
総大会説教
モンソン大管長， 
伝道への備えと 
奉仕を勧める
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「イエスはどろを 
盲人の目に塗られた 」 
ウォルター・レーン画

生まれつきの盲人を哀れに思い， 
救い主は「地につばきをし， 
そのつばきで，どろをつくり， 
そのどろを 
盲人の目に塗って言われた， 

『シロアム……の池に行って 
洗いなさい。』 
そこで彼は行って洗った。 
そして見えるようになって， 
帰って行った。」 

（ヨハネ 9：6 － 7）

教会歴史博物館の厚意により掲載
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2010年10月2日土曜午前，一般部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈り
─オクタビアノ・テノリオ長老。閉会の祈り
─エドアルド・ガバレット長老。音楽─タ
バナクル合唱団；指揮─マック・ウィルバー
グ，ライアン・マーフィー；オルガニスト─アン
ドリュー・アンズワース，クレー・クリスチャンセ
ン。「導きたまえよ」『賛 美 歌』41 番；“Let 
Zion in Her Beauty Rise,”Hymns ，41 番；

「感謝を神に捧
ささ

げん」『賛美歌』11 番，ウィル
バーグ編曲，未刊；「世はよく働く人を求む」

『賛美歌』161 番；「イエス様の話聞かせて」
『子供の歌集』36，マーフィー編曲，未刊；「夜
明けだ，朝明けだ」『賛美歌』1 番，ウィルバー
グ編曲，未刊

2010年10月2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
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈り
─クラウディオ・D・シビック長老。閉会の祈
り─ホルへ・F・ゼバヨス長老。音楽─ユ
タ州サンディーおよびドレーパーの家族による
聖歌隊；指揮─ティモシー・ワークマン；オ
ルガニスト─リンダ・マーゲッツ。「来たれ，
主の子ら」『賛美歌』31 番，リヨン編曲，ジャッ
クマン刊；「み空に麗し」『賛美歌』27 番；「わ
れ主を愛して」『賛美歌』134 番；“Home,”Child-
ren’s Songbook ，192，デーリー編曲，未刊

2010年10月2日土曜夜，神権部会 

管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
の祈り─マルコス・A・アイドカイティス長老。
閉会の祈り─ジェームズ・J・ハムラ長老。音
楽─プロボ宣教師訓練センターの神権者聖
歌隊；指揮─ダグラス・ブレンチリー，ライア
ン・エゲット；オルガニスト─リチャード・エ
リオット。「天よりの声聞け」『賛美歌』166 番，
イプソン編曲，未刊；“Go, Ye Messengers of 
Heaven,” Hymns ，327 番；「山の上に」『賛美
歌』2 番；「われ主を愛して」『賛美歌』134 番；

「われらは天の王に」『賛美歌』157 番，ブース編
曲，未刊

2010年10月3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
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会

第180回
半期総大会の概要		

の祈り─ジェラルド・コセー長老。閉会の祈
り─カルロス・A・ゴドイ長老。音楽─タバ
ナクル合唱団；指揮─マック・ウィルバーグ；
オルガニスト─クレー・クリステンセン，リ
チャード・エリオット。“Truth Eternal,” Hymns ，
4 番；「エホバ，天地の主」『賛美歌』171 番；

「羊を守れる羊飼いの愛」『賛 美歌』136 番，
ウィルバーグ編曲，未刊；「イスラエルの救い
主」『賛美歌』4 番；「共に愛し合え」『賛美歌』
192 番，ウィルバーグ編曲，未刊；「いざ救いの
日を楽しまん」『賛美歌』5 番，ウィルバーグ編
曲，未刊

2010年10月3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
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開会
の祈り─ローレンス・E・コーブリッジ長老。
閉会の祈り─ H・デビッド・バートンビショッ
プ。音楽─タバナクル合唱団；指揮─マッ
ク・ウィルバーグ，ライアン・マーフィー；オルガ
ニスト─ボニー・グッドリフ。「来たれ，喜べ
や」『賛美歌』8 番，マーフィー編曲，未刊；「取
り巻く闇

やみ

の中を」『賛美歌』52 番，ウィルバーグ
編曲，未刊；「神の子です」『賛美歌』189 番；

「わかれにまた」『賛美歌』88 番，ウィルバーグ
編曲，未刊

2010年9月25日土曜夜，中央扶助協会集会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ジュリー・B・ベック。開会の祈り─シャ
ロン・L・ユーバンク。閉会の祈り─マー
シャ・G・ベック。音楽─ユタ州カーンズ地区
の幾つかのステークの扶助協会聖歌隊；指揮
─マック・ウィルバーグ，ライアン・マーフィー；
オルガニスト─ボニー・グッドリフ。「み恵み
数 え あ げ」『賛 美 歌』153 番，カセン 編 曲，
ジャックマン刊；「山のごとく強く」『賛美歌』
167 番，ニールセン，ブース編曲，未刊（フレンチ
ホルン─クリスティーナ・オーカット・トレフソ
ン，メアリー・ラムプロス，クレール・グロー
バー）；「さらに聖

きよ

くなお努めん」『賛美歌』74
番，ベーベ編曲，ラリス刊；「主のみたまは火の

ごと燃え」『賛美歌』3 番，デフォード編曲，未刊
（フルート─ティア・ジェーンズ，ナタリー・
ホール；独唱─キャスリーン・ドース，オリビア・
ドース・ブロートン，ジェーニ・ドース，サリー・
ドース・ダフィン，ソフィア・リー・ドース）

総大会の説教の入手
総大会の説教を様々な言語で聞くことができま
す。インターネットで conference.lds.org または 
languages.lds.org を開いて言語を選択してくだ
さい。大会説教の CD は通常，大会後 2 か月以
内に配送センターから入手できるようになります。

ホームティーチングおよび家庭訪問 

ホームティーチングまたは家庭訪問用のメッセー
ジとして，訪問する会員の必要に最も適した総
大会説教を一つ選んでください。

表紙
表紙─写真／レス・ニルソン
裏表紙─写真／ウェルデン・C・アンダーセン

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─クレーグ・ダイモン
ド，ウェルデン・C・アンダーセン，ジョン・ルー
ク，マシュー・ライアー，クリスティーナ・スミス，
レス・ニルソン，スコット・デービス，リンゼー・
ブリッグズ，コディー・ベル，マーク・ウェイン
バーグ，ウェストン・コルトン，ロッド・ボーム，サ
ラ・カービン。アルゼンチン─ルシオ・フレイ
タス。ブラジル─ラウレニ・フォチェット，ア
ナ・クラウディア・ソリ。ドミニカ共和国─ク
リスタ・グロル。アイルランド─ファリス・ジェ
ラード。イタリア・アレッサンドロ・ディニ・シア
チ，ニュージーランド─ビクトリア・タウパウ。
南アフリカ─ケビン・クーニー。スウェーデン
─イェンズ・リドグレン。ウルグアイ─アベ
ル・ゴメス・ペレイラ。モンソン大管長の写真／
ブサス・フォトグラフィー社
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トーマス・S・モンソン大管長

演したのは若い人たちだけでなく，あまり
若くない人たちもいました。このような行
事は通常，大きなスタジアムで開催される
のですが，キエフでは美しい宮殿に皆が
集まりました。踊りや歌，楽器の演奏，展
示品は見事でした。これらの行事に携
わった人たちに賛辞を呈し，わたしの愛
を伝えます。

どの神殿の奉献でも御
み

霊
たま

をよく味わい
ました。すべての奉献式で主の御霊を感
じました。

来月にはハワイ州ライエ神殿を再奉献し

愛する兄弟姉妹の皆さん，総大会
に皆さんを歓迎します。この大
会は様々な方法により世界中で

視聴されています。この大規模な大会の
ために複雑な実務をこなしているすべて
の人たちに感謝しています。

今年 4 月の大会以来，教会の業は妨げ
られることなく進んでいます。わたしは
4 つの新しい神殿を奉献する特権にあず
かりました。大管長会顧問と中央幹部に

同行してもらってアリゾナ州ヒラバレー，
ブリティッシュコロンビア州バンクーバー，
フィリピン・セブシティー，ウクライナのキ
エフに行きました。どの土地の神殿も堂々
として美しく，教会員の生活を祝福してい
ます。また，どの神殿もわたしたちと異な
る信仰を持つ人たちに良い影響を与えて
います。

それぞれの神殿の奉献前夜には，文化
的祝典を鑑賞する特権に浴しました。出

土曜午前の部会 | 2010年10月2日

再びともに集い
宣教師として奉仕することは神権の義務です。非常に多くのもの
を受けているわたしたちに，主が望んでおられる務めなのです。

スウェーデン，ストックホルム
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ます。教会で最も古い神殿の一つであり，
何か月もかけて全面的に改装されました。
この神聖な機会を楽しみにしています。

わたしたちはこれからも神殿を建設し
ていきます。今朝，新たに 5 つの神殿用
地の取得を発表できることをうれしく思い
ます。これらの神殿は向こう何か月か何
年かのうちに次の場所で建設されます。
ポルトガル・リスボン，インディアナ州イン
ディアナポリス，フィリピン・ウルダネータ，
コネチカット州ハートフォード，メキシコ・
ティフアナ。

神殿で行われる儀式は，わたしたちの
救いと亡くなった愛する人たちの救いに
とって不可欠なものです。教会員にとって
ますます身近になってくる神殿に，引き続
き忠実に参入できますように。

さて，今朝の話者の話を聞く前に，わた
しが深く心にかけていることを話してもよ
いでしょうか。わたしたちが心から留意
するべき事柄です。伝道活動について話
します。

まず，アロン神権の若い男性の皆さん
と長老になる若い男性の皆さんに，預言

者たちが長年教えてきたことを繰り返し
ます。ふさわしく，能力があるすべての若
い男性は伝道に出る準備をするべきです。
宣教師として奉仕することは神権の義務
です。非常に多くのものを受けているわ
たしたちに，主が望んでおられる務めなの
です。若い男性の皆さん，わたしは皆さ
んに宣教師として奉仕する準備をするよ
う勧告します。いつも清く純粋で，主を代
表するにふさわしくあってください。健康
と体力を維持してください。聖文を研究
してください。セミナリーやインスティ
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モンソン大管長，世界中のすべて
の教会員がこのすばらしい聖歌
隊とともに，この偉大な賛美歌を

歌い，「感謝を神に捧
ささ

げん，預言者の導き」
と述べました。大管長の人生と模範に，
そして，この教会の総大会に参加してい
るわたしたちを歓迎してくださったことに
感謝します。わたしたちは大管長を愛し，
称賛し，支持しています。今

き ょ う

日の午後の
部会においてわたしたちはモンソン大管
長だけでなく教会の中央役員を支持する
正式な機会が与えられます。わたしの名
前もその名簿に加えられるので，支持を
受ける前から厚かましくはありますが，皆
さんの賛意の挙手に対する感謝を，皆を
代表してここで申し上げます。わたしたち
は皆さんの祈りと支持なくして働くことが
できません。皆さんの忠誠と愛は言葉に
表せないほどの大きな意味があります。

この思いから，わたしは今日，わたした
ちも皆さんを支持していること，わたした
ちも皆さんのために心から祈り，愛してい
ることをお伝えします。教会の管理役員
には特別な鍵

かぎ

と聖約そして責任があるこ
とを全員が知っていますが，教会は，どの
ような立場にあろうと，一人一人の会員の

信仰と献身によって比類ない力を得てお
り，まことに独特の活力にあふれているこ
とも実感しています。皆さんがどの国で生
活し，どれほど若く，力不足を感じている
としても，あるいはどれほど年老いており，
自分の限界を感じているとしても，神が皆
さん一人一人を愛しておられることを証

あかし

し
ます。皆さんは神の業の中心となる存在
であり，教会の管理役員が皆さんを慈

いつく

し
み皆さんのために祈っています。一人一人
に価値があり，神聖な輝きを放っているか
らこそ，救いと昇栄の計画が存在するの
です。現代のはやり言葉とは逆になります
が，これはあなたに関係のあることです。
いいえ，周りの人を見回さないでください。
わたしはあなたに話しているのです！

神が皆さんをどれほど愛しておられ，壇
上にいるわたしたちが皆さんにどれほど
感謝しているかをどうしたらお伝えできる
かあれこれずっと考えてきました。皆さん
の善い行い，思いやりのある言葉，イエス・
キリストの福音の美しさと祝福をだれかに
―だれに対しても―差し出すために
払ってきた犠牲に対して，天使になり代
わって感謝の言葉を述べたいのです。

若い女性の指導者たちに感謝してい

十二使徒定員会
ジェフリー・R・ホランド長老

あなたがたは 
信仰があるので
すばらしいすべての教会員……が，キリストの純粋な愛は「絶える
ことがない」ことを日々証明してくださっていることを感謝してい
ます。

テュートがある地域では，それに出席して
ください。宣教師の手引きである『わたし
の福音を宣

の

べ伝えなさい』に精通してく
ださい。

若い姉妹の皆さん。皆さんには専任宣
教師として奉仕するという若い男性と同じ
神権の責任はありませんが，宣教師として
価値ある貢献ができます。皆さんの奉仕
を歓迎します。

そして熟年の兄弟姉妹の皆さん，わた
したちは熟年の夫婦をもっと大勢必要と
しています。現在奉仕している，また過去
に奉仕した忠実な夫婦の皆さん，イエス・
キリストの福音に対する皆さんの信仰と
献身的な奉仕に感謝しています。皆さん
は進んでよく奉仕し，非常に良い働きをし
ています。

夫婦宣教師として奉仕できる時期がま
だ来ていない皆さんには，伴

はん

侶
りょ

とともに
夫婦宣教師に召される日のために今準備
するよう強く勧めます。状況が許し，引退
できるようになって健康的に可能であれ
ば，家を離れて専任宣教師として奉仕して
ください。夫婦そろって専任で主の業に
携わることで得られる，すばらしい御霊と
充実感を味わう機会は，人生にそうめっ
たにあるものではありません。

さて，兄弟姉妹の皆さん，この 2 日間，
主の僕

しもべ

たちの言葉を聞くときに主の御霊
を受けることができますように。皆さん一
人一人にこの祝福がありますよう，イエス・
キリストの御

み

名
な

によって祈ります。アー
メン。■
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自分を顧みず，恐らく一生涯彼らの世話を
している親の皆さんに感謝しています。
病気や年老いた両親に恩返しをするため
に力を合わせている，中年を過ぎた息子
娘の皆さんに感謝しています。

最近のことですが，ほとんど完
かん

璧
ぺき

に近
い老齢の姉妹がすまなそうにこうささや
きました。「わたしは教会で指導者として
働いたことが一度もありません。してきた
のはただお手伝いをすることだけだった
と思います。」  わたしはこう言いました。

「敬愛する姉妹，主はあなたと『御自分の
王国の中でお手伝いをしてくださる方』す
べてを祝福されることでしょう。」  現在の
指導者の中には，皆さんがすでに到達し
ている状態に，いつか神の御

み

前
まえ

で到達で
きるよう願っている人もいるのです。

わたしはこれまで，そのような人々の信
仰と善良さに感謝を表さなかったことが
しばしばありました。ジェームズ・E・ファ
ウスト管長は 13 年前にここに立ち，こう
語りました。「わたしはまだ幼かったころ
に，……わたしの祖母……が熱い薪

まき

コン
ロでおいしい食事を作っていたことを思
い出します。コンロの横の薪を入れた箱
が空になると，祖母は黙ってその箱を取り
上げて出て行き，外に積んである杉の薪
を詰めて，重くなった箱を家の中に運び込

ているようです。「わたしの兄弟であるこ
れらの最も小さい者のひとりにしたのは，
すなわち，わたしにしたのである。」2

これは神権者も同じです。例えば，環
境や地域によって異なりますが，50マイル

（80 キロ）の険しい道のりを踏破するハイ
キングを実施したり，氷の穴を掘ってその
中で眠ったりという生涯で最も長い夜と
なる活動を率いる若い男性の指導者たち
がいます。わたしは所属する大祭司グルー
プの中で経験した数々の思い出に感謝し
ています。何年か前に，死期の近づいた
定員会会員の傍らで付き添って，小さなリ
クライニングチェアーに数週間にわたって
交代で眠りました。それは，年老いてご
主人と同様に衰弱した姉妹が彼の最後の
数週間に少しでも睡眠を取ることができ
るようにするためでした。教会の多くの教
師，役員，アドバイザー，書記の皆さん，そ
していつも机といすを並べたり片付けたり
してくれる皆さんに感謝しています。聖任
された祝福師や，音楽や家族歴史を担当
してくれる皆さん，骨

こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

になっても体
よりも大きく見えるスーツケースを手にし
て朝 5 時に神殿にやって来る老齢の夫婦
の皆さんに感謝しています。子供に障が
いがあり，時には複数の障がいがあり，さ
らにはそのような子供を複数持ちながら，

ます。指導者たちはシャンプーもシャワー
もなく，マスカラもつけずに，キャンプ場
へ行って，煙の立ち込めるキャンプファイ
ヤーでの証会を，少女や指導者の心に残
る，生涯忘れられない霊的な体験に変え
ています。これまでに出会った，シナイ山
のように力強く，山上の垂訓が説かれた
山のように憐

あわ

れみを与えてくれた教会の
すべての女性に感謝しています。教会の
姉妹たちにまつわる話，例えば色鮮やかな
ゼリーや，キルト，葬儀のときのジャガイモ
料理の話を聞くと，ほほえましく思います。
わたしの家族もその一つ一つを様々な場
面でありがたく頂きました。キルトと葬儀
のジャガイモ料理が同じ日に届けられた
こともありました。それはほんとうに小さ
なキルトでした。まだ赤ん坊だった弟が
亡くなったとき，天の家に戻る弟の旅が温
かく安らかであってほしいとの願いを込め
て扶助協会の姉妹たちが作ってくれたも
のでした。葬儀を終えたわたしたち家族
は，姉妹たちが自発的に用意してくれた
食事を，感謝して頂きました。ほほえまし
い伝統です。でも，手が垂れ，ひざが弱
わっているときには，1 なぜかいつも，称賛
を受けることのあまりない教会の女性たち
がそこにいてくれるのです。彼女たちは次
のキリストの言葉の神性を本能的に悟っ
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しく見ているので，母に感謝する機会は
まだあります。お母さん，お父さん，また，
すべての父親と母親，家族の皆さん，あら
ゆる地に住む忠実な人々に申します。皆さ
んが自分の子供たち（そしてほかの人の
子供たち）のために犠牲を払い，自分が
得ることのなかった機会と，最高の幸福
を子供たちに与えるためにできる限りの
ことをしたいと思ってくださっていること
に感謝しています。

すばらしいすべての教会員，そして信仰
は異なっても善良な大勢の人々が，キリス
トの純粋な愛は「絶えることがない」4 こ
とを日々証明してくださっていることを感
謝しています。皆さんの中にはだれ一人と
してつまらない人などいません。皆さんは
イエス・キリストの福音とは何かを示し，
主の慈しみと憐れみを思い起こさせ，小さ
な村でも大都市でも，人に平安と救いを
もたらそうと務めながら，主のよい業とさ
さげられた命について，個人的でありなが
らも力強く証しているからです。そのよう
に神聖な大義に皆さんとともに携われる
ことをこの上なく光栄に思います。

イエスがニーファイ人に言われたよう
に，わたしも今日申します。
「あなたがたは信仰があるので……わ

たしの喜びは満ちている。
そして，イエスはこれらの御

み

言
こと

葉
ば

を語る
と，涙を流された。」5

兄弟姉妹，皆さんの模範を見ながら，
わたしは改めて，天の御父や多くの皆さん
のように，より良く，もっと忠実であり，親
切であり，献身し，もっと慈愛を持った誠
実な人になることを決意します。これら
を，すべてにおける偉大な模範であられ
る，主イエス・キリストの御

み

名
な

によって祈り
ます。アーメン。■

注
 1. ヘブル 12：12；教義と聖約 81：5 参照
 2. マタイ 25：40
 3. ジェームズ・E・ファウスト「律法の中でもっ

と重要な，公平とあわれみと忠実」『聖徒の
道』1998 年 1 月号，65

 4.  1コリント13：8 。モロナイ 7：46 － 47も参照
 5.  3 ニーファイ 17：20 － 21

たしは後にも先にもこれほど伝道を愛す
る若者はいないと言うくらい伝道をこよな
く愛しました。

そして帰還すると同時に，両親が伝道
に召されました。わたしはどうなるので
しょうか。大学の学費など工面できるは
ずがありません。食費と部屋代をどうした
らいいのでしょう。心の中で大きく夢に
描いていた，非の打ちどころのない女性
であるパトリシア・テリーとの結婚を，ど
う実現すればよいのでしょうか。正直に
言えば，落胆し，恐怖を覚えました。

ためらいながらも地元の銀行に行き，
家族ぐるみの友人である支店長にわたし
の口座の残高を尋ねました。彼は驚いた
様子で言いました。「ジェフ，君のお金は
全部そのままだよ。ご両親から聞いてい
ないのかい。君が伝道から戻ったときの
ためにと，ご両親は君の口座から 1 セント
も引き出さなかったんだよ。知っていると
思っていた。」

まったく知りませんでした。独学で会計
士となった父は，夫婦で召しを受けたとき
に，小さな町にわずかな顧客しかいませ
んでした。伝道中の息子が衣類や靴に困
らないように，恐らく 2 年間は自分は一度
も新しいスーツやシャツを着ることはな
かったでしょう。さらに，後に知ったのは，
結婚してから一度も外へ働きに出たこと
のなかった母が，わたしの伝道費用を捻

ねん

出
しゅつ

するために，地元のデパートで働いてい
たことでした。伝道中のわたしには，一

ひと

言
こと

も知らせてきませんでした。そのことにつ
いてまったく何も言わなかったのです。こ
の教会で，どれほど多くの父親がわたしの
父とまったく同じことをしてきたことでしょ
う。この厳しい経済情勢の中，どれほど
多くの母親がわたしの母と同じことをして
いるでしょう。

父は 34 年前に他界しました。ですか
らファウスト管長と同じように，次の世に
行くまで十分な感謝を伝えられません。
けれども来週 95 歳になる，愛する母は，
セントジョージの自宅で今日この放送を楽

みました。わたしはとても無神経で，……
そこに座って，愛する祖母が薪の箱を運
ぶのをただ見ていたのです。」  そして，声
を詰まらせながらこう語りました。「わた
しは自分が恥ずかしく，怠惰であったこと
をそれ以来ずっと後悔してきました。いつ
の日か，祖母に赦

ゆる

しを求めることができ
ればと願っています。」3

ファウスト管長ほど完成の域に達して
いる人が，少年時代の過ちを認めるので
あれば，わたしも今日，同じような過ちを
認め，遅ればせながら感謝を伝えるべき
でしょう。

時が始まるはるか以前の昔にわたしが
伝道に召されたとき，宣教師の費用を均
等にする制度はまだありませんでした。
宣教師は赴任先の伝道部で費用を全額
負担していました。一部の伝道部では非
常に多額の費用を必要としました。わた
しはそのような地域に召されました。

現在，わたしたちが宣教師に奨励して
いるように，わたしは伝道資金をできるか
ぎり自分で用意するため，貯金し，自分の
持ち物を売り払いました。充分な資金が
準備できたと思いましたが，伝道の最後
の数か月までもつかどうかは分かりませ
んでした。そのような不安を抱えながら
も，最高にすばらしい経験を求めてこの上
なく幸せに家族のもとを離れました。わ
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先日わたしは小さな赤ん坊ケー
ト・エリザベスの誕生に立ち会
いました。ケートはこの世に来

て母親の腕に抱かれると，手を伸ばして
母親の指をつかみました。それはあたか
も，小さなケートが「こうしてつかまってい
たら，天のお父様のところに帰る道にとど
まれるように助けてくれる？」と言ってい
るようでした。

ジョセフ・スミスは 7歳のときに腸チフ
スにかかり，脚が菌で侵されました。ネー
サン・スミス医師は，菌に侵された脚を切
断せずに残す治療法の先駆者でした。彼
は麻酔を使わずにジョセフの脚を切開し，
骨の感染した部分を切除しなければなり
ませんでした。ジョセフは痛みに耐える
ためにブランデーを飲むことも，ベッドに
体を縛ることも拒否して言いました。「お
父さんにベッドに座って，ぼくを抱き抱え
てもらえるなら，必要なことは何でもする
よ。」1

わたしたちは世界中の子供たちのため
にこう言います。「わたしの手を取り，
しっかりつかまって。天のお父様のみもと
に帰る道に一緒にとどまりましょう。」

親，祖父母，隣人，友人，初等協会の指
導者の皆さん，わたしたちは皆，手を伸ば
して子供たちの手を取ることができます。
立ち止まり，ひざをつき，子供の目をのぞ

きこんで，救い主に従いたいという，彼ら
の生まれながらの願いを感じることがで
きます。子供の手を握ってください。一
緒に歩いてください。これはわたしたち
が，彼らを信仰の道にしっかりととどめる
機会です。

わたしたちが救いの計画について進んで
子供に話しているかぎり，道を独りで歩か
なければならない子供は一人もいません。
計画を理解するなら，子供たちは自分が
神の子供であること，自分のために神が
用意された計画があること，前世で神とと
もに住んでいたこと，この地上に来るとき
に喜びよばわったこと，そして救い主の助
けにより，わたしたちは皆，天の御父のみ
もとへ帰ることができるという真理につか
まっていることができます。神の計画と，
自分が何者であるかを理解するなら，子
供たちは恐れることがありません。

アルマ書第 24 章にはこうあります。
「神は我らの子供たちを愛するように我ら
も愛してくださっているので，……将来の
子孫と同じように我らにも救いの計画を
知らせてくださっている。」2

わたしたち自身が鉄の棒にしっかりつ
かまるとき，子供たちに計画について知ら
せ始めることができます。

鉄の棒にしっかりつかまっているなら，
わたしたちは子供の手を握って細くて狭

い道を一緒に歩くことができるのです。
親の模範は子供の目に大きく映ります。
親の行動は正しいと確信するようになれ
ば，子供は親の模範に従います。わたし
たちが完全である必要はありません。た
だ正直で誠実であればよいのです。子供
は親と一体感を持ちたいと願っています。

「一緒ならできるよ！ 毎日家族で聖文を
読もう！」と親が言えば，子供はついて来
るでしょう。

その一例として，4 人の幼い子供を持
つある夫婦はこう書いています。「子供
たちの集中力が短いので，少しずつ読む
ことにしました。長女はまだ字が読めま
せんでしたが，わたしたちの言葉を繰り返
して言うことができました。そこで，毎晩
モルモン書を 3 節ずつ読み始めました。
夫とわたしが 1 節ずつ読み，娘のシドニー
は後について 1 節読みました。そのうち
ほかの息子たちも復唱できるようになると
4 節，そして 5 節と増やしていきました。
確かに時間がかかりましたが，続けまし
た。早く読むことではなく，読み続けるこ
とを大切にしたのです。モルモン書を読
み終えるのに 3 年半かかりましたが，すば
らしい達成感がありました。」

母親は続けて書いています。「毎日聖
文を読むことは今では我が家の習慣です。
子供たちも聖文独特の言葉遣いが苦にな
らなくなりました。夫とわたしには真理を
証

あかし

する機会にもなっています。何よりも，
家庭に御

み

霊
たま

がより豊かに注がれるように
なりました。」

この家族の経験から分かることがあり
ます。それは，神の言葉にしっかりつかま
ることが目的であれば，聖文を読むのは
1 節だけでもいいということです。始め
るのに遅すぎることはありません。今か
ら始めることができます。

親が子供に教えなければ，世の人々が
教えるでしょう。子供たちには非常に幼
い時期から，この世が教えるあらゆること
を学ぶ能力があります。5年後の子供た
ちに知ってほしいと思うことは，今

き ょ う

日から

中央初等協会会長
ローズマリー・M・ウィクソム

道にとどまる
子供たちをしっかりと離さずに救い主の導きに従うとき，わたしたち
全員が天の家に帰り，天の御父の御

み

腕
うで

の中で安息を得る〔ことが
できます〕。
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がり，向かい合って 2 列に並ぶと，手を伸
ばしてアーチを作りました。子供たちは
歓声を上げながら，喝

かっ

采
さい

の声を上げる大
人が作る道を駆け抜けました。するとす
ぐに，相手チームの子供たちも加わって，
勝った者，負けた者の区別なく，選手全員
が大人たちの声援を受けながら勝利の道
を走り抜けました。

わたしの心の目にはもう一つの光景が
見えました。子供たち一人一人が御父の
計画に従って生きる姿を見ているように感
じたのです。それは，天の御父が子供た
ち一人一人のために立てられた計画です。
子供たちは皆，道に沿って歩み続ける喜
びを感じながら，自分を愛してくれる観客
が作ったアーチを通って，細くて狭い道を
走っていました。

ヤコブはこう言いました。「おお，わた
したちの神の計画の何と偉大なことよ。」3 
救い主は「光と生

い の ち

命の道を示し」てくださ
いました。4 子供たちをしっかりと離さずに
救い主の導きに従うとき，わたしたち全員
が天の家に帰り，天の御父の御腕の中で
安息を得るということを証します。イエス・
キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. ルーシー・マック・スミス，History of Joseph 

Smith by His Mother ，プレストン・ニブリー
編（1958 年），56 － 57 参照

 2. アルマ 24：14
 3.  2 ニーファイ 9：13
 4. 「高きに満ちたる」『賛美歌』112 番

すると道路が閉鎖されており，それ以上
先 へは行けないことが 分 かりました。
シャノンは慎重に U ターンし，宿泊施設を
見つけてその夜はそこに泊まることにしま
した。到着すると，皆でひざまずいて無事
だったことを天の御父に感謝しました。
その夜，母親は子供たちに心からの祈り
が持つ力を教えたのです。

今の子供たちはどのような試練に遭う
のでしょうか。ジョセフ・スミスのように
わたしたちの子供たちも「必要なことをす
べて行う」勇気を見いだすことができま
す。わたしたちが心を傾けて子供たちを
しっかり離さず，祈りと聖文を通して天の
御父の計画を教えるなら，子供たちは自
分がどこから来て，なぜ今ここにいるの
か，これからどこへ行こうとしているのか
を知るようになります。

去年の春，夫と一緒に 4 歳になる孫の
サッカーの試合を見に行きました。子供
たちがボールを追って走り回るグラウンド
の興奮がどんなものか，皆さんもお分かり
になるでしょう。試合終了の笛が鳴ったと
き，子供たちはどちらが勝ってどちらが負
けたのか分かりませんでした。ただ，試
合を戦ったのです。コーチたちに促され
て子供たちは対戦チームの選手と握手し
ました。その後，とてもすばらしい光景を
目にしました。勝利のトンネルを作るよう
にというコーチの呼びかけに，試合を見に
来ていた親や祖父母，観客全員が立ち上

会話の話題にする必要があります。あら
ゆる状況で教えてください。子供が困っ
ているとき，選びの結果を受けていると
き，試練に直面するときなど，あらゆる機
会をとらえて福音の真理にとどまる方法
を教えてください。

シャノンという若い母親がいました。
40分程度の道のりを自宅に向かって帰ろ
うと子供たちとバンに乗り込んだとき，彼
女は子供たちに祈りの力について教える
ことになるとは思ってもいませんでした。
祖母の家を出たときまだ嵐

あらし

はまだ来ていま
せんでした。しかし，谷に差しかかったと
ころで，小雪は吹雪となり，車は路面をス
リップするようになりました。間もなく視
界がほとんどなくなりました。切羽詰まっ
た状況を感じた年下の二人の子供は泣き
始めました。年上の二人で 8 歳と 6 歳のハ
イディとトーマスにシャノンは言いました。

「お祈りしてちょうだい。家に無事に着く
ように，天のお父様の助けが要るのよ。車
が動かなくならないように，スリップして
道路から飛び出ないようにお祈りするの
よ。」  ハンドルを握る彼女の手は震えて
いました。それでも後ろの座席から「天
のお父様，無事に家に帰れるように助け
てください。道路から飛び出ないように
助けてください」と祈るささやき声が続け
て聞こえてきました。

そのうちに，祈りのおかげで下の二人
は落ち着きを取り戻して泣きやみました。
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わたしは改宗者です。神がわた
しの祈りにこたえてくださり，
ジョセフ・スミスが神の預言

者であるという知識と証
あかし

を与えてくださっ
たことに心から感謝しています。

末日聖徒イエス・キリスト教会に入るた
めにバプテスマを受ける決意をする前に，
わたしはジョセフ・スミスの歴史からの
抜粋を研究しました。一つ一つの段落を
注意深く読んでから，祈りました。自分で
やってみたいと思う人に言いますが，14
時間かかるかもしれません。

読んで，深く考え，祈った後，主はジョセ
フ・スミスが御自身の預言者であるとい
う確信を下さいました。わたしはジョセ
フ・スミスが預言者であることを皆さんに
証します。そして，この答えを主から受け
たので，ジョセフの後継者たちも預言者で
あることを知っています。現代にも預言者
がいることは何と大きな祝福でしょう！

まことのイエス・キリスト教会とその会
員を導く生ける預言者がいることは，なぜ
重要なのでしょうか。
『聖句ガイド』では，「預言者」という言

葉をこう定義しています。「神によって召
され，神に代わって語る人。神の使いとし
て神から戒めや預言，啓示を受ける。」

（scriptures.lds.org 「預言者」の項；Bible 
Dictionary，754 も参照）

地上のこの困難な時代にあって，主の
御
み

言
こと

葉
ば

，戒め，導きを受けられることは大

きな祝福です。預言者は霊感を受けて，
人類の益のために将来を予見することが
できます。

わたしたちは「まことに主なる神はその
しもべである預言者にその隠れた事を示
さないでは，何事をもなされない」と教え
られています（アモス 3：7）。この聖句か
ら，主はわたしたちに伝える必要があると
感じる事柄は何でも，御自分の預言者に
明らかにされることが分かります。御

み

心
こころ

をわたしたちに示し，預言者を通して教え
導いてくださいます。

主は，わたしたちが聖なる預言者を信じ
るなら，永遠の命を受けると約束されました

（教義と聖約 20：26 参照）。信仰箇条の
第 6 条で，わたしたちは預言者を信じる
と宣言しています。信じるとは，預言者に
信仰を持ち，信頼し，預言者が求めること
に従ってそれを行うという意味です。

1980 年，エズラ・タフト・ベンソン大
管長は十二使徒評議会の会長を務めてい
たとき，マリオットセンターで行われた
BYU ディボーショナルで預言者に従うこ
とについて力強く語りました。わたしは

「預 言者に従う14 の原則」（“ Fourteen 
Fundamenta l s  in  Fo l low ing t he 
Prophet”）と題したその偉大な説教に
感銘を受けました。バプテスマを受けて
主のまことの教会に加わったとき，生涯預
言者に従おうと決心してよかったと思いま
した。

ベンソン大管長が教えた幾つかの原則
を紹介したいと思います。
「1．預言者はすべての事柄について主

に代わって語る唯一の人である。」（1980 
Devotional Speeches of the Year〔1981
年〕，26）

今
こん

日
にち

，神の預言者はわたしたちに，戒
めを守り，同

はら

胞
から

を愛し，奉仕し，若い世代
を育て，教会にまったく出席していない会
員やあまり出席していない会員を救助し，

「預言者の優先事項」と呼ばれる多くの
ことを行うように語っています。これらの
優先事項が神の優先事項であること，そ
して預言者がそれを教会全体と全世界に
伝える主の声であることを理解しなけれ
ばなりません。

わたしたちは「〔預言者の〕言葉と戒め
……のすべてを心に留め〔る〕」ように勧
められています（教義と聖約 21：4）。ま
た，このように教えられています。
「忍耐と信仰を尽くして，あたかも〔主御

自身〕の口から出ているかのように，彼の
言葉を受け入れなければならない。

これらのことを行えば，地獄の門もあな
たがたに打ち勝つことはないからである。
そして，主なる神はあなたがたの前から
闇
やみ

の力を追い払い，また，あなたがたのた
めと，神の名の栄光のために天を震わせ
るであろう。」（教義と聖約 21：5 － 6）

2 つ目の原則―「生ける預言者は，わ
たしたちにとって標準聖典よりも重要であ
る。」（“ Fourteen Fundamentals,”26）

生ける預言者はわたしたちのために具
体的な啓示を受けています。わたしは，
主の僕

しもべ

がある町または国のために具体的
な事柄を語るその場にいたことが何度も
あります。わたしの母国ブラジルについ
て語った生ける預言者，聖見者，啓示者を
少なくとも 3 人知っています。そのうち一
人の僕は，ブラジルがインフレのない，世
界の経済大国になると述べました。当時
ブラジルでは，毎月物価上昇率が2けたと
いう状態でした。多くの人にとって，預言
者の言葉を信じることは難しいことでした

七十人会長会
クラウディオ・R・M・コスタ長老

預言者に従う
現代にも預言者がいることは何と大きな祝福でしょう！
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でしょう。」（「『公式の宣言 1』）
5 つ目の原則―「預言者はいつでも，

いかなる主題について語るときも，またい
かなる行動を起こすときも，特別にこの世
的な訓練や教育を受ける必要はない。」

（“ Fourteen Fundamentals,”27）
主はジョセフ・スミスという若者を召し

て，御自身の教会を回復されました。皆さ
んはジョセフ・スミスが神学や科学の博
士だったと思いますか。わたしたちはジョ
セフが謙

けん

遜
そん

な，学歴のない若者だったこと
を知っています。しかしジョセフは主に選
ばれ，回復の預言者の召しを尊んで大い
なるものとするために必要なことをすべて
主から受けました。

ベンソン大管長は続けて教えました。
「6 ．預言者はわたしたちに聖文を与え

るときに，『主がこのように言われる』と
宣言する必要はない。

7．預言者は必ずしもわたしたちが知り
たいことを告げるのではなく，知る必要の
あることを告げる。」（“Fourteen Fundamen-
tals,”27，28）

この後，ベンソン大管長はニーファイ第
一書 16 章 1 節と 3 節から引用しました。
「さて，わたしニーファイが兄たちに語

り終えると，見よ，兄たちは，『おまえは
我々が聞くに堪えないほど厳しいことを
言った』とわたしに言った。……
『兄さんたち，もし兄さんたちが義にか

なっていて，神の御
み

前
まえ

をまっすぐに歩める
ように，進んで真理に聞き従い，それを心
に留めるならば，その真理のためにつぶ
やいて，「おまえは我々に厳しいことを
言った」などとは言わないでしょう。』」

8 つ目の原則―「預言者は人の理論
に制約されない。……

重い皮膚病を治すために，ある川へ行っ
て 7 度身を洗いなさいと告げることは，理に
かなっていると思えるでしょうか。しかし，
これはまさに預言者エリシャが重い皮膚病
を患っている人に行うよう告げた言葉であ
り，その人は癒

いや

されたのです（列王下 5 章
参照）。」（“Fourteen Fundamentals,”28）

4 つ目の原則―「預言者は教会を間
違った方向に導くことはない。」（“Fourteen 
Fundamentals,”27）

これもまた，生ける預言者から学んでい
ます。ウィルフォード・ウッドラフ大管長
はこう述べました。「主はわたしであろう
と，ほかのだれであろうと，この教会の大
管長として立つ者が皆さんを誤った道へ
導くのをお許しになることは決してありま
せん。そうすることは，計画の中にはあり
ません。それは神の御心の中にありませ
ん。もしわたしがそうしようとしたならば，
主はわたしをこの職から退けられることで
しょう。また，ほかのだれであろうと人の
子らを神託や彼らの職務から誤った道に
導こうとする者に，主はそのようにされる

が，わたしは信じました。ここ何年もの
間，ブラジルでは毎年およそ5パーセント
の物価上昇率を維持しています。今や世
界で 8 番目の経済大国となり，国は良い
経済状態にあります。

3 つ目の原則―「わたしたちにとって生
ける預言者は，過去の預言者よりも大切であ
る。」（“ Fourteen Fundamentals,”27）

これについては偉大な教訓を聖典から
学ぶことができます。ノアの時代，人々に
とって過去の預言者を信じることは簡単
でしたが，ノアを信じるのは難しいことで
した。信じなかったために，彼らが洪水
を生き延びることができなかったことをわ
たしたちは知っています（創世 6 － 7 章
参照）。



中央日曜学校会長会の一員とし
て，次のように言って今朝の話を
始めるべきだと感じています。

「クラスの皆さん，おはようございます。」
今
き ょ う

日わたしは，教える責任を受けてい
るすべての皆さんに向けて話します。皆
さんがどの組織で奉仕しているのか，改
宗して間もないのか，長い教師経験があ
るのか，それは問題ではありません。

わたしは「どのように」教えるかではな
く，むしろ「どのように」学ぶのかについ
て話します。教師が語る言葉と，クラスの
生徒が聞いて学ぶことの間に大きな誤差
が生じることがあります。

皆さんの人生を変えた教師について少
し考えてください。その教師によって，な
ぜあなたは教えられた内容を覚えている
のですか。なぜ真理を自分で見いだした

いと思うようになったのですか。なぜた
だ強いられてではなく，選択の自由を働
かせて行動するようになったのですか。
言い換えれば，なぜ学びたくなったので
すか。その教師はほかの教師とどこが
違っていたのでしょうか。

卓越した教師であり著作家でもある人
がこう言いました。「学ぶときに最も重要
なことは，教師が教えるときの姿勢，態度
です。」1

学習に最も大切なことが，教師の教会
員歴の長さでも教えた経験がどの程度あ
るかでもなく，ましてや教師の福音の知識
でも教える技術でもないという点に注目し
てください。いちばん重要なのは，教師
が教えるときの態度，つまり心だというこ
とです。

世界指導者訓練集会においてジェフ

中央日曜学校会長会第一顧問
デビッド・M・マッコンキー

福音を学び，教える
学ぶときに最も重要なことは，教師が教えるときの姿勢，態度です。

ベンソン大管長は預言者に従うことに
ついてそのほかの原則も挙げました。残
りの 6 つを読み上げますので，皆さんが
開く次の家庭の夕べで，この総大会で語
られた，生ける預言者，聖見者，啓示者の
言葉や教えの中からこれらの原則を見つ
けるように勧めます。
「9．預言者は霊的および物質的ない

かなる物事についても啓示を受けること
ができる。……

10．預言者は一般社会の問題に携わ
ることができる。……

11．預言者に従ううえで最大の障害を
持つ人とは，教養を誇る人と富を誇る人で
ある。……

12 ．預言者はこの世と世の人々から必
ずしも好評を博することはない。……

13 ．預言者とその顧問は，教会にお
ける最高の定員会である大管長会を構
成する。

14．預言者とその会長会，すなわち生
ける預言者と大管長会に従う人は祝福を
受け，拒む人は苦難を受ける。」（“Fourteen 
Fundamentals,”29）

このすばらしい総大会で生ける預言
者，聖見者，啓示者の言葉を聞けることは
特権です。彼らは主の御心を主の民であ
るわたしたちに語ります。神の御言葉と
勧告を伝えてくれます。注意を払って彼ら
の教えや提案に従うなら，皆さんの生活
が全面的に祝福されることを証します。

イエスはキリストであり，わたしたちの
救い主，贖

あがな

い主です。トーマス・S・モン
ソンは神の生ける預言者であり，大管長
会および十二使徒定員会は預言者，聖見
者，啓示者です。イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■
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レッスンの準備とは別に，毎日聖文を研究
する習慣を身に付けてください。福音を
教えられるようになるにはまず，福音を知
らなければなりません。

トーマス・S・モンソン大管長は子供の
ころ教わった日曜学校の教師の思い出を
今でも大切にしており，次のように語って
います。「幼かったころ，わたしたちの言
葉によく耳を傾け，愛を示してくれた非常
に優れた教師がいて，わたしは彼女から
大きな影響を受けました。その教師の名
は，ルーシー・ガーシュ姉妹です。日曜
学校の時間に，ガーシュ姉妹は世界の創
造や，アダムの堕落，イエスの贖

あがな

いの犠牲
などについて教えてくれました。ガーシュ
姉妹は，モーセやヨシュア，ペテロ，トマ
ス，パウロ，そしてもちろんキリストをゲス
トとして教室に招きました。その姿は見
えませんでしたが，わたしたちは彼らを愛
し，称賛するようになりました。彼らの模
範に熱心に従うようになりました。」4

ルーシー・ガーシュ姉妹がゲストを教
室に招き入れることができたのは，彼らを
知っていたからです。ゲストは彼女の愛
する友人でした。だからこそ，生徒たちは

「彼らを愛し，称賛し，彼らの模範に熱心
に従うように」なったのです。

主はハイラム・スミスに言われました。
「わたしの言葉を告げようとしないで，まず
わたしの言葉を得るように努めなさい。」5 
この勧告はわたしたちすべてに当てはまり
ます。

主は聖文を調べ，6 御
み

言
こと

葉
ば

をよく味わい，7

蓄える 8 よう戒められました。わたしたち
が熱心に主の御言葉を調べ，深く考える
なら，御

み

霊
たま

がともにいてくださいます。主
の御

み

声
こえ

を知るようになるのです。9

わたしがステーク会長に召されて間もな
く，わたしたち会長会は地域七十人の訓
練を受けることになりました。訓練の最
中にわたしが質問をすると，こんな答えが
返ってきました。「いい質問です。では，

『教会指導手引き』を開いてください。」  
そこで手引きを開けると，質問の答えがそ

そして，ベレット兄弟はこう証
あかし

しました。
『その教師は信仰の火でわたしたちの冷
たい手を温めてくれました。』」2

福音を教える教師として成功している
人は福音を愛しています。福音に胸を躍
らせているのです。また生徒を愛してい
るので，自分の思いを生徒にも感じてほし
い，自分が経験したことを生徒にも経験し
てほしいと思っています。福音を教えると
は，福音に対して持っている愛を分かち
合うことです。

兄弟姉妹，教師の態度は教えられるも
のではなく，見て学ぶものです。3

では，良い教師になるために必要な態
度をどうすれば養うことができるのでしょ
うか。福音を教えるための 4 つの基本原
則について話します。

第 1 に，聖文研究に没頭してください。
知らないことを愛することはできません。

リー・R・ホランド長老は次のような話を
しました。「長いこと忘れられない話が
あります。パッカー会長が何度も引用し
た話です。ウィリアム・E・ベレット兄弟
が少年時代に出会った日曜学校の教師の
話です。騒々しい少年たちのクラスを教
えるために，年配のデンマーク人の兄弟
が召されました。彼が召されたのは意外
でした。英語はよく話せません。かなり
強いデンマークなまりの英語でした。農
夫特有の大きな手をした年配の兄弟が，
15歳の荒 し々い少年たちを教えるのです。
どの点から見ても，適任とは思えませんで
した。しかし，パッカー長老から聞いた
言葉ですが，ウィリアム・E・ベレット兄弟
はよく次のように言っていたそうです。

『この男性はあらゆる障害や限界を乗り
越え，暴れ者の 15 歳の少年たちの心を
動かし，彼らの生活を変えたのです』と。
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うのを後回しにしてはいけません。」16

選択の自由を働かせて主の御霊が心に
与えてくださる考えや印象に従って行動す
ることを恐れてはいけません。最初は自
信が持てないかもしれません。しかし，
教師として最も楽しく満足できる経験は，
主の御

み

心
こころ

に身をゆだね，聖霊から受ける
促しに従うときだということを約束します。
経験の積み重ねが信仰を強め，将来行動
するときにさらに大きな勇気をもたらすの
です。

愛する教師の皆さん，皆さんはこの教
会の偉大な奇跡の一つです。皆さんには
神聖な義務があります。わたしたちは皆
さんを愛し，信頼しています。聖文を探究
し，聖霊を伴侶にできるような生活をする
ならば，主は，わたしたちを召しと責任の
中で大いなるものとし，主から託された務
めを果たせるようにしてくださいます。わ
たしたち皆がそうできますように，イエス・
キリストの御

み

名
な

により祈ります，アーメン。■
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方が良いかどうかについては，それほど
焦点を当てる必要はないことを意味して
います。13

レッスンに助けを願うだけではなく，生
徒一人一人を知り，その必要を満たすこと
ができるよう，ひざまずいて主に祈り求め
たのはいつですか。どれほど大きなクラ
スでも，一人一人の心に届くレッスンがど
うしたらできるのか霊感を求めて祈ること
ができます。

教師が力不足を感じるのは自然なこと
です。「主と交わり，主の御霊と交わるの
に，年齢，成熟度，知的訓練は少しも必要
ない」14 ことを理解しなければなりません。

主の約束は明白です。熱心に聖文を探
究し，命の言葉を心の中に大切に蓄える
なら，心を尽くして戒めを守り，生徒一人
一人のために祈るなら，聖霊を伴

はん

侶
りょ

とし，
啓示を受けるでしょう。15

第 4 に，兄弟姉妹，最も重要なことは，
霊的な促しを受けたらすぐに選択の自由
を働かせて行動することです。

トーマス・S・モンソン大管長は次のよ
うに教えました。「わたしたちは心を澄ま
せて待ちます。あの『静かな細い声』に
耳を傾けるのです。御霊が語られるとき，
賢い人は従います。御霊のささやきに従

こにありました。しばらくしてまた質問す
ると，「いい質問です。では，『教会指導
手引き』を開いてください」という返事が
また返ってきました。その後はあえて質
問をしませんでした。手引きを読むのが
いちばんいいと思ったからです。

以来，わたしたちが主に心配事を相談し
たり質問したりするときに，主は同じような
返事をなさるのではないかと思うようにな
りました。このような返事です。「いい質
問です。アルマ書第5章か教義と聖約第
76章を読めば，これについてわたしがす
でに話していることを思い出すでしょう。」

兄弟姉妹，主がわたしたち全員に 1 度
明らかにしたことを一人一人に繰り返し
おっしゃることは，天の摂理に反していま
す。聖文にはキリストの御言葉が収めら
れています。それは主の御声です。聖文
を読むということは，主の御声を聞く訓練
なのです。

第 2 に，学んだことを生活で実践してく
ださい。ハイラム・スミスがこの大いなる
末日の業の一端を担いたいと願ったとき，
主はこう言われました。「見よ，あなたの勢
力と思いと力を尽くしてわたしの戒めを守
ることが，あなたのなすべきことである。」10 
教師であるわたしたちの仕事は，まず何よ
りも，勢力と思いと力を尽くして戒めを守
ることなのです。

第 3 に，天の助けを求めてください。熱
意を込めて主の御霊を願い求めてください。
聖文は告げています。「御霊を受けなけ
れば，あなたがたは教えてはならない。」
11 たとえ正しい教授法をすべて使い，真
実を教えていたとしても，御霊がなけれ
ば，ほんとうの意味ではだれも何も学ば
ないということです。

教師の役割とは，「福音を学ぶ責任を引
き受けられるように個人を援助すること，
すなわち，福音を研究し，理解して，福音
に従って生活する意欲を持たせ」ること
です。12 すなわち，わたしたち教師は，
人々が福音を学び，福音に従うよう助ける
ことに力を注ぐべきであって，自分の教え

ブラジル，サンパウロ
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十二使徒定員会
D・トッド・クリストファーソン長老

少年時代に，1964 年ニューヨー
ク万博を訪れました。わたしが
大好きだったのは，ソルトレーク

神殿の尖
せん

塔
とう

の印象的なレプリカのある末
日聖徒の教会のパビリオンでした。そこで
初めて『幸福の探求』（Man’s Search for 
Happiness ）という映画を見たのです。
リチャード・L・エバンズ長老の語りで，
救いの計画について描いたその映画に，わ
たしや多くの訪問者は深く感動しました。
その中でエバンズ長老が次のように言い
ます。
「人生には二つの貴重な賜

たま

物
もの

が与えら
れています。一つは時間です。もう一つ
は選択の自由，与えられた時間で望むもの
を買う自由です。与えられた時間でスリル
を買うことも，卑しい望みを買うことも可
能です。欲望を買うこともできるでしょう。
……

選択の自由はあなたのものです。でも，
特価品はありません。そのようなものに
は永遠の満足などないからです。

あなたの暮らすこの世の時間は，どの
瞬間を取っても，その使い方についていつ
の日か報告が求められます。信仰をもっ
て歩み，悪ではなく善を，単なる娯楽では
なく永続する幸福を選ぶことができるこ
とを証明するのは，この世をおいてほかに

約 19：19 参照）。そうするときに，神が
わたしたちを最高の高みにまで上げるこ
とが可能になるのです。

皆さんとともに，奉献された生活を構成
する 5 つの要素について考えてみましょう。
清さ，労働，肉体を尊ぶこと，奉仕，高潔
の 5 つです。

救い主が模範を示されたように，奉献
された生活とは清い生活です。イエスは
罪のない生涯を送られた唯一の御方です
が，イエスのみもとに来て，そのくびきを
負う人々は，主のように罪も汚れもない人
物に変えていただくよう主の恵みを求める
資格があります。主は深い愛の心でわた
したちを次のように励ましておられます。

「地の果てに至るすべての者よ，悔い改め
て，わたしのもとに来て，わたしの名に
よってバプテスマを受けなさい。そうすれ
ば，あなたがたは聖霊を受けて聖

きよ

められ，
終わりの日にわたしの前に染みのない状態
で立てるであろう。」（3 ニーファイ27：20）

つまり，奉献とは悔い改めです。強情
さ，反抗心，正当化を捨て，代わりに，服
従する心，自分を正したいという望み，主
の要求をすべて受け入れる心を持つ必要
があります。これが，ベニヤミン王の言っ
た，生まれながらの人を捨て，聖なる御

み

霊
たま

の勧めに従い，「主なるキリストの贖
しょく

罪
ざい

に
より聖徒」となる（モーサヤ 3：19）とい
う意味なのです。そのような人には，聖な
る御霊がいつまでもともにおられると約
束されており，その約束は，悔い改めた心
で主の晩

ばん

餐
さん

の聖餐を取る度に，覚えられ，
更新されるのです（教義と聖約 20：77，
79 参照）。

その過程について，かつて B・H・ロ
バーツ長老は次のように説明しました。

「神の光と知恵と力の中を歩む人は，それ
らと接することによって，最終的に神の光
と知恵と力を自分のものにします。つま
り，そうした輝かしい光の束を神聖な鎖に
織り込み，自分を神に永遠に結びつけ，ま
た神を自分に結びつけるのです。それが
メシヤの言われた『あなたがわたしのうち

ありません。そして，あなたの永遠の報い
はあなたがどう選ぶかにかかっているの
です。

神の預言者はこう言っています。『人が
存在するのは喜びを得るためである。』  
喜びとは，満ち足りた生活，奉仕にささげ
た生活，家庭にあって愛と調和にささげ
た生活であり，正直に努力することや，
イエス・キリストの福音の求めと戒めを受
け入れることで結ぶ実のことです。

こうしたものの中にのみ真の幸福が存
在するのであり，そのような幸福は，照明
や音楽が消え，群衆が去っても消えるこ
とはないのです。」1

つまり，この世の生涯は，創造主が下
さった時間と選択の自由を管理するため
にあるのです。管理をするという言葉は，
主の奉献の律法を思い出させます（例と
して，教義と聖約 42：32 ，53 参照）。そ
れは財政的な側面もありますが，それ以
上に，この世の生涯で日の栄えの律法を
適用することなのです（教義と聖約 105：
5 参照）。奉献とは，聖なる目的にささげ
るために，何かを神聖なものとして聖別す
ることです。この世の生涯における真の
成功は，自分の生涯，つまり時間と選択を
神の目的のために奉献することからもた
らされます（ヨハネ 17：1，4；教義と聖

奉献された生活 
についての熟考
この世の生涯における真の成功は，自分の生涯，つまり時間と選
択を神の目的のために奉献することからもたらされます。
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く，どの肉体も復活にふさわしいのです。
肉体は進化が偶然に生み出した結果以

外の何物でもないと考える人は，自分の肉
体であるいは肉体に何をしようと，神に対
してもだれに対しても責任を感じません。
しかしながら，前世，現世，来世というもっ
と広遠な永遠の流れが存在することに証

あかし

を持っているわたしたちは，神が最高傑
作として創造してくださったこの肉体につ
いて，神に対する義務があることを認めな
ければなりません。パウロの言葉を紹介
しましょう。
「あなたがたは知らないのか。自分の

からだは，神から受けて自分の内に宿っ
ている聖霊の宮であって，あなたがたは，
もはや自分自身のものではないのである。

あなたがたは，代価を払って買いとられ
たのだ。それだから，自分のからだをもっ
て，神の栄光をあらわしなさい。」（1コリン
ト 6：19 －20）

これらの真理と，前回の 4 月の総大会
のトーマス・S・モンソン大管長の指導を
念頭に置けば，わたしたちは，入れ墨で肉
体を損なったり，薬物で痛めたり，私通や
姦
かん

淫
いん

などの不道徳な行為で汚したりする
ことは決してしないでしょう。4 わたしたち
の肉体は自分の霊の器なので，最善を尽く
して大切に扱う必要があります。肉体の
力を，奉仕をし，キリストの業を進めるた
めに奉献するのです。パウロはこう言いま
した。「兄弟たちよ。そういうわけで，神
のあわれみによってあなたがたに勧める。
あなたがたのからだを，神に喜ばれる，生
きた，聖なる供え物としてささげなさい。」

常に，成長，秩序，支えとなること，高める
こと，仕えること，志を抱くことが伴います。

労働をたたえたところで，娯楽について
も前向きな言葉を述べておきましょう。正
直な労働の後の休息が快いように，健全な
娯楽は労働の友であり，忠実な仲間です。
音楽，文学，芸術，ダンス，演劇，運動，こ
れらは皆，人生を豊かにし，人生をさらに
奉献するための娯楽となります。それと
同時に，言うまでもなく，今

こん

日
にち

の娯楽と呼
ばれるものの大半は，粗野で，品がなく，
暴力的で，退屈で，時間を浪費させるもの
です。皮肉なことに，健全な娯楽を見つけ
るために骨が折れることもあるのです。
娯楽が美徳から悪徳に変わるとき，娯楽
は奉献された生活を破壊するものとなり
ます。「あなたがたは悪いものを神から
出たと思わないように，……気をつけなさ
い。」（モロナイ 7：14）

奉献された生活は，神の姿に創造され
た自分の肉体という比類ない賜物を大切
にします。この死すべき世を経験する最
大の目的は，それぞれの霊が肉体を受け，
その肉の幕屋をまとって道徳的な選択の
自由をうまく行使できるようになることに
あります。肉体はまた昇栄に不可欠なも
のです。昇栄は，わたしたちの愛する復活
した主がそうであられるように，肉体と霊
が完全な形で結合してもたらされるもの
だからです。この堕落した世界にあって
は，痛ましいほど短命の人もいます。肉体
の奇形や，欠損，あるいはほとんど命を維
持できない肉体もあります。それでも，こ
の世の生涯はどの霊にとっても十分に長

におられ，わたしがあなたのうちにいるよ
うに』というなぞめいた言葉の意味する
ところなのです。これは人が到達できる
最高のことです。」2

奉献された生活とは，労働の生活です。
イエスは，生涯の早い時期から，御父の業
に携わられました（ルカ 2：48－ 49 参照）。
神御自身は，人の不死不滅と永遠の命を
もたらす業によって栄光をお受けになりま
す（モーセ 1：39 参照）。わたしたちが神
の業に参加したいと願うのは当然のこと
ですが，それと同時に，正直な労働は皆神
の業だということを認識する必要がありま
す。トーマス・カーライルはこう述べまし
た。「真の労働は皆神聖である。あらゆ
る真の労働には，それがほんの手仕事だ
としても，何か神聖なものがある。労働
のすそ野は大地に広がり，その頂点は天
にまで及ぶ。」3

神はこの世の生涯を，常に努力しなけ
ればならないように造られました。預言
者ジョセフ・スミスの飾らない言葉を思い
出します。「わたしたちは……絶え間なく
働くことで不自由のない生活をすることが
できた。」（ジョセフ・スミス―歴史 1：55）  
労働は，生活を支え，豊かにします。この
死すべき世にあって，失意や悲劇を乗り
越える力です。懸命に働いて得られる達
成感は，自尊心になります。労働により人
格が築かれ，磨かれ，美が創造されます。
労働は同

はら

胞
から

や神に奉仕する手段です。奉
献された生活は労働にあふれ，繰り返し
も多く，目立つことも感謝されることもな
いかもしれませんが，そのような労働には
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ぞれの道を進むのが最善だという結論に
なりました。ところが，片方の創業者と弁
護士が策を練りました。解散に当たり，
相手方とその息子たちを出し抜いて，かな
りの資産を有利に確保したのです。双方
が集まった会合で，息子の一人がこの不
公平な扱いに不満を述べ，相手方の名誉
とクリスチャンの信条に訴えてこう言いま
した。「これが正しいやり方でないことは
御存じでしょう。どうしてこんなふうに人を，
ましてや同じ教会の兄弟を，だませるので
すか。」 相手方の弁護士はこう言い返しま
した。「大人になってくださいよ。いつま
で世間知らずなことを言っているのです
か。」

高潔さは世間知らずではありません。
世間知らずとは，人は神に対する責任は
ないと考えることです。救い主はこう宣言
されました。「父は，わたしが十字架に上
げられるようにと，わたしを遣わされた。
……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

刈って得たお金を残して旅立ちます。2年
後，喜び勇んで帰還した祖父はこう言いま
した。「あの蓄えのおかげで 2 年間やり通
せた。しかも，29ドルも残っていたよ。」

