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ようこそ！ 今月号の機関誌は何かが違うと，もうお気づきの
ことでしょう。

年以上前，『末日聖徒イエス・キリスト教会の神殿』の
改訂版を出すことが決定されました。この冊子は当教会
の神殿における礼拝について説明し，世界中の神殿に注目

するものです。この冊子は幾つかの言語版では絶版になっており，会
員たちから入手方法に関する問い合わせが後を絶ちませんでした。旧
版にはトーマス・S・モンソン大管長のメッセージが含まれておらず，
また旧版の出版以降に建設されたたくさんの神殿が掲載されていない
ため，大管長会と十二使徒定員会は，再販するのではなく最新版を制
作することを承認しました。

どこが違いますか
この新版には旧版と同じ内容も含まれていますが，天の御父の幸福
の計画の中で神殿が非常に大切な理由について，青少年や子供たちも
含めもっと多くの読者がよりよく理解できるような新しい内容も含ま
れています。
神殿の冊子はこれまでは教会配送センターを通じてしか入手できま

せんでした。今回は，可能な限り多くの家庭にこの冊子を届けるため
に，『リアホナ』と『エンサイン』（Ensign）の定期購読者全員に冊子を
送ることになりました。多くの言語においては，近い将来増刷され，教
会配送センターから入手できるようになります。

今月号をどのように使うことができますか
ホームティーチャーや訪問教師は，今月号には大管長会メッセージや
扶助協会からのメッセージがないことに気づくことでしょう。皆さん
は，今月号のページの中からよく祈って選んだメッセージを分かち合う
ことによって，訪問する相手の必要を満たすことができるでしょう。
トーマス・S・モンソン大管長の記事を選ぶなら，多くの家族が益を得
られるでしょう。
さらに，冊子の裏表紙の内側には，初等協会で使用できる歌があり
ます。
神殿における礼拝は，イエス・キリストの福音の中心です。わたした
ちはこの出版物を提供できることをうれしく思い，末日聖徒イエス・キ
リスト教会にとって根本的に重要な教義であり，神の力によって指定さ
れたこの慣習を，理解し，遵守し，ほかの人に分かち合おうと努める家
族と個人が，この出版物から慰めと導きと霊感を得ることができるよ
うにと望んでいます。

ご意見をお寄せください

1. あなたに大きな影響を与えてくれたモルモン書の聖句や教えや物語
はありますか。その聖句のおかげでどのような経験や理解が得られま
したか。モルモン書の聖句に関する経験や証

あかし

を電子メールで liahona　
@ldschurch.org までお送りください。

2. 質疑応答コーナーでは，以下の質問に対する青少年からの回答を歓
迎します。質問―「モルモン書はわたしたちの時代のために書かれ
たものであると聞きましたが，それはどういう意味ですか。」  あなたの
回答と，あなたの回答と写真の掲載を許可する保護者の言葉を，電子
メールで liahona@ldschurch.org までお送りください。

リアホナ　2010 年10月号
第12 巻10 号（09290 300）
末日聖徒イエス・キリスト教会公式国際機関誌（日本語版）
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編集主幹：R・バル・ジョンソン
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共同編集者：ライアン・カー
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デカーク，ジョシュア・J・パーキー，チャド・E・ファレス，ジャン・ピンボ
ロー，リチャード・M・ロムニー，ドン・L・サール，ジャネット・トーマス，
ポール・バンデンバーグ，ジュリー・ワーデル
主任秘書：ローレル・トイスチャー
実務運営アートディレクター：J・スコット・クヌーセン
アートディレクター：スコット・バン・カンペン
制作主幹：ジェーン・アン・ピーターズ
デザイン・制作スタッフ：カリ・R・アロヨ，コレット・ネベカー・オーヌ，
ハワード・G・ブラウン，ジュリー・バーデット，トーマス・Ｓ・チャイルド，
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Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
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『リアホナ』は，www.liahona.lds.org に様々な言語で掲載されています。
『リアホナ』（モルモン書に出てくる言葉。「羅針盤」または「指示器」の
意）は，以下の言語で出版されています。
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イエスは……言われた，

「わたしは世の光である。

わたしに従って来る者は，

やみのうちを歩くことがなく，

命の光をもつであろう。」

ヨハネ 8：12

主の宮の中において，

わたしたちは聖霊の影響を感じ，

永遠の父なる神と

その愛する御子イエス・キリストに

近づきます。
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どの神殿の写真も，その外観および内装の写真を含めて，
複写することを禁じられています。

発行：
末日聖徒イエス・キリスト教会
ユタ州ソルトレーク・シティー

©2010 Intellectual Reserve, Inc. 版権所有
印刷：日本
英語版承認：2009 年 8月
日本語版承認：2009 年 8月
09339 300

写真と絵―

特記された場合を除き，写真と絵は末日聖徒イエス・キリ
スト教会が所有するものであるか，あるいは，作者または
撮影者の許可を得て掲載されています。
4－5 ページ― © Robert A. Baird
5 ページ― © Altus Photo Design
6 ページ― © Val Brinkerhoff 
7ページ― © Scott Cannon
8－9 ページ― © Fredy Apaza Ramirez
10 ページ― © Val Brinkerhoff 

27ページ― © John Telford
48 ページ― © Pacifi c Press Publishing Association, Inc. 
（セブンスデー・アドベンチスト教会）
54 ページ―「アロンをその務めに召すモーセ」
ハリー・アンダーソン，© IRI
55 ページ―「神殿の奉献に際して祈るソロモン」
© Robert T. Barrett，複写は禁じられています。
裏表紙裏― © Martin Van Hemert
裏表紙― © Robert A. Baird
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目  次
  末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は，神殿を神の宮，地上で最も神聖な場所であると考えています。この冊

子には，神殿の目的と大切さについて，また神殿の中で行われている儀式が持つ永遠の意義についての有益な情
報が掲載されています。

この冊子はインターネットtemples.lds.org にも掲載されています。  

4 主の宮
フォトエッセイ

12 神殿の祝福
トーマス・S・モンソン大管長

20 なぜ神殿を
ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長

28 聖なる神殿
ボイド・K・パッカー会長

36 神殿に心を向ける民
ハワード・W・ハンター大管長

40 神殿の祝福のために備える
ラッセル・M・ネルソン長老

52 神殿の歴史
ジェームズ・E・タルメージ長老

60 この宮に関すること
フォトエッセイ

68 神殿の奉仕，神殿の祝福

神殿結婚は何にも代えがたい
価値がありました
ジオバニー・メディナ

神殿はどのように助けになるか
フランシス・W・ホジソン

72 こどもたちへ―
あなたの道

みち

は　
しんでんへ  続

つづ

いています

76 青少年へ―
神殿を生活の一部にする

79 よくある質問

◀ デンマーク・コペンハーゲン神殿　
奉献日：2004 年 5月 23 日

　

◀

 オーストラリア・アデレード神殿　
奉献日：2000 年 6月15 日

 表紙―ソルトレーク神殿　
奉献日：1863 年 4 月 6 日

 裏表紙―オレゴン州ポートランド神殿　
奉献日：1989 年 8 月19 日
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神殿は文字どおり主の宮です。

そこは神が御自分の子供たちを教え，

御自分のもとへ帰れるように

子供たちを備える場所です。

そこは，わたしたちが家族として結ばれ，

主の道を教わる場所です。

主の宮
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「救 い主が
地上におられたとき，

神殿は主にとって
学びの場所でした。
主の生活とは
切っても切れないもの
だったのです。
現在のわたしたちにも
神殿の祝福に浴する機会が
与えられています。」
（ジェームズ・E・ファウスト
「万物の回復」
『リアホナ』2006 年 5月号，
62－67）

◀ ワシントン D.C. 神殿　
奉献日：1974 年11月19 日

◀

 泉　テネシー州ナッシュビル神殿

09339_300_JPN_Inside.indd   5 10/09/30   11:29



6

09339_300_JPN_Inside.indd   6 10/09/30   11:29



7

「わたしたちは
イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

の力が
際限なく及ぶことを，
先祖を探し出し，
彼らが自分では行えない
救いの儀式を
執行することによって
証
あかし

しています。」
（D・トッド・クリストファーソン
「死者の贖

あがな

いと，イエスへの証」
『リアホナ』2001年1月号，11）

◀ ステンドグラス　
ニューヨーク州パルマイラ神殿（左端）

◀ 中国香
ホン

港
コン

神殿　
奉献日：1996 年 5月 26 日

◀

 アーチ　ユタ州バウンティフル神殿
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◀ ボリビア・コチャバンバ神殿　
奉献日：2000 年 4 月 30 日

　

◀

 石細工の一部　
アルバータ州カードストン神殿

「バプテスマの水で始まる
イエス・キリストの
御
み

名
な

を受ける過程が
主の宮で続けられ，
展開されていくことが
分かります。
……こうして，
聖なる神殿の儀式で
イエス・キリストの御名を
いっそう完全に，
余すところなく受けるのです。」
（デビッド・A・ベドナー
「名と地位を立派に維持する」
『リアホナ』2009年5月号，98）
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「光り輝く神殿は，
その壮麗なたたずまいを
目にする人々をこのように
誘っているかのようです。
『来たれ，主の家に来たれ。
ここには疲れた者への
安息と心の平安がある。』
……神殿は
〔そこへ〕入るすべての人々に，
故郷すなわち，天国，家庭，
神のみそばへ帰る備えを
させてくれる所なのです。」
（トーマス・S・モンソン
「決して忘れられぬ日々」
『聖徒の道』1991年1月号，
71，75）

◀

 柵　カリフォルニア・サクラメント
神殿

◀ ガーナ・アクラ神殿
奉献日：2001年1月11日
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神 殿は
わたしたちの人生に

目的を与えてくれます。
それはわたしたちの心に
平安をもたらします。
その平安は，
人から与えられる平安ではなく，
神の御子が
約束してくださった平安です。
御子はこのように
述べておられます。
「わたしは平安を
あなたがたに残して行く。
わたしの平安を
あなたがたに与える。」

神殿では主を身近に感じることがで
きる

主の聖なる神殿以上に主を身近
に感じられる場所は世界のどこにも
ないと，わたしは思います。そのこ
とを詩にしてみましょう。
天はどれほど遠いの？
あまり遠くないよ。
神殿の中にあるんだ，
まさにわたしたちがいる所にある
んだよ。
主はこう告げておられます。
「あなたがたは自分のために，虫
が食い，さびがつき，また，盗

ぬす

人
びと

ら
が押し入って盗み出すような地上
に，宝をたくわえてはならない。
むしろ自分のため，虫も食わず，さ
びもつかず，また，盗人らが押し入っ
て盗み出すこともない天に，宝をた
くわえなさい。

あなたの宝のある所には，心もあ
るからである。」1

末日聖徒イエス・キリスト教会の
会員にとって，神殿は地上で最も神
聖な場所です。それは主の宮であ
り，神殿の外壁に刻まれた言葉のと
おり，神殿は「聖

きよ

きを主に捧
ささ

ぐ」場
所なのです。

神殿はわたしたちを引き上げ，高める

神殿では，神の貴い計画が教えら
れます。神殿では，永遠の聖約が交
わされます。神殿はわたしたちを引
き上げ，高め，それを見るすべての人
に対するかがり火として立っており，
またわたしたちを日の栄えの栄光に
向かわせるものです。それは神の宮
です。神殿内での出来事はすべて，
人を高め，気高くします。

神殿の祝福

末日聖徒イエス・キリスト教会　第16 代大管長

トーマス・S・モンソン大管長

◀ ペルー・リマ神殿　
奉献日：1986 年1月10 日
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神殿は家族のためにあります。家
族は死すべき世における最もすばら
しい宝物の一つです。主は，わたし
たち父親には心を尽くして妻を愛
し，妻と子供たちを扶養する責任が
あると，きわめて明快に告げておら
れます。わたしたち親が行える最も
偉大な働きは自分の家庭の中にあ
ること，そして自分の家庭を天国に
できること，特に結婚が神の宮で結
び固められるときにそれが可能であ
ることを，主は告げておられます。
十二使徒定員会会員であった故
マシュー・カウリー長老は，かつて，
一人の祖父がある土曜日の午後，幼
い孫娘の誕生日に，互いに手をつな
いで，動物園や映画館ではなく，神
殿に連れて行ったときの経験につい
て話をしたことがあります。管理人
の許可を得て，二人は神殿の大きな
扉の前に行きました。祖父は彼女
に，神殿のどっしりとした壁に手を
触れ，次に大きな扉に触れるように
勧めました。それから，優しくこう言
いました。「今

きょう

日，神殿に触ったこと
を覚えておきなさい。いつか，この中
に入るんだよ。」  幼い孫娘への彼の
贈り物は，キャンディーやアイスクリー
ムではなく，それよりもはるかに価
値があり，永遠に残る経験でした。
主の宮の真価を知る経験でした。

彼女は神殿に触れ，神殿は彼女の
心に触れたのです。

神殿は心に平安をもたらす

わたしたちが神殿に触れ，神殿を
大切にするとき，その生活は信仰を
反映したものとなります。聖なる神
殿に行くとき，そこで交わす聖約を
思い起こすとき，わたしたちはあら
ゆる試練に耐え，それぞれの誘惑を
克服することができるでしょう。神
殿はわたしたちの人生に目的を与えて
くれます。それはわたしたちの心に
平安をもたらします。その平安は，
人から与えられる平安ではなく，神
の御子が約束してくださった平安
です。御子はこのように述べておら
れます。「わたしは平安をあなたが
たに残して行く。わたしの平安をあ
なたがたに与える。わたしが与える
のは，世が与えるようなものとは異
なる。あなたがたは心を騒がせる
な，またおじけるな。」2

末日聖徒の間には偉大な信仰が
あります。主はわたしたちが主の戒
めに従うかどうか，ナザレのイエス
が歩まれた道を歩むかどうか，心と
勢力と思いと力を尽くして主を愛し，
また自分自身のように隣人を愛する
かどうかを見る機会を与えてくだ
さっています。3

わたしたちが神殿に触れ，神殿を大切にするとき，その生活は信仰を反映したものとなります。

聖なる神殿に行くとき，そこで交わす聖約を思い起こすとき，わたしたちはあらゆる試練に耐え，

それぞれの誘惑を克服することができるでしょう。

わたしたち親が行える
最も偉大な働きは
自分の家庭の中にあること，
そして自分の家庭を
天国にできること，
特に結婚が神の宮で
結び固められるときに
それが可能であることを，
主は告げておられます。

◀ ユタ州セントジョージ神殿　
奉献日：1877 年 4 月 6 日　
再奉献日：1975 年11月11日
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わたしは箴言の次の言葉を信じて
います。「心をつくして主に信頼せよ，
自分の知識にたよってはならない。
すべての道で主を認めよ，そうすれ
ば，主はあなたの道をまっすぐにさ
れる。」4

かつて必ずそうでしたし，今後も
必ずそうでしょう。わたしたちは，自
分の義務を果たし，主に全幅の信頼
を寄せるならば，主の神殿を満たす
でしょう。自分自身の儀式を行うだ
けでなく，ほかの人々のために儀式
を行う特権があります。夫と妻と子
供たちを永遠に結び合わせる結び
固めの儀式で，代理人として神聖な

聖壇にひざまずくでしょう。ふさわ
しい若い男性と若い女性は，12 歳
の若さで，バプテスマの祝福を受け
ることなく亡くなった人々のために
代理人となることができます。これ
を行うように，天の御父はあなたや
わたしに望んでおられます。

奇跡は起こった

何年も前のこと，謙
けん

遜
そん

で信仰の篤
あつ

いパーシー・Ｋ・フェッツァー兄弟は，
鉄のカーテンの向こう側に住んでいる
教会員に祝福師の祝福を授けるよう
に召されました。

ふさわしい
若い男性と若い女性は，
12 歳の若さで，
バプテスマの祝福を
受けることなく
亡くなった人々のために
代理人となることが
できます。

◀

 フィリピン・マニラ神殿　
奉献日：1984 年 9月 25 日

◀ ユタ州バウンティフル神殿　
奉献日：1995 年1月 8 日
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その暗黒の時代に，フェッツァー
兄弟はポーランドの地を訪れました。
国境は閉ざされ，市民はだれも国か
ら出ることを許されませんでした。
フェッツァー兄弟は，第二次世界大戦
後に国境が変更されたときにその地
に閉じ込められたドイツ人の聖徒たち
に会いました。彼らが住んでいた地
がポーランドの一部になったのです。
ドイツ人の聖徒たちの指導者は，
エリック・Ｐ・コーニツ兄弟でした。
彼は妻や子供たちとそこに住んでいま
した。フェッツァー兄弟は，コーニツ
兄弟と姉妹，それに年長の子供たち
に祝福師の祝福を授けました。
フェッツァー兄弟は合衆国に帰っ
て来ると，わたしを訪ねてよいか電
話をかけてきました。彼はわたしの
部屋でいすに座ると，泣き始め，そ
して言いました。「モンソン兄弟，わ
たしはコーニツ家の人たちの頭に手
を置いたとき，成就の不可能な約束
を与えてしまいました。コーニツ兄
弟と姉妹に，母国ドイツに帰れるこ
とと，占領国の独断で囚

