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総大会特集号
ソルトレーク・タバナクル，

再奉献される



「マリヤとマルタの家でのキリスト」デビッド・リンズレー画
救い主は「ある村へはいられた。するとマルタという名の女がイエスを家に迎え入れた。

この女にマリヤという妹がいたが，主の足もとにすわって，御言
みことば

に聞き入っていた。」（ルカ10：38－39）
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2 第177回年次総大会の概要

●土曜午前の部会

4 教会役員の支持
大管長会第一顧問 トーマス・S・モンソン管長

6 2006年度教会監査部報告
教会監査部実務運営ディレクター　
ロバート・W・キャントウェル

7 2006年度統計報告
大管長会秘書　F・マイケル・ワトソン

8 祈りという天与の賜物
たまもの

を用いる
十二使徒定員会　リチャード・G・スコット長老

11 賛美歌の持つ養いの力
七十人　ジェイ・E・ジェンセン長老

14 主と約束する
七十人　ジョン・B・ディクソン長老

16 天使の言葉
十二使徒定員会　ジェフリー・R・ホランド長老

19 あなたがたは再び生まれなければならない
十二使徒定員会　デビッド・A・ベドナー長老

22 主は生けりと知る
大管長会第一顧問 トーマス・Ｓ・モンソン管長

●土曜午後の部会

26 タバナクルの御霊
みたま

十二使徒定員会会長代理
ボイド・K・パッカー会長

29 開拓時代と現代の預言者
七十人会長会　アール・C・ティンギー長老

32 「もしこの古い壁が口を利けるとしたら」
管理ビショップ　H・デビッド・バートン ビショップ

34 感謝──幸福への道
前中央扶助協会会長　ボニー・D・パーキン

36 覚えておきなさい。滅びてはならない
七十人　マーリン・K・ジェンセン長老

39 ソルトレークタバナクルの再奉献
大管長会第二顧問　
ジェームズ・E・ファウスト管長

41 タバナクルの思い出
大管長会第一顧問 トーマス・S・モンソン管長

43 荒れ野の中の幕屋
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

●神権部会

45 人生で学んだ教訓
十二使徒定員会　ジョセフ・B・ワースリン長老

48 アロン神権者へ――決意の10年間に備える
十二使徒定員会　ロバート・D・ヘイルズ長老

51 蓄える
管理ビショップリック第二顧問
キース・B・マクマリン ビショップ

54 孫へのメッセージ
大管長会第二顧問　
ジェームズ・E・ファウスト管長

57 神権――神聖な賜物
たまもの

大管長会第一顧問 トーマス・S・モンソン管長

60 わたしは清く，汚れがありません
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

●日曜午前の部会

67 赦
ゆる

しのもたらす癒
いや

しの力
大管長会第二顧問
ジェームズ･E･ファウスト管長

70 離婚
十二使徒定員会　ダリン・H・オークス長老

74 福音は真実ではないのですか。それなら，
ほかのものが何だというのですか
七十人会長会　ニール・L・アンダーセン長老

76 モルモン書の教え
中央初等協会会長会第二顧問
ビッキー・F・松森

78 あなたは知っていますか
七十人　グレン・L・ペイス長老

80 聖書という奇跡
十二使徒定員会　M・ラッセル・バラード長老

83 わたしの知っていること
ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長

●日曜午後の部会

85 回復のメッセージ
十二使徒定員会　L・トム・ペリー長老

89 「今日
きょう

」という日
十二使徒定員会 ヘンリー・Ｂ・アイリング長老　

92 「お母さん，わたしたちはクリスチャンなの？」
七十人　ゲーリー・J・コールマン長老

94 主の方
かた

には誰
たれ

が立つや
中央若い男性会長
チャールズ・W・
ダールクウィスト2世

97 人は神の物を盗む
ことをするだろうか
七十人
菊地 良彦 長老

99 帰還可能点
十二使徒定員会　
ディーター・F・ウークトドルフ長老

102 悔い改めと改心
十二使徒定員会　ラッセル・M・ネルソン長老

105 閉会に当たり
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

●中央若い女性集会

106 天の御父
おんちち

の娘
中央若い女性会長　スーザン・W・タナー

109 主を覚え，悔い改め，変わる
中央若い女性会長会第一顧問　
ジュリー・B・ベック

112 道をそれずに
中央若い女性会長会第二顧問　
イレイン・S・ダルトン

115 絶えず徳であなたの思いを
飾るようにしなさい
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

64 末日聖徒イエス・キリスト教会中央幹部

118 大会で話された実話や物語の索引

119 わたしたちの時代のための教え

119 アロン神権者および若い女性用
リソースガイド

122 中央補助組織会長会

122 チャーチ・ニュース

今月号を使って学び，教えるうえでさらに助けが
必要な場合は──ゴードン・B・ヒンクレー大管長
が提案したように家庭の夕べで教える場合も含
め（105ページ参照）──以下を参照してください。
●テーマ別索引（3ページ） ●大会で話された
実話や物語の索引（118ページ） ●『教師，その
大いなる召し』（アイテム番号36123 300）単元B
の項目32。
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2007年3月31日土曜午前，一般部会

