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「みんなの者は食べて満腹した 」 ウォルター・レーン画
うお

「それから，イエスは五つのパンと二ひきの魚とを手に取り，天を仰いでそれを祝福し，パンをさき，
弟子たちにわたして配らせ，また，二ひきの魚もみんなにお分けになった。
みんなの者は食べて満腹した。」
（マルコ 6：41 － 42 ）
「食べた者は，女と子供とを除いて，おおよそ五千人であった。」
（マタイ 14：21 ）
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第 182 回半期総大会の概要
2012 年 10 月 6 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─ケビン・R・ダンカン長老。閉会の祈り
─フアン・A・ウセダ長老。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 ─ ク
レー・クリスチャンセン，リチャード・エリオッ
ト。「神に栄え 」
『賛美歌』33 番；「主のみ言
葉 は」
『賛 美 歌』46 番，ウィルバ ー グ 編 曲，
Oxford 社 刊；「われ 主を 愛して」
『賛 美 歌』
134 番；「感謝を神に捧げん」
『賛美歌』11 番；
「主の計画にしたがう」
『子供の歌集』86 ，ホ
フハインズ編曲，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。

2012 年 10 月 6 日土曜午後，一般部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開
会の祈り─ジェリット・W・ゴング長老。閉
会の祈り─ホセ・L・アロンソ長 老。音楽
─ユタ州ベニオンおよびテイラーズビルの若
い男性と若い女性による聖歌隊；指揮─リ
ア・タラント，オルガニスト─リンダ・マーゲッ
ツ，ボニー・グッドリフ。
“ Arise, O Glorious
Zion,”Hymns ，407 番；「神の子です」
『賛美
歌』189 番，ペリー編曲，未刊；「神のみ業に
進みて」
『賛美歌』149 番；“ On This Day of
Joy and Gladness,”Hymns ，243 番，ハフ編
曲，未刊。

2012 年 10 月 6 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─ジェイ・E・ジェンセン長老。閉
会の祈り─パトリック・キアロン長老。音楽
─ユタ州オグデン地域のメルキゼデク神権
者による合同聖歌隊；指揮─スティーブン・
P・シャンク，デレック・ファーチ，オルガニスト
─アンドリュー・アンズワース。
「造り主の主
を」
『賛 美 歌』37 番；「共 に愛し 合え」
『賛 美
歌』192 番，ファーチ編曲，未刊；「導きたまえ
よ」
『賛美歌』41番；「シオンのつわもの」
『賛美
歌』159 番，シャンク編曲，未刊。

2012 年 10 月 7 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
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─ディーター・F・ウークトドルフ管長。開
会の祈り─マーリン・K・ジェンセン長老。
閉会の祈り─キース・R・エドワーズ長老。
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─リチャード・
エリオット，アンドリュー・アンズワース。「真
理は何と言えば」
『賛美歌』175 番；「夜明け
だ，朝明けだ」
『賛美歌』1番，ウィルバーグ編
曲，未刊；“ Does the Journey Seem Long? ”
Hymns ，
127 番，ウィルバーグ編曲，未 刊（独
唱，シェーン・ワービー）；「われらは天の王
に」
『賛 美 歌』157 番；「主 が そば にいたら」
CSMP，サリー・デフォード作詞・作曲，カー
ドン編曲，未刊；“If the Way Be Full of Trial,
Weary Not,”Songs of Zion（1912 年）
，158 番，
ウィルバーグ編曲，未刊。

2012 年 10 月 7 日日曜午後，一般部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。司会
─ヘンリー・B・アイリング管長。開会の祈
り─オクタビアノ・テノリオ長老。閉会の祈
り─ラリー・W・ギボンズ長老。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
─ボニー・グッドリフ，リンダ・マーゲッツ。
「明けゆく空」
『賛 美 歌』28 番，マーフィー 編
曲，未刊；「部屋を出る前に」
『賛美歌』78 番，
ウィルバーグ編曲，Jackman 社刊；「喜べ，主
を」
『賛 美 歌』32 番；「神よ，また 逢うまで」
『賛美歌』85 番，ウィルバーグ編曲，未刊。

2011 年 9 月 29 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
─リンダ・K・バートン。開会の祈り─マ
リア・トーレス。閉 会 の 祈り ─ メリンダ・
バーロー。音楽─ソルトレーク・ボネビルス
テーク，ソルトレーク・ホラデーステーク，ユタ
州マリー市にある複数の YSA ステークのヤン
グシングルアダルトの姉妹たちによる聖歌隊；
指揮 ─エミリー・ワドレー；オルガニスト
─リンダ・マーゲッツ。「神のみ業に進み
て」
『賛美歌』149 番；「主はみ子をつかわし」
『子供の歌集』20 と「イエス様のように」
『子
供の歌集』40 のメドレー，サリー・デフォード
編 曲，未 刊；「主 イエ ス の 愛 に」
『賛 美 歌』
109 番；「絶えず頼り主求む」
『賛美歌』53 番，
ビーブ編曲，Larice 社刊

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 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や家庭訪問のメッセージ。

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

紙

表紙─写真／デレック・イスラエルセン
裏表紙─写真／レスリー・ニルソン
大会の写真

総大会の写真は以下のカメラマンによって撮影
されました。ソルトレーク・シティー ─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，コ
ディー・ベル，レスリー・ニルソン，ウェストン・
コルトン，サラ・ジェンソン，デレック・イスラエ
ル セン，スコット・デービス，クリスティー・
ジョーダン，ランディー・コリアー，ロイド・エ
ルドレッジ，カラ・コール。ボツワナ─ジョ
ン・ハンツマン。ブラジル ─フランシスコ・
フラビオ・ディアス・カルネイロ。エストニア
─アマンダ・ロビンソン。ギリシャ ─デ
ビッド・L・モーワー。イタリア─クリスト
ファー・ディーン。メキシコ─カルロス・イス
ラエル・ギテレス・ロブレス。スペイン─ア
ントニ・ガル シア・コリウス。 台 湾 ─ ダ
ニー・チャン・ラー
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2012 年 10 月 6 日

―

土曜午前の部会

今朝，新たに二つの神殿が次の場所に
建設されることを，喜びをもって発表させ
トーマス・S・モンソン大管長

大会へようこそ
み たま

メッセージに注意深く耳を傾けて，主の御霊を感じ，主がわたしたち
に与えたいと思っておられる知識を得ることができますように。

て いた だきます。 そ れ は，アリゾ ナ 州
トゥーソンとペルーのアレキパです。これ
らの神殿の詳しい情報に関しては，今後，
必要な許可と承認が得られてからお伝え
します。
兄 弟姉 妹，ここでもう一つお伝えする
ことがあります。宣教師としての奉 仕に
ついてです。
しばらくの間，大管長 会と十二使徒定
員会は，特定の国々の若い男性について
は，彼らが ふさわしく，有 能 で，高 校 を
卒業していて，心から伝道を望む意思を
表明している場合に限り，18 歳で伝道に

わ

出ることを許可してきました。これはその
たしが見るかぎり，すべての席

キリスト教会の第 182 回半期総大会にお

国に対する特別な方針であり，これによっ

が埋まっています。いや，後方

迎えできることは，すばらしいことです。

て何千人もの若い男性が宣教師として立

の席が少し空いています。改

6 か月前に皆さんとお会いして以 来，

派に 奉 仕し，また必 要な軍 務を果たし，

善の余地があります。これは交通渋滞で

3 つの新しい神殿が奉献され，１つの神

少し遅れる人に対する思いやりですね。到

殿が 再奉献されました。 5 月に，わたし

これまで の 実 績 によれ ば，これらの

着したときに席があるようにするためです。

は美しいミズーリ州カンザスシティー神殿

18 歳の宣教師の働きはすばらしいもので

今日はすばらしい日，大会の日です。美

を奉献し，それに伴う文化の祭典に出席

した。彼らの伝道部会長は，彼らが従順

しい合唱団のすばらしい歌を聴きました。

する特権にあずかりました。その祭典に

で信仰深く，成熟していて，同じ伝道部で

合唱団の歌を聴いたり，オルガンの演奏

ついては，明朝のわたしの話の中でもっと

働く，ほかの年上の宣教師と同様に有能

を聴いたり，ピアノの演奏を聴いたりする

詳しくお伝えします。

であると報告しています。彼らの忠実さ，

きょう

度に，わたしは母のことを思い出します。

教育の機会にあずかることができました。

6 月に，ディーター・F・ウークトドルフ

従 順，成 熟 度を考えるとき，わたしたち

母からこう言われました。「あなたが褒め

管長がブラジル・マナウスで待望の神殿

は，もっと早い時期から宣教師として奉仕

られたすべてのこと，あなたが得たすべ

を 奉 献し，9 月の 初めに，ヘンリー・B・

するという同様の選択 肢を，その出身国

ての学位，あなたが働いてきたすべての

アイリング管長がアルゼンチン・ブエノス

にかかわらず，すべての若い男性にも与え

ことが，わたしは大好き。ただ一つ残念

アイレスで新たに改装された神殿を再奉

たいと願うようになりました。

なのは，あなたがピアノを続けなかったこ

献しました。およそ 27 年前にわたしが奉

そこで，喜ばしい発表ですが，今後直ち

とよ。」 ありがとう，お母さん。続ければ

献する特権を頂いた神殿です。ちょうど

に，すべてのふさわしく有能で，高校卒業

よかったです。
兄弟姉妹の皆さんを末日聖徒イエス・

2 週間前には，ボイド・K・パッカー会長

かそれと同等の資格のある若い男性は，

が，生まれ育った故郷で，美しいブリガム

どこに住んでいるかにかかわらず，これま

シティー神殿を奉献しました。

での 19 歳に代わって 18 歳から宣教師と

前に述べたように，教会が建てる施設

しての奉仕の推薦を受けられるようにな

で 神 殿 ほど 重 要 なもの は ありません。

ります。わたしは，すべての若い男性がこ

全 世界で 139 の神殿が運営されており，

の早い年齢で伝道に出るようになるとか，

ほかにも発 表された，あるいは建設中の

出るべきであると提案しているわけでは

神殿が 27 あることは喜ばしいことです。

ありません。むしろ，個人の状況と神権

わたしたちはこれらの神聖な建物とそれ

指導者の判断に基づいて，この選択肢が

がわたしたちの 生 活にもたらす 祝 福に

可能になった，とお考えください。

感謝しています。

若い男性が宣教師として奉仕を始める

ことのできる年齢について，祈りを込めて

にこたえるようお勧めします。多くの若い

するようにお勧めします。夫婦が一緒に

深く考えていたとき，若い女性が奉仕でき

女性も伝 道に出ますが，若い女性は，若

御父の子供たちに仕えるとき，二人はとも

る年齢についても考慮しました。そして

い男性の場合のように伝道に出ることが

にもっと大きな喜びを得られるでしょう。

本日，伝道に出たいと望む，有能でふさわ

義務というわけではありません。しかし

さて，兄 弟姉 妹の皆さん，これからの

しい若い女 性は，これまでの 21 歳に代

ながら，わたしたちは，教会の若い姉妹た

2 日間に伝えられるメッセージに注意深

わって 19 歳から宣教師としての奉仕の推

ちが宣教師として価値ある貢献をすると

く耳を傾けて，主の御霊を感じ，主がわた

薦を受けられることを，ここに喜んで発表

確信しており，彼女たちの奉仕を歓迎いた

したちに与えたいと思っておられる知識

いたします。

します。

を得ることができますように。そのことが

わたしたちは，伝道活動は神権の務め

わたしたちは 引き続きもっと大 勢 の

であることを改めて明言するとともに，ふ

年配の夫婦を必要としています。事情が

さわしく，また肉体的にも精神的にも能力

許し，退 職することが でき，健 康 上可能

のあるすべての若い男性に，奉仕の召し

なら，専任宣教師として奉 仕する準備を

み

な

かないますよう，イエス・キリストの御 名
により祈ります，アーメン。■
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十二使徒定員会

クエンティン・L・クック長老

今でもそのように
感じられるか
アルマの問いにきっぱりと肯定的に答えられないと思う人が教会
の中にいます。「今でもそのように感じられる」わけではないので
しょう。

を憂え，ニーファイの民の指導者である大
さばきつかさの職を辞して，全力で預言
者の召しを果たすことにしました。1
聖典の中で最も深遠な教えの一つを，
アルマはこう言っています。「もしあなた
がたが心の変化を経験しているのであれ
あがな

ば，また，贖いをもたらす愛の歌を歌おうと
感じたことがあるのであれば，今でもその
ように感じられるか尋ねたい。」2
世界中の指導者たちは，全体的に見て
教会員，特に青少 年は，かつてないほど
強くなっていると報告しています。その反
面，ほとんどの場合二つのことが 不安材
料として浮かんできます。第 1 に，世の中
で不義が増大していること，第 2 に，気力
を失い教会に熱心でない会員がいること
です。地元の指導者たちは，会員が救い

モ

主に従って深く永続する改心を遂げるた

ンソン大 管長，わたしたちは

皆，この世の文化が義にかなった生活や，

めにどうしたらよいのかと，助言を求めて

あなたを愛し，尊敬し，支持し

霊的な決意を助長しないことを痛感して

います。

ています。この宣教師の奉仕

います。歴史を通じて，指導 者は民を戒

「今でもそのように感じられるか」とい

に関する歴史的に重大な発表は，わたし

め，悔い改めるよう教えてきました。モル

う問いかけは，何世紀も経た今でも，心を

たちの心を鼓 舞します。 わたしは 1960

モン書でアルマの息子アルマは，民が 不

貫きます。イエス・キリストの完全な福音

年に，若い男性の伝道に出られる年齢が

義を行い，主に熱心に従っていないこと

の回復や，多くの霊的な賜 物，紛れもない

20 歳から 19 歳に下げられたときのわくわく
する気持ちを今でも覚えています。わたし
は新しく召された 20 歳の宣教師として，
イギリス伝道部に到着しました。その伝
道部に最初に来た 19 歳の宣教師はホラ
ンド長老というすばらしい宣教師でした。
彼が 20 歳になる数か月前でした。そして
その後の 1 年間，たくさんの 19 歳の宣教
師が来ました。彼らは従順で忠実な宣教
み わざ

師だったので，御 業 が進みました。今回，
の

熱心で義にかなった宣教師が，福音を宣
べ伝えなさいという救い主の戒めに従う
ことによって，より多くの収穫ができると
確信しています。
わたしが思うに，次世代の皆さんは前の
ど の 世 代 よりも 備 え が で きて いま す。
聖文に関する知識は特に優れています。
しかし，皆さんが奉仕の備えをするときに
直面する課題は，すべての教会員が直面
する課題と同じものです。わたしたちは
6

リ ア ホ ナ

たま もの

天からの祝福をこの神権時代に頂いてい

者の欠点を大げさにあげつらったり誇張

るわたしたちにとっても，アルマの問いは

したり，場合によってはでっち上げの情報

かつてないほどの重要性を持っているの

をインターネットで大量に見ている人もい

です。

ます。その結果誤った結論に導かれ，証

あかし

エズラ・タフト・ベンソンが 1943 年に使

が弱くなります。このようなことをしてい

徒に召された直後，ジョージ・アルバート・

る人は，悔い改めて，霊的に生まれ変わる

スミス会長 3 はこう助言しました。「あなた

のがよいでしょう。

いや

の 使命は……この世の中の 病を 癒 す唯

聖文を熱心に読むことは，霊の養いに

一の万能薬である悔い改めによって人々が

不可欠です。8 神の御言葉は正しいことを

癒されるよう，
……できるかぎり穏やかな方

行おうという気持ちを呼び覚ましますし，

語るアルマの言葉は力強く，説得力があり

傷 ついた心 を癒し，怒りや 落 胆を 静 め

ます。

4

法で人々に警告することです。
」 この言葉

み こと ば

9

が発 せられたとき，世の中は第二次世界

ます。 正しいことを行う決意が何らかの

決意を揺るがすものは何であれ大問題

大戦の戦乱の真っただ中でした。

理由で鈍った場合には，悔い改めが一つ

で す が，これ に関 連する二つの 課 題 が

こん にち

今日，罪はさらに増大しています。ある
著名な作家が最近こう言いました。「ある
文化が有害であることは皆知っているが，

10

の解決方法となります。 決意と悔い改め

あります。どちらも一般的によく見られ，

は深く結びついているのです。

重大です。それは第 1 に思いやりのなさ

努力家で実利的なキリスト教徒の作家

と暴力，家族に対する虐待であり，第 2 に

それが変わるとはだれも思っていない。」

C・S・ルイスは，この件について熱弁を

性的な不道徳と清くない思いです。これ

日々接する音楽や娯楽，美術等の媒体で，

ふるいました。キリスト教は悔い改めを

らはしばしば決意を揺るがす前に見られ，

これほどまでに暴力や不道徳な行いが描

勧め，赦 しを約束します。しかし，人々が

決意を揺るがす原因ともなっています。

かれたことは，いまだかつてありません。

自分に赦しが必要なことを理 解し，痛感

いちばん身近な人たちにどう接するか

バプテスト派の名高い宗教学者は，このよ

するまでは，何の役にも立たないと主張し

はとても大切です。家庭内での暴力や虐

うな状況を「文明全体の霊的な免疫シス

たのです。「病気のときには医者の言う

待，思いやりのなさ，無神経さは大人でも

テムが病んでいる」という，劇的な言葉で

ことを聞くようになるものだ」とは，彼の

若者でも，容認できません。父は教会に

5

6

ゆる

11

表現しています。

言葉です。

熱心ではありませんでしたが，非常に良い

アルマの問いにきっぱりと肯定的に答

預言者ジョセフ・スミスは，人はバプテ

えられないと思う人が教会の中にいても

スマを受ける前は，善でも悪でもない中立

驚くには当たりません。「今でもそのよう

の立場にいられると言いました。しかし，

模範でした。特に，母に対する態度は模
範的でした。父はよくこう言ったものです。
「妻を泣かせたら神は必ず夫に責任をお求

に感じられる」わけではないのでしょう。

「この教会に加わったとき，あなたは神に

めになる。」 同じ考えは，
「家族 ― 世界

霊的なものをあまり感じられないのかもし

仕える者となりました。そのときあなたは

への宣言」でも強調されています。こう書

れません。怒りを感じたり，傷ついたり，

中立の立場を離れたのであり，もう決して

かれています。「伴侶や子供を虐待する

落胆したりしている人もいるでしょう。そ

そこに戻ることはできません。」 ジョセフ

人々…… は，いつの日か，神の御前に立っ

7
うであれば，
「今でもそのように感じられ

の言葉は，決して主を捨ててはならないと

て報告することになります。」14 育った環

る」わけではない理由を考えることが大
切です。

12

いう意味です。

み まえ

境や，親から虐待を受けたかどうかに関

アルマは，悔 い 改める人にはイエス・

係なく，わたしたちはだれに対しても肉体

霊的なものをあまり感じられない人や強

キリストの贖 罪 によって「憐 れみの御 腕

的，精神的な虐待，言葉による虐待をして

い決意を持っていない人の多くは，必ずし

〔が 〕伸べ」られていることを強調したう

しょくざ い

あわ

み うで

13

はなりません。15

も重大な罪や背きを犯しているわけでは

えで， 神にお会いする用意ができている

思いやりがこれほど社会に求められた

ありませんが，賢明ではない選択をしてい

か，罪のない状 態か，といった，こまごま

ことはかつてありません。親切と思いやり

ます。 神聖な聖 約を厳 密に守っていな

とした究 極の問いを投げかけています。

の基礎は家庭で築かれます。家庭の崩壊

かったり，それほど 重要でないことに莫

だれもが 深く思い巡らすべき問いで す。

とともに社会全体の意思疎通がうまくい

大 な時間と精力を注いでいる人もいます。

アルマ自身，忠実な父 親に従わず，どれ

かなくなってきたことは，驚くには当たりま

強烈な文化的，または政治的嗜好を持って

ほど赦しが必要か，贖いをもたらす愛の

せん。家庭は愛の基盤であり，霊性を保

いるためにイエス・キリストの福音に忠誠

歌を歌うとはどういうことかを，劇的な

つための土台です。家庭は宗教的な規律

を誓えない人もいれば，初期の教会指導

方法で理解するに至りました。経験から

を守れるようにする環境をはぐくみます。

ばく

だい

し こう
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誠実さ，義に満ちあふれた家庭でこれを
教えることが絶対に必要なのです。親は
インターネットでアクセスするサイトやテレ
ビ番組，映画，音楽を精選し，しっかり監
督する勇気を持たなければなりません。
勇気をもって「だめ」と言い，真理を擁護
し，力強い証を述べなければなりません。
皆さんが救い主を信じる信仰を持ってい
て天の御父を愛しており，教会の指導 者
を支持していることを子供は知る必要が
あります。成熟した霊性が家庭になくて
きょう

はなりません。今 日，ある道徳の問題に
ついて家庭で話し合わなければならない
ことを理解しないまま，この大会を後にす
る人がいないことを望みます。ビショップ
と神権指導者，補助組織の指導者は，家
族を助け，霊的な原則が必ず教えられる
ようにする必要があります。ホームティー
チャーと訪問教師は親を助けるとよいで
確かに，
「家庭の中に愛あらば

見るもの

16

すべて美しく」なるのです。

性的不道徳と清くない思いは，救い主

とんど無意識のうちに，清くない画像やポ

しょう。特に，子供を持つひとり親を助け

ルノグラフィーにいともたやすくさらされて

てください。

しまうということが理解できるようになっ

先に述べた少年は，ポルノグラフィーや

が定められた標 準から外れています。

17

てきました。 彼 はこう指 摘して います。

清くない思いについて，どのくらい 早く

この神権時代の初めに，性的不道徳は恐

教会で教えられているほとんどの原則は，

子供に教えてその悪影響から守るべきか

らく最大の課題となるだろうとわたしたち

破ると健康や幸福がかなりむしばまれる

使徒たちは知っているのかと詰め寄って

は警 告されました。 そのような行いを

18

危 険 性があることを，少なくともある程

来ました。少年は語 気を強めて，場所に

する人は悔い改めないかぎり，霊的なもの

度，社会全体が認識しています。若い人の

よっては初等協会を卒業する前に教えて

を感じられなくなり，決意が揺らぎます。

喫煙や違法薬物の使用，飲酒がそうです。

も早すぎることはないと言ったのです。

映画やテレビ，インターネットには，よく有

しかし，ポルノグラフィーと不道徳について

不道徳な画像にごく幼いころにさらさ

害 な メッセ ージ や 画 像 が 出 てきま す。

は，同様の苦情はおろか，警告の声すら

れた青少年は，自分にはもう伝道に出る

ディーター・F・ウークトドルフ管長とわた

一般社会から上がっていないのです。

資格も神聖な聖約を交わす資格もないの

しは最近アマゾンのジャングルの村に行

愛する兄弟姉妹の皆さん，この少年の

きましたが，小さく簡素な小屋にも衛星放

分析のとおりです。どんな解決策がある

信仰がかなり弱くなってしまうことがある

送受信アンテナが付いていることに気づ

でしょうか。長年にわたって預言者と使

ので す。 若い人 たちに言 いたいので す

きました。こんな辺 鄙 な地でもすばらし

徒は，家庭で宗教的な規律を守ることの

が，アルマが 教えたように，悔い改める

へん ぴ

い情報が得られるのだと喜ぶと同時に，

19

大切さを教えてきました。

か もし れ な いと 恐 れます。 そ の 結 果，

ことによって，すべての天の祝福を受ける

わいせ つで不道徳でみだらな画像 から

両親の皆さん，教会の集会やプログラム

ことができるようになります。20 救い主の

逃れられる場所が事実上地上にはないこ

に家族と一緒に積極的に参加することは

贖罪はそのためにあるのです。親または

とを思い知らされました。これは，ポルノ

非常に大切です。しかし，道徳的で義に

信頼できるアドバイザーに話し，ビショップ

グラフィーが 今日疫病のように蔓 延 して

かなった生活をし，神の御前をまっすぐに

と相談してください。

いる問題になっている理由の一つです。

歩むよう子供に教えるという皆さんの神

道徳の問題について言うと，何か一つ

最 近，15 歳 のアロン 神 権 者と話しま

聖な責任を果たすためには，もはやこれ

の大切な慈善プロジェクトや主義主張に

した。彼の鋭い意見を聞いて，だれもが

だけでは不十分です。モンソン大管長の

精魂を傾けていれば救い主の教えに従う

インターネットを使う現代では，若者はほ

今朝の発表を考えると，思いやりと赦し，

必要はないと考えている人が，大人の中に

まん えん

8

リ ア ホ ナ

はいます。そのような人たちは，性的不品

そして，あのイザヤの言葉を使って作文を

行は，
「自分が親切で，惜しみなく施す人

書き，卒業文集に載せました。原則を確固

であるかぎり，……大した罪にはならない」

として守るというエリック・リデルの模範

21

と考えるのです。 そのような考えは，自

は，後世にも強い影響力を持っています。

分に対する重大な欺きです。今の世の中

教会の青少年がモンソン大管長の勧告

では，義にかなった原則に厳密に従うと

に従って伝道に出る備えをし，またわたし

か，いろいろなことに頑張りすぎることは

たち全員が救い主から教えられた原則に

格好が悪いとわたしに言う人が，若者の

25
従い，神にお会いする用意をするならば，

22

中にはいます。 このような危険な考えに

さらに大切な競技で勝つことができます。26

は同調しないでください。

霊的に歩む方向を聖霊が教えてくださる

バプテスマを受けるとき，わたしたちは

でしょう。生活を整えていない人は，信仰

「最後までキリストに仕える決 心をして

と生活を救い主の贖罪という土台の上に

キリストの名を」受けると約束します。

23

置くのに手遅れということはないことを忘

そのような聖約を交わしたわたしたちは，

れないでください。

27

贖いをもたらす愛の歌を歌って真に改心

イザヤの言葉に，
「たといあなたがたの

した状態を保つために，勇気をもって努力

罪は緋 のようであっても，雪のように白く

し，決意を固め，誠実でいなければなりま

なるのだ。紅 のように赤くても，羊の毛の

せん。

ように白くなるのだ」とあります。

1924 年にフランスのパリで開かれた

ひ

くれない

28

み たま

わたしたち一人一人が御 霊 を感じるた

オリンピックに出場した，ある英国のオリ

めに必要なことがあれば，何であれ今 そ

ンピック選手が，歴史に残る決意の模範を

れに取りかかり，贖いをもたらす愛の歌を

示しました。あらゆる年代の人々が称賛

心の底から歌うことができる ようになりま

できる確固として動じない模範です。

すよう，心から祈ります。救い主の贖罪の

エリック・リデルは，スコットランド人
宣教師の息子として中国で生まれ，宗教を
深く信奉していました。かなりの圧力が
あったにもかかわらずリデルは日曜日に
行われる 100 メートル走の予選への出場
を拒否して，英国のオリンピック指導者層
の怒りを買いましたが，結局，400 メート
ル走で優勝します。日曜日に競技に出る
ことを拒否したリデルの模範は，特に人々
を感動させました。
リデ ルをた たえる記 述 や 記 録 で は，
イザヤ書から感動的な言葉が引用されて
います。「しかし主を待ち望む者は新た
なる力を得，わしのように翼をはって，の
ぼることができる。走っても疲れることな
く，歩いても弱ることはない。」24
リデルの立派な行動は，わたしの末の
息子を大いに感化しました。息子は日曜
日にスポーツをしないと決心しただけで
なく，不義でこの世的な行動はしないと
いうもっと大 切な決 心までしたので す。

み

な

力を，イエス・キリストの御 名 によって証
します，アーメン。■
注
1. アルマ 4：15 － 19 参照
2. アルマ 5：26
3. ジョージ・アルバート・スミスはこのとき十二
使徒定員会会長であり，大管長になったのは
1945 年 5 月 21 日のことだった。
（Deseret News
2012 Church Almanac〔 2012 年〕，98 参照）
4. ジョージ・アルバート・スミスの言葉，シェリー・
L・デュー，Ezra Taft Benson: A Biography
（ 1987 年）
，184 で引用
5. ペギー・ノーナン，
“ The Dark Night Rises, ”
Wall Street Journal ，2012 年 7 月 28 － 29
日付，A17
6.		R・アルバート・モーラー・ジュニア博士。2012
年 9 月 5 日，ニューヨーク市で開かれた南部
バプテスト神 学セミナリーで の 指 導 者 向け
プレゼンテーションで語った言葉
7.		2 ニーファイ 2：27 参照
8. ヨハネ 5：39；アモス 8：11 参照。ジェームズ・
E・ファウスト「救 い主との 個 人 的 な 関 係」
『聖徒の道』1977 年 2 月号，89 も参照
9. アルマ 31：5 参照
10. アルマ 36：23 － 26 参照
11. C・S・ルイス，Mere Christianity（ 1952 年）
，
31 － 32 。ルイスはオックスフォード大学英文
学 特別研究員であり，後にケンブリッジ大学

の中世ルネサンス英文学の教授を務めた。
12.『歴 代 大 管長の 教え ― ジョセフ・スミス』
324 参照。黙示 3：15 － 16 も参照。
13. アルマ 5：33
14.「家 族 ― 世界 への宣 言」
『リアホナ』2010
年 11 月号，131
15. リチャード・G・スコット「幸福に至る障壁を
取り除く」
『聖 徒 の 道』1998 年 7 月号，92 －
95 参照。救い主の教えに反する標準を持つ
文化もあり，そのような文化では，人は道を踏
み外してしまいがちである。南太平洋にいた
とき，わたしは何年も教会の教えを学んでい
る男性に会った。この男性は神権会で教会の
指導者から受けた教えに感動してこう言った。
「これまで子 供をたたいてきた手は，子 供を
祝 福するためにあったのだ。」 彼は宣教 師
から学んでバプテスマを受け，立派な指導 者
になった。
16.「家庭の愛」
『賛美歌』181 番
17. アルマ 39 章参照
18. エズラ・タフト・ベンソン「器の内側を清める」
『聖徒の道』1986 年 7 月号，4 参照
19. ゴードン・B・ヒンクレー大 管長は，1995 年
9 月の中央扶助協会集会で「家族 ― 世界へ
の宣言」を紹介した。トーマス・S・モンソン
大管長は『手引き第 2 部：教会の管理運営』
（ 2010 年）第 1 章「神の計画における家族と
教会」の変更を監修した。
20. アルマ 13：27 － 30；41：11 － 15 参照
21. ロ ス・ドサート，B ad Rel ig ion : How We
Became a Nation of Heretics（ 2012 年）
，
238 。アルマ 39：5 も参照
22. 暴力と不道徳に満ちた文化，救い主がお教え
になった原則を実践することに批判的な文化
の中にあっても，信仰を捨 ててはいけない。
詩人ワーズワースが穏やかな言葉でこう語って
いる。「心に高貴な思いを満たしなさい。悪
いことを言う人，性急に裁く人，あざ笑う利己
的な人をのさばらせてはいけない。……〔あな
たの〕明るい信仰を妨げさせてはならない。」
（“ Lines Composed a Few Miles above
Tintern Abbey, ”クリストファー・リックス編，
The Oxford Book of English Verse〔 1999
年〕，346 で引用）
23. モロナイ 6：3；強調 付 加。モーサヤ 18：13
も参照
24. イザヤ 40：31 。ロバート・L・バックマン，
“ Day
of Delight, ”New Era ，1993 年 6 月号，48 －
49 参照。
25. アルマ 34：32 参照
26.		1 コリント 9：24 － 27 参照
27. ヒラマン 5：12 参照。オリバー・ウェンデル・
ホームズ・シニアは次のように助言している。
「この世で大切なことは，自分 が 今いる位置
ではなく，自分 が 進 んでいる方 向だと思う。
つまり，天の港にたどり着くためには，順風で
あろうと逆風であろうと船を進めなければな
らない。わたしたちは進まなければならない
いかり
のであって，流されてはならず，錨を下ろして停
泊してもならないのである。」
（The Autocrat
of the Breakfast-Table〔 1858 年〕，105）
28. イザヤ 1：18
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中央若い女性会長会第二顧問

アン・Ｍ・ディブ

いて，それほど強い自信を持つようになっ
たのだろう，わたしがＴシャツに 自分 の
あかし

わたしは知っています。
実践しています。
大好きです。
わたしたちは救い主イエス・キリストに従う者です。そのような改心
と自信は，熱心に，そして計画的に努力した結果として得られるもの
です。それは個人的なもので，生涯を通じて取り組むべきものです。

信条と証を反映する言葉をプリントすると
したら，どのような有意義な言葉を選ぶだ
ろうと，考えずにはいられませんでした。
思いを巡らして，様々な言葉を考えてみま
した。そして最終的に，自分が誇りをもっ
て身に着けられるこのような理想的な宣言
にたどりつきました。「わたしはモルモン
です。それを知っています。実 践してい
ます。大好きです。」
きょう

今日は，この大胆かつ希望にあふれた
宣言に焦点を当ててお話ししたいと思い
ます。
最初の部分は「わたしはモルモンです」
という，自信に満ち，堂々とした宣言です。
食 料 品 店 で出 会ったあの 若 い女 性 が，
自分 が 末日聖徒イエス・キリスト教会の
会員であると世の中の人々に知らせること
を恐れなかったように，わたしたちも「わ

わ

たしはモルモンです」と認めることを決し
たしたちは救い主イエス・キリ

声をかけました。

ストに従う者です。そのような

彼女はわたしの質問に驚きながら答え

て恐れたり，ためらったりしないように願っ
ています。「わたしは福音を恥としない。

改心と自信は，熱心に，そして

ました。「ええ，そうです。コロラドから

それは，ユダヤ人をはじめ，ギリシヤ人に

計 画的に努力した 結果として得られ る

来ました。どうして分かったのですか。」

も，すべて信じる者に，救 を得させる神の

ものです。それは個人的なもので，生涯

「そのＴシャツを見たからよ」とわたし

力である」 と言明したときのパウロのよう

は説明しました。彼女のシャツに書かれ

に，わたしたちは自信を持つべきです。教

を通じて取り組むべきものです。
わたしは，義にかなった教会員の示す

すくい

1

た「わたしはモルモンです。あなたは？」

会員であるわたしたちは，救い主イエス・

模範に霊を鼓舞されます。その中には気

という言葉から正しく推測することができ

キリストに従う者です。そのような改心と

高い青少 年も含まれます。皆さんは，勇

たのです。

自信は，熱心に，そして計画的に努力した

気をもって救い主の方を向いています。

わたしは続けて言いました。「そんな

結果として得られるものです。それは個

忠実で，従 順で，純 粋です。皆さんが 高

大胆なメッセージ入りのシャツを着るあな

人的なもので，生涯を通じて取り組むべき

潔であるがゆえに受ける祝福は，皆さん自

たの自信にとても感心しているの。あな

ものです。

身の生活のみならず，わたしを含む数え

たが特別な人だと分かるし，すべての若

宣言の次の部分では「それを知ってい

切れないほどの人々の生活に大きな影響

い女性と教会員があなたのような信念と

ます」と断言しています。今 日 の世の中

を与えていますが，気づかれずにいること

自信を持てたらいいのにと思うわ。」 買

にはたくさんの活動，テーマ，興味が存在

が多いでしょう。

い物を終えたわたしたちはさよならを言

し，常にわたしたちの注意を引こうと競い

い，別れました。

合っています。気を散らすものがそれほ

数 年 前，わたし は 近くの 食 料 品 店 で
レジに並んでいました。わたしの前には

こん にち

しかし，このありふれた偶然の出会い

ど多い中，最も大切なものに絶えず集中す

15 歳ぐらいの女の子が立っていました。

があってから何日も何週間も，気がつくと

る強さと，自制心と，決意が，わたしたち

自信に満ちて，幸せそうに見えました。彼

わたしはこのことについて真剣に考え込

にはあるでしょうか。勉学，職業，趣味，

女のＴシャツに気づいたわたしは，話しか

んでいました。このコロラドから来た女

スポーツ，携帯メール，あるいはツイートと

けずにはいられませんでした。わたしは

の子は，どのようにして末日聖徒イエス・

同じくらい，福音の真 理に精通している

「あなたはよその州からいらしたのね 」と

キリスト教会の会員という自分の特性につ

でしょうか。聖文や預言者の教えをよく

10
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味わうことで，疑問の答えを見つけようと

過ちを犯しますし，罪も犯します。救い主

を示して天の御父の愛と救い主が約束さ

進んで努力しているでしょうか。御 霊 の

の贖 いの犠牲を通して赦 され，再び清く

れた平安を感じるとき，福音に対するわた

確認を求めているでしょうか。

されるということを知ることは，なんと大

したちの愛は深まります。

み たま

あがな

ゆる

知識を得ることの大切さは永遠の原則

きな慰めと安心感を与えてくれることで

教会の改宗者にせよ，生まれたときから

で す。「知 識 には 義 の 力 が あるので，」

しょう。この真の悔い改めと赦しの過程

の会員にせよ，人生の様々な時期にこのよ

預言者ジョセフ・スミスは「知識を愛しま

は，わたしたちの証と，主の戒めを守って

うな活気あふれる熱意が衰えたと感じる

福音の標準に従って生きようという決意

ことがあるかもしれません。それは困難

を強めてくれます。

のさなか，忍耐しなければならないときに

2

した。」 ジョセフはこう言って います。
「知識は命と信心になくてはならないもの
です。……すべての兄弟の皆さん，この

「実践しています」という表現について

起こることもあります。この上なく豊かに

大いなる鍵に耳を傾けてください。すな

思うとき，カリガンという若い女性のこと

恵まれているときに起こることもあります。

わち，知識こそ救いを得させる神の力な

を思い出します。彼女からの手紙にはこ

わたしは自分 がこのように感じるときは

う書かれています。「教会員になって 1 年

いつも，福音の知 識を増し，生活の中で

と少したちました。…… 改宗者だったわ

より完全に福音の原則を実践できるよう

気を散らすものが常に存在する日常生活

たしにとって，これが正しい教会だという

焦点を当て直す必要があることを知って

においては，特に福音の知識を増すこと

一つのしるしは，慎み深さと標準を教え

います。

に注意を払い，福音の原則を生活に応用

る教会をようやく見つけたと感じられたこ

福音の原則の中で最も効果的でありな

する方法について理解できるようにならな

とです。戒めに注意を払わず，誤った道

がら時に応用するのが難しいのが，謙 遜

ければなりません。 福音の知識が増すに

を選ぶときにどんなことが起こるか，わた

になることと，神の御 心 に従うことです。

つれて，わたしたちは自分の証に自信を持

しはこの目で見てきました。自分は高い

ゲツセマネの園における祈りの中で，キリ

ち始め，
「わたしはそれを知っています」

道徳的標準に従って生きようと，ずっと前

ストは御父に「わたしの思いではなく，み

と言えるようになるのです。

に決心していました。……真理を見いだ

こころが成るようにしてください」8 と述べ

してバプテスマを受けることができ，とて

られました。わたしたちもまた，このよう

聖文は「御言を行う人になりなさい。……

も祝福されていると感じています。ほんと

に祈るべきです。こうした静かな祈りの

ただ聞くだけの者となってはいけない」と

うに幸せです。」7

時間に，天の御父の愛に包まれるのを感

3

のです。」

すべての真理と知識は大切です。でも，

4

次は「実践しています」という宣言です。
み ことば

み こころ

教えています。5 信仰を働かせ，従順にな

わたしが考えた宣 言の最後の部 分は

り，愛をもって人々に仕え，救い主の模範

「大好きです」です。イエス・キリストの

に従うとき，わたしたちは福音を実 践し，

福音の知識を得て，日常の生活の中で福

オレゴン州ユージーンの若い女性指導

音の原則を熱心に実践することで，多くの

者会でキャミー・ウィルバーガー姉妹と出

は「いつでも，どのようなことについても，

教会員は「福音が大好きです！」と心から

会い，お話しする機会がありました。ウィ

6
どのような所にいても」，
人が見ていると

叫ぶようになります。

ルバーガー姉妹が話してくれたのは，一人

「御言を行う人」になります。わたしたち

じ，あの喜びと愛に満ちた気持ちが戻っ
て来ることがよくあるのです。

見ていないにかかわらず，誠実に行動し，

この気持ちは，聖霊の証によって，わた

自分が正しいと知っていることを行います。

したちが天の御父の子供であり，御父が

の若い女性が福音を知っていて，実践し，
それを愛したことから来る力と祝福につ

死すべき状 態にある今，完全な人はだ

わたしたちのことを心にかけておられ，自

いての証でした。

れもいません。福音を実 践するためにど

分が正しい道をたどっていると感じること

ブルックというウィルバーガー姉 妹の

れだけ熱心に努めても，わたしたちは皆

から来るものです。進んで主に従う意志

19 歳のお嬢さんは，数年前，大学に進学
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11

七十人会長会

して 1 年後の夏休みに悲惨にも殺害され

クレーグ・C・クリステンセン長老

ました。ウィルバーガー姉妹は思い出し
ながら言いました。「家族にとって困難で
暗い時期でした。でも，ブルックはわたし
たちにすばらしい贈り物を残していってく
れました。彼女が子供のころは気づきま
せんでしたが，ブルックはその短い生涯で
毎年，そしてどんな瞬間も，娘が両親に与え
られる最高の贈り物をくれていたのです。
ブルックは義にかなった神の娘でした。

神からの
言い尽くせない賜物
た

ま

も

の

しょくざ い

……この贈り物と，特に贖罪を可能にする
力のおか げ で，わたしは 強さと慰めと，
主が 約束された平安を受けてきました。
わたしは今ブルックがどこにいるか確信

聖霊は天の御父およびイエス・キリストと完全に一致して働き，多く
の重要な役割と独特な責任を果たされます。

していますし，愛にあふれた再会の日を
楽しみにしています。」
わたしには，永遠の幸福にかかわる天の
御父の偉大な計画に対する証があります。
御父がわたしたちを御存じであり，愛して
おられることを知っています。わたしたち
を励まし，御父のみもとに導くために預言者

19

94 年，ハワード・W・ハンター
大 管 長はすべての 教 会員に，

「主 の 宮 居 を，教 会 員で あ る

ことの崇高な象徴 ……として確 立する」
1

「お父さん，ここで何が 起きているの。
こんな感じは初めてだよ。」
幼い息子が聖霊の影響力をそのように
力強く感じたのは多分これが初めてだと

トーマス・S・モンソン大管長を備えてく

よう勧 めました。 そ の 年 の 終わりに，

いうことに気づき，わたしは息子の隣に

ださったことを知っています。わたしたち

ユタ州バウンティフル神殿の建設が終わ

ひざまずきました。ほかの訪問者たちが

一人一人が努力をし，自信をもって「わた

りました。多くの人と同じように，わたし

周りを歩いている中で，ベンとわたしは

しはモルモンです。それを知っています。

たち夫婦は奉献 式に先立って，まだ小さ

横に並んで，数分間，聖霊について一緒に

実 践しています。大好きです」と宣言で

い子供たちをぜひオープンハウスに連れ

学びました。息子の神聖な気持ちについ

きるように祈ります。イエス・キリストの

て行きたいと思いました。子供たちが霊

て，驚くほど容易に語り合うことができま

御名により，へりくだり申し上げます，アー

的な経験をして，神殿が彼らの生活の中

した。話しながらベンが最も感動してい

メン。■

心となるように心から祈りながら，子供た

たのは，彼が 見た ものではなく，感じた

注 ―さらに学びたい方はアルマ 32 章とダリン・
H・オークス長老の説教「主の望まれる者になると
いうチャレンジ」
（『リアホナ』2001 年 1 月号，40
− 43）をお読みになるようお勧めします。

ちに神殿に入る備えをさせようと熱心に

もの，すなわち周りにある物の物質的な

努力しました。

美しさではなく，彼の心にささやきかける

み

な

注
1. ローマ 1：16
2. ジョージ・Q・キャノン，
『歴 代 大 管長の教え
― ジョセフ・スミス』
（ 2007 年），261 より
3.『歴 代 大 管 長 の 教え ― ジョセフ・スミス』
265 。マーサ・ジェーン・ノールトン・コーレイ，
notebook ，教会歴史 図書 館，ソルトレーク・
シティーも参照
4. 知識の特質の必修体験１，
『若い女性 ― 成
長するわたし 』
（冊子，2009 年），38 参照
5. ヤコブの手紙 1：22
6. モーサヤ 18：9
7. 個人の書簡
8. ルカ 22：42
9. 個人の書簡

けい けん

敬 虔 な思いで神殿の中を歩きながら，
わたしは壮大な建物とその見事な仕上が

よく分かりました。わたしは自分の経験

り，高い窓から差し込む光，そして多くの

から学んできたことを息子に話しながら，

霊感あふれる絵画に感嘆していました。

息子の純真な驚きに，神からのこの言い

この神聖な建物は，あらゆる面でほんとう

尽くせない賜物である聖霊の賜物に改め

にすばらしいものでした。

て深い感謝の念を抱きました。2

日の栄えの部屋に足を踏み入れたとき，
ふと気がつくと 6 歳になる末の息子のベン
が，わたしの足にしがみついていました。

リ ア ホ ナ

聖霊とはどのような御方でしょうか

聖 霊 は 神 会 の 第 三の 御 方 であって，

息子は不安そうな様子で，少し困惑さえし

そのため，父なる神やイエス・キリストの

ているようでした。

ように，わたしたちの心の思いと意図を

「どうしたんだい」とささやくと，息子は
こう答えました。

12

み たま

神の 御 霊 の静かな細い声であることが

御存じです。3 聖霊はわたしたちを愛し，
わたしたちの 幸せを望んでおられます。

わたしたちが 直面することになる問題を
御 存じなので，わたしたちを導き，再び
天の御父のもとに戻って生活するために
なすべきことを，すべて教えることがおで
きになります。4
栄光に満ちた骨肉の体を持っておられ
る天の御父やイエス・キリストと異なり，
聖 霊は 霊の 御 方 であり，感 情 や印 象に
よってわたしたちの 霊に 語りか けられ
5

ます。 霊の御方として，個人の啓示を受
ける際の仲立ちになるという，独特な責任
を持っておられます。聖文では，聖 霊は
度々，聖なる御霊，主の御霊，約束の聖な
る御 霊，または 単 に御 霊と呼 ばれて い
6

ます。
聖霊の使命は何でしょうか

聖霊は天の御父およびイエス・キリスト
と完全に一致して働き，多くの重要な役割
と独特な責任を果たされます。聖霊の主
要な目的は，父なる神とその御子イエス・
あかし

7

キリストについて証 をし，すべてのことの
8

真 理をわたしたちに 教 えることで す。
聖霊からの確かな証は，ほかのどこから
の証よりもはるかに強い確信をもたらして
くれます。 ジョセフ・フィールディング・
スミス大 管 長は，
「人の 霊に語りか ける
14

神の御霊には，天の使いから直接真理を

事は，特に孫たちにとって衝撃的で，答え

るようにしてくださいます。 真理が永久

告げられる場合よりもはるかに効果的に

るのが難しい疑問を抱かせるものとなっ

にわたしたちの霊に記されるようにし，わ

分かりやすく真 理を伝える力がある」と

ていたかもしれません。しかし，子供たち

たしたちの心の中に大きな変化を生じさ

教えています。9

を周りに集め，祈り，人生の目的について

せることがおできになります。わたしたち

10

聖霊は慰め主としても知られています。

モルモン書の預言者たちの言葉を読んだ

がこれらの真理を家族と，同 胞 である教

困難や絶望の中にあるときや，ただ神が

とき，聖霊がわたしたち一人一人を個人的

会員と，そして地域 社会の友人や隣人と

近くにおられると知る必要のあるとき，聖

に慰めてくださいました。言葉では言い

分かち合うとき，聖霊もまた彼らの教師と

霊はわたしたちの霊を高め，わたしたちに

表せないような形で，求めた答えがはっき

なってくださいます。聖 霊は福音のメッ

希望を与え，
「王国にかかわる平和をもた

りと心に与えられました。その日，わたし

セージを「人の子らの心に」伝えてくださ

11
らす事柄」を教え，
「人知ではとうてい

たちはほんとうに人知では計り知ること

るからです。15

測り知ることのできない神の平安」を感

のできない平安を覚え，聖霊から受けた

聖霊は，人々に手を差し伸べて奉仕する

じられるように助けてくださいます。12

証は確かな，疑う余地のない，真実のもの

よう霊感を与えてくださいます。わたしに

でした。

とって，聖 霊の促しに耳を傾けて人々に

しん せき

数年前，休日に親 戚 と集まって食事を

はら から

したときのことです。わたしの父がたくさ

聖 霊 は 教 師 で あり啓 示 者 で あら れ

奉仕することについて最も印象的な模範

んの孫とゲームを始めました。突然，何の

ます。13 わたしたちが 福音の真理につい

を示してくれて いるの が，トーマス・S・

前触れもなく父は崩れるように倒れ，亡く

て研究し，深く考え，祈るとき，聖霊はわ

モンソン大管長の生涯と務めです。モン

なってしまいました。この予期せぬ出来

たしたちの思いを照らし，すぐに理解でき

ソン大 管長は次のように述べています。
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13

心の中にもたらされる霊的な気持ちによっ
て知ります。ボイド・K・パッカー会長は
次のように教えています。「聖霊の声は，

聞く というより 感じる もので す。 ……
わたしたちが御霊のささやきに『耳を傾け
る』ことについて語るとき，その霊的な促
しを指して『わたしは……と 感じ ました 』
と言うことが多いようです。」18 聖霊から
のこうした神聖な気持ちを通して，わたし
たちは神が自分に望んでおられることを
知ります。聖文で述べられているように，
19
これは「啓示の霊」だからです。

「わたしは責任を果たしてきて，学んだこ
とがあります。それは静かな促しに耳を

した小柄な女性のところへ行きなさい。』
わたしはそうしました。……

聖霊の賜物を受けるとはどういう意味で
しょうか

6 歳の息子のベンを教えながら，息子

傾け，引き延ばすことなく行動に移すなら

わたしは隣のベッドに近づき，優しく肩を

が感じているもの，つまり聖 霊の影 響力

ば，天の御父は進むべき道を示し，わたし

たたいてから，顔を覆ったシーツをゆっくり

と，バプテスマの後で受ける聖霊の賜物

たちや人々の生活を祝福してくださるとい

下げていきました。何ということでしょう。

の違いを説明することが重要だと思いま

うことです。促しに耳を傾けたときほど，

彼女もワードの会員だったのです。彼女が

した。バプテスマを受ける前に，正直な心

すばらしい経験をしたことや，かけがえの

入院しているなんて知りませんでした。名

で誠実に真理を求めるすべての人は度々

な い 感 情 を 抱 いたことは ありま せ ん。

前をキャスリーン・マッキーといいます。

聖 霊の影 響力を感じることができます。

主がだれかの祈りに，皆さんを通してこた

彼女はわたしの目を見ると，涙ながらに言

しかし，聖霊を常に伴侶とし，それに関連

いました。『ああ，ビショップがドアから

するすべての祝 福を 完 全に 受ける機 会

入って来たとき，わたしの祈りにこたえて，

は，バプテスマを受け，神の神権の権能を

ます。モンソン大管長はビショップとして

祝福しに来てくれたと思ったんです。ここ

持つ者による按 手 によって聖霊の賜物を

奉 仕していたとき，ワードの 会員のメア

にいるのを知っていてくれたのがうれし

授 か った，ふさわしい 会員だ け が 得 る

リー・ワトソン〔姉妹〕が入院しているこ

くて。でも，ほかの人のところへ行ったの

ことができます。

とを知りました。見舞いに行くと，ほかの

で，がっかりしました。 わたしに会いに

数名の患者と一緒に大部屋にいることが

来たんじゃなかったのだ，と。』

16

えてくださっていることを知るのです。」

胸を打たれる経 験を一つだけ紹 介し

あん しゅ

聖霊の賜物によって，わたしたちは能力
と霊的な賜 物を加えられ，さらに多くの

分 かりました。ワトソン姉 妹のところに

わたしは……マッキー〔姉 妹〕に言い

啓示と守りを受け，絶えず導きと指 示を

行くとき，大管長は隣のベッドの患者が素

ました。『わたしが知らなかったことは，

受け，聖めと日の栄えの王国における昇栄

早く顔を覆ったのに気づきました。

問題ではありません。大切なのは，天の

という約 束 され た 祝 福 を 授 かりま す。

御父が御存じだったこと，あなたが 神権

これらの祝福はすべて，それらを受けた

い，神権の祝福を授けた後，握手して別

の 祝 福 を 静 か に 祈り求 めたことで す。

いという個人の望みの結果として与えら

れを告げ，帰る支 度をしました。そのと

わたしをあなたのところに導いたのは天

れ，自分の生活を神の御 心 と調 和させ，

き，ささやかながらも驚くべきことが起こ

の御父なのです。』」17

神の絶えざる導きを求めるときにもたらさ

モンソン大管長はワトソン姉妹を見舞

りました。この経験についてモンソン大
管長自身の回想を引用します。
「どういうわけかその場を離れることが
できませんでした。まるで見えない手が肩

きよ

み こころ

れます。
聖霊はどのようにしてわたしたちに語られ
るでしょうか

気づかないこともあるかもしれませんが，

ユタ州バウンティフル神殿でのベンとの
経験を振り返るとき，たくさんの快い感情
や印象がわいてきます。一つはっきりと思

に置かれているかのようでした。そして，

わたしたちは皆，聖霊との交わりを経験し

い出されるのは，わたしが目に見えるもの

心 の中に次のような声が 聞こえました。

ています。霊感による思いが心に浮かぶと

の壮大さに心を奪われていたときに，横

き，わたしたちはそれが真実であることを，

で幼い子供が，心に強い感情を認めてい

『あなたが来たとき，隣のベッドで顔を隠
14
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たことです。わたしはそっと注意を受け，

七十人

立ち止まってひざまずくように促されただ

シェーン・M・ボーエン長老

けでなく，謙遜で，柔和で，主の御霊の静
かな細い声を聞く用意のできている幼子
のようになりなさいという救い主の呼びか
けに従うように勧められたのでした。
聖 霊が 確かに生きておられることと，
聖 霊 の 神 聖な 使 命 について 証します。
聖霊の力によって，わたしたちはすべての
ことの真理を知ることができます。聖霊
の 賜 物 が，御 子 のもとに 来 て，御 子 の
み

な

御 名 によってバプテスマを受け，主の教会
における確認を通して聖霊を受けるすべ
ての人 に与えられ る，天の 御 父 からの
貴い，そして言い尽くせない賜物であるこ
とを証します。 これらの 神聖な真 理を，
イエス・キリストの御名によって証します，
アーメン。■
注
1. ハワード・W・ハンター。ジェイ・M・トッド，
“ President Howard W. Hunter: Fourteenth
President of the Church, ”Ensign ，1994 年
7 月 号，5 で 引 用。 ハワ ード・W・ハ ンター
「大管長会メッセージ ― 教会員の大いなる
象徴」
『聖徒の道』1994 年 11 月号，3 も参照
2. 教義と聖約 121：26 参照
3. ア ル マ 12：7；18：16 － 18；教 義 と 聖 約 6：
15 － 16 参照
4.		2 ニーファイ 32：5 参照
5. 教義と聖約 130：22 参照
6. ルカ 4：1 ，18；11：13；ヨハネ 1：33；エペソ
1：13；教義と聖約 88：3 参照
7.		2 ニーファイ 31：18；3 ニーファイ 28：11；教
義と聖約 20：27 参照
8. モロナイ 10：5 参照
9. ジョセフ・フィールディング，スミス，Doctrines
of Salvation ，ブルース・R・マッコンキー編，
全 3 巻（ 1954 － 1956 年），第 1 巻，47 － 48
10. ヨハネ 14：26；教義と聖約 35：19 参照
11. 教義と聖約 36：2
12. ピリピ 4：7
13. ル カ 12：12；1 コリント 2：13；教 義 と 聖 約
50：13 － 22；『歴 代 大 管長の教え― ジョ
セフ・スミス』132 － 133 参照
14. 教義と聖約 11：13 参照
15.		2 ニーファイ 33：1
16. トーマス・S・モンソン「静まれ，黙れ 」
『リア
ホナ』2002 年 11 月号，55
17. トーマス・S・モンソン「ベテスダの池のキリスト」
『聖徒の道』1997 年 1 月号，19 － 20 参照
18. ボイド・K・パッカー「個人の啓示 ― 賜物，
試し，約束」
『聖徒の道』1997 年 6 月号，10
19. 教義と聖約 8：3 。2 節も参照

わたしが生きるので，
あなたがたも
生きるからである」

「

主，つまり救い主イエス・キリストのおかげで，あのような悲しみや
孤独感，絶望感は，やがて満ちみちる喜びにのみ込まれる日が
やって来ます。

若

い宣教師としてチリで伝道して

い改めとバプテスマについて教えなさい。

いたときのこと，同僚とわたしは

親たちに，悔い改めてバプテスマを受け，

支部で 7 人家族に会いました。

幼い子 供たちのようにへりくだらなけれ

母 親は子 供を連 れて毎 週 出席していま

ばならないことを教えなさい。そうすれ

した。きっと長年の教会員だろうと思っ

ば，彼らは皆，幼い子供たちとともに救わ

ていました。数 週間後，彼らはバプテス

れるであろう。

マを受けていないことをわたしたちは知り
ました。
すぐに家族に連 絡して，家を訪問して
教 えることが で きるか と尋 ね まし た。

幼い子供たちは悔い改めもバプテスマ
も必要ない。見よ，バプテスマは悔い改
ゆる

めに導くものであり，罪の赦 しを得るため
の戒めを守ることである。

父 親は福音について学 ぶことに興 味を

幼い子供たちは，世の初めからキリスト

示しませんでしたが，わたしたちが家族に

によって生きている。もしそうでなけれ

教えることには反対しませんでした。

ば，神は不公平な神であり，気まぐれな神

ラミレズ姉妹は順調にレッスンを進みま

であり，人を偏り見る御方である。何と多

した。わたしたちが教えるすべての教義

くの幼い子供たちが，これまでバプテスマ

を熱 心 に学 びました。 ある 夜，幼児の

を受けることなく死んだことであろう。」1

バプテスマについて話していました。わた

この聖句を読むと，ラミレズ姉妹はすすり

したちは幼い子供は罪がないのでバプテ

泣きを始めました。同僚とわたしはどうして

スマを受ける必 要がないと教えました。

いいか分からず，尋ねました。「ラミレズ

そしてモロナイ書を読んでもらいました。

姉妹，何か気にさわることを言ったり，し

「見よ，わたしはあなたに言う。あなた

たりしたのでしょうか。」

がたは責任を負うことができ，罪を犯す

すると彼女は答えました。「とんでもな

可能性のある者に，このこと，すなわち悔

い，長老。何も悪いことなどしていません。
2 0 1 2 年 11 月 号
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6 年前，男の子が生まれたのですが，洗

キリストの回復された福音の分かりやすく

病室に入ると，息 絶えたわたしたちの

礼を受けさせる前に亡くなってしまったん

て貴い真 理を知っていることに対して，

かわいいタイソンが横たわっていました。

です。祭司様から，洗礼を受けていなかっ

心に感じている感謝の念を自分の家族に

彼の小さな体は神々しい光に包まれてい

たので，その子は永遠にさまようことになる

書き送ったのを覚えています。将来，わた

るかのようでした。ほんとうに輝いていて

と言われました。この 6 年間，わたしはそ

し自身がこのすばらしい真理の原則の影響

清らかでした。

の苦痛と罪悪感にさいなまれてきました。

を受け，これがわたしにとってのギレアデの

でもこの聖句を読んでから，聖霊の力に

乳香となるとは想像していませんでした。

よって，これが真実だと分かります。大き

その瞬間，生きる意味や目的がなくなっ
てしまったかのように感じました。帰って

わたしは子供を失って，
「どうしてわた

からどうやって上の子供たちにタイソンは

な重荷 が 取り去られたように 感じます。

しに？」と自問したり，愛ある天の御父へ

もう帰って来ないと説明したらいいので

これは喜びの涙です。」

の信仰に疑問を持つようになったりした

しょう。

わたしは次のような慰めの教義を教え

方々にお話ししたいと思います。聖霊の

わたしの視点から見た，この後に経験

た預言者ジョセフ・スミスの言葉を思い

力によって，わたしが 何らかの希望と平

したことをお話しします。天使のような妻

出しました。「主は多くの人々を，幼児さえ

安，そして理解をもたらすことができれば

とわたしはこの試練をともに経験しました

も取り去られますが，それは彼らが人のね

と祈っています。わたしは御 手 に使われ

が，わたしには母親の気持ちをお話しする

たみやこの世の悲しみや悪事から逃れら

る者となって，皆さんが愛ある天の御父へ

資格はありません。やってみようとさえ思

れ るように するためな ので す。 彼らは

の信仰を取り戻す助けとなれたらと願っ

いません。

地上に住むにはあまりに純粋で，あまりに

ています。天の御父はすべてのことを御

愛らしいのです。ですから，もし正しい

存じで，わたしたちが 御父を知り，愛し，

た感情を説明することは不可能です。そ

考えを取るならば，わたしたちは悲しむ

御父なしにはわたしたちは何も持ち得て

の間ほとんどは悪い夢を見ているようで，

よりも，喜ぶべきです。彼らは悪から救い

いないことを理 解できるように試 練を経

もうすぐ目が覚めればこの悪夢から解放

出されているのであり，わたしたちはすぐ

験することを許されるのです。

されるのだと思いました。毎晩眠れませ

2

に彼らと再会することになるからです。」

み

て

こん とん

わたしの人生のあの時点での混 沌 とし

1990 年 2 月 4 日，6 番目の子供である 3 男

んでした。ほかの子供たちが無事である

が生まれました。タイソンと名付けました。

ことを確かめるために，よく夜中に部屋か

の悲しみと苦痛にさいなまれた後，生ける

かわいい男の子で，家族は心から歓迎し

ら部屋を歩き回ったものです。

預言者を通して明らかにされた愛ある天

ました。兄や姉たちは彼を大変誇りに思

罪悪感に苦しみました。自分を責めま

の御父の真の教義は，良心の呵 責 に苦し

いました。これまで生まれてきた赤ちゃん

した。自責の念を覚えました。わたしは父

むこの女性にすばらしい平安をもたらし

の中で最も完璧な男の子だと思いました。

親だ，彼を守るためにもっと何かをするべ

たのです。言うまでもなく，ラミレズ姉妹

タイソンが生後 8 か月のとき，じゅうた

きだった。こうしていたら，ああしていたら

と 8 歳以上の子供たちはバプテスマを受

んの上に落ちていたチョークを飲み込ん

と思いました。時には 22 年過ぎた今でも，

けました。

でしまいました。このチョークがのどにつ

このような感情が心に忍び込んできます。

かえて息ができなくなってしまいました。

このような 気 持ちは 害 を及 ぼ すことが

6 年の間，ほとんど耐えられないほど

か しゃく

このことと，そのほかにもたくさんイエス・

かん ぺき

「赤ちゃんが息をしていない。赤ちゃんが
息をしていない」と，タイソンの兄が半狂

タイソンを亡くしてから約 1 か月後，わ

来ました。わたしたちはすぐに蘇生術を

たしはディーン・L・ラーセン長老と面接

施し，救急車を呼びました。

しました。彼は時間を取ってわたしの話

救急隊員が到着し，急いでタイソンを病

に耳を傾けてくれました。わたしは彼の

院に運びました。待合室で，わたしたちは

勧告と愛にずっと感謝しています。彼は

奇跡を求めて熱心に神に祈り続けました。

言いました。「赤ちゃんが亡くなったこと

一生分の時間がたったように思えた後，

で自分を罰することを主は望んでおられ

医 師 が 部 屋 に入って 来 て 言 いました。

ないと思いますよ。」 選ばれた器の一人

が。 赤ちゃんとゆっくりお別れしてくだ
さい。」 そして部屋を出て行きました。
リ ア ホ ナ

ません。

乱に叫びながら，タイソンを抱えて 2 階に

「申し訳ありません。手は尽くしたのです

16

あるので，すぐにぬぐい去らなければなり

を通してわたしは天の御父の愛を感じま
した。
それでも苦しい思いはわたしを悩まし続

け，間もなく憤りを感じるようになりました。
「これは不公平だ。神様は何でわたしにこ

と来世を隔てる幕は薄いことを証します。

を見たとき，心が 砕けるのではないかと

愛する人々が次の世へ行ってしまったから

思った，その思いを忘れないでください。

んなことをなさるんだ。なぜわたしなんだ。

といって，忠誠や愛，家族の結束が終わ

主，つまり救い主イエス・キリストのお

わたしが何をしたというんだ。
」 慰めてくれ

ることはありません。それどころか，より

かげで，あのような悲しみや孤独感，絶望

ようとしている人々に対してさえ怒りを覚

いっそう強められるのです。

感は，やがて満ちみちる喜びにのみ込ま

えました。友達が「その気持ち分かるよ」

時々こう聞かれます。「ここまで来るの

れる日がやって来ます。わたしたちはこの

と言うと，
「分かるものか。ほうっておいて

にどれだけ時間がかかりましたか。」 ほ

ようにおっしゃった主に頼れることを証し

くれ」と心の中で思っていました。やが

んとうのことを言うと，去ってしまった愛

ます。

て，わたしは自己憐憫は害を及ぼすことに

する人々と再会するまでは，完全に立ち直

気がつきました。助けようとしている親友

ることはまずできないでしょう。第一の

たちに対して冷酷な思いを持ったことを

復活の朝に再会できるまでは，満ちみち

恥じるようになりました。

る喜びを感じることはないでしょう。

れん びん

罪悪感や憤り，そして自己憐憫によって

「人は霊である。元素は永遠であり，分
離しないように結合した霊と元素は，満ち

心が変わるように祈りました。主は，わた

みちる喜びを受ける。

を与えてくださいました。まだ寂しさと苦

もうしばらくしたら，世はもはやわたし
を見なくなるだろう。しかし，あなたがた

押しつぶされそうになったとき，わたしは
しだけの神聖な経験を通して，新しい心

「わたしはあなたがたを捨てて孤児とは
しない。……

はわたしを見る。 わたしが 生きるので，
5

あなたがたも生きるからである。」
の

『わたしの 福音を宣 べ伝えなさい』に

これらが 分離するとき，人は満ちみち
3

る喜びを受けることはできない。」

あるように，
「イエス・キリストの贖いに頼
るとき，キリストはわたしたちが試練や病

しさは残っていましたが，物の見方全体が

それまでの間，救い主が教えられたよ

気，苦痛に耐えられるよう助けてください

変わっていきました。忠実であることを

うに，わたしたちは勇気を出して生きてい

ます。わたしたちは，あふれるばかりの喜

証明するならば，何かを奪われたのでは

くことができます。

なく，大きな祝福が待っていることを知り

4

び，平安，慰めを受けることができます。

天の御父に心を向け，そのご計画，御子

人生の中で経験するすべての不公平なこ

イエス・キリスト，そして慰め主である聖霊

とは，イエス・キリストの贖いによって正

わたしの人生は変わり始めました。絶

を通して慰めを求めるなら，つらくて耐え

される」6 ことを証します。

望して過去を振り返るのではなく，希望を

られないような苦しみも，快いものとなる

もって前を向くことができるようになりま

ことをわたしは学びました。

ました。

第一の復活のあの明るく輝かしい朝，
主御自身が約束されたように，皆さんやわ

した。この世の生活が終わりではないこ

人生においてこれは何と栄えある祝福

たしの愛する人々は墓から出て，わたした

とを証 します。霊界は実在します。死後

でしょうか。子供を亡くしたとき，大きな

ちは満ちみちる喜びを得ることができる

の世界について預言者たちが教えている

悲しみを感じなかったら，それこそそれは

と証します。主が生きておられるので，彼

ことは真実です。この世は天の御父のみ

悲劇ではないでしょうか。天の御父が，

らもわたしたちも生きるのです。イエス・

もとへ戻る旅の途中での一歩前進にすぎ

深く，永 遠に愛 することをわたしたちに

キリストの御名により，アーメン。■

ないのです。

お許しになったことに心から感謝してい

あかし

タイソンは，ずっとわたしたちの家族に

ます。 永 遠の 家 族に心から感 謝してい

とってなくてはならない存在でした。こ

ます。生ける預言者たちを通して，再び，

れまでずっと，家族がタイソンの影響を実

すばらしい贖いの計画を明らかにしてくだ

際に感じられるようにしてくださった愛に

さったことに心から感謝しています。

あわ

あがな

あふれた天の御父の憐 れみと優しさを感

愛する人の葬儀に参列し，墓地を後に

じてきたのはすばらしいことです。現世

しながら，振り返ってぽ つんと残った棺

ひつぎ

み

な

注
1. モロナイ 8：10 － 12
2.『歴 代 大 管 長 の 教え ― ジョセフ・スミス』
（ 2007 年），176 − 177
3. 教義と聖約 93：33 − 34
4. ヨハネ 16：33 参照
5. ヨハネ 14：18 － 19
6.『わたしの福音を宣べ伝えなさい ― 伝道活
動のガイド』
（ 2004 年），52
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十二使徒定員会