奉献された生活は高潔な生活です。そ
れは「結婚の誓いを完全な誠意をもって
尊ぶ」5 夫婦の中に見られます。また，優
先順位の第 1 位を，結婚生活を豊かにし，
子供たちの肉体と霊の幸福を確保するこ
とに置いている父親と母親の模範に見ら
れます。正直な生活を送る人々に見られ
るのです。

何年も前に知り合ったある二つの家族
は，当時，共同で所有していた会社を解散
しようとしていました。代表を務める二人
の男性は，友であり，同じキリスト教会に
通う信者同士でもあって，何年も前に共同
で会社を設立したのです。二人は，仕事
上のパートナーとしては良好な関係にあっ
たのですが，年を取り，次の世代が経営
に参加するようになると，対立が生じてき
ました。最終的に，資産を分割して，それ

（ローマ 12：1）
イエスは奉献された生活とは奉仕の生

活であることを自らお示しになりました。
贖罪の苦しみの数時間前，主は謙

けん

遜
そん

に弟
子たちの足を洗い，こう言われました。
「主であり，また教師であるわたしが，

あなたがたの足を洗ったからには，あな
たがたもまた，互

たがい

に足を洗い合うべきで
ある。

わたしがあなたがたにしたとおりに，あ
なたがたもするように，わたしは手本を示
したのだ。

よくよくあなたがたに言っておく。僕
しもべ

は
その主人にまさるものではなく，つかわさ
れた者はつかわした者にまさるものでは
ない。」（ヨハネ 13：14 －16）

静かに思いやり深く善を行う人々は，奉
献の模範です。この時代に，トーマス・
S・モンソン大管長ほど，この特性を日々
の生活の中で完全に実践している人はい
ません。大管長は，自分が手を差し伸べ
られる人が必要としていることを知るため
に，御霊のどんな小さなささやきも識別で
きる聞く耳を養ってきました。たいていは
神の愛と気遣いを示す簡単な行為によっ
てですが，トーマス・モンソンはいつも，
いつもそのささやきにこたえています。

わたしの祖父母であるアレクサンダー・
デウット・クリストファーソンとルイズ・
ビッカリーの生涯にも奉献の模範が見ら
れます。祖父は力自慢で，電気バリカンが
なかった時代に羊の毛を刈ることを得意と
していました。祖父は自分の腕前につい
てこう言っていました。「1 日に 287 頭を
刈ったよ。もしもっといれば 300 頭以上
刈れただろうね。」  1919年には1万 2,000
頭以上を刈り，およそ 2,000ドル稼ぎまし
た。それを基に，農場を拡張し，家を改
築する予定でした。しかし，南部諸州伝
道部で奉仕する召しが中央幹部から伝え
られて，祖母ルイズの全面的な支持を受
けて，その召しを受け入れました。そして
祖父は，わたしの父となる長男を身ごもっ
ていた祖母と 3 人の娘を残し，羊の毛を
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大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

をすると思いますか。パイロット訓練生
は，より速く乱気流を切り抜けるには，ス
ピードを上げればよいと考えるかもしれま
せんが，それは恐らく間違っています。プ
ロのパイロットは，乱気流を切り抜ける
際，その影響を最小限に抑えるのに最適
なスピードがあることを知っています。そ
れはほとんどの場合，スピードを落とすこ
とを意味するのです。同じ原則が，道路
の減速帯にも当てはまります。

ですから，状況が思わしくない場合に
は，少しペースを落とし，進路を安定さ
せ，必要不可欠なことに集中するのが得
策と言えるでしょう。

現代生活のペース
これは単純ですが非常に大切な教訓

です。木や乱気流にたとえると当然だと
思えるのに，この原則を日々の生活に当て
はめた場合，わたしたちは驚くほどいとも
簡単にこの教訓を無視してしまいます。ス
トレスが高まり，苦悩し，悲劇に見舞われ
ても，あまりに多くの場合，わたしたちは
それまでどおりの慌ただしい生活を続け
ようとします。あるいは，もっと速く進め
ば暮らし向きはもっと良くなるはずだと考

わたしの前に立ち，自分の行いが善いか
悪いかによって，行いを裁かれるのであ
る。」（3 ニーファイ 27：14） 奉献された
生活を送る人は，人をだましません。むし
ろ，もう片方の頬

ほお

を出し，下着を求める人
には上着をも差し出すのです（マタイ 5：
39 － 40 参照）。救い主から最も厳しく
叱
しっ

責
せき

されたのは偽善者です。偽善はひど
く破壊的で，自分自身はおろか，その行い
を見たり聞いたりする人，特に子供たちを
滅ぼします。偽善は信仰を破壊します。
反対に信仰の種が育つ豊かな土壌は称賛
に値します。

奉献された生活は美しいものです。そ
の強さと静かさとは，まるで「良い土地で
清らかな流れのほとりに植えられた，多く
の貴い実を結ぶ実り豊かな木」です（教
義と聖約 97：9）。奉献された男女がほ
かの人，特に身近な親しい人に与える影
響は，実に奥深いものです。すでに世を
去った多くの人，周囲にいる人々の奉献の
模範が，わたしたちの幸福の土台を築く
助けになってきました。同じように，将来
の世代も，皆さんの奉献された生活から
勇気を得，皆さんが残した真に重要なも
のすべてに恩義を感じるでしょう。わたし
たちが神の息子娘として，自らを奉献でき
ますように，また「御子が御自身を現され
るときに，わたしたちはありのままの御

み

姿
すがた

の御子にまみえるので，御子に似た者と
なれるように，またわたしたちがこの希望
を持てるように」（モロナイ 7：48 。1ヨハ
ネ 3：2 も参照）イエス・キリストの御

み

名
な

により祈ります。アーメン。■

注
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自然を研究することで，人生につい
て驚くほど多くを学ぶことができ
ます。例えば，科学者は木の年

輪を見て，何百年前あるいは何千年も前
の気候や生育環境について科学的根拠
に基づいた推測をすることができます。
木の生長に関する研究から学べることの
一つは，木は理想的な状況下では通常の
速さで生長するけれども，生長環境が理
想的でない場合は生長を遅らせ，そのエ
ネルギーを生き残るのに必要な基本的要
素に注ぐということです。

皆さんの中には今，「それはよく分かっ
たけれども，それと飛行機の操縦とはどの
ような関係があるのか」と考えている人も
いることでしょう。では，説明しましょう。

皆さんは飛行機に乗っているとき乱気
流に遭遇したことがありますか。乱気流
の最も一般的な原因は空気の流れの急激
な変化です。それによって飛行機は上下
や左右に揺れたり，回転したりします。飛
行機は，通常のフライトで遭遇するよりは
るかに大きな乱気流にも耐えられるよう
に作られていますが，それでも乗客は不
安になります。

乱気流に遭遇したとき，パイロットは何

最も大切な 
事柄について
日々の生活と慌ただしいペースと多くのストレスのために喜びを感
じられなくなっているなら，恐らく今こそ，最も大切なことに再び
焦点を当て直す時期なのです。
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方や抱え方，またパスの仕方を説明しま
す。それからチーム全員をフィールドに連
れて行き，「これがフットボールのフィール
ドだ」と言って，選手たちを連れて歩きな
がら，その大きさや形，ルールやゲームの
進め方を説明するのでした。4

このコーチは，たとえ経験を積んだ選
手たちであっても，基本をマスターして初
めて偉大なチームになれることを知って
いたのです。複雑なトリックプレーを練習
することもできたでしょう。しかし，試合
の基礎をマスターしないかぎり，優勝チー
ムにはなれないのです。

ほとんどの人が，基本の大切さを直感
的に理解していると思います。ただ，もっ
と魅力的に思えることがあまりに多くあ
り，気をそらされてしまうのです。

印刷物，あらゆるメディア，電子機器な
ど，ふさわしく使えば便利なものばかりで
すが，ともすれば，わたしたちの気をそら
す妨害物や，人と人とを隔てる冷酷な壁と
なってしまいかねません。

しかし，多くの声や選びの中にあって，
ガリラヤの謙

けん

遜
そん

な御方は両手を広げて立
ち，待っておられます。「わたしに従って
きなさい」5 という簡潔なメッセージを，大
音量のマイクを使うことなく，静かな細い
声で語っておられます。6 しかし，その基
本的な福音のメッセージは，四方から押し
寄せる情報の洪水に，いとも簡単に流され
てしまいます。

聖典と生ける預言者の語る言葉は，福
音の基本的な原則と教義を強調していま
す。わたしたちがこれらの基本的な原則
や純粋な教義に立ち返らなければならな
い理由は，それらが意義深い真理に通じ
る扉だからです。そこから入らなければ，
わたしたちには到底理解することができ
ない，崇高で重要な経験に通じる扉です。
これらの簡潔で基本的な原則は，神と人々
と調和した生活を送るための鍵

かぎ

であり，
また天の窓を開くための鍵でもあります。
それを開けることによって，天の御父が御
自分に聞き従う子供たちに約束された平

キリストの福音の基本原則に行き着き
ます。それは，思いやりに満ち，すべてを
御存じである永遠の天の御父によって示
された簡潔で美しい真理です。これらの
基本的な教義と原則は子供でも分かるほ
ど簡単ですが，人生の最も難しい質問に
も答えてくれます。

わたしたちは，難しい解決策を求める
あまり，簡単で明快であることのすばらし
さを理解しない場合があります。

例えば，宇宙飛行士が地球の周りを回
るようになって，宇宙ではボールペンが使
えないことが分かりました。そこで，非常
に優秀な人たちがその問題に取り組み始
めました。多くの時間とお金をかけて，つ
いに，どんな場所でも，どんな温度でも，
どんなものの表面にも書くことができるペ
ンが開発されました。しかし，その問題
が解決するまでの間，宇宙飛行士たちは
どうしていたのでしょう。単に，鉛筆を
使っていたのです。

レオナルド・ダ・ビンチは次の言葉を残
しています。「簡潔さこそ，洗練された究
極の形である。」3 幸福の計画，救いの計
画の基本原則を見てみると，その明白さと
簡潔さの中に，天の御父の知恵の気品と
美しさが表されていることに気づき，その
価値を味わうことができます。ですから，
わたしたちの方法を主の方法に変えるこ
とこそ，知恵の始まりなのです。

基本の力
伝説のフットボールコーチ，ビンス・ロン

バルディはトレーニングの初日に必ずある
ことを行ったと言います。彼はフットボー
ルを掲げ，長年プレーしている選手たちに
見せてこう言うのです。「諸君，これはフッ
トボールだ。」そしてそのサイズや形，けり

えて，さらにペースを上げようとさえするの
です。

乱気流や障害にもかかわらず，ますます
速いペースで進んでいることが，現代社
会の特徴の一つであるようです。

正直に言って，忙しくするのはむしろ簡単
です。わたしたちは皆，スケジュール表に
書き切れないほどの仕事を思いつきます。
また，自分の価値はなすべきことの多さ
で決まると考えている人さえいます。そう
いう人は空き時間に集会や小さな仕事を
詰め込みます。ストレスや疲れを感じてい
るときでさえもそうするのです。不必要に
生活を煩雑にするので，ますます欲求不
満が募り，喜びは消えうせ，生活に意義を
見いだせなくなってしまいます。

どんな良いことでも「過ぎたるは及ばざ
るがごとし」と言いますが，毎日の生活に
なすべきことを詰め込みすぎるのは，まさ
にこの典型です。一線を越えれば，目標は
重荷になり，大志は足かせとなるのです。

解決策
賢明な人は，木の年輪や乱気流の教訓

を理解し，応用します。彼らは日々の慌た
だしさに身を任せるという誘惑を退けます。
そして「スピードを上げることばかりが人
生のすべてではない」1 というアドバイス
に従います。つまり，彼らは最も大切なこ
とに焦点を当てるのです。

少し前の総大会で，ダリン・H・オーク
ス長老はこう教えました。「わたしたち
は，より良いものや最も良いその他のもの
を選ぶために，良いことをあきらめる必要
があります。なぜなら，より良いものや最
も良いものは，主イエス・キリストへの信
仰をはぐくみ，家族を強めるからです。」2

最も良いものを求めれば，必ずイエス・
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をささげることは賢明な投資です。詩篇
に記されている勧めに聞き従いましょう。

「静まって，わたしこそ神であることを知
れ。」11

第 2 の鍵は家族との関係です。「いか
なる成功も家庭の失敗を償うことはでき
ない」12 ので，家族を優先順位の高い位
置に置かなければなりません。夕食を囲
んだり，家庭の夕べをしたり，ただ一緒に
楽しい時間を過ごしたりするなど，簡単な
ことを一緒に行うことで，愛にあふれた，
深い家族関係を築くことができます。家
族関係において，愛するとは，時間をとも
に過ごすことです。互いのために時間を
取ることは，家庭での一致を図るための
鍵です。家族について話すのではなく，
家族と話すのです。共通点だけでなく相
違点も認め合い，違いからも互いに学び
合うことができます。家族の祈りや聖文
研究，日曜日の礼拝を通してともに神に近

の幸福を願っておられます。わたしたち
が神を求め，御子イエス・キリストについ
て学び，聖霊の影響力に対して心を開くな
ら，わたしたちの生活はより堅固になり，
安定します。神の永遠の計画に従って生
活し，主の戒めを守るために最善を尽くす
なら，より大きな平安と喜びを感じ，より
偉大なことを達成できるでしょう。

わたしたちは次のような方法で，天の御
父との関係を改善することができます。
神について学び，神と話し，罪を悔い改
め，積極的にイエス・キリストに従うこと
です。「だれも〔キリスト〕によらないで
は，父のみもとに行くことはできない」か
らです。10 神との関係を強めるには，神と
自分だけの意義深い時間を持つ必要があ
ります。日々の個人の祈りや聖文研究に
静かに集中し，常に神殿推薦状を持つの
にふさわしくあろうと努力します。天の御
父に近づくために，このように時間と努力

安や喜び，理解へと導かれるのです。
兄弟姉妹の皆さん，もう少しペースを落

とし，それぞれの状況に最適なスピード
で進みましょう。重要なことに焦点を合
わせ，目を上げて最も大切なことを真に見
詰めましょう。天の御父がその子供たち
に与えられた基本的な教えを心に留めま
しょう。それは，この世では豊かで実り
多い生活の基盤を築き，さらには約束さ
れた永遠の幸福をもたらすのです。わた
したちはこう教えられています。「これら
のことはすべて，賢明に秩序正しく行うよ
うにしなさい。〔わたしたち〕が自分の力
以上に速く走ることは要求されてはいな
いからである。しかしまた，〔わたしたち
が〕賞を得るために勤勉に励むのは必要
なことである。したがって，何事も秩序正
しく行うようにしなさい。」7

兄弟姉妹の皆さん，最も大切なことに
熱心に携わることで，わたしたちは世の
救い主のみもとに導かれます。だからこ
そわたしたちは，キリストのことを話し，キ
リストのことを喜び，キリストのことを説教
し，キリストのことを預言し，また，どこに
罪の赦

ゆる

しを求めればよいかを知ろうとす
るのです。8 複雑で，混乱した現代生活の
慌ただしさの中にあって，これこそ「最も
優れた道」9 なのです。

では，基本とは何でしょうか
最も大切な事柄について，わたしたち

が天の御父に頼り，主の知恵を求めると
き，次の 4 つの鍵となる関係について繰り
返し学びます。神との関係，家族との関
係，周囲の人 と々の関係，そして自分自身
との関係です。自分自身の生活を進んで
評価するとき，より優れた道からどの点で
離れてしまっているかが分かるでしょう。
理解の目が開かれ，心を清めて，生活の
焦点を調節し直すために何が必要かに気
づくでしょう。

まず，神との関係は最も神聖で重要です。
わたしたちは神の霊の子供であり，神は
わたしたちの御父です。神はわたしたち
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注
 1. マハトマ・ガンジーの言葉，ラリー・チャン，

Wisdom for the Soul（2006 年），356 で引用
 2. ダリン・Ｈ・オークス「良いこと，より良いこと，

最も良いこと」『リアホナ』2007 年 11 月号，
107

 3. レオナルド・ダ・ビンチの言葉，ジョン・クック
編，The Book of Positive Quotations ，第 2
版（1993 年），262

 4. ビンス・ロンバルディの言葉，ドナルド・T・
フィリップス，Run to Win: Vince Lombardi 
on Coaching and Leadership（2001 年），92

 5. ルカ 18：22
 6. 列王上 19：12 参照
 7. モーサヤ 4：27
 8.  2 ニーファイ 25：26
 9.  1 コリント12：31；エテル 12：11
 10. ヨハネ 14：6
 11. 詩篇 46：10
 12.  J・E・マカロー，Home: The Sav ior of 

Civi l izat ion（ 1924 年），42；Conference 
Report ，1935 年 4 月，115 も参照

当てる時期です。
強さは，慌ただしい生活からではなく，

真理と光の堅固な土台に基を据えることで
もたらされます。強さは，回復されたイエ
ス・キリストの福音の基礎を築くことに関
心を向け，努力を傾けることからもたらさ
れます。強さは，最も大切で神聖な事柄に
注意を向けることからもたらされるのです。

もう少し生活を簡素化しましょう。生活
を見直し，変えるべきことを変えて，キリス
トの弟子として簡単なことを謙虚に行うと
いう崇高で美しい道に立ち返りましょう。
その道は常に，意義深い，喜びと平安に満
ちた生活に続いているのです。そのため
にわたしは祈り，皆さんに祝福を残します。
イエス・キリストの聖なる御

み

名
な

によって，
アーメン。■

づくとき，家族は互いに対する神聖なきず
なを築くことができるのです。

第 3 の鍵は，周囲の人 と々の関係です。
人々の必要に敏感になり，仕え，時間や才
能をささげることによって，個人的な関係
を一人ずつ築いていきます。ある姉妹が
高齢と病気で大変であるにもかかわらず，
多くはできないけれど，人の話を聞くこと
ができると決心したとき，わたしは深い感
銘を受けました。彼女は毎週，困っている
人や，落胆している人を探してともに時間
を過ごし，話を聞きました。彼女は，実に
多くの人の人生に祝福をもたらしました。

第 4 の鍵は自分自身との関係です。自
分自身との関係を築くと言うと，奇妙に思
えるかもしれませんが，実際築いているの
です。中には，自分とうまくつきあえない
人もいます。一日中自分を非難し，けな
し，しまいには自分を嫌いになってしまう
のです。急ぐのをやめ，ほんの少し時間を
取って，自分自身をもっとよく知りましょ
う。自然の中を散策したり，日の出を眺め
たり，神の創造物を満喫したり，回復され
た福音の真理について思い巡らしたりし
ながら，それらが自分にとってどのような
意味があるかを見いだしてください。皆さ
んも天の御父と同じ目で自分自身を，神聖
な可能性を持った，貴い神の息子や娘と
して見ることができますように。

純粋な福音を喜ぶ
兄弟姉妹の皆さん，賢くありましょう。

回復されたイエス・キリストの福音という
泉から純粋な教義の水を飲みましょう。
喜びをもって簡潔な真理を味わいましょ
う。天は再び開かれたのです。イエス・
キリストの福音が再び地上にもたらされ，
その簡潔な真理にはあふれるほどの喜び
があるのです！

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちには喜
ぶべき大きな理由があります。日々の生
活と慌ただしいペースと多くのストレスの
ために喜びを感じられなくなっているな
ら，今こそ，最も大切なことに再び焦点を

アイルランド，ダブリン
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大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長による提示

ンダーセンを支持するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。
大管長会顧問，十二使徒を預言者，聖見

者，啓示者として支持するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方がもしいれば，同様にその意

を表してください。
わたしたちは，スペンサー・J・コン

ディー，ブルース・C・ヘーフェン，ケネス・
ジョンソン，グレン・L・ペイス，ランス・
B・ウィックマンの各長老を七十人第一定
員会の会員から解任し，名誉中央幹部に
指名するよう提議します。

また，スペンサー・V・ジョーンズ，ウォ
ルフガング・H・ポールの各長老を七十人
第二定員会の会員から解任するよう提議
します。

兄弟たちのすばらしい奉仕に，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，フェルナンド・マルエンダ，ホセ・
L・トーレスの各長老を地域七十人から
解任するように提議します。

彼らのすばらしい奉仕に，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。

わたしたちはウェンセスラオ・H・スベ
クを地域七十人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。
そのほかの中央幹部，地域七十人，中

央補助組織会長会を現在のまま支持する
よう提議します。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。
モンソン大管長，わたしが見たかぎり，

カンファレンスセンターにおいては全会一
致で支持されました。

兄弟姉妹の皆さん，皆さんの賛意の表
明と信仰，献身と祈りに感謝します。■

わたしたちは預言者，聖見者，啓
示者，末日聖徒イエス・キリスト
教会の大管長としてトーマス・

スペンサー・モンソンを，大管長会第一
顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリン
グを，大管長会第二顧問としてディーター・
フリードリッヒ・ウークトドルフを支持す
るよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。
反対の方がもしいれば，その意を表して

ください。
十二使徒定員会会長としてボイド・ケネ

ス・パッカーを，また同定員会会員として，
ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，
ラッセル・M・ネルソン，ダリン・H・オー
クス，M・ラッセル・バラード，リチャー
ド・G・スコット，ロバート・D・ヘイルズ，
ジェフリー・R・ホランド，デビッド・A・
ベドナー，クエンティン・L・クック，D・
トッド・クリストファーソン，ニール・L・ア

土曜午後の部会 | 2010年10月2日

教会役員の支持
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十二使徒定員会
ロバート・D・ヘイルズ長老

最近，50 年来の友人から 1 通の
手紙を受け取りました。彼は教
会員ではなく，以前に送った，

福音に関する資料について感想を書いて
きました。「最初は，『選択の自由』など，
モルモン特有の専門用語が理解し難かっ
たです。簡単な専門用語のページがある
と助かるでしょう。」
「選択の自由」を意味する“agency”と

いう単語が理解できないことに驚きまし
た。インターネット上の辞書で調べてみる
と，10 に上る定義と用法がありましたが，

「選択する」という意味はありませんでし
た。教会では，選択の自由は，神から授
けられた，選ぶ能力と特権であり，人は

「思いのままに行動することができ，強い
られることはない」1 と教えています。選
択の自由とは，自分の行動に責任をもっ
て物事を行うことで，救いの計画に不可
欠です。選択の自由のおかげで，人は「す
べての人の偉大な仲保者を通じて自由と
永遠の命を選ぶことも，あるいは悪魔の
束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも
自由」2 なのです。

め，悔い改める人の罪を負い，贖
あがな

ってくだ
さる救い主が備えられることになりまし
た。救い主は無限の贖

しょく

罪
ざい

によって「憐
あわ

れ
みの計画を成し遂げ……正義の要求を満
た」4 されるのです。

天の御父が計画を示されると，ルシフェ
ルは進み出て言いました。「わたしをお
遣わしください。……わたしは全人類を
贖って，一人も失われないようにしましょ
う。……ですから，わたしにあなたの誉
れを与えてください。」5 御父はその計画
を退けられました。選択の自由を否定す
るものだったからです。確かに，それは
反抗の計画だったのです。

次に，天の御父が「初めから……愛し
選んだ〔息子〕」であるイエス・キリストは，
御自分の選択の自由を使って言われまし
た。「父よ，あなたの御

み

心
こころ

が行われ，栄光
はとこしえにあなたのものでありますよう
に。」6 こうしてイエスはわたしたちの救い
主，世の救い主となられたのです。

ルシフェルが反抗したため，天で大き
な争いが起こりました。天の御父の子供
たちはそれぞれ，天の御父から授かった
選択の自由を行使する機会を得ました。
わたしたちは救い主イエス・キリストを信
じる道を選びました。主のみもとに来て，
主に従い，天の御父がわたしたちのため
に示された計画を受け入れることにした
のです。しかし天の御父の子供の 3 分の1 
は救い主に従う信仰がなく，ルシフェル，
すなわちサタンに従うことを選びました。7

神はこう言われました。「あのサタンは
わたしに背いて，主なる神であるわたしが
与えた，人の選択の自由を損なおうとした
ので，……わたしは……彼を投げ落とさ
せた」8 と言われました。サタンに従った
者たちは，死すべき肉体を得ることや，地
上での生活，そして進歩する機会を失い
ました。選択の自由を行使した結果とし
て，選択の自由を失ったのです。

現在，サタンとサタンに従う者たちが
持っている力は，人を誘惑し，試す力だけ
です。彼らの唯一の喜びは，わたしたちを

よく知られている賛美歌の歌詞が，この
原則をはっきりと教えています。

人は皆，自由であり
己の生活と行く末を選び取る
この永

と

遠
わ

の真理があるゆえに
神はいかなる人にも救いを強いられない 3

友人の質問とすべての善良な男女の疑
問に答えるために，「選択の自由」の意味
についてわたしたちが知っていることを
もっと詳しく紹介しましょう。

わたしたちがこの地上に来る前，天の
御父は御自身の救いの計画を示されまし
た。すなわち，地上に来て肉体を受け，善
と悪を選んで行い，御父のようになって，
御父とともに永遠に住むという計画です。

選択の自由，つまり自分で選び行動す
る能力は，この計画になくてはならない要
素でした。選択の自由がなければ正しい
選択をして進歩することはできません。
しかし，選択の自由を使って選択を誤り，
罪を犯して，天の御父のみもとへ戻る機会
を失ってしまうこともあり得ます。このた

選択の自由──
命の計画になくては
ならないもの
わたしたちはキリストのみもとに来て，キリストの御

み

名
な

を受け，キリ
ストの僕

しもべ

に従うことを選ぶかぎり，永遠の命への道を歩むのです。



252 0 1 0 年 1 1 月 号

リストの僕に従うことを選ぶかぎり，永遠
の命への道を歩むのです。

この世の旅路では，この逆もまた真理
であることを知っておくとよいでしょう。
つまり，戒めを守らず，聖霊のささやきに
従わないでいると，機会は狭められ，活動
して成長する力がそがれるのです。カイ
ンは神よりもサタンを愛したので弟の命を
奪いましたが，その時点でカインの霊的な
成長は止まってしまいました。

わたしは少年時代に，自分の選択の結
果，自分の自由が奪われるという大切な
教訓を得ました。ある日，板張りの床にニ
スを塗るよう父から言いつけられました。
わたしはドアの所から始めて，室内に向
かってニスを塗ることにしました。間もな
く仕事が終わろうというとき，部屋から出
られなくなっていることに気づきました。
奥には窓もドアもありませんでした。部
屋の隅に追い込まれ，行き場がありませ
ん。身動きが取れなくなったのです。

不従順になると，必ず霊的に片隅に追
い込まれ，自分の選択に縛られます。霊
的に行き詰まっても，戻る方法は常にあり
ます。悔い改めと同じで，方向転換して
塗ったばかりの床の上を元へ戻るのは努
力を要します。二スを塗り直すのは大仕

ゆるしください。彼らは何をしているのか，
わからずにいるのです。」13 そしてついに，
御自身の選びであることを証明するため
に，主は孤立無援の状態になって，「〔父
よ〕どうしてわたしをお見捨てになったの
ですか」14 とお尋ねになりました。主は
最後まで選択の自由を行使し，そして言
われました。「すべてが終

おわ

った。」15

主は「すべてのことについて，わたした
ちと同じように試練に会われ」16 すべて
の選びと行いにおいて選択の自由を行使
して救い主となり，人のために罪と死の鎖
を断ち切ってくださいました。また完全な
生活を送ることによって，天の御父の御心
を行うならば選択の自由が守られ，機会
が広がり，成長できることを教えてくださ
いました。

この真理は聖文の至る所で見られます。
ヨブは持てるものをすべて失いながらも
忠実であることを選んだので，神の永遠
の祝福を得ました。マリヤとヨセフが天
使の警告に従ってエジプトに逃れる選択
をしたので，救い主の命が守られました。
ジョセフ・スミスがモロナイの指示に従う
ことを選んだので，預言された回復の業
が始まりました。わたしたちはキリストの
みもとに来て，キリストの御名を受け，キ

「〔彼ら〕のように惨めに」9 することであ
り，唯一の楽しみは，わたしたちを主の戒
めに不従順にすることです。

しかし，よく考えてください。わたした
ちは前世で救い主イエス・キリストに従う
ことを選びました。そのため，地上に来る
ことを許されました。この地上にいる今
も同じように救い主に従うことを選ぶな
ら，さらに大いなる祝福を永遠に受けるこ
とをわたしは証

あかし

します。しかし忘れない
でください。救い主に従うことを引き続き
選ばなければならないのです。これは永
遠にかかわる問題であり，選択の自由を
賢明に使うことは永遠の命を得るために
不可欠なのです。

救い主は生涯を通じて，選択の自由を
どのように使うべきかを示されました。エ
ルサレムでの少年時代に，イエスは自ら選
択して御父の業に携わられました。10 人々
を教え導くとき，従順に「父の御心を行
う」11 ことを選び，ゲツセマネではあらゆ
る苦しみを受けることを選んで，言われま
した。「『わたしの思いではなく，みこころ
が成るようにしてください。』そのとき，御

み

使
つかい

が天からあらわれてイエスを力づけ」12 

ました。十字架上で主は敵を愛すること
を選んで祈られました。「父よ，彼らをお
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すると，サウルは「わたしは主の言葉を実
行しました」22 と言いました。しかし，そ
うではないことを知っていた預言者は言
いました。「それならば，わたしの耳には
いる，この羊の声と，わたしの聞く牛の声
は，いったい，なんですか。」23

サウルは他人のせいにして言い逃れる
ために，主に犠牲としてささげるために民
が動物を残したと言いました。預言者は
明確にこう答えました。「主はそのみ言葉
に聞き従う事を喜ばれるように，燔

はん

祭
さい

や
犠牲を喜ばれるであろうか。見よ，従うこ
とは犠牲にまさり，〔主の戒めを〕聞くこと
は雄羊の脂肪にまさる。」24

ついにサウルは告白して言いました。
「わたしは主の命令とあなたの言葉にそむ
いて罪を犯しました。民を恐れて，その声
に聞き従ったからです。」25 サウルは厳密
に従うのでなく，「選り好みの従順」を選
んだため，王座を保つ機会，王でいること
を選択する自由を失ったのです。

兄弟姉妹，わたしたちは主と主の預言
者の声に厳密に聞き従っているでしょう
か。それとも，サウルのように，人の声を
恐れて，「選り好みの従順」を実行してい
るでしょうか。

確かに，だれでも過ちを犯します。聖文
にあるように「すべての人は罪を犯したた
め，神の栄光を受けられなくなって」26 い
ます。過去の間違った選択に縛られて暗
い片隅で動けなくなり，選択の自由を正し
く使っていれば得られたはずの祝福をす
べて失っている人に申します。皆さんを愛
しています。戻って来てください。隅の闇
から光の中へ出て来てください。ニスを
塗ったばかりの床を歩かなければならな
いとしても，それだけの価値があります。

「キリストの贖罪により，〔あなたとわたし
を含む〕全人類は福音の律法と儀式に従
うことによって救われ得る」ことを信じて
ください。27

贖罪を成し遂げる時が訪れたとき，救
い主は偉大な執り成しの祈りをささげて，
わたしたち一人一人について，こう言われ

を行うならば，わたしたちの家庭は子供
が霊的に成長する場所になります。そこ
は子供に福音を教え，証を述べ，愛を表
す場所となり，子供の気持ちや経験に耳
を傾ける場所になります。わたしたちの
義にかなった選択と行動により，子供は
光の中を歩む力を増し加えて，暗

くら

闇
やみ

から
解放されるのです。

世の中には選択の自由について偽りの
教えがたくさんあります。多くの人はこう
考えます。「飲み食いし，楽しみなさい。
……たとえわたしたちに罪があるとして
も，神はわたしたちをほんの少し鞭

むち

打
う

た
れるだけで，結局わたしたちは神の王国
に救われる。」17 世俗主義を信奉し，神を
否定する人もいて，「すべての事物には反
対のものが」18 あると考えず，「人がするこ
とはどんなことも決して罪にならない」19 

と信じています。これは，「神の知恵とそ
の永遠の目的……を滅ぼ〔す〕」20 もの
です。

世の中の教えとは逆に，聖文の教えに
よれば，人には選択の自由が与えられてい
て，それを義にかなって行使すれば，様々
な機会が広がり，選択の自由に基づいて
行動し，永遠に進歩する能力が増し加え
られるのです。

例えば，主は預言者サムエルを通して，
サウル王に明確な命令をお与えになりま
した。
「主は，わたしをつかわし，あなたに油

をそそいで，その民イスラエルの王とされ
ました。それゆえ，今，主の言葉を聞きな
さい。……
『今，行ってアマレクを撃ち，そのすべて

の持ち物を滅ぼしつくせ。』」21

しかし，サウルは主の命令に従いません
でした。彼の行為は「選り好みの従順」
と言えます。サウルは自分の知恵に頼っ
て，アガグ王の命を許し，羊と牛とその他
の動物の最も良いものを持ち帰りました。

主はこのことを預言者サムエルに告げ
て，サウルを王座から降ろすために再びサ
ムエルを遣わされました。預言者が到着

事だからです。主のみもとへ戻るのは簡
単ではありませんが，努力する価値があり
ます。

悔い改めが容易でないことが分かると，
正しい選択へと導いてくださる聖霊の祝
福に感謝し，戒めを与えてそれを守れるよ
う力づけ，支えてくださる天の御父に感謝
する気持ちがわいてきます。また，戒めに
従うことによって，結局は選択の自由が守
られることが理解できるようになります。

例えば，知恵の言葉に聞き従うならば，
思いどおりに行動する能力を文字どおり
奪ってしまう病気や薬物依存に陥ること
はありません。

負債を避け，今すぐ負債から抜け出し
なさいという勧告に従うならば，選択の自
由を行使し，自分の収入を使って人を助
け，祝福する自由が手に入ります。

預言者の勧告に従って家庭の夕べを開
き，家族の祈りをささげ，家族の聖文研究
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十二使徒定員会
クエンティン・L・クック長老

わたしは先月誕生日を祝い，プレ
ゼントとして，妻のメアリーから
CD をもらいました。ベラ・リン

という有名なイギリスの歌手の，希望と信
仰に満ちた歌が収録されたものです。ベ
ラは第二次世界大戦の暗い日々にあって
聴く人を元気づけました。

妻がこの贈り物をしたかった理由があ
ります。 1940年 9月のロンドン空襲はわ
たしが生まれる前日に始まりました。1 母
は病室のラジオでロンドン大空襲のニュー
スを聞き，そのラジオのアナウンサーの名
前にちなんでわたしをクエンティンと名付
けることにしたのです。

歌手のベラ・リンは現在 93 歳です。昨
年，戦時中の彼女の歌が数曲，再び売り
出され，瞬く間にイギリスの音楽チャート
で 1 位になりました。少し年配の皆さん
は「ドーバ ー の 白 い 崖

がけ

」（“ The White 
Cliffs of Dover”）などの歌を覚えている
でしょう。

わたしは「世界中に再び明かりがともる
とき」（“ When the Lights Go on Again 
All over the World ”）という歌に深く
感動しました。その歌を聴いて二つのこ
とが心に浮かびました。一つは，イギリス
の政治家の次のような預言的な言葉です。

「ヨーロッパ中の明かりが消える。我々の
時代に二度と再び明かりがともることは
ない。」2 もう一つは，ロンドンのようなイ
ギリスの都市を襲った空襲です。爆弾を

落とす飛行機が目標を見つけにくくするた
めに灯火管制が敷かれました。人々は明
かりを消し，窓のカーテンを引きました。

その歌は自由と光が戻るという明るい
希望の歌です。今なお続く善と悪の戦い
における救い主の役割と「キリストの光」3  

について理解しているわたしたちにとっ
て，世界大戦と現代の道徳的戦いの類似
は明らかです。すべての人類が「善悪を
わきまえることができる」4 のはキリスト
の光によるのです。

自由と光は得るのも維持するのも決し
て容易ではありません。天上の戦い以
来，悪の軍勢はあらゆる手段を講じて選
択の自由を損ない，光を消そうとしてきま
した。道徳の原則と信教の自由に対する
攻撃はとりわけ激しくなっています。

末日聖徒としてわたしたちは，光を保
ち，道徳と信教の自由に対するこの攻撃
から家族と社会を守るために最善を尽く
す必要があります。

家族を守る
あらゆる方向から来るように思われる

悪の軍勢の猛攻撃に家族は常にさらされ
ています。わたしたちは何よりも光と真理
を求めることに努めなければなりません
が，霊的な成長を損なう悪の攻撃から家
庭を守るために知恵を働かせる必要もあ
ります。特に，ポルノグラフィーは道徳の
大量破壊兵器です。その影響力は最前

光あれ
不義が増す世の中にあって，宗教上の信念に基づく価値観につい
て公に話すことは非常に重要です。

ました。「父よ，あなたがわたしに賜わっ
た人々が，わたしのいる所に一緒にいるよ
うにして下さい。……わたしに賜わった
栄光を，彼らに見させて下さい。」28 「永遠
の命とは，唯一の，まことの神でいますあ
なたと，また，あなたがつかわされたイエ
ス・キリストとを知ることであります。」29

御二方が生きておられることを特別に
証します。選択の自由を正しく行使するな
らば，わたしたちは御二方を知り，御二方
のようになり，「すべてのひざがかがみ，す
べての舌が〔イエスが救い主であられる
ことを〕告白」する日に備えることができ
るでしょう。30 初めに御子と永遠の御父に
従ったように，引き続きこの御二方に従え
るよう，イエス・キリストの御名により祈り
ます，アーメン。■

注
 1. 2 ニーファイ 2：26
 2. 2 ニーファイ 2：27
 3. “ Know This, That Every Soul Is Free”

『賛美歌』（英文）240 番
 4. アルマ 42：15
 5. モーセ 4：1
 6. モーセ 4：2
 7. 教義と聖約 29：36 参照
 8. モーセ 4：3
 9. 2 ニーファイ 2：27。 2 ニーファイ 9：9 も参照
 10. ルカ 2：49
 11. 3 ニーファイ 27：13
 12. ルカ 22：42 － 43
 13. ルカ 23：34
 14. マタイ 27：46；マルコ 15：34
 15. ヨハネ 19：30
 16. ヘブル 4：15
 17. 2 ニーファイ 28：8
 18. 2 ニーファイ 2：11
 19. アルマ 30：17
 20. 2 ニーファイ 2：12
 21. サムエル上 15：1，3
 22. サムエル上 15：13
 23. サムエル上 15：14
 24. サムエル上 15：22
 25. サムエル上 15：24
 26. ローマ 3：23
 27. 信仰箇条 1：3
 28. ヨハネ 17：24
 29. ヨハネ 17：3
 30. モーサヤ 27：31
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人々があなたがたのよいおこないを見て，
天にいますあなたがたの父をあがめるよ
うにしなさい。」7

現代は「物が豊富な時代であるととも
に疑いの時代でもある」8 と言われていま
す。神の力と権能を信じる基本的な信仰
は，単に疑問視されているだけでなく中傷
されてさえいます。こうした状況の下で，
信仰を持たない人や無関心な人の共感を
得，暴力と悪への坂道を転げ落ちるのを
食い止めながら，価値観を向上させるには
どうしたらよいでしょうか。

これはとてつもなく重要な問題です。
預言者モルモンが次のように叫んだとき
の苦

く

悶
もん

について考えてください。「あなた
がたは両腕を広げて立ってあなたがたを
受け入れようとしておられた，あのイエス
をどうして拒んだのか。」9 モルモンの苦
悶はもっともなことです。息子のモロナイ
は一人残って「〔彼〕の民の滅亡の悲話」10   

を書き記すことになりました。
わたしは世界各地に住み，多くの人と触

れ合った経験から，楽観的になりました。
光と真理は現代においても保たれると信
じています。神を礼拝し，自分の行いに
ついて神に責任を負うと考えている人が
どの国にもたくさんいます。世界中で実
際に宗教心が復興しているという見解を
述べる人々もいます。11 教会の指導者とし
てわたしたちは，ほかの宗教の指導者と
お会いするうちに，神学上の相違を超え，
より良い社会を求めて一致しようという共
通の道徳的基盤があることに気づきまし
た。

また，大多数の人はまだ基本的な道徳
観を大切にしています。しかし，誤解して
はいけません。断固として信仰を打ち砕
き，社会におけるいかなる宗教的な影響
も拒もうとしている人々もいます。そのほ
かにも，麻薬やポルノグラフィー，性的搾
取，人身売買，窃盗，不正直な商売などに
より，社会を食い物にし，不正に操作し，
引き裂こうとする邪悪な人々がいます。こ
うした人々は比較的少数とはいえ，その力

日の祈りと聖文の研究は悪と戦うために
不可欠な要素です。また，徳高い，好まし
い，あるいは誉れあり称賛に値するような
内容のメディアを家庭に取り入れるように
絶えず努力する必要があります。6 もしわ
たしたちが家庭を，悪を避ける聖なる場
所にするならば，聖文が預言してきた厳し
い結果から守られるでしょう。

社会を守る
家族を守るだけでなく，社会を守るた

めにも，わたしたちは光の源になるべきで
す。救い主はこう言われました。「あなた
がたの光を人々の前に輝かし，そして，

線に立って道徳的な価値観をむしばんで
います。テレビ番組やインターネットサイ
トにも同様に破壊的なものがあります。
こうした悪の力は世界から光と希望を取
り去ってしまいます。堕落に拍車をかけ
ています。5 もしわたしたちが家庭や生活
から悪を閉め出さなければ，当然，激しい
道徳の退廃により，義にかなった生活の
報いである平安は打ち砕かれることで
しょう。わたしたちの責任は，世にあって
世のものとならないことです。

さらにわたしたちは，家庭において，教
会の教えに一段と忠実になる必要があり
ます。家族で行う毎週の家庭の夕べ，毎
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ついて神に責任を負うと感じています。
このような理由からカリフォルニアの男性
は以前に行った不正直な行為を悔い改め
たのです。

ハーバード大学教授であり教会の指導
者であるクレートン・クリステンセンは，
昨年行われた学位授与式の演説で，大学
の同僚について実際にあった話をしまし
た。友人は外国から来て民主主義を研究
していました。民主主義にとって宗教が
いかに重要なものかを知って驚き，次のよ
うに指摘しました。正直で誠実であるこ
とについて神に責任を負っていると意識
するように市民が若いころから教えられ
ている社会では，たとえ強制されなくても
民主主義の理想の実現を促進する規則
や慣習に従うのです。そうではない社会
では，正直な行動を強制するために，幾ら
警官がいても足りません。22

明らかに，正直に関する道徳的な価値
観は，光と真理を行きわたらせ社会を向
上させるうえで重要な役割を果たすこと
ができ，信仰を持っていない人々もそうし
た価値観を大切にすることが望ましいの
です。

神のすべての子供たちを兄弟姉妹として
扱う

宗教を信じる信仰がいかに社会に利益
を与え，世界に明かりをともすかを示す第
2 の例は，神のすべての子供たちを兄弟
姉妹として扱う宗教の役割です。

過去 2 世紀の間，多くの宗教団体は悲
惨な状況にある人々の救援に先頭に立っ
て尽くしてきました。すべての人は神に
とって等しい存在であるとそれぞれの信
者が信じているからです。23 そうしたすば
らしい模範例が，大英帝国で奴隷売買の
廃止に尽力したイギリスの偉大な政治家
ウィリアム・ウィルバーフォースです。24 彼
の高潔な活動の話は，心を打つ賛美歌

「アメイジング・グレイス」，そして精神を
高揚させる，1800 年代初期の雰囲気をと
らえた同じタイトルの映画に描かれていま

に利益をもたらします。20

この点を説明する二つの宗教上の原則
について述べましょう。

神に責任を負うことによって動機づけら
れる正直な行動

信仰箇条第13条はこう始まっています。
「わたしたちは，正直……であるべきこと
を信じる。」正直は宗教上の信念に基づ
く原則であり，神の基本的な律法の一つ
です。

何年も前，カリフォルニアで法律事務所
を開業していたとき，教会員ではない依
頼人の友人がやって来ました。そして，近
所のワードのビショップから受け取った手
紙を熱意を込めて見せてくれました。ビ
ショップは自分のワードのある教会員に
ついて書いていました。その会員は，わ
たしの依頼人が以前雇っていた人で，仕
事場から資材を持ち去り，余り物だと正
当化していたそうです。しかし，献身的な
末日聖徒になり，イエス･ キリストに従う
努力をした後，自分のしたことが不正直
であったことを認めました。手紙には持
ち去ったものの代金だけでなく，利子も
含めた金額が同封されていました。わた
しの依頼人は，一般の信者が指導者を務
める教会が，神と和解しようと努力してい
るこの男性を助けようとしていることに感
銘を受けました。

ユダヤ教とキリスト教の世界で，正直と
いう共通の価値観が持つ光と真理につい
て考えてください。もし青少年が学校で
カンニングをせず，大人が仕事場で正直
に働き，結婚の誓いに忠実であるなら，社
会にどのような影響を及ぼすか考えてくだ
さい。わたしたちにとって， 正直の基本
的概念は，救い主の生涯と教えに基づい
ています。また，ほかの多くの宗教でも
歴史に残る文学でも，正直は価値ある特
質です。詩人のロバート・バーンズは「正
直な人は神の最も崇高な被造物である」
21 と述べています。ほとんど例外なく，信
仰を持つ人は，正直であったかどうかに

と影響は非常に大きいのです。
信仰を持つ人々と，宗教や神を市民生

活から追い出そうとする人々の間には，常
に戦いがありました。12 今

こん

日
にち

も世論の担
い手の多くは，ユダヤ教やキリスト教の価
値観に基づいた道徳上の見解を拒否して
います。客観的な道徳上の秩序などない
という見解に立ち，13 道徳的な目標にはい
ずれにも優先権を与えるべきではないと
信じています。14

しかしながら，大多数の人々は善と高潔
さを求めています。聖霊とは異なる「キリ
ストの光」が人々の良心に語りかけます。
聖文から「キリストの光」は，「世に来る
すべての人に光を与え〔る御

み

霊
たま

〕」15 であ
ることが分かります。この光は「全世界
のために」16 与えられます。ボイド・K・
パッカー会長は，これは「霊感をもたらす
……源であり，全人類が一人一人持って
いるものです」17 と教えています。このよ
うなわけで，自らは支持していない宗教
的信念に基づくものであったとしても，多
くの人が道徳に基づく価値観を受け入れ
るのです。モルモン書のモーサヤ書には
こう記されています。「民の声が正しいこ
とに反する事柄を望むのはまれであるが，
民の少数が正しくないことを求めるのは
度々あることである。」そしてモーサヤは
こう警告しています。「もしも民の声が罪
悪を選ぶ時が来れば，それは神の裁きが
あなたがたに下る時であ〔る〕。」18

不義が増す世の中にあって，宗教上の
信念に基づく価値観について公に話すこ
とは非常に重要です。宗教上の道義心に
基づく道徳的見解は，ほかの見解と同様，
公の場で論議されなくてはなりません。
大抵の国の憲法の下では，宗教上の道義
心は優先権を与えられるものではありま
せんが，無視されるべきものでもありませ
ん。19

宗教を信じる信仰は，光と知識と知恵
の源です。そして信仰を持つ人々が神に
責任を負うと感じるゆえに道徳的な行い
をするとき，非常にすばらしい方法で社会
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注
 1. リチャード・ハフ，デニス・リチャーズ共著 , 

The Battle of Britain: The Greatest Air 
Battle of World War II  （1989 年）, 264

 2. エドワード・グレー卿の言葉とされている , 
ウィキペディア, “ When the Lights Go On 
Again （All over the World）”の項参照

 3. 教義と聖約 88：11－13 参照。キリストの光
とは「万物の中にあり，万物に命を与える光で
あり，万物が治められる律法」である（13 節）。
キリストの光についての総合的な理解，および
キリストの光と聖霊の違いについては，ボイ
ド・K・パッカー「キリストの光」『リアホナ』
2005 年 4 月号，8－14 を参照

 4. モロナイ 7：19
 5. ジェークス・バルザン, From Dawn to Deca- 

dence: 500 Years of Western Cultural Life
（2000年）, 798

 6. 信仰箇条 1：13 参照
 7. マタイ 5：16
 8. ロジャー・B・ポーター，“Seek Ye First the 

Kingdom of God”（マサチューセッツ州ケン
ブリッジステーク，ケンブリッジ大学ワードで
の講話，2009年9月13日）

 9. モルモン 6：17
 10. モルモン 8：3
 11. ジョン・ミクルスウェイト，エイドリアン・ウー

ルド リッ ジ 共 著， God is Back: How the 
Global Revival of Faith is Changing the 
World（2009 年）

 12. ダイアナ・バトラー・バス，“Peace, Love and 
Understanding”（ジョン・ミクルスウェイト，エ
イドリアン・ウールドリッジ共著，God Is Back
の書評）Washington Post National Weekly 
Edition，2009年7月27日－8月2日付，39

 13. デビッド・D・カークパトリック，“The Right 
Hand of the Fathers”, The New York Times 
Magazine，2009年12月20日付，27

 14. カークパトリック， “ The Right Hand of the 
Fathers”，27。ロバート・P・ジョージは，わ
たしたちが得るのは道徳的な理由および自由
な選択か，あるいは道徳観念の欠如と決定論
のどちらかであると教えている。

徳的価値観を再び確立するために，自ら
取り組むとともに，高潔な人々がそうする
のを助けなければなりません。

はっきり言いますが，公の場ではあらゆ
る声に耳を傾ける必要があります。宗教
を持つ人もそうでない人も差別してはなり
ません。さらに，わたしたちの見解が宗
教上の原則から生じたものだからといっ
て，自動的に受け入れられたり優遇された
りすると期待してはなりません。しかし，
そのような見解や価値観には，真価を見
極められる資格があることも明白です。

わたしたちの教義の道徳的基盤は，世
の人々にとって良い模範となり得るもので
す。また，道徳観とイエス･ キリストを信
じる信仰を結びつける力ともなります。わ
たしたちは家族を守るとともに，すべての
善意ある人 と々協力し，社会における光と
希望，道徳を守るために，世界中で先頭
に立って最善を尽くす必要があります。

もしわたしたちがこれらの原則を宣言
するとともに実践するなら，世の真の光で
あるイエス･ キリストに従っていることに
なります。そして，わたしたちの主，救い
主イエス･ キリストの再臨に備えるに当
たって義の軍勢となることができます。

「世界中に再び明かりがともるとき，自由
な心が歌う」31 という麗しい日を楽しみに
しています。イエス･ キリストの聖なる御

み

名
な

により，アーメン。■

す。ウィルバーフォースの不屈の努力は，
この悲惨で堪え難く，残酷で腐敗した慣
習を撤廃する第一歩となりました。そうし
た努力の一環として，彼はほかの指導者
と協力して一般市民の道徳観の向上に取
りかかりました。教育と政府は道徳を基
としなければならないと信じていたので
す。25 「彼は結婚制度を擁護し，奴隷売買
の慣行を攻撃し，安息日を守ることを強調
するなど，道徳的，精神的な豊かさという
理想のために人生をささげました。」26 精
力を尽くし，国中の悪との戦いに国家の道
徳的，社会的指導者を動員したのです。27

わたしたちの教会の初期に，会員の大
多数は奴隷制に反対でした。28 これは宗
教上の信念とともに，敵意と集団暴力を
招いた大きな要因であり，ミズーリ州の
ボッグス知事が撲滅令を発布する事態に
までなりました。29 1833 年，ジョセフ･ス
ミスは次のような啓示を受けました。「ど
んな人であっても，一人の人がほかの人に
束縛されるということは正しくない。」30 
信教の自由を擁護し，すべての人を神の息
子娘として扱うことは，わたしたちの教義
の中心です。

以上は，信仰に基づく価値観が，社会
にとって大きな祝福となる原則をどのよう
に支えるかを示す二つの例にすぎませ
ん。もっとたくさんの例があります。わた
したちは，社会全体に祝福をもたらす道



312 0 1 0 年 1 1 月 号

わたしたちは歴史上最も大いなる
神権時代に生きています。いに
しえの預言者が心待ちにし，預

言し，切望したであろう時代です。しか
し，あらゆる天の祝福が与えられてはいる
ものの，実在するサタンは相変わらず非常
に活動的であり，相反するメッセージで絶
え間なくわたしたち全員を攻撃していま
す。天使モロナイは若き預言者ジョセフ・
スミスに，彼の名が良くも悪くも世界中に
知れわたると警告しましたが（ジョセフ・
スミス―歴史 1：33 参照），これまでこれ
ほど明らかに成就した預言はありません。
預言者ジョセフは自らの証

あかし

のために命を
犠牲にしました。教会，さらには救い主
御自身に対する攻撃は，今

こんにち

日もやむこと
はありません。救い主の実在と贖

あがな

いの犠
牲，そしてわたしたち全員に例外なく当て
はまるその贖いの力は疑いをかけられ，
意志が弱く無教養な人々の神話あるいは
根拠のない希望として片付けられてしまう
ことがよくあります。さらに，この末日に
おける福音の回復が真実であることも，
依然として疑いをかけられています。そ
のようなメッセージによる絶え間ない攻撃
は，混乱，疑い，悲観論をもたらす可能性
があり，わたしたちの信じる基本的な真
理や，神への信仰，将来への希望を攻撃

しているのです。
これがわたしたちの世界の現実かもし

れませんが，それでもどう対処するかを選
ぶことはできます。自分たちにとって神聖
な教義や信条に疑いをかけられたりして
も，それは最も個人的かつ親密な方法で
神に近づく良い機会です。わたしたちに
とって，それは選ぶ機会なのです。

今日の世界においてわたしたちは様々
な争いと試練に直面しています。そこで
わたしは一つの選択肢を提案します。平
安と守りが得られる，だれにでも当てはま
る選択肢です。その選択肢とは信仰で
す。信仰は何の考え，望み，あるいは努力
もなしに与えられる無料の贈り物ではあ
りません。天から降りる露のように簡単
に得られるものではないのです。救い主
は「わたしのもとにきなさい」（マタイ 11：
28），また「門をたたけ，そうすれば，与え
られるであろう」（マタイ 7：7）と言ってお
られます。「来る」も「門をたたく」も動作
を表す言葉であり，選択肢です。そこで
信仰を選ぶように提案します。疑いでは
なく信仰，恐れではなく信仰，未知のもの
や見えないものではなく信仰，悲観論で
はなく信仰を選んでください。

モルモン書のアルマ書第 32 章に記録
されているよく知られた信仰に関するアル

管理ビショップリック第一顧問
リチャード・C・エッジリー	ビショップ

信仰──選択するのは
あなたです
疑いではなく信仰，恐れではなく信仰，未知のものや見えないもの
ではなく信仰，悲観論ではなく信仰を選んでください。

 15. 教義と聖約 84：46
 16. 教義と聖約 84：48
 17. ボイド・K・パッカー『リアホナ』2005年4月

号，8
 18. モーサヤ 29：26－27
 19. マーガレット・サマビル，“ Should Religion 

Inf luence Policy? ”www.themarknews.
com/a r t i c l e s / 15 3 5 - shou ld - re l ig i on -
influence-polic 参照

 20. シャオ，チャオ， “ Market Economies With 
Churches and Market Economies Without 
Churches ”〔 2002 年〕www.danwei .org/
business/churches_and_the_market_
econom.php 参照。この中国政府の経済学
者は，人々がうそをつき他人を傷つけるのを防
ぐために道徳の基礎が必要だと主張してい
る。

 21. “ The Cotter’s Saturday Night,” Poems 
by Robert Burns, （1811 年）, 191 

 22. クレートン・M・クリステンセン，“The Impor-
tance of Asking the Right Questions,” 
ニューハンプシャー州マンチェスター，サザ
ン・ニューハンプシャー大学学位授与式での
講話，2009年5月16日

 23. 創世 1：26 参照
 24. ウィリアム・ヘーグ，William Wilberforce： 

The Life of the Great Anti-Slave Trade 
Campaigner（2007 年），352－356

 25. ヘーグ，William Wilberforce，104－105
 26. ヘーグ，William Wilberforce，513
 27. ヘーグ，William Wilberforce，107－108
 28. ジェームズ・B・アレン，グレン・M・レナード 

共著， The Story of the Latter-day Saints, 
第 2 版（1992年）， 93 ， 120 ，202 参照

 29. レナード・J・アリントン， デービス・ビトン共
著 , The Mormon Experience: A History 
of the Latter-day Saints, 第 2 版（1992年），
48－51 参照。クライド・A・ミルナー他著，The 
Oxford History of the American West

（1994 年），362: “ Proslavery settlers and 
politicians persecuted them mercilessly.”
も参照

 30. 教義と聖約 101：79
 31. “When the Lights Go On Again （All Over 

the World）”の歌詞の最後の行
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打ち砕かれた心と悔いる霊をもってへ
りくだって主に近づいてください。それ
が真理へと続く道であり，光と知識，平
安という主の道なのです。

• 証が未熟で，試されたことがなく，また
不安定である場合は，「ごくわずかな信
仰でも働かせ〔る〕」こと，「〔主〕の言葉
を試〔す〕」ことを選んでください（アル
マ 32：27）。救い主はこう説明してお
られます。「神のみこころを行おうと思
う者であれば，だれでも，わたしの語っ
ているこの教

おしえ

が神からのものか，それ
とも，わたし自身から出たものか，わか
るであろう。」（ヨハネ 7：17）

• 論理，道理，あるいは自らの知性が，神

は理解していないことについては，信仰の
力強い助けによって，ギャップを埋め，前
進し，福音の約束と祝福にあずかってい
ます。そのようにしてわたしたちの信仰
は，アルマが教えているように，完全な知
識に到達することができるのです（アル
マ 32：34 参照）。希望と望みだけを持っ
て，未知へと前進することにより，わたし
たちは主への信仰と献身の証を示します。

ですから，アルマの方法に従い，選びま
しょう。信じることを選びましょう。

• 混乱と絶望が心に重くのしかかってい
る場合は，「目を覚まし，能力を尽く〔す〕」
ことを選んでください（アルマ 32：27）。

マの言葉は，確実に信仰をはぐくみ守るた
めの一連の選択から成っています。アル
マはわたしたちに選ぶよう指示を与えまし
た。その指示は，選ぶことによって始まる
動作の言葉です。次のような言葉が用い
られています。目を覚ます，尽くす，試す，
働かせる，望む，育てる。その後アルマ
は，わたしたちがそのような選択をし，不
信仰によって種を捨てるようなことがなけ
れば，「その種は〔わたしたち〕の心の中
でふくらみ始めるであろう」と説明してい
ます（アルマ 32：28）。

そうです。信仰とは選択であり，追い求
め，はぐくまなければなりません。した
がって，わたしたちには自分自身の信仰に
対して責任があります。信仰の欠如に対
してもそうです。選択するのは皆さんな
のです。

わたしには知らないことがたくさんあり
ます。物質がどのように組織されて，わた
したちの住むこの美しい世界となるのか
詳しいことは知りません。贖いの複雑な
仕組み，救い主の犠牲が悔い改めたすべ
ての人をどのようにして清めることができ
るのか，あるいは救い主がどのようにして

「すべての人の苦」をお引き受けになれた
のか（教義と聖約 18：11），わたしは理解
していません。モルモン書に出てくるゼラ
ヘムラがどこにあったのか知りません。
自分の信じていることが，当然のこととさ
れている科学的あるいはこの世的な知識
と相いれないことがありますが，それがな
ぜなのか知りません。恐らく，これらは天
の御父が「天の……奥義」（教義と聖約
107：19）という言葉で表現しておられる
事柄であり，後になって明らかにされるこ
とでしょう。

しかし，すべてのことは知らなくても，
大切なことを知っています。救いと昇栄
に導く単純明白な福音の真理を知ってい
ます。救い主が確かにすべての人の苦し
みを受けられたこと，また，悔い改めるす
べての人は罪から清められることを知っ
ています。知らないこと，あるいは完全に
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て努力してきました。そして今
き ょ う

日，わたしは
この説教壇に立ち，イエスがキリストであ
り，世の贖い主であられることを証します。
また，ジョセフ・スミスが神の預言者であ
り，この地上に完全で真実のイエス・キリス
トの福音を回復するために主に使われた生
ける道具であったことを証します。トーマ
ス・S・モンソン大管長が今

こんにち

日の主の生ける
預言者であることを証します。皆さんも同
じように，信仰を持つか持たないかを選択
しなければなりません。わたしは信仰を選
んできました。信仰を選びましょう。イエ
ス・キリストの御

み な

名によって，アーメン。■

• 信仰により，わたしは疑問や疑いまでも
確信と理解に変えることができていま
す。

• 信仰により，わたしは未知の，目に見え
ない，不明な事柄に，絶対的な確信を
もって臨むことができます。

• また，信仰により，最悪と思われるとき
でさえ，わたしは平安と感謝をもって，
実際にはそれが最善の時だと分かりま
す。

信仰を選び，主にかかわる事柄を「完
全に知る」まで信仰をはぐくむときに，わ
たしたちは「証します」あるいは「知って
います」という言葉を使います。わたしは
自ら自分の心の中に種を植え，「完全に知
る」までその種をはぐくもうと一生を通し

聖な教えや教義と相いれない場合，あ
るいは相反するメッセージが，使徒パウ
ロが表現した「火の矢」のように信仰
を激しく攻撃している場合は（エペソ
6：16 参照），不信仰によって自分の心
からその種を捨てないことを選んでく
ださい。忘れないでください。信仰が
試されてからでなければ，証は得られ
ないのです（エテル 12：6 参照）。

• 信仰が試され，十分に成長しているな
らば，その信仰を「大切にはぐくむ」こ
とを選んでください（アルマ 32：27）。
信仰が強いからこそ，あらゆる矛盾した
メッセージによる攻撃を受け，非常にも
ろくなることもあります。信仰に絶えず
養いを与えるためには，引き続き聖文を
研究し，祈り，救い主の御