管理──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会──トーマス・S・モンソン管長。開会の祈り

──ロバート・F・オートン長老。閉会の祈り──

ポール・E・コーリカー長老。音楽──タバナク

ル合唱団；指揮──クレーグ・ジェソップ，マッ

ク・ウィルバーグ；オルガニスト──クレー・クリ

スチャンセン。「神に栄え」『賛美歌』33番；「祈り

は楽しき」『賛美歌』81番；「世はよく働く人を求む」

『賛美歌』161番，ウィルバーグ編曲，未刊；「感謝

を神に捧げん」『賛美歌』11番；「いのりながらみ

言葉読む時」『子供の歌集』66；“Come, Thou

Fount of Every Blessing,”Hymns（1948年），

70番，ウィルバーグ編曲，オックスフォード刊

2007年3月31日土曜午後，一般部会

管理──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司会

──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。開会の祈り

──ローウェル・M・スノー長老。閉会の祈り──

R・コンラッド・シュルツ長老。音楽──タバナク

ル合唱団；指揮──クレーグ・ジェソップ，マッ

ク・ウィルバーグ；オルガニスト──ジョン・ロング

ハースト，リチャード・エリオット。「イスラエルの

救い主」『賛美歌』4番，ウィルバーグ編曲，未

刊；「恐れず来たれ，聖徒」『賛美歌』17番，ウィ

ルバーグ編曲，未刊；「いとまされる」『賛美歌』

158番；「主のみ言葉は」『賛美歌』46番；「この家，

父なる神に捧ぐ」『賛美歌』148番，ウィルバーグ

編曲，未刊；「主のみたまは火のごと燃え」『賛

美歌』3番，ウィルバーグ編曲，未刊

2007年3月31日土曜夜，神権部会

管理──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司

会──トーマス・S・モンソン管長。開会の祈り──

ウェイン・S・ピーターソン長老。閉会の祈り──ポ

ール・V・ジョンソン長老。音楽──ブリガム・ヤン

グ大学の神権者による聖歌隊；指揮──ロナル

ド・ステーリー；オルガニスト──ジョン・ロングハー

スト。“Rise Up, O Men of God,”Hymns，324

番，ステーリー編曲，未刊；「天父は灯台のごとく」

『賛美歌』200番，ホプキンス編曲，未刊；「いざ救

いの日を楽しまん」『賛美歌』5番；“I Love the

Lord,”原曲──Hymns，124番，ジョン・シアー

ズ・タナー詞，ステーリー編曲，未刊

2007年4月1日日曜午前，一般部会

管理──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司会

──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。開会の祈り

──ロバート・K・デレンバック長老。閉会の祈り

──高
コ

元龍
ワンヨン

長老。音楽──タバナクル合唱団；

指揮──クレーグ・ジェソップ，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，クレ

ー・クリスチャンセン。「喜べ，主を」『賛美歌』32

番；「飼い主はわれを」『賛美歌』65番，ウィルバー

グ編曲，未刊；「神の子です」『賛美歌』189番；

「山の上に」『賛美歌』2番；“For He Shall Give

His Angels to Watch Over Thee,”メンデルス

ゾーン，ジェソップ編集，未刊；“When Faith

Endures,”Hymns，128番；「高きに栄えて」『賛

美歌』180番，ゲーツ編曲，ジャックマン刊

2007年4月1日日曜午後，一般部会

管理──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司会

──トーマス・S・モンソン管長。開会の祈り──

H・ロス・ワークマン長老。閉会の祈り──D・レッ

クス・ジェレット長老。音楽──タバナクル合唱団；

指揮──クレーグ・ジェソップ，マック・ウィルバーグ；

オルガニスト──ボニー・グッドリッフェ。“From

All That Dwell below the Skies,”Hymns，90

番，ウィルバーグ編曲，未刊；「心に光あり」『賛美

歌』139番，ウィルバーグ編曲，未刊；「来たれ，主

の子ら」『賛美歌』31番；「絶えず頼り主求む」『賛

美歌』53番，ウィルバーグ編曲，未刊

2007年3月24日土曜夜，中央若い女性集会

管理──ゴードン・B・ヒンクレー大管長。司会

──スーザン・W・タナー。開会の祈り──ヒラ

リー・オルセン。閉会の祈り──ロージー・バセッ

ト。音楽──ユタ州プロボの複数のステークの

若い女性による聖歌隊；指揮──メリリー・ウェッ

ブ；オルガニスト──リンダ・マーゲッツ。「神の子

です」『賛美歌』189番，ペリー編曲，未刊（フレン

チホルン──メアリー・ウッド－ランプロス）；“If the

Savior Stood Beside Me,”デフォード，デフォー

ド編曲，未刊；「主イエスの愛に」『賛美歌』109番，

マヌーキン編曲，ジャックマン刊（フルート──キ

ャサリーン・エリンソン，ハープ──サラ・エドワー

ズ）；「シオンの若者として」『リアホナ』2000年4月

号，24，ケーセン編曲，改作，ジャックマン刊

総大会の収録物の入手

総大会の各部会を収録したものは，http://
www.lds.org にアクセスすれば，多くの言語で
聞くことができます。CDとDVDは，通常，教会

管理本部配送センターから大会後2か月以内に

入手できるようになっています。

インターネット上での大会説教

インターネットにより，多くの言語で総大会説

教にアクセスすることができます。アドレスは次

のとおりです。──http://www.lds.orgにアク
セスし，“Gospel Library”，“General Conference”

の順にクリックし，言語を選択してください。

（訳注──日本語版の文字データを閲覧するに

は，http://www.ldschurch.jpにアクセスし，
「教会員の方へ」「ライブラリー」「総大会説教」の

順にクリックしてください。）

ホームティーチングおよび家庭訪問

ホームティーチングまたは家庭訪問用のメッ

セージとしては，訪問する会員の必要に最も適

した総大会説教を一つ選んでください。

表紙の説明

表紙──写真／クレーグ・ダイモンド

裏表紙──写真／ウェルデン・C・アンダーセン

大会の写真

総大会の写真は以下のカメラマンによって撮

影されました。ソルトレーク・シティー──クレー

グ・ダイモンド，ウェルデン・C・アンダーセン，ジョ

ン・ルーク，クリスティーナ・スミス，レス・ニルソン，

スコット・デイビス，ロッド・ボーム，エミリー・リーシ

ュマン，ジェフリー・マカリスター，マーク・ワインバ

ーグ，コートニー・クリステンセン。ブラジル──ラ

ウレニ・アデマール・フォチェット，アドリアーノ・カル

バリョ・ベドビ。カナダ──デビッド・ズスキンド。

グアテマラ──ビルナ・ロドリゲス。ホンジュラス

──パブロ・アルチャガ，ルツ・フィゲロア，アルマ

ンド・リバス，アルマンド・シエラ。ジャマイカ──

デベン・ラウル。ペルー──フアン・マヌエル・リベ

ラ・ガビラーノ。フィリピン──ダニーロ・ソレタ。

スウェーデン──マーク・ヘデングレン
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話者リスト（50音順）

アイリング，ヘンリー・B，……89

アンダーセン，ニール・L，… 74

ウークトドルフ，ディーター・F，…99

オークス，ダリン・H，………70

菊地 良彦, …………………97

コールマン，ゲーリー・J， …92

ジェンセン，ジェイ・E，………11

ジェンセン，マーリン・K，……36

スコット，リチャード・G， ……8

ダールクウィスト｠，チャールズ・W・

2世, ………………………94

タナー，スーザン・W，……106

ダルトン，イレイン・S，……112

ディクソン，ジョン・B，………14

ティンギー，アール・C， ……29

ネルソン，ラッセル・M，…102

パーキン，ボニー・D，………34

バートン，Ｈ・デビッド，………32

パッカー，ボイド・K，………26

バラード，M・ラッセル，……80

ヒンクレー，ゴードン・B，

…………43, 60, 83, 105, 115

ファウスト，ジェームズ・E，

……………………39, 54, 67

ペイス，グレン・L，…………78

ヘイルズ，ロバート・D，……48

ベック，ジュリー・B，………109

ベドナー，デビッド・A，……19

ペリー，L・トム，……………85

ホランド，ジェフリー・R，……16

マクマリン，キース・B，……51

松森，ビッキー・F，…………76

モンソン，トーマス・S，

…………………4, 22, 41, 57

ワースリン，ジョセフ・B，……45
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証
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感謝…………………34，57

