩義

した。御自分は神の御子であると証され

ない自制を示されました。人々に祝福を

を受けています。なぜなら，主の犠 牲は

たことによって憎しみと恨みを募らせてい

与えることを常に考えておられました。愛

最初の人であるアダムから全人類の最後

た敵は，ピラトにイエスの有罪判決を下さ

と思いやりの気持ちから，御自分の母マリ

て，最も困難な試練への道を，勇敢に，ま

み こころ

く もん

た。
イエスに対するローマ人の糾弾は一層

2 0 1 4 年 5 月 号
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ヤの世話をヨハネに頼み，また御自分をは

を訪れている間に主は忠実な僕たちを組

が延ばされたということを示すにすぎず，

りつけにした人々を赦してくださるよう天

織して，栄光あふれる計画をこの世で知る

彼らはいずれ死を迎えることになります。

の御父に願い求められたのでした。地上

機会のなかった者や拒んだ者たちのもと

での業が果たされたとき，主は御自分の

に贖いの喜ばしいおとずれを携えて行け

完全で永遠の体をとこしえに得る復活の

霊を神に委ね，息を引き取られました。キ

るようにされました。そのような人々は束

初穂となられました。復活した主はマリ

リストの遺体は墓に納められて，3 日間腐

縛から解放され，生者と死者の神によって

ヤに御 姿 を現されました。彼女は間もな

敗することなくそこに置かれました。

贖われる機会を得ることとなりました（教

くそれが主であることに気づき，主を拝し

義と聖約 138：19 ，30 － 31 参照）。

始めました。贖い主は御自分の新しく栄

死者の間における贖い主の業

弟子たちが悲しみ，落胆し，不安に駆ら
れていた間，救い主は御父のすばらしい計

キリストは決して再び死ぬことがなく，

み すがた

光に満ちた状 態について，
「わたしにさ
復活の初穂

救い主は霊界における働きを終えると，

わってはいけない。わたしは，まだ父のみ
もとに上っていないのだから」と優しく警

画のもう一つの側面において，教導の業

御自分の霊と体を永遠に結び合わせるた

告して（ヨハネ 20：17 ），霊界での主の働

を新たに展開しておられました。 3 日とい

めに地上に戻って来られました。主は死

きが実際に行われ，また完了したことを

う短い間に，死者の間における壮大な救

を支配する力を持っていることを既にはっ

いの業を組織するためにたゆまず働かれ

きりと示しておられましたが，主の復活以

「わたしは，わたしの父またあなたがたの

ました。それは神の家族全員にとって最

前に蘇生させられた人々についての聖典

父であって，わたしの神またあなたがたの

も希望にあふれた日々となりました。霊界

の記 述は，彼らが生き返って奇跡的に命

神であられるかたのみもとへ上って行く」

告げる証を付け加えられました。そして，

と述べて（ヨハネ 20：17 ），御自分がまさ
に復活したことを立証されました。主は
御父のみもとへ行かれた後，再び戻って
使徒たちに現れ，
「手とわきとを，彼らに
お見せになった。弟子たちは主を見て喜
んだ。」
（ヨハネ 20：20 ）
贖い主は戻って来られる

キリストは最初においでになったときと
は大いに異なる方法で戻って来られるこ
とを証します。あらゆる義人と忠実な聖
徒たちとともに力と栄光とをもっておいで
になります。主は王の王，主の主，平和の
君，約束されたメシヤ，救い主，贖い主と
して来て，生者と死者を裁かれます。わた
しは心を尽くして主を愛し，主に仕えま
す。わたしたちが，喜んで献身的に仕え，
最後まで主に忠実でいられますよう，心か
み

な

ら願っています。イエス・キリストの御 名
により，アーメン。■
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中央扶助協会会長会第二顧問

も，自分の意思とは無関係にポルノグラ

リンダ・S・リーブズ

フィーを目の前に突きつけられることがあ

ポルノグラフィーからの
保護─キリストを
中心とする家庭
あかし

この世で最も優れたフィルターは……深遠で不変の証 がもたらす
個人の心のフィルターです。

ります。 け れ ど も自 分 からポルノグラ
フィーを見て，それを繰り返し，やがて依
存症になっていく男女の数が増えていま
す。彼らはこのわなから抜け出したいと心
から望んでいるのですが，自分で克服でき
ない場合がしばしばあります。これらの
愛する人たちがわたしたち親や教会の指
導者に打ち明ける決意をするとき，わたし
たちは心から感謝します。ショック，怒り，
拒否などの反応は禁物です。彼らを再び
沈黙させてしまうからです。
わたしたちは親や指導者として，子供や
青少年に愛と理解をもって耳を傾け，継続
的に助言を与える必要があります。ポルノ
グラフィーは危険なものであり，生活を支
み たま

配する力を持ち，御霊を失わせ，感情をゆ

愛

きょう

はん りょ

がめ，人を欺き，人間関係を破綻させ，自

する兄 弟姉 妹 の 皆さん，今 日，

活についてこう教えました。「伴侶が夫ま

制心を奪い，さらに時間と思いと活力のほ

わたしは恵まれて年長の 13 人

たは妻の生活の中で最も大切な存在とな

とんどを失わせることを彼らは知る必要が

の孫たちをこの会場に迎えてい

り，…… その他のどのような関心事も，人

あります。

ます。そのため，
「わたしは自分の孫たち

も，ものも，決して伴侶より優先することが

に何を知ってもらいたいだろうか」と自問

あってはならないのです。

しました。今朝，わたしは自分の家族と
教会の家族に向かって率直にお話しした
いと思います。
わたしたち指導 者は，教会員とその家

…… 結婚は完全な忠誠と完全な貞節を
1

前提としています。」

ポルノグラフィーはこれまでより下品で，
邪悪で，あからさまになっています。子供
たちとの話し合いを基に家族の基準と限
界を設けます。電子機器にフィルターをか

何年も昔のことですが，我が家の娘の

けることによって家庭を守る予防策を講じ

一人が見るからに意気消沈していました。

ることができます。両親の皆さんは，コン

族がポルノグラフィーにより生活を破壊さ

娘の部屋に入ると，彼女は心を開いて話し

ピューターでなく，インターネットに接続で

れつつあることにますます心を痛めていま

てくれました。それは娘が友達の家に遊

きる携帯機器が最大の問題であることを

す。サタンの攻撃は一層激しさを増してい

びに行ったときのことでした。突然，一糸

御存じでしょうか。2

ます。

まとわぬ男女の映像がテレビの画面に映

青年と成人の皆さん，もしあなたがサタ

し出されたのでした。そこまで話すと，娘

ンの仕掛けたポルノグラフィーのわなにす

死すべき体の持つ激情と感情をコントロー

は泣き出して，自分の目にしたものがどれ

でに捉えられているとすれば，愛にあふれ

ルすることです。神から与えられたこれら

ほど恐ろしいことだったかを打ち明ける

る救い主がどれほど憐れみ深い御方であ

の感情は，わたしたちが結婚して子供をも

と，その記憶を消したいと言いました。娘

るかを思い出してください。主が今でもあ

うけたいという気持ちにさせます。結婚し

が信頼を寄せてくれたことにより，わたし

なたをどれほど愛し，慈しんでおられるか

た男女の間のむつまじい関係は，子供たち

は無 垢 で傷つきやすい心を癒やし，救い

を皆さんは理解しているでしょうか。救い

をこの世にもたらすとともに，愛する二人

主の贖 いによって慰めを得る方法を教え

主は清め，癒す力を持っておられます。主

の心を結びつけ，霊と体の両方を結び合

る機会が与えられたことを心から感謝しま

は贖いの力によって，あなたの苦痛と悲し

わせ，お互いを第一に考えるときに満ち満

した。母と娘として一緒にひざまずき，天

みを取り除いて，再び清くすることがおで

ちる喜びと幸福を得るという，愛にあふれ

の御父の助けを願い求めたときに感じた

きになります。

るすばらしい経験を与えてくれます。スペ

神聖な気持ちを忘れることができません。

わたしたち指 導 者はまた，ポルノグラ

ンサー・Ｗ・キンボール大管長は結婚生

多くの子供たちや青少年，それに大人

フィー依存症に陥った人の伴侶や家族の

わたしたちが地上にいる目的の一つは，

む

く

あがな

あわ
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カナダ，アルバータ州レイモンド

ことを心配しています。リチャード・G・ス

ことを喜び，キリストのことを説教し，キリ

散らかっていても，子供たちがパジャマ姿

コット長 老は次のように 述べています。

ストのことを預言し，また，どこに罪の赦

のままでいても，務めを幾つか果たしてい

「皆さん自身が深刻な罪に捕らわれていな

しを求めればよいかを，わたしたちの子孫

なくても大丈夫です。家庭でしなければ

いのでしたら，伴侶や家族の罪の結果に

に知らせるために，自分たちの預言したこ

ならないのは毎日聖文を研究し，祈り，毎

不必要に苦しむことはありません。……

とを書き記すのである。」

4

週家庭の夕べを開くことです。」

皆さんは罪を犯した人に哀れみを抱くこと

どうすればこれを家庭で実行できるで

わたしたちはこれらを実行するよう努め

はできます。しかし，その人が罪を犯した

しょうか。幼い 4 人の子供を抱えた夫の

ました。しかし，必ずしも第一優先にでき

ことに皆さんが責任を感じる必要はない

メルとわたしが途方に暮れたことについて

たわけではありませんでした。家中が大

のです。」 あなたは一人ではないことを

の話を聞いた方がおられるかもしれませ

混乱に陥っているときに，最も大切なこと

知ってください。助けを受けることができ

ん。親としての務めを果たし，また生活上

を後回しにしたこともありました。わたし

ます。伴侶のための「依存症立ち直りプロ

の要求に応えるという問題に直面したと

たちは何に焦点を絞るかを見直して，大切

グラム」の集会が設けられています。そこ

き，わたしたちにはどうしても助けが必要

でないことについて思い煩うのをやめまし

では電話で参加する話し合いの場が設け

でした。わたしたちは何をすべきかを知る

た。わたしたちはキリストのことを話し，

られていて，伴侶や家族は電話で自宅か

ために祈り，願い求めました。そして，はっ

キリストのことを喜び，キリストのことを説

ら参加することができます。

きりとした答えを受けました。「家の中が

教し，キリストのことを証することを第一に

3

兄弟姉妹，子供や青少年をどのようにし
て守りますか。フィルターは有効な手段で

しました。そのために，毎日祈り，聖文を
研究し，毎週家庭の夕べを開きました。

す。けれども，この世で最も優れたフィル

最近ある友人からこのような警告を受

ターであって，必ず機能する唯一の方法

けました。「もっと聖文を読み，祈るよう

は，わたしたち一人一人に対する天の御父

に勧めると，姉妹たちのストレスがたまっ

の愛と救い主の贖いの犠牲についての深

てしまうわよ。姉妹たちには既にするべき

遠で不変の証がもたらす個人の心のフィル

ことがたくさんありすぎてできないと思っ

ターです。

ているもの。」

子供たちを深い改心へと導き，救い主

兄弟姉妹，わたしは毎日の聖文研究と

の贖 罪 に心を向けさせるには，どうすれ

祈り，それに毎週の家庭の夕べから受ける

ばよいでしょうか。わたしは預言者ニー

祝福を自分と夫の経験から知っているの

ファイが宣言した言葉が好きです。彼は，

で，証しなければなりません。これらを実

ニーファイの民が当時の若者を守るために

行することによってストレスから解放され，

行ったことについて述べています。「わた

家庭に導きを受け，家庭に一層の守りをも

したちはキリストのことを話し，キリストの

たらすことができます。そうすれば，わた

しょくざい
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したちの家族がポルノグラフィーやその他

わたしはジョセフ・スミスが天の御父で

の問題に直面しても，わたしたちは御父が

ある神と救い主イエス・キリストとまみえ

求めておられることを行っているので，主

たことを知っています。わたしは，地上に，

に助けを求め，御霊の大いなる導きを期待

生ける預言者トーマス・Ｓ・モンソン大管

することができるのです。

長がおられることを証します。わたしたち

兄弟姉妹，もし自分の家庭でこれらの

が 神の預言者の 勧告に聞き従っていれ

ことを行っていなければ，今から始めるこ

ば，決して迷うことはないと証します。わ

とができます。年長の子供たちが参加を

たしは聖約の力と神殿の祝福について証

拒むのであれば，わたしたちだけで始める

します。

ことができます。そうするときに，家庭と

わたしは，モルモン書が真実の書物で

生活全体が御霊の影響力で満たされてい

あることを知っています。この大いなる書

きます。やがて子供たちはそれに反応を

物の持つ力を説明する十分な言葉が見つ

示すことでしょう。

かりません。モルモン書が家族を守り，き

生ける使徒たちは，わたしたちが自分の

ずなを強め，主の前に個人としての確信を

先祖を探究し，自分の家族の名前を神殿

与える力を備えていることを知り得たの

に提出するために準備するなら，神殿の推

は，それらについて祈ったからです。これ

み

な

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
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薦状を受けるにふさわしい状態を保ち続
け，今もそして生涯にわたって守られると
約束しています。そのことを忘れないでく
5

ださい。 何とすばらしい約束でしょうか。
青少年の皆さん，自分の霊的な健康を
保つ責任を果たしましょう。必要であれ
ば，携帯電話の電源を切り，初等協会の歌
を歌い，助けを求めて祈り，聖文について
考え，友達の模範となり，不適切な映画を
見るのをやめ，救い主に思いをはせ，ふさ
せい さん

わしく聖 餐 にあずかり，
『若人の強さのた
めに 』を研究し，友達の模範になり，親を
信頼し，ビショップに話して助けを求めま
しょう。そして必要ならば，専門家のカウ
ンセリングを受けてください。
わたしは自分の孫たちに何を知ってもら
いたいのでしょう。それは，救い主が生き
ておられ，わたしたちを愛しておられると，
わたしが知っているということです。救い
主はわたしたちの罪の代価を支払ってくだ
さいました。けれども，わたしたちは天の
御父の前にひざまずき，心から謙遜になっ
て自分の罪を告白し，御父に赦しを求めて
祈らなければなりません。心と望みを変
えることを求め，わたしたちが傷つけたり，
見捨てたりしたかもしれない人からの赦し
と助けを求めるほどまで謙遜にならなけ
ればなりません。
2 0 1 4 年 5 月 号
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十二使徒定員会

は訪れます。しかし，神を信頼 するとき

ニール・L・アンダーセン長老

に，試練を通して皆さんの信仰が強められ

霊を滅ぼす嵐

るのです。

この世の嵐に引きずり落とされないようにしてください。現代は皆
さんの時代です。主イエス・キリストの弟子として強く立つ時です。

遠くに伸びるようにします。第 2 に，幹や

自然界では，風の強い環境で育つ樹木
は，より強くなります。若木が風に当たる
と，木の内にある力が二つのことを行いま
す。第 1 に，根を刺激して，より早く，より
枝をさらに太くして，風の力に負けないし
なやかさを増すような細胞構造を作り始め
ます。こうして一層強くなった根と枝が，必
4

ず度々吹いてくる風から木を守るのです。
皆さんは神にとって樹木よりはるかに貴
1

しています。 ブリガム・ヤングはこう述べ

重な存在です。神の息子娘なのです。神

ました。「この教会が設立されたとき，教

は皆さんの霊を，人生の嵐にめげない強い

会は拡大し発展するが，地上の国々の間で

霊として創造されたのです。若木が風に当

福音が広がるにつれてサタンの力も強ま

たるように，若いときに嵐に遭うことによ

2

る，という啓示を受けました。」

り，皆さんの霊的な強さが増し，将来に備
3

これまでに預言されてきた地震や戦争 よ

今

朝は特に，このカンファレンスセ

えることができるのです。

りももっと気がかりなのは，霊を滅ぼす嵐

嵐に備えるにはどうしたらよいでしょう

です。それらは，皆さんを霊的な土台から

か。「覚えておきなさい。あなたたちは，

根こそぎ引き抜き，思いも寄らなかった場

神の御子でありキリストである贖い主の岩

所へと連れ去ります。時には，自分がそち

の上に基を築かなければならないことを覚

らの方に進んでいることに気づかないこと

えておきなさい。そうすれば，悪魔が大風

もあるのです。

を，まことに旋風の中に悪魔の矢を送ると

あがな

ひょう

ンターと世界各地の会場に集っ

最悪の嵐はサタンの誘惑です。罪は常

きにも，まことに悪魔の雹と大嵐があなた

ている若い人々に向けてお話し

に世界に存在してきましたが，これほど近

たちを打つときにも，それが ……あなたた

します。皆さんは特別な使命を持った選

寄りやすく，避けがたく，受け入れやすい

ちを引きずり落とすことはない。なぜなら

ばれた世代です。ですから，特に皆さん

存在であったことはありません。もちろ

ば，あなたたちは……その岩の上に建てら

に話したいのです。

ん，罪という嵐を鎮める強い力があります。

何年も前にフロリダ州にいる親類を訪ね

それは悔い改めと呼ばれるものです。

たとき，滞在場所からそう遠くない所で竜

人生で遭遇する嵐は全て自分の行いが

巻が起きました。トレーラーハウスに住ん

原因とは限りません。他の人による間違っ

でいたある女性はトイレに避難しました。

た選択ゆえに起きるものもあり，俗世にあ

トレーラーハウスは揺れ始めました。少し

りがちなものもあります。

すると隣人の声が聞こえました。「わたし

ボイド・K・パッカー会長は少年の頃に

はここよ。前の方よ。」非常に驚いたこと

小児まひを患いました。ダリン・H・オー

に，トイレから出て来てみると，自分のト

クス長老は 7 歳のときに父親が突然亡く

レーラーハウスが竜巻で空中に飛ばされ，

なりました。中央若い女性会長会のキャ

隣人のトレーラーハウスの屋根の上にまっ

ロル・F・マッコンキー姉妹は 10 代のとき

すぐ載っているではありませんか。

に両親が離婚しました。皆さんにも試練

若い友人の皆さん，世界は救い主の再
臨を穏やかに迎えるわけではありません。
聖文は「すべての物事が混乱する」と宣言
18
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風の強い環境で成長する木は，堅固になる。

5

れて〔いる〕からである。」 このようにす

ています。「人類の救い主は御自身のこと

なった人たちが結婚についての意見を投

れば，皆さんは嵐に遭っても安全です。

を，世にあって世のものではないと言われ

稿し始めました。多くの人が同性結婚に

トーマス・S・モンソン大管長はこう述

ました。わたしたちも偽りの概念や偽りの

賛成し，末日聖徒の青少年の数人がそう

べています。「かつては教会の標準と世

教えを拒み，神の命じられたことに忠実で

した意 見に対して「いいね 」
（訳 注 ―

の標準にはほとんど差がありませんでした

あれば，世にあって世のものとならないで

フェイスブックで他の人の投稿に対する好

が，今や大きな溝ができていて，ますます

いられます。」

6

8

意的な気持ちや同意を示すための機能）

深まるばかりです。」 この溝は，ある人た

多くの政府や悪意のない個人が結婚の

を押していました。わたしは何も書きませ

ちにとっては，霊的な意味での大きな混乱

定義を変えていますが，主は変えてはおら

を引き起こす原因となっています。一例を

れません。天地が創造されたとき，神は男

わたしは従来の結婚観を信じていると

挙げましょう。

と女，すなわちアダムとエバの間に結婚を

いうことを注意深く述べることにしました。

先月，大管長会と十二使徒定員会は世

お定めになりました。結婚の目的は，大人

自分のプロフィール写真のキャプション

界中の教会の指導者に手紙を出しました。

が自分の望みを満たしたり，達成したりす

として，
『わたしは男女間の結婚が正しい

その中でこう述べています。「民法の変更

ることにとどまらず，さらに重要なことは，

と信じています』と書きました。ほぼ即座

により，神が定められた道徳に関する律法

子供を生み，養育する理想的な環境を作

にメッセージが返ってきました。『あなた

が変わることはありませんし，まったく変

ることです。家族は天の宝です。9

は利己的よ。』
『独善的ね。』奴隷所有者に

んでした。

えることはできません。神は，たとえ社会

なぜわたしたちは絶えずこのことについ

例えた人もいました。活発な教会員の親

の意見や潮流と異なるとしても，神の戒め

て話すのでしょうか。パウロが言ったよう

友からは，こう書かれました。『時代遅れ

を守り続けるよう，わたしたちに期待して

に，
「わたしたちは見えるものにではなく，

にならないようにね。世の中が変わってい

おられます。神の純潔の律法は明白です。

見えないものに目を注ぐ」のです。10 主イ

るのだから，あなたも変わらなくては。』

すなわち，性的な関係を持つことは，夫と

エス・キリストの使徒としてわたしたちが

妻として正式に法律にのっとって結婚した

担う責任は，神の子供たちのために作られ

男女間でのみ適切だということです。わた

た創造主の計画を教え，神の戒めをなお

最後に彼女はこう言いました。「モンソ

したちは『家族 ― 世界への宣言』に記さ

ざりにすることの結果について警告するこ

ン大管長がおっしゃったように，
『時には，

れた教義を読み直すよう切にお願いしま

とです。

一人でも気高く立たなくてはなりません。』

す。」7
世の人々は主の純潔の律法から離れて
いきますが，わたしたちはそのようなこと
はありません。モンソン大管長はこう述べ

先日わたしは，アメリカ合衆国出身の，

わたしは反論しませんでしたが，自分の
意見を削除しませんでした。」

わたしたち教会の青少年が一致して，神と

あるローレルの若い女性と話しました。彼

神の生ける預言者の教えに忠実に従うよう

女の電子メールから引用します。

願っています。」11

「この 1 年間，フェイスブックで友 達に

同性に引かれる性質に苦しむ人々のこと
2 0 1 4 年 5 月 号
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あかし

う述べています。「教会の会員としてわた

リング管長はこう証 しています。「わたし

したちが持っている唯一の安全策は……

はモルモン書を開き，その言葉を深く，何

主が預言者を通じて下された言葉や戒め

度も味 わうのが〔大好きです〕。」18「〔そ

に聞き従うことです。…… 忍耐と信仰を

れは〕イエスがキリストであられるという

必要とするものもあるでしょう。中央幹部

最も力強い証が書かれた書物です。」19

からのメッセージを快く思えないこともあ

堅固に立つために，主はもう一つの方

るかもしれません。あなたの政治的見解

法，すなわち悪魔の起こす嵐よりも力強い

や …… 社会観と相いれないものもあるで

霊的な賜 物 をお与えになっています。主

しょう。また，あなたの社会生活を……

はこう言われました。「あなたがたは聖な

犠牲にしなければならないようなメッセー

る場所に立ち，動かされないようにしなさ

ジかもしれません。しかし，忍耐と信仰を

い。」

たま もの

20

あるローレルの若い女性は，伝統的な結婚に

持って，主御自身の口から出ているように，

対する信条を宣言した後，友人たちから否定

これらの教えに耳を傾ける人々に対して

13 しかありませんでしたが，今は 142 あり

的なメッセージを幾つも受け取った。

は，……『地獄の門もあなたがたに打ち勝

ます。教会員の 85 パーセントが神殿から

つことはない ……。そして，主なる神はあ

200 マイル（約 320 キロ）以内に住んでい

なたがたの前から闇の力を追い払〔う〕』

ます。主は皆さんの世代に，世界の歴史

をわたしたちは特に気にかけなければなり
ません。そのような苦しみは，とても大き
な試 練です。わたしは，勇敢にこの信仰

16

のです（教義と聖約 21：6）。」

人生の嵐を避けるもう一つの力強い守り
はモルモン書にあります。

わたしが 10 代の頃には教会の神殿は

上，他のどの世代よりも容易に主の聖なる
神殿に入れるようにしてくださったのです。
皆さんはバプテスマを行うために神殿

の試しに立ち向かい，神の戒めに忠実に

ヘンリー・B・アイリング管長は 10 代の

で白い衣を着けて立ったことがあります

生活している人々に愛と称賛をお伝えした

頃，家族で新しい町へ引っ越しました。初

か。どのような気持ちがしましたか。神殿

いと思います。 しかし誰もが，その選択

めのうち，引っ越したことが不愉快で，友

では神聖な気持ちを強く感じます。救い主

と信条にかかわらず，わたしたちの親切と

達もできませんでした。高校の生徒たちに

の平安が世の中を吹き荒れる嵐を全て鎮

も溶け込めないと感じていました。人生に

めてくれます。

12

13

思いやりを受ける価値があるのです。

救い主はわたしたちに，友人だけではな
く，異なる考えを持つ人々，そしてわたした
ちを拒む人々をも愛するように教えられま
した。主はこう言われました。「あなたが
たが自分を愛する者を愛したからとて，な
んの報いがあろうか。……兄弟だけにあ
いさつをしたからとて，なんのすぐれた事
をしているだろうか。」14
預言者ジョセフ・スミスは独善的になる
ことについて警告し，全ての人々に対して，
「彼らを自分の肩に背負いたいと思う」15 ほ
どに，心を開くように勧めています。イエ
ス・キリストの福音においては，嘲笑や虐
待，偏見を許容する余地はないのです。
もし皆さんが教会の指導者から受ける
勧告について疑問があるなら，気になって
いる問題について両親や指導者と率直に
話し合ってください。皆さんには，主の預
言者を信頼することから得られる強さが
必要です。ハロルド・B・リー大管長はこ
20
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嵐が吹いていました。そこでどうしたかと
いうと，モルモン書の研究に全力を傾け，
17

何度も読んだのです。 歳月が流れ，アイ

皆さんが神殿で感じる気持ちは，生活
21

の中でも感じるべき規範です。

先にこの世を去った祖父母や遠いいと

11 月号，72 － 75；『若人の強さのために 』
（冊
子 , 2011 年）, 35–37 も参照
8. トーマス・S・モンソン『リアホナ』2011 年
5 月号，67
9. ラッセル・M・ネルソン長 老はこう述べてい
る。「結婚 …… は，社会秩序を作り出す鋳造
所 ……です。結婚のきずなは，夫婦だけのも
のではありません。神もそのきずなの中にお
られます。」
（「結婚のきずなをはぐくむ」
『リア
ホ ナ』2006 年 5 月 号，36 ）マ タ イ 19：5 －
6 も参照
10. 2 コリント 4：18
11. 個人の通 信 文と会 話，2014 年 3 月 17 日付；
トーマス・S・モンソン「一人でも気高く立ち」
『リアホナ』2011 年 11 月号，60 － 67 も参照
12. ジェフリー・R・ホランド，
「同性に引かれる問
題に苦しむ人々を助ける」
『リアホナ』2007 年
10 月号，40 － 43 参照
13. 反キリストのコリホルが人々の信仰を破壊しよ
うとしたときでさえ，神の律法により守られて
懲罰を受けなかった。「人の信条を禁止する

こを探してください。彼らの名前を携えて
22

うことを，自分の経験を通して必ず何度も

神殿に参入してください。 皆さんが先祖

確認するでしょう。皆さんの足元の霊的な

について知るとき，生活，結婚，子供につ

岩は安定し，堅固になるでしょう。キリス

いて見習うべき行動様式，義の規範，時に

トの輝かしい再臨に向けて最後の準備に

は，避けたいと望む悪い行動様式が分か

加わるために，神が皆さんをこの時代に置

23

るようになるでしょう。

かれたことを喜ぶでしょう。

皆さんは将来神殿で，世界の創造につ

救い主は言われました。「わたしはあな

いて，アダムとエバの生活における規範，

たがたを捨てて孤児とはしない。あなた

そして最も大切なこと，すなわち救い主イ

がたのところに帰って来る。」 イエスがキ

エス・キリストについて学ぶでしょう。

リストであられると証します。これは皆さ

25

若い兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは皆

んへの主の約束です。この約束が真実だ

さんを心から愛し，称賛するとともに皆さ

と知っています。主は生きておられること

んのために祈っています。この世の嵐に引

を知っています。イエス・キリストの御 名

きずり落とされないようにしてください。

により，アーメン。■

現代は皆さんの時代です。主イエス・キリ
ストの弟子として強く立つ時です。24
あがな

いしずえ

贖 い主の岩の上に自分の礎 をもっと堅

固に築いてください。
主の類いなき生涯と教えをより一層大切
にしてください。
主の模範と戒めにもっと熱心に従ってく
ださい。

あわ

主の愛と憐 れみと恵み，贖いの力強い
賜物をもっと心に深く抱いてください。
そうするときに，皆さんにお約束します。
世の嵐は試練，誘惑，混乱であり，皆さん
の成長を助けるための苦難であると分か
るでしょう。年々義にかなった生活をする
につれて，イエスがキリストであられるとい

み

な

注
1. 教義と聖約 88：91
2. Discourses of Brigham Young , ジョン・A・
ウイッツォー選（ 1954 年）, 72
3. ダリン・H・オークス「再臨への備え 」
『リア
ホナ』2004 年 5 月号，7 － 10 参照
4. A・ストー クス，A・H・フィッター，M・P・
コーツ，
“ Responses of Young Trees to Wind
a nd Shad i ng : E f fect s on Ro ot A rch i tecture, ”Journal of Experimental Botany, 第 46 巻 , 290 項（ 1995 年 9 月）, 1139 －
1146
5. ヒラマン 5：12
6. トーマス・S・モンソン「神 権 の力」
『リアホ
ナ』2011 年 5 月号，66
7. 大 管 長 会 からの 手 紙，2014 年 3 月 6 日付。
デビッド・A・ベドナー「わたしたちは純潔を
信 じ る」
『リ ア ホ ナ』2013 年 5 月 号，41 −
44；ダリン・H・オークス「ほかに何ものをも
神 として は な ら な い」
『リア ホ ナ』2013 年

		 法律はなかった。人々を不平等な立場に置く法
律があることは，まったく神の戒めに反してい
たからである。……もし人が神に仕えたいと
思うならば，神に仕える特権があった。……
しかし，たとえ人が神を信じなくても，その人
を罰 する法 律はなかった。」
（アルマ 30：7，
9 ）信仰 箇条第 11 条にはこう書かれている。
「わたしたちは，自分の良心の命じるとおりに
全能の神を礼拝する特権があると主張し，ま
たすべての人に同じ特権を認める。彼らがど
のように，どこで，何を礼拝しようと，わたした
ちはそれを妨げない。」
14. マタイ 5：46 － 47
15.『歴 代 大 管 長 の 教 え― ジョセフ・スミス』
428 － 429 参照
16.『歴 代 大 管 長 の 教 え― ハロルド・B・リー』
88 － 89 参照；ロバート・D・ヘイルズ
「総 大
あかし
会 ― 信仰と証 を強める」
『リアホナ』2013 年
11 月号，7 も参照
17. ロバート・I・イートン，ヘンリー・J・アイリン
グ，I Will Lead You Along: The Life of
Henry B. Eyring（ 2013 年）
, 40 参照
18. ヘ ンリー・B・アイリング，Choose Higher
Ground（ 2013 年）, 38
19. ヘンリー・B・アイリング，To Draw Closer
to God（ 1997 年），118
20. 教義と聖約 87：8 。教義と聖約 45：32 も参
照
21. 教義と聖約 52：14 参照
22. ニ ー ル・L・ ア ン ダ ー セ ン，
“ Find Our
Cousins! ”
（ address given at RootsTech
2014 Family History Conference, 2014 年
2 月 8 日）; lds.org/prophets-and-apostles/
unto-all-the-world/find-our-cousins 参照
23. デビッド・A・ベドナー「子孫の心は向かうで
あ ろう」
『リア ホ ナ』2011 年 11 月 号，24 －
27 参照
24. ヒラマン 7：9 参照
25. ヨハネ 14：18
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大管長会第一顧問

ました。こうして，3 人の孤児が残されま

ヘンリー・B・アイリング管長

した。
わたしの曾祖父，ハインリッヒは両親と

希望をもたらす
貴い受け継ぎ

莫大な遺産を失い，無一文になってしまい
ました。彼は，自分の一番の望みはアメリ
カに行くことだと，日記に記録しています。
アメリカには家族も友人もいませんでした
が，アメリカに行くことに希望を抱いていま
した。ハインリッヒは，まずニューヨーク
市に行きました。その後，ミズーリ州セン

神と聖約を交わす選択，あるいはそれを守る選択をするとき，皆さ
んは自分の模範に従う人々に希望をもたらす受け継ぎを残すかど
うかの選択をしているのです。

トルイスに移り住みました。
彼はセントルイスで働きましたが，そのと
きの同僚の一人が末日聖徒でした。その同
僚から，パーリー・P・プラットの書いた 1 冊
のパンフレットを手に入れました。それを
読んで以来，末日聖徒について書かれたあ
りとあらゆる資料を研究しました。本当に

愛

天使が人に現れたのか，生ける預言者がい
する兄弟姉妹の皆さん，皆さん

は自分の模範に従う人々に希望をもたらす

るのか，自分は真実の啓示された宗教を見

の中には，末日聖徒イエス・キリ

受け継ぎを残すかどうかの選択をしてい

いだしたのかを知るために祈りました。

スト教会の宣教師から，この集

るのです。

2 か月間，入念に研究し祈ったハイン

会に招待された人もいると思います。ま

皆さんもわたしも，恵まれてそのような

リッヒは，一つの夢を見ました。その夢の

た，それらの宣教師から既に，バプテスマ

受け継ぎの約束を受けています。わたし

中で，バプテスマを受けるように言われま

を受けて神との聖約を交わすという選択

の幸福な人生は，この地上では一度も会う

した。そして，ウィリアム・ブラウン長老が

をするように勧められている人もいるで

機 会のなかったある人物のおかげです。

儀式を執行しました。わたしはその名前と

しょう。

その人は孤児でしたが，後にわたしの曾祖

彼の神権の権能を尊んでいます。 1855 年

神と交わした聖約を中心とする生活を送

父となりました。わたしに希望をもたらす

3 月 11 日の午前 7 時 30 分に，ハインリッ

ることをもう一度選んでほしいと願う親や

貴い受け継ぎを残してくれた人です。わた

ヒは雨水をためた小さな池でバプテスマを

妻あるいは子供の勧めを受け入れたので，

しのためにその受け継ぎを生み出すうえ

受けたのです。

参加しているという人もいるでしょう。また，

で，彼がどのような役割を果たしたのか，

救い主に再び従うという選択をし，今日，

少しお話ししましょう。

きょう

自分が戻ったことを主は喜んでおられると

そう そ

ふ

ハインリッヒはそのとき，わたしが今日
皆さんにお伝えしていることは真実である

彼の名前はハインリッヒ・アイリングと

と，きっと知っていたことでしょう。永遠

いいます。とても裕福な家庭に生まれまし

の命という幸福が，永遠に続く家族のきず

た。 父 親のエドワードは 現 在のドイツ，

なを通してもたらされることを知っていま

は問題ではありません。皆さんには，現時

コーブルクに広大な土地を所有していまし

した。主の幸福の計画を見いだしたばか

点では想像できないほど多くの人々に幸福

た。母親はシャルロッテ・フォン・ブロン

りのときですら，永遠の喜びにあずかりた

をもたらす影響力があります。毎日，また

ベルク子爵夫人と言い，その父親はプロシ

いという自分の希望は，自分の模範に従う

毎時間，神と聖約を交わす，あるいはそれ

ア王の数々の領地を管理していました。

人々の選択の自由に懸かっていることを

感じている参加者もいることでしょう。
皆さんがどのような人で，どこにいるか

を守る選択ができます。
たま もの

永遠の命の賜 物 を受け継ぐ道のどの辺

ハインリッヒはシャルロッテとエドワード

知っていました。永遠の幸福に対する曾

の長男でした。シャルロッテは 3 人目の

祖父の希望がかなうかどうかは，まだ生ま

りにいようと，皆さんはより豊かな幸福へ

子供を産んだ後，31 歳で亡くなりました。

れていない人々に懸かっていたのです。

と通じる道を多くの人々に示す機会が与え

それから間もなくしてエドワードも，まだ

られています。神と聖約を交わす選択，あ

40 歳の若さで，亡くなりました。しかも，

めの一環として，曾祖父は子孫に記録を残

るいはそれを守る選択をするとき，皆さん

投資に失敗したために全財産を失ってい

しました。
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わたしたちの家族が希望を受け継ぐた

わたしがこれらの事実について語るの
は，曾祖父やその業績あるいはその子孫
が偉大であることを自慢するためではあり
ません。彼が心に抱いていた信仰と希望
の模範のゆえに，彼を尊ぶためです。
曾 祖 父はそれらの召しに応えました。
それはニューヨーク州の森の中で，復活さ
れたキリストと天の御父がジョセフ・スミ
み すがた

スにその 御 姿 を現されたという信 仰 が
あったからです。曾祖父がそれらの召し
に応えたのは，主の教会の神権の鍵が回
復されたということ，またその鍵には，聖
約を守るに十分な信仰さえあれば，家族を
永遠に結び固める力があるということを信
じていたからです。
わたしの先祖，ハインリッヒ・アイリング
のように，皆さんも熱心に信仰をもって神
聖な聖約を交わし，それを守り，その聖約
の道に沿って永遠の命へと人々を導く，自
分の家族で最初の人となるかもしれませ
ん。ハインリッヒにとってそうであったよう
その記録を読むと，自分の後に続くわた

バプテスマの聖約を受け入れて数か月

に，わたしたち全員にとっても，そうした務

したち子孫に対する彼の愛を感じること

しかたたないときに伝道に召された彼を支

めは単純なこともありますが，困難なこと

ができます。彼の次の言葉から，自分の

えたのがその御霊でした。彼は，6 年の

も度々あります。しかし，忘れないでくだ

子孫が自分に従って天へと戻る道を歩む

間，当時，インディアン特別保護区と呼ば

さい。その務めが困難なのは，その務め

選択をすることへの彼の希望を感じます。

れた地域で宣教師として忠実に働き続け

の目的が，天の御父とその愛する御子イエ

それが実現するのは，一つの大きな選択

るという模範を，自分から子孫への受け継

ス・キリスト，そして家族との，永遠の生活

ではなく，多くの小さな選択によることを

ぎとして残しました。伝道からの解任を

へ通じる道に沿ってわたしたちを進ませる

彼は知っていました。彼の記録から引用

受けるために，彼はオクラホマからソルト

ことだからです。

します。

レーク・シティーまで，およそ 1,100 マイル

「最初にアンドラス長老の話を聞いたと
きから……わたしはいつも末日聖徒の集

（約 1,770 キロ）の道のりを，幌 馬車隊に
加わって歩きました。

アブラハムの書に次のような言葉がある
のを覚えているでしょう。
「そして，彼らの 中に 神 のような 者 が

会 に出 席した。 実 際，集 会 に出 席しな

それから間もなくして，曾祖父は神の預

一人 立ち，ともにいた 者 たちに言った。

かったことはほとんどない。そうすること

言者から召されて，ユタ州南部に移動しま

『あそこに空間があるので，わたしたちは

がわたしの義務だからだ。

した。そこから，また別の召しに応えて，

降 って行こう。 そして，これらの材料を
取って，これらの者が住む地を造ろう。

くだ

わたしはこの記録を書くが，それはわた

母国ドイツで伝道しました。その後，メキ

しの子供たちがわたしの模範に従い，末

シコ北部で末日聖徒の植民地建設を助け

そして，わたしたちはこれによって彼ら

日聖徒とともに集会に出席するという大切

るようにという主イエス・キリストの使徒

を試し，何であろうと，主なる彼らの神が

な義務を決して怠ることがないようにする

からの招きに応じました。そこにいるとき

命じられるすべてのことを彼らがなすかど

に，メキシコシティーで専任宣教師として

うかを見よう。

1

ためである。」

せい さん

ハインリッヒは，わたしたちが聖 餐 会で

再び働く召しを受けました。曾祖父はそ

第一の位を守る者は付け加えられるで

「いつも救い主を覚え，救い主の御霊を受

れらの召しを果たしました。現在，彼はメ

あろう。また，第一の位を守らない者は，

けるために」約束を更新できるということ

キシコのチワワ州コロニアフアレスにある

第一の位を守る者と同じ王国で栄光を受

を知っていました。

小さな墓地に葬られています。

けることはない。さらに，第二の位を守る

み たま
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者は，とこしえに栄光をその頭に付け加え

に，主の神殿で交わす聖約を守ることがで

け継ぎを受け入れるよう一生懸命努力する

られるであろう。』」2

きるようになります。 そのような方 法に

ときに，主はわたしたちに希望の源を全て

よってのみ，またそのような助けによって，

お与えになりました。わたしたちが主のみ

を交わし，わたしたちに求められている務

誰もが神の子供として，家族におけるその

もとに人々を集めようと努力し続けるとき

めを忠実に果たすかどうかに懸かってい

正当な受け継ぎを永遠に求めることがで

に，たとえ彼らがそのような主に近づくこと

ます。神聖な聖約を生涯にわたって守り

きるのです。

を拒否したとしても，主はわたしたちに約

第二の位を守れるかどうかは，神と聖約

続けるには，救い主イエス・キリストを信じ
る信仰が必要です。
アダムとエバが，実際に堕落したので，
わたしたちは万人の受け継ぎとして，誘惑，

わたしの話を聞いている一部の人々に

束をお与えになりました。主は，彼らが拒

とっては，それはほとんど不可能な夢のよ

否すると悲しまれますが，決してあきらめる

うに思われるかもしれません。

ことはなさいません。わたしたちもあきらめ

忠実でありながらも，神との聖約を拒否

るべきではありません。主はわたしたちに，

試練，そして死を経験します。しかし，愛

したり自らの選択でそれを破ったりした子

尽きることのない愛をもって完全な模範を

にあふれる天の御父はわたしたちに救い

供のことで悲しんでいる両親がいます。しか

示しておられます。
「さらにまた，めんどり

主として，愛する御子イエス・キリストとい

し，そのような両親も，ほかの両親の経験

が羽の下にひなを集めるように，わたしは

う賜 物 を与えてくださいました。イエス・

に慰めと希望を見いだすことができます。

あなたがたを幾度集めようとしたことか。

キリストの贖 罪というこの偉大な賜物と祝

アルマの息子とモーサヤ王の息子たち

まことに，おお，罪を犯してきたイスラエル

福は万人に受け継ぎをもたらします。それ

は，神の聖約と神の戒めに対する激しい

の家の民よ。まことに，おお，同じように罪

はこの世に生を受ける全ての人に与えられ

反抗を悔い改めました。息子アルマは，息

を犯してきたエルサレムに住むイスラエル

る復活の約束と永遠の命の可能性です。

子のコリアントンがその忌まわしい罪を離

の家の民よ。まことに，めんどりが羽の下

れ，神に仕える姿を目 の当たりにしまし

にひなを集めるように，わたしはあなたが

すなわち永 遠の 命 は，主 から権 能を授

た。また，モルモン書には，義を憎むとい

たを幾度集めようとしたことか。しかし，

かった僕 を介してイエス・キリストの真の

う言い伝えを捨て，平和を維持するためな

あなたがたは応じようとしなかった。」

教会でのみ得られる聖約を交わすときに

ら死をもいとわないと聖約したレーマン人

もたらされます。堕落のゆえに，わたした

の奇跡が記されています。

たま もの

しょくざい

神のあらゆる祝福のうち最大の祝福，
しもべ

ま

3

わたしたちは，救い主が天の御父の霊
の子供たちを神のみもとに連れ戻そうと

ちは皆，洗い清める効果のあるバプテスマ

一人の天使が，息子アルマとモーサヤの

常に変わらず望んでおられることに信頼を

と聖霊の賜物を受けるための按 手 を必要

息子たちに送られました。その天使は，彼

置くことができます。忠実な両親，祖 父

としています。こうした儀式は正当な神権

らの父親と神の民の信仰と祈りがあった

母，そして曾祖父母も同じような望みを抱

の権能を有する人によって執行されなけれ

ので現れたのです。贖罪の力が人の心に

いています。天の御父と救い主は，わたし

ばなりません。そして，これらの儀式を受

働きかけるそのような実例から，勇気と慰

たちにできること，またわたしたちがしな

けると，キリストの光と聖霊の助けを受け

めを受けることができます。

ければならないことについて，完全な模範

あん しゅ

ることができ，神と交わす全ての聖約，特

自分たちの愛する人々がその永遠の受

を示しておられます。義にかなった行いは
個人の選びによるものなので，御二方はそ
れを決して強制されません。その代わり
に，何が義にかなっているかを識別できる
ようにしてくださいます。また，義にかなっ
た選択がもたらす喜びを理解させてくださ
います。
この世に生を受ける人は皆，キリストの
光を受けます。この光を通して，わたした
ちは物事の善悪を理 解し，感じることが
できます。 神は死 すべき体を持 つ 僕を
送ってくださいました。この僕は，聖霊に
よって，主がわたしたちにどのような行い
を望み，禁じておられるのか理解できるよ
う助けてくれます。選択の結果を感じるこ
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とで，わたしたちが義にかなった選択に興
味を抱くように，神は働きかけてください
ます。義にかなったことを選べば，やがて
は，幸福を見いだします。罪悪を選べば，
やがては，悲しみと後悔がもたらされま
す。どちらも明白な結果です。しかし，あ
る目的があって，そのような結果が遅れて

待つべきことも数々あります。

また，大管長たちは主の道を知っていま

出て来ることがよくあります。すぐに祝福

早い時期，つまり皆さんの愛する人が幼

す。ですから，主の王国の未来についてい

を受けるのであれば，義にかなった選択を

いときにできることがあります。毎日の家

つも希望を抱いています。主がこの教会

行っても，信仰を育くむことはできません。

族の祈り，家族の聖文学習，聖餐会で分か

の頭 であられることを知っているのです。

また，悲しみも非常に遅れて感じられるこ

ち合う証，こういったものは子供たちが幼

主は全 知 全 能であり，
全ての人に関心を

とがあるので，悲しみと苦痛に満ちた結果

いときにより伝わりやすく効果的だという

持っておられます。主を皆さんの家庭の

を感じてからではなく，早い時期に，罪に

ことを忘れないでください。幼い子供は，

指導者にするなら，全てうまくいきます。

対する赦 しを求めなければならないと感

多くの場合，大人が理解している以上に，

じるには，信仰が必要となるのです。

御霊を感じやすいのです。

ゆる

かしら

ハインリッヒ・アイリングの子孫の中に
は，義の道から外れた人もいるようです。
やしゃご

父リーハイは一部の息子や家族が行っ

子供は大きくなっても，皆さんと一緒に

しかし，ハインリッヒの玄 孫の多くが，世

た選択のことで悲しみました。彼は偉大

歌った賛美歌のことを忘れません。メロ

界の至る所で，午前 6 時，神の神殿に参入

で善良な人でした。神の預言者だったの

ディーを覚えているだけでなく，そこで歌

し，一度も会ったことのない先祖のために

です。リーハイは，度々救い主イエス・キ

われている聖文の言葉や証をよりはっきり

身代わりの儀式を受けているのです。彼

リストについて家族に証しました。家族を

と覚えているものです。聖霊は，彼らに全

が残した希望をもたらす受け継ぎがある

崩壊から救うために，この世的な持ち物を

てのことを思い起こさせる力を持っておら

からです。曾 祖父は受け継ぎを残しまし

全て捨てるようにと命じられたときに，従

れますが，聖文や賛美歌の言葉は何よりも

た。彼の子孫の多くが，今，その受け継ぎ

順と奉仕の模範を示しました。生涯をま

長く記憶にとどまります。そういった記憶

を享受しています。

さに終えようとしていたときにも，子供たち

には，彼らを引き戻す影響力があります。

わたしたちが信仰をもって自分の行える

に証をしました。救い主と同様，また子供

しばらくの間，ひょっとしたら何年もの間，

ことをすべて行った後，わたしたちの家族

たちの心を見抜き，悲しい未来とすばらし

永遠の命へと通じる道からさまよい出て

のために想像できないほどの大きな祝福

い未来の両方を見通す力があったにもか

いたとしてもです。

を望むわたしたちを，主は正当と見なして

あかし

かわらず，リーハイは家族を救いへと導く
ために手を差し伸べ続けました。
父リーハイの望みが正しかったことは，

こん にち

愛する人々がこの世の影響力を感じて

くださるでしょう。主は御自分の子供であ

いるとき，疑念で彼らの信仰が押しつぶさ

る彼らとわたしたちに最善のものを与えた

れそうなとき，長期的な物の見方が必要と

いと望んでおられるのです。

今 日，彼の何百万人もの子孫が証明して

なります。わたしたちには信仰，希望，慈

います。

愛があります。それがわたしたちを導き，

ナザレのイエスは，神の愛する御子であ

彼らを強めてくれます。

り，復活された救い主です。これは主の教

どうすれば，わたしたちはリーハイの模

わたしたちは皆，生ける神の子供です。

範から学ぶことができるでしょうか。聖文

わたしは生ける神の二人の預言者の顧

会です。この教会にこそ，神権の鍵があ

を祈りの気持ちで注意深く研究することに

問を務める中で，そのことを目の当たりに

り，家族は永遠に続くことができます。こ

よって，そしてその教えに従うことによって，

してきました。彼らは他に類のない人格を

れはわたしたちに希望をもたらす貴い受

リーハイの模範から学ぶことができます。

有する人たちですが，いつでも楽観的な物

け継ぎです。このことが真実であると，主

わたしは皆さんに提案します。皆さんの

の見方を分かち合ってくれるように思いま

イエス・キリストの御名によって証します，

家族に希望をもたらす受け継ぎを与えよう

す。誰かが教会の何かについて懸念の声

アーメン。■

とするとき，物事を短期的かつ長期的に考

を上げるとき，彼らの口から最も頻繁に出

えてください。短期的には，問題が起こり

て来るのは次のような言葉です。「全てう

ますし，サタンは猛り狂うでしょう。また，

まくいきますよ。」彼らは，通常，警鐘を鳴

主が御自身の時間と方法で行動されると

らす人たちよりも問題についてよく知って

いうことを理解し，信仰をもって忍耐強く

いるのです。

み

な

注
1. Henry Eyring, reminiscences ，1896 年，タ
イプ 打ち原 稿，教会歴史 図書館，16 － 21 参
照
2. アブラハム 3：24 － 26
3. 3 ニーファイ 10：5
2 0 1 4 年 5 月 号

25

2014 年 4 月 5 日

―

土曜午後の部会

反対の方がいれば，その意を表してく
ださい。

大管長会第二顧問

ディーター・F・ウークトドルフ管長による提示

教会役員の支持

大管長会顧問と十二使徒を預言者，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。
反対の方がいれば，その意を表してく
ださい。
わたしたちは，タッド・R・カリスター長
老を中央幹部および七十人会長会会員か
ら，心からの感謝をもって解任します。
わたしたちとともに感謝を示してくださ
る方は，その意を表してください。
また，リン・G・ロビンズ長老を七十人会

わ

長会会員として支持するよう提議します。
たしたちは預言者，聖見 者，啓

十二使徒定員会会長としてボイド・ケネ

示者，末日聖徒イエス・キリスト

ス・パッカーを，また同定員会会員として，

教会の大 管長としてトーマス・

ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，

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。

スペンサー・モンソンを，大管長会第一顧

ラッセル・M・ネルソン，ダリン・H・オー

わたしたちは次の方々を，2014 年 5 月

問としてヘンリー・ベニオン・アイリング

クス，M・ラッセル・バラード，リチャー

1 日をもって地域七十人から解任するよう

を，大管長会第二顧問としてディーター・

ド・G・スコット，ロバート・D・ヘイルズ，

提議します。ペドロ・E・アブララク，フリ

フリードリッヒ・ウークトドルフを支持す

ジェフリー・R・ホランド，デビッド・A・

オ・A・アングロ，ビクター・A・アスコナ

るよう提議します。

ベドナー，クエンティン・L・クック，D・

ビエタ，裵 徳洙，フアン・C・バロス，コリ

賛成の方はその意を表してください。

トッド・クリストファーソン，ニール・L・ア

ン・H・ブリックネル，デニス・C・ブリム

反対の方がいれば，その意を表してく

ンダーセンを支持するよう提議します。

ホール，トーマス・M・チェリントン，キム・

ださい。

賛成の方はその意を表してください。

ベ

トク ス

B・クラーク，ウィン・R・デュースナップ，
ロドルフォ・C・フランコ，G・ジュレル
モ・ガルシア，フリオ・C・ゴンザレス，マ
ルノ・ジュノット・デ・マリア，ラリー・S・
ケーチャー，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，アブラハム・マルティネス，ヒューゴ・
E・マルティネス，ゼルゲー・N・ミクリ

なか つか ひろ

ン，クリストファー・B・マンデー，中 塚 祐
ふみ

おお いし ち

か

お

文，大石知香男，アレハンドロ・S・パタニ
ア，レナト・M・ペトラ，アナトリー・K・レ
シェトニコフ，ジョナサン・C・ロバーツ，
J・クレーグ・ロウ，ロバート・B・スミス，
ウォーレン・G・テート，ヘスボン・O・ウ
シ，タニ エラ・B・ワコロ，ラン ディー・
ウォン

チ ホン

W・ウィルキンソン，黄（サム）志康。
彼らのすばらしい奉 仕に，ともに感謝
を示してくださる方は手を挙げてその意を
表してください。
アメリカ合衆国，ユタ州ワシントン
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わたしたちは，中央日曜学校会長会の

ラッセル・Ｔ・オスガソープ兄弟，デビッ

ガ，レオナルド・D・グリーア，ホセ・イサ

スコット・ルニア，アレクセイ・V・サマヤ

ド・Ｍ・マッコンキー兄弟，マシュー・O・

ギャレー，マイケル・R・ジェンセン，アド

キン，エドウィン・A・セクストン，ラウル・

リチャードソン兄弟を感謝をもって解任す

ルフ・ヨハン・ヨハンセン，鄭 泰 杰，ウィ

H・スピタレ，カルロス・ワルタレ・トレビ

るよう提議します。

シット・カナックハム，ゼーキー・A・コ

ノ，フアン・A・ウラ

それに伴って日曜学校中央管理会の会
員を解任します。

チョン テ グル

バロフ，ゼーヨ・クラスノセルスキー，ミラ

賛成の方はその意を表してください。

ン・F・クンス，ブライアン・R・ラーセン，

反対の方。

これらの兄弟姉妹たちの特筆すべき奉

ジェラルド・リマ，W・ジャンピエール・ロ

わたしたちは，中央日曜学 校会長とし

仕と献身に感謝してくださる方は，その意

ノ，タサラ・カマシ，クムブラニ・ムドレト

て，タッド・R・カリスターを，第一顧問と

を表してください。

シ，デール・H・ムンク，エドゥアルド・A・

してジョン・S・タナーを，第二顧問として

わたしたちは，新たに七十人第一定員

ノランブエナ，恩 田 豊，ハイムンド・パ

デビン・G・デュラントを支 持するよう提

会の 会員として，黄（サム）志 康 とヨー

シェコ・デ・ピンヨ，マルコ・アントニオ・

議します。

ク・クレビンガットを，また新たに七十人

ハイス，スティーブン・K・ランドール，R・

ウォン

チ ホン

第二定員会の会員としてラリー・S・ケー
チャーとヒューゴ・E・マルチネスを支持
するよう提議します。

おん だ

ゆたか

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。
タナー兄弟とデュラント兄弟は，現在伝
道部会長として奉 仕しているため，カン

賛成の方はその意を表してください。
反対の方は，同様にその意を表してくだ
さい。

ファレンスセンターには臨席していません。
中央日曜学校会長会としての正式な働
きは，2014 年 7 月に伝道部会長から解任

わたしたちは次の方々を 新しい地 域

された後に始まります。

七十人として支持するよう提議します。フ

その他の中央幹部，地域七十人，中央

リオ・セザール・アコスタ，ブレーク・R・

補助組織会長会を現在のまま支持するよ

オールダー，アライン・C・アラード，青 葉

う提議します。

あお ば

た いち

太一，カルロス・F・アレドンド，ラジミア・

賛成の方はその意を表してください。

N・アスタショフ，ホーグ・T・バセラ，マ

反対の方はその意を表してください。

イケル・H・ボーン，ロムロ・V・カブレラ，

兄弟姉妹の皆さん，皆さんの賛意の表

ホセ・クラウディオ・F・カンポス，ニコラ

明と変わらぬ信仰と献身，そしてわたした

ス・カスタニエダ，ウォルター・チャトラ，

ちのための祈りに感謝します。

チョ

フク チェン

周（ゼノ）福 全，J・ケビン・エンス，K・
マーク・フロスト，マウリシオ・G・ゴンザ

新しい中央幹部の皆さんは，壇上のそ
れぞれの席に着いてください。■
2 0 1 4 年 5 月 号
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2013年度
教会監査部報告

2013年度
統計報告

教会監査部実務運営ディレクター

大管長会秘書

ケビン・R・ジャーゲンセン提出

ブルック・P・ヘイルズ提出

末日聖徒イエス・キリスト教会大管長会に対して提示

教

会員に情報を提 供するために，
大 管 長 会 は 2013 年 12 月 31 日
における，教会の発展に関する

統計報告を次のように発表しました。

愛

する大管長会の皆さん。教義と

監査の結果，教会監査部では，2013 年

聖約第120 章の啓示に定められ

度において，教会の全ての資材，献 金や

ているように，教会基金の支出

寄付，支出，および教会資産は，適切な会

の承認は，什 分 の一配分評議会が行いま

計と承認された予算，および教会の方針

す。同評議会は，大管長会，十二使徒定

と手続きに従って記録し，管理されている

員会，および管理ビショップリックで構成

という見解に達しました。教会は，予算内

されています。教会の各部門は承認され

で賄い，負債を避け，必要時に備えて貯蓄

た予算のとおり，教会の方針と手続きに

するという，教会員に対して教えられてい

従って基金を使います。

る慣行に従っています。

じゅう ぶん

教 会 監 査 部は，資格 のある専門 家に

以上，謹んでご報告いたします。

よって構成され，教会の他のあらゆる部門
から独立しており，基金の収支と教会資

教会監査部

産の保全に関する合理的保証を提供する

ケビン・R・ジャーゲンセン

という目的のために監査を行う責任があ

実務運営ディレクター■

ります。

教会のユニット数

ステーク…………………………… 3,050

伝道部… …………………………… 405

地方部 … …………………………… 571
ワードおよび支部……………… 29,253
教会員数

会員総数… ……………… 15,082,028
新たな記録上の子供

………………………………… 115,486

バプテスマを受けた改宗者

………………………………… 282,945

宣教師数

専任宣教師 … ………………… 83,035
教会奉仕宣教師… …………… 24,032
神殿数

2013 年に奉献された神殿

（ホンジュラス・テグシガルパ神殿）…… 1

儀式が執行されている神殿………… 141
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十二使徒定員会