ラッセル・M・ネルソン長老

宣教師に
尋ねてください。
皆さんを助けることが
できます。
若い宣教師も年配の宣教師も，すべての宣教師は，人々の人生をより
良くするという望みのみをもって奉仕します。

んと同じ価値観を持っていることが分か
るでしょう。善良で正しいことは持ち続け
て，それに新しいことを加えることができ
るようにお勧めします。試 練に満ちたこ
の世では，時 折助けが 必 要になります。
宗教，永遠の真理，そしてわたしたちの宣
教師はその助けの中でも重要なものです。
若い宣教師たちは，教育，職業，交際，
また若者 が一 般 的に人 生のこの段階で
やっているであろう事柄をいったんやめて
18 か月から 24 か月の間後回しにします。
2

主に仕えたいと強く望んでいるからです。
また年を重ねてから伝道に出る宣教師た
ちもいます。わたしは彼らの家族が祝福
を受けていることを知っています。わたし
自身の家族からも，3 人の娘とその夫た
ち，1 人の孫娘と 1 人の孫息子の計 8 人
が現在専任宣教師として奉仕しています。
皆さんの中には，モルモン という名前に
ついて疑問に思っている人もいるでしょう。
これはニックネームです。わたしたちはモ
ルモンとして広く知られていますが，ほん

愛

とうの名前ではありません。モルモンと言
する兄弟姉妹と友人の皆さん，

金を伝道のために使うことによって，宣教

う言葉はモルモン書として知られている，

わたしたちは皆さん一人一人を

師はその特権に寄与します。両親，家族，

神聖な聖典から来たものです。

愛し，また歓 迎します。わたし

友達，そして中央宣教師基金への献金者

ほんとうの名前は末日聖徒イエス・キリ

たちは，モンソン大管長が今朝発表した

も援助することができます。若い宣教師

スト教会です。本来のイエス・キリスト教

こと，すなわち，男性の伝道に出られる年

も年配の宣教師も，すべての宣教師は，

会が再び設立されたものです。主はこの

齢が 18 歳に，また女性の年齢が 19 歳に

人々の人生をより良くするという望みのみ

地上におられたとき，御自身の教会を組

なったという知らせを大変喜んでいます。

をもって奉仕します。

織されました。使徒たちや七十人，その
み

な

2 年前と同じように，モンソン大管長は

伝道に出る決断は，その宣教師，将来

他 の 指 導 者 たちを召され，主の 御 名 に

今 朝，
「ふさわしく，能力があるすべての

の伴侶，そしてこれから来る世代の子孫

よって行動するために神権の権能をお与

若い 男性は伝 道に出る準 備をするべき

の霊的な運命に影響を与えます。伝道に

えになりました。3 キリストと使徒たちの

です。宣教師として奉仕することは神権

出たいという望みは，人の改宗，ふさわし

死 後，人々は儀 式と教 義を変えました。

の義務です。非常に多くのものを受けて

さ，備えからわきおこる自然な思いです。

そして本来の教会と神権は失われました。

いるわたしたちに，主が 望んでおられる

この世界規 模にわたる視 聴 者の多く

暗黒の時代の後，天の御父の指示の下に

務めなのです。」1 という宣言を繰り返しま

は，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員

イエス・キリストは御自身の教会を元に

した。モンソン大管長は，若い姉妹たち

ではなく，わたしたち教会員や宣教師に

戻されました。回復された生ける教会は

は伝道に出ることができますが，義務で

ついてほとんど知らないことでしょう。

今，主の神聖な指示の下に機能を果たし

はないことも説明しました。また，より多

皆さんがこの大会を見ているのは，皆さん

ています。4

くの夫婦宣教師に奉 仕するように，再び

がモルモンについて，また宣教師たちが

わたしたちは主イエス・キリストとその

招きました。

教える事柄についてもっと知りたいから

教えに従います。死に対して栄光の勝利

伝道のための準備は重要です。伝道は

ですね。わたしたちのことをもっと知れ

を収めた後，復活された主は幾度となく

神と人類への奉仕の行いです。自分の貯

ば，多くの事柄に対してわたしたちも皆さ

弟子たちに御 姿 を現されました。ともに
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み すがた

イタリア，ミラノ

食事をされ，歩まれました。天に昇られる

ス・キリストに従 おうと努力しています。

るようプリシーラに勧めましたが，彼女は

前に主は弟子たちに，
「行って……すべて

彼らはイエス・キリストとキリストの贖 罪

神 を 信じ ることをあきらめたと言 いま

しょくざ い

7

の国 民を〔教 え〕，父と子と聖 霊の 名に

について教えます。 また，末日における

よって，彼らにバプテスマを施」すように

初代の主の預言者ジョセフ・スミスを通し

ジェリーは何をしたらいいかわかりませ

命じられました。 使徒たちはその指示に

て，古代のキリストの教会が実際に回復

んでした。その後，庭で木に水やりをして

従いました。また彼らは主の命令を達成

されたことを教えます。

いると，信仰深い彼は導きを求めて神に

5

するためにほかの人々も召されました。

した。

皆さんはこれまでに宣教師たちに会っ

祈りました。祈ったとき，彼の心にこのよ

今 日，現 代の 使 徒と預 言 者の 指 示の

たこと，または無視したことがあるかもし

うに言う声が聞こえてきました。「自転車

下，同じ義務が末日聖徒イエス・キリスト

れません。彼らを恐れるのではなく，彼ら

に乗っている男の子たちを止めなさい。」

教会の宣教 師たちに与えられています。

から学んでもらえたらと望んでいます。

ジェリーは少し当惑し，その意味に思いを

宣教師たちは 150 以上の国々で奉仕して

皆さんにとって天から送られた真理の源

巡らせました。彼がこの霊的な促しにつ

います。主イエス・キリストの代表者とし

になるでしょう。

いて考えながら道に目をやると，白いシャ

こん にち

て，主御自身によって今日新たにされたこ

アリゾ ナ 州 メサ に住 む 60 代 半 ば で

ツとネクタイをして自転車に乗っている

の神聖な義務，すなわち完全な福音を全

プロテスタントのジェリーはそのことを経

2 人の青年が彼の家に向かって来るのが

世界に宣べ伝え，すべての人を祝福すると

験しました。ジェリーの父親はバプテスト

見えました。この「偶然」に驚きながら，

いう義務を果たすために努力しています。6

派の牧師で，母親はメソジスト派の牧師

ジェリーは彼らが通り過ぎるのを見ていま

10 代の後半または 20 代前半の宣教師

でした。ある日，ジェリーの親 友のプリ

した。そして，何かしなければいけない

たちは世の中での経験が浅いものです。

シーラが，死 産とそ の 後 間もない 離 婚

とわかり彼は叫びました。「おい，君た

しかし彼らは，聖なる御 霊 の力，神の愛，

から感じた苦痛を彼に打ち明けました。

ち，止まってくれ！ 君たちに話さなけれ

そして真理への証 といった賜 物 を祝福と

シングルマザーとして苦 悩しているプリ

ばいけないんだ！」

して与えられ，主の 力 強 い 使 者 になり

シーラには 3 人の娘と 1 人の息子，計 4 人

困惑しながらもわくわくした様子で青年

ます。彼らはメッセージを聞くすべての

の子供がいます。彼女はジェリーに胸の

たちは止まりました。彼らが近づいて来る

人に，真の喜びと永遠の幸福をもたらす

内を明かし，自らの命を断とうと考えてい

と，ジェリーは 彼らが 末日聖 徒イエス・

福音の良き知らせを伝えます。そして多く

たことを告白しました。持てる限りの力と

キリスト教会の宣教師であることを示す

の 場 合，見 知らぬ土 地で異 国の言 葉に

愛で，ジェリーは彼女の人 生には価値が

名札を付けていることに気がつきました。

よって行うのです。

あることを理解できるように助けようとし

ジェリーは 彼らを見てこう言 いました。

の

み たま

あかし

たま もの

宣教師たちは言葉と行いの両方でイエ

ました。ジェリーは自分の教会に出席す

「おかしいと思われるかもしれないが，わ
2 0 1 2 年 11 月 号
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たしは祈っているとき『自転車に乗ってい

皆さんを助けることができます。9 彼らは

いる人もいるでしょう。宣教師に尋ねてく

る男の子たちを止めなさい』と言われた

末日聖徒イエス・キリスト教会の膨大な

ださい。皆さんを助けることができます。

んだ。 そして道を見ると君 たちが いた

家族歴史記録に簡単にアクセスすること

皆さんがなぜこの地上にいるのか，そして

んだ。助けてくれるかい？」

ができます。

死んだ後どこへ 行くのかという，人 生の

宣教師たちは笑顔で言いました。「もち
ろんです。」

皆さんの中には，教会員でも今は教会

ほんとうの目的について学ぶ助けができ

に活発でない人もいるでしょう。皆さんは

ます。 今 皆さん が 想 像 できる以 上 に，

ジェリーはプリシーラのことを心配して

主を愛し，主の教会に戻って来ることを

イエス・キリストの回復された福音が皆

いる理由を説明しました。まもなく，宣教

よく考えています。でもどう始めていいか

さんの人生をどのように豊かにできるかを

師たちはプリシーラと彼 女の子 供たち，

分からないのではないでしょうか。皆さん

学ぶことができます。

そしてジェリーと会うようになりました。

に，宣教師に尋ねることをお勧めします。

10

家族について心配しているなら，宣教

人生の目的と，彼らに対する神の永遠の

皆さんを助けることができます。皆さんの

師に尋ねてください。皆さんを助けること

計画について話し合いました。ジェリーと

愛する人たちを教えることによって助ける

ができます。結婚と家族を強めることは

プリシーラと子 供たちは，誠 実な祈りと

こともできます。わたしたちと宣教師たち

末日聖 徒にとって最も重 要なことで す。

モルモン書の学習，そして教会員の愛に

は皆さんを愛し，皆さんの人生にもう一度

家族は永遠に一緒にいられます。どうし

あふれるフェローシップによって信仰を増

福音の喜びと光をもたらしたいと望んで

たら皆さんの家族もそうなれるのか教え

していきました。ジェリーがすでに持って

います。

てもらうように，宣教師に尋ねてください。

いたイエス・キリストに対する強い信仰は

皆さんの中には依存症を克服する方法

宣教師は多くの知識を得たいという皆

さらに強化され，プリシーラの疑いと自殺

や，長く生きる方法，そしてより良い健康

さんの願望についても助けることができ

への考えは，希望と幸福に変わりました。

を楽しむ方法を知りたいと思っている人も

ます。人間の霊は啓発を強く欲しています。

彼らはバプテスマを受け，回復されたキリ

いるでしょう。宣教師に尋ねてください。

真理が科学研究室から来るのか神の啓示

皆さん を助 けることが できます。 末日

によって来るのかにかかわらず，わたしたち

そうです，宣教師たちは様々な方法で

聖徒イエス・キリスト教会の会員は団体と

は真理を探し求めます。神の栄光は実に

助けることができます。例えば，皆さんの

して，健 康な団 体 であると独 立 研 究 の

英知です。

中には自分の先祖についてもっと知りた

結果が示しています。死亡率は最も低い

学びを増すことは，霊的な知識と現世

いと思っている人もいるでしょう。両親と

方 で，寿 命 は 報 告されて いるどの 団 体

にかかわる知識を含みます。わたしたちは

4 人の 祖 父母の 名前は知っているかも

よりも長いことが，合衆国内での数十年

神聖な聖 文を理 解することの大 切さを

しれませんが，8 人の曾 祖 父母について

にわたる研究によって分かっています。

8

ストの教会の会員になりました。

11

12

強調します。ある独立研究において，末日

はどうでしょう。彼らの名前を知っていま

皆さんの中には人生は忙しく慌ただし

聖 徒 が キリスト教と聖 書 について最も

すか。彼らについてもっと知りたいと思い

いと感じながらも，目標も目的もなく，心

知識があることが明らかになりました。

ません か。 宣 教 師 に 尋 ねてください。

の奥底では苦痛なほどの虚しさを感じて

聖書とモルモン書をもっと理解し，人類の

13

兄 弟としての 性 質と神 の 父 親としての
性質に対するより幅広い理解力を得たい
と思うならば，宣教師に尋ねてください。
皆さんを助けることができます。
皆さんの多くは，助けを必要としている
人々を助けたいと望んでいます。イエス・
キリストに従うがために，末日聖徒もこの飽
くことのない衝動に突き動かされます。14
どなたでもわたしたちとともに，世界中で
助けを必要としている人々を助け，災害の
被災者に救援をもたらすことができます。
参加したい人は，宣教師に尋ねてください。
皆さんを助けることができます。
そして，死後の世界や天国，皆さんのた
20
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大管長会第二顧問

めに備えられた神の計画について，また，主

ディーター・F・ウークトドルフ管長

イエス・キリストと主の贖罪，そして主が
古代に設立されたキリストの教会の回復
についてもっと知りたければ，宣教師に
尋ねてください。皆さんを助けることが
できます。
わたしは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。主の教
会は回復されました。神が皆さん一人一人
と，大切な宣教師一人一人を祝福してくだ

後悔と決意について
きよ

聖 さと幸福を熱心に求めれば求めるほど，後悔の道を歩むことが
少なくなります。

さいますように，熱意を込めて祈ります。
イエス・キリストの御名により，アーメン。
■
注
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『リア
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2. 教義と聖約 4：3 参照
3. マタイ 10：1；ル カ 6：13；10：1；エ ペ ソ 4：
11 − 12 参照
4. 教義と聖約 1：30 参照
5. マタイ 28：19
6. 教義と聖約 68：8；84：62；112：28 参照
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；
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モ

ンソン大 管長，わたしたちは

し，心に喜びを与えてくれる麗しい瞬間の

大管長を愛しています。新た

数々を思い出します。しかし同時に，でき

な神殿の建設と伝道活動につ

ることなら過去に戻って変えたいと願う

いての歴史的な，霊感あふれる発表に感

事柄を思い出し，後悔の念を抱くのです。

謝します。それらを通して，わたしたちも

病気が末期の患者の世話をしているあ

これから何世代にわたっても，大きな祝福

る看護師は，この世を去ろうとする患者に

を受けると確信しています。

単純な質問をよく投げかけるそうです。

愛する兄弟姉妹，そして愛する友人の皆
さん。わたしたちは皆死にます。これを聞

2

「後悔していることがありますか」と。
この世での最後の日が近づくにつれ，

いても，だれも驚かないとよいのですが。

はっきりとした考えや悟り，視点が得られ

だれも，この地 上でそう長くは生きま

ることが多いものです。後悔しているこ

せん。地上で貴重な一定の期間を過ごし

とについて聞かれると，彼らは心を開い

ますが，永遠の目から見ると，それはまば

て，時計を巻き戻せたら何を変えたいか

たきするほどの短さです。

について回想し，語ってくれたそうです。

それから地上を去り，わたしたちの霊は

彼らの語ったことについて深く思い巡ら

「〔わたしたちに〕命を与えられた神のみも

しているとき，イエス・キリストの福音の

とへ連れ戻され」ます。1 肉体を横たえ，

基 本的な原則を取り入れさえすれば，そ

この世的な事柄を後にして，来世に移る

れがいかにわたしたちの人生に良い方向

のです。

付けを与えるかということに驚きました。

若いとき，自分は永遠に生きるように感

福音の原則になぞめいたことは何もあり

じます。地平 線のかなたから，新しい日

ません。聖文から学んだり，日曜学校で

が終わりなくやって来るように思え，未来

話し合ったり，説教台から語られるのを何

が目の前に永遠に続くまっすぐな道のよう

度も聞いたりします。これらの神の原則と

だと感じます。

価値観はまっすぐで明確であり，美しく，

しかし年を取るにつれ，過去を振り返
り，その道がいかに短いかに驚くようにな

深遠で，力強く，いずれ後悔するかもしれ
ないことを確実に防ぐ助けになります。

ります。年月がいつの間にそれほど速く
過ぎ去ってしまったのだろうといぶかるの

愛する人ともっと時間を過ごしたかった

です。自分がなしてきた選びや行いにつ

恐らく，死にゆく患者が最もよく口にす

いて考え始め，その中で魂を幸福で満た

るのは，愛する人ともっと時間を過ごした
2 0 1 2 年 11 月 号
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たま もの

かった，という後悔の思いでしょう。
特に男性は，この普遍的な嘆きを口にし

時間という貴重な賜 物 をお与えになりま

になれなかった，ということです。自分の

した。

人生を振り返り，自分の可能性を引き出す

てきました。「あまりに多くの時間を仕事

今の時代，人々とともに時間を過ごして

ことができなかったこと，あまりに多くの

に費やしたことを深く後悔している」と。

3

いるふりをするのは簡単です。マウスをク

ことを果たせずに過ごしてしまったことに

家族や友人と時を過ごすという，特別な

リックするだけで，一人も顔を合わせること

気づきます。

思い出を作る機会を持てなかった人が多く

なく，何千人という「友達」と「つながる」

様々な職業において成功の階段を上るこ

います。自分にとって最も大切な人との深

ことができます。技術はすばらしいものに

とについて話しているのではありません。

い結び付きを築くことができませんでした。

もなり得ますし，愛する人のそばにいられ

この世でどれだけ高く見える階段であっ

わたしたちは往々にして，とても忙しく

ないときには非常に便利です。妻とわた

ても，わたしたちを待つ，偉大な永遠の旅

なってしまうことがないでしょうか。悲し

しは愛する家族と離れて暮らしているの

路にあっては，1 段にも満たないのです

いことに，忙しいことが誉れであり，それ

で，それについてはよく分かっています。

から。

自体が達成した事柄や優れた生活の証で

しかし，家族や友人とつながるための方法

むしろわたしは，天の御父である神が

あるかのように考えてしまうのです。

がほとんどの場合，おかしな写真をネット

意図されたような人になることについて話

ほんとうにそうでしょうか？

で流したり，ささいなメールを転送したり，

しているのです。

主であり，完全な模範であられるイエス・

愛する人々をサイトにリンクさせたりするこ

あかし

詩人の言葉を借りれば，わたしたちは
ひ

キリストと，ガリラヤとエルサレムの人々の

とであるなら，個人としても社会としても，

前世から「栄光の雲を曳き」4 この世に来

中で過ごされた主の短い人生について考え

正しい方向には向いていないと，わたしは

ます。

ます。主が，会議から会議に走り回ったり，

思います。このような活動が適切な場合も

天の御父はわたしたちが持つ，真の可

達成するべき事柄を連ねたリストを手に，

あるのでしょう。しかし，どれだけの時間

能 性を理 解しておられます。わたしたち

同時に幾つもの課題に取り組んだりされ

をそ れ に 割こうとして いるでしょうか。

が知らない自分のことさえをも御存じな

ている様子を想像しようとしました。

最も良い自分とゆっくりした時間を，自分

のです。人 生の中で，わたしたちがこの

にとって最も大切な人に与えないなら，わ

地 上に 創 造され た目的を果 たし，良い

たしたちはいつの日か後悔するでしょう。

人生を送れるように，そして主のみもとに

でも，できませんでした。

あわ

その代わりに見えるのは，憐 れみと思
いやりに満ちた神の御子が，目的をもって

愛する人を大切にすると決心しましょう。

毎日を過ごされる姿です。主が周りの人々

意義ある時をともに過ごし，一緒に何かを

と交わられるとき，人々は自分が大切な存

行い，大切な思い出を作りましょう。

在で，愛されていると感じました。主は，

帰れるように，促しを与えてくださいます。
ではわたしたちはなぜ，あまりに多くの
時間や労力を，非常に一時的で，取るに足
りない，表面的な事柄に費やすのでしょう。

ご自分が会われた人々の永遠の価値を御

自分の持てる能力を最大限伸ばしたかった

ささいで，はかないことを得ようとすること

存じでした。彼らを祝福され，教えを授け

人々が口にしたもう一つの後悔は，自分

がいかに愚かなことかを見ようとしない

られました。彼らを高め，癒 し，ご自分の

がなれる，あるいはなるべきだと感じた自分

いや
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のでしょうか。

「自分のため，虫も食わず，さびもつか

照らしてくださり，わたしたちの目を開け，

お気に入りのコースが幾つかありますが，

ず，また盗人らが押し入って盗み出すことも

まだ知らない，そして恐らく想像したこと

どのくらい 遠くまで 行くか，人と比べて

ない天に，宝をたくわえ」る方がより賢明

もない才能を見せてくださるでしょう。

どのくらい速く走れるかは，あまり気にし

5

なのではないでしょうか。

聖さと幸福を熱心に求めれば求めるほ

どうしたらこれができるのでしょうか。

ど，後悔の道を歩むことが少なくなります。

ません。
しかし，時折わたしは，もう少し競争し

救い主の模範に従うこと，主の教えを日々

救い主の憐れみに頼れば頼るほど，天の

てもいいのではないかと考えます。もう少

の生活に取り入れること，神と同 胞 を真

御父が用意してくださった道にとどまって

し頑張ったら，もう少し努力したら，もっ

に愛することによってできます。

いると感じることが多くなります。

といい記録を出し，もっとスピードを出せ

はら から

足を引きずりながら，時計を気にしなが
ら，不平を言いながらでは，弟子になる道
を進むことは決してできません。
福音を生活の中で実 践するとき，つま
先を水につけただけで泳ぎに行ったと言

る の で は な い か とさえ 考 える の で す。
もっと幸せでいればよかった

死を間近にした人が抱くもう一つの後
悔を聞くと，少し驚きます。もっと幸せで
いればよかった，と思うのだそうです。

時々，すばらしい妻にこの思いを伝えると
いう大きな過ちを犯すことさえあります。
こういった提案に対して彼女はたいて
い，とても優しく，とてもはっきりと，とて

う子供のようであってはなりません。天の

自分の手の届かないところにある何か

も率直に答えてくれ，ほほえみながらこう

御父の息子・娘として，わたしたちははる

が幸福をもたらしてくれる，という幻想に

言います。「ディーター，これは競争じゃ

かにもっと多くのことを成し遂げる能力が

とらわれることがよくあります。もっと良

ないの。旅なのよ。今を楽しまなきゃ。」

あるのです。ですから，善いことをしよう

い家族関係，もっと良い経済状況，大変

と 思うだ け で は 十 分 で は ありません。

な試練が終わることなどです。

行わなけれ ば ならないので す。 さらに
もっと大切なのは，天の御父が望んでお
られるような人に なる 必要があるという
ことです。
の
福音 の証を 宣 べ伝えるのは良いこと
で す。 しかし回 復された福音 の 生きた
模範となることは，もっと良いことです。
聖約にもっと忠実でありたいと願うのは，
良いことです。実際に徳高い生活を送り，
じゅう ぶん
什 分 の一と献金を納め，知恵の言葉を守
り，助けのいる人々に仕えるなど，神聖な聖
約に忠実であるのは，もっと良いことです。
家族の祈りや聖文研究，健全な家族活動
にもっと時間をささげると宣言するのは，
良いことですが，実際にこれらすべてを
着実に行うことで，生活に天の祝福がもた
らされるのです。
主の 弟 子 になる道 は，聖さと幸 福 を
求めることです。最良の自分，最も幸福な
自分になる道です。
救い主に従い，わたしたちが意図された
人になれるように，勤勉に努力しましょう。
聖霊の促しに耳を傾け，従いましょう。そう
するなら，天の御父はわたしたちが自分
自身についてまるで知らなかった事柄を
啓示してくださいます。主は行くべき道を

彼女の言うとおりです。
人 生の 中 で，到 達 地 点にば かり目を

年を取れば取るほど，過去を振り返る

向けて，旅の間に喜びを感じられずにい

につけ，表面的な状況はそれほど重要で

ることがあります。妻とサイクリングに行

はなく，わたしたちの幸福を決めるもので

くのは，それを終えることが楽しみだから

もないことに気がつきます。

ではありません。彼女とともにいることが

わたしたちが 重要なのです。わたした
ちが 自分の幸福を決めるのです。
皆さんもわたしも，結局は自分自身の
幸福に対して責任があります。
妻 のハリエットとわたしは，自転 車に
乗るのが大好きです。外に出て自然の美
しさを楽しむのは，すばらしいことです。

心地よく，楽しいから行くのです。
常に終わったときのことを予測するあま
り，心地よく楽しい経験を台なしにしてし
まうのは愚かだとは思いませんか。
美しい音楽を聞くとき，それを心から楽
しむ前に最後の音が消えていくのを待ち
ますか。 いいえ。 曲の中で 奏でられる
様々なメロディーやリズム，そしてハーモ
ニーに耳を傾け，音楽に浸ります。
祈るとき，
「アーメン」や最後の言葉だ
けを考えて祈るでしょうか。もちろん違い
ます。わたしたちが 祈るのは，天の御父
み たま

と近くあるためであり，主の御 霊 を受け，
主の愛を感じるためです。
将来の，ある時期まで幸せになるのを
待ち，そのときになって初めて，幸 福は
もっと前に，すでに得られたのだと分かる
というようなことがあってはなりません。
いつも幸せでいるべきです。人生は過去
を振り返って 評 価 するだけのものでは
ないのです。詩篇の作者は書いています。
「これは主が設けられた日であって，われ
2 0 1 2 年 11 月 号
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になるのです。12 主の贖いにより，わたし
たちは過去に区切りをつけ，清い手と清
13
い心を持ち，
もっと良く行おう，そして特

に，もっと良くなろうという決意を胸に前
進することができるのです。
そうです。この人生は瞬く間に過ぎ去
ります。あっという間に毎日が色あせ，死
の影におびえることもあります。しかし，
わたしたちの霊は生き続け，いつの日か
復活した肉体と再び合わされて完全な栄
光を受けます。憐れみに満ちたキリスト
のおかげで，わたしたちは皆再び，そして
永遠に生きるのです。救い主であり，贖い
6

決意について

らはこの日に喜び楽しむであろう。」

主である御方のおかげで，わたしたちは

兄弟姉妹の皆さん，どんな状況にあっ

わたしたちはいつの日か，避けることの

いつの日か「死のとげはキリストにのみ込

ても，どんなチャレンジや試 練を受けて

できない一歩を踏んで，この世から来世

まれてしまう」という言葉の意味を真に理

いても，日々心から楽しみ，大切にできる

に行きます。いつの日か自分の人生を振

解し，喜ぶことでしょう。

何かがあります。わたしたちが目を向け，

り返り，もっと良くなれたのではないか，

神の息子・娘としての神聖な使命を果

感 謝 するなら，日々感 謝 や喜 び を感じ

もっと良い決断 ができたのではないか，

たす道は永遠に続きます。愛する兄弟姉

させてくれる何かがあるはずです。

もっと賢く時間を使えたのではないか，と

妹，親愛なる友人の皆さん，その永遠の道

考えるでしょう。

を 今日 歩み 始めなけ れ ば なりません。

おそらく目で見るより，もっと心の目を
開いて見る必要があるのでしょう。わた

人生の最大の後悔を避けるためには，

きょう

14

一日たりとも無駄にすることはできないの

しはこの引用が 好きです。「心で見なく

今 日，賢明な決意をすることです。です

です。死を目前にするまで，真に生きること

ちゃ，ものごとはよく見えないってことさ。

から，次のことを行いましょう。

を学ぶのを待つことがないように祈ります。

7

かんじんなことは，目に見えないんだよ。」

わたしたちは「すべてのことについて感
8

謝をささげる」ように命じられています。
ですから，現状の良くない部分を拡大して
みるよりも，たとえ小さくても，感謝できる
事 柄に目と心を向ける方 がよい のでは
ないでしょうか。

• 愛する人ともっと時間を過ごそうと決意
する。
• 神が望んでおられるような人になるため
に，もっと熱心に努力しようと決意する。
• どんな状況にあっても，幸福を見いだそ
うと決心する。

主は約束しておられます。「すべてのこ
とを感謝して受け入れる者は，栄光を与え

わたしたちが明日抱くかも知れない，最

られるであろう。また，この世のものも百

も深く後悔することの多くは，今日救い主

倍，いやそれ以上，加えられるであろう。」9

に従うことによって防ぐことができること

兄弟姉妹の皆さん，天の御父の豊かな

を証します。 罪や間違いを犯したなら，

祝福によって，憐れみに満ちた救いの計画

後悔するような選択をしてしまったなら，

と，回復された福音の神の真理，そしてこ

キリストの 贖 いという貴い賜 物があり，

の世の旅路の数々の美しさを与えられた

それによってわたしたちは赦 しを得られ

わたしたちには，
「喜んでよい理由はない

ます。時間をさかのぼって過去を変える

〔でしょう〕か」10
どんな状況にあっても，幸せでいようと
決意しましょう。

あがな

ゆる

ことはできませんが，悔い改めることは
できます。救い主はわたしたちの目から
11
後悔の涙をぬぐい取ること，
そしてわた

したちの罪の重荷を取り除くことがおでき
24
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み

な

イエス・キリストの聖なる御名により，アー
メン。■
注
1. アルマ 40：11
2. スージー・シュタイナー，
“ Top Five Regrets
of the Dying, ”Guardian，2012 年 2 月 1 日，
www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2012/
feb/01/top-five-regrets-of-the-dying 参照
3. ブロニー・ウェア，シュタイナー，
“ Top Five Regrets
of the Dying. ”
4. 田部重治訳，ウィリアム・ワーズワース
「幼年
いわいうた
時代を追想して不死を知る頌」
『ワーズワース
詩集』167，岩波文庫
5. マタイ 6：20
6. 詩篇 118：24
7. 内藤濯訳，サン＝テクジュペリ『星の王子さま』
岩波書店，99
8. モーサヤ 26：39 。教義と聖約 59：7 も参照
9. 教義と聖約 78：19
10. アルマ 26：35
11. 黙示 7：17 参照
12. マタイ 11：28 － 30 参照
13. 詩篇 24：4 参照
14. モーサヤ 16：8 。1 コリント 15：54 も参照

2012 年 10 月 6 日

―

土曜午後の部会

う提議します。
賛成の方はその意を表してください。

大管長会第一顧問

ヘンリー・B・アイリング管長

教会役員の支持

わたしたちは，スティーブン・E・スノー
長老を教会歴史家および記録者として支
持するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方。
わたしたちはキース・K・ヒルビッグ，
ジェイ・E・ジェンセン，マーリン・K・ジェ
ンセン，オクタビアノ・テノリオの各長老を
七十人第一定員会から解任し，名誉中央
幹部の称号を与えるよう提議します。
わたしたちは，キース・R・エドワーズと

わ

ラリー・W・ギボンズの各 長 老を七十人
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

を表してください。
ジェイ・E・ジェンセン長老が七十人会
長会から解任されました。
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。

第二定員会から解任するよう提議します。
これらの兄 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，手を挙げてその意を表してくだ
さい。

ングを，大 管長 会 第二 顧問としてディー

わたしたちはクレーグ・C・クリステンセ

そのほかの中央幹部，地域七十人，中

ター・フリードリッヒ・ウークトドルフを

ン長老を七十人会長会の一員として支持

央補助組織会長会を現在のまま支持する

支持するよう提議します。

するよう提議します。

よう提議します。

賛成の方はその意を表してください。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，その意を表してく

反対の方。

ださい。

わたしたちは，マーリン・K・ジェンセン

十二使徒定員会会長としてボイド・ケネ

長老を教会歴史家および記録者から解任

ス・パッカーを，また同定員会会員として，

し，彼のすばらしい奉仕に感謝を示すよ

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。
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。■

ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，
ラッセル・M・ネルソン，ダリン・H・オー
クス，M・ラッセル・バラード，リチャー
ド・G・スコット，ロバート・D・ヘイルズ，
ジェフリー・R・ホランド，デビッド・A・
ベドナー，クエンティン・L・クック，D・
トッド・クリストファーソン，ニール・L・ア
ンダーセン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 会顧問と十二使 徒を，預言者，
聖見者，啓示者として支持するよう提議し
ます。
賛成の方はその意を表してください。
もし反対の方がいれば，同様にその意
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十二使徒定員会

とても残念なことに，この４年間，お母

L・トム・ペリー長老

さんと一緒に母の日を過ごすことができ
ませんでした。毎年，一緒に過ごし，お母

善い親になる

さんへの愛と思いを伝えたいと望んでい
ました。でも，今 年もそれができないの
で，次善の策として仕方なく，手紙で自分
の思いを伝えます。

イエス・キリストの福音を子供に教えるために必要な助けと支援
を善い親が受けることができる多くの方法があります。

今年は以前にも増してよく分かったこと
があります。すばらしい母親を持つこと
がどんなに大きな祝福であるかということ
です。何よりも，わたしのためにしてくれ
た小さなことが懐かしく思い出されます。
朝起きるといつも，清潔なシャツや靴下が

わ

あるかどうか心配する必要はありません
たしは今年の夏，特に重要な人

値として最初に挙げられ，それゆえにサタ

でした。ただ引き出しを開けさえすれば，

生の節目を迎えました。90歳の

ンの攻撃の的になっているのは，結婚の

そこに入っていました。食事時には，自分

誕生日を祝ったのです。人生の

神聖さと家族の重要性です。この二つは

の好きな物ができる限り最上の方法で料

節目を迎えるとき，過去の出来事や経験

家庭という錨 や安全な港を与えてくれる

理されて出てくること，夜は，ベッドに清

について考えることは有益で啓発的です。

ものです。家庭にあってこそ，愛にあふれ

潔なシーツが敷かれ，寝心地をよくするの

この話を聞いているか読んでいる若人の

た天の御父の子供は一人一人，良い影 響

にちょうどよい数の布団が掛けてあること

皆さんは，90歳を迎えることにそれほど

を受け，そのほかの永続的な価値を身に

を，いつも知っていました。家で生活する

感動を覚えないかもしれません。でもわた

付けられるのです。

ことはほんとうに大きな喜びでした。」

しが生まれた当時は，こんなに長生きす

いかり

人生の節目となる 90 歳の誕生日を迎え

自分の手紙のこの初めの２段落を読ん

るのは偉業であると考えられていました。

るに当たり，自分の長い人生の経験を思

だとき，何て感傷的な言葉だろうとショッ

わたしは毎日，長寿という祝福を与えてく

い出し，感謝できるように家族が助けてく

クを受けました。テントの中で生活し，蚊

ださった天の御父に感謝しています。

れました。例えば，わたしのめいは，ほぼ

帳の下で簡易ベッドに寝ていたわたしは，

70 年前にわたしが 両親に書き送った幾

恐らく特別に家が恋しくなってホームシッ

変化がありました。工業化が進み，情報

つかの手紙を集めて，見せてくれました。

クにかかっていたのでしょう。

時 代が訪れました。若いころ，大きな技

第二次世界大戦中に太平洋のサイパン島

術革新の成果として，大量生産された自

に駐留していた海兵隊基地から出した手

動車，電話や飛行機が登場しました。現

紙です。

これまで生きてきた間に，非常に多くの

母への手紙には，続けてこう書いてあ
ります。
「でも，そんなことよりもっと感謝したい

代では情報を見つけ，分かち合い，使う方

そうした手紙の１通が特にわたしの目に

法が毎日のように変化しています。 90歳

留まりました。1945 年の母の日に開封して

わたしたち家族にとって日々の生活はとて

になるわたしは，わたしたちが生活してい

読んでもらうために母に書いた手紙です。

も楽しかったので，お母さんの模範に従

る世界の急速な変化に驚嘆しています。

その一部を皆さんに紹介したいと思いま

いたい，子供のころに経験した喜びを味

今 日 の数々の発見や発明は生活を向上さ

す。家庭でいろいろなことを教えてくれた

わい続けたいと思いました。お母さんは

せる可能性にあふれ，想像力をかきたて

優しい両親にわたしがいつも感謝してい

いつも，家族を山へ連れて行く時間を見つ

られるばかりです。

る理由がお分かりになることでしょう。わ

けてくれました。山登りからボール投げ

世の中で起きているあらゆる急速な変

たしの両親は善い親として最良の模範を

まで，いろいろなことを一緒にやってくれ

化にあって，わたしたちはイエス・キリス

示してくれました。結婚，そして子供を正

ました。お母さんもお父さんも独りで休

トの福音の価値が確実に永続するように

しく育てることを最優先したのです。

暇を過ごすことは一度もありませんでし

こん にち

熱心に祈り，働いています。もうすでに，
それらの価値の中には失われる危険にさ
らされているものもあります。そうした価
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1945 年の母の日の手紙を読んでみま
しょう。
「大好きなお母さん，

のはお母さんが示してくれた模 範で す。

た。いつも家族と一緒でした。今こうし
て家を離れていると，いつも実家での生
活について話したくなります。とても楽し

かったからです。今はお母さんの教えを

ています。末日聖徒イエス・キリスト教会

ないがしろにすることはできません。わ

には，独特の福音の文化，すなわち全 教

らも得られない安心感を持てるのです。
善い両親から家庭で受ける教えは，サ

たしの行動はお母さんの人格を反映した

会員に共通する価値観，期待されている

タンの影 響力が 勢いよく広まっている現

ものとみなされるからです。ノラ・ソン・

事柄，慣習があります。この福音の文化

代社会においてますます重要性を増して

ペリーの息子と呼ばれるのにふさわしくな

すなわち生活様 式は，救いの計画，神の

います。御存じのとおり，サタンは社会の

ることは，わたしにとって人生の大きな課

戒め，生ける預言者の教えに基づいてい

まさに基盤である家族をむしばみ，破壊

題です。そのように呼ばれることを誇り

ます。それはわたしたちの子育てのあり

しようとしています。サタンは狡 猾 に注意

に思います。常にその名にふさわしくあり

方や，一人一人の生活中で実際に示されて

深く偽 装して，家族のために貢献する生

たいと望んでいます。

います。

活を世界中で攻撃し，忠実な聖徒たちの

こう かつ

母の日を一緒に祝うためにこの４年間

アダムが肉体を得た後に最初に与えら

ずっと計画してきたことが実現できるよう

れた指示が創世記第 2 章 24 節に記され

文化と聖約をひそかに崩しているのです。
家庭で教えることは非常に神聖で重要な

に，来年はぜひお母さんと一緒に過ごせ

ています。「それで人はその父と母を離れ

責任であると，両親は決意しなければな

るよう望んでいます。

て，妻と結び合い，一体となるのである。」

りません。教会や学校などのそのほかの

この悩める世のために，いろいろなす

男女が法律にかなって結婚して一体と

ばらしいことをしてきたお母さんのうえに

なることにより，地を受け継ぐ将来の世代

機関は，親が「子をその行くべき道に従っ
て教え 」るのを助けることはできますが

主の祝福がありますように。

だけではなく，この世で経験し得る最大

（箴言 22：6 ），最終的にはこれは親の務

愛を込めて，トムより。」1

の喜びと満足感がもたらされます。これ

めなので す。 偉 大な幸 福の計 画によれ

自分の手紙を読み直しながら，自分を

が特に当てはまるのは，神権の権能によ

ば，天の御父の子供たちの世話と養育を

成長させてくれた家 族，ワードやステー

り結婚が現世と来世にわたり永遠に続く

委任されたのは善い両親なのです。

ク，地域社会の文化について考えました。

ものと宣言されるときです。そのような結

親として果たすべきすばらしい務めに

文化とは，人々の生活様 式と定義され

婚の下で生まれた子供は，ほかのどこか

あって，イエス・キリストの福音を子供に
2 0 1 2 年 11 月 号

27

教えるために必要な助けと支援を善い親

もって自分の家族を管理しなければなり

が受けることができる多くの方法がありま

ません。また，生活必需品を提 供し，家

す。いっそう強固な家族の文化を作り出

族を守るという責任を負っています。ま

すために，親が行える５つの事柄を提案

た母親には，子供を養い育てるという主

させてください。

要な責任があります。これらの神聖な責

第１に，御父が送ってくださった子供た

任において，父親と母親は対等のパート

ちを愛し，理解し，導く助けを永遠の御父

ナーとして互いに助け合うという義務を

に願い求めながら熱心に祈ることです。

負っています。」3

第２に，家族の祈り，聖文の研究，家庭

母親が果たすべき役割として次世代の

の夕べを行い，できるだけ頻繁に食事を

子供を養い教えることを強調するのは神

共にして，夕食時を意思の疎通を行い，価

の意図であると信じています。しかし，夫

値観を教える時間にすることです。

と妻が心から協力し合ってそれぞれの影

第３に，教会の支援ネットワークを十分

響を融合させ，子供について，また子供に

に活用することです。自分の子供を担当

対して，意思疎 通を効果的に行う姿を見

している初等協会教師や青少年指導者，

の文化は子供たちが世にあっても「世の

クラスや定員会の会長会とのやり取りを

もの」にならないための助けとなるでしょ

行いましょう。子供たちと一緒に活動す

う（ヨハネ 15：19 ）。

るのはすばらしいことです。
子供たちに向けられた悪の激しい攻撃
は，かつてないほどさらに巧妙に，また目

るために召され任命されている人たちと

ジョセフ・フィールディング・スミス大

に余るものになっています。堅固な家族

の意思疎 通を図ることにより，親は子 供

管長は次のように教えています。「子供に

の文化を築くことにより，守護壁をいっそ

の特別な必要を具体的に理解するという

イエス・キリストの救いの原則を教えるこ

う厚くして，子供たちを世の影響から守る

重要な務めを果たすことができます。

とは，親の義務です。親がその義務を果

ことができます。

あかし

第４に，しばしば子供に証 を分かち合

たして初めて，子供はバプテスマを受ける

シオンの善き母親と父親である皆さん

い，全力を尽くして神の戒めを守るように

理由を学び，バプテスマの後も神の戒め

を神が祝福されますように。神は御父の

励まし，天の御父の忠実な子供たちに約

を守り続けようという望みを胸に抱き，や

永遠の子供たちの世話を皆さんの手にゆ

束しておられる祝福を約束することです。

がては神のみもとへ帰ることができるの

だねておられます。親として，神と力を合

第５に，家族を一致 協力させるための

です。兄弟姉妹の皆さん，家族や子供と

わせ，御父の子 供たちの間に，主の業と

約束事として，次のようなものを作るとよ

ともに住みたいと思いませんか。先祖に

主の栄光をもたらすのです。全力を尽くす

いでしょう。明瞭で単純な家族の規則や

結び固められたいと思いませんか。……

ことはわたしたちの神聖な務めです。以

期待されている事柄，健全な家族の慣習

もしそう思うなら，ゆりかごの傍らで教え

上をイエス・キリストの御 名 により証しま

や日課，そして，子供が家事を分担して小

ることを始めなければなりません。皆さ

す，アーメン。■

遣いをもらい，予算や貯蓄，得た収入の什

んは訓戒と模範によって，子 供を教える

分 の一を納めることを学ばせる「家計管

のです。」2

じゅう

ぶん

理法」などです。

家族への宣言はこう述べています。

いっそう堅固な家族の文化 を作るため

「夫婦は，互いに愛と関心を示し合うと

の以上の提案事項は，教会の文化と調和

ともに，子供たちに対しても愛と関心を示

して行われます。堅固な家族の文化は，

すという厳粛な責任を負っています。『子

子 供たちを「敵 対する者の …… 火の矢」

供たちは神から賜 わった嗣業であり』
（詩

から守ることでしょう（ 1 ニーファイ 15：

篇 127：3 ）とあります。両親には，愛と

24 ）。そうした火の矢は，仲間内の文化，

義をもって子供たちを育て，物質的にも霊

娯 楽や有名人の文化，
「当然 信用を受け

的にも必要なものを与え，また互いに愛し

て，当然したいことをする権利がある」と

合い仕え合い，神の戒めを守り，どこにい

いう文化，インターネットやメディアの文化

ても法律を守る市民となるように教えると

など，子供たちが絶えずさらされている文

いう神聖な義務があります。……

化から放たれて来るのです。堅固な家族
28
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たま

…… 神の計画により，父親は愛と義を

み

な

注
1. L・トム・ペリー長 老 がサイパンから母 親へ
送った母の日の手紙，1945 年 5 月 3 日付
2. L・トム・ペリー「家庭で子供を教える母親」
『リアホナ』2010 年 5 月号，30 参照
3.「家族 ─世界への宣言」
『リアホナ』2010 年
11 月号，129

十二使徒定員会

M・ラッセル・バラード長老

熱心に携わる
多くの人々が努力して「熱心に善いことに携わり」，偉大なことが
成し遂げられ，重荷は軽くなりました。

思えませんが，ミツバチ１匹による小さじ
12 分の１杯分の蜂蜜は，巣箱を維持する
のに不可欠です。ミツバチは互いに依存
します。数匹のミツバチでは途方もなく
大変な仕事も，すべてのミツバチが忠実に
自分の分を果たせば重荷が軽くなるので
す。
わたしたちの教会歴史において蜂の巣
は常に重要な象徴でした。モルモン書で
は何千年も前にヤレド人がアメリカ大陸に
旅をしたとき，ミツバチを連れて行った記
述があります（エテル２：３参照）。ブリ
ガム・ヤングは，開拓者たちがグレートソ

ペ

ルトレーク湖を囲む不毛な砂漠の荒地を
ひ よく

リー長老，あなたは教会全体の

集め，それを蜂蜜に熟成します。それは

現代のような肥 沃 な谷に変えるのを励ま

90 歳の中で 最もお若いのでは

創造主により遺伝子構造に刷り込まれた

し，協力する活力を呼び起こすためにミツ

ないでしょうか。みなさんも彼

すばらしい特質なのです。わずかこの１ポ

バチの巣を象徴に選びました。わたした

がいすから飛び上がったのをご覧になっ

ンド（ 450 グラム）の蜂蜜を作るために，

ちも，彼らが共有したビジョンと勤勉な働

たでしょう。

巣 箱の中の約２万から６万匹のミツバチ

きから恩恵を受けています。

愛する兄弟姉妹のみなさん，わたしは

が集団で何百万もの花から蜜を集め，延

ミツバチの巣の象徴は多くの神殿の内

完熟したトマトや，もぎたての果汁たっぷ

べにして地球を２周するのと同じ距離を旅

装，外装に見られます。わたしが立ってい

りの桃を食べる度に，60 年前父がユタ州

しなければならないのです。わずか数週

るこの説教台は，ゴードン・B・ヒンクレー

ホラデーに持っていた小さな桃の果樹園

間から４か月という寿命の１匹のミツバチ

大管長の家の裏庭にあったクルミの木で

のことを思い出します。父はそこでミツバ

が生涯に巣箱に残せる蜜はほんの小さじ

できており，ミツバチの巣の図案が彫られ

チの群れを飼って桃の花を授粉させてお

12 分の１杯分です。

ています。

り，それがやがてとても大きなおいしい桃

全体に比べれば一見それほど重要には

あかし

この象徴体系はすべて一つの事実を証

になるのでした。
父はおとなしいミツバチを愛しており，
それが何千匹も協力して桃の花から集め
た蜜を，甘い黄金 色に輝く蜂蜜に，天然
の最高の恵みである食物に変えることに
驚 嘆していました。 実 際，栄 養 学 者は，
蜂蜜は生命を維持するのに必要な栄養素
である酵素，ビタミン，ミネラル，水分など
をすべて含む食物の一つであると述べて
います。
父はいつも彼のミツバチの巣箱の世話
をわたしに手伝わせようとしましたが，わ
たしは父にミツバチの世話をしてもらう方
がずっと好きでした。しかし，それ以来，
わたしは高度に組織されたミツバチの巣
箱，すなわち６万匹ものハチの群れについ
てもっとよく知るようになりました。
ミツバチは本能的に授粉し，花の蜜を
2 0 1 2 年 11 月 号
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中の大きな変化をどのように生じさせるか
は，わたしたちが永遠の幸福と平安を得
るうえで 不 可 欠 で す（ア ル マ 5：12 －
21 参照）。
蜂蜜には肉体を維持するのに必要なす
べての栄養素が含まれていることを思い
出してください。そしてキリストの教えと
しています。多くの人々が努力して「熱心

どうでしょうか。日々わたしたちが，クリ

福音は，永遠の命を得るための唯一の方

に善 いことに携 わり」
（教 義と聖 約 58：

スチャンとしての心からの愛のゆえに，無

法です。自分の証が，思いという枠を超え

27 ），偉大なことが成し遂げられ，重荷は

数の小さな思いやりある奉仕を積み重ね

て心の奥深くに根を下ろして初めて，愛し

軽くなりました。もし何百 万もの末日聖

ていくと，どのような影響があるでしょう

仕えたいという思いが救い主と同じような

徒がミツバチのように主イエス・キリスト

か。わたしたちを通して差し伸べられた

ものとなるのです。そのときになって初め

の教えに焦点を当て，集中して献身した

神の愛で，天の御父の子供たちすべてを

てわたしたちは御 霊 により力を授けられ，

ら，世の中でどれだけのことを成し遂げら

変化させる効果が，徐々にもたらされるこ

同胞に霊的な影響を与えられる，キリスト

れるか想像してみてください。

とでしょう。問題の山積した現代の世の

に深く改心した弟子となるのです。

救い主は最初の偉大な戒めを次のよう
に教えられました。
「『心をつくし，精神をつくし，思いをつ
くして，主 なるあ な た の 神 を 愛 せよ。』
……
第二もこれと同様である，
『自分を愛す
るようにあなたの隣り人を愛せよ。』
これらの二つのいましめに，律 法 全体

こん にち

中は，今 日 かつてないほどこのキリストの

心がこの世のものにとらわれなくなる

愛を必要としており，これからその必要性

と，わたしたちは人の誉れを得ることや，

はさらに増すでしょう。

自分の誇りを満足させることを，もはや望

これらのささやかな，日々の奉 仕の行

37 参照）。その代わり，イエスが教えら

ないかもしれませんが，全体的に考えてみ

れたキリストのような特質を身に付け，わ

ると，１匹のミツバチが巣箱にもたらす小

たしたちは以下のような者となるのです。

さじ 12 分の１杯分の蜂蜜に似ています。
神とその子供たちへのわたしたちの愛に

22：37，39 － 40 ）

は力があり，それがキリスト教徒としての
無数の親切な行いを通して実践されると

その意味は深遠で，非常に重要です。わ

き，信仰と希望と愛という生命を維持する

たしたちは神を愛し，自分と同じように隣

蜜で，世の中をより良くし，養うのです。

人を愛し，慈しむべきです。わたしたち皆

わたしたちが勤勉なミツバチのようにな

が力を合わせてキリストに従う者として

り，そ の 熱 心さが わたしたちの 本 質の

一致し，熱 心にたゆまず人々の必要にこ

一部になるには，何をしたらよいでしょう

たえ，家族，友人，隣人，同 胞 など周りの

か。わたしたちの多くは教会の集会に出

人々に仕えるなら，世の中にどれほど 貢

席することについて忠実です。召しを熱

献できるか想像してみてください。

心に，特に日曜日に果たします。それは

はら から

ヤコブの手紙にあるように，奉仕こそま

まなくなります（教 義と聖 約 121：35 －

いはすべて彼ら自身によるものには見え

と預 言 者とが，かか っている。」
（マタイ
救い主は平易な言葉で語られましたが，

み たま

●

わたしたちは 温 厚で柔 和で寛 容です
（教義と聖約 121：41 参照）。

●

わたしたちは偽 善や偽りがなく，親切
です（教義と聖約 121：42 参照）。

●

わたしたちはすべての人に対して慈愛
を感じます（教義と聖約 121：45 参照）。

●

わたしたちは常に徳高い思いを抱きま
す（教義と聖約 121：45 参照）。

●

わたしたちは悪を行う望みをもはや持
ちません（モーサヤ 5：2 参照）。

●

聖 霊は常にわたしたちの 伴 侶となり，

確かに称賛されるべきことです。しかし

神権の教義は天からの露のようにわた

さに清く汚れのない信心です（ヤコブの

わたしたちの心と思いは週の残りの日々，

したちの 心 に 滴ります（教 義と聖 約

手紙 1：27 参照）。

同じように熱心に善いことに向けられて

121：45 － 46 参照）。

わたしたちは火事や洪水やハリケーン

いるでしょうか。わたしたちはただ機械

や竜巻などの緊急事態のときに世界中の

的に義 務を果 たしているのでしょうか。

教会員が人道支援をしたという記事を読

それともイエス・キリストの福音に真に改

たり，熱狂的になったりすることをお勧め

みます。切望され，高く評価されているこ

心しているでしょうか。わたしたちはどの

しているのではありません。それとはまっ

れらの緊急時の対応は，互いの重荷を分

ようにして心の中で育んだ信仰の種を取

たく正反対です。わたしはただ，キリスト

け合う方法として確実に続いていくべき

り，魂の肥沃な土深い所に植えることが

の教えを心と魂の奥深くまで染み込ませ，

です。では，わたしたちの毎日の生活は

できるでしょうか。アルマが述べた心の

キリストの福音に完全に改宗して，進むべ
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さて，兄弟姉妹，わたしは狂信的になっ

き次の一歩を踏み出すようお勧めしてい

に，
「神の大切な子 供の一人に仕える機

かし，神は普通，だれかほかの人を通して

るのです。そのようにして，わたしたちは

会に気づけるよう導いてください」と祈る

わたしたちの必要を満たされます。です

自分の信じることを誠実に一貫して行い，

ことです。それから一日を通して，心の中

から，王国で互いに仕え合うことがきわめ

生きるのです。

に信仰と愛を満たして，助けの必要な人を

て大切なのです。」
（『歴代大管長の教え

この誠実さによりわたしたちの生活は

探すのです。ミツバチが花の蜜と花粉を

―スペンサー・W・キンボール』82 ）

簡素になり，御霊やほかの人の必要を，よ

集めるために花に集中するように，集中し

あなたが家庭で，学校で，職場で，教会

り敏感に感じられるようになります。それ

てください。これを行うなら，あなたの霊

でこのように行うなら，御霊はあなたを導

はわたしたちの人生に喜びを，魂に平安を

的な感受 性は研ぎ澄まされ，今まで自分

き，あなたにしかできないかもしれない特

もたらします。この喜びと平安はわたした

にできるとはまったく気づかなかった奉

別な奉仕の必要を見分けられるようにし

ちが自分の罪を悔い改め，救い主の戒め

仕の機会を見いだすことでしょう。

てくれるでしょう。あなたは御霊に導か

を守ることによって救い主に従うときにも
たらされるものです。
どうしたらこのように変われるでしょう

多くの場合，天の御父はわたしたちを通

れ，キリストの純粋な愛と福音で世の中に

して別の人の祈りにこたえられると，トー

影響を与える助けとなるよう，大いに鼓舞

マス・S・モンソン大 管長は教えました。

されることでしょう。

か。どうしたらキリストのこの愛を心に深

それはわたしたち，すなわちあなたやわた

そして，小さなミツバチが巣箱に小さじ

く染み込ませることができるでしょうか。

しの思いやりある言葉と行い，わたしたち

12 分の１杯分の蜂蜜を提 供するように，

少年少女，若い男性，若い女性，シングル

の奉仕と愛の小さな行いを通してこたえ

わたしたちの努力を何 万，何百万倍とい

アダルト，そして父親，母親を含む教会の

られるのです。

う祈りを込めたものに拡大し，クリスチャ

すべての会員にとって，効果的で毎日でき
る簡単な行いが一つあります。
その簡単な行いとは，毎朝，天の御父

また，スペンサー・W・キンボール大管

ンとしての奉仕を通して神の子供たちに

長は次のように語りました。「神はわたし

神の愛を分かち合ってください。そのよう

たちを心に留め，見守っておられます。し

にするなら，暗さが増す世界に良い影 響
が瞬く間に広がり，キリストの光をもたら
すことができるということを覚えておいて
ください。力を合わせて，自分自身の家
族，孤独な人，貧しい人，落ち込んでいる
人，そして真 理と平安を探し求めている
天の御父の子供たちに愛と思いやりを示
しましょう。
兄弟姉妹，意義ある奉仕を提供できる
人を見つけるための導きを，日々の祈りを
通して得られますように。また福音の真
理と証を分かち合う機会を得られますよ
うに，へりくだり祈ります。一日の終わり
きょう

には，
「今 日われ善きことせしか，人を助
けしか」という質問に「はい」と言えます
ように（「今日われ善きことせしか」
『賛美
歌』137 番）。
これは神の業です。熱心な小さなミツ
バチがその仕事をするように，わたしたち
もこの業に忠実に取り組めますように，イ
み

な

エス・キリストの御 名 により，へりくだり
祈ります，アーメン。■

メキシコ，メキシコシティー
2 0 1 2 年 11 月 号
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ラリー・エコー・ホーク長老

おお，
イスラエルの家よ，
わたしのもとに来なさい」

「

ることなくわたしの前を通り過ぎ，残りの
新兵全員を汚い言葉でけなしながら進ん
で行きました。
海兵隊のあの屈強な教官は，どうして
あの日わたしのことを大目に見てくれたの
だろうと考えることがよくあります。しか
し，わたしは「はい，わたしは末日聖徒イ
エス・キリスト教会の 会員です」
「はい，
わたしはモルモン書が真実であることを
知っています」とためらうことなく言えた
あかし

わたしたちは，救い主イエス・キリストのみもとへ来て，心を清める
ならば，モルモン書に記された力強い約束を成就するために働くこ
とができます。

ことに感謝しています。この証は，二人の
宣教師と一人の祭司定員会アドバイザー
み たま

の助けを受けて，御霊を通して与えられた
貴重な贈り物です。
14 歳のとき，二人の宣教師リー・ピア
ソン長老とボイド・キャンプハイゼン長老
が，わたしの家族にイエス・キリストの回
復された福音を教えてくれたので，わたし

ベ

はバプテスマを受けました。それから 2 年
トナム戦争中，わたしは合衆国

はわたしのダッフルバッグをわしづかみに

後，祭司定員会アドバイザーのリチャー

海兵隊に志願しました。基礎訓

すると，その中身を全部，後ろのマットレス

ド・ボレン兄弟がモルモン書を読むように

練を受けるため，バージニア州ク

の上に放り出しました。持ち物を調べ，何

励ましてくれました。わたしはこの励まし

ワンティコに到着して間もなく，わたしは

かを拾い上げると，教官は戻って来てわた

にこたえ，モルモン書を読み通すまで，毎

兵 舎 で自分 の ベッドを 背 にし，ほ か の

しと向かい合いました。わたしはひどい目

晩少なくとも 10 ページ読み続けました。

54 名の海兵隊新兵とともに直立不動の姿

に遭うことを覚悟しました。彼が手に持っ

モルモン書のタイトルページに，モルモ

勢で立っていました。そこへ一人の男性が

ていたのはモルモン書だったのです。怒

ン書は「イスラエルの家の残りの者である

兵舎のドアをけり開け，神への冒 瀆 に満

鳴りつけられるものと思いました。ところ

レーマン人，ならびにユダヤ人と異邦人に

ちた言葉を吐き散らしながら入って来まし

が，彼はわたしに近寄ると，こうささやいた

あてて書き記されたもの」であると記され

た。それが，屈強で歴戦の戦士である訓

のです。「おまえはモルモンか。」

ています。また『モルモン書 ─イエス・

ぼう とく

練教官との最初の出会いでした。
この恐ろしい出会いの後，訓練教官は

命じられたとおり，わたしは大声で答え
ました。「そうであります，教官殿。」

キリストについてのもう一つの証』の序文
には，レーマン人「もアメリカインディアン

兵舎の一方の端から順に，新兵一人一人の

再び最悪の事態を予想しました。とこ

の先祖である」と書かれています。モルモ

目の前に立って質問し始めました。新兵そ

ろが，彼は黙ったまま，モルモン書を持っ

ン書を読んだとき，この本にはわたしの先

れぞれについて，教官は目ざとく何らかの

た手を上げると，非常に小さな声でこう尋

祖であるアメリカインディアンについて書

あざけりの種を見つけては大声で口汚く

ねたのです。「おまえはこの本を信じてい

いてあるような気がしました。モルモン書

ののしりました。免れる者は一人もいませ

るのか。」

んでした。各新兵が命じられたとおり大き
な声で，
「そうであります」あるいは「いい
え，教官殿」と答える中，教官が列を進み

またしても，わたしは大声で 答えまし
た。「そうであります，教官殿。」

には，紀元前約 600 年にエルサレムから
「約束の地」へと移住したある民の物語が
記されています（ 1 ニーファイ 2：20 ）
。そ

今度こそ，モルモンとモルモン書につい

の一部は後にレーマン人と呼ばれるように

近づいて来ます。彼が何をしているのか，

て大声で罵倒されるに違いないと思いま

なりました。モルモン書は，南北アメリカ

まったく見えませんでした。全員が直立

した。 しかし 彼は無言 でただその場に

大陸のどこかに住んでいたこれら昔の住

不動のまま，まっすぐ前方を見ているよう

立っていました。それからわたしの持ち

民に対する神の導きの記録です。そこに

命じられていたからです。しかし自分の順

物を放り出した所に戻ると，そこにモルモ

はイエス・キリストが復活後，彼らの間で

番が来たときにそれが分かりました。彼

ン書をそっと置きました。そして立ち止ま

教え導かれた話も含まれています。モル
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17 歳でモルモン書を初めて読んだと
き，わたしはモロナイの約束に注目しまし
た。「また，この記録を受けるとき，これ
が真実かどうかキリストの名によって永遠
の父なる神に問うように，あなたがたに勧
めたい。もしキリストを信じながら，誠心
誠意問うならば，神はこれが真実である
ことを，聖霊の力によってあなたがたに明
らかにしてくださる。」
（モロナイ 10：4 ）
ひざまずいて祈ったとき，わたしはモル
モン書が真実であるという力強い御霊の証
を受けました。その証は生涯を通じて進
むべき道を決める際の助けとなりました。
わたしはすべての人に『モルモン書─
イエス・キリストについてのもう一つの証』
を読むよう強く勧めます。
特に，どこに住んでいるかにかかわりな
モン書の記述から，彼らが時代を経てア

ファイは，末日に関する父親の示現につい

く，モルモン書に登場する人々の子孫であ

メリカ大陸全体および近隣の海の島々へ

て説明する中で，このメッセージについて

るイスラエルの残りの人々に呼びかけま

と散って行ったことが分かります（アルマ

次のように言い表しています。「その日，

す。モルモン書を何度も繰り返し読んで

63：9 － 10 参照）。やがて大勢の異邦人

わたしたちの子孫の残りの者は，自分た

ください。モルモン書に記されている約

がこの約束の地にやって来ること，そして

ちがイスラエルの家に属する主の聖約の

束について学んでください。救い主，贖い

レーマン人に神の怒りが下り，彼らは散ら

民であることを知るでしょう。それから彼

主であるイエス・キリストの教えと模範に

され，打たれ，そのほとんどが滅ぼされる

らは，自分たちの先祖のことを知って理

従ってください。主と聖約を交わし守って

ことについて，当時の預言者は予告しまし

解するようになり，また彼らの 贖 い主に

ください。聖霊の導きを求め，それに従っ

た（ 1 ニーファイ 13：10 － 14 参照）。

よって先祖に与えられた贖い主の福音も

てください。

あがな

わたしの曽祖父エコー・ホークはポー

理解するようになるでしょう。このように

話を終えるに当たり，モルモン書に登場

ニー族のインディアンで，1800 年中ごろ

して，彼らは贖い主とその教義の詳しい点

するもう一人の預言者アマレカイの言葉を

に今のネブラスカ州で生まれました。彼

について理解するようになり，どうすれば

紹介します。「ところで，わたしの愛する

が 19 歳のころまでに，ポーニー族は，開

贖い主のみもとに帰って救いを得られる

同胞よ，わたしはあなたがたがイスラエル

拓 者の居 住地を確保するため，2,300 万

かを知るのです。」
（ 1 ニーファイ 15：14 ）

の聖者であるキリストのもとに来て，キリス

エーカー（ 930 万ヘクタール）の所有地を

『モルモン書 ─イエス・キリストにつ

トの救いと，キリストの贖いの力にあずか

手放さなければなりませんでした。1874 年

いてのもう一つの証』は神聖な聖典です。

るように望んでいる。まことに，キリストの

に，ポーニー族はオクラホマ州のインディ

そこには完全な永遠の福音が記されてい

もとに来て，自分自身をキリストへのささ

アン特別保 護区にある小さな保 留地へ

ます。預言者ジョセフ・スミスはこう書い

げ物としてささげ，断食と祈りを続け，最後

と，南に数百マイルの道のりを強制的に移

ています。「『モルモン書』はこの世で最

まで堪え忍びなさい。そうすれば，主が生

動させられました。1万 2,000人以上いた

も正確な書物であり，わたしたちの宗教

きておられるように確かに，あなたがたは

ポーニー族は，オクラホマ州に到 着後，

のかなめ石である。そして，人はその教え

救われるであろう。」
（オムナイ 1：26）

700人以下に減りました。ポーニー族は，

を守ることにより，ほかのどの書物にも増

わたしたちは皆，救い主イエス・キリス

ほかの部族と同様，散らされ，打たれ，そ

して神に近づくことができる。」
（『歴代大

トのみもとへ来て，心を清めるならば，モ

のほとんどが滅ぼされてしまったのです。

管長の教え─ジョセフ・スミス』64 ）

ルモン書に記された力強い約束を成就す

モルモン書にはイスラエルの家の残り

このように，モルモン書には，世界のすべ

るために働くことができます。このことを

の者であるレーマン人の子孫に向けた特

ての人に対するメッセージが含まれてい

イエス・キリストの聖なる御 名 によって証

別なメッセージが 記されています。ニー

るのです。

します，アーメン。■

はら から

み

な
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人はどんな代価を払って，
その命を買いもどす
ことができようか

て神権の誓詞と聖約を尊んで大いなるも
のとするなら「〔御〕父が持っておられる
すべて」を受けると約束されていることを
思い起こさせました。2 そしてこう尋ねま
した。「御父が持っておられるすべてより
も全国大会での 優勝は価値があるので
しょうか」と。彼は静かに「おっしゃると
おりです」と答え，ビショップと会う約束
をしました。
こん にち

今 日，わたしたちは善意があるにもか
かわらず，非常にたやすく世の騒がしい声
に巻き込まれてしまいます。世の人々は，
「的のかなたに目を向け〔るように〕」迫り
3

わたしたちは御父から永遠の命の報いを頂くために，大小を問わ
ずすべての罪を捨てなければなりません。

ます。 最 近ある人から，
「１杯の酒がそ
れほど問題ですか」と尋ねられました。
それがサタンの問いかけであることがお
分 かりでしょうか。カインは，
「わたしが
4

知るべき主とはだれですか」と言い ，そ
の後，自分の魂を失いました。小さな罪
を自己正当化することで，サタンは勝利し

救

5

ます。 1 瓶の牛乳， 名前のつづりの間違
6

7

い主はかつて弟子たちにこうお

さ。」列が進んで，25セントの入場券を求

い， 1 杯のあつもので， 生得権や受け継

尋ねになりました。「人はどん

めました。売り場の人は疑わず，わたしは

ぎが売り渡されました。

な代価を払って，その命を買い
1

もどすことができようか。」

3 本ではなくいつもどおりチョコレート菓
子を 5 本買いました。

わたしたちは人生で 5 セントや全国大
会での優勝を得たいという誘惑を受ける

これは何年も前に，よく考えるようにと

それができたことがうれしくて，わたし

とき，カインのように自分の行動を自己正

父がわたしに教えてくれた質問です。わ

はその後，この大きな成果について父に

当化することもできれば，神の御心に従お

たしが大きくなると，両親はわたしに雑用

話すため急いで家に帰りました。わたし

うとすることもできます。必要な問いかけ

を割り当て，その労働に対して小遣いをく

がその次第を話すと，父は何も言わず，話

は，正す必要のあることを行っているかど

れました。わたしはしばしば，映画を見に

し終わったわたしをただ見ながらこう言い

うかではありません。いつもそうしている

行くために週に 50 セントと少し，そのお

ました。「 5 セントのために魂を売ったの

からです。むしろ，必要なのは，御父の御

金を使いました。当時 11 歳児の映画の入

かい。」父の言葉が 12 歳のわたしの心に

心を行うようにという魂の呼びかけから

場券は 25セントでした。それで 25セント

突き刺さりました。決して忘れない教訓

「身を引く」か，それを「終え〔る〕」かで

残り，チョコレ ート菓 子 に使 えました。

です。

み こころ

す。8

1 本 5 セントです。チョコレート菓子 5 本

何年もたって，あまり活発でないメルキ

主はわたしたちの義を愛しておられま

と映画です。これほどすばらしいものは

ゼデク神権者にこの同じ質問をした自分

すが，悔い改めて従い続けるようわたした

ありません。

に気づきました。彼は家族を愛するすば

ちに求めておられます。わたしたちは聖

12 歳になるまですべてそんな感じでし

らしい人でしたが，長年教会に来ていませ

書で，戒めを守っていた裕福な若者の話

た。ある日の午後，列に並んでいて，12歳

んでした。 彼には遠 征の多い 優秀なス

を読みました。彼は救い主の前にひざま

児の入場券は 35セントだと気づきました。

ポーツチームに所属している才能豊かな

ずき，永遠の命を得るために何が必要か

つまり，チョコレート菓子が 2 本少なくな

息子さんがいました。チームは日曜日に

と尋ね，救い主から「あなたに足りないこ

るということです。その犠 牲を払う心の

練習や試合がありました。そのチームは

とが一つある。…… 持っているものをみ

備えがまったくなかったので，自分に言い

大きな試合で何度も優勝していました。

な売り払〔い〕……なさい」と言われたと

聞かせました。「外見は 1 週間前と同じ

わたしは彼に会ったとき，彼が神権者とし

き，悲しんで立ち去りました。9
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しかしもう一人，裕福ですが世俗的な

し，体面，個人のプライド，人を裁く思い，

さい。」そこでわたしはアファスィという名

人がいました。ラモーナイの父，レーマン

自分のやり方で物事を行うことについて

の教会員に車の鍵を渡して，その少年を

人の王です。彼も永遠の命について同じ

考えるのをやめなければなりません。わ

連 れて 来 るように 頼 みました。 およそ

質問をしました。こう述べています。「わ

たしたちは物欲をすべて断ち，顔に神の

20分後，肩をたたかれたのを感じました。

たしは何をすれば，この悪い霊をわたし

面影を受けなければなりません。

13

少年は外にいました。

の胸からことごとく取り除いて，神から生

兄弟姉妹，そのためには悪いことを行

彼はおよそ 10 歳でした。父親は亡くな

まれ，神の御 霊 を受け〔られる〕…… の

わないだけでなく，それ以上のことが必

り，母親は刑務所にいることが分かりまし

か。……この大きな喜びを得るために，

要だということを覚えておいてください。

た。彼は食事と寝る場所を与えてくれる

敵 対者が活動しているので，わたしたち

世話人と一緒にアクラのスラム街に住ん

皆さんは主が僕 アロンを通して王に与

も行動しなければなりません。
「考えもなく

でいました。生活費をかせぐために，路

えられた返 答を覚えているでしょうか。

ぼんやりと」座していてはなりません。

上で干物を売っていたのです。ところが，

「あなたの罪をすべて悔い改め，神の御前

神の面影を受けるとは，互いに仕え合うこ

この日の立ち売りが終わった後，ポケット

にひれ伏して，与えられると信じて信仰を

とです。作為の罪と不作為の罪があり，

に手を入れると，穴が開いていました。稼

もって神の御名を呼ぶならば，そのときあ

どちらの罪も犯してはなりません。

いだすべてがなくなっていました。アファ

み たま

10

わたしは……王位も譲ろう。」
しもべ

み まえ

み

な

なたは，今 願っているものを得るでしょ

14

わたしはアフリカで伝道部会長として

スィもわたしもすぐに分かりました。彼は

奉仕していたときに，いつもこの偉大な真

お金を持たないで帰れば，うそつき呼ば

王は犠 牲が必 要なことを理 解すると，

理について教えられました。ある集会に

わりされ，恐らく間違いなくたたかれ，その

へりくだってひれ伏し，そして祈りました。

う。」11

向かっている途中，道端で大泣きしている

後，通りに投げ出されたことでしょう。わ

「おお，神よ，……わたしはあなたを知〔る

一人の少年を見ました。わたしの中であ

たしが彼を最初に見かけたのが，その恐

ために〕……自分 の 罪をすべて 捨 てま

る声がこう言いました。「止まって，あの

怖の瞬間だったのです。わたしたちは彼

す。」12

子を助けなさい。」この声を聞いた途端，

の不安を鎮め，失った分 の金額を渡し，
彼を世話人のもとへ帰しました。

これが救い主の求めておられる方法で

すぐにわたしは正当化しました。「止まれ

す。わたしたちは御父から永遠の命の報

ない。遅れる。管理役員だから，遅れて

いを頂くために，大 小を問わずすべての

はならない。」

罪を捨てなければなりません。自己正当

集会所に着いたとき，またこう言う同じ

化，弁解，理 屈付け，自己防衛，引き延ば

声を聞きました。「行ってあの子を助けな

その夜，わたしは帰宅しながら，二つの
偉大な真理を悟りました。かつてないほ
ど次のことがよく分かりました。第 1 に，
神は一人一人を心にかけ，決してわたした
2 0 1 2 年 11 月 号
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注
1.
2.
3.
4.
5.