義……………………51，54

犠牲……………80，94，109

希望 ……………………102

逆境 ……………34，78，94

虐待………………………16

教育………………………54

教会機関誌 ……………105

教会歴史29，32，36，39，43
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聖
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め………………………19

勤勉…………………45，51

悔い改め ……99，102，109

敬虔
けいけん

さ……………………11

啓示………………………92

決意 …………………14, 48

結婚 …………16，70，105

謙遜
けんそん

………………………67

高潔…………………45，60

個人の価値 ……………106

言葉………………………16

さ賛美歌………………11，94
自己満足…………………89

自立………………………51

従順 14，45，48，60，94，97

什分の一 ……57，97，115

正直…………………45，76

神会…………………83，92

神権 ……………54，57，85

信仰 ………8，41，48，67，

74，76，78，97，109，115

親切 ……………………105

スミス，ジョセフ……78，80

聖書………………………80

青少年……………………14

聖文 …………76，80，115

聖約 …………19，76，112

聖霊…………………26，78

責任………………………54

選択の自由………………94

総大会 ……………41，105

備え …………………48，51

たタバナクル
……26，29，32，39，41，43

知恵の言葉………………14

父なる神 …………………8 

慎み深さ ………………112

伝道活動…………………11

徳 ………………………112

は励まし ……………………16
バプテスマ …………41，92

引き延ばし ………………89

標準………………………14

ヒンクレー，ゴードン・B …29

負債………………………51

ふさわしさ ………………57

復活………………………22

平安 ………………………8

奉仕 ……………45，85，89

ま目標………………………45
模範………………106，109

モルモン書 ………………92

やヤング，ブリガム …………29

勇気 ……………45，57，78

優先順位…………………74

赦し …………………67，99

預言者 …………29，32，39
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霊感………………………26
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リアホナ　2007年5月号
第9巻第5号（00785 300）

末日聖徒イエス・キリスト教会公式機関誌（日本語版）
大管長会：ゴードン・B・ヒンクレー，トーマス・S・モンソン，
ジェームズ・E・ファウスト

十二使徒定員会：ボイド・K・パッカー，L・トム・ペリー，ラッセ
ル・M・ネルソン，ダリン・H・オークス，M・ラッセル・バラード，
ジョセフ・B・ワースリン，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，ヘンリー・B・アイリング，
ディーター・F・ウークトドルフ，デビッド・A・ベドナー

編集長：ジェイ・E・ジェンセン
顧問：ゲーリー・J・コールマン，菊地良彦，ジェラルド・N・ランド，W・ダ
グラス・シャムウェー

実務運営ディレクター：デビッド・L・フリッシュニクト
編集ディレクター：ビクター・D・ケーブ
主任編集者：ラリー・ヒラー
グラフィックスディレクター：アラン・R・ロイボーグ
編集主幹：R・バル・ジョンソン
編集主幹補佐：ジェニファー・L・グリーンウッド
副編集長：ライアン・カー，アダム・C・オルソン
編集補佐：スーザン・バレット
編集スタッフ：クリスティー・バンズ，リンダ・ステール・クーパー，デビッド・
A・エドワーズ，ラリーン・ポーター・ガーント，キャリー・カステン，メリッ
サ・メリル，マイケル・R・モリス，サリー・J・オデカーク，ジュディス・M・
パーラー，ビビアン・ポールセン，リチャード・M・ロムニー，ジェニファー・
ローズ，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，
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ヒ
ンクレー大管長の依頼により，