ラッセル・M・ネルソン長老

イエス・キリストを信じる信仰は，わたした
ちが主について学び，わたしたちの宗教を
実践するときに強まります。イエス・キリス

信仰を表す

トの教義は，わたしたちが信仰を増すこと
ができるよう，主が用意してくださったもの
こん にち

です。しかし，今 日 において，宗教 という
言葉の意味は人によってまちまちです。

来る日も来る日も，永遠の行く末に向かう道を歩む中，信仰を増し
てください。信仰を宣言してください。信仰を表してください。

宗 教 という言 葉は，神と「再び 縛られ
る」あるいは「元のように結ばれる」とい
1

う意味です。 わたしたちは次のように自
問するべきです。わたしたちは，神としっ
かり結ばれ，信仰が表れているだろうか。

愛

そうではなく，実は他のものと結ばれてい
する兄弟姉妹の皆さん，わたし

るだろうか。例えば，月曜日の朝に，前日

たちは皆さんに心からの愛と感

の日曜日に行われたプロスポーツの試合に

謝 の思いを 伝えたいと思いま

ついての会話を耳にしたことがあります。

す。皆さんと同じ業に働くことができ感謝

こうした一部の熱狂的なファンに出会った

しています。

とき，彼らの「宗教」が「彼らを結びつけ

最近，飛行機に乗ったときのことです。

ている」その先にあるのは，バウンドする

パイロットが，これから降下する間，乱気

ボールのようなものだけではないだろうか

流に突入するので，乗客は全員，シートベ

と懸念しました。

ルトをしっかり締めるようにとアナウンスし

わたしたちは自らにこう問うべきです。

ました。予告どおり，飛行機は乱気流に見

自分の信仰はどこにあるだろうか。スポー

舞われました。実に激しい揺れでした。

ツチームだろうか。ブランドだろうか。有

通路を挟んで，何列か後ろの女性が，恐怖

名人だろうか。最強のチームですら負けま

のあまりパニック状態に陥りました。恐ろ

す。有名人もいなくなります。信じる対象

しい落下と突然の揺れのたびに，この女

として常に安全な御方は御一方しかおら

性は大きな悲鳴を上げました。安心させよ

れません。それは主イエス・キリストです。

うとした夫の努力も無駄に終わりました。

だからこそ信仰を表す必要があるのです。

そのヒステリックな叫びは，飛行機が乱気

わたしが一緒に乗っていたからといっ

神は十戒の第一の戒め でこう宣言され

流を抜け，無事に着陸するまで続きまし

て，それが果たして彼女の慰めになったか

ました。「あなたはわたしのほかに，なに

た。彼女が不安にさいなまれているとき，

どうかは分かりませんが，このことは言え

ものをも神としてはならない。」2 またこう

わたしは気の毒に思いました。信仰は恐

ます。人生における現実の一つは，わたし

言われました。「あらゆる思いの中でわた

怖に対する解毒剤なので，わたしは彼女

たちの信仰は試され，挑戦を受けるという

しを仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐

の信仰を強めることができたらいいのにと

ことです。こうした試練は，生死に関わる

れてはならない。」3 しかしあまりにも多く

心の中で祈りました。

ような出来事を経験しているときに訪れる

の人々が，平安を求めて銀行残高を，従う

ことがあります。恐怖におののくこの女性

べき模範を求めて同胞を仰ぎ見ています。

後で，乗客が旅客機を離れるとき，この

はらから

女性のご主人がわたしに話しかけてきま

に関して言えば，激しく揺れる飛行機が，

した。彼はこう言いました。「妻がお騒が

信仰の度合いをまざまざと見せつけられ

うことがよくあります。目標を追求するとき

医者，学者，政治家は，信仰の試しに合

せしたことをおわびします。彼女を安心さ

る場の一つとなったのです。

に，彼らの宗教は表れているでしょうか，

せる方法は一つしかありませんでした。そ

わたしたちが，信仰，すなわち山をも動

れは，
『ネルソン長老が同乗しておられる

かす信仰について語るとき，その信仰は

それとも隠れているでしょうか。彼らは神，
あるいは人のどちらに結ばれているでしょ

から，心配する必要はないよ』と教えてや

一般的な意味での信仰ではなく，主イエ

うか。

ることでした。」

ス・キリストを信じる信仰を指します。主

何十年も前のこと，わたしはそのような
2 0 1 4 年 5 月 号
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試しに遭ったことがあります。医学の知識

いはその欠如から大きな影響を受けてい

感染した患者の手当の仕方に関する正しい

と宗教上の信念を区別しなかったという

ます。神よりも他のことを優先する人が大

原則が記されていました。 人間が知識を

理由で，医学部の同僚から激しく非難され

勢います。現代の生活における宗教の関

追求する中で主の言葉に耳を傾けなかっ

たのです。彼はこの二つを混同しない よ

連性に疑念を抱く人もいます。あらゆる時

たために，多くの人が亡くなったのです。

うにと要求しました。そんなことがわたし

代と同じように今日も，宗教を自由に実践

愛する兄弟姉妹の皆さん，
「常に学んで

にできるでしょうか。 真 実は真 実で す。

することをあざけり批判する人たちがいま

はいるが，いつになっても真理の知識に達

真理は分離できませんし，どの部分も無視

す。世界中にある多くの問題を宗教のせ

することができない」 としたら，わたした

することはできないのです。

いにする人すらいます。確かに，宗教の名

ちの生活には何が欠けているのでしょう

こん にち

7

8

全ての真理は，化学実験室からであれ，

の下に，様々な残虐行為が行われた時代

か。わたしたちは聖文を通して偉大な知

啓示を通してであれ，神に端を発します。

がありました。しかし主の汚れのない宗

識を身につけ，信仰の祈りを通して霊感を

全ての真理は，イエス・キリストの福音の

教を実践すること，すなわちイエス・キリス

受けることができます。

4

一部なのです。 それなのに，わたしは信

トの真の弟子になろうと努力することは，

仰を隠すようにと言われたのです。わたし

一つの生き方であり，日々の献身は神の導

を下すことができます。特に，人の律法が

は同僚の要求に応えませんでした。信仰

きをもたらしてくれます。自らの宗教を実

作られ，強要されるとき，神の律法が常に

が表れるようにしたのです。

践するときに，皆さんは信仰を行使してい

わたしたちの標準とならなければなりませ

ることになります。自らの信仰が表れるよ

ん。論争の的となっている問題に対処す

うにしているのです。

るとき，わたしたちはまず神の導きを求め

どの職業上の取り組みにおいても，精度
についての厳しい基準が求められます。学

そうすることで，わたしたちは日々決断

者は表現の自由を大切にします。しかし自

主は，その子供たちが主を見いだす方

分が持っている知識の一部が，人の命令

法を学ばねばならないことを御存じでし

わたしたちは「すべての聖文を自分た

で，
「受け入れ不能」
とされるようなことが

た。こう言っておられます。「昇栄 ……に

ちに当てはめて，それが自分たちの利益と

あれば，完全な自由は経験できません。

至る門は狭 ……い。そして，それを見いだ

なり，知識となるようにする」べきです。9

霊的な真理，特に，神の戒めを無視する
ことはできません。神の戒めを守ることに

6

す者が少ない。」

聖文には，人が進むべき道を見いだし，

るべきなのです。

「わたしの私生活」あるいは「わたしの最
良の振る舞い」といった表現で自らを区

よって祝福がもたらされます。5 いつもそう

その道にとどまるための最良の方法が記

別しようとする態度には危険が潜んでい

です。神の戒めを破ることによって祝福は

されています。また，聖文の知識はわたし

ます。自らの生活をそのような仕 切りで

失われます。いつもです。

たちを災いから守ってくれます。例えば，

分けようとする人は，その人の人格の極み

この世界は問題にあふれています。そ

歴史を通じて，産褥熱のような感染症は多

にまで到達すること，その人の中の真の

こに住んでいる人々が不完全だからです。

くの母 親や赤ちゃんの命を奪いました。

自分がなり得る全てになることは決して

人々の目的と望みは，自分たちの信仰ある

しかし 3,000年以上前に，旧約聖書には，

できないでしょう。
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さ んじょくね つ

かっ さい

人々の喝 采 を得たいという誘惑により，
神の言葉よりも世論を優先することがあり

そして，この神が，わたしたちの行いと望

分の未来に，また家族の未来に信仰を抱

みの全てを裁かれる時が来るのです。11

いていました。天の御父とその御子に信

まん えん

ます。政治運動や市場戦略は，多くの場

今日の世界に蔓 延 している恐れと不信

合，世論調査を基に計画を立てます。その

仰を，今は幕の向こうに住んでいるわたし

1986 年に，トーマス・S・モンソン大管

ような調査結果は多くの情報を提供してく

の愛する娘エミリーの信仰，そして勇気と

長はこう語っています。「もちろん，恐れ

れるからです。しかし ，そのような情報は，

対比してください。この世を去るとき，彼

を感じ，嘲 弄 され，反発に遭うこともある

神の戒めに対する不従順を正当化するた

女の体は癌にむしばまれ，ほとんど話すこ

でしょう。しかし，多数意見に対抗する勇

めの根拠として用いることはできません。

とができませんでした。しかし，顔にほほ

気，原則を守る勇気を持とうではありませ

たとえ「皆がそれを行っている」としても

えみを浮かべ，わたしにこう言ったのです。

んか。勇気は神の承認の笑みをもたらし

間違いは決して正しくないのです。たとえ

「お父さん，わたしのことは心配しないで。

ますが，妥協にはそれがありません。……

それが一般的であっても，罪悪，過ち，そ

大 丈 夫 だって分 かっているから。」エミ

恐れを抱いていない人は誰もいません。

して暗闇は，決して真理とはなりません。

リーは，思いが込み上げてくる瞬間，わた

しかし，
〔信仰をもって〕その恐れに立ち

聖文には次のようにはっきりと警告されて

したちが信仰を最も必要としていたあの

向かう人こそが勇気ある人と言えるので

います。「わざわいなるかな，彼らは悪を

瞬間に，鮮やかに信仰を表したのです。

す。このことを忘れてはなりません。」

呼んで善といい，善を呼んで悪といい，暗
10

きを光とし，光を暗しと……する。」

がん

仰を抱いていたからです。

ちょうろう

12

この若くて美しい，5 人の子 供の母 親

モンソン大管長の助言は，不朽のもので

は，天の御父とその計画に，そして彼女の

す。ですから，兄弟姉妹の皆さんにお願

第一次世界大戦後，かなり挑発的な歌が

家族の永遠の幸福に完全な信仰を抱いて

いします。来る日も来る日も，永遠の行く

はやりました。不道徳を奨励する，その歌

いました。彼女は神としっかり結ばれてい

末に向かう道を歩む中，信仰を増してくだ

は，5,000 万人が気に入っていたら間違いで

たのです。彼女は，主と交わした聖約と，

さい。信仰を宣言してください。信仰を表

はないと豪語しました。しかし，5,000万人

夫と交わした聖約に，非の打ちどころなく

してください。

が間違っている，つまりまったく間違って

忠実でした。子供たちを愛していました

皆さんが 神にしっかりと結ばれるよう

いるということがある のです。不道徳は，

が，その子供たちとの別れが目前に迫って

に，また神の永遠の真理が皆さんの心に

神の目には，依然として，不道徳なのです。

いたにもかかわらず，心は平安でした。自

いつまでも刻まれるように祈ります。皆さ

13
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んの生涯を通じて，皆さんが自らの信仰を

リチャード・G・スコット長老

表すことができるように祈ります。イエス・
み

な

キリストの御名により，アーメン。■
注
1. 赤ちゃんが生まれるとき，臍 帯（へその緒）は
二重結 紮 され，それら二つの結紮糸の間で分
離切断される。結紮糸はひも，頑丈なひもで
ある。宗教〔訳注 ─ 英語で religion 〕とい
う言葉の語源はラテン語であり，re は「再び」
あるいは「元のように」を意味し，ligare は，
恐らく，
「結ぶ」あるいは「縛る」を意味する。
したがって，宗教とは，
「信じる者を再び神に
結ぶ」ものということになる。
2. 出エジプト 20：3 。さらに主はこう言われた。
「あなたがたは悔いて，あなたがたの偶像を捨
てよ。あなたがたの顔を，そのすべての憎む
べきものからそむけよ。」
（エゼキエル 14：6 ）
3. 教義と聖約 6：36
4. スペンサー・W・キンボール，
The Teachings
of Spencer W. Kimball ，エドワード・L・キ
ンボール編（ 1982 年），391 参照
5. モ ー サ ヤ 2：41；教 義と聖 約 58：30 － 33；
82：10 参照。この原則は全ての人に当てはま
る。というのは「神は人をかたよりみないかた」
だ か らで あ る（使 徒 10：34 ）。 モロ ナイ 8：
12 も参照
6. 教義と聖約 132：22
7. レビ 15：13 参照
8. 2 テモテ 3：7
9. 1 ニーファイ 19：23
10. イザヤ 5：20
11. 聖文でこう教えられている。「聖者なる主のみ
もとに来なさい。主の道が義にかなっている
ことを覚えておきなさい。見よ，その道は人に
とって狭いが，人の前にまっすぐであり，門を
守る者はイスラエルの聖者である。聖者はこ
こには僕 を使われない。またその門を通る以
外に，ほかの道はない。そしてその御方を欺
くことはできない。その御方の御名は，主な
る神だからである。」
（ 2 ニーファイ 9：41 ）
12. トーマス・S・モンソン「勇気が 必 要である」
『聖徒の道』1987年1月号，47。別の機 会に，
モンソン大管長は，次のような霊感あふれる
勧告を与えている。「立派に生きるために，わ
たしたちは困難に勇気をもって，落胆にほほえ
みをもって， 勝利に謙 遜 をもって当たる能力
を伸ばさなくてはなりません。……わたした
ちは生ける神の息子，娘です。神の形に創造
された者です。……わたしたちがこの確信を
得たならば，強さと力を，神の戒めに従う強
さとサタンの誘惑に抗する力を，新たに深く感
じないではいられないはずです。」
（「灰色の羽
のカナリヤ」
『聖徒の道』1973 年 11月号，520
参照）
13.「神の御 心 に添わないものをすべて拒みなさ
い。」
（モロナイ 10：32 ）神よりも人を恐れるよ
うなことがあってはならない（教義と聖約 3：
7；59：5 参照）。
さい たい

けっ さつ

しもべ

けん そん

み こころ
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わたしは手本を
示したのだ」

「

これまで地上に存在した最も偉大な模範は，わたしたちの救い主
イエス・キリストです。……主の完全な模範に従うよう，主はわた
したちを招いておられます。

福

音を分かち合う義務について考

ことと教会の集会に定期的に出席するこ

えると，わたしに思いやりある

との大切さについて，祖母の思いを語った

影響を与えてくれた，愛する人々

のです。細かい内容は覚えていませんが，

のことが思い浮かびます。彼らのおかげ

祖母の言葉はわたしの心を揺り動かしま

で，霊的成長を促す，神から示された道を

した。それから間もなく兄とわたしはバプ

見いだすことができたのです。人生の重

テスマを受けました。

要な節目に，天の御父の祝福により，わた

祖母はいつもわたしたちを支えてくれま

しを深く愛し，わたしが適切な道を選択

した。兄とわたしは教会で話す責任を与

できるよう導いてくれた人々に出会いまし

えられるといつも，祖母に電話して助言を

た。そのような人々は救い主の次の言葉

求めました。 2 ，3 日もすると，手書きの原

に従ったのです。「わたしがあなたがた

稿が郵便で届きました。初めは，そのまま

にしたとおりに，あなたがたもするように，

読むだけでよかった原稿が，次第に要点だ

わたしは手本を示したのだ。」1

けを書いたものへと変わっていき，自分た

わたしが子供の頃，父は教会員ではな

ちの努力がもっと必要になりました。

く，母はあまり活発な会員ではありません

祖母は適度な勇気と敬意を示しながら

でした。わたしたちはワシントン D.C. に,

父に働きかけ，わたしたちが教会の集会に

母の両親は約4,000キロ離れたワシント

出られるように車に乗せて行くことが重要

ン州に住んでいました。わたしが 8 歳の

だと，父が気づくように助けてくれました。

誕生日を迎えた数か月後，祖母のホイット

わたしたちが生活の中で福音が必要だと

ルが大陸を横断してわたしたちを訪ねて

感じるように，いつもふさわしい方法で助

来ました。わたしも兄もバプテスマを受け

けてくれたのです。

ていないことを気にかけていたのです。

何より重要なことは，祖母がわたしたち

そのことについて両親に何と言ったのかは

を愛していることと福音を大切にしている

分かりませんが，はっきりと覚えているこ

ことをわたしたちが知っていたということ

とがあります。祖母はある朝，兄とわたし

です。祖母はすばらしい模範でした。わ

を公園に連れて行き，バプテスマを受ける

たしがまだ幼い頃に祖母が伝えてくれた

あかし

証 に心から感謝しています。祖母の影響
により，わたしの人 生の方向が永 遠に変
わったのです。
後に，大学を卒 業 する頃，わたしはジ
ニーン・ワトキンズという美しい若い女性
に恋をしました。彼女もわたしに幾らか愛
情を持ち始めていたと思います。ある晩，
将来について話し合っていると，彼女が慎
重な言い方で，その後のわたしの人生を永
久に変える言葉を述べたのです。「結婚
するなら，忠実な帰還宣教師と神殿で結
婚したいわ。」
それまでは伝道についてあまり考えたこ
とはありませんでした。あの晩，伝道につ
いて考えてみようという意 欲 が大きく変
わったのです。家へ帰ると，他のことは何
も考えられず，一晩中眠れませんでした。
翌日の勉強にもさっぱり身が入りませんで
した。何度も祈った後，ビショップに会っ
て伝道の申請を始める決心をしました。
ジニーンは自分のために 伝道へ出るよ
う頼むことは決してありませんでした。わ
たしを深く愛していたので，信念を分かち
合い，わたしが自分の人生の道を選ぶ機
会を与えてくれたのです。わたしたちは
二人とも伝道へ出て，後に神殿で結び固め
られました。ジニーンの勇気と，信念に
従って生活しようとする強い姿勢により，

大いなる幸福へと通じる道を見いだすよ

となります。そして愛と思いやりのあるコ

二人の生活は大きく変わりました。第一に

う，恐れずに，愛にあふれる方法で助けて

ミュニケーションを通して，皆さんが学ん

主に仕えるという原則を信じる妻の強い

くれたのです。

だ教訓や経験，苦難への解決策を見つけ

信仰がなかったら，わたしたちは今味わっ

そのような大きな影響を与えるにはどう

ているような幸福を見いだすことはなかっ

したらよいでしょうか。義にかなった方法

彼らの人生は豊かになるでしょう。彼らの

たと確信しています。妻は義にかなったす

で助けたいと願う相手を，何よりも心から

幸せに心から関心を示してください。その

ばらしい模範です。

愛さなくてはなりません。そうすると，そ

後，イエス・キリストの福音についての証

祖母のホイットルもジニーンもわたしを

の人は神の愛に対する信頼感を育むこと

を分かち合ってください。

深く愛していたので，福音の儀式や天の御

ができるようになるのです。世の中の多く

福音の原則と教義に基づいた方法で助

父に仕えることがわたしの生活に祝福を

の人にとって，福音を受け入れる際の最初

けるとよいでしょう。主が自分に何をする

与えるという信念を伝えてくれたのです。

の問題は，自分を完全に愛しておられる天

よう望んでおられるかを知るように，愛す

二人とも，わたしを強制したり，わたしの

の御父を信じる信仰を育むことです。御

る人々を励ましてください。そうするため

自尊心を傷つけたりすることはありません

父と同じように愛してくれる家族や友人が

の一つの方法は，考えさせるような質問を

でした。ただわたしを愛し，天の御父を愛

いると，そうした信仰を育むことが容易に

投げかけることです。そして，深く考えて，

していたのです。人生の中でわたしが自

なるのです。

自分で答えを見つけるために，何時間，何

分でできる以上のことを天の御父はおで
きになることを二人とも知っていました。

皆さんの愛に信頼 感を与えることは，
人々が神の愛に信頼感を持つうえで助け

るうえで従った原則を分かち合うことで，

日，何か月もかかろうと，十分な時間を与
えます。祈りの方法や，祈りの答えに気づ
2 0 1 4 年 5 月 号

33

く方法が分かるように助ける必要がある

がそうだったように，何年もかかる家族も

かもしれません。祈りの答えを受け，答え

いるでしょう。わたしがバプテスマを受け

に気づくには，聖文を読むことが重要だと

て何年もしてから，父がバプテスマを受け，

です。信頼することが難しいと思えるよう

分かるように助けてください。このように

その後わたしの家族は神殿で結び固めら

な場合もあるでしょう。でも，信頼する方

して，これから訪れる機会や困難に備える

れました。父は，神殿の結び固め執行者と

法を何か見つけてください。天の御父の

助けとなることができるのです。

して，母と一緒に神殿で奉仕しました。永

子供たちは，自分が信頼されていると感じ

遠の視野を持つときに，皆さんは地上に神

ると，すばらしいことを行えるのです。現

の王国を築く助け手になるでしょう。

世にいる神の子は皆，救い主の計画を選

神の目的は「人の不死不滅と永遠の命
2

をもたらすこと」です。 それはわたしたち
いしずえ

しょう。
そのような愛に加えて大切なのは信頼

が行う全ての事柄の礎 です。時折わたし

助けたいと願っている人に影響を与える

たちは，魅力的に思える事柄に夢中になっ

うえで，愛するということは力強い土台と

たり，日常の務めに精力を使い果たしたり

なります。祖母のホイットルと妻のジニー

皆さんの愛する人が永遠の命に至る道

して，神の目的を見失うことがあります。最

ンがわたしを愛しており，人生で最高の祝

のりを進むために，助けとなる原則を伝え

も基本的な原則を常に生活の中心とする

福を味わってもらいたいと望んでいること

てください。わたしたちは皆，教えに教え

なら，やるべきことを理解し，主の目的を達

をわたしが知らなかったとしたら，祖母や

を加えられて成長することを忘れないでく

成するために一層多くの成果をあげ，幸福

妻の影響力はわずかなものだったことで

ださい。皆さんもその規範に従って福音

を得られることでしょう。
救いの計画の基本原則を中心とした生

んだのです。同じ機会が与えられるなら，
再び同じ選択をすると信頼してください。

を理解してきたのです。いつも簡単な 方
オーストラリア，シドニー

法で福音を伝えてください。
しょくざい

活を送るとき，自分が知っていることを分

イエス・キリストの贖 罪 についての皆さ

かち合うことに一層力を入れるようになる

んの個人的な証は力強い道具です。その

でしょう。福音の儀式が永遠にわたって

他に，祈り，モルモン書をはじめとする聖

重要であることが分かるからです。霊的に

文，神権の儀式に献身することも助けにな

強められたいという願いを友人が持てるよ

ります。これらはみな，御霊の導きを促し

うな形で，知っていることを分かち合うよ

ます。皆さんにとって御霊に頼ることは非

うになるでしょう。主の戒めを全て守り，

常に大切です。

み

な

イエス・キリストの御名を受ける決意をす
るよう，愛する人たちを助けるでしょう。
み わざ

個人の改心は御業のごく一部であること
を忘れないでください。家族を強めるよう
に常に努力してください。家族が神殿で結
び固められることが重要だという永遠の視
野をもって教えてください。わたしの両親
34

リ ア ホ ナ

み たま

効果的に，キリストがなさったようにす
3
るには，
次の福音の基本原則に焦点を当

ててください。すなわち，イエス・キリス
あがな
トの贖いにより，わたしたちは天の御父に
似た者となり，その結果，家族として永遠
にともに生活できるようになります。
わたしたちの業にとって最も重要な教義

十二使徒定員会

はイエス・キリストの贖罪です。あらゆる

ロバート・D・ヘイルズ長老

適切な機会において，救い主について，ま
た主の贖いの犠牲の力について，証を述
べてください。主について，またあらゆる
人にとって主は完全な模範である理由を
4

教えている聖文を使ってください。 勤勉
に研究する必要があるでしょう。つまらな
いことに没頭しすぎて教義や主の教えを
学ぶ機会を失うことのないようにしてくだ
さい。教義を自身の堅固な土台にするな
ら，皆さんは，重要な真理をまさに必要と
している人々に対して真理を分かち合う力
強い存在となれるでしょう。
わたしたちが天の御父に仕える最善の
方法は，他の人に義にかなった影響を与
5

え，奉仕することです。 これまで地上に
存在した最も偉大な模範は，わたしたちの
救い主イエス・キリストです。主がこの世
で果たされた務めは，人々を教え，愛し，
仕えることでした。主と交わる資格がない

もしあなたがたが
わたしを愛するならば，
わたしのいましめを
守るべきである」

「

選択の自由を使い従うとは，正しいことを行う選びをして，それに
伴う結果を受け入れるということです。

と判断された人々と，主はともに過ごされ
ました。彼ら一人一人を愛し，彼らの必要
を見分け，主の福音を教えられたのです。
主の完全な模範に従うよう，主はわたした
ちを招いておられます。
主の福音は，この世で平安と幸福に至
る道であるとわたしは知っています。福音

兄

弟姉妹の皆さん，わたしたちが

し，わたしたちが天の御父のみもとに帰る

救い主の生涯から学 ぶ全 ての

道を備えられました。御父は，わたしたち

教訓の中で，従順の教訓以上に

が死すべき世で従順を学ぶとき，間違い

明確で力強いものはありません。

を犯すということを御存じでした。わたし

の明るい光をまだ受けていない人々に，わ
たしたちの愛と信頼，真理に関する知識を

たちは従うときに，救い主の犠牲を受け入
救い主の模範

れます。なぜなら，わたしたちは，イエス・
しょくざい

分かち合い，主がなされたようにすること

前世における天上の大会議で，ルシフェ

キリストの贖罪により，全人類は福音の律

を忘れないように祈ります。イエス・キリ

ルは天の御父の計画に反発しました。ル

法と儀式，また与えられた戒めに従うこと

ストの御名により，アーメン。■

シフェルに従った者たちは自らの永遠の

によって救われ得ると信じるからです。4

注
1.
2.
3.
4.

ヨハネ 13：15
モーセ 1：39
ヨハネ 13：15 参照
例として以下の聖句を参 照。ルカ 22：39 －
46；ヨハネ 8：3 － 11；ピリピ 4：13；ヤコブ
の手紙 5：15 － 16；1 ヨハネ 1：7；2 ニーファ
イ 1：15；2 章；25：17 － 30；31章； モ ル モ
ン書ヤコブ 4 章；アルマ 7 章；42 章；3 ニー
ファイ 11 － 30 章；モロナイ 10：32 － 33；教
義と聖 約 18：10 － 16；19：13 － 19；29：3；
88：1 － 13；138：2 － 4； モ ー セ 5：6 －
12
5. マタイ 22：35 － 40；モーサヤ 2：17 参照

進歩を終わらせたのです。誰に従うかは
十分に気をつけなくてはなりません。
そのとき，イエスは従う決意を表してこ
み こころ

イエスは，理解しやすい簡潔な言葉で，
従うようわたしたちに教えておられます。
「もしあなたがたがわたしを愛するならば，

う言われました。「父よ，あなたの御 心 が

わたしのいましめを守るべきである。」5 そ

行われ，栄光はとこしえにあなたのもので

して「わたしに従ってきなさい。」6

1

ありますように。」 主はその務めの間中，

わたしたちはバプテスマを受けるとき，
み

な

「数々の誘惑に遭われたが，それらを少し

「キリストの御名を受けて，」生涯の最後ま

も心に留められ」ませんでした。2 そして

で従うと「神と聖約を交わし」7 ます。毎

実に，
「さまざまの苦しみによって従順を学

週日曜日に聖餐を受け，進んで戒めを守る

〔ばれ〕」たのです。3

せいさん

ことを証明することにより，そのバプテス

救い主は従順であったため，わたしたち

マの聖約を新たにします。天の御父の御

の罪を贖 い，わたしたちの復活を可能に

心に添わない思いや気持ち，あるいは行

あがな
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ゆる

いについて赦 しを求めます。不従順を避

「生まれながらの人の従順」とわたしが名

け，再び従い始めることを通して悔い改め

付けたような従い方をするよう誘惑される

時折教会員は「えり好みの従順」を行っ

るときに，わたしたちは御父に対する愛を

ことがあるかもしれません。この従順で

ていることがあるかもしれません。つま

示すのです。

は，人は自分の知恵や望み，さらには大衆

り，神を愛し敬っていると主張しながら，

性を優先して，不従順にも神の律法を拒

わたしたちが完全に従うべき，神の戒めと

みます。非常に多くの人の間で広く行われ

教 え，また神の 預 言 者 の 教 えと勧 告 の

福音に従って生活するとき，従順につい

ているため，このゆがんだ従順が，わたし

一部を抜き出して選んでいるのです。

て理解が深まります。時折，わたしたちは

たちの文化や法律における神の標準を損

従順の種類

なっています。

えり好みで従う人々がいるのは，戒めが
ある理由を全部は理解できないからです。
まるで，親が勧告を与え，規則を設ける理
由を子供が必ずしも理解しないのと同様
です。しかしわたしたちは預言者に従う
理由を常に知っています。この教会がイエ
ス・キリストの教会であり，主が全ての神
権時代において預言者を導いておられる
からです。
従順について理解が深まると，選択の自
由の重要な役割を認識します。イエスはゲ
ツセマネの園で 3 度天の御父に祈って言
われました。「わが父よ，もしできること
でしたらどうか，この杯をわたしから過ぎ
去らせてください。しかし，わたしの思い
のままにではなく，みこころのままになさっ
8

て下さい。」 神は，救い主から選択の自由
を奪い去ることはしませんでした。それで
あわ

も，愛する御子を力づけるために深い憐れ
みをもって一人の天使を遣わされました。
救い主はゴルゴタでも試しに遭われまし
た。ここで主は，御自身を十字架から下ろ
すために天使の軍団を呼ぶこともおできに
なりました。しかし，救い主は，最後まで
従順に堪え忍び，たとえひどい苦難と死を
受けようとも自ら贖いの犠牲を全うすると
いう選びをされたのです。
霊的に成熟した従順は，
「救い主が示さ
れた従順」です。それは天の御父と御子
に対する真の愛に動機づけられています。
救い主がされたように，わたしたちは進ん
み こと ば

で従うとき，天の御父の御言葉を尊んでい
ます。「これはわたしの愛する子，わたし
の心にかなう者である。」9 そして，天の御

しもべ

父のみもとへ 行くときに「良い忠実な僕
よ，よくやった。……主人と一緒に喜んで
くれ」という御言葉を聞けることを心待ち
36
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10

12

にしています。

「彼らは……神よりもサタンを愛した。」

するように召されました。預言者ジョセフ・

選択の自由を使い従うとは，正しいこと

救い主への愛は，救い主のような従順さ

スミスを通じて，主は彼らに，普通ではな

を行う選びをして，それに伴う結果を受け

を身につける鍵です。今 日 の世界で従順

い，実に驚くべき方法で指示を与えられま

入れるということです。 これには自制を

であろうと努めるとき，わたしたちは天の

した。

要します。そして自分に，また模範によっ

御父の全ての子供たちを愛し，敬っている

「あなたがたの敵を言い伏せなさい。公

て周りの人たちに，自信と，永 遠の 幸 福

ことを表明します。しかし，人々に対する

にも，ひそかにも，あなたがたと会うよう

と，達成感をもたらします。またそれには

愛が，神の戒めを変えることはあり得ませ

に彼らに呼びかけなさい。……

必ず，神権指導者を支持し，彼らの教えと

ん。戒めはわたしたちの善のために与え

勧告に従うという本人の強い決意が伴い

られているのです。例えば，
「あなたは……

ます。

殺してはならない。これに類することをし

11

こん にち

てはならない」13 という戒めは，胎児を含
結果

従うかどうか選ぶとき，自分の選択の結

それゆえ彼らに，主に反対するしっかり
した論拠を示させなさい。
……あなたがたを攻めるために造られ
る武器は，まったく役に立たない。

む，神の全ての子供たちを守る霊的な律

また，もしだれかがあなたがたに反対

法に基づいています。多くの経験から分

して声を上げるならば，その者はわたしが

果を念頭に置くことは常に助けになりま

かることですが，この律法を無視すると，

ふさわしいと思うときに打ち破られるであ

す。ルシフェルと彼に従った者たちは，天

計り知れない悲しみが生じます。ところが

ろう。

の御父の計画を拒むことを選んだらどのよ

多くの人は，好みや都合を理由に胎児の命

うな結果になるか理 解していたでしょう

を絶つことは容認できると信じています。

それゆえ，わたしの戒めを守りなさい。
これらは真実であり，確かである。」14

か。もしそうであれば，なぜ彼らはそのよ

不従順を正当化しても，霊的な律法や

うな悲惨な選択をしたのでしょうか。自分

結果が変わることはなく，混乱と不安定を

自身にも同様の質問をしてみるとよいで

生じ，見知らぬ道に迷い込み，方向性を失

聖文には，自らの経験から従順の教訓

しょう。「罪の永遠の結果を知っていなが

い，苦悩を招くだけです。わたしたちはキ

を学んだ預言者の例がたくさんあります。

ら，不従順であることを選ぶ人がいるのは

リストの弟子として，神の律法と戒め，また

ジョセフ・スミスは，支援者であり友で

なぜだろうか」と。聖文にその答えがあり

受けた聖約を守る神聖な義務があります。

あり，筆記者であったマーティン・ハリス

ます。 カインと，アダムとエ バの 子 供 の

1831 年 12月，何人かの兄弟が，教会に

の圧力に屈したことによって招いた結果を

一部が 不従 順を選んだ理由はこうです。

対して生じていた悪感情を鎮める助けを

聖文の中の教訓

学びました。マーティンの懇願に応えて，
2 0 1 4 年 5 月 号
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し，将来の試しと試練に忠実に耐えられる
ようにします。ゲツセマネでの従順によっ
て，救い主はゴルゴタで従い，最後まで堪
え忍ぶように備えられたのです。
愛する兄弟姉妹の皆さん，アルマの言
葉はわたしの心の思いを表しています。
はら から

「さて，わたしの愛する同 胞 よ，これら
のことをあなたがたに語ってきたのは，神
への義務感をあなたがたに自覚させ，あな
み まえ

たがたが神の御前を罪のない状態で歩め
るように……するためである。

けん そん

さて，わたしはあなたがたが謙 遜 であ
り，従順で素直であり，……いつも熱心に
21

神の戒めを守るように……願っている。」

わたしは特別な証を述べます。救い主
は生きておられます。救い主が従順であ
られたので，
「すべてのひざがかがみ，す
べての 舌 が …… 贖い主 が〔自分 の 救 い
22

主〕であられることを告白します。」 救い
主を深く愛し，信仰をもって主を完全に信
じることができますように。そしてまた，
ジョセフは主に願い，モルモン書の最初の

預言者モーセの例も挙げられます。モー

116 枚の原稿をマーティンに貸し，彼が原

セが従順にエチオピア人を妻にめとったと

神の王 国に戻って 救 い主といつまでも

稿を家族に見せる許可を求めました。しか

き，ミリアムとアロンは彼を非難しました。

一 緒に住むことができますように。イエ

し，主は断るようにジョセフに告げられま

しかし，主は二人を叱責して，
「〔モーセ〕

ス・キリストの御名により，アーメン。■

した。マーティンは再度主に伺うようジョ

とは，わたしは口ずから語〔る〕」 と言わ

セフに頼み込みました。ジョセフが 3 度

れました。主はこの驚くべき出来事を用い

目に願い求めた後，主は特定の 5人に限っ

て，この神権時代に教会員を教えておられ

て原 稿を見せることを許可されました。

ます。1830 年にハイラム・ページは，教会

16

「非常に厳粛な誓いを立てて，マーティン

のために啓示を受けたと主 張しました。

はこのことに同意しました。彼は家に着

主は彼を正し，聖徒たちにこう教えておら

き，自分に対して圧力がかけられると，自

れます。「あなたは，わたしが〔ジョセフ〕

分が交わした厳粛な誓いを忘れて，他の

に与えることにアロンのように従順で ……

人々が原稿を見ることを許してしまいまし

なければならない。」17「彼はモーセのよう

た。その結果，策略によって彼の手から

に戒めと啓示を受けるからである。」18

原稿が失われてしまいました。」15 結果と

従 順は祝 福をもたらします。「すなわ

して，ジョセフは主から叱責され，モルモ

ち，神から祝福を受けるときは，それが基

ン書の翻訳を続けることは許されませんで

づく律法に従うことによるのである。」19

した。ジョセフは苦しみ，圧力に屈すると

従順は模範によって教えられます。わた

いう背きを悔い改めました。しばらくし

したちは自らの生き方によって子供に教え

て，ジョセフは翻訳の業を再開することを

ます。「若いうちに知恵を得なさい。まこ

許されました。ジョセフは従順について価

とに，神の戒めを守ることを若いうちに習

値ある教訓を学び，それが残りの生涯益

慣としなさい。」20

をもたらしたのでした。
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従 順は，わたしたちを次第に強い者に

わたしたちも従順となり，主の戒めを守り，

注
1. モーセ 4：2
2. 教義と聖約 20：22
3. ヘブル 5：8
4. 信仰箇条 1：3 参照
5. ヨハネ 14：15
6. ルカ 18：22
7. モーサヤ 5：8
8. マタイ 26：39 。 42 ，44 節も参照
9. マタイ 3：17。 3 ニーファイ 11：7 も参照
10. マタイ 25：21
11.「正しかれ」
『賛美歌』151 番参照
12. モーセ 5：13
13. 教義と聖約 59：6
14. 教義と聖約 71：7 － 11
15. ジ ョ セ フ・ フ ィ ー ル デ ィ ン グ・ ス ミ ス，
Essentials in Church History（ 1922 年）
，
65 。教義と聖約 3 章も参照
16. 民数 12：8
17. 教義と聖約 28：3
18. 教義と聖約 28：2
19. 教義と聖約 130：21 。 20 節も参照
20. アルマ 37：35
21. アルマ 7：22 － 23
22. モーサヤ 27：31

七十人

クラウディオ・D・シビック長老

誤った道に進むのは
やめましょう
わたしたちが道を見失わずに，常に天とつながっていられるように
祈ります。

信しました。 すると突 然，目の前にデリ
ケートアーチが姿を現しました。しかし，
驚いたことに，アーチはわたしがいる位置
からは絶対行けない場所にあったのです。
大変がっかりしたわたしは，戻ることに
しました。いらいらしながら，妻たちの帰
りを待ちました。開口一番にわたしは，
「デリケートアーチまで行けたのかい」と
尋ねました。行けたと，彼女たちはうれし
そうに答えました。そこまでの道を示す
標識に従い，注意深く努力したおかげで
目的地に到着できたのだと説明してくれま
した。
あいにく誤った道を進んだわたしは，そ
の日，大切な教訓を学びました。

男

わたしたちは世の流行に惑わされて，正
の子がピアノの練習をしている

ちでしたが，少し歩いたところで妻たちが

しい道を選び損なうことがないでしょう

と，窓からその様子を見たセー

休憩しなければなりませんでした。早く着

か。自分がイエス・キリストの御言葉を行

ルスマンが 尋ねました。「お母

きたかったわたしは，独りで先に行くこと

う者であるかどうか，わたしたちは常に自

にしました。どの道を進むべきかに注意

問する必要があります。

さんはいるかい？」
男の子は答えて言いました。「いなきゃ
練習してないよ。」

せず，わたしは，自信たっぷりな様子で前
を歩く人の後ろについて行きました。道は

み こと ば

ヨハネによる福音書にはこのようなすば
らしい教えがあります。

わたしの愛する 5 人の子 供たちは，妻

次第に険しくなり，岩から岩へ飛び移らな

「わたしにつながっていなさい。そうす

の意欲のおかげで，ピアノが弾けるように

ければなりませんでした。その大変さか

れば，わたしはあなたがたとつながってい

なりました。ピアノの先生が家に来ると，

ら，わたしのグループの女性陣には目的地

よう。枝がぶどうの木につながっていなけ

息子のアドリアンはよく逃げ隠れてレッス

にたどり着くのはとうてい無理だろうと確

れば，自分だけでは実を結ぶことができな

ンをさぼろうとしたものです。でもある日，
すばらしいことが起きました。息子は音楽
が大好きになって，自分から練習をするよ
うになったのです。
改心の過程においても，そのような境地
にたどり着ければ最高です。絶えず誰か
に念を押されなくても，戒めを守りたいと
いう願いと，正しい道を歩めば聖文に約束
されている祝福が得られるという確信が
心の底にあったら，何とすばらしいことで
しょう。
数年前，わたしは妻と娘のエベリン，そ
して友人家族と一緒にアーチーズ国立公
園へ行きました。公園で最も有名なアー
チの一つにデリケートアーチがあります。
わたしたちはおよそ 2 キロの道を歩き，山
を登ってそこへ行くことにしました。
最初は意気盛んに歩き始めたわたした
2 0 1 4 年 5 月 号
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いように，あなたがたもわたしにつながっ

ものもあります。もし悔い改めて正しい道

ていなければ実を結ぶことができない。

に戻れば，そのような経験は，わたしたち

わたしはぶどうの木，あなたがたはその
枝である。もし人がわたしにつながってお
り，またわたしがその人とつながっておれ

がへりくだり，行いを変えて，再び天の御

2. わたしたちは人を神よりも恐れてはな
らない。
3. 常に悔い改める必要がある。

父に近づくうえで役立ちます。
この考え方の例として，預言者ジョセ

第 13 節で，主は次の 4 つのことを決し

ば，その人は実を豊かに結ぶようになる。

フ・スミスが経験した最も劇的な出来事

わたしから離れては，あなたがたは何一つ

の一つを挙げたいと思います。この経験

てすべきでないと教えておられます。

できないからである。」
（ヨハネ 15：4 − 5）

を通して，救い主はわたしたちが生涯を通

1. 神の勧告を無視する。

この比喩から，イエス・キリストとわたし

じて忘れてはならない原則について，非常

2. 神の前で交わした最も神聖な約束を

たちとのこれ以上ない密接な関係と，主が

に大切な教えを授けられました。それは

わたしたち一人一人をどれほど大切に思っ

マーティン・ハリスが，モルモン書の最初

3. 自分の分別に頼る。

ておられるかがよく分かります。主はわた

の部分を翻訳した 116 ページをなくしてし

4. 自分の知恵を自慢する。

したちに生ける水をお与えになる根であ

まったときのことです。

破る。

り，幹であられます。その樹液はわたした

神の勧告に従わなかったことを悔い改

わたしたちが道を見失わずに，常に天と

ちが豊かに実を結べるように養いを与えて

めた後，預言者ジョセフは教義と聖約第

つながっていられるように，そして，世の

くれます。このように，イエス・キリスト

3 章にある啓示を受けました（『歴代大管

流れに足をすくわれることがないように祈

は，枝，つまり主に頼るべき存在であるわ

長の教え─ジョセフ・スミス』69 − 71

ります。

たしたちが，主の教えの大切さを決して過

参照）。第 1 節から 10 節に記されている

もし皆さんの中に，主の道を進む途中で

小評価してはならないと教えておられるの

言葉から，常に覚えておくべき 3 つの原則

あきらめている人がいれば，そのような人

です。

を強調したいと思います。

はいつか，神の勧告を無視し，神の前で交

過ちの中には深刻で，正すのが遅れれ
ば永久に正しい道に戻れなくなってしまう
40
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わした最も神聖な約束を破り，自分の分別
1. 神の業と目的はくじかれることがない。

に頼り，自分の知恵を自慢したことについ

七十人

て，大きな後悔と苦しみを味わうことにな

W・クレーグ・ズウィック長老

るでしょう。
そのような人には，悔い改めて正しい道
に戻るよう強く勧めます。
あるとき，孫が祖父に誕生日のお祝いを
言うために電話をしました。孫は祖父に
何 歳になったのか 尋 ねました。70 歳に
なったと祖父が答えると，孫は少し考えて
から尋ねました。
「おじいちゃんも 1 歳か
ら始めたの？」

何を思っているのですか
相手の経験を優しく考慮しながら，次のように質問するようにして
ください。「何を思っているのですか。」

子供や青少年のとき，自分は絶対老人
にはならないと思うものです。死を現実の
ものと捉えることもしません。死はすごく
年取った人の問題であり，自分がその域に
達するのはずっと後のことだと考えます。
月日がたつにつれ，しわが目立ち始めた
り，疲 れや すくなったり，頻 繁に医 者に
通ったりするようになります。
あがな

やがて贖 い主であり救い主であられる
イエス・キリストに再びまみえる日がやっ
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年前のある日，わたしは 18 輪ト

煙でいっぱいの運転席を飛び出しました。

レーラーの運転席に乗り込みま

取り乱しながら岩や雑草の間を駆け抜け，

した。隣には美しい妻のジャン

二人を抱き締めました。ジャンの前腕とひ

と幼い息子スコッティーを乗 せていまし

じが傷だらけで出血していましたが，幸い

て来ます。その神聖で厳かな機会に，わ

た。わたしたちは幾つかの州を横断して

なことに，彼女も息子も無事でした。幹線

たしたちが主についての知識を持ってお

大量の建築資材を運ぶことになっていま

道路の脇で砂ぼこりが静まっていく中，わ

り，その教えに従ってきたために，その御

した。

たしはしばらくの間二人をきつく抱き締め

方が主であると分かるよう心から願ってい

当時はシートベルトやチャイルドシート

ます。主はその手と足のしるしをお見せに

を義務付ける法律がなかったので，妻は大

ていました。
心が落ち着いて，息ができるようになっ

なり，わたしたちはしっかりと抱き合い，主

事な息子を腕に抱き抱えていました。「地

たとき，わたしは思わずこう口走ってしまい

の道に従ってきたことにうれし涙を流すこ

面から随分高いわね 」と妻が言ったとき，

ました。
「一体何を考えているんだ。今し

とでしょう。

わたしは彼女の不安を察するべきでした。

たことがどんなに危険か分かっているの

わたしはイエス・キリストが生きておら

幹線道路の勾配が急な，歴史に残るド

れることを世の隅々にまで証します。主は

ナー峠を下っていると，予想外のことが突

妻はすすで汚れた頬を涙でぬらしなが

こう強く勧めておられます。「聴きなさい，

然起こりました。トレーラーの運転席に煙

ら振り返り，わたしの心を刺し貫く一言を

おお，地のもろもろの国民よ。あなたがた

が充満したのです。前が見えなくなり，わ

を造った神の言葉を聞きなさい。」
（教義と

たしたちは息が詰まりそうになりました。

あかし

聖 約 43：23）わたしたちが「〔わたした

か。死んだかもしれないんだぞ！」

言いました。今でも鮮明に覚えています。
「息子を救おうとしていただけよ。」

これほど大きな車両だと，ブレーキだけ

その瞬間，わたしは妻の思いを悟りまし

ち〕を造った神」のメッセージに気づき，

では急激に速度を落とせません。わたし

た。エンジンが燃えていると思った彼女

心に留め，理解し，正しく解釈することが

はエンジンブレーキを使いギアを下げて，

は，トレーラーが爆発して皆死んでしまう

でき，主の道からそれることがありません

何とか止めようとしました。

と恐れたのです。一方，わたしは煙が電気

み

な

ように。イエス・キリストの御 名 により願
います，アーメン。■

まさにわたしがトレーラーを路肩に寄せ

系統の故障によるもので，危険はあるもの

ていた瞬間，しかしまだ完全に停車する前

の命に関わるわけではないことが分かっ

に，妻は助手席側のドアを開けて赤ん坊

ていました。わたしは，愛する妻が幼い息

を抱いたまま飛び降りました。二人が地

子の頭を優しくなでている姿を見て，これ

面の上で転がる姿を，わたしはなすすべな

ほど度胸の要ることをするなんて何という

く見詰めていました。

女性だろう思いました。

わたしはトレーラーを止めるとすぐに，

この事態は，文字どおりのエンジン故障
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41

と同じように，わたしたちの気持ちに危機

豊かで愛に満ちた経験を共にしてきた夫

言葉を語ることです。だからといって，決

を招きかけました。互いに相手が悪いと

婦が方向性を失い，互いに忍耐を持てなく

して率直に話さないわけでも，教義上の真

思って，口を利かない期間がしばらく続い

なり，声を荒らげることがあります。わた

理を曲げるわけでもありません。端的な

たものの，最後には，何が原因で感情的に

したちは皆愛ある天の御父の聖約の子供

言葉でも，柔らかく語ることができます。

なってしまったのか説明し合いました。互

ですが，誰しも早とちりをして後悔したこ

モル モン 書 にも，夫 婦 の 意 見 が 食 い

いへの愛と相手の安否を気遣う心を二人

とがあります。相手の視点から状況を把

違ったときに肯定的な言葉を語ったすばら

とも持っていたおかげで，危険な出来事が

握する前に，角の立つようなことを言ってし

しい例があります。サライアとリーハイの

大事な結婚生活を台なしにすることはあり

まうことがあります。破壊的な言葉がどの

息子たちは真 鍮 の版を手に入れるために

ませんでした。

ようにしてきわどい状況を致命的な状況に

エルサレムに戻りましたが，なかなか帰っ

変えてしまうか，誰もが学ぶ機会があった

て来ませんでした。サライアは息子たちが

ことでしょう。

危険な目に遭っていると思い込んでいまし

パウロは次のように警 告しています。
「悪い言葉をいっさい，あなたがたの口か

しんちゅう

ら出してはいけない。……人の徳を高め

大管長会が最近出した手紙には，次の

るのに役立つような言葉を語って，聞いて

ように明記されています。「イエス・キリス

た。怒りが込み上げてきた彼女は，それ

いる者の益になるようにしなさい。」
（エペ

トの福音は全ての人を愛し，親切と礼儀正

ソ 4：29）パウロの言葉は心に清らかに響

しさをもって接するように教えています。

いてください。「母は，わたしたちが荒れ

きます。

をぶつける相手が必要でした。
息子ニーファイの視点から，この話を聞

互いの意見が違うときも同様です。」
（大管

野で死んでしまったと思ったからである。

皆さんにとって，
「悪い言葉」とは何を意

長会の手紙，2014 年 1 月 10 日付）わたし

母はまた，父のことを幻を見る人だと言っ

味するでしょうか。わたしたちは皆，自分

たちが引き続き礼儀正しく対話できるこ

て父に不平を言い，
『あなたがわたしたち

や他の人の激しい怒りの感情を味わうこと

と，またそうするべきことを，何と巧みに思

を受け継ぎの地から連れ出したので，息子

がよくあります。人前で怒りを爆発させる

い出させる言葉でしょう。異なる視点から

たちはいなくなってしまい，わたしたちも荒

人を見たこともあります。スポーツの試合

世界を見るときは特にそうするべきです。

れ野で死んでしまいます』と言っていた。」

や政 治の場で，あるいは自分 の 家でも，

箴言の作者は，次のように勧告していま
こたえ

一種の感情の「電気ショート」を経験した

す。「柔らかい答 は憤りをとどめ，激しい

ことがあります。

言葉は怒りをひきおこす。」
（箴言 15：1）

（ 1 ニーファイ 5：2 ）
サライアがどのような思いでいたか，考
えてみましょう。衝突しがちな息子たち

子供が刃物のように鋭い言葉で，愛する

「柔らかい答」とは，熟考したうえで応答す

が，夫の命が脅かされていた地に戻ること

親を傷つけることがあります。人生の最も

ること，すなわち謙虚な心で抑制の利いた

を心配していました。まだ子供をもうけら
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れる若さでいながら，心地よい我が家と友
達を捨てて，辺境の荒れ野で天幕に住ん
でいました。不安の限界に追い込まれ，サ
ライアは，理性的ではないにしても，まる
で突進するトラックの高さから家族を守る
ために勇敢に飛び降りたかのようでした。
もっともな不安を，怒りと疑いと非難の言
葉を使って夫にぶつけたのです。これは
全人類が驚くほど堪能な言語に思えます。

こん にち

預言者リーハイは妻の怒りの原因となっ

今 日，男性と女性が互いへの敬意を育

われました。「わたしが見るところは人と

た不安に耳を傾けました。そして，思いや

むことが大いに必要とされています。信じ

は異なる。人は外の顔かたちを見，主は

りという言語で抑制の利いた対応をしまし

ることや行動が非常に異なっていても，動

心を見る。」
（サムエル上 16：7 ）

た。まず，妻の視点から物事を見た場合

機がまったく違っていても，それらを超え

トレーラーの運転席に煙が充満したと

の真実を認めました。「そこで父は母に

て敬意を表すのです。自分の思いと心に

き，妻は息子を守るために，思いつく中で

言った。『わたしは自分が幻を見る者であ

告げられることを全て知ることも，それぞ

最も勇気ある行動を取りました。わたしが

ることを知っている。もしわたしが ……エ

れが直面する試練や選択の裏にある事情

妻の選択を問いただしたことも，家族を守

ルサレムにとどまって〔いたら〕，同胞とと

を完全に理解することも不可能です。

るためでした。驚いたことに，誰の方がよ

はら から

もに滅びてしまったであろう。』」
（ 1 ニー
ファイ 5：4 ）

しかしながら，相手の経験に対する共

り正しいかは重要ではありませんでした。

感が，わたしたちの姿勢にまず見て取れる

重要なのは，互いの言葉に耳を傾け，相手
の見方を理解することでした。

次に，これは聖霊が夫リーハイに明かさ

なら，パウロが語った「悪い言葉」はどう

れたに違いありませんが，息子たちの福利

なるでしょうか。わたしは自分の不完全さ

快く相手の視点で見ようとする気持ち

に関する彼女の不安について語りました。

や未熟さの限界を重々承知しながら，皆さ

は，
「悪い言葉」を「益になる」ように変え

「『しかし見よ，わたしは約束の地を頂い

んにお願いします。相手の経験を優しく

てくれます。使徒パウロはこのことを理解

ており，そのことについて喜ばしく思う。

考慮しながら，次のように質問するように

していました。わたしたち一人一人もある

またわたしは，主が息子たちをラバンの手

してください。「何を思っているので す

程度経験することができます。これは問

から救い出し〔て〕くださることを知って

か。」

題を変えたり，解決したりしないかもしれ

いる。』
父リーハイはこのような言葉で，わたし

主が，幼い羊飼いの少年であったベツ

ませんが，より重要なのは，益になること

レヘムのダビデをイスラエルの王に選び，

で自分たちが変われるかどうかということ

たちのことについて母サライアを慰めたの

サムエルとサウルを驚かせられたことを覚

なのです。

であった。」
（ 1 ニーファイ 5：5 － 6）

えていますか。主の預言者はこのように言

たま もの

培われた聖霊の賜 物 が，相手の気持ち
や状況に共感する思いでわたしたちの心
の奥まで照らすときに，思いやりのある言
葉を使うことで，わたしたちが「益になる」
あかし

ことができるとへりくだって証 します。そ
れにより，わたしたちは危害を及ぼしそう
な状況を聖なる場所に変えられるのです。
愛にあふれる救い主が，
「〔わたしたちの〕
心を見」ておられ，わたしたちが何を思っ
ているのかを心にかけておられることを証
します。イエス・キリストの御名により，
アーメン。■

2 0 1 4 年 5 月 号
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十二使徒定員会

調しました。6

クエンティン・L・クック長老

世界中のキリスト教徒とユダヤ人は旧約
聖書に書かれたエリヤの話が真実だと考

根と枝

えています。7 エリヤはイエス・キリストの
時代の前にメルキゼデク神権の結び固め
かぎ

の鍵を持っていた最後の預言者でした。8

こん にち

今 日，家族歴史と神殿の業を速めることが家族の救いと昇栄に
とって不可欠です。

エリヤ，鍵を回復する

エリヤは再び地上に現れました。1836年
4 月3 日にカートランド神殿を訪れ，マラキ
の約束を成就すると宣言し，現代の神権
時代に家族を結び固める神権の鍵をジョ

何

9

セフに授けたのです。 エリヤの使命は，
かと話題の多い作家ウィリアム・

のように焼き尽くされ，
「根も枝も残〔ら〕

サロイアンは，1981年に癌 で亡

ない」と書かれています。 しかしマラキは

により果たされています。エリヤの霊は，

くなる直 前，新聞記 者にこう言

この章の終わりに，次のような主の心強い

ラッセル・M・ネルソン長老が教えている

約束について述べています。

とおり，
「家族が神聖な特性を持つことを

がん

いました。
「だれでも死ななければならな
い。でも，自分は例外だといつも信じて
1

いた。これからどうなるのだろうか。」

現世で死に直面し，死後の世について
考えるときに，
「これからどうなるのだろう

4

「見よ，主の大いなる恐るべき日が来る
前に，わたしは預言者エリヤをあなたがた
につかわす。

時としてエリヤの霊と呼ばれるものの導き

あかし

10

証する聖霊の現れ」なのです。

救い主はバプテスマの必要性について
強調し，こう教えられました。「だれでも，

彼は父の心をその子供たちに向けさせ，

水と霊とから生れなければ，神の国にはい
11

か」という問いは最も重要なものです。そ

子供たちの心をその父に向けさせる。こ

ることはできない。」 主は御自身で模範

の問いに対して，イエス・キリストの回復さ

れはわたしが来て，のろいをもってこの国

を示されました。では，バプテスマを受け

れた福音が，天の御父の幸福の計画の中

5

で実に見事に答えています。

を撃つことのないようにするためである。
」

ていない死者はどうなるのでしょうか。

回 復 の 幕 開 け に 際して，モロナイは

現世で人は笑い，泣き，働き，遊び，生き

1823年，若きジョセフ・スミスへ授けた最

て，死にます。ヨブは次のような簡潔な問

初の教えの中で，このメッセージを再び強

いを投げかけています。「人がもし死ね
2

神殿と家族歴史の業に関する教義

1840 年 10 月11日，ノーブーでビレ ー
ト・キンボールが夫のヒーバー・C・キン

ば，また生きるでしょうか。」 答えは断固

ボールへ宛てて手紙を書きました。夫は

として「はい」です。救い主の贖いの犠牲

他の十二使徒とともにイギリスで伝道して

があるからです。この問いの前にヨブは

いました。数日前に 10 月の総大会が開か

興味深い前置きを幾つか述べています。

れたばかりでした。

あがな

うま

「女から生 れる人は日が短く……花のよう

ビレート個人の手紙を引用します。「教

に咲き出て枯れ〔る。〕……木には望みが

会が組織されてから一番大きな興味深い

ある。たとい切られてもまた芽をだし，そ

大会でした。……〔ジョセフ〕・スミス大

の若枝は絶えることがない。…… 若木の

管長の話は今までにないすばらしいもので

ように枝を出す。」3

した。…… それは死者のためのバプテス

天の御父の計画は家族に関わる計画で

マについての話です。コリント人への第

す。非常に感動的な聖句には，比喩として

一の手紙 15 章 29 節でパウロが 語ってい

根や枝のある木という概念が使われてい

ることです。ジョセフは啓示によって，そ

ます。

れについてさらに詳しく説明してくれまし

ひ

ゆ

旧約聖書 の最 終章であるマラキ書 で

た。この福音が世に出る前に亡くなった

は，この比喩によって救い主の再臨が鮮明

すべての先祖のためにバプテスマを受ける

に語られています。高慢な者と悪人はわら

ことは，この教会の〔会員〕の特権である
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と言うのです。…… そのようにしてわたし
たちは先祖の身代わりとなり，第一の復活
のときに出て来る特権を先祖に与えるの
です。死者は獄の中で福音を聞くことにな
ると言うのです。」
ビレートはさらにこう書 いて います。
「わたしは母のためにバプテスマを受けた
いです。……これは何ともすばらしい教義
ではありませんか。」12
家族を結びつけるというこの重要な教
義は，ここにも少し，そこにも少しと明らか
にされました。身代わりの儀式は永遠の
家族を結びつけ，根を枝に結びつける業の
中心です。
家族歴史と神殿の業に関わる家族の教
義は明確です。啓示を通して言われた最
初の教えの中で主は，
「あなたがたの 死者
13

のためのバプテスマ」と言われました。

わたしたちは自分自身の先祖に対して教
義上の義務を負っているのです。なぜな
ら，天上の日の栄えの組織は家族に基づ
14

いているからです。 大管長会は教会員，
特に青少年やヤングシングルアダルトに，
自分自身の先祖の名前や，自分のワードや
ステークの会員の先祖の名前を探して，家
族歴史と神殿の儀式の業に努めるよう励
15