み

言
こと

葉
ば

を実践す
る必要があります。

救い主が悪霊を追い出されるのを目
ま

の
当たりにした弟子たちが，自分たちはどう
して同じようにできなかったのかとイエス
に尋ねると，イエスはこう答えられました。

「もし，からし種一粒ほどの信仰があるな
ら，この山にむかって『ここからあそこに
移れ』と言えば，移るであろう。」（マタイ
17：20）わたしは山が実際に移動するの
をこの目で見たことはありません。しか
し，信仰により疑いや絶望の山が移り，希
望や楽観に取って代わられるのを見たこ
とがあります。信仰により罪という山が悔
い改めと赦

ゆる

しに取って代わられるのを直
接見たこともあります。また，信仰により
苦しみという山が平安，希望，そして感謝
に取って代わられるのを直接見たことも
あります。そうです，わたしは確かに，数々
の山が移るのを見たことがあるのです。

• 信仰により，わたしは自分の持っている
神権の力を行使し，福音の実の甘さを
味わい，救いの儀式を受け入れてきま
した。

• 信仰により，わたしは平安や確信をもっ
て人生の苦闘や困難を克服しています。
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18 48年の冬はソルトレーク盆地へ
入植した開拓者たちにとって困
難 で 厳 し い も の で し た。

1847年の夏，ブリガム・ヤングは聖徒た
ちがついに目的地へ到着したと宣言しま
した。聖徒たちが入植することになる場
所を示現で見たブリガム・ヤングは，「ま
さにこの地である」1 と言ったのです。福
音の回復が進むにつれて，初期の教会員
たちは途方もない逆境に耐えたのです。
家から追い出され，迫害され，悩まされて
きました。大平原を渡る旅は口では言い
表せない苦難に満ちていました。でもつ
いに，「まさにこの地」と言われた場所へ
到着したのです。

それにもかかわらず，1848年の冬はき
わめて厳しいものでした。あまりの寒さ
で足がひどい凍傷にかかった人もいまし
た。聖徒たちの間には不安が広がり始め
ました。教会員の中には盆地に家を建て
ることはしないと宣言する人もいました。
教会の指導者が自分たちをもっと良い所
へ連れて行ってくれると確信していたの
で，荷馬車の中にとどまっていたいと思っ
たのです。種や果物の苗木を持って来て
いましたが，荒れた不毛の砂漠に植えて
枯らすようなことはしたくありませんでし
た。当時の有名な探検家のジム・ブリッ
ジャーはブリガム・ヤングにこう言いまし
た。「ソルトレーク盆地でトウモロコシが
育つわけがない。もし育ったら，最初の

出され，この地にたどり着きました。わた
したちはここに定着します。ここは神が
その民を置かれる場所であり，ここで民
は繁栄するのです。聖徒たちのために神
は気候を和らげ，霜や不毛の地を叱

しっ

責
せき

して
くださり，その結果，実り豊かな土地にな
るのです。兄弟の皆さん，さあ行って，皆
さんの種をまいてください。」

こうした祝福を約束しただけでなく，さ
らにヤング大管長はソルトレーク盆地が
諸国へ通じる大路として知られるようにな
ると宣言しました。王や皇帝がこの地を
訪れ，そして最もすばらしいことに，主の
宮が建てられるのです。3

これは驚くべき約束でした。多くの教
会員はブリガム・ヤングの預言を信じる信
仰を持っていましたが，疑いを抱き，より
良い生活を期待して去って行った人もいま
した。しかし歴史が示すとおり，ブリガム・
ヤングの預言はすべて成就しました。盆
地は豊かな実りをもたらし，聖徒たちは繁
栄しました。1848年の冬は，主がその民
に貴重な教訓を教えるまたとない機会と
なりました。現世で守りを得る唯一の確
実な道は，神の預言者の勧告を信頼し，
それに従うことであるという，わたしたち
皆が学ぶ必要のある教訓を，当時の聖徒
たちは学んだのです。

1ブッシェル（27キロ）に対して1,000ドル
払おう。」2

折しもカリフォルニアで金が発見され，
事態はさらに複雑になりました。教会員
の中には，富とより良い気候を求めてカリ
フォルニアへ移れば，生活はもっとたやす
く豊かになるだろうと考える人たちもいま
した。

こうした不満の空気の中で，ブリガム・
ヤングは教会員に説き教え，こう宣言しま
した。
「〔この盆地は〕神がその民のために定

められた場所です。
わたしたちはフライパンの中から火の中

へ，そして火の中から床の真ん中へとけり

七十人
ケビン・R・ダンカン長老

生死にかかわる事柄
わたしたちが知恵をもって生ける預言者と使徒たちを信頼し，そ
の勧告に従うことができますように。
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非常に大切なことなので，もう一度繰り返
します。
「1．預言者はすべての事柄について

主に代わって語る唯一の人である。
2 ．生ける預言者は，わたしたちにとっ

て標準聖典よりも重要である。
3 ．わたしたちにとって生ける預言者

は，過去の預言者よりも大切である。
4．預言者は教会を間違った方向に導

くことはない。
5．預言者はいつでも，いかなる主題

について語るときも，またいかなる行動を
起こすときも，特別にこの世的な訓練や
教育を受ける必要はない。

6 ．預言者はわたしたちに聖文を与え
るときに，『主がこのように言われる』と
宣言する必要はない。

7．預言者は必ずしもわたしたちが知
りたいことを告げるのではなく，知る必要
のあることを告げる。

8 ．預言者は人の理論に制約されない。
9．預言者は霊的および物質的ないか

なる物事についても啓示を受けることが
できる。

10．預言者は一般社会の問題に携わ
ることができる。

標の達成などの問題について，神は預言
者を通してどのように教えておられるで
しょうか。

預言者の教えは時代遅れだとか，人気
がないとか，さらには実行不可能だと思う
人もいるでしょう。しかし，神は秩序の神
であり，わたしたちが御

み

心
こころ

を知る方法を備
えておられます。「まことに主なる神はそ
のしもべである預言者にその隠れた事を
示さないでは，何事もなされない。」6 この
時満ちる神権時代の始めに，主は預言者
を通してわたしたちに御心をお伝えにな
ることを再確認されました。こう述べてお
られます。「わたしの言葉は……すべて成
就する。わたし自身の声によろうと，わた
しの僕

しもべ

たちの声によろうと，それは同じで
ある。」7

預言者を信頼し従うことは祝福や特権
以上のことです。エズラ・タフト・ベンソ
ン大管長は「わたしたちの救いはまさに
預言者に従うことにかかっています」と
宣言し，「預言者に従う14の原則」と呼ぶ
事柄について説明しました。今朝の部会
の中で，七十人会長会のクラウディオ・コ
スタ長老は，この14の原則について雄弁
に教えました。わたしたちの救いにとって

確かに，この教会の会員であることの
最高の祝福の一つは，神の生ける預言者
によって導かれているということです。主
はこう宣言しておられます。「この力とこの
神権の鍵

かぎ

を授けられる者は，地上におい
て同時期にただ一人しかいない。」4 今

こん

日
にち

の預言者であり教会の大管長であるトー
マス・S・モンソンは教会全体と全世界の
ために神の御

み

言
こと

葉
ば

を授かります。さらに，
わたしたちは大管長会の顧問と十二使徒
定員会の会員を，預言者，聖見者，啓示者
として支持しています。

凍傷の足で不毛の荒れ地を耕した初期
の聖徒たちにとって，預言者を信頼するに
は確かに信仰が必要でした。まさに生死
にかかわる事柄だったのです。けれども，
主は彼らの従順に報い，主の代弁者に
従った人々に祝福と繁栄をお与えになりま
した。

そして主は今日も，皆さんやわたしのた
めに同じことをしてくださいます。この世
の中には非常に多くの自己啓発書があり，
ありとあらゆる問題について助言や勧告
を与えてくれる自称専門家や理論家，教
育者，哲学者がたくさんいます。今日の進
歩した技術により，コンピューターのキー
を押すだけで，無数の問題に関する情報
を得ることができます。子育てから幸福
を見つける方法に至るまで，あらゆる問題
について助言を求めて，いともたやすく

「肉の腕」5 に頼る罠
わな

に陥ってしまいます。
中には価値のある情報もありますが，教会
員としてわたしたちは純粋な真理の源，す
なわち神御自身に頼ることができます。
主の預言者を通して主が与えられた啓示
を調べることで，自分の問題や疑問に対
する答えを探す方がよいのです。今日の
進歩した技術により，ほとんどの問題につ
いて，預言者の言葉がすぐ手の届くところ
にあります。結婚や家族の問題について，
神は預言者を通してどのように教えておら
れるでしょうか。教育や賢明な生活につ
いて，神は預言者を通してどのように教え
ておられるでしょうか。人生の幸福や目

スウェーデン，ストックホルム
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七十人
ジェリット・W・ゴング長老

愛する兄弟姉妹の皆さん，息子が
プロボの宣教師訓練センターに
いたとき，ゴング姉妹が息子と

同僚たちに焼きたてのパンを郵送したこ
とがありました。ゴング姉妹が受け取っ
た，宣教師たちからの感謝の言葉を紹介
しましょう。「ゴング姉妹，あのパンはふ
るさとの味がしました。」「ゴング姉妹，驚
きの一言に尽きます。あのパンは母の手
作りのエンチラーダ以来の絶品でした。」
そして，わたしのお気に入りはこれです。
思わず笑ってしまいました。「ゴング姉
妹，すばらしくおいしいパンでした。ゴン
グ兄弟とうまくいかなくなったら，わたし
と付き合ってください。」

宣教師を愛しています。姉妹，長老，
夫婦宣教師の一人一人を愛しています。
わたしたちは，回復されたイエス・キリス
トの福音を家族に初めて伝えてくれた特
別な宣教師に永遠に感謝することでしょ
う。福音に改宗すること，そして神殿の
聖約を交わすことで得る永遠の見地のお
かげで，永遠に続く家族のどの世代にも
豊かな祝福が与えられることが分かりま
す。感謝をもってこのことを証します。

ゴング家で初めて末日聖徒イエス・キ
リスト教会に改宗したのは母のジーン・
ゴングです。ハワイ州ホノルルに住む10代
の少女だった母は耳を傾け，知り，バプテ
スマと確認を受け，忠実であり続けていま
す。忠実な教会員たちは，母が教会員の
友達を作り，教会で召しを受け，引き続き
神の善い言葉で養われるよう助けてくれ
ました。現在使われている言葉で言う，
いわゆる新しい改宗者，ヤングシングルア
ダルト，また教会に戻って来た人をはじめ
とする一人一人が同じ聖徒となり神の家族
となると，1 何世代にもわたる人々に祝福が
もたらされるようになるのです。

母の面倒を見てくれた人たちの中にジェ
リット・デ・ジョン・ジュニアの家族がいま
した。デ・ジョンおじいさんは心のこもった
霊感あふれる言い回しを愛する言語学者
で，こんなことを言って子供のころのわた
しの想像力を刺激しました。「ブラックベ
リーの実は，赤いうちはまだ青い，つまり
若いんだよ。」今の若い人に向けてこれを
携帯用電子機器に応用するとこうなるで
しょうか。「教会でだれかがブラックベリー
の端末を使って何か読んでいると，若いビ

永遠に続く神殿の鏡――
家族についての証

あ か し

福音に改宗すること，そして神殿の聖約を交わすことで得る永遠
の見地のおかげで，永遠に続く家族のどの世代にも豊かな祝福
が与えられることが分かります。

11．預言者に従ううえで最大の障害を
持つ人とは，教養を誇る人と富を誇る人で
ある。

12 ．預言者はこの世と世の人々から必
ずしも好評を博することはない。

13 ．預言者とその顧問は，教会におけ
る最高の定員会である大管長会を構成す
る。

14．預言者とその会長会，すなわち生
ける預言者と大管長会に従う人は祝福を
受け，拒む人は苦難を受ける。」8

兄弟姉妹の皆さん，1848年当時の聖徒
たちのように，わたしたちは預言者に従う
ことを選ぶことも，肉の腕に頼ることもで
きます。わたしたちが知恵をもって生ける
預言者と使徒たちを信頼し，その勧告に
従うことができますように。わたしは彼ら
が善良な人々で，神から召されていること
を証

あかし

します。また，人生に取り組み，問題
への答えを見いだし，この世にあって平安
と幸福を得，自分自身の救いを守るため
に，彼らの言葉に従う以上に安全な方法
はないことを証します。このことを，主イ
エス・キリストの聖なる御

み

名
な

により証しま
す。アーメン。■

注
 1. ブリガム・ヤングの言葉，ウィルフォード・ウッ

ドラフ，The Utah Pioneers（1880年），23 で
引用

 2. ブライアント・S・ヒンクレー，The Faith of Our 
Pioneer Fathers（1956年），9－15。ゴードン・
B・ヒンクレー，“Remarks at Pioneer Day Com-
memoration Concert，”Ensign，2001年 10月
号，70－72 も参照

 3. ヒンクレー，The Faith of Our Pioneer Fathers , 
11－12；Ensign，2001年10月号，71 参照

 4. 教義と聖約 132：7
 5. 教義と聖約 1：19
 6. アモス 3：7
 7. 教義と聖約 1：38
 8. エズラ・タフト・ベンソン，“Fourteen Funda-

mentals in Following the Prophet,” 1980 
Devotional Speeches of the Year（ 1981
年），29－30 に収録



永遠に続く神殿の鏡を見ながら，妻と
わたしが両親にとっては子供であり，子供
に対しては親であり，祖父母にとっては孫，
孫に対しては祖父母であることが分かっ
てきました。子供と親，親と子供といった
永遠の役割を果たしながら学び，教えるに
つれて，わたしたちは人生の偉大な教訓
を少しずつ学んでいくのです。

聖文の中で救い主は「御父にして御子」5 
と表現されています。肉体に宿りながら
肉体を御父の御

み

心
こころ

に従わせられた救い主
は，苦痛，苦難，試練，病，そして死も受
けなければならないわたしたち，すなわち

こたちは 34 代目，孫はゴング家の 35 代目
として記録されます。永遠に続く神殿の
鏡の中では，世代の始めも終わりも見えま
せんでした。

次にわたしは，世代のつながりだけで
なく家族関係のつながりも心に描きまし
た。一方を見ればわたしは息子，孫，ひ孫
であり，1 代目のドラゴン・ゴングの子孫
です。そして別の方向を見ると，わたしは
父親，祖父，曾

そう

祖
そ

父
ふ

です。またわたしは，
妻スーザンを娘，孫，ひ孫として，反対側
では母親，祖母，曾祖母として見ることが
できました。

ショップは青くなるんだよ。」（訳注──ブ
ラックベリーとは通信機能を内蔵した携
帯情報端末のこと。英語の「読む」は「赤
い」と同じ発音になることがある。）

わたしの両親ウォルター・ゴングとジー
ン・ゴングは 3 度結婚式を挙げました。
家族のためには中国式，友人のためには
アメリカ式の結婚式をし，そして主の宮で
の神聖な儀式によって，この世と永遠にわ
たる結婚式を挙げたのです。

初等協会の子供たちは「いつの日か入
る神殿に」と歌っています。2 そして教会
の青少年は「神殿の儀式を受け〔る〕」と
誓っています。3

最近わたしは，主の宮でふさわしい男
女が聖約による祝福を受ける場に立ち会
いました。わたしは二人に，ハネムーンの
幸せを 50年間続けるように，そして 50年
たったら，2 回目のハネムーンを始めるよ
うにと勧めました。

わたしはこの麗しい夫婦と一緒に神殿
の鏡に映っていました。片方の壁に鏡が
あり，もう片方にも鏡があります。神殿の
鏡は互いにどこまでも反対側の鏡を映し，
そこに映っているものは永遠に続くように
見えます。

永遠に続く神殿の鏡は次のことを思い
起こさせてくれます。それは，人にはそれ
ぞれ「神の属性と神聖な行く末」 がある
こと，また「聖なる神殿において得られる
神聖な儀式と聖約は，わたしたちが個人
として神のみもとに帰り，また家族として
永遠に一つとなることを可能にする」4 こ
と，そして，愛と忠誠心の中でともに成長
することにより，わたしたちは子供たちに
人生の確かな土台を据え，神のみもとに
帰るための霊感と手段を与えることがで
きるということです。

わたしは，紀元 837 年（唐朝後期）に
中国南部で生まれた 1 代目のドラゴン・
ゴングに始まり，32 代目として記録されて
いる父に至るまでの世代を，永遠に続く
神殿の鏡に重ねてみました。弟と妹とわ
たしは 33 代目に当たり，息子とそのいと
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離すことはできないのである。」17

へりくだり証します。神は生きておられ
ます。そして「わたしたちの目から涙を完
全にぬぐい去ってくださいます。」18 ただ
し喜びの涙は別です。永遠に続く神殿の
鏡の中に，自分が汚れのない清い状態で
みもとに帰り，幾世代にもわたる家族が神
権の権能によって愛のうちに結び固めら
れ，「ホサナ，ホサナ，ホサナ」と叫ぶ姿を
見るとき，わたしたちは喜びの涙を流すこ
とでしょう。イエス・キリストの御

み

名
な

に
よって，アーメン。■

注
1． エペソ 2：19 参照
2 ． 「神殿に行きたいな」『子供の歌集』99
3 ． 「若い女性のテーマ」『若い女性――成長する

わたし』3
4 ． 「家族――世界への宣言」『リアホナ』2004 年

10 月号，49
5 ． モーサヤ 15：2 参照
6 ． アルマ 7：11－12 参照
7． 教義と聖約 88：6；122：5 － 8 も参照
8 ． イザヤ 53：5
9． マタイ 10：39
10. アルマ 34：14 参照
11. 教義と聖約 20：77，79 参照
12. モーサヤ 18：9
13. 教義と聖約 121：44
14.  「高きに満ちたる」『賛美歌』112 番
15. 教義と聖約 45：26；88：91 参照
16. 教義と聖約 1：30
17. ローマ 8：38 － 39
18. 黙示 21：4

の誠実さは死の縄目よりも強いのです。13 
御自身のみもとに引き寄せることで，救い
主はわたしたちを天の御父のみもとにまで
引き上げてくださいます。この世では不完
全な事柄もありますが，わたしたちは「救
いの計画　いかに尊し　憐

あわ

れみと愛の　神
の恵み」14 という詩にうたわれた贖

あがな

いの偉
大な計画を，天の御父が完全に成し遂げて
くださると信じることができるのです。

永遠に続く神殿の鏡に映る人々につい
て，わたしたちはある奇跡が起こることを
知っています。それは彼ら，つまりわたし
たちが変わることができるということで
す。ジーン・ゴングとウォルター・ゴング
が新しくかつ永遠の聖約に入ったとき，二
人は（1 代目のドラゴン・ゴングをはじめ
とする）先祖たちに結び固めを受けると
いう道を開き，子孫には聖約の中で生ま
れるという道を開きました。兄弟姉妹の
一人一人に手を差し伸べるとき，その人た
ちが受ける祝福は多くの世代に及ぶとい
うことを，どうか忘れないでください。

世の中は混乱していますが，15 主の唯一
まことの生ける教会 16 には信仰があって
恐れがありません。使徒パウロの言葉を
もって，わたしも厳粛に証します。
「わたしは確信する。死も生も，……
高いものも深いものも，その他どんな

被造物も，わたしたちの主キリスト・イエ
スにおける神の愛から，わたしたちを引き

御自分の民をどのように救うかを御存じ
です。6「万物の下に身を落と〔された〕」
ので，7 救い主はわたしたちの病を負い，
悲しみを担うことがおできになるのです。

「彼はわれわれのとがのために傷つけら
れ，われわれの不義のために砕かれたの
だ。……〔救い主〕の打たれた傷によっ
て，われわれは癒

いや

されたのだ。」8

天上で会議が開かれたときから，救い
主は御父の御心を行うことのみを求めら
れました。この御父と御子のかかわりに
ついて考えると，「わたしのために自分の
命を失っている者は，それを得る」9 とい
う矛盾とも思える言葉が理解できるように
なります。世の中は自己の利益を増やす
ことばかりを求めます。しかし人に自分自
身を救う力はありません。力は主がお持
ちです。無限かつ永遠 10 である救い主の
贖
しょく

罪
ざい

のみが時間と空間を超え，死，怒り，
憎しみ，理不尽，孤独，悲しみをのみ込む
のです。

時には，最善を尽くしても物事が悪い方
に進むことがあります。罪も汚れもない
小羊である救い主は，わたしたちととも
に，そしてわたしたちのために泣いてくだ
さっています。わたしたちがいつも御子
を覚えているならば，11 救い主は「いつで
も，どのようなことについても，どのような
所にいても」12 わたしたちとともに立つこ
とがおできになります。救い主がお持ち
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十二使徒定員会
ニール・L・アンダーセン長老

愛する世界各地にいる兄弟姉妹の
皆さん，生活の中で信仰と勇気
を示してくださっている皆さん

に，わたしの心からの称賛をお伝えしま
す。わたしたちは，最もすばらしい時代で
あるとともに問題の多い時代に生きてい
ます。

主は行く手にある危険について警告して
おられる

主のみもとへ帰る目標を目指すわたし
たちを，主は独りにしてはおられません。
行く手にある危険について警告する主の
御
み

言
こと

葉
ば

に耳を傾けてください。「気をつ
けて，目をさましていなさい。」1 「欺かれ
ないように気をつけなさい。」2 「用心深く
また注意深くあり〔なさい。〕」3 「あなた
がた自身の確信を失うことのないように
心がけなさい。」4

この世の影響を受けない人はだれもい
ません。主の勧告のおかげで，わたした
ちは常に用心深くいられます。

皆さんは，イエスがカペナウムでされた
経験を思い起こすことでしょう。救い主に
ついて来た弟子たちは，イエスが神の御子
であられるということを受け入れようとし
ませんでした。聖文には，「それ以来，多
くの弟子たちは……もはやイエスと行動を
共にしなかった」5 と書かれています。

その後，イエスは十二使徒に向かって
お尋ねになりました。「あなたがたも去ろ
うとするのか。」6

あなたがたも去ろうとするのか
わたしは心の中でその質問に何度もこ

う答えてきました。「とんでもない。わた
しは決して主を離れません。永久にみそ
ばにいます。」皆さんも同じように答えてき
たことでしょう。

しかし，「あなたがたも去ろうとするの
か」という問いを聞くと，自分自身の弱さ
について考えさせられます。人生は霊的
にそうたやすくありません。別の場面で

「主よ，まさか，わたしではないでしょう」7 
と言った使徒たちの言葉が静かに心によ
みがえります。

わたしたちは喜びと期待をもってバプテ
スマの水に入ります。救い主は「わたしの
もとに来る」8 よう招いておられ，わたした
ちはそれに応じ，主の御

み な

名を受けます。
霊的な旅路を短期間の軽薄な旅で終わら
せることや，限られた期間だけとても活発
に過ごすことを望む人はいないでしょう。
弟子としての道は，霊的な心の弱い者に
は難しいものです。イエスはこう言われま
した。「心をつくし，精神をつくし，思いを
つくして，主なるあなたの神を愛せよ。」9 

「だれでもわたしについてきたいと思うな

ら，自分を捨て，自分の十字架を負うて，
わたしに従ってきなさい。」10

救い主に従って行くにつれ，必ず，難し
い問題が立ちはだかります。信仰をもっ
て対処するとき，わたしたちを精錬するこ
れらの経験は生ける救い主へのさらなる
深い帰依へと導いてくれます。しかし，こ
の世の方法で対処すると，同じ経験でも
視界が曇り，わたしたちの決意が揺らぐこ
ともあります。わたしたちが愛し称賛する
人たちの中にも，細くて狭い道からそれ，

「もはやイエスと行動を共にしな〔い〕」人
が出てきます。

ずっと忠実でいるには
救い主と主の福音，主の神権の儀式に

ずっと忠実でいるにはどうしたらよいで
しょうか。主から決して離れない信仰と
強さをはぐくむにはどうしたらよいでしょ
うか。

イエスはおっしゃいました。「心をいれ
かえて幼

おさ

な子
ご

のようにならなければ，天国
にはいることはできないであろう。」11 幼
子のように信じる心が必要です。

主の贖
しょく

罪
ざい

の力により，わたしたちは「子
供のように従順で，柔和で，謙

けん

遜
そん

で，忍耐
強く，愛にあふれた者となり，子供が父に
従うように，主が〔わたしたち〕に負わせ
るのがふさわしいとされるすべてのことに
喜んで従わな」12 ければなりません。こ
れが心の中の大きな変化です。13

わたしたちは間もなく心の変化が必要
な理由が分かります。二つの言葉が行く
手を阻む危険を警告してくれます。それ
はつまずきと恥じる思いです。

つまずかないという選択をする
救い主が神の御子であられるというこ

とに心を乱した人々に，イエスはお尋ねに
なりました。「このことがあなたがたのつ
まずきになるのか。」14 種まきのたとえの
中でイエスはこう警告されました。「〔そ
の人は〕しばらく〔堪え忍ぶが〕，御

み

言
ことば

の
ために困難や迫害が起ってくると，すぐつ

決して主を離れず
皆さんがつまずかない，または恥ずかしく思わない方を選ぶなら，
主の愛と承認を感じると約束します。そして自分がもっと主に似た
人物になっていくことが分かるでしょう。
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います。23 天使は，指をさしてあざけり笑
うことは世の人々の高慢と知恵を表してい
ると説明しました。24

ニーファイは「わたしたちは，彼らのこ
とを気に留めなかった」25 とはっきり述べ
ています。

悲しいことに，勇気がにぶった人もいま
した。聖文はこう述べています。「人々
は，その実を味わった後にあの人々にあ
ざけり笑われたので恥ずかしく思い，禁
じられた道に踏み込んで姿が見えなく
なってしまった。」26

キリストの弟子として，わたしたちは多
くの点で世の中から離れて立っています。
わたしたちにとって神聖なものが指ささ
れ，あざけり笑われ，退けられて，不快に
思うときもあるでしょう。27 トーマス・Ｓ・
モンソン大管長はこう勧告しました。「証

あかし

がしっかりと根付いていないと，皆さんの
信仰を疑う人々のあざけりに立ち向かうこ
とは困難になります。」28 ニーファイは，彼
らのことを「気に留めな〔い〕」ようにと言
いました。29 パウロはこう説いています。 

「神がわたしたちに下さったのは，臆
おく

する
霊ではな〔い。〕……あなたは，わたした
ちの主のあかしをすること〔を〕，……恥
ずかしく思ってはならない。」30 わたした

フレデリック・G・ウィリアムズから学ぶ
べきすばらしい教訓は，「彼自身の弱さが
何であれ，誘惑に負けて恨みを抱くことも
容易にできたときに，主と預言者と教会に
対する忠誠を新たにする強い性格が彼に
はあった」19 ということです。1840年の春，
彼は総大会に姿を現し，過去の行為に対
する赦しを謙虚に求め，以後は神の御

み

心
こころ

を行うという強い決意を示しました。彼の
件はハイラム・スミスによって提示され，
彼は完全に赦されました。最後は忠実な
教会員として生涯を閉じました。

わたしは最近，ブラジル・レシフェ神殿
の神殿会長に会いました。彼の名前はフ
レデリック・G・ウィリアムズです。会長は
高祖父の高潔な決断が自分の家族と何百
人もの子孫にいかに祝福をもたらしたか
を語ってくれました。

恥じないという選択をする
つまずきは恥じる思いという，心をむし

ばむ感情を伴います。
モルモン書には，命の木についてのリー

ハイの示現について書かれています。そ
の示現によると，気高い人々が「鉄の棒に
すがりながら暗黒の霧の中を押し進み」，
到着して「その木の実を食べ」ました。20

ニーファイはその木は「神の愛」の表れ
であり21 ，心が「非常に大きな喜びに満た
され」る実をつけると述べています。22

その実を食べた後，リーハイは「一つ
の大きく広々とした建物」を見ました。

「その建物は，老
ろう

若
にゃく

男
なん

女
にょ

を問わず人々で
いっぱいであった。この人々の衣服……
は，非常に華やかであった。そして彼ら
は，その木の……実を食べている人々を
指さし，あざけり笑っ〔た〕」と書かれて

まずいてしまう。」15

つまずきは様々な衣装をまとい，絶えず
わたしたちの前に現れます。信じていた
人に期待を裏切られる。予想外の困難に
遭遇する。人生が思いどおりに行かない。
間違いを犯し，ふさわしくないと感じ，赦

ゆる

されるかどうか心配する。教義のある点
に疑問を抱く。150年前に教会の説教壇
で言われたことに心を悩ます。子供たち
が不当に扱われる。無視されたり過小評
価されたりする。問題は幾らでも挙げる
ことができます。どれもそのときにはきわ
めて重要に思える問題です。16

心が弱くなると，サタンはわたしたちの
霊的な約束を奪おうとします。注意して
いないと，傷ついた子供のようなわたした
ちの霊は，救い主の温かい癒

いや

しの光に背
を向け，元の冷たく暗い自我の殻へ後戻
りしてしまいます。

1835年にパーリー・P・プラットが不
当な裁きを受け，本人も家族も当惑し，恥
ずかしい思いをしたとき，預言者ジョセ
フ・スミスはこう勧告しました。「パー
リー，……そのようなことを気にしてはな
りません。全能の神があなたとともにお
られます。」17

もう一つの例です。 1830年，著名な医
師のフレデリック・G・ウィリアムズがバ
プテスマを受けました。彼はすぐに自分
の才能と財産を教会にささげました。教
会の指導者になり，カートランド神殿の用
地として土地を寄付しました。ところが
1837年，当時の困難な状況に巻き込まれ，
大きな間違いを犯しました。主は啓示の
中で，「〔彼の〕罪の結果，〔教会の指導者
としての〕以前の地位は〔彼〕から剥

はく

奪
だつ

された」18 と宣言されました。
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うか。もちろん，そんなことはありません。
しばらくは答えを見いだせないままで，後
に理解することになるものもあります。

すべてが公平になるのでしょうか。そ
んなことはありません。わたしたちは是
正できないことを受け入れ，傷つけられて
も赦します。

時には疎外感を味わうことがあるでしょ
うか。もちろんあります。

時には主の教会に対して少数の人が怒
りを抱き，弱い人がどうにか保っている信
仰を奪おうとするのを見て驚くことがある
でしょうか。36 はい，あります。しかし，そ
のことが教会の発展や行く末を妨げるこ
ともなく，主イエス・キリストの弟子として
歩むわたしたち一人一人の霊的な進歩を
遅らせることもありません。

決して主を離れず
わたしは次の賛美歌の歌詞が好きです。

「主，われに頼るものの霊
敵の手には渡し得ず
地獄，彼に迫るとも
われその霊を見捨てはせず
必ずわれは見捨てず」37

わたしたちはこの世では完全になるこ
とはありませんが，主イエス・キリストを信
じる信仰を働かせ，聖約を守ります。モ

ことはできないのでしょうか。」「日曜日に
したいことをしながら主を愛することはで
きないのでしょうか。」イエスは簡潔に答
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，わたしのいましめを守
るべきである。」32

次のように問う人もいるでしょう。「ほ
かの宗派にもキリストを愛している人はた
くさんいるのではないでしょうか。」もちろ
んいます。しかし，末日聖徒イエス・キリ
スト教会の会員として，わたしたちは聖書
だけでなくモルモン書からも主が実際に
おられるという証を得ており，主の神権が
地上に回復されたことを知っています。
主に従うという神聖な聖約を交わし，聖霊
の賜

たま

物
もの

が授けられています。また，主の
聖なる神殿で力が授けられ，主が地上に
戻って来られる輝かしい再臨の準備に参
加しています。こうした真理をまだ受けて
いない人 と々，わたしたちのあるべき姿を
比較することはできません。「多く与えら
れる者からは多く求められ」るのです。33

主はこうおっしゃいました。「あなたは
自分で選ぶことができる。」34

皆さんがつまずかない，または恥ずかし
く思わない方を選ぶなら，主の愛と承認
を感じると約束します。そして自分がもっ
と主に似た人物になっていくことが分か
るでしょう。35

わたしたちはすべてを理解するのでしょ

ちは決して主から離れません。
昨年，ディーター・F・ウークトドルフ管

長に同行して東ヨーロッパへ行ったとき，
聖徒たちの信仰と勇気に感銘を受けまし
た。ウクライナのある神権指導者は，バ
プテスマを受けてからわずか半年後の
1994年春に支部会長に召されたと話して
くれました。この召しを受ければ，自分
の信仰を公にすることと，ドニプロペトロ
フシク市に教会を登録する手助けをする
ことが求められます。当時ウクライナは
不安定な時代でした。キリストと回復さ
れた福音を信じる信仰を公に示すなら，
パイロットとしての仕事を失うなど，困難
な問題にぶつかる可能性もありました。

その神権指導者はこう言いました。「わ
たしは何度も祈りました。わたしには証
がありましたし，聖約を交わしていました。
主がわたしに望んでおられることを知っ
ていました。」31 この夫婦は，勇気を出し，
信仰をもって前進したのです。イエス･ キ
リストの福音を恥としませんでした。

多く与えられる者からは，多く求められる
次のように問う人もいるでしょう。「ほ

かの人々とそれほどまでに異なっている
必要があるのでしょうか。」「自分の行動
についてそれほど考えずに，キリストの弟
子でいることはできないのでしょうか。」

「純潔の律法を守らずにキリストを愛する
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 24. 1 ニーファイ 11：35 － 36；12：18 －19 参照
 25. 1 ニーファイ 8：33
 26. 1 ニーファイ 8：28 。強調付加
 27. ボイド・K・パッカー会長はこう述べた。「お

もにテレビ〔とインターネット〕の影響により，
わたしたちはあの広々とした建物を外から眺
めているのではなく，実際にはその建物の中
で生活しています。」（「リーハイの夢に自分の
姿を見いだす」『リアホナ』2010 年 8 月号，
29）

 28. モンソン大管長はこうも述べている。「リーハ
イの示現の大きく広 と々した建物は，神の御

み

言
こと

葉
ば

をあざける世の人々，御言葉を信じ，救い主
を愛し，戒めを守る人たちをあざ笑うこの世の
人々を表しています。」（トーマス・Ｓ・モンソン

「勇気を持てるように」『リアホナ』2009 年
5 月号，126）

 29. 1 ニーファイ 8：33
 30. 2 テモテ 1：7－ 8
 31. アレクサンドル・ダビドフとの個人的な会話，

および 2010 年 7 月 16 日に録音された彼の口
述記録の翻訳文から引用 

 32. ヨハネ 14：15
 33. 教義と聖約 82：3
 34. モーセ 3：17
 35. 1 ニーファイ 19：9 参照
 36. 2 ニーファイ 28：20 参照
 37. 「主のみ言葉は」『賛美歌』46 番
 38. トーマス・Ｓ・モンソン『リアホナ』2009 年

5 月号，123 －127 参照
 39. ヨハネ 6：67
 40. ヨハネ 6：68 － 69

注
 1 マルコ 13：33
 2. 教義と聖約 46：8
 3 教義と聖約 42：76
 4. 2 ペテロ 3：17
 5. ヨハネ 6：66
 6. ヨハネ 6：67
 7. マタイ 26：22
 8. 3 ニーファイ 9：14
 9. マタイ 22：37
 10. マルコ 8：34
 11. マタイ 18：3 。 マルコ 10：15 ，ルカ 18：17，

3 ニーファイ 9：22 ，11：37－ 38 も参照
 12. モーサヤ 3：19
 13. アルマ 5：14 参照
 14. ヨハネ 6：61
 15. マタイ 13：21
 16. デビッド・A・ベドナー「何ものも彼らをつま

ずかすことはできません」『リアホナ』2006年
11 月号，89 － 92 参照

 17. ジョセフ・スミス，Autobiography of Parley 
P. Pratt ， パーリー・P・プラット・ジュニア編

（1938年），118 で引用
 18. History of The Church ，第 3 巻，46 ，脚注
 19. フレデリック・G・ウィリアムズ，“ Frederick 

Granger Williams of the First Presidency 
of the Church,” BYU Studies , 第 12 巻，第
3 項（1972 年），261

 20. 1 ニーファイ 8：24
 21. 1 ニーファイ 11：25
 22. 1 ニーファイ 8：12
 23. 1 ニーファイ 8：26 － 27。 33 節も参照

ンソン大管長はこう約束しました。「絶え
ず養いを与えるなら，証が皆さんを安全
に守ってくれるのです。」38 わたしたちは，
聖文にあるキリストの言葉を毎日よく味わ
いながら，霊の根を深く伸ばしていきま
す。わたしたちに道を示すために与えら
れた生ける預言者の言葉を信頼します。
絶えず祈り，わたしたちを導き，霊に平安
を告げてくださる聖霊の静かな声に耳を
傾けます。どのような困難な問題が起き
ても，決して，決して主を離れません。

救い主は弟子たちにお尋ねになりまし
た。「あなたがたも去ろうとするのか。」39

ペテロは答えました。
「主よ，わたしたちは，だれのところに

行きましょう。永遠の命の言
ことば

をもってい
るのはあなたです。

わたしたちは，あなたが神の聖者であ
ることを信じ，また知っています。」40

わたしも同じ証を持っています。そのこ
とを，イエス･ キリストの御

み

名
な

により，証し
ます。アーメン。■
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信仰を正しく理解し働かせるなら
ば，信仰の持つ影響力は絶大で
広範囲に及びます。そのような

信仰はわたしたちの生活を，感傷的であ
りふれた日常の活動から，喜びと幸福の
交響曲に変えることができます。信仰を
働かせることは，天の御父の幸福の計画
に欠かせません。しかし，真の信仰，救
いに至る信仰は，主イエス・キリストを中
心とし，また，その教義と教えを信じる信
仰，主の油注がれた者である預言者の教
えを信じる信仰，人生を変える力のある自
分の隠れた特性や特質を見いだす能力を
信じる信仰を中心とするものです。まさ
に，救い主を信じる信仰は，行動と力の原
則です。

信仰は創造の基本的な構成要素です。
確かに，救い主イエス・キリストは，天の
御父の指示の下，救い主としての御自身の
役割に信仰を行使しておられます。主は
信仰を行使することによって，銀河系から
最も遠くにある星雲だけでなく，今

こんにち

日わた
したちが知る物質の最も小さな構成要素
である粒子，クオークをもお造りになりま
した。しかし，驚嘆すべき創造にはクオー
クよりもさらに小さな構成要素があると，

わたしは信じています。
神殿で結び固められる夫婦が示すのは

未来を信じる信仰です。彼らはイエス・
キリストの教えと天の御父の幸福の計画
に従うことで，二人の生活が喜びに満ちた
ものとなることを理解しています。試練に
遭っても，その目的とするところは人を成
長させることなので，生産的かつ人格を築
く形で克服する道が聖霊の促しを通じて
見いだせるということを認識しています。

信仰と人格の間には，密接な関係があ
ります。神の戒めに従う力を信じる信仰
は，必要に迫られたときに役立つ人格的
な強さを築いてくれます。このような人格
は，大きな試練や誘惑に遭う瞬間に培わ
れるものではありません。そのような瞬間
には，すでに培った人格を用いなければ
ならないのです。真の原則を信じる信仰
を働かせるなら人格は築かれます。強め
られた人格は，さらなる信仰を働かせる
能力を増します。その結果，人生の試練
を乗り越えていく能力と確信がさらに強く
なります。そして，人格が強まれば強まる
ほど，信仰の力を働かせることによる恵み
をより受けられるようになるのです。信仰
と人格がどのように作用し合い，互いを強

め合うのかが分かるでしょう。人格とは，
原則や教義，従順という糸を根気よく編
んでできる織物のようなものなのです。

ヒュー・B・ブラウン管長は，こう語っ
ています。「人生でどのような状況に置か
れているかにかかわらず，人は信仰によっ
てのみ偉大で霊的に価値あるものを手に
することができます。人は信仰を持たず
に生きていくことはできません。なぜな
ら，人生の冒険で中心となる課題は人格
形成であり，人格形成は理屈の産物では
なく，理想を信じる信仰と，犠牲を払って
理想に専心することから生まれるものだ
からです。」（Conference Report, 1969年
10 月 , 105）わたしたちは行いによって信
仰を働かせます。ジョセフ・スミスは次の
ように語っています。「信仰は行動と力の
原則です。」（Lectures on Faith〔1985年〕, 
72）

わたしたちは，自分がそうありたいと
願う人物になります。そのためには首尾
一貫して毎日，自分がそうなりたいと願う
人物であらねばなりません。義にかなっ
た人格は，皆さんがなろうとしている人物
が備えるべき大切な特質です。義にかなっ
た人格は，今手にしているいかなる物質，
学習によって得たいかなる知識，あるいは
これまでに達成したいかなる目標よりも
ずっと大切です。たとえこの世がそういっ
た事柄をどれほど称賛しようともです。現
世という特権をどれほど有効に使ったか
判断するために来世で評価されるのは，
皆さんの人格だからです。

サタンもそのほかのいかなる力も，皆さ
んの培った人格を破壊したり，傷つけた
りすることはできません。そうすることが
できるのは，自分自身の不従順だけです。
非の打ちどころのない人格は，欺きや背き
にむしばまれるときに，価値のない灰へと
変わるのです。

道義をわきまえた強固な人格は，人生
の試練と試しの中で一貫して正しい選択
をした結果として培われるものです。この
ような正しい選択は，自分が信じる事柄

本質を変える信仰の力
と人格
一貫して義にかなった生活から，内なる力と強さが生まれます。こ
の力と強さは，罪や背きという浸食作用に対して永続する抵抗力
があります。
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き，従順にこたえる能力が高まります。一
貫して信仰を働かせれば，強固な人格が
形成されます。皆さんの人格の成長を支
える確かな土台は，イエス・キリストとそ
の教えを生活の中心とすることによって築
かれるのです。

この地上の幸福だけでなく，永遠の救
いを得るには，多くの正しい選択をする必
要がありますが，難しい選択は一つもあり
ません。それらの選択が合わさると，罪
や背きという浸食作用に抵抗できる人格
が形成されます。高潔な人格は，厳選さ
れた素材でできた貴重な磁器と同様，信
仰によって形作られ，一貫性のある義に
かなった行いで念入りに整えられ，人を向
上させる経験という窯で焼かれます。非
常に美しく大変貴重です。しかし，罪に
よって瞬く間に破損することもあります。
元に戻すには，痛みを伴い，長期に及ぶ
努力が必要となります。自制心で保護さ
れれば，義にかなった人格は永遠に存続
します。

物質的な事柄自体が，地上における幸
福や満足，達成の喜びを生み出すことは
ありません。わたしたちを昇栄へと導くこ
ともありません。人生にその進むべき方
向を与えるのは，人格の高潔さ，すなわち
無数の義にかなった決断で培われた内な
る強さと確信です。一貫して義にかなっ
た生活が，内なる力と強さを生み出すので
す。この力と強さは，罪や背きという浸食
作用に対して永続する抵抗力があります。
イエス・キリストを信じ神の戒めを守るこ
とによって，皆さんは自分の人格を強化す
ることができます。皆さんの人格は，皆さ
んが今まさにどのような人物になろうとし
ているかを示す尺度です。それはこの試
しの生涯の間，地上での時間をどれほど
有効に使っているかを示す証拠です。

わたしたちのだれもが「支払った分だ
け手に入る」という格言の意味を理解し
ています。この格言は霊的な事柄にも当
てはまります。従順，イエス・キリストを
信じる信仰，学んだ真理を地道に実践す

自分が見ていないからということで疑って
はならない。信仰が試されてからでなけ
れば，証

あかし

は得られないからである。」（エテ
ル 12：6）ですから，皆さんが「信仰を試
す」度に，つまり何らかの印象に従ってふ
さわしい行動をする度に，御霊による確
認の証を受けるのです。たとえ確信がな
くても最善の判断に従い信仰を働かせな
がら歩むとき，ほかの方法では得られな
い答えに導かれるでしょう。どんなに強
い信仰があっても，神が望みに応じてす
ぐに報いてくださるとは限りません。むし
ろ，神は，永遠の計画の中で皆さんにとっ
て最もふさわしい方法で，最も実り多いと
きに，おこたえになるのです。時として，
神は皆さんが答えを受けるまで長い間苦
しむに任せられることがありますが，感謝
してください。そのような経験を通じて，
皆さんの信仰が増し，皆さんの人格が培
われるからです。

人格の基礎となるのは高潔さです。ふ
さわしい人格を培うと，御霊の導きに気づ

に信頼を置くときに行うことができます。
また，そのような信条に従って行動すると
きに，その信条が正しいというさらなる確
信が得られます。

信仰の基となる力の原則としてどのよう
なものがあるでしょうか。

• 神を信頼する。どんなに難しい状況で
も，必要なときには神が喜んで助けてく
ださると信じる。

• 神の戒めに従って生活し，信頼に足る
人物であることを神に示す。

• 聖なる御
み

霊
たま

の静かな促しに敏感になる。
• 御霊の促しに，勇気をもってこたえる。
• 神があなたの成長のためにあなたが苦

しむままにされているとき，また，長期
にわたって答えが少しずつしか与えら
れないときに，忍耐し，広い視野に立っ
て考える。

「信仰とは待ち望んでいながらまだ見て
いないものである……。あなたがたは，
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いは背信行為があれば，必ず，ほかにも同
様の行為はないかという疑念が生じます。
周囲の人が抱いていた信用や信頼が根底
から覆されるのです。

この現世は試しの場です。試しにどれ
ほど正しく向き合うかで，皆さんの人格が
どれほどしっかりしたものとなるかが決ま
ります。イエス・キリストを信じる信仰と
その教えを信じる信仰が皆さんの人格を
高めてくれます。

わたしには自分で検証した事柄があり
ます。それは，信仰，祈り，愛，謙

けんそん

遜といっ
た概念は，経験を通して，また，聖

きよ

き御霊
の導きに助けられて，自分の特性となるま
では，何の重要な意味も持たないし，何の
奇跡ももたらさないということです。若い
ころは，福音の教えは頭で学び，理性と分
析の力でその大切さを理解できると思って
いました。しかし，福音にはわたしの能力
と想像力の限界を超えてわたしを高めて
くれる途方もない力があると実感できた
のは，それらの教えを忍耐強く実行し続
け，聖き御霊がその意味を心にしみ込ませ
深く理解させてくれてからのことでした。
真心から奉仕しているとき，神がわたしの
人格を築いてくださることに気づきました。
神は御霊の導きを認識する能力を高めて
くださいました。福音の計画の持つ特徴
は，主に勧められていることを行うことに
よって，現世で平安と豊かな充実感を得
るために必要なあらゆる理解，あらゆる
能力が与えられるということです。またそ
れは，主のみもとで永遠に幸福な生活を
送るために必要な備えにもなります。

証は，教えや義にかなった行いが正当
なものであることを確認する霊的な印象
によって強められます。しばしばそのよう
な導きには強烈な感情が伴います。涙が
込み上げてきて，声が詰まることもありま
す。しかし，証は感情ではありません。
証は，無数の正しい決断から生じる糸で
織りなされた人格にとって，不可欠な要素
です。自分が信じるもの，少なくとも最初
のうちは，信じていながらまだ見ていない

から離れさせる多くの巧妙な誘惑にいつ
もさらされることになります。好ましくな
い選択をしても正当化します。それほど
悪い選択ではないとか，社会に受け入れ
られやすく，仲間もたくさんできる選択は
こちらの方だとか主張するのです。支え
となる原則がなくても器用に立ち回れば，
一時的に目覚ましい業績を上げることは
できます。しかし，そのような業績は，砂
の城のようなものです。人格の試しに遭
うと，粉々に崩れてしまいます。その過程
で，往々にして，ほかの業績まで台なしに
してしまいます。罪を犯した人が戒めに
背いたことをどれほど入念に隠そうとして
も，やがては，まず間違いなく，公の知る
ところとなります。サタン自身がそうなる
ように仕向けるからです。サタンとその手
下は，天の御父の子供たち一人一人に可
能な限りの害を及ぼそうと決意していま
す。たった一度でも重大な違反行為ある

ることにおいても，自分が支払った分だ
け手に入るのです。皆さんが手に入れる
のは，磨かれた人格と高められた能力で
あり，試され喜びを得るという地上での目
的を立派に成し遂げた生涯です。

人生において消極的であってはなりま
せん。さもなければ，ふさわしく生活しよ
うとする皆さんの努力を生まれながらの
人がやがて台なしにしてしまいます。皆さ
んの行いと考えが，皆さんの将来を決め
ます。人格に足りない部分があると，人
は欲望を満たしたり，個人的利益を追求
したりするよう強いられることになります。
見せかけの強さでひ弱な人格をしっかり
と支えることなどできません。

目の前の状況に左右されて決断を下す
人は，いつの日か，ほぼ確実に重大な罪
を犯すことになります。真理という鉄の棒
もそのような人を正しい道にとどめておく
ことはできません。そのような人は，戒め
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べての原則が調和しながら，互いに強め
合っています。これらの原則を絶えず熱
心に実行することで，強固な人格が形成
され，人生の試練を幸福への足掛かりに
変えていく能力が，今もとこしえにも増し
加えられます。以下がその原則です。

• 主イエス・キリストを信じる信仰，およ
びイエス・キリストの計画を通して達成
する力が得られるという信仰。

• してはいけないことをした誤り，あるい
はするべきことをしなかった誤りの結
果を正すための悔い改め。

• 生活に力と指針を与えてくれる主の戒
めに対する従順。

• 周りの人の生活を豊かにする無私の奉
仕。

義にかなった生活を送ろうと決心して
いるのなら，落胆しないでください。今は
つらい人生のように見えても，あの真理の
鉄の棒にしっかりとつかまっていてくださ
い。皆さんは，自分で気づいている以上
に進歩しているのです。一貫して神の戒
めに従うとき，皆さんの苦難は，人格，自
制心，そして天の御父と救い主の約束に
対する確信をいっそう確かなものとしま
す。聖霊の促しによって，皆さんが，人格
を高め，多くの喜びと幸福をもたらす決断
を常に下せますように，イエス・キリスト
の御

み

名
な

によって，アーメン。■

要約すると──

• 神は皆さんの信仰を用いて，皆さんの
人格を形成されます。

• 人格は，皆さんが今まさになろうとして
いる人物の姿を映し出すものです。

• 強固な人格は，一貫して正しい選択を
した結果生まれるものです。

• 人格の根底にあるのは高潔さです。
• 人格が強められれば強められるほど，

信仰を働かせる能力は増します。

謙遜とは，御霊を通して高い所から教え
を受けることを可能にし，元々は主からの
霊感であった源，例えば，聖文や預言者の
言葉から教えを受けることを可能にする
特質です。謙遜とは，義にかなった人格
をはぐくんでくれる貴重で肥

ひ

沃
よく

な土壌で
す。そこで本人の成長という種が発芽し
ます。信仰を働かせることで耕され，悔い
改めによって刈り込まれ，従順と善い行い
という囲いによって守られた種は，霊的な
導きという実を結びます。その結果として，
神の霊感と力，すなわち，主の御心を知る
霊感，霊感により知った御心を果たす能力
を高める力が得られるのです。

わたし自身の人生にこの上なく深い平安
と幸福感をもたらしてくれた 4 つの原則を
分かち合いたいと思います。主はその永遠
の計画においてこれらの隅石を確立され
ました。その一つ一つが不可欠です。す

ものに信頼を置くときに，このような選択
を行うことができます。強い証は，平安と
慰め，そして保証をもたらします。強い証
は，救い主の教えにいつも従っていれば，
人生はすばらしいものとなり，将来は安定
したものとなり，人生で遭う試練を克服す
る力が得られる，という確信を生むのです。
証は真理を理解することによって強くなり
ます。真理は祈ったり聖文に記された教
義について深く考えたりすることで徐々に
明らかにされます。約束された結果が得
られるという不動の確信に支えられた信
仰を持ち，真理に従った生活を送ること
によって，証ははぐくまれていきます。

皆さんの証は，什
じゅう

分
ぶん

の一の律法に喜ん
で従うときに，また，断食献金をささげる
ときに強くなります。主はこのことを通じ
て皆さんを豊かに祝福されます。皆さん
の証が強められると，サタンはさらに激し
く誘惑しようとします。サタンの働きかけ
に負けないでください。皆さん自身が強く
なればなるほど，サタンから受ける影響は
弱くなります。

サタンの影響力は世界で増大していま
すが，それは同時に，わたしたち自身の強
さを証明する環境が与えられているとい
うことでもあります。今日，サタンは大混
乱を引き起こしていますが，サタンの最終
的な運命はイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

と復活
によって決まっています。サタンは勝利を
得ないのです。今でも，サタンは主が設
けられた境界内で活動することしかでき
ません。すでに与えられたいかなる祝福
も取り去ることはできません。義にか
なった決断の蓄積により築かれた人格を
変えることもできません。聖なる宮で結ば
れた夫婦と子供の間の永遠のきずなを断
ち切ることもできません。真の信仰を失
わせることもできません。皆さんの証を取
り去ることもできません。そうです。これ
らはわたしたちがサタンの誘惑に負けると
きに失われます。しかし，サタンは自分自
身の力でそれらを破壊することはできな
いのです。

アイルランド，ダブリン
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葉にも，行状にも，愛にも，信仰にも，純潔
にも，信者の模範になりなさい。」4 この
勧めは当時と同様，今日のわたしたちにも
当てはまります。専任宣教師に当てはま
り，教会員各自にも等しく当てはまります。
専任宣教師であろうと，会員であろうと，
わたしたちはイエス・キリストの信者とし
て良い模範となるべきです。

専任宣教師
5 万 2,000 人以上の専任宣教師が世

界の 340 の伝道部で奉仕しています。彼
らは信者であり，主の献身的な僕

しもべ

です。
彼らの目的は「人々にキリストのもとへ来
るよう勧めることです。そのために……
イエス・キリストとキリストの贖

あがな

いを信じ
る信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の賜

たま

物
もの

を受けること，最後まで堪え忍ぶことを
通して，彼らが回復された福音を受け入れ
られるよう助けるのです。」5

テモテのように，ほとんどの専任宣教
師は年若い男性です。そのほかにも，姉
妹やシニア宣教師がいます。わたしたち
はどの宣教師も愛しています！ 宣教師は
神の子供たちの人生をよりよくするために
奉仕します。天の御父は一人一人の子供
を愛しておられます。もちろん，それは彼
らの御父だからです。御父は子供たちに
最も大いなる賜物，すなわち永遠の命を
授けたいと望んでおられます。6 どこで奉
仕していても，宣教師はこれらのことを教

愛する兄弟の皆さん，今
こ

宵
よい

，わたし
たちは世界各地で集っていま
す。すばらしい専任宣教師もい

ます。専任宣教師は皆立ってくださいま
すか。いずれの会場かは問わず，長老と
伝道部会長会は立ってください。皆さんに
感謝しています。ありがとうございます。
皆さん一人一人を愛しています。どうぞ
座ってください。

時折，なぜ宣教師がいるのか思い出す
必要があります。それは，主が次のように
命じられたからです。
「それゆえに，あなたがたは行って，す

べての国民を弟子として，父と子と聖霊と
の名によって，彼らにバプテスマを施し，

あなたがたに命じておいたいっさいの
ことを守るように教えよ。見よ，わたしは
世の終

おわ

りまで，いつもあなたがたと共にい
るのである。」1

これはイエス・キリストの完全な福音
が回復されたおかげで新たにされた戒め
の一つです。今

こん

日
にち

も新約時代と同じよう
に宣教師が奉仕しています。使徒行伝に
は地上における主の務めの後に使徒やほ
かの弟子が行った初期の伝道について記
されています。タルソのサウロの驚くべき

改宗とバプテスマ 2 についても記されてい
ます。サウロは以前，「主の弟子たちに対
する脅迫，殺害の息をはずませ〔て〕」3 ，揺

よう

籃
らん

期の教会の会員を迫害していました。
そのような始まりから，サウロは改心して
パウロとなり，主の最も偉大な宣教師の一
人となりました。使徒行伝の後半に当た
る15の章には，パウロと同僚たちの宣教
師としての働きが記録されています。

パウロは最も信頼を置いていた同僚の
一人，若いテモテへの手紙でこのようにつ
づりました。「あなたは，年が若いために
人に軽んじられてはならない。むしろ，言

神権部会 | 2010年10月2日

信者の 
模範になりなさい
専任宣教師であろうと，会員であろうと，わたしたちはイエス・ 
キリストの信者として良い模範となるべきです。

ニュージーランド，オークランド
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とを知りません。救い主は，御自身につい
てもっと知りたいと思った人々を「きてご
らんなさい」15 と招かれました。日曜日の
集会に一緒に出席するよう，または教会
の親睦会や奉仕活動に一緒に参加するよ
う招待することは教会への誤解を解き，
気持ちよく訪れてもらうのに役立ちます。

教会員として，知らない人々に手を差し
出し，温かく歓迎してください。毎週日曜
日は少なくとも一人の初対面の人と親交を
深めてください。毎日の生活で友情の輪
を広げる努力をしてください。

モルモン書を読むように友人に勧める
こともできます。モルモン書が小説や歴史
書ではないことを説明してください。イエ
ス・キリストについてのもう一つの証なの
です。その目的は「ユダヤ人と異邦人に，
イエスがキリストであり，永遠の神であり，
すべての国民に御自身を現されることを
確信させる」16 ことです。この書物には，
真理を誠心誠意求める人の心の琴線に触
れ，生活を高める力があります。友達に，
よく祈って読むよう勧めてください。

預言者ジョセフ・スミスは「『モルモン
書』はこの世で最も正確な書物であり，わ
たしたちの宗教のかなめ石である。そし
て，人はその教えを守ることにより，ほか
のどの書物にも増して神に近づくことが
できる」17 と語りました。モルモン書はイ
エス・キリストの贖いについて教え，散ら
されたイスラエルを集めるという古代の約
束をこの末日において成就するために神
が用いられる道具なのです。18

何年も前，わたしの仕事場の二人の同
僚，すなわち看護師の女性と医者をしてい
るその夫はわたしに「なぜそのような生き
方をしているのですか」と尋ねてきました。
わたしは「モルモン書が真実であると知っ
ているからです」と答えました。そして，
わたしが使っているモルモン書を貸して，
読むように勧めました。 1 週間後，彼らは
丁重に「ありがとうございました」と告げ
て返してきました。

わたしは尋ねました。「『ありがとうご

えます。人々が主を信じる信仰をはぐく
み，悔い改め，バプテスマと聖霊を受け，
神殿の儀式を受け，最後まで堪え忍べる
ように助けます。神の業と栄光，すなわち

「人の不死不滅と永遠の命をもたらすこ
と」7 は，各宣教師にとっても神聖な業と
栄光なのです。

もっと多くの宣教師が必要です。ふさ
わしい宣教師が必要です。地上で教え導
かれた間，主は弟子たちにこう告げられま
した。「収穫は多いが，働き人が少ない。
だから，収穫の主に願って，その収穫のた
めに働き人を送り出すようにしてもらいな
さい。」8

総大会の今朝の部会で，わたしたちの
愛する預言者トーマス・Ｓ・モンソン大管
長は，教会の若い男性一人一人に伝道に
出る備えをするようにという願いを，熱意
を込めて語りました。大管長のメッセー
ジを教会のすべての家庭が心にとどめる
よう願っています。

モンソン大管長の賢明な勧めにわたし
の証

あかし

を加えたいと思います。宣教師に注
がれる祝福をわたしは自分の家族の中で
よく見てきました。今

き ょ う

日現在，子供，孫，
そしてそれぞれの伴

はん

侶
りょ

で専任宣教師とし
て奉仕するために召されたのは 49 人で，
今後まだ増えていくことでしょう。どの宣
教師も，知恵が増し，判断力が高まり，信
仰が開花しました。何世代にもわたる先
輩たちのように，「〔彼らの〕心と，勢力と，
思いと，力を尽くして神に仕え〔る〕」9 た
めに神の務めに出

い

で立ちました。宣教師
として奉仕したことは彼らの永遠の行く
末を方向づけるのに役立ちました。

会員宣教師
「信者の模範とな〔る〕」というパウロの

勧めは，会員にも同様に当てはまります。
ほとんどの会員は伝道に出たことも，今後
出ることもないかもしれません。しかし，
全員が会員宣教師となることができます。
この言葉から，おもしろい出来事を思い出
します。ある宣教師訓練センターの運動

場に看板があり，「宣教師以外立ち入り禁
止」と書かれていました。その運動場を
利用したいと思った人々は自分たちで作っ
た看板を掲げました。それにはこうありま
した。「すべての会員は宣教師です！」

一人一人の会員は信者の模範となること
ができます。兄弟の皆さん，皆さん一人一
人はイエス・キリストの信者として主の教
えに添って生活できます。「純真な心と清
い手」を持ち，「自分の顔に神の面影を刻
まれ〔る〕」10 ことができます。皆さんが行
う善いことは人々にはっきりと分かるでしょ
う。11 主の光が皆さんの目に輝きます。12 
その輝きを持ったら，質問に答える準備も
しておくとよいでしょう。使徒ペテロは次
のように勧めました。「あなたがたのうち
にある望みについて説明を求める人には，
いつでも弁明のできる用意をしていなさ
い。」13

温かく，喜びをもって答えましょう。そ
して，相手に合った答えを返しましょう。
その人が神の子供であること，すなわち
永遠の命を得るにふさわしくなって戻って
来るよう切望されている神の子供である
ことを思い出してください。その人の救い
と，キリストの教義への理解の扉を開くの
はあなたかもしれないのです。14