これから，教会の中央幹部，地

域七十人，ならびに中央補助組

織会長会の名前を提議しますので，賛意

の表明をお願いします。単に手を挙げる

だけでなく，わたしたちすべてが心から

の聖約のしるしとして行うことができます

ように。

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ゴードン・ビ

トナー・ヒンクレーを支持してくださるよう，

また，大管長会第一顧問としてトーマス・ス

ペンサー・モンソンを，大管長会第二顧問

としてジェームズ・エスドラス・ファウストを

支持してくださるよう提議します。

賛成の方は手を挙げてその意を表して

ください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

十二使徒定員会会長としてトーマス・ス

ペンサー・モンソンを，十二使徒定員会会

長代理としてボイド・ケネス・パッカーを，

また十二使徒定員会会員として，ボイド・

K・パッカー，L・トム・ペリー，ラッセル・

M・ネルソン，ダリン・H・オークス，M・

ラッセル・バラード，ジョセフ・B・ワースリ

ン，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，ヘン

リー・B・アイリング，ディーター・F・ウーク

トドルフ，デビッド・A・ベドナーを支持し

てくださるよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方。

大管長会顧問，十二使徒を預言者，聖

見者，啓示者として支持してくださるよう

提議します。

賛成の方は皆，その意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

2007年5月1日をもって，次の各長老を

地域七十人から解任するよう提議します。

D・アレン・アンダーセン，C・エルマー・ブ

ラック，イルデフォンソ・デ・カストロ・デウス，

オスカー・W・チャベス，エクター・A・ダ

バロス，カルロス・R・フェルナンデス，カ

ルロス・J・ガルシア，ジョン・R・ギブソン，

ホセ・L・ゴンザレス，パウロ・グラール，

ビーバー・T・ホー・チン，イマニュエル・

A・キッシー，エリック・W・コピシュカ，G・

スティーブン・レーニー，バリー・リー，

ジェームズ・B・マクドナルド，ジェラルド・

A・ミード，ホルへ・メンデス，ロドリゴ・ミラ，

カルロス・A・ペレス，リチャード・G・ピー

ターソン，エリック・B・シャムウェー，ジョセ

フ・W・シターティ，A・キム・スミス，W・ブ

レーク・ソネ，ゲーリー・M・ステュアート，

マイケル・J・テー，ロバート・B・ホワイト，

ジョン・W・ヤードレー。

感謝の意を表明してくださる方は，その

意を表してください。

七十人第一定員会の新しい会員として，

エンリケ・R・ファラベラ，エリック・W・コピ

シュカ，マイケル・J・テー，オクタビアノ・テ

ノリオ，クラウディオ・D・シビックを支持し

てくださるよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方。

以下の人々を新たに地域七十人として

支持してくださるよう提議します。リ

チャード・K・アハジ，ルーベン・V・アレ

オー，クリマト・C・A・アルメイダ，セリオ・

M・アナヤ，ウィルフォード・W・アンダーセ

ン，フェルナンド・J・D・アルージョ，ノーラ

ン・D・アーチボルト，カルロス・L・アストル

教会役員の支持
大管長会第一顧問

トーマス・S・モンソン管長

●土曜午前の部会
2007年3月31日



ガ，エクター・アビラ，マービン・T・ブリン

カーホフ，M・アンソニー・バーンズ，デ

ビッド・カブレラ，ラファエル・E・カストロ，

ジェラルド・J・カセ，ロバート・E・チェン

バーズ，崔
チェ

崙
ユーン

煥
フワン

，キム・B・クラーク，デ

ビッド・L・クック，ネルソン・D・コルドバ，

ゲーリー・L・クリッテンデン，スティーブ

ン・L・フルッキガー，ヨベンシオ・A・グア

ンソン，マリオ・E・ゲーラ，ルイス・S・エル

ナンデス，ギャリス・C・ヒル，フレデリッ

ク・C・イシエネ，デビッド・H・イングラム，

石
いし

井
い

哲
てつ

志
じ

，カプンバ・T・コーラ，リチャー

ド・K・メルチン，R・ブルース・メレル，ピー

ター・F・メウルス，ベンソン・E・ミサル

チャ，エンリケ・J・モントーヤ，K・ブレッ

ト・ナトレス，ラッセル・T・オズガソープ，

ガマリエル・オソルノ，パトリック・H・プラ

イス，パウロ・R・プエルタ，ルーベン・L・

スピタレ，ナタ・C・トビアス，フランク・V・ト

ライソル，テレンス・M・ビンソン，タニエ

ラ・B・ワコロ，リチャード・W・ウィーラー，

スコット・D・ホワイティング。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

わたしたちは，心からの感謝をもって，

中央扶助協会会長会のボニー・レイ・ダン

シー・パーキン，キャスリーン・ハースト・

ヒューズ，アン・クラーク・ピングリーを，解

任するよう提議します。これに伴い扶助

協会中央管理会をすべて解任します。

わたしたちはまた，中央若い女性会長

会顧問のジュリー・バンガーター・ベックと

5／ 22 0 0 7 年 5 月 号

大会の部会終了後にゴードン・B・ヒンクレー大管長とあいさつを交わす十二使徒定員会のヘンリー・B・アイリング長老（左）とジェフリー・R・ホランド長老（中央）。



イレイン・シュワーツ・ダルトンを解任するよ

う提議します。

彼女たちの卓越した働きと献身に，感

謝の意を表明してくださる方は，その意を

表してください。

わたしたちは，ジュリー・バンガーター・

ベックを中央扶助協会の新しい会長とし

て，シルビア・エンリケス・オールレッドを

第一顧問，バーバラ・トンプソンを第二顧

問として支持してくださるよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，同様にその意を表

してください。

わたしたちは，イレイン・シュワーツ・ダル

トンを中央若い女性会長会第一顧問とし

て，メアリー・ニールセン・クックを第二顧問

として支持してくださるよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方。

そのほかの中央幹部，地域七十人，中

央補助組織会長会を現状のまま支持して

くださるよう提議します。

賛成の方はその意を表してください。

反対の方がいれば，その意を表してく

ださい。

ヒンクレー大管長，提議は，全員一致

で賛成の表明が得られたようです。

兄弟姉妹の皆さんの信仰と祈りに感謝

します。

6

愛
する大管長会の皆さん。教義

と聖約第120章の啓示に定めら

れているように，教会基金の支

出の承認は，什
じゅう

分
ぶん

の一配分評議会が行い

ます。同評議会は，大管長会，十二使徒

定員会および管理ビショップリックで構成

されており，教会の各部門と運営組織の

予算を承認します。評議会により承認さ

れた後，教会の各部門は，承認された予

算のとおり，教会の方針と手続きに従っ

て基金を使います。

教会監査部は，基金の収支と教会資産

の保全が適切に管理されているかを監査

するうえで必要な，あらゆる記録やシステ

ムから情報を入手する権利があります。

教会監査部は，教会のほかのあらゆる部

門や運営組織から独立しており，監査を

実施する人々は，公認会計士，公認内部

監査人，公認情報システム監査人，その

ほかの資格ある専門家によって構成され

ています。

監査の結果，教会監査部では，2006年

度において，教会のすべての資材，献金

や寄付，支出，および教会資産は，適切な

会計と承認された予算，および教会の方

針と手続きに従って記録し，管理されて

いるという見解に達しました。

以上，謹んでご報告いたします。

教会監査部

実務運営ディレクター

ロバート・W・キャントウェル

2006年度
教会監査部報告
教会監査部実務運営ディレクター

ロバート・W・キャントウェル提出

末日聖徒イエス・キリスト教会大管長会に対して提示



兄
弟姉妹の皆さん，大管長会は，

2006年12月31日現在の会員数

の増加と活動状態を示す以下

のような記録を発表しました。

教会ユニット数

ステーク …………………………… 2,745

伝道部………………………………… 344

地方部………………………………… 630

ワードと支部の合計……………… 27,475

教会員数

教会員総数…………………… 12,868,606

記録上の子供数の増加 ………… 94,006

バプテスマを受けた改宗者 …… 272,845

宣教師

専任宣教師数 …………………… 53,164

神　殿

2006年に奉献された神殿数…………… 2

（カリフォルニア州サクラメント神殿，

フィンランド・ヘルシンキ神殿）

2006年に再奉献された神殿数………… 2

（チリ・サンティアゴ神殿，

タヒチ・パペーテ神殿）

儀式が執行されている神殿数……… 124

2006年4月以降に他界した

著名な教会員

デビア・ハリス長老（元七十人会員）

スペンサー・H・オズボーン長老（元七

十人会員）

エリサ・ヤング・ロジャーズ・ワースリ

ン姉妹（十二使徒定員会のジョセフ・B・

ワースリン長老夫人）

ノーマ・バーンストン・アシュトン姉妹

（元十二使徒定員会会員のマービン・J・

アシュトン長老夫人）

ドロシー・ポーター・ホルト姉妹（元中

央若い女性会長会顧問）

2006年度統計報告
大管長会秘書

F・マイケル・ワトソン提出

大会の衛星放送に集まったジャマイカ・リンステッド地方部の会員と宣教師たち。

7／ 22 0 0 7 年 5 月 号
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こ
の大会は，壮大なモルモンタバ