ましています。 わたしたちは自分の根と
枝の両方に結ばれる必要があります。永
遠の世界において結ばれるというのは，実
にすばらしい考えです。
神殿

預言者ジョセフ・スミスは神殿の業の
礎を築くのに十分な時間を生き長らえた
と，ウィルフォード・ウッドラフは述べまし
た。ジョセフ・スミスが十二使徒定員会に

大管長は，永遠に重要な意義を持つ救い

て，わたしたちは父親，母親，妻，子供たち

最後に会ったときには，十二使徒は預言者

の儀式が，ついに生者と死者の両方に行

と家族としてともに過ごすのです。これは

よりエンダウメントを授かっていました。16

えるようになったと説明しました。17

きわめて重要な原則です。あらゆる犠牲

預言者が殉教した後，聖徒たちはノー

これについてウィルフォード・ウッドラ

を払う価値のあるものです。」18

ブー神殿を完成させました。そして，ロッ

フ大 管長は分 かりやすく述べています。

現代は何とすばらしい時代でしょう。最

キー山脈を目指して出発する前に，何千人

「主が明らかにしてくださった原則の中で，

後の神権時代であり，救いの儀式に関わ

もの忠実な教会員が結び固めの力によっ

死者の贖いほどわたしに大きな喜びを与え

るあらゆる分野で救いの業が速められて

て祝福されました。 30 年後，セントジョー

てくれた原則は他にありません。第一の

いることが感じられます。19 これらの救い

ジ神殿が完成したとき，ブリガム・ヤング

復活の朝，そして日の栄えの王国におい

の儀式を行うために，現在世界各地に神
2 0 1 4 年 5 月 号

45

つけました。「心を喜び楽しませ，大いに
喜んでください。地は声を放って歌いなさ
い。死者は，王なるインマヌエルに向かっ
て永遠の賛美の歌を語り出しなさい。王
なるインマヌエルは，わたしたちが死者を
獄から贖えるようにする方法を，世界が存
在する前に定められました。獄にいる者た
ちは解放されるのです。」24
では，わたしたちは何をする必要がある
でしょうか。 預言者ジョセフの 勧告は，
殿が 設けられています。霊的な再生，平

かし，こうした道具を使って行えることは

「わたしたちの死者の記録を載せた，その

安，安全，人生の指針などを求めて神殿に

たくさんあり，わたしたちはまだその入り口

まま受け入れるに値する書を」神殿に携え

20

参入することも大きな祝福です。

22

に立っているにすぎません。」

25

て行くことです。

トーマス・S・モンソン大管長は使徒に

この預言者の言 葉 から19 年たった現

召されてから 1 年足らずのころ，ロサンゼ

在，テクノロジーは信じがたいほど進歩し

て，高らかに響き渡る声を上げています。

ルス神殿系図図書館を奉献し，亡くなった

ています。先日，幼い子供を持つ 36 歳の

テクノロジーを使う道を先導して，エリヤ

先祖についてこう語りました。「先祖は皆

ある母親が感嘆の声を上げて，わたしにこ

の霊を実感し，先祖を探し，先祖のために

さんやわたしが先祖を探究する日を待って

う言いました。「信じられません。以前は

神殿の儀式を行うようにと呼び掛ける声

います。先祖を探すことは先祖のために道

特定の家族歴史センターへ行ってマイクロ

です。 生者と死者の両方を救う業を速め

を開くうえで必要です。〔また〕神の家へ

フィルムを読んでいたのに，今は自分 の

るうえで困難な仕事の多くが，若い世代の

入り，亡くなった先祖が自分では行えない

家で子供たちを寝かしつけた後，台所の

皆さんによって行われるのです。

21

業を行ってください。」

教会の指導者たちは若者たちに向かっ

26

27

テーブルで，コンピューターに向かって家

各ワードの青少年が神殿へ行って死者

当時 モンソン長 老であった大 管 長 が

族歴史ができるんです。」兄弟姉妹の皆さ

のためのバプテスマを行うだけでなく，自

1964 年 6月 20 日に奉献の言葉を述べた

ん，今や家族 歴史センターが自分の家に

分たちが行う儀式のために先祖の名前を

ころには，稼動している神殿は 12 か所し

あるのです。

提出するよう家族やワードの会員たちと

かありませんでした。モンソン大管長が

神殿と家族歴史の業は，わたしたちのた

一緒に働くなら，青少年自身も教会も大い

大管長会で奉仕してきた期間中に，現在

めだけではありません。幕の向こう側で

に祝福されるでしょう。皆さんの取り組み

稼働している 142 の神殿のうち，130 か所

霊の獄の束縛から解放してくれる救いの

を手助けする死者の影響力，そして皆さん

が奉献されました。今日わたしたちは，救

儀式を待っている人たちのことを考えてく

が仕える人々に来世で会う喜びを過小評

いの業が速められている状況を目にしてい

ださい。獄 とは「閉じ込められた，または

価しないでください。自分の家族と結ば

ますが，これは奇跡にほかなりません。新

捕らわれた状態」という意味です。23 捕ら

れるという永遠に意義深い祝福は，わたし

たに 28 の神殿の建設が発表され，完成を

われている人たちは，ウィリアム・サロイア

たちの理解をはるかに超えるものです。28

目指して各段階に入っています。今や教会

ンと同様，
「これからどうなるのだろうか」

員の 85 パーセントが神殿から 320 キロ圏

という問いを発していることでしょう。

内に住んでいます。

世界中の教会員の中で，51 パーセント
の成人が，教会のインターネットサイトであ

ある忠実な姉妹がソルトレーク神殿で

るファミリーサーチの中のファミリーツリー

の特別で霊的な経験を語ってくれました。

に両親の名前を入れていません。 4 人の

確認の部屋で，身代わりの確認の儀式が

祖父母全員の名前を入れていない成人の

家族歴史に関するテクノロジーも目を見

行われた後，姉妹はこのような言葉を聞き

割合は 65 パーセントに上ります。29 忘れ

張る進歩を遂げています。ハワード・W・

ました。「獄にいる者は解放される。」彼

ないでください。わたしたちは自分の根と

ハンター大管長は 1994 年 11月にこう宣言

女はバプテスマと確認の儀式を待っている

枝なしには救われないのです。教会員は

しました。「死者のために儀式を行う神聖

人たちのために急がなければならないと

この非常に重要な情報を入手して，ファミ

な業を速めるために，情報技術の使用を

強く感じました。家へ帰ると聖典を開き，

リーツリーに入力する必要があります。

開始しました。科学技術の役割は……主

先ほど聞いた聖句を探しました。教義と

わたしたちはついに，家族がこの栄えあ

御自身によって速められています。……し

聖約 128 章にジョセフ・スミスの宣言を見

る救いの業を達成するための教義，神殿，

家族歴史に関するテクノロジー
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そしてテクノロジーを手に入れました。こ

るかを見定め，神殿で重要な儀式を行う

わたしたちの大切な根と枝を養わなくては

れを行う一つの方法を提案します。家族

割り当てをすることです。小冊子『わたし

なりません。

で「ファミリーツリーの集い」を開いてくだ

の家族』を活用して，家族の情報，先祖に

イエス・キリストは身代わりの贖いを行

さい。これは 1 回だけでなく，繰り返し行

まつわる話や写真を記録し，それらをファ

うために御自身の命をささげられました。

われるべきものです。今ある家族歴史の

ミリーツリーにアップロードすることがで

ヨブが 発した根 源的な問いにお答えに

記 録，先祖にまつわる話や写真，祖 父母

きます。

なったのです。主は全ての人類のために

や両親が大事にしていた物などを各自が

わたしたちの神聖な行く末を守るため

死を克服されました。それはわたしたちが

持ち寄ります。若い人たちは先祖の生活に

に，家族に対する責務や期待を最優先して

自分ではできないことです。けれども，わ

ついて，出身地や生活様式などを学ぶこと

ください。家族全員にとって安息日をより

たしたちは身代わりの儀式を行い，自分自

を楽しみにしています。多くの人が先祖に

豊かに過ごす方法を探している人々にとっ

身の先祖のために真に「シオンの山」 に

心を向けています。青少年は，先祖にまつ

て，家族歴史の業を速めることは豊かな実

立つ，救う者になることができます。それ

わる話を聞いたり，写真を見たりするのが

りをもたらします。ある母親が誇らしげに

はわたしたちが先祖とともに救われ，そし

大好きです。また，こうした話や写真をス

語ってくれました。17 歳の息子が日曜日に

て昇栄にあずかるためです。

キャンして，ファミリーツリーにアップロー

教会から帰ると，コンピューターに向かっ

救い主の贖いの犠牲について，また，わ

ドし，先祖の記録を永久に保存するため

て家族歴史の作業を行い，10 歳の息子は

たしたちと家族のための天の御父の計画

に，情報源となる資料を先祖に結びつける

先祖の話を聞き，写真を見るのが大好きだ

が確かなものであることを証します。イエ

技術を持っています。もちろん，主な目的

と言うのです。このように家族全員がエリ

ス・キリストの御名により，アーメン。■

はどのような儀式をこれから行う必要があ

ヤの霊を感じる祝福にあずかっています。

30
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の で す。」
（『歴 代 大 管 長 の 教 え ─ ウィル
フォード・ウッドラフ』，188 参照）
20. ハンター大管長は教会員に頻繁に神殿へ行く
ように勧めた。「神殿での礼拝に伴う祝福を
自分自身が受けるために，また奉献された壁
の内側で授けられる聖 めと安らぎを受けるた
めに参入しましょう。…… 神殿は…… 聖 きを
主にささげる場所です。同時に，わたしたち自
身にとっても聖なる場所にしてください。」
（ハ
ワード・W・ハンター「教 会員の大いなる象
徴」
『聖徒の道』1994 年 11 月号，6 参照）
21. トーマス・S・モンソン大管長の霊感あふれる
メッセージ，Church News ，2013 年 12 月 29日
付, 2
22. ハワード・W・ハンター，
“ We Have a Work to
Do, ”Ensign , 1995 年 3 月 , 65
23. Merriam-Webster ’
s Collegiate Dictionary，
11版（ 2003 年）
，
“ prison ”
24. 教義と聖約 128：22 。教義と聖約 138：42も参
照。
「
〔主〕は，わたしたちが死者を獄から贖え
るようにする方法を，世界が存在する前に定め
られました。
（
」 index to the triple Combination,
“ Prison ”）
25. 教義と聖約 128：24
26. 大管長会からの手紙，2012 年 10 月 8 日付参
照；デビッド・A・ベドナー「子孫の心は向か
う で あ ろ う」
『リ ア ホ ナ』2011 年 11 月 号，
24 − 27 も参照。または R・スコット・ロイド，
「一族を見つける」
。使徒であるニール・L・アン
ダーセン長老は，ルーツテックの大会で末日聖
徒の青少年に勧告した。Church News 2014年
2 月16 日付 , 8 − 9 も参照。
27. 最近のある研究によると，若い世代に対して
重視されるのは，
「他の人に与え，一層大きな
目的のために進む」ような有意義な人生を送
ることである（エミリー・エスファハニ・スミ
ス，ジェニファー・L・アーカー共著，
“ Millennial
Searchers,”New York Times Sunday Review ，
2013 年 12 月 1 日付 , 6 ）。
28. ハワード・W・ハンター「神 殿に心を向ける
民」
『聖徒の道』1995 年 5 月号，2 − 7 参照
29. 家族歴史部からの統計
30. オバデヤ 1：21 参照
きよ

きよ

注
1. ウィリアム・サロイアン，ヘンリー・アレン，
“ R ag i ng aga i nst Ag i ng , ”Wa l l St reet
Journal ，2011年 12 月 31 日 − 2012 年 1 月 1 日
付，C9 で引用
2. ヨブ 14：14
3. ヨブ 14：1 ，2 ，7，9
4. マラキ 4：1 参 照。 最 近，ますます 多くの人
が，生活水 準を高めるために子供を持たない
ことを選ぶ傾向があると報告する記事が幾つ
か出ている（アビー・エリン，
“ The Childless
Plan for Their Fading Days, ”New York
Times ，2014 年 2 月 15 日付，B4 参 照）。 多
くの国ではこうした個人の選択の結果として，
人口が減少している。この傾向は「人工統計
的 な 冬」と呼 ば れ ることが ある（ The New
Economic Reality: Demographic Winter
〔ドキュメンタリー〕参照）。
5. マラキ 4：5 − 6
6. History of the Church , 1:12； 教 義 と 聖 約
2 章参照
7. ユダヤ人は 2,400 年間，エリヤが戻って来るの
を待 っている。 今日でも年に 1 度のセデル
（過越の祭りの祝宴）ではエリヤのために席を
設け，メシヤの到来を告げるためにエリヤが
戸口に現れるのを待つ。
8.『聖句ガイド』
「エリヤ」の項を参照
9. 教義と聖 約 110：14 － 16 参照。教義と聖 約
2 章も参照
10. ラッセル・M・ネルソン「新 たな収 穫 の 時」
『聖徒の道』1998 年 7 月号，38 参照
11. ヨハネ 3：5
12. ビラート・M・キンボールからヒーバー・C・
キンボールへ宛てた手紙，1840 年 10 月 11 日
付。ビラート・M・キンボールの書簡，教会歴
史図書館所蔵。英文のつづりと大文字表記
は標準化
13. 教義と聖約 127：5；強調付加
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14.『歴 代 大 管長の教え─ジョセフ・フィール
ディング・スミス』，68 参照
15. 大管長会からの手紙，2012 年 10 月 8 日付参照
16. The Discourses of Wilford Woodruff , G. Homer
Durham により抜粋（ 1946 年）
，
147 参照
17. ブリガム・ヤングはこう述べた。「わたしが望
むことはただ，この民が 神の王国を築くため
に自分の財産と関心を注ぎ，神殿を建て，その
中 で 生 者と死 者 のために儀 式 を 執り行 い，
…… その結果，神の息子娘になる姿を見るこ
とだ。」
（Deseret News ，1876 年 9 月 6 日付，
498 ）死者のためのバプテスマは 1877 年 1 月
9 日に始まり，死者のためのエンダウメントは
2 日後に執り行われた。これらの儀式につい
て，ルーシー・B・ヤングは喜びを表して次の
ように語った。「亡くなった自分の親 類が手
を広げて待っていてくれると思うと胸がいっ
ぱいになります。全ての人が同じ経験をするで
しょう。自分では儀式を受けられない人々が
待っているのです。」
（リチャード・ベネット，
“‘ Which Is the Wisest Course? ’ The
Tr a n s f o r m a t i o n i n M o r m o n Te mp l e
Consciousness, 1870–1898, ”BYU Studies
Quarterly ，
全 52 巻，
第 2 巻〔 2013 年〕，22 で
引用）
18.『歴代大管長の教え─ウィルフォード・ウッ
ドラフ』，193 参照
19. 生者に伝道を行った最も偉大な宣教師の一人
に数えられるウィルフォード・ウッドラフ大管
長は，死者の身代わりの業についてこう語っ
た。「わたしはこれがこの民の務めの中で，
生者に教えを説くこととまったく同じくらい重
要な使命であると考えています。死者は霊界
で神の僕 たちの声を聞くことでしょう。身代
わりをしてくれる人によって特定の儀式が執り
行われない限り，
〔第一の〕復活の朝に出て来
ることができません。」またこう続けている。
「生者の救いと同様に，死者の救いが必要な
しもべ

2014 年 4 月 5 日

―

神権部会

Ⅲ．

ジョセフ・F・スミス大管長はこう述べ

十二使徒定員会

ダリン・H・オークス長老

神権の鍵と権能

ています。「神権は…… 人に委任された
神の力であり，この力によって，人は……
人類家族の救いのために地上で正当に行
動することができるのです。」2 別の指導
者はこう教えています。神権は「この地球
上の最も大いなる力です。この力によって
地球が創造され……ました。」3 聖文はこ

神権の鍵は男性同様，女性にも指示を与え，また神権の儀式と神
権の権能は男性同様 , 女性にも関わりがあります。

う教えています。「初めにあったこの神権
は，世の終わりにもあるであろう。」
（モー
セ 6：7 ）このように，神権は，わたしたち
に復活をもたらし，永遠の命に向けて進め
るようにする力です。
わたしたちが求める理解は，神権の鍵
についての理解から始まります。「神権の

Ⅰ．

今

とって必要なことです。そこで，それがで

鍵とは，地上における神権の行使につい

回の大会で何人かの忠実な兄

きるように，神権の鍵と権能についてお話

て指示を与え，支配し，統治するために神

弟が解任され，また何人かの召

しします。これらの主題は男性にも女性に

が神権〔者〕に与えられた権能で〔す〕。」

しの支持が行われました。この

4

も等しく重要なものですので，この部会の

教会で 執り行われる全ての行為や儀 式

交代において― 教会では非常によく知

模様が全ての教会員のために放送され，

は，その職務に関する鍵を持っている人の

られていますが ― わたしたちは解任さ

公開されることをうれしく思います。神権

直接的あるいは間接的な承認の下で行わ

れるときに「降格」するのではなく，召さ

の力はわたしたち全員に祝福をもたらしま

れます。 M・ラッセル・バラード長 老が

れるときに「昇進」するわけではありませ

す。神権の鍵は男性同様，女性にも指示

説明しているように，
「神権の鍵を持つ人

ん。主の奉仕の業において「上，下」はな

を与え，また神権の儀式と神権の権能は

は，……文字どおり，その指示の下に忠実

いので す。「前に出るか，後ろに下がる

男性同様，女性にも関わりがあります。

に働き奉仕する全ての人が，神権の権能を

か」だけなのです。その違いは，解任と

行使し，神権の力を使うことができるよう

召しをどのように受け入れ，どのようにそ

にするのです。」

5

れに従って行動するかです。わたしはか

神権の権能の行使をコントロールするこ

つて，9 年間立派な奉仕をしてきた，ある

とによって，神権の鍵の働きは拡大もしま

若いステーク会長の解任を担当しました。

すし，制限を与えもします。神の全ての子

彼は，自分の解任と，妻とともに受けたば

供たちが神権の権能と祝福を得られるよ

かりの 新し い 召しを喜 んで いまし た。

うにすることによって，それは拡大します。

二人はワードで託児指導者になる召しを

神権の権能を誰に与えるか，その職を誰が

受けたのです。それを等しく誉れあるこ

持つか，その権利と力をどのように授ける

とと見るのは，この教会だけでしょう。

かを指示することによって，それは制限を
与えます。例えば，神 権を持っている人

Ⅱ．

は，鍵を持っている人から承認を与えられ

中央扶助協会のリンダ・K・バートン会

ない限り，他の人に職や権能を授けること

長は，女性の大会で話したときに，次のよ

ができません。その承認がなければ，聖

うに述べました。「わたしたちは，神権に

任は無効となります。このことから，なぜ

ついてもっとよく理解したいという，さらに

神権者は ― 職に関わりなく― 適切

大きな望みを一人一人に注ぎ込み たいと

な鍵を持っている人からの承認がなけれ

1

願っています。」 それはわたしたち全員に

せい さん

ば，自分の家族を聖任したり，自宅で聖餐
2 0 1 4 年 5 月 号
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かります。教会を管理している大管長会な
らびに大管長会・十二使徒定員会評議会
は，教会の建物の場所や伝道奉仕の年齢
など，教会の方針と手続きに影響を及ぼす
多くのことを決定する権限を与えられてい
ます。しかし，たとえこれらの管理役員が
この神権時代に人に委任された鍵の全て
を持っていて行使しているとしても，男性
だけが神権における職を持つという神の
定められた規範を自由に変更することは
できないのです。
Ⅳ．

次に，神権の権能という主題でお話しし
ます。今話したばかりの 3 つの原則から
始めます。
（ 1）神権は人類家族の救いの
ために行動するよう人に委任された神の力
です。
（ 2 ）神権の権能は神権の鍵を持っ
ている神権者によって管理されます。そし
て，
（ 3）聖文に述べられているように「教
会における他のすべての権能〔と〕職は，
この〔メルキゼデク〕神権に付属するもの」
（教義と聖約 107：5）であって，それらの
神権の鍵の指示の下で行われる全てのこ
とは，神権の権能で行われます。
これは女性にどのように当てはまるで
しょうか。扶 助協会に向けた話の中で，
当時十二使徒定員会会長であったジョセ
フ・フィールディング・スミス大管長は，次
のように述べています。「姉妹たちには神
の儀式を執り行ったりできないのかが分

に，神権の全ての鍵がカートランド神殿で

権が与えられておらず，神権が姉妹たちに

かります。

ジョセフ・スミスに授けられたと考えてい

授けられていないとはいえ，主が姉妹たち

神殿会長が持っている鍵の下で姉妹た

ますが，聖文では，そこで授けられたのは

に権能を与えておられないという意味では

ちが神殿で行う神聖な業を例外として，後

「この神権時代の鍵」だけであると述べら

ありません。……わたしたちの救いに関

でこれについて述べますが，神権の儀式を

れています（教義と聖約 110：16）。何年

連があって絶対に必要な特定の事柄を教

執り行えるのは神権の職を持っている人の

も前の 総 大 会で，スペンサー・W・キン

会内で行うために，男性あるいは，姉妹に

みです。また，承認された神権の儀式は

ボール大管長は，地上の人に与えられな

与えられている権能があります。姉妹たち

全て，教会の記録に残されます。

かった神権の鍵が他にあることをわたした

が主の宮で行う業などがそれです。彼女

ちに気づかせてくれています。創造の鍵と

たちには幾つかの大いなるすばらしい事

究極的には，神権の全ての鍵は主イエ
ス・キリストが保有しておられ，それはイエ

6

復活の鍵がそれに含まれます。

柄を行う権能が与えられています。それ

ス・キリストの神権なのです。死すべき人

神権の鍵の行使に対して神が制限を設

は主にとって神聖であり，神権を持ってい

間にどの鍵を委任するか，またそれらの鍵

けておられることから，教会の管理運営事

る男性によって与えられる祝福と同様に完

がどのように使われるかを決める御方は，

項に関する決定と神権に影響を及ぼす決

全に拘束力を持っています。」7

イエス・キリストです。わたしたちは一般

定との間に，本質的な相違があることが分
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その重要な話の中で，スミス大管長は，

女性に権能が与えられていると繰り返し
語っています。女性たちにこう言っていま
す。「皆さんは権能をもって語ることがで
きます。主が皆さんに権能を与えられたか
らです。」またこうも言っています。扶助協
会には「たくさんの事柄を行う力と権能が
与えられています。姉妹たちが行う業は神
の権能によって行われます。」もちろん，神
殿でも，あるいはワードや支部でも，女性
や男性によって行われる教会の業は，神権
の鍵を持っている人々の指示の下に行わ
10

れます。扶助協会について語りながら，ス

る。」

ミス大管長は次のように説明しています。

権利を主張することではなく，責任を果た

昇栄を得るのにふさわしいとは，

こうして「〔主は〕この偉大な組織をお与

すことにあるということを，末日聖徒は確

えになりました。それにより，ワードのビ

かに理解しています。

ショップの指示の下で奉仕する力を受け，
……人々の霊的および物質的必要に心を
8

配るためです。」

神聖な義務とともに，神権を受けているの
です。
神が御自分の息子たちに与えられた最も
はんりょ

偉大な力は，神の娘の一人を伴侶としなけ
れば行使することができません。なぜな
み こころ

Ⅴ．

ら，
「神の御心と偉大な計画が実を結ぶよ

主は，神権における職に聖任されるの

うに，肉体の創造者となる」力を神から与
12

このようにして，扶助協会は女性のため

は男性だけであるとの指示を与えられまし

えられたのは，神の娘だけだからです。

のクラスであるだけではなく，姉妹たちが

た。しかし，何人もの教会指導者が強調

これは J・ルーベン・クラーク・ジュニア

所属するものであり，それは神権に付属す

してきたように，男性が「神権」なのでは

管長の言葉です。

るものとして神によって設けられたもので

ありません。 男性は，神の全ての子 供

クラーク管長はこう続けています。「こ

たちを祝福するために神権を使うという

れが永遠の計画における妻の，また母親

9

あると真に言われています。

11

わたしたちは普通，教会の召しにおいて

の役割です。彼女たちは神権者ではあり

女性は神権の権能を持っているとは言い

ません。神権の義務と職務を果たす責任

ません。では，それは何の権能と言えるで

があるわけではありませんし，その責任を

しょうか。女性は ― 若くても年を取っ

負わされることもありません。彼女たちは

ていても ― 専任宣教師として福音を宣

神権の力の下で築き上げる人であり，組織

べ伝えるように任命されるとき，神権の働

する人です。また，その祝福にあずかる人

きをなす神権の権能を与えられるのです。

です。神権の力の支 援を受け，また神か

女性が神権の鍵を持っている人の指示の

ら召されるときに，神権自体と同様にその

下で教会の組織の中で役員や教師として

務めにおいて永遠に重要な職務を受ける

務めを果たすように任命されるときも同様

のです。」13

の

です。神権の鍵を持っている人から受け

その霊感に満ちた言葉の中で，クラーク

る職や召しにおいて働く人はだれでも，割

管長は，家族について語っていました。家

り当てられた義務を果たす際に神権の権

族の宣言の中で述べられているように，父

能を行使するのです。

親は 家 族 の中で 管 理し，父 親と母 親は

神権の権能を行使する人はだれでも，自

別々の責任を負いますが，二人は「対等の

分の権利のことは忘れて，自分の責任に

パートナーとして互いに助け合うという義

集中しなければなりません。それが一般

務を負っています。」14 家族の宣言が発表

に社会で必要とされる原則です。著名な

される何年も前に，スペンサー・W・キン

ロシア人の 作 家，アレクサンドル・ソル

ボール大管長は，次のような霊感に満ちた

ジェニーツィンの言葉を引用します。「人

説明をしました。「結婚生活は協力関係に

間の権利よりも人間の義務を守る時であ

よって支えられると言いましたが，完全 な
2 0 1 4 年 5 月 号
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協力であると付け加えます。わたしたち

力と祝福を神の全ての子供たちが受ける

は，末日聖徒の女性にこの永遠の業にあっ

ことができるのです。」

16
あかし

て，沈 黙 の協力者，部分的 な協力者には

わたしは神権の力と祝福について証 し

なってほしくないのです。どうぞ，献身的

ます。神の息子と娘は等しくそれを受ける

15

に，そして全面的 に協力してください。」

神の目から見て，教会でも，あるいは家

ことができます。神権の権能について証し
ます。それは末日聖徒イエス・キリスト教

族の中でも，女性と男性は異なった責任を

会の職と活動の全てにわたって働きます。

持った対等の存在です。

わたしは証します。神権の鍵の働きは神

最後に，神権の祝福に関する幾つかの

によって指示されており，預言者，トーマ

真理をお話しします。神権の鍵や神権の

ス・S・モンソン大管長がその全てを行使

聖任とは異なり，神権の祝福は，女性と男

しています。最後に，最も重要なことです

性が同じ条 件で受けることが できます。

が，わたしは主なる救い主，イエス・キリス

聖霊の賜 物 と神殿の祝福は，この真理の

トについて証します。これはイエス・キリ

よく知られている実例です。

ストの神権であり，わたしたちはイエス・キ

たま もの

M・ラッセル・バラード長老は，昨年夏
のブリガム・ヤング大学 教育週間で洞察
に満ちた話をし，次のように教えています。
「教会の教義は，女性を男性と同等に置
いていますが，女性は男性と異なっている
ことを示しています。神はどちらかの性が
もう一方の性より優れているとか，より大
切であるとは見なしておられません。……
男性と女性が神殿に参入するとき，彼ら
はともに同じ力を授けられます。それは神
権の力です。……用意されている神権の
52

リ ア ホ ナ

しもべ

み

な

リストの僕 です。イエス・キリストの御 名
により，アーメン。■
注
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ドナルド・L・ホールストロム長老

どのような人物で
あるべきか
わたしたちはなるべき人物になるために何を変える必要があるで
しょうか。

部会の目的は，わたしたちが進んで行動し
てこそ，すなわち進んで変わろうとしてこ
そ達せられるのです。
数十年前に，わたしはビショップとして
奉仕していました。そして，長い期間にわ
たって，自分より何歳も年上の，ワードの
一人の男性と会い続けました。この兄弟
は妻との関係に問題があり，また子供たち
と疎遠になっていました。彼は仕事を続
けようと懸命に努力しました。親しい友達
はいませんでした。ワードの会員との交流
が非常に難しいことを知り，彼は結局教会
で奉仕する気持ちを失いました。彼の人
生における様々な困難について真剣に語
り合っていたとき，彼はわたしの方に身を

わ

乗り出し，度重なる話し合いの最後の言葉
たしたちは世界的規模のこの集

われるようになり，わたしたちは集会の模

として，こう言ったのです。「ビショップ，

会を思い浮か べるとき，この集

様を見聞きできるようになりました。わた

わたしは短気なんです。わたしはそういう

まりに匹敵するものはどこにも

したちはその 技 術に驚 嘆したものです。

人間なんですよ。」

ないことに気づきます。総大会の神権部

スマートフォンやタブレット，コンピュー

その言葉は，その晩わたしに衝撃を与

会の目的は，わたしたちがどのような人物

ターでインターネットにアクセスする人が誰

え，以来ずっとわたしの脳裏を離れませ

で あ る べ きか を 神 権 者 に 教 えること

でもこの集会のメッセージを受け取ること

ん。この人がひとたび決め込んだら，わた

（ 3 ニーファイ 27：27 参照），そしてその

ができる，今 日 の世界を想像できた人は

したちの誰もが「わたしはそういう人間な

ほとんどいなかったでしょう。

んだ」とひとたび決めつけたら，自分の変

理想に到達するよう鼓舞することです。
わたしが半世紀前にハワイでアロン神

こん にち

しかし，主御自身の声と同じである主の

わる力を放棄したことになります。白旗を

僕 たちの声を（教義と聖約 1：38 参照），

掲げ，武器を捨て，敗北を認め，まさに降

だったとき，わたしたちは集会所に集まり，

このように非常に容易に聴けるようになっ

伏したのも同然で，勝利の可能性を失って

権 者だったとき，またイギリスで宣教 師

しもべ

電 話回線を通じて届く神 権 部会の話を

たことは，わたしたちが進んでその言葉を

しまいます。中にはそれは自分のことでは

（懸命に努力して）聴いたものです。その

受け入れて（教義と聖約 11：21 参照），そ

ないと考える人がいるでしょうが，恐らく

後，指定を受けた教会の建物に巨大な受

れに従わない限り，ほとんど価値がありま

全ての人が，
「わたしはそういう人間なん

信用アンテナが備えられて衛星放送が行

せん。簡単に言えば，総 大会とこの神権

だ」という，少なくとも一つや二つの悪い
癖があります。
さて，わたしたちがこの神権部会に集っ
ているのは，人は将来，現在の自分とは違
う人になることができるからなのです。わ
み

な

たしたちはイエス・キリストの御 名 によっ
て今夜ここに集っています。イエス・キリ
しょくざい

ストの贖 罪 はわたしたち一人一人に，自分
の弱さ，欠点，常用癖が何であろうと，変
わる力を与えてくれるという確信を持って
わたしたちは集っています。自分の過去が
どうであれ，将来はもっと良くなるという
希望を持って集っているのです。
わたしたちが変わろうとして「誠意」を
2 0 1 4 年 5 月 号
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わたしたちがヌル兄弟に会ったのは，彼
の伝道からおよそ 20 年後のことで，彼は
わたしたちを明るく出迎えてくれました。
それは，道路が途切れた所からでこぼこ
の砂利道を下った先にある，彼が妻と 3 人
の子供と一緒に住んでいた 2 部屋のある
家でした。猛烈に暑く，不快な日でした。
じ

彼はまだ歩くのが非常に困難でしたが，自
こ れん びん

己 憐 憫 はありませんでした。彼は地道に
努力を重ねて教師になり，村の子供たちが
学校教育を受けられるようにしていまし
た。わたしたちが彼の質素な住まいに入
ると，彼はすぐにわたしを部屋の隅に連れ
て行き，一つの箱を取り出しました。それ
には彼にとって最も大切な物が入っていま
した。彼はわたしに 1 枚の紙を見てほし
かったのです。それにはこう書かれていま
した。「勇敢で幸せな宣教師，ヌル長 老
に，幸せと祝福がありますように。〔日付〕
1987 年 6 月 25 日，
〔署 名〕 ボ イ ド・K・
パッカー」パッカー長老は，インドを訪れ
て宣教師たちに話をしたそのときに，ヌル
長老に彼の可能性を確認したのです。要
するに，2006 年のその日にヌル兄弟がわ
たしに告げたのは，福音が彼を永遠に変
えたということでした。
もってこの 会に参 加 するとき（モロナイ

社会は彼に，彼の可能性はひどく制限され

ヌル家族へのこの訪問には，伝道部会

み たま

10：4 ），御 霊 はわたしたちの心と思いに

ると教えました。しかし，彼はヤングアダ

長が同行しました。彼はそこでヌル兄弟と

十分に働きかけてくださいます。主は預言

ルトのときに，宣教師に出会いました。宣

その妻と子供たちを面接しました。両親

者ジョセフ・スミスに，
「彼らが ……わた

教師は彼に，この世と来るべき永遠の世

が自身のエンダウメントと結び固め，そし

しを信じる信仰を働かせるならば」と啓

の両方におけるさらに大いなる可能性につ

て子供たちが両親との結び固めを受ける

示を与えられました。信仰が力と行動の原

いて教えました。彼はバプテスマを受け，

ためでした。わたしたちはまた，これらの

則であることを思い出してください。主は

教会員に確認されました。彼はきわめて

儀式のために中国香 港 神殿に旅をする準

こう告げられました。「わたしは，彼らが

大きな展望を持つようになり，メルキゼデ

備が整えられていることをその家族に話し

集まる日にわたしの御霊を注ごう。」
（教義

ク神権を受けて専任宣教師として奉仕す

ました。彼らは長く待ちわびた夢がかなう

と聖約 44：2 ）それが今夜なのです。

るとい う目 標 を 定 め まし た。 そして，

ということで喜びの涙を流しました。

ホン コン

皆さんが自分の問題は克服できないと

1986 年に長老に聖任され，インドで奉仕

神の神権を持つ者には何が期待されて

思うならば，わたしたちが 2006 年にイン

するように召されたのです。歩くことは容

いるでしょうか。わたしたちはなるべき人

ドのハイデラバードの外れにある小さな村

易ではありませんでした。最善を尽くして

物になるために何を変える必要があるで

で出会った一人の男性についてお話ししま

杖 を 2 本使うようにしましたが，度々転び

しょうか。 3 つのことを提案します。

しょう。この人は変わる意欲を模範で示し

ました。しかし，やめるということは選択

ました。アッパ・ラオ・ヌルはインドのい

肢にはありませんでした。立派に献身的

1. 神権を持つ者たるべき人になる必要が

なかで生まれました。彼は 3 歳のときにポ

に伝道すると決意したのです。そして，成

あります。アロン神権を持つ若い男性

リオにかかり，不自由な体になりました。

し遂げました。

であれ，メルキゼデク神権を持つ男性
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つえ

であれ，神権を持つにふさわしい人で

がつかない限り他の人々を気遣わない

しい状態ですべてのことを…… 行うよ

あって霊的に成熟していることを示す

ことが，自分のあるべき姿であってはな

うにしなさい」
（モルモン 9：29）主は

必要があります。聖約を交わしている

りません。救い主はこう述べておられ

力強くこう命じておられます。「わたし

からです。パウロは言っています。「わ

ます。「心をつくし，精神をつくし，思

は，今あなたがたに一つの戒めを与え

たしたちが幼な子であった時には，幼

いをつくして，主なるあなたの神を愛せ

る。自分自身について気をつけ，永遠

な子らしく語り，幼な子らしく感じ，ま

よ。」
（マタイ 22：37 ）そしてさらにこう

の命の言葉を熱心に心に留めるように

た，幼な子らしく考えていた。しかし，

加えられました。「あなたはわたしを

しなさい。」
（教義と聖約 84：43）もし

おとなとなった今は，幼な子らしいこと

愛するならば，わたしに仕え……るべ

何か未解決の罪があって自分がふさわ

を 捨 て てしまった。」
（ 1 コリント 13：

きである。」
（教義と聖約 42：29）利己

しい者となっていなければ，変わる必

11）わたしたちは神権を持っているの

心は神権の責任と対照を成すもので

要があります。

で，他の人とは違っていなければなりま

す。もしもそれが自分の人格の特性で

せん。 傲 慢，高慢，横柄ではなく，謙

あれば，変わる必要があります。

ごう まん

けん

そん

遜，素直，柔和でなければなりません。

「あなたがたはどのような人物であるべ
きか」というイエス・キリストからの問い

神権とその様々な職を受けることは，わ

3. わたしたちはふさわしくある必要があり

かけに対する唯一の完全な返答は，イエ

たしたちにとって意味のあることでな

ます。わたしにはジェフリー・R・ホラ

ス・キリスト御自身が簡潔かつ深遠に述べ

ければなりません。それは特定の年齢

ンド長老のような能力がないかもしれ

られた，
「わたしのようでなければならな
い」というもの で す（ 3 ニーファイ 27：

になったら機械的に行われる形だけの

ません。数年前の神権部会でホランド

「通過儀礼」ではなく，思慮深く交わさ

長老はこう語っています。「わたしは皆

27 ）。「キリストのもとに来て，キリストに

れる神聖な聖約の行為でなければなり

さんの目の前に立ち，鼻と鼻を突き合

よって完 全になりなさい」という招きは

ません。わたしたちはあらゆる行動で

わせ，皆さんのまゆ毛を焦がさんばか

（モロナイ 10：32 ），わたしたちに変わるこ

りの 勢いで 皆さんをたきつけます。」

とを求めるとともに，変わることを期待し

それを示せることを大きな特権と感じ，
深く感謝しなければなりません。神権

（「戦い止むまで」
『リアホナ』2011 年

ています。幸いにも，主はわたしたちをほ

についてそれほどめったに考えないよ

11 月号，45）しかし，愛する兄弟の皆

うってはおかれません。「もし人がわたし

うであれば，変わる必要があります。

さん，世の中で一般に受け入れられて

のもとに来るならば，わたしは彼らに各々

いる慣習が神権におけるわたしたちの

の弱さを示そう。……（その後）わたしは

力をどれほど制限するものであるかを

彼らの弱さを強さに変えよう。」
（エテル

2. わたしたちは仕える必 要があります。

神権を持つことの本質は，他の人々に

自覚する必要があります。どのような

12：27 ）救い主の贖罪に頼れば，わたし

仕えることにより「自分の召しを尊んで

形であれポルノグラフィーや純潔の喪

たちは変わることができるのです。このこ

大いなるものとする」ことです（教義と

失や不正直に興味本位で手を出し，そ

とは確かです。イエス・キリストの御 名 に

聖約 84：33 参照）。妻子に仕えるとい

れが自分と家族に良くない影響を及ぼ

より，アーメン。■

う最も重要な義務を避けること，教会

すことはないと考えるとすれば，わたし

における召しを受け入れないことや積

たちは欺かれています。モロナイはこう

極的に果たさないこと，あるいは都合

述べています。「あなたがたは，ふさわ

み

2 0 1 4 年 5 月 号
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の行いに応じて，またその心の望みに応じ

ランドール・L・リッド

て裁く」
（教義と聖約 137：9 。アルマ 41：
3 も参照）ことを忘れないでください。

選びの世代

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は，次
ひ

ゆ

のように述べています。「比喩的な言い方
ではありますが，実際の意味で，命の書 と
は，自分の体に書き込まれた自分の行い

皆さんはこの時代に主の業に携わるように選ばれました。それは，
皆さんが正しい選択をすることを主が信頼しておられるからです。

の記録のようなものなのです。……すな
わち，あらゆる思い，言葉，行いが人間の
体に〔影響〕を与え，それら全てがその痕
跡を残し，その痕跡は，書物の文字を読む
ように，永遠の神は簡単に読み取ることが

若

できるので す。」
（Mormon Doctrine ，第
い男性の皆さん，皆さんが「選

育っています。そのツールにより，わたした

ばれた世代」であるという話を

ちは幅広く様々な選択ができます。とはい

二版〔 1966 年〕，97 ）
インターネットも，検索とクリックによっ

以前に聞いたことがあるでしょ

え，豊富な選択には，大きな責任が伴いま

て表された皆さんの望みを記録していま

う。それは，偉大な目的のためにこの時

す。インターネットは，この世界に存在す

す。インターネットには，そうした望みをか

代に地上に来るように，神が皆さんを選

る最も良いものと最も悪いものの両方にア

なえることのできる莫大な情報がありま

び備えられたという意味です。わたしは

クセスすることを可能にします。インター

す。インターネットであちこち見て回る間

これが 真 実であることを知っています。

ネットを使って，短時間に偉大なことを成

に，その履歴が残ります。それは，どのよ

しかし今 晩，わたしは皆さんが「選びの

し遂げることもできますし，その反対に，

うな通信をしたか，どのサイトを閲覧した

世代」であるとして話をしたいと思いま

時間を浪費し，皆さんの可能性を摘み取っ

か，どれだけの時間そのサイトにいたか，

す。それはわたしたち個人が，歴史 上か

てしまうようなつまらないことに，際限なく

そして何に興味を持っているかなどです。

つてなかったほどの非常に多くの選択の

捕らわれてしまうこともできます。マウスの

このようにして，インターネットは皆さんの

機会に恵まれているからです。より多くの

ボタンをクリックするだけで，皆さんの心

プロフィールをネット上に作成するのです。

選択は，より多くの機会があることを意味

が望むことには何にでもアクセスすること

それ は，ある意 味では「ネット上の 命 の

します。そして，より多くの機会は，善を

ができます。ここが鍵 です。皆さんの心

書」なのです。実際の生活と同様に，イン

行う機会がより多くあることを意味します

は何を望んでいますか。皆さんは何に引

ターネットは皆さんが求めるものをどんど

が，残念なことに，悪を行う機会もより多

かれていますか。皆さんの望みは皆さんを

ん提供するでしょう。皆さんの望みが清

くあります。驚くほどの数の選択の機会

どこに導いていますか。

ければ，インターネットによってその清さを

かぎ

から，皆さんが正しいことをうまく見極め

神が「彼らの望むままにされること」
（ア

ることを信頼して，神がこの時代に皆さん

ルマ 29：4 ），そして神が「すべての人をそ

を地上に送られたと信じています。
1974 年に，スペンサー・W・キンボー
ル大管長はこう言いました。「わたしは，
主がわたしたち素人にはまったく想像もつ

増し加えることができ，ふさわしい活動に
参加することがより一層簡単になります。
しかし，その逆もまた真実なのです。
このことについて，ニール・A・マックス
ウェル長老は次のように説明しています。
「わたしたちが望み続けていることが，

かなかった発明品を，わたしたちの手に託

やがては，わたしたちそのものとなり，永

すことを強く望んでおられると信じていま

遠にわたってわたしたちが受け継ぐものと

す。」
（“ W h e n t h e Wo r l d W i l l B e

なるでしょう。……

Converted,”Ensign ，1974 年 10 月，10 ）

……望みは，養い育てることによっての

そして，主は確かにそうされました。皆

み，敵ではなく味方になるのです。」
（「わた

さんは，人類の歴史上，善い目的のために

したちの『心の望みに応じて』」
『聖徒の

使うことのできる最も偉 大 なツール の

道』1997 年 1 月号，22 ，24 参照）

一つ，すなわち，インターネットとともに
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若い兄弟の皆さん，望みを養い育てるこ

とに積極的でなければ，この世が皆さん

まよっているようでした。彼は神権を行使

す。何よりも大切なことは，旧約聖書の時

に代わってそれを行うでしょう。この世は

する機会を何回も断りました。彼が伝道

代からトーマス・S・モンソン大管長に至

毎日，皆さんの望みに影響を及ぼし，物を

に出ないことを決めたとはっきり伝えると

るまでの預言者の言葉にアクセスできるこ

買うように誘い，何かをクリックし，イン

彼の両親は落胆しました。わたしの友人

とです。しかし，携帯電話は定期的に充

ターネット上で遊び，何かを視聴し，読むよ

は息子のために熱心に祈り，彼の心が変

電しなければ使えなくなり，皆さんは取り

うに求めています。結局のところ，その選

わることを願っていました。その望みは，

残され，通話もできなくなります。皆さん

択をするのは皆さんなのです。皆さんには

息子が婚約を発表したときに打ち砕かれ

は 1 日たりとも，バッテリーを充電しない

選択の自由があります。それは，皆さんの

ました。この父親は，祝福師の祝福を受

で過ごそうとは考えないでしょう。

望みに働きかけるだけではなく，望みを精

けるように息子に嘆願しました。彼はよう

毎日，携帯電話を完全に充電してから

錬し，聖 め，高める力です。選択の自由に

やく同意しましたが，祝福師の所にはどう

家を出ることが大切なように，霊的に完全

は，自分がなろうとする人になるための力

しても独りで行くと言い張りました。

に充電することは，それよりもはるかに大

きよ

があります。一つ一つの選択が皆さんを

息子は祝福を受けて戻って来たとき，気

切なことです。充電するために携帯電話

神が意図された姿に近づけたり，遠ざけた

持ちが高ぶっていました。彼はガールフレ

をプラグに差し込むときには常に，最も大

りします。 1 回 1 回のクリックが 重 要で

ンドと家の外に出て行きました。父親が

切な霊的な力の源，すなわち，聖霊を通し

す。「この選択により，わたしはどこに行く

窓越しにそっと目をやると，若い二人がお

て霊感を与えてくれる祈りと聖文の研究の

のだろうか」といつも自問してください。

互いの涙を拭いているのが見えました。

ために時間を取っているかを自問するよう

行いの結果に目を向ける能力を身につけて
ください。

後日，息子は何が起こったかを父親に打

にしてくだ さ い（教 義 と 聖 約 11：12 −

ち明けました。祝福を受けている間，前世

14 参照）。そのようにするならば，皆さん

にいる自分を垣間見ることができたと言っ

の行く末を決める，小さくても大切な日々

ように，選択の自由を支配することを欲し

て，胸が熱くなった様子で説明しました。

の選択をするために，主の思いと望みを知

ています。サタンは，それを行う最良の方

彼はキリストに従うようにと，他の霊たち

る助けとなるでしょう。わたしたちの多く

法の一つが，皆さんを常習性のある行動

に非常に雄々しく大きな影響力を及ぼして

は，携帯電話でメールを読むために，どの

のわなにかけることであると知っているの

説いて勧めている自分の姿を見たのでし

ようなことを行っていてもすぐにその手を

です。科学技術が皆さんに力を与えるか，

た。自分がどのような人間であるかを知っ

止めます。 わたしたちは，主からのメッ

または皆さんを奴隷にするかは，皆さんの

て，伝道に出ずにいられるでしょうか。

セージにもっと重きを置くべきではないで

サタンは，皆さんの行く末を左右できる

選択によって決まります。

かい ま

若い男性の皆さん，自分が本当は何者

しょうか。神聖な力の源にアクセスするこ

なのかを忘れないでください。聖なる神権

とを怠るべきではありません（ 2 ニーファ

皆さんが善い望みを育て，科学技術を使う

を持っていることを忘れないでください。

イ 32：3 参照）。

ための道しるべとなる 4 つの原則を紹介

そうすれば，インターネットを使うとき，そ

しましょう。

して人生を通して正しい選択をするように，

選びの世代である皆さんの役に立ち，

皆さんに霊感が与えられるでしょう。
第 1。皆さんが本当に何者であるかを知
ることが決断をより簡単にします。

第 2 。力の源にアクセスする。

第 3 。スマートフォンを持っていても賢く
なりません。しかし，それを賢く使うこと
が大切です。

若い男性の皆さん，スマートフォンで愚

わたしには，非常に個人的な方法でこの

皆さんが手に持つことのできる携帯電

かなことをしないでください。皆さんはそ

真理を学んだ友人がいます。彼の息子は

話を通じて，歴史上の全ての時代から得

の 意 味 が 分 かるでしょう（モ ーサ ヤ 4：

福音の中で育てられましたが，霊的にはさ

られる知恵にアクセスすることができま

29 参照）。数え切れないほどたくさんの
2 0 1 4 年 5 月 号
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方法で，科学技術は，皆さんを最も大切な

ディーター・F・ウークトドルフ管長

ことから気をそらせることができます。昔
からある次の勧告に従ってください。「あ
なたがそこにいるときは，あなたの心もそ
こにあるようにする。」運転しているとき
は，運転する。教室にいるときは，授業に
集中する。友達といるときは，友達に注意
を向ける。皆さんの頭脳は，一度に二つの
ことに集中できません。同時に多くのこと
をしようとするときは，次から次へと焦点
が素早く移動しているのです。このような
古いことわざがあります。「二兎を追う者
は一兎をも得ず。」
第 4 。主は御自身の目的を果たすために
科学技術をお使いになる。

科学技術の神聖な目的は，救いの業を
速めることです。皆さんは選びの世代の
一員として，科学技術を理 解しています。
完成に向かう進歩を加速するように科学
技術を使ってください。たくさん与えられ

回復の業が進む間
ずっと眠っていますか
この神聖な業は非常に大切です。わたしたちが個人として，家族
として，そしてキリストの教会として中途半端な気持ちで行うこと
はできません。

2

00 年近く前，アメリカの短 編小説

「リップ・ヴァン・ウィンクル」が出

知らないジョージ・ワシントン将軍の肖像
画に替わっていました。

版され，たちまち人気作品となりま

リップ・ヴァン・ウィンクルは 20 年 間

ているので，皆さんも与えなければなりま

した。主人公リップは大望を持たない男

眠っていたのです。そしてその間，自国の

せん（「主の恵み，人にも分かたん」
『賛美

で，妻と仕事の二つを避けることに長けて

歴史において最も心躍る一つの時代を見

歌』138 番参照）。皆さんがこれらの 偉

いました。

逃したのです。つまり，アメリカ革命の間

た

大なツールを使って，わたしの世代の人々

ある日，彼が飼い犬とともに山をさまよっ

が決して想像することができなかった方

ていると，風変わりな装いをし，酒を飲ん

1966 年の 5 月，マーティン・ルーサー・

法で福音を分かち合い，主の業を次の段

で遊んでいる一団と出会いました。酒を勧

キング・ジュニア博士は，彼の演 説「革

階に進めることを，主は期待しておられま

められて飲んだ後，リップは眠くなり少し

命 の間 眠らないように」
（“ Don’
t Sleep

す。過去の世代は自分の隣人や自分の町

の間目を閉じました。再び目を開けると，驚

Through the Revolution”） の一例にこ

に影響を与えていましたが，皆さんにはイ

いたことに犬はいなくなっており，銃はさび

の話を使いました。

ンターネットとソーシャルメディアを通じ

つき，ひげが長く伸びていました。

て，国境を越えて，全世界に影響を与える

ずっと眠っていたのです。

1

きょう

今日，わたしはこの同じテーマを採り上

リップは村に戻ると全てが変わっている

げ，神の神権を持つ全ての人に次の質問を

ことに気づきました。妻は亡くなり，友人

したいと思います。皆さんは回復の業が

この教会が主の教会であることを証 し

もいなくなっていました。居酒屋に掛かっ

進む間，ずっと眠っているのですか。

ます。皆さんはこの時代に主の業に携わる

ていた国王ジョージ 3 世の肖像画は，彼の

力があります。

あかし

ように選ばれました。それは，皆さんが正
しい選択をすることを主が信頼しておられ
るからです。皆さんは選びの世代です。イ
み

な

エス・キリストの御名により，アーメン。■
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わたしたちは回復の時代に生きています。

4

ときどき，わたしたちは福音の回復は完

さんに勧めます。もし改善する余地があ

し，
「利益と世の誉れ」 を求めることが

了したもの，つまり，ジョセフ・スミスがモ

るならば，より良い状態になるように変わ

動機の中心となるとき，贖いを実感する経

ルモン書を翻訳し，神権の鍵を受け，教会

るために，何ができるのかをよく考えてみて

験と喜びに満ちた経験を逃すことになりま

が回復されたという，既に過去に起きたも

ください。

す。そのような経験は，主の業のために惜

のとして考えます。しかし実際は，回復は
現在も進行過程にあり，わたしたちは今ま

あがな

しみなく自分をささげることによりもたら
利己心

されるのです。

さにその中で生きているのです。その過程

まずは，利己心です。

には，
「神がこれまでに啓示されたすべての

利己的な人は他の何よりも自分にとって

こと，神が今啓示されるすべてのこと」
，お

関心のあることや楽しいことを求めます。

よび神がこれからも啓示される「多くの偉

利己的な人にとって重要なことは，
「これ

「だれでもわたしについてきたいと思う

大で重要なこと」が含まれます。 兄弟の皆

は自分にとってどんな得になるだろうか」

なら，自分を捨て，自分の十字 架を負う

さん，今日の心躍る発展は，昔から預言さ

ということなのです。

て，わたしに従ってきなさい。

2

こん にち

対処法は何でしょうか。
答えは，いつものようにキリストの言葉
の中にあります。

れていた備えの時期，すなわちわたしたち

兄弟の皆さん，このような態度は神の王

自分の命を救おうと思う者はそれを失

の救い主イエス・キリストの栄えある再臨

国を築くために必要な精神と明らかに反

い，わたしのため，また福音のために，自分

で終結する備えの時期の一部なのです。

対のものであることが，きっと皆さんは分

の命を失う者は，それを救うであろう。」

今は世界の歴史の中でも屈指の驚くべき

かるでしょう。

5

はら から

自分の生活を救い主，神，そして同胞に

時代です。古代の預言者たちはわたした

人々への奉仕よりも自分の必要を満た

心からささげる人は，利己的な人や傲慢な

ちの時代を見るのを待ち望んでいました。

すことを求めるとき，わたしたちは自分自

人には決して経験できない豊かさと充実

わたしたちは死すべき生涯を終えると

身が認められることや自分自身の楽しみ

感を人生において見いだすでしょう。利

に優先順位を置くことになります。

己心のない行いは見返りを求めないで行

き，この重要な時代に対して，また主の業
を推し進めることに対して，どのような貢献

過去の世代の人々は，様々な形の虚栄

うものです。それは，笑顔，握手，抱 擁，

をしたかを話すことができるでしょうか。

心や自己陶酔と苦闘しましたが，今日のわ

時間を取って耳を傾けること，優しい励ま

袖をまくり，心と，勢力と，思いと，力を尽く

たしたちは過去の世代以上に，そのような

しの言葉，あるいは思いやりを示す行為と

して働いたと言えるでしょうか。あるいは，

思いと闘っていると思います。最近，オッ

いった，小さくとも長く大きな影響を残す

人生のほとんどを傍観者として過ごしたと

クスフォード 辞 典（ Oxford Dictionary）

慈愛のこもった行いです。これらの親切

認めなければならないでしょうか。

がその年のキーワードとして「自分撮り」

な行為は全て，人々の心と人生を変えるこ

を表す“ selfie ”
という言葉を発表したのは

とができるものです。伴侶や家族をはじ

単なる偶然でしょうか。3

め，同胞を愛し仕える無数の機会を生かす

神の王国を築くことに関して，なぜ少し
眠くなるかについては様々な理由があると
思います。 3 つの主な理由を述べたいと

生来，わたしたちは皆認められたいとい

思います。わたしがそれらを話すとき，自

う願望があります。また，リラックスして楽

分に当てはまらないか深く考えるように皆

しむことに何の問題もありません。しか

とき，神を愛し人々に仕えるわたしたちの
能力は大きく増すことでしょう。
人々に仕える人は，回復の業の進む間
2 0 1 4 年 5 月 号
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ずっと眠り続けることはありません。

の永遠の神権を持っているのです。わた

種類のすぐれた飛行機の操縦席に再び座

したちは確かにいと高き神の息子であり，

るのはすばらしい経験でした。海や大陸

言葉では表せない可能性が与えられてい

を渡ったフライトの思い出がわたしの心と

ます。天高く昇るように作られています。

思いを満たしました。世界中の空港で経

ちを眠らせてしまうもう一つの要因は依存

この世的な願望のために神から与えられ

験した胸のすくような離着陸の瞬間に思い

症です。

た可能性が制限されたり，人が生み出した

を巡らせました。

依存症

世界にとってこの重要な時期にわたした

依存症はしばしば気づかないうちに始
まります。繰り返される小さな行いがやが

依存症のとりこになったりするよう意図さ
れてはいません。

ほとんど無意識のうちに，わたしは手を
ボーイング 747 の 4 つのスロットルレバー

ては人を支配する習癖となるのです。悪い

対処法は何でしょうか。

に置いていました。ちょうどそのとき，背

習癖はわたしたちを消耗させてしまう依存

最初に理解しなければならないことは，

後からトーマス・S・モンソン大管長の愛

症になる可能性を持っています。

依存症は治療するよりも避ける方がはるか

する間違えようのない声が聞こえました。

わたしたちを束縛する依存症という鎖

に簡単であるということです。救い主は次

「ディーター，飛ばそうなんて考えないで

は，ポルノグラフィー，酒，性行為，薬物，タ

のように言われました。「これらのことを

バコ，ギャンブル，食物，仕事，インターネッ

決して心の中に入れないように……。」6

くださいね。」
わたしは何かをしようとは思っていませ

ト，バーチャルリアリティといったように

何年か前に，トーマス・S・モンソン大

んでしたが，モンソン大管長はただわたし

様々な形態になり得ます。わたしたちの共

管長とわたしは合衆国大統領を乗せるす

の考えていることを読み取ったのかもしれ

通の敵サタンは得意な手段をたくさん持っ

ばらしい飛行機エアフォースワンの見学に

ません

ていて，それを使ってわたしたちが主の王

招待されました。シークレットサービスに

すべきでないことを行うように誘惑を受

国で使命を果たすために神から授かった

よる厳重なセキュリティチェックがありまし

けるとき，信頼する家族や友人，愛する預

能力を奪うのです。

た。担当者が搭乗前に預言者のセキュリ

言者，そして常に救い主の愛にあふれる

ティチェックをしているとき，わたしは少し

警告の言葉に耳を傾けましょう。

天の御父は，御自分の高貴な息子たち
の一部が，破滅をもたらす依存症の鎖にい
かに進んで縛られるのかを見て悲しんで
おられます。
兄弟の皆さん，わたしたちは全能の神
60
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ほほえみかけました。
その後，その場を指揮していたパイロッ
トがわたしを機長席に座らせてくれまし
た。自分が長年操縦してきたものと同じ

依存症への最良の防御は決して始めな
いことです。
では，依存症に陥ってしまった人はどう
すればよいでしょうか。

まず初めに，希望があることを知ってく

ことで誉れあることかもしれませんが，わ

復の業が進む間ずっと眠り続けることはあ

ださい。愛する人々，教会の指導者，訓練

たしたちにとって優先順位の最も高いこと

りません。

を受けたカウンセラーの助けを求めてくだ

を行うための時間とエネルギーが残ってい

さい。教会は，地元の教会指 導 者，イン

るでしょうか。

目を覚ますようにという呼びかけ

ターネット 7 ，および地域によっては LDS

対処法は何でしょうか。

ファミリーサービスを通して，依存症から

繰り返しますが，それは救い主の言葉の

立ち直るための援助を提供しています。
救い主の助けがあれば，依存症を克服
できることを常に忘れないでください。長
く険しい道かもしれませんが，主は決して
皆さんを見捨てたりなさいません。主は皆
さんを愛しておられます。イエス・キリスト
は，皆さんが変わり，罪の縄目から解き放
たれるために，贖いの苦しみを受けられた
のです。