とら

われの身に
置かれることはなくなること，そして
主の宮で家族としてともに結び固め
を受けるであろうということを約束
したのです。息子さんには伝道に出
るであろうと約束し，娘さんには神
の聖なる神殿で結婚するであろうと
約束しました。御存じのように，国
境が閉ざされているので，彼らのその
祝福は成就しないでしょう。わたしは
何ということをしたのでしょうか。」

わたしは言いました。「フェッツァー
兄弟，あなたは天の御父が望んでお
られたことを行ったにすぎないとい
うことを，御自分でよくお分かりで
しょう。」  わたしたち二人はデスク
の傍らにひざまずき，天の御父に心
を注ぎ出して，現時点では不可能な
神殿とその他の祝福に関する約束が
献身的な家族に宣言されたことを告
げました。わたしたちに必要な奇跡
を起こせるのは，御父だけでした。
その奇跡が起こりました。ポーラ
ンド政府の指導者とドイツ連邦共和
国の指導者の間で条約の調印が行
われ，その地域に閉じ込められてい
たドイツ国民は西ドイツに移り住む
ことを認められたのです。コーニツ
兄弟姉妹と子供たちは西ドイツに移
り住み，コーニツ兄弟は彼らが居住
していたワードのビショップになっ
たのです。
コーニツ家族は全員，スイスの聖
なる神殿に参入しました。白いスー
ツ姿で両手を広げて彼らを迎えた神
殿会長はだれだったでしょうか。ほ
かならぬ，彼らに約束を与えた祝福
師，パーシー・フェッツァーその人で
した。彼はスイス・ベルン神殿の会
長として，主の宮に彼らを迎え，約束
を成就し，夫婦を結び固め，子供た
ちをその両親に結び固めたのです。
やがて若い娘はその主の宮で結
婚しました。若い息子は召しを受
け，専任宣教師として伝道しました。

わたしたちは，
自分の義務を果たし，
主に全幅の信頼を寄せるならば，
主の神殿を満たすでしょう。
自分自身の儀式を
行うだけでなく，
ほかの人々のために
儀式を行う特権があります。
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「神殿で会いましょう。」

ある人にとっては，神殿までの距
離はわずか数ブロックにすぎません。
しかし，神の聖なる神殿に参入する
のに大洋を越えなければならない人
や，遠い旅をしなければならない人
もいます。
南アフリカに神殿が完成する何年
か前のこと，当時ローデシアのソー
ルズベリーと呼ばれていた所で行わ
れた地方部大会に出席した折に，わ
たしはレジナルド・Ｊ・ニールド地
方部会長に会いました。礼拝堂に
入ると，彼と妻と愛らしい娘たちが
いました。彼らはわたしに，主の神
殿に行ける日のために貯蓄し，準備し
ていると言いました。しかし，ああ，
神殿まで何と遠いことでしょう。
集会が終わると，その愛らしい
4人の娘が神殿についてわたしに
尋ねました。「神殿はどのような所
ですか。わたしたちが見ているのは
絵だけです。」 「神殿に入ったらどの
ように感じますか。」 「何をしっかり
覚えておけばよいですか。」  およそ
1時間，わたしは 4人の少女と主の
神殿について語り合う機会を持ちま
した。空港に向かうとき，彼女たち
はわたしに手を振り，いちばん年下
の女の子が，「神殿で会いましょう」
と言いました。

1年後，わたしはソルトレーク神
殿でニールド家族を迎える機会があ
りました。静かな結び固めの部屋
で，わたしは，この世だけでなく永
遠にニールド兄弟姉妹を結び固める
特権を得ました。その後，ドアが開
かれ，4人の娘がそれぞれ汚れない
白いドレスを着て部屋に入って来ま
した。彼女たちは母親と抱き合い，
それから父親と抱き合いました。彼
らの目には涙があり，心には感謝の
思いがありました。天はわたしたち
のすぐそばにありました。そして，互
いにこう言い合いました。「今，わた
したちは永遠に一つの家族です。」
これが神殿に参入する人々を待ち
受けているすばらしい祝福です。神
殿が人生と家族に影響を及ぼすもの
となるために，わたしたち一人一人が
清い手と純真な心をもってふさわし
い生活をすることができますように。
天はどれほど遠いのでしょうか。
わたしは証

あかし

します。決して遠くでは
なく，聖なる神殿にあります。それ
は天と地が出会うこの神聖な場所に
あるからです。天の御父はその子供
たちに最大の祝福を授けてください
ます。

注

 1. マタイ6：19－21
 2. ヨハネ14：27
 3. マタイ22：37－39 参照
 4. 箴言 3：5－ 6

神殿では，神の貴い計画が教えられます。神殿では，永遠の聖約が交わされます。

神殿内での出来事はすべて，人を高め，気高くします。

静かな結び固めの部屋で，
わたしは，
この世だけでなく永遠に
ニールド兄弟姉妹を
結び固める特権を得ました。
彼らの目には涙があり，
心には感謝の思いがありました。
天はわたしたちの
すぐそばにありました。

◀ スイス・ベルン神殿　
奉献日：1955 年 9月11日　
再奉献日：1992 年10 月 23 日

　

◀

 結び固めの部屋　ソルトレーク神殿
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神殿は人生についての疑問に不変の答
えを与えてくれる場所です

静かに自分自身を見つめ直すと
き，わたしたちは人生の厳粛な神秘
に思いをはせずにはいられません。
皆さんはこう自問したことがない
でしょうか。「わたしはどこから来
たのだろうか。なぜここにいるのだ
ろうか。これからどこに行こうとし
ているのだろうか。わたしを創造さ
れた御方とわたしはどのようなつな
がりがあるのだろうか。死によって
大切な人 と々のつながりも絶えてし
まうのだろうか。家族はどうなるの
だろうか。この世の生涯を終えた後
も，別の世があるのだろうか。もし
そうだとしたら，そこでまた親しい
人 と々会えるのだろうか。」
これらの質問に対する答えは，こ

の世の知恵で得られるものではあり
ません。啓示された神の言葉の中
でしか得られないのです。末日聖徒

イエス・キリスト教会の神殿は，こ
れらの疑問をはじめとする，永遠に
かかわる疑問に答えを与えてくれる
神聖な建物です。どの神殿も主の宮
として，この世の事柄から隔たった，
神聖で平安な場所として奉献されて
います。そこでは真理が教えられ，
永遠の事柄についての知識を与える
儀式が執行されます。神殿に参入す
る人々は，これらの儀式を通して，
神の子供としての神聖な受け継ぎを
理解し，永遠の存在として内に秘め
た可能性を認識します。そしてそれ
を常に心に留めて生きていこうと決
心するのです。

神殿は目的と機能においてどんな宗
教的建造物とも異なった特徴があり
ます

これらの建物は，世界中に建てら
れている教会の一般の礼拝堂とは
違い，目的と機能においてどんな宗

なぜ神殿を

末日聖徒イエス・キリスト教会　第15 代大管長

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長（1910―2008年） 末 日聖徒
イエス・キリスト教会の

神殿は，永遠にかかわる
疑問に答えを与えてくれる
神聖な建物です。
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教的建造物とも異なった特徴があり
ます。独特なのは，建物の大きさで
も美しさでもありません。建物の中
で行われている業なのです。
一般の礼拝堂とは区別して，特定
の建物を特定の儀式のために設ける
ことは，目新しいことではありません。
それは古代イスラエルでも行われて
いました。イスラエルの民はいつも
は会堂で礼拝していましたが，さら
に神聖な場所として，至

し

聖
せい

所
じょ

を備え
た幕屋を最初に荒れ野で造り，次
いで幾つかの神殿を建てました。

その中では特別な儀式が行われ，
特定の資格を備えた者だけがその
儀式に参加できました。
それは現在も同じです。末日聖
徒イエス・キリスト教会では，神殿
を奉献する前に一般公開し，内部を
見学する機会を提供しています。し
かし神殿は，いったん奉献されると
主の宮となり，非常に神聖なために
ふさわしい教会員しか入ることので
きない場所となります。それは，秘
密にしておくためではなく，きわめて
神聖だからなのです。

近代の神殿の中で
示される教えは，
わたしたちの義務，
すなわち創造主と
隣人に対する義務に
重点が置かれています。
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神殿の儀式は，わたしたちが属する神
の永遠の家族に関することです

わたしたちはこの建物の中で行わ
れる儀式を通して，神の子供であり
被造物である人間に対する神の永
遠の御

み

心
こころ

を知ることができます。そ
のほとんどは，わたしたちが属する
神の永遠の家族と地上の家族に関
することであり，結婚の聖約と家族
関係の神聖さや永続性に関するこ
とです。
神殿の儀式により，地上に生を受
けるあらゆる人間が神の子供であ
り，神が有しておられる特質の幾分
かを授けられていることもはっきり
教えられます。このような基礎的，
根本的な教えを繰り返すことで，儀
式を受ける者は有益な影響を受け
ます。参入者は，美しく心に残る言
葉で語られる教義を聞き，全人類は
天の御父の子供であり，御父の家族
に属する兄弟姉妹であることを理解
するのです。
律法学者が「すべてのいましめの
中で，どれが第一のものですか」と
尋ねたときに，救い主はこう答えら
れました。「『心をつくし，精神をつ
くし，思いをつくし，力をつくして，
主なるあなたの神を愛せよ。』
第二はこれである，『自分を愛する
ようにあなたの隣り人を愛せよ。』」
（マルコ12：28，30－31）
近代の神殿の中で示される教え
は，このいちばん根本的なわたしたち
の義務，すなわち創造主と隣人に対
する義務に重点が置かれています。

そして数々の神聖な儀式は，神の家
族というこの気高い思想を詳しく説明
したものなのです。また死すべき体
とは対照的に，わたしたちの内なる
霊が永遠であることも教えられます。
さらに，これらの儀式によって大い
なる真理を理解できるだけでなく，
神を愛し，天の御父の子供たちにな
おいっそう隣人愛を示そうという思
いに満たされるのです。
人は皆神の子供であるという前提
に立つと，人生には神聖な目的があ
ることを理解できるようになります。
主の宮では，そのことについても啓
示された真理が教えられています。
この世での生活は，永遠の旅の一過
程です。わたしたちは地上に来る前
に神の霊の子供として生活していま
した。聖文はそれを証

あかし

しています。
エレミヤに対する主の言葉を見てみ
ましょう。「わたしはあなたをまだ
母の胎につくらないさきに，あなたを
知り，あなたがまだ生

うま

れないさきに，
あなたを聖別し，あなたを立てて万
国の預言者とした。」（エレミヤ1：5）

大切にしている家族関係は次の世でも
断ち切られることはありません

わたしたちはこの世の両親の子供
として，また家族の一員として生を
受けます。両親は，神の子供たちに
関する天の御父の永遠の御心を成
就するため，神と協力して働きます。
だからこそ家族は，この世にあって
も永遠にあっても最も重要かつ神聖
な制度なのです。

参入者は，
美しく心に残る言葉で
語られる教義を聞き，
全人類は
天の御父の子供であり，
御父の家族に属することを
理解するのです。
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神殿で行われることの大半は，家
族に関係しています。わたしたちは
この世に生まれる以前に神の子供と
して存在していました。ちょうどそ
れと同じように，わたしたちは死後
も生き続けます。わたしたちにはこ
の世で大切にしている満ち足りた人
間関係がありますが，その中でも最
も意義深く美しいものは家族の中に
存在します。このきずなは次の世で
も断ち切られることはありません。
このような事実を認識することは，
神殿の儀式の目的を理解する根本
となります。
一人の男性と一人の女性が主の宮
の中で結婚すると，二人はこの世だ

けでなく永遠に結ばれます。国の法
律によって死が二人を分かつまで結
ばれるばかりか，地上で結ばれたも
のが，神の永遠の神権を通して天で
もともに結ばれるのです。こうして
結婚した夫婦は，その祝福を受ける
にふさわしい生活をするならば，自
分たちの関係や子供たちとの関係
が死によって終わらず，永遠に続くと
いう確信を神から与えられます。
女性を心から愛した男性，あるい
は男性を心から愛した女性で，二人
の愛が死後も続くことを願わない人
がいるでしょうか。子供を亡くした両
親で，次の世で再びわが子を腕に抱
く日を願わない人がいるでしょうか。
人間の最も貴重な属性は愛であり，
それは家族関係の中に最もよく表れ
ます。永遠の命を信じていながら，
天におられる神が息子，娘に対して，
この愛を示してくださらないのでは
と思う人がいるでしょうか。そのよ
うな人はいないはずです。わたした
ちの理性が家族のきずなは死後も
続くことを悟らせてくれるからです。
人の魂がそう願っているからです。
そして神はその実現の方法を啓示し
てくださいました。主の宮での神聖
な儀式こそがそれなのです。

わたしたちの理性が
家族のきずなは
死後も続くことを
悟らせてくれるからです。
人の魂が
そう願っているからです。
そして神は
その実現の方法を
啓示してくださいました。
主の宮での
神聖な儀式こそが
それなのです。
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この世を去った人々は，
代理を務める生者を通して，
福音の儀式を
受けることができます。

神殿の祝福はすべての人に開かれてい
ます

しかし，もしこれらの儀式の祝福
が，現在末日聖徒イエス・キリスト
教会の会員となっている人だけに限
られるとしたら，どれも皆不条理な
ことに思われるでしょう。しかし実
際は，神殿に来て恵みにあずかる機
会は，これから先福音を受け入れ，
バプテスマを受けて教会に入るすべ
ての人に開かれています。そのた
め，教会は世界中に大規模な伝道
計画を推進し，可能なかぎりこの計
画を広げようと努めています。神よ
りの啓示の下，「あらゆる国民，部
族，国語の民，民族」に福音を伝え
ることは，教会の責任だからです。
しかし，かつて地上に生を受けな
がら福音を聞く機会のなかった人々
が無数にいます。彼らは，主の神殿
で得られる祝福を受けられないの
でしょうか。
この世を去った人々は，代理を務

める生者を通して，まったく同じ儀
式を受けることができます。死者の
ために地上で行われるバプテスマ，

結婚，家族の結び固めなどの儀式
を，受け入れるのも拒むのも，霊界に
いる当人たちの自由です。主の業に
強制はなく，あるのは機会なのです。

神殿内の仕事は，死者に対する生者の
愛による仕事です

この代理の仕事は，死者に対する
生者のたぐいない愛による仕事です。
そのためには，すでに世を去った
人々を見いだし，その身元を明らか
にする大がかりな家族歴史の探求
が必要です。その探求を援助する
ために，教会は家族歴史プログラム
を作り，世界に類を見ない探求のた
めの設備を整えています。家族歴史
の記録保管庫は一般公開され，教会
員ではない人々の先祖探求にも役
立ってきました。このプログラムは
全世界の系図学者から称賛を受け，
歴史記録を保護する手段として各国
で利用されています。しかしその本
来の目的は，先祖の身元を明らかに
する資料を教会員に提供して，自分
たちが享受している祝福を，亡くなっ
た先祖にもたらすことにあります。

人間の最も貴重な属性は愛であり，それは家族関係の中に最もよく表れます。

永遠の命を信じていながら，天におられる神が息子，娘に対して，

この愛を示してくださらないのではと思う人がいるでしょうか。

　

◀

 バプテスマフォント　
タヒチ・パペーテ神殿
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教会員はこのように考えています。
「自分が妻子を愛して永遠に一緒に
いたいと思うなら，亡くなった祖父や
曾
そう

祖
そ

父
ふ

，そしてほかの先祖たちも，
同じ永遠の祝福を受ける機会が
あってもよいのではないか」と。

神殿では，人生でほんとうに大切な事
柄について知る機会が得られます

このようにこれらの神聖な建物
は，膨大な働きの場であり，同時に
それは静かに敬

けい

虔
けん

に推進されてい
ます。それは黙示者ヨハネの記録
した質問と返答のあの示現を思い
出させてくれます。「『この白い衣を
身にまとっている人々は，だれか。
また，どこからきたのか。』……
『彼らは大きな患難をとおってき
た人たちであって，その衣を小羊の
血で洗い，それを白くしたのである。
それだから彼らは，神の御