最初の対応の後は，次の一歩を踏み出
す準備をしてください。教会に一緒に行く
よう，友達を誘うことができます。わたし
たちの友人の多くは，教会に来てもよいこ
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たちが心から信者の模範となることを望
んでおられます。

神が生きておられることを知っています。
イエスはキリストです。この教会は主の教
会です。モルモン書は真実です。ジョセ
フ・スミスはモルモン書を翻訳し，この最
後の神権時代の預言者となりました。トー
マス・S・モンソン大管長は今日の神の預
言者です。これらをイエス・キリストの神
聖な御

み

名
な

により証します，アーメン。■

注
 1. マタイ 28：19 － 20
 2. 使徒 9：3 －18 参照
 3. 使徒 9：1
 4.  1 テモテ 4：12 。強調付加
 5. 『わたしの福音を宣べ伝えなさい― 伝道活

動のガイド』1
 6. 教義と聖約 14：7 参照
 7. モーセ 1：39
 8. ルカ 10：2
 9. 教義と聖約 4：2
 10. アルマ 5：19
 11. マタイ 5：16；アルマ 7：24 参照
 12. 教義と聖約 88：11 参照
 13.  1 ペテロ 3：15
 14.  2 ニーファイ 31：2 ，21 参照
 15. ヨハネ 1：39 参照。この規範については，黙

示 6：1，3 ，5 ，7 も参照
 16. モルモン書，タイトルページ
 17. モルモン書，序文
 18.  3 ニーファイ 21：1－ 7 参照。（英文で）この

7 つの節が一文であることに注意（訳注―
日本語版では 7 つの文に分かれている）。

 19. 教義と聖約 29：7
 20. 教義と聖約 123：12
 21. ルイジアナ州バトンルージュ伝道部会長ウィリ

アム・G・ウッズからの私信
 22. マラキ 4：5；3 ニーファイ 25：5；教義と聖約

2：1；110：14 － 16；128：17；138：46；
ジョセフ・スミス―歴史 1：38 参照

シャルネットワークに登録している人は，
自分のページに mormon.org のリンクを
はることができます。 mormon.org では
個人のプロフィールを作成できます。プロ
フィールには自分の信じていること，体験
や証を載せられます。まだ新しい機能で
すので，ほとんどのプロフィールは英語で
すが，今後，ほかの言語でのプロフィール
も使えるようになるでしょう。

このプロフィールは大きな，良い影響を
及 ぼします。 2 か月前，大 学 1 年 生の
ザックという青年がルイジアナ州バトン
ルージュで，mormon.org についてのテレ
ビ CM を見ました。ウェブサイトを開いて
みた彼は，教会員たちのプロフィールに強
い関心を持ちました。そして最寄りの教
会の情報を載せたリンクを見つけました。
次の日曜，白いワイシャツとネクタイを着
けた彼は教会に出席し，ワードの会員に
紹介され，3 時間の集会にすべて楽しく
参加しました。会員の家に夕食に招か
れ，夕食後に宣教師から最初のレッスン
を聞きました。 2 週間もたたないうちに
彼はバプテスマを受け，教会の会員として
確認されました。21 ようこそ，ザック（彼も
この放送を聴いています。）

イエス・キリストを信じる，模範となる
信者は皆，有能な会員宣教師となれます。
会員と専任宣教師が力を合わせることで
大切な友人や近所の人たちに福音の祝福
をもたらすことができます。友人の多く
は，約束どおり今集められているイスラエ
ルの一員です。これらのことは皆，主の
再臨への備えの一部です。22 主は，わたし

ざいました』とはどういうことでしょうか。
この本を読んだとはとても思えない感想で
すね。きちんと読まなかったのでしょう。
どうぞもう一度持ち帰って，読んでください。
それから返していただきたいと思います。」

実はページを少しめくっただけだったと
認めた二人は，わたしの勧めを受け入れ
ました。次のときは涙を浮かべながらこう
言いました。「モルモン書を読みました。
それが真実であることを知りました。もっ
といろいろなことを知りたいです。」彼ら
はさらに学び，わたしは二人にバプテスマ
を施す特権にあずかりました。

福音を宣
の

べ伝えるもう一つの方法は，
皆さんの家庭で専任宣教師と会うよう友
人を誘うことです。宣教師は福音を教え
るために召され，備えられています。友人
はあなたの家庭の心地よさとあなたが常
に見守る中で救いと昇栄への旅路を歩み
始めることができます。主は言われまし
た。「あなたがたはわたしの選民を集め
るために召されている。わたしの選民は
わたしの声を聴き，その心をかたくなにし
ないからである。」19

聖文は「見いだす場所を知らないとい
うことだけで真理を得られずにいる多くの
人がいる」20 と述べています。皆さんに
とってチャンスではありませんか。人々が
真理を見いだす仲立ちとなれるのです。

このインターネットの時代には，新し
く，楽しい伝道方法があります。新しい
mormon.org ウェブサイトを閲覧するよう
友人や近所の人に勧めることができます。
ブログを持っている人や，オンライン・ソー

アイルランド，ダブリン
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今晩わたしは，孤独である，また
は見捨てられたと感じている
人，心の平安を失った人，ある

いは，もう一
いち

縷
る

の望みもないと感じている
すべての人に慰めと癒しのメッセージを伝
えます。完全な癒しと平安は救い主の足
もとで見いだすことができます。

7 歳のときアラビア半島に住んでいた
わたしは，両親から必ず靴を履くように
いつも言われていました。理由は分かって
いました。靴はヘビやサソリ，そしてトゲ
のある植物といった砂漠にある多くの恐ろ
しい危険から足を守ってくれるからです。

解すると，刺された痛みが足の上の方にま
で上って来ました。焼け付くような痛みが
さらに広がらないよう足の上の方をぎゅっ
とつかみ，大声で助けを求めました。両
親がキャンプ場から飛んで来ました。

父がサソリをシャベルでたたきつぶし，
一緒にキャンプをしていた両親の友人が
勇敢にもわたしの足から毒を吸い出そうと
してくれました。そのとき，わたしは死ぬ
のだと思いました。両親は泣いているわ
たしを車に乗せ，最も近い病院へ向かっ
て砂漠の中を猛スピードで進みました。
最も近いと言っても 2 時間以上かかりま
す。足全体に激痛が広がり，車に乗ってい
る間中，自分は死ぬのだと思っていました。

ようやく病院に着くと，医者は，この種
類のサソリに刺されて危険なのは赤ちゃ
んとひどい栄養失調の人だけだから心配
ないと言いました。麻酔薬を打ってくれた
おかげで足がまひして痛みの感覚がなく
なりました。 24 時間もすると刺された影
響は何もなくなりました。しかしわたしは
大きな教訓を学びました。

両親から靴を履くように言われたとき，
わたしはそれがビーチサンダルのことでは
ないことを知っていました。ビーチサンダ
ルは靴の代わりにならないことが分から
ないほど幼くはありませんでした。ところ
が砂漠でのあの朝，正しいと分かってい
ることをなおざりにしたのです。わたしは
両親から繰り返し教えられていたことを
無視しました。怠惰でもあり，少し反抗的
でもありました。そしてその代価を払った
のです。

雄々しい若い男性の皆さんと，皆さん
の父親，教師，指導者，友人の方々にこう
して話す機会を借りて，主が必要とされ
る人物，望まれる人物になろうと懸命に努
力するすべての方々に敬意を表します。
しかしわたしは，正しいと分かっているこ
とを無視すると，それが怠慢からであろう
と反抗心からであろうと，好ましくない結
果，そして霊を傷つけるような結果を必ず
もたらすということを，少年時代，そして

あるとき砂漠でキャンプをしました。翌
朝，周囲を探検してみたいと思いましたが
靴を履くのが面倒でした。ちょっと歩くだ
けで，キャンプから離れなければ大丈夫
だと思い，靴ではなくビーチサンダルを履
きました。ビーチサンダルだって靴の仲
間だと自分に言い聞かせました。それ
に，大したことは起きないと思いました。

ビーチサンダルでひんやりした砂の上を
歩いて行くと，土踏まずにトゲが刺さった
ように感じました。下を向いて目に入った
のはトゲではなくサソリでした。それがサ
ソリだということと，何が起きたのかを理

七十人
パトリック・キアロン長老

 「十分に
固い決意をもって 
わたしのもとに 
戻って来〔なさい〕。 
わたしは〔あなた〕を 
癒

い や

そう。」

わたしたちの救い主は平和の君であり，大いなる癒しを与えてくだ
さる御方です。罪という針……からわたしたちを真に清め……る
ことがおできになる唯一の御方です。
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のです。
謀反に使う武器を捨てたとき，彼らは主

の癒しと平安にふさわしい者となりました。
わたしたちも同じようにすることができ
ます。救い主の言葉にわたしたちの心は
安らぎます。「彼らがわたしに対してその
心をかたくなにせず，強情でなければ，彼
らは心を入れ替えるので，わたしは彼ら
を癒そう。」9 皆さんもわたしも「立ち返っ
て悔い改め，十分に固い決意をもってわた
しのもとに戻って来る……ならば，わたし
は〔あなた〕を癒そう」10 という招きを受け
入れることができるのです。

し彼らはそれ以上のことをしたのです。「彼
らは義にかなった民とな〔りました〕。」  
なぜなら「彼らは謀反に使う武器を捨て
て，もはや神と戦わ」5 なかったからです。
彼らの改宗は非常に完全で深いものだっ
たので，彼らは「二度と道を踏み外〔しま
せんでした〕。」6

しかし，改宗する前の状態を思い出して
ください。彼らは，聖文にある「公然と神
に背く者」7 のような生活をしていました。

「神の性質に反して行動してきた」ので，
反抗心のために「幸福の本質に反する
状態」8 で生きることを強いられていた

大人になってからの経験から証
あかし

します。
結局サソリに命を奪われることはありませ
んでしたが，自分も両親も大いに苦しみ，
肝を冷やすことになりました。福音に従っ
た生活をするとき，怠惰になったり反抗心
を抱いたりしてはなりません。

イエス･ キリスト教会の会員として，また
神権を持つ者として，わたしたちは戒めと
標準を知っています。わたしたちはそれら
を守るという聖約を交わしました。親や
指導者から教えられ，聖霊を通して心に
確証を得たことにより，自分で正しいと
知っている道があるにもかかわらず別の
道を選ぶのは，靴の代わりにビーチサンダ
ルを履いて砂漠の砂地へ足を踏み入れる
ようなものです。そうなるとわたしたちは，
自分の怠惰な，あるいは反抗的な行動を
正当化しようとします。特に間違ったこと
をしているわけではない，大した問題では
ない，鉄の棒を少しだけ離してもそれほ
ど悪い事が起きることはないと自分に言
い聞かせるのです。ほかの皆もやってい
る，いや，皆はもっと悪いことをやってい
る，きっと悪い影響はないと思って自分を
慰めることもあるでしょう。自分はこの
ルールには当てはまらない，だからルール
を破っても，その結果は受けないで済むと
自分を納得させてしまうのです。『わたし
の福音を宣

の

べ伝えなさい』の中で言われ
ているように「完全に従順になる」1 こと
を時として自分から拒み，心の一部を主
から遠ざけます。するとサソリに刺されて
しまうのです。

聖文は「主は心…を求める」2 と教え
ています。そしてわたしたちは「心を尽く
し〔て〕」3 主を愛し主に仕えるよう命じら
れています。そうすれば，「終わりの日に
神の前に罪のない状態で立てる」4 ように
なり，神のみもとへ帰ることができると約
束されています。

モルモン書の中でアンタイ・ニーファ
イ・リーハイの民は，決して再び同

はら

胞
から

に対
して武器を取らないと聖約し，自分たちの
武器を捨てて地中深く埋めました。しか
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を真に清め，わたしたちの反抗心を，改宗
して聖約を交わす心に変えることがおで
きになる唯一の御方です。主の贖

しょく

罪
ざい

は無
限であり，すべての人に及びます。

主が復活したキリストとしてニーファイ
の民を教え導いたときに与えられた勧め
は，皆さんにもわたしにも当てはまります。

「あなたがたの中に病気の者がいるか。
彼らをここに連れて来なさい。足の不自
由な者，目の見えない者，足の悪い者，手
の不自由な者，重い皮膚病にかかってい
る者，体のまひしている者，耳の聞こえな
い者，あるいはどんなことでも苦しんでい
る者がいるか。彼らをここに連れて来な
さい。癒してあげよう。」14

望みを完全に失った人は一人としてい
ません。自分を変え，元に戻り，憐

あわ

れみを
請うことができます。癒すことがおできに
なる唯一の御方のもとへ来てください。
そうすれば平安を得られるでしょう。イエ
ス･ キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. 伝道活動のガイド『わたしの福音を宣べ伝え

なさい』裏表紙の裏
 2. 教義と聖約 64：34 。強調付加
 3. 教義と聖約 4：2；59：5 。強調付加
 4. 教義と聖約 4：2
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度は乗っていたジープが地雷で爆破され，
運転手が命を落としました。彼は地雷原
で生き延びるためには，前の車が通った
轍
わだち

から少しも外れずに走らなくてはなら
ないことを学びました。左右どちらかに
少しでも外れると致命傷を負う可能性が
あり，また実際にそうなったのです。

わたしたちを破壊する攻撃を避けられ
るよう，預言者，使徒，指導者，親はたど
るべき轍を絶えず示してくれます。彼らは
地雷（あるいはほんとうのサソリ）が取り
除かれた安全な道を知っており，後につい
て来るよう根気強く勧めてくれます。正し
い道からそれるように誘惑する恐ろしい
わなは実にたくさん存在します。インター
ネットやビデオゲームを通して不法薬物，
アルコール，ポルノグラフィー，不道徳な行
為へと迷い込むと，破滅へ向かってまっし
ぐらに進むことになります。目の前に続く
安全な道を右か左へそれることは，それ
が怠惰からであろうと反抗心からであろう
と霊的な生活を送るうえで致命的な打撃
となりかねません。このルールに例外は
ないのです。

しかし道からそれたとしても，わたした
ちは自分を変え，元に戻り，喜びと心の平
安を再び得ることができます。わたした
ちは，地雷が取り除かれた道へ戻るとき
に計り知れないほどの安堵感を得られる
ことに気づくことでしょう。

地雷原ではだれも平安を見いだすこと
はできません。

わたしたちの救い主は平和の君であり，
大いなる癒しを与えてくださる御方です。
罪という針と高慢という毒からわたしたち

この奇跡的な癒しは，次のような状態
とは正反対のものです。「わたしたちが
自分の罪を覆い隠そうとしたり，自分の高
慢，自分のうぬぼれた野望を満たそうと
したり……するとき，……天は退き去り，
主の御

み

霊
たま

は深く悲しむ。」  そしてわたした
ちは一人残されて「とげのある鞭

むち

をけり，
……神と戦う。」11

兄弟の皆さん，わたしたちは偉大な医
師，救い主イエス・キリストの足もとに来る
ときにのみ，癒しと安

あん

堵
ど

を見いだします。
謀反の武器（それが何であるかはそれぞ
れが知っています）を捨てなければなり
ません。罪，虚栄心，高慢を捨てなければ
なりません。世に従い，世から尊敬され
称賛されたいという願望を捨てるのです。
神と戦うのをやめ，何もためらうことなく，
心のすべてを神にささげなくてはなりま
せん。そうすれば神により癒され，罪とい
う毒針から清めていただくことが可能に
なるのです。
「神が御

み

子
こ

を世につかわされたのは，世
をさばくためではなく，御子によって，この
世が救われるためである。」12

ジェームズ・E・ファウスト管長はこう
教えました。
「従順がわたしたちの目標になると，い

らだつことがなくなります。それは障害
ではなく踏み台となるのです。……

……従順は真の自由をもたらします。
啓示された真理に従えば従うほど，わたし
たちはもっと自由になります。」13

先週，第二次世界大戦で何回も大きな
戦闘に加わった 92 歳の人に会いました。
3 度負傷しながらも生還した人です。一
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ある朝のことでした。ある家族
がいつものように聖文学習の
ために集まりました。父親は集

まって来る家族が消極的な態度であると
感じました。何人かがあまり気乗りしない
様子だったからです。家族の祈りを終え
て，聖文を読み始めたとき，父親は一人の
子供が自分の聖典を持って来ていないの
に気づきました。父親はその娘に部屋に
行って聖典を持って来るように言いました。
娘はしぶしぶ部屋へ行き，随分時間が
たってから戻って来ると座って，こう尋ね
ました。「これはほんとうに今しなけれ
ばいけないことなの。」

父親は，あらゆる義の敵であるサタン
が家族に問題を起こして聖文学習を妨げ
ようとしていると思い，気を静めて言いま
した。「そうだよ。今しなければいけな
いんだよ。主がそう望んでおられるのだ
から。」

すると娘は，「今はする気にならない

の」と言い返しました。
父親は思わず声を荒げて言いました。

「ここはわたしの家だ。わたしの家では
いつも聖文学習をするんだ！」

その口調の厳しさと激しさに娘は傷つ
いて，聖典を手に家族の輪から飛び出し，
自分の部屋に駆け戻り，荒々しくドアを閉
めました。このようにして聖文学習は終わ
り，そのとき家族の間には愛も一致も感じ
られませんでした。

父親は自分が過ちを犯したことに気づ
きました。そこで自分の寝室に行き，ひざ
まずいて祈りました。主の子供の一人で
ある心から愛する娘の心を傷つけてし
まったことを知っていたので，主に助けを
請い求めました。家庭に愛と調和の精神
が戻り，再び家族で聖文を学ぶことがで
きるよう主に願い求めたのです。祈って
いると，「行って『悪かった』と言いなさ
い』」という思いが頭をよぎりました。彼
は家庭に主の御

み

霊
たま

が戻るように続けて熱

心に祈りました。すると再び，同じ思いが
心に浮かびました。「行って『悪かった』
と言いなさい。」

彼は，良い父親になりたい，正しいこと
をしたいと心から望んでいました。そこ
で，立ち上がり，娘の部屋へ行きました。
何度かそっとドアをノックしましたが，返
事はありません。ゆっくりドアを開ける
と，ベッドの上で静かに泣いている娘の姿
が見えました。父親はそばに行ってひざ
まずき，静かに優しく語りかけました。

「悪かった。わたしがしたことを謝るよ。」
父親は繰り返し言いました。「悪かった。
愛しているよ。おまえを傷つけたくない
んだ。」  すると，子供の口を通して，主が
父親に学んでほしいと望んでおられるこ
とが教えられたのです。

娘は泣きやみ，しばらく黙っていた後，
自分の聖典を手に取って聖句を探し始め
ました。父親は純真な娘の細い指がペー
ジを次々にめくるのを見ていました。彼女
は探していた聖句を見つけると，小さな声
で読み始めました。「生まれながらの人
は神の敵であり，アダムの堕落以来そうで
あって，今後もそうである。また人は，聖
なる御霊の勧めに従い，主なるキリストの
贖罪により，生まれながらの人を捨てて聖
徒となり，子供のように従順で，柔和で，
謙
けん

遜
そん

で，忍耐強く，愛にあふれた者とな
り，子供が父に従うように，主がその人に
負わせるのがふさわしいとされるすべての
ことに喜んで従わないかぎり，とこしえに
いつまでも神の敵となるであろう。」1

ベッドのわきにひざまずいたまま，父親
は謙遜な気持ちでいっぱいになって思い
ました。「これは自分のために書かれた
聖句だ……娘にすばらしいことを教えら
れた。」

すると，娘は父親の方を向き，こう言い
ました。「ごめんなさい。………ごめん
なさい，お父さん。」

そのとき父親は，娘がその聖句を父親に
当てはめるために読んだのでなく，彼女自
身に向けて読んだことに気づいたのです。

七十人
フアン・A・ウセダ長老

主は， 
生まれながらの人を 
捨てるよう 
教えておられる
わたしは，救い主の贖

しょく

罪
ざい

の力が確かにわたしたち自身と家庭を
清め，聖なるものとしてくださることを証

あかし

します。
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また主は，柔和になるよう教えておられ
ます。すなわち「穏やかで，優しく，寛大
で，すぐに怒ったりいらだったりせず，喜
んで従い，人に傷つけられても忍耐する」
ことです。6

主は，へりくだるように教えておられます。
すなわち「高慢，横柄，尊大，傲

ごう

慢
まん

とは対
照的に，謙遜，控えめ，柔和，従順」でな
ければならないのです。7

「悪かった。わたしがしたことを謝るよ。」
主はまた，忍耐強くあるように教えてお

られます。すなわち「不平を言ったり，い
らだたずに不運に耐える」または「傷つけ
られたり気分を害されたりしても平静さを
保つ」ことです。8

主はあふれるばかりの愛を持つよう教
えておられます。「愛しているよ。おまえ
を傷つけたくないんだ。」

そうです，愛する兄弟たち，冒頭の話の
中で主に助けを求めた父親のように，生ま
れながらの人を捨てるよう主は教えておら
れます。わたしたちが真に悔い改めると
き，父親が娘を愛の腕に抱いたように，救

も，神権によって維持することはできな
い，あるいは維持すべきではない。ただ，
説得により，寛容により，温厚と柔和によ
り，また偽りのない愛により，優しさと純
粋な知識による。これらは，偽善もなく，
偽りもなしに，心を大いに広げるものであ
る」ことをいつも覚えておくべきです。4

キリストのような特質をもって生活する
よう努力するとき，わたしたちの家庭や生活
から争いがなくなります。「あなたがたも
互いに過ちを赦

ゆる

し合わなければならない。
まことに，わたしはあなたに言う。隣人が
悔い改めると言うときにその過ちを赦さ
ない者は，自分自身に罪の宣告を招くこと
になる。」5 「ごめんなさい……ごめんな
さい，お父さん。」
「平和の君」である主イエス・キリスト

は，家庭に平和を作り出す方法を教えて
おられます。

主はわたしたちに従順になるよう，すな
わち主の御

み

心
こころ

と力に喜んで聞き従うように
教えておられます。「行って，『悪かった』
と言いなさい。」

彼は腕を広げて娘を抱きしめました。そ
の瞬間，神の御

み

言
こと

葉
ば

と聖霊によって和解
がなされ，愛と調和が戻りました。娘が個
人の聖文学習で読んで記憶していたこの
聖句が，火のような聖霊の力で父親の心
を動かしたのです。

愛する兄弟の皆さん，わたしたちの家
庭は聖霊が宿る所でなければなりません。

「神聖さにおいて，神殿と比べられるのは
家庭だけである」からです。2 家庭には生
まれながらの人のいるべき場所はないの
です。生まれながらの人には「……自分
の罪を覆い隠そうとしたり，自分の高慢，
自分のうぬぼれた野望を満たそうとした
り，あるいはいかなる程度の不義によって
でも，人の子らを制御し，支配し，強制し
ようとしたりする」傾向があります。その
結果，「まことに，天は退き去り，主の御霊
は深く悲しむ。そして，主の御霊が退き去
ると，その人の神権，すなわち権能は終わ
り」となるのです。3

アロン神権またはメルキゼデク神権を
持つわたしたちは，「いかなる力も影響力
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大管長会第二顧問
ディーター・F・ウークトドルフ管長

愛する兄弟の皆さん，全世界で総
大会のこの神権部会に集ってく
ださりありがとうございます。

皆さんがどこにいようと，出席していると
いうことは，聖なる神権を持っていて，主
なる贖

あがな

い主イエス・キリストを敬って主に
仕えている兄弟たちと行動を共にするとい
う決意の表れです。

人は，思いと心に印象深く残っている
出来事により，しばしば人生の様々な時
期を振り返ります。わたしの人生にもその
ような出来事が多々あります。その一つ
が 1989 年の出来事です。エズラ・タフ
ト・ベンソン大管長の「高ぶりを心せよ」
という，時代を超越した説教をその年に
聞きました。その話の冒頭で，この主題
がベンソン大管長の心に重くのしかかっ
ていたと述べられています。1

わたしは過去数か月間，同様の心の重
さを感じてきました。 21 年前のベンソン
大管長のメッセージにもう一人の証人とし
て話を加えるように，聖なる御

み

霊
たま

の促しを
受けたのです。

程度の差こそあれ，人は皆，高慢の罪
にかかわっています。それを回避できた
人はおらず，克服している人もほとんどい
ません。このテーマで話すつもりだと妻
に言ったところ，妻は笑いながら，「たくさ
ん身に覚えのあることを話すのはいいこ
とだわ」と言いました。

高慢と誇り
わたしは，ベンソン大管長の影響力あ

る話から，興味深い別の結果がもたらさ
れたことも思い出します。しばらく，教会
員の間では，子供や国家を「誇り」に思
う，あるいは仕事に「誇り」を持つと言う
言葉が禁句になりました。高慢と同じ言
葉である英語の「誇り（プライド）」とい
う言葉がわたしたちの語彙から捨て去ら
れたようでした。

聖文には，義を喜ぶと同時に神の慈し
みをたたえる，善良で義にかなった人々の
例がたくさん見受けられます。天の御父
御自身が愛する御子を，「わたしの心にか
なう者である」2 と紹介しておられます。

アルマは「神の御
み

手
て

に使われる者」3 に
なれるという思いに誇りを感じました。
使徒パウロは教会員の忠実さを誇りとしま
した。4 偉大な宣教師アンモンは，自分と
兄弟たちが宣教師として達成した成功を
誇りに感じていました。5

ある事柄を誇りに思うことと高慢になる
こととの間には違いがあると思います。
わたしは多くの事柄を誇りに思っています。
妻のこと，子供たちや孫たちのことを誇り
に思っています。

教会の青少年を誇りに思っており，その
善良さを喜んでいます。愛する忠実な兄
弟の皆さんを誇りに思っています。神の
聖なる神権を持つ者として皆さんと一緒

高慢と神権
高慢は神権の力を切断するスイッチであり，謙

けん

遜
そん

はその力を働か
せるスイッチです。

い主も御
み

腕
うで

を広げてわたしたちを抱いて
くださるのです。

主は，主キリストの贖罪により聖徒にな
るよう教えておられます。そうすれば，わ
たしたちは神と和解し，神との親しい交わ
りにあずかるようになります。わたしたち
が生まれながらの人を捨てて主に従おう
と努めるとき，救い主の贖罪の力が確か
にわたしたち自身と家庭を清め，聖なるも
のとしてくださることを証します。

主こそ「神の小羊」，9「聖なる正しいか
た」，10「霊妙なる議士，大能の神，とこし
えの父，平和の君ととなえられる」11 御方
です。主イエス・キリストの御

み

名
な

によって，
アーメン。■

注
 1. モーサヤ 3：19
 2.  Bible Dictionary,“ Temple”の項
 3. 教義と聖約 121：37
 4. 教義と聖約 121：41－ 42
 5. モーサヤ 26：31
 6. Noah Webster ’s First Ed it ion of an 

Amer ican Dict ionary of the Engl ish 
Language , 第 9 版（1996 年），“meek ”の項

 7. Noah Webster’s First Edition , “humble”の項
 8. Noah Webster’s First Edition , “patient”の項
 9. ヨハネ 1：29
 10. 使徒 3：14
 11. イザヤ 9：6
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神権を持つ愛する兄弟たち，優しいキ
リストの弟子である愛する同胞の皆さん，
わたしたちはより高い標準を持とうではあ
りませんか。神権者であるわたしたちは，
神の子供たち全員が同じユニフォームを
着ていると思わなければなりません。わ
たしたちのチームは兄弟愛で構成されて
おり，現世がグラウンドです。ゴールは神
を愛することを学び，その愛を同胞に広め
ることです。わたしたちがいるのは神の
律法に従って生活し，神の王国を打ち建
てるためです。天の御父の子供たち全員
を成長させ，高め，公正に扱い，励ますた
めです。

影響されてはならない
わたしは中央幹部に召されたとき，恵ま

れて多くの先任の兄弟たちから教えを受け
ました。ある日，ジェームズ・Ｅ・ファウス
ト管長を車でステーク大会に送る機会が
ありました。車中で数時間を過ごす間に，
ファウスト管長は時間をかけて，わたしの
務めについて幾つかの重要な原則を教え
てくれました。教会員が特に中央幹部に
どれほど優しいかについても説明してくれ
ました。そしてこう言いました。「あなたも
とても親切にされるでしょう。あなたにつ
いて快いことを言われるでしょう。」それ
から少し笑いながら言いました。「ディー
ター，それに感謝してください。しかし，
決してそれに影響されないように。」

兄弟たち，その言葉はどんな召しでも，
どんな状況でも，わたしたち全員にとって
良い教訓です。健康や富，財産，地位を
感謝できますが，それに影響され始める
ようになると，すなわち，自分の立場だけ
を考えたり，自分自身の重要性や力，評判
に集中したり，自分に対する人々の思いに
心を奪われ，自分についての話を信じた
りするようになると，それはトラブルの始
まりです。高慢が堕落を招き始めます。

聖文には高慢について多くの警告があ
ります。「高ぶりはただ争いを生じる，勧
告をきく者は知恵がある。」10

高慢には多くの側面がある
高慢は致命的な癌

がん

です。そのほかの多
くの弱さにつながる罪の始まりです。実
際，その他の罪はどれも，本質的に，高慢
の現れであると言えるでしょう。

この罪には多くの側面があります。こ
の罪は，自負心や業績，才能，富，地位を
人にひけらかすよう誘導します。「選ばれ
ている」「優れている」，ほかの人々よりも

「義にかなっている」という証拠としてこ
れらの祝福を数え上げます。これは「ほ
かの人に勝っていることを神に感謝する」
という罪です。その中心には，称賛され，う
らやましがられたいという思いがあります。
自己賞揚の罪とも言えます。

ほかの人々に対しては，高慢はねたみ
に変わります。より高い地位，より多くの
才能，より多くの財産を持っている人々を
苦々しい思いで見ます。自分を高くして心
得違いの不当な策を巡らし，相手を害し，
傷つけ，引きずり落とそうとします。ねた
む相手がつまずき，苦しむとき，心の中で
勝ちどきを上げます。

スポーツの例
高慢の罪を見るのに最も良い例は，恐ら

くスポーツ界でしょう。わたしはスポーツ
の行事に参加するのも観戦するのも大好
きです。しかし正直に言うと，スポーツに
おける礼儀の欠如に困惑を覚えることが
しばしばあります。普段は親切で思いや
りのある人々が非常に寛大さを失い，相
手チームとファンに対する憎しみでいっぱ
いになるのはどうしてでしょうか。

わたしはスポーツファンが相手を中傷
し，悪魔扱いするのを見てきました。彼ら
は落ち度を探して誇張し，それを広く一般
化して自分が憎むのを正当化し，相手チー
ムに味方する者にそれを当てはめます。そ
して相手が不運に見舞われると喜びます。

兄弟の皆さん，残念なことに，今
こん

日
にち

，政
治や民族，宗教に関する公の話の中に同
じ態度と行為があまりにも多く見受けられ
ます。

にいられることを誇りに思っています。

高慢は自分を高くする罪である
では，この種の気持ちと，ベンソン大管

長が「至る所に見受けられる罪」6 と呼ん
だ高慢の違いは何でしょうか。ベンソン
大管長が印象深く教えているように，高
慢は罪深いものです。それは憎悪と敵意
を生み，神と同

はら

胞
から

への反感をもたらすか
らです。根本的に高慢は比較の罪です。
それは通常「わたしがどれほどすばらし
い人か，またどれほど偉大なことを行った
か見てください」で始まり，いつも「だか
ら，あなたより優れています」で終わるよ
うです。

心が高慢で満たされると，由々しい罪
を犯します。二つの大切な戒めを破るか
らです。7 神を礼拝し，隣人を愛する代わ
りに，自分の実際に崇拝し愛している対
象が露見するのです。その対象とは鏡の
中に見る自分です。

高慢は自分を高くする大きな罪です。
多くの人にとって，それは個人のラミアン
プトム，すなわち，ねたみ，貪

どん

欲
よく

，虚栄心
を正当化する聖台です。8 ある意味で，高
慢は原罪です。この地球の基が据えられ
る前に，「神の前で権威を持っていた」9 
暁

あかつき

の子ルシフェルを倒したのは高慢で
した。同様に，高慢が，有能で将来有望
な人物を堕落させる可能性があるとすれ
ば，わたしたちは自分を吟味するべきでは
ないでしょうか。
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あり，21 謙遜はその力を働かせるスイッチ
です。

謙遜であり，愛に満ち
では，広範囲に及ぶ，有害な，この高慢

の罪をどのように克服できるでしょう。ど
うすればもっと謙遜になれるでしょうか。

心が慈愛で満たされると，高慢になる
ことはまずありません。「人は謙遜であ
り，愛に満ち〔てい〕なければ，だれもこの

人々に神から授けられた力です。神の力
を行使するために，救い主のようになるよ
う努めなければなりません。すなわち，
救い主と同じように，すべてのことについ
て御父の御心を行うようにします。19 つま
り，救い主と同じように，御父にすべての
栄光を帰します。20 すなわち，救い主と同
じように，自分のことを忘れてほかの人々
に奉仕するのです。

高慢は神権の力を切断するスイッチで

使徒ペテロは，「神は高ぶる者をしりぞ
け，へりくだる者に恵みを賜う」11 と警告
しています。モルモンは，「柔和で心のへ
りくだった人でなければ，神の御

み

前
まえ

に受け
入れられない」12 と述べています。主は目
的をもって，「強い者をはずかしめるため
に，この世の弱い者を」選んでおられま
す。13 それにより，主の業に御

み

手
て

が置かれ
ていることを示されるのです。わたしたち
が「肉の腕に頼る」ことのないようにする
ためです。14

わたしたちは主なる救い主イエス・キリ
ストの僕

しもべ

です。礼を言われ，称賛を受け
るために神権を与えられているのではあ
りません。そでをまくって熱心に働くため
にわたしたちは存在しているのです。普
通の務めに携わっているのではありませ
ん。主なる救い主イエス・キリストの来臨
に世を備えるために召されているのです。
自分の名誉を求めず，神に賛美と栄光を
帰します。わたしたちは自分の貢献が小
さいことを知っています。それでも，義に
かなって神権の力を行使するとき，その努
力により，神は大いなる驚くべき業が現れ
るようにしてくださいます。モーセのよう
に，わたしたちは，「人は取るに足りない
ものである」15 が，「神にはなんでもできな
い事はない」16 ということを知らなければ
なりません。

イエス・キリストは謙遜の完全な模範で
ある

すべてのことと同様，このことでもイエ
ス・キリストは完全な模範です。ルシフェ
ルが御父の救いの計画を変えて自分に誉
れを得ようとしたとき，救い主は，「父よ，
あなたの御

み

心
こころ

が行われ，栄光はとこしえ
にあなたのものでありますように」17 と言
われました。偉大な能力と功績にもかか
わらず，救い主は常に柔和で謙遜であら
れました。

兄弟の皆さん，わたしたちは「神の御子
の位に従う聖なる神権」18 を持っています。
それは神に代わって行うためにこの世の
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を清めなければなりません。23

『聖なる御霊の勧めに従い』，『生まれ
ながらの』高慢な人を捨て，『主なるキリ
ストの贖

しょく

罪
ざい

により……聖徒となり』，『子
供のように従順で，柔和で，謙遜』になる
のです。」24

「神は謙 遜な民を求めておられます。
……『やむを得ずへりくだるのではなく，
自らへりくだる人々は幸い』25 です。

自分からへりくだる道を選びましょう。
わたしたちにはそれができます。確かに
できるのです。」26

愛する兄弟の皆さん，救い主の模範に
従い，人の称賛や誉れを求めず，仕えるた
めに手を差し伸べましょう。心の中の義に
かなわない高慢を認識し，根絶し，それを

「義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和」27 に
替えましょう。イエス・キリストの御

み

名
な

に
より，アーメン。■

注
 1. エズラ・タフト・ベンソン「高ぶりを心せよ」

『聖徒の道』1989 年 7 月号，4
 2.  3 ニーファイ 11：7
 3. アルマ 29：9
 4.  2 テサロニケ 1：4 参照
 5. アルマ 26 章参照
 6. エズラ・タフト・ベンソン『聖徒の道』1989年

　7 月号，7
 7. マタイ 22：36 － 40 参照
 8. アルマ 31：21 参照
 9. 教義と聖約 76：25
 10. 箴言 13：10
 11.  1 ペテロ 5：5
 12. モロナイ 7：44
 13.  1 コリント1：27
 14. 教義と聖約 1：19
 15. モーセ 1：10
 16. マタイ 19：26
 17. モーセ 4：1－ 2 参照
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 20. ヨハネ 17：4 参照
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 22. 教義と聖約 12：8
 23. アルマ 6：2 － 4；マタイ 23：25 － 26 参照
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 25. アルマ 32：16
 26. エズラ・タフト・ベンソン『聖徒の道』1989年

　7 月号，7
 27.  1 テモテ 6：11

です。
わたしがかつて航空機の機長を務めて

いたときに愛用していたペンがありまし
た。グリップを回すだけで，4 色のうちの
1 色を選ぶことができました。青色では
なく赤色を使おうとしても，ペンは文句を
言いません。「午後 10 時以降や，深い霧
の中や，高い高度では書きたくない」とも
言いません。「日常の平凡な仕事ではな
く，重要書類のためにだけ使ってほしい」
とも言いません。重要であろうとささいで
あろうと，それはわたしが必要としたすべ
ての仕事を大きな信頼性をもって果たし
ました。いつも仕える準備ができていま
した。

同じように，わたしたちは神の御手の中
の道具です。心が正しければ，割り当て
られた務めが自分の能力に合っていない
と文句を言うことはありません。どこで求
められようと，快く奉仕します。すると，
主は業を成し遂げるために，わたしたちの
理解を超えた方法でわたしたちを使って
くださるのです。

21 年前のエズラ・タフト・ベンソン大
管長の霊感されたメッセージでこの話を
終わります。
「高慢はシオンの大きなつまずきの石

です。
わたしたちは高慢を克服して器の内側

業を助けること」はできません。22 キリス
トの純粋な愛のレンズを通して周囲の世
界を見ると，謙遜について理解するように
なります。

謙遜とは自分を責めることだと考えて
いる人々がいます。謙遜とは，自分はふさ
わしくない，役に立たない，あまり価値がな
いと自分に言い聞かせることではありませ
ん。神から与えられた才能を否認したり，
使わなかったりすることではありません。
自分を過小評価することで謙遜を知るの
ではなく，自分を勘定に入れずに行動す
ることで謙遜を知ります。神と同胞に仕
えるという姿勢で務めを果たすときに謙
遜になります。

謙遜であれば，ほかの人々と天の御父
の目的にわたしたちの注意と愛が向きま
す。高慢はその逆です。高慢は利己心と
いう深い井戸からそのエネルギーと強さ
をくみ上げます。わたしたちが自分のこと
ばかり考えるのをやめ，自分を忘れて奉
仕すると，その瞬間に高慢は減り，消え始
めるのです。

愛する兄弟の皆さん，自分のことではな
く，心を向ける必要のある相手が非常に
大勢います。自分の家族，自分の妻のこ
とを忘れないでください。わたしたちが
奉仕できる方法は実にたくさんあります。
自分のことにかまけている時間はないの
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神権を神から授けられるという栄
誉を受けている皆さんと集うこ
の機会に感謝しています。わた

したちは天の御父の子供たちに仕えるた
め，神の力を使うよう召されています。こ
の務めをどのように果たすかによって，わ
たしたちが召されて仕える人々に，わたし
たち自身に，これから誕生する世代に，永
遠の影響を与えることになるでしょう。

ある二人の神権者を思い起こすときに
わたしは畏

い

敬
けい

の念を抱きます。彼らは神
の御霊を受けるにふさわしく，御霊とともに
行って主から召された務めを果たしました。
彼らはアメリカで回復された福音を見いだ
しました。そして彼らは主の僕

しもべ

として，わ
たしの二人のヨーロッパ人の先祖に初め
て福音を伝えたのです。

その先祖の一人はスイスの小さな農場
に暮らす少女でした。もう一人は親を失っ
た少年で，ドイツから合衆国のミズーリ州
セントルイスに渡って暮らしていました。

二人とも一人の神権者が回復された福
音について証

あかし

するのを聞きました。少女
はスイスの小さな自宅の暖炉のそばで，
少年はアメリカの貸しホールの階上席で
聞きました。二人とも長老たちが携えて
来たメッセージが真実であることを御霊
によって知りました。

その少年も少女もバプテスマを受ける
ことを選びました。何年も後に，ほこりに
まみれながら，アメリカ西部の山間地帯に

向かう長い道のりを歩いていたときに，二
人は初めて出会います。二人は歩きなが
ら話しました。二人が話し合ったことは，
奇跡的な祝福について，つまり神の僕が
世界中から二人を見つけ，さらに奇跡的な
ことに，二人ともそのメッセージが真実で
あるのを知ったということでした。

二人は恋に落ち，結婚しました。神権
者が御霊の影響を受けて語った言葉を聞
いたときに芽生えた御霊の証のために，
二人は神権の力によって永遠に結び固め
られたのです。わたしは，この少年と少
女の数万にも及ぶ子孫の一人です。わた
したち子孫は，この二人の神権者の名前
をたたえています。彼らは，スイスの丘を
登り，セントルイスの集会で立ち上がって
話したときに，神の御霊の力をもたらした
のです。

この幸せな物語と数百万の同様の物語
が世界中で繰り返され，また幾世代にも
わたって繰り返されることでしょう。それ
は若いホームティーチャーの言葉があな
たの祖父に教会へ戻る望みを燃え上がら
せた話かもしれませんし，祝福師の慰め
と祝福に満ちた言葉が，悲しみに押しつ
ぶされそうだったあなたの母親を支えた
話かもしれません。

これらの物語にはすべて共通のテーマ
があります。それは神権者のうちにある
神権の力についてであり，彼が仕え，祝福
する力が聖霊によって強められるというこ

となのです。
そこで，わたしの今夜のメッセージはこ

うです。聖霊を伴侶とするにふさわしくあ
るために必要なことをすべて行い，主が
求められることを何でも行う力が得られ
るように，恐れることなく前進しましょう。
奉仕する力が増す速度は遅いかもしれま
せん。ゆっくりしていて進歩が目に見えな
いかもしれませんが，必ず進歩します。

今晩わたしは，神権の奉仕の業におい
て聖霊を伴侶として受けるふさわしさを身
に付ける方法を幾つか提案します。それ
から，御霊の影響力によって，奉仕する力
が強められることが分かるように，神権
の奉仕の実例を幾つか紹介します。

さて，教会員に確認されるときに，聖霊
の賜

たま

物
もの

が授けられることは，わたしたち
全員が知っています。けれども，生活の
中でまた奉仕するときに聖霊を伴侶とし，
聖霊の現れを受けるには，それにふさわ
しく生活する必要があります。

霊的な賜物を養うには，戒めを守り，罪
なく生きるよう努めなければなりません。
そのためには，イエス・キリストを信じ，
悔い改め，贖

しょく

罪
ざい

によって清められる必要
があります。したがって，わたしたち神権
者は，回復された教会の会員に聖

せい

餐
さん

会で
毎回与えられている，あの約束を心から交
わす機会を決して逃すべきではありません。
それは次の約束です。「進んで〔神の〕
御子の御

み

名
な

を受け，いつも御子を覚え，
御子が与えてくださった戒めを守〔り〕，
……いつも御子の御霊を受け〔る。〕」1

御霊を受けるには罪からの清めが必要
ですが，御霊の必要性に気づくには神の
御
み

前
まえ

において謙
けん

遜
そん

になることが必要です。
モルモン書に記されているように，復活さ
れた救い主の弟子たちはその謙遜さを表
しました。

救い主は彼らが教えを受ける備えがで
きるよう助けておられました。彼らはひざ
まずいて祈っていました。こう記されてい
ます。「彼らは，自分たちが最も望んでい
るものを求めて祈った。聖霊が授けられ

大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

御
み

霊
た ま

とともに奉仕する
聖霊を伴

はん

侶
りょ

とするにふさわしくあるために必要なことをすべて行
い……ましょう。
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らかになります。
第 1 は，主の代理人として人々に教え，

証することです。主はこの奉仕の召しを
果たす者の中に，最も若く経験の浅いア
ロン神権者を含めておられます。アロン
神権者の義務について説明した後，主は
次のようにおっしゃいました。
「しかし，教師や執事には，バプテスマ

を施し，聖餐を執行し，按
あん

手
しゅ

を行う権能は
ない。

しかしながら，彼らは警告し，説き明か
し，勧め，教え，またキリストのもとに来るよ
うにすべての人を招かなければならない。」6

今週，世界のどこかで，定員会集会にま
だ来たことのない定員会の会員を連れて
来るように定員会の会長から要請を受け
ている執事がいることでしょう。 13 歳の
会長は「警告し，説き明かし，教え〔る〕」
という言葉を使うことはないでしょう。し
かし，救助の割り当てを受けた執事がそ
れを行うよう主は期待しておられます。

定員会の会員のところに行く召しを受
ける執事の皆さんに，3 つのことを約束し
ます。第 1 に，助けを祈り求めるなら，御
霊は恐れを和らげてくれます。第 2 に，そ
の人の家に着いたときと，その人と一緒に
教会に歩いて戻る間に，言うべきことが
分かり，あなたは驚くでしょう。何を言う
べきか考えると混乱しそうになるかもしれ
ませんが，必要なときに言葉が与えられる
のを感じるでしょう。第 3 に，結果はどう
であれ，会長を通じてあなたを召された
主があなたの奉仕を認めてくださるのを
感じるでしょう。

成功を保証することはできません。す
べての人には，神の僕にどう応じるかを選
ぶ自由があるからです。けれども主の代
理として皆さんが話しかける執事は，あな
たが来てくれたことを忘れないでしょう。
わたしは一人の少年を知っています。彼
は成人した今も教会から離れています。
彼は，20年前に彼を探すために遣わされ
て来たある執事から，そのような訪問を受
けたことを自分の祖父に話しました。そ

管長は，深く考えることによって神から光
がもたらされることについての模範です。
教義と聖約第138章にそのことが記され
ています。彼は，主の御

み

言
こと

葉
ば

を聞くことな
く死んだ人々に救い主の贖罪の力が及ぼ
されることについて理解するために，多く
の聖文を読み，研究していました。そのと
き，このようにして啓示が与えられました。

「書き記されているこれらのことを深く考
えていると，わたしの理解の目が開かれ，
主の御霊がわたしのうえにとどまった。
そして，死者が小さな者も大いなる者もと
もに群れを成しているのが見えた。」4

神権による奉仕において御霊の賜物を
受けるにふさわしくなるためには，悔い改
めること，祈ること，聖文を深く考えること
が欠かせません。聖霊の助けを受けなが
ら，信仰をもって召しを果たしていくうち
に，わたしたちの奉仕する力がさらに大き
くなってきます。

トーマス・S・モンソン大管長はこう説
明しています。「〔あなたの〕召しを尊ん
で大いなるものとするとは，どういう意味
でしょうか。その召しが威厳をもって確
立され，……さらに拡大され強化されて，
それを通して人々に天の光が輝きわたる
ことです。では，どのようにして召しを尊
んで大いなるものとすることができるので
しょうか。簡単に言えば，召しに伴う奉仕
を行うことです。」5

わたしたちは皆，二つの奉仕の業に召
されています。御霊の影響の下で果たす
とき，奉仕する皆さんの力が強まり拡大し
ていることが自分の目にも人々の目にも明

るようにと望んでいたのである。」2 彼らは
皆さんと同じようにバプテスマを受けていま
した。そして記録によれば，彼らは願いが
こたえられて，聖霊と火に満たされました。

救い主は，主への信仰のゆえに主が選
んだ者たちに聖霊が与えられたことを，御
父に感謝するために声に出して祈られま
した。続いて，救い主は彼らが仕える人々
に霊的な祝福を授けることができるよう
祈られました。主は御父にこう嘆願されま
した。「父よ，どうか彼らの言葉を信じる
すべての者に聖霊をお与えください。」3

主の謙遜な僕であるわたしたちは，奉仕
に携わる自分たちと，自分たちが仕える人々
に，聖霊の現れがあるよう祈るべきです。
聖霊を伴侶とするにふさわしくなるには，
イエス・キリストに対する深い信仰を持ち
ながら，天の御父にへりくだって祈る必要
があります。

霊的な賜物を招くのに必要な謙遜さと
信仰を増すには，聖文を読み，研究し，深
く考える必要があります。皆，そのことを
聞いたことがあります。けれども，聖文を
毎日数行か数ページ読んで，これで十分
だと思うのです。

しかし，読むことと，研究することと，深
く考えることは同じではありません。読め
ば何かに気づき，研究すれば聖文中のパ
ターンと関連性を見いだすでしょう。しか
し，深く考えるときに，御霊の啓示を招く
のです。わたしの場合深く考えるとは，聖
文を入念に読み，研究した後に考え，祈る
ことを意味しています。

わたしにとって，ジョセフ・F・スミス大

アイルランド，ダブリン
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をもっと感じ取ることができるようになる
のです。また，定員会会員の名前や顔が，
彼らが助けを必要としているという印象と
ともに頭に浮かんでくることでしょう。

ビショップは夜中に，また，壇上から
ワードの会員を見るとき，そこにいない
人々について考えるとき，また病院や養護
施設の近くを通るときにそのような気持ち
になります。わたしは病院のドアを開け
て中に入ったときに，「あなたが来ること
が分かっていました」と言われたことが
1 度以上あります。

その場で，何を言い，何をするべきかが
分からなくても心配ありません。神の愛
と聖なる御霊があれば十分です。若いこ

ありません。簡潔な証で十分なのです。
御霊は，話すべき言葉を教えてくれ，神か
らの真理を待ち望んでいる謙遜な人の心
にその言葉を届けてくれます。主の代わ
りに話そうと努めるなら，御霊の助けを受
けて，人々を祝福するために，あなたが自
分の力をはるかに超えた力をもって警告
し，勧め，教え，招いていたことに気づい
て，驚く日が来ることでしょう。

教える召しに加えて，わたしたちは皆，
助けを必要とする人を助けるために主か
ら遣わされます。これはもう一つの神権
の奉仕です。皆さんは御霊の影響力を受
けて仕える力が増すのを感じるでしょう。
人々の顔を見て，その人たちの痛みや悩み

の当時は何の効果もなかったかのように
思われました。しかし彼は，やって来た
執事の名前さえ覚えていたのです。その
祖父は，招き，勧め，教える召しを受けた
その執事に感謝したいので，捜してほしい
とわたしに言いました。それは一人の少
年の生涯のうちわずか 1 日のことでしか
ありませんでしたが，その祖父と主は少年
が霊感によって語った言葉と彼の名前を
覚えておられるのです。

年齢に関係なく，集会で主の御名によっ
て話すよう求められたすべての人に，自己
不信や力不足という気持ちを追い払うよ
う強く勧告します。飾り立てた言葉を使う
必要もなければ，深い真理を語る必要も
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覆うときはいつも，神の御霊が自分から
退いて行ったことが分かるだろう。……
神の御霊に満たされているときは，どのよ
うな状況にあっても，喜び，平安，幸福で
心が満たされている。なぜなら，それは
喜びと平安の霊だからである。主はわた
したちに聖霊の賜物を与えておられる。
聖霊にわたしたちの内側を統治していた
だいて，朝から夜まで，また夜から朝ま
で，喜びと光と聖霊からの啓示が受けら
れるようにしていただくのは，わたしたち
の特権である。」8

神権の奉仕の業を忠実に果たしている
途中で困難に遭遇し必要を感じたときに
はいつも，幸福と喜びの祝福を待ち望む
ことができます。

わたしたちは預言によって神から召され
ていることを証します。この教会は預言者
ジョセフ・スミスを通して回復されたイエ
ス・キリストのまことの教会です。神は生
きておられ，わたしたちのすべての祈りを
聞いておられます。イエスは復活されたキ
リストであり，わたしたちの救い主です。
皆さんはこれらが真実であることを，奉仕
の業に携わるときに皆さんに訪れる聖霊
の力によって知ることができます。イエス・
キリストの御名により，アーメン。■

注
 1. 教義と聖約 20：77
 2.  3 ニーファイ 19：9
 3.  3 ニーファイ 19：21
 4. 教義と聖約 138：11
 5. トーマス・S・モンソン大管長「神権の力」『リ

アホナ』2000 年 1 月号，60
 6. 教義と聖約 20：58 － 59
 7. 教義と聖約 81：5 参照
 8. ジョージ・Q・キャノンの言葉，ブライアン・H・

スタイ編，Collected Discourses Delivered 
by President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors , the Twelve Apostles , and 
Others ，全 5 巻（1987－1992 年），第 4 巻，
137 に収録

キンボール大管長は多くの慰めの言葉
をかけませんでした。少なくともわたしは
聞きませんでした。しかし，大管長は慰め
を与えるために主の御霊とともに来ました。
彼がモンソン大管長の教えを実践してい
たことが，今になって分かります。「どの
ようにして召しを尊んで大いなるものとす
ることができるのでしょうか。簡単に言え
ば，召しに伴う奉仕を行うことです。」

これは，御霊によって福音を教えるよう
召されたときにも，弱くなったひざを強め，
垂れた手を上げるために聖霊とともに行く
ときにも，当てはまります。7 神権の奉仕の
業は強化され，人々は祝福を受け，天の光
がそこにさすことでしょう。天の光はわた
したちにも，奉仕を受ける人にも輝きます。
疲れることもあるでしょう。自分や家族
の問題が大きく立ちはだかることもある
でしょう。けれども，御霊の影響の下で
奉仕する人には励ましの祝福が与えられ
ます。

ジョージ・Q・キャノン管長は長年にわ
たる神権の奉仕の期間に，多くの悲しみ
や反対や試練を経験しました。また，苦
難のときや困難な務めを果たすとき，聖霊
を伴侶とする経験をしました。以下は，
教会や家庭の中で神権の奉仕に携わるわ
たしたちへの約束です。わたしにとって
は，その約束は，神権の業の中に御霊を
感じるときに成就しています。「闇

やみ

が心を

ろわたしは，大きな苦難を味わっている人
に何を言い，何をするべきか分からず，不
安を抱いていました。

重い症状で入院中の父に付き添ってい
たときのことです。廊下から看護師たち
のざわめきが聞こえてきました。突然，ス
ペンサー・W・キンボール大管長が病室に
入って来て，父のベッドを挟んで反対側に
座りました。わたしは心の中で思いまし
た。「この機会に，痛みや苦しみの中に
ある人を見舞うことの達人が何を言い，
何を行うかをよく見てみよう。」

キンボール大管長は簡単にあいさつす
ると，神権の祝福を受けたかどうかを尋
ねました。父がすでに受けたと答えると，
預言者はいすに深く腰かけました。

わたしにない，貴重な慰めのテクニック
が披露されるのを待っていました。5 分く
らい，何も言わずに互いにほほえんでいる
二人を見ていると，キンボール大管長は立
ち上がって言いました。「ヘンリー，君が
疲れる前に，おいとまするよ。」

学習する機会を逃したと思いましたが，
それは後に訪れました。父が退院できる
までに回復したとき，父と静かなひととき
を過ごしているとキンボール大管長の訪
問が話題に出ました。父は静かにこう言
いました。「お見舞いの中で，わたしを最
も元気づけてくれたのは，大管長の訪問
だった。」

総大会の説教を通訳するイタリア・ローマの会員たち
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第180回半期総大会に集った末日聖徒たち。
上から時計回りに，ブラジル・サンパウロ，
ニュージーランド・オークランド，
アルゼンチン・フォルモサ，
南アフリカ・ケープタウン，
スウェーデン・ストックホルム，
アイルランド・ダブリン，
ウルグアイ・モンテビデオの会員たち
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トーマス・Ｓ・モンソン大管長

神権を持つ愛する兄弟の皆さん。
今晩，霊感により皆さんに伝え
ようと感じていることを話すに

当たって，天の御父の助けを頂けるよう心
から祈っています。

最近，選びとその結果についてよく考え
ています。わたしたちは常に何かを選ん
でいます。ささいな選びもあれば，とても
大きな影響を及ぼす選びもあります。永
遠という観点からは意味のない選びもあ
れば，永遠においてきわめて重要な選び
もあります。

選びには様々な側面があるということ
を深く考えながら，わたしはそれらを 3 つ
に分けてみました。 1 番目は選ぶ権利

（英 語で は right），2 番目は 選 ぶ責任
（英語では responsibility），3 番目は選
びの結果（英語では results）です。わ
たしはこれを，その頭文字を取って，「選
びについての 3 つの R」と呼びます。

まず，選ぶ権利 について話しましょう。
わたしは，選択の自由，すなわち選ぶ権利
という贈り物をわたしたちに与えてくだ
さった，愛に満ちた天の御父にとても感
謝しています。教会の第 9 代大管長であ
るデビッド・O・マッケイ大管長はこう言
いました。「神が人に与えられた最も偉大

そのおかげで，わたしたちが御父のみもと
に無事に戻る道が備えられたのです。

預言者リーハイはこう述べています。
「そのため，人は肉においては自由であ
り，人のために必要なものはすべて与えら
れる。そして人は，すべての人の偉大な
仲保者を通じて自由と永遠の命を選ぶこ
とも，あるいは悪魔の束縛と力に応じて
束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔
は，すべての人が自分のように惨めになる
ことを求めているからである。」2

兄弟の皆さん，どのような状況に縛られ
ていたとしても，わたしたちには常に選ぶ
権利 があります。

次に，わたしたちには選ぶ権利 に加え
て，選ぶ責任 があります。中立はありま
せん。どちらかを選ばなければならない
のです。主はこのことを御存じです。サタ
ンも知っています。わたしたちが地上で生
きているかぎり，わたしたちの魂を奪おう
という望みをルシフェルとその僕

しもべ

たちが
捨てることはないのです。

天の御父は，手段を備えないままわた
したちを永遠の旅路に送り出しはなさい
ませんでした。その手段により，わたした
ちは神から導きを受け，現世を終えた後で
無事にみもとに戻ることができるのです。
その手段とは祈りです。また，静かな細
い声という，心に聞こえるささやきです。
そして聖文です。聖文は，現世でわたし
たちも克服すべき試練を無事に乗り越え
た人々によって記されました。

わたしたちは皆，正しい選びをするのに
必要な道具を携えて地上にやって来ました。
預 言 者モルモンはこう述べています。

「善悪をわきまえることができるように，
すべての人にキリストの御

み

霊
たま

が与えられて
いる……。」3

わたしたちは，サタンの発する邪悪な教
えに取り巻かれています。激しい攻撃にさ
らされることすらあります。それは次のよ
うなメッセージで，皆さんも聞いたことがあ
るでしょう。「一度だけなら心配ないよ。」 

「大丈夫。だれも見てない。」 「やめようと

な賜物は命ですが，それに次ぐ賜物はそ
の命を管理する権利です。」1

わたしたちは，この世界が創造される前
から自分たちに選択の自由があったこと，
またルシフェルがわたしたちから選択の
自由を奪おうとしたことを知っています。
ルシフェルは，この選択の自由という原則
にもわたしたちにもまったく信用が置けな
いとして，救いは強制によって与えるべき
だと訴えました。そして自分の計画に従
えばだれ一人失われることはないと主張
しました。しかしルシフェルは，自分の計
画に従ったとしても，だれ一人として知恵を
増し加えたり，強さを身に付けたり，哀れ
み深くなったり，感謝の気持ちを深めたり
できないことを理解していないようでした。
もしくは，そんなことはどうでもいいと
思っていたのかもしれません。

救い主の計画を選んだわたしたちは，
人生の旅路が危険で困難なものになるこ
とを知っていました。世の中で生活し，罪
や過ちを犯すことで御父から離れてしま
うからです。しかし霊における長子が，自
ら御自身を犠牲としてささげ，すべての人
の罪を贖

あがな

ってくださいました。筆舌に尽く
し難い苦しみを通して，長子は偉大な贖
い主，全人類の救い主となられました。

選びについての 
3つのR

わたしたちは皆，正しい選びをするのに必要な道具を携えて地上
にやって来ました。
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に差しかかりますが，二つの道は正反対
の方向に続いています。アリスは，そこで
会ったチェシャ猫にこう尋ねました。「わ
たしはどっちの道を行けばいいの。」

猫は答えます。「それはおまえがどこ
に行きたいかによるね。自分の行きたい
場所が分からなければ，どっちの道に行
くかはどうでもいいことさ。」7

アリスと違い，わたしたちは自分がどこ
へ行きたいかを知っているので，どちら
の道を行くかはとても大切 です。わたし
たちは，道を選ぶことによって，自分の行
く末をも選んでいるからです。

決断はいつもわたしたちの前にあります。
賢明な決断には勇気，すなわち「いいえ，
そうしません」と言う勇気と「はい，そう
します」と言う勇気が必要です。決断が
行く末を決めるのです。

皆さんに切にお願いします。どうか今，
ここで，ゴールへと続く道からそれないと
いう決意をしてください。わたしたちの
ゴールは天の御父とともに住むことです。
ゴールに続くまっすぐで正しい道の途中に
は，ほかのゴールもあります。宣教師とし
ての奉仕，神殿結婚，教会活動，聖文研
究，祈り，神殿活動などがそうです。人生
の旅路にはすばらしいゴールが数え切れ
ないほどありますが，達成するには決意
が必要です。

最後に，選びの結果 について話します。
すべての選びには結果が伴います。中に
は永遠の救いとはほとんど，またはまった
く関係のない結果もありますが，逆にと
ても大きく関係する結果もあります。

長い目で見れば，緑と青のどちらの T
シャツを着るかは大きな問題ではありま
せん。しかしコンピューターでポルノグラ
フィーのサイトにアクセスするかどうかは
人生に決定的な影響を与えます。そこに
足を踏み入れるなら，まっすぐで安全な
道から一歩それたことになります。また，
アルコールを飲ませたり薬物を試させた
りする友人からの圧力に負けてしまうと，
皆さんは戻れないかもしれない回り道を