使徒パウロは次のように書いています。

中にあります。

「眠っている者よ，起きなさい。死人のな
かから，立ち上がりなさい。そうすれば，

「『心をつくし，精神をつくし，思いをつ
くして，主なるあなたの神を愛せよ。』
これがいちばん大切な，第一のいましめ
である。

てら

キリストがあなたを照すであろう。」9
わたしの愛する友人の皆さん，皆さんは
光の息子であることを知ってください。
利己心を持たないでください。依存症

第二もこれと同様である，
『自分を愛す
8

るようにあなたの隣り人を愛せよ。』」

につながる習慣に陥らないでください。競
合する優先順位によって，祝福された弟子

人生において，他の事柄がこの二つの優

としての務めや気高い神権の奉仕に無関

先事項よりも高くなるべきではありません。

心になったり，疎遠になったりすることの

最も大切なことは努力し続けることで

教会の奉仕でさえも，弟子としての心や

す。成功するまでに何度も試みなければ

中身のないまま，あまり考えもせずに物事

この神聖な業は非常に大切です。わた

ならないこともときどきあります。あきら

を行って，いたずらに時間を費やしてしま

したちが個人として，家族として，そしてキ

めないでください。信仰を失わないでくだ

うことがあります。

リストの教会として中途半端な気持ちで行

ないようにしてください。

さい。心を主に近く保ってください。そう

兄弟の皆さん，わたしたちは神権を持つ

すれば，主は罪から解き放つ力を与えてく

者として，神と隣人を愛する民になる決意

イエス・キリストの弟子であるというこ

ださるでしょう。主があなたを自由にされ

をしています。そして，言葉と行いを通し

とは，週に 1 度あるいは 1 日に 1 度 努力

るのです。

て進んでその愛を示します。それがイエ

すればよいようなことではありません。そ

ス・キリストの弟子としてわたしたちがあ

れはわたしたちが常に行うものです。

愛する兄弟の皆さん，依存症につながる
習慣を常に遠ざけてください。そのような
習慣から遠ざかる人は，神に仕えることに

るべき本来の姿です。
これらの原則に従って生活する人は，回

うことはできません。

主の真の神権者に対する主の約束はあ
まりにも大きいので，全てを理解すること

心と勢力と思いと力を尽くすことができる
ようになります。
彼らは回復の業が進む間ずっと眠り続
けることはありません。
競合する優先順位

この業に十分に携われないようにする
3 番目の障害は，わたしたちが数多くの競
合 する優 先事 項を抱えていることです。
中にはあまりにも忙しく，自分はまるで仕
事を教え込まれたたくさんの動物に引か
れる荷車のようだと感じる人もいるでしょ
う。しかも，ばらばらの方向に引っ張られ
ています。一生懸命やっても，荷車はどこ
にも行けません。
わたしたちは趣味やスポーツ，仕事，地
域社会や政治的な問題に最大の努力を払
うことがよくあります。これはすべて良い
2 0 1 4 年 5 月 号
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はできません。

ヘンリー・B・アイリング管長

アロン神権とメルキゼデク神権に忠実
であって，自分の召しを尊んで大いなるも
み たま

きよ

のとする人は，
「御 霊 により聖 められてそ
の体が更新される」のです。それゆえ，わ
たしたちの御父が持っておられる全てが，
10

与えられるでしょう。

イエス・キリストの贖いの清めの力と，
いや

人を変える聖霊の力は，人を癒し，救助す
あかし

ることができることを証します。救い主の
呼びかけに耳を傾け，喜び勇んで，十分に
固い決意をもって救い主に従うことはわた

神権を持つ者
皆さんは偉大な模範になることも，平均的な人物になることも，悪
い見本になることもできます。それは皆さんにとっては大して重要
ではないと思うかもしれませんが，主にとっては重要なのです。

したちの特権であり，神聖な義務であり，
喜びです。「〔わたしたち〕を縛っている
鎖を振り払い，暗闇を抜け出て，地から立
11

ち上がり」ましょう。

わ

たしたちには皆ヒーローがいま

ニューヨーク・ヤンキースでプレーした

す。 若 いときは特にそうで す。

ジョー・ディマジオが，わたしの野 球の

わ たし は，アメリカ 合 衆 国 の

ヒーローとなりました。わたしたちの家に

な いようにしましょう。 わ たし たち は

ニュージャージー州プリンストンという町

隣接していた学校のグラウンドで兄たちや

「一つの大いなる業の基を据えつつある」

で生まれ，大きくなりました。わたしたち

友人たちが野球をしていると，わたしも自

からです。 すなわち，救い主の再臨に備

の住んでいた町の近くにある最も有名な

分なりに考えたジョー・ディマジオばりの

えているのです。兄弟の皆さん，美しく力

スポーツチームは，本拠 地がニューヨー

バットスイングをしてみたものでした。当

ある回復された真理に対する証人として，

ク・シティーにありました。 遠い昔のこ

時はまだテレビのなかった時代（これは大

わたしたちが模範の光を輝かせるとき，わ

と，その当時ニューヨーク・シティーは，

昔のことですが ）でしたから，スイングの

たしたちは回復の業が進む間ずっと眠り

プロ野 球の 3 球 団，つまり，ブルックリ

まねをするにしても，新聞から切り抜いた

続けることはありません。わたしはこのこ

ン・ドジャースとニューヨーク・ジャイア

写真だけが頼りだったのです。

とを証し，皆さんにわたしの祝福を残しま

ンツ，そしてニューヨーク・ヤンキースの

大きくなったころ，父 がわたしをヤン

す。主イエス・キリストの聖なる御 名 によ

本拠地だったのです。わたしたちの家か

キー・スタジアムに連れて行ってくれたこ

り，アーメン。■

らはフィラデルフィアの方が近く，そこは

とがあります。 それが，わたしにとって

アスレチックスとフィリーズという球団の

ジョー・ディマジオのプレーを実際に見た

本拠地でした。こうしたチームの中には，

唯 一の機 会でした。 わたしの心の中で

わたしにとってヒーローになりそうな可能

は，まるでまだその場所にいるかのよう

性を持った選手がたくさんいました。

に，ディマジオがバットを振り，やがてその

目を覚まして，善を行うことに疲れ果て

12

み

な
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白球がセンターのスタンドへと飛び込んで

とを，わたしは今でも覚えています。以来，

均的な人物になることも，悪い見本になる

いく様子を思い浮かべることができます。

わたしは神の僕 にふさわしい賛辞を贈る

こともできます。それは皆さんにとっては

さて，わたしの野球の腕前は，当時のわ

ときには，いつも彼のような人物でありた

大して重要ではないと思うかもしれません

いと努めてきました。

が，主にとっては重要なのです。

たしのヒーローたちのようになることは決

しもべ

してありませんでした。しかし，何度か上

教会のその小さな支部にはもう一人の

手に打てたときには，できるだけディマジ

ヒーローがいました。彼は合衆国の海兵

「あなたがたは，世の光である。山の上

オの力強いスイングのまねをしていました。

隊員で，集会にはいつも海兵隊の緑色の軍

また，あかりをつけて，それを枡 の下に

にある町は隠れることができない。
ます

わたしたちは，ヒーローを選ぶと，意識

服を着て参加していました。当時は戦争

おく者はいない。むしろ燭台の上におい

をしていようがいまいが，そのヒーローた

中だったため，それだけでも彼はわたしの

て，家の中のすべてのものを照らさせるの

ちの一番優れた部分のまねをするようにな

ヒーローでした。彼はさらに教育を受ける

である。

ります。

ために，海兵隊からプリンストン大学へ内

そのように，あなたがたの光を人々の前

幸いなことに，思慮深かったわたしの両

地留学をしていました。しかし，彼の軍服

に輝かし，そして，人々があなたがたのよ

親は，わたしが 子 供のころ，偉 大なヒー

姿を見るよりもずっと多く，わたしは彼がプ

いおこないを見て，天にいますあなたがた

ローたちを身近に置いてくれました。わた

リンストン大学のアメリカン・フットボール

の父をあがめるようにしなさい。」

しの野球のヒーローの活躍を見るために

のチームのキャプテンとしてパーマー・スタ

わたしは，これまで奉仕の機会に恵ま

父がわたしをヤンキー・スタジアムへ連れ

ジアムでプレーするのを見ました。わたし

れた定員会において，偉大な神権者の模

て行ってくれたのは，たった 1 回だけでし

は彼が大学のバスケットボールのチームで

範によって祝福を受けてきました。そのよ

たが，毎 週日曜になると，父はわたしに

プレーをしたのを見たこともありますし，野

うな人々がわたしのためにしてくれたこと

ヒーローとなる神権者を見せてくれたので

球チームでは花形キャッチャーとしてプ

を，他の人々が見習う模範になることによ

す。そのヒーローがわたしの生涯を形作っ

レーしていた様子も見ました。

り，皆さんも行うことができます。

てくれました。父は，我が 家が集会所と

1

そしてさらに，その週，彼は我が家へ来

わたしはこれまで，わたしのヒーローに

なっていた小さな支部の支部会長でした。

てくれて，バスケットボールのシュートを左

なってくれた神権者に共通する 3 つの特徴

ところで，日曜日の朝，我が家の 1 階に下

手と右手のどちらでもする方法を見せてく

を観察してきました。一つは，祈りの方式

りると，そこは教会でした。わたしたちの

れました。彼は，君はいつか良いチームで

です。 2 番目は奉仕の習慣，そして 3 番目

支部は出席者数が 30 人を超えたことはあ

バスケットをすることになるのだから，この

は正直でいようとする不動の決意です。

りませんでした。

テクニックは必要だよ，と言ってくれまし

わたしたちは皆祈りますが，皆さんが目

た。当時のわたしがそれを実現すること

標とする神権者はしばしば，かつ誠意を

まで自分の車に母親を乗せて来る一人の

集会に出席するために，いつも我が家

はありませんでしたが，何年にもわたって，

もって祈ります。夜には，ひざまずいて，そ

青年がいました。しかし，その青年は決し

彼はわたしにとって，真の神権者の模範

の日受けた祝福を神に感謝します。両親の

て家の中まで入りませんでした。会員では

だったのです。

ことを，教師のことを，従うべき偉大な模範

なかったのです。外に出て，その青年が

皆さん一人一人も，そう望んでいるかど

を示してくれた人のことを，神に感謝しま

車を止めた所まで行って，我が家の中まで

うかにかかわりなく，神権を持つ者の模範

す。祈りの中で，その日，誰がどのように自

招き入れるのに成功したのは，父でした。

となります。皆さんは神権を受けたとき

分の人生に祝福をもたらしてくれたかにつ

彼はバプテスマを受け，わたしにとって最

に，その明かりに火がともされました。主

いて，具体的に述べます。そのような祈り

初で唯一のアロン神権指導者となりまし

が皆さんを燭 台の上に置かれて，皆さんの

は数分ではできませんし，ちょっと考える

た。彼はわたしにとって神権者のヒーロー

周囲にいるあらゆる人々のために道を明る

だけではできません。そのような祈りは皆

になったのです。一人の未亡人のために

く照らすようにされたのです。とりわけ，神

さんを驚くほど変えることになります。

薪 を作ろうというプロジェクトをやり終え

権定員会に所属する者にはそれが言えま

赦しを求めて祈るときには，自分が人を

たとき，彼は御褒美に木製の像をくれたこ

す。皆さんは偉大な模範になることも，平

赦していることに気づきます。神の優しさ

まき

しょくだい

ゆる
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りたいという決意がさらに強まります。自
分のものではないものを持ち去ることの重
さに気づくようになります。自分の雇用主
に対してもっと正直になろうとします。時
間を守り，主から託されて，あなたが行う
と約束した仕事を完成させたいという決
意も強まります。
ホームティーチャーが来てくれるだろうか
と半信半疑になるのではなく，皆さんが教
えるよう割り当てられた家族の子供たち
は，皆さんの訪問を首を長くして待ち望むよ
うになります。わたしの子供たちはそのよ
うな祝福を受けてきました。子供たちが大
きくなるのに応じて，神権者のヒーローたち
に感謝するとき，あなたの優しさを必要と

神殿で朝早く，そして夜遅くまで奉仕を

の助けがあって，子供たちは主のために働

している人々のことを，名前を挙げて，考え

する人々の表情に，疲労感よりむしろ幸福

くという計画を立てることができたのです。

ます。再度申し上げますが，そのような経

感の方がにじみ出ているのを見るとき，そ

そして，その祝福された模範は今や第 3 世

験は毎日驚きをもたらし，やがて皆さんを

のような神権の無私の奉仕には，この世の

代へと受け継がれているところです。

変えてくれることでしょう。

生涯でも大いなる報いがあることを，わた

わたしのメッセージはまた，感謝のメッ

皆さんに約束します。そのような熱烈な

しは知っています。しかし，それは，霊界

祈りによってもたらされる変化の一つは，

にあって彼らの奉仕を受け入れる人々とと

わたしは皆さんの祈りに感謝していま

自分が神の子であると真に実感するよう

もにあずかる喜びと比べると，ほんの小さ

す。自分では全ての答えを持っているわ

になることです。自分が神の子であること

な喜びにすぎないのです。

けではないということを認めて，ひざまず

が分かると，自分が神から多くのことを期

セージでもあります。

わたしは，同じような幸福感に満ちた表

いて祈る皆さんに感謝します。皆さんは天

待されていることも分かるようになります。

情を，神の王国に属していることからもた

の神に祈り，感謝を伝え，自分の生活や家

皆さんは神の子ですから，神から，神の教

らされる祝福について他の人たちに語って

族に祝福を下さるよう願い求めます。他の

えと愛する御子イエス・キリストの教えに

いる人々の中にも見てきました。わたしの

人々に対する皆さんの奉仕に感謝してい

従うよう期待されています。神は皆さんが

知っているある支部会長は，ほとんど毎日

ます。また，その奉仕を皆さんが人に認め

人々に対して寛大で親切になることを期待

のように人々を宣教師に紹介して，教えて

てもらうためではなく行ってくださっている

しておられます。もし皆さんが 高慢にな

もらっています。ほんの数か月前まで，彼

ことに感謝しています。

り，自己中心的になると，神は失望されま

自身も教会員ではありませんでした。しか

わたしたちは，自分の奉仕に対して世の

す。神は皆さんが，自分のことよりも他の

し今では彼のおかげで，宣教師も派遣さ

称賛を求めるなら，さらに大きな祝福を

人々に対して関心を注ぎたいという願望を

れ，支部も，数のうえでも力のうえでも成長

失ってしまうかもしれないという主の警告

持てるように祝福してくださいます。

を続けています。しかし，それ以上に，彼

を受け入れています。皆さんは次の言葉を

皆さんの中には，既に神権の無私の奉

が他の人々にとって光となり，彼らも口を開

忘れないでしょう。

仕の模範となっている人もいます。世界中

くようになり，そのために，天の御父の子

「自分の義を，見られるために人の前で

の神殿では，神権者が日の出前にやって来

供たちを集める主の御 業 も速められてい

行わないように，注意しなさい。もし，そう

ます。中には日没後もずっと奉仕をする人

るのです。

しないと，天にいますあなたがたの父から

み わざ

もいます。この世では，そのように時間や

皆さんが祈り，人のために奉仕をすると

労力を犠牲にしても，認知されることも名

き，自分が神の子であるという皆さんの知

だから，施しをする時には，偽善者たち

声を得ることもありません。わたし自身

識と神への思いは増すでしょう。いかなる

が人にほめられるため会堂や町の中です

も，自分で神殿の祝福にあずかることはで

形であれ，もし不正直になれば主が悲しま

るように，自分の前でラッパを吹きならす

きない霊界にいる人々のために若い人々が

れるということをさらに深く知るようになり

な。よく言っておくが，彼らはその報いを

奉仕をするのに同行したことがあります。

ます。また，神や人々と交わした約束を守

受けてしまっている。
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報いを受けることがないであろう。

あなたは施しをする場合，右の手のして
いることを左の手に知らせるな。
それは，あなたのする施しが隠れている

人に祝福をもたらしたいと願う皆さんに対

すこと，これがわたしの業であり，わたし

するわたしの勧告は，神のみ御存じの皆さ

の栄光である。』」

3

んの生活に関わるものです。

わたしたちはその御業を助けるために

ためである。すると，隠れた事を見ておら

神に祈ってください。自分の生活にもた

存在しています。わたしたち一人一人が違

れるあなたの父は，報いてくださるであろ

らされるあらゆる良いことについて神に感

いを生み出すことができます。わたしたち

2

う。」

謝しましょう。どの人があなたが奉仕する

は，この神聖な御業を果たす終わりの日に

偉大な神権者としてわたしの模範になっ

べく神が託してくださった人なのか分かる

あって，時も場所も備えられて来ています。

てくれた人々は，自分にはそのようなヒー

ように，神に尋ね求めてください。あなた

わたしたちは皆，恵まれて，この地上で過

ロー的な資質があったなどとは簡単には

が神の助けを受けて，その奉仕をすること

ごす間にその御業を最も重要な目的とし

認めません。実際，そういう人々は，わた

ができるよう，神に祈り求めてください。自

た人々の模範が与えられているのです。

しが賛美するような資質にわざわざ目を向

分が赦すことができるよう，そして赦される

わたしたちが互いに高め合って，その機

けないように思えます。先ほど，わたしの

よう，祈ってください。そして，人のために

会にあずかることができるよう，祈ってい

父はニュージャージー州の教会の小さな

奉仕をし，人を愛し，人を赦してください。

ます。

支部の忠実な支部会長であったと申し上

何にも増して，あなたの行うあらゆる奉

父なる神は生きておられ，神によく仕え

げました。父は後に，教会の日曜学校中

仕の中で，人々が永遠の命への道を選ぶ

るために必要な助けを求めて祈る皆さん

央管理会の一員となっています。それで

ことができるよう助けること以上に偉大な

の祈りに応えてくださいます。イエス・キリ

も，わたしは今日は注意して，父の神権の

奉仕はないということを忘れないでくださ

ストは復活なさった主です。この教会は

奉仕について控え目に語ろうと思っていま

い。神は，神権の活用の仕方について，そ

主の教会です。皆さんの持つ神権は，神

す。 実 際，父はそのように控え目な人物

の壮大な指示をわたしたちにお与えになり

の子供たちに仕える御業において神の御

だったからです。

ました。神はその完全な模範です。次に

名によって行動する力です。皆さんがこの

挙げるのは，この世で最も優れた神の僕

御業のために全身全霊をささげるなら，神

たちに垣間見ることができる例です。

は皆さんを尊んで大いなるものとしてくだ

きょう

わたしの子供時代のヒーローであったあ
の海兵隊員についても同じことが言えます。
彼はわたしに，彼の神権の奉仕や，彼の業
ひと こと

かい ま

「そこで，主なる神はモーセに言われた。

績については，一 言 も言いませんでした。

『もろもろの天は数多く，人には数えること

彼はただ奉仕をしました。彼がどれほど忠

ができない。しかし，わたしには数えられて

実であったかは，他の人から聞いて知りま

いる。それらはわたしのものだからである。

した。もし彼が自分の中にそのような資質

一つの地球とその天が過ぎ去ると，まこ

があると感じていたら，わたしはここで彼

とに別のものが生じる。わたしの業にもわ

の話をすることはできなかったでしょう。

たしの言葉にも，終わりがないのである。

ですから，自分の持つ神権を行使して

み

な

さいます。以上のことをわたしたちの救い
主であるイエス・キリストの御名によって
約束します，アーメン。■
注
1. マタイ 5：14 － 16
2. マタイ 6：1 － 4
3. モーセ 1：3 7 － 3 9

見よ，人の不死不滅と永遠の命をもたら
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る可能性のある決断を絶えず行う必要に

トーマス・S・モンソン大管長

迫られています。正しい決断をするために

強く，また雄々しくあれ
わたしたち皆が世間に迎合しない勇気，原則を守る勇気を持ちま
しょう。

は勇気が必要です。断るべきときに「いい
え 」と言う勇気，
「はい」と言うのが適切
なときには「はい」と言う勇気，正しいと
分かっていたら，それを行う勇気が必要で
す。

こん にち

今 日 の社会は，主が与えられた価値と
原則から急速に離れる傾向にあるため，
わたしたちはほぼ間違いなく，自分が信じ
ていることを擁護するように求められるで
しょう。わたしたちには，そうする勇気が

愛

あるでしょうか。
する兄弟の皆さん，皆さんととも

ほぼ無限の機会に恵まれていますが，多く

大管長会の一員として長い間奉仕した

にこの場に集えるのは何とすば

の課題にも直面しています。その幾つか

J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長は

らしいことでしょう。皆さんに

はこの時代に特有なものです。

次のように言っています。「信仰があると

話をするこの機会に天の助けがあるよう

現代の世の中では，道徳的な価値がほ

思っている人が，自分の信仰を全て表明す

とんどないがしろにされ，罪が目に余るほ

ることによって信仰心のない同僚にあざ笑

何千もの神権者がこのカンファレンスセ

どあらわになり，わたしたちは，細くて狭

われるかもしれないと思い，信仰を曲げた

ンターだけでなく，世界各地の礼拝堂やそ

い道からそれさせようとする誘惑に囲まれ

り弱めたり，信仰の価値を損ねたり，ひいて

の他の場所に集まっています。わたしたち

ています。道徳にかなったものを打ち壊

は信仰を否定するふりさえすることがありま

には互いに共通するものがあります。それ

す，この世の浅はかな理論と慣習にすり替

す。そのような人は偽善者なのです。
」 誰

は，神の神権を持つように委ねられている

えようとする圧力と狡猾な影響力にわたし

もそのようなレッテルを貼られることを望

ということです。

たちは絶えず直面しています。

んではいませんが，場合によっては，自分

に祈ります。

こうかつ

わたしたちは，歴史上注目に値する時代

こうした多くの課題に直面しているた

にこの地球に住んでいます。わたしたちは

め，わたしたちは，自らの行く末を左右す

1

の信仰を表明することにためらいを感じる
ことはないでしょうか。
もしわたしたちがふさわしい場所にい
て，思いが善へ向かうような影響を受け，
み たま

主の御霊がともにおられるような活動に参
加するなら，正しいことを行う望みを持つ
うえで，自分自身の助けとなります。
少し前に，進学のために家を離れる息
子に父親が与えた次の勧告について読ん
だことを思い出します。「自分がいるべき
ではない場所にいると感じたら，そこから
出なさい！」皆さん一人一人に同じ助言を
します。「自分がいるべきではない場所に
いると感じたら，そこから出てください！」
わたしたちは皆，絶えず勇気を持つ必要
があります。日々の生活には勇気が必要
です。それは非常に重要なときだけではな
く，わたしたちを取り巻く状況に対して決
断したり対応したりするときに，より頻繁
に必要となります。スコットランドの詩人で
66
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あり小説家であったロバート・ルイス・ス

軍に従事していたとき，勇敢な行い，武勇

と，つい数時間前に非常に霊的な話をした

ティーブンソンは言っています。「日常の

の実例，勇気の模範を見ました。 18 歳の

この同じ若い男性の姿を見ました。しか

勇気は，ほとんど人の目に留まることはな

水兵の静かな勇気を決して忘れることが

し，そのときの姿は，先ほどとはまったく異

いが，人からの励ましや称賛の言葉を受け

できません。彼は末日聖徒ではありません

なっていました。うす汚れた服装で歩道

2

なくても，その勇気は高貴なものである。
」

でしたが，祈ることを恐れず，250 人の部

を歩き，たばこを吸っていたのです。この

勇気は様々な形で現れます。クリスチャ

隊の中でただ一人，ベッドの横にひざまず

夫婦は，非常に落胆し，悲しくなっただけ

ンで作家のチャールズ・スウィンドルはこ

いて毎日祈りをささげていました。時に

でなく，聖餐会で非常に強い確信をもって

う記しています。「勇気は戦場に限られる

は，信仰心のない隊員からあざけられるこ

証をした人が，その直後に，どうしてまった

ものでもなければ，あるいは家に押し入っ

ともありましたが，頭を垂れて神に祈りま

くの別人になるのか，理解することができ

た泥棒を勇敢に取り押さえることだけに限

した。彼は決してたじろぎませんでした。

ませんでした。

られるものでもない。勇気の本当の試金

勇気を持っていたのです。

石は，もっと目立たないところにあるのだ。

兄弟の皆さん，皆さんはどこにいても，

つい先ごろ，このような心の勇気が明ら

何をしていても，同じ人物ですか。天の御

それは，誰も見ていなくても忠実さを保

かに欠けていると思われる例を耳にしまし

父がこうあってほしいと望んでおられる人

つ，…… 理 解され なくても信念を貫くと

た。友人の一人が，夫とともに自分のワー

物ですか。こうあるべきだと自分が思って

いった，内なる心の試しなのだ。」3 この言

ドの霊的な聖 餐 会に出席し，信仰を高め

いる人物ですか。

葉にわたしはさらにこう付け加えたいと思

られたことについて話してくれました。ア

います。このような内なる勇気とは，恐れ

ロン神権の祭司の職を持つ若い男性が，

のバスケットボール選手であるジャバリ・

を感じるときでも正しいことを行い，人か

福音が真実であること，戒めを守ることの

パーカーは，アメリカ全国版の雑誌のイン

らあざけられると分かっていても信仰を擁

喜びについて話をしたとき，出席していた

タビューで，父親から受けた最高の助言は

護し，友人や社会的な地位を失う恐れが

全員が心を打たれました。彼は白いシャツ

何かという質問についてこう答えました。

あるときでさえ信念を貫くことです。確固

にネクタイを締めて，清潔できちんとした

「〔父は〕明るい所にいても，暗い所にいて

として正しいことを擁護するには，時とし

身なりで壇上に立ち，心を込めて感動的

も，まったく同じ人物でありなさいと言いま

て人から拒絶されたり，嫌われることも覚

な証を述べました。

した。」4 兄弟の皆さん，これはわたしたち

悟しなければなりません。
第二次世界大戦中，アメリカ合衆国の海

せい さん

あかし

その日，しばらくたってから，この夫婦
が近所から離れた場所を車で走っている

末日聖徒であり，有名なアメリカ NCAA

全てにとって大切な助言です。
聖文は，わたしたち一人一人が今日必要
2 0 1 4 年 5 月 号
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る 夜のことについてこう記して います。
「わたしたちは真夜中過ぎまで，寝たふり
をして横になっていた。何時間もの間，番
ひ わい

兵が口にする卑 猥 な冗談や聞くに耐えな
ぼう とく

い汚い言葉，恐ろしい冒 瀆 の言葉 ，下品
な話に耳も心も苦痛にさいなまれた。」
プラット長老はこう続けています。
「聞いているうちに，強い不快感と，憤り
と，嫌悪感を覚えた。義憤がこみ上げて
きて，立ち上がって番兵どもを叱責せずに
はいられなくなった。すぐ隣にはジョセフ
がいて，彼が目を覚ましているのを知って
いたが，わたしはジョセフにも，他の誰に
も，何も言わなかった。突然，ジョセフが
立ち上がり，雷鳴のとどろきか，ライオンの
お たけ

雄 叫 びのような声で，わたしの覚えている
限り次のように言った。

み

な

『黙れ 。……イエス・キリストの御名に
よっておまえたちを叱責し，口をつぐむよ
うに命じる。もう一刻たりともそのような
言葉を聞いてはいられない。そのような話
をやめよ。さもなければおまえたちかわた
しのどちらかが，今 すぐ死ぬことになる
ぞ。』」
プラット長老が記しているように，ジョ
セフはものすごい威厳をもって，立ちまし
た。彼は鎖につながれ，武器も持ってはい
ませんでしたが，冷静で威厳にあふれてい
ました。部屋の隅に後ずさりし縮こまった
り，ジョセフの足元にうずくまったりしてお
びえる番兵をジョセフは見下ろしました。
とする勇気の模範に満ちています。預言

おそらく，これらの聖文の話はモロナイ

者ダニエルは，祈ったら殺すと脅されたと

の模範で締めくくることができるでしょう。

きでさえ，祈る勇気を示し，正しいと知っ

モロナイも最後まで義を守る勇気を持って

ていることを擁護するために非常に大きな

いました。8

勇気を示しました。5

預言者ジョセフ・スミスは，生涯を通じ

アビナダイも勇気ある人でした。彼は，

て，勇気の模範を数多く示しました。預言

このどう見ても手に負えない男たちが赦し
を請い，おとなしくなりました。9
勇気ある行いが常にこのような劇的な
結果をもたらすわけではありませんが，心
の平安と権利と真理を守ることができたと
いう思いは常に得られるのです。

真理を否定するよりもむしろ喜んで自分の

者ジョセフと他の兄弟たちがお互いに鎖に

大衆受けする考え方という変わりやす

命を差し出しました。6

つながれて― 想像してください，お互い

い不安定な砂地に根を下ろすなら，信念を

ヒラマンに従った二千人の青年たちの模

が 鎖につながれて いるので す ―，ミ

確固として保つことは不可能です。正しい

範には誰もが 鼓舞されるでしょう。彼ら

ズーリ州リッチモンドの裁判所の隣にある

と知っていることを強くしっかりと守り通

は，純潔で清くあるように教えた親の教え

粗末な小屋に拘束されていたとき，最も劇

すには，ダニエル，アビナダイ，モロナイ，そ

に従うために必要な勇気について教え，そ

的な出来事の一つが起こりました。一緒

してジョセフ・スミスのような勇気が必要

に拘束されたパーリー・P・プラットは，あ

です。彼らは，簡単なことではなく，正し

7

の模範を示しました。
68

リ ア ホ ナ

いことを行う勇気を持っていました。

…… 強く，また雄々しくあれ。あなたが

は皆，自分の義務を学び，任命されている

わたしたちは皆，恐れを感じたり，あざ

どこへ行くにも，あなたの神，主が共にお

職務をまったく勤勉に遂行するようにしな

けりを受けたり，反対に遭ったりすること

られるゆえ，恐れてはならない。おののい

さい。」 そうすれば，わたしたちは，使徒

があるでしょう。わたしたち皆が世間に迎

てはならない。」

10

ペテロが述べたように，まさに「王国の神

合しない勇気，原則を守る勇気を持ちま

愛する兄弟の皆さん，確固とした勇気を

しょう。妥協せずに勇気を示す人に，神は

もって，使徒パウロとともに宣言しましょ

ほほえんでくださいます。勇気とは，雄々

う。「わたしは〔キリストの〕福音を恥とし
11

しく命を差し出すことだけではなく，確固

ない。」 そして，その同じ勇気をもって，

として高潔に生きることでもあると理解さ

パウロの 勧告に従いましょう。「言葉に

れるとき，勇気は力強い，魅力ある徳とな

も，行状にも，愛にも，信仰にも，純潔に

るのです。わたしたちが正しい生活を送

も，信者の模範になりなさい。」

るために努力して前進するとき，間違いな

13

12

激しい紛争は起きてはまたやみますが，

14

権者」 となり，目的において一つに結ば
15

れ，高い所から力を授けられるのです。

今晩一人一人が決意をしてこの部会を後
にし，いにしえのヨブとともに，勇気をもっ
て次のように言うことができますように。
「わたしの息がわたしのうちにあ〔る〕…
間，……わたしは……潔白を主張してやめ
16

ない。」 そのとおりになりますようにへり

く主からの助けを受け，主の言葉に慰めを

人の魂を勝ち取る戦いには終わりはない

くだって祈ります。イエス・キリストの御

見いだすでしょう。わたしは，ヨシュア記

のです。

名により，アーメン。■

に記されている主の約束が大好きです。
「わたしはあなたを見放すことも，見捨
てることもしない。……

み こと ば

主の御言葉はラッパの響きのように，皆
さんに，わたしに，そして至る所にいる神
権者に響き渡ります。「それゆえ，今や人

注
1. J・ル ー ベ ン・ ク ラ ー ク・ ジュ ニア，
“ The
Cha r ted C ou rse of t he Chu rch in
Education ”改訂版（ 1994 年），7
2. ロバート・ルイス・スティーブンソン，in Hal
Urba n , Choice s Th at Ch a nge s L ive s
（ 2006 年），122
3. チ ャ ー ル ズ・ ス ウ ィ ン ド ル，i n Urba n ,
Cho ice s T h at Ch a nge s L ive s , 1 2 2
4. ジャバリ・パーカー，
“ 10 Questions, ”Time ，
2014 年 3 月 17 日 , 76
5. ダニエル 6 章参照
6. モーサヤ 11：20；17：20 参照
7. アルマ 53：20 － 21；56 章参照
8. モロナイ 1 － 10 章参照
9.		Autobiography of Parley P. Pratt ，パーリー・
P・プラット・ジュニア編（ 1938 年）, 210–
211
10. ヨシュア 1：5 ，9
11. ローマ 1：16
12. 1 テモテ 4：12
13. 教義と聖約 107：99
14. 1 ペテロ 2：9 参照
15. 教義と聖約 105：11 参照
16. ヨブ 27：3 ，5
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日曜午前の部会

なぜ神は感謝するようにわたしたちに
お命じになるのでしょうか。

大管長会第二顧問

ディーター・F・ウークトドルフ管長

神の戒めは全て，わたしたちが祝福を
受けられるようにするために与えられます。

どんな状況にあっても
感謝する

戒めは，選択の自由を行使し，祝福を受け

わたしたちには，自分が置かれている状況に関係なく感謝に満た
されてよい理由がないでしょうか。

いるときに，何に対して 感謝すればよい

る機会です。愛にあふれる天の御父は，
感謝の精神を育むという選択がわたした
ちに真の喜びと大きな幸せをもたらすこと
を御存じなのです。
●

●

●

●

物事に対して 感謝する

しかし，
「自分の世界が崩れようとして
のでしょうか」と言う人がいるかもしれま
せん。
恐らく，何に対して 感謝するかに意識を
向けるのは間違った方法なのでしょう。感
謝の気持ちが数えることのできる祝福の

長

数にのみ比例するとしたら，感謝の精神を
年にわたって，わたしは，深い悲
しみに心を貫かれているように
思われるたくさんの人々と出会

早かれ誰もが経験します。
これは誰にでも起こり得ることであっ
て，免れる人はいません。

う神聖な機会にあずかってきました。そ
のようなとき，わたしは愛する兄弟姉妹に

わたしたちは感謝することができる

状況は一人一人異なり，誰もが人生の中

んできました。彼らに何を言うべきか思

で他の人と違う経験をします。それでも，

案し，試練の中にある彼らをどのように慰

わたしは人生で味わう苦痛を取り去ってく

め，支えればよいかを知ろうと懸命に努

れるものがあることを学んできました。人

めてきました。

生をもっと幸せと喜びに満ちた，さらには

終わりのように思えることが原因である場
合がよくあります。愛する人を亡くしたり

栄光に満ちたものにするために，できるこ
とが一つあります。
それは感謝することです。

家族と疎遠になったりして，大切にしてき

悲しみの重荷を負っている人に，神に

た関係の終わりに直面している人もいま

感謝をささげるように勧めるのは，世の知

す。結婚や，子供をもうけること，または病

恵に反しているように聞こえるかもしれま

気の克服に対する希望の終わりを迎えて

せん。しかし，つらい思いを脇に置いて

いるように感じている人もいます。混乱を

感謝の杯を手に取る人は，それを飲むと

招く世の中の相反する声に惑わされ，かつ

きに癒やしと平安と理解を授かり，清めら

ては真実だと知っていたことを疑い，捨て

れるのです。

去ろうとさえして，信仰の終わりに直面し
ている人もいるかもしれません。

キリストの弟子として，わたしたちは「す
べてのことについて，主なる〔わたしたち

織り上げてきた自分の世界がぼろぼろ

1
の〕神 に 感 謝 し」，
「主 に 感 謝 して 歌

に裂け，孤独と失望の中で当てどもなくさ

2
〔い〕」，
「神への感謝で心を満た〔す〕」3

まよっているように感じる時期を，遅かれ
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みを数え上げる」のは大切であり，それを
試した人は皆，たくさんの祝福があること
を知っています。ただ，試練のときには豊

耳を傾け，彼らの重荷についてともに悲し

そうした人々の悲しみは，彼らにとって

育むのは困難です。もちろん，度々「み恵

ように命じられています。

かで安楽なときほど感謝しなくてよいと主
が思っておられるとは思えません。実際，
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七十人第二定員会

世界中の末日聖徒が第184回年次総大会の
ために集まった。
写真／世界各地の教会員と宣教師たち。
左上から時計回りに─オーストリア，ウイーン。
ブラジル，サンパウロ。
メキシコ，メキシコシティー。
モンゴル，ウランバートル。
アメリカ合衆国，コロラド州ハイランド・ランチ。
オーストラリア，シドニー。
ロシア，サンクトペテルブルク。
アメリカ合衆国ジョージア州ノークロス。

関連聖句のほとんどは，何かに対する 感

ウェイターはその男性客の反応を見るのが

択ができます。彼らはグレートソルトレー

謝の念ではなく，全般的な感謝の精神や

待ち切れませんでした。

クに向かう苦しい道を進みながら，感謝の

態度について述べています。
人生が順調に思えるとき，物事 に対し

て 感謝 するのは容易です。では，自分の
望むものが手の届かないところにあるよう
に思えるときはどうでしょうか。
感謝することを一つの性質として，現在
の状況がどうであろうと実践できる生き方
として捉えてはどうでしょうか。つまり，
「物事に対して 感謝する」よりも，どのよう
な状況にあろうと，
「自分の置かれた状況
にあって 感謝する」ことに意識を向けると
いうことです。
次のような古い話があります。あるウェ
イターが，食事を楽しんでもらえたかどう
かを客に尋ねました。客は，何もかも良
かったが，パンがもっと多ければなお良
かったと答えました。次の日，その男性が
また来ると，ウェイターはパンの量を 2 倍
にし，枚数も 2 切れから 4 切れに増やし
て出しましたが，それでも男性は満足しま
せんでした。翌日，ウェイターはパンをさ
らに 2 倍にしましたが，功を奏しませんで
した。
4 日目，ウェイターは何としてもその客
を満足させようと心に決めました。，そこで
長さが 3 メートルもあるパンを取り，2 つ
に切って，笑 顔 でその 客 に出しました。

食事の後，男性は見上げて言いました。
「いつもどおり，おいしかったです。でもパ
ンがまた 2 切れになりましたね。」
●

●

●

精神を持ち続け，歌い，踊り，神の慈しみ
をあがめました。その困難な旅を経験し
たなら，わたしたちの多くは，きっと引きこ
もり，不平を言い，苦しみもだえていたで

●

自分の置かれた状況 にあって 感謝する

6

しょう。

愛する兄弟姉妹の皆さん，選ぶのはわた

預言者ジョセフ・スミスのようになると

したちです。祝福が欠けていると感じるこ

いう選 択 が できます。 ジョセフはリバ

とを理由に，ある程度だけ感謝するという

ティーの監獄の悲惨な状 態の中で，霊感

選択もできます。または，感謝の心が決し

あふれる次の言葉を書きました。「親愛な

て揺らがなかったニーファイのようになる

る兄弟たちよ，わたしたちの力の限りすべ

という選択もできます。家族を約束の地に

てのことを喜んで行おう。そして願わく

連れて行くために造った船 の上で，ニー

は，その後，わたしたちがこの上ない確信

ファイは兄たちに縄で縛られました。手首

をもって待ち受けて，神の救いを目にし，

と足首は「大きくはれ上が〔って〕」ひどく

また神の腕が現されるのを見ることができ

痛み，激しい嵐のために海の深みにのまれ

るように。」7

そうになりました。ニーファイは，
「それで
もわたしは神に頼り，一日中神を賛美し，
わたしの遭った苦難のことで主に対してつ
4

ぶやくことはしなかった」と言いました。

どのようなことがあろうと感謝するとい
う選択ができるのです。
このような感謝の精神は，周りで起こっ
ているあらゆることを超越します。それは

また，ヨブのようになるという選択がで

失望や落胆や絶望に勝るものです。氷で

きます。ヨブは全てを持っているように思

覆われた冬の風景の中でも，夏の気持ち

われましたが，その後全てを失いました。

良い暖かな季節と同じように美しい花を咲

それでも次のように言いました。「わたし

かせます。

は裸で母の胎を出た。また裸で …… 帰ろ

自分の置かれた状況にあって 神に感謝

う。主が与え，主が取られたのだ。主の

するとき，わたしたちは艱難の中で穏やか

み名はほむべきかな。」5

な安らぎを味わうことができます。悲し

モルモンの開拓者のようになるという選

かん なん

みの中で，なお心を高めて神を賛美するこ
2 0 1 4 年 5 月 号

75

とができます。痛みの中でも，キリストの

あがな

贖いによって喜ぶことができます。つらい
悲しみがもたらす寒さの中で，天に抱か
れたかのようなぬくもりを感じることがで
きます。
時々，感謝は問題が解決した後で する
ものだと考えることがありますが，それは
何と近視眼的な見方でしょう。雨を神に
感謝せずに虹を待ち望んでいるようでは，
人生においてどれほど多くのものを見過ご
しにしていることでしょうか。
悩み苦しんでいるときに感謝の気持ち
を持つとは，自分の置かれた状況を喜ぶと
いう意味ではなく，信仰の目で今日の試練
の先にあるものを見るという意味です。
口先だけではなく，心から感謝するので

のことを待ち望むことが 求められます。

8

か理解できずにいました。しかし一つの

す。そのような感謝は，心を癒やし，思い

感謝することによって，わたしたちは愛す

出来事がその全てを変えました。主が彼

を広げてくれます。

る救い主の模範に倣います。主は「わたし

らに御姿を現し，次のように言われたので

の思いではなく，みこころが成るようにして

す。「わたしの手や足を見なさい。まさし

信仰の行いとしての感謝

自分の置かれた状況にあって 感謝する

9

ください」 と言われました。
あかし

み すがた

11

くわたしなのだ。」

真の感謝は，希望 と 証 の表れです。そ

その御方が復活されたキリストであると

とは，神への信仰を行いに表すことです。

のような感謝は，人生の試練の意味は常

分かったとき，愛する救い主が栄えある復

それには神を信頼し，まだ見ていない真実

に分かるわけではないことを認め，いつの

活を遂げられたことを経験によって知った

日か分かるだろうと信じることからもたら

とき，使徒たちは別人になりました。どん

されます。

なことも彼らがその使命を果たすのを妨げ

どのような状況にあっても，わたしたち

ることはできませんでした。その証のゆえ

が知っている 数多くの神聖な真理によって

に，彼らは拷問や屈辱，そして死さえも，勇

感謝の念が養われていきます。例えば次

気と決意をもって受け入れました。 彼らが

のような真理です。「御父はその子供たち

主をほめたたえ，主に仕えることを妨げるも

に偉大な幸福の計画を与えてくださった。」

のは何もありませんでした。彼らは至る所

しょくざい

「御子イエス・キリストの贖罪によって愛す

12

で人々の人生を変え，世界を変えました。

る人たちと永遠にともに住める。」
「最後に

皆さんはこのような変化を経験するため

は病気や障がいの重荷から解かれて栄光

に，使徒たちのように救い主にまみえる必

に満ちた完 全な不 死 不滅の体を得られ

要はありません。聖霊から得られるキリス

る。」
「悲しみと喪失感がもたらす涙は消

トの証があるので，皆さんは悲しみをもた

え，あふれるばかりの幸福と喜びが，
『おし

らす現世の終わりに目を留めず，世の贖い

入れ，ゆすり入れ，あふれ出るまでに量を

主が用意してくださった輝かしい未来を見

よくして』与えられる。」10

ることができるのです。

恐れと疑いを抱いていた救い主の使徒
たちを，恐れを知らない喜びに満ちた主の

カナダ，アルバータ州レイモンド
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わたしたちに終わりはない

使者に変えたのは，このような証であった

永遠の行く末について知っているわた

に違いありません。主が十字架上で亡く

したちにとって，人生のつらい終わりを受

なられてからしばらくの時間，彼らは絶望

け入れるのは困難なことかもしれません。

と悲しみに打ちのめされ，何が起こったの

わたしたちの内には，終わりを認めようと

しない何かが存在しているように思われ

を，わたしはどれほど御父に感謝している

の促進剤なのです。感謝の心はあらゆる

ます。

ことでしょう。

徳の源です。16

なぜでしょうか。人は永遠に続くもの
でできているからです。わたしたちは永

主は次のように 約束しておられます。
感謝する者は栄光を与えられる

「すべてのことを感謝して受け入れる者は，

遠の存在であり，全能の神の子供であっ

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちには自分

13
て，無窮という名のその御方は，
無数の

が置かれている状況に関係なく感謝に満

永遠の祝福を約束しておられます。数々

たされてよい理由がないでしょうか。

の終わりは，わたしたちの行く末ではない
のです。
イエス・キリストの福音について学べば
学ぶほど，この現世で経験する終わりは終
わりなどではないことが分かってきます。

「神への感謝で心を満た〔す〕」ために，
さらに何か理由が必要でしょうか。14
「大いに喜んでよいのではない〔でしょ
15

う〕か。」
て

み

人生という驚くべきつづれ織りに神の御

それは単なる中断であり，一時的に立ち止

手 の業を認める人は何と幸いでしょうか。

まった状態にすぎず，忠実な者を待ち受け

天の御父に対して感謝の念を抱くとき，理

る永遠の喜びに比べればささいなことに

解が広がり，視界が開けます。謙遜になる

思える日が来るでしょう。

ように促され，同胞や神の全ての創造物を

天の御父の計画に本当の終わりはなく，
あるのは永遠の始まりだけです。そのこと

はらから

思いやる気持ちが育まれます。感謝はキリ
ストのような属性の全てを身につけるため

栄光を 与えられるであろう。また，この世
のものも百倍，いやそれ以上加えられるで
あろう。」17
わたしたちが「日々感謝しながら生活」
18
し，
特に現世の一部である一見説明のつ
かないような終わりを経験しているとき
あわ
に，感謝することができますように。憐 れ
み深い天の御父への感謝で心が満たされ
ますように。絶えず声を上げ，天の御父と
その愛する御子イエス・キリストへの感謝
を言葉と行いによって示すことができます
ように。このことを祈り，わたしの証と祝
福を残します。わたしたちの主，イエス・
み な
キリストの御名により，アーメン。■
注
1. 教義と聖約 59：7。エペソ 5：20；1 テサロニ
ケ 5：18；モ ー サ ヤ 26：39；アル マ 7：23；
教義と聖約 98：1 も参照
2. 詩篇 147：7
3. アルマ 37：37
4. 1 ニーファイ 18：10 － 16 参照
5. ヨブ 1：21
6. ひどい苦難の中にあっても明るい態度を持ち
続けた開拓者の例として，アンドリュー・D・
オルセン，The Price We Paid: The Extraordinary Story of the Willie and Martin
Handcart Pioneers（ 2006 年），10 ，366 －
367 を参照
7. 教義と聖約 123：17
8. アルマ 32：21 参照
9. ルカ 22：42
10. ルカ 6：38
11. ルカ 24：39
12. ローマ 5：3；2 コリント 4：17；12：10 参照
13. モーセ 1：3 参照
14. アルマ 37：37
15. アルマ 26：13
16. マルクス・トゥッリウス・キケロ，Oratio Pro
Cnæo Plancio , XXXIII, section 80 参照。
ジョセフ・B・ワースリン“ Live in Thanksgiving Daily, ”Ensign ，
2001 年 9 月号，8
17. 教義と聖約 78：19 ，強調付加
18. アルマ 34：38
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十二使徒定員会

スト教会と呼ばれなければならない。」1

M・ラッセル・バラード長老

これらの言葉から，主は明確にこれが

フォローアップ

単に教会の正式名称であるだけでなく，

わたしたち一人一人が心に抱いている恐れを真の信仰に代えるこ
とによって，これまでよりも伝道活動に継続して関わる〔ことがで
きます〕。

ではありません。

主の教会が呼ばれるべき名前であること
を示しておられます。そのために，わたし
たちは，教会を「モルモン教会」や「 LDS
教会」などのような他の呼び方をするべき
「モルモン」という言葉は，
「モルモン開
拓者」のように人々を表したり，
「モルモン
タバナクル合唱団」のように組織の名称と
して適切に用いられることもあります。世
間一般には，教会員は「モルモン」として

今

知られていますし，教会外の人々と話すと
年の 9 月で，イングランドでの伝

帰還宣教師だと納得させることができまし

きには，必要であれば自分たちを「モルモ

道を終えてから 64 年がたちま

た。 64 年たった今，7人の子供たちと，多

ン」と呼ぶこともあるかもしれません。そ

す。帰還して 3 日後に，ユタ大学

くの孫とひ孫たちに恵まれましたが，彼ら

のようなときでも，教会の正式な名称も紹

で行われた「ハローデイ」と呼ばれるダン

の存在は，どれほど大切なメッセージで

介するようにしてください。

スパーティーに友人と参加しました。友人

あっても，着実な粘り強いフォローアップな

わたしたちが「モルモン」という言葉に

は，バーバラ・ボーウェンという大学 2 年

しには分かち合う機会が与えられないこ

関連して教会の正しい名称を用いるように

生のすてきな学生がいるので会ってみるべ

とがあるという重要な真理の証となってい

なれば，わたしたちがクリスチャンであり，

きだと，わたしに言いました。その友人は

ます。

救い主の教会の会員であることを示すこと

彼女を連れて来て，わたしに紹介し，そし
てわたしたちは踊り始めたのです。
不運なことに，このダンスは「タグ・ダ

あかし

それで，わたしは今回，以前総大会でお
話ししたメッセージから二つフォローアッ
プするように明確な促しを受けました。

になります。
兄弟姉妹の皆さん，わたしたちが末日
聖徒イエス・キリスト教会に属していると

ンス」と呼ばれるもので，他の男の人に肩

2011 年 10 月の総大会で，皆さんに主の

をたたかれたら，相手を交代しなければな

次の言葉をよく覚えているようにお願いし

りませんでした。バーバラはとても快活

ました。「わたしの教会は，終わりの時に

わたしが，二つ目にフォローアップするべ

で，人気者だったので，わたしはすぐに他

このように，すなわち末日聖徒イエス・キリ

きだと感じたのは，前回の総 大会で会員

の男性から肩をたたかれ，彼女とは 1 分も
踊ることができませんでした。
もちろんわたしは納得がいきませんでし
た。伝道でフォローアップの大切さを学ん
でいたので，彼女の電話番号を聞いて，す
ぐ翌日に電話をしてデートに誘いました。
しかし，彼女は大学の勉強や他の用事で
忙しかったのです。伝道の経験のおかげ
で，がっかりするようなことがあっても諦め
ずに粘り強く努力することを学んだので，
その頑張りの結果，彼女とデートの約束を
取ることができました。そのデートがきっ
かけで，それから何度もデートをしました。
デートを重ねる中で，わたしは何らかの形
で彼女にとって自分が唯一まことの生ける
78
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いうことをいつも明確に示すことを習慣づ
けましょう。

の皆さんにクリスマスまでに，少なくとも
一人の人に，回復された福音について学ぶ
のを勧めることができるように，導きを求
めて祈るようお願いしたことです。多くの
会員から，主に伝道の機会を求めて祈った
結果として与えられた特別な経験について
分かち合っていただきました。
例えば，ある帰還宣教師は福音を分か
ち合うことができる特別な「一人」のもと
へ導かれるように具体的に祈りました。そ
して以前に大学のクラスメートだった人の
名前が思い浮かびました。彼はフェイス
ブックを通じて彼女に連 絡を取りました
が，彼女は人生の意味や目的について祈っ
ていたそうです。彼女がちょうど真理を求
めていたときにフォローアップすることが
でき，彼女は 12 月にバプテスマを受けま
した。
このように，福音を聞くように勧めたとい
う報告をたくさん受けましたが，この兄弟
のようにフォローアップを最後までした事
例は少なかったようです。

勧めることは，確かにその過程の一つ

ふたりに注目していると，

わたしはフォローアップの原則を固く信

です。しかし，ただ人々に宣教師のレッス

ペテロが言った，
『金銀はわたしには無

じています。伝道活動のガイド『わたしの

ンを聞くように勧めること以上に，会員の

い。しかし，わたしにあるものをあげよう。

福音を宣べ伝えなさい』に次のように述べ

皆さんが伝道活動のためにできることは

ナザレ人イエス・キリストの名によって歩き

られているとおりです。「勧めるだけで，

たくさんあります。それは宣教師ととも

なさい。』」

フォローアップしないまま放置しておくの

に，人々が信仰を育み，悔い改めたいとい

これは主の僕 による実に力強い勧めで

は，旅行に出かけたのにいつまでも目的地

う望みを持ち，聖約を交わす備えをし，終

はないでしょうか。しかし，ペテロは勧め

へ行こうとしないようなこと，または，演奏

わりまで堪え忍ぶことができるようにフォ

をして終わりではありませんでした。聖文

会の入場券を買ったのに会場に入らないよ

ローアップすることを意味しています。

には続けてこう書かれています。「彼の右
おこ
手を取って起してやると ，足と，くるぶしと
が，立ちどころに強くなって，
踊りあがって立ち，歩き出した。そして，
歩き回ったり踊ったりして神をさんびしな
がら，彼らと共に宮にはいって行った 。」4
言い換えれば，ペテロは神権の権能を
行使してこの人に立ち上がるようにただ勧
めたのではありません。ペテロはその人の
右手を取って，一緒に神殿に入って行くこ
とによって，自分自身の勧めをフォローアッ
プしたのです。
このペテロの模範に従って，わたしたち
一人一人が心に抱いている恐れを真の信
仰に代えることによって，これまでよりも伝

の

うなことです。果たさなければ，決意は無
意味になります。」2

このフォローアップの原則は使徒行伝に
示されています。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』は，
人々にただ勧めるように教えてはいませ

「さて，ペテロとヨハネとが，……宮に上
ろうとしていると，
うま

ん。勧めた後でどのようにフォローアップ

生れながら足のきかない男が，かかえら

すればよいかを教えています。伝道活動

れてきた。この男は，宮もうでに来る人々

の目的は「人々にキリストのもとへ来るよ

に施しをこうため，毎日，
『美しの門』と呼

う勧めることです。そのためにあなたは，

ばれる宮の門のところに，置かれていた者

イエス・キリストとキリストの贖いを信じる

である。

あがな

たま もの

信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の賜 物

彼は，ペテロとヨハネとが，宮にはいって

を受けること，最後まで堪え忍ぶことを通

行こうとしているのを見て，施しをこうた。

して，彼らが回復された福音を受け入れら
れるよう助けるのです」3 と定義されてい
ます。

ペテロとヨハネとは彼をじっと見て，
『わ
たしたちを見なさい』と言った。
彼は何かもらえるのだろうと期待して，

しもべ
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道活動に継続して関わるように提案した
いと思います。少なくとも四半期に 1 度，
つまり毎年 4 度，誰かを専任宣教師に紹
介するように勧めます。宣教師たちは主
み たま

の深い促しを受け，心から御霊によって教
える備えができています。彼らとともにわ
たしたちの勧めのフォローアップをするこ
とができます。人々の手を取り，立ち上が
らせ，霊的な旅をともに歩むことができる
のです。
その助けとなるように，わたしは全ての
会員が現在の召しや，教会にどれほど活
発であるかにかかわらず，
『わたしの福音
を宣べ伝えなさい』を手に入れるようにお
勧めします。教会の配送センターやイン

園で 働き，人々を主のみもとに導く時で
5

す。」

をもたらすか想像できるでしょうか。宣教
師の家族にとって，自分の息子や娘が伝

イエス・キリストは弟子たちにこう教え
られました。

道地でどのようなことを学び教えているの
かをより深く理解することによって，どのよ

「収穫は多いが，働き人が少ない。

うな祝福が得られるか 想像できますか。

ターネットを通して入手できますし，教会の

だから，収穫の主に願って，その収穫の

人々に主のもとへ来るように勧めるときに

ウェブサイトから無料で見たりダウンロー

ために働き人を送り出すようにしてもらい

証を述べ，またその勧めをフォローアップ

ドしたりすることができます。これは伝道

なさい。」

6

するときに，主が約束されたすばらしい贖

活動のガイドブックです。つまりわたした

主はわたしたちの時代においてその祈

ち全ての会員にとってのガイドブックなの

りに応えてくださいました。歴史上かつて

です。よく読んで，研究し，人々をキリスト

ないほどの数の宣教師を送ってくださった

「あなたがたは祝福されている」と，主

のもとへ来るように勧めてフォローアップ

のです。この忠実な働き人の波とともに，

はジョセフ・スミスを通して告げられまし

する方法を理解し実践してください。モン

主はわたしたちが人の救いのための業に

た。「あなたがたが述べた証は，天使たち

ソン大管長はこう言いました。「今こそ，

関わる新たな機会を与えてくださっている

が見るために天で記録されているからであ

会員と宣教師が一致協力して，主のぶどう

のです。

る。そして，天使たちはあなたがたのこと

わたしたちのすばらしい宣教師たちを助
ける実践的な方法があります。例えば，宣

ゆる

を喜んでおり，あなたがたの罪は赦されて
9

いる。」

「わたしはあなたがたの罪を赦して，こ

なさい』を学んでいることを伝え，彼らが

の戒めを与えるからである。すなわち，あ

どんなことをそこから学んでいるか尋ねる

なたがたは，あなたがたに知らされたこれ

ことができます。互いに分かち合うことに

らのことを世のすべての人に証するため

よって，主が次のようにおっしゃったよう

に，……あなたがたの思いを確固としてい

に，会員と専任宣教師との間に信頼と自信

なさい。」10

「すべての人が主なる神，すなわち世の
救い主の名によって語るため」7

わたしたちがフォローアップをするなら
ば，主はわたしたちを失望させるようなこ
とはなさいません。世界中の教会員が証

そして「見よ，わたしは，人々に証し警

に突き動かされて勧め，忠実にフォロー

告するためにあなたがたを遣わした。警

アップすることを通して，言葉にできない

告を受けた人は皆，その隣人に警告しな

ほどの喜びがもたらされるのを，わたしは

8

ければならない。」

兄弟姉妹の皆さん，宣教師の家族や友
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きるということを想像できるでしょうか。

教師に自分が『わたしの福音を宣べ伝え

が生まれることでしょう。
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いの恵みを，互いに，また個人的に享受で

目の当たりにしてきました。最近，アルゼ
ンチンで会員に今回の総 大会までに，誰

達 が 宣教 師へ送る手 紙 やメールの中で

かを教会に招 待 するように勧めました。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』から学

ジョシュアという 8 歳の少 年はそれを聞

んだことを分かち合ったらどのような影響

き，友達とその家族をブエノス・アイレス

中央初等協会会長会第一顧問

にある自分のワードのオープンハウスに招

ジーン・A・スティーブンズ

待しました。彼の勧めと熱心なフォロー
アップについて書かれた手紙から少し読
みたいと思います。
「数分ごとにジョシュアは門のところに
行って，招待した人が来るか見に行きまし
た。ジョシュアは『きっと来る』
と言い続け
ました。
夜になりましたが，ジョシュアの友達は
まだ来ませんでした。でもジョシュアは諦
めずに数分ごとに門を見に行きました。そ
ろそろ片付けが 始まる頃になって，ジョ
シュアが跳び上がって『来たよ！ 来たよ！』
と叫びました。見上げると，友達が家族
みんなで教会に向かって来ているのが見
えました。ジョシュアは走って行って彼ら
を歓迎し，友達を抱きしめました。彼らは

恐れてはならない，
わたしはあなたと
共にいる」

「

主を信じる信仰と信頼を育むとき，人を祝福し解放する主の力を
受けることができます。

オープンハウスを楽しんでいた様 子でし
た。パンフレットを幾つか手にし，新しい
友達と知り合う機会もたくさんありました。
小さな男の子の信仰を目にし，プライマ
リーの子供でも宣教師になれることを学
11