み

座
ざ

の前
におり，昼も夜もその聖所で神に仕え
ているのである。』」（黙示 7：13－15）
この聖なる宮に来る人々は，中に
入ると白い衣を身にまといます。彼
らは皆，地元の教会指導者からふさ
わしさを認められ，推薦を受けて
やって来ます。彼らは清い心と清い
体を持ち，清い衣を身に着けて神の
神殿に入るよう求められるのです。

中に入るときは，俗事を後にして，神
にかかわる事柄に集中しなくてはな
りません。
この礼拝（もしもそのように呼べ
るとしたら）には報いが伴います。
この緊迫した時代に，世を離れて主
の宮に入り，そこで静かに神にかか
わる永遠の事柄に思いをはせたい
と思わない人がいるでしょうか。こ
の神聖な場所では，ほかのどこから
も得られない機会が与えられます。
そこでは，人生でほんとうに大切な
事柄，すなわち神とわたしたちとの
関係や，前世からこの世に続き，さ
らに再び人 と々会える将来へと続く
わたしたちの永遠の旅について知
り，思いを巡らすことができます。わ
たしたちは愛する人々や，自分に肉
体や精神，霊という受け継ぎをもた
らしてくれた遠い先祖たちとも再び
会うことができるのです。

神殿でわたしたちは神の永遠の祝福の
約束を与えられます

確かに神殿は，あらゆる建物の中
にあって異彩を放っています。それ
は神殿が教えの家であり，聖約と約
束の場所だからです。わたしたちは
聖壇で創造主なる神の前にひざま
ずき，永遠の祝福を約束されます。

確かに神殿は，
あらゆる
建物の中にあって
異彩を放っています。
それは神殿が
教えの家であり，
聖約と約束の
場所だからです。
わたしたちは聖壇で
創造主なる神の前に
ひざまずき，
永遠の祝福を
約束されます。

　

◀

 スウェーデン・ストックホルム神殿　
奉献日：1985 年 7月 2 日

◀ ユタ州マンタイ神殿　
奉献日：1888 年 5月 21日　
再奉献日：1985 年 6月14
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その神聖な約束を受けながら，贖
あがな

い
主，救い主なる御子イエス・キリスト
を思い，主と交わるのです。主はわ
たしたち一人一人のために身代わり
の犠牲となってくださいました。死
者は，自分自身のために働くことが
できません。わたしたちは神殿で彼
らのために，利己心を捨てて奉仕す
るのです。こうして，わたしたちは神
の真の神権の力を通して，最も神聖
な人間関係で結ばれます。夫と妻，
親と子，家族として時も死も超えた
きずなによって結ばれるのです。

この神聖な建物は，末日聖徒が迫
害によって容赦なく住む場所を転々
と追われたあの暗黒の時代にも，建
てられました。窮乏の時代にも繁栄
の時代にも建造され，守られてきま
した。これらの神殿は，大勢の人々
の力強い信仰の所

しょ

産
さん

です。彼らは，
生ける神と復活された主，そして預
言者と神よりの啓示に対して証を持
ち，主の宮でのみ得られる永遠の祝
福からもたらされる平安と確信への
証を持った人々なのです。
『聖徒の道』1992 年 6月号，3－ 8 から改変

この神聖な建物は，
窮乏の時代にも
繁栄の時代にも
建造され，守られてきました。
これらの神殿は，
大勢の人々の
力強い信仰の所

しょ

産
さん

です。
彼らは，
生ける神と復活された主への
証
あかし

を持った人々なのです。
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神殿の中でわたしたちは最も貴い贖
あがな

い
の儀式を受けることができます。

人が神殿へ行きたがる理由は
様々です。その外観を見ただけで
も，神殿には深遠なる霊的な目的が
あることが分かります。壁の内側で
はなおさらそれが明らかになります。
扉の内側へ一歩足を踏み入れれば，
そこが「聖

きよ

きを主に捧
ささ

ぐ」場所であ
ることを否めません。奉献された神
殿に入るとは，主の宮へ入ることな
のです。
自らをふさわしく整えた教会員
は，神殿で，人類に啓示された最も
貴い贖いの儀式を受けることができ
ます。この神聖な式典において，わ
たしたちは洗われ，油を注がれ，様々
な事柄を教えられ，エンダウメントを
受け，結び固めの儀式を受けます。

こうして自分自身の祝福を受けた後
は，このような祝福を受けることなく
世を去った人々のために，儀式を執
行できます。神殿の中では，この地
上の人 と々同様，すでに世を去った
人々に対してもこの神聖な儀式が行
われます。

神殿の様々な儀式と式典は簡素で美
しく，神聖なものです

聖文を注意深く読むなら，主は必
ずしもすべての人にすべての事柄を
示していらっしゃるのではないこと
が分かります。聖い事柄について知
るには，それなりに必要な資格を備
えていなければなりません。神殿の
儀式は，そのような資格を持つ人々
の間でのみ執り行われる儀式です。

聖なる神殿

十二使徒定員会会長

ボイド・K・パッカー会長 自 らをふさわしく
整えた教会員は，

神殿で，人類に啓示された
最も貴い贖

あがな

いの儀式を
受けることができます。

◀ パナマ・パナマシティー神殿　
奉献日：2008 年 8 月10 日
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わたしたちは神殿の儀式について，
神殿外では話しません。そう言いま
すと，神殿の儀式に関する事柄はそ
の恵みに浴するに足る選ばれた少数
の人々だけが学び得るものであっ
て，そのほかの人々は決して学べな
いと思われがちですが，実際はまっ
たくその逆です。わたしたちはだれ
もが神殿へ行く資格を持ち，神殿に
入る準備をするようにと，大きな力
を傾けています。神殿に参入した人
は，究極の目的を学んでいます。す
なわち，いつの日か，すべての生者と
死者が福音を聞き，神殿で提供され
ることを受け入れるか拒むかの機会
を与えられます。もしこの機会を失
う人がいるとすれば，それは本人が
自ら拒むからです。
神殿で行われる儀式は，単純明
快なものです。また，美しく神聖な
ものです。そして，準備のできてい
ない人々に施すことがないよう，公に
はされません。神殿に参入するため
の準備とは，好奇心を抱くことでは
ありません。深い関心を寄せることも，

それだけでは準備ではありません。
そうではなく，信仰を持ち，悔い改
め，バプテスマを受け，確認を受け，
ふさわしい生活をし，主の宮に招か
れる賓客にふさわしく成熟し，尊厳
を備えるという基本的なステップを
踏むことなのです。

ふさわしい人が神殿に参入できます

あらゆる面でふさわしく，また資
格を持った人であればだれでも神殿
に入ることができ，神聖な儀式を受
けることができます。
わたしたちは神殿の祝福の価値
や神殿で執り行われる儀式の神聖
さを一度肌で感じると，聖なる神殿
に入るために主がなぜ高い標準を
定められたかという疑いを抱くこと
がなくなります。
神殿に入るためには，有効な推薦
状を持っていなければなりません。
また，その推薦状には教会の適切
な指導者の署名がなければなりま
せん。ふさわしい人だけが，神殿に
参入できます。地元のビショップまた
は支部会長には，皆さんが神殿の儀
式を受ける前に，個人的なふさわし
さについて質問する責任があります。
この面接はとても大切です。なぜな
ら，それは聖任された主の僕

しもべ

ととも
に皆さんの人生の道

どう

程
てい

について考え
る機会だからです。皆さんの人生の
道程に何か間違ったことがあれば，
ビショップはそれを正す手助けをし
てくれるでしょう。こうして皆さん
は，自らの信条を表明し，主の承認
を得て神殿に参入するため，ふさわ
しい状態になれるよう助けを受ける
ことができるのです。

ふさわしい人だけが，
神殿に参入できます。
地元のビショップまたは
支部会長には，
皆さんが神殿の儀式を
受ける前に，
個人的なふさわしさ
について質問する
責任があります。
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初めて神殿に参入する場合は
もちろんですが，
すでに何度も参入している人も，
神殿で受ける教えが
象徴的なものであることを
心に留めておくとよいでしょう。
偉大な教師である主は，
象徴という方法を用いて，
教えを授けてくださいます。

神殿推薦状発行のための面接は，
ビショップと推薦状交付を希望する
会員だけで行われます。この面接
の折に，会員は自らの品行やふさわ
しさ，そして教会と教会の役員に対
する忠実さを問われます。その人
は，道徳的に清いこと，知恵の言葉
を守っていること，完全に什

じゅう

分
ぶん

の一
を納めていること，教会の教えに
従って生活していること，教会の教
えに反するもろもろのグループと親
しい関係を持ったり，同情的な態度
を執ったりしていないことを証言し
なければなりません。ビショップは
面接で話し合った問題については口
外してはなりません。これは最も大
切な点です。
ビショップの質問に対して然

しか

るべ
き返答をした人は，通常，神殿推薦
状を受けるにふさわしい人です。も
し推薦状申請者が戒めを守ってい
なかったり，生活の中で正さなけれ
ばならない，あるいは解決しなけれ
ばならない問題を抱えていたりした
場合には，その人自らが，真に悔い
改めたことを証明した後でなけれ
ば，神殿推薦状を発行することはで
きません。
ビショップとの上記のような面接
が終わると，ステーク会長とも同様
の面接を受け，その後，神殿の儀式
を受けられるようになります。

神殿の教えは象徴的です

初めて神殿に参入する場合はもち
ろんですが，すでに何度も参入して
いる人も，神殿で受ける教えが象徴
的なものであることを心に留めてお
くとよいでしょう。偉大な教師であ
る主は，象徴という方法を用いて，
教えを授けてくださいます。
神殿は，偉大な学校です。学問
の家なのです。神殿の中には，霊的
に深い事柄を学ぶにふさわしい理
想的な雰囲気があります。十二使徒
定員会の故ジョン・A・ウイッツォー
長老は，大学の傑出した学長で，世
界に名を知られた学者でしたが，神
殿の業に深い畏

い

敬
けい

の念を持っていま
した。彼はこう語っています。
「神殿の儀式では，救いの計画全
体が教えられている。時代から時
代へ，教会の指導者が語り続けた
教えが教えられ，理解し難い問題を
明らかにしている。神殿の教えは，
ゆがめたりこじつけたりすることなく，
偉大な救いの計画に当てはめること
ができる。エンダウメントは哲学的
見地から見ても首尾一貫しており，
神殿の儀式の真実性を示す強力な
論拠の一つとなっている。加えて，
神殿の儀式の概要，さらには福音の
計画全体を思うとき，神殿に入って

神殿に参入するための準備とは，

信仰を持ち，悔い改め，バプテスマを受け，確認を受け，ふさわしい生活をし，

主の宮に招かれる賓客にふさわしく成熟し，尊厳を備えるという基本的なステップを踏むことなのです。
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礼拝することは，福音の体系全体を，
心を新たにして見渡す非常に良い
方法である。」（“Temple Worship,”
Utah Genealogical and Historical 
Magazine , 1921年 4月号，58）
神殿で教えられることが象徴的な
ものであることを心に留めて神殿に
行くならば，必ずやビジョンは広が
り，多少なりとも高められたという気
持ちを味わい，霊的な事柄にかかわ
る知識を増し加えられるでしょう。
神殿の教えは壮麗なものです。人
の霊を鼓舞するものです。偉大な
教師である主は，絶えずたとえを用
いて弟子たちを教えられました。少
し分かりにくい事柄については，象
徴を用いて話されました。
神殿自体，一つの象徴です。夜，
全景を照明で彩られた神殿を見たこ
とのある方はお分かりでしょうが，何
と心を打つ光景でしょう。光を浴び
て闇

やみ

の中にそびえ立つ主の宮は，霊
の暗

くら

闇
やみ

に深く沈んでいくこの世に立
てられたイエス・キリストの福音の
力と霊感の象徴です。
神殿に入ったら，普段の服を脱い
で白い神殿着を着ます。着替えは
更衣室でしますが，更衣室にはロッ
カーと着替えのための場所があり，
終始だれにも見られることなく着替
えをすることができます。神殿で
は，何事も慎み深い状態に保たれる
ように考慮されています。ロッカー
で着替えを済ませたら，それまで着
ていた服と一緒に，世の煩いや関心
事，娯楽なども脱ぎ捨てることにな
ります。そして白い装いで更衣室を

出ると，あなたと同じように白い服
を着た周囲の人 と々一つになったと
感じることでしょう。

神殿結婚は神殿の儀式の中で究極の
ものです

神殿結婚を望んでいる人々は，そ
こで行われる事柄を知りたいと思う
でしょう。結び固め（結婚）の儀式
の言葉を神殿の外で言ってはいけま
せんが，部屋の美しさや静かで穏や
かな雰囲気，それにそこで行われた
神聖な儀式に立ち会って心の清めら
れる思いがしたことなどを話すのは
かまいません。
聖壇にひざまずいて結び固めの
儀式を受ける前に，儀式執行者は
花嫁花

はな

婿
むこ

に少し話をすることができ
ます。例えば，次のような話です。
「今

きょ う

日は御二人の結婚の日です。
きっと胸がいっぱいでしょう。神殿
は，このような儀式を執り行う聖なる
場所として建てられたのです。わた
したちは，この世にいるのではあり
ません。ここには世のものの力は及
びませんし，世のものはここで執り行
われる事柄に何の力も及ぼすことが
できません。わたしたちは世から離
れて，主の神殿にやって来ました。
今日この日は，御二人の生涯の中で
最も大切な日となるでしょう。
あなたがたは，あなたがたの霊の
宿る肉の幕屋を準備してくださった
両親に招かれて，この世に生まれ出
て来られました。そして，バプテス
マを受けました。聖なる儀式である
バプテスマは，罪の清め，死と復活，

光を浴びて
闇
やみ

の中にそびえ立つ
主の宮は，
霊の暗

くら

闇
やみ

に
深く沈んでいくこの世に
立てられた
イエス・キリストの
福音の力と
霊感の象徴です。

　

◀

 日本東京神殿　
奉献日：1980 年10 月 27 日
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そして新たな生命を得ることの象徴
です。バプテスマには，悔い改めと
罪の赦

ゆる

しが伴います。主の晩
ばん

餐
さん

で
ある聖餐を取るときにはバプテスマ
のときに交わした聖約を思い起こし
ますが，その聖約に忠実であれば，
罪の汚れから離れた状態を保ち続
けることができます。
花婿は，神権者として聖任されて
います。まずアロン神権を授けら
れ，たぶん，執事，教師，祭司のすべ
ての段階を踏んでこられたことと思
います。それから，メルキゼデク神
権を受けるにふさわしいと認められ
る日がやって来ました。アロン神権
よりも高いメルキゼデク神権は，神の
最も聖なる位に従う神権，すなわち
神の御子の位に従う聖なる神権です
（アルマ13：18；ヒラマン 8：18；
教義と聖約107：2－4 参照）。あ
なたは，この神権の中の一つの職を
与えられ，現在は長老です。
御二人は，すでにエンダウメント
を受けられました。エンダウメント
の儀式の中で，あなたがたは永遠の
可能性を賦与されました。しかし，
これはある意味で，この世から永遠
にわたって夫婦となるために聖壇に
進み出て，結び固めを受ける準備に
すぎません。あなたがたは今や家族
を構成し，自由に生命の創造に携わ

ることができます。そして，献身と犠
牲を通して子供たちをこの世に迎え，
はぐくみ，この世にいる間安全に生
活できるように助け，あなたがた御
二人がこの神殿に入られたように，
いつの日か子供たちも神殿に入っ
て，神殿の聖なる諸儀式を受ける光
景をその目で見るでしょう。
あなたがたは神殿に入るにふさわ
しい者とされ，自らの意志によって，
この場に足を運ばれました。あなた
がたは，お互いに結婚の聖約を受け
入れるという重大な責任を負ってお
り，この責任を果たすならば，限り
ない祝福を受けるでしょう。」

結び固めの力は地上と天をつなぐ

歴史的な面と教義的な面の双方
から神殿の業について理解したけ
れば，結び固めの力とは何かを理解
しなければなりません。また，少な
くとも，なぜ結び固めを行う権能を
持つ「鍵

かぎ

」がそれほど重大なのかを
考えてみなければなりません。
「イエスがピリポ・カイザリヤの地
方に行かれたとき，弟子たちに尋ね
て言われた，『人々は人の子をだれ
と言っているか。』……
シモン・ペテロが答えて言った，

『あなたこそ，生ける神の子キリスト
です。』

福音のすべての儀式は，
ある意味で，
この世から永遠にわたって
夫婦となるために
聖壇に進み出て，
結び固めを受ける
準備にすぎません。

神殿で教えられることが象徴的なものであることを心に留めて神殿に行くならば，

必ずやビジョンは広がり，少しなりとも高められたという気持ちを味わい，

霊的な事柄にかかわる知識を増し加えられるでしょう。
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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
はさいわいである。あなたにこの事
をあらわしたのは，血肉ではなく，
天にいますわたしの父である。
そこで，わたしもあなたに言う。
あなたはペテロである。そして，わ
たしはこの岩の上にわたしの教会を
建てよう。黄