ちをお見捨てにならないということ，第２

の少年がわたしのところに来てこう尋ねま

に，わたしたちは常に御霊の声に耳を傾

した。
「神はぼくを愛しておられるでしょう

け，たとえ恐れや不都合があろうと，御霊

か。」神はだれもお見捨てにならないとい

が導く所 へはどこでも「すぐに」行かな

うことを，わたしたちが日々の奉仕を通し

ければならない

15

ということです。

て常に確信することができますように。

ある日，弟子たちは，天の王国ではだれ

「人はどんな代価を払って，その命を買

がいちばん偉いのですかと救い主に尋ね

いもどすことができようか」という問いに

ました。救い主は彼らに，心を入れ 替え

対して，サタンはわたしたちに，この世の

て，へりくだり，幼 子 のように従順である

チョコレート菓子や優勝者の名誉と引き

ようにと告げ，こう言われました。「人の

替えにわたしたちの人生を売らせようとし

子は，滅びる者を救うためにきたのであ

ます。しかし，救い主は代価なしに，わた

おさな ご

16

6.

る。」 この短い言葉で，主はわたしたち

したちに，自分の罪を交換し，神の面影を

の使命を明らかにされました。わたした

受け，手の届く範囲内の人々の心にもそれ

ちは，失われた者，最も低い者，最も小さ

を与えるようにと呼びかけておられます。

い者を救い出さなければなりません。罪

これに対してわたしたちは，神が持ってお

を避けるだけでは十分ではありません。

られるすべてを得ることができるのです。

「キリストの十字架を負い」17 ，ほかの人々

それはこの地上のすべての宝を集めたも

の 改 心を助ける業 に「熱 心 に…… 携 わ

のよりも大いなるものと言われています。22

7.

の中にいる人々の嘆願，助け

目が留まりました。こう書かれていまし

の必 要な家族の苦 悩の叫びにこたえま

た。「わたしの証 は最も貴重な持ち物で

す。ニール・A・マックスウェル長老はこ

す。」わたしにとってもそうです。わたし

う述べました。「サタンはすべての人をカ

の証は魂の宝です。心を込めて，わたし

インやユダのようにする必 要はありませ

は証を残します。この教会は神のまこと

ん。 サタンが 必 要としているのはただ，

の教会です。救い主はその頭 であり，救

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

有能な人々に自分は教養のある中立派だ

い主の選ばれた預言者を通して導いてお

と思わせればよいのです。」21

られます。イエス・キリストの御名により，

22.

18

〔る〕」 必 要があります。わたしたちは
ほう とう

皆さんは実際に想像できるでしょうか。

思いやりと愛をもって，放 蕩 息子や娘を抱

ニカラグアへの最 近の旅行で，わたし

19
き締め，
また，孤児の悲痛な叫びや，暗

は，訪れた家族の質素な家で一つの額に

闇と絶望

20

最 近，あるステーク大会の後で，10 代
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あかし

かしら

アーメン。■

マタイ 16：26
教義と聖約 84：38
モルモン書ヤコブ 4：14
モーセ 5：16
１瓶の牛乳と（乳 脂分 の多い）後 搾り乳が，
トーマス・B・マーシュの妻とハリス夫人の争
いの原因でした。 二人は 材 料を出し合って
チーズを作ることに同意していました。マー
シュ夫人が牛乳に後 搾り乳を入れず，それを
自分のものにしているとハリス夫人が気づい
たとき，二人は口論になりました。トーマス・
マ ーシュはそ の 件 をビショップ に 訴え，ビ
ショップはハリス夫人が正しいとしました。そ
れはビショップから高等評議会，さらに大管
長会へと移り，マーシュ夫人が良くないという
ことで全員が一致しました。これがトーマス・
マーシュと幹部の兄弟たちの仲たがいを引き
起こしました。それから間もなく，トーマス・
マーシュは，モルモンはミズーリ州に敵対して
いるとミズーリ州治安判事の前で証言したの
で す。（ジョージ・A・スミス，
“ Discourse, ”
Deseret News, 1856 年 4 月 16 日付け，44 参
照）
預言者ジョセフ・スミスが宣教師として奉 仕
する召しをサイモンズ・ライダーに伝えたとき，
ライダーはその印刷された啓示の中の自分の
名前のつづりが違っているのを見つけました。
彼はそれに腹を立て，その結果，背教に至り，
ついには預言者にコールタールを塗り，鳥の羽
を付けるという暴挙に加わったのです。ライ
ダーは，預言者がいつも筆記者に啓示を口述
しており，つづりに関与していないということ
を知りませんでした。（ミルトン・V・バックマ
ン・ ジ ュ ニ ア，
The Heavens Resound: A
History of the Latter-day Saints in Ohio,
1830–1838 ，93 － 94 ，ならびに，ドナルド・Q・
キャノン，リンドン・W・クック共編，Far West
Record: Minutes of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 1830–1844 ，
286 参照）
創世 記第 25 章 から分 かるように，エサウは
1 杯のあつもの（パンとレンズ豆のあつもの）
と引き替えにヤコブに長子の特権を売ってい
ます（ 34 節）。
教義と聖約 19：18 － 19 参照
マルコ 10：21 － 22 参照
アルマ 22：15
アルマ 22：16
アルマ 22：18
アルマ 5：14 － 19 参照
アルマ 60：7
マルコ 1：18
マタイ 18：11
モルモン書ヤコブ 1：8
教義と聖約 58：27
ルカ 15：11 － 32 参照
ジョセフ・スミス― 歴史 1：15 － 16 参照
ニール・A・マックスウェル，Deposition of a
Disciple（1976 年），
88
教義と聖約 19：38 参照

七十人

スコット・D・ホワイティング長老

改修 作業を完了したハワイ州ライエ神
殿に入ったとき，その仕上がりの美しさと
質の高さにとても感動しました。わたしが

神殿の標準

「粗い」壁と「欠損のあった」窓を見てみ
たいと思った気持ちを，皆さんは理 解で
きるでしょう。業者は壁を滑らかにしたで
しょうか。ほんとうに窓を取り替えたで

この教会で用いられる神殿の建物の高い標準は，人生の過ごし方
の手本であり，象徴でさえあります。

しょうか。粗い壁に近づいたとき，わたし
は美しい壁紙が全面にはられているのを
見て驚きました。わたしの最初の思いは
こうでした。「そうだ，業者はこの方法で
粗い 壁を処 理したんだ。 壁を覆ったん
だ」と。しかし，そうではありません。わ

わ

たしは壁にはもともと壁紙をはることに
たしは最近，美しいユタ州ブリ

いステンドグラスの窓にわたしたちの注意

なっていたのだということを知りました。

ガムシティー神殿を訪れたとき，

を向けました。この窓はおよそ幅 60 セン

壁紙をはるのなら，ほとんど分からないほ

ある経験を思い出しました。歴

チ，高さ180 センチで，小さな幾何学模様

どのわずかな粗さがなぜ問題なのかと思

史的なハワイ州ライエ神殿のオープンハウ

のステンドグラスがはめ込まれていまし

いました。次に，欠 損のあった窓のある

スと再奉献，文化の祭典のコーディネー

た。 彼はシンプルな模 様の一 部である

場所に急ぎ，その窓のすぐ前に床から天

ターを務めたときのことです。

5 センチ大の小さな正方形の色ガラスを

井までの高さの美しい鉢植えが置かれて

大規模な改修作業が完了する数か月前

指さして，
「あの正方形はゆがんでいます

いるのを見て驚きました。わたしはまた

に，わたしは神殿部の管理ディレクターで

ね 」と言いました。わたしはその正方形

思いました。「そうだ，業者はこの方法で

あるウィリアム・R・ワーカー長 老ならび

を見ましたが，わたしの目にはゆがんで見

ゆがんだ小さな正方形を処 理したんだ。

に神殿部の人たちとともにその神殿の視

えませんでした。ところが，手にしていた

隠したんだ」と。わたしはもっと近づい

察に招かれました。ほかに建設会社の人々

計測器で詳しく調べると，欠損があってこ

て，鉢植えの葉をかき分けると，窓が確か

が立ち会いました。視察の目的は，一つ

の小さな正方形は実際に３ミリゆがんで

に取り替えられているのを見て苦笑しまし

には，作業の進捗状況とその質を検査す

いることが分 かりました。その後，神殿

た。前にゆがんでいた小さな正方形は，

ることでした。この視察の時点で作業は

の標準に合っていないのでこの窓を取り

模様の中にきちんとそろって収まっていま

およそ 85 パーセント完了していました。

替える必要があるとの指示が業者に出さ

した。わたしはこの窓の前に鉢 植えを置

れました。

くのがもともとインテリアデザインの一部

神殿内を移動しながら，わたしは，ワー
カー長老とその同僚たちが作業を点検し

このような小さな，やっと気づくほどの

ながら建設業者と言葉を交わしているの

欠損のために窓全体を取り替える必要が

少し粗い壁と小さな部分のゆがんだ窓

を見聞きしました。部屋から部屋へと移

あるのかと，わたしが 驚いたことは事 実

について，ほとんどだれも気づかないの

動する間，一人の人が手で壁をなでている

です。確かに，神殿内で人がめったに見

に，追加工事と交換さえ求めるのは，なぜ

姿を時折見ました。こうした後に何回か，

ることのない場所にあるこの窓のことを

でしょうか。業者がこのような高い標準

彼 は 指をこすり合 わ せ，建 設 業 者 に向

知る人はいないでしょうし，気づく人はま

を守るように求められるのは，なぜでしょ

かってこう言いました。「この壁は粗い部

ずいないでしょう。

うか。

分がありますね。粗いのは神殿の標準に

その日，わたしは神殿から帰りながら，

であることを知りました。

わたしは深く思い巡らしながら神殿を

合いません。この壁を滑らかにする必要

この経験から学んだことについてよく考え

出て，化粧直しされた外 壁を見上げ，
「主

があります。」業 者は 言 われたことを逐

ました。いや，学んだと思ったことについ

の宮居，聖きを主に捧ぐ」という言葉を見

一書き留めました。

て考えました。数 週間後，完成したばか

たときに答えが分かりました。

神殿で人がほとんど目にすることのな

りの神殿の視察に呼ばれたときになって，

きよ

ささ

この教会の神殿は，まさに宣言どおり

いような場所に来たとき，その人はわたし

前の視察で経験したことをはっきりと理

です。これらの神聖な建物はわたしたち

たちを止めて，新たに取り付けられた美し

解できたのです。

が使用するために建てられており，その中
2 0 1 2 年 11 月 号
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で神聖な救いの儀式が執行されます。し
かし，それが実際どなたの宮であるかに

に，わたしの名のために一つの家を建て
1

なさい。」

いように，何であろうと清くないものがそ
こに入るのを許さなければ，わたしの栄

ついては疑いの余地がありません。わた

これは旧約聖書にあるソロモン王が定

したちは，ごく小さな部分に至るまで厳し

めた様 式に倣 っています。ソロモン王は

まことにまた，わたしはそこにいる。わ

く建物の標準を守るよう要求することに

最良の材料と技術だけを用いて主のため

たしはそこに来るからである。そして，そ

よって，主イエス・キリストへの愛と敬意

に神殿を建てました。2 今 日，わたしたち

こに入って来る心の清い者は皆，神を見る

を示すだけでなく，その宮の主をわたした

は教会の神殿を建てるとき，適切な範囲

であろう。

ちが尊び礼拝していることを，見るすべて

でこの様式に倣い続けているのです。

の人に示すのです。

なら

こん にち

光はそのうえにとどまるであろう。

しかし，もしもそれが汚されるならば，

たとえ人が不完全な箇所を目にしたり

わたしがそこに来ることはなく，わたしの

ノーブーに神殿を建てるようにという預

触れたりすることはないとしても，主はわ

栄光はそこにない。わたしは清くない神

言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示の

たしたちの努力の度合いと，わたしたちが

殿には来ないからである。」3

中で，主はこう指示されました。

最善を尽くしたかどうかを御存じである

自分の生活に主の教えにかなわない要

「あなたがたのすべての金と，銀と，宝

と，わたしは知りました。神殿の祝 福を

素があるのに気づくとき，また最善の努力

石と，すべての古物を携えて来なさい。ま

受けるにふさわしい生活をしようとする個

を払っていないとき，罪を神の目から隠せ

た，古物についての知識を持っている者

人の努力についても同じです。主はこう

ないことを思い出して，その業者のように

……を，皆伴って来なさい。また，…… 地

勧告されました。

直ちに行動を起こして不適切なことを正

こ ぶつ

のすべての貴い木〔を〕持って来なさい。

「また，わたしの民が主の名によってわ

さなければなりません。次のことを思い

…… そして，いと高き方が 住めるよう

たしに一つの家を建て，それが汚されな

出す必要があります。「わたしたちが自分
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十二使徒定員会

の罪を覆い隠そうと……するとき，まこと

ニール・Ｌ・アンダーセン長老

み たま

に，天は退き去り，主の 御 霊 は 深く悲し
4

む。」

わたしはまた，この教会で用いられる
神殿の建物の高い標準は，人生の過ごし
方の手本であり，象徴でさえあると知りま
した。わたしたちはそれぞれ，初期の教
会に与えられた使徒パウロの教えを取り
入れることができます。パウロはこう述べ
ました。
「あなたがたは神の宮であって，神の御
霊が自分のうちに宿っていることを知らな

信仰の試し
強烈な炎が鉄を鋼に変えるように，わたしたちの信仰が大変な試
しに遭うときも忠実であり続けるなら，わたしたちは霊的に洗練さ
れ，強められるのです。

いのか。
もし人が，神の宮を破壊するなら，神は
その人を滅ぼ すであろう。なぜなら，神
の宮は聖なるものであり，そして，あなた
5

がたはその宮なのだからである。」

10

年前，わたしと妻のキャシー

きました。彼らは泣き，祈り，ジョージア

がブラジルのサンパウロに住

のことを語り合いました。言いようのない

んでいたとき，デビッド・マリ

苦しみと悲しみを感じていましたが，信仰

オット伝道部会長が，ブラジル，サンパウ

を失うことはありませんでした。今 日の

や誘惑と戦い始めるとき，自分の神殿を

ロ・インテルラゴス伝道部を管理していま

午前の部会でも，ボーエン家族とウィル

改装し改修する必要があります。恐らく

した。彼と妻のニール，息子のウィル，ウェ

バーガー家族が同様の信仰を，そのすば

わたしたちの中には粗くて滑らかにする

スリー，そしてトレースは我が家の近所に

らしい人 生の中で示したことを聞きまし

必要のある壁や，取り替える必要のある

住んでいました。彼らは預言者からの伝

た。

心の窓があるでしょう。聖なる場所に立

道の召しにこたえるために，家や仕事，家

つためです。ありがたいことに，わたした

族や親戚を後にしたのでした。

わたしたちは皆，最良の材料で造られ
み

て

ています。 神の 御 手 による奇 跡 の 作 で
す。しかし，責任を負う年齢に達して，罪

ちが満たすように求められている神殿の

しん せき

きょう

1

たま もの

信仰の賜 物 とは，貴重で霊的な賜物で
す。イエスはこう祈られました。「永遠の

ある日の午後，マリオット会長から電話

命とは，唯一の，まことの神でいますあな

標準は，完全というものではありません。

がありました。彼らの 21歳の貴い，義に

たと，また，あなたが つかわされたイエ

そのように努力はしていますが，むしろ，

かなった娘ジョージアは，インディアナ大

ス・キリストとを知ることであります。」

戒めを守り，イエス・キリストの弟子のよ

学の 3 年生でバイオリン演奏を専攻して

わたしたちの信仰は，父なる神と救い

うな生活をするように最善を尽くすことを

いました。彼女が教会の集会後，自転車

主，贖 い主である御子イエス・キリストを

求められています。わたしたち全員が，最

で家に向かう途中でトラックにはねられた

中心にしています。この信仰を支えてい

善を尽くし，必要な改善を図り，欠損と不

というのです。最初は無事だという知ら

るのは，完全な福音がこの地上に回復さ

完 全をなくすことによって神殿の祝福を

せでしたが，数時間後に状態が急激に悪

れており，モルモン書が 神の御 言 葉 であ

受けるにふさわしい生活をするよう努力し

化しました。

り，預言者と使徒が今 日 神権の鍵を持っ

2

あがな

み こと ば

こん にち

て，常に神の御霊がわたしたちの内にと

家族と友人は，ジョージアに奇跡が起

ているという知識です。わたしたちは信

どまるようにと，わたしは祈ります。イエ

こるように断食をして祈り始めました。母

仰を大切にし，信仰を強めるために努力

ス・キリストの御名により，アーメン。■

親は夜の間にブラジルから飛行機でジョー

し，信仰が増すように祈り，信仰を守り抜

ジアのもとに向かいました。翌日インディ

くために力の限りを尽くします。

み

注
1.
2.
3.
4.
5.

な

教義と聖約 124：26 － 27
列王上 6 － 7 章参照
教義と聖約 97：15 － 17
教義と聖約 121：37
1 コリント 3：16 － 17。 19 節も参照

アナに到着すると，彼女を迎えた上の子

使徒ペテロは，彼自身が経験し，
「信仰

供たちは，ジョージアが息を引き取るとき

〔の〕ため〔し〕」と呼んだ 事 柄について

に見守ったことを涙ながらに伝えました。

述べています。3 イエスの言葉を思い出し

わたしはそれから，その後も数か月，数
年にわたってマリオット家族の様子を見て

てください。
「シモン，…… サタンはあなたがたを麦
2 0 1 2 年 11 月 号
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のようにふるいにかけることを願って許さ

持つ人々と集い，祈りを捧げ，答えを見い

ません。常に忠実で，教会で献身的に奉

れた。

だし，音楽を通して礼拝し，救い主の証を

仕し，仕事の面でも高い評 価を受け，家

分かち合い，互いに仕え合い，主の御霊を

族から愛され，結婚して子供を持つことを

感じるのです。わたしたちは聖 餐 を受け，

望んでいながらも，独身です。彼女は言

神 権の 祝 福を受け，神殿に参入します。

います。「わたし はイエス・キリストに

主は宣言されました。「……この神権の

…… 信頼を置くことを決めました。頻繁

しかし，わたしはあなたの信仰がなくな
らないように，あなたのために祈った。」4
ペテロは後に人々を励ましてこう言いま
した。「あなたがたを試みるために降り

あかし

み たま

せい さん

8

かかって来る火のような試練を，何か思い

儀式によって神性の力が現れる」と。 信

に神殿に行くことで，もっと永遠に目を向

がけないことが起 ったかのように驚きあ

仰の試しに遭うとき，神の家の守りの中で

けることができています。わたしは独り

安 全でいてください。ここには常に皆さ

ぼっちではないことを思い出すことができ

この火のような試 練は皆さんを強める

んの居場所があります。あまりに大きす

るのです。純潔の律法を含めて聖約に忠

ためにありますが，神の御子に対する信

ぎるためにわたしたちが協力して克服で

実であるなら，どんな祝福でも下さるとい

頼を弱めたり，失わせたりすることさえあ

きない試しなどないのです。

おこ

5

やしむこと〔のないようにしなさい 〕。」

りますし，主との約束を守ろうとする決心
を弱める可能性もあります。

9

15

う信仰があります。」

モンソン大管長は言いました。「社会

別の友 人は伝 道で すばらしい 働きを

の道徳的な標準も驚くべき速さで変化し

し，その後学業では厳しい訓練を受けま

これらの試 練は姿を変えていて，見分

てきました。かつては不適切で不道徳と

した。家 族を持ちたいと望みましたが，

けにくいことがよくあります。わたしたち

されていた行動が，今では容認されてい

彼の信仰の試しは，同性に引かれること

の弱さや繊 細な部分，敏感な部分，ある

るばかりか，多くの人から好ましいと思わ

でした。最近彼から手紙を受け取りまし

いは最も価値ある事柄の中に隠れていま

れています。」

10

た。「祝福文では，いつか家族を持つと

す。ある人にとっては，大変ではあっても

教会のシングルアダルトの中には，年齢

約束されています。それがこの世で起こ

対処しやすい試 練が，ほかの人にとって

の進んだ皆さんも大勢います。今の生活

るのか 来世で 起こるのかは分 かりませ

は火のような難しい試 練であることがあ

が自分が予期していたものと違っていて

ん。……ただ分かるのは，神がわたしや

ります。

も，純潔の律法を守っています。 これも

未来の子孫に約束されている祝福を妨げ

信仰の試しになり得ます。そのようなキリ

るようなことは何もしたくないということ

ストの弟子に対して，深い尊敬と感嘆の

です。……〔純潔の律 法に従って〕生活

念をお伝えします。

することはチャレンジですが，わたしたち

11

信仰の試しを受けるとき，どうしたら
6

「確固として動かずに」 いられるでしょ
うか。それには，信仰の核を築いてくれ
たものに浸ることです。つまり，キリスト

神が命じられたように「生殖の神聖な

を信じる信仰を働かせ，祈り，聖文につい

力は，法律に基づいて結婚した夫婦であ

神の戒めを守ることによって…… 愛と尊

て思い巡らし，悔い改め，戒めを守り，人

る男女の間においてのみ用いるべきで

敬を神に示すためではなかったでしょう

に奉仕するのです。

す。」12 新約聖書の中で，救い主は御自分

か。わたしは，健康と，福音と，愛ある家

信仰の試しに遭うとき，何をするにせ

に従う者にさらに高い道徳的標準を示さ

族と，大切な友人に恵まれています。多く

よ，教会から離れてはなりません。信仰

れました。「しかし，わたしはあなたがた

の祝福に感謝します。」16

の試しの間神の王国から離れるのは，竜

に言う。だれでも，情欲をいだいて女を見

世の人々が，
「なぜそんなに要求するの

巻が見えたときに，安全な避難用地下室

る者は，心の中ですでに姦 淫 をしたので

か」と抗議します。主はお答えになります。

を離れるようなものです。

ある。」13 わたしたちには人を非難しない

「わが思いは，あなたがたの思いとは異

使 徒パウロは言いました。「そこであ

かん いん

ちゅうちょ

がこの世に来たのは，チャレンジに遭い，

ようにとお教えになりながらも，躊 躇 せず

なり，わが 道は，あなたがたの道とは異

なたがたは，もはや異国人でも宿り人でも

に直 接 言 われました。「お 帰りなさい。

なっている……

なく，聖徒たちと同じ国籍の者であり，神

今後はもう罪を犯さないように。」14

の家族なのである。」7 教会という聖なる

我が家のある友人は，皆さんの知って

場所の中で，信仰を守るのです。信仰を

いる人や，皆さん自身に似ているかもしれ
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天が地よりも高いように，わが道は，あ
なたがたの道よりも高く，わが思いは，あ
なたがたの思いよりも高い。」17

段落に隠れているものではありません。

「人は皆信仰をもって物事を決しなけれ

と，彼らに似た何万人という人々が救い主

今お話ししたキリストに従う二人の人

真の原則とは，何度も，そして多くの人に

ばならない状態にいつかは置かれる。そ

の約束を感じたことがあるでしょう。「わ

よって教えられるものです。わたしたちの

のとき彼は何事も自分自身で決しなけれ

たしは平 安をあなたがたに残して行く。

教義は，見つけやすいのです。

ばならない。」23 皆さんにそのようなことが

わたしの平安をあなたがたに与える。わ

教会の指導者は正直ですが，完全では

たしが与えるのは，世が与えるようなもの

ありません。モロナイの言葉を思い出して

起こるとき，驚かないでください !
基本的に試練はつらいものです。苦悩

とは異なる。あなたがたは心を騒がせる

ください。「不完全なところがあるからと

や混乱を伴い，眠れぬ夜を過ごし，涙で

な，またおじけるな。」18

いうことで，わたしを非 難してはならな

枕をぬらすこともあります。しかし，試練

もう一つの試しがあります。いつの時

い。わたしの父をも…… 非難してはなら

が霊的に命取りになる必要はありません。

代にも，教会の評判を落とし信仰を失わ

ない ……。むしろこれまでのわたしたち

わたしたちが聖約を無視したり，神の家

せようとする人々がいます。今日，彼らは

よりも，あなたがたがもっと賢くなれるよ

から遠ざかったりする原因にするべきで

インターネットを使います。

うにと，わたしたちの不完全なところをあ

はないのです。

教会に関する情報の中には，いかに説
得力のあるものであっても，断じて真実で
はないものがあります。1985年，フロリダ

なたがたに明らかにしてくださった神に，
21

感謝しなさい。」

「…… 覚えておきなさい。 あなたたち
は，神の御子でありキリストである贖い主

ジョセフ・スミスはこう語りました。

の岩の上に基を築かなければならないこ

のわたしのオフィスに一人の同僚が入って

「わたしは自分が完全であると言ったこと

とを覚えておきなさい。そうすれば，悪魔

来ました。
“ Challenging Mormonism ’
s

は一度もありません。しかし，…… 啓示に

が大風を，まことに旋風の中に悪魔の矢

Roots. ”
（モルモン教のルーツをたたく）

は，まったく誤りがありません。」 末日聖

を送るときにも，まことに悪魔の雹 と大嵐

という記事を掲載したタイム誌を持ってい

徒イエス・キリスト教会の歴史と行く末に

があなたたちを打つときにも，それが不幸

ました。そこには最 近発見された，マー

見られる神の手による奇跡は，霊的な探

と無窮の苦悩の淵 にあなたたちを引きず

ティン・ハリスが書いたとされる手紙につ

究を通してのみ理解できます。エズラ・タ

り落とすことはない。なぜならば，あなた

いて書かれており，モルモン書の金版の

フト・ベンソン大管長がこう言いました。

たちは堅固な基であるその岩の上に建て

22

ひょう

ふち

発見についてジョセフ・スミスが記してい
19

ることとは異なる内容でした。

同僚は，この新たな情報によってモルモ
ン教会はつぶれるだろうかと尋ねてきま
した。 記事には，この記 録を見たので，
教会を去るつもりだと語る男性の見解が
掲載されていました。ほかにも後で教会
を去った人々がいたと聞いています。20 彼
らにとっては，信仰の試しだったに違いあ
りません。
数か月後，専門家によりその手紙がまっ
ねつ ぞう

たくの偽物だったことがわかり，捏 造 者も
それを認めました。わたしはこの欺きに
よって教会を去った人々が，教会に戻るよ
うに心から願ったのを覚えています。
何十年も前に教会の指導者が語ったこ
とが教会の教義と一致しないのを見つけ
て，自分の信仰に疑問を抱く人もいます。
教会の教義を総括する重要な原則があり
ます。教義は大管長会と十二使徒定員会
の15人全員によって教えられるというこ
とです。一人の説教の中の，目立たない
2 0 1 2 年 11 月 号
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6.
7.
8.
9.
10.

られており，人はその 基の上に築くなら

一緒に，キャシーとわたしは先週ジョージ

ば，倒れることなどあり得ないからであ

アの墓を訪れました。10 年が経過してい

24

る。」

ました。家族や友人がジョージアへの愛

強烈な炎が鉄を鋼に変えるように，わ
たしたちの 信仰が大変な試しに遭うとき
も忠実であり続けるなら，わたしたちは霊
的に洗練され，強められるのです。
D・トッド・クリストファーソン長老は，
自分が受けた試練から学んだことについ
てこう説明しています。「当時は苦しい思
いをしましたが，今振り返ると，問題が即
座に解決されなかったことに感謝してい
ます。何年もの間，ほとんど毎日神に助け
を求めざるを得なかったため，どのように
祈り，答えを受けるべきかを確かに学び，
神を信じることを非常に実践的な方法で
学びました。ある点で救い主と天の御父
を非常によく知るようになりました。そう
でなければ知ることができなかったかも
しれませんし，もっと長い時間がかかった
かもしれません。心の底から主を信頼す
るようになりました。毎日毎日主とともに
歩むことを学んだのです。」25
ペテロはこのような経験は，
「金よりも
たっと
はるかに尊い」と書いています。26 モロナ
イは「信仰が 試されてから」証が得られ
ると付け加えています。27
最 初 に お 話ししたマリオット家 族と

と思い出について語り，彼女の人生を祝う
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たくさんの白い風船が用意されていまし
た。母親が涙ながらに，信仰が強められ
たことや，理解が深まったことについて愛
を込めて話しました。またジョージアの
父親はしみじみと，自分が受けた約束の
「証」について話してくれました。
信仰には信仰の試しが訪れ，さらに信
仰が増し加えられます。預言者ジョセフ・
スミスが受けた慰めに満ちた確信とまっ
たく同じ約束を，主は信仰の試しを受ける
皆さんにも授けておられます。「踏みとど
まりなさい。…… 恐れてはならない 。と
こしえにいつまでも，神はあなたとともに
いるからである。」28 この聖なる証をイエ
み

な

ス・キリストの 御 名 によって 証します，
アーメン。■
注
1. シェーン・M・ボーエン「わたしが 生きるの
で，あなたがたも生きるからである」，アン・
M・ディブ「わたしは知っています。実践して
います。 大 好きで す。」2012 年 10 月総 大 会
土曜午前の部会参照
2. ヨハネ 17：3
3. 1 ペテロ 1：7
4. ルカ 22：31 － 32
5. 1 ペテロ 4：12 ，強調付加

アルマ 1：25
エペソ 2：19
教義と聖約 84：20
モーサヤ 18：8 − 10 参照
トーマス・S・モンソン「聖なる地に立つ」
『リ
アホナ』2011 年 11 月号，82
11. エズラ・タフト・ベンソン「純潔の律法」
『リア
ホナ』1988 年 10 月号，36 － 40；“ The Law
of Chastity, ”Brigham Young University
19 8 7 − 8 8 Speeches （ 19 8 8 年）, 1 － 5 ，
speeches.byu.edu 参照；『福音の原則』225 －
231 も参照
12.「家族─世界への宣言」
『リアホナ』2010 年
11 月号，129
13. マタイ 5：28
14. ヨハネ 8：11
15. 個人的な書簡，2012 年
16. 個人的な書簡，2012 年
17. イザヤ 55：8 − 9
18. ヨハネ 14：27
19. リ チ ャ ード・N・ オスリング“ Challenging
Mormonism ’
s Roots, ”Time ，1985 年 5 月
20 日，44 参照
20. ゴードン・B・ヒンクレー「『主よ，私たちの信
仰を強めてください』」
『聖 徒 の 道』1988 年
1 月号，56 参照
21. モルモン 9：31
22.『歴代大管長の教え─ジョセフ・スミス』522
23. エズラ・タフト・ベンソン「モルモン経は神の
み言葉」
『聖徒の道』1975 年 8 月号，367
24. ヒラマン 5：12
25. D・トッド・クリストファーソン「日々の祝福に
神 の 手 を 認 め る」
『リア ホ ナ』2012 年 1 月
号，27（教 会 教 育 部ファイヤサイド，2011 年
1 月 9 日），lds.org/broadcasts
26. 1 ペテロ 1：7。1 ペテロ 4：13 も参照
27. エテル 12：6
28. 教 義と聖 約 122：9；ジョージ・Q・キャノン
管長はこう語った。「試練がどれほど深刻で
かん なん
も，苦悩がどれほど深くても，艱難がどれほど
大きくても，神は決してわたしたちをお見捨て
にはなりません。これまでもそうでしたし，こ
れからもそうです。そのようなことはおできに
ならないのです。神の特質ではありません。
きょう
変わることのない御方であり，昨日も今 日も
永遠にわたっても同じであられます。わたした
ちはそのような神を見いだしました。主の福
音に従うことによって，神はわたしたちの友と
なってくださり，傍らに立ってくださいます。火
のような試練を通り抜け，深い水の中を通るか
もしれませんが，わたしたちは滅ぼされること
も，打ち倒されることもありません。わたした
ちがただ神を信頼し，その戒めに従うなら，こ
れらの試練と困難を受けたことによって，さら
に良くなり，さらに清められて立ち上 がるで
しょう。」
（“ Freedom of the Saints ”，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〕，2：
185 ）ジェフリー・R・ホランド“ Come unto
Me, ”Ensign ，1998 年 4 月号，16 － 23 も参照

十二使徒定員会

ダリン・Ｈ・オークス長老

ることです。これは世界的な傾向です。
アメリカ合衆国の出生率はここ 25年間最

子供たちを守る

低を維持しています。2 また，ヨーロッパや

わたしたちは心を一つにして，わたしたちの子供たち，つまり新し
い世代の若者たちの幸福と将来にもっと関心を寄せるべきだとい
うわたしの訴えを否定する人はいないでしょう。

ことは，文化や国家自体が 衰 退し，やが

アジアでも大半の国々が長年にわたって
人口維持に必要な最低出生率を下回って
います。これは単に宗教上の問題ではあ
りません。次世代の数が減少するという
ては消滅していくということなのです。
出生率が減 少している原因の一つは，
妊娠中絶の横行にあります。世界的に見
て，毎年 4,000万件以上の妊娠中絶が行
3

われていると推測されています。 数多く
の法律が妊娠中絶を許可し，あるいは推
奨さえしています。しかし，わたしたちに

わ

とってこれは大きな悪です。妊娠期間中
たしたちは皆，幼い子供が泣き

示を受けています。特に弱い者，守りを

に起きるそのほかの幼児虐 待としては，

ながらわたしたちに助けを求め

必要とする者たちに対してです。

母親の不適切な栄養摂取やドラッグの使

て手を伸ばしてきたときの気持

子 供たちは実に傷つきやすい存 在で

ちをよく覚えています。愛の深い天の御父

す。子供たちは自立して自分たちを守っ

がわたしたちにそのような感情を与えてお

たり養ったりするための力はほぼなきに

大勢の子供たちがその出生前に殺され

られるのは，わたしたちが御父の子供た

等しい存在です。また，自分たちの幸福

たり，障がいを負わされたりしている一方

ちを助けたいという思いになるようにする

のためにどうしても必要なものがあったと

で，悲しく皮肉なことに，不妊に悩む数多

ためです。子 供たちを守り，子 供たちの

しても，そのために影響力を駆使すること

くの夫婦が養子にするために赤ちゃんを

幸せのために行動するという責任につい

はほぼできません。子供たちには，代わっ

探し求めています。

てこれから話しますので，今申し上げた気

て語ってくれる存在が必要であり，利己

誕 生後に起きる幼児虐 待や子 供の養

持ちをいつも心に留めておいてください。

的な大人の興味関心よりも子供たちの幸

育放棄は，だんだんと公の目にも留まるよ

わたしは，イエス・キリストの福音という

福を優先してくれる意思決定者の存在を

うになってきました。世界的に見て，ほぼ

観点から，その救いの計画も含めてお話し

必要としています。

します。それがわたしに与えられた召しだ
からです。各地の教会指導者には，ワード

用から引き起こされる胎児性障がいがあ
ります。

800万人の子供たちが 5 歳の誕生日を迎
える前に亡くなっていますが，その原因の
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大半は治療可能あるいは予防可能な病気

やステークといったある特定の地域に対す

世界的観点から，わたしたちは衝撃を

にあります。4 また，世界保健機構の報告

る責任が与えられていますが，使徒には全

受けています。実に数多くの子供たちが，

では，4 人に 1 人の 子 供たちに，不適 切

世界に向かって証 をする責任があります。

邪悪な大人たちの犯罪や利己心の犠 牲

な栄養 摂取を原因とした，精神的あるい

どこの国であろうと，人種や信条にかかわ

になっているからです。

は肉体的な発育障がいが見られます。5 世

あかし

りなく，子供たちは皆，神の子供です。
わたしは，ほかの教会の指導者のよう
に，政治的意図や公の政策にしようという
意図があって語るわけではありませんが，

戦争で荒れた国々の中には，子供たち

界の国々に住み，また旅しているわたした

が 誘拐されて兵士にされ，実戦に携わっ

ち教会の指導者もこうした傾向の多くを

ている例もあります。

目にしています。中央初等協会会長会も，

国連の報告によれば，毎年200万人以

子供たちが「想像を絶する」状況の中で

子供たちの幸せを思って語り出せば，必

上の子供たちが売春やポルノグラフィーの

生活している事実を報告しています。フィ

然的に一般市民や公務員，私企業で働く

犠牲になっていると推測されています。1

リピンに住むある母親はこう言いました。

人々が行う選択についても話すことになる

救いの計画という観点から見て，子 供

「時にはわたしたちに食物を買うお金が十

でしょう。わたしたちは皆，互いに愛し合

たちの虐 待に関する最も深 刻な事 例の

分にないこともあります。でも大丈夫です。

い，世話をし合うようにという救い主の指

一つは，子供たちの誕生自体が否定され

それは，子供たちに信仰について教える
2 0 1 2 年 11 月 号
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良い機会になっています。わたしたちは

られる方が，その人の益になる。」
（マタイ

的にあるいは精神的に，親が子供を打ち

助けを求めて集まり，祈ります。子供たち

18：5 － 6 ）

のめし，害しているのです。11 わたしは，ユ

も主が祝福してくださる様子を目の当たり

子供たちを危険から守ることについて

タ州最高裁判所で働いていたときに，その

にしています。」 南アフリカでは，初等協

考えるとき，わたしたちは心理的な虐待と

ような事件の衝撃的な証拠を検討しなけ

会の教師が，独りで寂しそうにしている小

いうことについても考える必 要がありま

ればならず，実に心を痛めたものでした。

さな女の子に出会いました。その子は，

す。子供たちや青少年をばかにしたり，い

子供たちの幸福にとって最も重要なこ

愛に満ちた質問に小さな声で答えて，自

じめたり，あるいは自尊心を傷つけたりす

との一つは，両親が結婚しているかどう

分には母親も父親も祖母もいない，祖父

る親や保護者，あるいは教師や同世代の

かです。実質的にも期間的にも結婚して

から面倒を見てもらっていると言いまし

仲間たちは，肉体的に傷を負わせる以上

いるかどうかは大切ですが，もっと広義

た。 そのような悲劇は，数多くの保護者

に永続する危害を及ぼすことになります。

には，彼らの住む場所に結婚や子供の養

たちがエイズで亡くなっている大陸では，

子供や青少年に，自分は価値のない存在

育という文化や期待が根付いているかど

ごく普通のことなのです。

6

7

で愛されてもおらず，必要とされてもいな

うかということです。家族に関して，二人

豊かな国々においても，幼い子供たち

いという感情を抱かせることで，彼らの精

の学者がこう説明しています。「歴史上の

や青少年が，養育放棄によって傷ついてい

神的な安定や成長にとって深刻で，しかも

どの時代であっても，結婚というものは，

ます。貧困の中で成長する子供たちには

長期にわたる傷を負わせることになりま

生 殖と子 供の成育のための制度として，

9

健康管理が十分に行われず，教育の機会

す。 性同一性障がいを含む，自分の置か

最初に来る最も大切なものでした。結婚

も不十分です。そのような子供たちは，物

れた特別な状況と格闘している若い人た

によって文化的な結びつきがもたらされ，

理的・文化的に不利な状況に加え，両親

ちも，特に弱い存在であり，愛に満ちた理

それによって父親と子供たちの関係を築

から養育を放棄されたことにより，危険な

解を必 要としています。決していじめた

き，また父親とその子供たちの母親との

環境にさらされています。ジェフリー・R・

10

り，のけ者にしたりしてはなりません。

結びつきを作ってきたのです。しかしなが

ホランド長老は，最近，ある末日聖徒の警

わたしたちは，主の助けを頂いて，悔い

察官の経験を話してくれました。その警

改めて変わり，子供たちにもっと愛を抱い

官はある捜査のときに，５人の幼い子供た

て助けの手を差し伸べることができます。

ハーバード大学 のある法 律 学 の 教 授

ちが，寝具類もないまま，狭い部屋の汚れ

それはわたしたち自身の子供であっても，

は，結婚と離婚に関する最近の法律や考

た床の上で身を寄せ合って寝ようとしてい

周囲の子供であっても同じです。

る様子に出会いました。その住まいでは，
子供たちの母親とその仲間たちが酒を飲
んで，宴会に興じていました。部屋には，

ら，近年では，子供たちはだんだんとその
12

主役の座を追われつつあります。」

え方について次のように説明しています。
「〔最近の〕結婚に関するアメリカの物語
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は，法律や広く読まれている文学にあるよ
子供たちに与える肉体的・精神的脅威

うに，次のように展開する。結婚とは，主

飢えを救う食料もありません。子供たち

について考えるとき，彼らの両親や保護者

として個々の配偶者の目的を達成するた

を急ごしらえのベッドに寝かせた後，その

との関係から生じるものほど重要なものは

めに存在する関係である。もしこの機能

警官はひざまずき，子供たちが守られるよ

ほとんどありません。トーマス・S・モンソ

を果たすことができなくなったら，どちら

う祈りました。そしてドアの方に向かって

ン大管長は，子供の虐待のことを「邪悪な

の配偶者にも責任はなく，いずれかの配

歩いて行くと，子供たちの一人，恐らく６歳

行い」として語ったことがあります。肉体

偶者がその意志によって結婚に終止符を

くらいだと思われる子供が追って来て，彼
の手をつかむと，こう訴えたのです。「ど
うか，ぼくを養子にしてください。」8
救い主が弟子たちの前に幼い子供たち
を置かれたときの教えが思い出されます。
「また，だれでも，このようなひとりの幼
な子を，わたしの名のゆえに受けいれる
者は，わたしを受けいれるのである。
しかし，わたしを信ずるこれらの小さい
者のひとりをつまずかせる者は，大きなひ
きうすを首にかけられて海の深みに沈め
44

リ ア ホ ナ

打つのである。……この物語に子供たちが
登場することはほとんどない。せいぜい
その背景にあって影の存在として登場す
るだけである。」13
わたしたちの教会の指導者たちは，結
婚 について次のように 教 えてきました。
「快楽を求めて交わし，…… 最初に困難に
出会ったときに終えるような単純な契約
だと考えているとしたら，…… それは邪悪
な考えであって，厳しく罰せられるべきも
のです。」特に子供たちが犠牲になるとき
14

には，そうです。 さらに，子供たちは離
婚によって影 響を受けます。近年では，
離婚の半分以上に，幼い子供たちを抱え
15

た夫婦が関係しています。

もし両親が「家族の宣言」にある霊感
に満ちた教えに従っていたら，父親と母

れは可能な限り求めなければならない理

犠 牲になっています。わたしたちの次の

想なのです。

世代の幸福を測るうえで，最 近のある報

親の双方から育てられるという祝福をもっ

子供たちは，いわゆる「無過失責任離

告ほど不安をもたらすものは少ないでしょ

と多くの子供たちが受けていたことでしょ

婚」を認める最近の法律の最初の犠牲者

う。その報告では，アメリカ合衆国の全

う。それは次のような教えです。「夫婦

です。子供たちの立場からすれば，離婚

出生数の 41% が，結婚をしていない女性

は，互いに愛と関心を示し合うとともに，

は実に安易です。数十年にわたる社会科

によるものであるというのです。 未婚の

子供たちに対しても愛と関心を示すとい

学の研究の成果を要約して，ある学者は

母は，数多くの問題を抱えます。未婚の

う厳粛な責任を負っています。…… 両親

慎 重 に 次 のように 結 論 付 け て います。

母の子供たちは，結婚している両親に育

20

には，愛と義をもって子供たちを育て，物

「平均的に言って，子供たちにとって最善

てられる子供たちと比較して，はるかに多

質的にも霊的にも必要なものを与え，また

の結果を生み出す家族組織とは，二人の

くの不利な点を抱えているという証拠も明

互いに愛し合い仕え合〔う〕
ように教える

実の両親が，結婚したままでいることであ

らかです。

16

という神聖な義務があります。」 子供た
ちにとって最も力強い教えは，両親の模
範にあります。離婚する親は，必然的に，
マイナスの教訓を与えることになります。

18

る。」 ニューヨークタイムズ紙のある記
者 は，次のような記 事 を書 いています。
「衝撃的な事実は，アメリカ合衆国では伝

21

未婚の母から生まれる子供たちの大多
数，つまり，58 パーセントは，同棲をして
22

いるカップルから生まれています。 そう

統的な結婚制度が衰退している一方で，

した結婚していないカップルに関して人々

もちろん，子供のために離婚が必要だ

…… 子 供たちの幸 福のためには結 婚 制

が何と言おうと，研究結果から分かること

という場合もありますが，そうした状況は

度 が 重 要であるという証 拠 が山ほど集

は，そのような子供たちが相対的に極め

例外的です。17 結婚上の問題を抱える親

まっているという点である。」19 こうした

て不利な状況に置かれているという点で

たちの大半は，何が子供たちの利益にな

現実は，結婚や離婚を考えている両親や

す。23 子供たちにとっては，相対的に安定

るかという点にもっと重きを置く必要があ

未来の両親たちにとって，今後どうするか

した結婚生活というものが重要なのです。

ります。主の助けを受ければ，それも可

という決定を下すうえで重要な要素にな

また，同性のカップルに育てられている

能なのです。子供たちは，結婚において

るはずです。また，わたしたちは，利己的

子供たちにも同じように不利な点がある

も目標においても一つになっている父親

なことにしか関心を示さない有 権 者や，

ことも指摘しておきましょう。社会科学関

と母親の双方から育てられることから生

大人の利益のためにしか声を挙げない支

係の文献でも，そうした結婚が子供たち

まれる，精神的かつ個人的な強さを必要

持者ではなく，子供たちにとって最善なこ

に与える長期的な影響について論議が白

としています。夫に先立たれた母親から

ととは何かという点にさらに関心を持って

熱し，政治的な議論も進められています。

育てられた者の一人として，いつでもその

くれる政治家や政策立案者，公職者を必

それは主として，ニューヨークタイムズ紙

ような状況が生み出されるわけではない

要としています。

の記者が 言っているとおりです。「同性

ことも個人的に知っています。しかし，こ

子供たちはまた，結婚しない親たちの

結婚は社会的な実験であって，大多数の
2 0 1 2 年 11 月 号

45

実験と同様，その結果について理解する
24

ためには時間がかかる。」

ファイ人たちに，悔い改めてバプテスマを
受け，
「幼子のようにならなければ 」，神の
王国を受け継ぐことができないと教えた
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と記 録されています。（ 3 ニーファイ 11：
わたしはこれまで子供たち，すなわち世

38 。モロナイ 8：10 も参照）

界中の子供たちに代わって話してきまし

わたしたちも幼子のように自分を低くし

た。中には，そのような例はあり得ないと

て，わたしたちの幼子を守るために手を差

否定する人がいるかもしれません。しか

し伸べることができるよう祈っています。

し，わたしたちは心を一つにして，わたし

子供たちこそわたしたちの，また，わたし

たちの子 供たち，つまり新しい世代の若

たちの教会の，そしてわたしたちの国々の

者たちの幸福と将来にもっと関心を寄せ

将来だからです。イエス・キリストの御 名

るべきだというわたしの訴えを否定する人

により，アーメン。■

はいないでしょう。
わたしたちは神の 子 供たちのために
語っていますので，神の力強い助けを頂け
れば，子供たちを助けるために今以上の
ことができます。わたしは，この訴えを投
げかけるに当たって末日聖徒だけでなく，
あらゆる宗教の人々や，自分の必要以上
に他人の必要を考える，特に子供たちの
幸 福を考えるという価 値 観をお 持ちの
人々に語りかけています。25
信心深い人々はまた，救い主の新約聖
書の教えを自覚しています。そこでは，汚
れのない幼い子供たちは，わたしたちに
とって謙遜さと 素直さの模範だと教えら
れています。
「よく聞きなさい。心をいれかえて幼な
子のようにならなければ，天国にはいるこ
とはできないであろう。
この幼な子のように自分を低くする者
が，天国でいちばん偉いのである。」
（マタ
イ 18：3 － 4 ）
モルモン書には，復活された主がニー
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神権部会

テレビ番組，コマーシャルの中で，男性は
無能で未熟，あるいは自己中心的に描写

十二使徒定員会

D・トッド・クリストファーソン長老

されています。このように男性を無力化
するような風潮は有害な影響を及ぼして

兄弟たちの
なすべき務め

います。

神権を持つ男性として，わたしたちには社会，家庭，教会で果たす
べき非常に重要な役割があります。

セントです。 2011 年には男子の「大学進

例えば，アメリカ合衆国では次のような
報 告があります。「現 在，小 学 校から大
学院までどの教育レベルでも，女子が男
子をしのいでいます。例えば，8 年生（日
本では中学 2 年生）になるまでに，文章
を書く能力が十分ある男子は 20 パーセン
トしかいません。読む能力では 24 パー
学適性試験」
（ SAT）の得点は，過去 40
年で 最 低でした。「全 国 教 育 統 計 セン
ター」
（ NCES ）によると，高 校および大
学を中退する生徒は，男子が女子より 30
パーセント多くいます。学位取得者数に

兄

ついては，2016 年までに，学士号取得者

弟の皆さん，最近，男性が抱え

男性は勇気や優れた能力，または必要な

の 60 パ ー セント，修 士 号 取 得 者 の 63

る困難な問題について多くのこ

技能の習得を実証する必要がありました。

パーセント，博士号取得者の 54 パーセン

とが 言われ，書かれています。

その目標は，女性や子 供を守る者として

トを女子が占めるであろうと予想されてい

例えば，次のような書名の本が出版されて

十分な力量があることを証明することで

ます。特別教育補習クラスを受けている

います。『良い 男が 残っていない理 由』

あり，これは男性の主要な社会的役割とし

生徒の 3 分の 2 は男子です。」

（Why There Are No Good Men Left ），

て常に求められてきました。しかし，先進

『男性の終 焉』
（The Demise of Guys ），

経 済 の中で 女 性 が 出世 する現 代 では，

このような否定的なメッセージを口実にし

『男の終わり』
（The End of Men ），
『男の

夫や父親にとって家族を養うかどうかは，

て責任を回避し，決して真の成長を遂げよ

子が失敗する理由』
（Why Boys Fail ），
お

自由な選択に任されるようになりました。

うとしない人がいます。ある大学の教授

よび『男の責任を果たす』
（Manning Up ）

その 結果，自分 の 役 割を果 たすために

は次のように述べていますが，多くの場

などです。興味深いことに，これらの大

男性が必要としていた性格の特質，すな

合，それは正確です。「男子学生は野球

半は女性が書いた本のようです。いずれ

わち不屈の精神，克己，勇気，貞節などは

帽を逆にかぶって教室に入り，ワープロが

の場合にも，こうした分析に共通するテー

時代遅れとなり，きまり悪いとさえ感じる

故障したなどと見え透いた口実を使って

マがあります。それは現代社会の多くの

ものになってしまったのです。」

宿題を出さない。その一方で，女子学生

しゅうえ ん

3

男性や青年の中には，周囲から受ける

場面で，社会における男性の役割や価値

女性のための機会を推進する熱意が広

は日課 表を見ながら，法 科大 学 院 へ の

について，品位を落とし，相反するような

まり，それ自体は称賛すべきことですが，

推薦状を依頼してくる。」4 映画評論家で

メッセージを男性 が 受 け て いるという

中には男性や男性による貢献を軽視する

ある，ある女性は次のような皮肉の効いた

テーマです。

人々がいます。そうした人々は，
「人生は

見解を述べています。「女性が男性に期

男と女の競争であり，一方が他方を支配

待することは，もし幸運に恵まれ，パート

の著者はその点について次のように記述

しなければならず，現代は女性の番であ

ナーを持 つという選択をする場 合には，

しています。「女の子は単に身体が成熟

る」と考えているようです。また「職歴が

ただそれだけ，すなわちパートナーであっ

することによって女性になりましたが，男

最も重要であり，結婚や子供は選択肢と

てくれることだけなのです。つまり自分自

の子が男性になるには，一つの関門をくぐ

すべきだ。そうだとすれば，男性はほんと

身の生き方を持っていて，わたしたち女性

り抜けなければなりませんでした。これ

うに必要なのだろうか」と主張する人も

の生き方を尊重する人であってくれさえす

『男の責任を果たす』
（ Manning Up ）

は，ほぼすべての文明に当てはまります。

2

います。 あまりに多くのハリウッド映画や

ればよいのです。」5
2 0 1 2 年 11 月 号
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兄弟の皆さん，わたしたちはこのようで

要があります。大学へ進学し，ビジネスや

成人男性であり，父親，独身成人，指導

あってはなりません。神権を持つ男性と

農業，政府の仕事や専門職に就きたいと

者，ホームティーチャーである皆さん，ふ

して，わたしたちには社会，家庭，教会で

思う人もいるでしょう。芸術や音楽，教育

さわしい模範となり，若者が大人になるの

果たすべき非常に重要な役割があります。

に優れた人，軍人や職人になる道を選ぶ

を助けてあげてください。社会的技能や

ただしわたしたちは，女性や子供たちに

人もいるでしょう。長年，わたしの家では

その他の技能を教えてください。例えば，

信頼され，そして神に信頼される男性にな

修 理などのために多 数の職 人に働いて

会話に参加する方法，ほかの人と知り合っ

らなくてはなりません。この末日にあって

もらいました。職人の技能と，重労働に

て交流する方法，女性と接する方法，奉仕

教会すなわち神の王国においては，ただ

耐える能力は称賛すべきものです。どの

の方法，活動的になりレクリエーションを

流れに身を任せている少年や男性を受け

ような仕事であれ，自分が選んだ職業に

楽しむ方法，夢中になりすぎずに趣味を

入れる余裕はありません。自己鍛錬を欠

あって熟 練し，家族を養い，社会や国家

続ける方法，間違いを正し，より良い選択

き，ただ楽しむためだけに生きている若い

において有益な貢献をすることは非常に

をする方法などです。

男性を受け入れる余裕は教会にはありま

重要です。

せん。目標も将来への展望もない男性，

先日，あるビデオを見ました。インドに

どこであれ，このメッセージが届く所に
いて，耳を傾けているすべての人へ，エホバ

家族を作り，社会で真の貢献をすることに

住むアマールという名の 14 歳の少 年の

がヨシュアに言われたように申し上げます。

ついて真剣に考えない男性を受け入れる

一日を描いたものです。少年は朝早く起

「強く，また雄々しくあれ。
」
（ヨシュア 1：6）

余裕は教会にはありません。家庭で霊的

きて，学校の前後に週 6 日と半日，二つの

どのような環境にあろうと，勇気を出して，

な指導者としての務めを果たさない夫や

仕事をしています。少年の収入は家計を

全力を尽くして備えてください。良い夫や

父親を受け入れる余裕は教会にはありま

支えるうえでかなり役立っています。日が

父親になるために，善良で生産的な市民

せん。「神の御子の位に従う聖なる神権」

暮れてから二つ目の仕事を終えると，古び

になるために，備えてください。主に仕え

を行 使すべきでありながら，ポルノグラ

た自転車に乗って家路を急ぎます。寝る

るために備えてください。皆さんは主の

フィーに力を浪費したりインターネットに

前の 2 ，3 時間，何とか宿題をする時間を

神権を持っているのです。どこにいても，

耽 溺 したりする（皮肉にも，世 にいる こと

見つけます。夜 11 時ころ，すでに眠って

天の御父は皆さんのことを考えておられ

なく，世 の ものとなる）男性を受け入れる

いるきょうだいたちの間に入って床に就く

ます。皆さんは独りではありません。神権

余裕は教会にはないのです。

のです。わたしはこの少年に会ったこと

を受け，聖霊の賜物を授かっています。

たん でき

兄弟の皆さん，わたしたちにはなすべ
き務めがあります。
若い男性の皆さんは学校でよく勉強し，
高校を卒業した後も教育を受け続ける必
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たま もの