ナクル合唱団による「祈りは楽

しき」という伝統的な賛美歌で

始まりました。深遠で感動的な歌でした。

祈りは，愛にあふれ哀れみ深い天の御父

が快く与えてくださる慰め，安
あん

堵
ど

，保護の

源であることを，このなじみ深い歌詞は思

い起こさせてくれます。

祈りという賜物

祈りは天の御父からわたしたち一人一

人への，この上ない贈り物です。考えて

みてください。絶対で至高の存在であり

全知全能の御方が，取るに足りないわた

したちに，御父として話しかけるよう励ま

してくださっているのです。実際，わたし

たちには御父の導きが何としても必要で

あることを御存じなので，「あなたは心の

中で祈るだけでなく，声にも出して祈りな

さい。隠れて祈るだけでなく，世の人々

の前でも祈り，ひそかに祈るだけでなく，

公にも祈りなさい」1 とお命じになってい

るのです。

状況にかかわらず，また謙虚であろうと

尊大であろうと，貧富の差や学問の有無，

自由の身かとらわれの身かにも関係なく，

愛情を受けて育ったか否かにもかかわら

ず，わたしたちは神に語りかけることがで

きるのです。事前に予約を入れる必要も

ありません。願いの言葉は，簡潔なもの

でも，必要なだけ時間をかけたものでも

かまいません。愛や感謝を伝える祈りで

も，必死に助けを願い求める祈りでもよ

いのです。神は数え切れないほどの宇宙

を創造し，それらの世界に人を送ってこ

られました。にもかかわらず，皆さんやわ

たしは御父と直接話をすることができ，

御父は常にこたえてくださるのです。

どのように祈るべきか

わたしたちは天の御父の愛
あい

子
し

イエス・

キリストの聖なる御
み

名
な

により祈ります。ふ

さわしい動機をもって，清く従順になろう

と努めるとき，そして進んで御父の望まれ

るように行おうとするとき，祈りは効力を

最大限に発揮します。謙虚に，そして神

を信頼して祈るなら，指示と平安がもた

らされます。

天の御父に気持ちを上手に伝えられな

いのでは，と心配する必要はありません。

哀れみと思いやりに満ちた御父にただ話

しかければよいのです。皆さんは御父の

大切な子供であり，御父は皆さんをこの上

なく愛し，助けたいと思っておられます。

祈りながら，天の御父が近くにいて耳を傾

けておられることを心で感じてください。

よりよい祈りへの鍵
かぎ

は，正しい質問が

できるようになることです。欲しいものを

願う祈りから，御父が自分に望んでおら

れることは何かを誠実に求める祈りへと

変えてみてはどうでしょうか。御
み

心
こころ

が分

かったら，次に，御心を行う強さを得ら

れるよう祈ってください。

御父との間に距離を感じたことがある

とすれば，それには多くの原因が考えら

れます。原因が何であれ，助けを嘆願し

続ければ，御父が近くにおられるという確

信を取り戻すためにするべきことを，御

父は教えてくださるでしょう。祈る気持ち

になれないときでも祈ってください。時に

は誤った振る舞いをしてしまい，子供の

ように，問題のあるままでは御父に近づ

けない，と感じることもあるでしょう。そ

ういうときこそ祈る必要があります。ふさ

わしくないから祈れないなどとは決して

思わないでください。

急を要する，どうしようもない問題に直

面し，解決する力が自分にはないと気づ

いて初めて，計り知れない祈りの力を真

に理解することがあります。そのようにな

ると，自分がまったく御父に依存している

ことを謙虚に認め，御父に頼るようになり

ます。そんなとき，必要なだけ長く，そし

て熱心に気持ちを言葉に出せるよう，独

りになれる場所があれば助けになります。

わたしもそのようにしたことがありま

す。とても不安に駆られる経験をしたと

きのことです。不従順や背罪とは関係の

ないことですが，非常に大切な人間関係

にかかわることでした。しばらくの間，わ

たしは心を注ぎ出すように熱烈に祈りまし

た。しかしどんなに努力しても解決方法

は見つからず，かき乱された心が平安を

取り戻すことはありませんでした。わたし

は御父に，すなわち自分が知るようになり，

完全に信頼するようになった永遠の御父

祈りという
天与の賜

た　　ま

物
も　　の

を用いる
十二使徒定員会

リチャード・G・スコット長老

祈りは天の御父からわたしたち一人一人への，この上ない贈り物です。



にひたすら助けを請い求めました。それ

でも心に平安を与えてくれる道はなかな

か見いだせませんでした。その平安こそ，

いつもなら享受している祝福でした。そ

のうちにわたしは，睡魔に負けて眠って

しまいました。すると目覚めたとき，平安

に包まれていたのです。再びわたしはひ

ざまずいて厳かな祈りをささげ，「主よ，

どうしてこのようにされたのですか」と尋

ねました。そしてその答えは，御父のわ

たしへの愛と思いやりであったことを悟

りました。これが哀れみ深い御父にささ

げる心からの祈りの力なのです。

わたしはヒンクレー大管長が集会で祈り

をささげるのに耳を傾けることで，祈りに

ついて多くを学んできました。皆さんも，

2001年10月，御父の世界中の子供たちに

向けて開かれた大会2 で大管長がささげ

た閉会の祈りを注意深く研究すれば，大

管長から学ぶことができます。大管長は

準備された原稿を読んだのではなく，心

からの祈りをささげました。（大管長のこ

の祈りをメッセージの最後に掲載します

ので，参照してください。）2

その祈りを研究すれば，時折見受けら

れる無益な繰り返しも，人にいいところ

を見せようという態度もまったくないこと

に気づくでしょう。大管長は簡単な言葉

をつなげて，力強く祈っているのです。

そして愛する天の御父をよく知る，謙虚で

信じて疑わない息子として祈っています。

御父の答えは最も必要なときに与えられ

るということに絶大な信頼を置いていま

す。祈るときはいつも，目的に沿った言葉

を用い，何を解決したいのかをはっきり

述べ，自分が認識している具体的な祝福

に対して十分な感謝を表すべきです。大

管長が飾ることなく述べた祈りは，丹念に

磨かれた宝石のようであり，長年祈りが生

活の中で欠かせない位置を占めてきたこ

とを静かに証
あかし

しています。

祈りはどのようにこたえられるか

祈りはどのようにこたえられるか，とい

うことに関する真理は，皆さんの助けに

なるかもしれません。

重大な事柄への助けを求めて祈る際，

天の御父はよく，穏やかな促しを与えてく

ださいます。そのような促しはわたした