よ

泉
み

の力もそれに打ち勝
つことはない。
わたしは，あなたに天国のかぎを
授けよう。そして，あなたが地上で
つなぐことは，天でもつながれ，あな
たが地上で解くことは天でも解かれ
るであろう。』」（マタイ16：13，16
－19）
ペテロは，この鍵を持つことにな
りました。結び固めの力，すなわ
ち，地上でつなぎ，結び固め，解く力
を持つ権能であり，天でも同様にす
る権能でした。このもろもろの鍵は

大管長，すなわち預言者，聖見者，
啓示者が保持します。この神聖な
結び固めの力が，今この教会にあり
ます。この権能の意味を理解してい
る人にとって，この権能ほど神聖な
ものはありません。また，この権能
ほど大切に保持されてきたものはほ
かにありません。いつの時代におい
ても，地上でこの結び固めの力を授
けられた人は，比較的少数でした。
現在では各神殿に結び固めの力を
持つ兄弟たちがいますが，それでも
そう多くはいません。そしてこの力
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か
らしか受けることができません。
預言者ジョセフ・スミスは，度々
次のような質問を受けたと語りま
した。「『このすべての儀式を受けな
ければ，救われないのでしょうか。』  
わたしはよくこう答えたものだった。

神殿の業と，
それを支える家族歴史の
探究の仕事ほど，
この教会にとって
大きな守りとなるものは
ありません。
またいかなる業も
この業ほどに
人の霊を磨き，
人に力を与えることは
できません。
加えて，この業ほど
高い標準が要求される
業もありません。
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『そのとおり，完全な救いを得ることは
できない』と。イエスはこう言われた。
『わたしの父の家には，すまいがたく
さんある。もしなかったならば，わ
たしはそう言っておいたであろう。
あなたがたのために，場所を用意し
に行くのだから。』（ヨハネ14：2）  
ここに書かれている『家』という言
葉は，王国という言葉に置き換えら
れる。最高の家へ昇栄する人はだれ
であれ，日の栄えの律法，しかもそ
のすべてに従わなければならない。」
（History of the Church ，第 6 巻，
184）

神殿の業は霊的な力の源です

神殿は，教会の霊的な強さの中心
です。敵は，教会全体やわたしたち
個人が聖なる霊感あふれる業に参与
できないようにしようとするでしょう。
神殿の業は末日聖徒や教会全体に
霊的な力を非常に豊かに与えるた
め，反対する力も強く働きます。
ユタ州ローガン神殿の定礎式のと
き，ジョージ・Q・キャノン管長は，
このような話をしました。
「神殿建設のための礎石が置か
れるとき，そして主が主の聖なる神
権に啓示された位に従って神殿が
完成するときにはいつも，地上のサ
タンの力は弱まり，神と神を敬う力
が増す。また，わたしたちのために
神の力によって諸天が揺れ動き，永
遠の神と神の御前に住む諸天使の
祝福をもたらす。」（“The Logan 
Temple,”Millennial Star，1877年
11月12日付，743）

悩み苦しむとき，また重大な決断
に迫られるとき，教会員は神殿に参入
できます。神殿は，心配事を持って
行くのにとても良い場所です。神殿の
中では，霊的な目を持てるからです。
儀式を受けている間中，わたしたち
はこの世から抜け出しています。
問題を抱えて気が転倒しているこ
ともあると思います。そのような場
合は一時にどっと不平不満がわき上
がってきて，何もはっきり考えられず，
見ることもできないものです。神殿
では，混乱する心の中に舞い上がっ
たほこりも地面に降り，霧やかすみも
うそのように晴れて，混乱した心のま
までは到底見いだせなかった道も，
善悪の区別もつかなかった物事も，
はっきりと「見る」ことができます。
神殿の神聖な儀式に出席するとき，
主はわたしたちを祝福してくださる
でしょう。神殿での奉仕の業に注
がれる祝福には限りがありません。
主はわたしたちに，この世的な面で
も霊的な面でも関心を向けてくださ
るでしょう。

神殿の業は，わたしたちにとって盾と
なり守りとなります

神殿の業と，それを支える家族歴
史の探究の仕事ほど，この教会に
とって大きな守りとなるものはありま
せん。またいかなる業もこの業ほど
に人の霊を磨き，人に力を与えること
はできません。加えて，この業ほど高
い標準が要求される業もありません。
神殿の業はわたしたち個人にとっ
ても，全体にとっても盾となり，守り
となります。
どうぞ神殿に参入してください。
そして，祝福を受けてください。神
殿の業は，聖なる業なのです。
『聖なる神殿に参入する備え』（冊子）

「神殿建設のために
礎石が置かれるとき，
そして主が
主の聖なる神権に
啓示された位に従って
神殿が完成するときにはいつも，
地上のサタンの力は弱まり，
神と神を敬う力が増す。」
―ジョージ・Q・
キャノン管長

　

◀

 ブラジル・クリティーバ神殿　
奉献日：2008 年 6月1日
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神殿は教会員にとって偉大な象徴です

自分自身の祝福のために神殿に
参入する特権を受けるのは，すばら
しいことです。そして，自分自身の
祝福のために神殿に参入してから後
に，すでに世を去った人々のために
働きをなす特権も実にすばらしいも
のです。神殿活動のこの部分は，無
私の働きによってなされます。しか
し，ほかの人のためにこの神殿活動
を行うと，わたしたち自身のもとに必
ず祝福が返ってきます。ですから，
主がわたしたちに神殿に心を向ける
民となるよう望んでおられるのは驚
くに当たりません。
主は神殿が教会員にとって偉大な
象徴であることを啓示の中で明らか
にされました。カートランドで聖徒
たちが神殿を建設する準備をしてい
たとき，主は預言者ジョセフ・スミス

を通して一つの勧告をお与えになり
ました。その勧告から主がわたした
ちに求めておられる態度と義にか
なった行いについて考えてください。
この勧告は現在も生きています。
「あなたがた自らを組織しなさい。
すべての必要なものを用意しなさい。
そして，一つの家，すなわち祈りの
家，断食の家，信仰の家，学びの家，
栄光の家，秩序の家，神の家を建て
なさい。」（教義と聖約 88：119）  わ
たしたちはこのような姿勢と行動を
望み，求めているでしょうか。

教会におけるわたしたちのあらゆる努
力は，聖なる神殿に通じています

福音を宣
の

べ伝え，聖徒を完全な者
とし，死者を贖

あがな

うためにわたしたち
がささげるあらゆる努力は聖なる神
殿に通じているのです。それである

末日聖徒イエス・キリスト教会　第14代大管長

ハワード・W・ハンター大管長（1907―1995年） 子 供たちの
目に触れるように，

家の中に神殿の写真を
飾ってください。
そして彼らに，
主の宮が建てられる
目的について教えてください。

神殿に心を向ける民

◀ ドイツ・フライベルク神殿　
奉献日：1985 年 6月 29 日　
再奉献日：2002 年 9月 7 日
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カートランドで
聖徒たちが
神殿を建設する
準備をしていたとき，
主は彼らに
こう言われました。
「一つの家，すなわち
祈りの家，断食の家，
信仰の家，学びの家，
栄光の家，秩序の家，
神の家を建てなさい。」

からこそ，神殿の儀式は絶対に必要
であり，わたしたちは神殿の儀式な
しに神の前に戻ることができないの
です。
主はまことに，主の民が神殿に心
を向ける民となるよう望んでおられ
ます。わたしはすべての教会員が神
殿に参入するにふさわしくなるよう
心の底から望んでいます。また，す
べての成人会員が神殿推薦状を受
けるにふさわしく，たとえ距離的な
問題ですぐには神殿に参入できなく
ても，あるいはしばしば参入できな
くても，現在有効な神殿推薦状を所
持することを望みます。

神殿は主に聖
きよ

さをささげる所であり，
わたしたちにとって聖なる場所です

わたしたちは神殿に参入し，神殿を
愛する民となろうではありませんか。
時間と金銭と個人的な状況が許す
かぎり，しばしば神殿に足を運ぼう
ではありませんか。亡くなった親

しん

戚
せき

のためだけでなく，神殿の礼拝に
よって個人の祝福を受け，この神聖
かつ聖別された建物の中で与えられ
る聖めと守りを受けるために参入し
ようではありませんか。神殿は美し
い場所です。啓示を受ける場所であ
り，平安を受ける場所です。そこは
主の宮です。主に聖さをささげる所
です。わたしたちにとって聖なる場
所です。

　

◀

 カートランド神殿　
奉献日：1836 年 3月 27 日

◀ ユタ州ローガン神殿　
奉献日：1884 年 5月17 日　
再奉献日：1979 年 3月13 日
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わたしたちは神殿に参入し，
神殿を愛する民と
なろうではありませんか。
時間と金銭と
個人的な状況が許すかぎり，
しばしば神殿に
足を運ぼうではありませんか。

神殿で味わう霊的な思いを子供
たちに伝えてください。より熱心に，
またもっと和やかな雰囲気の中で，
主の宮が建てられる目的について，
話しても差し障りのない事柄を子供
たちに教えるようにしましょう。子
供たちの目に触れるように，家の中
に神殿の写真を飾ってください。そ
して彼らに，主の宮が建てられる目
的について教えてください。神殿の
祝福を受けるふさわしさを身に付
け，神殿に参入する計画を，幼いうち
から立てさせてください。

わたしたちがふさわしい状態で神殿に
行くとき，主は喜ばれます

青少年がふさわしい状態で神殿に
行き，生きている間にバプテスマを
受ける機会のなかった人々のために
身代わりのバプテスマを受けること
を主は喜ばれます。わたしたちが主
と自分との間で聖約を交わし，また
夫婦として，家族として結び固めを
受けるために，ふさわしい状態で神
殿に参入することを主は喜ばれます。
さらに，これらの救いの儀式を死者に
代わって受けるために，ふさわしく神
殿に参入することを主は喜ばれます。
死者の多くは彼らのために儀式が
執行されるのを今や遅しと待ってい
るのです。
わたしたちにとって神殿を真の意
味での象徴とするには，そうしたい
と望まなければなりません。わたし
たちは神殿に入るにふさわしく生活
しなければなりません。主の戒めを
守らなければなりません。主に倣

なら

っ
て生活し，主の教えと模範を自分に

とって至高の模範とすることができ
れば，神殿に参入するためのふさわ
しさを身に付け，人生のあらゆる面
で首尾一貫した誠実な生活を送るこ
とはさほど難しいものではなくなり
ます。なぜならば，わたしたちはた
だ一つの神聖な標準に基づいて行
動し，一つの標準だけを信じると心
に決めているからです。家庭にいて
も，あるいは職場にあっても，学校
にいても，あるいは学校を卒業して
から長い歳月が過ぎ去っていても，
まったく一人で行動していても，ある
いは多くの人 と々交わっていても，わ
たしたちの歩むべき道や標準は明ら
かとなるでしょう。
原則を忠実に守り，教えに従って
高潔さと信仰をもって生活する力をつ
けること，これが最も大切なのです。
個人の生活において，家庭におい
て，家族の間にあって，ほかの人々
に出会い，影響を与えるあらゆる場
所において，真の原則から決して離
れないこと，神がわたしたちに最終
的に要求しておられるのはこの献身
です。そのためには，神が戒めの中
で与えられ，わたしたちが真実であ
ると知っている原則を心の底から，
永遠に大切にするという決意が必要
です。主の原則に誠を尽くし，忠実
であるならば，わたしたちは常にふ
さわしい状態で神殿に参入すること
ができます。そして主と主の聖なる
神殿はわたしたちが主の弟子である
ことの大いなる象徴となることで
しょう。
『聖徒の道』1994 年 11月号 2－7 から改作
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神殿が人々のために備えられているよ
うに，人々も神殿のために自分を備え
る必要がある

それぞれの神殿には，「聖
きよ

きを主
に捧

ささ

ぐ」1という言葉が刻まれてい
ます。その言葉は，神殿とその目的
がともに神聖であることを示してい
ます。神殿に参入する人々も清さを
身に付けていなければなりません。2 
神殿が人々のために備えられている
ように，人々も神殿のために自分を
備える必要があります。
神殿はほかの礼拝の家とは異な
ります。教会堂とは違い，神殿は安
息日には閉館します。人々がその聖
なる日に教会に集い，家族とともに
過ごせるようにするためです。その
ほかの週日には，神殿は神聖な儀式
を行うために開館します。神殿は文
字どおり主の宮であり，永遠にわたる
重要性を持つ儀式が執行されます。
それらの儀式として，バプテスマ，

結婚，エンダウメント，結び固めなど
があります。
それぞれの神殿は，神を信じるわ

たしたちの信仰を象徴するものであ
り，また死後の生活を信じるわたし
たちの信仰を証拠立てるものです。
教会におけるあらゆる活動，あらゆる
レッスン，一歩一歩の進歩が，神殿を
目指しています。福音を宣

の

べ伝え，
聖徒を完全な者とし，死者を贖

あがな

うと
いうわたしたちの努力はすべて，聖
なる神殿に至るものです。神殿の儀
式はきわめて重要です。それがな
ければ，わたしたちは神の栄光に戻
ることはできません。

神殿のそれぞれの儀式は厳粛な約束
を交わす行為である

神殿で，わたしたちはエンダウメン
トを受けます。エンダウメントは，文
字どおりには，賜

たま

物
もの

という意味です。

神殿の祝福のために
備える

十二使徒定員会

ラッセル・M・ネルソン長老 そ れぞれの神殿は，
神を信じる

わたしたちの信仰を
象徴するものであり，
また死後の生活を信じる
わたしたちの信仰を
証拠立てるものです。
教会におけるあらゆる活動，
あらゆるレッスン，
一歩一歩の進歩が，
神殿を目指しています。

◀ テキサス州ヒューストン神殿　
奉献日：2000 年 8 月 26 日
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わたしたちはその霊的な意味と，こ
の賜物を受けるときに交わす神聖な
聖約と義務を守ることの重要性を理
解する必要があります。それぞれの
「神殿の儀式は，受ければそれで済
むという儀式ではなく，厳粛な約束
を交わす行為です。」3

神殿のエンダウメントは啓示に
よって与えられました。したがって，
清い心で熱心に求めるときに，啓示
によって最もよく理解できます。ブリ
ガム・ヤング大管長は，次のように
語っています。「あなたにとってエン
ダウメントとは，主の宮において必要
なすべての儀式を受けることであ
り，あなたがこの世を去った後，番
人として立つ天使たちの前を通って，
御父のもとに帰り，……永遠の昇栄
を得られるようにするものです。」4

神殿で交わした神聖な聖約に従う人に
は，永遠の命を得る資格が与えられる

それぞれの神殿で，神権の結び固
めの権能が行使されます。ゴードン・
Ｂ・ヒンクレー大管長は，次のように
述べています。「王も，大統領も，わ
たしたちが属する世のいかなる組織
の役員も，墓の向こうの事柄を司る
権限を持ってはいません。すべての
人は死の及ぼす力の前に無力です。
しかし，結び固めの権能を受けた非
常に謙虚で，善良で，義にかなった
大祭司が地上において結ぶことは，
天でも結ばれるのです。」5

神権が永遠であり，初めもなく終
わりもないように，その神権の権能
も永遠です。6 そのため，神権の儀
式と聖約もまた時を超越します。
天使モロナイから預言者ジョセフ・
スミスに与えられた最初の啓示は，

この神権の権能に関するものでした。7 
神殿に関して預言者に与えられたそ
の後の指示の中で，主は次のように
告げておられます。
「わたしの名のためにこの家を建
てて，わたしがそこで民に儀式を示
すことができるようにしなさい。
わたしは創世の前から隠されてき
たこと，すなわち時満ちる神権時代
に関することを，わたしの教会に示
そうと思うからである。」8

わたしたちはその神権時代に生
活しています。まさに預言されたと
おりに，神殿，儀式，聖約，エンダウ
メント，また結び固めが回復されま
した。神殿の儀式によって主との和
解が成立し，家族は永遠に結び固め
られるのです。神殿で交わした神聖
な聖約に従う人には，永遠の命，す
なわち人に与えられる神のあらゆる
賜物の中で最大のものを得る資格
が与えられます。9

進んでよく備える人は神殿に参入できる

神殿は神聖であるため，主は，神
殿を汚すことのないよう望んでおら
れます。その特権にあずかるために
進んでよく備える人は，だれでも参入
することができます。備えの概念は
努力を要するほかの分野にも広く及
ぶものです。自分の少年時代を思
い出します。わたしは両親に，大学
に進学したいという気持ちを伝えま
した。すると両親は，それまで勉学
に励み，大学への入学に必要な条件
をすべて満たして初めてそれが可能
になると答えました。同様に，わた
したちは神殿に参入する資格を満た
さなければなりません。肉体的に，