はありませんが，彼の勤勉さと勇気を誇り

皆さんが必要とされる多くの場所の中

に思います。資力と機会は限られていま

で，きわめて大切な場所は神権定員会です。

すが，全力を尽くして家族に祝福をもたら

日曜日に霊的な糧を会員に与え，奉仕す

しています。

る定員会が必要です。主の業を行い，定

員会会員とその家族を助けることに主眼
を置く定員会の指導者が必要です。

彼を迎えたのです。

行動を起こした模範的な定員会の話を紹

困難が伴うものの心躍るもう一つの神

介しました。

伝道について考えてください。若い男性

権の務めは，家族 歴史と神殿の業です。

「ユタ州センタービルのフィル自動車修

の皆さん，無駄にする時間はありません。

まもなく届く大管長会からの手紙に注目

理工場は，神権指導者と定員会に何が達

17，8 歳になって初めて準 備について真

してください。その手紙には，わたしたち

成できるかを示す証となっています。フィ

剣に考えるのでは遅すぎます。アロン神

がなすべき業のこの重要な部分に関して，

ルは長老定員会の会員で，地元の自動車

権定員会は，会員が神権の誓詞と聖約を

新たな呼びかけと，より高いビジョンが記

修理工場で整備士として働いていました。

理解し，長老として聖任される準備をする

されています。

残念なことに，フィルが働いていた修理工

あかし

のを助けることができます。また，神殿の

また，神権定員会は互いに助け合う兄

場は経営が行き詰まり，フィルを解雇しな

儀式を理解し備え，伝道で成功を収める

弟のきずなを結びます。ゴードン・B・ヒ

ければならなくなりました。フィルはこの

ために備えるよう助けることができます。

ンクレー大管長はかつてこう述べました。

急な事態に打ちのめされてしまいました。

メルキゼデク神権定員会と扶助協会は親

「兄弟の皆さん，神権定員会が，所属する

フィルの失業について聞いた，ビショッ

たちを助けて，息子たちが 任地へ赴く前

すべての会員にとって，ゆるぎない信仰の

プのレオン・オルソン兄弟と長 老定員会

錨 となり，会員一人一人が次のように言う

会長会は，フィルがこの試練を乗り越える

ことができるとすれば，それは驚嘆すべ

ためにどのような援助を提供できるか祈り

き日，主の目的が成就する日の到来です。

の気持ちで考えました。何といっても，彼

に，モルモン書に精通し，全力を尽くせる
よう準備を整えられるようにすることがで
きます。各ワードや支部では，これらの定

いかり

員会が地元で働いている専任宣教師と協

『わたしは末日聖徒イエス・キリスト教会

は定員会の仲間であり，兄弟であり，助け

力して効果的な連携活動を先導すること

の神権定員会の会員です。わたしは兄弟

を必要としていました。結局，フィルには

ができます。

たちが必要としていることなら何でも援

自営業を始めるだけの十分な技術がある，

助します。そしてわたし自身も彼らの助け

と判断するに至りました。定員会会員の

は，福音から離れた人や，何らかの理由で

伝道に関連して，神権者のおもな務め

を受けることができると確信しています。

一人は，自分の家に古い物置があるので，

疎外感や不満を抱いている人を助けるよ

兄弟たちとともに働くとき，財政的なもの

修理工場として使えるのではないかと提

うにという，救い主の呼びかけにこたえる

であろうと，社会的，霊的なものであろう

案してくれました。別の定員会会員は，新

ことです。トーマス・S・モンソン大管長

と，いかなる逆境にあっても，とまどいも

しい修理工場に必要な道具や備品をそろ

もこの呼びかけを繰り返してきました。こ

恐れも覚えることなく，確固として立つこ

える手助けをしてくれました。定員会のほ

うした取り組みにおいて，若い男性たちも

とができるのです。』」

6

とんど全員が，少なくとも，古い物置の清

すばらしい成功を目にしています。ニュー

最善を尽くしても，物事はいつも計画ど

掃を手伝うことはできました。

メキシコ州のアルバカーキにあるリオグラ

おりに進むとは限りません。人の一生に

ンデ（スペイン語）ワードのアロン神権定

起こり得る逆境として特に挙げるべきは

定員会会員に計画を伝えました。物置を

員会は，だれを連れ戻したらよいかにつ

失業です。初期の教会福祉に関する小冊

清掃し，改装し，道具を集め，こうして準

いて相談し，その一人一人を定員会全体

子にはこう書かれています。「失業者は

備万端整いました。フィル自動車修理工

で訪問しました。訪問を受けたある会員

教 会にとって特 別な関 心 事で す。 な ぜ

場は繁盛し，ついには，もっといい落ち着

はこう述べています。「訪問されたとき，

なら，人は自分の受け継ぎを奪われると，

き先に移転しました。すべては定員会の

自分は大切な存在なのだと感じました。」

ヨブがそうであったように，人間としての

兄弟たちが重大な局面に援助を提供した

別の人はこう打ち明けています。「教会

本質にかかわる試 練を受けるからです。

からできたことでした。」8

へ来てほしいと思ってくれる人が実際に

数日間と思われた逆境が数週間，数か月，

いるというのはうれしいことです。だから

ついには数年も続くと，心痛はいっそう深

返してきたように，
「あなた が 行う最も

教会へ行きたくなったのです。」 定員会

まります。 …… 教会はもし週日に，試 練

大 切な主の 業は，あなた自身の 家 庭と

の会員たちがある若い男性に戻って来る

の最中にある人に何もできずに手をこま

いう囲いの中に」9 あります。社会では結

ように勧めました。次に訪問したときに

ねいているならば，日曜日にその人を救お

婚の大切さと目的がますます軽視されて

一緒に教会に行かないかと誘うと，その

うと望むことはできません。」7

いますが，わたしたちには結婚を堅固なも

フィルに自分たちのアイデアを伝え，次に，

言うまでもなく，長年預言者たちが繰り

とおりにしてくれたのです。定員会の会員

2009 年 4 月，管理ビショップリック前

のにするために，なすべきことがたくさん

たちは教会へ来るように誘っただけでは

顧 問のリチャード・C・エッジリー兄 弟

あります。子供たちに「祈ることと，主の

ありません。すぐに定員会の一員として

は，失業した仲間の会員を助けるために

前をまっすぐに 歩むこと」
（教 義と聖 約
2 0 1 2 年 11 月 号
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68：28 ）を教えるために，するべきことが

完全な主がおられます。主の恵みと神権

たくさんあるのです。わたしたちの務め

の力を求めることができます。わたしたち

は，モルモン書の中で大変力強く語られて

が悔い改めて心を清めるとき，高い所から

いる，心の中の大きな変化，すなわち主に

教えを受け，力を授けられると約束されて

対する改宗を子供たちが体験するのを助

いるのです（教義と聖約 43：16 参照）。

けることにほかなりません（モーサヤ 5：1

教会も，世の中も，女性たちも，男性を

－ 12；アルマ 26 参照）。神 権定 員会は

求めています。求められているのは，能力

扶 助 協 会と協力しながら，両 親を助け，

や才能を伸ばし，犠牲を恐れずに進んで

結婚を強固なものにすることができます。

働く男性，ほかの人が幸福や救いを得ら

また，ひとり親の家族に神権の祝福を与

れるよう助ける男性です。「神に従う男た

えることができます。

ちよ，立ち上がれ」と皆，叫んでいます。

10

兄弟の皆さん，わたしたちにはなすべき

わたしたちが立ち上がるよう神が助けてく

務めがあります。皆さんの犠牲と善い行い

ださいますように，イエス・キリストの御

に感謝しています。前進を続けてください。

名により祈ります，アーメン。■

主が助けてくださいます。何をするべき
か，何と言うべきか，分からないときもある
でしょう。 とにかく，前進してください。
行動を開始するなら，主は「効果的な門が
〔あなたの〕ために開かれるであろう」と
断言しておられます（教義と聖約 118：3 ）
。
語り始めるなら，主は次のように約束してお
られます。「あなたがたは人々の前で辱め
られることはないであろう。あなたがたの
言うべきことは，まさにそのときに，まこと
にその瞬間にあなたがたに授けられるから
である。」
（教義と聖約 100：5 － 6 ） 確か
にわたしたちは多くの点で平凡で不完全で
あがな

すが，完全な贖いを成し遂げてくださった
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勇敢であり，
体力と活力がみなぎる
ようにしなさい
2,000 人の若い兵士たちのように，立派な神権者として勇敢になる
ことにより，ふさわしい者となってください。

めました。夜も更けると，周りの様子が変
わりました。騒音や音楽の音が大きくな
り，アルコールも増え，ジョンはだんだん
不安になってきました。すると突然だれ
かが学生たちに大きな丸い輪になるよう
指示しました。みんなでマリファナを吸う
ためです。ジョンは顔をしかめ，急いで友
人 たちにもう帰る時間だと告げました。
からかうような調子で友人の一人が言い
ました。「ジョン，簡 単だよ。 ただ 輪に
なって，それが回って来たら，吸わないで
次に回せばいいんだよ。そうすれば先に
帰ることでみんなの前で気まずい思いを
しなくても済むだろう。」 それはジョンに
は簡単そうに思えましたが，正しいことだ
とは 思えませんでした。 自分 の意 思を
はっきり示し，行動しなければいけないと
分 か って いました。 すぐに勇 気を振り
絞って，みんなは好きなようにすればいい

今
こ

よい

けれども，自分は帰ると言いました。一人
2

宵，わたしはこの総大会の神権

という信念です。 2,000 人の若い兵士た

は輪に残ることを決め，もう一人は仕方な

部会に世界中から集まった，ア

ちはその勇気を示す多くの機会がありま

くジョンについて階段を下り，エレベーター

ロン神権を持つ若い男性たちに

した。また皆さんも一人一人，人生の中で

に乗ろうとしました。エレベーターのドア

向けて，ビショップとしてお話しできるこ

勇気を必要とする重要な時を迎えること

が開くと，驚いたことに，日本の警官たち

とを特に祝福に感じています。モルモン

でしょう。わたしの友人のジョンは自分の

が飛び出して来て，屋上への階段を駆け

書のヒラマンと 2,000 人の兵士たちの話

人生に訪れたそのような時について話し

上がって行きました。ジョンと友人はエレ

を分かち合いたいと思います。この聖文

てくれました。

ベーターに乗り，その場から離れました。

からこれらの古代の若い男性たちの特質

数年前，ジョンは日本の有名な大学に

警官たちが階段の上に現れると，学生

を理解することができますが，これは末日

入学を認められ，世界各地から来た多く

たちは捕まらないように，あわてて違法な

聖徒の若い男性の皆さんを鼓舞するもの

の最も優秀な学生とともに，留学生プログ

薬物を屋上から投げ捨てました。しかし

でもあります。わたしの好きな聖句を引

ラムに加わることになっていました。日本

警官たちは階段を封鎖して，屋上の学生

用します。「彼らは皆，青年であって，非

の文化と言語の理解を深めることを望む

たちを 1 列に並ばせ，両手を差し出すよう

常に勇敢であり，体力と活力がみなぎって

学生もいましたし，将来日本で仕事に就く

に言いました。警官たちはその列に沿っ

いた。しかも見よ，それだけではなく，彼

ための足掛かりと考えている学生もいまし

て歩きながら，一人一人の学生の親指と人

らは…… いつでも誠実に果たす者たちで

たが，皆，外国で 勉強するために故 郷を

差し指のにおいを注意深く嗅 ぎました。

あった。」1 勇気，体力，活力，誠実。何と

離れて来たのです。

マリファナを持った学生は吸ったか吸わな

いう称賛に値する特質でしょう。

ジョンが日本に着いてまもなく，ある個

か

かったかにかかわらず，有罪とされました。

彼らの特徴を表す第 1 の特質に焦点を

人の家の屋上でパーティーがあるという

そして深刻な結果を招いたのです。ほとん

当ててみたいと思います。「非常に勇敢

話 が 留学 生の間に広まりました。 その

ど例外なく，屋上に残った学生たちはそれ

である」という特質は，これらの若い男

夜，ジョンと二人の友人は示された住 所

ぞれの大学から退学処分を受けました。

性たちの 信念を表していると思います。

に行きました。

有罪と宣告された者は，日本から国外退

勇敢に正しいことを行う，またはアルマが

ジョンと友人は建物の最上階までエレ

去させられました。教育，数年にわたる

述べているように「…… いつでも……ど

ベーターで行き，それから屋上に通じる

準備，日本で将来雇用される可能性という

のような所にいても…… 神の証人になる」

狭い階段を上り，みんなとおしゃべりを始

夢は一瞬にして破れたのです。
2 0 1 2 年 11 月 号
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さて，この 3 人の身に起きたことを話し

る勇気を実際に示さなければならない時

ターネット仲間から受けるデジタル圧力の

ましょう。屋上に残った友人は一生懸命

が来るでしょう。その結果として，からか

実 態 が 明らか になりました。 デジタル

勉強して受け入れてもらった日本の大学

われたり，気まずい思いをしたりするかも

圧力は子供の友達や遊び仲間よりも奥深

から退学させられ，帰国しなければなり

しれません。また，テクノロジーが進んだ

く生活に入り込んで来ます。インターネッ

ませんでした。その晩，ジョンと一 緒に

現代では，画面の前の静かで孤独な戦場

トを通じて家庭や子供の寝室に侵入して

パーティーを抜け出た友人は日本での教

で，敵対者との戦いが繰り広げられること

来るのです。」4

育を終え，アメリカの上位二つの大学で

もあるでしょう。テクノロジーはかなり大

は，クリックするかしないかという小さな

学位を取りました。キャリアを積んでアジ

きな益をもたらしますが，従来の世代が

行為に示されることが多いのです。宣教師

アに戻り，仕事で大きな成功を収めていま

直面しなかった困難な問題ももたらすの

たちは『わたしの福音を宣 べ伝えなさい』

す。彼は今でもジョンの勇気ある模範に

です。最近の全国調査によると，今 日 の

から次のように教えられています。「一人で

感謝しています。ジョンについて言えば，

10 代の若者たちは日々，学校だけでなく

いて，だれからも見られていないと思って

人 生に与えた良い影 響は計り知れませ

インターネットの仮想空間でも憂慮すべき

いるときに考え，行うことによって自分の

ん。その年，日本で幸せな結 婚をし，そ

程 度 にまで 誘 惑 を 受 け て いるので す。

徳を的確に測ることができます。」 勇気

の後二人の息子に恵まれました。ビジネ

交流サイトで飲酒や違法薬物を使用する

を持ちましょう。強くなりましょう。聖なる

スマンとして大成功し，最近日本の大学の

画像を見ている 10 代の若者たちは，画像

場所に立ち，そこを動かないでください。

教授になりました。あの重大な出来事が

を見ていない若者よりアルコールや違法

若い男性の皆さん，主があなたがたに

あった日本での晩，パーティーを去る勇気

薬 物を実 際に試 す傾向が，3 ，4 倍高い

力を授 け てくださることを 約束します。

がなかったら，いかに違った人生を送るこ

ことも分かりました。この調査について，

「というのは，神がわたしたちに下さった

米国のある長官経験者は次のように述べ

のは，臆する霊ではなく，力と愛と慎みと

若い男性の皆さん，いつかジョンのよう

ています。「今 年の調査では，仲間から

の霊なのである。」

に，仲間が見ている前で正しい行動をす

の新しい種 類の強力な圧力，つまりイン

勇気と正しい行いに幸福と喜びで報いて

3

とになったか想像してみてください。

こん にち

正しい行動をする勇気

の

5

6

7

神はあなたがたの

くださるでしょう。 イエス・キリストと
あがな

主の贖 いを信じる信仰，祈り，戒めを守る
従 順さの結果として，そのような勇気を
得られるでしょう。
N・エルドン・タナー管長は次のように
述べました。「校 庭にいる一人の少年で
も良い影響を与えることができます。一人
の若者でも，フットボールのチームや大学
の構内，職 場の同僚の間にあって，福音
に従った生活をし，神権を尊び，正義を守
ることにより，多くの善い行いをすること
ができます。正しい行いに対する敬意の
念を持 た れ な がらも，同じ 信 仰を持 つ
人々からさえも，多くの批判や嘲笑を受け
ることもあるでしょう。しかし，救い主御
自身も，御自分の信念を翻そうとなさらな
かったために，苦しめられ，あざけられ，
つばを吐きかけられ，遂には十字架にお
かかりになったのです。それを忘れない
でください。もし主が弱気になり，
『一体
何のためにこんなことを』と言ってその使
命を放棄されたとしたら，一体どんなこと
が起きたか，考えてみたことがあるでしょ
52
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うか。わたしたちは義務を放棄しようとし

9

が現れる。」

ジョセフ・スミスの言葉を引用したいと

てはいないでしょうか。世の妨害や邪悪

両親や神権指導 者，そして小冊 子『神

思います。「兄弟たちよ，わたしたちはこ

をものともせずに，雄々しい僕 になろうと

への務め』や『若人の強さのために 』の

のような偉大な大義において前進しよう

しているでしょうか。勇気を出して，行動

中で預言者が強調している優先順位が，

ではありませんか。退かずに前に進んで

し，まことに心からキリストに従う者 の

正しい道を進むための指針を示してくれ

ください。兄弟たちよ，勇気を出してくだ

一人に数えられるように努めようではあり

るでしょう。

さい。勝利に向かって進み，進んでくだ

しもべ

8

ませんか。」

皆さん，2,000 人の若い兵士たちのよう

トーマス・S・モンソン大管長は最近次
のように勧告しました。

11

さい。」

み

な

イエス・キリストの御 名 によっ

て，アーメン。■

に立派な神権者として勇敢になることによ

「賢明な決断には勇気，すなわち『いい

り，ふさわしい者となってください。何を

え，そうしません』と言う勇気と『はい，そ

して，どこへ行き，何を見るかによって，将

うします』と言う勇気が必要です。……

来の自分が決まるということを覚えておい

皆さんに切にお願いします。……どうか

てください。皆さんはどのような人になり

今，ここで，ゴールへと続く道からそれない

たいで す か。 ふさわしい 執 事 や 教 師，

という決意をしてください。わたしたちの

祭司になってください。ふさわしくなって

ゴールは，永 遠に天の御父とともに住む

神 殿に参入する目標を立ててください。

ことです。」10

そして，適切な年齢になったときに次の職

2,000 人の兵士たちが指揮官ヒラマンの

を受けられるよう，そして最終的にはメル

「ときの声」にこたえて勇敢に集結したよ

キゼデク神権を受けられるように目標を

うに，皆さんも預言者であり指導者である

立ててください。これが正しい道であり，

トーマス・S・モンソン大管長に従い，同

この道を進むなら，神の助けを得られる

じようにこたえることができますように。

のです。 主はこう言われました。「それ

若いアロン神権者の皆さん，最後に，父

ゆえ，この神権の儀式によって神性の力

なる神とイエス・キリストについて証 し，

注
1.
2.
3.
4.

アルマ 53：20
モーサヤ 18：9
著者に語られた個人の経験
ジョセフ・A・カリファノ・ジュニア，コロンビ
ア大学国立依 存 症・薬 物 乱 用センター創立
者・名誉会長，研究に関するプレスリリース，
casacolumbia.org で引用
5.『わたしの福音を宣べ伝えなさい ― 伝道活
動のガイド』
（ 2004 年），118
6. 教義と聖約 87：8
7.		2 テモテ 1：7
8. N・エルドン・タナー「彼らは神のほまれより
も，人のほまれを好んだからである」
『聖徒の
道』1976 年 2 月号，107 参照
9. 教義と聖約 84：20
10. トーマス・S・モンソン「選びについての 3 つ
の R」
『リアホナ』2010 年 11 月号，68
11. 教義と聖約 128：22
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七十人

この危険はどの少年にもどの成人男性に

アンソニー・D・パーキンズ長老

もあります。傑出した若者や戻って来た
ばかりの帰還宣教師，尊敬されている神

自分自身について
気をつけなさい

権指導者，愛する家族が突然教会に来な
くなったことにがくぜんとし，悲しくなった
ことがありますか。
旧約聖書のダビデの物語は，神権の力
を無駄にした悲劇的な例です。若いころ
にゴリアテを倒し，長年義にかなった生
10

活をしていたにもかかわらず， 預言者で

深く改心し家族を強めて，神権の道にとどまってください。……神
と預言者が道沿いに立ててくれた霊的な「警告」の標識に従って，
悲劇を未然に防いでください。

あり，王でもあったこの人物は，霊的な誘
惑に屈してしまいました。屋上から美し
い女バテシバの入浴を見 た決 定 的な瞬
間，
「ダビデ，気をつけろ。ばかなことをす
るな」と叫んで道徳を守る道に引き戻して
くれる人も近くにいませんでした。自分自
11

み たま

身について気をつけず， 御 霊 のささやき

わ

に従わなかった

12

ために，永遠の家族を
13

たしは若いころ，家族でよくア

まれています。小神権と大神権を受ける

メリカのロッキー山脈を車で

ことに始まり，召しを尊んで大いなるもの

兄弟の皆さん，偉大なダビデですら昇栄

越えて祖父母に会いに行きま

としながら成長し，神の最も大いなる祝福

の道から外れたとすれば，似たような道を

した。ドライブはヤマヨモギの生い茂る

に向かって常に上り続け，ついに「父 が

たどらないためにわたしたちには何ができ

平地から始まり，松の生えた急な坂 道を

持っておられるすべて」 を受けるのです。

2

失ってしまったのです。

るでしょうか。

上って行きます。そしてついにポプラの林

天へ 続くこの 道を設 計した賢 い 御 方

個人の深い改心と家族の強いきずなと

と，はるか遠くまで見渡せる山頂の草地が

は，旅をするわたしたちのために警告の標

いう二つのガードレールがあれば，それる

見えてくるのです。

識を立ててくださいました。神権の誓詞

ことなく天への道を上ることができます。

しかしこの美しい道も，まったく危険が

と聖約の中には魂を貫く警告があります。

これを知っているサタンは，改心を妨げ

ないというわけではありません。幹線 道

「わたしは，今あなたがたに一つの戒めを

家族を分断する大岩を落として，神権の

路の多くは険しい山腹に造られています。

与える。自分自身について気をつけ〔な

道を上ることができないようにするのです

道路を造った人たちは，旅行者を守るた

さい〕。」3

が，幸いなことに，イエス・キリストと預言

めにガードレールを設け，
「落石注意」の

なぜ 神は，気をつけなさいと命じられ
4

者 が 警 告の標識を立ててくれています。

標 識を立てました。 この標 識 に十 分な

たのでしょうか。サタンが実在し，わたし

彼らは改心を妨げる高慢な心 14 や，家族

理 由があることは，見 れ ば分 かります。

たちを不幸の淵に引きずり下ろそうとして

の結束を弱める怒りや貪欲，情欲などの

道路のはるか下を流れる川の中には大小

いることを神は御存じです。5 神はまた，神

罪に気をつけるよう常に警告を与えてくれ

様々な岩が転がっていますし，ひしゃげた

権者の内面に潜む「生まれながらの人」6 が

ます。

ふち

7

車が時々谷底に見えます。運転手が注意

「神から離れがち」 なことも御存じです。

を怠った結果，悲劇が起きたことは明らか

だからこそ預言者は，信仰と悔い改め，救

慎み，……主を忘れてはならない」15 と命

です。

いの儀式，福音に添った日々の生活を通し

じました。せわしなく，娯楽に満ちた世の

8
て「古き人を…… 脱ぎ捨て」，
「キリスト

中で，人はいまだに「主……を忘れ……

9

神権の誓詞と聖約

を着〔る〕」 よう呼びかけているのです。

キゼデク神権の誓詞と聖約 を受けてい

悲劇を未然に防ぐ

るか，またはもうすぐ受けるかのどちらか

神権の道を上る途中で注意を怠ると，

です。その聖約には輝かしい旅が組み込

引きずり下ろされてしまうことがあります。
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罪悪を行うことや悪しき者に惑わされる
ことが」16 早いのです。

兄弟の皆さん，皆さんはそれぞれ，メル
1

遠い昔，モーセは「あなたはみずから

深く改心し，家族を強める

誘惑の岩が落ちてくる中で神権の道に

怒りをコントロールするようにしてください。
家 族にかけるべきは祝 福の言 葉であっ
て，ののしりの言葉ではありません。わた
したちは説得により，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
しさと慈愛によってのみ，家族を感化する
のです。30

じゅうぶ ん

第 5 に，什分の一の律法を守ることは，
信仰と家族の一致に不可欠な要素です。
サタンは貪欲な心と富を求める性向を利
け

用して，日の栄えに至る道から家族を蹴
お

落 とそうとしますから，イエスは「あらゆ
31

る貪 欲に対して…… 警 戒しなさい」 と
勧告されました。収入を仕分けして正直
な什分 の一と惜しみない断 食 献 金を納
め，必要な支出について予算を立て，不必
要な負債を避け，将来のために貯金して
物質面で自立するならば，貪欲にならず
に済みます。「まず神の国と神の義とを
21

無事にとどまるために，深く改心し家族を

「直 接 預 言 者 の言 葉を聞けるよう」 に

求めなさい。そうすれば，これらのもの

強めるための 6 つの 基 本 原 則を話しま

してくれるウェブサイトと合わせて，聖文

は，すべて添えて与えられるであろう」

しょう。

を熱心に読まなければなりません。

と神はわたしたちに約束しておられるの

第 1 に，常に祈ると神の助けを受けて
17

「サタンに打ち勝つ」 ことができるよう

第 3 に，ふさわしい状態で儀式に参加
すると，
「自分の導き手として聖なる御霊
22

32

です。
第 6 に，純潔の 律 法を完 全に守ると，

になります。イエスは「気をつけなさい。

を受け」 られるようになります。救い主

「常に〔わたしたちの〕伴侶」である聖霊

サタンが〔あなたを〕ふるいにかけること

は，
「欺かれないように気をつけなさい」

とともに「神の前に」 立つ自信が生まれ

を願っている」と神権者に警告するとき，

と警告されたときに「熱心に最善の〔御霊

ます。サタンはみだらな情報を大量に流

誘惑から身を守る方法として，必ず祈るよ

の〕賜 物 を求め」るならば，わたしたちは

して，徳と結婚生活を破壊しようとしてい

18

たま もの

33

かん いん

う命じられます。 トーマス・S・モンソン

欺かれることはないと約束されました。

23

ます。主は姦 淫 を犯した人たちに「気を

大管長はこう教えています。「もしわたし

ふさわしい状態で毎週聖 餐 を受ける会員

つけて，速やかに悔い改めなさい」と警

たちの中に，常に祈るという勧告に聞き従

は「いつも御子の御霊を受けられる」24

告しておられますが，この場合，主は，不

うことを引き延ばしてきた人がいるなら

ようになります。そして，神殿での礼拝では

義な性的行為に限らず，その前に抱く情欲

ば，今こそまさに始める時です。……人は

「聖霊の全きを受け」25 ることができます。

も含む広い意味で，姦淫という言葉を使っ

ひざまずくときに，最も堅固であるという

第 4 に，心からの愛を示すことは，個人

19

ことを覚えておくべきです。」

せい さん

まった

ておられます。34 現代の預言者と使徒は，

の改心と家 族 の 結びつきの中心となる

ポルノグラフィーの害悪について，頻繁に

第 2 に，古代と現代の聖文を研究する

原則です。ベニヤミン王は「あなたがた

はっきりと述べてきました。ゴードン・B・

と，神との結びつきが強くなります。主は

の中に争いが起こらないように…… 気を

ヒンクレー大管長は次のように教えてい

「〔神託〕が軽々しいものと見なされること

つけなさい」26 と命じました。 サタンは

ます。「〔ポルノグラフィーは〕あたかも

のないように，またそれによって彼らが

「争いの父」27 であり，
「戦〔い〕
，争〔う〕
」28

荒れ 狂う嵐のように，個人と家族を破壊

罪の宣告の下に置かれ，…… つまずいて

よう家族を仕向けます。このことを絶対に

し，かつて健全で美しかったものを徹 底

倒れることのないように，それらをどのよ

忘れないでください。兄弟の皆さん，精神

的に打ち砕いています。……だれであれ，

うに扱うか気をつけ〔なさい〕」20 と教会

的，肉体的，あるいは言葉のうえで家族を

ポルノグラフィーを見ている人は，今こそ，

員に警 告されました。 この厳しい 罪 の

虐待したり，だれかをいじめたりするなら

泥 沼 か ら 抜 け 出〔す〕…… 時 で す。」35

宣告を受けないために，教会の機関誌や

ば，わたしたちは神権の力を失います。29

どんな形であれ純潔の律法を破るよう誘
2 0 1 2 年 11 月 号
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惑されたならば，
「外にのがれ出」たエジ
36

プトのヨセフの模範に従ってください。

この 6 つの基 本原則に従うならば，個
人の 改心と家 族 のきずなという霊 的な
ガードレールの内 側に無 事とどまって，
天へ の 道を上って行くことが できます。
若い男性の皆さん，これらの原則に従う

教えられました。神権を行使するにふさわ

ならば，皆 さん は 神 殿 で の 聖 約，専 任

しくない人は，ビショップの面接を受けて

宣教師としての奉仕，永遠の結婚へと向

ください。悔い改められるように助けてく

かう神権の道を上って行くでしょう。夫で
あり父親である皆さん，これらの原則に

れます。勇気を出してください。救い主は
42

「気をつけて，罪から遠ざかりなさい」

従って生活するならば，皆さんは家族の

とはっきりおっしゃっていますが，
「主なる

霊的な指 導 者として仕え，対等のパート

わたしは……あなた が たを 赦 す。 ……

ナーである妻とともに家庭を義によって

あなたがたの道を行き，これからはもう罪

管理するにふさわしい者となるでしょう。

37

を犯さないようにしなさい」 という約束

神権の道は喜びに満ちあふれる旅なの

も与えておられるのです。

です。

ゆる

43

すべての少年と成人男性の皆さんに言
います。深く改心し家族を強めて，神権

神権の道にとどまる

の道にとどまってください。祈りと聖文，

若いころの話に戻りますが，ロッキー山

儀 式は改心の度合いを深めてくれます。

脈を越えたときのことをわたしは思い出し

愛と什分の一，純潔は，家族を強めます。

ます。「落石注意」の標識を過ぎると，父

神と預言者が道沿いに立ててくれた霊的な

は目の前の歩道に小石が散らばっている

「警告」の標識に従って，悲劇を未然に防い

のに気づき，即座にスピードを落としま

でください。「数々の誘惑に遭われたが，

した。車が止まりそうなほど減速した瞬

それらを少しも心に留められなかった」

間，バスケットボール大の石がすぐ近くに

救い主の完全な模範に従えるよう努めて

落ちて来たのです。父は落石が収まるま

ください。

で待ってからまた走り始めました。父が

44

男 性 が「自分 自身について気を つけ
45

常に注意を払って素早く対応してくれたお

〔る〕」 という神権の聖約を守るならば，

かげで，家族は無事に目的地に到着しま

わたしたちと家族は，日の栄えの王国とい

した。

う目的地へ無事に，喜びに満ちあふれて

兄弟の皆さん，サタンは「人々の霊を滅

到着して昇栄することを約束します。この

ぼそうとして」38 います。皆さんの霊が危

ことを，イエス・キリストの聖なる御 名 に

険な淵にゆっくりと近づいているのでした

よって証します，アーメン。■

ら，落ちる前に今止まり，元の道に戻って
ください。39「警告」の標識を無視して罪
を犯してしまったために，自分の霊は神権
の道を上るどころか，落ちて傷つき，谷底
に横たわっていると感じる人は，心から
あがな

悔い改めてイエス・キリストの贖いの犠牲
の力を受けることによって，引き上げられ，
天へ続く神の道に戻れることをわたしは

あかし

証します。40
「偽善に気をつけなさい」41 とイエスは
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注
1.
2.
3.
4.

な

教義と聖約 84：33 － 44 参照
教義と聖約 84：38
教義と聖約 84：43
ジョセフ・スミス― 歴史 1：16 参照。モーセ
1：12 － 22 も参照
5. ヒラマン 5：12 参照。2 ニーファイ 1：13；ヒ
ラマン 7：16 も参照
6. モーサヤ 3：19 。1 コリント 2：14 も参照
7.“ Come, Thou Fount of Every Blessing, ”
Hymns（ 1948 年），70 番
8. コロサイ 3：8 － 10 参照。エペソ 4：22 － 24
も参照

9. ガラテヤ 3：27。ローマ 13：14 も参照
10. サムエル上 13：14；17：45 － 47 参照
11. サムエル下 11：1 － 17 参照
12.「皆さんは大きな過ちを犯す前に，必ず聖なる
御霊のささやきによって警 告を受けるでしょ
う。」
（ボイド・K・パッカー「若人へ の 助 言」
『リアホナ』2011 年 11 月号，18 ）
13. 教義と聖約 132：39 参照。
『聖句ガイド』
「ダ
ビデ」の項も参照
14. 教義と聖約 23：1；25：14；38：39 参照。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 － 7 も参照
15. 申命 6：12 。申命 8：11 － 19 も参照
16. アルマ 46：8
17. 教義と聖約 10：5
18. 教 義と聖 約 52：12 － 15 参 照。 ルカ 22：31
－ 32；アルマ 37：15 － 17；3 ニーファイ 18：
18 － 19 も参照
19. トーマス・S・モンソン「祈りと信仰により主の
もとに来る」
『リアホナ』2009 年 3 月号，4
20. 教義と聖約 90：5 。教義と聖約 41：1 ，12 も
参照
21. ゴードン・B・ヒンクレー「確信：宗教の真髄」
『聖徒の道』1982 年 4 月号，5
22. 教義と聖約 45：57
23. 教 義と聖 約 46：8 。エペソ 4：14；教 義と聖
約 52：14 － 16；コロサイ 2：8 も参照
24. モロナイ 4：3；教 義 と聖 約 20：77。3 ニー
ファイ 18：1 － 11 も参照
25. 教義と聖約 109：15
26. モーサヤ 2：32
27.		3 ニーファイ 11：29 － 30 参照
28. モーサヤ 4：14
29. 教 義と聖 約 121：36 － 37 参照。教 義と聖 約
63：61 － 63 も参照
30. 教義と聖約 121：41 － 45 参照
31. ルカ 12：15 。教義と聖約 38：39 も参照
32. マタイ 6：33 。3 ニーファイ 13：33 も参照
33. 教 義と聖 約 121：45 － 46 。教 義と聖 約 67：
11；モーセ 1：11 も参照
34. 教義と聖約 63：14 － 16 。マタイ 5：27 － 28；
3 ニーファイ 12：27 － 30 も参照
35. ゴードン・B・ヒンクレー「悲劇をもたらす悪」
『リアホナ』2004 年 11 月号，59 ，62 。ダリン・
Ｈ・オークス「ポルノグラフィー」
『リアホナ』
2005 年 5 月号，87 － 90；ジェフリー・R・ホラ
ンド「わたしの敵に場所を与えてはならない」
『リアホナ』2010 年 5 月号，44 － 46 も参照
36. 創世 39：12
37.『手引き第 2 部 教会の管理運営』
（ 2010 年）
2. 3 参照
38. 教義と聖約 10：27。1 ペテロ 5：8 も参照
39. 教 義 と聖 約 3：9 － 10；1 コリント 10：12 －
132；ペテロ 3：17 参照
40. ア ル マ 13：27 － 29； 教 義 と 聖 約 109：21
参照
41. ルカ 12：1 。教義と聖約 50：6 － 9 も参照
42. 教義と聖約 82：2
43. 教義と聖約 82：1 ，7
44. 教 義と聖 約 20：22 。 ヘブル 2：17 － 18；4：
14 － 16 も参照
45. 教義と聖約 84：43 。申命 4：9；モーサヤ 4：
29 － 30 も参照

大管長会第二顧問

兄 弟の言 葉をもう一 つ引用しましょう。

ディーター・F・ウークトドルフ管長

「何にも増して，
〔空を飛ぶ〕感覚は，すべ

神権の喜び

ての神経を最大限にまで張り詰めさせる

神権の驚異と特権を喜んで受け入れ理解しましょう。果たすよう
求められる責任を引き受けて愛しましょう。

まったく違う方法を学びました。

胸の高鳴りと混じり合った完全な平安で
ある。」2 さらに，ブルーエンジェルスとと
もに飛ぶことを通して，
「天使たち」に周
囲を取り囲まれ，支 えてもらうため の，
二つの飛行経験のうち，どちらが楽し
かったかと尋ねられても答えることはでき
ません。少なくとも，幾つか明らかな点で
大きな違いがありました。しかし，ほかの
面で非常に似通った点もありました。
パイパーカブでも F － 18 戦闘機でも，

空を飛ぶ喜び

何

したちを悠々と追い越して行きました。

空を飛ぶ胸の高鳴り，美しさ，喜びを感じ

年も前に，同僚であった旅客機

それでも，この小さな飛行機をわたしは

の機長数人とわたしは，旧式の

どん な に 大 好 きだったことでしょう！

に書いた詩人の気持ちが理解できました。

飛 行機を復 元するという少 年

空を飛ぶ驚異と美しさを味わうのにこの

「地上のつらい束縛から〔解き放たれて〕，

時代からの夢をかなえることにしました。

上ない方法でした。空を飛ぶとはどうい

愉快な銀色の翼に乗り空を〔舞い踊る〕
。
」

皆で，古びた 1938 年式パイパーカブを購

うことなのか，聞き，感じ，嗅 ぎ，味わい，

入し，元の状 態に修復する作業に取りか

見ることができたからです。ライト兄弟は

かりました。だれもが，この企画に夢中で

それについて次のような言葉で表現して

さて，皆さんはこう尋 ねるかもしれま

した。わたしにとっても特別な意味を持

います。「偉 大な白い翼に乗って空を駆

せん。これら二つのまったく異なる飛行

つ企画でした。青年のころ，同じ型の飛

けめぐる飛行士の経験に匹敵するものは

経験は今日の集会や，わたしたちが特権

行機で操縦を学んだからです。
この飛行機が最初に製造されたのは，

か

1

〔何もない〕。」

それとは対照的ですが，今年の初めに，

ました。どちらに乗ったときも，次のよう

3

どこにいても同じ神権

きょう

として授かっている神権，あるいはわたし
たちが皆こよなく愛している神権の奉仕

ライト兄弟のあの有名な初飛行からわず

わたしは恵まれて最新式の F − 18 戦闘機

か 35 年後のことでした。そのことを考え

に乗り，あの世界的に有名な合衆国海軍

兄弟の皆さん，神権の奉仕における個

ると，ほんとうに年を取ったと感じます。

所属のアクロバット飛 行 隊，ブルーエン

人の経験は皆まったく違っているというの

この飛行機のエンジンには電動の始動

とどう結びつくのだろう。

ジェルスと一緒に飛ぶ機会がありました。

が実 状ではありませんか。 F − 18 戦闘

機が装備されていません。ですから，操

まるで脳裏に記憶している航路に沿って

機で飛んでいる人もいれば，パイパーカブ

縦室からエンジンを起動させる間，別の

上空を飛行しているようでした。空軍戦

で 飛 んでいる人もいるということで す。

人が地上でプロペラをしっかりとつかみ，

闘機のパイロットとしての訓練を終えたの

一部の人は，大祭司グループリーダー補佐

満身の力を込めてエンジンが自力で動き

が，ちょうど 50 年前のほぼ同じ日だった

から執事定員会書記まで，あらゆる職務

出すまで回し続けるのです。エンジンが

からです。

が活発な神権者で占められているワード

動き出す瞬間，毎回胸が 高鳴り，勇壮な

F － 18 戦闘機に乗った経験は，もちろ

やステークに住んでいます。そのような人

ん，パイパーカブの場 合とはまったく異

は，人員が申し分なく配されたワード組織

いったん飛び立つと，パイパーカブは

なっていました。飛行のよりダイナミック

に参加する特権があります。

飛 行 速 度 が 低 いことが 判 明しました。

な美しさを見せてくれました。現在の航

一方，世界にはほんの一握りの会員と

実際，向かい風が強いときには，まったく

空力学の法則をより完全な方法で応用し

神権者しかいない地域に住んでいる人も

移 動していないか のように 感じました。

たものでした。しかし，それと同時に，ブ

います。彼らは，なすべき仕事が山のよう

10 代の息子グイドと一緒にドイツのアウト

ルーエンジェルスとの飛行を通して，戦闘

にある中で，孤独と重荷を感じているかも

バーン（高速道路）上空を飛んだ時のこと

機 パイロットになることは，若 者にこそ

しれません。神権の奉仕に取りかかるま

を覚えています。案の定，眼下の車はわた

似つかわしいと改めて思いました。ライト

でに，個人的に何度も働きかける必要が

気持ちになったものです。
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はら から

あるかもしれません。時々，所属する支部

祝福し，行動するように召されています。

集団として集まっています。主と同胞に仕

やワードが，まったく前進していないと思

すべてをゆだねられているのです。これ

えることは神聖な喜びであり特権です。

えることすらあるかもしれません。

ほど心踊ることがあるでしょうか。

ほかの人々を助け，神の王国を築くという

しかし，皆さんの責任や状況がどのよう
なものであっても，献身的な神権の奉仕に

神権における奉仕の喜びを理解し，感

最善の力を尽くすのです。

神権の喜び

永遠にわたる力と権能であることを理解

はいつも特別な喜びが伴うことを，皆さん
やわたしは知っています。
わたしはパイパーカブであろうが，F－18

気 高 い大 義 のために，自身 が 内に持 つ

謝し，感じましょう。

わたしたちは，神権とは神がお持ちの
空を飛ぶことへの愛はわたしの全生涯

しています。この定義をすぐに唱えること

戦闘機であろうが，そのほかの飛行機で

に およぶ 方 向 性 に 影 響 を与えました。

ができます。しかし，わたしたちは自分が

あろうが，いつも空を飛ぶことが大好きで

しかし，パイロットとしての経験は爽快で

口にする言葉の意味をほんとうに理解し

した。速度が不十分だと不平を言うこと

この上なく幸せなものでしたが，教会員と

ているでしょうか。繰り返します。神権と

はありませんでした。 F － 18 機に乗った

しての経験はさらに深遠で，より大きな喜

際に，アクロバット飛行の操縦で重圧を感

びとはるかに深い感銘を与えてくれるもの

じ，老いが進んだ現実を情け容赦なく突

でした。われを忘れて教会の奉仕に没頭

きつけられたときでも愚痴をこぼしません

するにつれて，神の全能の力と同様にそ

でした。

の深い憐れみを感じるようになりました。

は神がお持ちの永遠にわたる力と権能で
ある 。
考えてもみてください。神権を通じて，
神は天地を創造し，統治しておられるの
です。
この力を通じて，神は御自分の子供た
あがな
ちを贖 い，昇栄に導き，
「人の不死不滅と
永遠の命」4 をもたらされるのです。
神権とは何かについて，預言者ジョセ
フ・スミスは次のように説明しています。
「この経路を通じて，全能者はこの世の創
造〔の初め〕に御自分の栄光を現し始めら
れました。またこれを通じて，神は現在に
至るまで人の子らに御自身を現してこられ，
これを通じて，神は時の終わりに至るまで
御自分の目的をお知らせになるでしょう。
」5
全能であられる天の御父は，当然欠点

そうです，どのような状況にも，必ず何か

あわ

パイロットとして，わたしは空に親しんで

不完全なことがあるものです。そうです，

きました。そして教会員として，わたしは

不平の種は容易に目に付くのです。

天からの愛と思いやりを感じてきました。

しかし，兄 弟の 皆さん，わたしたちは

時には 操 縦 席に座れ なくて寂しいと

「神の御子の位に従う聖なる神権」を持

思うこともあります。しかし，教会で兄弟

つ者です。わたしたち一人一人が，頭に手

姉妹と一緒に奉 仕することで，すぐにそ

を置かれ，神の神権を受けました。地上

の寂しさは消えます。この大いなる大義

で神の僕 として神の御 名 によって行動す

と業の一端を担うことによって崇高な平

る権能と責任を与えられているのです。

安と喜びを感じることができるので，この

大きなワードであろうと，小さな支部であ

世のいかなるものをも惜しむことはありま

ろうと，わたしたちはあらゆる事柄におい

せん。

しもべ

み

な

て，すべての人々の福利のために，仕え，
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今 日，わたしたちは 神 権 者 の 大きな

があり不完全な死すべき者であるわたし

ない。」8

神権の驚異と特権

たちに神権の権能を託されました。御父

わたしたちは個人的な利益のために行

は御自分の子供たちを救うために，神の

動しているわけではありません。むしろ，

ず，感謝しない人のことを思うとある種の

御名により行動する権能をわたしたちに

周りの人に仕え，彼らを高めようとしてい

悲しみを覚えます。彼らは飛行機に乗っ

授けられたのです。この偉大な力によっ

ま す。 強 制 で は なく，
「説 得，……寛 容

て雲のはるか上空を飛んでいる間，ピー

て，わたしたちは福音を宣 べ伝え，救いに

…… 温 厚と柔和，偽りのない愛」9 によっ

ナツの袋のサイズについて不平を言うこと

かかわる儀式を執行し，地上に神の王国

て導きます。

に時間を費やしている乗客のようなもの

の

を築く手助けをし，家族や同胞に祝福を
与え，仕える権能を授かっています。
すべての人に与えられる

わたしは神 権の驚異と特権を理 解 せ

全能の神の神権は，先祖がだれか，ど

です。それは，古代の王族がたとえ 1 度

れほど貧しい境遇に置かれていか，また

試乗するためだけであっても喜んで全財

地球のどの地域に住んでいるかにかかわ

産を差し出すほどの経験なのです。

らず，世界中のふさわしい男性に与えられ

兄弟の皆さん，わたしたちは卑しい者

ます。金銭もこの世のどんな代価をも払

でありながら，この偉大な神権の権能と

うことなく与えられます。古代の預言者イ

力をあずかる祝福に浴しています。目を

神 権 やそれ に付 随 するいかなる責 任

ザヤの言葉を言い換えれば，のどがかわ

上げて，それが実際どのようなことかを見

も，金銭で買ったり，自在に操ったりでき

いている すべての人 は 水のある所に来

て理解し，認めましょう。

ません。神権の力を行使するに当たって，

て，金銭を支払わずに飲むことができる

地位や富，勢力によって影響を受けたり，

ということです。

これはわたしたちが持っている神聖な
神権です。

10

義にかなった，愛にあふれる献身的な
神権の奉 仕を通して，わたしたちは次の

左 右されたり，強 制されたりすることも

救い主イエス・キリストの永 遠で計り

啓示の真の意味を，身をもって味わうこと

ありません。それは天の律法に基づいて

知れない贖いのおかげで，神の神権は，

ができるでしょう。「わたしはあなたがた

働く霊的な力であり，全人類の偉大な天

たとえ過ちを犯したり，過去にふさわしく

に先立って行こう。わたしはあなたがた

の御父がその源です。その力は独善では

ない時期があったりしても，受けることが

の右におり，また左にいる。わたしの御

なく，義の原則に従ってしか制御すること

できます。霊的に精錬され清められる悔

霊 はあなたがたの心の中にある。また，

い改めの過程を経ることで，
「立って光を

わたしの天使たちはあなたがたの周囲に

6

も，運用することもできません。
キリストは地上におけるあらゆる神権
7

11

ゆる

放」 つことができるのです。赦しをもた

み

たま

12

いて，あなたがたを支えるであろう。」

の権能と力の真の源です。 わたしたちが

らす，救い主，贖い主の限りない愛によっ

神権の驚異と特権を喜んで受け入れ理

手助けする特権にあずかっているのは主

て，目を上げ，清くふさわしくなり，義にか

解しましょう。家庭や教会のユニットで果

の業です。「人は謙遜であり，愛に満ち，

なった気高い神の息子となって，全能の

たすよう求められる責任を，その大小にか

信仰と希望と慈愛を持ち，また自分に任

神の最も神聖な神権を持つのにふさわし

かわらず引き受けて愛しましょう。義と献

せられたすべてのことについて自制しな

い者となることができるのです。

身，神権の奉仕において，絶えず磨きをか

ければ，だれもこの業を助けることはでき

けましょう。神権にあって奉仕する喜び
を見いだしましょう。

ブラジル，ソブラル

それには，知識，従順，信仰に関する原
則を応用するのが最も効果的です。
すなわち，まず，わたしたちは啓示され
た神の言葉にある神権の教義を知り，取
り入れる必要があります。神権が機能す
る基となる聖約と戒めについて理解する
ことが重要なのです。13
次に，わたしたちは賢くあって，得た知
識に基づいて持続的に，また公明正大に
行動しましょう。神の律法に従い，思いと
体を律し，自らの行動を預言者の教える
義にかなった方式に調和させるとき，わた
したちは神権による奉仕の喜びを味わう
2 0 1 2 年 11 月 号
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大管長会第一顧問

でしょう。

ヘンリー・B・アイリング管長

最 後に，主イエス・キリストを信じる
信仰を深めましょう。 主の 御 名を受け，
毎日，新たな気持で主の弟子となる道を
歩みましょう。自らの行いによって信仰を

まっと

全うしましょう。14 弟子として，家族と同胞，
神に仕えることにより，わたしたちは一歩
ずつ完成への道を歩むことができます。
神権にあって，心と，勢力と，思いと，力
を尽くして仕えるときに，わたしたちは崇

高い目標を持てるよう
青少年を助ける

たま もの

高な知識と平安，そして霊的な賜 物 を約
束されています。聖なる神権を尊ぶなら，
神は栄誉を授けてくださり，わたしたちは
「終わりの日に神の前に罪のない状 態で

皆さんの導きがあれば，青少年は神の王国で務めを行うために
自分の潜在能力を見いだし，求め，信じることができるでしょう。

15

立てる」 のです。
わたしたちがいつも偉大で力強い神の
神権の驚異と喜びを見る目と感じる心を
持つことができますように。イエス・キリ
ストの御名によって，アーメン。■
注
1. ウィルバー・ライト，ジェームズ・トビン，To
Conquer the Air: The Wright Brothers
and the Great Race for Flight（ 2003 年），
238
2. トビン，Wright brothers の項，To Conquer
the Air ，397
3. ジョン・ギ レスピー・メィジ ー・ジュ ニア，
“ High Flight, ”ダイアン・ラヴィッチ編，The
American Reader: Words That Moved a
Nation（ 1990 年），486
4. モーセ 1：39
5.『歴代大管長の教え ― ジョセフ・スミス』，
108
6. 教義と聖約 121：36 参照
7. ヘブル 5：4 － 10；教義と聖約 107：3 参照
8. 教義と聖約 12：8
9. 教義と聖約 121：41
10. イザヤ 55：1 参照
11. 教義と聖約 115：5
12. 教義と聖約 84：88
13. 教義と聖約 84：33 － 44；121：34 － 36 参照
14. ヤコブ 2：22 参照
15. 教義と聖約 4：2
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こ

のすばらしい神権部会に出席

賜物を見つけるために啓示を求めるなら，

してすばらしい教えと証 を聞く

皆さんが 神権の中で導く人々，特に若人

ことができ，とても感謝してい

を，彼らが行える務めへと導くでしょう。

あかし

ます。わたし自身の経験について考えさ

皆さんの導きがあれば，青少年は神の王

せられました。これまでわたしが神権者

国で務めを行うために自分の潜在能力を

として行ってきたことはすべて，わたしが

見いだし，求 め，信じることが できるで

自分では見えないものを見いだしてくれた

しょう。

人がいたおかげでできました。

わたしは自分の子供たちについて啓示

若い父親だったころ，わたしは自分の

を求めて祈りました。一人一人が 神に仕

子供たちが主の王国にどのように貢献す

えるための具体的な機会に備えるために

るのか知るために祈りました。息子たち

どのように助ければよいか知るためです。

については，神権の務めを行う機会があ

次に，彼らが その 未 来を思い浮か べて

ると知っていました。娘たちは主に代わっ

望み，それに向けて努力するのを助けよう

て奉 仕をすると知っていました。全員が

としました。それぞれの息子には，その

主の 御 業 を行うことでしょう。 しかし，

子の特別な賜物を説明する聖句とそれを

わたしは子供たちが一人一人違っていて，

表す絵を板に彫りました。絵と文字の下

それぞれが主に仕える際に用いるための

に，その息子がバプテスマや神権の職を

特別な賜 物 を主から与えられていること

受けた日付と，その出来事のときの身長

も知っていました。

を彫りました。

み わざ

たま もの

わたしはすべての青少年の父親や指導

わたしがどのような板を彫って，それぞ

者に，どうするのがいちばん良いか，具体

れの息子が自分の霊的な賜物と主の業に

的に言うことはできません。しかし，これ

貢献できる方法に気づくのを助けたか説

は約束できます。青少年が彼らの持って

明しましょう。皆さんもわたしと同じよう

生まれた霊的な賜物に気づくうえで皆さ

に霊感を受けて，皆さんが愛し導く一人

んが祝福となるでしょう。だれもが違って

一人の青少年に与えられている特別な賜

いて，違った貢献をします。失敗する運命

物と特有の機会に気づくことができます。

の人などいません。神の目に映る彼らの

長男が執事になってイーグルスカウト賞

者としての将来について祈りました。息子
が 伝 道に出ている姿を想像しましたが，
あまり見 込 みがないように思えました。
すると箴言の一つの聖句を見つけました。
「悪しき者は追う人もないのに逃げる，正
しい人はししのように勇ましい。」2
その息子の板には，大きなライオンが
ほえている顔と，その下に「ししのように勇
ましい」という言葉を彫りました。息子は
伝道中，そして伝道から帰還した後も，わた
しが板に込めた望みを成就してくれました。
かつて恥ずかしがり屋だった息子は強い
確信をもって福音を宣べ伝え，様々な危険
な目に遭っても勇敢に立ち向かいました。
彼は主を代表する者としてその責任の中
で支えられました。
皆さんが導いている若い男性にはどの
を受けたとき，彼自身と彼の将来について

いつまでも覚えているさ。」長男の成長を

ようなことが待ち受けているでしょうか。

考えました。すると，ワシの絵が心に浮か

刻んだ板の上の部分にはワシの絵と「ワシ

主が 今 皆さんの目に映る内気な少 年を

びました。わたしたち家族はアイダホ州

の翼に乗って」という文字を彫りました。

勇敢な僕に変えてくださるよう，皆さんは

のサウステトンマウンテンのふもと近くに

何年かたって，長男は宣教師としてわた

住んでいて，長男とそこでハイキングをし，

しが願った以上に大きく羽ばたきました。

ワシ が 空を舞う姿 を見 たことが ありま

伝道地で様々な困難に遭い，中には彼が

とを，わたしたちは知っています。森の中

した。ワシの絵から，次のイザヤの言葉

それを乗り越えるのは無理だと思うもの

で父なる神とその御子イエス・キリストに

が思い浮かびました。

もありました。皆さんが支える少年も，わ

まみえた若い少年ジョセフは，霊的に力

たしの息子と同じ経験をするかもしれま

強い人物 へと成長しました。 パーリー・

せん。主は息子の能力を高め，わたしに

P・プラットは，預言者ジョセフ・スミス

は習得が難しいと思う言語で福音を宣 べ

が自分たちをとらえている卑劣な見張り

伝 えられ るようにしてくださいました。

たちを叱責したときに，それを目の当たり

「弱った者には力を与え，勢いのない者
には強さを増し加えられる。
年若い者も弱り，かつ疲れ，壮年の者も
疲れ果てて倒れる。

の

その子の信仰を育てなければなりません。
主が僕たちを勇敢な者に変えられるこ

しっ せき

ま

しかし主を待ち望む者は新たなる力を

どの若い男性についても，皆さんがその

にしました。プラット長老はこう記録して

得，わしのように翼をはって，のぼること

子の神権者としての可能性を感じ取ろう

います。

ができる。走っても疲れることなく，歩い

とするなら，主 は 皆さんが 知る 必 要 の

「突然，ジョセフが立ち上がり，雷鳴の

ても弱ることはない。」1

ある事柄を教えてくださるでしょう。その

ように，あるいはほえるライオンのように，

子は主が明らかにしてくださった以上の

わたしの覚えているかぎり次のように語り

ため，わたしたちはサウステトンの頂上の

実は，そのとき，長男が疲れてしまった

可 能 性 を 秘 めて いるかもし れません。

ました。

手前でハイキングを中断しました。彼は

彼が高い目標を持てるように助けてくだ

もうやめたいと思いました。長男はこう言

さい。

『黙れ，地獄の鬼どもめ。イエス・キリ
ストの御名によっておまえたちを叱責し，

いました。「頂上まで行けなかったことを

皆さんが励ましている少年はとても内

ずっと後悔すると思う？ お父さんは行っ

気なので，神権を持つ力強い僕 になれな

もそのような言葉を聞いてはいられない。

ておいでよ。お父さんまでがっかりしてほ

いと皆さんは思うかもしれません。わが

そ のような 話を やめよ。 さもなけ れ ば

しくないから。」

家の別の息子は，店に入っても店員と話せ

おまえたちかわたしのどちらかが，今すぐ

わたしは答えました。「父さんはがっか

ないほど恥ずかしがり屋でした。怖がり

死ぬことになるぞ。』」

りなんかしないし，おまえだってきっと

すぎだったのです。わたしは息子の気が

プラット長 老はその経験をこのように

後悔しない。この山を二人で登ったことを

弱いことに不安を抱きながら，彼の神権

つづっています。「ミズーリのだれも知ら

しもべ

口をつぐむように命じる。もう一刻たりと

2 0 1 2 年 11 月 号
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ジョセフ・スミスによって回 復され た，
神 の 神 権 の 鍵 を 通しての み可 能 で す。
皆さんが導く青少年にこの永遠の目標を
持つように勧めることは，彼らに与えられ
る最高の贈り物です。それはおもに皆さ
ない田舎の村の監獄の中で，深夜，鎖に

ました。天使が実際にそのような姿でラッ

んの家族の中で，模範によって与えます。

つながれて立つ彼の姿を見たとき，人 生

パを吹くか分かりませんが，叫び声よりも

皆さんが導く青少年の中には家族が教会

でただ一度だけ，こうごうしさと威厳とい

ラッパの絵を彫る方が簡単でした。

員でない人もいるかもしれません。しか

うものを目にしました。」3

世界中の神権指導者がそれぞれのワー

し，皆さんにお勧めしたいのは，彼らが幕

義にかなった僕たちが主の御 名 によっ

ドやステーク，伝道部でシオンを建設する

の両側で家族の愛を感じ，求めることが

て神権を持 つ証人として語るとき，主は

とき，天使たちは歓呼します。また，シオン

できるように助けることです。

ライオンのように勇敢な者になる機会を彼

を建設するうえで皆さんが助ける若い男性

今説明した成長記録の板は，神が見て

らにお与えになります。

と若い女性がどこにいても，どのような状

おられる青少年の偉大な可能性と未来，

み

な

況にあっても，天使は彼らを喜んでいます。

そして彼らに備えておられる特別な務め

たくさんの友 達に囲まれていることの多

わたしの別の息子は，少年のころから

シオンは聖約と愛によって結ばれた民に

を，青少 年がかいま見れるように助ける

い子供でした。彼は人とすぐに仲良くな

よって築 か れます。 皆さん の 青少 年が

一つの手段にすぎません。神は，皆さん

れる子供でした。わたしは彼が神の王国

シオンの業に携わるよう助けてください。

自身の子供や皆さんが導くほかの青少年

にどんな貢献をするか祈って予想しようと

別の息子については，太陽の絵と救い

のために，どのようにすればよいか分かる

しました。そして，彼には愛と一致によっ

主の執り成しの祈りの「永遠の命とは」と

よう助けてくださいます。皆さんが祈りの

て人々をまとめる力があると感じました。

いう言葉を彫りました。地上での教導の

気 持ちで 未 来 の 彼らをかいま見ようと

そのことを考えていると，教義と聖約の

業 が 終わる少し前に，救 い主は 御 父に

求めて，感じたことをその若人に個人的に

このように祈られました。

伝えるときに，皆さんは神が 一人一人の

ある箇所が思い浮かびました。神権の長
老たちがミズーリにシオンを建てるために

「永遠の命とは，唯一の，まことの神でい

子 供たちを愛しておられ，彼らの偉大で

行った努力と貢献に対し，天使が歓呼し

ますあなたと，また，あなたがつかわされ

特別な賜物を見ておられることを知ること

たと書かれているところです。シオンの建

たイエス・キリストとを知ることであります。

でしょう。

設には大きな犠牲が必要でした。教義と

わたしは，わたしにさせるためにお授け

わたしは父親として祝福されて，息子だ

聖約の啓示にはこうあります。「それでも，

になったわざをなし遂げて，地上であなた

けでなく娘たちについても，神の王国で

あなたがたは祝福されている。あなたが

の栄光をあらわしました。」

たが述べた証は，天使たちが見るために

5

偉大な未来があるのを見ました。祈りに

息子は 3 つの大 陸で，そして何よりも

よって導きを求めたとき，ある方法が示さ

天で記録されているからである。そして，

自分の家庭の中で，家族に対して神権の

れました。そして，神が御自身の王国を築

天使たちはあなたがたのことを喜んでお

務めを行ってきました。家族を中心に生

く僕として娘たちを信頼しておられること

ゆる

4

り，あなたがたの罪は赦されている。」

活を築いてきました。自宅に近い職場に

に娘たちが気づくのを助けることができま

息子の成長記録を刻んだ板に「天使た

勤めており，昼の休憩時間にはしばしば

した。

ちはあなたを喜んでいる」と彫りました。

家に帰って妻や年少の子供たちと昼食を

娘たちが幼いころ，わたしは人々が幕

人々を一つにし，彼らに影響を及ぼすと

取ります。彼の家族はアイリング姉妹と

のかなたにいる人の愛を感じられるよう，

いう息子の能力は学校を卒業した後も発

わたしのすぐ近くに住んでいます。彼らは

ともに 助 けることが できると気づきま

揮されました。彼は仲間の神権者とともに

わが家の庭を自分の庭のように手入れして

した。わたしは愛が奉仕によってもたら

ステークの活動を組織し，その地域にいる

くれます。この息子は永遠の命を受ける

され，永 遠の 命 へ の 望 みを 促 すことを

青少年が終わりまで堪え忍ぶ信仰や，難し

にふさわしい生活を送るだけでなく，いつ

知っていました。

い状況に打ち勝つ力を持てるようにしまし

までも家族に囲まれて感謝される生活も

た。息子は若い男性や女性たちの中に信

送ろうとしています。

そこで 娘 たちと一 緒に パンこね 板を
彫り，それに自家 製パンを乗 せて，夫や

仰をはぐくむことで，合衆国各地の都会に

永 遠の 命とは，家 族と，そして御父や

妻を亡くした人々や，いろいろな家 族に

シオンの居留地を築くのを助けました。わ

御子，聖霊と一つになり，ともに住むこと

贈りました。それぞれの板に彫ったのは

たしは板の絵に，ラッパを吹く天使を彫り

で す。 永 遠の 命を受 けるのは，預 言 者
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七十人第二定員会

トーマス・S・モンソン大管長が
「これまでで最も広い範囲に放送され〔た〕」
と述べたように，
最新のテクノロジーのおかげで，世界中の
末日聖徒が総大会の祝福にあずかった。
写真は左上から右回りに，
ケリマネ（モザンビーク），タリン（エストニア），
ワルシャワ（ポーランド），メキシコシティー
（メキシコ），エディンバラ（スコットランド），
タイペイ

台北（台湾），ガボローネ（ボツワナ）の
会員および宣教師たち。

語で「わたしは愛し望む」という言葉で

救い主，そして高い目標に向いているの

らない人が自分の心の内を知っているこ

した。 娘 たちの 特 別な霊 的 な賜 物は，

を確かに知ることができます。

とにとても驚き，そのような奇跡が起きて

わたしが 彫 った 板の 文 字 だ け でなく，

青少年を助ける方法はほかにもいろい

いる部屋を見ようと目を開けました。わた

それを人々に配る行動の中で顕著になり

ろあります。その多くは皆さんがすでに

しの可能性を述べたその祝福は，わたし

ました。その人々は愛する家族を失った

行っています。家族の祈りや聖文学習の

の人生，夫婦関係，そして神権者としての

悲しみや喪失感の中で，救い主の愛とそ

習慣は，今 皆さんが思っている以上に長

務めを形作ってきました。

の贖 罪 によって明るい希望があるという

く記憶に残り，心を変えることでしょう。

安心感を必要としていました。これこそ，

一見この世的に思えること，例えばスポー

は証します。「すべての人があらゆる賜物

わたしの娘たち，そしてすべての人にとっ

ツ行事に参加したり，映画を見たりするこ

を与えられるわけではない。賜物は多く

て，永遠の命なのです。

とも子供の心に影響を及ぼします。大切

あり，各人に神の御霊によって一つの賜物

なのは何をしたかではなく，それをしてい

が与えられるのである。」

しょくざ い

皆さんの中には，
「アイリング兄 弟，木

そのときとそれに続く経験から，わたし

7

彫りを学ぶ必要があると言っているので

るときにどのような気持ちがしたかです。

すか」と思う人 が いるかもしれません。

わたしは，若人の人生に大きな影響を与え

さったので，わたしは自分 が愛し仕える

そうではありません。わたしが木彫りを

る活動を見つけるための良い方法を発見

人々を祝福するためにそれを使う機会を

学べたのは，優しく才能あふれる師匠，す

しました。それは，彼らが神から賜物とし

見つけ，そのために備えることが できま

なわち当時のボイド・K・パッカー長老が

て与えられた興味に応じて活動を提案す

した。

教えてくれたからです。わたしが身に付け

ることです。わたしは自分の経験からそ

たわずかな技術は，パッカー長老が優れ

れが可能であると知っています。

た木 彫りの才 能と教えるための 忍 耐を

主がわたしに賜 物を明らかにしてくだ

神はわたしたちの賜 物を御 存じです。
わたし自身も含め皆さんにお勧めします。

わたしが 12 歳で執事になったとき，わた

わたしたちに与えられた賜物と，それを伸

持っていたおかげです。パッカー会長の

しはニューヨーク・シティーから 50 マイル

ばす方法を知り，そして神が与えてくださ

ような師匠は天からしか 得られません。

（ 89 キロ）離れたニュージャージー州に住

る人々に奉仕する機会に気づけるように

皆さんが板を彫らなくても子供たちの心

んでいました。わたしは野球の名選手に

祈ってください。しかしそれ以上に，皆さ

を形作る方法はたくさんあります。

なることを夢見ていました。父はブロンク

んが霊感を受けて，奉仕するために神か

スにある，古い歴史のあるヤンキースタジ

ら与えられた自分の特別な賜物を見いだ

信仰や希望のメッセージを遠い場所にい

例えば，新しい通信 技 術のおかげで，

アムの試合に連れて行ってくれると約束し

せるように人々を助けるよう願っています。

る家族にも，瞬時に，しかもお金をほとん

ました。ジョー・ディマジオがバットを大

皆さん が 尋 ね 求 めるなら，皆さん は

ど，あるいはまったくかけずに送信でき

きく振ってセンタースタンドにホームランを

祝福されて人々を助け，引き上げ，彼らが

ます。毎晩，妻の助けを得て次のことをし

打つのを父の隣で見たことを今でも覚えて

能力を最大限に発揮して導き愛する人々

ています。わたしたちは初めに，連絡でき

います。父とメジャーリーグの試合を見に

に奉仕できるように助けるでしょう。神が

る孫たちや子 供たちに電話をかけます。

行ったのはそのときだけでした。

生きておられ，イエスがキリストであられ，

彼らの個人的な成功や行った奉仕につい

しかし，父との別の思い出はわたしの

わたしたちが 持 つこの力が 神の 神 権で

て聞きます。また，そのときの写真を送る

人生を永遠に変えました。父はわたしを

あることを証します。そして神がわたした

ように勧めます。わたしたちはその写真

ニュージャージーから，ソルトレ ーク・

ちに特別な賜 物を備えられ，わたしたち

を使って数段落の文章を書きます。そし

シティーにいる聖任された祝福師の家に

の想像を超えた方法で主に奉仕できるよ

て，モルモン書から一つ，二つの聖句を書

連れて行きました。わたしはその兄弟と

うにしてくださることを証します。イエス・

き添えます。この文 章の霊的な品質や，

初対面でしたが，父親は玄関先で別れを

キリストの御名により，アーメン。■

「家族の日記 ― 小版」と呼んでいるこの

告げました。祝福師がわたしにいすに座

記録を作るわたしたちの限られた努力を

るよう案内しました。祝福師はわたしの頭

見て，ニーファイやモルモンは感動しない

に手をおいて神からの賜物として祝福を

かもしれません。しかし，アイリング姉妹

宣言しましたが，それにはわたしが心から

とわたしはその取り組みによって祝福を

強く望んでいることが含まれていました。

受けています。聖句を選び，短い証を書く

祝福師はわたしが「平和をつくり出す

ときに霊感を受けます。そして，孫たちの

人たちは幸いである」6 と言われた一人で

生 活 の 中に，彼らの 心が わたしたちや

あると語りました。わたしは，まったく知

注
1. イザヤ 40：29 － 31
2. 箴言 28：1
3. Autobiography of Parley P. Pratt ，パーリー・
P・プラット・ジュニア編（ 1938 年），179 －
180
4. 教義と聖約 62：3
5. ヨハネ 17：3 － 4
6. マタイ 5：9
7. 教義と聖約 46：11
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人が将来なり得る姿を
見る
現在の姿を見るのではなく，人が将来なり得る姿を見る力を養わ
なくてはなりません。