びました。」

親

になるときに感じる深い感動に

1

らす」 という御父の目的です。

匹敵する感情はあまりありませ

主を信じる信仰と信頼を育むとき，人を

ん。天からじかに貴い赤ちゃん

祝福し解放する主の力を受けることができ

主を信頼し，信仰をもって，ともに協力

を授かることよりもすてきな出来事は他に

し，一人を見つけ，勧め，フォローアップに

ありません。わたしの弟は，心を揺さぶら

モルモン書には，子供たちを解放する主

努めるときに，主はほほえんでくださり，何

れる経験を通してその気持ちを感じまし

の力というすばらしいテーマが何度も繰り

千何万という神の子供たちが末日聖徒イ

た。 弟の初めての息子は未 熟 児で生ま

返されています。ニーファイはモルモン書

エス・キリスト教会に目的と平安を見いだ

れ，体重は 1,300 グラムしかありませんで

の最初の章でそのことに触れています。

すようになることを証します。わたしたち

した。ハンターと名付けられたその赤ちゃ

が救い主の業を速めるために働くときに，

んは生後 2 か月間を，新生児集中治療処

憐 れみは，信仰があるために主から選ば

主が 祝福してくださいますよう，へりくだ

置 室で過ごしました。その 2 か月の間，

れたすべての者のうえに及び，この人たち

り，イエス・キリストの御名によりお祈りし

家族と親戚の感情は大いに揺さぶられ，

を強くして自らを解放する力さえ与えるこ

ます，アーメン。■

わたしたちは主に助けを請い願いました。

とを，わたしニーファイはあなたがたに示

み

な

注
1. 教義と聖約 115：4
2.『わたしの福音を宣べ伝えなさい ― 伝道活
動のガイド』，200
3.『わたしの福音を宣べ伝えなさい』，1
4. 使徒 3：1 － 8 ，強調付加
5. トーマス・S・モンソン「大会へようこそ」
『リ
アホナ』2013 年 11 月号，4
6. マタイ 9：37 － 38
7. 教義と聖約 1：20
8. 教義と聖約 88：81
9. 教義と聖約 62：3
10. 教義と聖約 84：61
11. 個人的な書簡，2014 年 3 月 10 日付

小さなハンターは弱々しく，生きるのに

ます。

20 節にはこうあります。「見よ，主の深い

あわ

そう。」2

必要な力を得ようと必死でした。息子を

何年も前に，わたしはきわめて個人的な

愛する父親はか弱い赤ちゃんを励まそうと

方法で，この節に述べられている真理を

して，自分の力強い手で何度も赤ちゃんの

理解しました。天の御父がどれほど近く

小さな手に触れ，励ましました。

におられ，助けたいと望んでおられるかを

神もその子供たちに同じようにされま

知ったのです。

す。天の御父は一人一人に御自身の無限

ある夕方，子供たちを乗せて車を運手し

の愛をもって手を差し伸べてくださいま

ていると，一人の少年が人けのない道を歩

す。御父は全てを治め，人が学び，成長し，

いていることに気づきました。その少年を

みもとに戻るよう望んでおられます。これ

通り過ぎた後，引き返して助けるようにと

こそが「人の不死不滅と永遠の命をもた

いう明確な印象を受けました。でも，知ら
2 0 1 4 年 5 月 号
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ときは，主は常に安全に家に戻るための手
立てを用意しておられます。」
デリックの言うとおり，全ての祈りがす
ぐに応えられるのではありません。しかし
御父はわたしたちを御存じで，心からの祈
りを聞いておられます。一度に一つの祈り
に対して，一人ずつ，奇跡を起こされるの
です。
主の助けに信頼を寄せることができま
す。 望 んで いる形 で はなくても，主は，
一番成長を促す方法で助けてくださいま
す。時に難しく感じることもあるかもしれ
み こころ

ませんが，御 心 に従うことは，主に似た者
となり主が与えてくださる平安に気づくた
めには欠かせません。
わたしたちは C・S・ルイスの言葉に共
感することができます。「わたしは祈らず
にはいられません。寝ても覚めても，常に
祈りが必要です。…… 祈りは神を変えま
ない人が夜に車で近づいて来たら驚くか

わたしたちは独りではありません。

3

せんが，わたしを変えてくれます。」

もしれないと思い，運転を続けました。す

デリックは，彼の視点からあの経験を話

聖典には，主に信頼を寄せ，主の助けを

ると今度は強い印象とともに，
「少年を助

してくれました。あの晩，デリックは放課

受けて救い出された人々の記録がたくさ

けに行きなさい！」という言葉が心に聞こ

後の活動で学校に遅くまで残り，最終のバ

んあります。若い頃のダビデについて考え

えました。

スを逃してしまいました。 10 代前半のデ

てください。ダビデは巨大なゴリアテに殺

リックは，きっと家に帰れるだろうと思っ

されるのが明白な場面で，主に頼って死を

て歩き始めました。

免れました。ニーファイについて考えてく

わたしは引き返して，声をかけました。
「大丈夫？ 助けが必要なんじゃないの？」
少年は振り返り，頬に涙を流しながら，

人けのない道を歩いて 1 時間半が経過

ださい。ニーファイは信仰を込めて神に懇

しました。家までまだ何キロもあり，周り

願することにより，自分の命を狙っていた

に人家がなかったため，怖くなりました。

兄たちから解放されました。若い頃のジョ

助けを求める少年の祈りに応えて，わた

絶望感から，砂利山の裏手に回り，ひざま

セフ・スミスを思い出してください。ジョ

しに霊感が与えられたのです。はっきりと

ずいて天の御父に助けを求めました。道

セフは主の助けを祈り求め，暗黒の力から

御 霊 の導きを受けたこの経験は忘れがた

に戻るとすぐにわたしの車が来て，祈り求

解放され，驚くべき答えを受けました。皆，

い印象を残し，今でも心に残っています。

めていた助けが与えられたのです。

現実の困難な試練に直面しましたが，信

「はい。 誰かが 助けに来てくれるように
祈っていたんです」と言いました。

み たま

25 年が経過し，主の深い憐れみにより，

じゃ り

何年もたった今，デリックはこう振り返り

仰をもって行動し，主に信頼を寄せ，助け

ほんの数か月前に，あのとき以来初めてこ

ます。「主は，やせっぽちの，考えの浅い

を得ました。今日も，神の力と愛は神の子

の少年と連絡を取ることができました。あ

少 年 のことを御 存じでした。 世界 中に

供たちの生活に現れています。

のときの経験が彼にとっても大切なもので

様々な出来事がある中で，御父はわたしの

先日，ジンバブエとボツワナの信仰深い

あったことを知りました。デリック・ナンス

状況を御存じで，助けを送ってくださいま

聖徒の生活の中に神の力と愛が現れてい

は，今では父親となっています。彼もあの

した。あの人けのない道端での経験の後

るのを目にしました。ジンバブエの小さな

経験が忘れられませんでした。あの経験

も，主は何度も祈りに応えてくださいまし

支部の断食証 会で多くの子供や青少年，

は，神が祈りを聞いて応えてくださるという

た。いつもすぐに明確な答えが与えられる

成人が証するのを聞き，わたしはへりくだ

信仰の基 礎となりました。わたしたちは

わけではありませんが，主がわたしを御存

り，鼓舞されました。皆の言葉に，主イエ

二人とも子供たちにこの話を聞かせて，神

じであることは，あの夜と同じように今で

ス・キリストへの力強い信仰が表れていま

が見守っておられることを教えてきました。

もよく分かります。人生の苦難に覆われる

した。試練や困難の中にあっても，彼らは

82
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こんにち

あかし

神に信頼を寄せて毎日を生きています。彼

けではありませんが，去らせてほしいとも

らはしばしば「わたしは神にとても感謝し

思いませんでした。わたしたちは神の愛に

ています」と言って，生活の中に神の御 手

囲まれ，変わりました。」

み

て

を認めていました。

によって強められました。
弟子として道のどの段階にいようとも，
不安や試練が何であれ，わたしたちは独

アーンの死はゲートレル家族が望んだ結

りではありませんし，忘れ去られてもいま

同じように主を信頼する模範を，数年前

果ではありませんが，この危機は信仰の危

せん。デリックやアフリカの聖徒やゲート

ある忠実な家族がワードの会員に示してく

機ではありませんでした。イエス・キリス

レル家族のように，困ったときには神の御

れました。ゲートレル夫妻は幸せに暮らし

トの福音は，チェックリストではありませ

手を求めることができます。祈りと主への

ていましたが，夫のアーンが悪性の癌であ

ん。福音は心に宿すものです。「重荷で

信頼によって試練に立ち向かうことができ

ると診断されました。予後は非常に悪く，

はなく翼」であり，支えとなるものです。

4

ます。そうするときに，さらに主のようにな

余命数週間と宣告されました。家族は最後

福音はゲートレル家族を支えました。彼ら

るのです。

にもう一度ともに過ごすことを望み，遠くに

は嵐のさなかに平安を感じました。互いに

主は全ての人にこう語りかけておられま

住んでいる者も含め，子供全員が集まりま

手をぎゅっと握り締め，それぞれが交わし

す。「恐れてはならない，わたしはあなた

した。一緒にいられる時間はたった 48 時

守ってきた神殿の聖約をしっかり握り締め

と共にいる。驚いてはならない，わたしは

間でした。ゲートレル家族は最も大切なこ

ました。主を信頼する能力を増し，イエ

あなたの神である。わたしはあなたを強く

とを慎重に選びました。家族写真を撮り，

ス・キリストを信じる信仰と主の贖いの力

し，あなたを助け，わが勝利の右の手を

がん

家族で夕食を囲み，ソルトレーク神殿に参
入しました。妻のベニタはこう言います。
「神殿のドアを出ると，この世で一緒にい
られる最後のときがやって来ました。」

あがな

5

もって，あなたをささえる。」

ささやかながら確固としたわたしの証を
お伝えします。父なる神はわたしたち一人
一人を御存じで，助けの手を差し伸べてく

しかし彼らは，この世の後にはもっとす

ださいます。わたしたちは御父の愛子イエ

ばらしい続きがあるという確信を胸に，神

ス・キリストを通して，この世の試練を乗

殿を後にしました。神殿の聖約のおかげ

り越えて安全に天のふるさとに帰ることが

で彼らは神の約束に希望を抱いています。

できます。主を信じ，主を信頼できますよ

彼らは永遠に一緒にいられるのです。

うお祈りします。イエス・キリストの御名に

それからの 2 か月間，数え切れないほど
の祝福を受けました。ベニタの言葉から，
アーンとベニタの主への信仰と信頼が深
まったことがうかがえます。「わたしは支
えられ，混乱のさ中でも平安が得られるこ
とを知りました。主が見守ってくださいま
した。主を信頼すれば，どのような試練も
乗り越えられるのです。」

み

な

より，アーメン。■
注
1. モーセ 1：39
2. 1 ニーファイ 1：20
3. C・S・ルイスの登場人物の言葉，ウィリアム・
ニコルソン，Shadowlands（ 1989 年），103 で
表現されている。
4. ハリー・エマーソン・フォスディック，Twelve
Tests of Character（ 1923 年），88
5. イザヤ 41：10

娘がこう言い添えました。「両親の模範
を見ました。両親の信仰と，試練に対処す
る様子を見ました。この試練を望んだわ
2 0 1 4 年 5 月 号
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管理ビショップ

きましたし，その後の人 生を通じてその

ゲーリー・E・スティーブンソン ビショップ

4 分のことを思い返すことになるのです。
ノエルの最終滑走はほとんどミスがあり

あなたの4分間

ませんでした！ ゴール直後に観客席に走
り，家族を抱き締めながら「やったわ！」と
叫ぶ彼女の姿をわたしたちは忘れること
はないでしょう。何年もの準備が実りまし

しょくざい

贖罪の奇跡は，パフォーマンスの不完全さを補うことができます。

た。銀メダルが掛けられた彼女の首には，
若い女性のメダルも掛かっていました。3
ノエルのオリンピックの夢がたったの
4 分間で決まってしまうのは不公平だと思
えるかもしれません。しかし，彼女はそれ

最

を知っていたので，熱心に備えました。そ
近開かれた冬 季オリンピックに

前回 2006 年大会では脚の骨折により

の 4 分間の大切さ，影響の大きさ，そして

世界中が 熱 狂しました。 89 の

出場を断念せざるを得なくなり，彼女の夢

残りの人生に及ぼす意味を，彼女は知って
いたのです。

国を代表する選手が 98 の種目

はかないませんでした。 2010 年大 会で

で競い合いました。驚くべきことに，参加

は，0.1 秒の差でメダルを逃し，夢を実現

選手のうち 10 人が末日聖徒で，そのうち

することができませんでした。

2

銅メダルを取ったボブスレー男子 4 人
乗りチームには，クリストファー・フォグト

3 人 がメダルを 獲 得し，最 近 チャー チ

2014 年のオリンピックで最初の滑走を

選手がいました。彼は 2010 年大会で大き

ニューズ（Church News ）で紹介されま

待っていたときの彼女の気持ちを想像で

な衝突を経験したときに引退することもで

した。クリストファー・フォグト選手，ノ

きますか。何年も準備した成果を一瞬で

きたのですが，挑戦を続けました。前回の

エル・パイクスペース選手，そしてトーラ・

出さなければならないのです。合計で 4 分

雪辱を果たす すばらしい滑走で，切望して

です。その 4 分のために何年も準備して

いたメダルを手にしました。

1

ブライト選手です。 参加した全ての選手
の皆さんに，お祝いの言葉を申し上げま
す。皆さん本当に見事でした！

4

では，この「選手たちの 4 分間のパフォー
マンス」と，永遠の命を目指すことの類似

今朝は若い男性，若い女性，ヤングシン

点を考えてみましょう。皆さんは永遠の存

グルアダルトの 皆さんに向けて，オリン

在です。この地上に生まれる前，皆さんは

ピック競技の話をします。皆さんは人生の

霊として生き，愛にあふれる天の御父のみ

進路を左右する重要な時期にいます。皆

もとで訓練し備えていました。短い一瞬

さんに向けて話すことが必要であると強く

の間，地上に来て競技に参加するためで

感じています。

す。この世の生涯は皆さんの 4 分間です。

その緊急性を感じていただくために，最

この世での行いによって，永遠の命という

初に，末日聖徒の選手の一人，ノエル・パ

賞を得られるかどうかが決まります。預言

イクスペース選手の話を紹介します。ノエ

者アミュレクは次のように 言 いました。

ルが出場するスケルトンでは，選手は勢い

「現世は……神にお会いする用意をする時

よく助走して，小さなそりに頭からうつ伏

期である。まことに，現世の生涯は，
〔あ

せに飛び乗ります。顔を地面から数センチ

なたがた〕が各自の務めを果たす時期で

だけ浮かせた状態で，最高時速 145 キロ

ある。」5

のスピードで曲がりくねったコースを滑走
します。

ある意味で，皆さんの 4 分間は既に始
まっています。時計は動き出しているので

注目すべきことに，何年にもわたる準備

す。使徒パウロの次の言葉がよく当てはま

は 60 秒程度の滑走を 4 回行った結果に

ります。「あなたがたも，賞を得るように

よって，成功であったか，あるいは失敗で

走りなさい。」6

あったかが測られるのです。
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オリンピック選手には，パフォーマンスの

ときに欠かすことのできない動きが幾つか

さい。この総大会の間に，将来受ける儀

あります。フィギュアスケートやスノーボー

式のため，あるいはずっと以前に受けるべ

「既に失敗した。わたしの 4 分間は既

ドの選手にとってはジャンプや回転，ボブ

きだった儀式のために，適切に備えるよう

に悲 惨な状 態だ。もうあきらめよう」と

スレーの場合はカーブを上手に滑ること，

に，御霊がささやいたかもしれません。次

思っている人がいるかもしれません。もし

滑降や回転の場合は旗と旗の間を素早く

の一歩が 何であっても，行ってください。

そうなら，そのように考えるのをやめ，二度

滑り抜けることなどです。わたしたちの人

今，行うので す。 待 たないでください。

とそのように考えないでください。贖罪の

生も同じで，現世の霊的なパフォーマンス

4 分間はあっという間に過ぎ，この世での

奇跡は，パフォーマンスの不完全さを補う

に欠かせない，通過するべきチェックポイ

行いを永遠にわたって思い出すことになる

ことができます。ジェフリー・R・ホランド

ントがあります。この霊的な道しるべと

でしょう。

み たま

8

がいつ終わるか，誰にも分からないのです。

長老は次のように教えています。

は，神がお与えになった大切な福音の儀

自分を訓練することが必要です。毎日

「まだ尻込みしている皆さん，わたしは

式のことです。すなわち，バプテスマ，聖

の祈り，聖文研究，教会に行くことを自己

……あらゆるものを更新する神の愛の力

霊の賜物を受けること，神権の聖任，神殿

訓練の基礎とするべきです。戒めに従い，

について，そして神の恵みの奇跡につい

の儀式を受けること，そして毎週聖餐を受

既に交わした聖約を守り，
『若人の強さの

て，心から証します。……

けることです。

ために 』に載っている主の標準に添って

主……がまだ時間があると言われる限

生活するという一貫した行動パターンを持

り，遅すぎることは 決してないのです。

つことは不可欠です。

…… 引き延ばさないでください。」10

たま もの

せい さん

「この神権の儀式によって神性の力が
現れる」7 のです。

あかし

スポーツ選手が最高のパフォーマンスを

霊的成長を遅らせたり，止めたりするも

皆さんは独りではありません。救い主

するためにトレーニングを通して自らを備

のが自分の生活の中にあると気づいてい

は慰めのない状態で皆さんを見捨てるこ

える必要があるように，救いの儀式を受け

るかもしれません。もしそうなら，この聖

とはないと約束されました。11 皆さんに

る資格を得るためにはわたしたちは戒め

文の勧告に従ってください。「わたしたち

は，応援してくれる家族，友達，指導者も

を守る必要があるのです。

は……いっさいの重荷と，からみつく罪と

いるのです。

皆さんは，その緊急性を感じていますか。

をかなぐり捨てて，わたしたちの参加すべ

ここまでの話は，教会の若い人々に向け

わたしの若い友人である皆さん，皆さん

き競走を，耐え忍んで走りぬこうではない

て語ってきましたが，ご両親や祖父母の皆

か。」9

さんには次のことをお話しします。

が「 4 分間のパフォーマンス」のどの部分
にいるとしても，
「メダルを取るために，次

悔い改めの機会はまだあります。しか

に何をするべきだろうか」と自問してくだ

し，すぐになくなるかもしれません。4 分間

最近デビッド・A・ベドナー長 老から，
救いに不可欠な儀式を受けることによって
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わたしは皆さんの力を心から信頼してい
ます。皆さんの隣に世の救い主がおられ
ます。主の助けを求め，主の導きに従うな
ら，失敗などするでしょうか。
最後に，生ける預言者トーマス・S・モン
ソン大管長が与えられていることが祝福
であること，またイエス・キリストがわたし
あがな

たちの救い主，贖い主であられることを証
み

な

します。イエス・キリストの聖なる御 名 に
より，アーメン。■

家族が聖約の道を歩んでいるかどうかを

の滑走で失敗したアメリカ代表のケリー・

確 認 する簡 単 な方 法 を 教 わりました。

クラーク選手が 2 回目の滑走を控えて緊

1 枚の紙に二つの欄を作り，一方には「名

張しているのに気づきました。クラーク選

前」，もう一方には「次の儀式または必要

手は次のように回想しています。「彼女は

な儀式の計画」を書くのです。先日，わた

抱き締めてくれました。心が静まり，呼吸

しはこの方法で家族の名前を書きました。

が落ち着くまでずっと抱き締めてくれまし

そして，もうすぐ幼児の祝福を受ける孫，

た。 友 達に抱き締めてもらって，うれし

バプテスマの準 備 が 欠 か せない 6 歳の

かったです。」ケリー・クラーク選手はそ

孫，神権と神殿のエンダウメントを受ける

の後，銅メダリストとしてトーラとともに表

日が近づいている，18 歳になる息子のこ

彰台に上がりました。

とに注意を向けました。リストに載ってい

銀メダルを奪われるかもしれない相手

る全員が聖餐の儀式を必要としていまし

に優しく接するというこの珍しい行動につ

た。妻とわたしはこの簡単な方法により，

いて聞かれたとき，トーラはただこう答え

聖約の道を歩めるように家族を助けるとい

ました。「競技者ですから最高のパフォー

う役割を果たし，それぞれに働きかけるた

マンスをしたいです。でも，ライバルにも

めの計画を立てることができました。皆さ

最善を尽くしてもらいたいのです。」13

んもこの方法を使い，家族の話し合いや

この言葉を心に留めて自問してくださ

家庭の夕べのレッスン，救いに不可欠な儀

い。あなたの励ましを必要としている人は

式に家族を備え，勧めることができるで

いませんか。家族や友達，同じクラスや定

しょう。12

員会の中にはいませんか。彼らの 4 分間

わたし自身もスキーとスノーボードをす

をどのように助けられますか。

るので，末日聖徒でオーストラリア代表の

愛する友人の皆さん，皆さんは爽快な旅

トーラ・ブライト選手がスノーボードの

の途中です。ある意味で，皆さんはハーフ

ハーフパイプで銀メダルを獲得したパフォー

パイプやそり競技のコースを滑っていて，

マンスに感動しました。バックサイドロデ

全ての技や全てのターンを決めながら滑

オ 720 で締めくくった彼女の完璧な最終

走するのは難しいかもしれません。しか

滑走は世界を魅了しました。しかし，さら

し，皆さんはこのために何千年も準備して

に感動的で世界を驚かせたのは，彼女が

きました。今が皆さんの本番です。皆さ

キリストのような愛でライバルの選手を励

んの 4 分間は今です！ 今こそ，その時な

ましたことでした。トーラは決勝戦の最初

のです！
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11.		ヨハネ 14：18 参照
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十二使徒定員会

わたしたち一人一人の積荷

デビッド・A・ベドナー長老

友人とトラックと薪についてのこの話か

容易に重荷に
耐えられるように
人は皆生活の中で異なる重荷を負っていますが，重荷は聖なるメ
あわ
シヤの功徳と憐れみと恵みに頼るように促してくれます。

ら学べる重要な教訓を強調するに当たっ
て，わたしは聖霊の助けを祈り求めます。
友人が雪から抜け出し，道路に戻り，前進
するには，滑らずに進むための駆 動力が
必要であり，その駆動力をもたらしたのは
薪，すなわち積荷でした。友人が家に帰
り，家族のもとに戻れたのは，積荷のおか
げだったのです。
わたしたちもそれぞれが積荷を負ってい
ます。一人一人の積荷は，要求されている
事柄と機会，義務と特権，苦難と祝福，選
択肢と制限から成っています。指針となる
次の二つの質問を用いて，自分の積荷につ

わ

まき

いて祈りをもって定期的に吟味するとよい

たしの親しい友人は結婚して間

使うための薪を切り出して運ぶことにしま

でしょう。「わたしが負っている積荷は，

もない頃，自分と家族のために

した。秋のことで，友人が木を見つけに行

キリストを信じて細くて狭い道を力強く進

四輪駆動の小型トラックが絶対

こうとした山にはすでに雪が降っていまし

み，立ち往生を避けるための霊的な駆動

に必要だと思いました。彼の妻は，夫は

た。山腹を上って行くにつれ，雪は次第に

新しい車が必要なわけではなく，ただ欲

深くなっていきました。友人は道路が滑り

しいだけに違いないと思いました。次の

やすく危険な状態であることには気づい

ような冗談交じりのやりとりを通して，こ

ていましたが，新しいトラックに絶大な自

の夫婦はそのような買い物の利点と問題

信をもって進み続けました。

点を検討し始めました。
「ねえ，ぼくたちには四輪駆動のトラッ
クが必要だよ。」
彼女は尋ねました。「どうして新しいト
ラックが必要だと思うの？」

運の悪いことに，友人は雪道を進みす
ぎてしまいました。木を切ろうと決めてい
た場所でトラックを道路脇に止めようとし
たときに，動けなくなってしまいました。
新しいトラックのタイヤは四輪とも雪の中

その問いに対し，友人はこれこそ完璧

で空回りしました。友人はすぐに，どうす

な答えだと確信して言いました。「ひどい

ればこの危険な状況から抜け出せるか自

嵐のときに子供たちにミルクが必要になっ

分には分 からないことに気づき，うろた

て，四輪駆動のトラック以外にスーパーに

え，不安になりました。

行く手段がなかったらどうするんだい？」
彼の妻はほほえみながら答えました。

友人は覚悟を決め，
「ここでじっとして
いるわけにはいかない」と，車から降りて

「新しいトラックを買ったらミルクを買うお

薪にする木を切り始めました。そしてト

金はないでしょうから，緊急時にスーパー

ラックの荷台を重い積荷でいっぱいにしま

に行けるか心配する必要はないわ。」

した。その後，もう一度雪からの脱出を

二人は時間をかけて話し合いを重ね，

試みることにしました。エンジンをかけて

最終的にトラックを買うことにしました。

運転してみると，少しずつ前進し始めまし

新しい車を手に入れて間もなく，友人はそ

た。トラックはゆっくりと雪から抜け出し，

のトラックが実用的であって，自分が買い

道路に戻りました。友人はついに自由に

たいと思った理由が正当なものであったこ

なり，幸せな気分で，謙遜になって家に帰

とを示したいと思いました。そこで，家で

りました。
2 0 1 4 年 5 月 号

87

力を生み出しているだろうか。わたしが

が一緒に荷を引けるようにするための横木

みましょう。苦難の中にある弟子たちに，

負っている積荷は，最終的に天の御父の

です。くびきをつけられた動物は横に並

主はこう言われました。「あなたがたの頭

家に帰れるようにするための霊的な駆動

ぶので，作業を行うために一緒に動くこと

を上げて喜びなさい。わたしは，あなたが

力を十分に生み出しているだろうか。」

ができるのです。

たがわたしと交わした聖約を知っている。

時々わたしたちは，幸福とは積荷がない

「わたしのくびきを負〔い〕なさい」とい

わたしは自分の民と聖約を交わし，その民

状態だと誤解することがあります。しかし，

う，主の個人的な招きについて考えてくだ

を奴隷の状態から救い出す。」
（モーサヤ

積荷を負うことは幸福の計画において必

さい。聖約を交わし守ることにより，人は

24：13）

要不可欠なことなのです。一人一人の積荷

主イエス・キリストとつながります。人が

聖約の中心が「救い出す」という約束で

は霊的な駆動力を生み出すものでなけれ

最善を尽くしても主の力には及ばず，比較

あることに注目してください。イエス・キリ

ばなりませんから，日々の生活の中で「不

にすらなりません。にもかかわらず，救い

ストの贖罪を通して用意されている祝福を

要な良いもの」をあまりに多く引きずるこ

主は御自分に頼って一緒に荷を引くように

余すところなく受けるには，誠実な心で聖

とにより，最も重要なものから注意がそれ

招いておられます。現世の旅で主を信頼

約を受けて尊び，適切な神権の権能によっ

ることのないように気をつけなければなり

し，主とともに荷を引くなら，確かに主のく

て執り行われる儀式を受ける必要があり

ません。

びきは負いやすく，主の荷は軽いのです。

ます。なぜなら神権の儀式によって，肉体

しょくざい

贖罪が持つ，人を強める力

救い主は次のように言われました。

わたしたちは独りではなく，独りでいる

を持つ人間に神性の力が現れるのであっ

必要もありません。日々，天の助けを受け

て，贖罪の祝福もその中に含まれるからで

ながら力強く進むことができます。救い主

す（教義と聖約 84：20 － 21 参照）。

「すべて重荷を負うて苦 労している者

の贖罪によって，
「自分が持つ以上の」能

「わたしのくびきは負いやすく，わたしの

は，わたしのもとにきなさい。あなたがた

力と強さを得ることができます（“ Lord, I

荷は軽いからである」という救い主の言葉

を休ませてあげよう。

Would Follow Thee, ”Hymns ，
220 番）
。

を思い出しながら（マタイ 11：30），アルマ

わたしは柔和で心のへりくだった者で

主は次のように宣言しておられます。「そ

の民が受けた次の言葉について考えてくだ

あるから，わたしのくびきを負うて，わたし

れゆえ，旅を続け，心を喜ばせなさい。見

さい。

に学びなさい。そうすれば，あなたがたの

よ，見よ，わたしは最後まであなたがたと

「またわたしは，あなたがたの肩に負わ

魂に休みが与えられるであろう。

ともにいるからである。」
（教義と聖約 100：

される荷を軽くし，……あなたがたの背に

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。」
（マタイ11：28－30）
くびきとは，通常 2 頭の牛などの動物
88
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12 ）
モルモン書から，アルマとその民がア
ミュロンから迫害されたときの例を考えて

その 荷 が 感じられ ないほどにしよう。」
（モーサヤ 24：14 ）
この聖句は，重荷が突然，永久に取り去

られることを示しているのだ，と思う人が

行いをすることを可能にし，死すべき人間

多いかもしれません。しかし次の節に，ど

の限界を超えてより善い者となることを可

のように重荷が軽くなったかが記されてい

能にします。ほとんどの教会員が知ってい

ます。

るように，間違いを犯したときや，罪の影

はら から

「そこで，アルマと彼の同 胞 に負わされ

響力に打ち勝つ助けが必要なときに，贖

た重荷は軽くなった。まことに，主は，彼

いの力によって清めていただくことができ

らが容易に重荷に耐えられるように 彼ら

ます。しかし，贖罪が，忠実で，従順で，ふ

を強くされた 。そこで彼らは心楽しく忍耐
み こころ
して，主の御心にすべて従った。」
（モーサ
ヤ 24：15 ，強調付加）
問題や困難は，すぐには取り除かれませ
んでした。しかし，アルマの民は強められ
ました。能力が高められた結果，重荷が
軽くなったのです。彼らは贖罪によって，
自ら選択し行動する者として行動する 力
を授かり（教義と聖約 58：26 － 29 参照）
，
状況に影響を及ぼしました。その後，アル
マの民は「主の力を受けて」安全なゼラヘ
ムラの地に導かれました（モルモンの言葉
1：14；モーサヤ 9：17；10：10；アルマ
20：4 を参照）。
イエス・キリストの贖罪は，アダムの堕落
の影響に打ち勝ち，人間が犯す一つ一つ
ゆる
の罪の赦 しを可能にします。しかしそれ
だけではなく，主の贖罪はまた，人が善い

さわしく，誠実な人，そして善い人になろ
う，忠実に仕えようと努力している人のた
めにもあることを，わたしたちは理解して
いるでしょうか。わたしたちは贖罪に人を

救い主は御自分の民を救われる

強める側面があることを十分に認識して

アルマは，救い主が能力をお授けになる

いないのではないかと懸念しています。根

ことができる理由とその方法を説明してい

性や意志の力，自制心，明らかに限界のあ

ます。

る自分の能力によって，積荷を独りで負わ

「そして神の御子は，あらゆる苦痛と苦

なければならないと思い違いをしてはいな

難と試練を受けられる。これは，神の御

いでしょうか。

子は御自分の民の苦痛と病を身に受けら

イエス・キリストが地上に来て人のため

れるという御言葉が成就するためである。

に死んで くださったという知識は大切で

また神の御子は，御自分の民を束縛し

す。しかし同時に，主は贖罪を通して，そ

ている死の縄目を解くために，御自身に死

して聖霊の力によって，わたしたちを活気

を受けられる。また神の御子は，肉にお

づけ たい，単に導くだけでなく強め癒した
いと望んでおられるということも知る必要
があります。

いて御自分の心が憐れみで満たされるよ

いや

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。」
（アルマ 7：11 － 12 ）
こうして，救い主はわたしたちの罪悪の
ためだけでなく，わたしたちが経験する肉
く もん

体的な痛みや苦 悶，弱さや至らなさ，恐れ
ざ せつ

や挫折，失望や落胆，後悔や自責の念，絶
望や自暴自棄，不公平や不平等，そしてわ
たしたちが味わう情緒的な苦悩のために
も苦しまれました。
わたしたちが現世で直面する肉体的な
痛み，霊的な傷，苦悩や心痛，病や弱さの
うち，救い主が経験なさらなかったものは
一つもありません。自分の弱さに悩むと
き，
「この苦しみは誰にも分からない」と
声を上げることがあるかもしれません。し
かし，神の御子は全てを完全に理解して
おられます。わたしたち一人一人の重荷を
負われたからです。そして主は無限にして
永 遠の犠 牲をささげたので（アルマ 34：
14 参照），わたしたちの気持ちを完全に
2 0 1 4 年 5 月 号
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理解し，憐れみの腕を伸べることがおでき

あかし

招きと約束と証

や，状況を変える強さ，状況を受け入れる

になります。主は手を差し伸べ，触れ，助

自分の積荷について吟味するとき，救い

強さを祈り求めるようになります。受け身

け，癒し，強め，わたしたちが自分でなれる

主の贖罪についてさらに研究し，祈り，深

ではなく，自ら選択し行動する者になりま

以上の者にしてくださり，自分の力では決

く考え，学ぶようにお勧めします。贖罪は

す（ 2 ニーファイ 2：14 参照）。霊的な駆

してできないことをできるようにしてくださ

多くの点で人知をはるかに超えたものです

動力を授かるのです。

います。実に，主のくびきは負いやすく，

が，贖罪には，理解することができ，理解

主の荷は軽いのです。

する必要がある側面が多くあります。
わたしの友人の場合は，薪の重さが命

6 日です。わたしたちは啓示によって，こ

を救う駆動力を生じました。たとえ四輪

の日が救い主がまさに降誕された正確な

駆動であっても，空のトラックでは雪の中

日であることを知っています。 4 月 6 日は

から抜け出すことができませんでした。駆

末日聖徒イエス・キリスト教会が組織され

動力を生み出すには重い積荷が必要だっ

た日でもあります（教義と聖約 20：1；ハ

たのです。

ロルド・B・リー，
“ Strengthen the Stakes

まさに積荷のおかげで駆 動力が生ま

of Zion, ”Ensign ，
1973 年 7月号，2；スペ

れ，友人は空回りの状態から抜け出し，道

ンサー・W・キンボール，
“ Why Call Me

路に戻り，力強く前進し，家族のもとに帰

Lord, Lord, and Do Not the Things

ることができたのです。

スペンサー・W・キンボール，
“ Remarks

いますが，重荷は聖なるメシヤの功徳と憐

and Dedication of the Fayette, New York,

れ みと恵みに頼るように促してくれます

Buildings, ”Ensign ，1980 年 5 月号，54；

（ 2 ニーファイ 2：8 参照）。容易に重荷に

Discourses of President G ordon B .
Hinckley, Volume 1: 1995–1999〔2005年〕
，

ことを証し，約束します（モ ーサ ヤ 24：

409 参照）。この特別な聖なる安息日に，

15 参照）。聖約を通して主とともにくびき

キリスト・イエスがわたしたちの贖い主で

を負い，贖罪の「可能にする力」
を受けると

あられると証します。主は生きておられ，

き，わたしたちは主の御心を理解して御心

清め，癒し，導き，守り，強めてくださいま

に従って生きようとますます求めるように

す。このことを，イエス・キリストの聖なる

なります。状況を変えてくださいと神に祈

御名によって証します，アーメン。■

り続けるのではなく，状況から学ぶ強さ
リ ア ホ ナ

Which I Say? ”Ensign ，1975年 5月号，4；

人は皆生活の中で異なる重荷を負って

耐えられるように救い主が助けてくださる

90

救い主の贖罪によって，一人一人の行い
と人格が改善されますように。今日は 4 月

み

な

悔やんだことは
一度もない。5

トーマス・S・モンソン大管長

愛─福音の真髄

最近，愛にあふれる優しさの一例であ
る感動的な話について知りました。その
結末は予期せぬものでした。 1933 年，世
界大恐慌のために就職先を見つけるのが

はら から

この現世の旅を共にしている同 胞 を愛さないならば，本当に神を
愛することはできません。

困難だった時期のことで，合衆国東部で
の話です。アーリーン・ビーセカーは，高
校を卒業したばかりでした。長く続いた
職探しの後，ついに縫製工場で衣服を縫
う仕事を得ました。工場で働く人たちは，
毎日自分が縫ってきちんと仕上げた数だ
け支払いを受けました。たくさん仕上げ

愛

ればそれだけ賃金が増えるのです。
する兄弟姉妹の皆さん，救い主

実際，愛はまさに福音の真髄であって，

工場で働き始めて間もないある日，アー

は人々の中で教え導いておられ

イエス・キリストはわたしたちの模範であ

リーンはある手順のところで行き詰まり，

たとき，律 法学者から次のよう

られます。主の生涯は愛の遺産です。主

困惑といらだちを覚えました。ミシンの

な質問をお受けになりました。「先生，律

は病める者を癒やし，虐げられた者を抱き

前に座り，縫い物を完成させるために，失

法の中で，どのいましめがいちばん大切

上げ，罪人を救 われました。 最後には，

敗した箇所をほどこうと試みました。助

なのですか。」

怒った群衆が主の命を取りました。それで

けてくれる人は誰もいないように思われま

もなお，ゴルゴタの丘から次の御言葉が聞

した。他の縫製員は皆，できる限り多く

こえてきます。「父よ，彼らをおゆるしくだ

の衣服を仕上げようと急いでいたからで

さい。彼らは何をしているのか，わからず

す。アーリーンは自分の無力さを感じ，絶

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

4

くして，主なるあなたの神を愛せよ。』
これがいちばん大切な，第一のいましめ
である。

にいるのです。」 この御言葉には現世に

望的になりました。そして静かに泣きだ

おける究極の哀れみと愛が表れています。

しました。

愛の表れである特質はたくさんありま

アーリーンの真向かいに座っていたのが

す。優しさ，忍耐，無私の心，思いやり，赦

バーニス・ロックでした。バーニスは年上

し。あらゆる人との交わりの中で，わたし

で，縫製員としても先輩でした。アーリー

マルコはこの話を，救い主の次の御言葉

たちはこれらの 特質やその 他の 特質に

ンが困り果てているのに気づき，バーニス

で結んでいます。「これより大事ないまし

よって，心に抱いている愛をはっきりと示

は自分の作業をやめてアーリーンの傍らに

すことができます。

行き，優しく方法を教え，手伝ってあげま

第二もこれと同様である，
『自分を愛す
1

るようにあなたの隣り人を愛せよ。』」

み こと ば

2

めは，ほかにない。」

ゆる

この現世の旅を共にしている同胞を愛

通常，わたしたちの愛は互いに日々交

した。そしてアーリーンが自信を得て，無

さないならば，本当に神を愛することはで

わる中で示されます。何よりも大切なの

事に仕上げられるまでついていてあげた

きません。同様に，わたしたち全員の御父

は，誰かの必要に気づいて応じる能力で

のです。その後，バーニスは自分のミシン

であられる神を愛さないならば，完全に同

しょう。次の短い詩の中で表現されてい

に戻りました。ただ，手伝っていなければ

胞を愛することはできません。使徒ヨハネ

る気持ちを，わたしはいつも大切にしてき

仕上げることができていたであろう，たく

は次のように言っています。「神を愛する

ました。

さんの衣服を仕上げる機会を逃してしまい

者は，兄弟をも愛すべきである。この戒め
3

を，わたしたちは神から授かっている。」

わたしたちは皆，天の御父の霊の子供であ
り，したがって兄弟姉妹です。この真理を
心に留めておくと，神の全ての子供たちを
愛するのが容易になります。

ました。

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

この一つの愛にあふれた優しさの行い
によって，バーニスとアーリーンは生涯の
友となりました。やがてそれぞれ結婚し，
子 供が できました。 1950 年 代のあると
き，教会員だったバーニスはアーリーンと
2 0 1 4 年 5 月 号
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たった医師たちが必死に協力を要請した結
果，男の子が病院で治療を受けられるよう
に，この飛行機が迂回して男の子を乗せ，シ
アトルへ連れて行くことになりました。
その辺境の町の近くに飛行機が着陸した
とき，医師たちはパイロットに，男の子は出
血がひどく，シアトルまで飛んでいては命が
持たないことを告げました。そこで，病院が
ある最寄りの都市アラスカ州ジュノーまで，
さら に 飛 行 経 路 か ら 外 れて 200 マイル
（ 320 キロ）飛ぶことになりました。
男の子をジュノーに運んだ後，飛行機は
予定より数時間遅れてシアトルに向かいまし
た。乗客のほとんどが約束や乗り継ぎの飛
行機に間に合いそうにありませんでしたが，
不平を言う人は誰もいませんでした。それど
ころか，時が刻々と過ぎていく中で，彼らは
寄付金を集め，男の子とその家族のために
相当な額を集めました。
飛行機がシアトルに着陸しようというと
き，乗客は大きな歓声を上げました。男の
子は助かるとの無線連絡を受けたと，パイ
7

ロットがアナウンスをしたのです。
わたしは次の聖句の言葉を思い浮かべま
その 家 族にモルモン書を 1 冊贈りました。

見ることができないとしたら，人類は皆兄弟

した。「この慈愛はキリストの純 粋な愛で

そして 1960 年，アーリーンと彼女の夫と子

であるなどと言っても，何の益にもなりませ

あって，…… 終わりの日にこの慈愛を持って

供たちはバプテスマを受けて教会員になりま

ん。」

した。後に，神の聖なる神殿で結び固めら
れました。

6

8

いると認められる人は，幸いである。」

愛を示す機会は思いがけないときに訪れ

兄弟姉妹の皆さん，愛を示す最も重要な

ることがよくあります。そのような機会の例

機会の幾つかは，わたしたち自身の家庭の

きっかけはバーニスの思いやりでした。相

が，1981年10月の新聞記事で紹介されまし

中で訪れます。愛は家族生活のまさしく中

手のことはよく知りませんでしたが，困り果て

た。その中で述べられていた愛と思いやり

心にあるべきものですが，そうなっていない

て助けを必要としていた人を，自分のことは

に深く胸を打たれたので，わたしは記事を切

ことがしばしばあります。あまりに多くのい

後回しにして助けに行きました。こうして思

り抜いて 30 年以上ファイルに保存してきま

らだちや言い争い，けんか，そして涙が見ら

いやりを示した結果として，今では生者も死

した。

れることがあります。ゴードン・B・ヒンク

者も含めて無数の人たちが福音の救いの儀
式を享受しているのです。

記事によれば，乗客 150人を乗せてアラス

レー大管長は次のように嘆いています。「自

カ州アンカレジからワシントン州シアトルへ

分の〔最も〕愛する〔人たち〕に，荒々しい

日々の生活の中で，わたしたちには周りの

向かっていたアラスカ航空の直行便が，重傷

言葉を頻繁にぶつけるのはなぜでしょうか。

人に愛と優しさを示す機会があります。スペ

を負った子供を運ぶために迂 回 してアラス

……ナイフのように人を深く傷つける言葉を

ンサー・W・キンボール大管長は次のように

カの辺境の町に向かいました。 2 歳の男の

ときどき口にするのはなぜでしょうか。」9 こ

述べています。「駐車場，オフィス，エレベー

子が，自宅近くで遊んでいたときに転び，ガ

れらの問いに対する答えは人によって異なる

ターなど，様々な所で会う人は皆，神がわた

ラスの破片で腕の動脈を切ってしまったので

かもしれませんが，肝心なことは，理由は重

したちに愛し仕えるようにと望んでおられる

す。 町 は ア ン カレ ジ の 南 方 450 マイル

要ではないという点です。もし互いに愛し合

人々であることを忘れないでください。もし

（ 725 キロ）にあり，もちろん飛行経路から

いなさいという戒めを守ろうとするのであれ

周囲にいる人たちを自分の兄弟姉妹として

は外れていました。しかし，現場で治療に当

ば，互いに優しさと敬意をもって接しなけれ

92

リ ア ホ ナ

う かい

ばなりません。
もちろん，厳しい態度を執る必要がある

ません。家族の中で，また友人との間で，

もよいかと尋ねられたそうです。ここまで

心が傷つき，仲たがいすることがあります。

話したところで女性は一瞬沈黙し，声を震

ときもあるでしょう。しかし，教義と聖約

この場合もやはり，たとえ最初はどんなに

わせながらこう言いました。「モンソン兄

に記されている勧告を覚えておきましょ

小さな問題であったとしても，それが心を

弟，わたしはそのときもその後も，その人を

う。すなわち，人を責める必要があるとき

むしばみ，腐敗させ，最終的には破壊して

通してあげずに，彼の敷地まで遠回りさせ

には，その後，一層の愛を示すということ

しまうのを放置することなどできません

てしまったのです。わたしは間違っていま

し，そうすべきではありません。相手を非

した。後悔しています。その人はもう亡く

難しても傷はふさがりません。赦しによっ

なりましたが，
『本当にごめんなさい』と言

てのみ癒やされるのです。

えたらどんなにいいでしょう。優しくする

10

です。

わたしたちが周りの人の考えや気持ち，
状況にいつも心を配り，敏感であろうと努
めるようにと願っています。人の名誉を傷

もう亡くなった愛らしいご婦人が，ある

つけたり，人をけなしたりしないようにし

日わたしとの会話の中で不意に悲しい話

ましょう。 その 代わりに，思いやり深く

をしてくれました。何年も前に近所の農夫

彼女の話を聞きながら，ジョン・グリー

あって，人を元気づけましょう。不用意な

との間で起こった出来事です。かつては

ンリーフ・ホイッティアの深い悲しみの言

言葉や行いによって他の人の自信を打ち

仲の良い友人でしたが，その女性とご主人

葉が心に浮かびました。「舌が語り，ペン

砕くことのないように気をつけなければな

は，時折その人と言い争うことがありまし

がつづる悲しい言葉の中で，最も悲しい言

りません。

た。ある日，その農夫から，自分の土地ま

葉はこうだ。『しようと思えばできていた

で近道をするためにお宅の敷地を通って

のに ! 』」 兄弟姉妹の皆さん，互いに愛

赦しは愛と切り離して考えることができ

チャンスがもう一度あったなら，と心から
思います。」

11

と優しい心遣いをもって接するとき，わた
したちはそのような後悔を避けることがで
きるでしょう。
愛は目に見える様々な方法で表現され
ます─ほほえむこと，手を振ること，優
しい一言を口にすること，褒めること。次
のような方法で，よりさりげなく表現される
こともあります─相手がしていることに
関心を示すこと，優しく忍耐強く原則を教
えること，病気の人を見舞い，家から出ら
れない人を訪問すること。ここに挙げたも
のや，他にも様々な言葉や行いを通して，
愛を伝えることができます。
著名なアメリカの著述家であり講演家
であるデール・カーネギーは，人はそれぞ
れ「孤独な人や落胆している人に心からの
オーストリア，ウイーン

称賛の言葉を少しばかりかけることによっ
2 0 1 4 年 5 月 号
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2014 年 4 月 6 日

―

日曜午後の部会

て」世界の幸福度を高める力を秘めてい
る，と確信していました。彼はこう言って

十二使徒定員会会長

います。「恐らく皆さんは今日かけた優し

ボイド・K・パッカー会長

い言葉を明日には忘れてしまうことでしょ
う。でも，かけてもらった人はその言葉を
一生大切にするかもしれません。」12
わたしたちが今から，まさに今日から，
家族であろうと友人であろうと，あるいは

証人

単なる知り合いやまったく知らない人であ
ろうと，神の全ての子供たちに愛を示し始
めますように。毎朝起きるときに，どのよ

わたしは最も価値ある真理を皆さんと分かち合いたいと思います。

うなことが起ころうとも愛と優しさをもっ
て応じると決意しましょう。
兄弟姉妹の皆さん，わたしたちに対する
神の愛は人の理解を超えるものです。こ
の愛のゆえに，神はその御子を遣わしてく
ださり，御子はわたしたちが永遠の命を得
られるように御自分の命をささげるほど
に，わたしたちを愛してくださいました。

戦

争の時代や不確実な時代に，本

りとしています。それが非常に私的で，非

当に重要な事柄にしっかりと焦

常に個人的な現れであることが分かりまし

点を合わせる一つの方法があり

た。ついに自分自身で知りました。確か

ます。

に知りました 。それが自分に与えられた

第二次世界大戦は，わたしがひどい霊

からです。しばらくして，わたしはその壕

この比類のない賜 物 について理解するに

的混乱を感じた時でした。わたしはほん

からはい出して，宙を歩いているかのよう

つれて，わたしたちの心は永遠の御父と，

のわずかな証 を携えてユタ州ブリガムシ

な心地よい気分で歩いてテントに戻りまし

救い主と，全ての人に対する愛で満たされ

ティーの家を後にしており，もっと多くの

た。そして喜びと畏 敬 の念をもってその

ることでしょう。そうなることを，イエス・

何か が 必 要だと感じていました。 実 質

夜の残りの時間を過ごしたのです。

キリストの聖なる御 名 によって切に祈りま

上，わたしたち高校 3 年生のクラス全員

わたしは自分が特別な人間だと考える

す，アーメン。■

が 数 週 間のうちに戦 地に 赴 いていまし

ことはなく，そのようなことが自分にあっ

た。日本の沖縄の北にある伊 江 島 の駐

たのであれば，誰にでもそれは起こり得る

屯地にいたとき，わたしは疑念や不安と

と思いました。今もそう信じています。そ

闘っていました。福音について個人的な

の後の数年間に，わたしは，そのような経

証を得たいと思いました。知りたい と思い

験は同時に，従うべき光であり，担うべき

ました。

重荷であると理解するようになりました。

たま もの

み

注
1.
2.
3.
4.
5.

な

マタイ 22：36 － 39
マルコ 12：31
1 ヨハネ 4：21
ルカ 23：34
作 者 不 詳，リチャード・L・エ バ ンズ“ The
Quality of Kindness, ”Improvement Era ,
1960 年 5 月号，340 で引用
6. The Teachings of Spencer W. Kimball ，エ
ドワード・L・キンボール編（ 1982 年），483
7.“ I njured B oy Flown to Sa fety, ”Sitka
Da i ly S ent inel（ A la ska ），19 81 年 10 月
22 日付参照
8. モロナイ 7：47
9. ゴードン・B・ヒンクレー「愛を生活の道しる
べに」
『聖徒の道』1989 年 7 月号，69 参照
10. 教義と聖約 121：43 参照
11.“ Maud Muller, ”The Complete Poetical
Wo r k s o f J o h n G r e e n l e a f W h i t t i e r
（ 1878 年），206 に収録，強調付加
12. デール・カーネギーの言葉，ラリー・チャン，
Wisdom for the Soul（ 2006 年），54 などで
引用

あかし

おもむ

い

え じま

眠れないある夜のこと，わたしはテント

わたしは最も価値ある知識であるそれ

を出て，掩 蔽 壕（訳注─ 敵の攻撃から

らの真理，すなわち，わたしがおよそ 90 年

身を守るために造られた施設）に入りまし

の生涯と中央幹部としての 50 年以上の期

た。その壕は，砂を詰めた 50 ガロン（約

間に学び経験した事柄を，皆さんと分かち

190 リットル）燃料用ドラム缶を何本も並

合いたいと思います。わたしが知るように

べ，また積み重ねて周りを囲って造られて

なったことの多くは，教えることはできま

いました。屋根はありません。それでわた

せんが，学ぶことのできる事柄の範疇に入

しは腹ばいになって入り，満天の星空を見

るものです。

えん ぺい ごう

上げ，ひざまずいて祈りました。
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はん
ちゅう

ほとんどの大いに価値のあるものと同じ

祈りの途中で，それは起こりました。何

く，永遠に価値のある知識は，個人的に祈

が起こったかを話そうとしても，わたしは

り，深く考えることによってのみ与えられる

それを言葉にできません。表現する力を

のです。これらは，断食ならびに聖文研

超えているのです。しかし，今日も，65 年

究と併せて行うことで，印象と啓示と聖な

以上前のあの夜と同じようにそれははっき

る御霊のささやきを招きます。これがわた

こんにち
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い けい

み たま

誰も，永遠に増し加えられるという約束を
拒まれないのです。
皆さんのひそかな願いと涙ながらの訴
えは，御父と御子御二方の心を打つことで
しょう。皆さんの生涯は満たされ，不可欠
な祝福は何一つ失われることはないとい
う，個人的な確信が御二方から与えられる
ことでしょう。

しもべ

聖任された職に務める主の僕として，わ
たしは，このような状況にある人々に約束
します。皆さんの救いと昇栄に不可欠なも
のが，皆さんにずっと与えられないという
ことは一切ありません。今何も持っていな
い両手はやがて満たされ，今夢が破れて
いや

傷つき，願い続けている心は癒 されるで
しょう。
わたしが知るようになったもう一つの真
理は，聖霊が実在の御方であられるという
ことです。聖霊は神会の第三の御方です。
その使命は真理と義について証すること
です。聖霊は，平安な気持ちや安心感な
ど，多くの方法で御自身を現されます。ま
た，慰めと導きをもたらし，必要なときに
は正してくださいます。わたしたちは義に
かなった生活をすることで，生涯にわたっ
はんりょ

したちに天からの教えをもたらし，わたし

よ』」と（ 3 ニーファイ 13：9 。 マタイ 6：

たちは訓戒に訓戒を学ぶのです。

9 も参照）。神が「父」という呼び名を用

聖霊の賜物は福音の儀式を通じて授け

いられたことは，この世で最も重要なこと

られます。権能を持つ人は教会の新会員

は何かを理解するようになるうえで，全て

の頭に両手を置いて，このような言葉を述

の人に向けた教えとなります。

べます。「聖霊を受けなさい。」

啓示では次のように約束されています。
「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。」また，
「精励と従 順によって，

て聖霊を伴侶とできるのです。
たま もの

親であることは神聖な特権です。そし

この儀式だけでわたしたちは目に見え

…… 知識と英知を得る」と（教義と聖約

て，忠実であることによって，それは永遠

て変わるわけではありません。しかし，聖

130：18 － 19）。

の祝福となり得るのです。教会における

霊の促しに耳を傾けて従うならば，聖霊

わたしが知るようになった一つの永遠

全ての活動の最終的な目的は，男性とそ

の祝福を受けます。天の御父の息子や娘

の真理は，神が生きておられることです。

の妻とその子供たちが家庭で幸せになれ

はそれぞれ，モロナイの約束が事実である

神はわたしたちの御父であられ，わたした

るようにすることです。

ことを知るようになれるのです。「聖霊の

ちは神の子供です。「わたしたちは，永遠

結婚していない人々や子供を持てない

の父なる神と，その御子イエス・キリスト

人々も，求めていながら，今はまだ自分の

と，聖霊とを信じる。」
（信仰箇条 1：1）

手の届かないところにありますが，その永

神は用いることができるその他のあら

遠の祝福を拒まれることはありません。わ

ゆる称号の中から，
「父」と呼ばれること

たしたちは祝福がどのように，あるいはい

を選ばれました。救い主はこう命じておら

つ，そのような人々に与えられるか必ずし

れます。「だから，あなたがたはこう祈り

も知っているわけではありません。しか

なさい。『天におられるわたしたちの父

し，神聖な聖約を交わして守る忠実な人は

力によって，あなたがたはすべてのことの
真 理 を知るであろう。」
（モロナイ 10：5 ，
強調付加）
わたしが自分の人生で得た一つの崇高
な真理は，主イエス・キリストについての
証です。
最も重要で，かつ，わたしたちが行う全
てのことの支えとなるのが，様々な啓示に
2 0 1 4 年 5 月 号
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な御方であられるかを知っています。神の
御子イエス・キリストです。御父の独り子
です。殺された御方であり，再び命を得て
おられる御方です。御父に対するわたした
ちの弁護者です。「〔わたしたち〕は，神の
あがな

御子でありキリストである贖い主の岩の上
に基を築かなければならないことを覚えて
おきなさい。」
（ヒラマン 5：12）この御方
は人生の嵐の中でわたしたちを支え，わた
いかり

したちと家族を守ってくださる錨です。
日曜日ごとに全世界で，国籍や言語を問
せい さん

わず会衆が集まり，同じ言葉で聖 餐 が祝
福されます。わたしたちはキリストの御名
を受け，いつもキリストを覚えます。それ
がわたしたちの心に刻まれています。
預言者ニーファイはこう述べています。
「わたしたちはキリストのことを話し，キリ
ストのことを喜び，キリストのことを説教
し，キリストのことを預言し，また，どこに
ゆる

罪の赦しを求めればよいかを，わたしたち
の子孫に知らせるために，自分たちの預言

メキシコ，メキシコシティー

したことを書き記すのである。」
（ 2 ニー
よれば，主の名です。それはわたしたちが

すると主は，彼らに言われた。『まこと

ファイ 25：26）

教会で 務めを果たす際に用いる権能で

に，まことに，あなたがたに言う。民がこ

わたしたちはそれぞれ，主イエス・キリ

す。祈りは全て，それが幼い子供たちによ

のことについてつぶやき，論じ合うのはな

ストについて自分自身の証を得なければな

るものであっても，イエス・キリストの名に

ぜか。

りません。その後，家族や他の人々にその

よって終わります。全ての祝福，全ての儀

彼らは，
『キリストの名を受けなければ

式，全ての聖任，全ての正式な行為は，イ

ならない』という聖文を読んだことがない

さらに，主の業を妨げようとしている悪

エス・キリストの名によって行われます。

のか。キリストとはわたしの名である。終

魔がいるということを忘れないでくださ

これはイエス・キリストの教会であり，イエ

わりの日にあなたがたは，この名によって

い。わたしたちは誰に従うかを選ばなけ

ス・キリストにちなんで名付けられている，

呼ばれるのである。

ればなりません。個人として救い主に従う

末日聖徒イエス・キリスト教会です（教義
と聖約 115：4 参照）。

わたしの名を受け，最後まで堪え忍ぶ
者は，終わりの日に救われるであろう。

証を伝えるのです。

決意をし，救い主の側に忠実にとどまるよ
うにするときに，わたしたちは守られます。

モルモン書には，ニーファイ人が「〔主の

だから，あなたがたが行うことは何事で

新約聖書の中で，ヨハネは，救い主とそ

御〕名によって御父に祈ってい〔た〕」とき

も，わたしの名によって行いなさい。あな

の教えに身を委ねることができない人々が

のあの偉 大な出来事が 記されています。

たがたは教会をわたしの名で呼びなさい。

いたことをこう記しています。「それ以来，

主が御姿を現して言われました。

また，父がわたしのために教会を祝福して

多くの弟子たちは去っていって，もはやイ

くださるように，わたしの名によって父に呼

エスと行動を共にしなかった。

み

な

みすがた

「あなたがたはわたしから何を与えられ
たいのか」と。
「そこで彼らはイエスに，
『主よ，この教

び求めなさい。」
（ 3 ニーファイ 27：2 － 7 ）
それが主の名，イエス・キリストです。

そこでイエスは十二弟子に言われた，
『あなたがたも去ろうとするのか。』

会をどのような名で呼ぶべきか，わたした

「わたしたちを救いうる名は，これを別にし

シモン・ペテロが答えた，
『主よ，わたし

ちにお教えいただきたいと存じます。この

ては，天下のだれにも与えられていないか

たちは，だれのところに行きましょう。永

件について民の中に論争がございますか

らで〔す〕。」
（使徒 4：12 ）

遠の命の言をもっているのはあなたです。

ら』と言った。
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教会にいるわたしたちは，主がどのよう

ことば

わたしたちは，あなたが神の聖者である

七十人

ことを信じ，また知っています。』」
（ヨハネ

ウィリアム・R・ワーカー長老

6：66 － 69）
ペテロは，救い主に従う各人が学ぶこと
のできる事柄を習得していたのです。イエ
ス・キリストに忠実に献身するために，わ
たしたちはイエス・キリストを自分の贖い
主として受け入 れ，またイエスの 教えに
従って生活するように自分の力の範囲内
で全てのことを行います。
これまで長年生活し，教え，奉仕し，何