ブリガム・
ヤング大管長は，
次のように語っています。
「あなたにとって
エンダウメントとは，
主の宮において
必要なすべての儀式を
受けることであり，
あなたが
この世を去った後，
番人として立つ
天使たちの前を通って，
御父のもとに帰り，
……永遠の昇栄を
得られるように
するものです。」
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知的に，また霊的に備えるのです。
推薦状の発行を願う人は皆，個人ご
とに適格性を判定されます。
神権の権能の鍵

かぎ

と責任を持って
いる人々が，神殿推薦状の面接を行
うことによって，わたしたちの準備を
手伝ってくれます。これらの指導者
は，わたしたちを心にかけ，また神
殿に参入する備えができているかど
うか自分で判断できるように助けて
くれます。また，彼らは主を愛してお
り，「清くないものが〔主〕の宮に入
るのを許されてこれを汚すというこ
とが決して〔ない〕」ようにします。10 
このように，これらの面接は報告の
場として用いられます。

あなたは神殿推薦状を受けるた
めにどのような備えをしていますか。
ビショップリックに，また両親や家
族，ステーク会長会，教師，定員会ア
ドバイザーに助言を求めることがで
きます。条件は簡単です。簡潔に言
えば，必要なのは，その宮の主の戒
めを守ることです。主は標準を定め
ておられます。わたしたちはその御
方の客として神殿に参入するのです。
主は，すべての成人会員が有効な
神殿推薦状を受けるにふさわしくあ
り，それを保持するならば，喜ばれ
ることでしょう。「〔ビショップリッ
クの一員〕とステーク会長会の一員
から神殿推薦状のための面接を受
けることは，貴重な経験です。ある
意味で，この面接は，大いなる裁き
主の前に立って審問を受けるときに

わたしたちは
神殿に参入する資格を
満たさなければなりません。
肉体的に，知的に，
また霊的に備えるのです。
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神殿に参入するにふさわしい服装をすることで肉体的に備えるのです。

神殿は普段着で行く所ではありません。

聖なる神殿に参入しようとする人々は，特に肉体を尊ばなければなりません。

備えて行われる，本番さながらの大
切なリハーサルのようなものと考え
られます。」11

神殿参入するために肉体的に備える

さて，神殿推薦状を手にしたあな
たは，さらなる備えをする準備がで
きています。神殿に参入するにふさ
わしい服装をすることで肉体的に備
えるのです。神殿は普段着で行く所
ではありません。末日の預言者たち
は自分の肉体を尊ぶことを強調して
います。聖なる神殿に参入しようと
する人々は，特に肉体を尊ばなけれ
ばなりません。12

神殿内では，すべての人が汚れの
ない白い衣服を着ます。「白い衣服
が象徴する清さは同様に，神が一
つの清い民を持たれるということを
わたしたちに思い起こさせます。」13 
年齢，国籍，言語は，また教会にお
ける職さえも，第二義的なものです。
わたしはこれまで，大管長が参加す
るエンダウメントに何度も同席してき
ました。室内の人は皆，大管長に対
するのと同様の敬意を払われていま
した。全員が並んで座り，主の目に
等しく見なされます。平等の服装で

行われる神殿参入は，「神は人をか
たよりみないかた」14 であることを思
い起こさせます。
花嫁と花

はな

婿
むこ

は，この世においても
永遠にわたっても結婚するために神
殿に参入します。神殿内で，花嫁は
白い衣服を着ます。長袖で，デザイ
ンと布地が慎み深く，過度な装飾の
ないものです。男性はタキシードや
礼服を着ません。現在十二使徒定
員会会長であるボイド・Ｋ・パッカー
会長は，次のように述べています。
「体を洗い，高価でなくても清潔なも
のを身に着けて行けば，主は喜んで
くださるでしょう。聖餐会や公式の
場に出られる服装をすればよいの
です。」15

神殿の服装について言えば，母親
と祖母は子供と孫に大きな，良い影
響を与えることができます。技能と
状況に応じて，母親と祖母は家族に
目に見える動機づけをすることがで
きます。母からの贈り物である手刺
しの刺しゅうが施されたハンカチ
や，そのほか神殿で身に着けるもの
は，愛する子供や孫に，大事にした
いという強い気持ちを抱かせること
ができます。

神殿内では，
すべての人が
汚れのない白い衣服を着ます。
平等の服装で行われる
神殿参入は，
「神は人を
かたよりみないかた」
であることを
思い起こさせます。

　

◀

 南アフリカ・ヨハネスバーグ神殿　
奉献日：1985 年 8 月 24 日
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神殿ガーメントは決意の維持を象徴
する

神殿ガーメントを着用することは
象徴的に大きな意味があり，それは
決意の維持を表します。救い主が
最後まで堪え忍ぶ能力の模範を示
してくださったように，ガーメントを
着用することは，救い主と，救い主と
の間に交わした永遠の聖約を信じ
る信仰を持ち続けていることを示す
一つの方法です。
大管長会はこの件について教会
に手紙を書き送っています。それは
次のとおりです。
「教会員の中には，聖なるエンダウ
メントの趣旨に従ってガーメントを身

に着けるという，神殿の中で交わした
聖約を十分に理解していないような
行動を取る人が度 見々受けられます。
神殿の中でガーメントを着用した
教会員は，生涯それを身に着けると
いう聖約を交わしています。この聖
約は，昼夜を問わずガーメントを肌
着として身に着けるという意味に解
釈されています。……守りと祝福が
与えられるという約束は，忠実にま
たふさわしい態度で聖約を守る人々
に与えられます。
基本原則は，ガーメントを常に身に
着け，やむを得ない場合以外は脱が
ない，というものです。したがって，
庭仕事をしたり，家庭で水着や慎み

適切な神殿の
服装に関して，
母親と祖母は子供と孫に
大きな，良い影響を
与えることができます。
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のない服装でくつろいだりするため
に，ガーメントの一部または全部を
脱ぐようなことをしてはなりません。
また，通常の衣服の下にガーメント
を正しく着用して行うことのできる
普通のレクリエーション活動に，わ
ざわざガーメントを脱いで参加して
はなりません。水泳のように，ガーメ
ントを脱ぐ必要がある場合でも，終
わり次第できるだけ早くに再び着用
してください。
この聖約の中には体を適度に覆う
という慎みの原則が含まれており，
身に着ける衣服はすべてこの標準に
合ったものでなければなりません。
エンダウメントを受けた教会員は，
主と交わした神聖な聖約のしるしと
して，また，誘惑と悪から身を守るも
のとしてガーメントを着用します。
ガーメントをどのように着用するかに
より，各自がどれほど強く救い主に従
う決意をしているかが分かります。」16

神殿参入するために知的に，また霊的
に備える

肉体的な備えのほかに，わたした
ちは知的に，また霊的に備える必要
があります。神殿の儀式と聖約は神
聖なものですから，神殿内での出来
事について神殿の外で話さないとい
う絶対的な義務を負っています。神
聖な事柄には，相応の配慮が必要
です。
この学びの家で，わたしたちは主の

方法により教えを受けます。主の方
法は人の方法とは異なっています。17 

その教え方がわたしたちのよく知っ
ている教育界で使用されている方法
とは異なっているとしても，驚くには
当たりません。神殿の儀式と聖約
は，アダムとエバの時代から福音に
不可欠の部分でした。昔は深遠な
真理を教えるために数々の象徴が
使われました。そして，この教授法
が今

こん

日
にち

，神殿で使われています。
したがって，わたしたちは神殿で
示される象徴について深く考え，また
それぞれの象徴が意味する重要な事
実に目を向ける必要があります。18 
「神殿の儀式は生涯にわたる実りあ
る熟考と修養を促すために，象徴的
趣意にあふれています。」19 神殿の
教えは実に簡潔であり，ひたすら美
しいものです。それは教育を受ける
機会のほとんどなかった人々にも理
解できるものでありながら，教養の
ある人の知性を刺激します。
初めて神殿に参入する会員は，

『聖句ガイド』の神殿に関する項を
読むようにしてください。「油注ぎ」
「犠牲」「神殿；主の宮」「聖約（契
約）」などです。また，出エジプト記
第 26 章から第 29 章とレビ記第
8 章も読むとよいでしょう。旧約聖
書や高価な真珠のモーセ書とアブラ
ハム書は，神殿活動が昔に行われて
いたこと，またその儀式が永続する
ものであることを強調しています。

この学びの家で，
わたしたちは
主の方法により
教えを受けます。
主の方法は人の方法とは
異なっています。
神殿の教えは
実に簡潔であり，
ひたすら美しいものです。

　

◀

 フィンランド・ヘルシンキ神殿　
奉献日：2006 年10 月 22 日
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神と交わした聖約を守ることにより，
守りと力を得る

神殿に備えるとき，特に心に留めて
おく必要のあることが二つあります。
第 1は聖約です。聖約は約束であ
ることを覚えておく必要があります。
神と交わした聖約は，わたしたちを
拘束するものではなく，守ってくれる
ものと見なすべきです。神との聖約
は，わたしたちを危険から守ってく
れます。
この考え方は新しいものではあり
ません。例えば，飲料水の水質が悪
ければ，その水をろ過します。それ
と同じように，神聖な聖約はわたし
たちを害悪から守ります。神の御

み

心
こころ

に添わないものをすべて拒む 20 とい
う選びをするとき，わたしたちは価
値のあるものを決して失わず，永遠
の命を得る人々だけが知ることので
きる栄光を得ます。神殿の聖約を守
ることは，制約を受けることではな
く，力を得ることです。それは，自
分自身の展望や能力を超えてわたし
たちを高めてくれます。それは，ぬ
かるんだ原野をとぼとぼと歩くこと
と，超音速ジェット機で空高く舞い
上がることくらい違います。神との
聖約を守ることは，守りと力の両方
を得ることです。
知的な備えについて強調すべき
第 2の概念は，贖

しょく

罪
ざい

です。イエス・
キリストの贖罪は，人類史の中心に

位置する行為です。それは救いの
計画の核を成すものです。無限の
贖罪がなければ，全人類はまったく
失われてしまうでしょう。神殿の儀
式と聖約は，贖罪のもたらす贖いの
力について教えています。

永遠の命は神殿で交わした聖約に従う
ことによって得られる

神殿での奉仕は，現世でも永遠に
おいてもわたしたちに祝福をもたら
します。十二使徒定員会のニール・
Ａ・マックスウェル長老は，次のよう
に述べています。「神殿活動は，こ
の世からの逃避ではなく，この世を
改善する必要性を再認識するととも
に，来

きた

るべき世という，より良い別の
世界に向けて自分を備えるものなの
です。このように，主の宮に行くこと
はこの世にあってこの世のものとな
らないための手段となります。」21

わたしたちは現世で誠実かつ忠
実であれば，永遠の命を得ることが
できます。不死不滅とは永遠に生き
ることです。永遠の命には，単に不
死不滅であること以上の意味があり
ます。永遠の命とは，最高の天にお
ける昇栄を得て，家族単位で生活す
ることです。神は，大いなる業の声
明として，「人の不死不滅と永遠の
命をもたらすこと」が「わたしの業
であり，わたしの栄光である」22 と
宣言されました。神からの不死不滅
の賜物は，無条件で与えられるもの，

無限の贖
しょく

罪
ざい

がなければ，全人類はまったく失われてしまうでしょう。

神殿の儀式と聖約は，贖罪のもたらす贖
あがな

いの力について教えています。

永遠の結び固めという
祝福を受けると，
わたしたちは，
神の偉大な幸福の計画の
必要な部分として
死と向かい合うことが
できます。
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すなわち全人類への無償の救いの
賜物です。わたしたちは，神の聖な
る神殿で交わした聖約に従い，儀式
を受けることにより，永遠の命すな
わち昇栄の可能性を手に入れること
ができるのです。
神殿の祝福は，愛する人が亡く
なって家族の輪から取り去られると
き，非常に意味の深いものとなります。
別離の期間がほんのひとときにすぎ
ないのを知ることで，普通の理解を
超える平安をもたらされます。23 
ジョセフ・フィールディング・スミス
大管長は，次のように述べています。

「エリヤが与えたこの神権の力によ
り，夫婦は永遠に結び固められる，
すなわち永遠の夫婦となることがで
きる。また子供たちは永遠に両親
に結び固められる。このようにして
家族のきずなは永遠に続くものとな
り，死が家族を隔ててしまうことは
なくなった。」24 永遠の結び固めと
いう祝福を受けると，わたしたちは，
神の偉大な幸福の計画 25 の必要な
部分として死と向かい合うことがで
きます。

神殿で得る永遠の展望は，人生の試練
に耐える強さを与えてくれる

永遠の展望は，交わした聖約を完
全に守ろうとする気持ちを保つのに
役立ちます。パッカー会長は，次の
ように強調しています。「儀式と聖
約は，神のみもとに行くための資格
証明書になります。ふさわしくなっ
てそれを受けることは，生涯の目標
であり，最後までそれを守ることは，
この世におけるチャレンジです。」26

神殿の儀式は，自分の永遠の栄
光に関係するだけでなく，亡くなっ
た先祖の栄光にも関係します。「彼
らの救いはわたしたちの救いにとっ
て必要であり，不可欠だからです。
……わたしたちなしには彼らが完全
な者とされることはない……よう
に，わたしたちの死者なしには，わ
たしたちも完全な者とされることは
ないのです。」27 先祖のために行う奉
仕は，わたしたちが神殿での礼拝を
継続して行う機会を与えてくれます。
かつて生を受けたすべての人に祝福
をもたらすために贖罪の業を行われ
た主の模範に倣

なら

って，わたしたちは無
私の心で身代わりの業を行うのです。

「神権の力により，夫婦は
永遠に結び固められる，
すなわち永遠の夫婦と
なることができる。
また子供たちは永遠に
両親に結び固められる。
このようにして
家族のきずなは
永遠に続くものとなり，
死が家族を隔ててしまう
ことはなくなった。」―
ジョセフ・フィールディング・
スミス大管長
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いつの日か，わたしたちは必ず，造
り主にまみえ，裁きの法廷で造り主
の前に立ちます。聖典は次のように
教えています。「門を守る者はイス
ラエルの聖者である。聖者はここに
は僕
しもべ

を使われない。またその門を
通る以外に，ほかの道はない。そし
てその御方を欺くことはできない。
その御方の御名は，主なる神だから
である。」28 わたしたちが神殿で主
と交わした聖約に誠実であり，聖約
を守る人々に約束された栄えある祝
福を受けるに値するかどうかは，主
御自身が判断されます。
この展望は，人生の試練に耐える
強さを与えてくれます。パッカー会
長は，次のように述べています。

注

 1. 出エジプト28：36；39：30；詩篇 93：5 参照
 2. 出エジプト19：5－ 6；レビ 19：1－2；詩篇
24：3－ 5；1テサロニケ4：7；モロナイ10：32
－33；教義と聖約 20：69；110：6－ 9 参照。
『聖句ガイド』「清さ」の項も参照

 3. Teachings of Gordon B. Hinckley（1997 年），
638

 4. Discourses of Brigham Young ，ジョン・A・ウ
イッツォー選（1954 年），416

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley，639
 6. 『聖句ガイド』ジョセフ・スミス訳ヘブル 7：3；ア
ルマ13：8 参照

 7. 教義と聖約 2：1（1823 年 9月 21日付）参照。教
義と聖約138：47－ 48も参照

 8. 教義と聖約 124：40 － 41
 9. 教義と聖約 14：7 参照
 10. 教義と聖約 109：20
 11. ラッセル・Ｍ・ネルソン『聖徒の道』1991年 1月号，
82 参照

 12. ゴードン・Ｂ・ヒンクレー『リアホナ』2001年
1月号，67；「母親としての最も大きなチャレン
ジ」『リアホナ』2001年 1月号，115 参照。ヒン
クレー大管長はこの説教の中で，次のような大
管長会と十二使徒会の声明を読み上げている。
「教会は入れ墨を入れることに反対します。また，
医療上の目的のほか，体に穴を開けることにも反
対いたします。ただし，女性が 1 組のイヤリング
を着けるために，耳に最小限の穴を開けることは
問題ではありません。」「若人への預言者の勧告と
祈り」『リアホナ』2001年 4 月号，37も参照

 13. ニール・Ａ・マックスウェル，Not My Will, But Thine
（1988 年），135；教義と聖約100：16も参照

 14. 使徒 10：34。モロナイ8：12も参照
 15. ボイド・Ｋ・パッカー，The Holy Temple（1980
年），73

 16. 大管長会の手紙，1988 年 10月 10 日付
 17. イザヤ 55：8－ 9 参照
 18. ジョン・Ａ・ウイッツォー，“Temple Worship,”Utah 
Genealogical and Historical Magazine ，1921年
4月号，62 参照