テのユダが倒れました。サタンの方法は
巧妙で，犠牲者は数え切れません。

ニーファイ第二書にはこうあります。
「悪魔はほかの人々をなだめ，彼らを欺い
て現世での安全を確信させる」4  「悪魔
はほかの人々にへつらい，『地獄はない』
と告げ，……決して逃げられない恐ろしい
鎖で縛ってしまう。」5  「悪魔はこのように
して人々をだまし，巧みに地獄に誘い落と
すのである。」6

大切な選びに直面するとき，どのように
決めればよいでしょうか。その場かぎり
の満足を約束する事柄に，衝動や欲求に，
仲間の圧力に屈しないようにするにはどう
したらよいでしょうか。

ルイス・キャロルの名作『不思議の国
のアリス』のアリスのように優柔不断に
なってはいけません。アリスは分かれ道

思えば，たばこも，酒も，薬物もいつだって
やめられる。」 「皆がしているのだから害
はないよ。」 こうした偽りの言葉には限り
がありません。

分かれ道や曲がり角は人生に付き物です
が，楽に見える回り道をしてはなりません。
決して戻ることができないかもしれない
からです。狡

こう

猾
かつ

なルシフェルはハーメルン
の笛吹きのように軽快な音色で誘惑し，
正しい選びという安全な道から，愛情に
満ちた親の勧告から，神の教えという安全
な場所から，疑うことを知らない人々を引
き離そうとします。サタンがねらっている
のは邪悪な人だけではありません。神の
選民を含むすべての人です。サタンの笛の
音色に耳を傾けたダビデ王は，心が揺ら
ぎ，誘い出されて倒れてしまいました。ダ
ビデの前にはカインが，後にはイスカリオ
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曜日だったのです。兄弟もチームも苦しい
練習の末にここまでたどり着いたのです。
先発でセンターを任されることになってい
たクリステンセン兄弟はコーチに心の葛

かっ

藤
とう

を打ち明けました。ところが，コーチには
理解してもらえず，試合に出場するように
と言われました。

決勝の前に準決勝がありました。不運
なことに，準決勝で控えのセンターの選手
が肩を脱

だっ

臼
きゅう

してしまい，決勝戦に出場す
るようにというクリステンセン兄弟への圧
力はますます強くなりました。彼はホテル
の部屋に入ってひざまずくと，この 1 回だ
け，日曜日に試合に出てもいいか天の御
父に尋ねました。クリステンセン兄弟は，
祈りが終わる前に次のような答えを受け
たと話しています。「クレートン，なぜわた
しに尋ねるのですか。答えはあなたが
知っています。」

クリステンセン兄弟はコーチのところに
行き，決勝には出られないこと，それを心
から申し訳なく思っていることを伝えまし
た。チームは彼抜きで決勝を戦い，同じ
時間，クリステンセン兄弟は近くのワード
に出席しました。そして，試合に勝つよう
に祈りました。チームは優勝しました。

運命を変えるような難しい決断から
30年以上がたちました。時がたった今，
クリステンセン兄弟はあの決断が人生で
最も大切な決断の一つだったと語ってい
ます。別の決断をして，次のように言うこ
とはとても簡単だったでしょう。「安息日
を聖

きよ

く保つことは確かに正しい戒めです。
でも，この酌量すべき特殊な状況では，今

兄弟の皆さん，皆さんは高貴な生得権
を持っています。御父の王国で永遠の命
を得ることが皆さんのゴールです。この
ゴールは，輝かしい経験を 1 度すればた
どり着けるというものではありません。生
涯にわたって義にかなった生活を続け，
賢明な選択を繰り返し，決意を貫いた結
果として到達するのです。価値のあるい
かなる報いを得るうえでも言えることです
が，永遠の命という報いを得るには努力
が求められるのです。

聖文には次のようにはっきりと記されて
います。
「あなたがたの神，主が命じられたとお

りに，慎んで行わなければならない。そ
して左にも右にも曲

まが

ってはならない。
あなたがたの神，主が命じられた道に

歩まなければならない。」12

最後に，人生の早いうちにゴールを定め
た人の話を紹介しましょう。教会員であり
ハーバード大学経営管理学教授のクレー
トン・M・クリステンセン兄弟です。

16 歳のとき，クリステンセン兄弟は日曜日
にスポーツは絶対にしないと決意しました。
数年後，イングランドのオックスフォード大
学に進学したクリステンセン兄弟は，バス
ケットボール部のセンターのポジションで
活躍しました。そのシーズン，チームは一
度も負けることなく勝ち進み，合衆国で言
えば NCAAバスケットボールトーナメント
に当たるイギリスの大会に出場しました。

無難に勝ち進んだチームはベスト 4 に
名乗りを上げました。日程を知ったクリス
テンセン兄弟は愕

がく

然
ぜん

とします。決勝は日

することになります。兄弟の皆さん，わた
したちは皆，誘惑を受けます。12歳の執
事も，成熟した大祭司も同じです。いかな
る代価やどのような犠牲を払っても到達
する価値のあるあの永遠のゴールから，
どうか目と心と決意をそらすことのないよ
うにしてください。

わたしたちが自分で許さないかぎり，誘
惑，圧力，惑わしに負けることは決してあ
りません。間違った選びをしたら，責めを
受けるのはほかでもない自分です。かつ
てブリガム・ヤング大管長は，この真理に
ついて自分を例に挙げてこう述べました。

「もしわたしブリガム兄弟が道を踏み外し
て，天の王国から締め出されたとしたら，
その責めを受けるのはほかならぬブリガ
ム兄弟です。天において，地において，
地獄において責めを受けるのはわたしだ
けです。このことはあらゆる末日聖徒に
当てはまります。救いは個人的な問題で
す。」8

使徒パウロの言葉はわたしたちを安心
させてくれます。「あなたがたの会った試
練で，世の常でないものはない。神は真
実である。あなたがたを耐えられないよ
うな試練に会わせることはないばかりか，
試練と同時に，それに耐えられるように，
のがれる道も備えて下さるのである。」9

皆，間違った選びをします。間違ったまま
にしているのであれば，わたしは確信を込
めて，正す道があるということを伝えます。
その道は悔い改めと呼ばれます。どうか
間違いを正してください。救い主は皆さん
とわたしにこの喜ばしい贈り物をするた
めに命を捨てられました。悔い改めの道
は楽ではありませんが，約束は確かです。

「たといあなたがたの罪は緋
ひ

のようであっ
ても，雪のように白くなるのだ。」10 「主な
るわたしはもうそれを思い起こさない。」11 
永遠の命を危険にさらさないでください。
罪を犯してしまったら，正しい道に引き返
すのが早ければ早いほど，より早く，赦

ゆる

し
の奇跡によってすばらしい平安と喜びを
見いだすことができます。
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大管長会第一顧問
ヘンリー・B・アイリング管長

愛する兄弟姉妹の皆さん，この安
息日に皆さんにお話ができうれ
しく思います。世界中の何百万

という末日聖徒と友人の皆さんに向けて
話す割り当てを受け，へりくだる思いで
す。この神聖な機会に備えるに当たり，皆
さん一人一人に必要なことは何か，主はど
んなメッセージを語るよう望んでおられる
のかについて分かるよう，祈り，深く考え
ました。

皆さんが必要としていることは非常に
多く，様々です。皆さんはかけがえのない
神の子供です。神は一人一人を御存じで
すから，皆さんと皆さんの必要に合った
メッセージを送って励まし，正し，導いて
くださいます。

神がこの大会で話すようわたしに望ん
でおられることを知るために，神の僕

しもべ

たち
の言葉を聖文や過去の大会報告から読み
ました。そして，モルモン書に登場する偉
大な主の僕，アルマの言葉を読んでいた
とき，祈りの答えを受けました。
「おお，わたしが天使であって，わたしの

心の願いを遂げることができればよいも
のを。わたしの心の願いとは，出て行って，
神のラッパのように地を震わせる声で語り，
すべての民に悔い改めを叫ぶことである。

まことに，わたしは雷のような声で，あ
らゆる人に悔い改めと贖

あがな

いの計画を告げ
知らせ，もはや地の全面に悲しみのない
ように，悔い改めて神のみもとに来ること
を彼らに勧めたい。

しかし見よ，わたしはただの人であり，
このように願うことさえも罪である。わた
しは主から与えられたもので満足すべき
だからである。」1

そして，アルマの回想の中に，祈り求め
ていたことに対する指示を見いだしまし
た。「見よ，主はすべての国民に，その国
民を使い，その国民の言葉を使って主の
御
み

言
こと

葉
ば

を教えることを許されるからであ
る。まことに，主は賢明にも，御自分が彼
らにとってふさわしいと思われるすべての
事柄を教えることを許される。したがっ
て，賢明にも主は正しく真実なことに応じ
て勧告されるということが，わたしたちに
は分かるのである。」2

神の僕が語るこのメッセージを読んで，
今
き ょ う

日なすべきことがはっきりしました。神
はその子供たちに，メッセージとそれを伝
える権能を持つ人を送られます。わたし
がするべきことは，神と神の僕たちに対す
る信頼をはぐくみ，わたしたちが行ってそ
の勧告に従えるようにすることです。神

日曜午前の部会 | 2010年10月3日

神を信頼し，行って行う
学び，悔い改めて，主が求められることを行って行いたいという目
的をもって耳を傾けるとき，皆さんは主を信頼していることを示し
ていることになります。

回だけ守れなくても仕方のないことです。」  
しかしクリステンセン兄弟は，結局のとこ
ろ人生は最初から最後まで特殊な状況の
連続であり，一度でも例外を作ってしまえ
ば，この場合は仕方がないという切羽詰
まったことが次に起こったとき，いとも簡
単にまた例外を作ってしまっていただろう
と話しています。彼が得た教訓は，戒め
は 98 パーセントの 確 率で 守るよりも
100 パーセントの確率で守る方が簡単だ
ということです。13

愛する兄弟の皆さん，選ぶ権利 に感謝
し，選ぶ責任を受け入れ，選びの結果を
常に心にとどめることができますように。
わたしたちは，神権を持つ者として一つと
なり，慎重にそして正しく選ぶときに，天
の御父から導きを受けるにふさわしくな
れます。わたしたちは主イエス・キリスト
の業に携わっています。昔の人々のように，
わたしたちも主からの召しを受け入れまし
た。わたしたちは主の用向きを受ける者
です。わたしたちは「主の器をになう者
よ，おのれを清く保て」14 という厳粛な戒
めを守ることができるでしょう。そのよう
になるよう，厳粛に，へりくだって祈りま
す。わたしたちの主，イエス・キリストの
御
み

名
な

により，アーメン。■

注
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 14. イザヤ 52：11



712 0 1 0 年 1 1 月 号

持ちになります。主に信頼を寄せるニー
ファイの言葉にわたしたちは安

あん

堵
ど

を覚え
ますが，これを語ったとき，ニーファイは
危険で命がけの難題に直面していたので
す。「そこで，わたしニーファイは父に
言った。『わたしは行って，主が命じられ
たことを行います。主が命じられることに
は，それを成し遂げられるように主によっ
て道が備えられており，それでなくては，
主は何の命令も人の子らに下されないこ
とを承知しているからです。』」5

このような信頼は，神を知ることから生
まれます。福音の回復という輝かしい出
来事を通して教会員は，「静まって，わた
しこそ神であることを知れ」6 という言葉
で主がその民に示された平安を，地上の
だれよりもよく感じてきました。わたした
ちが神を信頼できるよう，神は御自身のこ
とを明らかにしてくださいました。それを
思うとわたしの心は感謝の気持ちでいっ
ぱいになります。

わたしにとってそれは，1820年に一人
の少年がニューヨーク州の農場の森で経

がこれを望むのは，わたしたちを愛し，幸
せにしたいと思っておられるからです。そ
れに，神への信頼が欠けることで悲しみ
が訪れることを神は御存じだからです。

神を信頼しなかったために天の御父の
子供たちに悲しい結果が訪れた出来事
は，世界が創造される前からありました。
前世において，天の御父とその長子エホ
バが，現世で生活する計画を提示したと
ころ，多くの兄弟姉妹たちがそれを拒みま
した。これは，神が預言者ジョセフ・スミ
スに与えられた啓示から分かります。3

ルシフェルがなぜ人々を扇動してこの
造反に恐ろしくも成功したのか，すべての
要因が分かるわけではありませんが，一
つ明らかなことがあります。現世に来る
祝福を失った霊たちは，永遠に惨めな状
態を避けるために神に頼ろうとはしなかっ
たということです。

神を信頼しなかった悲しい例は，天地
の創造以来後を絶ちません。なぜ信仰を
もって神に頼らなかったのか，その理由
がすべて分かるわけではないので，神の
子供たちの生き方から慎重にその例を挙
げます。皆さんの多くは，そのような人た
ちが危険な状況に陥ったことを学んでき
ました。

例えばヨナは，ニネベに行くようにとい
う主の言葉に従わなかったばかりか，別
の所に行ってしまいました。ナアマンは，
川の水で身を洗えば重い皮膚病を主が癒

いや

してくださるという主の預言者の指示を
信頼することができませんでした。簡単
な方法だったため，彼のプライドが許さな
かったのです。

救い主は，舟という安全な場所から下り
て水の上を歩いて来るようペテロに言わ
れました。この話を聞くとわたしたちは身
につまされ，自分も神をもっと信頼する必
要があると感じます。
「イエスは夜明けの四時ごろ，海の上を

歩いて彼らの方へ行かれた。
弟子たちは，イエスが海の上を歩いてお

られるのを見て，幽霊だと言っておじ惑

い，恐怖のあまり叫び声をあげた。
しかし，イエスはすぐに彼らに声をかけ

て，『しっかりするのだ，わたしである。恐
れることはない』と言われた。

するとペテロが答えて言った，『主よ，あ
なたでしたか。では，わたしに命じて，水
の上を渡ってみもとに行かせてください。』

イエスは，『おいでなさい』と言われた
ので，ペテロは舟からおり，水の上を歩い
てイエスのところへ行った。

しかし，風を見て恐ろしくなり，そしてお
ぼれかけたので，彼は叫んで，『主よ，お
助けください』と言った。

イエスはすぐに手を伸ばし，彼をつかま
えて言われた，『信仰の薄い者よ，なぜ疑っ
たのか。』」4

その後ペテロが主に頼り，殉教に至る
まで主への奉仕を忠実に果たしたという
事実から，わたしたちは勇気を得ることが
できます。

モルモン書で若いニーファイの話を読
むと，主の戒めがどんなに困難に思えて
も，主をいっそう信頼して従おうという気
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に入ってきた返事は，神とその僕を今
こん

日
にち

に至るまでしっかりと信頼できるようにし
てくれるものでした。

電話越しにその男性はこう言いました。
「お電話をいただき，驚いています。実
は，あなたの物件を購入できるかどうか，
今日問い合わせに来た人がいるのです。」
驚きながらもわたしが「その方はどのくら
いの金額を提示されましたか」と尋ねる
と，それは，わたしたちの住宅ローンの残
高より何ドルか多い金額でした。

単なる偶然だと人は言うかもしれませ
ん。しかし，わたしたちはローンを完済で
きました。そして，わたしたち家族は，今
も預言者のメッセージの中の言葉に耳を
傾けています。預言者は，神が人に得て

わたしは大会が終ると，「住宅ローンを
完済する方法があると思うか」と妻に尋
ねました。最初，そんな方法は思いつきま
せんでした。しかし夕方には，別の州で
入手した不動産のことを考えていました。
売り払おうとしたものの何年も売れない
でいた物件です。

しかし，主を信頼し，主の僕のメッセー
ジの中の言葉を信じて，月曜日の朝，わた
したちは不動産の売却を託してあったサ
ンフランシスコの業者に電話をかけまし
た。実はその 2 ，3 週間前にも電話した
のですが，「この物件に興味を示す方はも
う何年もの間いません」と言われていた
のです。

しかし，大会翌日の月曜日にわたしの耳

験した出来事に端を発します。その少年
ジョセフ・スミス・ジュニアは，木々の間
を歩いて人のいない場所に行き，ひざま
ずいて祈りました。イエス・キリストの贖
いによって清められ，救われるためにはど
うすればよいのか知りたかったのです。
この祈りに神がこたえてくださることを信
じて疑いませんでした。7

わたしはこの話を読む度に，神とその
僕たちへの信頼が深まります。
「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。

それが現れるやいなや，わたしはわが
身を縛った敵から救い出されたのに気づ
いた。そして，その光がわたしの上にとど
まったとき，わたしは筆紙に尽くし難い輝
きと栄光を持つ二人の御方がわたしの上
の空中に立っておられるのを見た。する
と，そのうちの御

お

一
ひと

方
かた

がわたしに語りか
け，わたしの名を呼び，別の御方を指し
て，『これはわたしの愛する子である。彼
に聞きなさい』と言われた。」8

御父は，御自身が生きておられ，イエ
ス・キリストは御父の愛する御子であっ
て，御自身の子供たちを救うために御子
を遣わされるほどわたしたちを愛しておら
れることを明らかにしてくださいました。
そしてわたしは，神がこの無学な少年を
使徒，預言者に召されたという証

あかし

がある
ので，現代の神の使徒と預言者を信頼し，
彼らが神に仕えるよう召す人たちをも信
頼しています。

このような信頼は，わたしと家族の生
活に祝福をもたらしてきました。何年も前
のことですが，わたしはエズラ・タフト・
ベンソン大管長が，このような大会で話す
のを聞きました。そのとき大管長は，でき
るかぎりのことをして負債を返済し，負債
をなくすよう勧めました。住宅ローンのこ
とにも触れ，不可能かもしれないが，抵当
のある負債を完済できるならそれがいち
ばんいいと言ったのです。9
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なるというメッセージを送られたのです。
この大会で話す神の僕たちについてわ

たしはよく知っています。彼らは神の子供
たちにメッセージを伝えるよう神から召さ
れています。主は彼らについてこう言われ
ました。「主なるわたしが語ったことは，
わたしが語ったのであって，わたしは言い
逃れをしない。たとえ天地が過ぎ去って
も，わたしの言葉は過ぎ去ることがなく，
すべて成就する。わたし自身の声によろ
うと，わたしの僕たちの声によろうと，そ
れは同じである。」12

学び，悔い改めて，主が求められること
を行って行いたいという目的をもって耳を
傾けるとき，皆さんは主を信頼しているこ
とを示していることになります。神を信頼
して，この大会のあらゆる説教，歌，祈り
の中に主のメッセージを求めて耳を傾ける
ならば，それを見いだせるでしょう。そし
て，行って主が望んでおられることを行う
ならば，神を信頼する力は強くなり，やが
て主が自分を信頼してくださっていること
を知って感謝の念に満たされるでしょう。

末日聖徒イエス・キリスト教会では，神
から選ばれた僕たちを通して，今日神が
語っておられることを証します。トーマ
ス・S・モンソンは神の預言者です。天の
御父と御子イエス・キリストは生きていて，
わたしたちを愛しておられます。このこと
をイエス・キリストの御名により，証します，
アーメン。■

注
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 2. アルマ 29：8
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ルマの約束が成就することがわたしには
分かってきました。「見よ，主はすべての国
民に，その国民を使い，その国民の言葉を
使って主の御言葉を教えることを許される
からである。まことに，主は賢明にも，御
自分が彼らにとってふさわしいと思われる
すべての事柄を教えることを許される。」10

神は国政を司ってはおられませんが，
国々の民を心にかけておられます。国民
のためになることを行い，主に頼る人を影
響力のある地位に置くことがおできになり，
実際にそうされているのです。11

世界中を旅行して，わたしはそれを実感
してきました。人口 1,000万人を超える
都市で，大会に集う数千人もの末日聖徒
に向けて話をしたことがあります。会場
は巨大な運動競技場でした。

開会前に，ハンサムな若者が最前列に
座っていることに気がつきました。彼と同
じく，一般の人よりフォーマルな装いをし
た人たちが周りを囲んでいます。近くにい
た教会の中央幹部にだれかと聞いたとこ
ろ，この市の市長とその側近だとそっと教
えてくれました。

集会後，わたしが車に乗ろうとして歩い
ていると，驚いたことにその市長がわたし
にあいさつするために側近に囲まれなが
ら待っていました。市長は進み出てわた
しに握手を求め，こう言ったのです。「わ
たしたちの都市，わたしたちの国に来てく
ださってありがとうございます。人を育て
るために皆さんがしておられることに感謝
しています。皆さんのような人や家族がい
るので，わたしたちが市民に望む調和と
繁栄を生みだせるのです。」

その瞬間，わたしにはこの市長は，主が
その子供たちの中で権力ある地位に置か
れた誠実な人の一人だということが分かり
ました。この大きな都市，そして国の中
で，教会員はほんの一握りしかいませんし，
市長は教会の教義も教会員のこともほと
んど知りませんでした。それでも神はこの
市長に，神とその僕たちを信頼するという
聖約を交わした末日聖徒は，市民の光と

ほしいと望まれる安全と平安を見いだす
には何をすべきかを告げるよう遣わされ
ているのです。

このように神に頼ると，家族はもちろん，
地域社会にも恵みが注がれます。わたし
はニュージャージーの小さな町で育ちまし
た。教会では，支部に定期的に出席する
会員は 20 人にも満たないほどでした。

その少ない会員の中に，とても謙
けん

遜
そん

な，
改宗者で年輩の女性がいました。強いノ
ルウェーなまりの英語を話す移民でした。
家族でたった一人の教会員であり，居住
する町でたった一人の教会員でした。

この女性は，支部会長であったわたし
の父を通して，主から支部の扶助協会会
長に召されました。手引きがなかったた
めに何をしたらよいのか分からず，近くに
住んでいる教会員もいませんでした。
知っていたのは，主が困っている人を心に
かけておられることと，扶助協会のモッ
トーである「愛はいつまでも絶えることが
ない」という短い言葉だけでした。

いわゆる「大恐慌」のさなかのことです。
失業者と住む家のない人で町はあふれて
いました。そこで，この女性は自分には主
から託された務めがあると感じ，近所の
人に頼んで古着を譲り受け，洗濯してアイ
ロンをかけました。そして，ダンボール箱
に入れて家の裏のベランダに置いたので
す。近所の人は，お金がなくて着る服に
困っている人が相談に来ると，こう言った
ものです。「この通りの先の家に行くとい
い。モルモンの婦人が住んでいて，服を分
けてくれる。」

主は市政を司ってはおられませんが，市
の片隅を明るくしてくださいました。御自
分を深く信頼する一人の目立たない女性
を召すことで，彼女が主の思いを知り，実
行できるようにされたのです。主に頼っ
たおかげで，この女性は市内の困ってい
る御父の子供たちを何百人も助けること
ができました。

同じように神に頼るとき，国民にも祝福
が注がれます。主に頼るならば，次のア
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十二使徒定員会会長
ボイド・Ｋ・パッカー会長

この総大会が開かれている現在，
世の中には混乱と危険があふれ
ています。若い人たちは，一体

どのようにして生きていったらよいのか皆
目見当がつかないでいます。世界にこの
ような状態が来ることは啓示によって警
告されてきました。そして，どうするべき
かが常に預言者と使徒たちに示されてき
ました。

主は「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」1 ことを預
言者ジョセフ・スミスに明らかにされまし
た。神権の鍵

かぎ

が回復されて，祖父，父親，
息子を通してすべての家庭に神権の権能
が与えられました。

世界が混乱のただ中にあった 15年前，
大管長会と十二使徒定員会は「家族──
世界への宣言」を発表しました。教会史
上，5 番目となる宣言です。これは，読ん
で従うことによって教会員に益をもたらし
てくれる指針です。

この中に次のように記されている箇所
があります。「わたしたち，末日聖徒イエ
ス・キリスト教会の大管長会と十二使徒
評議会は，男女の間の結婚は神によって
定められたものであり，家族は神の子供
たちの永遠の行く末に対する創造主の計
画の中心を成すものであることを，厳粛に
宣言します。」2

「そこで，神々は降
くだ

って行って，御自分
の形に人を組織し，神々の形に人を形造

れは間違っています。悪魔は人を欺き，道
を誤らせることはできますが，罪を犯した
り，罪にとどまったりするようあなたやだ
れかに強制する力はありません。

命を創造する力を託されたことによって，
最も大きな喜びを得ることができると同時
に最も危険な誘惑を受けることもありま
す。この世で生活する賜

たま

物
もの

と新たな命を
創造する力は神から与えられた祝福です。
この力を義にかなって用いることにより，
ほかの何にも増して，わたしたちは天の御
父に近づき，満ちみちる喜びを経験する
ことができます。この力は幸福の計画に
偶然に付随しているものではなく，計画の
鍵であり，中心となるものです。

永遠の律法に従ってこの力を用いるか，
あるいはその神聖な目的を無視するかで，
わたしたちが将来どのような存在になる
かが永遠に決まります。「あなたがたは
神の宮であって，神の御霊が自分のうち
に宿っていることを知らないのか。」7

人が父なる神に従うことを自由意志に
よって決め，その思いを祈りの中で神に表
明するかどうかはまったく自由です。

従順であれば，これらの力を結婚の聖
約の中で用いることができます。わたし
たちの命の泉から子供たちと家族がもた
らされます。夫婦間の愛は尽きることな
く，生涯を通じて達成感と満足をもたらし
てくれます。

これらの祝福をこの世で受けられない
人は，次の世で与えられると約束されてい
ます。

永遠の忠誠を誓い，法律上正式な儀式
を受けた後にのみ，また理想的には神殿
で結び固めの儀式を受けた後に，愛を完
全に表現するために，生殖の力を行使す
るのでなければ，純粋な愛とは言えませ
ん。この力は永遠の伴

はん

侶
りょ

となる男女すな
わち夫婦の間だけで用いるべきものです。
この点について福音はきわめて明確に教
えています。

戒めを無視するのは自由ですが，「あな
たは……してはならない」などの率直な

り，男と女に形造られた。
そして，神々は，『彼らを祝福しよう』と

言われた。また，神々は言われた。『彼
らに，生み，増え，地に満ち，地を従わせ
るようにさせよう。』」3

この戒めは現在も有効です。
「そして，わたしたちはこれによって彼ら

を試し，何であろうと，主なる彼らの神が
命じられるすべてのことを彼らがなすかど
うかを見よう。」4

「人が存在するのは喜びを得るため」5   

ですから，わたしたちは幸せになるよう計
画されています。

リーハイは，人は自由であり，「大いな
る終わりの日に律法に伴う罰を受けるほ
かは，思いのままに行動することができ，
強いられることはない」6 と教えました。
「主はわたしに賛成の票を投じておら

れ，ルシフェルは反対の票を投じている。
だが，大切なのはわたしがどちらに票を
投じるかなのだ」という古いことわざがあ
ります。この言葉は，わたしたちの選択の
自由には，サタンがどのような意向を持っ
ていようと，それをしのぐ力があるという，
教義上明らかな点をよく言い表しています。
選択の自由は貴いものです。わたしたち
は愚かにも，また何も考えずに選択の自
由を捨ててしまうことはできますが，無理
矢理取り上げられることはありません。
「悪魔がわたしにそうさせたのだ」とい

う有史以来の古い言い訳もあります。そ

器の内側を清める
悔い改めほど，神の寛大さと思いやり，そして憐

あわ

れみが豊かに表
れているものはありません。
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ノグラフィーはまさしく伝染病です。従順
であれば，神権は習慣を断ち切り，常用癖
から抜け出す方法を教えてくれます。神
権者にはその権能があり，邪悪な影響力
を消し去ろうと努めるに当たってそれを行
使するべきです。

わたしたちは教会員に対して，目を覚ま
し，今起きていることを理解するよう警鐘
を鳴らしています。両親の皆さん，この悪
事が家庭の輪を脅かすことのないように，
注意し，常に警戒してください。

わたしたちは結婚に関してサタンが勧
める多くの代用品と偽物から守ってくれる
道徳の標準を教えています。福音の原則
と一致しない関係へと勧めるものはこと
ごとく間違っていると理解しなければなり
ません。わたしたちはモルモン書から

「悪事は決して幸福を生じたことがない」
ことを学んでいます。13

人はこの世に生まれる前からそのよう
に造られていたのであって，清くないも
の，自然でないものに対して生来感じる誘
惑から抜け出せないと考えている人がい
ます。そのようなことはありません。神が
わたしたちの天の御父であられることを
忘れてはなりません。

パウロはこのように約束しています。
「神は……あなたがたを耐えられないよう
な試練に会わせることはないばかりか，試
練と同時に，それに耐えられるように，の
がれる道も備えて下さるのである。」14 も
しあなたにその意志があれば，習慣を断
ち切り，常用癖に打ち勝ち，教会員にふさ
わしくないどのようなものからも離れるこ
とができます。アルマが警告しているよう
に，わたしたちは「目を覚ましていて絶え
ず祈〔ら〕」なければなりません。15

イザヤは警告しています。「わざわいなる
かな，彼らは悪を呼んで善といい，善を呼
んで悪といい，暗きを光とし，光を暗しとし，
苦きを甘しとし，甘きを苦しとする。」16

何年か前に，わたしはアルバカーキ市の
学校を訪れました。教師は，生徒が教室
に子猫を持ち込んだときの出来事につい

現在，ポルノグラフィーがもたらしてい
る恐ろしい影響力は全世界に蔓

まん

延
えん

する疫
病のようなものであって，ここに一人，そこ
に一人と感染させ，ほとんどの場合，夫や
父親を通してあらゆる家庭に容赦なく入
り込もうとしています。この疫病は，不幸
なことにしばしば，霊的な致命傷を与えま
す。ルシフェルは「偉大な贖

あがな

いの計画」，11 

「偉大な幸福の計画」12 を覆そうと躍起に
なっています。

ポルノグラフィーは必ずキリストの御
み

霊
たま

を退かせ，天の御父と子らの間の交わり
を遮断し，夫婦間の愛に満ちた関係を引
き裂きます。

神権にはこの上なく大きな力がありま
す。神権の影響を受ける場所に自分を置
いていれば，神権はポルノグラフィーとい
う疫病からあなたを守ってくれます。ポル

言葉で表現されている啓示については，
注意を払うべきです。

サタンは，命をもたらす力を持つすべて
の人に対して嫉

しっ

妬
と

しています。サタンは命
をもたらすことができません。その能力
がないのです。「悪魔は，すべての人が自
分のように惨めになることを求めている
……。」8 悪魔はあなたを不道徳な関係に
誘い込み，生殖の力を義にかなって用い
る基準を引き下げようとしています。

主は，御自身に従う者たちに理解しや
すいイメージを与えるため，「のようなもの
である」という表現を使われました。以下
はその例です。
「また天国は，……商人のようなもので

ある。」9

「天国は，畑に隠してある宝のようなも
のである。」10
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ているでしょうか。主は言われました。
「見よ，神であるわたしは，すべての人に
代わってこれらの苦しみを負い，人々が
悔い改めるならば苦しみを受けることの
ないようにした。」20 贖い主はこの上ない
愛の行為によって，わたしたちが受けなく
てもよいように，わたしたちの罪に対する
罰を受けてくださいました。

心から望む人には戻る方法があります。
悔い改めは洗剤のようなものです。布地
に深くしみ込んだ罪の汚れであっても，そ
れは浮き出てきます。

神権者はポルノグラフィーのおぞましい
残像を取り除き，罪を洗い流してくれる解
毒剤を持っています。神権には習慣から
の影響を，さらには，それがどれほど頑
丈であっても常用癖の鎖を断ち切る力が
あります。その力は過去の過ちの傷跡を
消し去ることができます。

すべての啓示の中でこれほど麗しく，
慰めを与えてくれる言葉をわたしは知りま
せん。「見よ，自分の罪を悔い改めた者
は赦され，主なるわたしはもうそれを思い
起こさない。」21

告白し，罰を受けた後に，時々，悔い改
めの最も難しい部分となるのが，自分自身
を赦すことです。赦しとは文字どおり赦
すことであると悟らなければなりません。
「そしてわたしは，民が悔い改める度に，

わたしに対する彼らの過ちを赦そう。」22

ジョセフ・フィールディング・スミス大
管長は，悔い改めたにもかかわらず，ひど
く堕落した生活から抜け出せないでいる
一人の女性について話しました。彼女は，
今何をすべきか大管長に尋ねました。

そこで大管長は，その女性に旧約聖書
から，振り返って塩の柱になったロトの妻
の物語 23 を読んで聞かせてくれるように
言いました。彼女が読み終わったとき，
大管長はこう尋ねました。「この物語から
どのような教訓を学べますか。」

女性は「主は悪人を滅ぼされるという
ことです」と答えました。
「そのことではありません。」そして，ス

ても，後に来る苦痛や罰を避けることはで
きないのです。それは夜が明けたら朝が
来るように確かなことです。

たとえ反対されようと，わたしたちは正
しい道にとどまると決意しています。原則
と，福音の律法と儀式を守ります。これら
について悪気なくあるいは意図的に誤解
されることがあっても，気に留めません。
わたしたちは道徳の標準を変えることが
できないし，変えるつもりもありません。
神の律法に背くと，たちまち道に迷ってし
まいます。家族を守り，育てなければ，文
明と自由は必ず消滅してしまいます。
「あなたがたがわたしの言うことを行う

とき，主なるわたしはそれに対して義務を
負う。しかし，あなたがたがわたしの言う
ことを行わないとき，あなたがたは何の約
束も受けない。」18

罪や犯罪あるいは倒錯の牢
ろう

獄
ごく

に閉じ込
められている人はだれでも，扉の鍵を持っ
ています。その鍵には「悔い改め」という
文字が記されています。この鍵の使い方
を知っていれば，サタンはあなたを捕らえ
ておくことができません。悔い改めと赦

ゆる

しという対を成す原則はサタンの恐ろしい
力をしのいでいるのです。もしあなたが
ふさわしくない習慣や常用癖に縛られて
いるなら，有害な行為をやめなければなり
ません。天使は教えを与え 19 ，神権指導
者は困難な時期を乗り切るよう導いてく
れます。

悔い改めほど，神の寛大さと思いやり，
そして憐

あわ

れみが豊かに表れているものは
ありません。救い主であり，贖い主である
神の御子によって成し遂げられた贖

しょく

罪
ざい

の
持つ，完全な清めの力をあなたは理解し

て話してくれました。大騒ぎになったこと
は言うまでもありません。教師はその生
徒に，前に来て子猫を抱いているように言
いました。

そこまではよかったのですが，一人の子
供がこう質問しました。「その子猫は雄で
すか，雌ですか。」

そのことで授業をじゃまされたくなかっ
た教師はこう言いました。「どうでもいい
でしょう。どっちにしたって子猫よ。」

けれども生徒たちはあきらめませんで
した。そして，一人の男の子が手を挙げて
こう言いました。「調べる方法を知ってい
るよ。」

もう避けて通れないと観念した教師は
言いました。「どうするの。」

すると，生徒は答えました。「投票で決
めるのさ。」

皆さんはこの話を笑うかもしれません
が，警戒していないといけません。不道徳
を合法化するよう法律を変えるため，それ
を投票によって決めることを容認するだけ
でなく，提唱している人たちがいるのです。
それはまるで，神の律法の目的や自然の
法則を投票によって変えてしまうようなも
のです。自然の法則を否定する法律を押
し通すことは不可能です。例えば，引力
の法則を無効にすることを票決したとして
も，それに何の意味があるでしょうか。
「創世の前に天において定められた不

変の」17 道徳の律法と物理の法則があり，
それらを変えることはできません。戦争
によっても投票によっても道徳の標準を
変えられないことは，歴史が繰り返し証
明しています。根本的に間違っていること
や邪悪なものを法律によって認めるとし
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七十人会長会
ジェイ・E・ジェンセン長老

若い宣教師として伝道を始めてか
ら 1 年余りがたったころのこと
です。啓示と聖霊について聖文

や末日の使徒たちの言葉を読んでいると，
あることに気づき，目の覚めるような思い
をしました。わたしには自分の証

あかし

，とりわ
け，御父と御子についての証がなかった
のです。すばらしい両親から受けた，借り
物の光に頼って伝道に出ていました。両
親の言葉を少しも疑うことのなかったわ
たしには，自分自身の霊的な証を求める
という考えがありませんでした。1962年，
テキサス州サンアントニオでのあの 2月の
夜，自分で知る必要があるということに気
づきました。狭い宣教師アパートで，静か
に声に出して祈る場所を見つけ，こう祈り
ました。「天のお父様，そこにいらっしゃい
ますか。わたしは自分で知る必要がある
のです。」

その晩しばらくして，わたしは生涯で初
めて，神とイエスが実在の御方であられる
ということを自分自身で知ることができま
した。耳に聞こえる声を聞いたわけでも，
天の使いを見たわけでもありません。し
かし，皆さんにも経験があると思います
が，わたしも，自分の思いに平安を告げ

（教義と聖約 6：23 参照），保証を与える
（アルマ 58：11 参照）「聖霊の言い尽くせ
ない賜

たま

物
もの

」（教義と聖約 121：26）と啓示
の御

み

霊
たま

によって知ることができたのです
（教義と聖約 8：1－ 3 参照）。

その経験を通じて，「目を覚まし，能力
を尽くして〔主の〕言葉を試」すように勧
めるアルマの言葉を実践すると何が起こ
るかを実感しました（アルマ 32：27）。そ
の言葉，すなわち種は成長して木となりま
した。確かに，巨大な証の木となったの
です。また，続けて主の言葉を試すこと
で証の木は増え続け，聖霊を通して，また
聖霊によって得られる啓示を礎として，今
や紛れもない証の森となっています。

啓示は願うことで授けられる賜物
アメリカ大陸を訪れた救い主は十二弟

子を召されました。弟子たちとその地の
民へのメッセージの一つは聖霊について
でした。教えを授けられた後で，救い主
は翌日に戻って来ることを約束し，その場
を去られました。人々は夜通し働き，救い
主の話が聞けるようにできるかぎり多くの
人々を集めました。

弟子たちは民を集め，12組に分けると，
救い主に教えられたことを教えました。
その教えの中で最も重要なのは聖霊の大
切さでした（3 ニーファイ11－18章参照）。
それから人々はひざまずいて祈りました。
彼らは聖霊を授けられることを心から願っ
ていました（3 ニーファイ19：8－9 参照）。

民に御
み

姿
すがた

を現された救い主は，御父に
祈りながら聖霊の大切さをさらに強調さ
れました。
「父よ，わたしが選んだこれらの者に聖

聖霊と啓示
聖霊は神会の第三の御方です。また，御父と御子とともに，すべて
のことを知っておられます。

ミス大管長はその悔い改めた女性や他の
人が学ぶべき教訓は，「後ろを振り返って
はならない」ことだと話しました。24

奇妙なことですが，ポルノグラフィーや
そのほか清くない行いに対する最も単純
で，強力な予防と治療法は，それを無視
し，避けることだと思います。根を張ろう
としているふさわしくない思いを心の中か
ら消し去りましょう。清くあろうと決意す
るとき，その人は神から与えられた選択の
自由を正当に行使していることになりま
す。その後は，スミス大管長が勧告したよ
うに，「後ろを振り返ってはなりません。」

わたしは，皆さんと家族の前途に平安と
幸福が待ち受けていることを約束します。
教会のすべての活動の究極の目的は，夫
婦と子供たちが家庭で幸せに暮らすこと
なのです。わたしは，主の祝福が恐ろし
い霊の伝染病と格闘している皆さんのう
えにあり，主の神権によってもたらされる
癒
いや

しが得られますよう願い求めます。その
力が確かに存在することを，イエス・キリ
ストの御

み

名
な

により証します，アーメン。■

注
 1. 教義と聖約 1：20
 2. 「家族──世界への宣言」『リアホナ』2004 年

10 月号，49
 3. アブラハム 4：27－ 28
 4. アブラハム 3：25
 5. 2 ニーファイ 2：25
 6. 2 ニーファイ 2：26
 7. 1 コリント 3：16
 8. 2 ニーファイ 2：27
 9. マタイ 13：45
 10. マタイ 13：44
 11. モルモン書ヤコブ 6：8；アルマ 34：31
 12. アルマ 42：8
 13. アルマ 41：10
 14. 1 コリント10：13
 15. アルマ 13：28
 16. イザヤ 5：20
 17. 教義と聖約 130：20
 18. 教義と聖約 82：10
 19. 2 ニーファイ 32：3 参照
 20. 教義と聖約 19：16
 21. 教義と聖約 58：42
 22. モーサヤ 26：30
 23. 創世 19：26 参照
 24. ボイド・Ｋ・パッカー, The Things of the Soul

（1996 年）, 116
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す（ピリピ 4：7 参照）。また，息子夫婦と
その子供たちの生活に言葉では言い表せ
ない聖霊の賜物が与えられるのを目

ま

の当
たりにしました。その時のことを語る彼ら
には，今も信仰と平安，そして慰めが満ち
ています。

啓示とモルモン書
啓示という同じ賜物は，モルモン書に

対するわたしの証にも影響を与えていま
す。わたしは幾度となくモルモン書を読
み，研究し，探求し，味わってきました。
聖霊は，この書物が真実であり神から与
えられたものであることを明らかにしてく
ださいました。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はモル
モン書のことを，教会に欠くことのできな
い 4つの隅

すみ

石
いし

の一つと呼んでいます。ほか
の 3 つの隅石とは，ジョセフ・スミスの最
初の示現，神権の回復，そして言うまでも

それは聖霊のもう一つの役割です（教義
と聖約 36：2 参照）。

孫のクイントンは，多重の先天性疾患の
ある状態で生まれ，入退院を繰り返した
末，1歳になる 3 週間前に亡くなりました。
ジェンセン姉妹とわたしは，当時アルゼン
チンに住んでいました。子供たちと一緒
にいて，お互いに慰め合えればと心から
願いました。愛する孫のそばにいてやりた
いと思ったのです。わたしたちには祈るこ
としかできませんでした。ですから熱烈
に祈りました。

ジェンセン姉妹とわたしは伝道部を巡
回しているときにクイントンが亡くなった
という知らせを受けました。わたしたち
は集会所の廊下で抱き合い，慰め合いま
した。皆さんに証します。わたしたちは
聖霊から確信を得ました。人知ではとう
てい計り知ることができない平安を頂い
たのです。この平安は今なお続いていま

霊を与えてくださり，感謝いたします。……
父よ，どうか彼らの言葉を信じるすべて

の者に聖霊をお与えください。」（3 ニーファ
イ 19：20 －21）

モルモン書に記されたこの出来事を土
台にすると，わたしはウィルフォード・ウッ
ドラフ大管長がなぜ次のように言ったの
か，さらによく理解できます。「聖霊の賜
物こそが，人が授かることのできる最も大
いなる賜物なのです。……
〔聖霊は〕男性だけに与えられるもので

もなければ，使徒や預言者だけに与えら
れるものでもありません。すべての忠実な
男性や女性，およびキリストの福音を十分
受け入れられる年齢に達しているすべて
の子供に属するものなのです。」（「聖霊と
個人の啓示」『歴代大管長の教え──ウィ
ルフォード・ウッドラフ』49）

啓示は必要なときに答えを与えてくれる
聖霊は神会の第三の御方です。また，

御父と御子とともに，すべてのことを知っ
ておられます（教義と聖約 35：19；42：
17 参照）。聖霊は幾つかの重要な役割
を果たされます。最も重要な役割は，御
父と御子を証することです（3 ニーファイ
28：11 参照）。そのほかにも，すべての
ことの真理を明らかにする（モロナイ 10：
5 参照），善を行うように導くという役割
があります（教義と聖約 11：12 参照）。

トーマス・S・モンソン大管長は，善を
行うように導かれるというこの重要な役割
についての良き模範です。大管長は，救
い主の模範に従って「よい働きをし」てい
ます（使徒 10：38）。大管長は，人を訪ね，
教え導き，救うために，聖霊から与えられ
る霊的な促しをないがしろにしないこと
の大切さを教えています。

ただし，時にはモンソン大管長やホーム
ティーチャー，気遣ってくれる姉妹のよう
な人が近くにおらず，助けの必要なときに
教えと導きを受けられないこともありま
す。そのようなときに，わたしは慰め主か
ら慰めや指示を受けるようになりました。

ドミニカ共和国ラスカオバスの専任宣教師と一人の姉妹が，
総大会の部会の合間にバプテスマ会を行う準備をしている
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こにあるでしょうか。どこにもありませ
ん。」（『歴代大管長の教え──ジョセフ・
スミス』196）

末日聖徒であるわたしたちには，モルモ
ン書への証があります。この証は啓示を
通して与えられ，この宗教と教義が真実で
あることを確信させてくれるのです（モル
モン書序文参照）。

御霊につける事柄は神聖であり表現し
難いものです。わたしたちはアンモンのよ
うに断言します。「見よ，わたしはあなたが
たに言うが，わたしは感じていることの万
分の一も言い表せない〔。〕」（アルマ26：16）

しかし，わたしは証します。聖霊は実在
の御方であり，証言者，啓示者，慰め主，
案内者，天からの教師であられます。

わたしはへりくだり，この真実の生ける
教会，この宗教が，これら 4 つの隅石を礎
としていることを証します。イエス・キリ
ストがまさしく隅のかしら石であられるこ
とを証します（エペソ 2：19 －21 参照）。
トーマス・S・モンソン大管長は主の預言
者であり，わたしの後ろに座っている15人
の男性は預言者，聖見者，使徒，そして啓
示者です。彼らは聖なる神権と王国の鍵

かぎ

を持っています。彼らを愛し，敬い，支持
しています。イエス・キリストの御

み

名
な

に
よって，アーメン。■

また，ジョセフ・スミスはどの教会が真
実か知る必要がある。

• 二人とも祈っている。
• 二人とも御父と御子の示現を受けてい

る。
• 二人とも書物を渡されている。
• 二人とも福音を宣

の

べ伝えている。
• 二人とも聖霊から，また示現や夢で啓

示を受けている。
• 最後に，二人は邪悪な人々によって脅か

される。リーハイとその民は逃亡して
生き延びる。ジョセフは殉教する。

熱心に真理を探究する人に対し，宣教
師がモルモン書をニーファイ第一書から
学び始めるよう勧めるのはもっともなこと
です。この書には主の御霊があふれてい
ます。前半の章には，啓示と聖霊は預言
者だけでなく，母親，父親，子供たちにも
与えられるという明確なメッセージが記さ
れています。

啓示と聖霊についてのメッセージは，モ
ルモン書の序文で述べられているとおり，
モルモン書のあらゆる箇所に見いだすこ
とができます。これらの真理について預
言者ジョセフ・スミスは次のように要約し
ています。「モルモン書とそれらの啓示を
取り去ったならば，わたしたちの宗教はど

なく，隅のかしら石であられるイエス・キ
リストに対するわたしたちの証です（エペ
ソ2：19－21参照）。ヒンクレー大管長は
次のように説明しています。「神から与え
られたこれらの 4 つの偉大な賜物は揺る
ぎない隅石であり，末日聖徒イエス・キリ
スト教会ならびにその会員一人一人の証と
確信の礎

いしずえ

となっています。」（「信仰の 4 つ
の隅石」『リアホナ』2004 年 2 月号，7）

神から与えられたこれらの 4 つの賜物
は，わたしの信仰と証の錨

いかり

となり，それら
の一つ一つが聖霊を通して与えられる啓
示によって確認されています。これから
少しの間，隅石であるこれらの賜物のうち
の二つ，すなわち，最初の示現とモルモン
書に焦点を当てたいと思います。どちら
も，子供たちが善い両親から生まれ，両親
からよく教えられたという家庭環境から
始まっていることは意義深い点です（ニー
ファイ 1：1 参照）。リーハイとジョセフ・
スミスの人生で起こった出来事には以下
のような共通点があります（1 ニーファイ
1 章およびジョセフ・スミス─ 歴史 1 章
参照）。

• 二人ともに特別な必要がある。リーハ
イは差し迫るエルサレムの崩壊から自分
自身と自分の家族を救う必要がある。
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少し前，小さなルビーが生まれ，親
族の一員になりました。かわい
い顔をのぞき込みながら，この

世に生まれてくる前，この子は天の御父と
ともに住んでいたのだと感慨深く思いまし
た。ルビーは偉大な幸福の計画を受け入
れ，御父と救い主イエス・キリストに従う
ことを選びました。1 その決断のおかげ
で，彼女は地上に来ることを許され，死す
べき状態を体験して永遠の命に向かって
進歩する機会が与えられたのです。こう
して霊と体が結びつき，ルビーの学びの
時が始まりました。ここで彼女は自らを
証明し，キリストに従うことを選んで，永
遠の命を受けるにふさわしい者となるよう
備えることができるのです。

ルビーは清い状態で地上に来ました
が，ご計画のとおり，彼女は試練や誘惑
に直面し，過ちを犯します。しかし，救い
主の贖

しょく

罪
ざい

を通してルビーは赦
ゆる

しと満ちみ
ちる喜びを受け，再び清くなることができ
ます。それは，天の御父のみもとで永遠
に生きる備えのできた状態です。

誕生から数時間して，わたしはこのか
けがえのない子供を腕に抱く機会に恵ま
れました。わたしは母親に「ルビーが徳
高く，清く，そして名前のとおり非常に尊
い女性になれるように，わたしたちで教え
てあげないとね」と言いました。2

すると母親は「今
き ょ う

日から始めるわ」と

その習慣に倣って母親と同じように聖書
に導きを求めました。7

ルーシーはまた，一人で祈り，主の助け
を願い求めることによって家族の問題を
解決しました。ある日，宗教のことで家族
の意見に食い違いが生じたとき，ルーシー
は「近くの美しい山桜の森へ行き，主に祈
りをささげた……」と言っています。8

ルーシーは深刻な健康上の問題に直面
したときも大いなる信仰をもって祈りまし
た。ジョセフが骨髄炎で危うく片足を失
いかけたことも，ジョセフの姉ソフロニア
が発

ほっ

疹
しん

チフスで命を落としそうになったこ
ともありました。ソフロニアの病気につい
て，ルーシーはこう書き残しています。「わ
たしは子供を見詰めました。……夫とわ
たしは手をしっかりと握り合い，ベッドの
わきにひざまずいて，わたしたちの苦悩と
懇願を主に注ぎ出しました。」9 ソフロニ
アは助かりました。ルーシーの子供たち
はきっと，母親が信仰を込めて祈る姿を，
そして祈りの答えを受ける姿を頻繁に目
撃していたことでしょう。

ルーシーは導きを求め，信仰を込めて
祈りました。ジョセフも森に入り，母のよ
うに，主からの答えを求めながら信仰を
もって祈りました。

わたしたちもルーシーのように，イエス・
キリストを信じる信仰と証を強める方法を
模範によって子供や青少年に示さなければ
なりません。それには，個人的に，また子
供と一緒に聖文を学び，祈ることによって
自らの信仰と証を強める必要があります。

ルーシー・スミスと違い，わたしたちに
与えられているのは聖書だけではありま
せん。わたしたちには，永遠の命の道へ

「〔安全に〕導〔く〕」10 末日の聖文と末日
の預言者の言葉が与えられています。モ
ルモン書からは「しっかりと鉄の棒につ
かまりながら」11 歩む人々について学びま
す。「鉄の棒」は「神の言葉」12 を指して
います。誘惑に満ちた今

こん

日
にち

の世の中で，
サタンはわたしたちが神の道から外れる
よう巧妙に働きかけるので，御

み

言
こと

葉
ば

に「しっ

答えました。
「今日から始める」ために，ルビーの母親

は何をすればいいのでしょうか。親，祖父
母，指導者であるわたしたちはどのように
始めて，子供たち，つまり青少年が永遠へ
の道を歩み続けるのをどのように助けられ
るでしょうか。わたしたちは「信者たちの
模範」3 にならなければなりません。

預言者ブリガム・ヤングはこう言ってい
ます。「何事であれ，子供たちにしてほし
くないと思っていることを，自分がしてし
まうようなことがあってはなりません。
倣
なら

ってほしいと思うことについては模範を
示さなければなりません。」4 わたしたち
は皆，そのように良い模範を示すことに
よって今日から始めることができます。

今日わたしは皆さんに救いに必要な二
つの原則，すなわち「信仰〔と〕純潔に

〔おいて〕信者の模範にな〔る〕」5 よう勧
めます。

信仰において信者の模範になってくださ
い。イエス・キリストを信じる信仰と証

あかし

を
率先して強めることで，言葉と模範を通し
て子供に証ができるよう備えてください。

信仰の模範となる人生を送ったすばら
しい母親について話しましょう。預言者
ジョセフ・スミスは幼いとき，母ルーシー・
マック・スミスの姿を見て神を信じる信仰
について学びました。ルーシーは聖文を
探求することで答えを求め，6 ジョセフも，

中央若い女性第一顧問
メアリー・N・クック

信者の模範になる
わたしは皆さんに……「信仰〔と〕純潔に〔おいて〕信者の模範
にな〔る〕」よう勧めます。
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らなければなりません。家庭に持ち込む
メディアによって御

み

霊
たま

に対する感受性が
鈍ったり，家族や友達との関係に悪い影
響が生じたり，福音の原則にそぐわない
優先順位が描写されたりしないよう注意
しなければなりません。インターネット，
ソーシャルネットワーキング，携帯電話，テ
レビゲームやテレビに長い時間を費やす
と，実り多い活動や貴重な人との交流の
機会を逃すということを子供が理解でき
るよう，わたしたちは模範によって示すこ
とができます。

わたしたちはまた，自身の服装と外見に
よっても徳高いことと好ましいことの模範
となります。聖約の民として，わたしたち
には自分の体を大切にし，守り，適切な衣
服を身に着ける責任があります。神の宮 17   

であり賜
たま

物
もの

である自分の体を大切にすべ
きだということを子供や青少年が理解で
きるよう助けなければなりません。わたし
たちは，慎みのない衣服，つまり体にぴっ
たりしすぎる服，透けて見える服，露出度
の高い服などを買わない，または着ないこ
とで模範を示します。

主と交わした聖約を守る人は，神を愛し
ているので，また約束された祝福があるの
で「いつでも……どのような所にいても」18    

従順でいられるように努力します。ある
晩，夫と散歩していると，屋外結婚披露
宴の会場のそばに通りかかりました。知
らない人たちでしたが，徳高い人たちであ
ることがすぐに分かりました。すばらしい

ださい。聖約により，子供たちは主の戒
めに従うことに同意するのです。」14

「聖約を交わすと，神に対する決意を重
んじるという厳格な義務を負います。交
わした聖約を守るためには，その妨げとな
るような活動や，好きな物事をあきらめな
ければならないのです。」15

聖約を交わすのは神聖な義務であるこ
と，また，聖約を守ることによって清さと
いう祝福が得られることを青少年が理解
するうえで，『若人の強さのために』は非常
にすばらしい資料です。末日の預言者の
言葉が載っています。末日の預言者の言
葉，すなわち鉄の棒は青少年を細くて狭
い道に安全に導き，進歩を遅らせるサタン
のわなから逃れさせてくれます。この冊子
には，従順になって「徳高いこと，好まし
いこと」16 を尋ね求めるときに与えられる
多くの祝福についても書かれています。

親の皆さん，この冊子を個人でも入手し
て頻繁に読んでください。自分自身でも
標準を守りましょう。福音について青少年
と心を込めて話し合ってみてください。彼
らが自ら標準を守りたいと願い，標準の
意味と目的が分かるようになるでしょう。
「娯楽とメディア」の項と「服装と外見」

の項に掲載されている教会の標準は世の
標準と異なり，その違いは大きくなる一方
ですので，特に取り組みがいのあるもの
になるかもしれません。

わたしたちは，自身が選ぶメディアを通
して徳高いことと好ましいことの模範とな

かり……つかまりながら」歩むのは決して
楽なことではありません。わたしたちが片
方の手を鉄の棒にかけ，もう片方の手を世
に預けて歩むならば，道を見失うという危
険に子供や青少年をさらしてしまいます。
一貫した模範を示さなければ，ヤコブの
言葉のように，わたしたちは「良くない手本
を示して……子供たちの信頼を失っ〔て〕」
しまうでしょう。13

親，祖父母，そして指導者の皆さん，皆
さんのメッセージは明

めい

瞭
りょう

でなければなり
ません。明瞭なメッセージは，両手を鉄
の棒に置き，聖文の真理と末日の預言者
の言葉に込められた真理を実践して，初
めて与えることができます。皆さんはルー
シーのように将来預言者になる子供を育
てているわけではないかもしれません。
しかし，皆さんは確かに将来の指導者を
育てており，皆さんの行いが子供の信仰
と密接に関連しているという点も彼女と同
じです。

次に，清さにおいて信者の模範となって
ください。清くなる方法は，救い主の贖

しょく

罪
ざい

のほかにありません。わたしたちがそれ
ぞれ清くなる過程は，信仰，悔い改め，そ
して最初の聖約であるバプテスマから始
まります。

子供たちがバプテスマの聖約に従って
生活する助けとなるよう，ロバート・D・
ヘイルズ長老はこう助言しました。「バプ
テスマの水から出た瞬間，人は世から出
て神の王国へ入るのだと子供に教えてく
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は今日から始めて，信仰と純潔において
信者の模範となることができます。聖文
研究と祈りを通して，日々信仰と証を強め
てください。バプテスマのときに交わした
聖約を守っていれば，清さを保ち，聖霊の
導きを受けるにふさわしくなることができ
ます。皆さんは今日から始めて，ほかの人
の模範になれるのです。

いつか，皆さんがわたしのかわいいル
ビーにとって模範となる時が来るかもしれ
ません。今，ルビーは永遠の命へ向かう
道にあってすばらしいスタートを切りまし
た。ルビーの両親は信者の模範になると
いう新たな決意をもって毎日を始め，家庭
で義の模範を示しています。ルビーが選
択の自由を行使し，その道に従ってくれる
ことを望んでいます。

幸福の計画に感謝します。それがル
ビーもわたしたちも皆再び清くなって，天
の御父のみもとで永遠に生きられるよう
になるための唯一の方法であることを証
します。わたしたちが皆，今日から始めら
れますように。イエス・キリストの御

み

名
な

に
より，アーメン。■

注
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と言っています。
自分のワードやステークを見渡して「信

者の模範 ｣ となっている指導者や友達を
見つけ，その人たちから学んでください。

わたしも若い女性のとき，信者の模範と
なる人を見つけました。両親もそうでした
が，カーマおばさんもその一人でした。わ
たしが 16 歳のときにおばさんがステーク
の標準の夕べで話してくれたことをはっき
りと覚えています。純潔を保つことと神殿
結婚にふさわしくあることの大切さを教え
てくれました。わたしは彼女の証

あかし

に深く
感動しました。おばさんが徳高い生活を
送っていることは小さいときから見ていた
ので，その教えがおばさんの生き方と矛盾
していないことが分かりました。彼女の
模範に従いたいと思いました。

若い男性と若い女性の皆さん，皆さん

音楽や服装が選ばれていました。美しい
花嫁のドレスはどこから見ても慎み深く，
花嫁の付き人の服装も同様でした。この
家族はその日の神聖さに世の方法を取り
入れないことを選んだのです。

ここで，教会のすばらしい青少年に向
けて話します。皆さんが，友達，教師，指
導者，家族に義の模範を示していること
に感謝します。皆さんの多くは家族でた
だ一人の会員です。たった一人で教会に
出席している人もいるでしょう。皆さんの
決意と義の模範は称賛に値します。辛抱
強く，これからも義にかなった生活を続
けてください。皆さんは多くの人から助け
を受けることができます。トーマス・S・
モンソン大管長は「模範的な家族であっ
ても，心から関心を示してくれる善良な人
の助けを幾らでも借りることができます」19  
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天の御父はその子供たちに，御自
分と交わるための二つの伝達経
路を与えてくださっています。

個人の経路と神権の経路と呼ぶことがで
きるでしょう。すべての人がこのきわめて
重要な二つの伝達経路について理解し，
それらによって導きを受けるべきです。

I．個人の経路
個人の経路では，わたしたちは直接天

の御父に祈り，御父は御自分が設けられ
た手段によって，ほかの人を介さずにこた
えてくださいます。わたしたちは天の御父
に，イエス・キリストの御

み

名
な

によって祈り，
御父は聖なる御

み

霊
たま

やそのほかの方法を通
してこたえてくださいます。聖霊の使命は，
御父と御子について証

あかし

し（ヨハネ15：26；
2 ニーファイ31：18；3 ニーファイ28：11 参
照），わたしたちを真理に導き（ヨハネ14：
26；16：13 参照），なすべきことをすべて
示してくださることです（2 ニーファイ32：
5 参照）。この聖なる御霊を介した天の御
父との個人的な伝達経路こそ，真理につ
いてのわたしたちの証と，知識と，愛にあ
ふれる天の御父からの個人的な導きの源
です。この伝達経路は御父の驚くべき福
音の計画に欠かせないものであり，それ

によって御父の子供たちはそれぞれが真
理について個人の証を受けることができ
るのです。

聖霊を通じた天の御父への個人的な直
接の伝達経路はふさわしさに基づいてい
て，きわめて重要なものであるため，わた
したちは安息日ごとに聖

せい

餐
さん

を受けること

で聖約を更新するように命じられていま
す。こうしていつも主の御霊を受け，その
導きを受けられるという約束にふさわしく
なるのです。

主と個人的に交わるこの伝達経路につ
いてわたしたちが信じ，行っていることは，
ほかのキリスト教徒たちと似ています。彼
らも神と人との間を仲介する人間は必要な
いと主張しています。その理由は，マルチ
ン・ルターが信奉し，現在「万人祭司」と
して知られている原則の下で，すべての人
は直接神に近づくことができるからです。
それについては後でもう少し話します。