ちに，考え，信仰を働かせ，取り組み，時

には苦しみ，そして行動することを求めま

す。それは，わたしたちが霊感された答

えを識別できるようにする，順を追ったプ

ロセスなのです。

時折，主から答えを受けるうえで乗り越

えられない障害のように思える状況に遭

遇します。しかしそのような状況は，主を

信頼して踏み出す大きな一歩となること

に，わたしは気づきました。答えを全部

すぐに与えられることはめったにありませ

ん。わたしたちが成長して力を増し加え

られるよう，一度に少しずつ与えられるの

です。一つ一つの答えも信仰があってこ

そ得られるもので，少しずつ導かれて，つ

いには，全部の答えを得るに至るのです。

この手順を踏むには，御父がこたえてく

ださるという信仰を働かせることが求め

られます。この手順がとても難しいときも

ありますが，結果として大きく成長するこ

とができるのです。

御父はいつでも皆さんの祈りを聞いて

くださり，常にこたえてくださいます。し

かしひざまずいて祈っている間に答えを

受けることはめったにありません。たとえ

今すぐに答えが欲しいと懇願していても

です。むしろ御父は，御
み

霊
たま

が皆さんの思

いと心に最も効果的に影響を及ぼせる静

かな時間に導きを与えてくださいます。そ

のため，指示を受け，力を得ていること

を認識できる静かな時間を意識して作る

必要があります。そうすれば御父の方法

により皆さんは成長することができます。

デビッド・O・マッケイ大管長はこのよう

に証しています。「祈りの答えは必ずしも

直接的でなく，望んでいるときに，期待し

ているような方法で与えられるとは限ら

ないことは確かです。けれども，答えは

必ずやって来ます。願い求める人にとっ

て最も良い時と方法で与えられます。」3

ですから，答えを得るまでの長い間，時

折神が皆さんを苦しむままにしておかれ

ることに感謝しましょう。皆さんの人格が

培われ，信仰が増すのです。この二つの

事柄には相関関係があります。つまり信

仰が増せば増すほど，人格が培われます。

そして人格が培われると，より大きな信仰

を働かせることができるようになるのです。

時折，主は皆さんが尋ねる前に答えを

下さることがあります。このようなことは，皆

さんが危険に気づかないときや，間違った

ことをしているのに正しいことをしていると

思いこんでいるときに起こり得ます。

強く望んでいることについて心から

祈っていて，思いどおりの答えが返ってこ

ないときは，とてもつらいものです。従順

な生活を送り，大きな信仰を心から働か

せたのに，どうして望んでいた結果が得

られなかったのかを理解するのは難しい

ものです。救い主はこのように教えられ

ました。「あなたがたがわたしの名によっ

て父に求めるもので，あなたがたにとっ

て必要なものは何でも，与えられるであ

ろう。」4 長い目で見ると何が最良なのか，

何が必要なのか見分けるのが難しいとき

があります。しかし，神が皆さんの生涯で

行われることは永遠の観点から見て皆さ

んのためになるということを受け入れる

9／ 2 0 0 7 年 5 月 号



10

と，人生が楽になります。

皆さんは自分の祈りに対する答えを求

めるように言われています。5 「心の中で

それをよく思い計〔る〕」6 ようにという主

の勧めに従ってください。自分で解決策

を考え，出した答えが正しいか確認を求

めるときに，助けが与えられることが往々

にしてあります。それは祈りを通して，ま

たは聖霊の影響として与えられる場合も

あり，時にはほかの人がかかわって与え

られることもあります。7

オリバー・カウドリに与えられた祈りに

ついての導きは，皆さんにも役立つで

しょう。「見よ，……あなたはわたしに求

めさえすれば，何も考えなくてもわたしか

ら与えられると思ってきた。

……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〔なさい。〕もしそれが正しけれ

ば，……あなたの胸〔は〕内から燃〔える

であろう。〕それゆえ，あなたはそれが正

しいと感じるであろう。」8

答えは，確信が伴う感情として与えられ

ます。救い主は二つある回路を明確にし

ておられます。「聖霊によって，わたしはあ

なたの思いとあなたの心に告げよう。」9

思いと心への答えは，聖霊からわたし

たちの霊へのメッセージです。わたしに

とって思いへの答えとは，明確に語られ

た言葉のようにとても具体的なものです

が，心への答えは少し漠然としていて，

例えば「もっと祈りたい」という気持ちと

なって表れます。10

さらに主は，このように明確にしておら

れます。「しかし〔もしあなたが提案した

ことが〕正しくなければ，……思いが鈍く

な〔る。〕」11 わたしにとってそれは落ち着

かない，不安な気持ちのことです。

オリバー・カウドリは肯定的な答えが与

えられる別の方法を教わりました。「わた

しはこの件についてあなたの心に平安を

告げなかったであろうか。」12 平安な気持

ちは確認の証であり，わたしが個人的に

経験する中で最もよく受けるものです。あ

る重要なことでとても心を悩まし，解決し

ようともがいてもうまくいかなかったとき，

わたしは信仰をもって努力を続けました。

後に御父が約束されたように，平安に満

たされ，わたしの問題は解決しました。

聖文に記された効果的な祈りの原則を

理解すれば，祈りに関する誤解は幾らか

解けるでしょう。しかし，それらの原則を

もってしても，答えがいつ与えられるかは

確定できません。実際，御父は三つの方

法のうちから一つの方法でこたえてくだ

さいます。一つ目の方法として，自分の決

断が正しいという確認を与える平安と慰

め，確信を感じることができます。あるい

は二つ目の方法として，気持ちが落ち着

かず，思いが鈍くなれば，自分の選択が間

違っていることが分かります。または三つ

目ですが，これは難しい方法です。答え

を感じられないという方法です。

入念に準備し，熱心に祈り，答えを受

けるのに妥当なだけの間待ったのに，そ

れでも答えを感じられない場合，皆さん

はどうしますか。そのような場合，それは

御父の信頼の証であるため，感謝した方

がよいかもしれません。ふさわしい生活

を送っており，その選択が救い主の教え

と一致していて，そして行動を起こさな

ければならないのであれば，信頼を胸に

前進してください。御霊の促しに敏感で

あれば，二つのうちのいずれかが必ず適

切なときに起こります。つまり思いが鈍っ