です。「女性は人から『あなたは美しく，
価 値 があり，注目に値します』と言って
もらう必要があります。」
兄弟の皆さん，この点については，男性
も女性とほとんど同じです。男性も人から
「あなたは価値があり，有能で，注目に値
します」と言ってもらう必要があります。
奉仕の機会が必要です。活発ではない，
または積極的に活動するのをためらって
いる人のために，手を差し伸べる方法を
祈りの気持ちで探さなくてはなりません。
何らかの奉仕をするよう依頼することが，
活発になるためにまさに必要な励ましと
なるかもしれません。しかし，奉仕の召し
を与える立場にある指導者が，召しを与え
ることに消極的な場合があります。人は変

愛

われるということを忘れてはいけません。
する兄弟の皆さん，毎年 2 回こ

と若い男性は，強さの程度の差こそあれ，

悪い習慣を捨て去り，罪を悔い改めるこ

の壮大なカンファレンスセンター

一人一人が証を持っています。自分が望

とができます。ふさわしい神権者になり，

が，霊感に満ちたメッセージを

むほど強い証はまだ持っていないと思う

勤勉に主に仕えることができます。少し

聞くために集まった神の 神 権 者 たちで

なら，そのような証を得るために努力する

例を挙げましょう。

満 席になります。 教 会の 神 権 部 会には

ようお勧めします。もしすでに強く深い証

わたしは十二使徒定員会の会員になっ

すばらしい御 霊 があふれています。この

を持っているのであれば，それを保つよう

た当初，デビッド・O・マッケイ大管長の

御霊はカンファレンスセンターから発し，

に努めてください。真理についての知識

顧問であった N・エルドン・タナー管長

神の息子たちが集まる建物すべてに注が

を持っているわたしたちは，何と祝福され

に同行し，カナダのアルバータで行われた

れます。今 晩，わたしたちは確かにその

ていることでしょう。

ステーク大 会に出 席 する機 会 がありま

み たま

御霊を感じています。

兄弟の皆さん，
「現在は証がほとんど，

した。 集 会 の 途 中 でステ ーク会 長 が，

数年前，この美しいカンファレンスセン

あるいはまったくない人たちも，わたした

長老に聖任される資格のある 4 人の兄弟

ターが建てられる前に，ソルトレーク・シ

ちが 証を伝え，彼らが変われるよう進ん

の名前を読み上げました。その兄弟たち

ティーのテンプルスクウェアを訪れたある

で助けるなら，彼らが証を得ることは可能

のことをタナー管 長は知っていました。

人が，タバナクルで行われた総 大会の部

であり，きっと証を得るだろう」というの

管長はかつてその地域に住んでいたから

会に出席しました。中央幹部のメッセージ

が今晩のわたしのメッセージです。時に

です。ただし，管長は彼らの過去の姿を

を聞き，祈りに耳を傾け，タバナクル合唱

は，変わるための励ましを与えるのが わた

覚えていましたが，彼らが生活を改め，長

団の美しい音楽を聴き，壮麗なタバナクル

したち であることもあります。では最初
に，会員ではあっても，福音に従う決意が
それほど強くない人たちについてお話しし
ましょう。
何年も前に，フィンランドのヘルシンキ
で開かれた地域大会の「母親と娘のため
の部会」で聞いたメッセージは，意欲をか
きたてられるような，力強く，忘れられな
いものでした。あれからほぼ 40 年経っ
た今でも覚えています。話者は多くの真
理を語りましたが，とりわけこう言ったの

老になるふさわしさを十分身に付けたこと

のオルガンの荘厳な響きに驚嘆しました。
集 会 が 終わると，こう言ったそうで す。
きょう

「今日ここで話されたことがもし真実だと
分かるなら，自分の持っているものをすべ
て差し出してもいい。」 要するに，彼は
あかし

「福音についての証 を持ちたい」と言った
のです。
真理についての証ほど深い安心感と喜
びを与えてくれるものは，この世のどこに
もありません。今晩ここにいる成人男性
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を知りませんでした。
ステーク会長 が 最初の 男性の名前を
読み上げ，立ってくださいと言いました。
タナー管長はわたしにささやきました。
「あの人だがね。まさかこうなるとは思っ
てもみなか ったよ。」 ステーク会 長 が
2 番目の男性の名前を読み上げ，その人
が立ちました。ダナー管長は再びそっと
わたしのひじを突き，驚きを表しました。
4 人の兄弟たち全員について同じことを

したのです。

進を受けるのに十分なほど教会に出席や

本来あるべき生活を送れるように機会を

集会後，タナー管長とわたしは 4 人の

参加をしていませんでした。わたしはそ

与えることであり，弱点を乗り越えられる

兄 弟にお祝いを言う機 会 がありました。

の兄弟を支部会長に召すよう霊感を受け

よう助けることです。現在の姿を見るの

人は変われることを実際に示した人たち

ました。彼と面接をした日のことは決して

ではなく，将 来キリストの 福音について

です。

忘れないでしょう。わたしは彼に「あなた

証を得たときの姿を見る力を養わなくては

1940 年 代 から 50 年 代にかけて刑 務

を，支部会長に召すよう主から霊感を受け

なりません。

所 長を務めたアメリカ人クリントン・ダ

ました」と言いました。彼はかなり抵抗し

フィーは，囚人たちを更正させたことで知

ましたが，奥さんから大いに励まされて，

られています。ある批判的な人がこう言

召しを受けてくれました。わたしは彼を

1 万フィート（ 3,000 メートル）を超える

いました。「ヒョウが 体の斑点を変えら

祭司に聖任しました。

場所にあります。あのときの集会を覚え

れないことは御存じですよね。」

その男性の生活は一変しました。すぐ

以前，コロラド州レッドビルで行われた
集会に出席しました。レッドビルは標高

ている理由は，標高が高かったからでは

ダフィー所長はこう答えました。「わた

に生活が整えられ，
「期待どおりに必ず戒

なく，その晩に起きた出来事のためです。

しの相手はヒョウではなく，人間です。人

めを守って生活します」とわたしに断言し

その場に出席した神権指導者はごくわず

間は毎日変わるものです。」1

ました。数か月すると，長老に聖任されま

かしかいませんでした。カナダ伝道部の

した。ついには奥さんと家族と一緒に神

あの支部と同じように，その支部も宣教

めていたときのことです。神権者がほと

以前，わたしがカナダ伝道部会長を務

殿へ行き，結び固めの儀式を受けました。

師がいつも管理していました。

んどいない支部が一つありました。そこ

子供たちは伝道に出て，主の宮で結婚し

では，いつも宣教師に支部を管理しても

ました。

その晩の集会はすばらしいものでした。
閉会の賛 美歌を歌っていると，地元の兄

らっていました。わたしは支部の会員に

必要とされ，大事にされていることが分

弟が支部会長として管理するべきだという

管理をしてもらう必要があると強く感じま

かると，兄弟たちは決意を固め，完全に活

霊感を受けました。伝道部会長に向かっ

した。

発になる道へと踏み出すようになります。

てこう尋ねました。「地元の会員の中に

その支部にはアロン神権の執事である

これは年齢を問わずどの神権者にも当て

管理できる人はいないのですか。」

成人の会員が一人いましたが，神権の昇

はまります。わたしたちの責任は，彼らが

会長は答えました。「一人もいないと思
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います。」

員，個別訪問で見つけた人たちです。」

動かせるような証を述べる力がわいてくる

閉会の賛美歌を歌いながら，わたしは

タナー兄弟はその宣教師の伝道方法に

前の 3 列に座っている男の人たちを注意

ついて，ほかの宣教師との違いは何かと

わたしたちは友人や同僚，隣人をこのよ

深く見渡しました。すると一人の兄弟が

尋ねました。ほかの宣教師にはまねので

うに見る責任があります。繰り返します。

目に留まりました。そこで，伝道部会長に

きない，目を見張るような成功を収めたの

人を見るとき，現在の姿ではなく，将来な

言 いました。「あ の兄 弟 は 支 部 会 長を

はな ぜ でしょうか。 その 若い宣 教 師は

れる姿を見る責任があるのです。周囲の

「出会った人に全員，バプテスマを授ける

人々について，どうかこのように考える

務められませんか。」
会長は答えました。「分かりませんが，
できるかもしれません。」

よう努力しました」と答えました。 例え

のです。」

ようお願いします。

ば，個別訪問をして出会った人が，たばこ

兄弟の皆さん，主はわたしたちが持っ

わたしはこう言いました。「会長，彼を

を吸い，よれよれの服を着て，人生に対し

ているこの 神 権について 重 要なことを

別の部屋へ連れて行って，面接します。閉会

て，特に宗教に対して無関心であるように

おっしゃいました。神権には誓詞と聖約

の歌が終わったら，わたしたちが戻るまで，

見えたとします。でも別の環境に置かれ

が伴うということです。わたしたちはこの

話をしていてください。」

たらどのような姿になるかを頭の中で思

聖約によって受け入れるすべてのものに

い描くのです。きれいにひげをそり，ワイ

対して忠実かつ誠実でなければならず，こ

部会長は証を終えました。わたしは新し

シャツと白いズボンの 姿を想 像します。

の聖約を終わりまで保持する責任があり

い支部会長としてその兄弟の名前を提議

彼をバプテスマの水へ導く自分の姿も想

ます。そうすれば，御父が持っておられる

しました。その日から，コロラド州レッド

像します。その宣教師はこう言いました。

すべてが与えられるのです。

わたしたち二人が戻って来ると，伝 道

ビルでは地元の会員が教会を導くことに
なりました。
同じ原則がまだ教会員ではない人にも
当てはまります。わたしたちは人を見る
とき，現 在の姿ではなく，教会員になり，
福音について証を得，福音の教えと調和
した生活を送るようになっている将来の
姿を見る力を養わなくてはなりません。
1961 年に世界中の伝道部会長を対象
とした大会が開かれました。教会の伝道
部会長は全員，この集会に出席するため
にソルトレーク・シティーに集まりました。
わたしはカナダ・トロントの 伝 道部から
出席しました。
ある集会に，当時十二使徒定員会補助
であった N・エルドン・タナー管長が出
席していました。彼はイギリスと西ヨー
ロッパの伝道部を管理する最初の経験を
終えて戻って来たばかりでした。管長は
ある宣教師について話しました。それは，
管長が面接した宣教師の中で最も大きな
成功を収めた宣教師でした。その宣教師
との 面 接 の 中 で 彼 はこう言 いまし た。
「あなたがバプテスマを授けた人は皆，会
員から紹介された人たちだったのでしょ
うね。」
若い宣教師は答えました。「いいえ，全
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「人をそのように見るとき，その人の心を

2

わたしたちは 勇気 を持ち，示す必要が

の

あります。誘惑を拒む勇気，出会うすべて

えることでしょう。「わたしが福音を宣 べ

の人に声を上げて証を述べる勇気です。

伝えても，それは 誇 にはな〔りません。〕

キリストの福音を伝えるよう命じられてい

すべての人は福音のメッセージを聞く機会

なぜなら，わたしは，そうせずにはおれな

ます。神御自身の標準に従って生活する

を得る必要があるということを心に留めま

いからで〔す。〕もし福音を宣べ伝えない

なら，わたしたちの影響を受ける人はこう

しょう。 これを実 行 するのは 大 多 数の

なら，わたしはわざわいで〔す。〕」5

人にとって容易ではありません。しかし，

ほこり

復活された主がガリラヤで 11 人の弟
み すがた

わたしたちはパウロがテモテへ書いた次

子に御 姿 を現したときにお与えになった

の言葉を信じられるようになるでしょう。

命令以上に，意義深い宣言，大きな義務，

「というのは，神がわたしたちに下さっ
たのは，臆する霊ではなく，力と愛と慎み
との霊なのである。
だから，あなたは，わたしたちの主のあ
3

思ってはならない。」

1974 年 5 月，わたし は ジョン・H・グ
ローバーグ兄弟とともにトンガにいました。

言って 嘆くことは 決してないでしょう。
かり

「刈 入 れ の 時 は 過ぎ，夏もはや 終 った，
しかしわれわれはまだ救われない。」9

あがな

人々を導く完全な羊飼い，人類を贖 わ

はっきりとした指 示が 記されている聖句

れた宣教師であられる主が，神聖な確信

はありません。主はこう言われました。

を与えてくださっています。

「わたしは，天においても地において

かしをすること……を，決して恥ずかしく

兄 弟の 皆さん，わたしたち一人一人は

も，いっさいの権威を授けられた。

「あなたがたはこの民に悔い改めを叫
ぶことに生涯力を尽くし，一人でもわたし

それゆえに，あなたがたは行って，すべ

のもとに導くならば，わたしの父の王国で

ての国民を弟子として，父と子と聖霊との

彼とともに受 けるあなた が たの 喜 び は

名によって，彼らにバプテスマを施し，

いかに大きいことか。

あなたがたに命じておいたいっさいの

さて，あなたがたがわたしのもとに導い

トンガ国王を訪問する約束があり，正式

ことを守るように教えよ。見よ，わたしは

てわたしの父の王国に入れるようにした，

な謁見をして儀礼的なあいさつを交わしま

世の終 りまで，いつもあなたがたと共に

一人の人とともに受けるあなたがたの喜び

した。ところが，その場を去る前に，グロー

いるのである。」

バーグ兄弟が型破りなことを言いました。

おわ

6

が大きいならば，もし多くの人をわたしの

時の中間に神から与えられたこの命令
こん にち

もとに導くとすればその喜びはいかに大
10

「陛下，臣下の方々とともに，ぜひモルモン

は，その輝かしい約束とともに今 日 のわ

きいことか。」

になってください。 そうすれ ば，陛下や

たしたちのモットーになっています。伝道

この言葉を語られた主について，わたし

皆さんの抱えておられる問題はほとんど

は末日聖徒イエス・キリスト教会の基 本

自身の証を宣言します。主は神の御子，わ

解決するでしょう。」

的な特徴です。これまでもそうでしたし，

たしたちの贖い主，救い主であられます。

国王はほほ笑んで答えました。「ジョン・

これからもそうで す。 預言者ジョセフ・

福音を伝えるという，わたしたちに託さ

グローバーグさん，そのとおりかもしれま

スミスが宣言したとおり，
「結局のところ，

れ た 務 めを果 た すときに，友 情 の 手 を

せんね。」

最も偉大で最も重要な義務は福音を宣べ

差し伸べる勇気，あきらめない粘り強さ，

アグリッパ王の前で語ったパウロのこと

7

伝えることです。」

御父から導きを求めるために必要な謙遜

が思い出されました。パウロの証に対し

これからわずか 2 年の間に，現在神の

さを持てますように。その責任はわたし

てアグリッパ王はこう答えました。「おま

王国の軍団で奉仕しているすべての専任

たち兄弟のうえにあります。イエス・キリ

えは少し説いただけで，わたしをクリス

宣教師は，専任の務めを終えて，それぞ

ストの御名により，アーメン。■

チャンにしようとしている。
」4 グローバーグ

れの家や愛する者のもとへ帰るでしょう。

兄 弟は国王に証を述べる勇気を持って

彼らに代わる宣教師が今晩，教会のアロ

いました。

ン神権者の中にいることでしょう。若い

今 晩，主の宣 教 師としてフルタイムで

男性の皆さん，召しに応じる用意はできて

主に仕 えて いる 神 権 者 が 大 勢 います。

いますか。喜んで働きたいと思いますか。

伝道の召しに応じて，故 郷や家族，友人

奉仕する準備はできていますか。

や学校を離れ，前へ踏み出して奉仕して

ジョン・テーラー大管長がそのために

います。彼らの行動が理解できない人は

必要な事柄を要約しています。「福音の

こう思うかもしれません。「なぜあのよう

メッセージを携えて行く人として，わたし

に快く召しに応じ，あれほど多くをささげ

たちが 求めるのは，神への信仰を持ち，

るのですか。」

自分の宗教を信じ，神権を尊び，…… 聖霊

この教会の宣教師たちは，いにしえの比

と神の力に満たされた人です。…… 信義

類ない宣教師パウロの言葉を借りてこう答

を重んじ，高潔で，徳高く，清い人です。」8

み

な

注
1. ビル・サンズ，The Seventh Step（ 1967 年），
9 で引用
2. 教義と聖約 84：33 － 39 参照
3.		2 テモテ 1：7 － 8
4. 使徒 26：28
5.		1 コリント 9：16
6. マタイ 28：18 － 20
7.『歴 代 大 管 長 の 教え ― ジョセフ・スミス』
（ 2007 年），330
8.『歴 代 大 管 長 の 教え ― ジョン・テーラー』
（ 2001 年），73
9. エレミヤ 8：20
10. 教義と聖約 18：15 － 16
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2012 年 10 月 7 日

―

日曜午前の部会

が，肉体を持っておられ，一度に一つの場
所にしかいることがおできにならないこと

大管長会第一顧問

ヘンリー・B・アイリング管長

大幕はどこにあるのですか

も理解していたのです。3 御自分の家にお
られないならほかの場所におられるにち
がいないと気づいたのです。そして，救い
主に関する知識から，別の場所で主が御
父の子供たちのためになることを行ってお
られることを悟ったのです。孫がイエス
に会いたいと願ったのは，主の存在を証

一見すると天の助けを妨げている大幕ですが，神を覆うことはあり
ません。大幕が覆うのは多くの場合，わたしたちの方なのです。
神は決してお隠れになりませんが，わたしたちは時折神から隠れる
ことがあります。

拠立てるための奇跡を見たいという望み
からではなく，ただイエスを愛しているた
めであることは明白でした。
聖霊は，だれもが必要とし，手に入れた
いと願っている慰めを，孫の，幼子らしい
思いと心に示すことがおできになりまし
た。イエス・キリストは生きておられ，わた
したちを御存じで，わたしたちを見守り，心

預

にかけておられます。痛みや孤独，混乱が
言 者 ジョセフ・スミスは，リバ

極めて大きな影響を及ぼす世の中にあっ

あるときに，たとえ主にまみえなくとも，イ

ティーの監獄で苦痛の最中にこ

て，それは容易なことではありません。し

エス・キリストがわたしたちの状況を御存

う叫びました。「おお，神よ，あ

かし，幼 子のようになれば 真 理，すなわ

じであり，わたしたちを祝福する使命をお

なたはどこにおられるのですか。あなた

ち，神はわたしたちの近くにおられ，わた

持ちであることを知ることができます。

の隠れ場を覆う大幕はどこにあるのです

したちを御存じであり，忠実な神の子供た

わたしは自分の経験から，幼少期をは

か。」 わたしたちの多くは，苦難のときに

ちから御自身を隠されることは決してない

るか昔に通り越した人でさえエライザと同

神を遠く感じることがあります。しかし，

という真理に気づくことができます。

じ経験ができることを知っています。仕

1

一見すると天の助けを妨げている大幕です

わたしたちを神と結びつける純真さと

事を始めて間もないころ，わたしはスタン

が，神を覆うことはありません。大幕が覆

謙遜さの持つ力について，３歳の孫娘が

フォード大学の終身在職権を得ようと熱

うのは多くの場合，わたしたちの方なので

教えてくれました。この孫は家族とユタ州

心 に努 力しました。 自分自身も家 族 に

す。神は決してお隠れになりませんが，わ

ブリガムシティー神殿のオープンハウスに

とっても幸せな暮らしを手に入れたと思っ

たしたちは時折神から隠れることがありま

行きました。その美しい建物のある部屋

ていました。妻の両親の家にほど近い，

す。わたしたちは動機という大幕に覆われ

の中で，あたりを見回しこう尋ねました。

快適な環境の中で暮らしていました。世

てしまうのです。その大幕はわたしたちを

「ママ，イエス様はどこ。」母親は，神殿で

間的に見れば，わたしは成功を収めてい

神から引き離し，神が遠くにおられ，近づ

イエス様に会うことはないけれどもその

ました。しかし，わたしはカリフォルニア

く手立てがないと思いこませます。「みこ

影響力を心に感じることはできると説明

を離れアイダホ州レックスバーグにある

ころが行われますように」2 というよりも自

しました。エライザは母親の言葉につい

リックスカレッジに行く機会を教会から与

分自身の望みを，という気持ちでいると，

てよく考えてから満足げにこう言いまし

えられました。それは，仕事上の生涯設

神を妨げる大幕が生じます。神はいつでも

た。「あら，イエス様はだれかを助けにお

計が，わたしの将来がどのようなものかを

わたしたちを見たり，わたしたちと交わった

でかけしているのね。」

わたし以上に御存じである愛にあふれた

りすることがおできになりますが，わたし

エライザの理解力を覆い，現実を見る目

御父とわたしを隔てる大幕になるかもし

たちは神の御心に快く耳を傾けず，神が定

を阻む大幕は存在しませんでした。神は

れない局面でした。しかし幸いなことに

められた時に従わないことがあります。

エライザの近くにおられ，エライザは神を

わたしは，それまでの仕事や家庭での成

神の前で幼子のようになるにつれ，神を

近くに感じています。エライザは神殿が主

功はすべて神からの贈り物であることを

遠くに感じる気持ちは次第に薄らいでい

の宮であることを知っていましたが，復活

知っていました。そこで，わたしは幼子の

きます。ほかの人の意見が自分の動機に

し栄光をお受けになったイエス・キリスト

ようにひざまずきどうするべきかたずね

みこころ
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ました。静かな声が心に聞こえました。

した。「リックスカレッジにもう少しとど

「その大学はわたしのものである。」その

まらせてあげましょう 」という声が心に聞

とき，わたしを神から隔てる大幕はありま

こえたのです。野心のせいで現実を見る

せんでした。信仰を持ち，へりくだって，

目がくもり，危うく啓示が受けにくくなると

わたしは自分 の意 志を主の 御 心に従わ

ころでした。

せ，主の思いやりと主が近くにおられるこ
とを感じました。
リックスカレッジ在職中は，努めて神の

仕事の誘いを断りリックスカレッジにと
どまるという決断を霊感によって下すこと
ができた 30日後，近くのティートンダムが

御心を求め，行おうとしたので，神がわた

決壊しました。神はダムが決壊すること，

しの生活の中で果たしておられる積極的

そして何百人もの人々が助けを必要とする

な役割が，大幕に覆われて見えなくなるこ

ことを御存じでした。わたしは主の勧告

とはありませんでした。神の業を行おう

を求め，リックスカレッジにとどまる許可

と努めるときにわたしは主を近くに感じ，

を主から頂いていました。主は大学とレッ

神が 確かにわたしの状 況を御 存じであ

クスバーグでのわたしの務めが価値ある

り，わたしの幸せに深い関心を寄せてお

ものとなる理由を，すべて御存じでした。

られることを感じました。しかし，スタン

それで，わたしは現地にとどまり，所有物

フォード 大 学 でもそうであったように，

と生活を破壊された人々の役に立つこと

この世の動機がまた頭をもたげました。

をさせてくださるよう度々天の御父に祈り

リックスカレッジの学長に就任して 5 年目

求めました。わたしは何時間も人々ととも

が過ぎようとしているときに魅力的な仕事

に働き，家の中から泥水をかき出しました。

の申し出を受けたのです。わたしはその

御心を知って行いたいと望むことにより，

依頼についてよく考え，祈り，大管長会と

心を研ぎ澄ます機会を頂きました。

る速やかな裁きを保留している。
それは，すべての人のためにその行いに
5

応じて定められた時があるからである。」

も話し合いました。大管長会は指示を与

この出来事は，神の御心を知り，神の

「あなたの定められたときに」
「御心が

えることなく，温かく，少しユーモアを交

愛を感じるのを阻む壁を人がどのように

行われますように」と心から祈るときに大

えた返事をくれました。スペンサー・W・

築くかを示すもう一つの例です。つまり

幕は取り去られます。神の時は遅すぎる

キンボール大管長はわたしが大企業から

主が 御自身の時刻表をお持ちのときに，

ことはありません。なぜなら，神は最善の

誘いを受けていることについてのわたし

自分の 時刻表に固執してはならないとい
うことです。当時のわたしはレックスバー
グではもう十分に仕えたと考え，先を急い
でいました。自分の時刻表に固執すると，
時折主がわたしたちに望んでおられる事
柄を見る目が曇ります。
リバティーの監獄の中で預言者ジョセ
フはミズーリの教会員を迫害する人々を懲
らしめるよう主に願い求めました。確実
かつすみやかな報復を祈り求めたのです。
しかし，主は「多くの年がたたないうちに」4
教会のこれらの敵対者に対処するとお答
えになりました。教義と聖約第121章 24
節と 25 節の中で主はこのように語ってお
られます。
「見よ，わたしの目は彼らのすべての行
いを見て知っている。そして，わたしは彼
らすべてのために，ふさわしい時期におけ

ことのみを望んでおられるからです。

の説明に耳を傾けてからこう言いました。
「ハル，それはすばらしい機会のように聞
こえます。それに，わたしたちがあなたを
必要とするときにはあなたを探し当てるこ
とができますしね。」大管長会はわたしを
探し当てられるでしょうが，職業上の成功
を望む気持ちから大幕が生じて，わたし
が神を探し当てられなくなり，神からの招
きに耳を傾け従うことがより困難になると
いう可能性もありました。
そのことを感じ取った妻は，リックスカ
レッジを立ち去るべきではないという強
い印象を受けました。わたしは「それで
十分だ」と言いましたが，妻は賢明にも，
わたしが自分自身で啓示を受けるべきだ
と強く勧めてくれました。そこでわたしは
また祈りました。このときは導きを受けま

わたしの義理の娘は何年もの間，神が
彼女を大幕で覆われていると感じていま
した。当時彼女には３人の子供がいまし
たが，さらに子供を望んでいました。２度
の流産の後，彼女の懇願の祈りは次第に
苦悩に満ちたものとなっていきました。子
供を授からないまま何年も過ぎていくうち
に，彼女は怒る誘惑にかられました。末
の子供が学校に行った後の家はあまりに
静かで，母親の務めに専心しようとする自
分があざ笑われているように感じました。
妊娠を計画していない，ましてや望んでも
いない知人たちが妊娠したときにも同じよ
うに感じました。「わたしは主のはしため
です」6 と宣言したマリヤのように献身し
ていると自負していましたが，心の中でそ
う言っても一向に返事がないのです。
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彼女を元気づけたいと思った夫は，カ

いかと思えることがあります。しかしどの

わたしたちは絶え間なく神に近づくこと

リフォルニアへの出張について来ないかと

ような場合でも，それは祝福を授けるため

ができます。「わたしの父に祝福された

誘いました。夫が会議に出席している間

に計算された期間であって，決して寂しが

人たちよ，さあ，世の初めからあなたがた

に妻は人気のない美しい海岸沿いを散歩

ることも悲しむこともないのです。

のために用意されている御 国 を受けつぎ

み くに

なさい」7 と救い主は教え，その方法につ

しました。今にも胸が張り裂けそうになっ

主の時と人の時は必ずしも同じではあ

た彼 女は，声に出して祈りました。初め

りませんが，主が約束を守ってくださるこ

て，もう一人子供が欲しいと言う代わりに，

とを確信することができます。主が手の

「『あなたがたは，わたしが空 腹のとき

神の用向きを祈り求めたのです。「天の

届かないところにおられると今感じてい

に食べさせ，かわいていたときに飲ませ，

お父様，わたしの時間をすべてあなたに

る皆さんに，わたしは証します。すべての

旅人であったときに宿を貸し，

ささげます。ですから，その時間をどのよ

人が主と直接顔を合わせる日がやがて来

裸であったときに着せ，病気のときに見

うに過ごせばよいか，どうぞ教えてくださ

ます。イエスが現在わたしたちをはっきり

舞い，獄にいたときに尋ねてくれたからで

い。」求められればどこであろうと家族を

と見ておられるのと同じように，わたした

ある。』

連れて行くという意思を伝えました。する

ちにも主がはっきりと見えるでしょう。だ

そのとき，正しい者たちは答えて言うで

と，その祈りにより予期せぬ平安が訪れ

れもが一人ずつ主の前に立つことになりま

あろう，
『主よ，いつ，わたしたちは，あな

ました。確信を得たいという望みは満た

す。孫娘と同じようにわたしたちは今イエ

たが空 腹であるのを見て食 物をめぐみ，

されませんでしたが，数年ぶりに心が穏や

ス・キリストにお会いしたいと思っていま

かわいているのを見て飲ませましたか。

かになったのです。

すが，主にとってわたしたちが身近である

あかし

いて説かれました。

いつあなたが旅人であるのを見て宿を

祈りは大幕を取り去り天の窓を開きまし

ように，わたしたちも主を身近に感じられ

貸し，裸なのを見て着せましたか。

た。 2 週間のうちに，彼女は子 供を身ご

るような事柄を率先して行うならば，法廷

もったことを知りました。新しく生まれて

での主との再会はより楽しいものとなるで

きたその子は，息子と義理の娘が伝道の

しょう。主に仕えるときにわたしたちは主

すると，王は答えて言うであろう，
『あな

召しを受け取ったときにまだ 1 歳でした。

に似た者となり，すべてのものがはっきり

たがたによく言っておく。わたしの兄弟で

「どこへでも行き何でも行う」と約束して

と見えるようになるその日が近 づくにつ

あるこれらの最も小さい者のひとりにした

いた彼女は，不安をわきにおいて子供た

れ，わたしたちは主をより近くに感じるこ

のは，すなわち，わたしにしたのである。
』
」

ちを海外に連れて行きました。彼女は伝

とができるようになります。

また，いつあなたが病気をし，獄にいる
のを見て，あなたの所に参りましたか。』

8

主が御父の子供たちのためにわたした

道地で，宣教師の転勤日にもう一人子供を

ちにしてほしいと望んでおられることをす

産みました。

るときに，主はそれを主御自身への親切と

この母親の例が示すように，天の御心

みなされ，わたしたちは主の愛と承認を感

に完全に従うことは，時折自分を覆ってし

じることで，主をより近くに感じます。や

まう霊的な大幕を取り去るうえで欠かせ

がてわたしたちは主のようになり，裁きの

ません。だからといって，祈りがすぐに答

日を楽しみに待てるようになるでしょう。

えられると保証されているわけではありま
せん。

このように人に仕えたいという望みでは
なく，人を恐れる気持ちも，神からあなた

アブラハムの心はずっと義にかなって

を覆い隠す 大 幕になるかもしれません。

いました。サラがイサクを身ごもるはるか

救い主の唯一の動機は，人々を助けること

前，約束の地を受ける前からそうでした。

でした。わたしを含め多くの人は，自分が

天には，先に果たすべき目的がありました。

傷つけた人や自分を傷つけた人に近づく

アブラハムとサラの信仰を築き，二人に永

ときに恐れを抱いた経験があるでしょう。

遠の真理を教えることもその目的の一つ

わたしはそのような場合にも主が人の心を

でした。二人はその永遠の真理を，自分

和らげてくださるのを幾度となく目にして

たちのために備えられた土地までの長い

きました。わたし自身の心も和らげられま

回り道の途中で人々に分かち合いました。

した。そこで，皆さんに課題を出します。

あまりにも長く，時には生涯にわたって，

恐れがあっても主の代わりにその人のもと

主は事を遅らせようとされているのではな

へ行き，その人を愛し赦 してください。そ
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ゆる

十二使徒定員会会長

うするときに，救い主がその人に対して抱

ボイド・K・パッカー会長

いておられる愛をあなたも感じ，あなたも
主から愛されていることを感じるでしょう。
そして，その愛がそれほど遠くないところ
からやって来ていることを知るでしょう。
この課題を家庭の中で行う人もいるでしょ
うし，コミュニティーの中で，あるいは国を
またいで行う人もいるでしょう。
しかし，主の代わりに人を祝福しに行く
ならば，主はそれを見て報いを与えてくだ

贖罪
し ょ く

ざ

い

会員や宣教師がどこに行くのであれ，わたしたちのメッセージは救
い主イエス・キリストに対する信仰と希望のメッセージです。

さいます。これを頻繁に，長期間行うな
あがな

らば，イエス・キリストの贖 いを通して自
分の性質が変わるのを感じることでしょ
う。主を近くに感じるだけでなく，自分が
どんどん主に似た者となっていくのを感じ
るでしょう。そして，だれにも訪れる「主
との再会」のときに，モロナイが語ったと
おりになるでしょう。「さて，わたしはす
べての者に別れを告げる。わたしは間も

わ

きょう

たしは 今 日，皆さんの中で，苦

に懐中電灯を持っているかと尋ねました。

しんでいる人，弱さ，挫折，悲し

運良く持っていた伝道部会長は，それを

み，絶望に打ちひしがれている

船長にプレゼントしました。わたしたちは

人に向けてお話ししたいと思います。

ウポル島までの非常に荒れた海を13マイ

1971 年，わたしは西サモアで幾つかの

ル（ 21 キロメートル）航行しました。この

なく行って，神のパラダイスで安息を得る。

ステーク大会を管理するよう割り当てを

島が猛烈な熱帯性暴風雨に襲われている

その後，わたしの霊と体は再び結合する。

受けました。その割り当ての中には，ウポ

ことはだれも気づ いていませんでした。

そしてわたしは勝利を得て空中に上げら

ル島における新しいステークの組 織も含

わたしたちはその嵐に向かってまっすぐに

れ，生者と死者双方の永遠の裁き主であ

まれていました。何人かの面接を終えて，

進んでいたのです。

る大いなるエホバの楽しい法廷であなた

わたしたちは小さなチャーター機に乗り

わたしたちはムリファヌアの港に着きま

サバイー島へと向かいました。そこでス

した。そこから暗礁に沿って 1 本の狭い

9

がたに会うことになる。アーメン。」

信仰と謙 遜さ，そして神の御心を行い

テーク大 会を開くためで す。 飛 行 機 は

航路を通り抜けなければなりませんでし

たいという望みをもって仕えるならば，大

ファーラにある草原に着陸し，翌日の午

た。海岸を見下ろす丘の上にある灯台と

いなるエホバの法廷が楽しいものとなる

後には同じ飛行機がウポル島へ戻るため

それよりも下のほうにある 2 番目の灯台

ことを証します。愛に満ちた御父と御子

に迎えに来てくれるはずでした。

の明かりが，狭い航 路を照らし出しまし

が完全な愛を抱きながら今わたしたちを

サバイー島から戻る日は雨が降っていま

はっきりと見ておられるように，わたした

した。前日の飛行機が雨でぬかるんでい

わせることで，船は適切に進路を調整し，

ちもはっきりと御二方を見ることでしょう。

る地面に着陸できないことを知り，わたし

航路に散在する危険な岩礁を避けて通る

イエス・キリストの 聖なる 御 名 により，

たちは島の西端 へと車を走らせました。

ことができるのです。

アーメン。■

そこにはサンゴでできた陸地があり，その

しかしその夜，光は一つしかありません

上に滑走 路のようなものがあったからで

でした。二人の長老はわたしたちを出迎

す。そこでわたしたちは暗くなるまで待ち

えるために埠頭ゲートで待っていたのです

ましたが，飛行機は来ませんでした。そう

が，ウポル島までの航行に普段よりもはる

こうするうちに，嵐のため飛行機がウポル

かに長い時間がかかってしまいました。わ

島を離陸できないことを無線で知りまし

たしたちの船が姿を現すのを何時間もう

た。わたしたちは船で帰ると無線で連絡

かがう中，長老たちは疲れて眠ってしまい，

し，だれかがムリファヌアに迎えに来てく

２番目の明かり，すなわち下の方の明かり

れることになりました。

をつけ忘れたのです。その結果，暗礁を

み

な

注
1. 教義と聖約 121：1
2. マタイ 6：10；ルカ 11：2；3 ニーファイ 13：10；
エテル 12：29；教 義と聖 約 109：44；モーセ
4：2 参照
3. 教義と聖約 130：22 参照
4. 教義と聖約 121：15
5. 教義と聖約 121：24 － 25
6. ルカ 1：38
7. マタイ 25：34
8. マタイ 25：35 － 40
9. モロナイ 10：34

た。二つの明かりを直線になるように合

ふ とう

サバイーの港を離れるとき，
全長 40フィー

通り抜ける航路がよく見えませんでした。

ト（12メートル）
の船の船長が伝道部会長

船長は海岸の上の方の明かりを頼りに
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必 死で船を操 縦しました。一方，船員の

しましたが，その欄干のおかげで海に投

一人は借りた懐中電灯を船首から振りか

げ出されることはありませんでした。

な

友よ，汝が小さき ともし火ともせ
波にもまれたる 船人のため 1

ざし，前方に岩礁がないかどうか調べま

最終的に，わたしたちは前進し，昼近く

した。波が暗礁に当たって砕け散る音が

に，やっとのことでアピアの港にたどり着き

今日わたしは，道に迷い，戻れるように

聞こえました。懐中電灯を照らしながら，

ました。そこに停泊していた船は安全のた

自分を導いてくれるあの下の方の光を探

まさにすぐ目の前に暗礁を見つけたとき，

め数珠つなぎに固定されていました。岸壁

している人に向けてお話しします。

船長は「急速旋回！」と気が狂ったように

はこれらの船でひしめき合っていました。

叫び，船を方向転換させ，もう一度航路を

わたしたちは，デッキで寝ている人を起こ

すが，わたしたちは現世では完全になれ

探そうとしました。

さないよう気を配りつつ，その中を這うよう

ません。幾つかの律法を破ることなくこ

何度も挑戦した結果，船長は航路を見

にして進みました。それからペセガへ行

の世の生涯を終えることは期待されてい

つけるのは不可能だろうと判断しました。

き，衣類を乾かし，新しいステークを組織す

ませんでした。

わたしたちにできることはと言えば，40マ

るためにバイルータイへと向かいました。

イル（ 64 キロメートル）離れた所にあるア

じゅ ず

創世の初めより理 解されていたことで

「生まれながらの人は神の敵であり，ア

ムリファヌアの海岸でわたしたちを待っ

ダムの堕落以来そうであって，今後もそう

ピアの港にたどり着くことだけでした。

ていた長 老たちがだれ なのか 知りませ

である。また人は，聖なる御 霊 の勧めに

わたしたちは自然の猛 威を前にどうする

ん。わたしは名乗り出ないように言いまし

従い，主なるキリストの贖罪により，生ま

こともできませんでした。記憶 するかぎ

た。 しかし，あ の下の 方の 明 かりが な

れながらの人を捨てて聖徒とな〔ら〕……

り，わたしの生涯であれほどの暗闇を経

かったために，わたしたち全員が行 方 知

ないかぎり，とこしえにいつまでも神の敵

験したことはありません。

れずになっていたかもしれないのは確か

となるであろう。」2

エンジンはフル稼働していましたが，わ
たしたちは最初の 1 時間まったく前に進

ゆく え

なことです。
賛美歌集の中に次のようなとても古く，

み たま

高 価な真 珠を読むと，
「清くない者は
〔神の王国〕に住むことができない」3 こ

むことができませんでした。船は必死で

めったに歌われることのない賛美歌が収

と，したがって，罪を犯したすべての人が

山のような波を這 い上がり，波 頭でスク

められています。わたしにとってはとても

悔い改めて，もう一度天の御父の御 前 に

リューが海面から離れたときには力尽き

特別な意味を持つ賛美歌です。

出るふさわしさを身に付けられるように道

は

て一瞬停止しました。船首がもう一度海
上に着水する前に，スクリューの振 動で
船は揺れ，粉々に砕け散りそうでした。
わたしたちは貨物蔵の覆いの上に大の
字になって伏せ，海に押し流されないよう
に積荷の上の方を両手でしっかりつかみ，
下の方に両足を引っかけました。マーク・
リトルフォード兄弟は手が離れて，下の鉄
製欄干に打ちつけられ，頭を切るけがを
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ち

み まえ

が備えられていることが理解できます。

ち

天父は灯台の ごとく光れど
ち
われらは海辺の 小さきともし火
小さきともし火の 光を放て
もがく船人も それに救われん
よ

罪の夜は暗く 荒波さわぎ
人々海辺の 光を求む

あがな

仲保者，贖い主が選ばれました。この御
方は，完全な生涯を送り，罪を一切犯さず，
「律法の目的を達するため，打ち砕かれた
心と悔いる霊を持つすべての人のために，
罪に対する犠 牲として御自身をささげら
れ」ました。「このような人々のためにし
か，律法の目的は達せられないので」す。4
アルマ書を読むと，贖罪の大切さにつ

いて，次のことが分かります。「贖罪が行
われることは必要である。…… そうでな
ければ，全人類が滅びるのは避けられな
いからである。」5
過ちをまったく犯したことがないのであ
れば，贖罪の必要はありません。しかし，
わたしたちのだれもがそうですが，小さな
過ちであれ，重大な過ちであれ，過ちを犯
したことがあるのであれば，それらの過
ちを消し去り，暗闇の状 態から抜け出す
方法を見いだす必要が大いにあります。
「〔イエス・キリスト〕は世の光であり命
6

であられる。」 イエス・キリストの教えに

ど 離 れたところへ退き，ひざまずいて，

によって得られる平安を知ることができ

しっかりと心を向けるとき，わたしたちは

祈って言われた，

るでしょう。

霊的に安全な港へと導かれます。

『父よ，みこころならば，どうぞ，この杯

わたしたちがどのような罪を犯したので

信仰箇条第 3 条にはこう宣言されてい

をわたしから取りのけてください。しか

あれ，自分の行為がどれほど人を傷つけ

ます。「わたしたちは，キリストの贖罪に

し，わたしの思いではなく，みこころが成

たのであれ，その罪はすべてぬぐい去る

より，全人類は福音の律 法と儀式に従う

るようにしてください。』

ことができるのです。わたしにとって，あ

7

ことによって救われ得ると信じる。」

ジョセフ・F・スミス大管長はこう教え
ゆる

み つかい

そのとき，御 使 が天からあらわれてイエ
スを力づけた。

が 語られた次の言葉です。「見よ，自分

ています。「人は自分の罪を赦 すことが

イエスは苦しみもだえて，ますます切に

できませんし，罪の結果から自分を清める

祈られた。そして，その汗が血のしたたり

こともできません。しかし人は罪を犯すこ

らゆる聖文の中で最も美しい言葉は，主

9

のように地に落ちた。」

の罪を悔い改めた者は赦され，主なるわ
11

たしはもうそれを思い起こさない。」

これこそまさにイエス・キリストの福音

とをやめ，その後正しい行いをすることが

わたしの分かる範囲で言えば，主がゲ

と贖罪の約束です。来る者，加わる者を

できます。そのような行動は主に受け入

ツセマネでどのようなことに耐えられたか

受け入れ，彼らに経験を得させ，彼らが生

れられ，考慮に値するものです。けれど

について主が御自身の言葉で語られてい

涯の終わりに，罪を悔い改め，キリストの

も，自分では償えないような過ちを自分や

る箇所が一つだけあります。

血を通して洗い清められた状 態でとばり

ほかの人々に行ったときには，だれがそれ

「見よ，神であるわたしは，すべての人

を償うのでしょうか。悔い改める人の罪

に代わってこれらの苦しみを負い，人々が

は，イエス・キリストの贖罪によって洗い

悔い改めるならば苦しみを受けることの

流されます。たとえ紅のように赤くても，

ないようにした。

を通り抜けることができるようにすること
12

なのです。

これこそ末日聖徒が世界中で行ってい
ることです。これこそが，暗闇の中にあ

羊の毛のように白くされるのです〔イザヤ

しかし，もしも悔い改めなければ，彼ら

り，道を見失ってしまっている人たちのた

1：18 参照〕。これは皆さんに与えられた

はわたしが苦しんだように必ず苦しむで

めに，わたしたちが 提 供している光なの

約束です。」8

あろう。

です。会員や宣教師がどこに行くのであ

わたしたちは，主がどのようにして贖罪

その苦しみは，神であって，しかもすべ

れ，わたしたちのメッセージは救い主イエ

を成就されたのか，完全には分かりませ

ての中で最も大いなる者であるわたし自

ス・キリストに対 する信仰と希望のメッ

ん。しかしはっきりと分かることがありま

身が，苦痛のためにおののき，あらゆる毛

セージです。

す。 それは十字 架 上でのむごい苦しみ

穴から血を流し……たほどのものであっ

が，ゲツセマネ─主が苦しまれた神聖

た。」10

ジョセフ・フィールディング・スミス大
管長は，
“ Does the Journey Seem Long? ”

な場所 ─に始まり，ゴルゴタで完 結し

生涯を通じて，行くべきでなかったとこ

（「旅は長く見ゆるや」）という題の賛美歌

た，恐ろしい苦痛の一部にすぎなかった

ろに行ってしまったり，するべきでなかっ

に歌詞を付けました。彼はわたしの親し

ということです。

たことをしてしまったりする時があるかも

い友人でした。この歌詞には，救い主の

しれません。罪と決別するならば，いつ

教えに従おうとする人への励ましと約束

の日か，完全な悔い改めの道に従うこと

が含まれています。

ルカは次のように記録しています。
「そしてご自分は，石を投げてとどくほ

2 0 1 2 年 11 月 号
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旅は長く見ゆるや
道は荒涼として険しく見ゆるや
行く手を阻むはいばらととげか
とが
尖りし石に汝が足は傷つくか
日の照りつける中
高みを目指し立ち上がらんとするときは
いかに
な

汝が心は萎え悲しむか
汝が内なる魂は疲るるや
重荷を背負いて苦しむときはいかに
負わされし荷は重く感じらるるや
今は余儀なく引き上ぐるや
汝が重荷を分かち合う人はあらずや

中央扶助協会会長

リンダ・K・バートン

まず気づき，
それから仕える
実践することで，わたしたち一人一人は神の子供たちに仕えるとき
に，より救い主のようになることができるのです。

な

汝が心を萎えさせることなかれ
この旅は今始まりし
なれ
変わることなく汝を呼ぶ御方おられん
しかして喜びのうちに仰ぎ見よ
その御方の手をつかめ
なれ
その御方は汝を新たな高みに導かん─
聖なる清き地に
その地に悩みはいっさいなく
な
汝が日々はあらゆる罪より解き放たれ
涙の流るることもなし
そは悲しみのなき地のゆえなり
その御方の手を取りともにその地へ
入らん 13
み

な

イエス・キリストの御名によって，アーメ
ン。■
注
1.「天父は灯台のごとく」
『賛美歌』200 番
2. モーサヤ 3：19
3. モーセ 6：57
4. 2 ニーファイ 2：7
5. アルマ 34：9
6. モーサヤ 16：9
7. 信仰箇条 1：3
8.『歴代大管長の教え─ジョセフ・F・スミス』
（ 1998 年）
，99 － 100
9. ルカ 22：41 － 44
10. 教義と聖約 19：16 － 18
11. 教義と聖約 58：42
12. 黙示 1：5 参照
13.“ Does the Journey Seem Long? ”
（「旅は長
く見ゆるや」）Hymns ，127 番
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わ

たしたちの愛する預言者トーマ

とで，わたしたち一人一人は神の子供たち

ス・S・モンソン大 管 長は主の

に仕えるときに，より救い主のようになるこ

しもべ

選ばれた僕 です。そう言える最

とができるのです。互いにもっと愛し合え

大の根 拠として，モンソン大管長が 救い

るように，次の言葉を覚えておくよう提案

主の模範に従い，これまで個人として一人

します。
「まず気づき，それから仕える。」

ずつに仕えてきたことが 挙 げられます。

40 年ほど前，金曜日の夜のデートに夫

バプテスマの水に入ったわたしたちも同

とわたしは神殿に出かけました。結婚し

様にすると聖約しました。「いつも〔救い

たばかりで，神殿に入るのはまだ２度目で

1

主〕を覚え，…… 戒めを守る」 ことを聖

したので，緊張していました。隣に座って

約したのです。主は「わたしのいましめ

いた姉妹がわたしの様子に気づいたに違

は，これである。わたしがあなたがたを愛

いありません。身をかがめ，そっとささや

したように，あなたがたも互に愛し合いな

いてくれました。「心配しないで。お手伝

さい」2 と言われました。

いしますから。」わたしの恐れは和らぎ，

たがい

モンソン大管長の次の言葉にも，まさ

わたしは残りの神殿セッションを楽しむこ

に同じような勧めが含まれていることに

とができました。彼女はまず気づき，それ

注目してください。「わたしたちの周りに

から仕えてくれたのです。

は，……わたしたちの注目，励まし，支え，

わたしたちは皆，イエスの教えに従い，

慰め，親切を必要としている人が大勢いま

ほかの人を教え導くよう勧められていま

す。わたしたちは地上で主の御 手 に使わ

す。この勧めを受けているのは，天使の

れる器であり，わたしたちには御父の子

ような姉妹たちだけではありません。ま

供たちに仕え，彼らを高める責務がありま

ず気づき，それから仕えることを学んだ会

す。主はわたしたち一人一人を頼りにして

員の日常的な模範を幾つか紹介しますの

み

て

3

おられるのです。」

互いに愛し合うよう勧められていること
に気づきましたか。 主の模 範に従って，

で，彼らが示してくれるイエスの教えに耳
を傾けてください。
６歳になる初等協会の子供がこう言い

一人ずつに仕え，一人ずつを教え導くこと

ました。「クラスのお手伝いに選ばれた

が難しい人もいます。しかし，実践するこ

とき，一緒に働く友 達を選ぶことができ

たので，
〔ぼくをいじめる同じクラスの男

気づき，仕えるには，しばしば大変な努

優れた観察力を持つある夫は，二つの

の子〕を選んだよ。その子を選ぶ人がこ

力が必要です。アレクサンドリアという名

大切な方法で仕えました。彼はこう語っ

れまでだれもいなかったから。その子に

の霊感を受けた若い女性は，いとこのマ

ています。

4

良い気持ちを感じてほしかったんだ。」

ディソンが自分の力で「成長するわたし」

「ある日曜日のこと，わたしは初等協会

の必要条件を満たせないことに気づきま

のクラスを担当する妻を助けていました。

クラスのいじめっ子がだれからも選ばれ

した。重い自閉症の症状に苦しんでいた

妻のクラスは元気な 7 歳の子供たちであ

たことがないということに気づきました。

からです。そこでアレクサンドリアはワー

ふれています。 分 かち合 いの時間が 始

仕えるために何をしたでしょうか。一緒

ドの若い女性に声をかけ，指導者と相談

まったとき，一人の女の子の姿が目に留ま

にクラスのお手伝いをする友達として，た

して，マディが自分でできないことを代わ

りました。いすの上で縮こまり，見るから

だその子を選びました。イエスはこう教

りに行うことにしました。若い女性がそ

に元気がありませんでした。この子は慰

えています。「敵を愛し，迫害する者のた

れぞれ，
「成長するわたし」の活動とプロ

めを必要としていると御霊がささやきまし

ジェクトの一部をマディに代わって達成す

た。そこでわたしは彼女の横に座り，どう

ることで，マディがメダルをもらえるように

したのかと小さな声で尋ねました。返事

この少 年は何に気づいたでしょうか。

5

めに祈れ。」

あるワードのアロン神権者は，まず気づ
き，今も意 義 深い方 法 で仕えています。
毎週，若い男性たちは集会所に早く来て，

7

したのです。
この若い女性たちは立派に成長して，

み たま

はありませんでした ……。〔そこで〕わた
しは小さな声で歌い始めました。

雨や雪，猛暑の日であっても外に立ってい

やがて母親や扶助協会の姉妹としてその

初等協会では新しい歌を学んでいまし

ます。ワードに集う多くの年配の会員が

役割を果たすようになるでしょう。まず気

た。そして『心で聞くと救い主の声が聞こ

到着するのを待っているのです。車いす

づき，それから思いやり深い方法で仕える

えます』と皆で歌ったとき，わたしは自分

や歩行器を持ち上げて車から出し，白髪

ことを，今，学んでいるからです。

の心が信じられないほどの光とぬくもり

の高齢者がしっかりつかまれるように，た

モンソン大 管長はわたしたちに，慈愛

で満たされるのを感じました。…… 救い

くましい腕を差し伸べて，建物の中まで忍

すなわち「キリストの純 粋な愛」8 ，言い

主がその女の子 …… そしてわたしを愛し

耐強く付き添います。自分たちの神への

換えれば，気づいて仕える慈愛は，
「夫を

ておられるという個人的な証 を得ること

務めをまさに果たしています。まず気づ

亡くした 年 配の女 性 が 忘 れ去られずに

ができました。…… 一人の人に仕えると

き，それから仕えることで，
「わたしの兄

ワードの行事 …… に連れて来られるとき，

き，人は主の手となることをわたしは学び

弟であるこれらの最も小さい者のひとりに

そこに……あり」また「扶 助協会でぽ つ

ました。」11

したのは，すなわち，わたしにしたのであ

んと独りでいる姉妹に『一緒に座りましょ

このキリストのような兄 弟は，元 気な

る」6 という救い主の教えの生きた模範と

う』と声 を か けるときに……感じ ら れ

７歳の子供たちであふれる妻のクラスを

なっているのです。青少年対象の新しい

〔る〕」ことを思い起こさせています。9 ま

手伝う必要に気づいただけではなく，助

教科課程が導入されるとき，この若い男

さにここに，
「何事でも人からしてほしい

けが必要な一人の子供に個人的に仕えま

性たちは間違いなく，キリストのような方

と望むことは，人々にもそのとおりにしな

した。救い主の次のような教えに従った

法で仕える機会をさらに見いだすことで

さい」10 という黄金 律が当てはまるので

のです。「わたしがするのを見たその行

しょう。

す。

いを，あなたがたもしなさい。」12

あかし
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最近起きた洪水を機に，イエス・キリス

のです。わたしは仕える必要がありまし

トの弟子にとって，まず気づき，それから

た。天の御父はこの謙 遜な姉妹を促し，

仕える機会が多く生じました。男性や女

仕えるようわたしに求めることによって，

性，10 代の若者，子供たちは，破壊された

彼 女がわたしに仕えるようになさいまし

店舗や住宅を見て，すべてを差し置いて，

た。最も恩恵にあずかったのは，このわ

被災した建物の清掃や修復を手伝いまし

たしだったことは間違いありません。

た。膨大な量の洗濯を手伝う必要に気づ

これまで何年にもわたって，わたしの家

いた人たちもいました。写真や法的な書

族に仕えてくれた数多くのキリストのよう

類，手紙，そのほか大切な文書の汚れを

な人たちに深く感謝しています。愛する

丹念にふき取り，できるだけたくさん保存

夫と家族に心からの感謝を伝えます。彼

できるように注意深くつるして乾かす人た

らは無私の心と深い愛をもって仕えてくれ

ちもいました。気づいて仕えるのは必ずし

ています。

も好都合なわけではなく，わたしたちの

わたしのため ? それともあなたのため ? 」

15

わたしたちが皆，まず気づき，それから

予定に合うわけでもありません。

だれかに仕えるとき，この質問を自分自身

仕えるよう努め励めますように。そうする

に当てはめて次のように問うならば，わた

ときに聖約を守っていることになり，わた

家庭ほどふさわしい場所があるでしょう

したちの奉仕はもっと救い主の働きに似た

したちの奉仕は，モンソン大管長がそう

か。リチャード・G・スコット長老の生涯

ものとなるでしょう。「わたしは救い主の

であるように，わたしたちがキリストの弟

から，そのような例を紹介します。

ために行っているのだろうか。それとも自

子であることを証明してくれるでしょう。

「ある晩，心臓の病気を持った幼い息子

分のためだろうか。」
「わたしに何をしてほ

主は確かに生きておられます。主の贖 い

リチャードが目を覚まし，泣きだしました。

しいのか」 と問われた主に倣って，わた

の力により，わたしたちはその教えに従っ

…… 普段は妻が必ず起きて，泣いている赤

したちも問わなければなりません。

て生活することができます。モンソン大

まず気づいて，それから仕えるうえで，

ん坊の世話をするのですが，このときは，

16

なら

あがな

こん にち

数週間前のこと，わたしはやるべきこと

管長が今 日 のわたしたちに与えられた預

があまりにも多くて，慌ただしく，疲れ切っ

言者であると知っています。イエス・キリ

息子は病気があるために，泣きだすと，

ていました。その日，神殿に行きたいと

ストの御名によって，アーメン。■

小さな心臓の鼓動が非常に速くなります。

思っていましたが，あまりにも時間に余裕

食べたものを吐き，シーツを汚してしまい

がないと感じました。神殿で奉仕するに

ます。その晩わたしは，速い鼓 動を和ら

は忙しすぎるという考えが頭をよぎるやい

げ，泣きやむように息子をしっかり抱き締

なや，最優先するべきことが何か分かった

め，衣 服とシーツを交 換しました。そし

のです。わたしはオフィスを後にしてソル

て，眠りに就くまで抱いていました。息子

トレーク神殿に向かって歩きながら，失う

がわずか数か月後に亡くなることは，その

ことになる時間をいつ埋め合わせようかと

ときは分かりませんでした。夜中に息子

考えていました。ありがたいことに，忍耐

を腕にずっと抱いていたことを，わたしは

強く，憐 れみ深い主は，その日，わたしに

いつまでも忘れないでしょう。」13

すばらしい教訓を与えてくださいました。

わたしが『世話をするよ』と言いました。

イエスはこう言っておられます。「あな

あわ

セッションの 部 屋に 座っていたとき，

たがたの間で偉くなりたいと思う者は，仕

一人の若い姉妹が身をかがめ，そっとささ

える人とな〔らなければならない〕。」14

やきかけてきました。「とても不安を感じ

わたしたちは自分の望む方法で，またそ

ています。神殿に入るのはまだ２度目な

の時点で必要であるとは限らない方法で仕

んです。助けていただけますか。」それが

えようとすることがあります。ロバート・

まさしくわたしにとって聞く必要のある言

D・ヘイルズ長老は，賢明な生活の原則を

葉だと，彼女は一体どうして知っていたの

教えるに当たって，妻に贈り物のコートを

でしょう。知る由もありませんでした。し

買おうとしたときの話を紹介しています。

かし天の御父は御存じでした。わたしが

彼女はこう尋ねました。
「コートを買うのは

最も必要とすることに気づいておられた
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リ ア ホ ナ

み

な

注
1. 教義と聖約 20：77
2. ヨハネ 15：12
3. 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
4. キャニオン・H ，
“ A Good Choice, ”Friend ,
2012 年 1 月号，31
5. マタイ 5：44
6. マタイ 25：40
7.“ For Madison, ”lds.org/youth/video/formadison 参照
8. モロナイ 7：47
9. トーマス・S・モンソン「愛はいつまでも絶える
ことがない」
『リアホナ』2010 年 11 月号，124 。
『わたしの王国の娘─ 扶助協会の歴史と業』
101 も参照
10.		3 ニーファイ 14：12
11. アル・バンルーウェン「一人のために奉 仕す
る」
『リアホナ』2012 年 8 月号，19；サリー・
ディフォード「心で聞くと」
『 2011 年度分かち
合いの時間の概要』28 も参照
12.		3 ニーファイ 27：21
13. リチャード・G・スコット「結 婚がもたらす永
遠の祝福」
『リアホナ』2011 年 5 月号，96
14. マタイ 20：26
15. ロバート・D・ヘイルズ「物心両面で賢い養い
手となる」
『リアホナ』2009 年 5 月号，8 － 9
16. マタイ 20：32

七十人会長会

探せば知る必 要のある事 柄すべてが 分

ウォルター・F・ゴンサレス長老

かるのではないかと思うかもしれません。

心で学ぶ

ネット上には良い情報も悪い情報もありま

キリストのみもとに来る一つの方法は，重要な真理を心で知ろうと
努めることです。

のウェブサイトを探すときに，天の御父は

すが，情報だけでは十分ではありません。
6
神はさらに大いなる知識の源，
すなわち

天からの知識を与えてくださいました。わ
たしたちが自分の心と思いの中にある天
そのような知識を授けることがおできに
なります。 預 言 者 ジョセフ・スミスは，
「最も古い書物はわたしの心の中にありま
たま もの

7

す。それは聖霊の賜 物 です」 と語って
います。

わ

「

聖文を読んだり生ける預言者の声に耳
たしのもとに来て，触れ〔て〕，

語の中で星の王子様はきつねと仲良くな

を傾けたり，祈ったりして，この天の情報

また見〔なさい〕。」 救い主は

ります。別れ際にきつねは星の王子様に

源に近づくことができます。また，立ち止

この戒めを古代アメリカの先

秘密を打ち明けます。「さっきの秘密を

まって

住民たちにお与えになりました。彼らは，

いおうかね。…… 心で見なくちゃ，ものご

ために時間を取ることも重要です。そう

自分たちの手で触れ，目で見て，イエスが

とはよく見えないってことさ。かんじんな

すれば，現代のテクノロジーでは学べない

1

キリストであられることを知りました。こ

5

ことは，目に見えないんだよ。」

8

天からの促しを感じ，促しに従う

ことを「感じ，見る」ことができるでしょ

の戒めは，彼らにとって重要だったのと同

88 歳のトーマス・コエリョ兄 弟は，重

う。天のウェブサイトを探すことに熟達し

様，今 日 のわたしたちにとっても重要で

要な事柄を心で知る経験をした良い例で

てくると，この世の歴史やそのほかのテー

す。キリストのみもとに来るならばわたし

す。コエリョ兄弟はウルグアイ，パイサン

マの本を読んでいるときにも真理を見分

たちはイエスがキリストであられることを

ドゥ県に住む高等評議員会の忠実な会員

けられるようになるでしょう。真摯に真理

手と目を通してではなく，心と思いで感

でした。教会に加わる前のこと，コエリョ

を求める人々は，聖霊の力によってすべて

兄弟はオートバイに乗っていて事故に遭

のことの真理を知るようになるでしょう。

こん にち

2

じ，
「確かに知〔る〕」 ことができます。
キリストのみもとに来る一つの方法は，

しん し

9

いました。身動きできずに地面に倒れて

一つだけ注意してほしいことがありま

重要な真理を心で知ろうと努めることで

いると，立ち上がって家に帰れるよう二人

す。罪を犯し主を忘れると，この天のウェ

す。そうすることで神から受ける印象を

の宣教師が助けてくれました。コエリョ

ブサイトにアクセスする能力が損なわれま

通して，ほかの方法では得られない知識

兄弟は，宣教師が助けに来てくれたときに

す。ニーファイは，兄たちが「〔主の〕言葉

を受けることができます。使徒ペテロは，

何か特別なものを感じたそうです。後に

を感じる」ことができなかったのは，
「罪

イエスがキリストであり，生ける神の御子

宣教師から教えを受けたときにもまた強

悪を行うのは早いけれども，主……を思

であられることを確かに知っていました。

い気持ちを感じました。その影響力があ

い起こすのは遅い」ためだと兄たちに語

救い主は，ペテロの知識の源は「血肉で

まりに強かったために，わずか数日でモ

りました。10 罪悪は，わたしたちの見る，

3

はなく，天にいますわたしの父である」

ルモン書を最初から最後まで読み通した

感じる，人を愛するという能力のじゃまを

と説明されました。

ほどです。コエリョ兄弟はバプテスマを

します。「熱意を込めて」11 祈ったり霊的

預言者アビナダイはわたしたちの心に

受け，その日以来たゆみなく奉仕していま

な経験を思い出したりしてすぐ主を思い

神からもたらされる感情の役割について

す。雨が多く寒い冬の日もオートバイで

起こすなら，キリストにかかわる事柄を見

説明しました。わたしたちが心を注いで

町の通りを巡り，自分と同じように感じて，

て，感じる能力が増します。では，皆さん

理 解しようとしないかぎり聖文を完全に

見て，確かに知ることができるよう人々を

にお尋ねします。

は理解できないと教えたのです。4

教会に連れて行くコエリョ兄弟の姿を覚

この真理は，アントワーヌ・ド・サン＝

えています。

テグジュペリが書いた児童書『星の王子

今日あまりにも多くの情報に囲まれてい

さま 』の中で見事に描かれています。物

るわたしたちは，何万ものウェブサイトを

●

多くの苦難の後，熱烈な祈りの中で御
父に助けを叫び求めたときに感じた平
安を覚えていますか。
2 0 1 2 年 11 月 号
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を確かに知っています。ですから，わたし
は古代アメリカの先住民と声を合わせて
こう叫びます。「ホサナ。 いと高き神の
み

な

御 名 がほめたたえられますように。」20 主
は救いをもたらしてくださいます。イエス
がキリストであり聖なるメシヤであられる
ことを証します。主は万軍の主，救い主，
贖い主であられます。イエス・キリストの
御名により，アーメン。■
スペイン，バルセロナ
●

心に受けた促しに従うために自分の予

そ，わたしたちはあらゆる人に，バプテス

定を変えた経験を覚えていますか。

マを受け，悔い改め，主に頼るよう招いて
15

いるのです。
モルモン書の中の偉人たちは，重要な霊

キリストのみもとに行くことにより，人

的経験を思い起こすことによりさらに大い

が永遠の命を得られるようにするために

なる知識を得る能力を養いました。アルマ

キリストがわたしたちの罪のために苦し

は，自分が改心に至った経験を子供たち

み，贖 ってくださったことを，だれもが感

12

あがな

に思い出させて彼らを強めました。 ヒラ

じ，見て，確かに知ることができます。わ

マンは，キリストの岩の上に基を築いて悪

たしたちは悔い改めるなら，不必要に苦

魔の力が及ばないようにする必要があるこ

しむことはなくなります。 主のおかげ

とを忘れないよう，ニーファイとリーハイを
13

16

いや

で，傷ついた魂は癒され，痛んだ心は元ど

教えました。 わたしたちも同じようにする

おりになります。主にとって，和らげるこ

必要があります。神を覚えていることは，

とや取り除くことのできない重荷はありま

感じ，生きるうえで助けとなります。このこ

せん。主はわたしたちの弱さと病を御存

とは，ベニヤミン王の次の言葉にさらに深

じです。窮地に立たされ，何もかもがうま

い意味を加えます。「おお，人々よ，覚えて

くいかないように感じるときにも，主は皆

14

おきなさい。滅びてはならない。」

わたしが 心に抱く最も神 聖な記 憶の
み こと ば

さんをお見捨てにならないことを約束し

あかし

証 します。依存症であれ，気持ちの落ち

一つは，モルモン書が神の御 言 葉 だと分

込みであれ，どのような問題であれ，キリ

かったときに感じた気持ちです。言葉で

ストは助け救ってくださいます。主は御自

は言い表せないほどの喜びを経験できる

分の民を「どのように救うか」17 を御存じ

ことを知りました。その日，わたしはひざ

です。経済的な問題，メディアの悪影響，

まずき，ほかの方法では知ることのできな

家族の状況など，どのような理由であれ

い事柄を確かに感じ，知ったのです。こ

問題を抱えている夫婦や家族は，心を穏

のような記憶があるおかげで，生涯にわ

やかにしてくれる天の影響力を感じること

たって感謝の念を抱き続け，試練のときに

でしょう。主が「翼に癒しを携えて」18 死

は強められます。

人の中からよみがえられたことや，主のお

血肉ではなく天の御父から知識を授か

かげですでに亡くなった愛する人たちと

る人は，イエスがキリストであられ，この

再会しまた抱き合えることを「感じ，見る」

教会が主の教会であることを確かに知っ

ときに，慰めを受けることができます。主

ています。ほかならぬこの知識は，キリス

に帰依すると，その報いとして実際に癒し

トのみもとに行くために必要な変化を遂

を受けることができるのです。19

げるための力を与えてくれます。だからこ
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これらのことがすべて真実であること

注
1.
2.
3.
4.
5.