信仰に忠実に生きる
わたしたち一人一人は，わたしたちの先祖を教会の加入へと導いた
信仰と犠牲の物語を知れば，それだけ大いに祝福されるのです。

百キロも世界中を旅したことで経験してき
た全てのこととともに，わたしが伝えたい
一つの偉大な真理があります。それは救
い主イエス・キリストについてのわたしの
証です。
ジョセフ・スミスとシドニー・リグドン

わ

たしは教会歴史が大好きです。

にかかわらず，モルモンの開拓者の信仰と

恐らく多くの皆さんがそうであ

犠牲の遺産は，皆さんの受け継ぎでもあり

るように，福音を受け入れ，信仰

ます。それは末日聖徒イエス・キリスト教

は，ある神聖な経験をした後，次のように

に忠実に生きた先祖たちの並外れた献身

記録しました。

の様子を知るとき，わたし自身の信仰も強

「そして今，小羊についてなされてきた多

められます。

会の気高い遺産だからです。
教会の歴史の中でも，最も心躍る物語
の一つは，主の使徒であったウィルフォー

くの証の後，わたしたちが最後に小羊につ

1 か月前のこと，アリゾナ州ギルバート

ド・ウッドラフが，1840 年に英国全土でイ

いてなす証はこれである。すなわち，
『小

神殿地域から集まった 1 万 2,000 人のす

エス・キリストの回復された福音を教えた

羊は生きておられる。』

ばらしい若者たちが新しい神殿の完成を

ときに起きたものです。教会が設立されて

祝って，霊感あふれる劇を上演し，義にか

ちょうど 10 年後のことでした。

わたしたちは……小羊を見たからであ
る。」
（教義と聖約 76：22 － 23）

なって生きようとする決意を示してくれまし

ウィルフォード・ウッドラフや他の使徒

彼らの言葉はわたしの言葉でもあります。

た。この祝典のテーマは「信仰に忠実に

たちは，御 業 をイギリスのリバプール地区

わたしは イエスが神の御子，キリストで

生きる」というものでした。

とプレストン地区に絞り込み，かなりの成

み わざ

あられること，そして，イエスは生きておら

あの忠実なアリゾナの若者たちと同じよ

功を収めていました。ウッドラフ長老は，

れることを信じており，またわたしは 確信

うに，末日聖徒は一人一人が「信仰に忠実

後に教会の大管長になった人物ですが，

しています。イエスは御父の独り子であ

に生きる」と決意する必要があります。

このきわめて重 要な御 業を進めるに当

り，
「彼によって，彼を通じて，彼から，もろ

賛美歌の歌詞には「われら受けし信仰

たって，絶えず神に導きを求めて祈ってい

もろの世界が現在創造され，また過去に

持ち」
（「シオンの若者，真 理を守り」
『賛

ました。その祈りの結果，他の場所へ赴

創造され〔まし〕た。そして，それらに住

美歌』163 番）とあります。

いて福音を教えるようにという霊感を受け

む者は神のもとに生まれた息子や娘とな
〔ります。〕」
（教義と聖約 76：24 ）
わたしは救い主が生きておられることを

わたしたちはそれに「祖父母から受け
し信仰持ち」と加えることもできるでしょ
う。

たのです。
モンソン大管長は，わたしたちが何かを
するようにという霊感を天から受けたら，

証します。わたしは主を知っています。わ

わたしは，あの熱意あふれるアリゾナの

直ちにそれを実行し，決して引き延ばして

たしは主の証人です。イエスが天の御父

若者たち一人一人が，自分自身の教会歴史

はならないと教えています。ウィルフォー

の子供たち全員のために大いなる犠牲を

を知っているだろうか，と考えてみました。

ド・ウッドラフは，正にそのようにしまし

払い，また永遠の愛を抱いておられること

自分自身 の家族がどのようにして教会員に
なったか，その歴史を知っているだろうか
と考えたのです。末日聖徒が皆，その先
祖の改宗の物語を知っていたとしたら，そ
れは実にすばらしいことになります。
皆さんが開拓者の子孫であるかどうか

た。御霊から「南へ行く」よう明確な導き

を，わたしは知っています。わたしは心か
らへりくだり，しかし絶対的な確信をもっ
て，わたしの特別な証を述べます。イエ
ス・キリストの御名により，アーメン。■

み たま

を受けたウッドラフ長老は，ほとんど時を
置かずに出発し，イギリスのヘレフォード
シャーという名の町に向かいました。イギ
リス南西部の農業地帯にある町です。こ
の町で長老は，ジョン・ベンボーという名
2 0 1 4 年 5 月 号
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の富裕な農場主と出会います。そこで彼は，
「喜ばしい心と感謝とをもって」歓待された

は彼らの祈りの答えとしてウィルフォード・

バプテスマを受けて，末日聖徒イエス・キリ

ウッドラフをそこへ送られたのです。

スト教会に加入したのです。

の で す（マ タ イ ア ス・F・ カ ウ リ ー 編，

ウッドラフ長老の教えはたちまち実を結

わたしの高祖母ハンナ・マライア・イーグ

Wilford Woodruff, Wilford Woodruff:
H i st or y of H i s L i fe a nd L ab or s a s
Recorded in His Daily Journals 1909 年，
117 ）。
実は，そこで同胞教会と自称するグループ
に属する 600 人以上の人々が「光と真理を
求めて祈って」いました（『歴代大管長の教
え— ウィルフォード・ウッドラフ』，91）。主

び，多くの人々がバプテスマを受けました。

ルズ・ハリスもウィルフォード・ウッドラフの

ブリガム・ヤングとウィラード・リチャーズも

話を最初に聞いた仲間の一人でした。彼女

ヘレフォードシャーで合流し，3 人の使徒が

は夫のロバート・ハリス・ジュニアに，自分

そこで目覚ましい成功を収めたのです。

は神の御言葉を聞いたので，バプテスマを受

み こと ば

ほんの数か月のうちに，彼らは教会員と

けるつもりだと告げたのです。ロバートは妻

なった 541 人のために 33 の支部を組織しま

の話を聞いて，面白くありませんでした。次

した。彼らのめざましい働きはさらに続き，

にモルモンの宣教師が来るときには自分も

最終的には，同胞教会の信者のほぼ全員が

一緒に行くと告げたのです。宣教師の誤り
を正すつもりでした。
聴衆の最前列付近に座り，だまされまいと
固く決意をして，訪ねて来る説教者の鼻をで
きればあかしてやろうと意気込んでいたロ
バートでしたが，妻と同様，御霊によって直
ちに心が動かされ，回復のメッセージが真実
だと分かったのです。こうして，二人はバプ
テスマを受けました。
彼らの信仰と献身の物語はまた同様の数
千の人々の物語でもあります。彼らは福音の
メッセージを聞いたとき，それが真実だと分
かったのです。
主は次のように言われました。「わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼ら
を知っており，彼らはわたしについて来る。」
（ヨハネ 10：27 ）
羊飼いの声を聞いた彼らは，福音に従って
生活し，主の預言者の指示に従うという完
全な決意をしました。「シオンに集合する」
ようにという召しに応えた彼らは，イギリス
の彼らの家を後にして，大西洋を渡り，他の
聖徒とともにノーブーに集合しました。
彼らは心から福音を受け入れていたので
す。新しい地で自分の家を建てるために奮
闘しながら，彼らはノーブー神殿の建設を助
じゅうぶん

けるために，自分たちの労働力を什分の一と
してささげました。 10 日ごとに神殿の建設
のために働いたのです。
彼らは愛する預言者ジョセフ・スミスとそ
の兄ハイラムの死去の知らせを聞き，心が砕
かれる思いでした。それでも，彼らは進みま
す。信仰に忠実に生き続けたのです。
聖徒たちが迫害を受けて，ノーブーから追
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放されるころ，ロバートとマライアは実に恵
まれて神殿で自分たちのエンダウメントを受
ける祝福にあずかりました。ミシシッピ川を
渡り，西部へ向かう直前のことでした。二人
はこれからどんな将来が待っているのか，確
あかし

信が持てませんでしたが，信仰と証 だけは
確固としていました。
二人は 6 人の子供を抱えて，泥道の中を
西に向かってアイオワ州を横切って行きまし
た。彼らはミズーリ川のほとりに粗末な小屋
を 建 て ま す が，そこ は 後 に ウィンター・
クォーターズとなった場所です。
この恐れを知らぬ開拓者たちは，自分た
ちがさらに西へ歩を進めるに当たって，どの
ように，またいつ進めるべきか，使徒の指示
を待 って いました。 しかし，皆 の 計 画 は
十二使徒定員会のブリガム・ヤング会長の，
男性は合衆国陸軍の志願兵として兵役に就
くようにという呼びかけによって一変しまし
た。これが後のモルモン大隊です。
ロバート・ハリス・ジュニアもブリガム・ヤ
ングの呼びかけに応えた 500人以上のモルモ

福を受けられるよう，絶えず祈っていると書

解できるようになりました。祖母は，子供た

きました。

ちの心を父に向けさせたかったのです。孫

ン開拓者の一人でした。彼は，それが身重の

その手紙の後半部分で，彼は次のような

たちに，義にかなった遺産について知ってほ

妻と 6 人の幼い子供たちを残して行くことに

力強い言葉を書いています。
「あなたやわたし

しかったのです。それが，必ず彼らの生涯に

なることを承知しつつ，徴兵に応じたのです。

が主の神殿の中で耳にし（経験し）
たことを，

祝福をもたらすことを知っていたからにほか

わたしたちは決して忘れてはなりません。」

なりません。

なぜ彼やその他の人々はそのようなことを
したのでしょうか。

「わたしたちは神の預言者によって導かれ

自分たちが義にかなった先祖たちと結び

その答えは，わたしの高祖父自身の言葉

ているのだ」という先の証とともに，この

ついているという実感があればあるほど，わ

の中に見いだすことができます。彼は，大隊

二つの神聖な勧告はわたしにとって聖句のよ

たしたちは思慮深く，義にかなった選択が

がサンタフェに向かっていたときに妻に宛て

うになっています。

できるようになります。

て書いた手紙の中で，そのことを明かしてい

大 隊とともに出発してから 1 年半 後，ロ

まったくそのとおりなのです。わたしたち

ます。「わたしの信仰はこれまでになく強

バート・ハリスは愛するマライアと無事再会

一人一人は，わたしたちの先祖を教会の加入

まっています。（ブリガム・ヤングがわたした

を果たしました。二人は生涯を通じて，回復

へと導いた信仰と犠牲の物語を知れば，そ

ちに向かって語った言葉について考えると

された福音に忠実に，忠誠を尽くしました。

れだけ大いに祝福されるのです。

き）それはまるで大いなる神がわたしに向け

二人には 15人の 子 供 がおり，そのうちの

ウィルフォード・ウッドラフが教え，福音

て語ったと同じことなのだと信じています。」

13人が成人しました。カナダ，アルバータ州

の回復について証をした最初の段階から，

要するに，高祖父は自分が神の預言者に

レイモンドにいたわたしの祖母のフェイン・

ロバートとマライアはこの福音が真実である

ワーカーはその 136人の孫の一人です。

ことを知っていました。

耳を傾けているのだということを知っていた
ということです。他の人たちも同じでした。

ワーカーおばあさんは，自分の 祖父がモ

また，どのような試練や困難に襲われよう

だからこそ，彼らはそのような行動を取りま

ルモン大隊で従軍したことを誇りに思ってい

とも，信仰を固く持ち続ける限り，祝福を受

した。神の預言者によって導かれていること

ました。ですから，孫たちには一人残らずそ

けるということを知っていました。二人は現

を知っていたからです。

のことを知ってほしいと願っていたのです。

在の預言者の言葉を聞いていると思われて

同じ手紙の中で，彼は，妻や子供たちを深

わたしももうおじいさんになっています。祖

も不思議ではありません。現在の預言者は

く愛していることを告げ，妻や子供たちが祝

母にとって，それがなぜ大切だったのか，理

こう言っています。「神殿の祝福を受けるた
2 0 1 4 年 5 月 号
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十二使徒定員会

めにいかなる犠 牲……もいといません」

L・トム・ペリー長老

（トーマス・S・モンソン「聖なる神殿 ─
世界に輝くかがり火」
『リアホナ』2011 年
5 月号，91）。
英国の 2 ポンド硬貨の側面には「巨人
の肩の上に立って」と刻印されています。
わたしが偉大な開拓者の先祖のことを思
うとき，わたしたちは皆 巨人の肩の上に
立っているのだと感じています。
この訓告はロバート・ハリスの手紙から
取られたものですが，わたしは無数の先祖
たちが同じメッセージを自分たちの子供や
孫たちに送っているはずだと確信していま
す。まず最初に，わたしたちは神殿で味

忠実さから
生まれる従順
従順とは最高の権威者である神の知恵や力を信じる信仰の現れ
にほかなりません。

わった経験を忘れてはなりません。そし
て，神殿のゆえにわたしたち一人一人にも
たらされる約束と祝福を忘れてはならない
のです。 2 番目に，わたしたちは神の預言
者によって導かれていることを忘れてはな
りません。

ペ

リー姉妹とわたしは長年毎週月

す。こうした関係は，家族が永遠の本質を

曜日の夜に家庭の夕べを開いて

持つものであることを，常に思い起こさせ

きましたが，突然，その規 模が

てくれます。

拡大することになりました。わたしの弟と

わたしは，少年時代には，祖父と特別な

わたしは証します。わたしたちは確かに

その娘，妻のバーバラの弟，それに姪とそ

関係にありました。わたしは家族の長男

神の預言者によって導かれています。主

の夫が，同じアパートに引っ越して来たの

でしたので，自分の家と祖父の家と二人の

は，末日に預言者ジョセフ・スミスを通し

です。わたしにとって，子 供の頃を除い

おばの家のために，冬の間は通路の除雪

て主の教会を回復されました。そして，わ

て，自分の身内がこんなに近くに住むとい

をし，夏の間は芝生の手入れをしたもので

たしたちはジョセフ・スミスからブリガム・

う祝福にあずかるのは，初めての経験で

した。祖 父は，わたしが 芝を刈っている

ヤング，そしてその後を引き継いだ大管長，

す。その当時，わたしの家族が住む同じ

間，いつも玄関のポーチに座っていまし

そしてわたしたちの現在の預言者トーマ

区画の中に，母の親族が何人も住んでい

た。わたしも芝を刈り終わると，玄関前の

ス・S・モンソンへと途切れることなく続く

ました。ソニーおじいさんの家は北隣，エ

ステップに腰を下ろし，祖父とおしゃべり

神の預言者によって導かれているのです。

マおばさんの家は南隣，同じ区画の南側

に興じたものでした。そうした時間はわた

わたしはモンソン大管長をよく知っており，

にはジョセフィーンおばさんが住んでいま

しにとってかけがえのない思い出となって

敬い，愛しています。わたしは彼が現在，

したし，東側にはアルマおじさんが住んで

います。

この地上における主の預言者であると証

いました。

します。

めい

ある日のこと，わたしは祖父に，人生に

子供の頃，わたしたちは毎日のように自

は実に数多くの選択肢があるので，どうし

子供たちや孫たちとともに，わたしたち

分の親族と顔を合わせ，ともに働き，とも

たら自分がいつも正しいことをしているの

が義にかなった自分たちの先祖の受け継

に遊び，ともに訪ね合って時間を過ごしま

かどうか分かるのか尋ねたことがありま

ぎを大切にするように心から願っていま

した。いたずらをするとあっという間に母

す。祖父はいつものように，農場生活の体

す。彼らは忠実なモルモンの開拓者とし

親の耳に入るという環境でした。現代の

験談を使って，答えてくれました。

て，あらゆるものを喜んで犠牲の祭壇にさ

世界はそれとは異なっています。大部分

祖 父はわたしに，2 頭の馬を操 るのに

さげ，神のために立ち上がり，信仰を守っ

の家族は散らばっています。たとえ比較

は，馬をどのように調教したらよいか，教え

てきたのです。わたしたち一人一人が，先

的近くに住むことがあったとしても，隣り

てくれました。祖 父の説明によれば，馬

祖が大切にしてきた信仰に忠実に生きるよ

同士ということはほとんどありません。そ

は，まず，だれが命令しているのかを知る

うに祈ります。イエス・キリストの聖 く神

れを考えると，自分の子供時代や現在の

必要があります。馬を確実にコントロール

聖な御名により，アーメン。■

状況は，愛する家族が互いに身近に住ん

し，操るための鍵の一つは，馬の引き具と

でいて，ある意味で天国のように思えま

くつわです。 2 頭のうちの 1 頭でも，御 者

きよ

み
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あやつ

かぎ

ぎょ しゃ

に従う必 要はないと思いこんだら，2 頭

尊重されるので，主の手綱は決して強制的

しにも，喜んで進路を完全に変える必要

一緒に引くことも，2 頭の力を最大現に引

なものではありません。

があります。人生で成功を収めるために

き出すこともできません。

み たま

御霊の優しい促しを無視する人々は，あ

は，自分の霊と肉体の両方が一致して，主

それでは，祖父がこのたとえを使ってわ

の放 蕩 息子が学んだように，不従順と放

の戒めに従順に従って生活できるように

たしに教えようとしたことを吟味してみま

蕩な生活から当然生じる結果から学ぶこ

訓練する必要があります。もし聖霊の優

しょう。この 2 頭の馬を操る御者は誰で

とになります。あの放蕩息子は，不従順か

しいささやきに耳を傾ければ，聖霊の助け

しょうか。祖父はそれは主であると教えて

ら生じる当然の結果を経験してからやっ

により，天の御父と住むことができるよう，

くれました。主が目的と計画をお持ちだか

と謙 遜 になり，
「本心に立ちかえって」，父

わたしたちの永遠のふるさとへ戻れるよう

らです。また，主はこの 2 頭にチームワー

の家へ帰るようにという御霊のささやきを

導くという目的において，自分の霊と肉体

クを教え，1 頭ずつ個別の訓練もなさいま

聞くことができたのです（ルカ 15：11 －

を一致させることができるのです。

す。この御者は，何が最善かを知っている

32 参照）。

ほう とう

けん そん

信仰箇条の第 3 条は，従順の大切さに

ので，馬にとって，自分が正しく動いてい

祖父の教えは，御霊の優しい手綱を常

ついて教えています。「わたしたちは，キ

ると知るためには，御者の指示に従順に

に受け止める用意をしておくようにという

リストの贖 罪により，全人類は福音の律法

従うしかないのです。

しょくざい

ものでした。わたしがもし間違った方向へ

と儀式に従うことによって救われ得ると信

では，祖父は何を引き具とくつわにたと

進むと，必ずその促しを受けることができ

じる。」

えたのでしょうか。当時も，そして今もそ

ると，祖父は教えてくれました。そして，も

う思っていますが，祖父はわたしに聖霊の

し御霊の導きを受けて決定をするならば，

のように，従順になるためには，特別な信

促しに従うようにと教えていたのです。祖

何か重大な間違いを犯す恐れもなくなると

頼が必要です。それはすなわち，御者に

父の心の目には，その引き具とくつわは霊

いうことを教えてくれました。

対する絶対的な信仰です。ですから，祖

祖父が教えてくれた 2 頭の馬のたとえ

的なものでした。良く調教された 2 頭の

ヤコブの手紙 3 章 3 節にはこう述べら

父の教えは，福音の第一の原則であるイエ

従順な馬は，御者が手綱で優しく合図す

れています。「馬を御するために，その口

ス・キリストを信じる信仰とも関わりがあ

れば，御者の望みどおりに動きます。この

にくつわをはめるなら，その全身を引きま

るのです。

優しい手綱は，静かな細い声のようなもの

わすことができる。」

で，主がわたしたちに語りかけるときにお

自分の霊のくつわに対して敏感になる

使いになる方法です。主は選択の自由を

必要があります。主の手綱のかすかな促

使徒パウロは，
「さて，信仰とは，望んで
いる事がらを確信し，まだ見ていない事実
を確 認することである。」
（ヘブル 11：1）
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の信仰によって，あの奇跡の瞬間まで神の
導きに厳密に従う力が与えられていまし
た。そしてその時，御使いが天からアブラ
ハムを呼び，つらい試験に合格したことを
アブラハムに告げたのです。そして，主の
天使はアブラハムの聖約に伴う約束をもう
一度繰り返しました。
わたしはイエス・キリストを信じる信仰
を持つに当たって様々なチャレンジがあ
り，従順になることが難しい人もいること
も承知しています。わたしは長年の経験
から，馬も一頭一頭それぞれ違う個性を
持っていて，調教しやすい馬もいれば，難
しい馬もいることを知っています。人の多
様性ははるかに大きいです。わたしたち
一人一人は神の息子娘であり，前世でも現
世でも一人一人異なった経験をしていま
す。従って，万人向きの解決策などはほと
んどありません。ですから，わたしは人生
というものが試行錯誤の連続であり，最も
大切なことは，福音の第二の原則，すなわ
ち悔い改めが絶えず必要であるということ
を十分に認識しています。
また，わたしの祖父が生きていた時代
と教え，アベル，エノク，ノア，そしてアブラ

そして，アブラハムの信仰は，わたしたち

は，善悪の選択に関しては，もっと単純な

ハムの例を用いて，信仰について教えてい

が想像もできないような方法で試されたの

時代でした。極めて知性が高く，洞察力

ます。パウロは忠実な者の父アブラハム

です。

に優れた人々の中には，もっと複雑になっ

の例を強調してこう述べています。

わたしはこれまで多くの機会にアブラハ

た現代は，もっと複雑な解決策が必要で

「信仰によって，アブラハムは，受け継ぐ

ムとイサクの物語について熟考してきまし

あると考えている人々がいるかもしれませ

べき地に出て行けとの召しをこうむった

たが，アブラハムの忠実さと従順さについ

んが，わたしにはその主張が正しいとは思

時，それに従い，行く先を知らないで出て

て完全に理解できてはいません。恐らく，

えません。わたしが考えるに，むしろ，今

行った。

アブラハムがある日の朝早く，信仰深く荷

日 の複 雑さを解くには，善悪の違いを知

造りをして家を出る光景を想像はできるか

るためにはどうしたらよいかと尋ねた素朴

もしれません。しかし，どうやって，息子

な質問に祖父が答えてくれたようにもっと

信仰によって，サラもまた，年老いてい

のイサクを従えて，3 日の行程を，モリヤの

単純さが必要であるということです。わた

たが，種を宿す力を与えられた。約束をな

山のふもとまで行くことができたのでしょ

しが今日お伝えしているのが単純な公式

さったかたは真実であると，信じていたか

うか。どうやって燔 祭 のための薪 を山の

であると分かっています。しかし，その公

らである。」
（ヘブル 11：8 － 9 ，11）

上まで運んだのでしょうか。どうやって祭

式は，わたしにとって非常にうまく機能し

壇を築いたのでしょうか。どうやってイサ

ていることを証 します。ですから，わたし

のイサクを通じて，一つの約束がアブラハ

クを縛り，祭壇に横たえたのでしょうか。

は皆さんにお勧めします。むしろ，わたし

ムとサラに与えられたことを知っています。

イサクに自分がささげものなのだというこ

の言葉を試してみるよう皆さんにチャレン

それは，
「天の星のように，海べの数えが

とをどう説明したのでしょうか。そして，

ジします。皆さんがそうするならば，わた

たい砂のように」繁栄するという約束でし

息子を殺すために刃物を上げる力をどう

しの言葉は，様々な選択肢がありすぎると

た（ 12 節参照；創世 17：15 −16 も参照）
。

やって得たのでしょうか。アブラハムはそ

きに，何を選択すべきかを明確に示し，学

信仰によって，他国にいるようにして約
束の地に宿り，……

わたしたちは，アブラハムとサラの息子
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七十人

識ある人々や自分は賢い人間だと思ってい

ローレンス・E・コーブリッジ長老

る人々を混乱させている問題に対して，単
純な答えを示してくれることを約束します。
従順とは，受け身的であり，よく考えず
に権威者の指示や命令に従うことである
と考えることが往々にしてあります。実際
は，従順とは最高の権威者である神の知
恵や力を信じる信仰が現れたものに他な
りません。たとえ息子を犠牲にささげるよ
う命じられても，アブラハムが神を信じる

預言者ジョセフ・スミス
ジョセフ・スミスにあふれるほど注がれた啓示により，彼が確かに
神の預言者であったことが分かります。

揺るぎない信仰と従順さを行動で示した
とき，神はアブラハムを救われました。同
様に，わたしたちが従順によってわたした
ちの信仰を行動で示すときに，神は最終
的にはわたしたちを救ってくださるのです。
ひたすら自分自身にのみ頼り，自分自身
の欲望や性向にのみ従おうとする人々は，
たま もの

よ

神に従い神の知恵と力と賜 物 に依 り頼む
人々と比較して，大きな制限を受けます。

最初の示現

少

1

与えられるであろう。」

年が聖書を読み，聖文の中のあ

少年はこの言葉を何度も何度も思い巡

る聖 句に目を 留めます。 これ

らします。暗黒にかすかな光が差します。

が，世界を変えることになる瞬

これが答え，すなわち，混乱と暗闇から抜

間です。

け出る方法なのでしょうか。こんな簡単な

この少年は，自分を真理と救いに導くこ

方法なのでしょうか。神に願い求めれば

「己というものだけで包まれている人は小

とができるのはどの教会か，知りたくてた

応えていただけるのでしょうか。ついに少

さな包みにしかならない」という言葉があ

まりません。ほとんど全てのことを行った

年は，神に願い求めるか，それとも暗闇と

ります。力強く，積極的な従順というもの

後，今度は，聖書を手に取り，次の言葉が

暗黒の中にとどまり続けなければならな

は，弱さや受け身とは無縁です。それは，

目に入ります。「あなたがたのうち，知恵

いか決めます。

神を信じるわたしたちの信仰を宣言する

に不足している者があれば，その人は，と

少年は知りたくてたまりませんが，目立

手段であり，わたしたちが天の力を受ける

がめもせずに惜しみなくすべての人に与え

たない隅の方に走って行ってそそくさと祈

ための資格です。従順は一つの選択です。

る神に，願い求めるがよい。そうすれば，

りを済ませたりはしません。まだ 14 歳で

それは，自分の限られた知識や力に頼る

すが，早く知りたいとはいえ軽率なやり方

のか，それとも，神の無限の知恵や力に頼

で尋ねたりはしないのです。これは，どん

るのかの選 択です。祖 父の教えに従え

な祈りでも同じです。少年はどこに行って

ば，それはわたしたちの口に霊のくつわが

いつ尋ねるかを決めます。神と話す用意

はめられていることを感じ，御者の導きに

をするのです。

従う選択をすることなのです。

そして，その日が来ます。それは 1820 年

わたしたちがその忠実さと回復された福

の早春，美しい晴れた日の朝のことです。2  

音の儀式を受けることにより，アブラハム

近くのひっそりとした，木々が高くそびえ

の聖約を受け継ぐ者となり，その子孫とな

立っている林の中へ，独りで歩いて行きま

ることができますように願っています。皆

す。前もって決めておいた場所に着くと，

さんに約束します。主に忠実で従順な者

ひざまずいて心の願いを述べます。

は皆，永遠の命の祝福にあずかることが
み

な

できるのです。イエス・キリストの御 名 に
より，アーメン。■

次に何が起こったかを，少年は次のよう
に描写しています。
「わたしは自分の真上に，太陽の輝きに
も勝って輝いている光の柱を見た。そし
て，その光の柱は次第に降りて来て，光は
ついにわたしに降り注いだ。
……そして，その光がわたしの上にとど
2 0 1 4 年 5 月 号

103

まったとき，わたしは筆紙に尽くし難い輝き

常にありましたし，これからもあるでしょ

た啓示により，彼が確かに神の預言者で

と栄光を持つ二人の御方がわたしの上の空

う。

あったことが分かります。その啓示の幾

中に立っておられるのを見た。すると，そ

反 対され，詰問され，拒まれ，打たれ，

つかを少し見てみましょう。ジョセフを通

のうちの御一方がわたしに語りかけ，わた

見捨てられ，十字架にかけられた御方，万

して明らかにされた幾つかの光と真理に

しの名を呼び、別の御方を指して，
『
〔ジョ

物の下に身を落とした御方で最も多く泥を

ついて考えてください。それらは当時一般

セフよ，
〕これはわたしの愛する子である。

蹴りかけられて土煙が舞い上がった御方

的に信じられていたことや，今日一般的に

彼に聞きなさい 』と言われた。」3
ここで 起こったことのために，わずか
24 年後，ジョセフ・スミスと兄のハイラム
は死ぬことになります。

を探してください。 そこに，皆さんは真

信じられていることと，明らかに異なって

理，すなわち，神の御子，人類の救い主を

いました。

見いだすでしょう。人々はなぜこの御方を
迫害したのでしょうか。

• 神は人の形をしており，昇栄された御

なぜでしょうか。それは，この御方が
反対

真理であられたからであり，真理は常に反

ジョセフは 17 歳のときに天使から，
「わ
たしの 名が良くも悪くもすべての国 民，

こん にち

対に遭うからです。

あかし

次に，イエス・キリストのもう一つの証や
み て

方，永遠の父なる神であられる。神は
わたしたちの御父であられる。
• 父なる神とイエス・キリスト，聖 霊は，
別々の御方であられる。5

……すべての民の中で語られる〔であろ

その他の聖文を世に出した人，主の御手に

• 皆さんはただの人間ではありません。

う〕」と告げられたと言っています。4   末日

使われて完全な福音とイエス・キリストの

皆さんは永遠の父なる神の子であって，

聖徒イエス・キリスト教会は全 世界に広

教会を地上に回復した人を探してください。

神のようになることができるのです。6  も

がっており，この驚くべき預言は現在もな

その人を探してください。その人の上にも

し御子を信じる信仰をもって悔い改め，

お成就し続けています。

迫害の土煙が舞っているはずです。人々は

儀 式を受け，聖 霊を受け，最後まで堪

なぜ，その人を迫害するのでしょうか。

え忍ぶならばそうなります。7

反対や批判，敵対は真理に付き物です。
人の目的と行く末について真理が明らかに

なぜでしょうか。それは，ジョセフが真

• 今日あるイエス・キリストの教会は，イ

されるときには必ず，それに反対する力が

理を教えたからであり，真理は常に反対に

エスが地上で務めを果たしておられた

常に現れます。エデンの園にいたアダムと

遭うからです。

ときに組織された教会と根本的に同じ

エバに始まり，キリストの教導の業を経て
現代に至るまで，欺き，道を踏み誤らせ，
反対し，命の計画を損なおうとする動きは
104
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であり，使徒や預言者，メルキゼデク神
あふれるばかりの啓示

ジョセフ・スミスにあふれるほど注がれ

権とレビ神権，長老，大祭司，執事，教
師，ビショップ，七十人など全て聖書に

書かれているものが存在します。

考え出したのか，それともジョセフは天の

うに「とがめもせずに惜しみなくすべての

• 神権の権能は救い主とその使徒が死ん

助けを受けていたのか，どちらの可能性

だ後に取り上げられ，再び 現代に回復

が高いでしょうか。ジョセフが書いた聖

「そうすれば，与えられる」17   のです。こ

されました。

文は人の言葉のように聞こえますか。それ

れはモルモン書が真実かどうか，ジョセ

とも，神の言葉のようでしょうか。

フ・スミスが真の預言者かどうかを知る方

• 啓示は絶えておらず，天も閉じていませ
ん。神は今日預言者に語りかけ，皆さ
んにもわたしにも語りかけられます。8

   
まとめ

人に与える神に，願い求める」ことです。

法であるばかりでなく，全てのことの真理
を知る方法でもあります。18

• この世の次にあるのは天国と地獄だけ

ジョセフ・スミスが成し遂げたことに関

今日トーマス・S・モンソンが預言者で

ではありません。数々の栄光の位があ

して論争はありません。問題は，ただ，彼

あるように，ジョセフ・スミスは預言者で

り，わたしたちがこの世で何を行うかが

が成し遂げたことをどうやって行い，なぜ

した。ジョセフ・スミスを通して神の王国

9

それを行ったかということのみです。選択

の鍵が再び「地上の人にゆだねられてお

• わたしたちはキリストに対して，単に行い

肢は多くありません。ジョセフが偽善者

り，あたかも人手によらずに山から切り出

だったか預言者だったかのどちらかです。

された石が全地に満ちるまで転がり進む

その業を自分独りで行ったか，天の助けを

ように，そこから福音は地の果てまで転が

受けて行ったかです。証拠を見てくださ

り進む」のです。

大きく関係します。
を伴わない信仰を持つのではなく，
「あら
10

ゆる思いの中で〔キリストを〕仰ぎ見」 ，
「〔わたしたちが 行う〕すべてのことを
み

な

11

19

御子の御 名 によって行い」 ，
「いつも

い。あらゆる証拠です。一つの出来事で

神はわたしたちの永遠の父なる神であ

御子を覚え，御子が与えてくださった戒

はなく，ジョセフの生涯全体を見てくださ

られ，イエスはキリストです。わたしたち

めを守〔り〕，…… いつも御子の御 霊 を

い。最も大切なことは，少年ジョセフのよ

は御二方を礼拝します。この御方たちの

み たま

12  

あがな

受けられるように」 しなければなり

創造の業と救いの計画，神の小羊の贖 い

ません。

の犠牲に匹敵するものは何もありません。

• 福音を知らずに生きて，救いに必要な儀

この神権時代にわたしたちは御父の計画

式を受けないまま死んでいった無数の

を成し遂げ，預言者ジョセフ・スミスを通

人々は失われてはいません。キリストの

して回復された福音の律法と儀式に従う

贖 罪 を通して全人類は，生者と死者に

ことによってのみ得られる贖いの実を味わ

施される「福音の律法と儀式に従うこと

います。わたしは，永遠の父なる神と世の

しょくざい

13  

14

によって救われ得る」 のです。

• 全てが誕生で始まったわけではありま
せん。皆さんは誕生する前に神の息子
娘として神のみもとに住んでいて，この
死すべき人生のための備えをしていま
した。15
• 結婚と家族は死が分かつまでという人
の作った伝統ではありません。これら
は神と聖約を交わすことによって永 遠
のものとなるように意図されています。
家族は天の規範なのです。16
そしてこれは，ジョセフ・スミスに与えら
れた，あふれるような啓示のほんの一部で
しかありません。これらの啓示，闇に光を
与え，疑う心に明快な答えを与える啓示，
何 百 万もの人々を鼓 舞し，祝 福をもたら
し，高めてきた啓示は全て，どこから来た
のでしょうか。ジョセフ・スミスが自分で

あかし

救い主イエス・キリストについて証します。
イエス・キリストの聖なる御名によって証
します，アーメン。■
注
1. ヤコブの手紙 1：5
2. ジョセフ・スミス― 歴史 1：14
3. ジョセフ・スミス― 歴史 1：16 － 17
4. ジョセフ・スミス― 歴史 1：33
5. 教義と聖約 130：22 参照
6. 教義と聖約 50：24 参照
7. 2 ニーファイ 31 章；3 ニーファイ 27 章参照
8. モロナイ 10：3 － 5 参照
9. 教義と聖約 76 章参照
10. 教義と聖約 6：36
11. モーセ 5：8
12. 教義と聖約 20：77
13. 信仰箇条 1：3
14. 教義と聖約 76 章； 128 章；138 章参照
15. 教 義 と 聖 約 49：17；138 章；モ ー セ 3：5；
6：36 参照
16. 教義と聖約 131：1 － 2；132：5 － 33 参照
17. ヤコブの手紙 1：5
18. モロナイ 10：3 － 5 参照
19. 教義と聖約 65：2
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マイケル・ジョン・U・テー長老

あなたの宝の
ある所には
気をつけなければ，わたしたちは霊的なものより物質的な物を求
め始めてしまいます。

2

望を与えているのです。どの家，どのテン
トを訪ねても，わたしたち夫婦は忠実な聖
徒たちに教えられました。
災害や悲劇に見舞われたとき，主はわた
したちに優先順位を見直す機会をお与え
になります。突然，それまで一心不乱に働
いて手に入れようとしてきた物がどうでも
よくなります。家族と，人との関係だけが
大事になります。ある姉妹がこう説明しま
した。「水が引き，片付けを始めるとき，
家の周りを見 渡してこう思ったんで す。
『わあ，長い間にずいぶんごみをため込ん
でいたのね 』と。」
この姉妹はより良い視点を得たために，
これからは何が必要で何が必要でないか

007 年 10 月の総 大会で話す割り

うやっているのか尋ねると，皆声をそろえ

を，とても注意深く見極めることだろうと

当てが終わったばかりのわたしに，

て，
「大丈夫です」と言うのです。明らか

思います。

中央幹部の一人が，このような大変

に，イエス・キリストを信じる彼らの信仰

な経験は約 7 年間は巡って来ないだろう
と言いました。わたしはほっとして，それ
ではその期間を「七年の大豊作」と考え
ましょうと答えました。わたしはまたここ
に立っています。 7 年の豊作が終わった
のです。
この 1 月，妻のグレースとわたしは，大
地震と巨大台風によって甚大な被害を受
けたフィリピンの会員を訪問する割り当て
を受けました。わたしたちは喜びました。
それはわたしたちの祈りへの答えであり，
あわ

あかし

愛ある天の 御父の 憐 れ みと慈しみの 証
だったからです。それによって，愛し心に

掛けていることを会員に伝えたいという，
わたしたちの願いが実現したのです。
わたしたちが会った会員のほとんどは，
まだテントやコミュニティーセンター，教会
の集会所などの避難所で暮らしていまし
た。訪れた家の屋根は，一部しか残って
いないか，完全になくなっていました。も
ともと少なかった持ち物もすべて失いまし
た。どこを見ても泥とがれきだらけでし
た。しかし，会員たちはわずかな援助にも
心から感謝し，非常に困難な状況にもかか
わらず，元気でした。彼らにこの状況でど
106
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これまで長年多くの教会員と接してき

て，霊的な力をたくさん目にしてきたのは
喜ばしいことです。また，これらの忠実な
教会員の中に物質的な豊かさも乏しさも見
てきました。
わたしたちの多くは必要に迫られ，家族
を養うためにお金を稼いだり，品物を手に
入れたりします。そのためにたくさんの時
間を使い，気も遣います。世の中には数限
りなく物があふれていますから，足るを知
ることが非常に重要です。気をつけなけ
れば，わたしたちは霊的なものより物質的
な物を求め始めてしまいます。そうすれ

用いられました。

富，物質的な物，権力と人の誉れでできて

かねもち

「ある金持の畑が豊作であった。

いることを知っています。それらにはこれ

ば，霊的で永遠の価値あるものを求めるこ

そこで彼は心の中で，
『どうしようか，わ

以上時間を費やす価値はありません。代

とが後回しになります。本来は逆である

たしの作物をしまっておく所がないのだ

わりに，天の宝を構成する事柄に焦点を当

べきです。残念なことに，より多く，最新

が』と思いめぐらして，

てたいと思います。

の高性能な物を手に入れたいと思う傾向
が強いようです。
どうしたらそのような道を歩まないよう
になれるでしょうか。ヤコブはこう勧告し

言った，
『こうしよう。わたしの倉を取り

わたしたちが蓄えることのできる天の宝

こわし，もっと大きいのを建てて，そこに

にはどのようなものがあるでしょうか。ま

穀物や食糧を全部しまい込もう。

ず最初に，信仰，希望，謙遜，慈愛というキ

そして自分の魂に言おう。たましいよ，

ています。「それゆえ，価値のないものに

おまえには長年分の食糧がたくさんたくわ

金を使ってはならない。満足を得られない

えてある。さあ安心せよ，食え，飲め，楽

ものに労力を費やしてはならない。熱心

しめ。』

にわたしに聞き従い，わたしがこれまでに

けんそん

リストのような資質を身につけることから
始めましょう。わたしたちは繰り返し，
「生
まれながらの人を捨てて…… 子供のように
5  

〔なる〕」よう勧められてきました。 救い主

すると神が彼に言われた，
『愚かな者よ，

は，わたしたちが御自身と天の御父のよう

語った言葉を覚えておきなさい。そして，

あなたの魂は今夜のうちにも取り去られる

に完全になるため努力するよう教えておら

イスラエルの聖者のみもとに来て，腐るこ

であろう。そしたら，あなたが用意した物

れます。

とも朽ちることもないものを食べて，豊か

は，だれのものになるのか。』

なものによってあなた自身を喜ばせなさ
1

い。」

わたしたちの中に価値のないものにお
金を使ったり，満たされないものに労力を
費やしたりする人がいないように願ってい
ます。
救い主は，ユダヤ人とニーファイ人に次
のように教えられました。

6

第 2 に，わたしたちは家族のきずなを強

自分のために宝を積んで神に対して富
3

まない者は，これと同じである。」

ディーター・F・ウークトドルフ管長は
以前，次のように勧告しました。
「天の御父はわたしたちが持つ，真の可
能性を理解しておられます。わたしたちが

めるためにもっと十分な時間を取り，努力
すべきです。何と言っても，
「家族は神に
よって定められたもので〔あり〕……この
世と永遠にわたって最も大切な単位〔なの
です〕。」7
第 3 に，人に仕えることはキリストの真

しもべ

知らない自分のことさえをも御存じなので

の僕であることの証明です。主は「わたし

す。人生の中で，わたしたちがこの地上に

の兄弟であるこれらの最も小さい者のひと

「あなたがたは自分 のために，虫が 食

創造された目的を果たし，良い人生を送れ

りにしたのは，すなわち，わたしにしたの

い，さびがつき，また，盗人らが押し入って

るように，そして主のみもとに帰れるよう

である」と言われました。8

盗み出すような地上に，宝をたくわえては

に，促しを与えてくださいます。

ならない。

第 4 に，キリストの教義を理解し，自分

ではわたしたちはなぜ，あまりに多くの

の証を強めるよう努力することで，本当の

むしろ自分のため，虫も食わず，さびも

時間や労力を，ごくつかの間で，取るに足

喜びと充足感が得られます。聖文や生け

つかず，また盗人らが押し入って盗み出す

りない，表面的な事柄に費やすのでしょ

る預言者が教えているように，わたしたち

こともない天に，宝をたくわえなさい。

う。ささいで，はかないことを得ようとする

は絶えずキリストの言葉を学ばなければな

ことがいかに愚かなことかを見ようとしな

りません。「見よ，キリストの言葉はあな

いのでしょうか。」4

たがたがなすべきことをすべて告げるから

あなたの宝のある所には，心もあるから
である。」2
別な場面で救い主はこのようなたとえを

わたしたちは皆，この世の宝が 高慢，

である。」9
2 0 1 4 年 5 月 号
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七十人

最後に，フィリピンを訪れたときに出

マルコス・A・アイドカイティス長老

会った 73 歳の未亡人について話したいと
思います。
地震がボホル島を襲ったとき，亡くなっ
た夫と一緒に一生懸命働いて建てた彼女
の家が崩れ 落ち，娘と孫が 亡くなりまし
た。独りぼっちになった彼女は，働いて生
計を立てなければなりませんでした。（手
で）洗濯する仕事を始め，水をくむために
日に何度もかなりの高さの丘を登り下りし
なければなりません。わたしたちが訪問
したとき，彼女はまだテント生活でした。
彼女はこう言いました。「長老，主がわ
たしに望まれることはどんなことでも受け

知恵に不足して
いるならば
聖文にあるように，神は真理を探し求める人々にそれを明らかにし
てくださいます。

入れます。恨んではいません。神殿推薦
状を大切にし，枕の下に保管しています。
じゅうぶん

洗濯をして得たわずかな収入ですが，什 分

の一を完全に納めていることを覚えていて
ください。何があっても，什分の一は絶対
納めます。」
わたしたちの優先順位，傾向，習慣，願
望，欲求，情熱が，わたしたちが次の世で
受ける位を決めることになると証します。

先

日，10 歳の息子がインターネッ
トで人間の脳について勉強して

価値のないものに時間を費やすべきで
はありません。

いました。将来外科医になりた

聖文にあるこの教えに耳を傾けてくださ

いのだそうです。息子がわたしよりずっと

い。「善悪をわきまえることができるよう

頭が良いと考えるのは難しいことではあり

に，すべての人にキリストの御 霊 が与えら

ません。

れている……。さて，その判断の方法をあ

わたしたちはインターネットが好きです。

み たま

なたがたに教えよう。善を行うように誘

どのようなときも，
「あなたの宝のある所に

自宅ではソーシャルメディアや電子メール

い，またキリストを信じるように勧めるもの

は，心もあるからである」という救い主の

などを使って家族や友人と連絡を取りま

はすべて，キリストの力と賜 物 によって送

言葉を忘れないようにしましょう。わたし

す。わたしの子供は学校の勉強の多くを

り出されているのである。したがってあな

たちの思いが正しい所にあるように祈りま

インターネットを通して行っています。

たがたは，それが 神から出ていることを

み

な

す。イエス・キリストの御名によって，アー
メン。■
注
1. 2 ニーファイ 9：51
2. マタイ 6：19 − 21 。 3 ニ ーファイ 13：19 −
21 も参照
3. ルカ 12：16 − 21
4. ディーター・F・ウークトドルフ「後悔と決意に
ついて」
『リアホナ』2012 年 11 月号，22
5. モーサヤ 3：19
6. 3 ニーファイ 12：48 参照
7.『手引き 第 2 部 ― 教会の管理運営』
（2010 年）
，
1.1.1
8. マタイ 25：40
9. 2 ニーファイ 32：3
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どんな質問でも，もっと情報が必要な

たま もの

1

……わきまえることができる。」

ら，わたしたちはインターネットで検索しま

本当の意味で，わたしたちは少年時代

す。数秒のうちに多くの資料が得られま

のジョセフ・スミスが経験したと同じジレ

す。これは驚くべきことです。

ンマに直面します。わたしたちも，知恵に

インターネットは多くの学習の機会を提
供してくれます。しかし，サタンはわたした

不足していることがよくあります。
神の王国では，真 理の探究は喜ばれ，

ちを惨めにしようと，物事の本来の目的を

勧められており，決して抑制されたり，恐れ

ゆがめてしまいます。サタンはこのすばら

られたりすることはありません。教会員は

しい道具を使って疑いと恐れを広め，信仰

知識を求めるよう主御自身から強く勧告さ

と希望を打ち砕こうとします。

れています。2   主は言われました。「あな

これだけ多くの情報がインターネット上

たがたは…… 熱心に求め〔なさい〕。まこ

にあると，どこに自分の努力を注ぐべきか

とに，最良の書物から知恵の言葉を探し

を慎重に考えなければなりません。サタン

求め，研究によって，また信仰によって学

は，わたしたちをそのほとんどがまったく

問を求めなさい。」3   しかし，このように神

価値のない情報を取捨選択することに忙

に関する事柄をますます表立って攻撃して

殺させ，気をそらさせ，清くない状態にす

くる世にあって，どうしたら真理を見分け

る力を持っています。

ることができるのでしょうか。

聖文がその方法を教えています。

分かるでしょう。

まず，その実を観察することによって真
理を知ることができます。

み こと ば

第 2 に，自分自身で御 言 葉 を試すこと
によって真理を見いだすことができます。

山上の垂訓で主はこう言われました。
「そのように，すべて良い木は良い実を
結び，悪い木は悪い実を結ぶ。……

預言者アルマはこう教えています。
「御言葉を一つの種にたとえてみよう。
……もしあなたがたが心の中に場所を設

このように，あなたがたはその実によっ
4

て彼らを見わけるのである。」

けて，種をそこに植えるようにするならば，

これは主の預言者からのすばらしい招
きです。これを科学の実験と比較すること
ができます。わたしたちは御言葉を試して
みるよう招かれ，そのパラメーター
（測定可
能要因）
が与えられて，指示に従えば得ら
れる実験の結果を教えられているのです。
このように，聖文は，わたしたちに実を

見よ，それがほんとうの種……であり，ま

観察したり，心の中に場所を設けて御言葉

預言者モルモンは，これと同じ原則を教

た……不信仰によってそれを捨てるような

を種のように養い育てたりして個人的に試

えて言いました。
「『あなたがたはその行い

ことがなければ，見よ，その種はあなたが

すことにより，真理を知ることができると

によって彼らを見分けるのである』……。

たの心の中でふくらみ始めるであろう。そ

教えています。

5

彼らの行いが善ければ，彼らも善い。」

この教会の実と業を研究するように，全
ての人にお勧めします。

して，あなたがたは……心の中で次のよう

しかしながら，まだ真 理を知るための

に思うであろう。
『これは良い種……に違

3 つ目の方法があります。それは個人の

いない。これはわたしの心を広げ，わたし

啓示です。

真理について関心を持つ人は，教会と

の理解力に光を注ぎ，まことに，それはわ

教義と聖約第 8 章は，啓示は知識，すな

教会員が地域社会で貢献していることを

たしに良い気持ちを与え始めている。』
……

わち，
「与えられると信じながら，信仰を

見て取ることができます。また，教会の教

……さて見よ，これはあなたがたの信仰

もって，正直な心で求めるものは何であろう

えに従う人々の生活が改善していることに

を強めないであろうか。まことに，それはあ

も気がつくでしょう。こうした実を吟味す

なたがたの信仰を強めるであろう。……

る人は，末日聖徒イエス・キリスト教会の
実が喜びをもたらす良いものであることが

…… 種はその種独自の形を生じるから
6

である。」

7

と…… 知識〔である〕
」と教えています。
また，主は啓示を受ける方法も教えてお
くだ

られます。主は「あなたに降ってあなたの
心の中にとどまる聖霊によって，わたしは

2 0 1 4 年 5 月 号
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だけではありません。わたしたちは啓示を
受けると信じなければなりません。主を信
頼し，主の約束に希望を抱かなければな
らないのです。この聖句を忘れないでくだ
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られる神
に，願い求めるがよい。そうすれば，与え
られるであろう。」16   何とすばらしい約束
でしょう。

アメリカ合衆国，ユタ州プレザント・グローブ

あなたの思いとあなたの心に告げよう」と
8

言っておられます。

わたしは全ての人に，これらの方法のど
けない ……。」

れかを，特に個人の啓示を通して真理を探

アルマは続けて記しています。「心をか

求するようお勧めします。聖文にあるよう

このように，啓示は，信仰をもって，正直

たくなにしない者は，さらに多くの御言葉

に，神は真理を探し求める人々にそれを明

な心で，それを受けると信じて求めること

を与えられて，ついに神の奥義が十分に分

らかにしてくださいます。インターネットを

によって与えられると教えられています。

かるようになるまで，奥義を知ることが許

検索するより努力が必要ですが，それだけ

主はそれを非常に明確に示し，警告され
たことを心に留めてください。「信仰がなけ

13

される。」

の価値があります。

アルマとモーサヤの息子たちは，信仰に

これはイエス・キリストの真の教会であ

は行いが伴わなければならないという原

ると証します。わたしはその実を，地域社

それゆえ，信仰をもって求めなさい。
」 信

則の模範です。モルモン書にはこう記され

会や，自分の家族を含む何千人もの人々の

仰には，まず心の中でよく考え，それから

ています。

生活の中に見てきたので，それが真実だと

れば何も行えないことを覚えておきなさい。
9  

それが正しいか祈って主に尋ねるといっ
た行いが必要です。
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。

「彼らは……神の言葉を知るために聖
文を熱心に調べてきた……。

あかし

知っています。また，わたしは何年も自分
の生活で御言葉を試し，その影響を魂に

そればかりではない。彼らはしばしば

感じてきたので，それが真実だと知ってい

祈り，また断食もしたので，預言の霊と啓

ます。しかし何よりも，聖霊の力を通して

14

示の霊を受けていた。」

受けた啓示によって，自分自身でそれが真

正直な心で願い求めることは，この過程

実であると学んだので，それが真実だと

しかし，もしそれが正しくなければ，あ

において同様に大切なことです。心から

知っているのです。皆さんもそうするよう

なたはこのような感じを少しも受けず，思

真理を探し求めているならば，それを見つ

にお勧めします。イエス・キリストの御 名

いが鈍くなり，それによって誤っている事

けるために全力を尽くすはずです。それに

により，アーメン。■

柄を忘れるようになる。」10

は聖文を読む，教会に集う，そして神の戒

行いの伴わない信仰は，死んだもので

めを守るために最善を尽くすなどが含まれ

す。11   ですから，
「疑わないで，信仰をもっ

るでしょう。それはまた，神の御心を知っ

て願い求めなさい。」12

たなら，進んでそれを行うということも意

わたしには教会員でない友人がいます。

み こころ

味します。

彼は，自分は霊的な人間ではないと言って

ジョセフ・スミスが知恵を求めるために

います。神の言葉が分からないし，神が

取った行動こそ，正直な心を示す完全な模

存在するか確信が持てないという理由で，

範です。ジョセフは「自分 が加わるべき

聖文を研究することも祈ることもしません。

教派を知るために」，どの教派が真実か知

アルマが説明しているように，このような

りたかったと言っています。15   祈り始める

態度は，彼に霊性を欠かせ，啓示とは逆の

前から，彼には受けた答えに従って行動す

方向に向かわせることになります。アルマ

る用意ができていたのです。

はこう話しています。「したがって，心をか

わたしたちは信仰を持ち，正直な心で願

たくなにする者はわずかな御言葉しか受

い求めなければなりません。しかし，それ
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み

注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

                                      

モロナイ 7：16
教義と聖約 88：78 参照
教義と聖約 88：118
マタイ 7：17，20
モロナイ 7：5
アルマ 32：28 ，30 − 31
教義と聖約 8：1
教義と聖約 8：2
教義と聖約 8：10
教義と聖約 9：8 − 9
ヤコブの手紙 2：17 参照
ヤコブの手紙 1：16
アルマ 12：10
アルマ 17：2 − 3
ジョセフ・スミス― 歴史 1：18
ヤコブの手紙 1：5

な

十二使徒定員会

が理解したのは，主の体がなくなっている

D・トッド・クリストファーソン長老

ということだけだったと思われます。彼女

イエス・キリストの復活
あがな

ナザレのイエスが復活された贖 い主であり，すべてはイエスが復
あかし
活されたという事実から始まっていることを証します。

は使徒たちに伝えるために急いで戻り，ペ
テロとヨハネを見つけて言いました。「だ
れかが，主を墓から取り去りました。どこ
へ置いたのか，わかりません。」3   ペテロと
ヨハネはその場所に走って行き，墓穴が本
当に空であることを確 認し，
「亜 麻 布が
……置いてあ〔り〕，……イエスの頭に巻
いてあった布は……はなれた別の場所に
4  

くるめてあった」 のを見ました。ヨハネ
は明らかに，復活の崇高なメッセージを理

イ

解した最初の人でした。ヨハネはこう記録
エスが苦しまれて十字架上で亡

思い出しなさい。

しています。「もう一人の弟子〔は〕……

くなられ，イエスの息 絶えた体

すなわち，人の子は必ず罪人らの手に渡

見て信じた。」そして，他の人たちについて

が墓の中に安置されたとき，主

され，十字架につけられ，そして三日目に

次のように言いました。「死人のうちから

の弟子たちは敗北感と絶望感で押しつぶ
されそうになりました。救い主が繰り返
し，御自身の死とその後に再び生きること

1

よみがえる，と仰せられたではないか。」

「さあ，イエスが納められていた場所を
ごらんなさい。

イエスがよみがえるべきことをしるした聖
5

句を，まだ悟っていなかった。」

ペテロとヨハネはその場を去りました

を話されたにもかかわらず，弟子たちは理

そして，急いで行って，弟子たちにこう伝

が，マリヤがまだそこにとどまって泣いて

解していませんでした。しかしながら，主

えなさい，
『イエスは死人からよみがえられ

いました。そうしていると，天使が戻って

のはりつけによる薄暗い午後は，程なくし

た。』」

2

来て優しく彼女に尋ねました。「『女よ，な

て，主の復活の喜びに満ちた朝に取って

天使に命じられたので，マグダラのマリ

ぜ泣いているのか』……マリヤは彼らに

代わりました。しかし，その喜びは，弟子

ヤは墓をのぞき込みました。しかし，彼女

言った，
『だれかが，わたしの主を取り去り

ま

たちが復活した主を目 の当たりにしたと
きに初めて訪れました。というのは，主が
よみがえられたことを天使が告げたときで
さえ，初めは彼らは理 解できませんでし
た。それはまったく前代未聞のことだっ
たのです。
その日曜の早朝，マグダラのマリヤと数
人の忠実な女性が，安息日の前に主の体
が慌ただしく墓に納められたときに始めた
油そそぎを完了するために，救い主の墓に
香料と香油を持って来ました。この非常
に特別な朝に彼女たちが着いたときには，
墓は空になっていて，石は脇に転がされて
いました。そこで，二人の天使はこう宣言
しました。
「あなたがたは，なぜ生きた方を死人の
中にたずねているのか。
そのかたは，ここにはおられない。よみ
がえられたのだ。まだガリラヤにおられた
とき，あなたがたにお話しになったことを
2 0 1 4 年 5 月 号
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救い主は，その生命を食 物や，水，酸
素，その他のどのような物質や力にも，あ
るいは人にも依存してはおられません。エ
ホバとメシアの両者として，主は有るとい
う大いなる者，御自身の意志と力で自立し
ておられる神です。19   主は現に存在し，こ
れからも常に存在される御方です。
しょくざい