 19. リチャード・Ｇ・スコット『リアホナ』1999 年 7月
号，30

 20. モロナイ10：32；『聖句ガイド』ジョセフ・スミ
ス訳マタイ16：26 参照

 21. ニール・Ａ・マックスウェル，Not My Will, But 
Thine ，135

 22. モーセ 1：39
 23. ピリピ 4：7 参照
 24. 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 2 巻，118

 25. アルマ42：8 参照
 26. ボイド・Ｋ・パッカー『聖徒の道』1987 年 7月
号，25

 27. 教義と聖約 128：15
 28.  2 ニーファイ9：41
 29. ボイド・Ｋ・パッカー『聖徒の道』1995 年 7月
号，8

それぞれの神殿は，
教会における
会員であることの象徴として，
死後の生活を信じる
信仰のしるしとして，
またわたしたちと
家族のための
永遠の栄光への踏み石として
立っています。

「教会の教えが最終的に目指してい
るものは，主イエス・キリストを信じ
る信仰の中で，親と子を一つに結び
つけることです。それは彼らが家庭
で幸福になり，永遠の結婚による結
び固めを受け，世代同士を結びつ
け，天の御父のもとでの昇栄を確信
できるようにするためです。」29

それぞれの神殿は，教会における
会員であることの象徴として，死後
の生活を信じる信仰のしるしとし
て，またわたしたちと家族のための
永遠の栄光への踏み石として立って
います。わたしは，教会の各会員が
神殿のすばらしい祝福のために備え
るように願っています。
Ensign ，2002 年 3月号，17－23 から改作

　

◀

 ブラジル・レシフェ神殿　
奉献日：2000 年12 月15 日
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定められた「場所」

神殿の基本的な概念は，現在も
過去も，神聖と見なされる礼拝を行
うために特別に定められた「場所」，
また神聖さのとどまる「場所」を指
しています。さらに制限された用法
では，神殿は神聖な礼式と儀式を行
うために建てられ，もっぱらそのた
めに利用される「建物」を指します。
ラテン語の“ templum”は，ヘブラ

イ語の“ beth Elohim”に相当し，「神
の住まわれる所」という意味があり
ます。したがって，文字どおり，これ
は主の宮を意味します。
様々な時代に，偶像礼拝者や，ま

ことの生ける神に従う人々が，そのよ
うな建物を建設してきました。この
ような神殿の外庭は一般の集会や
公の儀式を行う場所として使用され
る一方，建物の奥の方は常に，聖職
者のみが入ることを許されました。

そこには神の臨在があるとされたの
です。神殿は一般の人々が参加する
集会場所とされたことは決してなく，
神聖な建物として，礼拝制度におけ
る最も神聖な儀式を行う所とされま
した。

古代イスラエルの幕屋

昔，イスラエルの民は，
生ける神の名によって
聖所を建てる者として
諸国民の中で際立った

存在でした。この働きは特別にエ
ホバから求められ，彼らはエホバに
仕えていると公言していました。一
つの国民としてのイスラエルの歴史
は，出エジプトから始まります。彼
らはエジプトの偶像礼拝の境遇か
ら脱するやいなや，直ちに聖所を準
備するように求められました。エホ
バが御

み

姿
すがた

を現され，彼らによって受

古 代においても
現代においても，

主の聖約の民は，
神殿の建設が
自分たちに託された
特有の務めであると
考えてきました。

十二使徒定員会

ジェームズ・E・タルメージ長老（1862―1933年）

神殿の歴史

◀ 20世紀の初めに撮影された
カートランド神殿の内部の写真。
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け入れられた主として王として，
御
み

心
こころ

をお知らせになる場所とす
るためでした。
幕屋は，エホバの聖所として，

イスラエルにとって神聖なもので
した。それは啓示された方法と
詳細な指示に従って建てられた
ものでした（出エジプト26－
27 章参照）。それは小型の運搬
可能な建物として建設されまし
た。それは天幕にすぎませんで
したが，民が所有していた最上
の，最も高価な，最も貴重な材料
で造られました。この最高の造
形物は一つの国民が主にささげ
たものでした。それはあらゆる
点で，民がささげることのできる
最高のものでした。そしてエホバ
は神として，ささげられた贈り物
を受け入れて聖別されたのです。
イスラエルが約束の地に定住
した後，すなわち 40 年間の荒れ
野での放浪生活を終えて，聖約

の民がついにカナンを自分の地
としたとき，幕屋はシロに安住の
場所を与えられました。そして，
諸部族は神の御心と御

み

言
こと

葉
ば

を知
るためにこの地にやって来たので
す（ヨシュア18：1；19：51；21：
2；士師 18：31；サムエル上 1：
3，24；4：3－4 参照）。その後，
幕屋はギベオンに移され（歴代
上 21：29；歴代下 1：3 参照），
さらにダビデの町，シオンに移さ
れました（サムエル下6：12；歴
代下 5：2 参照）。

ソロモンの神殿

イスラエルの 2 代目
の王ダビデは，神の
聖所が天幕にすぎ
ないのに王が香柏

の宮殿に住んでいるのはよくない
と語り，主のために宮を建てたい
と考えてその計画を進めました
（サムエル下 7：2 参照）。しかし，

主は預言者ナタンの口を通して
語り，申し出のあったささげ物を
受け入れるのを拒否されました。
なぜならイスラエルの王ダビデ
は多くの点で神の御心に従う人で
したが，罪を犯しており，彼の罪
は赦

ゆる

されていなかったからです
（サムエル下 7：1－13；歴代上
28：2－3 参照）。それでも，ダ
ビデは主の宮のための資材を集
めることは許されました。しかし
その建物はダビデではなく，息
子のソロモンが建てることになり
ました。
ソロモンは王位を継承すると
すぐに神殿建設事業に着手しま
した。彼は治世の第 4 年に基礎
を据え，7年半でその建物を完
成させました。ソロモン神殿の
建設は，イスラエルの歴史だけで
なく，世界の歴史にとっても，画
期的な出来事でした。

　

◀

 モーセはアロンに油を注ぎ，
幕屋の中で奉仕する祭司としました。

　

◀

 幕屋はイスラエルが荒野を放浪している間，
運搬可能な神殿としての役割を果たしました。
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一般に受け入れられている年
代記によれば，その神殿は紀元
前約1005 年に完成しました。
建築技術や建築様式の面から
も，設計や費用の面からも，それ
は歴史上最も際立った建物の一
つとして知られています。奉献式
は 7日間行われました。それ
は，イスラエルにとって聖なる喜
びの1 週間でした。祭司たちが
出て来たとき，雲が聖所に満ち，
主が恵みをもってそれを受け入
れられたことが示されました。
「主の栄光が神の宮に満ちたか
らである」（歴代下 5：14。出エ
ジプト40：35；歴代下 7：1－
2も参照）

汚されたソロモンの神殿

この壮麗な建物の栄光は長く
は続きませんでした。神殿が奉
献されて 34 年後，すなわちソロ

モンの死後わずか 5 年で，衰退
が始まりました。この衰退は間
もなく広範囲な略奪へと進み，
ついには実際に神殿の神聖さが
汚されることになりました。ソロ
モンは，偶像礼拝を行う女たち
に惑わされました。そして，彼の
道を踏み外した行為により，イス
ラエルの罪悪が助長されました。
神殿はすぐに神聖さを失い，エ
ホバはもはや聖なる状態にない
その場所から守りの手を取り去
られたのです。
その民イスラエルはかつてエ
ジプトでの奴隷の状態から救い
出されたにもかかわらず，再びエ
ジプト人の圧制を受けることにな
りました。エジプトの王シシャク
は，エルサレムを攻め落とし，「主
の宮の宝物……を奪い去った」
のです（列王上 14：25－26）。

その神聖を汚す行為は何世紀に
もわたって続きました。エジプト
による略奪から216 年後，ユダ
の王アハズは祭壇と洗盤を取り
去りました。しかし，かつて神殿
であった建物だけは残しました
（列王下16：7－9，17－18 参照。
歴 代下 28：24－25も参 照）。
後に，バビロンの王ネブカデネザ
ルは神殿からことごとく略奪し，
その建物を焼き払ってしまいまし
た（歴 代 下 36：18－19 参 照。
列王下 24：13；25：9も参照）。

ゼルバベルの神殿

このように，わたし
たちの主がこの世に
来 ら れ る およそ
600 年前に，イスラ

エルは神殿のないまま放置され
ました。その民は偶像礼拝の民
となり，すっかり邪悪になってい
ました。そこで主は彼らを拒み，
彼らの聖所も拒絶されました。

　

◀

 紀元前 1005 年に完成したソロモンの神殿は，
歴史上最も際立った建物の一つです。

　

◀

 ソロモンの神殿の奉献式は7日間行われました。
それは，イスラエルにとって聖なる喜びの1週間でした。
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12 部族のうちのおよそ10 部族か
ら成るイスラエルの王国は，紀元
前約 721年にアッスリヤに支配さ
れ，さらに1世紀後には，ユダ王
国もバビロニアに征服されていま
した。後にユダヤ人として知られ
るようになったユダの民は，かつ
て預言されたとおり，70 年間捕
囚の状態になりました（エレミヤ
25：11－12；29：10 参照）。
その後，友好的なクロス（エズ
ラ1，2 章参照）とダリヨス（エ
ズラ6 章参照）の統治下に，彼
らはエルサレムに帰って再び彼
らの信仰に従って神殿を建てる
ことを許されました。再建され
た神殿は，その工事の監督者を
記念して，ゼルバベルの神殿とし
て歴史上知られています。この
神殿は壮麗なソロモンの神殿に
比べると仕上げや調度品の豊か
さでは劣るものの，民が建てるこ
とのできた最上のものでした。

そのため，主は聖約の民の愛と
献身を表すささげ物としてそれを
受け入れられました。

ヘロデの神殿

キリストの降誕のお
よそ16 年前に，ユダ
ヤの王ヘロデ 1世
が，当時すでに荒れ

果てていたゼルバベルの神殿の
再建に取りかかりました。その
建物は建設されて 5世紀たつ間
に，時の経過とともにひどく荒れ
ていたことは疑いありません。
救い主の地上での生活におけ
る多くの出来事は，ヘロデの神
殿に関係しています。聖文から
明らかなように，神殿が卑俗な
商売に利用され，汚されていた
にもかかわらず，キリストは神殿
の神聖さを認めておられました。

それがだれの名で知られていよ
うと，神殿は主のために建てられ
た主の宮でした。
主はまだ肉体を持って生活し
ておられたときに，その神殿が完
全に破壊されることを予告されま
した（マタイ24：1－2；マルコ
13：1－2； ル カ21：6 参 照）。
そして，紀元 70 年にティトゥスの
統治下にローマ人によってエルサ
レムが占領された際，神殿は火に
よって完全に破壊されたのです。

古代アメリカの神殿

ヘロデの神殿は，古
代に東半球に建てら
れた最後の神殿です。
その偉大な建物の

破壊から19 世紀におけるイエス・
キリストの教会の再建の時に至る
までの神殿建設の唯一の記録は，
モルモン書に見られるものです。

　

◀

 バビロニアに捕囚されている間に，
ユダヤ人はエルサレムに戻って
神殿を再建することを許されました。

　

◀

 救い主の地上での生活における多くの出来事は，
主が神殿の神聖さを認めておられたことを
示しています。
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モルモン書が確言しているよう
に，現在アメリカ大陸として知ら
れている地に幾つかの神殿が建
てられました。しかし，西半球の
これらの神殿に関する建設の詳
細や執行された儀式の詳細はほ
とんど分かりません。その民は
紀元前 570 年ごろに一つの神殿
を建てました。これはソロモン
の神殿に倣って造られましたが，
その壮麗さと費用の面ではその
豪華な建物にははるかに及ばな
かった（2ニーファイ5：16 参照）
ことをわたしたちは知っています。
復活された主が西半球のニー
ファイ人に御姿を現されたとき，
民が神殿の周りに集まっている
のをご覧になりました（3ニー
ファイ11：1－10 参照）。

しかしながら，モルモン書はエ
ルサレムにある神殿の破壊のと
き以降，神殿については何も述
べていません。さらに，ニーファ
イ人の国もキリストの時代からお
よそ4世紀足らずで存在しなく
なりました。したがって，東西両
半球で大背教の初期の時代に神
殿が存在しなくなり，特別な意味
を持つ神殿の真の概念が人類の
間からなくなってしまったことは
明らかです。

背教と回復

その後，何世紀もの間，主に
聖所はささげられませんでした。
事実，その必要性が認められな
かったことは明らかです。たしか
に多くの建物が建てられ，そのほ
とんどは高価で壮大なものでし
た。あるものはペテロやパウロ，

ヤコブやヨハネにささげられ，ま
たあるものはマグダラのマリヤや
聖母にささげられました。しか
し，キリストなるイエスの権能と
御
み

名
な

をたたえて建てられたものは
まったくありませんでした。数多
くある礼拝堂や寺院，教会堂や
大聖堂の中で人の子が御自身の
ものと見なされる場所はありませ
んでした。
19 世紀に福音が古代にあった
力と特権とともに回復されるま
で，人々の間に聖なる神権は与え
られませんでした。神の名によっ
て語り，行う権能が神殿に必須の
ものであり，聖なる神権の神聖な
権能がなければ神殿は無に等し
いということを覚えておいてくだ
さい。ジョセフ・スミスを通して，
昔の福音が地上に回復され，昔
の律法が再度確立されました。

　

◀

 復活された救い主はアメリカ大陸に御
み

姿
すがた

を
現されたとき，神殿に来られました。

　

◀

 長年にわたる背教の後，
神殿での礼拝に必要な権能が
ジョセフ・スミスを通して回復されました。

09339_300_JPN_Inside.indd   57 10/09/30   11:40



58

やがて，預言者の働きを通じて，
末日聖徒イエス・キリスト教会が
神の力の現れによって組織され，
設立されました。

末日の神殿

この教会は，その歴
史のきわめて早い時
期に神殿建設の準
備を始めました（教

義と聖約 36：8；42：36；133：
2 参 照）。 1833 年 6月1日に，
預言者ジョセフ・スミスに与えら
れた啓示の中で，主は聖なる宮の
建設を直ちに開始するよう指示さ
れ，そこで主の選ばれた僕

しもべ

たちに
力と権能を授けようと約束されま
した（教義と聖約 95 章参照）。
人々は快くその呼びかけに応じ
て献身しました。極度な貧困と

絶え間ない迫害にもかかわらず，
作業は進められ，1836 年 3月
に，オハイオ州カートランドで近
代の最初の神殿が奉献されまし
た（教義と聖約109 章参照）。
奉献式では，古代の最初の神殿
をささげた人々にあったと同様
の神聖な現れがありました。ま
たその後，天から遣わされた
方々がその神聖な建物を訪れ，
人に対する神の御心を伝えまし
た。その場に主イエスが再び御
姿を現し，語られました（教義と
聖約110：1－10 参照）。
その奉献のときから2 年足ら
ずで，カートランド神殿を建てた
人々はその神殿を放棄しました。
迫害のために逃げ出さざるを得
なかったのです。そして彼らが
去ると，その神聖な神殿は普通
の家となりました。

末日聖徒は移住しなければな
りませんでした。彼らはまずミ
ズーリに住み，その後イリノイに
移りました。彼らが新たな居住
地に定住して程なく，啓示の声が
下り，神の名のために再び神聖
な宮を建てるよう民に呼びかけ
られました。
人々は再び逃げ出さざるを得
ないこと，またその神殿は完成
後間もなく放棄せざるを得ない
ことが明らかであったにもかかわ
らず，力を尽くして熱心に働き，
立派に建物を仕上げました。建
物の奉献は 1846 年 4月30日に
行われましたが，建物の完成前に
人々の脱出が始まっていました。
貧困の中で犠牲を払ってその
神殿を建てた人々はそれを放棄
しました。 1848 年 11月，神殿

　

◀

 1836 年 3月オハイオ州カートランドで
末日における最初の神殿が奉献されました。

　

◀

 ソルトレーク盆地に到着して間もなく，
ブリガム・ヤングは「ここにわたしたちの
神の神殿が建つ」と宣言しました。
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は放火され，焼け焦げた壁も
1850 年 5月には大きな竜巻に
よって破壊されました。
1847年 7月 24日に，モルモン
の開拓者たちはユタの盆地に入
りました。開拓者たちは現在ソ
ルトレーク・シティーとなってい
る場所に定住地を設けました。
数日後，預言者であり指導者で
あったブリガム・ヤングは，ヤマ
ヨモギの荒れ地に一つの用地を
定め，その乾いた大地に杖