個人の経路は，個人的な決断を下すと
きや家族を管理するときに最も重要なも
のです。残念なことに，わたしたちの教
会の会員の中にこの個人の経路の必要性
を軽視している人がいます。預言者によ
る指導，すなわち神権の経路は確かに重
要ですが，そのため，個人の経路を通じて
霊感によって自分で下すべき個人的な決
断を，自分に代わって神権指導者に下し
てもらおうとする人がいます。神権の経
路は，おもに教会の問題について天から
導きを受けるために働きます。個人的な
決断や家族の管理は，基本的に個人の経
路を用いるべき問題です。

天の御父と直接交わるこの貴い個人の
経路に関して，覚えておくべき注意事項を
さらに二つ付け加えたいと思います。

第 1 に，完全な形においては個人の経
路は神権の経路から独立して機能するこ
とはありません。神から人への伝達手段
である聖霊の賜

たま

物
もの

は，神権の鍵
かぎ

を持つ者
によって認められたときに，神権の権能に
よって授けられます。単に望んだり，信じ
たりするだけで得られるものではありませ
ん。そしてこの御霊を絶えず伴

はん

侶
りょ

とする
権利は，毎週，安息日に聖餐をふさわしく
受け，従順と奉仕についてのバプテスマの
聖約を更新するときに確認される必要が
あります。

同様に，もし神権の経路に不従順であっ
たり，神権の経路と調和していなかったり

十二使徒定員会
ダリン・H・オークス長老

二つの伝達経路
現世の目的である成長を遂げるためには，個人の経路と神権の経
路の両方を，適切なバランスで用いなければなりません。
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受けたそのほかの指導者の教えと勧告を
通して語られます。この経路によって，わ
たしたちは必要な儀式を受け，主の教会
で奉仕する召しを受けます。主の教会と
いう経路と，主の神権という権能を通じ
て，わたしたちは主の業を成し遂げるため
に不可欠な共同作業に携わる特権にあず
かっているのです。これには，福音を宣

の

べ
伝え，神殿や礼拝堂を建て，貧しい人を助
けることが含まれます。

この神権の経路に関してわたしたちが
信じ，行っていることは，一部のキリスト
教徒の主張と似ています。正当な権能に
よる儀式が不可欠であり，それらはイエ
ス・キリストによって権能と権限を与えら
れた者によって執行されなければならな
いという主張です（ヨハネ 15：16 参照）。
わたしたちも同じことを信じていますが，
言うまでもなく，その権能をどこから受け
ているかという点で，ほかのキリスト教徒
と異なっています。

わたしたちの教会の会員や，以前会員
だった人の中には，神権の経路の重要性
を認めていない人がいます。そのような
人々は，教会とその指導者とプログラムの

て成し遂げられた事柄のために，わたした
ちが主の贖

しょく

罪
ざい

の祝福を受ける資格を得る
ために満たさなければならない条件を定
める力を持っておられます。そのようなわ
けで，わたしたちは戒めと儀式が与えられ
ており，聖約を交わすのです。またそのよ
うにして，約束された祝福を受ける資格を
得るのです。それらはすべて，「わたしたち
が自分の行えることをすべて行った後に」

（2ニーファイ25：23），イスラエルの聖者の
憐
あわ

れみと恵みによってもたらされます。
イエス・キリストは地上で務めを果たさ

れた間に，御自分の名前を有する神権の
権能を授け，同じく御自分の名前を有する
教会を設立されました。そしてこの最後
の神権時代に，預言者ジョセフ・スミス
に対する天使たちの働きを通して，主の神
権の権能が回復され，主の教会が再び設
立されました。この回復された神権と再
び設立された教会こそ，神権の経路の核
心となるものです。

この神権の経路を通して，神は過去の
時代に聖文を通してその子供たちに語っ
てこられました。またこの経路によって，
神は現在，生ける預言者と使徒と，霊感を

するなら，直接の個人の経路を通して確
かな意思疎通を図ることはできません。
主は「天の力は義の原則に従ってしか制
御することも，運用することもできない」
と宣言しておられます（教義と聖約 121：
36）。残念なことに，神の戒めを破って
いる人や神権指導者の勧告に従っていな
い人が，自分はある戒めや勧告に従わな
くてもよいと神から示されたのだと断言す
ることがよくあります。そのような人は，
啓示や霊感を受けているのかもしれませ
んが，それは自分が思っているところから
来るものではありません。悪魔は偽りの
父であり，巧みに模倣することによって神
の業をくじこうと絶えず機会をねらってい
ます。

II．神権の経路
天の御父が聖霊を通して直接わたした

ちに御
み

心
こころ

を伝えてくださる個人の経路と
異なり，神権の伝達経路には，救い主イエ
ス・キリスト，主の教会，および主の任命
された指導者という仲介者が加わる必要
があります。

イエス・キリストは，贖
あがな

いの犠牲によっ
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1 時間ほどしてから家に帰って来て，ジョ
セフはエマに赦

ゆる

しを求めた。そして再び
2階に戻って来たが，それから翻訳はす
べて順調にいった。ジョセフは，謙

けん

遜
そん

で誠
実でなければ何も翻訳できなかった。」1

III．両方の経路の必要性
天の御父が御自分の子供たちと交わる

ために設けておられる両方の経路の必要
性についての例をさらに述べてこの話を
締めくくります。御自分の子供たちの不死
不滅と永遠の命をもたらすという御父の
目的にとって，どちらの経路も不可欠なも
のです。昔の聖文にこの必要性について
述べている話があります。義父エテロが
モーセに，あまりに多くのことをなそうと
するべきではないと助言を与えた話です。
民は「神に伺おうとして」（出エジプト18：
15），また「相互の間をさばいて」（16 節）
もらうために，朝から晩まで神権指導者
に頼っていました。わたしたちがしばしば
注目するのは，裁く者たちを任命して個人
的なもめ事の処理を彼らに委任するよう
にと，エテロがモーセに助言したことです

（21－22 節参照）。しかしエテロはモーセ
に，個人の経路の大切さについて次のよう
な助言も与えています。「あなたは彼らに
定めと判決を教え，彼らの歩むべき道と，
なすべき事を彼らに知らせなさい。」（20
節，強調付加）

つまり，すべての質問を神権指導者の
もとに携えて行くことのないようモーセに
従うイスラエルの民に教えなさいというこ
とです。戒めを理解して，ほとんどの問題
を自分で解決するように霊感を求めるべ
きなのです。

最近のチリでの出来事は，両方の経路
の必要性を示しています。チリでは壊滅
的な地震がありました。教会員の多くが
家を失い，家族を失った人もいます。多く
の人が自信を失いました。わたしたちの
教会はそのような災害に対処する備えが
できているため，速やかに食糧，避難施
設，そのほかの物質的な援助を提供しま

に関して，覚えておくべき注意事項を二つ
付け加えたいと思います。

第 1 に，神権の経路によって個人の経
路の必要性がなくなるわけではありませ
ん。わたしたちは皆，真理についての個人
の証を必要としています。信仰が強めら
れるとき，必然的に両親や教師，神権指
導者など，ほかの人々の言葉や信仰に頼り
ます（教義と聖約 46：14 参照）。しかし，
もし真理について個人の証を得るのに，あ
る特定の神権指導者や教師に頼り切った
ままで，個人の経路を通じて証を得ないな
らば，その人物の行いによって信仰を失う
危険性がいつまでも続くことになります。
真理についての成熟した知識や証を得る
には，人の仲介に頼って自分と天の御父
をつないでもらうべきではありません。

第 2 に，個人の経路と同様，神権の経
路はわたしたちがふさわしく，従順でなけ
れば，わたしたちのために十分に，また適
切に機能しません。もし神の戒めに甚だ
しく背き続けるならば「神の御

み

前
まえ

から絶
たれる」と（アルマ 38：1），多くの聖句が
教えています。そのようなことが起こる
と，主とその僕たちは霊的な助けを与える
力を厳しく制限され，わたしたちは自分で
助けを得ることはできません。

主の僕が御霊と調和していることの大
切さが浮き彫りになった例を歴史の中に
見ることができます。若き預言者ジョセ
フ・スミスは，怒っているときや冷静さを
失っているときには翻訳することができま
せんでした。

デビッド・ホイットマーは次のように回
想しています。「ある朝，ジョセフが金版
の翻訳に取りかかろうとしていたとき，家
のことで問題が起こり，ジョセフはそれに
腹を立てた。妻のエマがしたことが原因
だった。オリバーとわたしは先に 2 階に
上がり，間もなくジョセフもやって来て，翻
訳にかかった。ところがまったく進まな
かった。ただの一

ひと

言
こと

も翻訳できなかった
のである。そこでジョセフは階下に降り，
外 へ出て果 樹園 へ 行き，主に祈った。

重要性を軽視しています。個人の経路だ
けに頼りながら，我が道を行き，教義の意
味を定義し，預言者の教えに反し教会に
対抗する組織を率いていると主張してい
ます。このような行いには，今

こん

日
にち

軽蔑的に
「組織的宗教」と呼ばれるものに対する
敵意が映し出されています。組織的宗教
の必要性を否定する人は，時の中間に御
自分の教会とその役員を設立し，現代に
それらを再び設立された主の業を拒んで
います。

神の権能によって設立された組織的宗
教は不可欠なものであり，使徒パウロも次
のように教えています。
「それは，聖徒たちをととのえて奉仕の

わざをさせ，キリストのからだを建てさせ，
わたしたちすべての者が，神の子を信じ

る信仰の一致と彼を知る知識の一致とに
到達し，全

まった

き人となり，ついに，キリストの
満ちみちた徳の高さにまで至るためであ
る。」（エペソ 4：12 －13）

わたしたちは皆，主の僕
しもべ

の声は主の声
であるという，現代の啓示における主の宣
言を覚えているべきです（教義と聖約 1：
38；21：5；68：4 参照）。

きわめて重要な神権の経路に頼ること
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なら，個人の成長が損なわれてしまいま
す。永遠の目的を達成するために，神の
子供たちには両方の経路が必要です。回
復された福音は両方について教え，回復
された教会は両方を提供しているのです。

主の預言者トーマス・S・モンソン大管
長について，そして彼が神権の経路を治
める鍵を持っていることについて証します。
主イエス・キリストについて，そしてこの教
会が主の教会であることについて証しま
す。回復された福音について，その真実
性が天の御父への大切な個人の経路を通
じてわたしたち一人一人に知らされ得るこ
とについて証します。イエス・キリストの
御名により，アーメン。■

注
 1. “Letter from Elder W. H. Kelley,”The Saints’ 

Herald , 1882 年 3 月 1 日付，68 で引用。同様
の報告が B・H・ロバーツ，A Comprehensive 
History of the Church ，第 1 巻，131 で引用
されている

 2. ダリン・H・オークス，「家庭と教会における
神権の権能」『リアホナ』2005年11月号，24－
27 参照

会における神権の権能というテーマにど
のように当てはまるかを示すものです。2   

教会におけるすべての神権の権能は，ふ
さわしい神権の鍵を持つ人の指示の下で
機能します。これが神権の経路です。し
かし，家庭を管理することに関しては，神
権の鍵を持つ人から承認を得る必要はな
く，父親であれ，独りで子供を育てる母親
であれ，家族の事柄について権能を行使
します。それは個人の経路に似ています。
もしわたしたちが，天の御父が御自分の
子供たちのために用意された計画のとお
りに成長を遂げ，人生の目的を達成しよう
とするなら，家庭生活と個人の生活におい
て両方の経路が機能していなければなり
ません。

現世の目的である成長を遂げるために
は，個人の経路と神権の経路の両方を，
適切なバランスで用いなければなりませ
ん。個人の宗教上の行いがあまりにも個
人の経路に頼ったものであるなら，個人
主義が神の権能の重要性を消し去ってし
まいます。神権の経路に頼りすぎている

した。チリの聖徒たちは，自分たちの物
質的な必要にこたえる主の教会とその指
導者たちを通して，主の御

み

声
こえ

を聞きました。
しかし，神権の経路がどれほどうまく機能
しても，十分ではありませんでした。それ
ぞれの会員が祈りによって主を求め，慰め
と導きのメッセージを直接受ける必要が
あったのです。それは求めて耳を傾ける
人に聖なる御霊を通じてもたらされるもの
でした。

わたしたちの伝道活動もまた，両方の
経路の必要性を示す例です。宣教師に召
される男女はふさわしく，熱心です。神権
の経路を通して受けてきた教えと個人の
経路を通して受けてきた証があるからで
す。彼らは神権の経路を通して召されま
す。その後，主の代表者として神権の経
路の指示の下に，求道者を教えます。真
理を心から求める人は聞きます。そして
宣教師は，メッセージが真実であることを
個人の経路を通して自分で知るために祈
るよう求道者に勧めます。

最後の例は，これらの原則が家庭と教
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すばらしい部会でした。教会の大
管長となったとき，わたしはこう
言いました。「引き受けさせて

ほしい割り当てがあります。それはタバナ
クル合唱団のアドバイザーです。」わたし
の合唱団を誇りに思っています。

母はわたしについてこう言ったことがあ
りました。「トミー，これまであなたがして
きたすべてのことを誇りに感じているけど，
一つだけ言いたいことがあるわ。それは
ピアノを続けてほしかったということ。」

そこでわたしはピアノの前に座り母のた
めに 1 曲弾きました。「行きましょう，〔行
きましょう〕誕生日のパーティーに」1 そし
て母の額にキスをすると，母はわたしを抱
きしめてくれました。

母のこと，そして父のことを思い出しま
す。わたしや人々に良い影響を与えてくれ
た多くの中央幹部のことも思い出します。
わたしの心には，夫に先立たれた 85人の
姉妹たちの姿も浮かんでいます。オーブ
ンで調理するための鶏を持って訪問しま
した。わずかなお金を差し上げたことも
ありました。

夜遅くにある姉妹を訪問したときのこと
です。福祉施設に着いたのは真夜中でし
た。受付の人はこう言いました。「彼女は
ぐっすり休んでいるはずですが，『必ず来
るから』起こすようにと言われています。」

姉妹の手を取ると，彼女はわたしの名

前を呼びました。彼女はすっかり目を覚
ましました。わたしの手を自分の唇につ
けて言いました。「来てくれるって分かって
いたわ。」どうして訪問しないでいられる
でしょうか。

美しい音楽を聴くと，あのときと同じ気
持ちになります。

愛する兄弟姉妹，わたしたちは霊感に満
ちた真理と希望と愛のメッセージを聞いて
きました。わたしたちの思いは，わたした
ちの罪を贖

あがな

い，生き方を教え，祈り方を教
え，御自身の行いによって奉仕の祝福を
教えてくださった，わたしたちの主なる救
い主，イエス・キリストに向いています。

ルカによる福音書第17章には，救い主
についてこう記されています。
「イエスはエルサレムへ行かれるとき，

サマリヤとガリラヤとの間を通られた。
そして，ある村にはいられると，重い皮

膚病にかかった十人の人に出会われたが，
彼らは遠くの方で立ちとどまり，

声を張りあげて，『イエスさま，わたした
ちをあわれんでください』と言った。

イエスは彼らをごらんになって，『祭司
たちのところに行って，からだを見せなさ
い』と言われた。そして，行く途中で彼ら
はきよめられた。

そのうちのひとりは，自分がいやされた
ことを知り，大声で神をほめたたえながら
帰ってきて，

イエスの足もとにひれ伏して感謝した。
これはサマリヤ人であった。

イエスは彼にむかって言われた，『きよ
められたのは，十人ではなかったか。ほ
かの九人は，どこにいるのか。

神をほめたたえるために帰ってきたもの
は，この他国人のほかにはいないのか。』

それから，その人に言われた，『立って
行きなさい。あなたの信仰があなたを救っ
たのだ。』」2

神の介在により，この重い皮膚病にか
かった人たちは，半死半生の残酷な状態
から救われ，新しい命を与えられました。
主は感謝した一人を祝福されましたが，感
謝しなかった 9人には失望されました。

兄弟姉妹，わたしたちは受けた祝福に
感謝することを覚えているでしょうか。心
からの感謝は，祝福に気づかせてくれる
だけでなく，天の扉を開いて神の愛を感
じられるように助けてくれるのです。

愛する友であるゴードン・B・ヒンクレー
大管長は言いました。「感謝しながら生
活すれば，うぬぼれや虚栄心や利己心で
はなく，自分にふさわしい感謝の精神で
生活し，日々祝福を受けることができるで
しょう。」3

聖書のマタイによる福音書にも，感謝に
ついての話が記されています。ここでは，
救い主が感謝の気持ちを表されています。
主が 3日間荒れ野をお歩きになったとき，
4,000人以上が主に従い，ともに歩いてい
ました。主は，3日間何も食べていないで
あろう彼らのことを哀れに思われました。
しかし主の弟子たちはこう言っていぶかり
ました。「弟子たちは言った，『荒

あら

野
の

の中
で，こんなに大ぜいの群衆にじゅうぶん
食べさせるほどたくさんのパンを，どこで
手に入れましょうか。』」わたしたちの多く
と同じように，主の弟子たちも欠けている
ものにしか目が行っていませんでした。
「イエスは弟子たちに『パンはいくつあ

るか』と尋ねられると，〔弟子たちは〕『七
つあります。また小さい魚

うお

が少しありま
す』と答えた。

トーマス・S・モンソン大管長

感謝という神の賜
た ま

物
も の

感謝の心は，天の御父が下さる祝福や，周りの人がもたらしてくれ
るすべてのことに感謝の気持ちを表すことで得られます。
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す。気遣い，助けてくれる友がいます。教
えてくれる教師がいます。人生を祝福して
くれるものは無数にあるのです。

いつまでも悲観的に考えるのをやめ，
心の中に感謝の気持ちを育てるなら，自
分自身を奮い立たせ，人を勇気づけること
ができます。感謝を忘れることが重い罪
の一つに数えられるとすれば，感謝する
ことは最も気高い徳の一つです。ある人
はこう言いました。「感謝は最も偉大な徳
であるばかりか，そのほかすべての徳の
生みの親でもある。」8

心の中に感謝の気持ちを育てるにはど
うすればよいでしょうか。第 6 代大管長
のジョセフ・F・スミス大管長はこう答え
ています。「感謝する人は，世界には感
謝するべきことが数多くあることを知って
います。その目には良いことの方が悪い
ことよりも多く映っています。愛がねたみ
に打ち勝ち，光がその人の生活から闇

やみ

を
追い払うのです。」さらにこう続けていま
す。「高慢な心は感謝する心を破壊し，
代わりに利己心を植え付けます。人は感
謝と愛に満ちた人のそばにいる方がずっ
と幸福です。生活の中でよく祈ることを通
して，神と人に対する感謝の気持ちを育
てることに，どれほど心を注ぐべきでしょ
うか！」9

スミス大管長は，感謝の念を抱くには
生活の中でよく祈ることが大切だと述べ
ています。

人は，物質的なものがあれば喜び，感謝
するでしょうか。一時的にはそうでしょう。
でも，深くて永続する喜びと感謝をもたら
すものはお金で買えません。例えば，家
族，福音，友人，健康，能力，周りの人から
受ける愛を買うことはできません。残念な
ことに，わたしたちはこれらの人やものを，
あって当たり前だと思ってしまうときがあ
ります。

イギリスの作家オルダス・ハクスリーは
こう書いています。「あって当たり前だと
思うことにかけては，たいていの人はほと
んど無限の能力がある。」10

るあなたの神に感謝しなければならな
い。……

また，すべてのことの中に神の手を認
めない者……のほかに，人はどのような
ことについても神を怒らせることはない，
すなわち，ほかのどのような人に向かって
も神の激しい怒りは燃えない。」6

モルモン書で，わたしたちは「神が授け
てくださる多くの憐

あわ

れみと祝福を日々感
謝しながら生活するように」7 言われてい
ます。

時間を取って祝福についてよく考えるな
ら，どのような状況にあっても，感謝する
べきことがたくさん出てくるはずです。

今，地球はすばらしい時を迎えています。
今
こん

日
にち

の世界には間違ったことが多くあり
ますが，正しく善いこともたくさんありま
す。幸せな結婚生活を送り，子供を愛し，
子供のために犠牲を払っている親がいま

そこでイエスは群衆に，地にすわるよう
にと命じ，

七つのパンと魚とを取り，感謝してこれ
をさき，弟子たちにわたされ，弟子たちは
これを群衆にわけた。」

救い主はそこにあった分について感謝
されたのです。すると奇跡が起こりまし
た。「一同の者は食べて満腹した。そし
て残ったパンくずを集めると，七つのかご
にいっぱいになった。」4

だれでも，祝福ではなく欠けているもの
の方にだけ注目してしまった経験がありま
す。ギリシャの哲学者エピクテトスは言い
ました。「知恵のある人は，持っていない
ものを嘆かず，持っているものを喜ぶ。」5

感謝は天の原則です。預言者ジョセフ・
スミスに与えた啓示を通して，主は宣言さ
れました。
「あなたはすべてのことについて，主な
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家族を祝福し，長時間の労働に報いてく
ださったかを，その祝日に実感してほし
かったということが子供たちには分かっ
ていました。最後に，母親が作ってくれた
ごちそうのテーブルに皆で着いたとき，彼
らの心は感謝で満たされました。

しかし，最も感謝した感謝祭の思い出
は，感謝するべきことが何もないと思わ
れた年のことだったとゴードンは書いてい
ます。

その年は順調に始まりました。前年の
干し草の残りがあり，種も多く，生まれた
豚も 4 頭いました。また，父親には貯金
も少しありました。農家のあこがれである
干し草を積む機械をいつか買うための貯
金です。その年，町には初めて電気が通
りました。ただしゴードンの家には電気
を引く余裕はありませんでした。

ある晩，ゴードンの母親が山のような洗
濯物を洗っていると，父親が入って来て彼
女の持っていた洗濯板を取り，交代するか
ら少し休んで編み物をしたらどうかと言い
ました。「君は眠っている時間以上に洗濯
しているね。我が家も降参して，電気を
引くべきだろうか。」母親は期待で胸が高
鳴ったものの，干し草を積む機械が買えな
くなると思うと，涙がこぼれました。

その年，ゴードンの家にも電線が引か
れました。高級品ではありませんでした
が，一日中働いてくれる洗濯機を買い，ど
の部屋の天井からも待望の電球をつり下
げました。ランプに油を差すことも，ろう
そくの芯

しん

を切ることも，すすけたガラスの

ある家族の話を紹介します。大きな試
練の中で祝福に気づくことのできた家族
です。何年も前に読み，すばらしい内容
だったのでずっと手もとに置いていまし
た。ゴードン・グリーンという人が残した
記録で，アメリカの雑誌に 50年以上前に
掲載されたものです。

ゴードンは自分がカナダの農場でどのよ
うに育ったかをつづっています。学校が
終わると，ほかの子供たちがボール遊び
や水泳をしていても，ゴードンときょうだ
いは急いで帰宅しなければなりませんで
した。それでもゴードンの父親のおかげ
で，子供たちは働くことには大いに価値が
あるということを理解していました。それ
は特に収穫の後，家族で感謝祭を祝うと
きに実感できました。その日，父親は子供
たちにすばらしいプレゼントをします。家
に何があるかをすべて調べるのです。

感謝祭の朝，父親は子供たちを連れて
地下室に行きます。そこにはリンゴの入っ
た樽

たる

，甜
てん

菜
さい

の入った容器，砂に詰めたニン
ジン，山積みされたジャガイモの袋があっ
たほか，棚は豆，コーン，サヤエンドウ，ジャ
ム，イチゴやそのほかの瓶詰めでいっぱ
いでした。父親は子供たちにそれらを
ゆっくりと，一つ残らず数えさせました。
次に納屋へ行ってどれだけの干し草があ
るかを調べ，また穀物倉にどれだけの穀
物があるかを確認させました。牛，豚，
鶏，七面鳥，ガチョウも数えました。父親
は必要なものがあるか確認したいと言っ
ていましたが，ほんとうは，神がどれほど

最も感謝するべき人を，おろそかにする
ことがよくあります。手遅れになる前に感
謝を表そうではありませんか。愛する人
を亡くした一人の男性が後悔の念をこう
述べました。「幸せだった日々を思い出し
ながら，度々思うのは，もっと言うべきだっ
たのにほとんど言えなかった感謝の言葉
を，あの人の耳もとでささやければという
ことです。」11

愛する人を失うと，必ずと言っていいほ
ど後悔の念が生じます。頻繁に愛と感謝
を伝えることによって，そのような後悔の
念を最小限にとどめるよう最善を尽くしま
しょう。いつ手遅れになるかは，だれに
も分からないのです。

感謝の心は，天の御父が下さる祝福や，
周りの人がもたらしてくれるすべてのこと
に感謝の気持ちを表すことで得られます。
これには意識的な努力が欠かせません。
少なくとも感謝の心を知り，はぐくむまで
は努力を続ける必要があります。ありが
たいと思い，その気持ちを伝えるつもり
であっても，忘れたり，時間を取らなかっ
たりすることがよくあります。「感謝して
いるのに伝えないのは，プレゼントを包ん
でいるのに渡さないようなものだ」と言っ
た人がいます。12

日々の生活で試練や問題に直面する
と，祝福に目を向けるのはたいてい難しく
なります。それでも熱心に探し，懸命に見
いだそうとするならば，どれほど多くを与
えられているかに気づき，実感することが
できるのです。
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御方はわたしたちの主，救い主です。神
の御子です。救いの源です。主は「わた
しについてきなさい」17 と招き，「あなたも
行って同じようにしなさい」18 と教え，「わ
たしのいましめを守るべきである」19 と訴
えておられます。

主に従い，主の模範に倣い，主の御
み

言
こと

葉
ば

に従いましょう。そうすることにより，
わたしたちは感謝という神の賜物を主に
差し出すのです。

それぞれの生活の中で，わたしたちが
感謝という驚くべき徳を表すことができる
よう心から誠実に祈ります。感謝が今も
永遠にもわたしたちの心にしみとおります
ように。救い主イエス・キリストの聖なる
御
み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. ジョン・トンプソン，“Birthday Party,” Teaching 

Little Fingers to Play （1936年），8.
 2. ルカ17：11－19
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley（1997年），

250
 4. マタイ15：32－38 参照；強調付加。
 5. The Discourses of Epictetus; with the 

Encheiridion and Fragments，ジョージ・ロング
訳（1888年），429

 6. 教義と聖約 59：7，21
 7. アルマ 34：38
 8. シセーロ，A New Dictionary of Quotations on 

Historical Principles で引用，H・L・メンケン選
（1942年），491

 9. ジョセフ・F・スミス，Gospel Doctrine, 第 5 版
（1939年），263

 10. オルダス・ハクスリー，Themes and Variations
（1954年），66

 11. ウィリアム・H・デービス，The Autobiography of 
a Super-Tramp（1908年），4

 12. ウィリアム・アーサー・ワード，アレン・クライン
編，Change Your Life!（2010年），15 で引用

 13. H・ゴードン・グリーン，“The Thanksgiving I 
Don’t Forget,”Reader’s Digest ，1956年 11月
号を基に編集

 14. ルカ 23：34
 15. イザヤ 53：3
 16. 詩篇 24：8
 17. マタイ4：19
 18. ルカ10：37
 19. ヨハネ14：15

ころ，どうやって物を見ていたのだろうと，
皆不思議に思うほどでした。

食事を祝福し，皆で食べました。食事
が終わると皆で静かに座りました。ゴー
ドンはこう書いています。
「古いランプの薄明かりの中で，わたし

たちは再びはっきりと見ることができるよ
うになった。……

すばらしい食事〔だった〕。野ウサギ
は七面鳥のようにおいしかったし，カブも
これまでで最高の味だった。

……乏しかったが，……我が家は……
とても豊かだった。」13

兄弟姉妹，感謝を表すことは親切で高
潔なことです。感謝を行動で示すことは
寛大で気高いことです。しかし，常に感
謝を心に抱いて生きることで，わたしたち
は天に触れることができるのです。

今朝の話の最後に，感謝するべきすべ
てのことに加えて，主なる救い主イエス・
キリストへの感謝をわたしたちが常に表
すことができるように祈ります。主の栄

は

え
ある福音は人生最大の疑問に答えます。

「人はどこから来て，なぜここにいて，死
んだ後，人の霊はどこへ行くのだろうか。」
この福音は闇の中を生きる人々に神の真
理の光を届けるのです。

主はいかに祈るべきかを教えられまし
た。いかに生きるべきかを教えられまし
た。いかに死ぬべきかを教えられました。
主の生涯は愛の遺産です。主は病める者
を癒

いや

し，虐げられた者を抱き上げ，罪人を
救われました。

最後に主は独りで立たれました。使徒
たちの数人は疑い，一人は裏切りました。
ローマの兵士はそのわきを突き刺しまし
た。怒った群衆は主の命を取りました。
ゴルゴタの丘から今でも主の哀れみの声
が聞こえます。「父よ，彼らをおゆるしくだ
さい。彼らは何をしているのか，わからず
にいるのです。」14

「悲しみの人で，〔悲哀〕を知ってい〔る
この方〕」はどなたでしょう。15 この「栄光
の王」16 ，主の主はどなたでしょう。その

筒を洗うこともなくなり，ランプは屋根裏
の物置にそっと置かれました。

農場に電気が通ったことは，その年の
喜ばしい出来事の最後になってしまうとこ
ろでした。作物が土から顔を出し始める
と，すぐに大雨になりました。水はようや
く引いたものの，植物は完全に流されてい
ました。また種を植えましたが，さらなる
大雨で地中の作物はだめになってしまい
ました。ジャガイモは泥の中で腐っていま
した。手放すつもりのなかった牛を数頭，
豚やそのほかの家畜をすべて売りました
が，大した金額にはなりませんでした。ほ
かの農家も皆同じ状況だったからです。
その年彼らが収穫できたのは，嵐

あらし

の中で
生き残ったカブだけでした。

そしてまた感謝祭の季節が来ました。
母親が言いました。「今年は感謝祭はで
きないわ。ガチョウ1 羽さえいないのだか
ら。」

しかし感謝祭の朝，ゴードンの父親は
野ウサギを持って来て，母親に料理するよ
うに言いました。母親は，ウサギの肉は
固くて料理に時間がかかると言いながら，
不承不承料理を始めました。ウサギの肉
と嵐を生き抜いたカブがようやくテーブル
に並びましたが，子供たちは食べたくない
と言いました。母親は泣きました。すると
父親は奇妙なことをしました。屋根裏か
らオイルランプを持って来ると，テーブル
に載せて火をともし，子供たちに電気を消
すように言ったのです。以前のようにラン
プの明かりだけになったとき，皆，以前は
これほど暗かったということが信じられま
せんでした。電気の明るい光がなかった
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十二使徒定員会
L・トム・ペリー長老

物語は，古くなるということがない。君は
これから，執 事，教 師，祭司，宣 教 師，
ホームティーチャー，長老定員会の会長な
ど，主が備えられた様々な責任に就いて
いくと思うが，どんなときにも聖典のおも
しろさは変わることがない。聖典は君
に，信仰，勇気，隣人愛，そして主への確
信と信頼を持つように教えてくれることだ
ろう。」（『聖徒の道』1986 年 1 月号，50）

わたしが 25 年前に与えた勧めにテリー
がずっと忠実であったと報告できることをう
れしく思います。彼はその後メルキゼデク
神権を受け，伝道に出て忠実に働き，現在
は長老定員会会長として奉仕しています。
そして言うまでもなく，かわいい娘を持つ
父親です。

この四半世紀の間に多くのことが変わ
りました。孫の多くが大人になり，それぞ
れ子供をもうけていることも変化の一つ
です。今年の夏，わたしは神権者の輪に
加わってひ孫の頭に手を置く機会にあず
かりました。最年長のひ孫が父親からア
ロン神権を授かったのです。今

き ょ う

日，その
子は隣に立っていませんが，彼と皆さん，
つまりアロン神権を持つすべてのすばら
しい若い男性に向けて話をします。

アロン神権を受けることは非常に特別
な祝福です。歴史にはあの栄えある日の
ことが記録されています。神権が地上に
回復され，再び人が神の代理人として行
動し，聖なる神権の儀式を執行する権利
が与えられた日のことです。オリバー・カ
ウドリがペンシルベニア州ハーモニーに
ある預言者ジョセフ・スミスの家に到着
したのは 1829 年 4 月 5 日のことでした。
オリバーは，ジョセフが行っているモルモ
ン書という古代の記録の翻訳について尋
ねました。それが神からのものであると
確信したオリバーは翻訳を完成させるた
めに筆記者となることに同意しました。オ
リバーが筆記者を務めてから翻訳作業が
はかどるようになりました。

1829 年 5月15日までには，ジョセフと
オリバーの翻訳はすでに第三ニーファイま

25年前の総大会で話したとき，あ
る視覚教材を紹介しました。最
年長の孫を隣に立たせたので

す。孫は当時，アロン神権を受けて，執事
に聖任されたばかりでした。わたしはそ
の機会を借りてアロン神権を受けること
の大切さについて彼に話しました。

わたしは孫にこう言いました。
「わたしは，君たち若者が受け継いでい

るこの世の中の状況をあまり良いものだと
は思っていない。君たちはその環境の中
で成長していかなければならない。君た
ちよりも年長のわたしたちが，年齢的にも
社会的にも，世の中を動かしていく立場に
あるのだが，君たち，次の世代を背負って
いく人々のために，あまり良い社会を築い
てやることができなかったと思っている。
そのために，これから君たちが交わって
いく人々の多くは，昔から伝えられてきた
価値あるものを理解も敬いもせずに成長
してきている。そして，同じ年ごろの仲間
からの圧力が，以前に比べはるかに強く，
難しいものになってきている。

わたしたちの家には，ラジオ，レコード
プレーヤー，テレビなどがある。どれも健
全な娯楽の提供に役立つが，わたしたち
のためと言って作られている多くのもの

は，若人を高めるのに何の役にも立ってい
ない。実際ほとんどのものは，人を堕落
させるものばかりで，家の中でそれらのス
イッチを入れると，善悪の感覚をまひさせ
てしまいそうな危険性もある。」（「われ汝

なんじ

らにアロンの神権を授く」『聖徒の道』
1986 年 1 月号，48）

世の中が移り変わっても，この状況に
変わりはありません。変わったのは科学
技術だけです。アロン神権を持つ若い男
性に，レコードプレーヤーなどというもの
を知っているか尋ねてみたいものです。
知らない人のために言いますが，昔は居
間に行ってその機械を動かすと音楽を聴
くことができたのです。想像できますか。
持ち歩くのではなく，自分がその機械の
所に行かねばならなかったのです。

孫のテリーには，旧約聖書のダニエル
の話に基づいて4 つの教訓も教えました。

（1）肉体を健康で清い状態に保つこと。
（2）知 性を高めて賢くなること。（3）
雄々しくあって，誘惑に満ちた世の中で誘
惑に屈しないこと。（4）主を信頼するこ
と，主の守りが必要なときは特にそうする
こと。

わたしはテリーへの勧告を次の言葉で
締めくくりました。「聖典の中のこうした

日曜午後の部会 | 2010年10月3日

アロンの神権
皆さんが受けている神権は特別な賜

たま

物
もの

です。主御自身がお与えに
なったものだからです。神権を行使し，尊んで大いなるものとし，神
権にふさわしく生活してください。
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ば，それが大神権，すなわちメルキゼデク
神権に付属するものであり，外形上の儀式
を執行する力を持つからである。

小神権すなわちアロン神権の力と権能
とは，天使の働きの鍵を持ち，また聖約と
戒めにかなって外形上の儀式，すなわち
福音の文字，罪の赦しのための悔い改め
のバプテスマを執行することである。」（教
義と聖約 107：13 －14，20）

アロン神権を持つ若い男性は，主の代
理人として神権の責任を遂行する力と権
能を授かるだけでなく，天使の働きの鍵
も授かるのです。

アロン神権を持つ若い男性の皆さん，
主は厳粛な聖約により，皆さんの忠実さ
に応じて皆さんの人生を祝福するという
義務を負われていることを証

あかし

します。聖
霊の警告の声を心に留めて導きに従うなら，
皆さんは天使の働きという祝福を得るで
しょう。この祝福により，皆さんの生活に
知恵，知識，力，栄光が増し加わるので
す。これは主が皆さんに約束された確か
な祝福です。

で進んでいました。復活した救い主が西
半球を訪れられた記録と，バプテスマに
関する救い主の教えに二人の胸は高鳴り
ました。しかし，第三ニーファイを読み進
むうちに，二人の心にはバプテスマについ
て疑問が生まれます。どのような様式の
バプテスマが正しいのか。この神聖な救
いの儀式を執行する権能を持っているの
はだれなのか。二人はこの基本的な教義
に関する疑問の答えを探し求めました。
そして，祈りによって答えを求めることに決
め，近くのサスケハナ川の岸辺へ向かいま
した。二人が心を注ぎ出すと天が開かれ
ました。バプテスマのヨハネと名乗る天使
が現れて，ジョセフとオリバーに，自分はよ
り高い神権を持つペテロ，ヤコブ，ヨハネ
の指示の下で行動していると伝えました。
そして，ヨハネは次のように告げたのです

（ジョセフ・スミス―歴史 1：72 参照）。
二人の頭に手を置いてバプテスマのヨ

ハネは言いました。「わたしと同じ僕
しもべ

であ
るあなたがたに，メシヤの御

み

名
な

によって，
わたしはアロンの神権を授ける。これは

天使の働きの鍵
かぎ

と，悔い改めの福音の鍵
と，罪の赦

ゆる

しのために水に沈めるバプテ
スマの鍵を持つ。また，レビの子らが再び
義をもってささげ物を主にささげるまで，
これは決して再び地上から取り去られる
ことはないであろう。」（教義と聖約 13：1）

後に，オリバーはこの出来事について次
のように回想しています。「しかし……考
えてみてほしい。さらにしばし考えてみて
ほしい。……その手によってわたしたちが
聖なる神権を受けたとき，どれほどの喜び
がわたしたちの心を満たし，またどれほど
驚いてわたしたちがひれ伏したかを。」

（ジョセフ・スミス―歴史 1：71 の注）
人類が神の権能の回復を何世紀も待ち

わびた末，聖なるアロン神権の力と栄光
が地上に戻ったのです。教義と聖約第
107章には小神権がアロン神権と呼ばれ
る理由が述べられています。
「第二の神権は，アロンの神権と呼ばれ

る。それがアロンとその子孫に代々授け
られたからである。

なぜそれが小神権と呼ばれるかといえ
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お返ししましょう。」（「高貴な生得権を持
つ若人へ」『聖徒の道』1986年 7月号，48
参照）

このようなすばらしい若い男性や若い女
性の親の皆さん。わたしたちは，子供に
聖なる神権の教義を教えるという神聖な
責任を皆さんに託します。皆さんの子供
たちは早い時期から主の永遠の神権を持
つことの祝福と，その祝福を得るにふさわ
しくなるために各自が何をしなければなら
ないのかを知らなければなりません。

ビショップの皆さん，皆さんはアロン神

ていました。
かつてエズラ・タフト・ベンソン大管長

はこのように述べました。「わたしが望ん
でいるのは，道徳的に清い生活をし，教
会に忠実に出席している若い男性です。
神権を尊んで大いなるものとし，『神への
務め達成賞』を得，イーグルスカウトになっ
た若い男性です。セミナリーを卒業し，モ
ルモン書に対して燃えるような証を持って
いる若い男性です。そのような若い男性
を下さい。そうすれば，伝道中も，生涯に
おいても主のために奇跡を行える青年を

数か月前，あるワードの断食証会に出
席する機会がありました。立って証を述
べた人々の中に，アロン神権のアドバイ
ザーがいました。彼の証を聞いて，アロン
神権者が天使の働きの鍵を持つことの意
味を改めて実感しました。

アドバイザーはその日の朝にあったワー
ドのアロン神権者との経験について語り
ました。教会に来る途中，断食献金の封
筒を持って会員たちの家へ向かう二人の
執事を見かけました。きちんとした服装
をして，静かな威厳をもって割り当てを果
たす姿に感銘を受けたそうです。その後
アドバイザーは二人の祭司と一緒に，体と
心に障がいを持つ人の施設を訪れ，聖

せい

餐
さん

を執り行いました。二人の若い男性にとっ
ては初めての訪問でしたが，礼儀正しく，
思いやりをもって神権の割り当てを果たし
ていたそうです。

アドバイザーは次に，深く胸を打たれた
短い経験について話しました。祭司の一
人がイエス・キリストの働き手となること，
すなわち文字どおり仕える天使となること
のほんとうの意味を思い出させてくれた
のだそうです。出席者に水を配っていた
若い祭司が，ダウン症と思われる男性の
前に来ました。症状のために男性はトレイ
からカップを取って飲むことができませ
ん。若い祭司は即座に状況を察知しまし
た。そして左手を男性の頭の後ろに当て
て，飲む体勢を取れるようにし，右手でト
レイのカップを取って，優しく，ゆっくりと
男性の唇に当てました。男性の顔に感謝
の表情が浮かびました。あの御方に同じ
ことをしていただいたときの表情でした。
その後，このすばらしい若い祭司は，祝福
された水を残りの出席者に配る割り当て
を続けたそうです。

アドバイザーは証の中で，その感動の瞬
間に立ち会ったときの気持ちを話しました。
喜びの涙を静かに流しながら，このよう
な，若く，思いやりにあふれた，従順なア
ロン神権者のいるこの教会の未来には何
の不安もないということが分かったと話し
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わたしのメッセージは，聖霊を実
際に受けるために日常生活で
努力することの大切さについ

てです。主の御
み

霊
たま

がここにあって，わたし
たち一人一人を教え，教化するように祈っ
ています。

聖霊の賜
たま

物
もの

1839年 12 月，ミズーリ州の聖徒たちが
受けた不当な扱いに対し補償を求めて，
ワシントン D.C. を訪れていたジョセフ・ス
ミスとエライアス・ヒグビーは，ハイラム・
スミスにあてて次のように書き送りまし
た。「〔合衆国〕大統領との会見の中で，
わたしたちの宗教は現代のほかの宗教と
どのように異なっているのか尋ねられまし
た。そこでジョセフ兄弟は『わたしたちが
異なっているのはバプテスマの方法と，按

あん

手
しゅ

による聖霊の賜物であり，そのほかの
考慮すべき事柄はすべてこの聖霊の賜物
の中に含まれると考えている』と述べまし
た。」（『歴代大管長の教え―ジョセフ・
スミス』97）

聖霊は神会における第 3 の御方です。
霊の御方で，すべての真理について証

あかし

さ
れます。聖文では，聖霊は慰め主（ヨハ
ネ14：16 －27；モロナイ8：26 参照），教
師（ヨハネ 14：26；教義と聖約 50：14 参

照），そして啓示者（2 ニーファイ 32：5 参
照）と呼ばれています。御父と御子からの
啓示は聖霊を通して伝えられます。聖霊
は御父と御子の使者であり，証人です。

聖霊は，聖霊の力としても，聖霊の賜物と
しても地上の男性と女性に現れられます。
この力はバプテスマを受ける前の人にも及
びます。これはイエス・キリストが救い
主，贖

あがな

い主であられることを確信させる証
です。誠心誠意求める求道者は，聖霊の
力を通して救い主の福音やモルモン書，
回復の業，そしてジョセフ・スミスの預言
者としての召しが真実であると確信でき
ます。

聖霊の賜物は，正しい様式と権能によ
るバプテスマの後，メルキゼデク神権を
持つ者による按手によってのみ授けられ
ます。主はこのように宣言されました。
「まことに，悔い改めなさい。そして，あ

なたがたは一人一人，自分の罪の赦
ゆる

しの
ためにバプテスマを受けなさい。まこと
に，水によってバプテスマを受けなさい。
そうすれば，その後，火と聖霊によるバプ
テスマが来る。……

また，あなたがたは信仰を持っている
人々を，わたしの教会で按手によって確認
しなければならない。そうすれば，わた
しは彼らに聖霊の賜物を授けよう。」（教

十二使徒定員会
デビッド・A・ベドナー長老

聖霊を受けなさい
「聖霊を受けなさい」という言葉は受け身でいるよう言い渡すもの
ではありません。むしろ，神権の命令，すなわち単に作用される
ものになるのではなく作用するものとなるように促す，権威ある勧
告なのです。

権を持つ若い男性を管理し，彼らととも
に評議会の席に着き，彼らに神権の義務
を教えるという神権の鍵を持っています。
アロン神権を受けるにふさわしい一人一人
の若い男性が，神権者として彼らが帯び
る義務と祝福を必ず理解するようにしてく
ださい。重要な割り当てを与え，また奉
仕したり教え導いたりするのを助けること
によって，彼らが神権を尊んで大いなるも
のとすることを今から学べるように助けて
ください。

若い男性の皆さん，皆さんに真理と義
を土台とした人生を築くという課題を出し
ます。これは人生の重荷に耐える，永遠に
揺るぐことのない唯一の土台です。皆さん
が受けている神権は特別な賜

たま

物
もの

です。主
御自身がお与えになったものだからです。
神権を行使し，尊んで大いなるものとし，
神権にふさわしく生活してください。神権
の力について，わたしが自分の経験から特
別な証を持っていることを知ってください。
神権は様々な方法でわたしの人生を祝福
してくれています。

また皆さんに，この偉大な祝福を尊ぶ
決心，そしてアロン神権の執事，教師，祭
司の職への昇進の準備をする決心を今日
するという課題を出します。メルキゼデク
神権を受けるという偉大な祝福に備えて
ください。皆さんは，専任宣教師として奉
仕する前に，この神権を受けるふさわしさ
を身に付ける必要があります。主は，皆さ
んが主の奉仕に備えるよう，特に，世界に
主の福音を宣

の

べ伝えるという偉大な責任
に向けて備えるよう望んでおられます。主
の聖なる神権を受けるよう備えるなら，主
は文字どおり皆さんの頭

こうべ

に祝福を注がれ
ることを約束します。この証を，主であり
救い主であるイエス・キリストの御名に
よっていたします，アーメン。■
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を受けるのです。「ある人に贈り物が与え
られても，彼がそれを受け取らなければ，
それは彼にとって何の益があるだろうか。
見よ，彼は与えられるものを喜ばず，その
贈り物の贈り主をも喜ばない。」（教義と
聖約 88：33）

神会の第 3 の御方を伴
はん

侶
りょ

とするよう求
めるというこの権威ある勧告を常に実現
するには何をするべきでしょうか。わたし
の提案はこうです。（1）聖霊を受けたい
と心から望む。（2）適切な方法で生活に
聖霊を招く。（3）神の戒めを忠実に守る。

は受け身でいるよう言い渡すものではあ
りません。むしろ，神権の命令，すなわち
単に作用されるものになるのではなく作
用するものとなるように促す，権威ある勧
告なのです（2 ニーファイ 2：26 参照）。
わたしたちの頭に手が置かれてあの言葉
が発せられれば，それだけで聖霊が生活
の中で働いてくださるわけではありませ
ん。この儀式を受けるとき，わたしたち一
人一人はほんとうに「聖霊を受け」，それ
に付随する霊的な賜物を得られるように
望み，求め，努力し，ふさわしい生活をす
るという神聖で途切れることのない責任

義と聖約 33：11，15）
使徒パウロはエペソ人にこのように尋ね

て，この儀式を明確にしました。
「『あなたがたは，信仰にはいった時に，

聖霊を受けたのか』と尋ねたところ，『い
いえ，聖霊なるものがあることさえ，聞い
たことがありません』と答えた。
『では，だれの名によってバプテスマを

受けたのか』と彼がきくと，彼らは『ヨハ
ネの名によるバプテスマを受けました』
と答えた。

そこで，パウロが言った，『ヨハネは悔
くい

改
あらた

めのバプテスマを授けたが，それによって，
自分のあとに来るかた，すなわちイエスを
信じるように，人々に勧めたのである。』

人々はこれを聞いて，主イエスの名によ
るバプテスマを受けた。

そして，パウロが彼らの上に手をおく
と，聖霊が彼らにくだ〔った。〕」（使徒 19：
2 － 6）
「水に沈められるバプテスマは，福音の

最初の儀式であり，……この儀式の後に
聖霊の賜物を受けることによって，バプテ
スマは完全なものとなる。」（『聖句ガイド』

「バプテスマ」の項，208）預言者ジョセ
フ・スミスは次のように説明しています。

「バプテスマは，聖霊を受けるのに備える
神聖な儀式です。聖霊を授かるための経
路であり，鍵

かぎ

です。按手による聖霊の賜
物は，義の原則以外のどのような原則に
よっても受けることはできません。」（『教え
―ジョセフ・スミス』96）

教会の新しい会員を確認し，聖霊の賜
物を授ける儀式は，簡素でありながらも
深遠です。ふさわしいメルキゼデク神権
者はその人の頭の上に手を置き，その人の
名を呼びます。それから，聖なる神権の
権能と救い主の御

み

名
な

によってその人を末
日聖徒イエス・キリスト教会の会員として
確認し，次の重要な言葉を言います。「聖
霊を受けなさい。」

この儀式が簡素なために，わたしたち
はその大切さを見逃してしまうかもしれま
せん。「聖霊を受けなさい」という言葉
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にするためなのです。
なぜ祈りと聖文研究をするのか考えて

みましょう。わたしたちは御子の御名を
通して祈ることで，天の御父と交わること
を切望します。また，標準聖典に含まれ
る光と知識を得たいと願っています。し
かし，これらの神聖な習慣はおもに，わた
したちが御父と御父の愛される御子を常
に覚えるための手段であり，それは聖霊
を伴侶とし続けるための必要条件である
ことを覚えてください。

わたしたちが主の宮や安息日の集会で
礼拝する理由について考えてください。
神殿では亡くなった先祖に仕え，自分が
住む地域のワードや支部では家族や友人
に奉仕します。そして，兄弟姉妹との義
にかなった交流も楽しみます。しかし，わ
たしたちが一致して集う第一の目的は，聖
霊の祝福と導きを求めるためなのです。

祈り，聖文研究，集会，礼拝，奉仕，従順
は，するべきことを書いた福音の長々しい
チェックリストの別々の項目ではありませ
ん。この一つ一つの義にかなった習慣
は，聖霊を受けなさいとの命令を遂行す
るために最も重要な霊的探求の大切な要

人や家族で誠心誠意祈ること，熱心に聖
文を研究すること，家族や友人との適切
な関係を強めること，徳高い思いや行動，
言葉遣いをしようと努力すること，家庭や
聖なる神殿，教会で礼拝することなどで
す。反対に，聖約や決意を簡単に破るこ
と，祈りと聖文研究を怠ること，ふさわし
くない思いや行動，言葉遣いは御霊を退
かせたり，まったく来ないようにしたりして
しまいます。

ベニヤミン王が民に教えたように「さ
て，わたしの同

はら

胞
から

よ，わたしはあなたがた
に言う。あなたがたがこれらのことをす
べて知った後，また教えられた後，もしも
それに背いてすでに告げられていること
に反した行いを〔するならば〕，主の御霊
から身を引いて，祝福と繁栄と守りを得る
ための知恵の道に導く御霊を自分の内に
宿さないようにする」ことになるのです

（モーサヤ 2：36）。

忠実に守る
神の戒めを忠実に守ることは聖霊を受

けるために不可欠です。わたしたちは毎
週聖

せい

餐
さん

の祈りに耳を傾け，ふさわしい状
態でパンと水を取るときにこの真理を思い
出します。イエス・キリストの御名を受け，
いつも主を覚え，その戒めを守ると聖約す
るとき，いつも御霊を受けられるという約
束を受けます（教義と聖約 20：77 参照）。
ですから，救い主の福音がわたしたちに
行うように教えること，また，変わるよう
に教えることはすべて，聖霊を伴侶とする
という祝福をわたしたちが受けられるよう

心から望む
わたしたちはまず，聖霊がともにいてく

ださるように願い，切望し，求めるべきで
す。皆さんもわたしも，モルモン書に出て
くる，主の忠実な弟子たちの義にかなった
望みから重要な教訓を学べます。
「十二人はその群衆を教え，また見よ，

彼らは群衆を地の面にひざまずかせ，イ
エスの名によって御父に祈らせた。……

彼らは，自分たちが最も望んでいるもの
を求めて祈った。聖霊が授けられるよう
にと望んでいたのである。」（3 ニーファイ
19：6 ，9）

わたしたちも同じように，わたしたちが最
も望むべきもの，すなわち聖霊を求めて，
熱心に，一貫して祈ることを覚えているで
しょうか。あるいは，世の煩いや毎日の
生活に追われて，最も貴いこの賜物を軽
視したり，なおざりにしたりしていないで
しょうか。聖霊を受けるためには，まずわ
たしたちが生活の中で聖霊を伴侶とするこ
とを常に心から望まなければなりません。

適切な方法で招く
わたしたちは，主の御霊を適切な方法

で生活に招くときにより容易に御霊を受
け，認識することができます。聖霊に強制
したり，強要したり，命令したりすること
はできません。そうではなく，聖霊がわた
したちに接してくださるのと同じ穏やかさ
と優しさをもって聖霊を生活に招くべきで
す（教義と聖約 42：14 参照）。

聖霊を伴侶として招くには様々な方法
があります。聖約を交わして守ること，個
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いてくれるでしょう。そして彼らは善を行
い，義をもたらし，神の王国を築き上げる
ことだけを望むようになるでしょう。兄弟
たちに告げてください。もし主の御霊に
従うなら，正しい道を進むことでしょう，
と。」（『教え―ジョセフ・スミス』98）

わたしたちが聖霊を心から望み，ふさわ
しい方法で日常生活に聖霊を招くように
祈ります。また，わたしたち一人一人が神
の戒めに忠実に従い，現実に聖霊を受け
ることができるように祈ります。預言者
ジョセフ・スミスがブリガム・ヤングに述
べた祝福は，このメッセージを聞いたり読
んだりするすべての人に当てはまるもので
あり，達成可能であることを約束します。

御父と御子が実在されることを証しま
す。聖霊が啓示者であり，慰め主であり，
わたしたちが教わるべき究極の教師であ
られることを証します。そして，御霊の祝
福と賜物が末日に回復されたまことの生
けるイエス・キリストの教会の中で働いて
いることを証します。主イエス・キリスト
の聖なる御名によって証します，アーメン。
■

6）。そして，この教会が生ける教会であ
るのは，聖霊の働きと賜物のおかげなの
です。地上に神権があり，聖霊を受けら
れる時代に生きていることは何と大きな祝
福でしょう。

預言者ジョセフ・スミスが殉教して数
年後，ジョセフはブリガム・ヤングに現れ
て時代を越えた次の勧告を与えました。

「この民に謙
けん

遜
そん

で忠実であるように，主の御
霊を必ず保つように，そうすれば御霊は正
しい道へと導いてくれると伝えてください。
注意深くあって，細い静かな声を退けない
ように，そうすれば細い静かな声は何を
なすべきか，またどこに行くべきかを教え
てくれ，王国の実をもたらしてくれると伝
えてください。兄弟たちに，確信を与える
ものに対して常に心を開いているように，
そうすることによって聖霊の訪れを受けた
ときにはいつでも受け入れることができ
るようにと告げてください。彼らは主の御
霊とほかのあらゆる霊を区別することが
できます。御霊は彼らの霊に平安と喜び
をささやき，悪意や憎しみ，ねたみ，争い，
そしてあらゆる悪を彼らの心から取り除

素なのです。わたしたちが守る神の戒め
と，わたしたちが従う教会指導者の霊感
に満ちた勧告は第一に御霊を伴侶とする
ことを目的としています。基本的に，福音
のすべての教えと活動は生活の中で聖霊
を受けることにより，キリストのもとへ行く
ことが中心となっています。

皆さんもわたしも，モルモン書の若者た
ちのようになれるよう努力するべきです。

「すべての号令に従ってそのとおりに行う
ように努め……，実に彼らの信仰に応じ
て，そのようになりました。……

……彼らは，日々主なる神をよく覚え，
まことに，主の掟

おきて

と裁決と戒めをいつも守
るように努めて……います。」（アルマ 57：
21；58：40）

証
主は末日聖徒イエス・キリスト教会が

「全地の面に唯一まことの生ける教会」で
あると宣言されました（教義と聖 約 1：
30）。この回復された教会は救い主の教
会であるので真実の教会です。主は「道
であり，真理であり，命」です（ヨハネ 14：
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今
き ょ う

日，わたしは 10 代の子供をお持
ちの親に向けて話します。聡

そう

明
めい

で活力にあふれた若人は教会
の未来です。だからこそ，敵対者の第一
の標的でもあります。忠実な母親，父親
の皆さんの多くは，今日こうして総大会の
話を聞きながら，この大切な時期に子供た
ちを導けるよう答えを祈り求めています。
わたしも最年長の孫たちが最近 10代にな
りましたから，今日のテーマはわたしに
とっても大切です。完全な親などいませ
んし，簡単な答えなどありませんが，信頼
できる真理の原則があります。

若い男性と若い女性の 2010年のミュー
チャルのテーマは，ヨシュア記から取られ
ています。こう始まります。「強く，また雄々
しくあれ。……恐れてはならない……。」

（ヨシュア 1：9） 聖典から引用されたこの
言葉は，親にも当てはまるテーマではない
でしょうか。この末日にあって，世の人々
がほんとうに必要としているのは，母親や
父親がはっきりとした態度で率直に話し，
雄 し々く子供を育てることです。

少しの間，想像してみてください。皆さ
んの娘が線路の上に座っているとします。
列車の警笛が聞こえます。線路から離れ
るよう警告しますか。それとも，過保護だ
と思われるのが心配で，躊

ちゅう

躇
ちょ

しますか。
娘が警告を無視したら，急いで安全な場
所に移動させますか。もちろんそうする
でしょう！ ほかのどんな心配よりもまず

約聖書に登場するエリです。エリは預言
者サムエルが子供のころイスラエルで大
祭司を務めていました。聖典には主が彼
を厳しく非難された理由が次のように記
されています。「その子らが神をけがして
いるのに，彼がそれをとめなかったからで
ある。」（サムエル上 3：13） エリの息子た
ちはまったく悔い改めませんでした。そし
て，イスラエル全体がその愚かな行いの
ために苦しみました。エリの物語から，
子供を愛しているなら，子供の言いなりに
なってはいけないということを学ぶことが
できます。

数年前の総大会で，ジョー・J・クリステ
ンセン長老は，次のように指摘しています。

「子育ての目的は人気コンテストで 1 位に
なることではないのです。」2 同様のことを
ロバート・D・ヘイルズ長老も述べていま
す。「わたしたちは時々恐れを抱くことが
あります。怒らせるのではないかと恐れて
子供への助言を躊躇するのです。」3

何年も前に，17歳になる息子が友達と
一緒に週末旅行へ行きたいと言いました。
皆良い子ばかりでした。息子は許可を求
めてきました。行かせてあげたかったの
ですが，何となく不安を感じました。妻に
話すと，同じように不安を感じると言うの
です。「その警告の声には耳を傾ける必要
があると思うわ」という答えが返ってきま
した。

当然のことながら，息子はがっかりして，
なぜ行かせたくないのか聞いてきました。
わたしは正直に，理由は分からないと答
えました。「良い気持ちを感じない，それ
だけのことなんだよ。君のことをほんとう
に愛しているから，その気持ちを無視する
ことができないんだ。」 息子からは意外な
答えが返ってきました。「いいよ，お父さ
ん，分かった。」

子供は親が思う以上に理解力がありま
す。なぜなら，わたしたちと同様に聖霊の
賜
たま

物
もの

を授かっているからです。御霊が語
るとき，子供はそれを理解しようと努めて
います。そして子供はわたしたちの模範

娘への愛が勝るでしょう。一時的に良く
思われることよりも娘の命を大切にするで
しょう。

試練と誘惑は 10 代の子供たちに貨物
列車のようなスピードと勢いで襲いかかっ
ています。家族の宣言にもあるように，親
は子供を保護する責任があります。1 これ
は，物理的にも霊的にも保護する責任が
あるということです。

モルモン書には，息子アルマが義の道
から迷い出た息子に助言を与える様子が
記録されています。コリアントンはゾーラ
ム人の間で伝道中，重大な過ちを犯しま
した。アルマは彼を愛していたので，こ
の問題について実に率直に語っています。
アルマは息子が行った不道徳な行為に対
して深く失望していることを伝え，罪がも
たらす重大な結果について説明しました。

わたしはアルマの勇気ある言葉を読む
度に心を動かされます。「それで，主の御

み

霊
たま

はわたしに，『あなたの子供たちが……
善を行うことを彼らに命じなさい』と言わ
れる。したがって，わが子よ，わたしは神
を畏

おそ

れてあなたに命じる。罪悪から遠ざ
かりなさい。」（アルマ 39：12） 父親から
このような指導を早めに受けたことが，コ
リアントンにとって転機となりました。そ
の後，彼は悔い改めて忠実に働いたのです

（アルマ 42：31；43：1－2 参照）。
アルマの模範とは対照的な別の父親の

例を聖典から紹介しましょう。それは旧

七十人
ラリー・R・ローレンス長老

勇気ある子育て
世の人々がほんとうに必要としているのは，母親や父親がはっきり
とした態度で率直に話し，雄 し々く子供を育てることです。
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い男性に伝道を思いとどまらせたり，神殿
結婚を妨げたりするためならどんなことで
もするのです。

サタンがその目的を達成する前に，親
が率直に話し，間に入る勇気を持つこと
が大切です。ボイド・K・パッカー長老は，
こう教えています。「道徳にかかわる場合
には，警告の声を上げる権利と義務の
両方があります。」4