3 ニーファイ 18：25
3 ニーファイ 11：15
マタイ 16：16 － 17 参照
モーサヤ 12：27 参照
アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ『星の
王子さま 』岩波少年文庫，内藤濯訳，115
6. エテル 4：13 参照
7.『歴 代 大 管 長 の 教 え ─ジョセフ・スミス』
（ 2007 年）
，132
8. 教義と聖約 101：16 参照
9. モロナイ 10：3 － 5 参照
10. 1 ニーファイ 17：45
11. モロナイ 7：48
12. アルマ 36：5 － 24； 38：6 － 9 参照
13. ヒラマン 5：12 参照
14. モーサヤ 4：30
15. 3 ニーファイ 9：13 参照
16. 教義と聖約 19：16 参照
17. アルマ 7：12
18. 3 ニーファイ 25：13 。3 ニーファイ 25：2 も参照
19. 2 ニーファイ 16：10；3 ニーファイ 9：13 参照
20. 3 ニーファイ 11：15 − 17 参照

十二使徒定員会

でした。わたしたちはまさに神の御子そ

ジェフリー・Ｒ・ホランド長老

の御方とともに語り，祈り，働きました。と
もに歩き，ともに泣きました。そして，恐ろ

いちばん大切な，
第一のいましめ

しい結末を迎えた夜，わたしほど激しく泣
いた人はいませんでした。しかし，すべて
が終わりました。主は働きを終えられたの
です。そして，墓からよみがえられました。
御自身とわたしたちの救いを達成されまし
た。さて皆さんは，
『これからどうしよう』
とわたしに尋ねます。わたしは，喜んで以

わたしたちは，献身的な弟子として，主への愛を示す生活を送らな
ければなりません。

前の生活に戻ろう，としか言えません。わ
たしは漁師をしようと思っています。」残り
の10 人の使徒のうち，少なくとも 6 人がそ
の考えに賛成し，
「わたしたちも一緒に行
きます」と言いました。そのうちの一人
だったヨハネは書いています。「彼らは出

世

3

て行って舟に乗った。」
の救い主の死の直後，11人の使

ともしませんでした。マルコはこう書いて

徒が後に残されました。古今を

います。

しかし残念ながら，漁はうまくいきませ
んでした。湖に戻った最初の夜に，まった

通じて，そのときの使徒たち以

「イエスが弟子たちに教えて，
『人の子は

く一匹の魚も捕れなかったのです。夜が

上に，わたしが気の毒に思っている人はほ

人人の手にわたされ，彼らに殺され，殺さ

明け，彼らはがっかりしながら岸に向かい

とんどいません。そのときの彼らはまだ

れてから三日の後によみがえるであろう。』

ました。すると遠くに人の姿が見え，その

経験が浅く，全面的にイエスに頼っていた
はずであることを，わたしたちは時々忘れ

しかし，彼らはイエスの言われたことを
2

悟らず，また尋ねるのを恐れていた。」

人は「子たちよ，収獲はあったのか」と呼
びかけました。使徒から漁師に戻った彼

ていると思います。彼らに主はこう言って

わずかな学習の時間と，さらに短い準

らは，力なく「何も捕れませんでした」と

おられました。「こんなに長くあなたがた

備の期間が終わると，思いもよらない，起

漁師ならだれも言いたくないことを答えま

と一緒にいるのに，わたしが分かってい

こるはずのないことが起きました。彼ら

した。そんな彼らに追い打ちをかけたの

の主，教師，義 士である王が十字架につ

が，
「子たち」 と呼ばれたことでした。

1

ないのか。」

4

しかしもちろん使徒たちは，主がともに

けられたのです。主の地上での務めは終

いてくださった時間が十分であったとは

わり，主がお建てになった苦闘する小さな

そうすれば，何かとれるだろう」5 と，そ

決して思っていませんでした。わずかな

教会は，さげすまれ，滅びるだけのように

の見知らぬ人は大きな声で言いました。

改宗者の中から十二使徒定員会の全員を

思われました。弟子たちは復活された主

明快な言葉に彼らはすぐ，その人がどなた

召し，彼らから従来のやり方による誤りを

を確かに見たのですが，それも，彼らをさ

なのか分かりました。聖文には，ちょうど

取り除き，イエス・キリストの福音のすば

らに困惑させただけだったのです。「こ

3 年前，同じ人たちがまさにこの海で漁を

らしさを教え，彼らも同じように殺される

れからどうしたらいいのか」と不安だった

していたときも，
「夜通し働きましたが，何

まで業を進めるよう任せるには，３年とい

に違いない彼らは，先任使徒のペテロに

もとれ〔なかった〕」と書かれています。6

う期間は十分ではないのです。聖任され

答えを求めました。

しかし，岸にいた一人のガリラヤ人に，網

たばかりの長老たちにとっては，逃げ出し

「舟の右の方に網をおろして見なさい。

ここで，聖文にはありませんが，わたし

を降ろすように言われてそのとおりにする

の想像するそのときのやりとりを聞いてい

と，
「おびただしい魚の群れ」が揚がった

特に，取り残されるというのは心細いも

ただきたいと思います。ペテロはこんな風

のです。7 網が 破れそうになるほどの量

のです。イエスは肉体的には彼らのもと

に言ったのでしょう。
「兄弟たち，この３年

で，魚をいっぱいに積んだ 2 隻の舟は重

にとどまらない ことを繰り返し伝えようと

は輝かしい日々でした。あのような奇跡を

みで沈み始めたほどでした。

されました。しかし，彼らは，そのような

見，喜びあふれる神聖な体験をするとは，

悲しい考えを理解できず，また理解しよう

ほんの数か月前にはだれも想像しません

たくなるような将来でした。

そして今，また同じことが起きているの
です。いみじくも「子たち」と呼ばれた彼
2 0 1 2 年 11 月 号
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あかし

らがはやる心で網を降ろすと，
「魚が多く

た。「主よ，……わたしがあなたを愛して

の日まで，出て行って教え，証 し，忠実に

とれたので，それを引き上げることがで

いることは，おわかりになっています。」12

働いて奉仕してほしい。」

8

9

き」ませんでした。「あれは主だ」 とヨ

それに対するイエスの答えは，
（またこ

ハネが今や明らかになったことを口に出

れも聖文にはない，わたしの想像ですが ）

に言われたことでしょう。「あなたがた

すと，ペテロは思わず舟べりを乗り越えて

このようなものだったでしょう。「ペテロ

は，律法学者やパリサイ人のように，また

海に飛び込みました。

よ，それならなぜあなたはここにいるの

ヘロデやピラトのように軽率だったのか。

か。なぜわたしたちはまたこの同じ岸で，

彼らのように，わたしを殺しさえすればこ

ペテロは救い主と話をしました。この会

同じ網のそばで同じ会話をしているのか。

の業も葬れると思ったのか。十字架と釘

話は，基本的な使徒の務めのあり方と，そ

わたしが魚を欲しければ自分でとれるこ

と墓によってすべてが終わり，その後は皆

してもちろんペテロ自身にとっての重要な

とが明らかなのは，あのときも，また今も

の元の生活がどのようなものであれ，そこ

転換点であったとわたしは考えます。堅

同じではないのか。ペテロよ，わたしが

に大喜びで戻れると，彼らと同じように

固な岩である男性はこの会話で霊感を受

必要としているのは，弟子である。永 遠

思ったのか。子たちよ，わたしの生涯と愛

け，献身的な奉 仕と指導 者としての偉大

に弟子が 必 要なのだ。 わたしの羊を養

は，それより深くあなたがたの心に触れ

な生涯を送ることになるのです。傷んだ

い，子羊を救う者が必要なのだ。わたし

たのではなかったのか。」

小舟と，すり切れた網，そして 153 匹もの

の福音を宣 べ伝え，わたしの宗教を守る

愛する兄弟姉妹，裁きの日にわたしたち

大量の魚に目をやりながら，イエスは先任

者が必要なのだ。わたしを愛する者，真

がどのような経験をするのか，わたしには

使徒に言われました。「ペテロよ，これら

に愛する者，そして，天の御父がわたしに

分かりません。しかし，その日の神とのや

のすべてを愛する以上にわたしを愛する

託された業を愛する者を必要としている。

り取りのどこかで，
「わたしを愛するか」と

か。」ペテロは言いました。「主よ，そう

わたしたちのメッセージはもろいものでは

キリストがペテロにお尋ねになったのと

です。わたしがあなたを愛することは，あ

ない。この任務はつかの間のものではな

まったく同じ質問を神がお聞きにならない

い。この業は不幸でも，絶望的でもなく，

とすれば，わたしはとても驚くことでしょ

この答えを聞いた救い主は，弟子の目を

時の流れとともに消えてなくなるものでも

う。死すべき人間であるわたしたちの，物

見つめながら，またお尋ねになりました。

ない。これは全能の神の業であり，世界

事に対する理 解力が著しく不十分で，時

「ペテロよ，わたしを愛するか。」同じこと

を変える業なのである。ペテロよ，これ

には幼稚であったとしても，少なくともあ

を聞かれて明らかに少し当惑しながら，こ

は 2 度目であって，恐らくは 最後となる

る一つ の戒め，
「心をつくし，精神をつく

の偉大な漁師は再度答えました。「主よ，

が，わたしはあなたにこのすべてを捨てる

し，力をつくし，思いをつくして，主なるあ

そうです。わたしがあなたを愛すること

ことを求めている。この世がわたしにし

なたの神を愛せよ」 というあらゆる戒

たのとまったく同じことをあなたにするそ

めの中でいちばん大切な第一の戒めを理

復活されたイエスとの喜びの再会後に，

10

なたがご存じです。」

11

は，あなたがご存じです。」

救い主はなおもペテロを見つめながら，
3 度目となる短い質 問をなさいました。
「ペテロよ，わたしを愛 するか。」ここに
至って，ペテロはほんとうにすっかり戸
惑ってしまいました。もしかしたら，ほん
の数日前のことを思い出していたかもしれ
ません。その日，彼は別な質問をやはり
3 度尋ねられ，同じようにきっぱりと，し
かし否定 的な答えをしたばかりでした。
あるいは，主である教師の質問を聞き違
えたのかと思い始めていたかもしれませ
ん。それとも，ほとんど自動的と言っても
よいくらいの即答が自分の正直な気持ち
かどうか確かめるために，自分の心を探っ
ていたかもしれません。そのときの気持
ちが何であれ，ペテロは 3 度目に答えまし
84
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の

また，すべての使徒に向かってこのよう

くぎ

13

固に信仰を守るようにというこの呼びかけ
は，かつてバプテスマフォントで腕を直角
に上げて「イエス・キリストより権能を受
けたので」16 と宣言した帰還宣教師にも
向けられています。この権能を受けたの
は，皆さんの改宗者を永遠に変えるため
でしたが，同時に皆さんをも永遠に変える
ためでもあったことは確かです。これか
ら成長して，宣教師となり，神殿に参入し，
結 婚する教会の青少 年に申し上げます。
「神を愛して，この時代の人々の血と罪か
ら清くあってください。皆さんには重大な
務めがあります。昨日の朝，トーマス・Ｓ・
モンソン大管長のすばらしい発表で強調
されたとおりです。皆さんの天の御父は，
皆さんが人生のあらゆる段階において忠
誠 心と愛を持つことを期待しておられま
す。」
この話を聞くすべての人に申し上げま
す。キリストの声は時代を超えて，時が続
く限り，わたしたち一人一人に問いかけて
解していたかどうか，神はお知りになりた

徒へと戻ったわずか一握りのガリラヤ人

いだろうと思います。そのとき，わたした

が，
「一つの会 堂も剣も持たずに」 ，再

代表し，わたしは自らの名誉をかけて，ま

ちが 何とか「そうです。わたしがあなた

び網を捨てて，現在わたしたちが住む世

た魂を込めて答えます。
「そうです。主よ，

を愛することは，あなたがご存じです」と

界の歴史を作る業を進めることができた

あなたを愛します。」
「手をすきにかけ」

答えられれば，愛の究極の特質が常に忠

のは，この真 理，この事 実があったから

たなら，御 業 が完了し，神と隣人への愛が

誠心であることを，神は思い起こさせてく

なのです。

世界を治める時まで，わたしたちは後ろを

ださるでしょう。

15

この話を聞くことのできるすべての方々

「もしあなたがたがわたしを愛するなら

に，心の底から，そして魂を込めて証しま

ば，わたしのいましめを守るべきである」14

す。これらすべての使徒の鍵は地上に回

とイエスは言われました。ですから，わた

復され，今，末日聖徒イエス・キリスト教

したちは隣人を愛し，子供たちを守り，貧

会にあります。わたしたちとともに最後の

しい人々を引き上げ，真理を擁護しなけれ

キリストの大義にまだ加わっていない人た

ばなりません。また，過ちを正し，真理を

ちに申し上げます。「どうか，来てくださ

分かち合い，善いことを行わなければなり

い。」一度はわたしたちの仲間になったも

ません。つまり，わたしたちは献身的な弟

のの，回復された福音の完全な祝福より，

子として生活し，主への愛を明らかにする

教 会 の文化を少しばかり味 わってみた

必要があるのです。途中でやめることも，

かっただけということで，残りのごちそう

後 戻りもできません。生ける神の生ける

には手をつけなかった人たちに申し上げ

御子と出会ったら，何事も決して，過去と

ます。「皆さんが，幾晩もの長い夜と，空

同じ状態には戻りません。イエス・キリス

の網に直面しているのではないかと危惧

トの十字架での死と贖罪，復活は，クリス

しています。」これは，戻って来て忠実で

チャンとしての生活の始まりを示すもので

あるように，そして，神を愛し，王国建設

あり，終わりではありません。漁師から使

に尽くすように，という呼びかけです。堅

しょくざい

から

います。
「わたしを愛するか」と。皆さんを

17

み わざ

み

な

振り返りません。イエス・キリストの御 名
によって，アーメン。■
注
1. ヨハネ 14：9
2. マルコ 9：31 － 32
3. ヨハネ 21：3
4. ヨハネ 21：5 参照
5. ヨハネ 21：6
6. ルカ 5：5
7. ルカ 5：6
8. ヨハネ 21：6
9. ヨハネ 21：7
10. ヨハネ 21：15
11. ヨハネ 21：16
12. ヨハネ 21：17
13. ルカ 10：27。マタイ 22：37 － 38 も参照
14. ヨハネ 14：15
15. フレデリック・W・ファラー，Life of Christ
（ 1994 年）
，
656 。新しく設立された教会の苦
境については第 62 章を参照
16. 教義と聖約 20：73
17. ルカ 9：62
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よってわたしの生活にも，ほかの人々の生

トーマス・S・モンソン大管長

活にも祝福がもたらされた経験ばかりで
す。わたしは，こうした歳月，毎日日記を

祝福について考える

つけてきましたが，この日記のおかげで，
その詳細に至るまで思い出すことができ
ます。そうでなければ恐らくは思い出す
ことなどできなかったことでしょう。

御父はわたしたちの必要を御存じであり，わたしたちが主に助け
を求めるときに必ず助けてくださいます。

1965 年に入って間もなく，わたしは割
り当てを受けて，南太平洋地域全域で，ス
テーク大会に出席したり，ほかの集会を
開いたりしていました。それがわたしに
とってその地域への初めての訪問であり，
決して忘れることのできない時間でした。

愛

この割り当てを受けて，指 導 者や会員，
する兄弟姉妹の皆さん，わたし

人々の人 生を豊かにし，祝 福するものでし

宣教師たちと集会を持っていたときに，実

が 1963 年10 月 4 日に十二使 徒

た。ぜひ皆さんも同じ作業をしてみるよう

に霊的なことが多く起きたのです。

定員会の一員として召されてか

お勧めします。つまり，人生の出来事を振り

週末の土日であった 2 月 20 日と 21 日

ら，この大会で 49 年目となります。49 年

返り，大小にかかわらず，自分の受けた祝福

に，わたしたちはオーストラリアのブリス

という歳月は長い時間ですが，同時に，わ

を具体的に探してみることです。

ベンにいました。ブリスベンステークの通

たしがタバナクルの説教壇に立って，最初

自分自身の人生を振り返ってみればみる

常の大会の集会を開催するためです。土

の総 大会の説教をしてからあっという間

ほど，いつも強まってくるものがあります。

曜日の集会のとき，わたしはその周辺の地

だったという気もしています。

それは，わたしたちの祈りが聞かれ，こたえ

域から来た一人の地方部会長を紹介され

1963 年10 月 4 日以来，多くの変化があ

られるという思いです。わたしたちはモルモ

ました。 彼と握 手をしたときに，わたし

りました。わたしたちは世界の歴史の中

ン書の第２ニーファイに出てくる「人が存在

は，彼と話をして何か助言を与える必要が

でも，例のない時代に暮らしています。わ

するのは喜びを得るためである。」 という

あると強く感じました。そのためわたし

たしたちはまた，余りある祝福を受けてい

言葉をよく知っています。そうした喜びの多

は，彼に翌日の日曜の集会にも一緒に出

ます。それでも時には，周囲の問題や何

くは，わたしたちが祈りを通じて天の御父と

席してもらえないか尋ねてみました。感じ

でも容認する風 潮を見て，失望せずにい

交わることができ，その祈りは聞かれ，こた

た思いを実行するためです。

ることが難しいこともあります。それでも

えられると実感したときにもたらされること

日曜日の集会が終わった後，わたした

悲観的な立場に立たずに，一歩下がって，

を証 します。それは恐らく，わたしたちが

ちには二人で親しく話をする機会が与え

一見ささやかに見える祝福や，時には見

期待するような方法や場面で祈りがこたえ

られました。わたしたちは，地方部会長と

過ごされるような祝福を含め，人 生で頂

られるのではなく，祈りは必ずこたえられ

しての彼の数多くの責任について話し合

いている様々な祝福のことを考えると，わ

る，しかもわたしたちを完全に知り愛してく

いました。そうしているとき，わたしは，

たしたちはさらに大きな幸福にあずかれ

ださっていて，わたしたちの幸福を願ってお

彼に伝道活動について特別な提案をする

ることが分かってきました。

られる御父がこたえてくださるという実感

よう強く心に感じました。彼や地方部の

1

あかし

この 49 年を振り返って考えると，幾つ

です。御父はわたしたちにこう約束された

会員たちが，その地域でどうしたら専任

かの発見がありました。一つは，わたしの

のではなかったでしょうか。「謙遜でありな

宣教師の働きを助けることができるかと

これまでの数え切れないほどの経験は，

さい。そうすれば，主なるあなたの神は手

いうことです。後で知ったことですが，こ

必ずしも特別だと思われるようなものでは

を引いてあなたを導き，あなたの祈りに答え

の兄弟はこの点に関して導きを求めてずっ

なかったということです。事実，そうした
経験をした時点では，目立たない，きわめ

2

を与えるであろう。」

これから割り当てられた時間を利用して，

と祈っていたのです。彼にとって，わたし
たちが親しく話せたこと自体が，自分の祈

て普通だと思われるようなものが大半で

祈りが聞かれ，こたえられたというわたしの

りは聞かれ，こたえられたということの特

した。しかしながら，振り返って考えれ

経験の中から，ささやかな例を少し紹介し

別の証だったのです。この話し合いは，

ば，それらは，わたし自身の人生を含め，

たいと思います。振り返ってみれば，それに

一見するとごく普通の会合でした。しか
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つをしに来てくれました。わたしたちは楽
しい時間を過ごし，その後，わたしは彼を
病室まで見送り，祝福を授けたのです。
後日，わたしがその友人から聞いたこと
によると，わたしが訪ねたその日，彼はひ
どく落胆していて自分で命を断つことを
真剣に考えていたというのです。彼は助
けを求めて祈っていましたが，自分の祈り
は何もこたえられないと思い始めていま
した。彼は，自分の悲劇を終わらせるため
にはこうするしかないと考えてプールまで
やって来たのです。自分で車いすをプー
ルの深い所に落とし込むつもりでした。わ
たしが到着したのは，その決定的な瞬間
でした。高い所からもたらされる霊感の
答えだったと，わたしは知っています。
わたしの友人はそれから何年も生きま
した。 実に幸 福と感 謝に満ちた歳月で
した。わたしは，彼の生死を分けたあの
み

て

日に，あのプールで主の御 手 に使われる
器となれたことを心からうれしく思ってい
ます。
別の時のことですが，モンソン姉妹とわ
たしが友人を訪ねた後，家に向かって車
み たま

を運 転していたときのことです。わたし

し，わたしはその話し合いが御霊によって

ト体育館で水泳をしていました。そのと

は，町に入るようにという促しを感じたの

導かれ，その地方部会長の人生や管理の

きです。わたしは大学病院へ行って，親

です。町まではかなりの距離を車で行か

務めにとっても，また地方部の会員たちに

友の一人と会うべきだという強い霊感を

なければなりませんが，かつてわたしたち

とっても，そこで働く宣教師たちの成功に

感じたのです。その友人は，悪性 腫瘍と

のワードに住んでいた，夫を亡くした年配

とっても，ある意味では特別な集会であっ

その後の手術のために足が不自由になっ

の女性を訪ねるべきだと感じたのです。

たと確信しています。

ていました。わたしは直ちにプールから

彼女の名前はゼラ・トーマスといいます。

上がって，着替え，この友人に会いに向か

その当時，彼女は介護センターに入ってい

いました。

ました。その日の午後の早い時間に，わ

兄弟姉妹の皆さん，主の目的の多くは，
わたしたちが御霊の導きに注意を払うと
きに達成されます。わたしたちが与えら

わたしが彼の病室に着くと，彼はいませ

たしたちが彼女を訪ねると，随分と弱って

れる霊感や印象に従って行動を起こせば

んでした。周囲に尋ねながら，わたしは

はいたもののベッドで安静にしている彼

起こすほど，主はわたしたちを主の用向き

病院のプールのある病棟でなら彼と会え

女がいました。

を持つ者として信頼してくださいます。わ

るだろうことが分かりました。そのプール

たしはそう確信しています。

は運 動療法に利用されていたからです。

たが，わたしたちのことは声ですぐに分か

わたしがこれまで学んできたことは，こ

案の定，そこにいました。彼は自力で車

りました。ゼラは，わたしに祝福してもら

れまでのメッセージの中でも述べてきたよ

いすを動かして来ていました。そこには

えないかと言い，自分は主がふるさとに戻

うに，決して御霊の促しに応じるのを引き

彼一人しかいませんでした。彼はプール

るように望まれたらいつでも赴く準備が

延ばしてはいけないということです。何年

のはるかかなた，いちばん深い所の近くに

できている，と付け加えました。その部

も前のあるときのことですが，わたしはソ

います。わたしが彼の名前を呼ぶと，彼は

屋は温かく平安な思いで満たされていま

ルトレーク・シティーにあった昔のデゼレ

車いすを上手に動かして，わたしにあいさ

した。わたしたちは皆，彼 女のためにこ

ゼラは，視力を失って随分経っていまし
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の世で残されている時間はあとわずかだ

者から，再度ミッドウェイの家まで送って

の若者が，カナダ・バンクーバー伝道部に

ということを知っていました。ゼラはわた

もらいました。わたしは，彼のそうした行

出発するに先立って開かれた送別会に出

しの手を取ると，こう言いました。「わた

いの費用を支払いたいと申し出たのです

席することができたのです。

しはあなたが会いに来てくれて，祝福をし

が，彼は丁寧にそれを断りました。彼は，

てくれるようにって，一生懸命祈っていた

自分はボーイスカウトなので，何か善いこ

ちが出会ったのは偶然だったのでしょう

のよ。」わたしは彼女に答えました。「わ

とをしたいと思っていただけです，と言う

か。わたしは一瞬たりともそう考えたこ

たしたちが訪ねて来たのは，天のお父様

のです。わたしが自分の名前を名乗ると，

とはありません。わたしたちの出会いは

から直接霊感を受けたからですよ。」わた

彼は，人を助ける機会が与えられたことに

あの息子を愛する母親と父親の心からの

しは彼女の額にキスをしました。恐らくこ

感謝しています，と言いました。彼はちょ

祈りの答えだったと，わたしは信じてい

の世で再び彼女の顔を見ることはあるま

うど宣教師になるくらいの年齢ではない

ます。

いと感じたのです。そのとおりになりまし

かと考えたわたしは，彼に伝道に出る計

た。その翌日，彼女は亡くなったのです。

画はないかどうか尋ねてみました。彼は，

御父はわたしたちの必要を御存じであり，

あの優しいゼラに少しでも慰めと平安を

自分が今何をしたいのかはっきりしてい

わたしたちが主に助けを求めるときに必

与えることができたのは，彼女にとっても

ないと答えました。

ず助けてくださいます。どんな関心事で

わたしにとっても祝福でした。

あの 12 月のひどい寒さの夜，わたした

兄弟姉妹の皆さん，再度申し上げます。

月曜日に，わたしはこの若者に手紙を

あっても，小さすぎることも無意味なこと

人の人生にとって祝福となる機会は，し

書き，厚意に感謝している旨を伝えまし

もないと，わたしは信じています。主はわ

ばしば予期せぬ時にやって来ます。1983年

た。そしてその手紙の中で，わたしは彼

たしたちの生活の細部に至るまで心にか

から1984年の冬にかけて，ひどく寒かっ

にぜひ専任宣教師として奉仕をしてほし

けてくださっています。

たある土曜日の夜のことです。モンソン

いと励ましたのです。わたしは自分の著

わたしは最後に，数多くの人々に影響を

姉妹とわたしは，ユタ州のミッドウェイの

作から１冊を選んで同封し，伝道活動に

与えることになった最近のある経験につ

高地に向かって車を走らせていました。

関係する章に下線を引いておきました。

いてお話ししたいと思います。これはちょ

そこには，わたしたちの家があります。そ

１週間ほどたったとき，この若者の母

うど５か月前，カンザスシティー神殿の文

の晩の気温は，華氏マイナス 24 度（摂氏

親 から電 話 がありました。 彼 女の話 で

化の祭典の時に起こったことです。あの

マイナス 31 度）でした。わたしはそこに

は，息子は実に優れた青年ではあるもの

ときは，人 生で 起きる数多くの経験と同

あるわたしたちの家が問題なく住める状

の，ある出来事の影 響で，それまで彼が

様に，また何もかもうまくいったと言える

態にあることを確認したいと思ったので

長く抱いていた伝道に出るという望みは

経験ができた，というくらいにしか考えて

す。わたしたちはすべてをチェックし，問

もう消えかかっているということでした。

いませんでした。しかしながら，神殿が

題がないと分かったので，ソルトレーク・

そして彼女も青年の父親も，彼の心が変

奉献される前の晩に行われた文化の祭典

シティーへ向けて，家を後にしました。と

わるよう願って，断食と祈りを繰り返して

に関連した出来事の詳細を知ってみると，

ころが，あと数キロで高速道路に出るとい

いるとのことでした。また，ユタ州プロボ

あの晩 行われたのが 尋常なことではな

う直 前，わたしたちの車のエンジンが止

神殿の祈りのリストに彼の名前を提出して

かったことが分かりました。むしろ，実に

まってしまったのです。わたしたちは完全

きたとも言っていました。とにかく，両親

驚くべきことが起きていたのです。

に孤 立してしまいました。たぶんあの晩

としては，何とかして，何らかの方法で，彼

神殿の奉献に伴って開催されるそのほ

ほど寒さが厳しかった夜はほとんど記憶

の心が良い方向に動かされ，伝道に出た

かの文化の祭典と同様に，ミズーリ州カン

にありません。気が進まない中を，わたし

いという願いを取り戻し忠実に主に仕えて

ザスシティー神殿 地区の青少 年たちは，

たちはいちばん近い町に向かって歩き始

ほしいと願っていました。母 親は，あの

それぞれの地域でそれぞれのグループに

めました。車が次々と通り過ぎて行きま

寒い夜の出来事が息子のために祈ってき

分かれて，祭典のためのリハーサルを繰り

す。やがて１台の車が止まり，一人の若者

た親の祈りに対する答えだと感じている

返していました。計画では，祭典が行わ

が何か手伝えることはないかと声をかけ

ことを，わたしに知ってもらいたかったの

れる土曜の朝に大きな市民センターを借

てくれました。後で分かったことですが，

です。「わたしも同じ思いです」とわたし

りて，全員が一堂に会することになってい

あ の 晩 は 寒 さ の た め に 燃 料 タンクの

は答えました。

ました。そこで，いつどこから入場し，ど

ディーゼル燃料が濃縮されてしまい，その

その数か月後，この若者としばらく手紙

こに立ち，自分と隣の人の間にはどれくら

ために車が動かなくなってしまったという

のやり取りが続いたあと，モンソン姉妹と

いの間隔があり，メイン・フロアーからど

ことでした。わたしたちはこの親切な若

わたしは大きな喜びに包まれました。こ

う退場するか，といったことを確認するこ
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年たちは，貴重なリハーサルの時間を無

見た祭典の中でも最高のものの一つでし

駄にしながら，待ち続けています。一向

た。青少年たちには，栄光に満ちた力強

に事態が改善する様子は見られません。

い気迫がみなぎっており，そこにいた人は

この祭 典の 作 者であり演出 担 当でも

皆それを感じていました。青少年たちは，

あったスーザン・クーパーは，後日こう説

どこから入場し，どこに立ち，周囲の共演

明しています。「計画 A から計画 B ，そ

者たちとどう演技をつなぐのかといったこ

して計画 Z と変更をしてみても，どれもう

とを，よく知っているように見えました。

まくいっていないことが，わたしたちにも

後日，リハーサルの時間が短縮され，多く

分かっていました。……スケジュールを見

の場面でグループ全体のリハーサルを行

ると，わたしたちの力の限界を超えようと

う時間が取れなかったということを知っ

していることが分かりました。しかし，わ

たとき，わたしはほんとうに驚きました。

たしたちは，下のフロアーには最大の力の

だれもそんなことに気づかなかったでしょ

一つが 待機していることも知っていまし

う。確かに主が埋め合わせをしてくださっ

た。3,000人の青少年です。わたしたちは

たのです。

下に降りて行って，事態を説明し，彼らの
3

信仰を引き出す必要がありました。」

観 客が 会 場に入るちょうど１時間前，

わたしは，主がその王国の各部分につ
いて人々を導き，指示を出されながらも，
なおかつ，一人一人に関して，また一つの

3,000人の青少 年たちがフロアーにひざ

文化の祭典，一つのジャンボトロンに関し

まずき，一緒に祈りました。彼らは，ジャ

て霊感を与えてくださる時間をお持ちであ

ンボトロンを担当している人々が霊感を

ることについて，その方法を考えると驚き

受けて，どう修理すべきか知ることがで

を禁じ得ません。主にはそれが可能であ

きるよう祈ったのです。そして，時間がな

り，実際になされるという事実は，わたし

とになっていたのです。責任者たちは，

くて自分たちができなかったことを埋め

の証となっています。

昼 のうちに詳 細な部 分を隅々まで把 握

合わせてくださるよう，天の御父にお願い

し，様々な場面を一つにまとめ上げて，最

したのです。

兄弟姉妹の皆さん，主はわたしたちの
生活のあらゆるところにかかわっておられ

終的には洗練された，プロ並と評 価され

後日，そのときの経験について記 録し

ます。わたしたちを愛し，祝福したいと望

るような仕上げにする必要がありました。

た人が，こう語っています。
「あれは，青少

んでおられます。また，御自身に助けを求

その日，一つの大きな問題が生じまし

年たちにとって決して忘れられない祈りで

めてほしいと願っておられます。主がわた

た。プログラム全体は，事前に録画され

した。 それは床 が 硬 かったからではな

したちを導き，道を示されるとき，またわ

た一つ一つの場面に基づいて行われるこ

く，御霊が彼らの骨を溶かすかと思うほ

たしたちの 祈りを聞き，こたえられると

とになっており，そのための映像がジャン

ど強かったからです。」4

き，わたしたちは，今この地上で主が望ん

ボトロンと呼ばれる巨大なスクリーンに映

それからほどなくして，技 術 者の一人

でおられるような幸福を見いだすことで

し出されることになっていました。この事

が彼らのところにやって来て，故障箇所が

しょう。生活の中で，主の祝福に気づくこ

前に録画された場面は，プログラム全体

見つかったので修理できたと告げました。

とができますように，わたしたちの救い主

には欠くことのできないものでした。それ

そ の 技 術 者 は，解 決できた のは「幸 運

イエス・キリストの御 名 によって祈ります，

は，これによってすべての場面をつなぎ合

だった」と言いましたが，あそこにいた青

アーメン。■

わせるだけでなく，次にどのような演技を

少年たちは皆，どうして解決できたかよく

するのか紹介するものでもあったからで

分かっていました。

す。この連続した映像によって，プログラ

その 晩 わたしたちが 市民 センターに

ム全体の構成が分かるようになっていま

入ったとき，その日そのような問題が起き

した。そのジャンボトロンが機能しなく

ていたとは，まったく知りませんでした。

なったのです。

知ったのは後のことでした。しかし，わた

技術者たちがあわてて問題の解決のた

したちが目にしたものは，実に美しく，洗

めに動き始めました。一方，大勢の青少

練された祭典でした。わたしがこれまで

み

な

注
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2012 年 10 月 7 日

―

日曜午後の部会

いです。言い換えれば，わたしたちはキリ
ストに従う旅路をどのように歩んでいるの

十二使徒定員会

ロバート・D・ヘイルズ長老

クリスチャンとして，
キリストのような
特質を高める
これは現代のクリスチャン一人一人に対するキリストの呼びかけです。
「わたしの小羊を養いなさい。……わたしの羊を養いなさい。」

でしょうか。
キリストの二人の弟子の経験について
考えてみましょう。
「イエスがガリラヤの海べを歩いておら
れると，ふたりの兄弟，すなわち，ペテロと
呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが，
海に網を打っているのをごらんになった。
彼らは漁師であった。
イエスは彼らに言われた，
『わたしにつ
いてきなさい。あなたがたを，人間をとる
漁師にしてあげよう。』
すると，彼らはすぐに網を捨てて，イエス
1

に従った。」

現代のクリスチャンとしてわたしたちに
は，ペテロとアンデレのように，たじろぐこ
となく即座に，しかも果敢に行動する機会
があります。「彼らはすぐに網を捨てて，
2

イエスに従った」のです。 わたしたちも
自分の網，すなわち世俗的な習慣や慣習，

ク

因 習を捨 てるように 求 められています。

リスチャンであるとは，どういう

してきたことを知っています。まさしくそ

また，自分の罪を捨て去るように求められ

意味でしょうか。

のイエスが 天の 御 父とともに，1820 年，

ています。「〔イエスは〕群衆を…… 呼び

クリスチャンは，主イエス・

預言者ジョセフ・スミスに現れ，福音そし

寄せて，彼らに言われた，
『だれでもわた

キリストを信じる信 仰を持 っています。

てイエスの時代の教会の組織を回復され

しについてきたいと思うなら，自分を捨

すなわちイエス・キリストは文 字どおり

たのです。

て，自分の十字架を負うて，わたしに従っ
3

御父から遣わされた神の御子であり，わた

聖文およびジョセフ・スミスの証を通し

てきなさい。』」 罪深い行動を自制する

したちの罪のために苦しみ，贖 罪 として

てわたしたちは，神であられる天の御父が

ことは悔い改めの第一歩です。悔い改め

知られている至高の愛の行為を成し遂げ

栄光に満ちた完全な肉体を持っておられ

は心 の中に大きな変化をもたらします。

られた御方であると信じています。

ることを知っています。イエス・キリスト

それは「悪を行う性癖をもう二度と持つ

クリスチャンは，神であられる御父と

は肉における御父の独り子です。聖霊は

こと〔が 〕なく」なるような変化です。4

御子イエス・キリストの恵みにより，わた

御父と御子を証する霊の御方です。神会

改心と呼ばれるこの心の変化は，救い

したちは悔い改め，ほかの人を赦し，戒め

を構成するのは異なる別個の御三方であ

主を通してのみ可能です。イエスはこう

を守り，永遠の命を受け継ぐことができる

り，同じ目的のために一致して働いておら

約束されました。「もし人がわたしのもと

と信じています。

れます。

に来るならば，わたしは彼らに各々の弱さ

しょくざ い

ゆる

クリスチャン という言葉には，キリスト
み な
の 御 名 を引き受 けるという意 味 があり
ます。主の神権の権能を持つ者からバプ
あん しゅ
たま もの
テスマを受け，按 手 によって聖 霊の賜 物
を受けることによって，御名を引き受ける
のです。
クリスチャンは，あらゆる時 代に神の
あかし
預言者が常にイエス・キリストについて証
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このような教義がわたしたちの信仰の

を示そう。……わたしの前にへりくだるす

礎となっているのですから，わたしたち末

べての者に対して，わたしの恵みは十分

日聖徒イエス・キリスト教会の会員がクリ

である。もし彼らがわたしの前にへりくだ

スチャンであるということに，何らの疑い

り，わたしを信じるならば，そのとき，わた
し は 彼らの 弱 さを 強 さに 変 えよう。」5
わたしたちがキリストにあって 心を新た
にする とき，わたしたちの本質が変わり，
もはやこれまでの習慣へ戻りたいとは思

も議論の余地もありません。ところが，ど
のクリスチャンにとっても，単純な疑問が
一つ残ります。それは，わたしたちはどの
ようなクリスチャンなのだろうかという問

わなくなります。

ください。

いう呼びかけは，厳しく，ときには過酷な

そうであってもなお，忠実なクリスチャン

弟子たちが海岸へ戻ると，魚とパンのご

ものにすら思えることがあります。でもわ

は常に困難と失望に遭遇するという祝福

ちそうが待っていました。「さあ，朝の食

たしたちは恐れたり，自分はふさわしくな

を受けます。人を精 錬するこうした困難

事をしなさい」と救い主がお招きになりま

いと感じたりする必要はありません。救

に遭うと，わたしたちは以前の習慣に戻ろ

した。 主は弟子たちに食物を与えると，

い主はわたしたちに，主の業を行う資格と

うとする誘惑に駆られることがあります。

ペテロに 3 度お尋ねになりました。「ヨハ

能力を授けると約束しておられます。主は

救い主は十字 架におかかりになった後，

ネの子シモンよ，わたしを愛するか。」 ペ

こう言われました。「わたしについてきな

女たちに姿を現し，ガリラヤへ行けば兄

テロが主を愛していると述べると，救い主

さい。〔わたしが 〕あなたがたを，人間を

弟たちは主に会えるとおっしゃいました。

はペテロに切々と言われました。「わたし

とる漁師にしてあげよう。」 わたしたち

先 任 使徒のペテロはガリラヤへ戻ると，

の小羊を養いなさい。……わたしの羊を

が 主 に 従うとき，主 の 業 を 行 うため の

以前に知っていた業，すなわち慣れ親し
んだ業へ戻りました。「わたしは漁に行く

8

9

養いなさい。」

10

賜物，才能，強さを授かり，今楽にできる

これは現代のクリスチャン一人一人に

こと以上のことを行うことによりさらに成

のだ」 と説明し，数人の弟子たちを連れ

対するキリストの呼びかけです。「わたし

長し，これまでに不可能だと思ったことも

て行きました。

の小羊を養いなさい。……わたしの羊を

できるようにしていただけるのです。その

6

養いなさい。」 すなわち，ほかの人々，特に

た め に は，隣 人 に 福 音 を 分 かち 合 い，

も，魚は一匹もとれませんでした。翌朝

ところが，ペテロたちは一晩中漁をして

自分とは異なる考えや信仰を持つ人々を，

霊的な意味で道に迷った人を救い出し，

イエスが 海 岸 に 現 れ，舟 に 乗って いる

鼓 舞し，喜ばせ，慰め，励まし，はぐくみ

専任宣教師として働き，神殿に参入し，特

弟子たちに大声で言われました。「舟の

ながら，年齢を問わずあらゆる人に福音を

別な必要を抱えた子供を育て，放 蕩 息子

右の方に〔あなたがたの〕網をおろして見

分かち合うのです。家庭にあっては，福

を愛し，病気の配偶者に仕え，誤解や苦

なさい。」 舟に乗っていた弟子たちが主

音を実践する生活によって主の子羊を養

難に耐える必 要があるかもしれません。

の指示に従うと，奇跡的に網にあふれる

います。すなわち戒めを守り，祈り，聖文

それは，次のように言って，主の呼びかけ

ほどの魚が入っているのがすぐに分かり

を研究し，主の愛の模範に倣 う生活です。

にこたえるよう自分を備えるということな

ました。ヨハネはすぐに救い主の声だと

教会にあっては，神権定員会や補助組織

のです。「主よ，み旨のまま行かん。主よ，

分 かり，ペテロは 即座に海 へ飛び込 み，

で 奉 仕 するときに，主の 羊を養 います。

み旨のまま言わん。み旨に添いまさん。」11

7

陸へ向かって泳ぎました。
今よりも忠実さに欠ける以前の習慣に

なら

そして，キリストのような良い隣人になる

ほう とう

天の御父が望んでおられるようになる

ことにより，世界中で主の羊を養います。

ために，わたしたちはイエス・キリストに

戻ってしまったクリスチャンは，ペテロの

夫を亡くした女性，父親のない子供，貧し

従います。主はたえず御自身に従うように

忠 実 な 模 範 に つ いて 考 えてください。

い人など，困っているあらゆる人への慰問

わたしたちに呼びかけておられると証し

ぐずぐずしてはいけません。主の呼び声

や奉 仕を通して示す，清く汚れのない信

ます。もしあなたが末日聖徒は献身的な

を聞き分けてください。そしてすぐに主へ

心を実践する隣人になるのです。

クリスチャンであることについて学び始め

立ち返り，主の豊かな祝福を再び受けて

多くの人にとって，クリスチャンになると

たばかりであるなら，あるいはこれまで教
2 0 1 2 年 11 月 号

91

かけた人々が 赦されるように祈ることに
よって，模範を示されました。

あがな

会に十分に参加してこなかったけれども，

最 後には 贖 いを通して御自身をささげ

再び主に従いたいと思うなら，恐れないで

られました。神の子供たちが皆，復活し，

ください。主の最初の弟子たちは皆，教

永 遠の 命を受け継ぐ 機 会を得るように

会の新会員であり，主の福音に新たに改

するためです。

宗した人たちでした。イエスは辛抱強く

クリスチャンらしい思いやり。良いサマ
リヤ人のように救い主は，文化や宗教，境
遇の違いにかかわらず，周囲の人を救い，
愛し，養うために，絶えず手を差し伸べら
れました。
クリスチャンらしい 奉 仕 。 救 い主は
ほかの人に仕える，すなわち疲れた人を
助け，弱い人を強めるために，日々を過ご
されました。例えば，井戸から水をくむ，
魚を 料 理 する，汚 れ た 足を 洗うなどの
奉仕をされました。
クリスチャンらしい 忍 耐 。 救 い主 は
御自身の悲しみや苦しみの中にあって，
御父を待ち望まれました。わたしたちに
対して忍耐心をもって，わたしたちが正し
い道を悟り，みもとへ帰るのを辛抱強く
待っておられます。
クリスチャンらしい 平 安 。 救 い主 は
教え導くときにいつでも，理解し合うよう
に強く勧め，平和を推進されました。特に
弟子たちの間では，クリスチャンは互いの
相違にかかわらず，ほかのクリスチャンと
争ってはならないとお教えになりました。
クリスチャンらしい 赦し 。 救い主は，
自分をのろう者を祝福するようにお教え
になりました。主は，御自分を十字 架に

一人一人を教え，それぞれの責任を果た
せるように助け，主の友と呼び，彼らのた
めに命をささげてくださったのです。同じ
ことを，皆さんとわたしのためにもすでに
してくださっています。
主の無限の愛と恵みを通して，わたした
ちはクリスチャンとして，キリストのような
特質をさらに高めることができると証し
ます。次に挙げるキリストのような特質に
ついて考えてください。わたしたちはどの
ようにして自身の内で，そのような特質を
養っているでしょうか。

クリスチャンらしい愛 。救い主は一人
一人を大切にしておられます。すべての人
に対して優しく哀れみ深い主は，99 匹を
残して迷い出た 1 匹を捜しに出かけられ
ました。12 なぜなら，主にとっては，
「〔わ
たしたちの〕頭の毛までも，…… 数えられ
ている」からです。13

クリスチャンらしい 信 仰 。 誘 惑 や 試
練，迫害にもかかわらず，救い主は天の御
父を信頼し，忠実に御父の命令に従う道
を選ばれました。
クリスチャンらしい犠牲 。生涯にわた
り救い主は，御自分の時間，労力，そして
92
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クリスチ ャンらし い 改 心 。 ペテロや
アンデレのように，多くの人は福音を聞く
や 否 や，福 音 が 真 実 だと分 か りま す。
即座に改心するのです。でも，もう少し時
間がかかる人もいます。ジョセフ・スミス
を通して与えられた啓示の中で，主はこう
教えておられます。「神から出ているもの
は光である。光を受け，神のうちにいつも
いる者は，さらに光を受ける。そして，そ
の光はますます輝きを増してついには真
14
昼となる。」 つまり，真昼のように完全に
輝く改心に至るのです。イエス・キリスト
は「世 の 光 であり，世 の 贖 い主 であり，
み たま
15
……真理の御霊」です。
クリスチャンらしく最後まで堪え忍ぶ 。
みこころ
救い主は生涯を通して，御父の御心を行う
のをおやめになることはありませんでした。
この世の人生の終わりまで，正義，善，慈悲，
真理の道を歩み続けられました。
以上は，救い主の声を聞いて心に留め
る人々が持つ幾つかの特質です。地上に
おける主の特別な証人の一人として，わた
しはクリスチャンとしての証を述べます。
こん にち
主は今日，皆さんにこう呼びかけておられ
16
ます。「わたしに従ってきなさい。」 永
続的な幸福，喜び，天の御父の王国にお
ける永遠の命へと導く道を一緒に歩みま
しょう。わたしたちの救い主，贖い主イエ
ス・キリストの御名により，アーメン。■
注
1. マタイ 4：18 － 20
2. マルコ 1：18
3. マルコ 8：34
4. モーサヤ 5：2
5. エテル 12：27，強調付加
6. ヨハネ 21：3
7. ヨハネ 21：3 − 8 参照
8. ヨハネ 21：12
9. ヨハネ 21：15 − 17 参照
10. マタイ 4：19 ，強調付加
11.「み旨のまま行かん」
『賛美歌』，172 番参照
12. マタイ 18：12 − 14 参照
13. ルカ 12：7
14. 教義と聖約 50：24
15. 教義と聖約 93：9
16. ルカ 18：22

十二使徒定員会

問題や神殿までの距離の問題で，二つの

リチャード・G・スコット長老

活動を行えない人もいることでしょう。
ハワード・W・ハンター大 管長は次の

死者を贖う喜び
あ が な

ように教えました。
「わたしたちは自分自身の救いに必 要
な，神権による神殿の儀式を行わなけれ
ばなりません。そして次に，現世において

「主は先祖に与えられた約束を子孫の心に植え，子孫の心はその
先祖に向かうであろう。」

福音を受け入れる機会にあずからなかっ
た人々のために，必要な業を行わなけれ
ばならないのです。人のために行うこの
業は，次の二つのステップを踏んで達成さ
れます。最初に，家族の歴史を調べ，自分
の先祖の名前を明らかにします。そして

主

次に，生者に与えられているのと同じ機会
は預言者ジョセフ・スミスに，

ジョセフ・スミスはこう述 べ て います。

を彼らに与えるために，神殿の儀式を行

バプテスマの神聖な儀 式に関

「聖徒たちには，……亡くなった親族のた

する壮大な教義を啓示されま

めに……バプテスマを受ける特権が与え

しかし，神殿に思うように行けない教会

した。ほかのキリスト教会諸派において，

られています。彼らは…… 教えを説くよう

員が数多くいます。彼らはそれぞれに最

人の行く末というものは，死をもって絶対

に 割り当てを 受 け た人々……を 通じて

善を尽くしています。自分で家族の歴史

的かつ永遠に決まると教えていたときに，

…… 霊において 福音を受け入 れた人々

を調べ，それを基にほかの人に神殿の儀

この光 がもたらされたのです。 彼らは，

で す。」 さらに 後日こう付 け 加 えて い

式を執行してもらっているのです。その

バプテスマを受けた者には終わりのない

ます。「亡くなった親族の身代わりとして

反 対に，神殿 活動に携わりながら，自分

喜びが報いとして与えられるが，それ以外

働く特権をないがしろにする聖徒たちは，

の家族の歴史を探求し終わっていない教

の人たちは贖われる望みがないまま永遠

自分自身の救いをも危うくする危険を冒し

会員もいます。彼らはほかの人を助けると

の苦痛を受けると教えていました。

ています。」

2

3

います。

いう神聖な 奉 仕の業をしているので す

正しい神権の権能によって死者の身代

預言者エリヤは，カートランド神殿で身

が，末日の 預 言 者 たちを 通じて 神 から

わりのバプテスマを行えるというこの主の

代わりの業を行う鍵をジョセフ・スミスに

命じられている自分自身の先祖のための

うま

4

啓示は，
「だれでも，水と霊とから生 れな

託しました。 これは「先祖に与えられた

ければ，神の国にはいることはできない」

1

約束を子孫の心に植え，子孫の心はその

探求をせずに，祝福を失っているのです。
……これまでの経験から分かったこと

という主の言葉の正当性を証明するもの

先祖に向かうであろう」5 という主の約束

ですが，家族 歴史を探求し，自分が 調べ

でした。 身代 わりのバプテスマ が ある

を実現するためでした。

た先祖のために神殿の儀式を執行する人

おかげで，この世にいる間に儀式を受け

ジョセフ・スミスやその継承者たちにさ

られなかったあらゆるふさわしい死者に

らに啓示が与えられたため，神殿活動とそ

は，二つの面で祝福を受け，さらに大きな

代わって，この大切な儀式を執り行うこと

れを支える家族 歴史の活動について，理

ができるのです。

解も深まり，心 構えも備わってきました。

大切な身代わりの業の両面で祝福を受け

喜びを味わうようになります。」6
天の御父は，わたしたち一人一人がこの

この栄光に満ちた教義は，イエス・キリ

ジョセフ・スミス以来，預言者は皆，わた

るよう願っておられます。そして，わたし

ストの贖 罪 が完全であることを示すもう

したち自身と亡くなった先祖たちのために

たちがその資格にあずかるためにはどう

一つの証です。イエスは，悔い改めた人

あらゆる儀式を施すことが不可欠である

したらよいか，人々に導きを与えてこられ

はだれでも救いにあずかることができる

ことを強調しています。

ました。その祝福をいただけるかどうか

しょくざ い

ようにしてくださいました。主は贖 罪に

神殿と家族歴史の活動は，本来一つの

よって死に打ち勝ち，ふさわしい死者が

業を二つの分野に分けたものです。この

皆さんが神殿の中で行う業は，どんな業

身代わりによってすべての救いの儀式を

二つの分野は，バプテスマと聖霊の賜 物

であれ，時間の使い方としては賢明です。

受けられるようにしてくださったのです。

を授 かる儀 式 のように，密 接 に 関 連し

しかし，皆さん自身の先祖の一人のために

合っています。会員の中には，健 康上の

身代 わりとなって儀 式を受けることは，

150 年以上前に書かれた書簡の中で，

たま もの

は，わたしたち次第なのです。
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神殿で過ごす時間をはるかに神聖なもの

で儀 式を行えるよう，儀 式を終えるまで

に直 接 名前を送 付 することもできます。

とし，いっそう大きな祝福をもたらします。

しばらくの猶予を与えるためです。現在

今申し上げた方法は，ワイオミング州キャ

大 管 長 会 は 次 のように 宣 言しました。

のところ，1,200 万人分の名前とそれに対

スパーのシンディー・ブレビンス姉妹が

「わたしたち自身の 先祖を探し出し，特定

応する数千万人 分 の 儀 式が 予 約されて

長年用いている方法です。

することは，わたしたちにとって最も重要

います。数多くの名前が，何年間も予約中

ブレビンス姉妹は 10 代のころにバプテ

な義務です。」7

になっています。すでに名前が分かって

スマを受けましたが，家族の中で教会に

若人の皆さんは，自分の生活からサタ

いる先祖たちは，間違いなく，自分たちの

加わったのは彼女一人だけという状態が

ンの影響を排除するための確かな方法を

名前の 儀 式が 執 行 可能となる日を今 や

続きました。彼女は膨大な数の系図記録

知りたいと思いませんか。そのためには，

遅しと待ち望んでいます。しかしながら，

の 探 求を完了させていました。しかし，

先祖を探求することに深くかかわり，神殿

自分のための儀式が執行されるのをさら

彼女や彼女の直 系の家族だけで完成さ

で受けられる神聖な身代わりの儀式のた

に待ち望まなければならないとしたら，

せるには，手に負えないほどの数の名前

めに彼らの名前を準備し，それから神殿

失望しているかもしれないのです。

があったのです。そのため，ブレビンス

に赴いて，先祖の代理人としてバプテスマ

皆さんの中に数多くの名前を予約した

姉 妹 はそれらの名前を神殿に提 出しま

と確認の儀式を受けることです。もう少し

ままにしている人がいたら，皆さんの親族

した。そして，彼女の報告によれば，神殿

年齢が上がったら，皆さんはほかの儀式に

やワードやステークの会員にその業の執

では数週間でその儀式を完了してくれた

も同じように参加できるようになります。

行を手伝ってもらえるように依頼すること

ので す。 通 常，彼 女 の 家の 近くに ある

わたしは，自分の生活をサタンの影響から

をお勧めします。喜んで助けたいと考え

二つの神殿のうちの一つでそれが行われ

守るうえで，これ以上に優れた方法を思い

ているワードやステークの会員に依頼する

ました。 彼 女 は，自 分 自身 のワードや

つきません。

ことで，それが可能になりますし，あるい

ステークの友人や隣人が，彼女の先祖の

は，ファミリーサ ーチを活 用して，神 殿

ための業を完成できるよう助けてくれて

ロシア・ロストフナダヌー伝道部では，
青少 年に対して，それぞれ 2,000 人の名
前の索引作成をし，自分自身の家族の中
から少なくとも一人を神殿の儀式のため
に準備しようという呼びかけが行われま
した。その目標を達成した若人は，新し
いウクライナ・キエフ神殿への長距離旅
行に招待されたのです。ある若人が自分
の 経 験 を次のように話してくれました。
「以前はコンピューター・ゲームをして時
間をかなり使っていました。でも，名前の
索引作成を始めたら，ゲームをする時間
がなくなったんです。最初のうちは，
『こ
んなことしていられないよ』と思ったんで
すが，この活動が完成したときには，ゲー
ムに対 する興 味もなくなっていました。
…… 系図活動というのは，この地上でで
きる重要なことですし，天にもつながって
いくものです。」
数 多くの忠 実 な 聖 徒 たちが，家 系を
調べる業を進め，自分自身の家族の儀式
を受けるために，ファミリーサーチの予約
機能を活用して，身代わりとして奉仕して
います。名前が予約できるのは，個人が
直系や傍系の先祖の身代わりとして自分
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あかし

る莫大な仕事のことを考えると圧倒され

いることを証 します。それによって，死者

る思いでいた。つまり，様々な家族 組 織

のための業が，前例がないほどの速さで

からわたしの先祖の捜索記録をことごと

進捗しています。

く集め，その情報を全部コンピューターに

しかし，皆さんの方はどうでしょうか。

打ち込み，
『先祖ファイル』と呼ばれる配

自分自身の先祖の業について祈ったこと

付用データに集積するのである。ところ

が あるでしょうか。 人 生の 中 で 大して

が目の前の机の上には，それが皆，見事に

重要でないことはわきに置いてください。

整 理され，しかもレーザープリンターで

永遠の結果をもたらすことを実行しようと

印刷されて，置かれてあるのだ。わたしは

決意してください。恐らく皆さんは，先祖

興奮し，圧倒され，驚いてそこに座った

を探し出そうという促しを受けたことが

ままでいた。そして，うれしさのあまり，

あることでしょう。でも自分は系図の専

泣き出してしまった。…… 根気強く，苦労

門家ではないと感じているのかもしれま

しながら 30 年にわたって探求してきた者

せん。専門家である必 要はありません。

いるかもし れ ないと考えるとうれしく

にとって，こうした記 録がことごとくコン

この業は，幕のかなたへ行って自分では

なる，と話しています。彼女は友人や隣人

ピューター化されるということは，実に

もうどうすることもできない人々を助けたい

のそうした奉仕に感謝しています。

すばらしいことだ。そして，今もこれから

という愛と真心からの願いから始まるの

わたしの愛する妻のジニーンは，家族

も，莫大な量の国勢調査の記録や個人が

です。あたりを見回してください。皆さん

歴史の調査が大好きでした。子供たちが

探求したディスク……などを非常に大勢

の周りには，皆さんの成功を願って助けて

まだ幼かったころ，よく友人と交替で子供

の人々がコンピューター化してくれること

くれる人が必ず存在します。

の 世 話をし合 い，2 ，3 週 おきに数 時 間

を考えるとき，胸が高鳴る。これはまさし

この業は霊的な業であって，幕の両側

ずつ確保して，系図の調査をしたもので

く主の業であり，主がその指揮を執ってお

で膨大な協力が求められている業です。

した。末の子がようやく家を巣立った後，

られるのである。」

9

また，どちらの側にいようと助けは与えら

妻は日記にこう記録しています。「わたし

わたしはこれまでこの壮大な業の実を

は 決 意した。 そのことでわたしは 立ち

十分に味わってきました。また，エリヤが

も，祈りと信仰と決意と勤勉さとにより，

上がって叫び出したいほどだ。マイクが

ジョセフ・スミスに回復した鍵があるから

そして 幾らか の 犠 牲を払うことにより，

使っていた寝室は，わたしの系図の作業

こそ，わたしたちの 心が 結び 合 わされ，

大きく貢献できるのです。今から始めま

室になった。記 録を整理するにも，作業

一人一人がわたしたちの助けを待つ自分

しょう。わたしは皆さんに約束します。必

を 進 め るにも，実 に使 い 勝 手 が い い。

の先祖とつながっていることを知ってい

ず主の助けがあって，皆さんは道を見い

わたしの生活は，これからは大切な家族

ます。救い主から託された権能を用い，

だせます。そして，それに従うことですばら

の探求や神殿の名前の提出に集中できる

地上の聖なる神殿でなされる働きを通じ

しい気持ちを味わうことでしょう。イエス・

のだ。作 業が進むことを考えると，実に

て，わたしたちの先祖は救いの儀式を受

キリストの御名により，アーメン。■

うれしく，待ち切れない。」8

けることができ，それによって永遠の幸福

日記のほかの部分には，こう記 録され
て います。「わたし にとっての 奇 跡 が，

を享受することができるのです。
かつて，この業の神聖さを深く確信して

……メル・オルセンの家族歴史のオフィス

心を動かされた人々が，果敢に課題や困

で起きた。彼女が，わたしの知っている

難に立ち向かってきました。それはまる

先祖の系図資料をすべて印刷して，わた

で，ネブラスカ州のあらゆる穀物を独りで

しにプレゼントしてくれたのだ。この資料

収穫しようとする努力と似たところがあり

は，系図協会に送られた『先祖ファイル』，

ました。今では，数多くの巨大な刈取機

つまりコンピューター化された系図記 録

が 作 業を進めています。わたしたちは，

の最新版から取ったものだ。この資料の

求められている業を果たすことができま

大半は，教会が長年にわたって進めてきた

すし，これからも果たしていくのです。

4 代プログラムの記録が基になっている。
それまでのわたしは自分の前途に横たわ

れます。皆さんが世界のどこにいようと

み

な

注
1. ヨハネ 3：5
2. History of the Church ，第 4 巻，231
3.『歴代大管長の教え ― ジョセフ・スミス』，
471 － 472
4. 教義と聖約 110：13 － 16 参照
5. 教義と聖約 2：2 ，強調付加
6. ハワード・W・ハンター「神殿に心を向ける民」
，
『聖徒の道』1995 年 5 月号，5 － 6
7. 大 管長 会 からの手 紙，2012 年 2 月 29 日付，
強調付加
8. ジニーン・ワトキンス・スコット，個人の日記，
1988 年 4 月
9. ジニーン・ワトキンス・スコット，個人の日記，
1989 年 9 月 23 日

わたしは，エリヤの霊が世界中にいる
数 多くの 御父の 子 供たちの心に触れて
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中央日曜学校会長

うまくできていると感じられるようにして

ラッセル・T・オスガソープ

あげていました。その日，彼らは二人とも

救い主に一歩近づく

教えていました。救い主が 何を 教えられ

改心こそ，福音を学び，教えるあらゆる機会における目標です。改心
は一度だけの出来事ではありません。さらに救い主のようになる
ために，生涯にわたり探し求めることです。

対する愛の気持ちから行動されました。5

たかを教え，さらに，救い主が どのように
教えられたかを教えていたのです。救い
主は人々を教えたとき，このクラスメート
が友人に行ったように，教えている相手に
主の言葉を主の方法で学び，教えると
き，わたしたちは「わたしに従ってきなさ
い」という主の招きを受け入れます。わた
したちは一歩ずつ主に従います。一歩ず
つ，救い主に近づいて，変わっていきます。

こ

主は霊的な成長が一度に起こらないこと
を御存じでした。成長とは，徐々に起こる
1

ものなのです。主の招きを受け入れ，主

2

に従うことを選ぶ度に，わたしたちは完全

の夏，わたしが書いた短い記事

だ せるようお助けになりました。 常に

が『リアホナ』と『エンサイン』

人々の質問に耳を傾けられました。

（ Ensign ）に掲載されました。

新しい学習リソースは，わたしたち皆が

息子から次のようなメールをもらいました。

家庭や教室で，救い主の方法で学び，教え

改心こそ，福音を学び，教えるあらゆる

3

られるように助けてくれることでしょう。

機会における目標です。改心は一度だけ

主の方法を用いるとき，わたしたちはロバー

の出来事ではありません。さらに救い主の

「教 会 機 関 誌を読 んで いるか 確 か めて

ト・D・ヘイルズ長老のすばらしい教えに

ようになるために，生涯にわたり探し求め

みたかったんだよ。」 すると息子が返信

あったように，
「わたしに従ってきなさい」

ることです。ダリン・H・オークス長老は，

をよこし，彼の 10 歳の娘 が「そのテスト

という主の招きにこたえていることになり

に合格した」ことを説明してくれました。

ます。 新しいリソースの開発が進められ

しています。「『改心する』ことは 行うこと

その子は「郵便受けから『エンサイン』を

ていたとき，わたしは補助組 織やセミナ

であり，なる ことなのです。」 つまり改心

取り，家に入って読むと，部屋に来て，
〔わ

リーの指導者や教師が，生徒の必要を満

するための学びとは，知り，行い，なること

たし〕の記事を見せてくれた」そうです。

「お父さん，記事が載るときは教えてくだ
さいよ。」 わたしはこう返 信しました。

4

な改心への道を進んで行くのです。

「 知る 」だけでは不十分であることを指摘
6

たせるように親と話し合う姿を見ました。

の連続した過程なのです。同様に，改心

孫が『エンサイン』を読んだのは，学び

また，若い女 性がクラスで，若い男性が

するように教えるには，重要な教義を教

たいという思いがあったからでした。選択

アロン 神 権 定 員会 で，そして青 少 年が

え，行動を勧め，約束された祝福を受けら

の自由を使って，自分から行動しました。

日曜学校で，選択の自由を使って行動す

れるようにする必要があります。7 まこと

先ごろ，福音を学び，実践し，分かち合い

ることを学ぶ様子を見てきました。

の教義を教えるとき，わたしたちは学ぶ人

たいという若人の生来の望みを支援する，

ある日曜学校の青少年クラスの教師は，

が知るのを助けます。人々に行動を勧め

青少年のための新しい学習リソースが大

二人の自閉症の若い男性が自分から行動

るとき，彼らが行うのを，つまり教義を実

管長会によって承認されました。これらの

できるように，どのように助ければよいか

践するのを助けます。そして主が約束さ

新しい学習リソースは現在インターネット

考えました。自分が学んでいることを話す

れた祝福を受けるとき，わたしたちは変わ

上で提供されていて，1 月から各クラスで

ようクラスの生徒たちに言ったとき，その

るのです。アルマのように，新たな者とな

使用されるようになります。

二人の若い男性は嫌がるのではないかと

ることができるのです。8

救い主は教える際に，学ぶ人の選択の

心配になりましたが，嫌がりませんでした。

青少年のための新しい学習リソースに

自由をきわめて重要視されました。主は

一人が自分の学んだことを教えようと立

は，一つの中心となる目標があります。青

何を教えるかだけではなく，どのように教

ち上がり，自閉症のクラスメートに手伝い

少年がイエス・キリストの福音に改心する

えればよいかも示してくださいました。主

を頼みました。最初に立った生徒が言葉

のを助けることです。先日，わたしは日曜

は学ぶ人が必要としていることに目を向

に詰まり始めると，手伝いを頼まれたクラ

学校の青少年クラスで，ある若い男性が

けられました。個人が自分で真理を見い

スメートがそばにいて耳もとでささやき，

自分で真理を見いだすのを目にしました。
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しょくざ い

贖 罪 を自分自身の生活と結び付けるのに
ゆる

苦労しているようだったので，赦 されたと
感じたことがあるか尋ねてみました。する
と次のように答えてくれました。「ああ，
サッカーをしていて人の鼻を骨折させて
しまったときに。申し訳なく思いました。
どうす れ ば 気 持ちが 楽になるだろうと
思いました。その人の家に行って，赦して
ほしいと頼みましたが，もっと何かをする
必要があることは分かっていたので，祈り
ました。そうしたら，天のお父様もぼくの
ことを赦してくださったと感じたんです。
ぼくにとって，贖罪とはこういうことです。」
その日，この経 験をクラスで話したと
き，その若い男性はヨハネによる福音書