イエス・キリストは贖 罪 と復活により，
堕落のあらゆる面を克服されました。肉
ました。そして，どこに置いたのか，わか
6  

らないのです。』」 そのとき，復活された
主は彼女の後ろに立たれて言われました。

をさらに確信させるために，
「彼らは喜びの

体の死は一時的なものであり，霊の死でさ

あまり，まだ信じられないで不思議に思っ

えも終わりがあります。わたしたちは皆裁

12  

ていると，」 主は彼らの前にあった焼い
13  

きを受けるために，少なくとも一時的には
み まえ

「『女よ，なぜ泣いているのか。だれを探し

た魚と蜜蜂の巣をお食べになりました。

神の御前に戻るのです。わたしたちは，全

ているのか。』マリヤは，その人が園の番

その後，主は使徒たちに導きを与えられま

ての事柄を克服し，永遠の命を与えてくだ

人だと思って言った，
『もしあなたが，あの

した。「あなたがたは……エルサレム，ユ

さる主の力に絶対的な信頼を置くことがで

かたを移したのでしたら，どこへ置いたの

ダヤとサマリヤの全土，さらに地のはてま

きます。

か，どうぞ，おっしゃって下さい。わたしが

で，わたしの証人となるであろう。」

7

そのかたを引き取ります。』」

14

エルサレムで確認されたこれらの証の

「それは，死がひとりの人によってきたの
だから，死人の復活もまた，ひとりの人に

ジェームズ・E・タルメージ長老はこう書

他に，わたしたちには西半球に昔住んで

いています。「マリヤは気づかなかったけ

いた民に対する，他に例を見ない復活さ

アダムにあってすべての人が死んでいる

れども，そのとき尋ねた相手は，実はマリ

れた主の教導の業の記録があります。バ

のと同じように，キリストにあってすべての

ヤの敬愛する主イエスであった。このイエ

ウンティフルの地に，主が天から降って来

人が生かされるのである。」

スの生ける唇から漏れた一言は，マリヤの

られて集まった群衆を招かれ，約 2,500人

ニール・A・マックスウェル長老はこう述

苦 悶 と悲嘆をうっとりとする喜びに変え

が全員一人ずつ進み出て，主の脇に手を

べています。「死に対するキリストの勝利

た。『イエスは彼女に「マリヤよ」と言わ

差し入れ，また主の両手と両足の釘 跡に

により，人間は苦境を脱することとなりまし

れた。』過去にマリヤが耳にし愛したその

触れました。

く もん

声，その抑揚，その優しい口調が，今まで
ふち

沈んでいた絶望の淵 から彼女を引き上げ

くだ

くぎ

15

み

な

た。マリヤは振り返って主イエスを見た。

『ホサナ。いと高き神の御名がほめたた

あまりのうれしさ，懐かしさに，マリヤは敬

えられますように。』そして，彼らはイエス

いの情を込めた『ラボニ』
（わたしの愛す

の足もとに伏して，イエスを拝した。」16

る先生）という一言だけを発して，イエス
を抱こうと両手を差し出した。」8
そのようにして，この祝福された女性は，

20

た。今は個人的な苦境しかありませんが，

「彼らは全員進 み出て，自ら確 認した
後，一斉に叫んだ。

よってこなければならない。

わたしたちを滅亡から救う主の教えに従う
ことによってその苦境からも救われるで
21

しょう。」

正義の要求が満たされたので，救い主は
み ざ

今や正義の御座に着いておられます。言い

キリストの復活は，主が独立して存在し

換えるなら，ちょうど主が愛であるように，

ておられ，永遠であることを示しています。

主は正義であると言えるでしょう。22   同様

「それは，父がご自分のうちに生命をお持

に，完全な正義の神であると同時に，主は

復活されたキリストに最初にまみえて話を

ちになっていると同様に，子にもまた，自分

完全に憐 れみ深い神なのです。23   こうし

した人となりました。その後同じ日に，主

のうちに生命を持つことをお許しになった

て，救い主は全てのことを正しくされます。

はエルサレムかその近くでペテロに御姿を

からである。」17  イエスはこう言われました。

死すべきこの世の不公平や死でさえも永

9  
現され，
エマオに通じる道で二人の使徒

「父は，わたしが命を捨てるから，わたし

久のものではありません。主が命を再び

10  
に，
そしてその夕刻に十人の使徒とその

を愛して下さるのである。命を捨てるの

回復してくださるからです。主の絶対的な

他の者の中に突然姿を現わして言われま

は，それを再び得るためである。

正義と憐れみがあるので，屈辱，障害，裏

みすがた

あわ

した。「わたしの手や足を見なさい。まさ

だれかが，わたしからそれを取り去るの

しくわたしなのだ。さわって見なさい。霊

ではない。わたしが，自分からそれを捨て

同様に，わたしたちは皆，わたしたちの

には肉や骨はないが，あなたがたが見ると

るのである。わたしには，それを捨てる力

人生，選択，行い，思いさえも主に対して

おり，わたしにはあるのだ」。11  その後彼ら

があり，またそれを受ける力もある。」18

責任を負っています。わたしたちを堕落か
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切り，虐待が最終的に償われます。

ら贖われたので，わたしたちの生命は現実

キリストの復活が現実のものとなったこ

です。絶対的で普遍的な真理があり，主

に主のものなのです。主はこう宣言されま

とによって，世を贖うためにその独り子を

によって教えられたとおりの普遍的で変わ

した。

犠牲にした父なる神の全知全能と慈愛に

ることのない道徳的な標準があります。

「見よ，わたしはあなたがたに，わたしの

対する疑いの根拠がなくなります。人生

福音について告げた。わたしがあなたが

の意味と目的に関する疑いは事実無根な

主の律法と戒めへの違背に対する悔い改

たに告げた福音とは，次のとおりである。

のです。イエス・キリストは事実，人類に

めは，可能なものであるとともに，速やか

すなわち，父がわたしを遣わされたので，

救いをもたらすことのできる唯一の名であ

に行うべきことです。救い主の行われた

わたしは父の御心を行うために世に来た。

みこころ

キリストの復活は本当のことですので，

り道なのです。キリストの恵みは実在し，

奇跡も，主が弟子たちに彼らは同様の奇

父は，わたしが十字架に上げられるよう

悔い改めた罪人に対して赦 しと清めの両

跡やさらに大きな奇跡を行うであろうと約

にと，わたしを遣わされた。十字架に上げ

方をもたらします。信仰は本当に想像や人

束されたことも，本当のことです。 主の

られた後で，わたしはすべての人をわたし

が心の中で創り上げたものを超えるもの

神権は必然的に，
「福音をつかさどり，王国

ゆる

32  

のもとに引き寄せた。わたしは人々によっ
て上げられたが，そのように人々は，父に
よって上げられてわたしの前に立ち，自分
の行いが善いか悪いかによって，行いを裁
24

かれるのである。」

ナザレのイエスの真の姿および人生に
ろん ばく

ついての哲学的な論 駁 や疑問を決定的に
解明するうえで，復活の持つ意義につい
て，少しの間考えてみてください。もしイ
エスが本当に文字どおりに復活されたの
なら，疑いもなく，主は神なる御方である
ということになります。普通の人間が死ん
だ後に自分の中に再び生きる力を持つこ
とはありません。イエスは復活されたの
で，単なる大工，教師，律法学者，もしくは
預言者であったということはあり得ませ
ん。イエスは復活されたので，神，まさに
御父の独り子でなければならなかったの
です。
それゆえ，主が教えられたことは真実で
す。神はうそをつくことがおできになりま
せん。25
それゆえ，主が言われたように，主は地
球の創造主なのです。26
それゆえ，主が教えられたように，天と
地獄は実在するのです。27
それゆえ，主が亡くなられた後に訪れた
霊界があるのです。28
29  
それゆえ，天使が告げたように，
主は

再び来られて，自ら地 上を統治されるで
しょう。30
それゆえ，全ての人に復活と最後の裁き
とがあるのです。31
2 0 1 4 年 5 月 号
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スミスとシドニー・リグドンの証を信じま
す。全能の神が鋭い目で御覧になる所で，
ナザレのイエスが復活された贖い主である
ことの証人として，全てはイエスが復活さ
れたという事実 から始まっていることを証
します。皆さんがこれと同じ証に確信と慰
めが得られますように。イエス・キリスト
の御名により祈ります，アーメン。■

かぎ

の奥義の鍵，すなわち神の知識の鍵を持

の取り去られた何かが魂というものでな

つ。それゆえ，この神権の儀式によって神

かったとしたら，いったい何だろうか。』」

33  

35

性の力が現れる実在の力です。」 キリス

主は本当に亡くなられて，再び生きられ

トの復活は実際に起こったことなので，死

たのでしょうか。そのとおりです。「わた

がわたしたちの終わりではありません。肉

したちの宗教の基本原則は，使徒と預言

体は一度滅ぼされるものの，わたしたちは

者たちがイエス・キリストに立てた証です。

34

再び肉体にあって神にまみえるのです。

すなわち主が亡くなり，葬られ，3 日目に再

トーマス・S・モンソン大管長は，100 年

びよみがえって，天に昇られたことです。わ

前のロバート・ブラッチフォードについて

たしたちの宗教に関する他の全ての事柄

次のように話しています。「彼はその著書

は，それに付随するものにすぎません。
」

『神 と わ た し の 隣 人』
（God and My

Neighbor ）の中で，神，キリスト，祈り，不
死不滅といった，キリスト教徒が信仰する
事柄を激しく攻撃しました。大胆にもこの
ように主張したのです。『わたしは自分が
証明を試みた事柄は全て完全に，はっきり
と証明し尽くしてきた。たとえどんなに偉
大で能力のあるキリスト教徒であっても，
わたしの主張に対抗し，論拠を覆すことは
できない。』彼はいわば，懐疑論という壁
で完全防備していました。そんな彼に驚く
べきことが起こりました。彼の築いた疑い
の壁が粉々に崩れ落ちたのです。…… そ
けい べつ
のため彼は，あれほど軽 蔑 し，あざけって
いたはずの信仰に，少しずつ戻って行った
のです。彼をこれほどまでに変えたもの
は何だったのでしょう。妻が亡くなったの
なきがら
です。打ちひしがれて，亡骸が置かれた部
屋に入った彼は，心から愛した彼女の死に
顔を見詰めました。部屋から出て来た彼
は，友人にこう語りました。『あれは彼女
だが，彼女ではない。何もかも変わってし
まった。以前にはそこにあった何かが取り
去られ，今は前と同じ彼女ではない。そ
114
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36

預言されたイエスの誕生が近づいたと
き，古代のニーファイ人とレーマン人のほと
んどの人が疑う一方で，信じる人々がいま
した。やがて，主の誕生のしるし，すなわ
ち，暗くなることのない二昼一夜が現れ，
37  

こん にち

全ての人が知ることになりました。 今 日
でも同じです。キリストの復活を文字どお

り信じる人もいれば，疑い信じない人も多
くいます。しかし知っている人もいます。
時がたつと，全ての人が見て，全ての人が
知ることになり，まことに，
「すべてのひざ
がかがみ，すべての舌が贖い主の御前で
告白します。」38
そのときまで，わたしは，新約聖書の中
にある救い主の復活に関する多くの証人，
すなわち，ペテロと十二人の使徒たち，清
いマグダラのマリヤとその他の人々の経験
や証を信じます。わたしは，モルモン書に
ある証，すなわち，使徒ニーファイとバウン
ティフルの地にいた名もない大勢の人々の
証を信じます。また，多くの証の後に，こ
の最後の神権時代の大いなる証，
「小羊は
生きておられる。わたしたちは……小羊
の

を見たからである」39   と宣 べたジョセフ・
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トーマス・S・モンソン大管長

また逢う日まで
あ

み たま

この 2 日間わたしたちが感じた御 霊 が，日々の務めを行うとき，わ
たしたちにとどまりますように。

と標準が異なる人々に親切になり愛を示せ
るように願っています。救い主がこの地上
に携えて来られたのは，全ての人に対する
愛と思いやりのメッセージです。わたした
ちがいつも主の模範に従えますように。
現代の世の中で，わたしたちは大きな困
難に直面しますが，わたしは皆さんに天の
御父がわたしたちのことを心にかけてくだ
さっていることを断言します。天の御父は
わたしたちが御父に対して信仰を持ち信
頼を寄せるときに，わたしたちを導き祝福
してくださいます。そして，どんな困難な

兄

道を歩んでいようと天の御父はわたしたち
弟姉妹の皆さん，なんとすばら
しい大会だったことでしょうか。

値するものです。
今大会で解任された兄弟たちおよび姉

を助けてくださいます。
天の祝福がわたしたち一人一人にありま

わたしたちは，お話をしてくだ

妹たちに対する心からの感謝の意を，皆さ

すように。わたしたちの家庭が愛と親切，

さった兄弟姉妹の霊感を受けた言葉に耳

んがわたしとともに示してくださることを存

そして主の御霊で満たされますように。サ

を傾け，霊的な糧を得ました。演奏され

じています。彼らはよく奉仕し，主の業に

タンの魔の手からの守りとなるように，わ

た 音 楽は すばらしいものでした。 メッ

大きな貢献をしてくれました。彼らは全身

たしたちが福音の証 を絶えず養うことが

セージは聖 き御霊の促しを受けて準備さ

全霊をもって献身してくれました。

できますように。この 2 日間わたしたちが

きよ

あかし

れ伝えられました。そして，祈りはわたし

また，わたしたちは，新たな責任に召さ

感じた御霊が，日々の務めを行うとき，わ

たちをより天に近づけてくれました。わた

れた中央幹部の兄弟たちを挙手をもって

たしたちにとどまりますように。そして，わ

したちはともに集い，あらゆる面で高めら

支持しました。わたしたちは彼らを歓迎し

たしたちが常に主の御 業 に携わることが

れました。

ます。そして，主の大義においてともに奉

できますように。

この大会のメッセージが数日のうちに
LDS.org に掲載されたら，また，次号の

仕するのを楽しみにしていることを彼らに
知っていただきたいと思います。

み わざ

わたしは，この御業が真実であること，
救い主が生きておられること，そして，主

『リアホナ』が印刷されたときには，わたし

聞いたメッセージについて深く考えると

がこの地上にある主の教会を導き，指示を

たちが時間を取って，大会のメッセージを

き，わたしたちがこれまでよりももう少し物

与えておられることを証します。天の父な

読むことを願っています。それらのメッ

事をうまく行う決意ができるように願って

る神が生きておられ，わたしたちを愛して

セージは注意深く読み返し，研究するのに

います。わたしたちは，わたしたちと信条

おられることを証します。神は確かにわた
したちの御父であり，一人の御方であり，
実在の御方です。天の御父がいかにわた
したちのそばに近づいてくださるのか，ど
れほどわたしたちを助けようとしてくださ
るのか，そして，どれだけわたしたちを愛
してくださっているのかをわたしたちが気
づくことができますように。
兄弟姉妹の皆さん，神が皆さんを祝福し
てくださいますように。神が約束してくだ
さった平安が皆さんのうえに今もこれから
も常にありますように。
6 か月後に再びお会いするときまでのお
別れです。わたしたちの主，救い主，イエ
み

な

ス・キリストの御名により，アーメン。■
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2014 年 3 月 29 日
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中央女性集会

したちは天父の娘です。わたしたちは聖
約を交わし，神のみもとに戻るために現世

中央初等協会会長

ローズマリー・M・ウィクソム

聖約を守ることは，
わたしたちを守り，
備え，強めます
わたしたちは聖約を交わし，神のみもとに戻るために現世の道を
歩んでいる，あらゆる世代の女性です。

の道を歩んでいる，あらゆる世代の女性で
す。聖約を守ることは，わたしたちを守り，
備え，強めます。
今晩ここには，初等協会の年齢の少女も
集っています。中には，バプテスマの儀式
を通して，永遠の命に至る道の最初の一歩
を踏み出したばかりの人もいるでしょう。
周りを見回してみてください。皆さんと
同じように聖約を交わし，この道の先をど
のように歩むべきかを教える用意のできて
いる女性たちを見ると，将来は明るいこと
が分かるでしょう。
カンファレンスセンターや自宅，世界各
地の集会所にいる，8 歳，9 歳，10 歳，11 歳
の皆さん，立っていただけますか。中央女
性集会へようこそ。まだ立っていてくださ
いね。皆さんに参加してほしいのです。わ
たしがこれから初等協会の歌をハミングし
ます。どの曲か分かったら，一緒に歌って

姉

くれますか。みんなに聞こえるように大き
妹の皆さん，皆さんを愛していま

女性のテーマを暗唱したのです。「わたし

す。最近メキシコを訪問中に，わ

たちは，いつでも，どのようなことについて

たしたちが今晩感じているよう

も，どのような所にいても神の証人になり

かい ま

な姉妹のきずなを垣 間 見ました。これか

ます。」

ら言う情景を思い描いてみてください。あ

今晩，世界中の姉妹たちが，神の王国を

る日曜日の朝，初等協会の時間が終わり，

守り，支えたいという望みを抱きながら，

子供たちと教師とともに，混雑する廊下に

神の弟子として一堂に会しています。わた

出ようとしていると，若い女性の教室のド
アが開き，若い女性たちとその指導者が
見えました。わたしたちは互いに手を差し
出して，抱き合いました。子 供たちにス
カートをぎゅっとつかまれ，女性たちに囲
まれていたわたしは，そのときの気持ちを
伝えたいと思いました。
わたしはスペイン語が話せないので，思
い浮かんだのは英語の言葉でした。わた
しはその姉妹たち全員の顔を見詰めてこう
言いました。「わたしたちは天父の娘で
す。天父はわたしたちを愛し，わたしたち
も天父を愛しています。」皆すぐにスペイン
語で一緒にその言葉を言い始めました。
わたしたちは混み合う廊下で一緒に若い
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メキシコ，メキシコシティー

な声で歌ってください。

光の中進もう
いつも祈り，従い
正しい道選んで
ゆ
光の道行こう

少女の皆さん，まだ立ったままですよ。
12 歳以上の皆さんは 2 番を歌ってください。

子供たちよ一緒に
主のみ言葉学ぼう
天へ戻れるように
光の道行こう 1
とてもよかったです。どうぞ座ってくだ
さい。ありがとうございます。
あらゆる年齢の女性であるわたしたち
は，主の 光の中を進みます。道はそれぞ
れ異なりますが，どの道も救い主の愛によ
り照らされます。
わたしたちは，バプテスマの儀式と聖約
により永遠の命に至る道の門に入り，聖霊
たま もの

の賜 物 を受けます。ロバート・D・ヘイル
ズ長老はこのように尋ねています。「〔わた

あかし

したち〕と〔わたしたち〕の子供たちは，

めるときに，自分が不完全で足りない者で

の絵でした。そのとき，ルアナの証がはっ

バプテスマによって自分が永遠の変化を

あるという気持ちは薄れ，神殿の儀式と

きりと分かりました。ルアナはバプテスマ

経験したことを理解しているでしょうか。」

聖約が意味を持つようになります。誰もが

を受けるときに「いつでも，どのようなこと

ヘイルズ長老はさらにこのように説明し

永遠の命に至る道を歩むよう招かれてい

についても，どのような所にいても」 神の

ます。

証人になるという聖約を交わしました。ル

ています。
「バプテスマの聖約と聖霊の賜

4

物について理 解するなら，バプテスマに

わたしは，世界各地で出会った少女や

よって人生が変わり，神の王国への完全な

若い女性，女性たちの強さに畏敬の念を

おり，絵を描くことにより証をしたのです。

忠誠が確立されることでしょう。誘惑に遭

抱いています。彼女たちはこの道にしっか

贖いが持つ，人を強め能力を授ける力を通

うとき，耳を澄ませば，聖霊はわたしたち

りと足を据えています。これまでに出会っ

して，癒され，また話せるようになることを

が救い主を覚え，神の戒めに従うと約束し

た聖約の少女と聖約の女性の例を幾つか

彼女は知っていたのでしょうか。 3 年前の

紹介しましょう。

その日以来，ルアナは話せるよう努力を重

2

ていることを思い出させてくださいます。」
せい さん

アナは，イエス・キリストの贖いを理解して

いや

毎週聖餐の象徴を受けるとき，わたした

わたしがアルゼンチン，ブエノスアイレス

ねています。今では友人とともに若い女性

ちはバプテスマの聖約を新たにします。デ

に住むルアナの家族を訪問した当時，ルア

に出席しています。バプテスマのときに交

ビッド・A・ベドナー長老はこのように述

ナは 11 歳でした。幼い頃の出来事が心の

わした聖約に忠実に従い，救い主に対する

べています。「バプテスマの水の中に立つ

傷となり，ルアナは話すことができません

証を今も伝えています。

とき，わたしたちは神殿に心を向けます。

でした。何年もの間話 せませんでした。

聖餐を受けるときにも，神殿に心を向けま

わたしたちが 話をしている間，ルアナは

います。ペルーのリマで，わたしはある父

す。神殿の神聖な儀式に携わり，主イエ

黙って座っていました。わたしは，彼女の

親とその 3 人の娘に神殿の入り口の外で出

ス・キリストの御名と権能を通して得られ

ささやき声だけでも聞きたいと思っていま

会いました。彼らの顔は輝いていました。

る最高の祝福を受ける準備として，救い主

した。彼女はわたしをじっと見詰めていま

2 人の娘は大きな障がいを抱えており，車

をいつも覚え，その戒めを守ることを誓い

した。言葉を発しなくとも，その表情を見

椅 子に乗っていました。 3 人目の娘は，

ます。」3

るだけで，ルアナの気持ちが感じられまし

2 人の姉妹の世話をしながら，家にあと

み

な

あがな

世界中の青少年が神殿に関心を寄せて

神殿の儀式は，イエス・キリストの贖 い

た。祈り終わると，わたしたちは立ち上

2 人姉妹がいると説明してくれました。そ

を通して得られる最も大いなる祝福をもた

がって帰ろうとしました。するとルアナは

の 2 人も車椅子を使っていて，14 時間か

らします。それは，日の栄えに昇栄するた

自分で描いた絵をわたしにくれました。そ

けて神殿まで来ることができませんでし

めに必要な儀式です。聖約を守ろうと努

れは，ゲツセマネの園のイエス・キリスト

た。この父親と娘たちにとって神殿は非
2 0 1 4 年 5 月 号
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常に大切だったので，その日 4 人が神殿に

主に仕えたいという望みを育むことに没頭

うと思うの。」彼女は，交わした聖約に絶え

来たのです。そのうち 2 人は，死者のため

する力を与えてくれます。彼女は，周りの

ずしっかりとつかまっています。

にバプテスマを受けることのできる 1 人の

全ての子供たちを愛することに大きな喜び

姉妹がその神聖な儀式を行うのを，ただ

を見いだしています。そして，完全な平安

見るためだけに来ました。ニーファイのよ

を求めるときには神殿に行きます。

うに彼らは「主が ……立てられた聖約を
喜んで」5 いました。

最後に，90 代の老齢の女性についてお

ニーファイはこのように教えています。
「あなたがたがこの細くて狭い道に入っ
たならば，それですべて終わりであろうか。
見よ，わたしはそうではないと言う。……

話しします。彼女は子供や孫の成長や，ひ

したがって，あなたがたはこれからもキ

知り合いのある独身の女性は，毎週行

孫の誕生を目にしてきました。多くの人と

リストを確固として信じ，完全な希望の輝

われる聖餐の儀式と，そのときに交わされ

同じように彼女は人生で悲しみや苦難，限

きを持ち，神とすべての人を愛して力強く

る「いつも御子の御霊を受けられる」 と

りない喜びを経験してきました。彼女は，

進まなければならない。そして，キリスト

いう神聖な約束を尊んでいます。御霊を

もし自分の生涯の物語を書き直すことが

の言葉をよく味わいながら力強く進み，最

常に伴侶とすることができるというこの約

できるとしたら，幾つかの章を省くだろう

後まで堪え忍ぶならば，見よ，御父は，
『あ

束は，この姉妹に時折押し寄せる寂しさを

と話します。しかし，笑顔でこう言います。

なたがたは永遠の命を受ける』と言われ

み たま

6

和らげてくれます。また，自分の才能と，

「もう少し長生きして，話の結末を見届けよ

7

る。」

わたしたちは皆その道に立っています。
今晩，光の中のその道を進むことについて
歌いました。わたしたちはそれぞれ強い
存在です。神がともにいてくだされば，無
敵の存在になれます。
主はエマ・スミスに言われました。「心
を高めて喜び，あなたが交わした聖約を固
8

く守りなさい。」

わたしたちは，聖約を守ることにより天
の御父と救い主イエス・キリストの愛を感
じることができることを，確かに喜んでい
お ふたかた

ます。御二方が生きておられることを証し
ます。イエス・キリストの御名により，アー
メン。■
注
1.「光 の 中 進 もう」
『賛 美 歌』194 番，ま た は
『子供の歌集』70
2. ロバード・D・ヘイルズ「バプテスマの聖約 ―
王国にあって王国のものとなる」
『リアホナ』
2001 年 1 月号，8 ，7
3. デビッド・A・ベドナー「名と地位を立派に維
持する」
『リアホナ』2009 年 5 月号，98
4. モーサヤ 18：9
5. 2 ニーファイ 11：5
6. 教義と聖約 20：77
7. 2 ニーファイ 31：19 － 20
8. 教義と聖約 25：13
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中央若い女性会長

気に掛け，慰め合い，楽しいときも苦しいと

ボニー・L・オスカーソン

きも助け合います。主は次のように言われ

姉妹のきずな─
わたしたちは何と互いを
必要としていることでしょう
互いとの違いばかり見るのをやめて，共通点を探すべきです。

ました。「わたしは あなた が たに 言う。
一つとなりなさい。もしもあなたがたが
一つでなければ，あなたがたはわたしのも
のではない。」2
サタンはわたしたちが互いに批判した
り，裁いたりすることを望んでいます。そ
れぞれの違いに目を向け，互いを比べるこ
とを望んでいるのです。皆さんは毎日１時
間元気に運動することが気持ち良くて好き
かもしれませんが，わたしにとってはエレ
ベーターに乗らないで一つ上の階まで階段
を上ることすら大ごとです。それでもわた
したちは友達でいられますよね。
わたしたち女性は，特に厳しい目で自分
を見ることがあります。人と自分を比べる
と，自分は不十分だと感じたり，人に腹を

ビ

立てたりします。以前，パトリシア・T・ホ
デオの中で 8 つの国と 9 つの言

かれていようと，わたしたちは神の王国の

語が出て来ました。最後にはさ

構築と，交わした聖約において一つになっ

「つまり，わたしたちはクリスチャンと名乗

ランド 姉 妹 は次のように 述べています。

らに幾つの言語が加わったかを

ています。この合同の集会は，間違いなく

りながら互いを ─あるいは自分を ─

考えてみてください。世界中で結ばれた姉

地上で最も栄えある姉妹のきずなの表れ

厳しい目で裁き続けることはできません。
」

妹として声をあげ，わたしたちは愛あふれ

です。

る天の御父の娘であるという永遠の真理
あかし

を証できたことに胸が高鳴ります。
この歴 史 的な 集 会 に 参 加し，教 会 の

1

3

ホランド姉妹はさらに，わたしたちが思い

姉妹であるということは，わたしたちの

やりと姉妹同士のきずなを手放すに値する

間に切っても切れないきずながあるという

ようなものは何もないと語っています。た

ことです。姉妹は互いの世話をし，互いを

だ肩の力を抜いて，神から受け継いだ個々

8 歳以上の全ての女性に向けて話せるこ
とは，何と大きな特権でしょう。今夜わた
したちが結束していることに大きな力を感
じます。今こうしてカンファレンスセンター
に集まっている皆さんを見て，そして世界
各地でこの放送を視聴している何千人とい
う皆さんの姿を想像すると，イエス・キリス
トに対するわたしたちの証と信仰が結集し
て生まれる力が，教会の歴史上，あるいは
世界の歴史上，最も信仰深い，強力な女性
が集っているこの集会に満ちていることが
よく分かります。
今夜，わたしたちは教会の女性が担う
様々な役割に喜びを感じます。わたしたち
はそれぞれ異なる，特別な存在ですが，全
員が同じ天の御父の娘であり，姉妹である
ことも知っています。どのような状況に置

オーストラリア，シドニー
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の違いを喜ぶ必要があります。全ての姉妹

をしました。サラは人に奉仕する大切さと

一人で教会まで歩き，初等協会と日曜学

が自分の特別な才能や賜 物 を使ってそれ

喜びを学び，子供であっても誰かの人生に

校，聖 餐 会に出席しました。当時，それら

ぞれの方法で王国で奉仕したいと望んで

大きな違いをもたらすことができることを

の集会はそれぞれ別の時間に開かれてい

いることをよく理解しなければなりません。

知りました。

ました。

たま もの

せい さん

そうすれば，姉妹同士のきずなや交わりを

わたしはルカ 1 章に書かれている話が

喜ぶことができ，仕え始めることができる

好きです。そこには，イエスの母マリヤと，

がない中，毎週毎週，どうして教会に行っ

最近わたしは母に，家族の支えや励まし

のです。

いとこのエリサベツのすばらしい関係が描

ていたのか尋ねました。母はこう答えまし

実際のところ，わたしたちは実に互いを

かれています。神の御子の母親になるとい

た。「わたしを愛してくれた初等協会の教

必要としています。女性は生まれつき，友

う驚くべき使命を告げられたとき，マリヤ

師が いたのよ。」教師たちは母を気に掛

情や心の支え，仲間を求めます。互いから

は若い女性でした。初めは，一人では背負

け，彼女に福音を教えました。母を愛して

学ぶことがたくさんあるのに，自ら壁を

い切れないほど重い責任のように感じたこ

くれる天の御父がおられることを教え，母

作って，人生で最大の祝福となり得る関係

とでしょう。主御自身が，マリヤが重荷を

が毎週通い続けられるように心に掛けてく

を築けなくしてしまうことがよくあります。

分かち合える人を用意されました。天使ガ

例えば，少し年配のわたしたちは，初等協

ブリエルの御告げを通して，信頼でき思い

「わたしの子 供時 代で，最も大切な影 響

会の皆さんが持っているものを必要として

やりのある女性，その人にならマリヤが支

だったわ。」このすばらしい姉妹たちにい

います。キリストのように奉仕し，愛するこ

えを求められるような女性の名前が告げら

つかお礼を言うことができればと思いま

とについて，皆さんからたくさんのことを学

れました。すなわち，いとこのエリサベツ

す。キリストのような奉仕をするのに年齢

べます。

でした。

の壁はありません。

み

つ

れました。母はわたしにこう言いました。

最 近，サラという名前の女の子につい

4

この若い女性と彼女の「年老いていた」

数週間前，わたしはカリフォルニア州の

て，すてきな話を聞きました。サラの母親

いとこは，奇跡的な妊娠をしたという共通

あるステークの若い女性会長に会いまし

は同じワードのブレンダという女性を助け

点がありました。二人がともに過ごした

た。彼女は，81 歳になる自分の母親が最

る機会がありました。ブレンダは多発 性

3 か月は，ともに語り合い，共感し合い，そ

近マイヤメイドのアドバイザーに召されたこ

硬化症を患っていました。サラは母親と

れぞれの特別な召しにおいて支え合う，ど

とを教えてくれました。大変感銘を受けた

一緒にブレンダの手伝いに行くのが大好き

ちらにとっても非常に貴重な時間だったこ

わたしは，彼女の母親に電話をかけること

でした。ブレンダがしばしば痛みで苦しむ

とでしょう。二人は，異なる世代の女性が

にしました。バル・ベーカー姉妹がビショッ

ので，サラはブレンダの手にローションを

養い合う姿を表したすばらしい模範です。

プから会いたいと言われたとき，ベーカー

塗り，指や腕をマッサージしました。その

わたしたち少し年配の姉妹は，若い世

姉妹は図書委員かワード歴史委員に召さ

後，サラはブレンダの腕を優しく頭の上に

代に大きな影響を及ぼすことができます。

れるのだろうと楽しみにしていました。し

伸ばして筋肉を動かす方法を覚えました。

わたしの母が幼かったころ，彼女の両親は

かし，ビショップが若い女性のマイヤメイ

母親がブレンダの他の用事を済ませてい

どちらも教会に活発ではありませんでし

ドアドバイザーとして奉 仕してほしいと

る間に，ブレンダの髪をとかし，おしゃべり

た。母はまだ 5 歳だったにもかかわらず，

言ったので，彼女は「本当によろしいので
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すか」と聞き返しました。
ビショップは真剣な面持ちでこう答えま
した。
「ベーカー姉妹，間違いありません。
これが主からの召しです。」
ベーカー姉妹の答えはただ一つでした。
「もちろんお受けします。」
この熟年の姉妹の知恵と経験，そして
生涯にわたって示してきた模範から，ワー
ドの 4 人のマイヤメイドが多くのことを学
べると感じたこのビショップの霊感に感謝
します。ベーカー姉妹がフェイスブックを
始めるときに，誰に助けを求めるかは想像

オーストリア，ウイーン

できますね。
最近まで若い女性にいた若い姉妹を迎

を探すべきです。そうすれば，自分たちの

ス・キリストの福音における姉妹が与えら

え入れるとき，扶助協会の姉妹は大きな

大きな可能性に気づき，この世で最も偉大

れています。わたしたちは優しい，慈愛に

助けとなれると思います。若い姉妹は，扶

な善を成し遂げられ るでしょう。 以前，

満ちた性質に恵まれていて，それによって

助協会に居場所がない，あるいは扶助協

マージョリー・P・ヒンクレー姉妹は次のよ

キリストのような愛と奉仕を周りの人にささ

会の姉妹と共通点がないと感じることが

うに述べました。「わたしたちは何と互い

げることができます。年齢や文化，状況の

よくあります。彼女たちが 18 歳になるま

を必要としていることでしょう。年配の姉

違いを超えて，互いを養い仕え合うとき，

でに，若い女性指導者や母親が扶助協会

妹には若い姉妹が必要です。そして，若い

キリストの純粋な愛と，いつ誰に奉仕すべ

の祝福について喜びをもって証すること

皆さんにもわたしたち年長者が必要であっ

きかを教える霊感に満たされるでしょう。

が必要です。若い女性は，このような栄え

てほしいと思います。女性に女性が必要

以前，ある中央扶助協会会長が語った

ある組織の一員となることを楽しみにする

なことは社会学的な事実です。わたした

ことを皆さんにお勧めします。「互いへの

必要があります。若い女性が扶助協会に

ちには互いとの深い，満足のいく，誠実な

愛を増し加えるだけでなく，心から 愛して

出席し始めるとき，一番必要なのは，隣に

友情が必要です。」 ヒンクレー姉妹の言う

ください。」 わたしたちがどれほど互いを

座る友達や支えてくれる人，そして教え仕

とおりです。わたしたちは何と互いを必要

必要としているかに気づき，その愛を一層

える機会です。人生の転機や節目に，互

としていることでしょう。

よく示し合えますように。イエス・キリスト

いに助けの手を差し伸べようではありま
せんか。

6

姉妹の皆さん，わたしたちが末日聖徒の
女性として享受している祝福より大きな祝

年齢や文化の違いを超えて，人々に祝福

福を得られる女性のグループは，世界のど

をもたらし奉仕する教会の全ての女性に

こにもありません。わたしたちは主の教会

感謝します。若い女性は初等協会の子供

の会員であり，各自の状況にかかわらず，

たちや年配の姉妹に仕えています。あらゆ

全ての姉妹がバプテスマや神殿で交わし

る年齢の独身の姉妹が，多くの時間を費や

た聖約を守ることによって神権の力がもた

して，周りの人の必要を気に掛けています。

らす祝福を余すところなく受けられます。

世に福音を宣 べ伝えるために 1 年半の時

わたしたちには教え導く生ける預言者がい

間をささげている何千人もの若い女性がい

て，また生活の中で慰めと導き手となる偉

ることを知っています。これらは全て，大

大な聖霊の賜物を受けています。家庭や

好きな賛美歌にあるとおり，女性が「天使

家族を強めるとき，義にかなった兄弟たち

の務め〔に〕いそし〔んで〕」いることを表

と力を合わせて働く祝福を受けています。

すのです。5

神殿の儀式の強さと力，そしてさらに多く

の

もし何か壁があるとすれば，それはわた

7

み

な

の御名により，アーメン。■
注
1. バーバラ・B・スミス“ The Bonds of Sisterhood ”
，
Ensign ，
1983 年 3 月号，20 － 23 参照
2. 教義と聖約 38：27
3. パトリシア・T・ホランド“ One Thing Needful ’
:
Becoming Women of Greater Fa ith in
Christ ”，Ensign ，1987 年 10 月号，29
4. ルカ 1：7
5.「シオンの娘」
『賛美歌』195 番
6. G l i mp s e s i nt o t he L i fe a nd Hea r t of
Marjorie Pay Hinckley ，バージニア・H・ピ
アス編（ 1999 年）
，254 － 255
7. ボニー・D・パーキン「その良い方─ 愛する
ことを選ぶ」
『リアホナ』2003 年 11月号，106

のものを受けています。

したち自身が作り出しているものです。互

これらの偉大な祝福を味わうことに加

いとの違いばかり見るのをやめて，共通点

え，わたしたちには互いが，すなわちイエ
2 0 1 4 年 5 月 号
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中央扶助協会会長

こさせられました。

リンダ・K・バートン

青年は答えました。「それはみな守っ

求む─
御業を速める手と心
み

わ

ざ

わたしたちは天の御父のすばらしい業を速めるために，助けの手
を差し伸べ，心を差し出すことができるのです。

てきました。ほかに何が足りないのでしょ
う。」
イエスは言われました。「もしあなたが
完全になりたいと思うなら，帰ってあなた
の持ち物を売り払い，貧しい人々に施しな
さい。そうすれば，天に宝を持つようにな
ろう。そして，わたしに従ってきなさい。」4
イエスは御自分の業に加わるよう，すな
わち弟子として務めをなすよう青年に呼び
かけられました。わたしたちの務めも同じ
です。わたしたちは「世のものを捨てて
5

……〔わたしたちの 〕
聖約を固く守り」 ，キ
リストのみもとに来て，キリストに従いま
す。それこそ弟子が行うことなのです。

愛

ところで，姉妹の皆さん，救い主が裕福
する姉妹たち，どんなに皆さんを

要があるでしょうか。永遠の命を得るため

な青年に完全になることについて語られ

愛していることでしょう！ 皆さん

に何を行う必要があるかをイエスに尋ねた

たからといって，自分を責めないようにしま

はあの美しいビデオを見ながら，

裕福な青年がいました。わたしたちはこの

聖約の道にあって手を差し伸べ，誰かを

青年の物語から学ぶことができます。

しょう。この話の中の完全という言葉は，
「完成する」という意味のギリシャ語から

助けている自分 の姿を思い浮か べたで

イエスは青年に答えられました。「もし

翻訳されたものです。わたしたちは聖約の

しょうか。わたしはブリンという名の初等

命に入 りたいと思うなら，いましめを守り

道を進むために最善を尽くすとき，この世

協会の少女のことを考えていました。彼

なさい。」

でより完成し，より完全になれるのです。

女の手は片手だけですが，それでもその

い

青年はどの戒めを守ればよいか尋ねま

イエスの時代の裕福な青年のように，わ

手を差し伸べて，家族や末日聖徒の友達，

した。するとイエスは，わたしたち全員が

たしたちも時に，諦め，来た道を引き返し

また他の宗教の友達に祝福をもたらして

よく知っている十戒の幾つかを彼に思い起

たい誘惑に駆られることがあります。恐ら

います。彼女はすてきでしょう。皆さんも

く，独りではできないと思うからでしょう。

そうです。姉妹の皆さん，わたしたちは天

そのとおりです。助けがなければ，行うよ

の御父のすばらしい業を速めるために，助

うに求められても，難しいことは行えませ

けの手を差し伸べ，心を差し出すことがで

ん。その助けは，イエス・キリストの贖罪，

きるのです。

聖霊の導き，また他の人々の支援によって

聖文に登場するエバやサラ，マリヤ，そ
の他多くの忠実な姉妹たちが，自分は何者

しょくざい

与えられるのです。

あかし

ある忠実な独身の姉妹が最近 証を述べ

であるか，目的は何かを知っていたように，

ていました。贖罪を通じて彼女は，助けの

ブリンも自分が神の娘であることを知って

手と進んで行う心を使って，がんで亡く

います。1 わたしたちも神の愛する娘として

なった姉が残した 4人の子供を育てる力を

の神聖な受け継ぎと，神が用意しておられ

見いだしたのです。ニール・A・マックス

る重要な務めを知ることができるのです。

ウェル長老がこう言ったのを思い出します。

救い主はこう教えられました。「神のみ

「教会がなすべきことのうち，容易なことは

こころを行おうと思う者であれば，だれで

全て成し遂げられました。これからはより

も，わたしの語っているこの教が ……わか

壮大な冒険になります。従順さが，思いも

るであろう。」2「いつかみもとへ行けるよう

寄らない方法で試されるのです。」6 皆さん

に」3 ，わたしたちは何を知り，何を行う必

がどのような人で，何を行う備えをしてきた

おしえ

122

リ ア ホ ナ

かということが，この神権時代に地上に送
られた理由です。自分を何者であると思
うかについて，サタンがわたしたちをどのよ
うに説き伏せようとしても，わたしたちの真
の姿はイエス・キリストの弟子なのです。
モルモンは真の弟子であって，
「〔人々
が〕一人残らず心をかたくなにし，……〔こ
の〕ようなひどい悪事は，リーハイのすべ
ての 子 孫 の中に……これまで 決してな
7

かった」 と言われた時代に生きた人です。
皆さんはその時代に生きていたかったで

アメリカ合衆国，アリゾナ州ギルバート

しょうか。 にもかかわらず，モルモンは
雄々しく，このように宣言しました。
「見よ，
わたしは神の御子イエス・キリストの弟子
8

である。」

ボイド・K・パッカー会長は以前，食糧

の強さを見てきました。その信仰を見てき

を貯蔵するようにという預言者の勧告に

ました。皆さんには分けてあげられるもの

従っていることを笑われた，一人の愛する

があり，快くそれを分け与えます。誇示し

すばらしい人だと思いませんか。モルモ

姉妹について話しました。わたしはその話

たり注目を浴びたりせず，自分にではなく

ンは自分が何者であり，どのような使命が

が大好きです。彼女を批判した人は，苦

わたしたちが礼拝する神に人の心を引きつ

あるかを知っていて，周囲の悪にも気を取

難の時代になれば，指導者は彼女の食糧

けています。自分は何を受けるか考えるこ

られませんでした。事実，彼は自分の召し

貯蔵を他人に分け与えるように求めるだろ

ともありません。 それこそ弟子が行うこ

うと言いました。それに対して，彼女は真

となのです。

たまもの

9

を賜物と考えていたのです。

き ぜん

11

弟子として日々務めるという賜物を主に

の弟子として簡潔に，毅然としてこう答えま

わたしは最近，フィリピンである若い女

ささげて，言葉と行いによって「見よ，わた

した。「少なくともわたしには分けてあげ

性に会いました。彼女がまだ 7 歳のとき

しはイエス・キリストの弟子である」と宣

られるものがあります。」

10

言するように召されていることは，何とすば

わたしは，若い人も年配の人も，教会の

らしい祝福であるか，考えてみてください。

女性たちを愛しています。わたしは皆さん

に，家族は教会にあまり活発でなくなり，
彼女は毎週危険な道を独りで歩いて教会
に通うようになりました。 14 歳のときに，
12

彼女は，
「神権の祝福と喜び」 のある家
庭で将来の自分の子供を育てるのにふさ
わしくあるために，聖約に忠実でいること
を決心したそうです。現在あるいは将来
の家庭を強める最善の方法は，聖約，すな
わちわたしたちが互いに，また神と交わし
た約束を守ることです。
それこそ弟子が行うことなのです。
ある忠実な日本人の姉妹とご主人が，韓
国のわたしたちの伝道部を訪問しました。
彼女は韓国語を話せず，英語の会話力も
限られていましたが，主の業を行うために，
進んで独自の賜物を使い，助けの手を差
し伸べる心を持っていました。それこそ，
弟子が行うことなのです。彼女は宣教師
たちに，簡単な折り紙の折り方を教えまし
た。開けたり閉じたりできる口の形の折り
紙です。それから，知っているわずかな英
単語で，
「口を開〔いて〕」福音を伝えるよ
2 0 1 4 年 5 月 号
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歌の歌詞を引用します。

「聖約の〔娘〕たちは
言葉と行いにより
模範と証を示し
主を信じ，仕える。」14
真の弟子として，進んで行う心を差し出
し，助けの手を差し伸べることによって，
主の業を速めることができますように。ブ
リンのように，片手があるだけだとしても
問題ではありません。まだ完全ではなく
完成していなくてもかまいません。わたし
たちは道すがら互いに手を差し伸べ，助け
きずな

合う献身的な弟子です。姉妹の絆 は，過
去にこの道を歩んだ忠実な姉妹たちと，世
代を超えて結び合っています。わたしたち
うにと宣教師たちに教えたのです。この

●

教えを彼らは決して忘れないでしょう。わ
たしも忘れません。

●

皆さんやわたしが，主の教会の何千万と
いう兄弟姉妹とともに立ち，雄々しく進み

●

出て，救い主のように仕え，愛するという，
弟子としての務めを果たしている姿を少し

●

の間思い描いてください。皆さんにとって
イエス・キリストの弟子であるとはどういう

●

ことでしょうか。
私心のない何十万ものイエス・キリスト

求む─小さな簡単な方法で毎日福音

は姉妹として，また回復された神権の鍵を

を実践する人

持つ生ける預言者，聖見者，啓示者と一致

求む─ 家族を永遠につなぐために家

して，一つとなり，弟子として，また救いの

族歴史と神殿の業に携わる人

業を速めるために進んで行う心と手を持

求む─「良い知らせ」すなわちイエス・

つ僕 として歩むことができます。そうする

キリストの福音を広める宣教師と会員

ときに，わたしたちは主のようになるので

求む─ 道に迷った人を見つけ出す救

す。このことをイエス・キリストの御名によ

助者

り証します，アーメン。■

求む─真理と正義のために堅く立つ
聖約の守り手

●

求む─主イエス・キリストの真の弟子

の弟子たちが，モルモン・ヘルピングハン
ズのベストや T シャツを着て，世の奉仕を

何年も前に，M・ラッセル・バラード長

行う機会に熱心に参加しています。しか

老は教会の姉妹たちに力強く呼びかけ，次

し，献身的な弟子として奉仕する方法は他

のように述べました。

に幾つもあります。救いの業に関する霊的

「今から主が再びおいでになる日まで，

な「求人」広告として考えられるものをわ

あらゆる家族，あらゆるワード，あらゆる

たしと一緒に想像してみてください。

社会，あらゆる国において，積極的に義を
行い，言葉と行いによって『わたしがここ

●

●

求む ─ 子 供を光と真 理の中で育て

にいます。わたしをお遣わしください』と

る親

いう姿勢を示す女性を主は必要としてお

求む ─ 助言者として奉仕し，聖約の

られます。

道にあって助けの手を差し伸べる娘，
息子，姉妹，兄弟，おば，おじ，いとこ，
祖父母，真の友
●

求む─ 聖霊の促しに耳を傾け，受け
た印象に基づいて行動する人
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そこでわたしはこう尋 ねたいので す。
『皆さんはこのような女性の一人になりたい
と思っているでしょうか。』」13
一人一人がはっきり「はい」と答えられる
ように願っています。最後に，初等協会の

しもべ

み な

注
1.“ Brynn, ”lds .org/media-library/video/
2011-01-007-brynn 参照
2. ヨハネ 7：17
3.「神の 子で す」
『賛 美 歌』189 番，または『子
供の歌集』2 － 3
4. マタイ 19：16 － 22 参照
5. 教義と聖約 25：10 ，13
6. ニール・A・マックスウェル，
“ The Old Testament:
Relevancy within Antiquity ”
（教会教育シ
ステム宗教教育者への話，1979 年 8 月 16 日）
4；si.lds.org
7. モルモン 4：11 － 12
8. 3 ニーファイ 5：13
9. モロナイ 7：2 参照
10. ボイド・K・パッカー「姉妹の輪」
『聖徒の道』
1981 年 4 月号，214 で引用
11. 2 ニーファイ 26：29 － 30 参照
12.「愛の言葉」
『子供の歌集』102 － 103
13. M・ラッセル・バラード「義にかなった女性た
ち」
『リアホナ』2002 年 12月号，39
14.「世界 中と手 をつなぐ」
『リアホナ』2003 年
10 月号，フレンド 12 － 13

大管長会第一顧問

ヘンリー・B・アイリング管長

近バプテスマを受けた人がお母さんの近く
に座っていることを願っています。もしそ

聖約の娘たち

うなら，今お母さんに感謝の笑顔を送って

天の御父のみもとへ帰る旅で通らなければならない…… 道には，
神との聖約という特徴があります。

今でもよく覚えています。

ください。 わたしは，ペンシルベニア州
フィラデルフィアでバプテスマを受けた日
に，車で家に帰る途中，母の後ろに座って
いたときに感じた喜びと感謝の気持ちを
母はわたしを，バプテスマの聖約に，そ
して将来交わす全ての聖約に適切に備え
てくれました。母は，主の次の戒めに忠実
に従ったのです。
「さらにまた，シオンにおいて，または組

わ

せい さん

織されているそのいずれかのステークにお

たしたちは今晩，霊的な力をもっ

が，聖 餐 の祈りを聞くたびに，ある程度そ

いて，子供を持つ両親がいて，八歳のとき

て教えられました。今晩話して

の気持ちがよみがえります。

に，悔い改め，生ける神の子キリストを信じ

くれた指導者たちの言葉が，わ

神聖なバプテスマの聖約を交わし，聖霊

る信仰，およびバプテスマと按手による聖

たしの心に深く入ってきたように，皆さん

の賜物を受けたときの記憶は人それぞれ

霊の賜物の教義を理解するように彼らを教

の心にも深く入るように願っています。

に違います。しかし，神から認められてい

えなければ，罪はその両親の頭にある。

こうべ

これは歴史的な集会です。教会の 8 歳

るという気持ちを一人一人が感じました。

以 上の全ての女性が 招待されています。

そして，赦し，赦されたいと望み，正しいこ

そのいずれかのステークに住む者への律

聖霊がわたしたちとともにいてくださるよう

とをしようという決意を強めました。

法である。

に，多くの人が祈ってきました。姉妹たち

ゆる

これが，シオン，または組織されている

その気持ちがどれだけ心に深く入って

その子供たちは，八歳のときに罪の赦

の話や心を高める音楽を聞いている間に，

きたかは，愛する人たちが皆さんをどのよ

しのためのバプテスマを受け，また按手を

その祈りは応えられました。これまで聞い

うに備えたかに大きく影響されました。最

受けなければならない。」

あかし

1

た話にわたしの励ましの言葉と証 を添え
み たま

る間にも，引き続き御 霊 がとどまるように
祈っています。わたしたちが聞いた言葉
は，主がわたしたちに聞かせたいと思って
おられる言葉であることを特に証します。
わたしは御父のみもとへ帰る旅で通ら
なければならない道について話します。
その道については今日すばらしい話を通
して語られました。その道には，神との
聖約という特徴があります。わたしは，聖
約を交わして守る喜び，そして他の人々が
聖約を守れるように助ける喜びについて
話します。
皆さんの中には，最 近バプテスマを受
あん しゅ

たま もの

け，按 手 により聖霊の賜 物 を受けた人が
たくさんいます。皆さんはそのときのこと
をよく覚えています。随分前にバプテスマ
を受けた人は，聖約を交わしたときの気持
ちをはっきり思い出せないかもしれません

カナダ，アルバータ州レイモンド
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とを御父は御存じでした。
皆さんは，この世の生涯で聖約を交わ
す方法を知ることができたという祝福だ
けでなく，助けてくれる人たち，すなわち
皆さんと同じ神の聖約の娘たちに囲まれ
るという祝福も受けてきました。
今晩，皆さん全員が，皆さんを助け導く
という聖約と約束を交わした神の娘たちと
一緒に過ごすという祝福を感じてきまし
た。聖約を交わした姉妹たちが，慰め助け
るという約束をほほえみながら果たしてい
る様子を，皆さんもわたしも今晩目にして

アメリカ合衆国，ニューヨーク州パルマイラ

きました。
母はその責任を果たし，モルモン書に

ようとさらに固く決意したことでしょう。

わたしはルビー・ヘイト姉妹のほほえみ

記されているアルマの次の言葉と同じよう

「間違いなく」とわたしが言えるのは，天

を今でもよく覚えています。ヘイト姉 妹

な言葉をもって，子供たちを備えてくれま

の御父の娘には皆そのように感じる心が

は，十二使徒定員会の会員であったデビッ

した。

胸の奥にしっかりと備わっているからで

ド・B・ヘイト長老の奥さんでした。ヘイ

す。それは皆さんが御父から受けた神聖

ト長老は若い頃，カリフォルニア州パロア

な受け継ぎの一部です。

ルトステークの会長で，自分のワードのマ

「そして，アルマは言った。『見よ，ここ
にモルモンの泉がある。（この泉はこのよ
うに呼ばれていた。）あなたがたは神の羊

地上に来る前，御父は皆さんを教えられ

の群れに入って，神の民と呼ばれたいと

ました。地上に行けば，皆さんは皆さんの

イアメイドクラスの少女たちのことを心配

願っており，重荷が軽くなるように，互いに

ために特別に選ばれた試練や試し，そして

ヘイト会長は霊感を受け，妻ルビー・ヘ

重荷を負い合うことを望み，

機会を得ることになるということを御父は

イトを少女たちの教師に召すようビショッ

し，祈っていました。

また，悲しむ者とともに悲しみ，慰めの

教え，皆さんが理解し受け入れることがで

プに告げました。彼女が神の証人となり，

要る者を慰めることを望み，また神に贖わ

きるように助けてくださったのです。皆さ

クラスの少女たちを高め，慰め，愛するこ

れ，第一の復活にあずかる人々とともに数

んは，御父が幸福の計画を作ってくださっ

とを確信したのです。

えられて永遠の命を得られるように，いつ

たのは皆さんが無事に試練を乗り越えら

ヘイト姉妹は，少女たちより 30 歳以上

でも，どのようなことについても，どのよう

れるようにするためであるということを学

年上でした。それでも，教えてから 40 年

な所にいても，死に至るまでも神の証人に

びました。そして，地上に行ったときには，

が経過した後でさえ，教え子だったわたし

なることを望んでいる。

試練に遭う人々を助けることになるという

の妻キャシーに会うたびに，手を差し出

ことを学びました。この計画には神との

し，ほほえみながら「まあ，わたしのマイア

聖約という特徴があります。

メイド」と呼びかけてくれました。 それ

あがな

まことに，わたしはあなたがたに言う。
あなたがたが心からこれを望んでいるの
であれば，主からますます豊かに御霊を注

聖約を交わして守るかどうかは，個人の

は，親しみのこもった挨拶以上のものでし

いでいただけるように，主に仕えて主の戒

自由です。神の娘のほとんどは，この世で

た。一人の姉妹を，実の娘のように今なお

めを守るという聖約を主と交わした証拠と

聖約を学ぶ機会さえありません。皆さん

気遣う彼女の深い愛を感じました。一人

して，主の御 名 によってバプテスマを受け

は，数少ない恵まれた娘です。愛する姉

の姉妹，一人の神の娘が，みもとに帰る聖

るのに何の差し支えがあろうか。』

妹の皆さん，皆さん一人一人は，聖約の娘

約の道をなお歩み続けている姿を見て，思

なのです。

わず笑みがこぼれ，温かい言葉が出てき

み

な

人々はこの言葉を聞くと手をたたいて喜
び，
『それこそわたしたちが心から望んで
2

いることです』と叫んだ。」

バプテスマによって聖約を交わすように

みもとを離れて地球に来たときに経験す
ることについて，天の御父は皆さんが生ま

たのです。
永遠の命への聖約の道を歩めるように，

れる前にお教えになりました。皆さんは，

皆さんが神の一人の娘を助けるのを見るた

初めて勧められたときに皆さんは手をたた

御父のみもとに帰る道は簡単ではないこと

び，御父は同じようにほほえみかけてくだ

かなかったかもしれませんが，間違いなく

を学びました。皆さんが助けなしにこの

さいます。正しいことを選ぼうとするとき

救い主の愛を感じ，主に代わって人を助け

旅をすることは，あまりにも困難だというこ

もいつでも喜んでくださいます。御父は現
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在の皆さんだけでなく，将来の皆さんをも
御覧になっているのです。
皆さんの地上の親は，皆さんよりもずっ

なのです。
そのようなすばらしい姉妹同士という

救う方法を，若い女性が母親に教えていま
す。わたしが知っている若い姉妹たちは，

感覚があるときに，わたしたちを隔てる壁

周りにせき立てられなくても，エリヤの霊

と皆さんの可能性を信じていることでしょ

のように思えていたものは消え去ります。

の励ましだけで，身代わりのバプテスマを

う。わたしの母もそのような母でした。

例えば，若い姉妹と年配の姉妹は，理 解

受けるために朝早く神殿に行くことを選択

わたしが若い頃に理解していなかった

し受け入れてもらえると期待しながら，思

しています。

のは，御父は，わたしたち自身や，わたした

いを分かち合えます。神の娘である皆さ

世界中の伝道部で，姉妹が指導者とし

ちの地上の母親が考えているよりもずっと

んには，相違点よりも共通点の方が多い

て召されています。主はさらに多くの姉妹

大きな可能性をわたしたちの中に見ておら

のです。

の心に奉仕の気持ちを生じさせ，姉妹に

れるということです。そして，皆さんがその

そう考えるなら，若い女性は扶助協会に

よる奉仕の必要性を創造されました。姉

可能性へと続く坂を上るときに，御父はい

入る日を，姉妹の輪が広がる機会として楽

妹宣教師が導き手として，特に人を養い育

つも喜ばれます。そのとき皆さんは，御父

しみにするでしょう。より多くの姉妹たち

てる指 導 者として，さらに力を増す様 子

に認められていると感じることができます。

を知り，称賛し，愛するようになるのです。

を，多くの伝道部会長が目にしています。

御父は全ての娘の内に，たとえその娘が

自分の可能性を知る能力は，家庭や初

専任宣教師として奉仕するか否かにか

どこにいようとも，栄光に満ちた可能性を

等協会で育まれます。今，家庭の夕べや初

かわらず，偉大な女性の模範に従うことに

見ておられるのです。ですから，皆さん

等協会のプログラムで育まれています。復

よって，皆さんは，結婚生活を豊かにし立

一人一人には大きな責任があります。出会

活した救い主が子供たちを教えたときに

派な子供を育てる力を等しく得ることがで

う全ての人を神の子として扱うことを御父

その舌を緩められたように 3 ，幼い子供た

きます。

は期待しておられるのです。だからこそ，

ちは，霊感を受けて大いなる驚くべき事柄

自分を愛するように隣人を愛し赦しなさい

を語っています。

全ての生ける者の母であるエバについ
て考えてみてください。ラッセル・M・ネ

と戒めておられるのです。人をいたわり赦

サタンは姉妹たちを若いうちから攻撃し

ルソン長 老はエバに関してこう言いまし

す気持ちは，神の娘である皆さんが神から

ているかもしれませんが，主は姉妹の霊性

た。「人類は皆，エバの大きな勇気と知恵

受け継いだ特質です。皆さんが出会う一人

をますます高く引き上げておられます。例

により永遠に祝福を受けています。エバ

一人は，神が愛しておられる神の霊の子供

えば，ファミリーサーチで先祖を見つけて

は最初に木の実を食べることにより，必要
2 0 1 4 年 5 月 号
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確信できるのです。エバは御三方を信頼
することができると知りました。
「心をつくして主に信頼せよ，自分の知
識にたよってはならない。
すべての道で主を認めよ，そうすれば，
主はあなたの道をまっすぐにされる。」7
わたしは，エバが悲しみと落胆を味わっ
たことを知っています。しかし，自分と家
族がみもとに帰って神とともに住めるとい
う知識によって喜びを得たことも知ってい
ます。わたしは，ここにいる皆さんの多く
が悲しみと落胆を味わっていることを知っ
ています。みもとへ帰る旅の途中でエバ
が感じたのと同じ喜びを，エバのように感
じることができますように，皆さんを祝福
します。
わたしは，父なる神が愛をもって皆さん
を見守っておられることを確かに知ってい
ます。神は皆さん一人一人を愛しておられ
ます。皆さんは神の聖約の娘です。皆さ
んへの愛のゆえに，神は皆さんや他の人々
がみもとへ続く坂を上るのに必要な助けを
与えてくださるでしょう。
救い主は一人一人の罪の代価を全て支
払ってくださいました。聖霊は真理を証さ
れます。皆さんはこの集会でその慰めを
とされていたことを成し遂げたのです。ア

うに思えたとき，故郷に帰る道が家族に見

感じました。神聖な聖約を結ぶ全ての鍵

ダムもその賢明さをもって，同じ行動を取

えるようにエバは助けたのです。
「彼の妻

が回復されたことを証します。その鍵は今

エバは，これらすべてのことを聞き，喜び

日，生ける預言者トーマス・S・モンソン大

エバと同様，エバの娘にも皆，家族を祝

ながら言った。『わたしたちの背きがな

管長によって保持され，行使されています。

福する力があります。エバは家族をもうけ

かったならば，わたしたちは決して子孫を

これらの慰めと希望の言葉を，神の愛する

るために非常に重要であったため，彼女の

持つことはなく，また善悪も，贖いの喜び

聖約の娘である皆さんに残します。イエ

創造について次のように記されています。

も，神がすべての従順な者に与えてくださ

ス・キリストの聖なる御名により，アーメ

る永遠の命も，決して知ることはなかった

ン。■

4

りました。」

「また，神々は言われた。『この人のため
にふさわしい助け手を造ろう。人が独り

でしょう。』」6

でいるのは良くないからである。それゆ

エバの模範に従いましょう。

え，わたしたちは彼のためにふさわしい助

啓示により，エバは神のみもとへ帰る道

け手を形造ろう。』」5

を知ることができました。イエス・キリス
しょくざい

わたしたちはエバがアダムと家族にとっ

トの贖 罪 により，家族で永遠の命が得ら

てどれほどすばらしい助け手であったか

れることを知ったのです。天の御父と交わ

を完全に知ることはできませんが，エバが

した聖約を守るならば，贖い主と聖霊は，

与えた大いなる賜物についてはよく知って

将来どのような悲しみや落胆が訪れても，

います。それは，皆さん一人一人にも与え

自分と家族を助けてくださるということを

ることができる賜物です。前途が険しいよ

エバは確信しました。皆さんも同じように

128

リ ア ホ ナ

注
1.
2.
3.
4.