て不適切な選択であったことが示唆され

るか，平安を感じたり胸の内が燃えたり

するのを感じ，選択が正しかったことが

確認されます。皆さんが義にかなった生

活を送っていて，神を信頼して行動して

いるならば，間違った決定をしている場

合，神は警告的な気持ちを与えないまま，

皆さんが進みすぎてしまうのを黙って見

ているようなことはされません。

祈りという賜物に対する感謝

祈りの大切な側面は感謝です。イエスは

こう宣言されました。「すべてのことの中に

神の手を認めない者と，神の戒めに従わ

ない者のほかに，人はどのようなことにつ

いても神を怒らせることはない……。」13

祈りという比類ない賜物とそこから得ら

れる無限の祝福についてよく考えると，真

の喜びがわたしたちの思いと心を満た

し，感謝でいっぱいになります。ですか

ら，わたしたちは絶えず心から，力を尽く

して，愛する御父に絶えることのない感

謝を伝えるべきではないでしょうか。祈

りという至高の贈り物を下さったことへ

の感謝，そしてわたしたちを成長させ，

必要に最も合った答えを下さることへの

感謝をささげるのです。

御父がいつでも皆さんの祈りに対して，

永遠の観点から見て最良の方法で最良の

時期にこたえてくださることを証します。

イエス・キリストの御名により，アーメン。

注

1．教義と聖約19：28

2．「永遠の父なる神よ，あなたは大いなる

万国の裁き主，宇宙の統治者であり，わ

たしたちの御父にして神であられます。

わたしたちはあなたの子どもであり，こ

の暗い厳粛な時に当たり，信仰をもって

あなたに心を向けています。愛する御父

よ，どうかわたしたちが信仰を持てるよ

うに祝福してください。愛を持てるよう

に，心の中に慈愛を持てるように祝福し

てください。この世にある恐ろしい悪を



なくすため，忍耐の精神を持てるように

祝福してください。現在戦いに従事して

いる人々に保護と導きをお与えくださ

い。彼らを祝福し，命を守り，危害と悪

から救ってください。彼らの愛する者た

ちの安全を求める祈りをお聞きくださ

い。わたしたちは世界の偉大な民主主義

のために祈ります。その政府の創設はあ

なたが見守ってくださったものであり，

そこには平和と自由，そして民主的なプ

ロセスが存在しています。

御父よ，助けを必要とするこの時期に

あって，わたしたち自身の国家とその友

を憐
あわ

れみの目で御覧ください。わたした

ちの命を守り，あなたとあなたの愛され

る御子を信じる信仰をもって歩めますよ

うに助けてください。わたしたちは御子

の憐れみに頼り，わたしたちの主なる救

い主としてあがめています。平和の業を

祝福し，再び速やかに平和を回復してく

ださい。わたしたちはへりくだって請い

求めます。どうか，わたしたちの傲慢さ

を赦
ゆる

し，罪を見過ごし，親切と寛大さを

もってお計らいくださいますように，ま

た人々の心をあなたに向けさせてくださ

いますように。わたしたちすべてを愛し

ておられる御方，すなわち主イエス・キ

リスト，わたしたちの贖
あがな

い主，救い主の

御名によってへりくだりお祈りします。

アーメン。」（「また逢うまで」『リアホナ』

2002年1月号，105）

3．Conference Report，1969年4月，153

4．教義と聖約88：64，強調付加。63，

65節も参照

5．教義と聖約6：23，36；教義と聖約8：

2－3，10；教義と聖約9：9参照

6．教義と聖約9：8

7．スペンサー・Ｗ・キンボール，The

Teachings of Spencer W. Kimball，

エドワード・Ｌ・キンボール編（1982年），

252参照

8．教義と聖約9：7－8，強調付加

9．教義と聖約8：2－3，強調付加

10．エノス1：3－5，9－10参照

11．教義と聖約9：9

12．教義と聖約6：23，強調付加

13．教義と聖約59：21

タ
バナクル合唱団のすばらしい歌

声に耳を傾けていると，霊感さ

れた説教を聞いているような気

持ちになります。実際に「賛美歌を歌うこ

とが，すばらしい説教になることもありま

す。」1 少年時代，シオンの賛美歌を歌うこ

とから大きな影響を受けたわたしは，回

復された福音について証
あかし

を得て，改心し

ました。わたしはユタ州のメイプルトンと

いう小さな町で育ち，今では「古ぼけた

白い教会」と呼ばれている建物で集会に

参加していました。95歳になる母は今も

メイプルトンに住んでいます。母を訪ねる

途中，「古ぼけた白い教会」のそばを通る

と，数多くの懐かしい思い出がよみがえ

ります。神権会や日曜学校，そして聖
せい

餐
さん

会

で賛美歌を歌ったときに改心の力を感じ

たことも思い出の一つです。わたしの経

験は，まだ執事だったころのヒンクレー大

管長の経験と似ています。父親とステー

クの神権会に出席し，賛美歌「たたえよ，

主の召したまいし」2 を歌ったときのこと

について，大管長は後にこう語っていま

す。「わたしはジョセフ・スミスが確かに

神の預言者であると感じました。以来，

その気持ちが薄れたことはありません。」3

同じ経験を度々している聖徒もたくさん

いると，わたしは確信しています。賛美歌

は，霊性を高め，啓示を招き，改心を促

すに当たって欠かすことのできない役割

を果たしてくれます。

賛美歌は御
み

霊
たま

を招く

賛美歌は「教会の集会に欠かすことが

できません。賛美歌は主の御霊を招き」ま

す。4 また，賛美歌を通して，ほかのどのよ

うな手段よりも早く御霊を感じるということ

がよくあります。J・ルーベン・クラーク・ジュ

ニア管長は次のように言いました。「祈りを

除けば，恐らくわたしたちは音楽を通して

最も主に近づくことができます。」5

ペルーで伝道していた一組の宣教師

が，ある年配の夫婦の自宅で福音を教え

ていました。そこへ息子夫婦が3人の子

供を連れて入って来ました。長老たちは

自分たちが宣教師で，福音を教えていた

ことを説明しましたが，息子は宣教師た

ちを信用できない様子で，気まずい雰囲

気になりました。後輩の宣教師は心の中

賛美歌の持つ
養いの力
七十人

ジェイ・E・ジェンセン長老

賛美歌は，霊性を高め，啓示を招き，改心を促すに当たって欠かすことのできない役割を

果たしてくれます。

11／ 2 0 0 7 年 5 月 号
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で「天のお父様，どうしたらよいですか」