たま

第 3 章 16 節から「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」
という箇所を読み，それから贖罪の力に
あかし

ついて証してくれました。この若い男性に
とって，この教義はもはや抽象的な概念で
はありませんでした。自分が抱いた質問
をし，選択の自由を使って行動したことに
9

よって，彼の生活の一部となったのです。

欠かさず読んでいらっしゃることでしょう。
」

改心に至る道は時に長く険しいことがあ

この若い男性はより深い改心を遂げよ

すると驚いたことに，最前列にいた姉 妹

ります。わたしの義理の兄弟は 50 年間，

うとしていました。クラスメートたちも同

が，自分は毎日読んでいるということが分

あまり教 会に活 発でありませんでした。

様でした。彼らは聖文を研究することに

かるように手を挙げました。そこで演壇

60 代になって初めて，戻って来なさいとい

よって 重 要 な 教 義 に目を 向 け まし た。

に来て説明するようにお願いすると，その

う救い主の招きを受け入れ始めたのです。

聖なる言葉を自分自身の生活と結びつけ，

姉妹は次のように話してくれました。「毎

途中，多くの人々が彼を助けました。ある

その後，教義を実 践した結果として受け

朝モルモン書を読みます。その後，学ん

ホームティーチャーは 22 年間，毎月彼には

た祝福について証しました。イエス・キリ

だばかりのことをいちばん良い方法で子

がきを送りました。しかし，彼は戻ろうと

ストの 福音を教えるとき，わたしたちは

供たちに教えられるように，
『教師，その

自分で決意しなければなりませんでした。

聖文と現代の預言者たちの言葉に重点を

大いなる召し』に書いてあることを読む

選択の自由を使わなければなりませんで

置きます。神聖な書物に頼りながら，信仰

のです。」

した。最初の一歩を踏み出し，その努力

を強め，証を築くのを助け，すべての人が

その姉 妹は主の言葉を主の方法で 学

完全に改心できるように助けます。青少

び，教えたいと思ったので，聖文にある主

を続けていかなければなりませんでした。
今，彼と奥さんは結び 固められ，彼はビ

年のための新しい学習リソースは，利用す

の言葉を研究し，次に，子 供たちが十分

ショップリックで奉仕しています。

るすべての人が神の言葉を理解し，実 践

に改心できるように主の言葉をどのように

最近，彼に，指導者や教師が新しい学

できるように助けてくれることでしょう。

教えればよいかを学んでいました。福音

習リソースを実際に用いるのを助けるため

コスタリカで聖徒たちを教えていたとき

を学び，教えるこのやり方を，いきなりで

に制作されたビデオを見せました。ビデ

のことです。わたしは『教師，その大いな

きたわけではないと思います。彼女は何

オを見た後，彼はいすの背にもたれ，少し

る召し』を掲げて尋ねました。「この手引

かを行おうと決意しました。そして自分

感極まったような声で言いました。「若い

きを持っている人はどのくらいいますか。」

が行うべきだと知っていることを実行す

ころにこれがあったら，道を踏み外してい

ほぼ全員が 手を挙 げました。 わたしは

ればするほど，主の方法で歩めるように主

なかったと思う。」

ほほえみながら言いました。「きっと毎日

によって強められました。

数 週間前，難しい問題に苦しむ一人の
2 0 1 2 年 11 月 号
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ません。
父なる神とその御子イエス・キリストが
生きておられることを証します。救い主
が昔と同じように，御自分のもとに来るよ
うにと引き続きわたしたちを招いておられ
ることを証します。わたしたちは皆，主の
招きを受け入れることができます。救い
主に一歩近づくことによって，主の方法で
み こと ば

主の御言葉を学び，教え，実践することが
できます。そうするときに，わたしたちは
真の改心を遂げることでしょう。イエス・
み

な

キリストの御名により，アーメン。■

ギリシャ，アテネ

若い男性と出会いました。教会員かどう

ニーファイ人のように，わたしたちは「自

か尋ねると，神の存在については懐疑的

分の家に帰り，…… 述べ〔られ〕たことを

だが，教会のことは以前から知っていると

深く考え〔，〕そして，理 解できるように，

話してくれました。わたしの日曜学 校で
の召しについて話し，総大会で話す予定

……〔キリスト〕の名によって〔御〕父に願
〔う〕」ことができます。11

であることを伝えると，
「へえ，あなたが

わたしたちはすべての若人に理解してほ

話すのなら，その部会を見ます」と言って

しいと思っています。毎日イエス・キリス

くれました。彼 が今 日，見ていることを

トの福音を学び，教え，実践してほしいと

願っています。もし見ているなら，何かを

思っています。これは主が御自分のすべ

学んでいるに違いありません。このカン

ての子供たちに望んでおられることです。

ファレンスセンターは，改心するために教

子供であろうと，青少年であろうと，成人

え，学ぶ絶好の場所なのです。

であろうと，来て，主の足跡をたどるよう

きょう

わたしたちが預言者，聖見者，啓示者と

に皆さんを招きます。一歩進むごとに，主

して支持する人々から教わる原則を実践

がわたしたちを強めてくださることを証し

するとき，わたしたちは救い主の方法で学

ます。わたしたちが 残りの道のりを進め

びます。10 主に一歩近 づくのです。この

るように，主は 助けてくださるでしょう。

大会が終わりに近づいている今，わたし

障害が現れても，わたしたちは進み続け

は自分の声の届く所にいるすべての人に，

ます。疑いが生じても，進み続けます。決

その 一 歩を踏 むように 勧 めます。 昔 の

して引き返しません。決して道を踏み外し

98

リ ア ホ ナ

注
1. ヨハネ 3：1 － 7 参照。この箇所で救い主は
ニコデモ自身が尋ねた質問に答えておられる。
主はニコデモ の 必 要 に 応じて 教 えられ た。
ニコデモが選択の自由を使って学べるように
し，ニコデモが自分で答えを見いだせるように
助けられた。
2. ヨハネ 3：4；ジョセフ・スミス― 歴史 1：18
参照
3..“ Teaching t he G ospel in t he Savior ’
s
Way, ”lds.org/youth/learn/guidebook/
teaching 参照
4. ルカ 18：18 － 22 参照
5.		1 ヨハネ 4：19 参照
6. ダリン・H・オークス「主の望まれる者となる
というチャレンジ」
『リアホナ』2001 年 1 月
号，41 。「証するとは，知る こと，そして宣言
することです。福音はわたしたちに『改心する』
ようチャレンジしています。改心するとは 行う
ことであり，なる ことなのです。福音の知識と
証のみに頼っている人は，幸いではあっても
完成の状態にまで達していなかった使徒たち
と同じ 状 態にいることになります。 彼らは，
イエスの『改心する』ようにとのチャレンジを
受けました。強い証を持ってはいても，その
証に基づいて行 動しないため改心に至って
いない人がいることをわたしたちは皆知って
います。」
7. アブラハム 2：11 参照
8. モーサヤ 27：24 － 26；2 コリント 5：17 参照
9. デビッド・A・ベドナー「目をさましてうむことが
なく」
『リアホナ』2010 年 5 月号，43 。「皆さん
やわたしは，研究と信仰によって学問を求め，
自ら選択し行動する者となるよう子供を助け
ているでしょうか。あるいは，教えられるのを
待つようにしつけてきたでしょうか。親である
わたしたちは大抵の場合，子供に霊的な魚に
相当するものを与えていないでしょうか。それ
とも，自ら学び，確固として動かずに立てるよ
う常に助けているでしょうか。熱心に求め，捜
し，たたくよう子供を助けているでしょうか。」
10. デニス・B・ノイエンシュバンダー「生ける預言
者，聖見者，啓示者」
『リアホナ』2001 年 1 月
号，49 － 51
11.		3 ニーファイ 17：3

七十人

で食べ残した固いビスケットが 2 枚あった

マーカス・B・ナッシュ長老

のを思い出した。それは小さく，固く，割
ることもできず，わたしたち 8 人のおなか

信仰によって
すべてが成就する

を満たせるはずもなかった。でも，イエス
は奇跡を起こされ，5 つのパンと 2 匹の魚
で 5,000 人を満たされたのだから，神の助
けさえあれば，不可能なことは何もない。
そのビスケットをダッチオーブンの鍋に
入 れ，水を注 いで，神の 祝 福を求 めた。
それから，ふたをして，鍋を炭の上に置

わたしたちは信仰により，福音の道を安全に歩み，人生の試練を
み まえ
乗り越え，荘厳な天の御父の御前に戻ることができます。

いた。しばらくしてふたを取ると，鍋には
食べ 物が 満ちていた。 家 族でひざまず
あわ

き，神の憐 れみに感謝した。その夜，家
14

族には十分な食料があった。」

アン・ローリーは大きな犠 牲を払って
福音に従いました。助けが 必 要となり，

し

助けを祈り求めました。信仰があったの
6

ばらく前 に，わたしたちナッ

です。「信仰とは物事を完全に知ること

で，希 望 に 満 たされ，奇 跡 的 に 家 族 に

シュ家 族は，ペルーの山の中

で は〔ありません〕。 し た が って，もし

食べ物を与えることができました。主は

にあるインカ帝国のマチュピ

信仰があれば，
〔わたしたちは〕まだ見て

また彼女に，永 遠に価値ある「最後まで

チュ遺跡のすぐ隣にあるワイナピチュ山の

いない真実のことを待ち望む」のです。

7

信仰をもって堪え忍ぶ」 忍耐力を祝福

頂までハイキングをしました。登山コース

信仰とは知識から得られる御 霊 の確信で

されました。将来を不安に思いながらも，

の大半は，息を飲む絶景と断崖絶壁の険

あり， 行動に駆り立てるものです。 犠牲

み たま

8

9

10

15

明日はどうやって子供に食べさせればよい

しい坂道です。悲しいことに，切り立った

と試練のときにあってさえ， 救い主の模

のですか，と尋ねることはしませんでした。

細い山道から転 落 死する人もいました。

範に従い，祈りを込めて戒めに従うので

その代わり，忍耐強く主を「待ち望〔み〕
」，

そのような悲劇が起こらないように，山肌

す。信仰により主の力が現れます。例え

あの美しい賛美歌に歌われているように

の硬い岩には，今では頑丈な安全ロープ

ば，良いことが起こるという望み， 信仰

11

16

希望をもって前進したのでした。

12

が 設置されています。わたしたちはこの

によってもたらされる奇跡， 霊的また物

ロープにつかまって進み，安全に登頂し，

質的に与えられる天からの守りといったも

山頂からの荘厳な景色を楽しみました。

のはすべて主の力です。13

取り巻く闇の中を導き
闇を遠く来しわれ 助けたまえ
足もとを守りたまえ
はるかまでとは願わず 17

ワイナピチュの登山コースのように，人生

教会初期の開拓者の女性であるアン・

の旅路も険しい上り坂であり，天の御父の

ローリーの人生から，信仰が永遠に影 響

助けなしには目的地にたどり着けません。

を及ぼすことが分かります。イングランド

そこで御父は，わたしたちが救い主の力を

出身で，夫に先立たれていたローリー姉

わたしたちもそのような信仰を働かせ

得られるように，福音の原則と儀式を用意

妹は，シオンに集合 せよという預言者の

ることができます。常に優しい御方であ

してくださいました。1 第一の原則である，

言葉に信仰をもって応じました。彼女は

18
る神が，
奇跡によって，わたしたちの状

主イエス・キリストを信じる信仰は，ワイ

1856 年の秋に猛吹 雪に見舞われたウィ

況に合わせ，御自身の時間に応じて，わた

ナピチュ山の 安 全ロープに似ています。

リー手車隊の一員でした。旅の途中で，

したちを祝福してくださることを信じるこ

贖い主の岩にしっかりつかまっているなら

ついに彼女の 7 人の子供は餓死しそうに

とができます。そのように信じるとき，生

ば，わたしたちは信仰により，福音の道を

なりました。 彼 女はこう記して います。

活の中で神の御 手 を見ることができるで

4
安全に歩み，人生の試練を乗り越え，
荘厳

「子 供 が 飢 える の を見 る の は つら い。

2

あがな

3

み

て

しょう。

な天の御父の御前に戻ることができます。

……もうすぐ夜だが，夕食のための食べ

主は「悪い者の放つ火の矢をことごとく

信仰によってすべてが成就するのです。5

物は何もない。いつものように神に助け

消すことのできる信仰の盾」19 を取るよう

を願った。ひざまずいて祈っていると，船

命じておられます。疑い，恐れ，罪を用いて，

信 仰 は，行 動 の原 動 力 であり力の 源

2 0 1 2 年 11 月 号
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ました。28 恐れさえしなければ，ペテロは
歩き続 け ていたことでしょう！ 人 生の
荒々しい風や波に目を向け，恐れるのでは
なく，
「あらゆる思いの中でわたしを仰ぎ
見なさい。疑ってはならない。恐れては
ならない」29 と主は招いておられます。
第 3 に，罪は御霊の影響力を弱めます。
そして，聖 霊の助けなしには信仰を保ち
信仰に頼るための霊的な力を維持するこ
とができません。信仰を働かせて「悪い
たま もの

30

賜 物 や清くないものに触れないように」

し，
「あなたがたの信仰がなくなり，あな
たがたの敵があなたがたを打ち負かすこ
とのないように，…… 戒めをすべて熱心に
31

守〔る〕」 ようにするのが最善の策です。
罪が生活を汚したら，
「悔い改めを生じる
32

信仰」 を働かせてください。そうすれば，
いや

救い主は贖罪を通して生活を清め癒 して
くださいます。
兄弟姉妹の皆さん，主はわたしたちの
信仰に応じて約束を果たし，すべての試
33

練を乗り越えさせてくださいます。 アン・
信仰を弱め，守りを甘くさせるのは，サタ

には両翼が 不 可欠。理性と信仰が相反

ローリーにも，あらゆる時代のあらゆる国

ンの常とう手段です。サタンの誘惑を見

するものだと思うなら，しばしとどまって，

に住む民にもそうなさいました。「奇跡の

破り，そのような誘惑を遮 断できるよう

人の理解力が主に比べ著しく劣っている

神」
「変わることのない御方」であられる神

に，信仰のチャレンジを一つずつ簡潔に

ことを思い出すがよい。」 信仰を捨てる

は，わたしたちの信仰に応じて，希望と守り

ことは，飛行機から一方の翼を取り外すの

と力を一人一人に祝福してくださいます。

20

吟味しましょう。

第 1 に，主と主の 福音 への不 信仰は，

24

34

と同じくらい危険なことです。信仰を捨て

主イエス・キリストへの確固とした信仰

神の御霊を遠ざけます。 疑いを撃退す

る代わりに，ひとかけらの信仰を養い，信

は，ワイナピチュ山の 安 全ロープのよう

る主の方法は単純です。ベニヤミン王が

仰から生じる希望があなたの心の錨，理

に，皆さんと皆さんの愛する人々を，
「贖い

述べたように，
「神を信じなさい。神がま

性の錨となるようにしてください。25 だから

主の岩」35 と主の比類ない救いの力に固

しますことと，神が天と地の万物を創造さ

「研究によって，また 信仰によって学問を求

21

いかり

く結びつけるのです。

れたことを信じなさい。神はすべての知

め なさい」26 と命じられて いるの で す。

恵を備え，また天と地の両方で一切の権

2 枚のビスケットからダッチオーブンの鍋

は皆さんの信仰と同じく希望に満ちてい

威を持っておられることを信じなさい。さ

いっぱいの食べ物が生じることや，どの

ます」36 と言いました。わたしはその崇

らに，人は主が理解される事柄すべては

ような試練にも信仰をもって忍耐すること

高で希望に満ちた真理を証 し，主に対す

理解しないということを信じなさい。」22

など，常識では説明できないような奇跡に

る信仰をもって確固として「ただ，疑わな

は，それに先立つ信仰が存在することを

いで」37 前進するように皆さん一人一人に

27

勧めます。救い主が生きておられ「〔わた

疑いのために信仰が弱くなったときに
は，古代の使 徒でさえ「わたしたちの信
23

覚えておきましょう。

トーマス・S・モンソン大管長は「未来

あかし

仰を増してください」 と祈ったことを思

第 2 に，恐れは，救い主への信仰を妨

したちの〕信仰の 創 始 者 であり完 成 者

い出してください。信仰と理性がともに必

げたり弱めたりします。使徒ペテロは，嵐

で」あり 38「ご自身を求める者に報いて下

要であることを覚えておくために，次の類

の夜に主を頼って水の上を歩きました。

さる」39 御方であることを知っています。

推について考えてください。「信仰と理性

しかし，主から目をそらしたとき「風を見

イエス・キリストの御 名 により証します，

は飛行機の両翼のようである。空を飛ぶ

て恐ろしくなり」荒れ狂う海でおぼれかけ

アーメン。■
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注
1. 教義と聖約 84：19 － 21 参照
2. 信仰箇条 1：4 参照
3. ヒラマン 5：12
4. 教義と聖約 76：53 参照
5. エテル 12：3 参照
6.		Lectures on Faith（ 1985 年），3 参照。モル
モン書ヤコブ 4：6；エテル 12：7 － 22；ヘブル
11：4 － 40 も参照
7. アルマ 32：21
8. ジョセフ・スミス訳 ― ヘブル 11：1（末日聖徒
版聖書〔英語〕ヘブル 11：1 の脚注 b）参照
9.		2 ニーファイ 25：23；アルマ 34：15 － 17；エ
テル 12：6 ；ヤコブの手紙 2：17 － 26 参照
10. エテル 12：4 － 6；Lectures on Faith ，69 参照
11. モロナイ 7：40 － 42 参照
12. Bible Dictionary，
“ Faith ”の項参照。モル
モン 9：8 － 21；モロナイ 7：33 － 37 も参照
13. 教義と聖約 27：17；アルマ 57：19 － 27；58：
10 － 13 参照
14. アン・ローリーの言葉，アンドリュー・D・オルセン，
The Price We Paid: The Extraordinary
Story of the Willie and Martin Handcart
Pioneers（ 2006 年），113 で引用
15. 教義と聖約 20：25
16. イザヤ 40：31
17.「取り巻く闇の中を」
『賛美歌』52 番
18. モルモン書ヤコブ 4：10；モルモン 9：9 参照
19. 教義と聖約 27：17。強調付加
20.		1 ニーファイ 8：33 － 34；アルマ 37：33 教義
と聖約 20：22 参照
21. アルマ 32：28 参照
22. モーサヤ 4：9
23. ルカ 17：5
24. モ ー サ ヤ 4：9 － 10；箴 言 3：5 － 7；イザ ヤ
55：8 － 9 参照
25. エテル 12：4 参照
26. 教義と聖約 88：118 。強調付加
27. モロナイ 7：33 － 38；エテル 12：19 参照
28. マタイ 14：25 － 31 参照
29. 教義と聖約 6：36
30. モロナイ 10：30
31. 教義と聖約 136：42
32. アルマ 34：15 － 17 。エテル 12：3 も参照
33. エテル 12：29；アルマ 7：27 参照
34. モロナイ 9：18 － 21 参 照。モロナイ 7：33 －
38；アルマ 37：16 － 17 も参照
35. ヒラマン 5：12
36. トーマス・S・モンソン「元 気を出しなさい」
『リアホナ』2009 年 5 月号，92
37. ヤコブの手紙 1：6 － 8 参照
38. モロナイ 6：4 。ヘブル 12：2 も参照
39. ヘブル 11：6 。エテル 12：41 も参照

七十人

ダニエル・L・ジョンソン長老

真の弟子となる
はら から

主の戒めを守り，同胞に仕えるとき，わたしたちはイエス・キリストの
より良い弟子となれます。

バ
な

プテスマの水に入り，聖 霊の

せんでした。火 曜日の朝が明けたとき，

賜 物 を受けたわたしたちは，

わずか前日にはあったすばらしい計画も，

進 んでイエス・キリストの 御

期待も夢も，そのすべてが消え，人々は落

たま もの

み

名 を受ける，つまり，主の弟子であると表

ぼう ぜん

胆し呆然とするばかりでした。

明することを聖約しました。毎週わたし

チワワ州コロニアフアレス神殿会長会

たちは聖 餐 を受けるときにこの聖約を新

で，当時 第一顧 問を務めていたジョン・

たにし，自らの生き方によって，主の弟子

ハッチ会長の妻，サンドラ・ハッチ姉妹か

であることを示すのです。こうした弟子と

ら悲惨な火曜日の朝について電子メールを

しての姿が，最 近メキシコで 起きた出来

受け取りました。その一部を紹介します。

せい さん

事の中で見事に表されました。
くだ もの

「ジョンは朝 早く，6 時 半ごろ起きると，

メキシコ北部にある果 物 栽培の盛んな

午前のセッションを中止するべきかどうか

地方 では，完 璧な春を迎えていました。

決めるために神殿に行きました。戻って

果樹は満開の花をつけ，豊作は間違いな

来 た 彼 は，駐 車 場 や 道 路 に 雪 は な い

いと人々の 期 待は ふくらんでいました。

ので，予定どおりセッションを行うことに

ローンを返済し，必要な機材を買い替え，

する，と言いました。果樹園を持っていな

老木を若木に植え替え，家族の教育費の

いワーカー は た ぶ ん 来 るだ ろうか ら，

支払いなど個人的な責任を果たすための

全ワーカーにセッションに入ってもらえば

計画をすでに立て始めており，家族で休暇

よいだろうと考えました。…… 次々と兄弟

を取る計画さえ立てていました。地方全

たちがやって来る光景はほんとうに感動

体に楽観的な雰囲気が漂っていました。

的 でした。 一 睡 もし ないまま，作 物 を

そんな 3 月下旬のある月曜日の午後，冬

すべて失ったと思いながらもやって来た

の嵐がやって来て雪が降り始めたのです。

のです。…… 準備会の間彼らを見ていま

雪は翌朝 3 時ごろまで続きました。その

したが，目を覚ましているのが大変そうで

後雲が晴れると，気温は一気に下がりま

した。しかし彼らは，神殿に行かなくても

した。何とか少しでも果実を救おうと，夜

よい正当な理由があると考えることなく，

から早朝にかけてあらゆる努力が払われ

来てくれたのです。セッションには 38 人

ましたが，すべては無駄でした。とにかく

が出席しました（満席でした）。心が高め

寒くなりすぎたので す。 果 実 は 完 全 に

られる朝でした。何があっても義務を果

凍ってしまいました。今年の収穫はゼロ

たす立派な人たちがいることを天の御父

となり，何も売り物にはなりそうにありま

に 感 謝しました。 その朝そこで 特 別な
2 0 1 2 年 11 月 号
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み たま

御 霊 を感じました。わたしたちが御父の

めに神殿に来たのでしょうか。彼ら自身

ではありません。特に，わたしたちが住む

宮を愛していることを御父が喜んでおられ

が 切 迫した 財 政 状 態にある中 で，今と

この世界においてはそうです。ほとんど

ると確信し，このようなつらい朝にこそ，神

なっては少なく，大変貴重となった資源を

毎日のように障害や困難にぶつかります。

殿は身を置くのに良い場所であると感じま

使ってまで，切実に援助を必要としている

それには理由があり，それが，この死す

した。」

人を助けたのはなぜでしょうか。

べき世の重要な目的の一つです。アブラ

この話はここで終わらず，続きがあるの
です。
果実が 全 滅した人たちのほとんどは，

イエス・キリストの弟子であることの意

ハム書第 3 章 25 節にはこう書かれてい

味を理解すれば，この二つの問いの答え

ます。「そして，わたしたちはこれによっ

が分かるでしょう。

て彼らを試し，何であろうと，主なる彼ら

トウガラシや豆など，その季節に代わりの

キリストの弟子となるという聖約を交わす

作物を植えられる土地を持っていました。

ことは，生涯にわたる道のりの第一歩です。

これらの作物があれば，翌年の果物の収

そしてその道は，いつも楽であるとは限り

こうした試しや試練の種類や厳しさは

穫時まで，何とか 持ちこたえるだけの現

ません。罪を悔い改め，主がわたしたち

様々です。しかし，試練を経験することな

金収入を確保できます。しかし土地に余

に望まれることを行うように努め，主がお

くこの死すべき状 態の世を去る人は一人

裕がなく 1 年間まったくの無 収 入という

仕えになったように同胞に仕えるとき，必

もいません。試 練としてわたしたちが思

事態に直面した，幼い子供を持つ善良な

ずわたしたちは，もっとキリストに似た者

い浮かべるものに，作物や仕事を失うこ

兄弟がいました。この兄弟の窮状を知っ

となります。主のようになり，主と一つと

と，愛 する人の 死，病 気，肉 体 的・精 神

た地域の人たちは，率先してお金を出し

なることは，究極の目標であり目的です。

的・情緒的な障がい，貧困，友人を失うこ

合い，土地を用意し，自分たちの道具で耕

それこそが，真の弟子であることの定 義

となどがあります。しかし，たとえ価値が

し，トウガラシの苗を提供して，彼が植え

なのです。

あるように見える目標を達成しても，無用

付けられるようにしました。

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。」

アメリカ大陸を訪れた救い主は，弟子た

の高慢という危険を自らにもたらすことも

ちにお尋ねになりました。「したがって，あ

あります。天に認められること以上に人

知っているので，彼らがしたことに驚きませ

なたがたはどのような人物であるべきか。
」

の誉れを望むようになるのです。それに

んでした。しかし彼らを知らない人には，

そして，その質問に自ら答えて言われま

は，世間の評判，社会で認められること，

二つの疑問が浮かぶでしょう。二つとも
なぜ という疑問です。前の晩一睡もせず，
結局年収の大部分を失ったと分かった後
で，なぜ彼らは義務を果たし，奉仕するた

した。「まことに，あなたがたに言う。わた

肉体的能力，芸術やスポーツの才能，繁

しのようでなければならない。
」
（ 3 ニーファ

栄，それに富などが含まれます。後に挙

イ 27：27）

げた試練に関して，
『屋根の上のバイオリ

わたしは今話した人たちを知っています。

救い主のようになることは，簡単なこと

ン弾き』に出てくるテビエは 言 います。
「富が害であるなら，わたしが二度と立ち
上がれなくなるまで，神がこの害をお与え
くださるように。」1 これと同じ思いの人も
いるでしょう。
しかし，これら後半の種 類の試 練は，
前に挙げた試練以上に人の気持ちを萎え
させ，危険 で，克 服するのはさらに困難
かもしれません。わたしたちを弟子として
成長させ，弟子であることを証明するの
は，経験 する試 練の種 類ではなく，試 練
をどのように堪え忍ぶかです。ヘンリー・
Ｂ・アイリング管長も同じように教えて
います。「このように，人生での大いなる
試しとは，人生の嵐の真っただ中でわた
したちが神の命令に聞き従うかどうかを
見ることなのです。嵐を堪え忍べるかど
うかではなく，荒れ狂う嵐の中で正しいこ
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とを選べるかどうかが 試されるのです。
したがって人 生での悲劇とは，この試し
に耐えられず，栄 光をまとって天の 家に
帰るふさわしさを身に付けられないこと
です。」
（「霊的な備え ― 早くから始め，
絶えず 積み重ねる」
『リアホナ』2005 年
11 月号，37 － 38 ）
わたしは，23 人の孫を誇らしく思って
いるおじいちゃんです。孫たちはまだ幼く
未熟ですが，永遠の真理に対する彼らの
理 解 力にはいつも驚 かされます。 この
話の準備中，孫たち全員に，弟子，つまり
イエス・キリストに従う者であるとは，彼
らにとってどのような意味があるのかを，
短く定義して送るよう頼みました。全員か
らすばらしい回答が送られてきましたが，
8 歳のベンジャミンの答えを紹介したい
と思います。「イエス・キリストの弟子で
あるとは，模範になることです。宣教師で
あること，また宣教師になる準備をする
ことです。人に奉仕することです。聖文
を読んでお祈りすることです。安息日を
きよ

聖 く過ごすことです。聖 霊の導きをよく
聞くことで す。 教 会に行くこと，神殿に
行くことです。」
わたしもベンジャミンと同じ意見です。
弟 子であること，それ は つまり，
「行う」
ことと「なる」ことです。主の戒めを守り，
同胞に仕えるとき，わたしたちはイエス・
キリストのより良い弟子となれます。従順
み こころ

で主の御心に従うことにより，聖霊を伴侶
とすることが で きま す。 同 時 に 平 安，
喜び，安心という，この神会における第 3
の 御 方 に常 に伴う祝 福 が 得られます。
ほかの方法でこれらの祝福を得ることは
できません。最終的には，主の御心に完
全に従うことによって，救い主のようにな
ることができるのです。もう一度言いま
すが，主のようになり，主と一つとなること

あって，教会の兄 弟姉 妹の，神と互いに

キリストの 御 名によって 証します，アー

は，究極の目標であり目的です。まさにそ

対する献身が本物であることを示す姿で

メン。■

れが真の弟子であることの定義です。

した。

弟子としての姿を，わたしはコロニアフ

主の戒めに従い，人に仕え，自らの心を

アレス神殿で，また，神殿近くの農地で目

主の御心に従わせるとき，わたしたちは確

にしました。 それ は 過 酷な試 練の中に

かに主の真の弟子となるのです。イエス・

注
1. ジョセフ・スタイン，ジェリー・ボック，シェルド
ン・ハーニック，
『屋根の上のバイオリン弾き』
（ 1964 年），61 参照
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七十人

ドン・R・クラーク長老

聖餐から受ける祝福
せ

い

さ

ん

しょく ざ い

イエス・キリストの贖罪に対する感謝の気持ちを持ち，バプテスマ
ゆる
の聖約を新たにし，赦 しを感じ，聖霊から霊感を受けるとき，わた
したちは祝福されます。

5 つの原則を勧めたいと思います。
I. イエス・キリストの贖罪に対する感謝
の気持ちを持つ

第１の原則は，聖餐 会の間，天の御父
に対して，御子の贖罪への感謝の気持ち
を持つことです。次の話は聖餐のパスに
ついての話です。
「執事に召される日曜日まで，聖餐はわ
たしにとってあまり意味のあるものではあ
りませんでした。その日の午後，わたしは
初めて聖餐を配りました。集会が始まる
前に，執事の一人がわたしにこう忠告しま
した。『シュミット兄弟には気をつけて。

わ

にち

起こさないといけないかもしれ ないか

たしはアイダホ州レックスバー

日に至るまで，毎週日曜日に聖餐を受ける

ら。』 そしてついに，聖餐を配る時が来ま

グで，すばらしい家族，友人，

とき，わたしは自分のカードを見てリスト

した。最初の 6 列はうまく配ることがで

教師，そして指 導 者たちから

を見直します。今のリストには，まずいち

きました。子供も大人も問題なくパンを取

良い 影 響と教 えを 受 け て 育 ちました。

ばん初めに人類の救い主の名前が書かれ

りました。そしてシュミット兄弟がいつも

わたしたちは皆，永 遠にわたって人 生に

ています。

座る，7 列目にやって来ました。しかし驚

影響を与える特別な経験をします。わた

新 約 聖 書 には，救 い主と使 徒 たちが

いたことに，彼は寝ているどころか，しっ

しは青少年のときにそのような経験をしま

過 越 の食事をするために 2 階の広間で席

かりと起きていました。わたしがパンを

した。この経験がわたしの人生を一変さ

に着いた話があります。

配ったほかの人たちとは違って，彼は深い

せました。

すぎ こし

「またパンを取り，感謝してこれをさき，

わたし は い つも 教 会 に 活 発 に 集 い，

弟子たちに与えて言われた，
『これは，あ

熟考と敬虔さをもってパンを取ったように
見えました。

アロン神権を通して成長しました。 10 代

なたがたのために与えるわたしのからだ

数分後，今度は水を持って 7 番目の列

の頃，わたしの教師だったジェーコブ兄弟

である。わたしを記念するため，このよう

に来ました。今度は友人の言ったとおり

がわたしに，その日聖餐会で考えたことを

に行いなさい 。』
食事ののち，杯も同じ様にして言われ
た，
『この杯は，あなたがたのために流す
わたしの血で立てられ る新しい契 約で
ある。』」1
イエスはニーファイ人を訪れた際にも，
聖餐の儀式を執り行われました。2 わたし
はこれらの二つの出来事の重要性を知る
ようになりました。
デビッド・O・マッケイ大管長はこう言
いました。「教会の集会の中で最も大切
な集会として主が定められたのは，聖餐
会であることを強調するように霊感を受
けました。」3 聖餐のために適切に備える
ならば，わたしたちは生活を変えることが
できます。ふさわしい状態で聖餐を受け
るときにわたしたちの生活を祝 福する，

でした。 シュミット兄 弟は 頭を 垂れて，

カードに書き留めるように言 いました。
わたし は カード を 取って，書 き 始 めま
した。リストの最初に書いたのは，その
前の夜バスケットボールの試合に勝ったこ
とでした。次に書いたのは試合後に行っ
たデートのことでした。このようなことば
かり書いていました。イエス・キリストの
名前は特に目立たず，まったく重要そうで
はありませんでした。
毎週日曜日，聖餐会で考えたことをカー
ドに書き出しました。若いアロン神権者と
して，聖餐と聖餐会が新しく，広大で，霊
的な意味を持つようになりました。救い
主の贖罪への理解によりわたしは変わっ
ていき，日曜日と，聖餐を受ける機会を待

こん

ち望むようになりました。そのときから今
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ドイツ人の大きな目を閉じて座っていま
した。深く寝入っているようでした。わた
しはどうしたらいいのか分かりませんで
した。 少しの間，長 年 の 苦 労と試 練 に
よって疲れてしわの寄った彼の額を見ま
した。シュミット兄弟は 10 代のときに教
会に入り，ドイツの小さな町でひどい迫害
あかし

を経験しました。証 会で何度も彼の話を
聞いたことがありました。目を覚ましてほ
しいと思い，彼の肩を優しく突くことにし
ました。 そのようにしたとき，彼は 頭を
ほお

ゆっくりと上げました。すると，頬 には涙
が流れ，目は愛と喜びに満ちていました。
彼は静かに手を伸ばし，水を取りました。
そのときわたしはまだ 12 歳でしたが，こ
の頑丈な老人が聖餐を受けるのを見たと

きに感じた気持ちは，今でも鮮明に覚え

マの聖約を新たにすることに集中する助

に参加するという祝福にあずかりました。

ています。わたしが聖餐について感じた

けとなります。バプテスマを受けたのが

セミナーの中でアイリング管長は，集会か

ことのないような気持ちを彼が感じてい

8 歳でも 80 歳でも，その日のことと，交

ら益を得られるようにするには，準備する

たことに，疑いの余 地はありませんでし

わした聖約とを決して忘れることがないよ

うえで 3 つ の 大 切な方 法 が あることを

た。そしてそのとき，わたしは，同じ気持

うに願っています。

教えました。それは，わたしたちの問題

4

ちを感じたいと決心しました。」

シュミット兄弟は天に語りかけ，天は彼
に語りかけました。

を持って来ること，学ぶ準備のできてい
III. 聖 餐 会 で 罪 の 赦し を 感じ ること が
できる

第３の原則は，聖餐会で罪の赦しを感

る子供のように謙遜であること，また神の
子供を助けたいという望みを抱いて来る
ことです。

II. バプテスマの 聖 約を新たにしている
ことを思い起こす

じることができることです。聖餐会の前

へりくだって聖餐会に来るならば，祝福

に時間を取って罪を悔い改めるなら，清さ

されて日々の問題を解決できるよう霊感

第 2 の 原 則 は，聖 餐 を 受 けるときに

と純真さを感じながら聖餐会を後にでき

を受けることができます。わたしたちは備

バプテスマの聖約を新たにしていることを

るでしょう。ボイド・K・パッカー会長は

えて来て，進んで耳を傾け，集中していな

思い 起こすことで す。 聖 文に 書 かれて

こう言いました。「聖餐は赦しのプロセス

ければなりません。聖文にはこう書かれ

いる約束の幾つかを以下に挙げます。

を新たにします…… 毎週日曜日に聖餐が

ています。「しかし見よ，わたしはあなた

配られるとき，それは赦しのプロセスを新

に言う。 あなたは 心 の中 でそ れをよく
思い計り，その後，それが正しいかどうか
わたしに尋ねなければならない 。もしそ
れが正しければ，わたしはあなたの 胸を
内から燃やそう。それゆえ，あなたはそ
れが正しいと感じるであろう。」10 わたし
たちは問題を解決するために何をしなけ
ればならないのかを知ることができます。

「あなたがたは神の羊の群れに入って，
神の民と呼ばれたいと願っており，……互

たにする儀式なのです。毎週日曜日に自

いに重荷を負い合うことを望み，…… 悲し

らを清めることによって，定められた死の

む者とともに悲しみ，…… 神の証人になる

ときに，霊も清い 状 態になるので す。」8

5

ふさわしい状 態で聖餐を受けるなら，ベ

ことを望んでいる。」

「打ち砕かれた心と悔いる霊をもって進
み出て，…… 最後までイエス・キリストに
仕える決心をして進んでイエス・キリスト

ニヤミン王の民のように「罪の赦しを受
け，良心の安らぎを得たので ，喜びに満た
された 」9 と感じることができるでしょう。

6
の名を受ける……。」，
そして，いつも御

子を覚え，御子が与えてくださった戒めを
守る。7

IV. 問題解決のための霊感を受けること
ができる

V. ふさわしい 状 態で聖 餐を受けること
は，わたしたちが聖霊に満たされる助けと
なります。

聖餐の祈りはこれらの聖約を思い起こ

第４の原則は，聖餐会で問題解決のた

させるものです。聖餐を受けるとき，わた

めの霊感を受けられることです。ボリビ

第５の原則は，ふさわしい状態で聖餐を

したちはこれらの聖約に従う決意を新た

アで伝道部会長をしていたとき，わたしの

受けることは，わたしたちが聖霊に満たさ

にするのです。思いと心の中で，聖餐の

妻メアリー・アンとわたしはヘンリー・B・

れる助けとなることです。ニーファイの民

祈りを暗記するとよいでしょう。バプテス

アイリング管長との伝道部会長セミナー

を訪れて聖餐を執り行われたとき，イエス
2 0 1 2 年 11 月 号
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はこう言われました。「このパンを食べる

デビッド・A・ベドナー長老

者は，自分のためにわたしの体を食べる
のであり，このぶどう酒を飲む者は，自分
の ため に わたし の血を 飲 む の であ る。
その者は決して飢えることも渇くことも
なく，満たされるであろう。」11 彼らは，義
に飢え渇いているなら聖霊に満たされる
という約束も受けました。聖餐の祈りも，
もしわたしたちが聖約を守るならいつも
み たま

12

御霊を受けられると約束しています。

主に帰依する
あかし

福音は真実であると知ることは，証 の本質です。福音に一貫して
忠実であることは，改心の本質です。

メルビン・J・バラード長 老はこう述べ
ています。「わたしは聖餐が執り行われ
るときに御霊が伴うことを証します。それ
は頭の先からつま先まで全身にぬくもりを
与えてくれます。そして，心の傷が癒され，
重荷が軽くなることを実感します。ふさわ
しくあって，この霊的な食物を頂きたいと
心から望む人には，慰めと幸せがもたらさ
13

れるのです。」

わ

たま もの

たしは，イエスがキリストであ

証は神からの賜 物 であり，神のすべての

られるという証を得ることと，

子 供たちが 得られ るもので す。 誠 実に

イエス・キリストとその福音に

真 理を求める人はだれでも，そのために

帰依し改心することの関係に焦点を当て

必要な，イエス・キリストを信じる「ごくわ

てお話しします。わたしたちは証と改心と

ずかな信仰」を働かせて「試し」
（アルマ

イエス・キリストの贖罪に対 する感謝

いうテーマは切り離して別々に採り上げる

32：27 ），
「言 葉の力を使〔い〕」
（アルマ

の気持ちを持ち，バプテスマの聖約を新

のが普通です。しかし，この二つの重要

31：5 ），
「聖 な る 御 霊 の 勧 め に 従 い」

たにし，赦しを感じ，毎週聖餐を受けるこ

なテーマを一緒に考えるとき，展望が大き

（モ ー サ ヤ 3：19 ），目 覚 めて 神 に 従 う

とよって聖霊から霊感を受けるとき，わた

く開け，霊的な確信がさらに増します。

（アルマ 5：7 参照）ことで証を得ること

したちは祝福されます。礼拝の中心が聖
餐であるならば，聖餐 会は常にすばらし

聖霊が一人一人を教え，教化してくださ
るよう祈っています。

いものとなるでしょう。わたしはイエス・
キリストの贖罪に感謝します。主が生き
ておられることを知っています。イエス・
み

な

キリストの御名により，アーメン。■
注
1. ルカ 22：19 － 20 ，強調付加
2.		3 ニーファイ 18 章参照
3. デビッド・O・マッケイ，Conference Report ，
1929 年 10 月，11 参照
4. Book of Mormon Student Manual（教会教
育システム手引き，1979 年），417
5. モーサヤ 18：8 － 9
6. 教義と聖約 20：37
7. 教義と聖約 20：77 参照
8. ボ イド・K・ パ ッ カ ー，Mine Errand from
the Lord（ 2008 年），196
9. モーサヤ 4：3 ，強調付加
10. 教義と聖約 9：8 ，強調付加
11.		3 ニーファイ 20：8
12. 教義と聖約 20：77 参照
13. メルビン・J・バラード，ブライアント・S・ヒン
クレー，Sermons and Missionary Services
of Melv i n Jo s eph B a l l a rd（ 1 9 4 9 年），
149 の中から
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み

たま

ができます。証は個人の責任を増すもの
であり，目的と確信と喜びの源です。
霊的な真理についての証を求め，それを

「あなたがたはわたしをだれと言うか。」

わたしたちは使徒ペテロの働きから証
と改心について多くのことを学べます。

得るためには，救い主を信じながら誠 心
誠意で（モロナイ 10：4 参照）問い，求め，
たたく必要があります（マタイ 7：7；3 ニー

イエスはピリポ・カイザリヤの地方に行

ファイ 14：7 参照）。証の基本部分は，天

かれたとき，弟子たちにこの心にしみる質

の御父が生きていてわたしたちを愛して

問をされました。「あなたがたはわたしを

おられ，イエス・キリストが救い主であら

だれと言うか。」

れ，完全な福音がこの末日に地上に回復

ペテロは率直に答えました。

されたということを知ることです。

「『あなたこそ，生ける神の 子キリスト
です。』
すると，イエスは彼にむかって言われ
た，
『バルヨナ・シモン，あなたはさいわい

「あなたが立ち直ったときには 」
ばん さん

救い主は最後の晩 餐 で弟子たちを教え
たとき，ペテロに言われました。

である。あなたにこの事をあらわしたの

「シモン，シモン，見よ，サタンはあなた

は，血肉ではなく，天にいますわたしの父

がたを麦のようにふるいにかけることを

である。』」
（マタイ 16：15 － 17 ）

願っ……た。

ペテロの返答と救い主の教えから明ら

しかし，わたしはあなたの信仰がなくな

かなように，証とは，個人が啓示によって

らないように，あなたのために祈った。そ

得る，霊的な真 理についての 知 識で す。

れで，あなたが立ち直ったときには，兄弟

たちを力づ けてやりなさい。」
（ルカ 22：

ファイ 31：20 ），信 仰をもって最 後まで

言葉をすべて信じています。また，全能

31 － 32 ）

堪え忍ぶとき（教義と聖約 14：7 参照），

の主の御霊のおかげで，わたしたちは王

キリストにあって新しく造られた者となり

の言葉が確かで真実であることを知って

主と語り，主とともに歩み，多くの奇跡を

ます（ 2 コリント 5：17 参照）。改心とは，

います。御霊は，わたしたちが 悪を行う

目撃し，救い主の神性について強い証を

証 の 賜 物 に 感 謝して 神 に自 分 自身と，

性癖をもう二度と持つことなく，絶えず善

持っていました。それでもペテロは，聖霊

愛と，忠誠ををささげることです。

を行う望みを持つように，わたしたちの中

興 味 深いことに，この力強い 使 徒は，

きよ

の改心と聖 めの力について，また忠実に
仕える義務について，イエスからさらに教
えを受ける必要がありました。

に，すなわちわたしたちの心の中に大きな
モルモン書に見られる改心の例

変化を生じさせてくださいました。」
（モー

モルモン書には，改心についての，人を

サヤ 5：2 ） 王の言葉を受け入れ，それが

イエス・キリストの福音の本質は，わた

鼓舞する話がたくさんあります。ヤコブの

真実であるという証を得，キリストを信じ

したちの性質そのものを根本的かつ永遠

子孫アマレカイはこう述べています。「わ

る信仰を働かせたことによって，心の大き

に変えることです。それは救い主の贖 罪

たしはあなたがたがイスラエルの聖者であ

な変化と，自分を変えてより善い人になろ

によって可能となるのです。真の改心は，

るキリストのもとに来て，キリストの救い

うとする固い決意が生じました。

人の信条，心，生活に，神の御 心 を受け入

と，キリストの贖 いの力にあずかるように

ヒラマン書には改心したレーマン人のこ

れて従うという変化をもたらします（使徒

望んでいる。まことに，キリストのもとに

とが次のように述べられています。「自分

3：19；3 ニーファイ 9：20 参 照）。 それ

来て，自分自身をキリストへのささげ物と

の義務の道にあり，神の御 前 を注意深く

にはキリストの弟子になるという自発的な

してささげ……なさい。」
（オムナイ 1：26 ）

歩み，…… 神の戒めと神の掟 と神の裁決

しょくざ い

み こころ

決意が伴います。

あがな

イエスがキリストであられることを聖霊

み まえ

おきて

を守るように努めている……。

はら から

改心は，証の基盤を大きく，深く，また

の力によって知ることは，重要であり必要

…… そして 彼らは，残りの 同 胞 にも

広くします。改心は，本人の悔い改め，従

です。しかし，真心からキリストのみもと

真理を知らせようと熱心に勤勉に努めて

順，熱意に伴って神の啓示が与えられた

に来て，自分自身をささげ 物とすること

いるので，日々彼らの仲間に加わる者が

結果として起こります。誠実に真 理を求

が，単に知ること以 上に必 要とされてい

多い。」
（ヒラマン 15：5 － 6 ）

める人はだれでも，心の大きな変化を経

ます。改心には，心を尽くし，勢力を尽く

これらの例から明らかなように，改心と

し，思いと力を尽くすことが求められます

関連する重要な特性は，心の中に大きな

験し，霊的に神から生まれて，変わります
（アルマ 5：12 － 14 参照）。わたしたちは

（教義と聖約 4：2 参照）。

変化を経験し，絶えず善を行おうという気

救いと昇栄の儀式と聖約を尊び（教義と

ベニヤミン王の民は王の教えにこたえ

持ちを抱き，自分の義務を果たし，神の御

聖約 20：25 参照），
「キリストを確固とし

て叫びました。「そのとおり，わたしたち

前を注意深く歩み，戒めを守り，熱心に勤

て信じ〔て〕……力強く進〔み〕」
（ 2 ニー

は，王 がわたしたちに語ってくださった

勉に奉仕することです。明らかに，このよ
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うな忠実な人は主とその教えを深く愛し
ています。
帰依し改心する

わたしたちの 多くにとって，改 心 は，

証と改心

証は，継 続 的な改心の第一歩であり，

ち真理を知るようになったすべての人は，
……主が 生きておられるように確かに，

前提条件です。証は出発点であり，最終

彼らの説教を信じて主に帰依したレーマ

到達点ではありません。強い証は，改心

ン人は皆，二度と道を踏み外さなかった。

が確立される基盤です。

彼らは 義 にかなった 民となったので

継続的な過程であって，大きなあるいは

証だけでは，現在も将来も，わたしたち

劇的な経験から生じる単発的なものでは

が住んでいる末日における暗黒の嵐と悪

ありません。教えに教え，訓戒に訓戒を

から身を守るのに十分ではありません。

加え，次第に，ほとんど気づかないほど少

証は大切であり欠くことのできないもので

しずつ，わたしたちの動機，思い，言葉，

すが，わたしたちが必要とする霊的な強さ

行 いは神の 御 心にかなったものとなり

と保 護を得るのに十分ではありません。

られて います。（ 1 ）真 理を 知るように

ます。 主に帰 依 するには 根 気と忍 耐の

証がありながら，揺らいで教会を去った

なる。これは証と解釈できます。（ 2 ）主

両方が必要です。

人々がいます。彼らの霊的な知識と決意

に帰依する。これは救い主とその福音に

は，直面した問題に対処するのに十分で

帰依することと理 解できます。したがっ

はなかったのです。

て，証と主に帰依することの両方が力強く

レーマン人サムエルは，主に帰依 する
5 つの基 本要素を明らかにしています。
（ 1 ）聖文に記録されているままに聖なる

証と改心の関連性についての重要な教

預言者の教えと預言を信じ，
（ 2 ）主イエ

訓を，モーサヤの息子たちの伝道の働き

ス・キリストを信じる信仰を働かせ，
（ 3）

に見ることができます。

ある。まことに，彼らは謀反に使う武器を
捨てて，もはや神と…… 戦わなかった。
さて，主に帰依したのは次の人々であ
る。」
（アルマ 23：6 － 8 ）
これらの節で二つの重要な要素が述べ

結びつくと，確固として堅固な者となり，
霊的な保護を得られるのです。
彼らは二度と道を踏み外さず，謀反に使

悔い改め，
（ 4 ）心の大きな変化を経験し，

「アンモンと彼の同僚たちが啓示と預言

う武器を引き渡し，もはや神と戦いません

（ 5）
「信仰において…… 確固として堅固」

の霊によって行った宣教と，彼らを通じて

でした。利己心，高慢，不従順など，心に

な者 になることで す（ヒラマン 15：7 －

数々の奇跡を行われた神の力によって信

抱いていた「謀反に使う武 器」を捨てる

8 参照）。これが改心への道筋です。

仰を持つようになったすべての人，すなわ

には，単に信じることや知ること以上のも
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のが必要です。謀反の武器を放棄する前

証と改心の関係を強調したいと思います。

それとも，改心の油を借りることはできな

に，確信，謙遜，悔い改め，従順さがなけ

思 慮 深い 5 人と思 慮の浅い 5 人の 10 人

いことを正しく伝えようとしたのでしょう

ればなりません。わたしたちは主に帰依

のおとめが明かりを用意して，花婿に会い

か。戒めに絶えず従順であることから得

することを妨げる謀反の武器をまだ持って

に行きました。おとめが 使った明かりを

られる霊的な強さは，ほかの人に与えるこ

はいないでしょうか。まだ持っているよう

証の明かりと考えてください。思慮の浅

とができるでしょうか。聖文を熱心に学

であれば，今悔い改める必要があります。

いおとめたちは証の明かりを用意しました

び深く考えることで得た知識は，必要な

レーマン人は教えを伝えてくれた宣教

が，油を用意しませんでした。その油を

人に与えることができるでしょうか。福音

改心の油と考えてください。

が忠実な末日聖徒にもたらす平安は，逆

師や教会のすばらしいプログラムに帰依
したのではないことに留意してください。

「しかし，思慮深い者たちは，自分たち

境や大きな問題に直面している人に与え

指導者の人柄に，あるいは文化的な伝承

の〔証の〕あかりと一緒に，入れものの中

ることができるでしょうか。できないとい

や先祖の言い伝えを保存することに帰依

に〔改心の〕油を用意していた。

うのが，これらの問いに対する明白な答え

したのでもありません。主，すなわち救い
主である主と，主の神性と教義に帰依し
たのです。そして，二度と道を踏み外しま
せんでした。
証とは，聖霊の力によって得る，霊的な
真理についての知識です。継続的な改心

花婿の来るのがおくれたので，彼らは

です。

みな居眠りをして，寝てしまった。
夜 中 に，
『さあ，花 婿 だ，迎 えに 出 な
さい』と呼ぶ声がした。
そ のとき，おとめたちは み な 起きて，
それぞれ〔証の〕あかりを整えた。

思慮深いおとめが適切に断言したよう
に，各人が「自分で買」わなければなりま
せん。霊感に導かれたこのおとめたちは，
商取引のことを述べたのではありません。
証の明かりをともし続け，十分な量の改心

とは，自発的な心をもって義にかなった

ところが，思慮の浅い女たちが，思慮深

の油を用意するという個人の責任を強調

理由から，啓示によって与えられた真理に

い女たちに言った，
『あなたがたの油〔す

しているのです。この貴重な油は，忍耐

絶えず心を傾けることです。福音は真実

なわち，改心の油〕をわたしたちにわけて

し，根気よく，
「教えに教え，訓戒に訓戒を

であると知ることは，証の本質です。福音

ください。わたしたちの〔証の〕あかりが

加えて」1 滴 ず つ 得るもので す（ 2 ニー

に一貫して忠実であることは，改心の本質

〔細くて〕消えかかっていますから。』

ファイ 28：30 ）。 手 抜きは できません。

で す。 わたしたちは福音 が 真 実 である

すると，思慮深い女たちは答えて言っ

ことを知り，福音に忠実でなければなりま

た，
『わたしたちとあなたがたとに足りる

せん。

だけは，多分ないでしょう。店に行って，

「忠実であり，常に祈り，あなたがたのラ

あなたがたの分をお買いになる方がよい

ンプの芯を切りそろえて火をともし，油を

でしょう。』」
（マタイ 25：4 － 9 ）

備えて，花婿が来るときに用意ができてい

証，改心，10 人のおとめのたとえ

10 人のおとめのたとえについての解釈
が数多くある中で，今その一つを使って，

5 人の思慮深いおとめは，利己的だった

最後に短 時間で 慌 てて準 備 することも
できません。

るようにしなさい。」
（教義と聖約 33：17 ）

ために分け与えたくなかったのでしょうか。
証

わたしは約束します。真 理を知るよう
になり，主に帰依すると，確固として堅固
でいられ，決して道を踏み 外しません。
余念なく謀 反の武 器を捨 てるでしょう。
祝福として，証の明かりと十分な量の改心
の油から明るい光を得られるでしょう。
そして，一人一人がもっと十分に改心する
と，家族や友人，仲間を強めるようになり
ます。これらが真実であることを，主イエス・
み

な

キリストの神聖な御 名 によって証します，
アーメン。■
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て，人を批判したり裁いたりせず，寛容で

トーマス・Ｓ・モンソン大管長

ありましょう。そのような気持ちで，互い
に進んで仕え合うことができますように。

神よ，また逢うまで
あ

周りの人々の必要が分かるよう，霊感を求
めて祈ることができますように。そして，
出て行って，助けの手を差し伸べることが
できますように。

わたしたちがこの 2 日間のメッセージを心に留め，生活に取り入れ
るなら，祝福を得られるでしょう。

勇気を出して，自分の人生を生きましょう。
わたしたちは危険が増す時代に生きてい
ますが，主はわたしたちを愛し，心にかけ
てくださっています。正しいことをしてい
るかぎり，主は常にわたしたちに味方して
くださいます。助けが必要なときは助けて

愛

する兄弟姉妹の皆さん，霊感に

て，数え切れないほど大勢の人々が祝福

満ちた総大会が終わりに近づい

を受けてきました。

ています。わたし個人も，霊的

兄 弟 姉 妹，わたし は 最 近，85 回目の

に 養 わ れ，高 められました。 皆 さんも

誕生日を祝いました。主がわたしに授け

今 大 会 から特 別な 御 霊 を感じたことで

てくださる 1 年 1 年 に 感 謝して います。

しょう。

自分の人生の経験について振り返るとき，

み たま

様々な形で参加してくださったすべての

主の多くの祝福に対する感謝の気持ちが

人々に 心 か ら の 感 謝 をお 伝 えしま す。

わいてきます。今朝わたしが話の中で触

福音の真理がすばらしい方法で説かれ，

れたように，主とすべての皆さんに熱心に

改めて強調されました。わたしたちがこの

仕えようと努力するときに，わたしの働き

2 日間のメッセージを心に留め，生活に

を導く主の御手を感じてきました。

取り入れるなら，祝福が得られるでしょう。

み

て

大管長の職は，多くの働きを求められ

通常どおり，今大会の説教は『エンサイ

ます。二人の信仰深い顧問にどれほど感

ン』
（ Ensign ）と『リアホナ』の翌月号で

謝していることでしょう。彼らはわたしの

読 め るようになります。 各 説 教 をよく

傍らで働き，大管長会が対処するべき諸

読み，そこに含まれるメッセージについて

事に対して常に率先して卓越した支援を

深く考えるようお 勧めします。これまで

してくれます。十二使徒定員会を構成す

わたし自身の生活でも，これらの霊感に

る気高い人々にも感 謝をお伝えします。

満ちた説教を深く研究するときに，そこか

彼らは，霊 感 に満 ちた支 援を提 供して

らいっそう多くのものを得てきました。

くれる七十人定員会会員とともに，主の

今大会は，これまでで最も広い範囲に

大義にうむことなく取り組んでいます。

放送され，大陸と大洋を越えて世界中の

また わたし は，世 界 各 地 のワードや

人々のもとに届けられました。わたしたち

支部，ステークや地方部で働いてくださる

は多くの皆さんから遠く隔たった場所に

兄弟姉妹の皆さんをたたえます。依頼に

います が，皆さん の 霊を感じて います。

応じて，召しを喜んで果たすとき，皆さん

わたしたちの愛と感謝を送ります。

は地上に神の王国を建設する助けをして

今大会で解任となった中央幹部の兄弟

いるのです。

たちの長年にわたる献身的な奉 仕に対

わたしたちが互いを見守り，助けが必要

し，会員を代表して心からの感謝をお伝え

なときに助け合うことができますように。

します。皆さんの主の業への貢献によっ

愛と親切の模範を示された救い主に倣 っ
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なら

2012 年 9 月 29 日

―

中央扶助協会集会

くださいます。困難は訪れるものであり，
予期せぬ問題や避けられぬ問題も生じる

中央扶助協会会長

ものです。それらを免れる人は一人もいま

リンダ・K・バートン

せん。現世の目的は，学び成長して，御父
のようになることです。そして，教訓には
痛みが伴うかもしれませんが，わたしたち
が最も学ぶのは，往々にして困難に直面し
ているときなのです。イエス・キリストの
教えに従うとき，わたしたちの人生は喜び
で満たされます。
主はこう教えておられます。「勇気を出し
1

なさい。わたしはすでに世に勝っている。
」

このことを心に留めていれば，すばらしい
幸福がもたらされます。主はわたしたち
のために生き，わたしたちのために亡く
なられました。わたしたちの罪の代価を
支払ってくださいました。わたしたちが，
主の 模 範に倣うことが できますように。
主の犠牲を受け入れ，主のみもとに帰って
いつの日か主とともに住むにふさわしい
生活をすることによって，わたしたちの心
からの感謝を主にお伝えすることができ

イエス・キリストの
贖罪を信じる信仰は，
わたしたちの心に
記されているでしょうか。
し ょ く

ざ

い

聖約を交わし，守り，喜ぶことは，イエス・キリストの贖罪が真にわ
たしたちの心に記されているという証拠です。

ますように。
以前の大会でもお話ししましたが，わた
しのために皆さんが祈ってくださっている
ことに感謝します。わたしは皆さんの祈
りを必要とし，その祈りを感じています。
中央幹部としてわたしたちも，すべての皆

愛

する姉妹の皆さん，わたしはこ

「末日にイスラエルが集合するときに，希

の大きな責任について考えなが

望にあふれる時代が来ることを」予見さ

ら，何か月もの間，皆さんのこと

せられました 。末日とは現代のことで

2

さんのことを覚え，天の御父の選りすぐり

を頭に思い浮かべ，心にかけてきました。

の 祝 福が 皆さん のうえに注 がれ るよう

与えられた責任にふさわしいとは思いま

「それらの日の後に……わたしは，わた

祈っています。

せんが，この召しは主から選ばれた預言

しの律 法を彼らのうちに置き，その心に

しるす。わたしは彼らの神となり，彼らは
わたしの民となると主は言われる。
…… それは，彼らが小より大に至るま
で皆，わたしを知るようになるからである
と主は言われる。わたしは彼らの不義を
ゆるし，もはやその罪を思わない。」3
わたしたちはエレミヤが予見した民で
す。わたしたちは律 法，すなわち教義を
心に記すよう主にお願いしてきたでしょう
か。エレミヤが述べているように贖罪を
ゆる
通して得られる赦 しが，わたしたち個々人
にも当てはまると信じているでしょうか。
数 年 前ジェフリー・R・ホランド長 老

さて，愛する兄弟姉妹，6 か月後にまた

者を通して主から与えられたことを知って

総大会を開きます。また逢う日まで，神が

います。差し当たり，それで十分だと思い

皆さんとともにおられますように。わたし

ます。聖文はこう教えています。「わたし

たちの救い主，贖 い主である，主イエス・

自身の声によろうと，わたしの僕 たちの声

キリストの御名によって，アーメン。■

によろうと，それは同じである。」1

あがな

み

な

注
1. ヨハネ 16：33

しもべ

たま もの

この召しに関連した貴重な賜 物 の一つ
は，天の御父がすべての娘たちを愛して
おられるという確信です。わたしたち一人
一人に対する御父の愛を感じています。
皆さん同様，わたしも聖文が大好きで
す。エレミヤ書の中に心の琴線に触れる
聖句があります。エレミヤは困難な時 代
と場所で生きた人ですが，主はエレミヤに

す。エレミヤはこう預言しています。
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原 則 1「人 生の中で経 験するすべての不
公平なことは，イエス・キリストの贖罪に
5

よって正される。」

わたしたちは皆さんとともに，救い主イ
あかし

エス・キリストの贖罪について証 します。
皆さんの証と同様にわたしたちの証は，
霊的な成長を促す様々な困難や苦難に遭
遇する中で，心に記されてきました。天の
御父の完全な幸福の計画と，その計画の
は，開拓者たちの深い信仰についての思

新しい扶助協会会長会としてわたした

中心となる救い主の贖罪を理解しなけれ

いを語りました。彼らはわが子を亡くし

ちは，主の業を続けて前進させるために，

ば，こうした困難は不公平に思えることで

た後でさえ，ソルトレーク盆地へ向かう旅

扶助協会の手車に乗せるように主が望ま

しょう。わたしたちは皆，人生の試練を受

を続けたのです。長老はこう述べていま

れる最も重要な物は何かを分かるように，

けています。でも忠実な心には，
「人生の

す。「彼らがそうしたのは，プログラムの

主に懇願してきました。天の御父はまず

中で経験するすべての不公平なことは，イ

ためでも，親睦のためでもありませんでし

第 1 に，御父の愛する娘たちがイエス・キ

エス・キリストの贖罪によって正される」

た。それはイエス・キリストの福音に対す

リストの贖罪の教義を理解する助けをす

と記されているのです。

る信仰が心の奥底に，骨の髄にあったか

るよう望んでおられると感じました。そう

わたしたちが人生で苦難や試練に遭う

らなのです。」

するときに，わたしたちの 信仰と義にか

ことを主が容認されるのはなぜでしょう

なった生活をしたいという望みが深まりま

か。簡潔に言えば，それはわたしたちの

長老は優しい気持ちでこう述べていま
す。

す。第 2 に，家族と家 庭を強めるという

成長と進歩のための計画の一部だからで

「だからこそ母親たちは，パンを入れる

重大な必要性を考えながら，主は愛する

す。現世の生活を経験するために地上へ

箱に幼いわが子を入れて埋葬し，
『約束の

娘たちに喜んで聖約を守るよう励ますこと

来る機会を頂くことを知ったとき，わたし

地は必ずあるわ。わたしたちはその盆地

を望んでおられると感じました。聖約を

たちは「喜び呼ばわった」のです。 ダリ

にたどり着くのよ』と言いながら前進した

守るとき，家 族 が 強まります。 最 後 に，

ン・H・オークス長老はこう教えています。

のです。

困っている人を探し出し，道をそれずに進

「安らぎと静けさの中で生活するよりも，

むよう助ける努力をするとき，ほかの補助

苦しみと逆 境に囲まれて生活 する方が，

組織や神権指導者たちと一致協力して働

真の改心を早く成し遂げることが多いの

ホランド長 老は次のような示唆に富む

くことを望んでおられると感じました。わ

です。」

言葉を述べています。「もしもわたしたち

たしたち一人一人 が 心を開き，贖 罪，聖

これが真実であると物語る忠実な開拓

が家族と教会でそのような態度を維持で

約，一致という教義を，主の手により，心

者の姉妹の例を挙げましょう。メアリー・

きるならば，ほかの多くのことは自然にう

に深く刻み込んでいただけるよう心から

ロイス・ウォーカーは 17 歳のとき，ミズー

まくいき始めるでしょう。恐らく，その他

祈っています。

リ州セントルイスでジョン・T・モリスと結

み たま

聖約，教義，信仰，啓示，御 霊 のゆえに
彼らはそのように言えたのです。」

6

7

の多くの必要性の低い物は荷車からこぼ

まずわたしたち自身がイエス・キリスト

婚しました。二人は 1853 年に聖徒たちと

れ落ちていくことでしょう。当時，手車に

を信じる不動の深い信仰と，主の無窮の

一緒に平原を渡り，最初の結婚記念日を

積める荷物はわずかだったと聞いていま

贖罪を自分の心に記さずに，どうして家

迎えてからまもなくソルトレーク盆地へ入

す。開拓者は持ち物を選ばなければなり

族を強め，ほかの人を助けることができる

りました。旅の途中二人は，ほかの聖徒

ませんでした。わたしたちの先祖とちょう

でしょうか。今晩わたしは贖罪の 3 つの

たちと同様，窮乏生活を余儀なくされまし

ど同じように，恐らく 21 世紀の社会も『こ

原 則についてお話ししたいと思います。

た。しかし，二人の苦難と試練は，ソルト

の手車に何を積めるだろうか』という決

それを心に記すなら，イエス・キリストを

レーク盆地へ着いた後も続きました。翌

断をわたしたちに迫ることでしょう。手車

信じる信仰を増すことができます。これ

年，当時 19 歳であったメアリーはこう書

に積む物，それはわたしたちの霊を構成

らの原則を理 解することで，新会員であ

いています。「息子が生まれました。……

し，骨の髄の要素となるものです。」4 言

れ，長年の 会員であれ，わたしたち一人

息子が 2 ，3 か月だったころのある晩 ……

い換えると，わたしたちの心に記されたも

一人が祝福されるよう望んでいます。

幼い息子を失うというささやき声が聞こえ

の です。
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ました。」

その冬，赤ん坊の健康状態が悪くなりま
した。「できるかぎりのことをしました。
……でも赤ん坊はだんだん悪くなりまし
た。…… 2 月 2 日に亡くなり，……自分の
血肉であるわが子と別れるという苦い杯を
飲んだのです。」しかし彼女の試練はまだ
終わりませんでした。夫も病に倒れ，赤ん
坊を失った３週間後に亡くなったのです。
メアリーはこう書いています。「そこで
わたしは，まだ 10 代で，20日という短い
間に，親類からはるか遠く離れた見知ら
ぬ地で，夫とたった一人の子を奪われまし
た。しかも目の前には困難な問題が山積
みされていました。 ……自分も死んで，
愛する者たちのところへ行きたいと思い
ました。」
さらにこう続けています。「ある日曜日
の夕方，わたしは友人と散歩をしていまし
た。…… 夫が いないことを思い起こし，
切ない孤独感に襲われて，つらい涙に暮
れました。すると，頭の中に自分が登らな
ければならない険しい山の姿が見えてき
ました。しかもそれが現実のものである
という強い力を感じました。深い失望感
に取り付かれました。敵はわたしたちを
攻撃すべき時を知っているのです。でも
わたしたちの〔救い主，イエス・キリスト〕
は救う力を持っておられます。御父から
与えられた助けにより，わたしはそのとき
に大勢で襲いかかって来るように思えた
あらゆる力と戦うことができました。」8
メアリーは 19 歳という若さで学びまし
た。それは，この世の人生で経験するす
べての不公平なことは，最も深い悲しみで
さえ，正されることが可能であり，必ず正
されるという確信を贖罪が与えてくれると
いうことです。
原則 2「贖罪には，生まれながらの人に打
ち勝ち，イエス・キリストの真の弟子とな
9