つえ

を突き
立てて，「ここにわたしたちの神
の神殿が建つ」と宣言しました。
その地は今，テンプルブロック
〔現在のテンプルスクウェア〕に
なっており，ここを中心にして都
市が発展しました。ソルトレーク
神殿は建築に 40 年を要し，

1892 年 4月 6日にかさ石が置か
れ，1年後に完成した神殿の奉
献が行われました。

神から命じられ

古代でも現代でも，
聖約の民は神殿の
建設を自分たちに託
された特有の務めで

あると考えています。神殿は教
会の礼拝堂以上のものであり，
会堂や大聖堂以上のものである
ことは明らかです。それは主の宮
として建てられた建造物であり，
主と聖なる神権者の密接な交通
が行われる所，最も崇高で最も
神聖な儀式のためにささげられ
た建物です。さらに，実際に聖な
る神殿となるためには，すなわち

神に受け入れられ，神により神の
宮として認められるためには，そ
のささげ物が主により求められ，
ささげる物とささげる人がふさわ
しくなければならないのです。
末日聖徒イエス・キリスト教会
は，地上に再び回復された聖な
る神権を有し，また，まことの生
ける神の名と奉仕のために神殿
を建て，それを維持するように，
そしてそれらの神聖な建物の中
で地上においても墓を超えても
効力が続く神権の儀式を執行す
るように神から命じられていると
宣言しています。
The House of the Lord: A Study of Holy 
Sanctuaries, Ancient and Modern（1968 年）
から改作

　

◀

 1893 年から現在に至るまで，
世界中で130 以上の神殿が建設され
奉献されてきました。

　

◀

 メキシコ・タンピコ神殿　
奉献日：2000 年 5月 20 日

　

◀

 サモア・アピア神殿　
奉献日：1983 年 8 月 5 日　
再奉献日：2005 年 9月 4 日

　

◀

 スペイン・マドリード神殿　
奉献日：1999 年 3月19 日
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この宮に
関すること
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◀ ステンドグラス　
イリノイ州ノーブー神殿（左端）

◀ バプテスマフォント　
ユタ州ドレーパー神殿

　 ◀

 バプテスマフォント　
アリゾナ州ギラバレー神殿

神 殿の
バプテスマフォントは

12 頭の雄牛の背中に
乗せられています
（歴代下4：2－4 参照）。
これはイスラエルの
十二部族を象徴しています。
救い主の
無私の奉仕の模範に従い，
わたしたちは
バプテスマの儀式を
受けることなく亡くなった
先祖たちのために
その儀式を
行うことができます。
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◀

 儀式の部屋　
ニューヨーク州マンハッタン神殿

◀ 儀式の部屋　
カリフォルニア州ニューポートビーチ神殿

儀式の部屋では，
神が御自分の
子供たちに対して
持っておられる計画が
概観できます。
末日聖徒は，
前世での生活や
死すべきこの世について，
世界の創造と
人の堕落について，
神のすべての子供を贖

あがな

う
イエス・キリストの
役割について，
そして神の子供たちが
次の世で受けられる
祝福について学びます。
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◀ 日の栄えの部屋　
テキサス州サンアントニオ神殿

◀

 大階段　
ユタ州オーカーマウンテン神殿

日の栄えの部屋は
イエス・キリストの福音に従って
生きることから得られる，
高く上げられた平安な状態を
象徴しています。
この部屋は，
天の御父とその御子
イエス・キリストの
御
み

前
まえ

に住む永遠の家族が
得ることのできる，
満足，内なる調和，平和を
表しています。
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結び固めの部屋では，
花嫁と花

はな

婿
むこ

は
この世だけでなく
永遠にわたって
結婚します。

　

◀

 象眼細工の木製テーブル　
メキシコ・メキシコシティー神殿

◀ 結び固めの部屋　
ブリティッシュコロンビア州
バンクーバー神殿
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神殿結婚は
何にも代えがたい
価値がありました
ジオバニー・メディナ

最初のベンチャービジネスに失敗
し，2 度目のビジネスも崩壊したと
き，初めて，婚約者のベニーを神殿
に連れて行けるのだろうかと不安に
なりました。神殿に行くときには信
仰が試されるということは聞いてい
ましたが，わたしたちが神殿結婚を
目標にしたときには，どれほど徹底
して信仰が試されるのかまったく分
かっていませんでした。
ベニーとわたしは，それぞれが伝

道を終えた後に故郷パナマで出会い
ました。パナマの法律に従うために，
神殿において結婚生活を始めたい
男女は最も近いグアテマラ・グアテ
マラシティー神殿に向かって旅行す
る直前に市民結婚をしていました。
神殿への旅行は高額な費用がかか
る困難なものでしたが，わたしたち
は結び固めという祝福なしに生活し
たくないと感じていました。

プロポーズをした翌日，わたしは
仕事を失いました。気落ちすること
なく観光バスの仕事をしようと決心
しました。初日の夜にわたしのバス
は故障しました。不安になりました
が，心を決めて，今度は Tシャツを
売ることにしました。シャツを受け
取るために製造会社に行った朝，そ
の前の夜に工場が全焼したことを知
りました。わたしの希望も煙になっ
たような気がしました。
次回の神殿旅行の予定がほんの
数か月先に迫っていましたが，その
時点で，費用を稼ごうとするわたし
の努力はすべて，予期せぬ事故で失
敗に終わっていました。わたしは煙
が立ち上る瓦

が

礫
れき

を後にし，ベニーを
探しに行きました。
わたしはベニーに言いました。

「ぼくには何もない。たぶん君は
ぼくと結婚しない方がいいんだよ。」
彼女は言いました。「お金のため
に結婚するのなら，もうとっくに結婚
していたわ。でも，お金が目的では
ないの。あなたを愛しているから結
婚するのよ。」

こ  の時代に
回復された

神権の結び固めの力を
信じていたので，
わたしたちは
あきらめませんでした。
わたしたちの神殿結婚は，
この世においても
永遠にわたっても有効であり，
どのような犠牲も
支払う価値のあるもの
であることを
知っていたのです。

神殿の奉仕，神殿の祝福

◀ グアテマラ・グアテマラシティー神殿　
奉献日：1984 年12 月14 日
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それが転機となりました。わ
たしたちは重要な試しに合格し
たと感じました。信仰をもって前
進し始めると，扉が開かれるよう
になりました。わたしは家具を
作る仕事を見つけましたが，賃金
が安く，自分たちの必要を満た
すことができませんでした。その
ようなときに，親切なビショップ
がわたしたちのバス料金を援助
してあげようと言ってくれました。
彼の申し出は心を高めてくれまし
たが，甘えてはいけないと感じま
した。わたしたちは自立を目指し
ていたのです。しかし，彼が本
気で助けたいと思っていること
が分かったので，わたしたちは代
わりにベニーに仕事を頂けない
かと尋ねてみました。ビショップ
はベニーに仕事をくれました。

神殿まで旅行するのに十分な
費用を稼いだ後で，わたしたちは
市民結婚をして，ようやく，ほか
の10人の教会員と一緒にグア
テマラへ向けて旅立ちました。
でも，わたしたちの試しはまだ
終わっていませんでした。
広範囲で行われていた交通機
関のストライキのために，コスタ
リカとの国境で足止めをくいま
した。 2日間待った後で，運転
手は引き返すことに決めました。
しかし，ベニーとわたしと，二人
の兄弟ともう一組のカップルは，
あきらめないことに決めました。
バスがぐるりと向きを変えて去っ
て行くのを見守った後で，わたし
たちは徒歩でコスタリカへ入りま
した。わたしたちは歩き続けま
した。夜は道端のシェルターで

眠りました。そしてついに，ニカラ
グアの国境へたどり着きました。
そこから，何とかタクシーで首都
に到着し，そこでホンジュラスと
の国境まで行くバスの切符を買
いました。 2日後（そしてさら
に 2 台のバスを乗り継いだ後），
わたしたちはついに神殿に到着し
ました。わたしたちは汚れており，
疲れており，予定よりもはるかに
多くのお金を使っていましたが，
それでも幸せでした。
翌日，多くの試しを受け，待たさ
れた後に，わたしたちはついに，
夫婦として永遠に結び固められ
ました。わたしたちは，それまで
の苦労と，待たされた時間と，不
安が吹き飛ぶほどの喜びに満た
されました！
神殿で結婚するすべての人が
このような試練に遭うわけでは
ないでしょうが，ベニーとわたし
（わたしたちと一緒に神殿に行っ
た人たち）にとって，この経験は
精錬のプロセスでした。それ
は，わたしの人生の中で最もすば
らしい経験の一つでした。
神殿で結婚する目標が単にこ
の世の愛だけのためだったとし
たら，わたしたちは達成できな
かったことでしょう。でも，この
時代に回復された神権の結び固
めの力を信じていたので，わたし
たちはあきらめませんでした。
わたしたちの神殿結婚は，この
世においても永遠にわたっても
有効であり，どのような犠牲も支
払う価値のあるものであることを
知っていたのです。
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神殿はどのように
助けになるか
フランシス・W・ホジソン

子育てに，予期せぬ苦労や思
いがけない祝福が付き物である
ことは，親ならだれでも承知して
います。夫もわたしも，親の役割
を永遠の観点から考えるとき，
その責任の重大さと同時に大き
な希望も感じることを知りました。
もちろん主は，わたしたちの重
荷を軽くするために霊的な報いを
与えてくださいます。わたしたち
の家族にとって最高の霊的な報
いは，子供たちの成長に伴い解
決の困難な問題が生じたとき，神
殿に参入し，その具体的な問題を
主のもとに携えて行けることです。
子供たちが 10 代になったころ
のことです。わたしたちは，子供た
ちには重大な過ちを犯す危険性が
潜んでいることに気づきました。
それに対処するため，できるかぎ
り手を尽くしたつもりだったにも
かかわらず，危険性が消えていな
いことを知ったときは，特に不安
に駆られました。
そんなときわたしたちは，子供
たちが正しい選択をするよう助け
るに際して，神殿が重要な要素に
なり得ることを見いだしました。
子供たちのために断食と祈りの
精神で神殿に参入することから
大いなる強さと祝福が得られる
ことに気づいたのです。わたし
たちは，神殿に参入するに先立っ
て思いや態度においてふさわしく
なるため，また個人的な準備の
ために祈ります。ふさわしいとき
には，神殿の中にいるときに，親
としての役割や，助けを必要とし

ている子供のことについて深く
考えます。
すぐにはっきりと答えを受ける
こともありました。初めて答えが
返って来たとき，最初何かの偶然
かと思いました。しかし，天の窓
が開かれ，祝福がもたらされたこ
とは，すぐにはっきりしました。
奇跡や劇的な何かが起こるわけ
ではありません。そのようなこと
は必要ではないのです。
時として，答えが，子供たちの

生活にかかわりのある人々を通し
てもたらされることもありました。
例えば，愛に満ちたビショップ
が，大学生の娘が危険な状況に
あったときに助けてくれました。
ほかの子供たちも同じように祝
福されました。それぞれ選択の
自由があり，わたしたちの望む選
択をしない可能性もありますが，
わたしたちが神殿で奉仕してい
ることを通して天の助けが子供
たちの生活にもたらされていると
感じています。
神殿での礼拝を通して祝福を
受けたのは，子供たちだけではあ
りません。あるとき，夫はとても

込み入った仕事上の問題に直面し
ていました。彼は神殿で主にお
伺いをたてようと決心しました。
すると神殿参入をしたその日に，
主は夫を祝福されました。彼の
心に問題の答えとなるある聖句
が思い浮かんだのです。
家に帰ると彼は真っ先に聖典
を開き，この問題解決の糸口を
見いだしました。この経験によっ
て，その聖句の新しい解釈の仕
方を見いだすことができました。
このように，直面している問題の
答えとなる聖句を思い起こさせる
ことにより，主は子供であるわた
したちに語られることがあります。
神殿で学んだこの原則に心から
感謝しています。
この世は邪悪に満ちています。
サタンが至る所で家庭を滅ぼそ
うとして，猛威を振るっています。
しかし，主の宮に行って導きを求
められることを考えると，慰めに
なります。家庭生活においてど
んな問題に直面したときでも，聖
なる神殿で守りと慰めを得ようと
努めるなら，喜びを見いだせるか
らです。
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しんでんは　しゅの　家
いえ

です。し
んでんは　天

てん

の　お父
とう

さまにつ
いて　学

まな

ぶばしょです。 しんでんは　
天
てん

の　お父
とう

さまと　せいやく（やくそ
く）をして，  すばらしい　しゅくふく
を　うけるばしょです。 しんでんの
中
なか

では，  自
じ

分
ぶん

のためにも，なくなった
かぞくのためにも，  大

たい

切
せつ

なことを　し
ます。 しんでんの中

なか

で　することは，  
ししゃのためのバプテスマや，  エンダ
ウメントや，  むすびかためです。 これ
らは，  しんでんのぎしきと　よばれ
ています。

しんでんの中
なか

で  
どんなことが  ありますか
ししゃのための  バプテスマ

8さいになったら  あなたは　バプ
テスマをうけて，  まつじつせいとイエ
ス・キリスト教

きょう

会
かい

の　かいいんに　か
くにんされます。 あなたの　せんぞの
中
なか

には，  バプテスマと　かくにんの　
ぎしきを　うけずに　なくなった人

ひと

が　
おおぜい　います。 その人

ひと

たちの　
体
からだ

は　しんでいますが，  れいは　れ
いかいで　生

い

きています。 れいかい
では，  イエス・キリストの　ふくいんが　
教
おし

えられています。
12さいになったら  あなたは　しん
でんへ　行

い

って，  なくなった人
ひと

たちの　

名
な

前
まえ

で　バプテスマと　かくにんを　
うけることが　できます。 その後

あと

で，  
なくなった人

ひと

は，  バプテスマと　かく
にんをうけ入

い

れるか　どうか　自
じ

分
ぶん

で　
えらびます。 ししゃのためのバプテ
スマを　うけるときは　白

しろ

いふくを　
きることでしょう。 ちょうど　あなたが　
自
じ

分
ぶん

のために　バプテスマをうけた
ときと　同

おな

じです。
お父

とう

さんか　お母
かあ

さんに  たすけ
てもらって，  まつじつせいとイエス・
キリスト教

きょう

会
かい

の　バプテスマを　うけ
ずに　なくなった　かぞくの　リスト
を　作

つく

りましょう。 だれかが　その
人
ひと

たちのために　もう　しんでんに　
いったか　どうか　しらべましょう。

エンダウメント

しんでんの　すばらしい　しゅくふ
くの　中

なか

に，  エンダウメントが　あり
ます。 「エンダウメント」とは　「おく
り物

もの

」という　いみです。 自
じ

分
ぶん

の　
エンダウメントを　うけると，  すくい
のけいかくについて　もっと　知

し

るこ
とができ，  せいやくを　むすぶことが
できます。 せいやくとは，  天

てん

のお父
とう

さまと  むすぶ  やくそくのことです。 
その　せいやくを　まもると，  天

てん

のお
父
とう

さまと　イエス・キリストと　いつ
の日

ひ

か　いっしょに　生
せい

活
かつ

する　そ
なえができます。

い  ちばん  近
ちか

い  
しんでんは  

どの  しんでんか  
知
し

っていますか。 
そのしんでんの  絵

え

を  
かいて，  毎

まい

日
にち

  
見
み

ることができる  ところに  
ぶら下

さ

げましょう。

こどもたちへ

あなたの道
み ち

は  
しんでんへ  続

つ づ

いています

　

◀

 マサチューセッツ州ボストン神殿　
奉献日：2000 年10 月1日
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いましめに　したがう
イエス・キリストを　
しんじる　しんこうを　もつ かいふくされた　イエス・キリストの　