わたしがずっと信じてきたことは，深夜
にほんとうに良いことは決して起こらない
ことと，若人は何時に帰宅するよう期待さ
れているかを知る必要があることです。

親が夜寝ずに子供の帰りを待つことに
は大きな知恵があります。若い男性や女
性は，その晩の自分がしたことについて
話を聞き，お休みのキスをするまでは親が
寝ないで待っていることを知っていれば，
はるかに良い選択をするものです。

多くの文化に見られるある習慣に対し
て個人的な警告を発したいと思います。
それは友人宅での「外泊」あるいは「夜
明かし」の習慣です。ビショップ時代に，
わたしはあまりにも多くの若者が「外泊」
中に初めて知恵の言葉あるいは純潔の律

た。麻薬をやっているわけじゃあるまい
し，心配しなくてもいいと言うのです。
ゲームのコントローラーを隠したこともあ
りましたが，夫はいつも息子に返していま
した。そうこうするうちに，戦うより……
降参した方が楽になってきました。実の
ところ，パソコンゲームには麻薬とまった
く同じように依存性があるとわたしは感じ
ています。こんな経験はほかの親の皆さ
んに絶対にしてほしくありません。」

兄弟姉妹の皆さん，皆さんの伴侶が何
か良い気持ちを感じられない場合には，
その気持ちを尊重してください。安易な
道を選んで何も言わないでいたり何の行
動も起こさないでいるうちに，破滅的な行
動に至ることもあるからです。

結婚の準備ができるまで恋愛関係を延
期するよう親が子供に教えることによって，
多くの悲惨な状況を回避することができ
ます。未熟なままに異性の友達とカップ
ルになるのは危険です。いわゆる「カップ
ル」になると恋愛感情が高まり，その結
果，肉体的にも親密になることが多いから
です。サタンはこのような流れを知ってい
て，それをうまく利用します。サタンは若

を見ています。御霊の促しに注意するこ
とや「良い気持ちを感じない」ならばやめ
たほうがいいということを，わたしたちか
ら学んでいるのです。

子育てに関する決定を下す際にとても
大切なのは，夫婦が一致することです。
両親のうちいずれかが良い気持ちを感じ
ないなら，許可すべきではありません。例
えば，映画，テレビ番組，ビデオゲーム，
パーティー，ドレス，水着，あるいはイン
ターネットを使った活動について，どちら
かが不安を感じるようであれば，勇気を出
して伴

はん

侶
りょ

の意見に賛成し，「だめ」と言っ
てください。

ある悲嘆にくれている母親からの手紙
を紹介したいと思います。彼女の10代の
息子は少しずつ御霊を失い，教会の活動
から遠のいていきました。どうしてそう
なったのかを母親は次のように説明しまし
た。「息子が 10 代の間，わたしは心配ば
かりしていました。暴力的なビデオゲーム
をやめさせようと努めたのです。夫に話
し，この種のゲームについて警告している

『エンサイン』や新聞の記事を見せました。
ところが，夫は大して気にしませんでし
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レビやコンピューターを消し，家族が毎日
聖典を開いてページをめくるよう導くには
勇気が必要です。月曜日の夜を家族のた
めに取っておけるよう，その日の夜に行わ
れる様々な招待を断わるには勇気が必要
です。過密なスケジュールを避けて，家族
が一緒に夕食を取れるようにするには勇
気と自制心が必要です。

息子や娘に影響を与える最も効果的な
方法の一つは，個人面接の中で助言を与
えることです。じっくりと耳を傾けること
で，子供の心の奥底にある望みを見いだ
し，義にかなった目標を立てられるよう導
くことができます。また，子供たちについ
て自分たちがどんな霊的な導きを受けた
かを伝えることもできます。助言を与える
には勇気が必要です。

想像してみてください。この 5 つの義に
かなったパターンが常にすべての家庭で
実行されたら，若者たちはどうなるでしょ
うか。ヒラマンの軍隊のように，無敵にな
るのではないでしょうか（アルマ 57：25
－26 参照）。

末日において 10 代の子供たちを育てる
のは，非常に大きな責任です。サタンとそ
の手下たちは，懸命にこの世代の人たち
の霊性を引き下げようとしています。一
方，主は勇敢な親が子供たちを引き上げ
るよう期待しておられます。親の皆さん，

「強く，また雄々しくあれ。……恐れては
ならない，おののいてはならない。」（ヨシュ
ア 1：9） わたしは神が皆さんの祈りを聞
き，こたえてくださることを知っています。
主が勇気ある親たちを支え，祝福される
ことを証

あかし

します。イエス・キリストの御
み

名
な

によって，アーメン。■

注
 1. 「家族―世界への宣言」『リアホナ』2004

年 10 月号，49 参照
 2. ジョー・J・クリステンセン「穢

けが

れた世にあって子
どもを育てる」『聖徒の道』1994 年 1 月号，13

 3. ロバート・D・ヘイルズ「『優しい親の情を込
めて』家族への希望のメッセージ」『リアホ
ナ』2004 年 5 月号，90

 4. ボイド・K・パッカー「現代の道徳的環 境」
『聖徒の道』1992 年 7 月号，71

祈ってください。
勇気ある子育ては必ずしも「だめ」と言

うことばかりではありません。親には近代
の預言者の助言に「はい」と言う勇気も
必要です。教会の指導者は家庭の中に
義にかなったパターンを確立するようにと
勧めています。若人を強化する 5 つの基
本的な習慣について考えてください。それ
は家族の祈り，家庭での聖典学習，家庭
の夕べ，家族で一緒に取る夕食，一人一人
の子供に対して行う定期的な面接です。

何をしていようと子供たちを集め，家族
としてひざまずくには勇気が必要です。テ

法を破ることに気づきました。家から離
れて夜を明かしているときに，初めてポル
ノグラフィーを目にしたり，初めて警察の
厄介になったりすることがあまりにも多い
ということです。

子供たちは親の影響から離れていると
きや夜遅くて誘惑に対する警戒心が弱く
なっているときに，仲間からより大きな圧
力を受けるようになります。泊まりがけの
活動に不安を感じたら，恐れることなく，
その内なる警告の声に耳を傾けてくださ
い。親としてかけがえのない子供たちを
守らなければならないときには，いつも
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スウェーデンのイェーテボリ市街
には両側に美しい木が立ち並ぶ
広い通りがあります。ある日，

1 本の大木の幹に穴があるのが見えたの
で，好奇心から中をのぞいてみると，中が
すっかり空洞になっていました。空洞で
したが空ではなく，いろいろなごみでいっ
ぱいでした。

その木がそのような状態でも立ってい
ることに驚きました。見上げると，幹の上
の方に幅の広い鉄の輪が付けられていま
した。この輪にはワイヤーが数本付いて
いて，それぞれ近くの建物にしっかり固定
されていました。遠くから見れば，その木
はほかの木と変わりませんでした。中を
のぞいてみなければ，実際は中がうつろ
になっていて，中身の詰まった強い幹では
ないということが分かりません。何年も
前から，何らかの原因で，幹のあちこちが
少しずつ弱まり始めていたのです。一夜
にしてこうなったわけではありません。若
い木が少しずつ生長して大木になるよう
に，わたしたちも一歩ずつ成長して，あの
うつろの木とは対照的に，中から外まで
身の詰まった人になれます。

イエス・キリストの贖
あがな

いによる癒
いや

しを通
して，わたしたちは高く，強く立つ力を得，
光と理解，喜び，愛で心を満たされます。
主は「御自分のもとに来て主の慈しみに

あずかるように，すべての人を招かれ……
主のもとに来る者を決して拒まれ」ません

（2 ニーファイ 26：33）。主はこう約束し
ておられます。
「すべて重荷を負うて苦労している者

は，わたしのもとにきなさい。あなたがた
を休ませてあげよう。

わたしは柔和で心のへりくだった者で
あるから，わたしのくびきを負うて，わた
しに学びなさい。そうすれば，あなたが
たの魂に休みが与えられるであろう。」（マ
タイ 11：28 －29）

この「休み」について，ジョセフ・F・ス
ミス大管長はこのように述べています。

「それは神の知識と愛を知るということだ
とわたしは思います。すなわち，わたした
ちが正しい道を歩んでいるのであり，間
違ったものを追求しているのでなく，人々
の悪巧みによって起こる様々な教えの風
に吹き回されたり，もてあそばれたりして
いるのではないということを理解できるほ
ど，神の目的と計画に対して信仰を持つこ
とです。わたしたちは，この教義が神から
与えられたものであることを知っており，こ
のことについてはだれにも尋ねません。
勝手な見解やアイデア，とっぴな考えなど
言わせておけばよいのです。あらゆる疑
いや恐れがなくなるほどの高みにまで神
を信じる信仰が高められた人は，『神の安

息』に入った人です。」（『歴代大管長の教
え―ジョセフ・F・スミス』57）

魂に休みが与えられることには，思いと
心の平安も含まれ，その平安はキリスト
の教義を学んでそれに従い，奉仕をする
ことや人を助けることによりキリストの手
となった結果として訪れます。イエス・キ
リストを信じ主の教えに従うことにより，
確固とした希望が得られます。この希望
が魂の堅固な錨

いかり

となります。堅く確固とし
た，揺るぎない者になれます。内なる平安
を保ち，主の安息に入ることができます。
しかし，光と真理に背を向けるなら，あの
木のような虚しさが魂の奥底を占めること
になります。そしてその虚しさを永遠の価
値を持たないもので埋めようとさえする可
能性があるのです。

地上に来る前に霊の子供として存在し
ていたことや，来世で不死不滅を受けるこ
とを考えると，現世で生活する時間は実
に短いものです。

けれども現世の生涯は試しの時期です。
しかしこの生涯はまた，試しの時期を無
駄に過ごさないようにとの勧めに従うこと
を選 択する機 会の時でもあるので す

（2 ニーファイ 9：27 参照）。わたしたち
が頭の中で思い巡らす事柄，心の中に抱
く気持ち，選択して行う行動はすべて，現
世と来世の両方におけるわたしたちの人
生に決定的な影響を与えます。

計画し実行する事柄を常に永遠の目で
見るために毎日自らの思いを高めることは
役に立つ習慣です。この習慣が特に役に
立つのは，今

き ょ う

日があるうちにするべきこと
を明日まで放置しておく傾向に気づいたと
きです。

わたしたちは人生の中で様々な選択を
するときに御

み

霊
たま

の支えに助けられていま
す。もしすでに受けている光と理解に背
いて行動することを選択するなら，良心の
とがめを経験します。もちろん，心地よい
ものではありません。しかし，良心のとが
めは，悔い改めるべき時を即座に教えてく
れるので祝福です。謙

けん

遜
そん

であり，義を行

七十人
ペア・G・マーム長老

魂に休みが与えられ
魂に休みが与えられることには，思いと心の平安も含まれ，その
平安はキリストの教義を学んでそれに従……った結果として訪れ
ます。
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卵が割れていました。その場にいた友人
が祖母に，言いつけをきちんと果たさな
かった子供をしかるよう勧めました。し
かし，祖母は冷静に，賢明に答えました。

「いいえ，しかっても卵は元に戻りません。
家にある材料でパンケーキでも作って一
緒に食べましょう。」

日常の小さな，簡単なことに賢明に霊感
を受けて対処するようになると，結果とし
て，魂に調和を確立し，周囲の人の人格を
築き強めるような良い影響がもたらされま
す。なぜなら，善を行うように誘うすべて
のものは「キリストの力と賜物によって送
り出されているのである。したがって〔わ
たしたちは〕，それが神から出ていること
を完全に理解してわきまえることができ
る」（モロナイ 7：16）からです。

先ほど述べた，中が空洞になった木は
もうありません。数人の若者が穴の中に
花火を入れたために木が燃えてしまった
のです。もう手の施しようがなく，切り倒
すほかありませんでした。大小にかかわ
らず，内側から人を破壊するものには気を
つけてください。それらは爆発的な影響
を及ぼして霊的な死を招く可能性がある
のです。

代わりに，思いと心に永続する平安をも
たらす事柄に心を向けましょう。そうすれ
ば，「神の前において〔わたしたちの〕自信
は増〔すでしょう。〕」（教義と聖約 121：45）  
主の安息に入り，平安の賜物を受けるとい
う約束は，この世的な一時の満足とは懸
け離れたものです。それはまさに天の賜
物です。「わたしは平安をあなたがたに
残して行く。わたしの平安をあなたがた
に与える。わたしが与えるのは，世が与え
るようなものとは異なる。あなたがたは
心を騒がせるな，またおじけるな。」（ヨハ
ネ 14：27） 主は魂を癒し，強める力をお
持ちです。主がイエス・キリストであられ
ることを，イエス・キリストの御

み

名
な

により
証
あかし

します。アーメン。■

マ 41：10）。
日々の行動の中で，長期にわたる影響

を持つのは，たいていは小さな，簡単なこ
とです（アルマ 37：6 － 7 参照）。わたし
たちの言葉，振る舞い，反応の仕方は自分
だけでなく，周囲の人にも影響します。人格
を築くこともできれば，壊すこともできます。
例えば，わたしの祖母について，分かりや
すくて役に立つ話があります。祖母は自
分の小さな子供に卵を買って来るように
言いました。お使いを任された子供は喜
びながら歩いて帰って来たことでしょう。
ところが，家に着いたときにはほとんどの

いたいと望んでいるなら，自分を変えるた
めにすぐに行動することでしょう。一方，
高慢で，「自らのために律法になろうと」
する人は（教義と聖約 88：35），悔い改め
の精神が心にないかぎり，サタンが「麻縄
を彼らの首にかけて引っ張って行き，つい
には強い縄で，とこしえに彼らを縛ってし
まう」のを許すことになるのです（2 ニー
ファイ 26：22）。悪い影響力に従った結
果として平安を得ることはありません。
平安は神の賜

たま

物
もの

であり，神の御霊を通し
てのみ得られるからです。「悪事は決し
て幸福を生じたことがない」のです（アル
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罪が様々な形を取ることについて，また，
わたしたちが許すときに罪がどのように生
活の中に忍び込んでくるかについて考え
る機会になりました。

わたしたちは注意を怠ってはなりません。
早寝早起きをしているととても良いことが
起きるように，小さな選択が大きな結果を
もたらすからです。教義と聖約第 88 章
124 節はこう教えています。「……あなた
がたの体と精神が活気づけられるように，
早起きをしなさい。」 早く寝る人は，従順
であるためによく休むことができ，体と精
神が活気づけられ，主の祝福を受けて目
覚めるのです。

夜遅くまで起きている，祈ることなく一
日を終える，断食をしない，安息日を破る
というような，たいして重要とは思えない
事柄，ほんのちょっとした間違いを犯すこ
とで，徐々にわたしたちの感性は鈍くな
り，さらに重大な罪を犯すことになるで
しょう。

わたしが 10 代のころ門限は午後 10 時
でした。今

こん

日
にち

では，その時間に夜遊びに
出かける人もいます。しかしわたしたち
は，最悪の出来事がよく起きるのは夜中
であることを知っています。このような夜
更けに，ふさわしくない環境に身を置く青
少年がいます。こうした場所には，聖霊を
伴
はん

侶
りょ

とさせないような音楽や歌詞があり
ます。そして彼らは，このような状況下で
罪の格好のえじきになってしまうのです。

福音と一致しない標準を持つ友達を選
んだことがきっかけで，罪のえじきになっ
てしまう人が大勢います。そうした人々
は，仲間に好かれ受け入れられようと，福
音の原則や律法を曲げるようになり，その
結果道を外れてしまいます。その先には，
本人と愛する人に苦痛と悲しみをもたらす
結果しかありません。

わたしたちは自分の周りで罪が枝を伸
ばさないよう警戒しなければなりません。
罪は様々な形で，どこにでも頭をもたげ
ます。コンピューターや携帯電話も例外
ではありません。このような技術は有益

した。重そうな石でしたが，周りには草
花が伸び，小さな木の茂みができていま
した。時がたつと，これらの植物は支柱
よりも大きく育つことでしょう。

わたしはもう少し先に行った所に，すで
に植物に覆われてしまっている支柱があ
るのを思い出しました。知らず知らずのう
ちに少しずつ，そして完全に覆われてし
まったのです。強固だった支柱は，自分が
か細い植物に囲まれて壊されるなどと思っ
ていなかったのでは，とわたしは想像しま
した。こう思っていたかもしれません。

「問題ないよ。わたしは強くて大きいし，こ
んな小さな草木なんかどうってことないさ。」

そのため，そばにあった木が成長して
も，支柱は初めのうちは気に留めません。
そして日陰ができたので喜んでいました。
しかし木は成長し続け，最初は弱 し々かっ
た 2 本の枝が支柱の周りに伸びていき，
やがては巻きついてしまいました。

それでも支柱はまだ何が起こっている
のか気がつきません。

歩き続けて間もなく，その支柱の前に来ま
した。地面から引き抜かれた状態でした。
孫娘は感心した様子で尋ねました。「おじ
いちゃん，これが罪の木なの。」

そこでわたしは，これはどうしたら罪に
負けてしまうのかを示すただの象徴，また
はたとえなのだと説明しました。

この会話が孫娘にどんな影響を与える
かは分かりませんが，わたしにとっては，

七十人
ジャイロ・マサガルディ長老

よく晴れたある美しい朝，もうす
ぐ 8 歳になる孫娘ビッキーを
連れて，市の貯水池となってい

る湖の近くまで散歩に出かけました。
小道のわきを流れる澄んだ小川のせせ

らぎを聞きながら，楽しく歩きました。両
側には青 と々した美しい木々が茂り，香り
の良い花が咲き乱れていました。鳥のさ
えずりも聞こえました。

わたしは，青い目をした陽気であどけ
ない孫娘に，バプテスマのためにどんな
準備をしているのか尋ねました。

すると，答えではなく質問が返ってきま
した。「おじいちゃん，罪ってなあに。」

わたしは霊感を求めて心の中で祈りな
がら，できるだけ分かりやすく答えようと
しました。「罪というのは，神様の戒めに
わざと従わないことだよ。それは天のお
父様を悲しませるし，苦しみや悲しみを味
わうことになるんだよ。」

孫娘は見るからに不安そうな顔をして
尋ねました。「どうしたらわたしたちは罪
に負けてしまうの。」

こう尋ねた孫娘の純心さがよく分かりま
した。同時に，彼女が罪とかかわらない
ためにはどうしたらよいのかと心配してい
ることも分かりました。

孫娘がもっとはっきり理解できるように，
まわりの自然を例に取って説明しました。
小道を先へ歩いて行くと，有刺鉄線のさ
くを支えるかなり大きな石の支柱がありま

罪というわなを避ける
強くあってください。良い選択をして命の木の実を食べてください。
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であり，多大な恩恵をもたらすことができ
ます。しかしこれらを不適切な方法で
使って，長い時間ゲームをしたり，肉欲や
快楽に引きずり込むような番組を見たり，
ポルノグラフィーのようなさらに悪い事柄
に手を染めたりすると破滅が訪れます。
ポルノグラフィーは人格を破壊し，かかわ
る人を不潔な泥沼に引きずり込みます。
大きな助けがなければ，この泥沼から這

は

い出すことはできません。
この恐ろしい怪物は，当人だけでなく，

罪のないその人の子供たち，伴侶，父親，
母親，そのほかの愛する人々にも痛みや
苦悩を与えます。肉欲や快楽の実は苦汁
と悲しみです。従順と犠牲の実は甘美と
永遠の喜びです。

どの標準に従うかという決断は，誘惑を
受けるときではなく，その前にしておかな
ければなりません。以下を基準にして，行
うことと行わないことを決めてください。

• 正しくて，主から出たものであり，幸福
をもたらすものなら，わたしは行う。

• 真理から，主から，忠実で従順な者に
約束された永遠の幸福から自分を引き
離すものなら，わたしは行わない。

御父はわたしたちが間違った選択をす
ることを御存じだったので，すばらしい愛
の計画を立てられました。そして悔い改
める人，助けと慰めと赦

ゆる

しを求めて主のみ
もとに来る人，進んでイエス・キリストの
御
み

名
な

を受ける人のすべての罪を贖
あがな

うため，
世の救い主を備えてくださいました。

もしわたしたちが罪を犯したなら，直ち
に助けを求めなければなりません。先ほ
どの話に出てきたさくの支柱が自力では
自由になれないのと同じように，わたした
ちも独りでは罪の罠から逃れることはで
きないからです。死の危険のある罠から
逃れるには助けが必要です。

皆さんの親が助けてくれます。そして
ビショップはわたしたちを助けるために神
から召されています。心を開いてビショッ
プに話してください。

教義と聖約第 58 章 42 節から 43 節には
こう説明されています。
「見よ，自分の罪を悔い改めた者は赦さ

れ，主なるわたしはもうそれを思い起こさ
ない。

人が罪を悔い改めたかどうかは，これ
によって分かる。すなわち，見よ，彼はそ
れを告白し，そしてそれを捨てる。」

湖の近くを散歩してから数か月後，孫
娘は父親であるビショップからバプテスマ
の面接を受けました。面接の後，どうだっ
たか尋ねると，わたしをいさめるかのよう
な口調で言いました。「おじいちゃん，面
接は秘密なのよ。知ってるでしょ。」

ビショップの皆さん，この答えを真剣に
受け止めてください。孫娘は短い間にた
くさんのことを理解して成長したようです。

先ほど話した木が悲しみ，苦痛，苦悩，
束縛をもたらしたように，別の木はその逆
のものをもたらします。そのことはニーファ
イ第一書第8章10節から12節に書かれ
ています。
「そして，一本の木が見えたが，その実

は人を幸せにする好ましいものであった。
そこで，行ってその木の実を食べると，

それは，今までに味わったどんな実よりも
ずっと甘いことが分かった。またその木
の実は白く，今までに見たどんな白いもの
にも勝って白かった。

そしてその木の実を食べると，わたしの
心は非常に大きな喜びに満たされた。」

愛する兄弟姉妹の皆さん，強くあってく
ださい。良い選択をして命の木の実を食
べてください。もし，何かの理由で間違い
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　ジョージ・アルバート・スミス大
管長が若いころ，亡くなった祖
父のジョージ・A・スミスが夢

に現れて尋ねました。「わたしの名前で
お前がこれまで何をしてきたかを知りた
いのだが。」  大管長はこう答えました。

「わたしがおじいさんの名前で行ってきた
ことで，おじいさんの恥になるようなこと
は一つもありません。」1

毎週聖
せい

餐
さん

を受けるとき，わたしたちは
進んでキリストの御

み

名
な

を受け，いつも御子
を覚え，御子の戒めを守ることを聖約し，
約束します。もしわたしたちが進んでそう
するならば，御子の御

み

霊
たま

がともにあるとい
う最もすばらしい祝福が約束されます。2

ジョージ・アルバート・スミス大管長が
祖父の名前で何を行ったかを，祖父に報
告しなければならなかったように，わたし
たちもいつか，主の名前で何を行ったの
か，救い主であるイエス・キリストに報告
しなければなりません。

箴
しん

言
げん

には良い名前を持つことの大切さ
が語られています。「令

れい

名
めい

は大いなる富
にまさり，恩恵は銀や金よりも良い。」3  

「正しい者の名はほめられ〔る。〕」4

これらの聖句と良い名前を持つことの
大切さについて深く考えていたとき，両親

がわたしの 4人の兄と 2人の姉とわたしの
ために残してくれた良い名前と遺産につい
て多くのことを思い出しました。両親はこ
の世の富も，銀も金も持っていませんでし
た。家族 9人は寝室が二つと風呂場が一
つの家で暮らしていました。二人の姉妹
は四方を囲った裏庭のポーチで寝ていま
した。両親が亡くなったとき，二人の数少
ないこの世の財産を分けるためにわたし
たちきょうだいが集まりました。母が残し
たものは，数枚のワンピースと，使い古し
た家具，そのほか個人的なものが 2 ，3 点
でした。父は，大工道具と古い猟銃のほ
か，ほとんど何も残しませんでした。金銭
的な価値のあるものといえば，簡素な家と
小額の貯金だけでした。

二人が金銀よりはるかに貴重なものを残
してくれたことを知り，わたしたちは感謝の
気持ちで，人目もはばからず泣きました。
両親はわたしたちに愛と時間をささげてく
れました。福音が真理であると何度も証

あかし

してくれました。今その証は，二人の貴重
な日記で読むことができます。言葉より
も模範によって，勤勉と正直と什

じゅう

分
ぶん

の一
を完全に納めることを教えてくれました。
また，さらに高い教育を受けること，伝道
に出ること，そして何よりも大切なこととし

七十人
マービン・B・アーノルド長老

わたしの名前で 
何をしてきたか
わたしたちもいつか，主の名前で何を行ったのか，救い主であるイ
エス・キリストに報告しなければなりません。

を犯したり，道をそれたりすることがあっ
たら，わたしたちは手を差し伸べてこう言
います。「来てください。希望がありま
す。わたしたちはあなたを愛し，あなたが
幸せになるように助けたいのです。」

天の御父はわたしたちを心から愛して
おられるので，独り子であるイエス・キリ
ストを与えてくださいました。

イエス・キリストはわたしたちを心から
愛しておられるので，わたしたちの罪の贖
いのために御自分の命を与えてくださいま
した。

清くなって，その喜びを得るために，わ
たしたちは喜んで何を差し出しますか。

この真理を聖なるイエス・キリストの御
名によって証

あかし

します。アーメン。■
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しく生活できるのかしらと思いました。
しかも，何時間も牧場で父の手伝いをし
ていたので，友達と過ごす時間もかなり
減っていました。

その年の夏，わたしの仕事の一つは山
の放牧場にいる牛がフェンスを破って小
麦畑に行かないようにすることでした。
牛が成長途中の小麦を食べると，腸が膨
張し，窒息して死んでしまうのです。いつ
もフェンスに頭を突っ込もうとしている牛
が 1 頭いました。ある朝，牛の様子を見
るために馬でフェンス沿いに走っている
と，その牛がフェンスを破って小麦畑に入
り込んでいるのを見つけました。わたし
は愕

がく

然
ぜん

としました。牛はかなり長い時間
小麦を食べていたようで，すでに腹部が
膨れ上がって風船のようになっていたの
です。そして思いました。「なんて愚かな
牛なの。お前を守るためにフェンスがあ
るのに，それを破って命を危険にさらすほ
ど小麦を食べるなんて。」

父を呼びに急いで家に戻りました。で
も再び畑に戻ってみると，牛は地面に横
たわって死んでいたのです。牛が死んだ
のは悲しいことでした。その牛には草を
食べさせるために美しい山の牧草地を与
え，危険な小麦に近づかないようにフェン
スも作ってやりました。それなのに，牛は
愚かにもフェンスを破って自ら死を招いた
のです。

フェンスの役割は何だろうかと考えたと
き，それは守りであると気づきました。戒
めや両親が決めた規則が守りであるのと
同じです。戒めも規則もわたしのために
あったのです。戒めに従うことで，肉体
的，霊的な死から救われることを知りまし
た。このときに学んだことは，わたしの人
生における一つの転機となりました。」

アーノルド姉妹は，親切で賢く愛に満ち
た天の御父が戒めを与えられる理由を知
りました。戒めは，サタンが信じ込ませよ
うとしているように，人を縛るものではな
く，リーハイとニーファイにとってそうだっ
たように，わたしたちを祝福し，未来の世

いて，モロナイは次のように教えました。
「わたしはあなたがたに，キリストのも
とに来て，あらゆる善い賜物を得るよう
に，また悪い賜物や清くないものに触れ
ないように勧めたい。

まことに，キリストのもとに来て，キリス
トによって完全になりなさい。神の御

み

心
こころ

に添わないものをすべて拒みなさい。」6

霊感によって書かれた『若人の強さの
ために』には次のように書かれています。

「選択の自由は神に与えられた永遠の原
則であり，その選択には道徳上の責任が
伴います。……あなたは自由に自分で選
ぶことはできますが，自分の行いの結果
を自由に選ぶことはできません。一

ひと

度
たび

選
べばその選択に伴う結果を引き受けるこ
とになるのです。」7

愛するデボナと結婚した直後に，デボナ
は青少年のときのある経験を話してくれま
した。その経験を通して彼女は，自由に
選ぶことはできても，行いの結果を自由
には選べないという大切な教義を学んだ
のです。娘のシェリーの助けを借りて，
アーノルド姉妹の経験を話したいと思い
ます。
「わたしが 15 歳のとき，規則や戒めが

多すぎると感じることが何度もありました。
そんなに制限がたくさんあっては，楽しみ
たい盛りの普通のティーンエージャーは楽

て，永遠の伴
はん

侶
りょ

を見つけて神殿で結婚し，
最後まで堪え忍ぶという望みを抱かせて
くれました。まさに，二人が良い名前とい
う遺産を残してくれたことを，わたしたち
はいつまでも感謝するでしょう。

愛する預言者ヒラマンとその妻に二人
の息子が生まれたとき，二人は彼らをリー
ハイ，ニーファイと名付けました。ヒラマ
ンは息子たちに，なぜ 600年も前の先祖
の名前を付けたのか話しました。
「見よ，わが子らよ，……わたしは，……

わたしたちの最初の先祖〔リーハイと
ニーファイ〕の名を，あなたたちに付け
た。わたしがこうしたのは，あなたたちが
自分の名を思うときに……先祖の行いを
思い起こせるように，そして先祖の行いを
思い起こすときに，先祖の行いが善かった
ことがどのように言い伝えられ，書き記さ
れているか分かるようにするためである。

わが子らよ，あなたたちは先祖について
言い伝えられ，書き記されてきたように，
自分たちについても言い伝えられ，書き記
されるように善いことをしてもらいたい。

……あの貴い永遠の命の賜
たま

物
もの

をあなた
たちも持てるようにということである。」5

兄弟姉妹，600年後にわたしたちの名
前はどのように覚えられているでしょうか。

どうしたらキリストの御名を受け，わた
したちの良い名を守ることができるかにつ

15歳のアーノルド姉妹（写真はアーノルド姉妹の娘による当時の再現）は，
家畜の放牧をしているときに，戒めにはわたしたちを守る力があることに気づいた。
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ス・キリストの御名によって，アーメン。
■
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立って行こう。わたしはあなたがたの右
におり，また左にいる。わたしの御霊は
あなたがたの心の中にある。」10

愛する救い主の前に立ち，主の御名で
自分が何をしてきたかを報告するあの栄

は

えある日に，「わたしは戦いをりっぱに戦
いぬき，走るべき行程を走りつくし，信仰
を守りとおし〔ました，〕」11「わたしはあ
なたの御名を称

たた

えて来ました」と宣言で
きますように。イエスはキリストであられ，
わたしたちが生きることができるようにと
主が亡くなられたことを証します。イエ

代のためにわたしたちの良い名前と遺産
を守ってくれるものなのです。自らの選
択の結果を身に受けてしまった牛のよう
に，わたしたちも，フェンスの向こう側に
ある草は今もそしてこれからも決してお
いしいものではないということを学ばなけ
ればなりません。なぜなら，「悪事は決し
て幸福を生じたことがない」8 からです。
この世の生活を終えるとき，わたしたちの
だれもが自分の選択の結果を受けます。
戒めは明白です。保護するものであり，制
限するものではありません。そして，従順
がもたらすすばらしい祝福は無限です。

天の御父は，わたしたちが皆間違いを
犯すことを御存じでした。しかし悔い改
めて，必要な修正をすることによって，救
い主と再び一つとなり，赦

ゆる

しによってもた
らされる快い平安を感じることができま
す。それを可能にした贖

あがな

いにほんとうに
感謝しています。

救い主はわたしたちに，日々自分の名
前を清めて主に立ち返るように勧めてお
られます。主の励ましの言葉は愛と優し
さに満ちています。主の言葉を読みます
ので，救い主が抱きしめてくださる光景を
わたしと一緒に想像してください。「わた
しがあなたがたを癒

いや

すことができるよう
に，今あなたがたはわたしに立ち返り，自
分の罪を悔い改め，心を改めようとしてい
るか。」9

今
き ょ う

日，わたしは皆さんに難しい課題を
差し上げます。それはわたしの両親がわ
たしに与えたのと同じものです。わたしの
両親はその良い名前のために永遠に覚え
られることでしょう。その課題とは，行動
する前に，救い主が自分のそばに立ってお
られる光景を思い描いて，「主がそばにお
られると知りながら，そのことを思い，言
い，行うだろうか」と自問するということ
です。たしかに主はここにおられます。
預言者であるとわたしが証する，愛する
トーマス・S・モンソン大管長が主なる救
い主について話すときによく引用する聖句
があります。「わたしはあなたがたに先
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兄弟姉妹の皆さん，緑の木々が燃
えるようなオレンジや赤，黄色に
美しく紅葉し，ここロッキー山脈

に秋の到来を告げてくれます。秋は，自
然界のすべてのものが厳しい冬の寒さに
備える季節です。

また秋は，フライフィッシングをする人々
にとって特に楽しい季節です。この時期の
マスは，冬のえさ不足に備えて体を強める
ために，非常に食欲旺

おう

盛
せい

になるからです。
フライフィッシングをする人は，マスを

巧みにだまして捕まえようとします。熟練
した釣り人は，マスの行動，天気，水の流
れ，マスが食べる虫の種類や，その虫が孵

ふ

化
か

する時期などを研究します。釣りに使う
擬
ぎ

似
じ

餌
え

を手作りすることもよくあります。
小さな釣り針がはめ込まれたこの擬似餌
は完

かん

璧
ぺき

でなければなりません。なぜな
ら，ほんの少しでも出来が悪ければ，マス
はそれを見破り，食いつこうとはしないか
らです。

水面から飛び出て擬似餌に食いついた
マスが逃げようともがき，ついに疲れ果て
てリールで巻き上げられるのを見るのは
スリルがあります。知識や技術を駆使す
る釣り人と，気高いマスとの一騎打ちです。

擬似餌を使って魚をだまして捕まえる
のは，ルシフェルがわたしたちを誘惑し，

にする者となった」のです（モーセ 4：3
－ 4）。

神が人にお与えになった選択の自由を
巡る戦いは今

こん

日
にち

も続いています。サタン
とその手下は，わたしたちの周囲の至る
所に擬似餌を置き，わたしたちがだまされ
て擬似餌に手をつけるのを今か今かと待
ち構えています。偽りの方法で釣り上げ
るためです。またサタンは人を依存症に
陥らせ，選択の自由を失わせます。辞書
によれば，どのような種類の依存症も，何
かに屈し，選択の自由を失い，生命や生活
を脅かす物質や行動の奴隷になることを
意味します。1

研究者によれば，わたしたちの脳には
快楽中枢と呼ばれる仕組みがあり，2 快楽
中枢はある種の薬物や行動によって活性
化されると，意志や判断，論理や道徳を
支配する部分の働きを押さえつけてしま
います。そこで人は，正しいと分かってい
ることを放棄します。こうなると，釣り針
がしっかり食い込み，ルシフェルに操ら
れるのです。

サタンは，薬物や一時的な快楽が得ら
れる行動を利用してわたしたちをわなに
かけ，捕らえる方法を知っています。わた
しはこれまで，人が再び自分自身を制御
し，有害な薬物の乱用や依存症から解き
放され，自尊心と自立を取り戻そうともが
き苦しむときの衝撃を見てきました。

最も依存性の高い部類の薬物を乱用
した場合，脳は統制を失い，選択の自由
は奪われてしまいます。そのような薬物に
は，ニコチン，アヘン系のヘロインやモルヒ
ネ，その他の鎮痛剤，精神安定剤，コカイ
ン，アルコール，マリファナ，興奮剤などが
あります。

痛みや苦しみを和らげるために適切な
薬を処方する訓練を受けた医師に感謝し
ています。しかし不幸なことに，現代社
会には，処方された薬に依存し，乱用する
ようになる人が，教会員も含めてあまりに
も多くいます。あらゆる偽りの父であるル
シフェルはこのことを知っており，自分の

だまし，わなにかけるためによく使う方法
と似ています。

マスが空腹に駆られて行動することを
知っている釣り人と同じように，ルシフェ
ルもわたしたちの「空腹」あるいは弱さを
知っていて，擬似餌を使って誘惑します。
そして，わたしたちがえさにかかると，人
生という小川から釣り上げ，自分の冷酷な
影響下に置いてしまうのです。捕まえた魚
をそのまま水に戻してやる釣り人と違って，
ルシフェルは獲物を進んで逃がすような
ことはしません。彼の目標は，犠牲者を自
分と同じように惨めにすることなのです。

リーハイは言いました。「彼〔ルシフェ
ル〕は天から落ちて，とこしえに惨めな状
態になったので，全人類もまた惨めな状
態にしようとした。」（2 ニーファイ 2：18）

ほかの幹部の兄弟たちも語ったように，
ルシフェルはずる賢く，狡猾です。ルシフェ
ルがわたしたちに対して使うおもな方法
の一つは，偽りを言い，だまし，悪を善，善
を悪だと信じ込ませることです。そもそも
世の初めの天上の大会議のときから，サ
タンは「主なる神であるわたしが与えた，
人の選択の自由を損なおうとした……。

そして，彼はサタン，すなわち，あらゆる
偽りの父である悪魔となって，人々を欺
き，惑わし，……自分の意のままにとりこ

十二使徒定員会
M・ラッセル・バラード長老

おお，悪しき者の 
あの狡

こ う

猾
か つ

な策
さ く

謀
ぼ う

よ
依存症に陥った人々には希望があり，この希望はイエス・キリスト
の贖

あがな

いを通して得られます。
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のほかの薬物乱用は珍しいことではな
く，わたしたちの周囲で起きています。自
動車事故で亡くなる人の数よりも，処方薬
依存症で亡くなる人の方が多い地域もあり
ます。3 兄弟姉妹の皆さん，どのような種
類であれ，人をわなにはめてしまうような
薬物を避けてください。何かを 1 度かい
だだけ，あるいは 1 粒の薬や 1 杯のアル
コールだけで，依存症になることもあるの
です。アルコール中毒から回復しつつあ
る人にとっては，たった 1 杯のアルコール
が，依存症か禁酒できるかを分けるので
す。サタンはそれを知っています。瞬く間
に依存症にしてしまうサタンの擬似餌に
かからないようにしてください。

さて，兄弟姉妹の皆さん，どうかわたし
の話を誤解しないでください。わたしは，
治療可能な病気や肉体的な激しい痛みに
苦しむ人に使われる処方薬を問題にして
いるのではありません。これらの薬は確
かに祝福です。わたしが話しているのは，
医師が処方した分量に注意深く従う必要
があるということです。また，そのような
薬は子供やほかの人の手の届かない，安
全な場所に保管する必要があります。

また，ギャンブルや邪悪なポルノグラ
フィーのような有害で中毒性のあるものも
非常に大きな問題です。個人を破滅に導
くものであり，社会にはびこっています。
兄弟姉妹の皆さん，忘れないでください。
どのような種類の依存症も，何かに屈し，選
択の自由を失い，奴隷になることなのです。
テレビゲームや携帯メールなども，その一
つに加える必要があるでしょう。ゲーマー
と呼ばれる人たちの中には，一日 18 時間
も費やして，あらゆるレベルのゲームに明
け暮れる人もいます。生活のほかの側面
はすべてないがしろにしています。携帯
メールも依存を引き起こしかねず，人と人
との大切なコミュニケーションを失わせて
しまいます。しばらく前にあるビショップ
から聞いた話ですが，ワードの青少年二
人が，並んで立っているのに直接話さず，
メールでやり取りしていたというのです。

は逮捕され，投獄されました。薬物依存
は結婚生活までも破

は

綻
たん

させました。夫は
彼女と離婚し，子供たちの養育権を得ま
した。薬は痛みを抑えてくれるだけでな
く，短い間でしたが高揚感や幸福感を味
わわせてくれました。しかし，薬の効果は
ほんの数時間しか続かず，回数を重ねる
ごとに痛みが治まる時間は短くなっていき
ました。そこでさらに大量の薬物を使う
ようになり，依存症の悪循環に陥ってし
まったのです。生活がすべて薬物に支配
されました。わたしと話す前の晩，彼女
は自殺を図りました。これ以上身体的，
情緒的，霊的な苦痛に耐えることができ
なくなったのです。逃れられないわなに
はまったようで，彼女は何の希望も感じら
れませんでした。

この姉妹のような処方薬の問題や，そ

影響力を使って人の選択の自由を奪い，そ
の恐ろしい鎖で，薬物を乱用する人々を縛
り付けています（2 ニーファイ28：22 参
照）。

最近わたしは，ある地元の病院の精神
科に入院している姉妹と話しました。彼
女は，以前は精神的にも身体的にもまった
く健康で，すばらしい結婚生活，家族生
活を送っていたのに，精神を病み，健康を
損ない，家庭崩壊に至ってしまいました。
事の始まりは，処方された鎮痛剤を乱用
したことでした。

わたしと話す 2 年前，彼女は自動車事
故で背中を痛めました。医師は，堪え難
い痛みを和らげるために薬を処方してくれ
ました。彼女はもっと多くの薬が必要だ
と考え，処

しょ

方
ほう

箋
せん

を偽造し，ついにヘロイン
を買うまでに至りました。その結果，彼女

「
わ
た
し
の
思
い
で
は
な
く
，み
こ
こ
ろ
が
成
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」
ハ
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は，戒めを守る人々に平安や喜び，幸福を
与えると約束してくださいました。

兄弟姉妹の皆さん，人をとる偽漁師ル
シフェルが仕掛けた擬似餌に注意しま
しょう。ルシフェルが差し出す数々の危
険な誘いを見分け，拒むだけの知恵と霊
の目を持つことができますように。

そして，どのような種類であれ，依存症
に陥ってしまった皆さん，希望はあります。
なぜなら神はすべての子供たちを愛して
おられるからです。また主イエス・キリス
トの贖いがすべてのことを可能にするから
です。

依存症の鎖を断ち切って快復するという
すばらしい祝福をわたしは見てきました。
主はわたしたちの牧者であり，贖いの力を
信じるときわたしたちには乏しいことがあ
りません。主は依存症という束縛から人を
解放する力をお持ちであり，そうしてくだ
さることを知っています。なぜなら使徒パ
ウロが宣言したように「わたしを強くして
下さる〔キリスト〕によって，何事でもする
ことができる」からです（ピリピ 4：13）。
兄弟姉妹，現在このような試練と闘って
いる人々がそのようになりますように，わ
たしはへりくだって祈ります。イエス・キ
リストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. 名詞 addiction（「依存症」）には，3 つの意味

があり，その 1 つは「主人に屈すること」という
意味である。（audioenglish.net/dictionary/
addiction.htm)

 2. National Institute on Drug Abuse，Drugs, 
Brains , and Behavior- - -the Science of 
Addiction（ 2010 年），18, drugabuse.gov/
scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf 参照

 3. エリカ・ポッター，“ Drug Deaths Overtake 
Auto Deaths in Utah , ”20 0 9 年 12 月
universe.byu.edu/node/4477 参照

 4. National Institute on Drug Abuse, “ The 
Neurobiology of Drug Addiction,”セクショ
ン I V ，3 0 番，d r ug abu s e . g ov/pub s /
teaching/teaching2/teaching5.html 参照。
drugabuse.gov/funding/budget08.html も
参照

神権指導者は，依存症の人から助言を
求められたとき，助けることができます。
必要ならば，資格を持ったカウンセラーや
LDS ファミリーサービスの助けを受ける
こともできます。依存症立ち直りプログラ
ムは，「アルコホーリクス・アノニマス」（匿
名のアルコール依存症者たち）の 12 のス
テップを基にして作られたもので，LDS
ファミリーサービスを通して簡単に入手で
きます。

個人でまたは家族の中で依存症と取り
組んでいる皆さんにもう一度伝えます。
熱心な祈りこそ，平安を見いだし，欲求を
克服するのに必要な霊的な力を得るため
の鍵

かぎ

です。天の御父はすべての子供たち
を愛しておられます。ですから御父に感
謝し，心から主を信じていることを示して
ください。依存症を克服する力を願い求
めてください。高慢さを捨て，生活と心を
天の御父に向けてください。キリストの
純粋な愛の力で満たされるように祈り求
めてください。何度も繰り返す必要があ
るかもしれません。しかし，わたしは皆さ
んに証します。皆さんの肉体や思い，霊は
変えられ，清められ，癒

いや

され，そして皆さん
は解放されるでしょう。イエスは言われま
した。「わたしは世の光である。わたし
に従って来る者は，やみのうちを歩くこと
がなく，命の光をもつであろう。」（ヨハネ
8：12）

わたしたちの目標は，さらに救い主のよ
うになり，ついには天の御父とともに住む
ふさわしさを身に付けることです。そのた
めには，モルモン書の預言者アルマが
語ったように，わたしたち一人一人が心の
中に大きな変化を経験しなければなりま
せん（アルマ 5：14 参照）。天の御父と主
イエス・キリストに対する愛を，日々の選
びや行動に表す必要があります。御二方

医学的な研究によれば，依存症は「脳の
病気」とされています。4 これは真実です。
しかし，一度サタンに捕らえられてしまう
と，それは霊の病気にもなってしまいま
す。しかし，どのような依存症のサイクル
に陥ったとしても，必ず希望はあります。
預言者リーハイは，息子たちに次の永遠
の真理を教えました。「そのため，人は肉
においては自由であり，人のために必要な
ものはすべて与えられる。そして人は，す
べての人の偉大な仲保者を通じて自由と
永遠の命を選ぶことも，あるいは悪魔の
束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも
自由である。」（2 ニーファイ 2：27）

依存症に陥り，克服したいと思っている
人はだれでも，束縛から逃れ，霊的に自由
になる方法があります。しかも効果は実
証されています。その方法は祈りで始まり
ます。わたしたちの霊と肉体を造られた
天の御父と，真心から，熱心に，絶えず心
を通じ合わせます。悪い習慣をやめよう
とするときにも，どんな罪であれ悔い改め
ようとするときにも，同じ原則に従います。
わたしたちの心や肉体，思いや霊を変え
るための処方は，聖典に書かれています。

預言者モルモンは次のように勧告して
います。「したがって，わたしの愛する同

はら

胞
から

よ，あなたがたは，……この愛で満たさ
れるように，また神の子となれるように，
……さらにわたしたちが清められて清い
御子と同じようになれるよう，熱意を込め
て御父に祈りなさい。」（モロナイ 7：48）

ほかにも多くの聖句が証
あかし

しています。
依存症に陥った人々には希望があり，こ
の希望は主イエス・キリストの贖いを通し
て得られます。神の御

み

前
まえ

にへりくだり，依
存症の鎖から解き放たれるように願い求
め，熱烈な祈りを通して全身全霊を主にさ
さげることが必要です。
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兄弟姉妹，このすばらしい教会の
総大会も閉会の時を迎え，わた
しの心は満たされています。わ

たしたちは各部会の話者の勧めと証
あかし

に耳
を傾け，霊的に養われました。世界中の
すべての会員を代表して，真理を説いてく
れた人たちに心からの感謝を伝えます。
モルモン書に記された，偉大なベニヤミン
王の説教を聞いた人々の言葉をわたした
ちも繰り返します。「民は皆，声を合わせ
て叫んだ。『そのとおり，わたしたちは，
王がわたしたちに語ってくださった言葉を
すべて信じています。また，全能の主の
御
み

霊
たま

のおかげで，わたしたちは王の言葉が
確かで真実であることを知っています。」1

皆さんが時間を割いて，『エンサイン』
（Ensign ）や『リアホナ』11 月号に掲載
される大会説教を読むよう願っています。
注意深く研究する価値のあるものです。

平安で快適で安全な環境の中で，この
立派なカンファレンスセンターにともに集
えたことはすばらしい祝福です。大会の
模様はかつてないほど広範囲に中継さ
れ，大陸と海を越えて世界各地の人々に
届けられました。皆さんの多くと距離的
には遠く隔たっていますが，皆さんの気持
ちを感じるとともにわたしたちの愛と感謝
を伝えます。

今大会で解任となった兄弟たちに，長

年にわたる献身的な奉仕に対し，わたし
たち全員の心からの感謝を伝えます。数
え切れないほどの人が，主の業への皆さ
んの貢献によって祝福されてきました。

タバナクル合唱団とそのほかの聖歌隊

の皆さんは，各部会においてまさに天で
歌われているような音楽を提供し，大会
で行われたすべてのことに光彩を添えて
くれました。皆さんの才能と能力を分か
ち合ってくれたことに感謝します。

わたしの信仰深い顧問であるヘンリー・
B・アイリング管長とディーター・F・ウー
クトドルフ管長に愛と感謝を伝えます。二
人はまさしく知恵と理解の人であり，計り
知れない働きをしています。二人の支持
と助けがなければ，わたしがするよう召さ
れている働きのすべてを行うことなどでき
ません。十二使徒定員会の兄弟たち，ま
た七十人定員会，管理ビショップリックの
全員を愛し，称賛します。彼らは無私の心
で，効果的に奉仕しています。同様に，中
央補助組織の役員として奉仕している姉
妹や兄弟たちにも感謝しています。

イエス・キリストの回復された福音が与
えられているわたしたちは何と恵まれてい

トーマス・Ｓ・モンソン大管長

また逢
あ

う日まで
最後まで堪え忍ばなければなりません。なぜなら，わたしたちが
目指すのは，永遠の命を受けて天の御父のみもとで暮らすことだ
からです。



112 リ  ア  ホ  ナ

中央扶助協会会長
ジュリー・B・ベック

この集会は，天の御父の思いと御
み

心
こころ

を知り，御父の計画における
自分の責任について理解したい

と望む，御父のすべての娘にとって賜
たま

物
もの

です。この 1 年間，大勢の姉妹を訪ね，
皆さんの目を見て，皆さんを抱き締め，皆
さんと笑ったり泣いたり，皆さんの喜びや
悲しみ，功績について聞いたりしたときに
心を動かされました。一人一人には筆舌
に尽くしがたいほどの価値があり，天の御
父は皆さんをよく御存じです。神の娘とし
て，皆さんは永遠の称号を受ける準備を
しており，各自が女性としての個性，特
質，責任を備えています。家族や地域社
会，この教会，そして貴い救いの計画が
成功するか否かは，忠実な皆さんにかかっ
ているのです。愛する姉妹の皆さん！ 心
から愛しています。皆さんのために祈って
います。

わたしたちは皆，この現世で非常に個
人的な経験をしています。最近出会った
二人の姉妹は，忠実に生活する方法を示
してくれています。一人の姉妹はブラジル
中央部に住んでいます。赤土の庭の中に
建つ，赤いブロック塀に囲まれた，美しい

赤レンガの家は，俗世を遮断する避け所と
なっています。輝く瞳

ひとみ

の子供たちは初等
協会の歌を知っていて，部屋の壁には『リ
アホナ』から切り抜いた救い主や神殿，神
の預言者の絵や写真が飾られています。
彼女と夫は，子供たちが聖約の中で生ま
れるように個人的な犠牲を払って神殿で
結び固められました。彼女は，子供たちを
福音の光と真理，力の中で育てるために
欠かせない強さと霊感を受けられるよう
絶えず主に祈っていると話してくれました。

もう一人の姉妹は香
ホン

港
コン

のビルの 80階に
ある小さなアパートに独りで住んでいます。
肉体的な問題を抱えていますが，気持ち
は明るく，自立しています。彼女は家族の
中で唯一の教会員です。小さな棚の上に
聖典，扶助協会のテキスト，教会のそのほ
かの書物が並んでいます。彼女は家の中
に御

み

霊
たま

に満たされた避け所を作っており，
支部の会員にとって光となっています。

警告
わたしたちは多くの姉妹が過酷な，あ

るいは危険な状況の中で生活しているこ
とを知っています。絶え間ない空腹に悩

中央扶助協会集会 | 2010年9月25日

 「わたしの王国の娘」──
扶助協会の歴史と業
扶助協会の歴史を研究し応用すると，救い主イエス・キリストの弟子で
あるわたしたちが何者であるかが分かり，明らかになります。

ることでしょう。福音は，わたしたちがど
こから，何のために地上に来て，死んだら
どこに行くのかという疑問に答えを示して
くれます。人生に意義と目的と希望を与
えてくれるのです。

わたしたちは，困難と問題の山積する
世の中に暮らしています。個人的な試練
に能力の限りを尽くして対処し，試練から
学び，克服していくためにこの地上に来て
います。最後まで堪え忍ばなければなり
ません。なぜなら，わたしたちが目指す
のは，永遠の命を受けて天の御父のみも
とで暮らすことだからです。御父はわたし
たちを愛し，わたしたちがこの目標を成し
遂げることを何よりも望んでおられるから
です。祈りを通して御父に呼びかけると
き，御

み

言
こと

葉
ば

を学ぶとき，戒めに従うとき，
御父は助け祝福してくださいます。わたし
たちはそこに安全と平安を見いだせます。

神が兄弟姉妹の皆さんを祝福してくだ
さいますように。皆さんがわたしやすべて
の中央幹部のために祈ってくれることに
感謝します。わたしたちは，皆さんと皆さ
んが地上で神の王国建設を推し進めてく
れることに心から感謝しています。

天の祝福が皆さんとともにありますように。
皆さんの家庭が愛と思いやりと主の御霊
に満たされますように。皆さんが福音に
対する証を絶えず養い，それがサタンの
攻撃に対する守りとなりますように。

今，大会は終わりました。家までの道の
りが安全でありますように。日々の時間を
埋め尽くす多くの事柄に取り組むときにも，
ここで感じた御霊がともにとどまりますよ
うに。互いに対して，いっそうの思いやり
を示すことができますように。主の業にさ
らによく携わることができますように。

皆さんを愛し，皆さんのために祈ってい
ます。半年後にまた逢う日までのお別れ
です。主なる救い主イエス・キリストの御

み

名
な

によって，アーメン。■

注
 1. モーサヤ 5：2
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り，教え，霊感を与えるために，預言者
ジョセフ・スミスに権能を与えて，教会の
女性たちを組織させられました。天から
任命され，神権によって導かれるこの組
織は，扶助協会と呼ばれています。

扶助協会の目的は，神の娘たちが信仰
と個人の義を増し加え，家族と家庭を強
め，助けの必要な人々を見つけて手を差
し伸べることを通して，彼女たちを永遠
の命に備えることです。

扶助協会は神の計画を守るわたしたち
の務めを明確にし，神の娘として一つにし
てくれます。誤ったアイデンティティー，混
乱，妨害の時代にあって，扶助協会は忠実
な女性に真理を教える羅針盤および道し
るべとなるよう意図されています。現代の
義にかなった女性は，信仰を増し，家族を
強め，人に救助の手を差し伸べることに
よって，心の動揺に抵抗し，邪悪や霊的な
破滅と闘い，個人的な災難を乗り越えるた
めに啓示を豊かに受けようとしています。

扶助協会の歴史と業
わたし会長会は，神の娘たちが「地に

住む者に下る災い」6 に直面したときに堅
固であるのを助けるために神がわたした
ちになすように望んでおられることを知ろ

まされている姉妹，落胆や人の裏切りが
あっても信仰を持ち前進する勇気を毎日
振り絞らなければならない姉妹がいます。
わたしたちは地球の終わりの時に生きて
いるので，あちこちで大きな戦いのしるし
があります。末日聖徒の女性の力や目的，
地位に関する偽の情報や誤解が蔓

まん

延
えん

して
います。現在広まっている偽の情報は，
女性が男性より劣っている，女性は大概
かわいらしいが無知である，そして女性
がどんなに頑張っても天の御父に受け入
れられるほどの人物にはなれないと思い
込ませます。使徒ペテロが語ったように，

「あなたがたの間にも，にせ教師が現れる
であろう。彼らは，滅びに至らせる異端を
ひそかに持ち込み，自分たちをあがなっ
て下さった主を否定」1 するのです。

モルモン書は何が起きているか，こう説
明しています。
「見よ，その日，〔サタン〕は人の子らの

心の中で荒れ狂い，人の子らをそそのか
して善いことに対して怒らせる。

また，〔サタン〕はほかの人々をなだめ，
彼らを欺いて現世での安全を確信させる
ので，彼らは，『シオンの中では，すべてが
良い。まことに，シオンは栄えており，す
べてが良い』と言う。悪魔はこのようにし

て人々をだまし，巧みに地獄に誘い落とす
のである。

そして見よ，悪魔はほかの人々にへつら
い，『地獄はない』と告げ，『悪魔はいない
ので，わたしは悪魔ではない』と言う。悪
魔はこのように彼らの耳にささやいて，決
して逃げられない恐ろしい鎖で縛ってし
まう。」2　

権利の主張や言い訳，無関心，誘惑が
蔓延する中で，注意力を研ぎ澄まさず，祈
らず，霊感を受けようとしない神の娘は，
聖文で述べられている「異なる神 」々3 を
礼拝する「愚かな女ども」4 になってしま
う危険性が非常に高いのです。悲しいこ
とに，生活の中で遭遇する困難や，世間に
広まっている偽りの教義の結果，多くの姉
妹は真理よりも偽の情報を信じています。
多くの人々が祈りや聖文研究といった基
本的な事柄をしていないと判明したこと
が，彼らが神の計画と調和していないこと
を立証しています。主御自身が「今は警
告の時であり，多くの言葉を費やす時で
はない」5 と言われています。

扶助協会は砦
とりで

および避け所となるように
組織された

この苦難の時代に神は御自身の娘を守
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扶助協会集会，訪問教師，そのほかの扶
助協会の業に関するすべての方針は，扶
助協会の歴史に基礎を置き，大管長会に
よって承認されています。

救いの業に携わることは，いつも扶助
協会の責任となってきました。回復され
た教会の初期から，姉妹たちは日常生活
で起きる出来事に対処するためにだれよ
りも早くから，だれよりも遅くまで，欠かさ
ず必要な場所に足を運んできました。姉
妹たちは，初等協会や若い女性，日曜学
校などで奉仕するために扶助協会から出
て行き，次の世代への光と徳の模範となっ
ています。個人の奉仕は一人一人の姉妹
の人格を築き，何百万人の忠実な女性が
結束して行う奉仕活動によって，主の業に
おける恐るべき信仰の軍勢が組織されま
す。歴史が示すように，回復の初めから，
姉妹は伝道の最前線に立ち，現在も自ら
伝道に出たり，若い男性と若い女性が伝
道に備えるのを助けたり，福音の祝福をと
もに味わうよう友達や隣人，家族を招いた
りしてきました。さらに歴史から分かるこ
とは，預言者ジョセフ・スミスは姉妹たち
に自らを神殿に備えることについて教える
ために扶助協会の集会を利用しました。
今
こん

日
にち

，家族歴史活動と神殿の業は扶助協
会の中心的な義務の一部です。

わたしたちの歴史的な目的を理解すれ
ば，女性が「価値のないものに金を使〔わ
ず〕……満足を得られないものに労力を
費や〔さない〕」8 よう正しい優先順位を
学ぶのに役立ちます。扶助協会は使徒パ
ウロが教えたことをする責任を絶えず負っ
てきました。すなわち，若い女性にまじめ
で慎み深くあり，純潔を守るように教え，
結婚している姉妹には夫を愛し，子供を愛
し，家庭を強めるように教えることです。9 
扶助協会の歴史はわたしたちを救い聖

きよ

め
る大切な事柄や，わたしたちが個人として
自立して主の王国で役に立つために必要
なことを行えるように教えてくれます。

扶助協会の歴史を通じて存在する不変
のテーマは，聖霊の力を活用する姉妹は生

スミスに語る……。まことに，わたしはあ
なたに言う。わたしの福音を受け入れる
者は皆，わたしの王国において息子であ
り，娘だからである。」7

扶助協会の歴史は，天の御父が御自身
の娘たちを御存じであることを教えてい
ます。御父は娘たちを愛しておられ，彼
女たちに具体的な責任を与えられ，現世
の旅路の中で語りかけ，導いてこられまし
た。さらに，扶助協会の歴史は女性の地
位を高めて実証し，女性が忠実な神権指
導者とともに働く方法を示しています。

歴史はわたしたちのなすべきことを教える
わたしたちは自分たちの歴史を学ぶこ

とによって，何をするべきかを学びます。
扶助協会の歴史を通して，わたしたちは
永遠の命の祝福にどのように備えればよ
いかを学びます。扶助協会という組織は
シオンのワードや支部の姉妹たちの力を
組織する責任を常に負ってきました。扶
助協会集会，訪問教師の奉仕，協力して
当たる奉仕活動を通して神の娘たちは主
の業と王国における自分の責任について
教えを受け，見守られ，霊感を受けてきま
した。ワードや支部の扶助協会会長は，
その業を導くために召されています。

1 年前のこの集会で，扶助協会集会の
方針が発表されました。世界中のほとん
どのワードと支部の扶助協会会長と姉妹
たちがこの方針とその根底にある精神を
しっかり受け止めてくれたという報告を受
け，わたしたちはうれしく思っています。
扶助協会の歴史的な目的と業が再び活気
づいている様子を見ることができ喜ばし
く感じています。姉妹たちのすべての集
会が，本来の扶助協会という名前で呼ば
れることにより，扶助協会に威厳と，アイ
デンティティーと敬

けい

虔
けん

さが増しているのを
見ています。信仰と個人の義が増し，家
族と家庭がさらに強められ，扶助協会集
会を正しく用いることを通して扶助協会
の姉妹たちがさらに助けの手を差し伸べ
ている様子をわたしたちは見ています。

うと，祈って断食をし，深く考え，預言者，
聖見者，啓示者たちと話し合ってきまし
た。その結果，教会の姉妹たちが扶助協
会の歴史について知り，そこから学ぶべき
であるという答えを受けました。扶助協
会の歴史を理解することで，忠実な女性
の基礎となるアイデンティティーと価値が
強められるのです。