教義と聖約 68：25 － 27
モーサヤ 18：8 － 11
3 ニーファイ 26：14 参照
ラッセル・M・ネルソン「不変の原則」
『聖徒
の道』1994 年 1 月号，40 参照
5. アブラハム 5：14
6. モーセ 5：11
7. 箴言 3：5 － 6

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。話者は，アルファベット順に列挙されています。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。数字は説教が掲載されている最初のページを示しています。

話者

実話や物語

ニール・L・アンダーセン

（18）あるローレルの若い女性は，嘲笑され，罵られたにもかかわらず伝統的な結婚を擁護する。

M・ラッセル・バラード

（78）M・ラッセル・バラードは，大学のダンスパーティーで出会ったバーバラ・ボーウェンに「フォローアップ」をし，デートをするように
なり，最終的には結婚する。ある 8 歳の少年は，自身の友人と友人の家族をブエノスアイレスにあるワードのオープンハウスに招待する。

デビッド・A・ベドナー

（87）重い積荷でいっぱいになった後，トラックは雪の中で駆動力を得る。

リンダ・K・バートン

（122）フィリピンのある若い女性は，自分が交わした聖約に忠実であり続ける。韓国を訪問したある日本人の姉妹は，宣教師を教える。

クエンティン・L・クック

（44）ビレート・キンボールは，ジョセフ・スミスが明らかにした死者のためのバプテスマに関する「すばらしい教義」について夫に書いて
送る。

ヘンリー・B・アイリング

（22）ハインリッヒ・アイリングは，アメリカに移住し，教会員となり，3 つの召しを忠実に果たし，希望をもたらす受け継ぎを家族に残す。
（62）ヘンリー・B・アイリングの人生は，その父親，アロン神権の指導者，合衆国海軍，野球選手のジョー・ディマジオといった少年時代
のヒーローによって形作られる。
（125）キャシー・ジョンソン（ヘンリー・B・アイリングの将来の妻）を教えるよう召されて 40 年たった今でも，ルビー・ヘイトは彼女に
愛と関心を示した。
ホンコン

ドナルド・L・ホールストロム

（53）肉体的な制限があったにもかかわらず，あるインドの忠実な男性は，伝道に出て，自分の家族が中国の香 港 神殿で結び固められる準
備をする。

ジェフリー・R・ホランド

（6）二人の宣教師は，自分たちを罵り，食べ物を投げつけ，そのうちの一人を殴ろうとした男性に何も言わずに立ち去る。

トーマス・S・モンソン

（66）ある 18 歳の水兵は，部隊の隊員からあざけられても毎晩祈る。ある若い男性は，聖 餐 会のときに証をするが，その日しばらくして，
たばこを吸っているところを目撃される。

せいさん

あかし

（91）縫製員としての仕事を習得できるように，ある女性が別の縫製員を助けた後，この二人の女性は生涯の友となる。負傷した少年を乗せ，
病院まで連れて行くために，飛行機が針路変更をしたとき，その航空便の乗客は不平を言わない。ある女性は，隣人に自分の敷地を通って
近道をさせなかったことを後悔する。
がん

ラッセル・M・ネルソン

（29）ラッセル・M・ネルソンの娘エミリーは，癌で死のうとしているとき，勇気と信仰を示す。

ボニー・L・オスカーソン

（119）ある少女は，多発性硬化症を患っている女性の世話を母親と一緒にする中で，周囲の人々に仕える喜びを知る。81 歳の女性は，ワー
ドのマイアメイドアドバイザーとして，その知恵，経験，そして模範を分かち合うよう召される。

ボイド・K・パッカー

（94）ボイド・K・パッカーは，第二次世界大戦中，掩 蔽 壕の中で祈っていたときに，福音が真実であることについて霊的な示しを受ける。

ロナルド・A・ラズバンド

（9）ある小学 5 年生の少女が竜巻に遭い，天使から守られる。

リンダ・S・リーブズ

（15）リンダ・S・リーブズは，心をかき乱すような映像をテレビで見た自分の娘に，救い主の贖いによって慰めを得る方法を教える。

ランドール・L・リッド

（56）ある若い男性は，前世で自分がどのような人物であったかを垣間見た後，結婚するのでなく伝道に出る決心をする。

リチャード・G・スコット

（32）リチャード・G・スコットは，祖母および自分の将来の妻が示した愛と模範に助けられ，霊的に成長する。

ジーン・A・スティーブンズ

（81）ジーン・A・スティーブンズは，学校から帰宅するためのバスに乗り遅れたある少年を車に乗せるよう導きを受ける。ゲートレル兄弟
が悪性の癌だと診断された後，ゲートレル家族の一人一人は福音にしっかりとつかまる。

ゲーリー・E・スティーブンソン

（84）末日聖徒のオリンピック選手，ノエル・パイクスペースは，何年にもわたって練習し準備した結果，スケルトンで銀メダルを獲得する。
末日聖徒のオリンピック選手，トーラ・ブライトは，緊張しているハーフパイプの競争相手を抱き締めることで，キリストのような愛を示す。

マイケル・ジョン・U・テー

（106）ある 73 歳のフィリピン人女性は，地震や台風で家族を失った後も福音に従い続ける。

ウィリアム・R・ワーカー

（97）ロバート・ハリスとマライア・ハリス夫妻は教会員となり，試練や別離を経験しながらも，福音に忠実に従い続けた。

クラウディオ・D・シビック

（39）クラウディオ・D・シビックは，別の登山者の後をついて行ったことによって誤った道を進む。

W・クレーグ・ズウィック

（41）W・クレーグ・ズウィックと，煙が充満したトレーラーの運転席から幼い息子を抱いたまま飛び降りたその妻は，互いに愛を示す。

えんぺいごう

あがな
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指導者の言葉

大会を
生活に取り入れる
以下の活動と質問を，家族で話し合ったり，独りで深く考えたりする
ときのきっかけととなるよう活用してみてください。

に，幸福になることができます。くつわ
は聖霊の促しに似ています。あなたが
聖霊に導かれていると感じたのはどん
なときでしょうか。どのような気持ち
だったでしょうか。
• 中央初等協会会長 会第一顧問のジー
ン・A・スティーブンズ姉妹は，その日
最後のバスに乗り遅れ，歩いて家に帰
るところだった少年について語ってい
ます（ 81 ページ ）。まだ何キロも歩か
なければならない状況で，この少年は
怖くなり，ひざまずいて祈りました。数
分後，スティーブンズ姉妹は，車を止め

み たま

こども向け

行ったサラについて話しました。サラ

てこの少年を助けるようにという御 霊

• 大管長会第二顧問のウークトドルフ管

はブレンダの髪の毛をとき，手にロー

の促しを受けました。天の御父があな

長は，たとえどれほどつらいことが人生

ションを塗り，その指や腕をマッサージ

たの祈りに応えてくださった時のことを

で起こったとしても，わたしたちは感謝

し，ストレッチ の 手 伝 い をしまし た

思い出すことができますか。ほかの人

することを選択できると教えています

（ 119 ページ ）。自分はどのような方法

の祈りが答えられるように，あなたはど

（ 70 ページ ）。感謝することでわたした

で奉仕できるか考えてください。子供

のような助けができるでしょうか。

ちはもっと大きな喜びを感じ，もっと思

でも，できることはたくさんあります。

いやりが深くなり，神への信仰と信頼を

• 十二使徒定員会の L・トム・ペリー長

持つことができます。感謝しているとき

老は，御 者 がくつわを使って馬のチー

• モンソン大管長は，
「断るべきときに
『い

にはどのように感じるでしょうか。どう

ムを 導 く方 法 に つ い て 教 え まし た

いえ 』
と言う勇気，
『はい』
と言うのが適

すれば毎日感謝の気持ちを持つことが

（ 100 ページ ）。御 者は最善の状 態は

切なときに『はい』
と言う勇気，正しい

ぎょ しゃ

青少年向け

何かを知っており，馬は業者の指示に

と分かっていたら，それを行う勇気」が

• 中央 若い女性会長のボニー・L・オス

従 います。 そ れ は 主 がわたしたちに

必要であると教えています。モンソン

カーソン姉妹は，多発 性硬化症を患っ

とって何が最善かを御存じであるのと

大 管 長 の 話について研 究 するときに

ているブレンダを母親と一緒に助けに

同じです。わたしたちは主に従うとき

（ 66 ページ ），自分 が 直 面している試

できるでしょうか。

練について考えてください。このような
勇気を身につけるために，どのような計
画を立てることができるでしょうか。
• 十二使徒定員会のジェフリー・R・ホラ
ンド長老は，主を愛するならば，主の戒
めを守り，主がそうされたように周囲の
人々を愛することを思い起こすようにと
言っています。そうするときに，わたし
たちはいつでも「良識と思いやりをもっ
て」自らの信仰を擁護できるようでな
ければなりません。あなたの信じてい
ることに誰か異議を唱える人がいます
か。どうすれば 敬意を払いつつ，信じ
ている事柄について話し合い，擁護す
ることができるでしょうか。
• 何人かの話者は青少年に直接語りかけ
ています。例えば，十二使徒定員会の
130

リ ア ホ ナ

助けるための計画を立てましょう。自分
の交わした聖約が，日々の生活でさらに
大きな役割を果たして家族に希望をも
たらす受け継ぎを残すための方法につ
いて，吟味するとよいでしょう。
• 十二使 徒 定 員会 のデビッド・A・ベド
ナー長老は，逆境には「聖なるメシヤの
功徳と憐れみと恵み」に頼るようわたし
たちを導く力があり，このメシヤは「容
易に重荷に耐えられるように……〔わた
したちを〕助けてくださる」と宣言して
います（ 87 ページ ）。ベドナー長 老の
話と 9 ，18 ，70 ，106 ページの話を読む
ときに，救い主とその福音が人生の試練
に立ち向かうときにどのような助けとな
るか見つけましょう。
• 5 月から行われる青少年のためのカリ
キュラムは，預言者と啓示に焦点を合わ
ニール・L・アンダーセン長 老は，神殿
で平安を得るなど，
「霊を滅ぼす嵐」に

あがな

せています。家庭や教会で行う青少年

涯やその贖いについての研究は，どのよ

との福音に関する話し合いの一環とし

うに改善されるでしょうか。

て，七十人のローレンス・E・コーブリッ

打ち勝つための方法について青少年に

• 大管長会第一顧問のヘンリー・B・アイ

ジ長 老（ 103 ページ ）とマルコス・A・

幾つかの提案をしています。アンダー

リング管長は，自分の幸福の多くは一人

アイドカイティス長 老（ 108 ページ ）の

セン長老やその他の話者の話を読むと

の曾 祖 父，すなわち教会員となり，忠実

話について研究し，以下の質問に対する

きに，強くあり続ける方法についてのア

に仕え，最後まで信仰を貫き通し，家族

答えを見つけるとよいでしょう─ジョセ

イデアを書き留めるとよいでしょう。

に希望をもたらす受け継ぎを残した曾

フ・スミスを中傷する人たちは，どうし

• 今 日 における大きな罪悪の一つはポル

こん にち

そう そ

ふ

祖 父のおかげであると述べています。

て彼をほうっておかなかったのでしょう

ノグラフィーです。中央 扶 助協会会長

家族全員のリストを作り，聖約の道を歩

か。福音の教えに対する攻撃が激しさ

会第二顧問のリンダ・S・リーブズ姉妹

み続けるために，どのような聖約と儀式

を増す世界にあって，どうすれば真理を

は，そのような罪悪に対抗するための

が必要か書き留めるとよいでしょう。家

見分けることができるでしょうか。■

最良のフィルターは，イエス・キリスト

族が次の聖約を受けることができるよう

の福音に関する深く，変わることのない
証であると述べています。あなたの個
人的なフィルターはどれほど頑丈でしょ
うか。どうすればフィルターを頑丈に
することができるでしょうか。

成人向け
• トーマス・S・モンソン大管長は，
「比類
たま もの

のない賜 物」について理解するにつれ
て，わたしたちの心は天の御父と，救い
主と，神の全ての子供たちに対する愛
で満たされると教えています。このよう
な教えを知ることにより，個人や家 族
で，また教会のクラスで行う救い主の生
2 0 1 4 年 5 月 号
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教 会 の ニ ュ ース

人第二定員会の会員として支持された。
七十人会長会並びに七十人第二定員会
会員として奉 仕してきたタッド・R・カリ
スター長老が中央日曜学校会長として支
持され，ジョン・S・タナー兄弟とデビン・
G・デュラント兄弟がそれぞれ第一顧問と
第二顧問として支持された。
支持を受けた人と解任された人全員の
名前については，本 誌 26 － 27 ページを
参照していただきたい。また，ロビンズ長
老と新たに召された七十人の長 老，中央
日曜学校会長会の略歴は，本誌 141 ペー
ジから掲載されている。
総 大会の 1 週間前に，全ての女性，若

総大会で述べられた
神殿の発展と
新たに支持を受けた役員

い女性，8 歳以上の少女を対象とした初
めての中央女性集会が，カンファレンスセ
ンターで開催された。従来の中央扶助協
会集会と中央若い女性集会に替わるもの
である。女性集会での全てのメッセージ
は，本 誌 116 － 128 ページに掲載されて
いる。
また，大会に先立って中央若い女性管理
会が再組織され，ソルトレーク・シティーの
他の地域から，初めて，ペルー，南アフリカ，

教

日本，ブラジル，アメリカ合衆国ニューヨー

会の第184回年次総大会の開会

れから建てる神殿の必要性を見極め，候

の話の中で，トーマス・S・モンソ

補地を探すプロセスを継続していきます。

ン大管長は，この半年間に「教会

その後，将来開催される総大会で発表を

の業は円滑に前進しています」と語った。

行います。わたしたちは神殿を建て，神殿

モンソン大 管 長は，2014 年 3 月 2 日の
アリゾナ州ギルバート神殿の奉献を振り

に参入する民です。」
大会では，七十人会長会の新たな一員，

ク州ブルックリンの姉妹たちが召された。
姉妹たちの略歴と写真は，
https://www.

lds.org/callings/young-women/
leader-resources/ biog raphies/
board-members?lang=jpn に掲載

されている。

返り，間 近に 迫ったフロリダ州フォート

4 人の新たな中央幹部，新たな中央日曜

モンソン大管長は総大会の終わりに次

ローダーデール神殿の奉献を心待ちにし，

学 校会長 会，並びに 42 人の地 域七十人

のように述べている。「救い主がこの地上

また 2014 年と 2015 年には世界の多くの

が支持された。

に携えて来られたのは，全ての人に対する

地で神殿が完成し，奉献されることを期
待しつつ，これまでに発 表された神殿が
全て完 成すれば全 世界で 170 の神殿 が
稼働することになると述べた。

リン・G・ロビンズ長老が七十人会長会
に召された。

愛と思いやりのメッセージです。わたした
ちがいつも主の模範に従えますように。」

ウクライナ，キエフのヨーク・クレビンガッ

また，教会員と他の人々に，
「天の御父がわ

ホン コン

ウォン

チ ホン

ト長老と中国香 港 の黄（サム）志 康 長老

たしたちのことを心にかけてくださってい

大管長は次のように述べている。「現

が七十人第一定員会で奉仕するように支

る」と断言し，さらに述べている。「天の

在，わたしたちは既に発 表された神殿の

持され，またユタ州ミッドウェーのラリー・

御父はわたしたちが御父に対して信仰を

完 成に集中しており，当面は新たな神殿

S・ケーチャー長老とプエルトリコ，アレシ

持ち信頼を寄せるときに，わたしたちを導

の建設に関する発 表はありませんが，こ

ボのヒューゴ・E・マルチネス長老が七十

き祝福してくださいます。」■
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芸術家たち，コンテストへの参加を
奨励される
教会歴 史博 物館は，第10 回国際 美 術
コンテスト のために 新たな作 品 を 制 作
するよう末日聖 徒 の 芸 術 家に 奨 励して
いる。「イエス様の話を聞かせて 」とい
う展 示 テーマを反 映した 作 品 を創 作 す
るために各自の才能を用いるように促し
ている。今回のコンテストのための作品
は，新約聖書に基づく話のみに焦点を合
わせたものでなければならない。

h t t p : // h i s t o r y. l d s . o r g /
article/ 10th-international-artcompetition で 詳 細 を 閲 覧 で き，オ

ンライン 登 録 が 可 能 である。登 録する
と最 新 情 報 が 提 供される。応 募 作品の
受 け 付 け は，2014 年 11 月 3 日 か ら
2015 年 2 月 27 日ま で で あ る。 全 て
の 芸 術 媒 体，スタイル，文化 的アプロー
チが歓迎される。参加者は 18 歳以上で
なければならない。審査のうえ選出され
た作品は，2015 年 10 月から教会歴史
博 物 館に展 示され，インターネット上に
掲示される予定である。

モルモンを知るきっかけを作る
新しい映画

末

日聖徒はイエス・キリストを柱と
して生活することで目的と目標を
見いだすごく普通の人であるとい

うことを，人々に知ってもらう簡単な方法が
あればよいのにと，ときどき思うことはない
だろうか。そのようなあなたにとって助け
となるドキュメンタリー映画が，間もなく教
会により公開される予定である。
「モルモンを知る」は，教会員がしばし
ばどのような誤解を受けているかという点
について，楽しい場面で始まる。その後，

LDS.ORG で利用できるように
なる補助組織指導者訓練
発展している教会の必要をさらによく
満たすために，扶助協会，初等協会，若い

6 つの家族が紹介されて，それぞれが個

出演者向け試写会で，コスタリカの
カロリーナ・マリンと挨拶を交わす
ウークトドルフ管長夫妻。

人的な経験を語り，福音が自分たちの生活

レーナーであり夫であるミルトンは，競技

でどのように助けとなっているかを述べる。

を大切にしながらも，伴 侶 として，また幼

その要点は以下のとおりである。

い子供たちの親として，自分たちの役割の

ビショップ。アメリカ合衆国ジョージア州

はん りょ

バランスを取っている。

アトランタのジャーメイン・サリバンと妻ケ

人道支援活動家。ネパール，カトマンズ

ンベは，3 人の幼い息子を育てながら，多

のビスヌ・アドヒカリと妻マンガラは，祖国

様な地域社会に一致を生み出そうと努力し

の信仰と伝統を尊んでいる。アドヒカリ兄

の訓練は，毎年の中頃に多くの言語によ

ている。

弟は，多くの小さな町や村を豊かにする道

予定である。

アナポリスにある合衆国海軍兵学校フッ

女性，若い男性，日曜学 校の中央会長会
は，年に 1 度，インターネットを介して世
界規模の訓練を提供することになる。こ
り，LDS.org で利用できるようになる
4 月総 大 会と併せてソルトレーク・シ
ティーで開催されていた補助組織指導者
訓練集会は中止されることになった。中
央補助組織会長会と管理会は，割り当て
に応じて，今後も引き続き複合ステーク
の集会で直接訓練を提供する。

コーチ。アメリカ合衆国メリーランド州

路や学校，浄水設備を築いてきた技術者
である。

トボールチームのヘッドコーチ，ケン・ニ

宣教師の母。アメリカ合衆国ユタ州ソル

ウマタロロとその妻バーバラは，子供たち

トレーク・シティーのクレイグ・アームスト

とコーチ陣の支援を受けて，安息日を聖く

ロングと妻ドーン，息子アンソニーは，アー

保っている。

ムストロング姉妹が宣教師に出会ったと

きよ

キャンディー・ボンバー。アメリカ合衆国

きにホームレスのシングルマザーであった

アリゾナ州アマドに住む 93 歳のゲール・

状況について語る。宣教師が伝えた福音

ハルボーセンは第二次世界大戦で戦った。

が生活を変える助けとなった。後にクレイ

90 歳の妻ロレーヌとともに，奉仕すること

グと結婚し，アンソニーは専任宣教師とし

の大切さを子供たちに思い出させている。

て南アフリカへ伝道に行き，母親にそのよ

ハルボーセン兄弟は，戦後の「ベルリン大

うな祝福をもたらした福音を伝えることに

空輸」で行ったように，現在もなおパイロッ

なったのである。

トとして飛行機からキャンディーを落として
いるのだ。
ボクサー。コスタリカ，サンホセのキック
ボクサー，カロリーナ・マリンと彼女のト

「モルモンを知る 」は，アメリカ合衆国ユ
タ州ソルトレーク・シティーにあるジョセフ・
スミス記念館で上映される予定である。そ
の他の上映場所は今後決定される。■
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キリストの模範に従って教会で教える

新

視聴者が増え続ける
モルモンチャンネル
たに中央日曜学校会長となった

は語った。

タッド・R・カリスター会長は，

「わたしに従ってきなさい」は，情報の

総大会の直後に次のように語っ

伝 達に終始することなく，改心を生み出

た。「わたしたちは，救い主の模範に従っ

す助けになっていると，カリスター長老は

て教えるよう努めています。」

付け加えた。「わたしたちは，世で 最高

それはすなわち，人々が改心する助けと

の教師，すなわち最高の親となる青少年

なるような霊感あふれる質問をすること

世代を育成しようとしているのだと思いま

であり，
「日々の暮らしの中で，福音の御

す。なぜなら，彼らは今，青少年のときに

霊 を理解し，肌で感じられるようにするこ

この経験をしており，…… 効果的に教え，

と」が目標であると長老は述べた。

理 解する方法を学ぶのに〔自分たちが 〕

み

たま

カリスター長老は，青少年向けオンライ

成人するまで待つ必要はないからです。」

ン教科課程「わたしに従ってきなさい」に

イエス・キリストは最高の教師であら

感銘を受けていると述べた。この教科課

れ，わたしたちは教会で教えることを通し

程には総大会の最新の説教に加え，教会

て，人々をキリストのもとへ導かなければ

制作のメディアも含まれている。講 義式

ならないとカリスター兄弟は述べた。ま

のレッスンから参加型に変わり，
「ただ単

た，教義を明確かつ簡潔に教える必要性

にレッスンを教えるのではなく，クラスの

を強調したうえで，
「救い主に倣うように

生徒の必要に沿う内容にあつらえていく

努めているときはいつでも，主の望みに

方向へ明らかに転換しています」と長老

沿っています」と語った。■

世界中の何百万もの視聴者がモル
モンチャンネルを 楽しんでいる。モ
ルモンチャンネルは，アメリカ合衆国
ユタ州ソルトレーク・シティーのテン
プルスクウェアから，毎日 24 時間英
語とスペイン語で提供されている。
教 会 のこの 公 式 メディアチャンネ
ルは 5 年前に始まった。多くの末日
聖徒が教会内外の仲間とコンテンツ
を共 有して楽しんでいる。コンテン
ツは CM が なく，ト ークと音 楽 のラ
ジオストリーム 3 本と短いモルモン
メッセージのビデオなどから成って
いる。
モ ル モ ン チ ャ ン ネ ル は

mormonchannel.org

の他，

YouTube，iTunes，Roku，Tumblr，
Facebook ，お よ び Twitter で も 視
聴できる。 iOS および Android ユー
ザー向けの無 料モバイルアプリケー
ションも利用可能。

わたしたちの時代のための教え

20

14 年 5 月から 2014 年 10 月まで，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，2014 年 4 月の総大会から一つまたは複数の説教を基に準備します。

2014 年 10 月は，2014 年 4 月または 10 月の，いずれの総大会からでも説教を選択す
ることができます。ステーク会長および地方部会長は，自分たちの地域で使用する説教を
選択します。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。
第 4 日曜日のレッスン参加者は，決められた説教をあらかじめ研究するよう奨励されてい

ます。大会の説教は，conference.lds.org から多くの言語で利用できます。■
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総大会を世界中に伝える
テクノロジーと
ソーシャルメディアの拡大

ソーシャルメディアを通じて総大会に参
加して いる人も多い。 5 つ の 各 部 会 の
間，#ldsconf というハッシュタグのついた
大量のツイートがツイッターに投稿され，
その時間には総 大会がツイッター上で最
も多く扱われる話題の一つとなった。例
えば 2013 年 10 月には，総 大会に関連し

ア

た 15 万 5,000 のツイートが 投 稿された。
メリカ合衆国ユタ州ソルトレー

がっている。 50 年以上にわたり，教会は

ク・シティーのカンファレンスセ

総大会の模様を多数の言語に通訳してき

ンターで開催された第 184 回年

た。今日ではテクノロジーのおかげで，世

そういった公 式ソーシャルメディアの

次総 大会の 5 つの部会には 10 万人以上

界 200 か国以 上で生放 送の視聴が 可能

チャンネルを通じ，教会は大会から即時

が出席した。これに加え，さらに数百万

になっている。

に複数言語によるメッセージを書き込み，

こん にち

（各ツイートは 140 字以内の個人のコメン
トである。）

人がテレビ，ラジオ，衛星放送およびイン

地元の礼拝堂への放送に加え，教会は

そのメッセージを共有するよう人々に勧め

ターネットを通じて 95 言語で各部会を視

L D S . o r g ，B Y U t v ，B Y U t v

ている。2013 年 10月の総大会では，ソー

聴した。

International ，モ ル モ ン チ ャン ネ ル，

シャルメディアの書き込みを読んだ多くの

ソルトレーク・シティーのカンファレン

Roku ，Facebook ，および YouTube 上

人が，大会を視 聴した。書き込 みは，英

スセンターは 2 万 1,000 人を収容すること

で大会を生中継している。 2013 年 10 月

語，スペイン語，およびポルトガル語で共

ができるが，他の方法で総 大会にアクセ

の 総 大 会 のオンライン 視 聴 率 は，前 回

有された。

スする教会員や一般の人の数は，数百万

の大会と比較して約 3 0 パーセント増 加

に上り，総 大 会 の 視 聴 者は 世界 中に広

した。

大会の模様は現在，かつてない勢いで
増えている視聴者に届けられている。■

テクノロジーとソーシャルメディアのおかげで，大会の模様は現在，幅広く視聴者に届けられている。
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奉仕と信仰について伝えるウェブサイト

けた。ブラジルにおいて継続的に行われ
ている車椅子の寄贈は，今では合計 700台
近くとなっている。

末日聖徒は世界中で奉仕を提供し，そ

緊急援助物資を提供した。サモアでは，

アフリカでは，全国的および国際的組

の信仰を分かち合っている。そのような

末日聖徒の青少年が宗派を超えた 2 日間

織が教会の人道支援部門である LDS 慈

活動に関する記事は，国別ニュースルー

のイベントに参 加し，霊 的な励まし，音

善 事業団と協力して，ガーナ初の全国は

ムのウェブサイトに掲載される。報 道機

楽，ダンス，そしてスポーツを楽しんだ。

しか・風疹撲滅キャンペーンを実施し，乳

関，オピニオンリーダーおよび一般向け教

ふう しん ぼく めつ

ブラジルでは，モルモンヘルピングハン

児 から 14 歳まで の 子 供 に予 防 接 種 を

ズのＴシャツを着た教会員が，洪水によ

行った。ナイジェリアとガーナでは，ヘル

る被害によって多くの人々がホームレスと

ピングハンズデーが行われ，あらゆる年代

なっている地区や事業所の清掃作業と救

の末日聖徒が協力して橋を架け，植樹，草

援物資の配給に携わった。別の場所で，

取り，建物のペンキ塗り，近所の清掃や美

「イアン」が大きな爪痕を残したトンガの

教会の人道支援サービスが特別な支援を

化などの活動を行い，100 の地区に住む

人々を支援するために，末日聖徒が水，食

必要とする人々のために 221台の車 椅子

数千人の人々がその恩恵を受けた。ジン

料，チェーンソー，浄水器，発電機などの

を寄贈したとき，教会員がその配付を助

バブエでは，60人以上の末日聖徒の青少

会 公 式 資 料である

newsroom.lds.

org には，そのような記事の要約が定期

的に掲載される。
太 平 洋 地 域 で は，サイクロン（台 風）

年が自主的に献 血を行った。南アフリカ
では，末日聖徒で 6人の子供の母でもあ

グアテマラの末日聖徒の青少年が500人以上集まり，1,944本の木を植えた。

るノジベル・マカンダが，人口 20 万人のク
イーンズタウンの市長に選出された。
中央アメリカでは，グアテマラの末日聖
徒の青少年が 500人以上集まり，地方自
治体と協力して1,944 本の木を植えた。コ
スタリカでは，末日聖徒の複数の集会所
が牛乳の集荷ポイントとなり，370人の教
会員のボランティアが，助けを必要として
いる人々に物資を提供する活動に参加し
ているスーパーマーケットまで牛乳を配達
する手伝いをした。
またカナダでは，政府主催の価値観に
関する公聴会が開かれるのを前に，末日
聖徒がモントリオール市キリスト教−ユダ
ヤ教 対 話会（ケベック州）と協力して働
き，インタビュービデオを制作した。イン
タビューに答えた人々は，コミュニティー
における尊敬，理解，寛容，そして宗教の
自由を支持し，ケベック州の多くの市民生
活において宗教が依然として重要である
ことを強調した。
様々な言語で提供されている国際地域
の国別ニュースルームサイトのリストにつ
い て は，mormonnewsroom.org/

newsroom-country-sites を参照。■
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メキシコシティー神殿訪問者センターには，家族を強めてくれる福音の真理を教える展示が数多く陳列されている。

再オープンした，メキシコシティー神殿訪問者センター

な末日聖徒や教会に来ていない末日聖徒
と，別な宗 教を 信じる人々を等しく歓 迎
するよう設 計されている。その目的は，
教会を紹介するだけでなく，教会の信条

再

オープン後の 1か月で，3万人以上

備えた初の訪問者センターでもある。

を理 解できるように助け，救い主と福音

の訪 問 者 がメキシコシティー 神殿

多くが神殿または教会歴史跡地に隣接

の回復についてもっと知りたいという望

訪問者センターを訪れた。同センターで

する同様の17 の施設の中で，この訪問者

みを呼び起こすことにある。センターは

は，2年をかけて改 築および増設のため

センターは 3 番目に大きい。イタリアの

また，家 族を強めるためのメッセージも

の工事が行われた。現在は全ての展示が

ローマに建設中の神殿の近くでは，現在

提供している。

スペイン 語で，特にメキシコ人を対 象に

訪問者センターの建設も行われている。

開発されたオリジナルメディアも含まれて

訪問者センターは，イングランド，ニュー

以 上のステークと12の 神殿のあるメキ

いる。このセンターはまた，子 供 たちに

ジーランド，ハワイにも，また米国本土の

シコは，教会の錨の一つである。■

福音の原則を教えるための特設展示場を

9 つの州にも存在する。センターは活発

120 万人 以 上の 教 会 員を 擁し，200
いかり
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宣教師はMTCに滞在中，イエス・キリストの福音の教え方について指導を受ける。

救いの業を速める宣教師訓練センター

世

界 各 地 に あ る 15 の 宣 教 師 訓 練

イエス・キリストのように教える方法や，

の敷地に移転した。それまでは一度に約

セ ン タ ー で は，143 の 国 か ら 来

主に従うよう人々を招く方法をはじめと

125人の 宣 教 師しか 収 容 で きな かった

る 8万 5,000人 以 上 の 宣 教 師 が 訓 練

する訓練が実 施されている。宣教師は，

が，新しい場所では 1,000人以上が収容

を 受 け て い る。ここで は，合 計55の 言

教える場面に応じた演習を行い，準備が

可能となった。

語を 1,600人の 教 師から 学ぶことが で

整っている訓練センターでは言語の訓練

き，そ の 後 宣 教 師 は 150 を 超 える 国 の

を受け，毎週教会指導 者や MTC 職 員か

アルゼンチン，ブエノスアイレス；ブラジ

405 の伝道部で最長 2 年間奉仕する。

らディボーショナルで話を聞き，奉仕活動

ル，サンパウロ；チリ，サンティアゴ；コ

に携わる。

ロンビア，ボゴタ；ドミニカ共和国，サン

2012 年 10 月に年齢条件が変更され
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そ のほか の MTC は 次の 場 所にある。

てから宣教師の数が増大したため，MTC

最 大の MTC はアメリカ合 衆国ユタ州

トドミンゴ；イングランド，プレストン；

はこれまでにな いほど多 数の 宣 教 師 を

プロボにある。この MTC では 55 の言

ガーナ，アクラ；グアテマラ，グアテマラ

収容している。世界 中に MTC があるの

語 で 何 千人も の 宣 教 師に 訓 練 を 行って

シティー；ニュージランド，オークランド；

で，24 時間どこかで必ず訓練 が 行われ

い る。 そ の 次 に 大 き な MTC は メ キ シ

ペルー，リマ；フィリピン，マニラ；南アフ

ている。

コのメキシコシティーにある。 2013年

リカ，ヨハネスバーグ；スペイン，マドリー

MTC に 入る宣 教 師には通 常，家 庭 や

6月，こ の MTC は 小 さ な 建 物 か ら，教

ド。■

教会で教えられた宗教的な知識の基礎が

会 の 私 立 高 校「 Benemerito de las

備わっている。訓練センターではさらに，

Americas 」が あった 36.5 ヘクタール
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教会，フィリピンの
復興に福祉の
原則を生かす
くぎ

フィリピン，タクロバンで新しい家の骨組みに合板を釘で打ちつけるボランティア。

20

13 年 11月に 台 風 30 号「ハ イエ

• 職場が被害を受けて失業したある男性

が与えられ，有利な職業に就くことができ

ン」がフィリピンを襲い，120 万

は，現在自分の家族や周りの人々のた

るようになる。建設作業員が緊急に必要

近くの家屋が倒壊し，6,200人以

めに家を建てる方法を学んでいるとこ

であるため，カトリック救援事業会は当教

上の死者が出た。それから数か月たった

ろだ。この男性は，
「作業がいち早く完

会から訓練を受けた大工を数百人雇うこ

今もなお 教会は支 援活動を継 続してい

了するように互いに助け合わなければ

とに同意した。

る。その取り組みは，災害時の緊急支援

なりません」と言い，さらに教会の支援

から，より長期的な支 援 へと移りつつあ

活動に感謝を述べた。

る。 特に成 功している取り組みの 一 つ

スティーブンソンビショップによれば，
500人の教会員が集会に出席し，教会指
導者から職業訓練と証明書に関する説明

は，家屋を建築する技術を身につけたボ

ゲーリー・E・スティーブンソン管理ビ

を受けたという。「説明を受けると，出席

ランティアがいまだ住まいのない人々のた

ショップはこう言う。貧しい人や助けを必

者は拍手喝 采 し涙を流しました。家族を

めに行っている支援である。

要としている人の世話をするとともに，
「わ

養う道が開けたからです。」

嵐の被害を受けた地域住民の多くが，

かっ さい

たしたちは今まさに，自立の原則が生かさ

教会は別の慈善団体やフィリピン政府

末日聖徒ではないものの教会から受けた

れていることも目にしています。現在取り

と協力して，食糧や水，医療品，衛生キッ

支援に対して感謝を述べている。その一

組んでいることの一つは，わたしたちが物

ト，発電機，避難用キット，料理キット，釣

例を紹介する。

資を提供し，
〔それを受け取った人が 〕労

具，作物の種などを届ける取り組みも継続

働力を提供することです。住まいを受け

している。

• 台風のさなかにモルモン教会の礼拝所
に避難していたある女性は，ココナッツ

取る人は，その住まいを建てるために自
分自身で働いています。」

教会が学んだのは，災害に対応する最
も効果的な方法は，地元で取り組むこと，

の木が自宅の上に倒れてきて，自宅が

地元の教会指 導 者と人 道支 援の代表

そして可能な限り被災地に近い場所で必

損壊したことを台風の後で知った。そ

者は，職業訓練を行って大工技能を学ん

要 物資を購入することである。このこと

の女性の家族は家を修理するすべはな

だ人に証明書を発行するために地元地域

により物資がその地域に適していること

かったが，ボランティアが新しい家を建

の指導者と話し合いを重ねている。永代

が 確認できるだけでなく，停滞した地元

てるのを手伝い，彼女自身も今は他の

教育基金の資金を用い，20人の熟練大工

経済を立て直すうえでも役立つ。

家族の家を建てる手 伝いをしている。

を招いて訓練を支 援してもらい，建築予

世界中の会員は，自分の住んでいる場

定の 3,000 棟の家屋のうち 2,000 棟が既

所から遠く離れた被災地の人々のために

に完成している。

祈り，断食献 金の増額や，教会人道支 援

「わたしと同じようにここで助けを必要
としている人々と協力することを学びま
した。わたしたちは力を合わせること

訓 練を受 け た 地 元 住 民は，住まいを

によって復興することができます」と彼

10 棟建てて学習成果を証明することによ

女は言う。

り，政府発行の証明書と教会から道具箱

基金への献金を検討するよう勧められて
いる。■
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アフリカの数百万
人を支援する浄水
プロジェクト

モザンビークのイドゥゴ島では，地域の人々が公式に井戸を使い始めるときに開かれた式典
に村の住民と高官が参列した。

20

年以 上もの間，教会は 100 か国

戸の内壁をセメントで固め，鋼製の蓋をつ

戸を作るために働いた数人の住民は，レ

以 上で 浄 水 プ ロジェクトに 携

けた井戸を 10 本掘るための資材，道具を

ンガを作る，セメントを使って鉄筋で補強

わってきた。井戸を掘り，水の貯

提 供し，作 業 指 導を行うことになった。

する，道具を使うなどの新たに学んだ技

蔵配 送システムを構築し，浄水 装置を設

1 つの井戸は 1000人に水を供給 するこ

能によって別の仕事を見つけることができ

置するなどのプロジェクトにより，アフリカ

とができる。また，宣教師は健康と衛生

ると感謝した。指導技術を学んだ機会に

だけでも 400 万人以上の人々の生活に恩

に関する教育を行い，村人たちは井戸を

感謝の気持ちを表した人々もいた。

恵をもたらしてきた。

作り，維持するために必要な全ての労働

そのようなプロジェクトの一つがモザン

力を提供することとなった。

その後の雨季の後には，井戸を設置し
た村において水が原因の病気は報告され

ビーク沖のイドゥゴ島で始まった。この島

モザンビーク本土の資材置場から，ダ

に住む 1 万 5 千人のほとんどは , 家族 経

ンプカー 4 台分の砂利，300 袋のセメン

世界保健機関によると , 世界中で 10 億

営の農園，インド洋周辺海 域での漁業，

ト，トラック 2 台分の砂，鉄筋，特注品の

人以上の人々がきれいな水を手に入れる

または海水から塩を採取する蒸発池の仕

セメント用鋼製型枠がフェリーで島に運

ことができない状態にある。教会の浄水

事に従事している。この島には，水道水，

ばれ，人手か手押し車で島の各地に移送

プロジェクトにより，地域社会の人々がプ

電気，道路，車がなく，島と本土との往来

された。ケリマネとモザンビークから来

ロジェクトを計画実行し，必要な施設を作

は手作りのボートか丸太舟で行っている。

た数人の教会員が島に 3 か月間野営して

るための労 働 力を提 供し，訓練を受け，

何世紀もの間，イドゥゴの 飲 料水の水

井戸作りを教えたり，実際に井戸作りに参

完成した施設を維持する過程を通じてそ

加したりして手助けをした。

の数は減少している。

源は人手で掘った浅い井戸であったが，

ていない。

絶えず沈泥と堆積物で塞がれるため，井

雨水が排水されるように設計すること

アフリカ各地の浄水プロジェクトに加え

戸水は採取しにくく，泥水であった。雨季

で，井戸の汚染を防止した。ある地域で

て，教会はアジア，中央アメリカ，東ヨー

には水が汚染されて，コレラ，下痢，その

は，住民たちは教会から寄贈された材料

ロッパ，インド，インドネシア，太平洋 諸

他の病気の原因になっていた。

を使って自分たちでレンガを作り，それを

島，南アメリカ，東南アジア，その他の世

使って井戸の周りにレンガの道路を作った

界中の国々で浄水プロジェクトを後援して

り，木製のフェンスを作ったりした。

いる。■

教会の人道支援宣教師がイドゥゴの状
態について聞いたとき，その地域 社会の
指導者と会合を開いた。彼らは協力して

正式な授与式で，井戸の所有権がそれ

計画を練り，教会の人 道支 援部門が，井

ぞれの村の住民たちに引き渡された。井
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リン・G・
ロビンズ長老

ヨーク・
クレビンガット長老

七十人会長会

七十人第一定員会

97年 4月に中央幹部として召されて以来，リン・G・ロ
ビンズ長老は「世界中の聖徒と交わる心温まる祝福」
を享受してきました。

「どこに行ってもすぐに人々とのきずなを感じます」とロビンズ

長老は語ります。
ロビンズ長老は七十人会長会の一員として奉仕する間，世界
中の末日聖徒と出会い続けることを願っています。
リン・グラント・ロビンズ長 老は，1952 年 10 月 27日にアメ

ヨ

ーク・クレビンガット長老は，根気強く人生を送ってき
み たま

ました。従順に，戒めを守り，御 霊 の促しに従って生き
るべきだと信じています。

1967 年 12月 19日にクラウス・ピーター・クレビンガットとド

リス・エルケ・クレビンガット夫妻の間に生まれ，福音の影響を
受けずにドイツ，ツヴァイブリュッケンで育ちました。 10 代のと
き，音楽コンサートで教会の会員と出会い，二人は友だちになり
ました。

リカ合衆国ユタ州ペイソンで，ジョシュア・グラントとエブリン・

「わたしがこの新しい友人の家に行ったとき，彼の家族に感銘

R・ロビンズ夫妻の間に生まれました。ロビンズ長老は若いと

を受けました。彼の家庭に御霊があることを感じ，教会に行っ

きにユタ州スプリングビルで過ごしました。そこで幼なじみの

てみたいと思いました」とクレビンガット長老は当時を思い出し

ジャン・ニールソンと出会い，二人は 1974 年 6月 27 日にユタ

て語ります。

州マンタイ神殿で結婚し，7人の子供と 15人の孫がいます。

初めて出席した教会の集会で，モルモン書について聞きまし
あかし

ロビンズ長老はユタ州立大学でスペイン語と政治学の学士

た。その友人はその書物が真実であることについての証 を書

号を取得し，アメリカ合衆国アリゾナ州グレンデールのアメリカ

いたモルモン書をクレビンガット長老に渡してくれました。クレ

国際経営大学院で経営学修士号を取得しました。ロビンズ長

ビンガット長老は自分で真理を見いだす決意をして集会を後に

老はフランクリン・クエスト社の共同創設者および上級副社長

しました。

として働きました。

クレビンガット長老はこう言っています。「ニーファイ第一書

ロビンズ長老はウルグアイ・モンテビデオ伝道部会長として

のどこかを読んでいたときに，この本が真実であるという証を

奉仕していたときに，七十人第二定員会の会員の召しを受けま

得ました。預言者ジョセフ・スミスに対する証を得たときも，わ

した。その 3 年後に七十人第一定員会の会員になりました。ロ

たしにとっても決定的な瞬間でした。伝道中，その出来事につ

ビンズ長老は，南アメリカ南地域，中央アメリカ地域，北アメリ

いて話してもよいか同僚にいつも尋ねていました。」

カ西地域の会長として奉仕しました。また，北アメリカ中央地
域でも奉仕しました。
この奉仕で得られた大きな祝福は，ロビンズ長老が専任宣教
師として奉仕していたアルゼンチンに戻る機会があったことで

コロラド州デンバー伝道部で専任宣教師として奉 仕する前
に，18 か月間ドイツ陸軍に服役しました。クレビンガット長老
は 1992 年 12 月 21 日にソルトレーク神殿でジュリア・ポルト
ラックと結婚しました。夫妻には 3 人の子供がいます。

した。若い長 老としてアルゼンチンで 奉 仕していた間，ジュ

クレビンガット長老は，リックス・カレッジでロシア語学の学

ジュイで働きましたが，その地域には一つの支部しかありませ

位を取得し，その後ブリガム・ヤング大学で組織行動学の修士

んでした。何年もたってからこの地域に戻ったとき，そこには

号を取得しました。クレビンガット長老は経営管理コンサルタ

12 のユニットから成るステークが組織されていました。

ントとして，プライス・ウォーターハウス，アーサー・アンダーセ

「このようなことが世界中で起きています。今は奇跡の時代

ン，さらに教会の幾つかの役職で働きました。

です。」■

この責任に召される前，クレビンガット長老はステークヤング
シングルアダルトの代表，長老定員会会長，若い男性会長，高
等評議員，支部会長，ビショップとして奉仕しました。クレビン
ガット長老は，2014 年 6 月にウクライナ・キエフ伝道部の伝道
部 会 長としての 奉 仕を 終えます。 クレビンガット長 老 は，
2014 年 4 月 5 日に七十人第一定員会の会員として支持されま
した。■
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ウォン

新

チ

ホ ン

黄（サム）
志康長老

ラリー・S・
ケーチャー長老

七十人第一定員会

七十人第二定員会

しい改宗者，またブリガム・ヤング大学ハワイ校の学
生として，黄（サム）志康長老は教育以上の多くのこ
とを得ました。「わたしたちの人生の詳細な事柄」ま

で御存じである神がおられるという確かな知識を得たのです。
ホン コン

ウォン ファ

カン ガン

1962 年 5 月 25 日，中国の香港で，黃 法と簡 銀夫妻の 7 人

成

人して間もないころ，多くの導きを受けてきたラリー・
S・ケーチャー長 老は，自分の人生を導く，より偉大
み たま

な力に気づき始めました｡ 19 歳のとき，御 霊 を感じた

彼は，イエス・キリストの福音に導かれ，人生を大きく変える経
験をしました。
1952 年 2 月 12 日に，アルバート・ケーチャーとイレイン・

の子供の一人として生まれた黄長老は，小さなアパートで育ちま

ケーチャー夫妻の 5 人の子供のうち，上から 2 番目の子供とし

した。
仕事場でキャロル・ルーと会い，彼女から福音を紹介された
後，若き求道者，黄長 老は，1982 年 2 月 14 日にバプテスマを

て生まれたケーチャー長老は，アメリカ合衆国ミネソタ州ブルー
ミングトンで育ちました。
高校卒業後，ヨーロッパにスキーに行った彼は，6 か月以上

受けました。
1 年後の 1983 年 7 月 9 日，黄長老はキャロルと結婚し，大学

たってから，家に戻る必要があると感じました。帰国してから

に行くため，ハワイ州ライエに引っ越しました。学生ビザで渡航

も，どこか別の所に行く必要があると感じながらも，それがどこ

したため，週 20 時間しか働くことができませんでした。
「本当に

なのか分かりませんでした。幼いころからの友人がユタ州に

信仰を働かせ，祈りに頼る必要がありました。」家族を支えるた

引っ越す計画を立てていたため，ケーチャー長老もその友人と

めに行ったことを長老は語ります。

ともに引っ越す 決心をしました。 ユタ州に移ってから，ケー

奨学金を受けるために熱心に学び，大学で許可されている限
り多くの単位を取りました。彼は，このように回想しています。
「簡単なことではありませんでしたが，その経験をしてから，常
に天の力に頼ることができると分かりました。」
1984 年 8 月 9 日，黄夫妻はハワイ・ライエ神殿で結び固め

チャー長老はブリガム・ヤング大学に入学し，教会について学
び，バプテスマを受けました。
「宣教師から教えてもらったとき，それは真実だと感じまし
た。そして祈ったとき，教会は真実だと感じたのです」とケー
チャー長老は語ります。

られました。最初の子供が生まれ，その後さらに 3人の子供を

長老は伝道に出ることを決意し，1973 年にタヒチ・パペーテ

もうけました。「とても特別で，とても神聖な時期でした」と黄

伝道部に召されました。伝道から戻った後，ブリガム・ヤング

長老は語ります。

大学に復学し，そこでポーリーン・ミラーと出会いました。二人

黄長老は会計学の学士号を取得し，コンピューターサイエン
スの準学士号を取得しました。その後，
「奉仕するために香港

は 1976 年 10 月 29日にユタ・マンタイ神殿で結婚し，現在 6 人
の子供と 11人の孫がいます。

に戻る」必要があると感じました。
後に，香港公開大学で MBA を取得しました。黄長老はビジ
ネス・クオリティー・コンサルティング会社の創始者であり共同

ケーチャー長老はブリガム・ヤング大学で心理学の学士号と
組織的行動学の修士号を取得しました。アメリカ国内や国際
的な大企業のコンサルティングに携わってきました。

経営者でもありました。また，材料検査グループで主任会計士
として働き始め，退職するときは事務次長になっていました。
黄長 老は，2014 年 4 月 5 日に七十人第一定員会会員として

2014 年 4 月 5 日に七十人第二定員会会員として支持される
以前，支部会長，長老定員会会長，ビショップ，ステーク会長会
顧問として奉仕してきました。 2000 年から 2003 年にかけて，

支持を受ける以前は，ビショップ，ステーク会長，地域七十人と

スイス・ジュネーブ伝道部を管理しました。スイスから戻って

して奉仕してきました。■

数年後，仕事でアラブ首長国連邦のアブダビに赴くことになり，
その地において中東地域初の地域七十人として奉仕しました。
■
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ヒューゴ・E・
マルチネス長老

タッド・R・
カリスター

七十人第二定員会

中央日曜学校会長

82 年，ヒューゴ・E・マルチネス長老と妻のヌリア・ア
ルバレス・デ・マルチネス姉妹がアメリカ合 衆国ミシ
シッピ州で研修医としての研修を受けていたとき，思い

がけなく玄関のドアを叩く音がしました。
そこにはモルモンの宣教師が二人立っていました。
「わたしたちは彼らを招き入れましたが，末日聖徒イエス・キ
リスト教会についてまったく何も知りませんでした。モルモン・
タバナクルさえ知らなかったのです。」マルチネス長老は，ほほ
えみながらそう語りました。
しかし，若い夫婦は，長老たちが分かち合ってくれた福音の
レッスンを聞き，すぐに心打たれました。まもなく二人は，宣教
師の勧めを受けいれて，バプテスマを受けたのです。
「それを後悔したことは一度もありません。」
2014 年 4 月 5 日，マルチネス長老は七十人第二定員会に召

中

央日曜学校会長に召される何十年も前に，日曜学校
はタッド・R・カリスターの人生で，重要な役割を果た
しました。

カリスター兄弟がブリガム・ヤング大学のワードで日曜学校

会長として奉仕していたとき，未来の妻となるキャスリン・L・サ
ポリティに出会いました。二人は 1968 年 12 月 20 日，ロサンゼ
ルス神殿で結婚しました。
夫 妻には 2 人の娘と 4 人の息子，また 24 人の 孫が います。
「日曜学校会長になると，いいことがたくさん起こります」とカリ
スター兄弟は語ります。
1945 年 12 月 17 日，カリフォルニア州グレンデールで，リー
ド・エディングトンとノーリーン・カリスター夫妻の息子として生
まれたカリスター兄弟は，ニーファイのように，
「善い両親から」
生まれたと宣言しています。

され，カリブの島々から召された最初の中央幹部となりました。

「子供の頃，父はビショップでした」とカリスター兄弟は言い

長老が新たな責任に「圧倒された」のは言うまでもありません。

ます。「父は小さなカードをいつも持ち歩き，様々な言葉や聖句

「でもそのとき，すばらしい平安が訪れ，主が責任を持ってく
ださっていると知ることができました」と語ります。

やシェークスピアの文章を暗記していました。」
カリスター兄弟は父親と同じく，法律家の道を選びました。

ヒューゴ・マルチネスとヌリア・マルチネス夫妻は，バプテス

ブリガム・ヤング大学で会計学を学んで卒業した後，ロサンゼ

マを受けて 1 年と 1 か月後の 1983 年 10 月 3 日に，ソルトレーク

ルスのカリフォルニア大学法科大学院で学び，ニューヨーク大

神殿で結び固められました。夫妻には 5 人の子供と 5人の孫

学で税法の修士号を取得しました。カリスター＆カリスター事

がいます。

務所で弁護士として働き始めました。

マルチネス長老は，1957 年 1 月 10 日，プエルトリコ，マヤゲ

今回の召しを受けたとき，カリスター兄弟は 2008 年から奉

スで，ヒューゴ・E・マルチネス・サンディンとダリ・モラレス・

仕した七十人会長会と七十人第二定員会の召しから解任され

アラモ・デ・マルチネス夫妻のもとに生まれました。若い頃，彼

たばかりでした。

なら

は父親に倣 って，医者になりました。プエルトリコ大学で医学

それ以前は，カナダ・トロント東伝道部会長，地域七十人，地

の学位を取得し（ 1981 年），ミシシッピ大学で研修医としての訓

区代表，ステーク会長，ビショップ，ステーク伝道部会長，長老

練を終えた後（ 1984 年），2004 年に退職するまで，医者として

定員会会長として奉仕しました。また，若いときは専任宣教師

働きました。

として東大西洋諸州伝道部で奉仕しました。

バプテスマを受けて間もなく，青少年クラスの日曜学校教師

日曜学校成人クラスの教科課程に今後加えられる新たな変

として召されました。その後，ビショップ，ステーク会長会顧問，

更について，カリスター兄弟はこのようにコメントしています。

支部会長，プエルトリコ，サンファン伝道部の伝道部会長会顧

「もちろん，教 科課 程は非常に大切です。しかし，どのように

問として奉仕しました。また，グアテマラ・グアテマラシティー

人々に教えるかはもっと大切です。最も大切なことは，救い主

中央伝道部を伝道部会長として管理し，中央幹部に召されたと

の方法で教えるということです。それは，御霊によって教え，改

きは地域七十人として奉仕していました。■

心を促すように教えるということです。」■

み たま
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ジ

ジョン・S・タナー

デビン・G・
デュラント

中央日曜学校会長会
第一顧問

中央日曜学校会長会
第二顧問

ョン・シアーズ・タナーは子供のときから学ぶことに
喜びを見つけてきました。
その高揚感は，教育や職業，福音を教える数々の機

会にまで及んできました。まずはブラジル南伝道部の宣教師と

デ

ビン・G・デュラントが中央日曜学校会長会の第二顧
問に召されたとき，多くの教会員は彼がブリガム・ヤン
グ大学バスケットボール部のジャージを着て活躍して

いた栄光の時代を思い出したことでしょう。

して，その後ビショップ，ステーク会長，高等評議員，福音の教

確かにデュラント会長の人生でスポーツは重要な役割を果た

義クラス教師，ブラジル・サンパウロ南伝道部会長（今夏で任

してきました。合衆国でトップレベルの選手とプロのリーグで

期満了）としてその喜びを味わい，今度は中央日曜学校会長会

1 シーズン競ったこともあります。しかし，デュラント会長はス

の第一顧問として召されました。

ター選手以上の活躍をしてきました。スペイン・マドリード伝

「正しい方法で〔教える〕なら，その場に聖霊がおられ，人は

道部の宣教師，夫，父親，祖父，執筆者，実業家，忠実な教会

学ぶことに心が浮き立ちます。聖なる場所にいるような気持ち

員，そしてこの 2 年半の間はテキサス州ダラス伝道部の会長で

になります」とタナー会長は言います。

した。

タナー 会 長は 1950 年 7 月 27 日，ユタ州ソルトレーク・シ

1960 年 10 月 20 日にユタ州ブリガム・シティーで生まれた

ティーでウィリアム・コーツ・タナー・ジュニアとアセリア・シ

デュラント会長は，人生でこれらの役割を務める備えをするうえ

アーズ・タナー夫妻のもとに生まれ，合衆国カリフォルニア州

で，家庭で過ごした子供時代が中心的な役割を果たしたと言い

サウスパサデナで育ちました。 13 人きょうだいの 5 番目です。

ます。両親のジョージ・デュラントとマリリン・デュラント夫妻

両親は，家庭の中心に福音をしっかり据えることを含め，豊か

は教えることに秀でていました。

な教育環境を作りました。「教会で学ぶことは何でも，家庭で

「もちろん，両親は言葉によって教えました。しかし実際のと

既に学んでいました」とタナー会長は語ります。ブリガム・ヤ

ころわたしは親の背中を見て育ち，家庭で偉大な教訓を学んだ

ング大学（ BYU ）で英語学の学位を，そしてカリフォルニア大

のです。」

学バークレー校で英語学博士号を取得し，文学への愛も養い
ました。
BYU で学んでいるときにスーザン・ウィンダーと出会いまし

デュラント会長と妻のジュリー・ミンク・デュラントは，未来の
宣教師を備えるうえで力強い教師が大切であることをよく知っ
ています。

た。二人は深い友情で結ばれ，それは後にロマンスへと発展し

「〔未来の宣教師は〕家庭においては両親から，そして教会で

ました。 1974 年にソルトレーク神殿で結婚し，5 人の子供を育

教師や優れたセミナリー・インスティテュートプログラムを通し

てました。

て上手に教えられています。」

タナー会長はフロリダ州立大学の助教授として大学 教員の

デュラント会長はさらに，日曜学校プログラムはあらゆる年

道を歩み始めました。 1982 年に BYU の職員となり，英語 学

齢の教師や生徒が「救い主の方法で教える」場になると言い

の助教授，准教授，正教授を経て，主任教授や副学長を務めま

ます。

した。

デュラント会長と姉妹は 1983 年 4月 23日にソルトレーク神殿

タナー会長は，福音を教える際に最も大切なことを，大学で

きょうべん

教 鞭 を執り始めた頃に学んだと言います。すなわち，恐れや野

で結婚し，6人の子供と 6 人の孫がいます。
伝道部会長に召される前はビショップ，ステーク会長会顧問，

心からではなく，愛，すなわち慈愛，つまりキリストの純粋な愛

ステーク日曜学校会長会の一員，インスティテュート講師として

から教える必要があるのです。■

奉仕してきました。
デュラント会長はブリガム・ヤング大学でアメリカ研究の学士
号を，そしてユタ大学で経営学修士号を取得し，不動産投資会
社を所有しています。■
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「満ちていく光」 エルスペス・ヤング画

1830 年，アイザック・モーリーは彼の新品のモルモン書を 12 歳のメアリー・エリザベス・ローリンズに貸し与えた。
当時，それはオハイオ州カートランドで唯一のモルモン書であったため，
改宗したばかりのメアリー・エリザベスとその家族は順番に夜遅くまでモルモン書を読みふけった。
翌朝早く，メアリーはモルモン書を再び開き，ニーファイ第一書の冒頭の数行を暗唱した。
この絵に描かれた光は，モルモン書を読むうちにメアリー・エリザベスの内に満ちていった福音の光を象徴している。

「聞いたメッセージについて深く考えるとき，
わたしたちがこれまでよりももう少し
物事をうまく行う決意ができるように願っています。」
トーマス・S・モンソン大管長は，
第 184 回総大会の最後の部会を閉じるに当たり，こう語った。
「わたしたちは，わたしたちと信条と標準が異なる人々に
親切になり愛を示せるように願っています。
救い主がこの地上に携えて来られたのは，
全ての人に対する愛と思いやりのメッセージです。
わたしたちがいつも主の模範に従えますように。」