ふくいんについての　あかしが　
もてるように　いのる

しんでんの中
なか

には　日
ひ

のさかえの
へやと　よばれる，  うつくしく，  へい
あんにみちた　へやがあります。 日

ひ

のさかえのへやでは，  天
てん

のお父
とう

さま
と　イエス・キリストを　みぢかに　
かんじることができます。 日

ひ

のさかえ
のへやに　いると，  日

ひ

のさかえの王
おう

国
こく

で　お二
ふた

方
かた

といっしょに　生
せい

活
かつ

す
ることは　どのようなものか，  少

すこ

し　
かんじることができます。

このよに　おいても　えいえんに　
わたっても　むすびかためられる

しんでんで　けっこんする男
だん

女
じょ

は　
せいだんに　ひざまずき，  このよに
おいても　えいえんにわたっても　む
すびかためられます。 つまり，  この　
男
だん

女
じょ

も　その　子
こ

どもたちも　えい
えんの　かぞくとして　むすばれるの
です。 しょうらい　しんでんで　けっ
こんすることを　計

けい

画
かく

してください。
これは　しんでんの　もっとも　大

おお

きな　しゅくふくです。

しんでん  すいせんじょう
しんでんは　しんせいな　ばしょ
です。 ビショップや　しぶ会

かい

長
ちょう

は，  
しんでんに　入

はい

る人
ひと

が　じゅんびが
できていて，  ふさわしいことを　たし
かめます。 わたしたちは，  しんでんに　
行
い

く前
まえ

に，  ビショップか　しぶ会
かい

長
ちょう

から　とくべつな　めんせつを　うけ
ます。 そこで，  教

きょう

会
かい

について　あか
しがあるか，  いましめを　まもってい
るか，  教

きょう

会
かい

の　しどうしゃを　しじ
しているか，  ちえのことばに　した
がっているか，  じゅうぶんの一

いち

を　
おさめているか，  何

なん

でも　しょうじき
に　行

おこな

い，　しょうじきに　話
はな

してい
るか，  たずねられます。 ビショップ
や　しぶ会

かい

長
ちょう

は，  しんでんに　入
はい

る　
ふさわしさを　みにつけるために，  ど
うしたらよいか　教

おし

えてくれます。

このしゃしんの　
かがみを　見

み

てください。
むすびかためのへやには，  
このような　
かがみが　あります。 
しんでんで　
むすびかためられると，  
家
か

族
ぞく

は，  このかがみに　
はんしゃしているように，  
えいえんに　つづくのです。

　

◀

 結び固めの部屋　
ナイジェリア・アバ神殿

しんでんに　入
はい

る　そなえをする　方
ほう

法
ほう

を　学
まな

ぶために，  この　道
みち

に　したがいましょう。
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しんでんに　入
はい

るために，  
今
いま

から，  じゅんびする
天
てん

のお父
とう

さまは，  正
ただ

しい生
せい

活
かつ

をし
て，  しんでんに　入

はい

る人
ひと

たちに　たく
さんの　しゅくふくを　くださいます。
天
てん

のお父
とう

さまは，  あなたを　あい
しています。 そして，  あなたに　しん
でんの　しゅくふくを　うけてほしい
と　思

おも

っておられます。 天
てん

のお父
とう

さま
は，  あなたが　自

じ

分
ぶん

のため，  また，  
なくなった人

ひと

のために　ぎしきを行
おこな

う
ときに，  あなたを　しゅくふくしてくだ

さるでしょう。 今
いま

はまだ  しんでんに　
入
はい

れないかもしれませんが，  もし　近
ちか

くに　しんでんが　あったら，  しんで
んの　にわに　行

い

って，  そこにある　
みたまを　かんじることができます。 
また，  しんでんの　しゃしんを　家

いえ

にかざり，  しんでんの　大
たい

切
せつ

さを，  
思
おも

いおこすことができます。 しょうら
い，  しゅの　みやに　入

はい

るために，  
正
ただ

しい　生
せい

活
かつ

を　おくってください。

このしゃしんと　
64 ページの　
しゃしんに　うつっている　
日
ひ

のさかえのへやを見
み

てください。 
日
ひ

のさかえのへやを　見
み

ると，  
どのように　かんじますか。

けいけんさを　みにつける。 
なぜなら，  しんでんは　
とても　けいけんな　ところだからです

バプテスマをうけ，  
バプテスマの　せいやくを　
まもる

バプテスマとかくにんを　うけたあとは，  
せいれいが　ともに　いてくださるように　
いつも　ふさわしく　生

せい

活
かつ

しようと　
どりょくする

　

◀

 日の栄えの部屋　
トンガ・ヌクアロファ神殿
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神殿は地球で最も神聖な場所で
す。地と天が出会い，わたした

ちが天の御父とイエス・キリストを近
くに感じることのできる場所です。
皆さんは将来受ける神殿の儀式の
ために準備をしているかもしれませ
んが，神殿の深遠な影響力は皆さん
の今の生活に及ぶものなのです。
皆さんが若いときに神殿を生活の一
部にするためにできることを幾つか
紹介しましょう。

死者のためのバプテスマに参加する

12 歳以上のふさわしい若い男性
と若い女性は，バプテスマを受けず
に亡くなった先祖のためのバプテス
マを受けるために神殿を訪れること
ができます。トーマス・S・モンソン
大管長は，この奉仕から得られる喜
びについて語りました。
ある朝のこと，神殿に向かって歩
いていると，死者のためのバプテスマ
に早朝から参加した若い女性のグ

ループを見かけました。髪はぬれて
いましたが，その笑顔は輝き，心は喜
びで満たされていました。一人の少
女が神殿を振り返り，心を込めてこう
言いました。「今

きょう

日はわたしの人生
でいちばん幸せな一日だったわ。」1

アラバマ州ダフネに住む13 歳の
ジェシカ・ハンは，ジョージア州アト
ランタ神殿で先祖のためにバプテス
マを受けました。神殿まで行くのは
5 時間かかりましたが，その経験は
すばらしかったと言っています。
「清潔な白い服を着て，先祖のため
にバプテスマを受けられて，とても
良い気持ちを感じました。今では，
先祖の人たちをよく知っている感じ
がします」と彼女は言いました。
できるかぎり頻繁に神殿に行って
ください。そこで，皆さんは，だれ
かがバプテスマの祝福を受けるのを
助けるときの喜びを経験することが
できます。

青少年へ

神殿を
生活の一部にする

皆 さんは
将来受ける

神殿の儀式のために
準備をしている
かもしれませんが，
神殿の深遠な影響力は
皆さんの今の生活に
及ぶものなのです。

◀ 韓国ソウル神殿　
奉献日：1985 年12 月14 日
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神殿の業を支える

皆さん自身が頻繁に神殿に行け
なくても，神殿の業を支える方法は
たくさんあります。皆さんは自分の
先祖について学び，彼らのために神
殿の儀式が行われているかどうか
調べることができます。小さい子供
を持つ両親が神殿に参入できるよう，
小さな子どもたちの面倒を見ると申
し出ることができます。神殿の奉仕
は家族に焦点を当てているので，皆
さんは自分の家族を強めるために努
力することができます。そして，神
殿はほんとうに主の宮であるという
自分の証

あかし

をほかの人に分かち合うこ
ともできます。

神殿に参入するにふさわしく生活する

神殿はとても神聖な場所なので，
主は神殿の中に入る前に従うべき高
い標準を設けられました。ディー
ター・F・ウークトドルフ管長は，こ
う説明しています。「神殿推薦状の
質問の中に主が定めておられる標
準と，『若人の強さのために』の中に
ある標準〔は〕よく似てい〔ます。〕  
平穏なときも，大きな誘惑に遭うとき
にも，これらの標準と聖霊の導きに
従うことにより，正しい選択をするこ
とができます。……標準の守り方を
見れば，皆さんが何者で，どのよう
な人になろうとしているかが分かり
ます。」2

主の標準に従ってください。そう
すれば，神殿に参入するにふさわしく
なれます。将来神殿に入るという願
いを持っていれば，今，誘惑を払いの
けることができます。「それは，ふさ
わしくあり続ける理由になります」
と，フロリダ州サンライズに住む16歳
のマーローン・ルイズは言っています。

「それを目標にしているかぎり，自分の
行いについていつも考えるはずです。
なぜなら，ふさわしくなければ神殿
の中に入れないからです。」

神殿結婚を計画する

「わたしは神殿を見て，いつかそこ
で結婚することについてよく考えます」
と，ノルウェーのオスロに住む16歳の
アニカ・リースメイアーは言います。
「神殿で約束することは，主との約
束であることを知っています。神殿
で学ぶことは，絶対に変わったり消
えたりしません。」
よく目につく場所に神殿の写真を
飾り，いつか自分自身のための神殿
の儀式を受ける日のことを楽しみに
しましょう。
ユタ州アメリカンフォークに住む
ジョディー・へーゼルベーカーは
14 歳のとき，ユタ州マウントティンパ
ノガス神殿のオープンハウスに訪問
しました。「花嫁の部屋の中を歩い
ていたとき，少し立ち止まって，鏡の
中をのぞき込みました」と，彼女は振
り返ります。「すると，未来の自分自
身の姿が見えました。美しいウェディ
ングドレスを着て，にっこり笑ってい
るのです。わたしは，自分が結婚す
るべき場所はここだと分かりました。
神殿，わたしの天の御父のみそばこ
そ，わたしが結婚する場所です。」

注

 1. トーマス・S・モンソン「日の栄えへの旅」『リアホ
ナ』1999 年 7月号，115

 2. ディーター・F・ウークトドルフ『リアホナ』
2006 年 5月号，44

ディーター・F・
ウークトドルフ管長は，
こう説明しています。
「神殿推薦状の
質問の中に
主が定めておられる
標準と，
『若人の強さのために』の
中にある標準〔は〕
よく似てい〔ます。〕」
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神殿では何を行いますか。

神殿で，わたしたちは教えを受
け，聖約を交わし，祝福を約束さ
れます。神のもとで生活できるよ
うにする儀式を受けます。
わたしたちが神殿で受ける一
つの儀式がエンダウメントです。
エンダウメントという言葉は，「賜

たま

物
もの

」や「付与」という意味です。
この儀式の一部として，人生の目
的，イエス・キリストの使命と贖

しょく

罪
ざい

，天の御父の子供たちのため
の計画について教えを受けます。
神殿の安らかな雰囲気を感じる
とき，天の御父のもとで生活する
とはどのようなことかをかいま見
ることができます。
もう一つの神殿の儀式は結び
固めの儀式です。この儀式によ
り，夫婦は互いに結び固められ，
また子供たちは永遠の家族とし
て両親に結び固められます。す
なわち，聖約に忠実であれば，家
族関係が永遠に続くのです。
自分自身のためにこれらの儀
式を受けるほかに，亡くなった先
祖のためにも儀式を受けること
ができます。このようにして，バ
プテスマと確認，エンダウメント，

結び固めなど，必要不可欠な儀
式を受けることなく亡くなった
人々は，これらの儀式を受け入
れる機会があるのです。

神殿の内部はどのようになってい
ますか。

神殿は，世の煩いや喧
けん

騒
そう

から
隔てられた，静かで，神聖な場所
です。神殿のすべての場所が，敬

けい

虔
けん

の念を維持するために美しく，
また注意深く整備されています。
神殿は主の宮であり，またそこで
神聖な儀式が執行されるため，
神殿内で，わたしたちは御

み

霊
たま

を
豊かに感じ，主を身近に感じるこ
とができます。神殿で，わたした
ちは，試練を克服するのに助けと
なる個人の啓示と霊的な強さを
受けることができます。わたした
ちが定期的に神殿に参入するよ
うに勧められている理由の一部
はこれです。

神殿に参入するとき，どのような服
装をするべきでしょうか。

神殿に参入するときは，慎み深
い日曜日の服装をします。聖

せい

餐
さん

会に出席する場合と同じように，
極端な服装や身だしなみは避け

ます。清潔で整った服装をする
ことにより，主と主の宮に対して
敬虔さと敬意を示し，御霊を招き
ます。
神殿内には，日曜日の服から
白い衣服に着替える更衣室があ
ります。この着替えは，一時的に
世を離れて聖なる場所に入るこ
とを思い出させる役割を果たし
ます。白い衣服は清さを象徴し
ており，すべての人が神殿内で同
じような服装をすることは，一致
と平等の感覚を生み出します。

いつ自身のエンダウメントを受け
るべきでしょうか。

ほとんどの場合，専任宣教師
として奉仕する前か，神殿で結
婚する前に，自身のエンダウメン
トを受けます。宣教師の召しを
受けていない，あるいは神殿で
結婚する婚約をしていない10 代
後半または 20 代前半の独身会
員については，通常，自身のエン
ダウメントを受けるための推薦
は行われません。
新会員は，バプテスマと確認
後，自身のエンダウメントを受け
るまで少なくとも1年待ちます。

よくある質問

　

◀

 日の栄えの部屋　
ユタ州マウントティンパノガス神殿
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自身のエンダウメントを受ける
ことは重要なことです。それに
ついてビショップと話し合ってく
ださい。準備のできたときが分
かるように，祈り，よく考えてくだ
さい。

神殿内での経験についてほかの
人々に何を話すことができますか。

神殿のインテリアはどのようで
あるか話すことができますし，神
殿内で感じた気持ちも自由に分
かち合うことができます。しかし
ながら，神殿の聖約と儀式は，使
われている言葉も含めて，神殿外
で詳細に話し合うにはあまりに
も神聖すぎます。神殿外でこれ
らの神聖な事柄について話し合
うのを避けることによって，わた
したちは，あざけり，嘲

ちょう

笑
しょう

，ある
いは不敬からそれらを守ります。
神殿での経験をくだけた調子で
話してはなりません。

神殿内で象徴が使われているのは
なぜですか。

救い主は，地上で教導の業に
携わっておられたとき，永遠の真
理を象徴的に表すためにしばし
ばたとえを用いて教えられました。
救い主は，神殿内でも同様の方
法で学ぶように指示を与えられま
した。神殿の儀式と聖約，その
提示，物理的な環境，着る衣服
に象徴が用いられています。聖
霊の導きを受けながらこれらの
象徴の意味を深く考えれば，真
理を見分け，天の御父とイエス・

キリストについて学び，霊的に成
長する助けとすることができます。

わたしには神殿に入れない家族が
います。わたしの神殿結婚に招か
れていると感じてもらうために，何
ができるでしょうか。

これは微妙なテーマでしょう。
神殿は主に奉献されている主の
宮であるため，参入する人々は，
主が定められた標準に従って生
活していることを証明する有効
な神殿推薦状を所持しなければ
なりません。しかしながら，有効
な神殿推薦状を持っていない
人々も神殿の敷地に迎えること
ができます。そして，ほとんどの
神殿に，家族が結び固めを受け
ている間待つことのできる部屋
があります。神殿に入れない家
族がいる場合，ビショップかほか
の教会指導者に，待合室でその

家族とともにいるようにお願いす
るとよいでしょう。
結婚する男女は，ビショップと
相談のうえ，神殿推薦状を持って
いない親族や友人のために特別
な集いを開いてもよいでしょう。
この集いは，招かれているという
気持ちを感じてもらい，永遠の結
婚について伝える機会となります。
このような集いでは，いかなる形
の儀式も行わず，誓いの言葉も
交わしませんが，指輪の交換を
行うことはできます。

神殿の儀式を受ける準備をするた
めに，何をするべきでしょうか。

死者のためのバプテスマに参
加するために定期的に神殿に参
入し，ビショップが計画する神殿
準備セミナーに参加し，また聖文
とこの冊子の記事を研究すること
により，準備することができます。
神殿のふさわしさに関する主の
標準に従って生活することによっ
ても準備することができます。
御父なる神と，イエス・キリスト
と，主の回復された福音について
の証
あかし

を強くしてください。知恵の
言葉と純潔の律法に従ってくだ
さい。教会の指導者を支持し，
什
じゅう

分
ぶん

の一を完全に納め，教会の
集会に出席してください。ほかの
人 と々正直に交際してください。
家庭での生活が教会の教えにか
なったものであるようにしてくだ
さい。バプテスマの聖約を守り，
さらに高度な神殿の聖約を受け
入れる準備ができるようにしてく
ださい。

　

◀

 ユタ州ジョーダンリバー神殿　
奉献日：1981年11月16 日

◀ イリノイ州ノーブー神殿　
奉献日：2002 年 6月 27 日
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淡 と々

 1. ぼ く は む か し て ん に い ま し た
 1. み ん な が ま た て ん に こ れ る よう
 1. イ エ ス え ら ば れ メ シ ヤ と な り

 あ な た や あ い す る ひ と た ち と
 い の ち す て る あ い あ る も の は
 そ の み な  で， し と あ く ほ ろ ぼ す

 て ん の ち ち は す べ て の ひ と を
 サ タ ン は そ の え い こ う も と め
 い つ か ぼ く も て ん の ち ち ま つ

 す く う け い か く を し め さ れ た
 イ エ ス こ た え え い こ う ち ち に
 い え に か え る こ と が で き る よ

（死）

作詞・作曲：ジャニーン・ジェイコブス・ブラディー（1934－）©1987 Janeen Jacobs Brady.
編曲：ジャニス・カップ・ペリー（1938－）©Janice Kapp Perry.
教会あるいは家庭における一時的また非営利目的の使用に限り，複製することを許可する。

教義と聖約 138：56

ぼ く は む か し
初 心 者 用 伴 奏 譜
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「天  はどれほど

遠いのでしょうか。」

とトーマス・S・

モンソン大管長は尋ねます。

「わたしは証
あかし

します。

それは決して遠くではありません。

それは天と地が出会う

この神聖な場所にあります。

天の御父はその子供たちに

最大の祝福を授けてくださいます。」

「神殿の祝福」13ページ参照
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