れるようにしてくれる力がある。」

福音の教義や原則をわたしたちが理解
したかを知る方法があります。それは子
供にも理解できるように教義や原則を教

えられることです。子供に贖罪を理解す

と似ています。罪を犯すと穴に落ちたの

るよう教えるための貴重な資料として，初

と同じで，自分では出られません。親切

等協会のレッスンに書かれたたとえがあ

な通行人が〔女性の〕助けを求める叫び

ります。恐らくこれは，わたしたちが自分

声を聞いたように，天の御父は，わたした

の子供や孫，あるいはこの非常に重要な

ちが穴から脱出できるように，独り子を

教義を理解したいと望むほかの宗教の友

送ってくださいました。イエス・キリスト

人に教えるときに役立つでしょう。

の贖罪は穴にはしごを降ろすことにたと

「ある〔女性〕が道を歩いていて穴に落

えられます。わたしたちはそのはしごがあ

ちました。穴は深くて，どんなにあがいて

るので穴から出られます。」10 しかし救い

も自分では這 い上がれません。大声で助

主は，はしごを降ろしてくださるだけでは

けを呼 ぶと，うれしいことに通りがかりに

ありません。「穴へ降りて来られ，わたし

人が，親切にも穴の中にはしごを降ろして

たちが逃れるためにはしごを使えるよう

くれました。そこで穴から出て自由になる

にしてくださるので す。」11「穴に落ちた

は

ことができました。」
「わたしたちはこの穴に落ちた〔女性〕

〔女性〕は自分ではしごを上らなければな
りませんが，わたしたちも罪を悔い改めて
2 0 1 2 年 11 月 号
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る女性が涙ながらにこう言いました。『自
分が古い 20ドル札のような存在だというこ
とが分かってきました。しわくちゃになり，
破け，汚れ，乱暴に扱われ，傷だらけになっ
ています。それでも，わたしは 20ドル札で
す。価値ある存在なのです。見栄えはあま
り良くないかもしれませんし，くたびれて使
い古されていますが，それでもわたしには十
分，20ドルの価値があるのです。』」15
この女性は自分が天の御父の愛する娘で
あり，彼女自身を贖うために御子を遣わす
ほど御父にとって価値ある存在であること
を知っています。教会の姉妹は皆，この女
福音の原則と儀式に従うことにより穴から

の力が姉妹の心の中に生きています。心に

性が知っていること，すなわち自分 が天の

出て，贖罪の効力が及ぶようにしなければ

記されているのです。

御父の愛する娘であることを知るべきです。

なりません。こうして，わたしたちでできる

その力は，穴から這い上がる力を与えて

自分が御父にとって価値ある存在だと知る

ことをすべて行った後は，贖罪の効力が及

くれるだけでなく，天の御父のみもとへ戻る

と，聖約の守り方や，ほかの人を教え導きた

び，わたしたちは天の御父のもとに戻る資格

細くて狭い道を歩み続ける力をも与えてくれ

いという願いに，どのような影 響があるで

ます。

しょうか。また，わたしたちと同様に贖罪を

12

を得るのです。」

先日わたしは，現代の開拓者であり，神の

深く理解する必要のある人々を助けたいと
いう願いが，どのように増すでしょうか。わ

た姉妹に会う特権にあずかりました。独身

原 則 3「贖罪は，御父の子 供たちに対する
御父の愛を示す最大の証拠である。」

の母親で，二人の幼い息子がいます。贖罪

オークス長老は次のような感動的な考え

刻むなら，主が再臨されるときに，主から望

の力により，過去を捨て去り，今はイエス・

を述べています。わたしたちもそれについ

まれるような人になっているでしょう。そし

キリストの真の弟子になろうと熱心に努力し

て深く考えてみるとよいでしょう。「天の御

て，主の真の弟子として主に認められるで

ています。彼 女のことを思うと，デビッド・

父が，御子を遣わし，わたしたちの罪のため

しょう。

A・ベドナー長老が教えた原則が思い出さ

に理解できないほどの苦しみに耐えるよう

イエス・キリストの贖罪が，心に刻まれる

れます。「イエス・キリストは地上に来てわ

にされたとき，どれほどの悲しみをお感じに

「大きな変化」 をもたらしますように。わ

たしたちのために 死 んで くださいました。

なったか，考えてみてください。それは，御

たしたちが，神の天使から「胸躍る大いなる

そのことを知るのは大切ですし，それはキリ

父がわたしたち一人一人を愛しておられるこ

喜びのおとずれ」17 として告げられたこの

愛する娘である，最近チリで教会に改宗し

ストの教義の根本にかかわる基礎的な部分

14

との最大の証拠です。」

たしたち一人一人が贖罪の教義を心に深く

16

教義に目覚めるとき，ベニヤミン王の民が感

です。しかし同時に，主は贖罪を通し，そし

そのような愛に満ちた至高の行いを知る

じたように感じることを約束します。贖罪が

て聖霊の力により，わたしたちの内に生き

とき，わたしたちは皆，ひざまずいて謙遜に

自分たちの生活に及ぼされるように熱心に

て ，わたしたちに導きだけでなく力を与えた
いと望んでおられることも理解する必要が
あります。」13
このチリの姉妹と，永遠の命へ通じる道
にとどまるにはどうしたらよいかについて話
し合っているとき，その道を歩み続ける決
意をしていると，姉妹は熱意を込めて語りま
した。生涯の大半，道を離れて歩んできた
姉 妹は，
「外 の世界」には自分 の生活に再
び 取り戻したいと望むものは何もなかった
と断言しました。人に能力を得させる贖罪

祈り，御父が御自身の独り子，罪なき御子を

祈った後，
「彼らは… 喜びに満たされ」18 ，
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み こころ

遣わしてくださったほど深くわたしたちを愛

「神の御 心 を行い，神から命じられるすべて

しておられることに感謝 するようになるで

のことについて神の戒めに従うという聖約

しょう。御子はわたしたちの罪，わたしたち

を交わし」ました。19 聖約を交わし，守り，

の心痛，わたしたち自身の生活で不公平と

喜ぶことは，イエス・キリストの贖罪が真に

思われるあらゆることのために苦しまれた

わたしたちの心に記されているという証拠

のです。

です。これらの原則を忘れないでください。

最 近，ディーター・F・ウークトドルフ管
長のお話の中に出てきた女性を覚えている

1. 「人生の中で経験するすべての不公平な

でしょうか。管長はこう語りました。「長年

ことは，イエス・キリストの贖罪によって

にわたって試練と悲劇に見舞われてきたあ

正される。」20

中央扶助協会会長会第一顧問

2. 「贖罪には，生まれながらの人に打ち

キャロル・M・スティーブンズ

勝ち，イエス・キリストの真の弟子に
21

なれるようにしてくれる力がある。」

3. 「贖罪は，御父の子供たちに対する御
父の愛を示す最大の証拠である。」22
「それらの日の後に……わたしは，わた
しの律法を彼らのうちに置き，その心にし
るす。わたしは彼らの神となり，彼らはわ
23

たしの民となると主は言われる。」 これ
らの贖罪の原則をわたしたちの心に記し
てくださるよう主に願い求めてください。

目覚めて務めを行う
しょくざい

わたしたちは目覚めて自らの務めを行い，贖 罪 の持つ，人を慰め，
いや
強め，能力を増し加え，癒す力にあずかりながら信仰をもって前進
し続けなければなりません。

これらの原則が 真実であると証します。
み な

イエス・キリストの御名により，アーメン。■
注
1. 教義と聖約 1：38
2.『旧約聖書 ─ 福音の教義クラス教師用手引
き』
（ 2001 年）
，163
3. エレミヤ 31：33 － 34 ，強調付加
4. ジェフリー・R・ホランド，
「ラウンドテーブル・
ディスカッション」
『世 界 指 導 者 訓 練 集 会』
2008 年 2 月 9 日，28 参照
の
5.『伝道活動のガイド ― わたしの福音を宣 べ
伝えなさい』
（ 2004 年）
，52 参照
6. ヨブ 38：7
7. ダリン・H・オークス「主の望まれる者となる
というチャレンジ」
『リアホナ』2001 年 1 月
号，42
8. メアリー・ロイス・ウォーカー・モリスの自伝
（リンダ・キャー・バートン所有）
9. デ ビッド・A・ベドナー，
「贖 罪と現 世 の旅」
『リアホナ』2012 年 4 月号，12 － 19 参照
10.『初等協会 7 ─ 新約聖書』
（ 1997年）
，104 参
照
11. ジョセフ・フィールディング・スミス，Doctrines
of Salvation ，ブルース・R・マッコンキー編，
全 3 巻（ 1954 － 1956 年）
，第 1 巻，123 参照
12.『初等協会 7 ─新約聖書』104
13. デビッド・A・ベドナー，
『リアホナ』2012 年
4 月号，14
14. ダリン・H・オークス「愛と律 法」
『リアホナ』
2009 年 11 月号，26
15. ディーター・F・ウークトドルフ「あなたは，わ
たしの手である」
『リアホナ』2010 年 5 月号，
69
16. アルマ 5：12 － 14 参照
17. モーサヤ 3：3
18. モーサヤ 4：1 － 3 参照
19. モーサヤ 5：2 － 5 参照
20.『伝道活動のガイド ― わたしの福音を宣べ
伝えなさい』，52 参照
21. デビッド・A・ベドナー，
『リアホナ』2012 年
4 月号，12 － 19 参照
22. ダ リン・H・オ ークス，
『リア ホ ナ』2009 年
11 月号，26 参照
23. エレミヤ 31：33 参照，強調付加

中

央扶助協会会長会に召されてか

所にいても，…… 神の証人になることを望

ら，過去に奉仕してきた女性た

んでいる。

ちについて知りたいと思いまし

まことに，わたしはあなたがたに言う。

た。そして，第 2 代中央扶助協会会長会

あなたがたが心からこれを望んでいるの

の第一顧問だったジーナ・D・ヤング姉

であれば，主からますます豊かに御 霊 を

妹の教えに感銘を受けました。彼女はこ

注いでいただけるように，主に仕えて主の

う語りました。「姉妹の皆さん，しっかり

戒めを守るという聖約を主と交わした証

目覚めてわたしたちの務めを行いましょ

拠として，主の御 名 によってバプテスマを

1

う。」 わたしは「目覚める」という言葉と
「務め」という言葉について深く考え，聖
典をさらに詳しく調べました。
新約聖書の中で，パウロは当時の聖徒
にこう教えました。

み たま

み

な

受けるのに何の差し支えがあろうか。
人々はこの言葉を聞くと手をたたいて
喜び，
『それこそわたしたちが心から望ん
3

でいることです』と叫んだ。」

わたしはヤング姉妹の言葉とこれらの
こん にち

「あなたがたの眠りからさめるべき時

聖句を読んで，今 日 わたしたちが目覚め

が，すでに来ている。なぜなら今は，わた

て行うべき「務め」は何だろうと考えまし

したちの救が，……もっと近づいているか

た。

すくい

らである。
夜はふけ，日は近づいている。…… 光
の武具を着けようではないか。」2
モル モン 書 で は，神と聖 約を交 わす
人々の神聖な務めについて，アルマが民
にこう教えています。
「あなたがたは神の羊の群れに入って，

バプテスマを受けると，聖約を交わしま
す。ロバート・D・ヘイルズ長老はこう教
えています。「聖約を交わして守るとき，
わたしたちは世を離れて神の王国に入り
ます。」4
わたしたちは変化を経験します。身な
りが変わり，行動も変わります。聴く音楽

神の民と呼ばれたいと願っており，重荷が

や読む本，言葉遣いが変わり，服装も変わ

軽くなるように，互いに重荷を負い合うこ

ります。わたしたちは神の娘となり，聖約

とを望み，

によって主と契約をするからです。

また，悲しむ者とともに悲しみ，慰めの

確認の儀式を受けると，わたしたちは

要る者を慰めることを望み，…… いつで

聖霊の賜 物 を授かります。すなわち，神

も，どのようなことについても，どのような

会の御一方の影 響を常に受け，導きと慰

たま もの

2 0 1 2 年 11 月 号

115

めと守りを得る権利を持ちます。わたし

初期の聖徒の多くは，
「心の中に，この

たちの恐れや疑い，痛みや孤独を感じて

たちが誘惑に負けて聖約を無視し，世に

大きな変化を経験し」ました。7 この心の

おられました。 彼らの 悲しみ，迫害，飢

引き戻されそうになると，聖霊は警告を発

変化は，神殿の祝福を受けられるように，

え，疲労，失ったものを御存じでした。そ

してくださいます。ボイド・K・パッカー会

聖徒たちを目覚めさせました。神殿の祝

して御自身もそれらを味わわれたからこ

長は「大きな間違いをしそうになるときは

福を受け，務めを果たすために強くなると

そ，こうおっしゃることができたのです。

いつでも，まず最初に聖霊の導きによって

いう，目の覚めるような経験をしたのです。

「すべて重荷を負うて苦労している者は，

警告を受ける」と教えています。5

ノーブーにいた初期の聖徒たちは西部へ

わたしのもとにきなさい。あなたがたを

向かう前に儀式を受け，聖約を交わすた

休ませてあげよう。」10

この賜物を受け，常に御霊を受けるに
は，ふさわしさを保ち，注意深く心の状態

8

めに「夜も昼も神殿」に行きました。

そして聖徒たちは，ユタに来たのです。

を確認しなければなりません。わたした

ノーブーの 扶 助 協 会の姉 妹 だったサ

預言者に信頼を寄せて従いました。彼ら

ちの心は 和らげられているでしょうか。

ラ・リッチはこのように 述 べて います。

は旅路が長くなることも，務めを行うこと

謙遜で，素直に教えを受け入れる，優しい

「わたしたちは主の宮でたくさんの祝福を

が 困難になることも分 かっていました。

心が備わっているでしょうか。それとも，

受け，それによってすべての悲しみのただ

犠牲を求められることを承知していました

次第に心がかたくなになり，この世の騒音

中にあっても喜びと慰めを得，神を信じる

が，自分たちの信仰に支えられ，聖約を固

に邪魔されて，明らかに御霊から来てい

信仰を持つことができました。これから

く守ることで，霊的に備えられました。

る優しい促しが聞こえないふりをしている

始まる未知の旅の間，神が導き，支えてく

でしょうか。

ださることを知ったからです。」

バプテスマを受けたとき，わたしたちの

9

救い主への信仰によって心を変えられ，

ノーブーを離れる前，聖徒の一団が，放
棄される神殿の集会所に次のようなメッ
セージを書き残しました。「主はわたした

心は変わり，神に目覚めました。この世の

主の贖罪がもたらす力に頼った聖徒たち

ちの犠 牲を御覧になりました。わたした

人生を歩む中で，わたしたちは定期的に

は，目覚めて実 行しました。彼らの苦し

ちの後に続いてください。」

このように自問しなけれ ばなりません。

11

みを理解してくださる御方，すなわち救い

最近，わたしのワードの若い男性，若い

「もし〔わたしが 〕心の変化を経験してい

主がおられることを心から確信していまし

女性とともに開拓者と同じ道を歩く活動

るのであれば，…… 今でもそのように感じ

た。主は，ゲツセマネの園と十字架の上

に参加しました。毎朝わたしはこう自問し

6

られるか。」 もし感じられないとすれば，

で彼らのために苦しまれたので，彼らの苦

ました。「わたしの 犠 牲は何だろうか。

それはなぜでしょうか。

しみがお分かりになるのです。主は聖徒

どのようにすれば，開拓者の後に続ける
だろうか。」
旅 の 2 日目，す で に 手 車 を 8 マイル
（ 13 キロ）引 いて進 み，開 拓 者 の 道 の
「ウーマンズ・プル」と呼ばれる地点に着
きました。男女に分 かれ，男性たちは先
に丘の上に行きました。女性陣が手車を
引いて登り始めたとき，わたしは丘の上に
いる神権者の兄弟たちを見 上げました。
老いも若きも，道の両側に立ち，帽子を脱
いで女性たちに敬意を示してくれました。
初めは楽な道でしたが，すぐに砂地に
入り，勾配がきつくなっていきました。わ
たしが頭を下げて全力で押していると，だ
れかが手車をぐいと引くのを感じました。
見 上げると，若い女性の一人でわたしの
近 所に住んでいるレクシーが いました。
レクシーは自分の手車を丘の上まで引き
終わって，わたしたちが助けを必要として
いるのを見て駆けつけて来てくれたので
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した。頂上にたどり着いたとき，わたしは

老いも若きも，同じ道を同じ目標に向かっ

たちもいました。先にソルトレーク盆地に

後に続いて登って来る姉妹たちを助けた

て進んだのです。

移住し，家族が到着する前に準備をした

いと心から思いましたが，呼吸が乱れ，ど

わたしは助けの必要な姉妹たちのもと

人もいました。別の男性は聖約を守らな

うきがかなり激しく，心臓 発作 の文字が

に駆けつけた姉妹たちを見て，見える所

いことを選んだために，いませんでした。

何度も頭をよぎりました。そこで，ほかの

と見えない所の両方で，助け手となってい

先人たちのように，今日も多くの姉妹が

若い女性たちが頂上で手車を置き，助け

る人のことを思い出しました。 よく目を

理想的ではない状況の中で生活していま

に駆け寄る姿を，わたしは感謝しながら

配っていて，必要なことにすぐ気づいて行

す。わたしたちが理想を教え，それを実

見守りました。

動します。

現しようと努力し続けるのは，努力を続け

全員が 頂上に着いたとき，時間を取っ

主 の 次 の 言 葉 につ いて 考 えまし た。

ることで道に沿って前進し続けられるこ

て，感じたことを日記に書きました。わた

「わたしはあなたがたに先だって行こう。

と，そして「主を待ち望む」ときに，約束

しはこう書きました。「肉体的に十分に備

わたしはあなたがたの右におり，また左に

されたすべての祝福を受ける準備ができ

えていなかったので，後に続く人を助ける

いる。わたしの御霊はあなたがたの心の

ることを知っているからです。

力がなかった。もう手車を引く必要はな

中にある。また，わたしの天使たちはあ

だれもが人生で逆境を経験してきまし

いかもしれない。でも，霊的な意味で姉

なたがたの周囲にいて，あなたがたを支

たし，今後も経験することでしょう。この

妹 たちをが っかりさせ たくない。 絶 対

えるであろう。」13

世の人生は試しの時であり，わたしたちは

に！」

道の両側に立っていたのは，忠実で従

14

確実に訪れる逆境から何を学ぶかを自由

霊的に目覚め，家族やほかの人に対し

順な，聖約を守る男性たちでした。彼ら

ての務めを思い出す，神聖な経験でした。

の神権の力，すなわち神が御自身の子供

神の娘であるわたしたちは，信仰をもっ

旅の間中，自分が学んだことをよく考えま

たちを祝福するために用いられる力は，わ

て道を進みます。なぜなら，トーマス・S・

した。

たしたちを鼓舞し，強め，支えてくれまし

モンソン大管長の次の言葉を認めている

まず考えたのは，手車を独りで引いて
来た ，あるいは今も引き続けている 姉妹
たちについてでした。かつての手車隊に
いた 20パーセント近くの女性が一時的に
独りでした。未婚であったり，離 婚した
り，または夫に先立たれた姉妹たちでし
た。たくさんの姉妹は独りで子供を育て
ていました。12 皆協力して働きました。聖
約の娘として，様々な生活状況にあって，

た。彼らは，わたしたちが独りではないこ

からです。「いつの日か永 遠の家族とし

とを思い出させてくれました。わたしたち

て天の御父のみもとに戻れるようにし，高

が聖約を守るときに，この力をいつも持つ

い所から祝福と力を授けてくれる神殿の

ことができます。

救いの儀式には，あらゆる犠 牲と努力を

わたしは，家族と分 かれて旅をした男

に選択し続けることができます。

注ぐ価値があ〔り〕ます。」15

性たちのことを考えました。留守の間，家

旅を続けるだけでは不十分です。わた

族だけで手車を引きました。たくさんの

したちは目覚めて自らの務めを行い，贖

男性が旅の途中で亡くなりました。中に

罪の持つ，人を慰め，強め，能力を増し加

は，母国に伝道に行くために残った息子

え，癒す力にあずかりながら信仰をもって
2 0 1 2 年 11 月 号
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前進し続けなければなりません。

リンダ・S・リーブズ

姉妹の皆さん，皆さんを愛しています。
皆さんの多くを個人的には知りませんが，
わたしは皆さんが何者であるかを知って
います。わたしたちは聖約を守る，主の王
国の娘であり，聖 約を通して力を授けら
れ，務めを行う準備ができています。
扶助協会は女性たちを霊的に目覚めさ
せ，信仰と個人の義を増し加えられるよう
にすることで永遠の命の祝福に備えます。
まず自分から始めましょう。今いる所か
きょう

ら始めましょう。今日から始めましょう。
霊的に目覚めれば，より良い方法で家族
や家庭を強め，ほかの人々を助けることが
できるでしょう。

主はお忘れになって
いません
天の御父と救い主イエス・キリストはわたしたちを御存じで，愛し
ておられます。……わたしたちは苦しいさなかでも御二方の愛と
思いやりを感じることができます。

これは救いの業で，これを実行できる
のは贖罪の持つ，人を強め，能力を増し加
える力のおかげです。目覚めて，自分 が
何者であるかを知ってください。目覚め
て，務めを果たしてください。わたしたち
は天の御父の娘であり，御父に愛されてい

世

界中で姉妹たちに会うとき，わ

救い主の生涯の中でラザロの話はわた

たしたちは皆さんの証 の強さに

しの大好きな話の一つです。聖文に「イ

あかし

驚嘆しています。皆さんの多く

エスは，マルタとそ の 姉 妹〔マリヤ〕と

ます。これらのことをイエス・キリストの

は教会員として最初の世代あるいは２世

〔兄 弟の〕ラザロとを愛しておられた」

御名により証します，アーメン。■

の方たちです。多くの姉妹たちが複数の

と記されています。ラザロが病気だとい

召しを果たし，遠くから教会へ通い，神殿

う知らせがイエスのところへ送られました

で神聖な聖約を交わしてそれを守るため

が，イエスはすぐに行こうとはなさいませ

に犠牲を払っていることを知っています。

んでした。主は「この病気は…… 神の栄

わたしたちは，皆さんに敬意を表します。

光のため，また，神の子がそれによって栄

皆さんは，主にあって働く現代の開拓者

光を受けるためのものである」と言い，さ

です。

らに２日間そこへ行こうとはなさいません

注
1. ジ ー ナ・D・ ヤ ン グ Woman ’
s Exponent ”
1877 年 10 月 15 日，74
2. ローマ 13：11 － 12
3. モーサヤ 18：8 － 11
4. ロバート・D・ヘイルズ「慎み深さ─主への
敬意」
『リアホナ』2008 年 8 月号，36
5. ボイド・K・パッカー「敵 陣で生き抜く方 法」
『リアホナ』2012 年 10 月号 35
6. アルマ 5：26
7. アルマ 5：14
8.『わたしの王国の娘─ 扶助協会の歴史と業』
（ 2011 年）
，29
9. サラ・リッチ，
『わたしの王国の娘』30 で引用
10. マタイ 11：28
11.『わたしの王国の娘』30 で引用
12. ジョリーン・S・アルフィン“ Tell My Story,
Too ”第 8 版（ 2012 年）参照
13. 教義と聖約 84：88
14. イザヤ 40：31
15. トーマス・S・モンソン「聖なる神殿─世界に
輝くかがり火」
『リアホナ』2011 年 5 月，92

最近，夫のメルとオーストラリアのある
博物館を訪れたとき，モリー・レンソルと

リ ア ホ ナ

でした。2
イエスが来られたと聞き「出迎えに行っ

いうボランティアガイドに会 いました。

た」3 マルタは，何があったかを主に話し

70 代のこのすてきな女性モリーには子供

ました。ラザロは「すでに四日間も墓の

がおらず，生涯独身だったということが分

中に置かれてい〔ました〕。」4 悲 嘆に暮

かりました。彼女は一人っ子で，両親は随

れるマルタは，主がおいでになったことを

分前に亡くなっていました。最も近い親

マリヤに知らせようと家まで走って行きま

戚 は，別の大陸に住む二人のいとこでし

した。5 悲しみに打ちひしがれたマリヤは

た。すると突然，わたしはまるで天の御父

イエスに駆け寄り，足もとにひれ伏して泣

が語りかけてくださっているかのように証

きました。6

しん

せき

み たま

する，御 霊 に圧倒されました。「モリーは
独りではない！ モリーは わたしの 娘であ
る！ わたしは彼女の父親である！ 彼女
はわたしの 家族の非常に大切な娘であっ
て，決して独りではない！」
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1

聖文には「イエスは，
〔マリヤが 〕……
泣いているのをごらんになり，激しく感動
し，また心を騒がせ」，ラザロをどこに置
いたかお尋ねになったと記されています。
「彼らはイエスに言った，
『主よ，きて，

7

ごらん下さい。』」

たちは苦しいさなかでも御二方の愛と思
8

次に，
「イエスは涙を流された」 とい
う，聖文の中で最も哀れみ深い愛の言葉
が記されています。

救い主はオリバーに，御自分がその嘆

いやりを感じることができます。

願の祈りを事細かに知っておられるばか

アルマはこう証しています。

りか，その夜の正確な時間まで覚えておら

「そして神の御子は，あらゆる苦痛と困

れることを指摘されたのです。

使徒ジェームズ・E・タルメージはこの

難と試練を受けられる。これは，神の御

何年も前のことですが，夫が 珍しい病

ように書いています。「この二人の女がそ

子は御自分の民の苦痛と病を身に受けら

気で重体になったことがありました。数

れほど悲しみに打ちひしがれ……ている

れるという 御 言 葉 が 成 就 するためであ

週 間が 過ぎ，容 態が 悪 化 すれ ば するほ

のを見て，イエスは〔彼らとともに〕悲し

る。……

ど，わたしは夫が死ぬのだと確信していき

みを覚え，心を騒がせまた激しく感動〔さ

み こと ば

あわ

また神の御子は，…… 御自分の心が憐

ました。自分が感じている恐れについて

れた〕。」 このことは，わたしたちが人生

れみで満たされるように，また御自分の民

はだれにも言いませんでした。わたした

で経験 する苦しみや罪，逆境，痛みに打

を彼らの弱さに応じてどのように救うかを

ちにはまだ幼い子供が大勢いて，わたし

ちひしがれる度に救い主と天の御父がわ

…… 知ることができるように，彼らの弱さ

たち夫 婦は永 遠の結びつきの中で 愛し

たしたち一人一人のために感じてくださ

を御自分に受けられる。」10

合っていました。夫を失って独りで子供

9

る，哀れみと思いやりと愛について証して

救い主と天の御父は ほんとうに わたし

を育てることを考えると，わたしは寂しさ

たちのことを御存じなのだろうか，あるい

と絶望でいっぱいになり，怒りすら感じま

愛する姉妹の皆さん，天の御父と救い

は，わたしたち個人をどれほどよく御存じ

した。恥ずかしいことに，わたしは天の

主イエス・キリストはわたしたちを御存じ

なのだろうかと疑問に思うとき，救い主が

御父に背を向けるようになりました。何日

で，愛しておられます。わたしたちが多少

オリバー・カウドリに語られた言葉を思い

も，祈ることも計画することもやめ，ただ

なりとも痛みを感じたり，苦しんだりする

出すとよいかもしれません。

泣きました。そして，ようやく独りではど

います。

とき，御二方はそれを御存じです。「今は

「あなたはこれ以上の証を望むならば，

うにもできないことに気づいたのです。

苦しくても大丈夫です，すぐにすべてはう

これらのことが真実であるのを知ろうとし

ほんとうに久しぶりに，わたしは天の御

まくいきますから。あなたは癒 されます。

て心の中でわたしに叫び求めた夜のこと

父に心を注ぎ出し，御父に背を向けたこと

ご主人の仕事は見つかります。道を踏み

を思い出しなさい。」11

を赦 してくださるように願い求めました。

いや

ゆる

誤った子供は戻って来ます」などとは決し

その前に救い主は，あなたの心の思い

そして 胸の内をすべて打ち明け，最後

ておっしゃいません。御二方はわたした

と志を知っている者は神のほかにだれも

に，もしこれが真に主がわたしに求めて

ちの苦しみの深さを感じておられ，わたし

12

いないとも言っておられます。

おられることなら，それを行いますと叫び
2 0 1 2 年 11 月 号
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さい。天の御父に自分の思いを伝えてく
ださい。抱えている苦痛を主に打ち明け，
主にゆだねてください。日々 聖文を探求
してください。そこにも大いなる慰めと助
けを見いだすでしょう。
救い主はこう尋ねておられます。
「女が 乳 飲み子を忘れ，自分の産んだ
子を哀れまないことがあろうか。まこと
に，たとえ女たちが忘れようとも，……わ
たしはあなたを忘れない。
……わたしはあなたを，わたしの手の
14

ひらに彫り刻んだ。」

「また，あなたがたが見たように，わた
ました。それに従おうと思いました。主

自らの罪の重さを感じた後で 悔い改め，

しはあなたがたのだれにも 立ち去るよう

はわたしたちの人生についてご計画をお

救い主に憐れんでくださるように嘆 願し

に命じることなく，むしろわたしのもとに

持ちに違いないと知っていたからです。

たのです。アルマは，
「二度と」罪を思い

来て，触れるように，また見るように命じ

引き続きひざまずき思いを注ぎ出してい

出して苦しむことがなくなったという「ほ

た。あなたがたも世の人々にそのようにし

ると，この上なく好ましく，平安と愛に満

かにあり得ないほど麗しく，また快い」喜

なさい。」

ちた気持ちを感じました。まるで愛の毛

びについてヒラマンに語って聞かせまし

これがわたしたちに与えられた責任で

布に包まれているようでした。あたかも天

た。神の御 座 の前に来ることを考えるだ

す。わたしたちはまず自分で触れて，自分

の御父が「それを知りたかったのです」

けで感じた「言いようのない恐怖」の代わ

で見なければなりません。それから天の

とおっしゃっているかのように感じまし

りに，アルマは「神が 御座に着〔く〕」示

御父の子供たちが皆，触れて，見て，救い

た。わたしはもう二度と主に背を向けま

現を見て，
「そこに行きたいと 切に望 ん

主がわたしたちのあらゆる罪だけでなく，

いと決心しました。驚くべきことに，夫の
容態は徐々に快方に向かい，ついに完治
したのです。
そ れ か ら 何 年もして，夫とわたし は
17 歳の娘のそばにひざまずき，娘の命を
救ってくださるよう嘆願しました。今度の
答えはノーでしたが，救い主が約束された
愛と平安は前と同じように力強く感じられ
ました。天の御父は娘を天の家に呼び戻
されるけれども，何も心配するには及ば
ないことを知っていました。わたしたちは
主に重荷を負っていただくことの意味が
分かり，主がわたしたちを愛しておられ，
わたしたちが悲しみ苦しむときに共感して
くださることを知るようになりました。
モルモン書の中で最も心温まる父と息
子の場面は，息子アルマがその息子ヒラ
マンに証を伝える場面です。アルマは神
み まえ

の御 前 に行って自分の多くの罪を裁かれ
ることを考えるだけで感じた「言いようの
ない恐怖」について語りました。３日３晩，
120
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み

ざ

13

だ 」と言明しています。
愛する姉妹の皆さん，わたしたちも同じ
ように感じないでしょうか。わたしたちが
悔い改め，天の御父と救い主の愛と憐れ
みと，わたしたちが感じる感謝の念につ
み うで
いて考えるとき，御二方の愛の御 腕 に再
び抱かれるために「そこに行きたいと切
に望〔む〕」のではないでしょうか。
主がその大切な娘であるモリー・レン
ソルをお忘れになっていないとわたしに
証してくださったように，主は皆さんをも
お忘れになっていない と証します。皆さ
んにどのような罪や弱さや苦痛があろう
と，どのような困難や試練を経験していよ
うと，主はその瞬間にそれらを御存じであ
り，理解しておられます。主は皆さんを愛
しておられるのです。そのようなときに
は，マリヤとマルタにしたように，皆さんを
支え，助けてくださいます。皆さんを救う
方法を知るために主は犠 牲を払ってくだ
さったのです。主に重荷をゆだねてくだ

15

痛みと苦しみと悲嘆を御自分の身に負わ
れたことが分かるように助けなければな
りません。主がそのようになさったのは，
わたしたちが何を感じており，どのように
わたしたちを慰めたらよいかをお知りにな
られるためだったのです。主について，イ
み

な

エス・キリストの御 名 によって証します。
アーメン。■
注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ヨハネ 11：5
ヨハネ 11：4
ヨハネ 11：20
ヨハネ 11：17
ヨハネ 11：28 参照
ヨハネ 11：32 参照
ヨハネ 11：33 − 34
ヨハネ 11：35
ジェームズ・E・タルメージ『キリスト・イエ
ス』481
アルマ 7：11 − 12
教義と聖約 6：22 − 23
教義と聖約 6：16
アルマ 36：14 − 22 参照，強調付加
1 ニーファイ 21：15 − 16
3 ニーファイ 18：25 ，強調付加

大管長会第一顧問

問をしています。

ヘンリー・B・アイリング管長

永遠の命への旅において，皆さんはそ

世話をする人

れぞれ異なる状況にあります。長年の経

皆さんは強められ，自分がどの程度まで奉仕できるかを霊感に
よって知るでしょう。

り，天の御父の愛する娘であって，御父は

験を持つ人もいれば，この世で主の弟子と
なって日の浅い人もいます。それぞれが
異なる経 歴を持ち，異なる問題を抱えて
います。しかし，皆さんは全員，姉妹であ
皆さん一人一人を御存じであり，見守って
おられます。
皆さんはこれまで驚くほど見事に，とも
に慈しみ合い，見守り合い，慰め合ってき
ました。この３つの要素から成る奇跡を，

今

わたしはつい１か月前に，ある姉妹に対す
晩，皆さんとご一 緒できること

必要とされたそのときに，ヤング大管長は

る皆さんの奉仕の中に見ました。その姉

に感謝します。イエス・キリスト

総大会で会員に向かって次のように述べ

妹の父親として，わたしは皆さんに感謝

の 教 会 の 女 性 たちは，預 言 者

ました。「わたしが 今 教えている原則を

し，一人の訪問教師を導いてくださった神

ジョセフ・スミスの母ルーシー・マック・

実行に移さないかぎり，皆さんの中で，そ

に感謝をお伝えしたいと思います。

スミスが 語ったような姉妹の組織を目指

の信仰，宗教，信仰の告白によって神の日

娘のエリザベスは，わたしたちとは時差

して歩み続けています。預言者の母親は

の栄えの王国に救われる人はだれもいな

のある別の州に住んでいて，そのとき３歳

次のように述べています。「わたしたちは

いでしょう。行って，今平原にいる人々を

の娘と一緒に家にいました。もう一人の子

慈しみ合い，見守り合い，慰め合い，導き

連れて来てください。そして現世の事柄

はその週に幼稚園に入ったばかりでした。

を得て，わたしたちすべてがともに天で座

と言われている務め ……をきちんと果た

エリザベスは妊娠６か月で，３番目の子供

してください。そうしなければ，信仰は無

の誕生を楽しみにしていました。医師に

1

に着けるようにしなければなりません。」

幸福な状態で神と親しく交わるための

2

に帰するでしょう。」

はまた女の子だろうと言われていました。

条 件が見事に述べられているこの言 葉

その呼びかけにユタのたくさんの女性

は，３つの部分 から成っています。一つ

たちがこたえました。貧しかったにもか

エリザベスは自分が出血しているのに

は，互いに世話をし合うことです。次に，

かわらず，窮地にある人たちを慰めるため

気づき，その量が増えていくのを見て，夫

互いに教え合い，教わること。そして第３

に，彼 女 たちは分 けられ る物 やほか の

に電話しました。夫から救急車を呼ぶよ

に，神とともに座に着くことです。

人々から集められたあらゆる物で幌 馬車

うに言われ，病院で会おうと言われまし

今 晩のわたしの目的は，皆さんがその

をいっぱいにしました。そうした雄々し

た。病院は家から 20 分の場所にありまし

気高い目標を達成できるよう互いに助け

い姉妹の一人は，次のように記録していま

た。ところが電話をかける間もなく，玄関

合うためにすでに行ってきたことを神が喜

す。「かつていかなる労働に従事したとき

をノックする音が聞こえました。

び，感謝しておられるということを，皆さん

も，これほどの満足感，これほどの喜びと

が感じられるようにすることです。第２

も言える気持ちを感じたことはなかった。

庭訪問の同僚がいました。その朝，約束

に，皆さんの一致した奉仕によって今後も

一致の精神がみなぎっていた。」3

はありませんでした。しかしその同僚の

たらされることの一部について話すこと
です。
初期の時 代の姉妹たちのように，皆さ
んはほかの人々を助けに行くようにという
主の呼びかけにこたえてきました。1856年，

ほろ

夫のジョシュアは仕事に出ていました。

驚いたことに，玄関には扶助協会の家

救助活動が終わり，雪が溶けたとき，同

姉妹は，とにかくエリザベスのところに立

じ姉妹はその忠実な心に抱いた次の質問

ち寄らなければならないと感じたのです。

を記 録しています。「進んで手を差し伸

その姉妹はエリザベスを助けて自分の

4

べ……ます。次は何をしましょうか。」
こん にち

車に乗せました。二人は病院に着き，そ

今 日，世界中の雄々しい姉妹たちの集

の数分後にジョシュアが職場から到着しま

預言者ブリガム・ヤングは聖徒たちに，雪

まりが無数の場所で信仰を行いに移して

した。 20 分もたたないうちに，医師はエ

山で立ち往生している手車の開拓者たち

います。 そして心 の中で，また祈りの中

リザベスと胎児を救うために手術で胎児

の救援に向かうよう求めました。助けが

で，その後の奉仕の生活について同じ質

を取り出すことを決めました。こうして小
2 0 1 2 年 11 月 号
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い出してください。わたしたちは良いサマ
リヤ人が行ったことと同様に，彼が行わな
かったことに対しても敬意を表します。道
に倒れていた旅人は見知らぬ人であり，敵
であったかもしれませんが，彼は見捨てて
行きませんでした。倒れていた人のため
に自分にできることを行い，その後，さら
にほかの人たちが行うことを具体的に計
画しました。そのようにしたのは，人を助
さな女の子が予定より15 週早くこの世に

んで協力してくれます。」

けるには時に一人でできる以上のことが

やって来て，大きな産声を上げました。体

ビショップは，ワードの会員たちを代表

重は１ポンド 11 オンス（ 765 グラム）
でし

し，続けてこう言っています。「わたしたち

この話から学べる教訓は，将来どんな

たが，赤ん坊もエリザベスも無事でした。

は，母親が子供を別の場所に置いて出か

ことに遭遇したときでも指針となるもので

その日，ルーシー・マック・スミスの言

けたくない場合には，病院に行ってプレイ

す。皆さん自身の子供のころの経験や最

ルームで子供の世話をしたこともあります。

近の経験からも，それらの同じ教訓を学

葉が一部成就しました。扶助協会の一人
の忠実な会員が，聖霊に促されて，神の王

もちろん，お二人と調整し，同意を頂い

求められることを理解していたからです。

ぶことができます。

国における自分の姉妹を見守り，慈しみ，

たうえで計画を実行するつもりです。わた

少なくとも 1 度は，そして恐らく何度も

慰めました。その姉妹と，何世代にもわ

したちにできることについては心配する

皆さんは世話を必要とする人が自分の前

たってそのような霊感による奉仕を行って

必要がないことをお伝えしておこうと思い

に現れて驚いたことがあるでしょう。そ

きたほかの何 万もの人々は，自分たちが

まして。」

れは病気や障がいに襲われた親や祖 父

助けた人々とその愛する人々からだけでな
く，主からも感謝されています。
その慈善の行いを認められることがほ
とんどない人々に対する主のねぎらいの言

彼らが娘のためにいろいろとしてくれた

母，姉や妹，子供だったかもしれません。

おかげで，娘は自分の小さな娘を初めて

しかし皆さんの哀れみの情が人間的な望

抱いたときに，貴重な時間を過ごすことが

みに勝ったので，皆さんは援助の手を差

できました。

し伸べ始めたのです。

葉を，皆さんは覚えているでしょう。「する

そしてビショップはジョシュアとエリザ

聖文の良いサマリヤ人の話に出てくる旅

と，王は答えて言うであろう，
『あなたがた

ベスへのメッセージを，姉妹たちが世界中

人のように，皆さんが一人で行える以上に

によく言っておく。わたしの兄弟であるこ

で送っている，主のために人々に仕える彼

長期にわたる世話が必要となることがよく

れらの最も小さい者のひとりにしたのは，

女たちの決意を伝えるメッセージで締めく

あります。サマリヤ人は旅人を宿屋の主

くって いました。
「信 仰 を 保 ってくださ

人の世話にゆだねる必 要がありました。

い。」

困っている人のためにチームとして奉仕す

5

すなわち，わたしにしたのである。』」

ところで，一人の 扶 助 協 会 の 姉 妹 が
ちょうどよいときにやって来て助けたとい

置かれている状況やこれまでに経験し

うこの奇跡は，一致した姉妹たちの組織

てきたことはそれぞれ異なるでしょうが，

の力によってさらに大きなものとなりまし

わたしには皆さんの前途について言える

プや扶助協会会長はいつも家族の人たち

た。赤ん坊の誕生の数時間後に，エリザ

ことがあります。信仰を保つとき，皆さん

に互いに助け合うよう勧めます。その原

ベスのビショップが病院にいるエリザベス

は都合が良いとは思えないときに，困って

則には多くの理由があります。最も大切

とジョシュアに送ったメッセージを少しだ

いる人のために奉 仕するよう主に度々招

な理由は，互いに仕え合うことによって愛

け紹介しましょう。

かれることでしょう。嫌な務めや，自分に

が増すという祝福を，より多くの人たちに

「扶助協会会長がすべてをうまく進めて

はできない務めに思えることさえあるかも

受けてもらうことです。

くれています。まだ名前のないかわいい

しれません。奉 仕の機会が 訪れるとき，

赤ちゃんの入院中，エリザベスが病院を行

自分は必要でない，あるいは助けはほか

きたことでしょう。たとえ短い期間であっ

き来できるように，お姉ちゃんたちの世話

のだれかが容易に提供してくれるだろう

ても，だれかの世話をするときにはいつで

をお手伝いする計画を立てているところ

と思うかもしれません。

も，自分が仕える人への愛を感じてきたと

です。以前，長期にわたって同様のことを

主がわたしたちを苦しんでいる人と出

行ったことがあり，
〔ワードの〕人たちは喜

会うようにされるときには，次のことを思
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ることは，主の計画の一部なのです。
助けを必要とする人がいるとき，
ビショッ

皆さんはその祝福を目にし，また感じて

思います。必要とされる世話をする期間が
長くなるにつれて，愛情は増していきます。

わたしたちは人間であるため，落胆や疲
れによってそのような愛の高まりが妨げら

世話を必要とする状態になってしまうこと

なさい。人が〔または世話をするどんな

があります。

人も〕自分の力以上に速く走ることは要

れてしまうことがあります。これが，困って

助けの必要な人々の偉大な養い手であ

求されてはいないからである。しかしま

いる人に奉仕するときに，主がわたしたち

る主は，ベニヤミン王によって語られ，モ

た，賞を得るために勤勉に励むのは必要

にほかの人たちの助けを与えてくださるも

ルモン書に記録されている次の言葉の中

なことである。したがって，何事も秩序正

う一つの理由です。世話をする人たちの

で，人の世話をして疲れている人に向けて

しく行うようにしなさい。」7

組織を主が設けておられる理由です。

霊 感に満ちた勧 告を与えておられます。

せい さん

ゆる

人を助けるためにできることをすべて

数 週間前，わたしは聖 餐 会で，ある若

「日々罪の赦 しを続けて受けるために，自

行いたいという望みと，奉仕する力を維持

い女性が立ち上がり，家庭訪問コーディ

分の持っている分に応じて，それぞれ持

するために分別をもって自分自身の必要

ネーター補佐として支持される場に居合

ち物を貧しい人に分け与えるようにしてほ

を賢く満たすことのバランスをどのように

わせました。わたしはそういう責任があ

しい。例えば，飢えている人に食べさせ，

取るか選択を迫られるとき，この勧告を

ることを知りませんでした。そして，主が

着る物のない人に着 せ，病人を見 舞い，

実践するのが難しい場合があります。ほ

彼女にどれほどの敬意を表しておられる

各々の入り用に応じて霊的にも物質的に

かの人がそうした難しい選択に悩むのを

か，その姉妹は知っているだろうかと思い

も助けを与えることである。」

ました。子供がじっとしていなかったの

6

見 たことが あるかもしれません。 そ の

しかし，主は続けて，愛にあふれた奉

一例として，皆さんの疲労が限界に近い

で，その女性は集会を出なければならず，

仕を長く頑張りすぎている兆候があると

ときに，人生の終わりを迎えようとしてい

わたしは主の弟子たちの取り組みを調整

きに対処を怠るかもしれない人に，次のよ

る人の世話を自宅で行うか，それとも介

する働きのゆえに主が彼女をどれほど愛

うに警告しておられます。「これらのこと

護施設で行うかという選択があります。

し，感謝されるかを伝えることができませ

はすべて，賢明に秩序正しく行うようにし

そうした悲痛な選択をするとき，救いの

んでした。
困っている人の世話をするにはチーム
が，すなわち愛にあふれた，一致した組織
が必要です。それこそ主が皆さんの中に
築いておられるものです。皆さんの役割
が何であろうと，主は皆さんを愛しておら
れます。
主が感謝しておられることを示す証拠
の一つとして，神は皆さんが自分の仕える
人に対してますます愛を感じられるように
してくださいます。自分が長い間奉仕して
きた人が亡くなったときに皆さんが涙を流
すのはそのためです。彼らを世話する機
会を失ったことが，一時的な別離以上に大
きな喪失のように感じられます。最近，旧
知のある女性が夫の亡くなった週に，夫の
生涯の最後の最後まで夫のために仕える
あかし

機会があったことに対する感謝の証 をす
るのを聞きました。そこで見たのは涙では
なく，彼女の幸せそうな笑顔でした。
人々への長期にわたる愛にあふれた奉
仕は豊かな報いをもたらしますが，行える
ことには物理的，情緒的，経済的な限界
があることを，皆さんは経験から知ってい
ます。十分長く人の世話をしてきた人が，
2 0 1 2 年 11 月 号
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席を探すとき，そっと次のように言う声を
聞くでしょう。「こっちで 一 緒に 座りま
しょう。」
わたしたちはその言 葉を，ルーシー・
マック・スミスが予見したあの未来の日
に，姉妹たちが「ともに天で座に着く」と
きに聞くでしょう。その日に向けた備えは
瞬時には行われません。長い歳月をかけ
て，互いに世話をし合い，永遠の命の言葉
計画についての知識が導きを与えてくれま

う言葉は見つからないかもしれませんが，

をわたしたちの心の奥深くに取り入れる

す。姉妹たちは「導きを得〔る〕」と，ルー

彼らの笑顔に希望を見ることができます。

ことによって備えるのです。

シー・マック・スミスが賢明にも述べた
理由の一つがこれです。

また，賢明な訪問教師が苦しんでいる

わたしたちを待ち受けている輝かしい

姉妹の心に，その姉妹がほかのだれかの

未来を，わたしたちの多くがともに迎える

現世での試練において，主が神の子供

ために行っている奉 仕は，たとえうまく

ことができるよう祈ります。わたしは証し

一人一人に対して持っておられる目的を確

いっていないときでも，依然として必要で

ます。皆さんがそれらの日を待ち望むこ

信することは助けとなります。預言者ジョ

価値があるものだという確信をもたらす

とは正当とされることでしょう。 主イエ

セフが終わりのないように思える試 練を

のを，皆さんもわたしも見てきました。す

ス・キリストはその無限の贖罪によって，

必 死に理 解しようとしていたとき，主は

ばらしい扶助協会会長たちは，助けを必

それを皆さん一人一人のために可能にして

ジョセフに救いの計画の真髄をこのよう

要としている人々にほかの人の世話を手

くださいました。天の御父は，堪え忍ん

に教えられました。「その後，あなたがそ

伝ってもらう方法を見いだします。彼女た

で主のために奉仕を行うための導きと助

れをよく堪え忍ぶならば，神はあなたを高

ちは，姉妹たちがキリストの純 粋な愛を

けを求める皆さんの信仰の祈りを聞き，こ

もって互いに世話をし合いながら試練をよ

たえてくださいます。

8

い所に上げるであろう。」

ですから，だれかがつらい試練を乗り

く堪え忍ぶ機会を作り出します。それに

皆さんと，皆さんが世話をする人々に，

越えられるように最良の助けを提供する

は，世話をする人が疲れたときには休ん

聖霊は遣わされます。皆さんは強められ，

ための選択は次のようなものになります。

でほかの人の助けを受け入れるよう優しく

自分がどの程度まで奉仕できるかを霊感

促すことが含まれるかもしれません。

によって知るでしょう。「自分 は十分に

「わたしの愛する人が『よく堪え忍ぶ 』た

み たま

めに最良の助けを得られるように，わたし

試練の中にある人々を容易に裁かない

はどの道を進むべきだろうか。」わたした

ことによって，姉妹たちはそのことを可能

ちの目的は，彼らがより確実に生涯の最

にします。重荷を負っている人のほとんど

主が皆さんとともにいてくださり，主の

後までキリストを信じる信仰を働かせ，永

は，自分自身とその価値とに疑いを抱き

愛する人々が困っているときや試練のとき

遠の命の輝く希望を保ち，キリストの純粋

始めます。彼らの弱さを忍耐し，何であろ

に，彼らに奉仕する皆さんの道を主が備

な愛である慈愛を実 践できるようにする

うと彼らの中に見ることのできる善意をた

え，示してくださることを証します。イエ

ことです。

たえるとき，彼らの重荷は軽くなります。

ス・キリストの聖なる御 名 により，アーメ
ン。■

わたしは王国の姉妹たちがそのように

主はそのようにされます。わたしたちはす

救い主とその目的に焦点を合わせるのを

べての人の最も偉大な養い手である主の

見てきました。扶助協会や初等協会や若

模範に倣うことができます。

い女性の集会が終わった部屋に入ったと
きのことを思い浮かべてみてください。

なら

わたしたちはよく，イエス・キリストの
教会における姉妹の輪が持つ力について

救い主の絵や主の言葉は見当たらない

語ります。わたしたちが 救い主を招くと

かもしれませんが，今晩がそうであるよう

き，救い主がいつもその輪の中におられ

に，主の贖罪が現実のものであり，価値あ

ることに気づかなければなりません。

しょくざい

るものであることについての証をその時間

神の娘たちがその輪に姉妹を招き入れ

に感じた人がいたことは分かります。聖な

るのを目にする機会が，今後ますます増

る神殿の写真や「家族は永遠です」とい

えるでしょう。姉妹が集会に入って来て
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行っただろうか」と思うとき，御 霊 が慰め
てくれるでしょう。

み

な

注
1. ルーシー・マック・スミス『わたしの王国の娘
─ 扶助協会の歴史と業』25 で引用
2. ブリガム・ヤング『わたしの王国の娘』36 で
引用
3. ルーシー・メザーブ・スミス『わたしの王国の
娘』37 で引用
4. ルーシー・メザーブ・スミス『わたしの王国の
娘』37 で引用
5. マタイ 25：40
6. モーサヤ 4：26
7. モーサヤ 4：27
8. 教義と聖約 121：8

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

ニール・L・アンダーセン

（39）家族の信仰は娘の死の後も揺るがない。

シェーン・M・ボーエン

（15）シェーン・M・ボーエンと宣教師の同僚が，ある家族に子供はバプテスマを受ける必要がないことを教える。

リンダ・K・バートン

（78）新婦のリンダ・K・バートンが神殿に２度目の参入をしたとき，一人の女性が手助けをする。
（111）開拓者のメアリー・ロイス・ウォーカーが，大平原を横断中，夫と子供を失う。

クレーグ・C・クリステンセン

（12）6 歳のベン・クリステンセンが，神殿のオープンハウスに参入中，聖霊を感じる。

D・トッド・クリストファーソン

（47）インドの若い男性が，家族を助け，教育を受けるために一生懸命に働く。

クエンティン・L・クック

（6）イギリスのオリンピック選手エリック・リデルが日曜日のレースで走ることを断る。

アン・M・ディブ

（10）若い女性が，自分は教会員であることを宣言する T シャツを自信に満ちて着用する。

ラリー・エコー・ホーク

（32）ラリー・エコー・ホークの教練教官が彼のモルモン書を見つける。

ヘンリー・B・アイリング

（60）ヘンリー・B・アイリングが自分の子供たち一人一人のために，各自の特別な賜物を示す彫刻を作る。
（72）ヘンリー・B・アイリングの孫娘が神殿のオープンハウスでイエス・キリストを探す。
（72）ヘンリー・B・アイリングがリックス・カレッジで働くために，スタンフォード大学を辞職する。
（72）ヘンリー・B・アイリングの義理の娘が砂浜で，主に自分の時間をささげると祈る。

ロバート・C・ゲイ

（34）ロバート・C・ゲイの父親が，彼に，5 セントで自分の魂を売るつもりか，と尋ねる。
（34）ロバート・C・ゲイが，道端で泣いている少年を助けるようにという促しに従う。

ダニエル・L・ジョンソン

（101）末日聖徒が，嵐で自分たちの作物が全滅した後でも神殿に参入する。

トーマス・S・モンソン

（68）N・エルドン・タナーが神権昇進をする 4 人の男性に驚く。
（68）トーマス・Ｓ・モンソンが支部会長に電話をするべきだという霊感を受ける。
あかし
（68）ジョン・H・グローバーグがトンガ国王に証を述べる。
（86）トーマス・Ｓ・モンソンが伝道活動についての提案をするようにという促しを受ける。
（86）トーマス・Ｓ・モンソンが，入院中の友人を訪ねるようにという促しに従う。
（86）トーマス・Ｓ・モンソンが若い男性に伝道に出るように勧める。
（86）神殿奉献に伴う文化の祭典での青少年たちの祈りがこたえられる。

ラッセル・M・ネルソン

（18）ある男性が，「自転車に乗っている男の子たちを止めなさい」という促しに従う。

ラッセル・T・オスガソープ

（96）日曜学校の青少年のクラスで，自閉症の二人の生徒が自分たちの学んだことを分かち合うのを，同じクラスに出席
していた生徒が助ける。

ボイド・K・パッカー

（75）西サモアの海で，ボイド・Ｋ・パッカーの船が，暴風雨に見舞われる。

リンダ・S・リーブズ

（118）夫が病気になった後，リンダ・S・リーブズが神に心を向ける。

リチャード・G・スコット

（93）ロシアの青少年が 2,000 人分の名前の索引作成を行い，一人の先祖の名前を神殿活動のために提出する。

キャロル・Ｍ・スティーブンズ

（115）開拓者の旅を追体験する中で，若い女性たちが互いに助け合う。

ゲーリー・E・スティーブンソン

（51）大学生が，麻薬の誘いを拒んでパーティーから立ち去る。

スコット・D・ホワイティング

（37）神殿の建設業者がハワイ州ライエ神殿の二つのささいな欠陥を修繕する。

たま もの

2 0 1 2 年 11 月 号

125

教 会 のニュース

伝道活動における
年齢条件の引き下げ

なった。
宣教師候補者は，MTC 入所前に伝道
の準備をよりしっかりとするように求めら
れている。

み わざ

ホランド長老は「神は御自身の御 業 を
早めておられます」
「主は，時に暗く恐ろ

ヘザー・ウィットル・リグリー

第

しい世界に，光，真 理，希望，そしてイエ

182 回半期総大会の始めに，
トー

めるのに考慮すべき重要な事柄であるこ

ス・キリストの福音の救いを広めるため

マス・S・モンソン大管長は，こ

とに変わりはない。

に，ますます自発的でふさわしい宣教師

れより男性は 18 歳で，そして女

十二使徒定員会のジェフリー・R・ホラ

性は 19 歳で伝 道活動を始めることが 可

ンド長老は，宣教師候補者は 18 歳になる

能になったことを発表した。

誕生日の 120 日前，もしくは伝道に出る資

を必要としておられます。」と述べた。
ホランド長 老は，伝道部が増設される
であろうことについても語った。

後 の 記 者 会 見で，十二使 徒 定 員会 の

格を得る日の 120 日前から，ビショップと

予想される世界各地の伝道部の宣教師

ラッセル・M・ネルソン長老は，この変更

ステーク会長によって専任宣教師に推薦

数増加に合わせて，これからすべての宣

は選択肢の一つであることを強調し，
「若

されることが可能であると説明した。若

教師が MTC で過ごす時間が３分の１に

い男性と若い女性は，霊的かつ現実的な

い男性は，高校卒業かそれと同等の資格

なる。 最 近 伝 道 地 で 実 施 されて い る

備えができる前に伝道活動を始めるべき

があり，18 歳であれば，宣教師訓練セン

「12 週訓練コース」は，宣教師をさらに備

で はない」と述 べ た。 学 業，家 庭 の 状

ター（ MTC）に入 所 することができる。

況，そして健 康は，伝道活動の時期を決

女性は 19 歳の誕生日後に入所が可能と

個人の状況や地元の神権指導者の判断によるが，若い男性と女性はそれぞれ18 歳と19 歳で
伝道活動を始めることができるようになった。

えることになる。■
news.lds.org で「伝道活動の年齢制限」を検
索してさらに読むことができます。

わたしたちの時代のための教え
2012 年10 月 か ら 2013 年 3 月 ま で，
メル キゼ デク 神 権と扶 助 協 会 の 第 4 日
曜 日 の レ ッス ン は，2012 年 10 月 の 総
大会の一つかそれ以上の説教から準備し
てく だ さ い。2013 年 4 月 は，2012 年
10 月または 2013 年 4 月の 大 会 から説
教を選 んでください。ステーク・地 方部
会長はそれぞれ使用する説教を選んでく
ださい。
『リアホナ 』2012 年 5 月号 (lds.org/
liahona) の「わたしたちの時代のための
教え 」のページでさらに学ぶことができ
ます。■
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「わたしに従って来なさい 」は，教師が救い主の方法で教え，
青少年が福音により完全に改宗するための助けとなる，新しい教科課程である。

教会が 2013年の新しい
青少年対象の教科課程を発表

教

会は 2013 年のアロン神権定員

ている。

会，若い女性，青少年日曜学校

新しいガイドブック『救い主の方法で教

クラスの新しい教科課程「わた

える』は，指 導 者と教師が青少 年 特有の

新しいツールは
会員が
家族の名前を
準備する
助けになる

20

12 年 10 月 8 日付の 手 紙で 大
管長会は，自分自身の家族の
名前を神殿に持って行く準備

をして，神殿の祝福のすべてを受けられる
ように会員─ 特に青少年とヤングシング
ルアダルト─に勧めた。
さらに，家族の名前を多数保存している

しに従ってきなさい─ 青少年のための

必要なことにレッスンを合わせる方法と，

人は，必要な儀式が執行されるために，適

学習リソース」を発表した。

彼らが福音を学ぶのを助ける方法をよりよ

時それらの名前を提出するように奨励され

く理解する助けとなる。

ている。

「わたしに従って来なさい」の目的の一
つは，教師が救い主が教えられたように

すべてのレッスンは，インターネットから

会員が大管長会の呼びかけにこたえる

教えることができるよう助けることであ

印刷することができる。印刷版「わたし

助けとして，教会は新しいリソースと経験

り，レッスンが福音を中心とした会話にな

に従ってきなさい」は，後に利用可能とな

談を作成している。詳細は familysearch.

るようにすることである。教えと学びにお

る。 2012 年末までにはすべてのレッスン

org で 10 言語で見ることができる。

いて，青少年はより大きな役割を果たすよ

概要がオンラインで，23 言語で利用可能

うに求められる。

となる。

2012 年 9 月12 日の大管長会からの手

会員，指導者，教師は lds.org/youth/

「ファミリーツリー」と呼 ば れ る new.
familysearch.org への更 新には，利用者
に（1）
共有されている家系図での共同作

紙にはこう書かれている。「この教科課

learn で新しい教科課程についてもっと

業，
（ 2）
間違ったデータの編集・削除，
（3）

程で強調している点は，中央幹部と中央

学ぶことができる。

神殿儀式のための先祖の名前の簡易提出

補助組織会長会の最新の教えを通して，
信仰を築き，改心を促し，証を強めること
です。」
「わたしに従って来なさい」は，毎月一つ
の教 義トピックに焦点を当てたユニット

地域と地元の指導者が 2012 年内に指
導者と教師の訓練を行う。■
news.lds.org でもっと学ぶことができます。
今月号の 96 ページも参照してください。

が挙げられ，家族 歴史への向上したアプ
ローチを提 供している。利用者はまた，
「神殿に名前を割り当てる」や，その他の
訓練ビデオを familysearch.org/treetrain
ing で検索することができる。■

に分けられており，日曜学校，若い女性，
アロン神権のクラスにわたって共通して
いる。
各ユニットには１か月では教えられない
量のレッスンが含まれており，教師と指導
者は，どのレッスン概要を使うかを決める
ために霊感を求め，調整するよう求められ

2 0 1 2 年 11 月 号
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クレーグ・C・
クリステンセン
長老

中央補助組織会長会
扶助協会

七十人会長会

ク

レーグ・C・クリステンセン長 老は，2012 年 4 月に
七十人会長会会員として召され，2012 年 8 月 1 日か

第一顧問
キャロル・Ｍ・スティーブンズ

らその召しの務めを開始しました。

会長
リンダ・K・バートン

第二顧問
リンダ・S・リーブズ

若い女性

1956 年 3 月にアメリカ合衆国ユタ州ソルトレーク・シティー

で，シェロンとコリーン・クリステンセン夫妻の間に生まれたク
リステンセン長老は，北カリフォルニアの「活発で愛情深い末日
聖徒の家族」の中で育ちました。彼は福音が真実であること
あかし

をいつも信じていましたが，彼の証 はチリで専任宣教師として
の伝道期間中に強められたことを強調しました。
「宣教師として，聖霊を感じていたいというわたしの望みは絶
え間ないものとなり，福音に対するわたしの証は深まり，より
いっそう明白になりました」と彼は言いました。伝道中，長老

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

こん にち

はモルモン書が大好きになり，その愛は彼の今 日 の教えの中

初等協会

に続いています。
クリステンセン長老は 2002 年から七十人第一そして第二定
員会の会員として奉仕してきました。最近は，神権部の管理
ディレクターとして奉仕しました。これまで，メキシコ南地域会
長，メキシコシティー東伝道部会長，ビショップ，高等評議員，
ステーク伝道部会長として奉仕しました。
クリステンセン長老は，ブリガムヤング大学から会計学の学
士号を，ワシントン大学から経営学の修士号を取得ました。自
動車小売業界と不動産開発業界で会社を所有・経営し，数か

第一顧問
ジーン・A・スティーブンス

所の大学で客員講師として働いてきました。

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

若い男性

クリステンセン長老は 1978 年 3 月 28 日にデボラ・ジョーン
ズと結婚しました。夫妻はユタ州ホラデーに在住，4 人の子供
と 5 人の孫がいます。■

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

日曜学校

第一顧問
デビッド・M・マッコンキー
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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

「信仰の一歩」
マイケル・T・マーム

「弟子たちは，イエスが海
の上を歩いておられるのを
見て，……おじ 惑〔っ〕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。」
（マタイ 14：26 － 29）
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「喜ばしい発表ですが，今後直ちに，
すべてのふさわしく有能で，
高校卒業かそれと同等の資格のある若い男性は，
どこに住んでいるかにかかわらず，
これまでの 19 歳に代わって 18 歳から
宣教師としての奉仕の推薦を受けられるようになります。」
第 182 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発表した。
さらに大管長は次のように述べた。
「本日，伝道に出たいと望む，有能でふさわしい若い女性は，
これまでの 21 歳に代わって 19 歳から
宣教師としての奉仕の推薦を受けられることを，
ここに喜んで発表いたします。」