これを受けて，教会の扶助協会の歴史
をまとめた冊子を制作しており，来年使用
できるようになります。これに先駆けて，

『リアホナ』の家庭訪問メッセージのペー
ジでも扶助協会の歴史について採り上げ
ています。歴史書の準備は霊感と啓示を
もたらす経験となっています。

扶助協会の歴史を研究する中で分かっ
たのは，扶助協会に対する主のビジョンと
目的は，日曜日の眠気を催す集会ではな
いということです。主は婦人会や趣味や
娯楽のグループよりももっと，もっと大き
なことをお考えです。

主は扶助協会が民を築き，神殿の祝福
に備えさせるのを助けるように意図されて
いました。主がこの組織を設立したの
は，娘たちを御自身の業に協力させ，王国
を築いてシオンの家庭を強めるうえで娘
たちの力を借りるためでした。

歴史はわたしたちが何者であるか教えて
くれる

わたしたちは自分たちの歴史を学ぶこ
とによって，自分たちが何者であるかを学
びます。世界中の善良な女性が自分のア
イデンティティーや価値，大切さを知りた
いと切に求めています。扶助協会の歴史
を研究し応用すると，救い主イエス・キリ
ストの弟子であるわたしたちが何者であ
るかが分かり，明らかになります。わたし
たちの忠実さと奉仕は，わたしたちの改
心や，主を覚えて主に従う決意を表しま
す。 1830年 7月，教会の回復の初期に，
主はこの神権時代の最初の女性指導者を
お選びになり，こう言われました。「わたし

〔は〕あなた，すなわちわたしの娘エマ・
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身か既婚かにかかわらず，強く揺るぎない
神の娘たちから成る偉大な世界規模の姉
妹の組織に結ばれているのです。

歴史について知ることは変わる助けとなる
わたしたちが自分たちの歴史を学ぶの

は，それによってわたしたちが変われるか
らです。結局のところ，歴史の価値は日付
や時間，場所にはありません。ではなぜ
歴史に価値があるかと言えば，それは，原
則と目的と規範を教え，わたしたちが何
者であって，何をすべきかが分かるように
助け，シオンの家庭を強め地上の神の王
国を築くために姉妹たちを結束させてく
れるからです。霊感によって運営するな
ら，扶助協会は恐れや疑問，自己中心主
義を信仰と希望，慈愛に変えることがで
きます。主の業を推し進めるとき，扶助協
会の歴史は世界中の忠実な姉妹によって
さらに書き加えられるでしょう。主は今日
扶助協会を強め，御自身の娘たちに栄え
ある未来を用意しておられます。

天の御父とその御子イエス・キリストが
現実の御方であられることを証

あかし

します。
預言者ジョセフ・スミスを通して，福音，
すなわち女性のアイデンティティーと目的
についてのよきおとすれが地上に回復さ
れました。イエス・キリストの御名によ
り，アーメン。■

注
 1. 2 ペテロ 2：1
 2. 2 ニーファイ 28：20 － 22
 3. ヨシュア 24：23
 4. 2 テモテ 3：6
 5. 教義と聖約 63：58
 6. 教義と聖約 1：17
 7. 教義と聖約 25：1
 8. 2 ニーファイ 9：51
 9. テトス 2：4 － 5 参照
 10. マタイ6：4；3 ニーファイ 13：4 参照

来の責任に焦点を当てて目標を立てるこ
とを学びます。そして扶助協会でも信仰
と個人の義を増し加え，自分たちの家族
と家庭を強め，助けの必要な人々を見つ
けて手を差し伸べることにより，神殿と永
遠の命の祝福に向かって前進し続けるの
です。忠実な姉妹はたとえ称賛や注目を
受けなくても働くことを学びます。なぜな
ら扶助協会は，隠れて施し（またはささげ
物）をするときに隠れたことを見ておられ
る天の御父が公に報いてくださると言わ
れた主イエス・キリストの教えに基づいて
栄えるからです。10

わたしたちは扶助協会の歴史と業を通
して，年齢や経済状態，教育の有無や独

活の中で主の霊感をもって働き，自分の責
任に関する啓示を受けるというものです。

歴史は忠実な女性を一つにする
わたしたちが自分たちの歴史を学ぶの

は，それによって忠実な女性が一つにな
れるからです。扶助協会の歴史は，芯

しん

が
強く，忠実な，目的を持った女性が登場す
る，御霊に満ちた歴史です。主の回復さ
れた教会の一部である扶助協会は，今や
170 近くの国にあります。世界中どこにい
ても，主の教会の成人女性は重要な責任
を受けることができます。

教会の少女と若い女性は『神への信仰』
と『成長するわたし』を通して，神殿や将
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中央扶助協会会長会第一顧問
シルビア・H・オールレッド

世界中の忠実な女性の集まりに参
加できることに感謝しています。
様々な国で何千人もの皆さんに

会ってきました。皆さんの忠実さと献身
はわたしを強めてくれました。善良さの模
範と福音への決意がわたしを奮い立たせ
てくれました。皆さんのひそかな行いに
よる無私の奉仕と，証

あかし

や確信のある言葉
は，わたしを謙虚にしてくれました。

今晩皆さんに幾つか質問をします。こ
れまで皆さんの多くと交わした会話の中
で尋ねたことと同じ質問です。

1. 信仰が試されるような困難に遭ったと
き，確固として揺るぎなくあるにはどの
ようことが助けとなりますか。

2. 試練や逆境の中で支えてくれるものは
何ですか。

3. 堪え忍び，真のキリストの弟子となるた
めに何が助けとなりますか。

皆さんの答えには次のようなものがあり
ました。

1. 天の御父が自分を愛し，大切に思って
いてくださるという知識。

2. イエス・キリストの贖
あがな

いの犠牲を通し

たしを御存じで，愛してくださっているこ
とを知ったのです。

今わたしは，神が愛の神であられるこ
とを知っています。これは真実です。な
ぜならわたしたちは神の子供であり，神は
わたしたちが皆，喜びと永遠の幸福を得
ることを願っておられるからです。神の業
と栄光とは，わたしたちが不死不滅と永
遠の命を得ることです。1 そのために神は
幸福の計画を用意してくださいました。わ
たしたちの人生の目的は自分自身のため
に永遠の命と昇栄を得，ほかの人も同じ
祝福を得られるように助けることです。わ
たしたちが肉体を得て信仰の試しを受け
られるように，神はこの地球を創造されま
した。神は選択の自由という貴い賜

たま

物
もの

を
下さり，それによりわたしたちは永遠の幸
福へ続く道を選ぶことができます。天の
御父の贖いの計画は，皆さんとわたしの
ためにあります。神のすべての子供たち
のためにあるのです。
「神は自分のかたちに人を創造された。

すなわち，神のかたちに創造し，男と女と
に創造された。

神は彼らを祝福して言われた，『生め
よ，ふえよ，地に満ちよ。』」2

「主は彼らに，主なる彼らの神を礼拝
〔する〕ようにと戒めを与えた。アダムは
主の戒めに従順であった。」3

アダムとエバは子供をもうけ，計画は実
行されていきました。

わたしたち一人一人が神の娘として，き
わめて重要で不可欠な役割があることを
わたしは知っています。御自分の業を進め
る目的で，神はその娘たちに神聖な特質を
授けてくださいました。子供を宿し，育て
るという神聖な業を女性に託されたので
す。これ以上に重要な業はありません。こ
れは聖なる召しです。一人の女性にとって
最も高貴な仕事は，理想的には夫と協力し
て，永遠の家族を築く神聖な業です。

結婚の祝福や子供を持つ祝福をまだ
受けていない姉妹がいるのをわたしは承
知しています。時が来れば，皆さんが忠

て，忠実な者に約束されたすべての祝
福が成就するという望み。

3. 贖いの計画の知識。

今
き ょ う

日伝えるメッセージは，皆さんの心の
内から表現されたこれらの確信の言葉を
さらに詳しく説明したものです。

ローマ人への手紙第 8 章 16 節にこうあ
ります。「御

み

霊
たま

みずから，わたしたちの霊
と共に，わたしたちが神の子であることを
あかしして下さる。」天の御父がわたしを
知っておられて，愛し，思っていてくださる
ことをはっきりと感じた最初の記憶は，
15歳でバプテスマの水に入ったときでし
た。それまでも神が存在され，イエス・キ
リストが世の救い主であられることは知っ
ていました。御二方を信じて愛していま
したが，喜んでバプテスマの聖約を交わし
たその日まで，御二方がわたし個人を愛
し，大切に思っておられることを感じたこ
とはありませんでした。

200万人に対してほんの一握りの宣教
師しかいなかった時代に，宣教師がわた
しを見つけ，教えてくれたことがすばらし
い奇跡であることがはっきり分かりまし
た。そして，宣教師をわたしの家まで導く
という特別な方法によって，天の御父がわ

確固として，
揺るぎなくある
わたしたちが忠実に最後まで堪え忍ぶならば，天の御父のすべて
の祝福，つまり永遠の命と昇栄を受けることができます。
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けるとき，わたしたちはイエス・キリストを
救い主として受け入れたことを証明します。
救いの儀式は，わたしたちが交わす聖約を
象徴しています。主の律法と戒めに従うと
いう聖約は，わたしたちを神と結びつけ，
信仰を強めてくれます。信仰とキリストに
対する確固とした思いは，地上での経験の
一部である人生の困難に直面するために
必要な勇気と自信を与えてくれます。

1992年に夫がパラグアイ・アスンシオ
ン伝道部を管理する召しを受けてすぐ，
わたしたちはパラグアイのチャコ平原で孤
立した地域の支部大会に出席しました。10 
舗装道路を 4 時間，それから荒れた道を
さらに 7 時間かけて行きました。しかし，
わたしたちを歓迎する幸せそうなミスト
ラールの会員に会った途端，危険でつら
い長旅のことなど忘れてしまいました。

フリオ・イェグロスという若い支部会長
がいました。フリオと妻のマルガリータ
は，その支部で神殿の結び固めの儀式を
受けていた数少ない家族のうちの一家族
でした。わたしは二人に神殿参入の経験
を話してほしいと頼みました。

当時いちばん近くにあったのは，アルゼ
ンチンのブエノスアイレス神殿でした。ミ
ストラールからは片道 27 時間を要し，彼
らは二人の幼い子供を連れて出発しまし
た。真冬のとても寒い時期でしたが，多
くの犠牲を払って神殿に着き，永遠の家

は御
み

子
こ

を信じる者がひとりも滅びないで，
永遠の命を得るためである。」

救い主は言われました。「父がわたし
を愛されたように，わたしもあなたがたを
愛したのである。」7

イエス・キリストが進んで犠牲の小羊と
なられたことは，主の御父への愛とわたし
たち一人一人に対する無限の愛の表れで
した。

イザヤは救い主の苦しみを次のように
述べました。
「彼はわれわれの病を負い，われわれ

の悲しみをになった。……
……彼はわれわれのとがのために傷つ

けられ，われわれの不義のために砕かれ
たのだ。……その打たれた傷によって，
われわれはいやされたのだ。」8

主御自身も宣言されました。「神である
わたしは，すべての人に代わってこれらの
苦しみを負い，人々が悔い改めるならば
苦しみを受けることのないようにした。」9

主が死の縄目を断たれたことにより，全
人類が復活できるようになりました。主
は不死不滅という賜物を下さったのです。

わたしたちが悔い改めるなら苦しみを
受けることのないように，イエス・キリスト
はわたしたちの罪を負って苦しまれ，正義
の要求を満たすために亡くなられました。

キリストを信じて罪を悔い改め，神のみ
もとに入るために必要な救いの儀式を受

実な者に約束されたすべての祝福を受け
ることを約束します。「これからもキリス
トを確固として信じ，完全な希望の輝きを
持ち……最後まで堪え忍ぶ」4 必要があ
ります。永遠の見地から見れば，祝福に
欠けるところがあるのは「つかの間にす
ぎない」のです。5

それに，戒めを守り，家族を養い友人や
隣人を世話するのに，必ずしも結婚してい
る必要はありません。皆さんの賜物，才
能，技術，そして霊的な強さは，王国を築
くために大いに必要です。そのような重
要な義務を果たしたいという皆さんの意
欲に主は頼っておられます。

主は言われました。
「わたしは，あなたを忘れることはない。
見よ，わたしは，たなごころにあなたを

彫り刻んだ。あなたの石がきは常にわが
前にある。」6

主は皆さんを愛しておられます。皆さ
んの望み，失望を御存じです。皆さんの
痛み，苦難は常に主の御

み

前
まえ

にあるので，
主は皆さんをお忘れにはなりません。

神のわたしたちへの愛を最もよく表して
いるのは，わたしたちの罪を贖い，救い
主，贖い主とするために，愛する御子イエ
ス・キリストを遣わされたことです。

ヨハネによる福音書第 3 章 16 節にはこ
うあります。「神はそのひとり子を賜わっ
たほどに，この世を愛して下さった。それ
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奉仕
主に仕える機会はたくさんあります。

姉妹一人一人が，わたしたちの周りにいる
貧しい人や助けを必要としている人を探し
出し，支援するように求められています。

「貧しい人や助けを必要としている人」に
は，霊的，情緒的に助けが必要な人たち
も含まれます。また，「死者を救う」責任
も託されています。家族歴史を探求した
り，神殿の業を行ったりすることで果たす
ことができます。さらに，人々に福音を伝
えるという戒めを受けていますが，伝道
活動に携わる方法は数多くあります。こ
れらすべてが主に仕える方法です。天の
御父は，強い者が弱い者を強くするように
望んでおられます。皆さんが神の子供た
ちを強め，世話するとき，皆さん自身の信
仰も強められます。

天の御父が御自身の子供たち一人一人
を，完全に，個々に，そして常に愛してお
られることをわたしは知っています。わた
したち女性には，幸福の計画にとってなく
てはならない役割があることを知ってい
ます。主が求めておられることはただ，わ
たしたちの最善の努力であり，わたしたち
一人一人が王国の建設に必要なのです。
贖いは現実のものです。イエス・キリスト
は救い主であり，贖い主であられます。わ
たしたちが忠実に最後まで堪え忍ぶなら
ば，天の御父のすべての祝福，つまり永遠
の命と昇栄を受けることを証します。イエ
ス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。■

注
 1. モーセ 1：39 参照
 2. 創世 1：27－ 28
 3. モーセ 5：5
 4. 2 ニーファイ 31：20
 5. 教義と聖約 121：7
 6. イザヤ 49：15 －16
 7. ヨハネ 15：9
 8. イザヤ 53：4 － 5
 9. 教義と聖約 19：16
 10. パラグアイ西部の降雨量の少ない過疎地域
 11. ヨハネ 5：39
 12. ヨハネ 14：15
 13. 教義と聖約 25：13 ，15

であることを認めるのです。
アルマ書第 37 章 37 節にはこのようにあ

ります。「あなたのすべての行いについて
主と相談しなさい。そうすれば，主はあ
なたのためになる指示を与えてくださる。
まことに，夜寝るときは，眠っている間も
主が見守ってくださるように，主に身を託
して寝なさい。そして，朝起きるときに，
神への感謝で心を満たしなさい。これら
のことを行うならば，終わりの日に高く上
げられるであろう。」

聖文の研究
天の御父の計画を知って理解すること

は，自分が何者であり，何になるべきなの
かを知る助けとなります。

主は言われました。「あなたがたは，聖
書の中に永遠の命があると思って調べて
いるが，この聖書は，わたしについてあか
しをするものである。」11

すべての女性が聖文を研究する必要性
が大いにあります。聖文の真理に精通す
ればするほど，生活の中で真理を実践で
き，神の目的を果たす力を身に付けること
ができます。また，毎日の個人の祈りと聖
文の研究は，生活に聖霊の影響力と力を
もたらしてくれます。

従順
主は言われました。「もしあなたがた

がわたしを愛するならば，わたしのいまし
めを守るべきである。」12 忠実に従うなら
ば，わたしたちが神のような特質を伸ば
し，心を変える助けとなります。

教義と聖約にはこのような勧告があり
ます。
「あなたが交わした聖約を固く守りなさ

い。……
絶えずわたしの戒めを守りなさい。そ

うすれば，あなたは義の冠を受けるであ
ろう。」13

福音に従って生活するという固い決心
は，イエス・キリストへの信仰と希望を育
てます。

族として結び固められました。帰る途中，
二人の子供の具合がとても悪くなり，亡く
なりました。途中子供たちを埋葬し，帰
宅したときは夫婦二人だけとなっていまし
た。悲しみも，寂しさもありましたが，驚
いたことに心は慰められて平安でした。
この経験について二人はこう話しました。

「子供たちは主の宮でわたしたちに結び
固められました。ですから子供たちを永
遠に取り戻すことができると知っていま
す。この知識はわたしたちに平安と慰め
を与えてくれています。わたしたちはこれ
からも神殿で交わした聖約にふさわしく
忠実でなければなりません。そうすれば
子供たちとまた一緒になれるからです。」

パラグアイのこの忠実な会員が持って
いるような強い信仰と希望を持つには，
どうすればよいでしょうか。

わたしは大勢の皆さんから何度も繰り
返し，皆さんが神の愛を信じていること，
神の祝福を受けると信じていること，救い
主イエス・キリストによる贖いの計画を理
解しその計画における自身の重要な役割
を理解していることを聞きました。この宣
言に対する信仰をどのように強めればよ
いでしょうか。

わたしにとって助けとなった 4 つのこと
を提案します。祈り，聖文の研究，従順，
そして奉仕です。

祈り
祈りは天の御父と意思を通わせる行為

です。祈るとき，わたしたちは神への信仰
と，神がわたしたちを祝福する力をお持ち

ニュージーランド，オークランド
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愛する姉妹の皆さん，皆さんと同
席し，主に対する皆さんの力と
主への愛を感じることはすばら

しい祝福です。日々，皆さんが愛と哀れ
みを人々に分かち合っていることに感謝し
ます。

ノーブーで扶助協会が始まって間もな
いころ，姉妹たちは家々を回って互いに教
え導き，必要なものを見極め，食べ物を運
び，病人を世話し，女性たち一人一人とそ
の家族に哀れみを示していたことをわた
したちは知っています。1 このことを考え
ると，ある者は哀れみの心を持ち，違いを
生み出す，2 というユダの手紙の聖句が思
い浮かびます。この聖句とその意味につ
いて深く考えるとき，わたしの思いは救い
主に向かいます。聖文には，すべての人
に対するキリストの愛と哀れみについて
多くの記述があります。

新約聖書には，キリストは困っている
人々の世話をなさるとき「彼らを深くあわ
れまれた」3 ことが幾度も書かれていま
す。救い主は，彼らが飢えているときは哀
れんで食べさせ，病気のときは癒

いや

し，霊的
な豊かさが必要なときは教えを授けられ
ました。

哀れみとは，人に対して愛と憐
あわ

れみを

感じることです。つまり，思いやりを持
ち，人の苦しみを軽くしたいと願うことで
す。親切と優しさを示すことです。

救い主はわたしたちに，御自身がされた
ことをするようにと言われました。4 それ
は互いに重荷を負い合い，慰めの要る者
を慰め，悲しむ者とともに悲しみ，5 飢えて
いる人に食べさせ，病人を見舞い，6 弱い
者を助け，垂れている手を上げ，7 「互いに
王国の教義を教え合〔う〕」8 ことです。
わたしにとってこうした言葉や行いは，人
を教え導く人，つまり訪問教師を表してい
ます。

家庭訪問は，互いに見守り，強め，教え
合う機会を女性に与えます。アロン神権
の教師が「常に教会員を見守り」「彼らと
ともにいて彼らを強め」9 る責任を担って
いるのとよく似て，訪問教師は，奉仕する
ように召された女性の一人一人について祈
り，よく考えることによって愛を示します。

ベック姉妹はわたしたちに次のことを思
い起こさせてくれました。「イエス・キリ
ストの模範と教えに従っているわたした
ちは，主の代わりに愛し，知り，仕え，理
解し，教え，導くために与えられた，この
神聖な割り当てを尊んでいます。」10

今
き ょ う

日は二つのことについて話します。

• 訪問教師として奉仕することによって，
あなたが人々にもたらす祝福

• 人々に仕えるときにあなたが受ける祝
福

訪問教師として奉仕することによって，あ
なたが人々にもたらす祝福

少し前，アラスカ州アンカレジである女
性のグループと話す機会がありました。
部屋には 12人ほどの姉妹がいて，さらに
電話を使ってアラスカ各地の都市や町か
ら 6人の参加者が加わりました。姉妹た
ちの多くは教会の建物から何百マイルも
離れた所に住んでいます。彼女たちは家
庭訪問について教えてくれました。

すべての姉妹を直接訪問するには飛行
機や船に乗るか，長時間車を運転しなけ
ればなりません。時間と費用を考えると，
姉妹たちの自宅を訪問することは明らか
に無理でした。それでも彼女たちは互い
をとても身近に感じていました。いつも
そばにいることはできなくても，互いのた
めに心を込めて祈り，担当の姉妹たちが
何を必要としているのか知るために聖霊
の導きを求めていたからです。電話やイ
ンターネット，手紙を使って絶えず連絡を
取るようにしていました。主と聖約を交わ
し，担当の姉妹たちを祝福し強めたいと
願った彼女たちは，愛によって奉仕してい
たのです。

コンゴ民主共和国のある一組の献身的
な訪問教師は，大変な距離を歩いて赤
ちゃんのいる女性を訪問していました。
この二人の姉妹は祈りによってメッセージ
を準備し，訪問先の愛する姉妹の生活に
良い影響を与える方法を知りたいと願い
ました。訪問先の姉妹は二人が来て大変
喜びました。彼女にとってその訪問は，
彼女のためだけに与えられた天からの
メッセージだったのです。訪問教師が彼
女の小さな家を訪ねたことで，その姉妹，
家族，訪問教師の全員が高められ，祝福
を受けました。二人は長い距離を歩くこ
とを犠牲と感じてはいないようでした。

中央扶助協会会長会第二顧問
バーバラ・トンプソン

ある者は哀れみの心を
持ち，違いを生み出す
家庭訪問の真髄は，……生活が変わり，涙がぬぐわれ，証

あかし

が強ま
り，愛され，家族が強められ……るのを見ることです
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くの場合，訪問先の姉妹よりもわたし自身
の方がはるかに高められ，愛され，祝福さ
れました。愛が強まり，奉仕への望みも
強まりました。天の御父がどれほどすば
らしい方法を用いて，わたしたちが互いに
見守り，世話をし合えるようにしてくださっ
たかが分かるようになりました。

訪問教師として得られる祝福には，こ
の機会がなければよく知り合えなかった
人と知り合い，友達になれることも含まれ
ます。時には，家庭訪問を通して自分が
だれかの祈りの答えになれることがあり
ます。また，家庭訪問を通して個人の啓
示を受けたり霊的な経験をしたりするこ
ともできます。

自分のワードで，また世界中で家庭訪
問に参加しながら，わたしは人生のほか
の場面では経験できないほど謙虚にさせ
られ，喜びを感じ，霊的な経験をしてきま
した。福音を教え合い，ともに泣き，笑
い，問題を解決し合ってきました。わたし
は高められ祝福を受けました。

月末のある晩，わたしは遠出の支度を
していましたが，一人の姉妹の家庭訪問
がまだでした。時間も遅く，約束も取って
いません。電話もしておらず，同僚もいま
せんでした。それでも友人のジュリーを
訪問することは大切だと思い，そうするこ
とにしました。ジュリーの娘アシュリーは
生まれつき骨がもろくなる症状を抱えてお
り，6 歳近くなってもとても小さく，腕を動
かすことと話すこと以外はほとんど自分
ですることができませんでした。朝から
晩まで羊皮のじゅうたんの上で横になる
日々でした。アシュリーは明るくて陽気な
子で，わたしは彼女と一緒にいるのが大
好きでした。

その夜，ジュリーは訪ねて来たわたしを
招き入れてくれました。するとアシュリー
が声を上げ，見せたいものがあると言いま
した。わたしは部屋に入ると，床の上のア
シュリーのそばにひざをつきました。お
母さんは反対側にいます。アシュリーは
言いました。「わたしこんなことができる

れ，元気づけられ，飢えた人が食べ，病人
が見舞いを受け，悲しむ人が慰められる
のを見ることです。実際，家庭訪問が終
わることは決してありません。なぜなら，
わたしたちは常に見守り，強めているから
です。

家庭訪問のもう一つの祝福は，一致と
愛が増すことです。聖文は，どうすれば
これを達成できるかを勧告しています。

「また彼は……互いに和合し，愛し合って
結ばれた心を持ち，一つの信仰と一つの
バプテスマをもって，一つの目で将来を見
詰めるようにと指示した。」11

多くの女性が，教会に戻って来た理由
について，忠実な訪問教師が毎月訪問し
て導き，助け，愛し，祝福してくれたからだ
と述べています。

中には，あなたの分かち合うメッセージ
が最も大切な部分だという訪問もあるこ
とでしょう。皆さんが伝えるメッセージ以
外に霊を豊かにするものがほとんどない，
という人生を送っている女性もいるので
す。『リアホナ』の家庭訪問メッセージは
福音のメッセージです。どの女性もこの
メッセージによって信仰を増し，家族を強
め，慈愛の奉仕に力を注ぐことができます。

あるときは，ただ耳を傾けることだけが
訪問の最大の祝福であることもあるで
しょう。よく聞くことにより，慰め，理解，
癒しが訪れます。またあるときは，家に
行って何か作業をしたり，泣いている子供
をなだめたりするなど，行動する必要があ
るかもしれません。

人々に仕えるときにあなたが受ける祝福
人々に仕えるときにあなたが受ける祝

福はたくさんあります。わたしはこんなこ
とを言ったことがあります。「ああ，家庭訪
問を終わらせなくては。」（それは，自分は
姉妹を訪問して教えるのだということを忘
れていたときです。家庭訪問が祝福では
なくて重荷だと思ったときです。）それで
も確かに，わたしは家庭訪問に行く度に，
行く前よりも良い気持ちになりました。多

哀れみ深い訪問教師が，この女性に良い
影響を与え，生活を祝福したのです。

教会には，距離，費用，安全などの問題
があるために，毎月直接の訪問をできな
い地域があります。しかし，互いに愛する
ことを心から求め，互いを見守り，強め
合っている姉妹たちは，個人の啓示の力
によって，主から受けたこの召しを果たす
有意義な方法を見つけています。

霊感を受けた扶助協会の会長はビショ
ップと相談し，祈りをもって訪問教師を割
り当てています。ワードの女性一人一人を
見守り，世話をする責任を持つビショップ
を助けているのです。相談して啓示を受
けるというこの過程を理解するとき，わた
したちは教え導くという大切な責任をさら
に深く理解します。そして，より強い確信
をもって，努力するわたしたちを導く御

み

霊
たま

に頼ることができるようになるのです。
わたしも，毎月数人の女性を訪問し，

ほっとしながら「家庭訪問が終わりまし
た！」と誇らしげに宣言する姉妹の一人で
す。報告するべきことはそれで終了かもし
れませんが，そのためだけに訪問している
のであれば，何と残念なことでしょう。

家庭訪問の真髄は，月間の報告書の100
パーセントという数字を見ることではあり
ません。それは生活が変わり，涙がぬぐ
われ，証が強まり，愛され，家族が強めら
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わたしたちが訪問し教える女性たちは，
わたしたちに託されています。愛と哀れ
みをもって，託された人たちの生活に良い
影響を与えましょう。

姉妹の皆さん，皆さんを愛しています。
皆さんが天の御父と救い主イエス・キリス
トの愛を感じられるように祈っています。
救い主が生きておられることを証します。
イエス・キリストの御

み

名
な

により，アーメン。
■

注
 1. ジル・マルベー・デール，ジャナス・ラッセル・

キャノン，モーリーン・アーセンバック・ビー
チャー，Women of Covenant: The Story of 
Relief Society（1992年），32－33 参照

 2. ユダ 1：22 参照
 3. マタイ 9：36；14：14
 4. ヨハネ 13：15 参照
 5. モーサヤ 18：8 － 9 参照
 6. モーサヤ 4：26 参照
 7. 教義と聖約 81：5 参照
 8. 教義と聖約 88：77
 9. 教義と聖約 20：53
 10. ジュリー・B・ベック「扶助協会 ― 神聖な業」

『リアホナ』2009 年 11 月号，113
 11. モーサヤ 18：21
 12. 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
13. 教義と聖約 12：8

すばらしいものばかりであるとは限りませ
ん。歓迎されない家を訪問するときや，と
ても忙しくてなかなか会えない姉妹もい
ます。良い関係を築くのに長い時間がか
かる姉妹もいるかもしれません。それで
もその姉妹を愛し，心にかけ，祈るように
真心から努めるならば，見守り，強める方
法が見つかるよう聖霊が助けてくださるで
しょう。

トーマス・S・モンソン大管長は，救い
主のように人を教え導くことの達人です。
大管長がだれかを訪問し助けているのは
見慣れた光景です。大管長はこう言いま
した。「わたしたちの周りには，……わた
したちの注目，励まし，支え，慰め，親切
を必要としている人が大勢います。わた
したちは地上で主の御

み

手
て

に使われる器で
あり，わたしたちには御父の子供たちに仕
え，彼らを高める責務があります。主はわ
たしたち一人一人を頼りにしておられるの
です。」12

「〔姉妹〕は謙
けん

遜
そん

であり，愛に満ち，信仰
と希望と慈愛を持ち，また自分に任せら
れたすべてのことについて自制しなけれ
ば，だれもこの業を助けることはできな
い。」13

のよ！」少しお母さんに助けてもらいなが
ら，彼女は寝返りを打つとまた元の体勢
に戻りました。彼女は 6 年近くをかけて
このすばらしい目標を達成したのです。
この特別な出来事に，ともに手をたたき，
歓声を上げ，笑い，泣きながら，わたしは
自分が家庭訪問に行ったこと，そしてこの
すばらしい出来事を逃さずに済んだこと
を天の御父に感謝しました。この訪問か
ら何年もたち，大好きなアシュリーはすで
に亡くなりましたが，彼女とのあの特別な
経験にわたしはいつまでも感謝すること
でしょう。

愛するわたしの母は何年もの間，すばら
しい献身的な訪問教師として奉仕しまし
た。どうすれば訪問先の家族を祝福でき
るか常に考えていました。家族を強めた
いという気持ちから，特に訪問先の姉妹
の子供たちに注意を払っていました。あ
るとき教会で，5 歳の子供が母のところに
走って来てこう言いました。「わたしの訪問
教師よね。大好きよ！」その光景は今でも
思い出すことができます。すばらしい女性
たちとその家族の人生にかかわることは
母にとって祝福でした。

家庭訪問についての経験が，心温まる，
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今晩，わたしたちの魂は天に届く
ほど喜んでいます。わたしたち
は祝福されて，美しい音楽と霊

感あふれるメッセージに耳を傾けてきま
した。主の御

み

霊
たま

があります。主の霊感を
受けてわたしの考えと思いを皆さんに伝
えられるよう祈っています。

まずは，わたしが話したいことをうまく
表現している短い話から始めましょう。

リサとジョンという若い夫婦が新しい
土地に引っ越して来ました。ある日の朝，
朝食を取りながらリサが窓越しに外を見
ると，隣の家の人が洗濯物を干していま
した。
「あの洗濯物，汚れが落ちていないわ」

とリサは大声で言いました。「隣の人は
洗濯の仕方を知らないのね。」

ジョンも外を見ましたが，何も言いませ
んでした。

隣人が洗濯物を干す度に，リサは同じ
ことを言いました。

数週間後，リサは窓から外を見て驚き
ました。隣の庭に，すっきりときれいな洗
濯物が干してあったからです。リサは夫
に言いました。「ジョン，見て。隣の人も
やっと，洗濯の仕方が分かったみたいよ。
でも，どうして分かったのかしら。」

めです。
わたしは 47年前にこの総大会で，十二

使徒定員会の一員として召されました。
当時は中央神権委員会の一つで奉仕して
いましたから，自分の名前が呼ばれる前
はその委員会の会員と一緒に所定の席に
着いていました。ところが妻はどこに行っ
たらよいのか，だれと一緒に座ったらよい
のか分からず，タバナクルのどこにも席を
見つけることができないでいました。する
と，わたしたちと親しい中央補助組織の
管理会員で役員席に座っていた姉妹がモ
ンソン姉妹に声をかけて隣に座らせてく
れました。この女性はその後間もなく発表
されるわたしの召しについて，まったく知
りませんでした。しかし，モンソン姉妹が
不安そうに座る場所を探しているのに気
づいて，親切に席を勧めてくれたのです。
愛する妻はほっとして，この心遣いに感謝
しました。ところがその席に腰を下ろすと，
少し大きめのささやき声が後ろから聞こえ
てきました。管理会員の一人が不快感を
あらわにして，管理会員のくせによくも「よ
そ者」を役員席に座らせたわねと周囲の
人にこぼしたのです。その席を勧められ
た相手がだれであったにせよ，この思い
やりのない言葉の言い訳にはなりません。
ただ，この「じゃま者」が最も新しい使徒
の妻だと分かったときにこの人がどう感じ
たかは想像するしかありません。

わたしたちは人をその行いや言葉で裁
く傾向があります。しかしたいていの場
合，外見で判断してしまいます。服装や髪
型，体型など，数え上げればきりがありま
せん。

外見で人を裁くことについての古典的な
話が，ずっと昔，アメリカ国内向けの雑誌
に載りました。これは実話です。聞いた
ことのある人もいるかもしれませんが，繰
り返し聞くに値する話です。

メアリー・バートルズという女性の家が，
病院の玄関の向かいにありました。メア
リーの家族は 1 階に住んでおり，上の階
の部屋は病院の外来患者用に貸していま

ジョンは答えました。「実は，答えを知っ
ているんだ。驚くかもしれないけど，今朝
早起きしてぼくがうちの窓をふいたんだ
よ。」

今晩は，わたしたちが互いをどう見てい
るかについて 2 ，3 話します。掃除をして
いない窓を通して人を見てはいないでしょ
うか。すべての事実を知っているわけで
はないのに人を裁いてはいませんか。人
を見るとき，どこを見ていますか。どんな
判断を下しているでしょうか。

救い主は「人をさばくな」1 と言われま
した。そして，続けてこう言っておられま
す。「なぜ，兄弟の目にあるちりを見なが
ら，自分の目にある梁

はり

を認めないのか。」2 
言い換えると，「なぜ，隣の家の洗濯物が
汚いと言いながら，自分の家の窓が汚れ
ていることを認めないのか」となります。

完全な人はいません。自分は完
かん

璧
ぺき

だと
豪語する人には会ったことがありません。
それなのにどういうわけか，人はとかく自
分の不完全さを棚に上げて他人の欠点を
指摘したがります。他人のしていることや
していないことを裁いてしまうのです。

本人の心や動機，状況など知るすべも
ないのに，人の言葉や行いを批判します。

「さばくな」という戒めがあるのはそのた

トーマス・S・モンソン大管長

愛はいつまでも
絶えることがない
互いを裁かず批判せず，この人生を一緒に旅する人たちにキリス
トの純粋な愛を示そうではありませんか。
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たの。花壇に移せるようになるまでの少
しの間だから。」

メアリーは天国でも同じなのではない
かと思ってほほえみました。神は，あの背
の低い男性のところに来てこうおっしゃっ
たのかもしれません。「彼は特別に美しい
人です。この小さくて不恰好な肉体に宿っ
て地上の生活を始めることをいとわない
でしょう。」しかし，それは遠い昔のことで
す。神の庭園でこの立派な人物は，胸を
張って立っているに違いありません！3

見かけというものは当てにならず，人を
評価する尺度としてはあまり役に立ちませ
ん。救い主は，「うわべで人をさばかない」4

ようにと勧告しておられます。
ある女性団体の会員が，団体の代表に

選ばれた女性について抗議しました。本
人に会ったことはないけれども，写真から
すると太りすぎていて不適任だと言うの
です。彼女はこのように発言しました。

「この組織には何千人もの女性がいるの
ですから，もっと良い代表を選ぶことが
できたはずです。」

確かに，選ばれた女性は「モデルのよう
な体型」ではありませんでした。しかし，
彼女を直接知り，その人となりを知ってい
る人は，写真からはとうてい分からないこ
とを見ていました。写真からは人懐っこい

こうですので」と言いました。メアリーは，
ぜひまた来てくださいと答えました。

この老人は数年にわたって治療に通い，
メアリーの家に泊まりました。職業は漁師
だということで，魚介類や自分の庭で取れ
た野菜を必ず持って来てくれました。また，
小包を送ってくることもありました。

そのような心のこもったプレゼントを受
け取ると，メアリーは，この醜い腰の曲がっ
た老人が初めて彼女の家に泊まり，翌朝
出て行った後に隣人から言われた言葉を
度々思い出しました。「夕べあの醜い老人
を泊めたのですか。わたしは断りました。
あんな人を泊めたら客が逃げますから。」

確かに客が「逃げた」ことが 1，2 度あ
りましたが，メアリーは「あの老人と知り
合いになってさえいれば，彼らの病苦も少
しは楽になっていたでしょうに」と思った
のです。

その老人が亡くなった後のことです。メ
アリーはある日，温室で家庭菜園をして
いる友人と話していました。友人の育て
ている花を見ていると，あちこちへこんで
さびついた古いバケツに見事な黄色の菊
が植えられているのに気づきました。友
人の説明はこうでした。「鉢が足りなかっ
たの。でもきれいな花が咲くって分かっ
ていたから，まずは古バケツでいいと思っ

した。
ある晩，非常に醜い容

よう

貌
ぼう

の老人が戸口
にやって来て，一泊できる部屋はないかと
聞いてきました。老人は腰が曲がってい
て，しわだらけで，赤いはれもののせいで
顔はいびつになっていました。老人は昼
からずっと宿泊できる部屋を探しましたが
見つかりませんでした。「この顔のせいで
しょうな」と老人は言います。「確かにひど
い顔なんだが，治療すれば良くなるだろう
と医者に言われていましてね。」老人は，
ベランダのロッキングチェアで寝られれば
十分だと言います。話しながら，この背の
低い老人が小さな体に似合わぬ大きな心
の持ち主であることがメアリーには分かっ
てきました。満室ではありましたが，メア
リーは「腰掛けて待っていてください。横
になれる場所を見つけますから」と老人に
言いました。

就寝時間になると，メアリーの夫は老人
のためにキャンプ用の簡易ベッドを用意し
ました。翌朝メアリーが見に行くと，シー
ツがきちんとたたんであり，老人はベラン
ダに出ていました。老人は朝食を断りま
したが，バスに乗るために家を出る直前，
次の治療のときにも泊めてもらえるかと聞
いてきました。「ご迷惑はおかけしません」
と約束し，「いすで寝させてもらえればけっ
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寛大になり，人の行動をおおらかな心で受
け止めるときに示す慈愛について考えて
います。赦

ゆる

すという慈愛，忍耐するという
慈愛です。

わたしが考えている慈愛とは，病気のと
きや悩み苦しむときだけでなく，相手の欠
点があらわになったときにも，間違いを犯
したときにも，相手の立場になって考え，
同情し，慈しみを示すことです。

忘れ去られている人に目をかけ，落胆し
ている人に希望を与え，苦しんでいる人を
助ける慈愛が大いに必要とされています。
真の慈愛は，行動する愛です。慈愛は至
る所で必要とされています。

必要とされているのは，当事者のため
になる場合を除き，他人の不幸なうわさを
聞いたり人に話したりすることを喜びとし
ない慈愛です。アメリカの教育者であり
政治家でもあったホーレス・マンはかつて
こう言いました。「悩みに同情するのはた
だの人間，悩みを和らげてこそ神の子とな
るのだ。」11

慈愛とは，自分を打ちのめす者に忍耐
することです。ささいなことに腹を立てな
いように気持ちを抑えることです。人の欠
点や失敗を受け入れることです。人をあ
りのままに受け入れることです。外見の
奥にある，時が過ぎても衰えることのな
い特質に目を向けることです。レッテルを
はろうとする衝動を抑えることです。

キリストの純粋な愛である慈愛は，独
身ワードの若い姉妹たちが，自分たちの
扶助協会の会員の母親の葬儀に出席す
るために一緒に何百マイルも移動するとき
に表れます。慈愛は，献身的な訪問教師
が，興味を示さず多少批判的な姉妹を何
年にもわたって毎月訪問する姿の中に示
されます。夫を亡くした年配の女性が忘
れ去られずにワードの行事や扶助協会の
活動に連れて来られるとき，そこに慈愛
があります。扶助協会でぽつんと独りで
いる姉妹に「一緒に座りましょう」と声を
かけるときに慈愛が感じられます。

幾つもの小さな方法で，皆さんのだれも

たカトリックの修道女マザー・テレサは，
深遠な真理を語っています。「人を裁い
ていたら，愛する時間がなくなってしまい
ます。」5 救い主はこのようにお教えになり
ました。「わたしのいましめは，これであ
る。わたしがあなたがたを愛したように，
あなたがたも互

たがい

に愛し合いなさい。」6 質
問します。互いを裁いていながら，互いに
愛し合うことができますか。答えはマ
ザー・テレサと同じです。「いいえ，できま
せん。」

使徒ヤコブはこのように教えています。
「もし人が信心深い者だと自任しながら，
舌を制することをせず，自分の心を欺いて
いるならば，その人の信心はむなしいもの
である。」7

「愛はいつまでも絶えることがない」8 と
いう扶助協会のモットーを，わたしはいつ
も愛してきました。愛すなわち慈愛とは
何でしょうか。預言者モロナイは，「慈愛
はキリストの純粋な愛」9 であると教えて
います。モロナイは，レーマン人に別れを
告げる言葉の中でこう宣言しています。

「あなたがたに慈愛がなければ，あなた
がたは決して神の王国に救われない。」10

慈愛，すなわち「キリストの純粋な愛」
は，批判することや裁くことの対極にある
とわたしは考えます。慈愛といっても，こ
こでは物資を与えて苦痛を和らげるという
ことには触れません。もちろんそれは必
要で，行うべきことです。しかし今晩は，

笑顔と自信に満ちた表情が見て取れまし
たが，写真から見て取れなかったことは，
彼女が忠実で思いやりのある友人であり，
聡
そう

明
めい

で，主と主の子供たちを愛して奉仕
する女性だということでした。地域社会
でボランティアとして働いており，親切で
世話好きな女性であることは写真からは
読み取れませんでした。つまり，写真は
彼女の真の姿を映し出していなかったの
です。

質問します。態度や行い，霊的な特質
が身体的な特徴に反映されるとしたら，
抗議した女性は，彼女が批判した女性と
同じくらい美しいでしょうか。

愛する姉妹の皆さん，あなたという人は
一人しかいません。皆さんは互いに多くの
点で違っています。結婚している人もいま
す。子供と一緒に家庭にいる人もいれば，
外で働いている人もいます。また，子供が
独立して出て行った人もいます。結婚はし
ていても子供がいない人もいます。離婚
した人もいれば，夫を亡くした人もいます。
独身の女性も大勢います。学位を持って
いる人もいれば，そうでない人もいます。
最新ファッションの服を買う余裕のある人
もいれば，日曜日にふさわしい服が 1 着
あれば幸せだという人もいます。このよう
な相違点を挙げれば，きりがありません。
違っていることが原因で，互いを裁きたく
なるのでしょうか。

生涯の大半をインドの貧民街で暮らし
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大会で話された実話や物語の索引
以下に総大会で話された経験談を幾つか選びました。個人の研究や家庭の夕べ，その他
の教える機会に活用してください。数字は説教の最初のページです。

話者 実話や物語

ジェフリー・R・ホランド長老 ジェフリー・R・ホランドの伝道資金を両親が払った（6）。

ローズマリー・M・ウィクソム 母親が嵐
あらし

の中を運転する間に祈った子供たち（9）。

D・トッド・
クリストファーソン長老

D・トッド・クリストファーソンの祖父は羊の毛を刈って得
たお金を伝道資金に充てた（16）。
資産を不平等に分けたビジネスパートナー（16）。

ロバート・D・ヘイルズ長老 床にニスを塗りながら部屋の隅に追い込まれ，身動きが取れ
なくなったロバート・D・ヘイルズ（24）。

クエンティン・L・クック長老 不正直な男性の悔い改めを助けたビショップ（27）。

ラッセル・M・ネルソン長老

友人にモルモン書を分かち合ったラッセル・M・ネルソン
（47）。
インターネットmormon.org を見た後で教会員になった若
い男性（47）。

パトリック・キアロン長老 サソリに刺されたパトリック・キアロン（50）。

フアン・A・ウセダ長老 家族の聖文研究のときに娘に腹を立てた父親（53）。

ヘンリー・B・アイリング管長 入院中のヘンリー・B・アイリングの父親を見舞ったスペン
サー・W・キンボール（59）。

トーマス・S・モンソン大管長 日曜日にバスケットボールをすることを断ったクレートン・
M・クリステンセン（67）。

ヘンリー・B・アイリング管長 貧しい人々に与えるための服を集めた扶助協会会長（70）。

ボイド・K・パッカー会長 悔い改めた女性が，後ろを振り返らないように促された
（74）。

ジェイ・E・ジェンセン長老 祈って聖霊からの証
あかし

を受けたジェイ・E・ジェンセン（77）。

トーマス・S・モンソン大管長 苦しいときでさえ感謝することを学んだ家族（87）。

L・トム・ペリー長老 体の不自由な男性が聖
せい

餐
さん

を受けられるように助けた若い祭司
（91）。

ラリー・R・ローレンス長老 ある活動に対して良くない気持ちを感じたので家にとどまる
ように息子に告げた両親（98）。

マービン・B・アーノルド長老 小麦を食べ過ぎて死んだ牛（105）。

M・ラッセル・バラード長老 処方薬の濫
らん

用
よう

から依存症に陥った女性（108）。

シルビア・H・オールレッド 神殿での結び固めから帰る途中で悲劇に遭った家族（116）。

バーバラ・トンプソン アシュリーの母親の訪問教師として祝福を受けたバーバラ・
トンプソン（119）。

トーマス・S・モンソン大管長 醜い男性を宿泊させた宿屋を営む夫婦（122）。

が慈愛を示すことができるのです。完璧
な人生を送っている人などいません。互
いを裁かず批判せず，この人生を一緒に
旅する人たちにキリストの純粋な愛を示
そうではありませんか。だれでも自分に
降りかかる問題に全力で取り組んでいる
のです。そのことを認めて，助けるために
わたしたちにできる全力を尽くしましょう。

慈愛は「最も気高く，尊く，しかも強い
愛」12 と定義されています。慈愛は「キリ
ストの純粋な愛であって，……終わりの日
にこの慈愛を持っていると認められる人
は，幸い」13 です。
「愛はいつまでも絶えることがない。」

長年にわたって引き継がれてきたこの扶助
協会のモットーは永遠の真理です。この
モットーが，何を行うときにも皆さんの指
針となりますように。このモットーがまさ
に皆さんの魂に刻み込まれ，皆さんのす
べての思いとすべての行動に表れますよ
うに。

姉妹の皆さんにわたしの愛を伝え，天
の祝福が皆さんのうえにあるよう祈りま
す。イエス・キリストの御

み

名
な

によって，アー
メン。■

注
	 1.	マタイ	7：1
	 2.	マタイ	7：3
	 3.	メアリー・バートルズ，“The	Old	Fisherman,”

Guideposts ，1965年6月号，24－25から翻案
	 4.	ヨハネ7：24
	 5.	マザー・テレサ，R・M・ララ編，	A	Touch	of	

Greatness:	Encounters	with	 the	Eminent	
（2001年），xで引用

	 6.	ヨハネ15：12
	 7.	ヤコブの手紙 1：26
	 8.	1コリント13：8
	 9.	モロナイ7：47
	10.	モロナイ10：21
	11.	ホーレス・マン，	Lectures	on	Education（1845

年），297
	12.	『聖句ガイド』「慈愛」の項
	13.	モロナイ7：47
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中央補助組織会長会

メルキゼデク神権と扶
助協会の第4日曜日の
レッスンは，「わたした

ちの時代のための教え」を学
ぶ時間です。各レッスンは，最
新の総大会特集号の説教から
一つまたは複数の説教を基に
準備できます。ステーク会長お
よび地方部会長は，レッスンに
用いる説教を指定することがで
きます。または，この責任をビ
ショップおよび支部会長に委任
することもできます。これらの
指導者は，メルキゼデク神権者
の兄弟と扶助協会の姉妹が同
じ日曜日に同じ説教を学ぶこと
の大切さを強調するべきです。

第4日曜日の集会の出席者は，
教会機関誌の，最新の総大会
特集号をよく研究し，クラスに
持参するよう奨励されています。

説教に基づいてレッスンを準備
する際の提案

説教を研究し教えるに当た
り，聖なる御

み

霊
たま

がともにあるよ
う祈ってください。教師はほか
の資料を使ってレッスンを準備

したいと思うことがあるかもし
れませんが，大会説教は承認さ
れた教科課程用資料です。教
師の務めは，人々が最新の総大
会で教えられた福音を学び，そ
れに従って生活できるよう助け
ることです。

クラスの生徒の必要に合った
原則と教義を探しながら，説教
の内容を検討してください。ま
た，そのような真理を教えるの
に役立つ説教から，物語や参照
聖句，声明を探してください。

原則と教義をあなたがどのよ
うに教えるかを示す大まかな計
画を立ててください。計画に
は，クラスの生徒が以下のこと
を行ううえで役立つ質問を取り
入れてください。

●	 説教に含まれる原則と教義を
探す。

●	 その意味について考える。
●	 理解したことや考え，経験，証

あかし

を分かち合う。
●	 それらの原則と教義を実生活

に応用する。■

月 第4日曜日のレッスン教材

2010年 11月－　
2011年 4月 『リアホナ』2010年11月号掲載の説教*

2011年 5月－　
2011年 10月 『リアホナ』2011年5月号掲載の説教*

わたしたちの時代のための教え

*これらの説教は，conference.lds.org	にアクセスすることにより，（多くの言語で）
インターネット上で視聴および閲覧できます。（訳注─ 1dschurch.jpからもアクセ
スできます。「福音ライブラリ」「総大会」の順にクリックしてください。総大会号を
閲覧するには「福音ライブラリ」「リアホナ」の順にクリックし，2010 年 5月号のアイ
コンをクリックしてください。）

扶助協会

若い女性

初等協会

若い男性

日曜学校

第一顧問
シルビア・Ｈ・オールレッド

会長
ジュリー・B・ベック

第二顧問
バーバラ・トンプソン

第一顧問
メアリー・N・クック

会長
イレイン・S・ダルトン

第二顧問
アン・M・ディブ

第一顧問
ジーン・A・スティーブンス

会長
ローズマリー・M・ウィクソム

第二顧問
チェリル・A・エスプリン

第一顧問
ラリー・M・ギブソン

会長
デビッド・L・ベック

第二顧問
エードリアン・オチョア

第一顧問
デビッド・M・マッコンキー

会長
ラッセル・T・オスガソープ

第二顧問
マシュー・O・リチャードソン
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 トーマス・S・モンソン大管長は，2010
年10月2日（土）と3日（日）に行われ
た第180回半期総大会の最初の説

教で，さらに多くの教会員に宣教師として
奉仕するよう呼びかけ，5つの新しい神殿
について発表した。

モンソン大管長は「ふさわしく，能力が
あるすべての若い男性」に伝道に出る準
備をするように呼びかけ，伝道に出ること
を熱望する若い女性を歓迎すると伝え，
教会は「もっと大勢」の熟年の夫婦が伝
道に出ることを必要としていると述べた。
「宣教師として奉仕することは神権の義

務です。非常に多くのものを受けている
わたしたちに，主が望んでおられる務め
なのです。」

モンソン大管長は 5 つの新しい神殿
が建設される計画を発表した。それら
は，アメリカ合衆国コネチカット州ハート
フォード，アメリカ合衆国インディアナ州
インディアナポリス，ポルトガル・リスボ
ン，メキシコ・ティフアナ，フィリピン・ウ
ルダネータである。

これにより，現在建設中あるいは建設
が発表された神殿の数は 23 になった。
これらの 23 の神殿が完成すると，全世
界の教会の神殿の数は 157 になる。

モンソン大管長はこう述べた。「わた
したちはこれからも神殿を建設していき
ます。……教会員にとってますます身近
になってくる神殿に，引き続き忠実に参入
できますように。」（「再びともに集い」『リ
アホナ』2010 年11月号，4）

今回の発表により，ポルトガル，インディ
アナ州，およびコネチカット州では，初め
て神殿が建つことになる。ウルダネータ神
殿はフィリピンでは 3 番目，ティフアナ神
殿はメキシコでは 13 番目の神殿となる。

4月から10月の総大会にかけての6か月
で，教会は4つの新しい神殿を奉献した。
アリゾナ州ヒラバレー神殿，ブリティッ
シュコロンビア州バンクーバー神殿，フィ
リピン・セブ神殿，ウクライナ・キエフ神
殿が奉献された。ハワイ州ライエ神殿は
大掛かりな改修工事の後，2010年11月21
日に再奉献される予定である。■

世界指導者
訓練集会

世界指導者訓練集会の放送が，
2010 年11月13日に行 われ る。
この放送では，新しい教会指導

手引き（『第 1 部	ステーク会長およびビ
ショップ』と『第 2 部	教会の管理運営』）
についての指導を行う。

この放送には以下の会員たちが招待さ
れている──中央幹部，地域七十人，ス
テーク会長会，伝道部会長会，地方部会
長会，ステークおよび地方部書記，ステー
クおよび地方部幹部書記，高等評議員，
ステークおよび地方部の扶助協会・若い
男性・若い女性・初等協会・日曜学校の
会長会，ビショップリック，支部会長会，
ワードおよび支部書記，ワードおよび支
部幹部書記，大祭司グループリーダーお
よび補佐，長老定員会会長会，ワードおよ
び支部の扶助協会・若い男性・若い女
性・初等協会・日曜学校の会長会，ワー
ド伝道主任。

この訓練は 30 以上の言語で放送され
る。放送時間などの詳しい情報は地元の
神権指導者から発表される。■

総大会を
日々の生活の中で
活用し続ける

わたしたちは，メッセージを聞き，
御
み

霊
たま

を感じ，勧告に従うと決心
しました。しかし，総大会が終

わった今，これからの 6 か月間その気持
ちを保ち続けるにはどうすればよいでしょ
うか。

世界中の教会員に，総大会のメッセー
ジを覚えて実行するために行っている事
柄を紹介してもらいましょう。

教会のニュース

モンソン大管長，宣教師になるよう呼びかけ，
5つの新しい神殿を発表する



総大会を日々の生活の中で活用し続ける
運動中，運転中，家事をしているとき，そ

の日の準備をしているときに，説教を聞いて
います。
──ジェームズ（カナダ・オンタリオ州）

朝食のときに聞く説教を家族に順番で選
んでもらっています。
──アシュリー（アメリカ合州国ワシントン州）

日曜日に家族で総大会の映像を少しずつ
見ています。
──グラント（アメリカ合衆国カリフォルニア州）

家庭の夕べに説教を取り入れる
家族でもう一度学びたいメッセージを選

び，それらを家庭の夕べで教えるように家
族に割り当てています。
──バーンとジェニファー（アメリカ合衆国ユタ州）

一つの説教を読んだり，映像で見たりし
て，家族で取り組むことのできる目標を探し
ています。
──トニー（アメリカ合衆国アリゾナ州）

聖文研究に説教を利用する
朝に聖典を読み，夜に総大会の説教を一

つ読むというふうに，交互に繰り返して読ん
でいます。
──ダイアン（アメリカ合衆国ワシントン州）

毎晩子供たちを寝かしつけるときに，一
つの説教を読んでいます。
──ヘザー（アメリカ合衆国ユタ州）

説教を読んだ後で，その説教の参照聖句
を調べています。
──ベッキー（アメリカ合衆国ユタ州）

中央幹部が行うように特に勧めている事
柄に蛍光ペンで印を付け，その勧告に従う
ことに集中しています。
──ヘレン（オーストラリア）

テーマに従って学ぶ
総大会で語られたテーマの中から自分の

生活で改善したい事柄と一致するテーマを

おわびと訂正

リストアップして，次の総大会までにそれら
のテーマについて一つずつ改善していくよう
にしています。
──レベッカ（アメリカ合衆国テキサス州）

聖文研究で数日間，または，家庭の夕べ
で数週間，一つのテーマについて集中して
います。
──フランシス（ナイジェリア）

メッセージを分かち合う
教会の掲示板や配付物に総大会の言葉

を載せています。
──トッド（アメリカ合衆国ウェストバージニア州）

総大会読書クラブを主催したり参加した
りしています。インターネットで行うものも
あれば，直接会って行うものもあります。毎
週一つの説教を学んで，学んだことを分か
ち合う準備をして読書クラブに出席します。
──ステファニー（アメリカ合衆国ユタ州）

2010 年 10月号の『リアホナ』としてお
届けした『末日聖徒イエス・キリスト教会の
神殿』の中で，4－5 ページに掲載された
ワシントン D.C. 神殿の写真と，神殿冊子の
裏表紙に掲載されたオレゴン州ポートラン
ド神殿の写真を撮影した写真家は，ロバー
ト・A・ボイドでした。■

20 10年5月号の裏表紙の裏に掲載
された，アル・ラウンズの描いた
作品「ペンシルベニア州ハーモ

ニー」に関する説明文の 3 文目を次のように
修正いたします。「また，この地で預言者
ジョセフはモルモン書の大部分を翻訳し
た。」



わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会の大管
長会と十二使徒評議会は，男女の間の結婚は神によって
定められたものであり，家族は神の子供たちの永遠の行
く末に対する創造主の計画の中心を成すものであること
を，厳粛に宣言します。

すべての人は，男性も女性も，神の形に創造されてい
ます。人は皆，天の両親から愛されている霊の息子，娘
です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な行く末と
を受け継いでいます。そして性別は，人の前世，現世お
よび永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，永遠の
御父として神を礼拝し，神の計画を受け入れました。そ
の計画によって，神の子供たちは肉体を得ることができ，
また，完成に向かって進歩して，最終的に永遠の命を受
け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために，地上
での経験を得られるようになったのです。神の幸福の計
画は，家族関係が墓を超えて続くことを可能にしました。
聖なる神殿において得られる神聖な儀式と聖約は，わた
したちが個人として神のみもとに帰り，また家族として
永遠に一つとなることを可能にするのです。

神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは，彼らが
夫婦として親になる能力を持つことに関連したものでし
た。わたしたちは宣言します。すなわち，増えよ，地に
満ちよ，という神の子供たちに対する神の戒めは今なお
有効です。またわたしたちは宣言します。生殖の神聖な
力は，法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間にお
いてのみ用いるべきです。

わたしたちは宣言します。この世に命をもたらす手段
は，神によって定められたものです。わたしたちは断言
します。命は神聖であり，神の永遠の計画の中で重要な
ものです。

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供た
ちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負って

います。「子供たちは神から賜
たま

わった嗣
し

業
ぎょう

であり」（詩篇
127：3 ）とあります。両親には，愛と義をもって子供た
ちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，また互
いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても
法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務が
あります。夫と妻，すなわち父親と母親は，これらの責務
の遂行について，将来神の御前で報告することになります。

家族は神によって定められたものです。男女の間の結
婚は，神の永遠の計画に不可欠なものです。子供たちは
結婚のきずなの中で生を受け，結婚の誓いを完全な誠意
をもって尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有して
います。家庭生活における幸福は，主イエス・キリスト
の教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いあ
りません。実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改
め，赦

ゆる

し，尊敬，愛，思いやり，労働，健全な娯楽活動
の原則にのっとって確立され，維持されます。神の計画
により，父親は愛と義をもって自分の家族を管理しなけ
ればなりません。また，生活必需品を提供し，家族を守
るという責任を負っています。また母親には，子供を養
い育てるという主要な責任があります。これらの神聖な
責任において，父親と母親は対等のパートナーとして互
いに助け合うという義務を負っています。心身の障害や
死別，そのほか様々な状況で，個々に修正を加えなけれ
ばならないことがあるかもしれません。また，必要なと
きに，親族が援助しなければなりません。

わたしたちは警告します。貞節の律法を犯す人々，伴
侶や子供を虐待する人々，家族の責任を果たさない人々
は，いつの日か，神の御前に立って報告することになり
ます。またわたしたちは警告します。家庭の崩壊は，個
人や地域社会，国家に，古今の預言者たちが預言した災
いをもたらすことでしょう。

わたしたちは，全地の責任ある市民と政府の行政官の
方々に，社会の基本単位である家族を維持し，強めるた
めに，これらの定められた事柄を推し進めてくださるよう
呼びかけるものであります。

末日聖徒イエス・キリスト教会
大管長会ならびに十二使徒評議会

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



「若い男性の皆さん，わたしは皆さんに宣教師として奉仕する
準備をするよう勧告します。いつも清く純粋で，主を代表する
にふさわしくあってください。健康と体力を維持してください。
……」  第 180 回半期総大会の最初の部会でトーマス・S・モ
ンソン大管長はそう述べた。「若い姉妹の皆さん。皆さんに
は専任宣教師として奉仕するという若い男性と同じ神権の責
任はありませんが，宣教師として価値ある貢献ができます。皆
さんの奉仕を歓迎します。そして熟年の兄弟姉妹の皆さん，わ
たしたちは熟年の夫婦をもっと大勢必要としています。……
夫婦そろって専任で主の業に携わることで得られる，すばらし
い御

み

霊
たま

と充実感を味わう機会は，人生にそうめったにあるもの
ではありません。」
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