と祈りをささげました。歌いなさいという

気持ちを感じ，二人は「神の子です」6 を

歌いました。御霊が家族5人の心を和ら

げました。賛美歌から影響を受けたこと

がきっかけとなり，この家族は2人だけで

なく7人全員が改宗したのです。

教会の集会やクラスにおける音楽は，

礼拝と啓示と証の霊を招くものでなけれ

ばなりません。聖餐会の音楽を選ぶ，ま

たは承認する責任はビショップリックと支

部会長会にあります。ビショップリックは，

メロディー，歌詞，楽器が神聖かつ厳かで，

礼拝と啓示を促すものであるよう取り計

らいます。音楽そのものが注目を集める

ようでは単なる音楽発表になってしまい

ます。何年も前のことですが，ある集会

で音楽の責任を受け，特別な音楽発表を

行いましたが，結果は残念なものでした。

礼拝の霊が損なわれてしまったのです。

賛美歌は啓示を招く

賛美歌は「敬
けい

虔
けん

な雰囲気をかもし出し」

ます。7 敬虔さと啓示という言葉は，仲の

良い双子のようなものです。大管長会と

十二使徒の集会に七十人と管理ビショッ

プリックも同席するとき，わたしたちは早

めに到着し，敬虔な気持ちで前奏曲に耳

を傾けるよう指示を受けます。そうするこ

とによって啓示を招き，集会に備えること

ができるからです。

パッカー会長は次のように教えていま

す。オルガニストが「前奏曲の賛美歌を静

かに演奏するのを聞くと，わたしたちは心

が静まり，王国にかかわる平和をもたらす

事柄を教える歌詞を心に思い浮かべるこ

とができるようになります。なぜなら，福音

の回復を歌う賛美歌は，まさに教義を教

えるレッスンとも言えるものだからです。」8

賛美歌は改心を促す

回復の賛美歌には改心の霊が宿ってい

ます。これらの賛美歌は犠牲のうえに生

まれました。回復の偉大な真理には，天

の御父と御子の神性，贖
あがな

いの計画，啓示，

末日の聖典，イスラエルの集合，聖なる神

権，儀式と聖約などが含まれますが，「た

たえよ，主の召したまいし」9「恐れず来た

れ，聖徒」10「イスラエルの長老たちよ」11

「感謝を神に捧
ささ

げん」12「イスラエルの救

い主」13 をはじめとする多くの賛美歌は，

これらの真理をさらに力強いものにして

くれます。これらの賛美歌には養いの力

があり，それが作り出す雰囲気はわたし

たちを改心に導く御霊を招きます。

礼拝の賛美歌がなかったとしたら，聖

餐会はどれほど不完全でむなしいものと

なってしまうでしょうか。14 賛美歌の中で

特に神聖なのは，イエス・キリストの犠牲，

万人のために救い主が流された血と，無

限の贖いを歌ったものです。

わたしが救い主の癒
いや

しの力を感じた最

初の記憶は，聖餐の賛美歌に関連したも

のです。「主イエスの愛にただ驚く 恵

みの深きにわれ惑う」15 わたしにとってこ

の歌詞はまさに真実です。

贖いの教義についてのわたしの理解は

賛美歌と結びついています。次の歌詞が

それをよく表しています。

救いの計画　いかに尊
とうと

し

憐
あわ

れみと愛の　神の恵み16

子供に賛美歌を教えるのは家庭から

賛美歌を歌ったり適切な音楽を聴いた

りする習慣は家庭で始めなければなりま

せん。大管長会は次のように教えています。

「末日聖徒は，家庭を価値ある音楽で



満ちあふれさせなければなりません。

……〔この賛美歌集が〕家庭の中に

あって，聖典や他の霊的な書物などととも

に，大切に扱われるように願っております。

賛美歌は家庭に，美と平和を愛する心を

もたらし，家族同士の愛と一致を強める

力を持っています。

子供たちに賛美歌を愛するように教え

てください。安息日や〔家庭の〕夕べ，ま

た聖典を学ぶときや祈りのときにも歌うよ

うにしてください。そして，働くときにも，

遊ぶときにも，家族で旅行をするときにも

歌ってください。小さな子供たちに，子守

り歌として賛美歌を歌って聞かせ，信仰

と証を築く一助としてください。」17

賛美歌を通して礼拝をより有意義なもの

とする

賛美歌についてわたしが学んだ大切な

教訓を次に挙げます。わたし自身も実践

したいと願っている事柄です。

1．もっと時間に余裕をもって集会に到

着し，静かに座って前奏曲に耳を傾け，

敬虔な気持ちで啓示を受けられるよう努

力する。

2．集会後，後奏曲を聴き，御霊が引き

続きとどまるよう，さらに敬虔な気持ちで

退室する。

3．賛美歌を歌う。賛美歌集が手もとに

あっても歌わない人がいます。

4．集会とテーマにふさわしい賛美歌を

選ぶ。

5．レッスンやクラスで，聖文や福音の

真理を紹介したり強調したりするために

賛美歌を使う。

6．御霊があふれるよう，家庭でもっと

賛美歌を聴く。

わたしたちが生活の中からあらゆる不

適切な音楽を取り除き，大管長会の次の

教えに従うことができるように祈ります。

「兄弟姉妹の皆さん，賛美歌を歌い，主の

御霊をわたしたちの集いに，家庭に，個

人の生活の中に招き入れましょう。賛美

歌を覚え，歌詞について深く考えましょう。

また，暗唱して歌いましょう。そして賛美

歌の持つ霊的な糧にあずかろうではあり

ませんか。義人の歌は天の御父に対する

祈りであって，『それに対する答えとして，

〔わたしたちの〕頭
こうべ

に祝福が注がれる』こ

とを心に留めてください。」18 これが確か

に真実であることをイエス・キリストの御
み

名
な

によって証します。アーメン。

注

1．『賛美歌』9ページ

2．『賛美歌』16番

3．Teachings of Gordon B. Hinckley

（1997年），399

4．『賛美歌』9ページ

5．Conference Report，1936年10月，

111

6．『賛美歌』189番

7．『賛美歌』9ページ

8．「啓示をもたらす敬虔さ」『聖徒の道』

1992年1月号，24

9．『賛美歌』16番

10．『賛美歌』17番

11．『賛美歌』196番

12．『賛美歌』11番

13．『賛美歌』4番

14．安息日や家族の礼拝に賛美歌が欠かせな

いように，クリスマスにも賛美歌やクリ

スマスキャロルがとても重要です（『賛美

歌』116－128番参照）。

15．「主イエスの愛に」『賛美歌』109番

16．「高きに満ちたる」『賛美歌』112番

17．『賛美歌』10ページ

18．『賛美歌』10ページ

13／ 2 0 0 7 年 5 月 号
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兄
弟姉妹の皆さん，おはようござ

います。今朝は，ディクソン姉妹

とわたしが自分の家族に話すよ

うに，教会の若人に話したいと思います。

皆さんは並外れて優れた世代の若者で

す。わたしたちの跡を継ぎ，すぐに家庭，

職場，地域社会や教会において指導者と

なるでしょう。

天の御父は皆さん一人一人を愛してお

られ，目的をもって皆さんを地上に送られ

ました。そして幸福の計画を明らかにさ

れ，この計画に従うならば，この世の試練

や困難に打ち勝ち，やがて御父のみもと

に戻れるようにしてくださいました。主の

定められた規範に従って生活することを

今，決意してください。そうすれば大きな

力が与えられ，道徳的な選択の自由を正

しく使うことができるでしょう。自分の心

に決意し，その決意を貫くことを主に約束

することはきわめて重要です。詩篇では，

「あなたの道を主にゆだねよ（訳注――

「ゆだねよ」に当たる英語のcommitには，

「約束する」と「ゆだねる」の両方の意味

がある）。……主はそれをなしとげ〔られ

る〕」と教えられています（詩篇37：5）。

皆さんは世の始めから待ち望まれてい

た時代，すなわち主の再臨に先立つ時代

に地上へやって来ました。それは，一方

ではイエス・キリストの福音が完全な形で

回復される時であり，他方では不安や混

乱，邪悪が満ちる時でもあります。皆さん

が生まれてきたこの試しの世は，偉大な

機会に恵まれたすばらしい場所ですが，

同時にまた，人の魂までも脅かす大きな

危険のある所でもあります。この死すべ

き試しの生涯においてどのような人にな

りたいのか，今こそ主と約束をする時で

す。両親や生ける預言者，聖文と同じよ

うに，聖霊は皆さんが正しいことと間

違ったことを識別し，正しい決定を下せ

るよう助けてくださいます。

皆さんが『若人の強さのために』を祈

りの気持ちでよく学び，何度も読み返し，

要約版を財布などに入れていつも持ち歩

くように願っています。『若人の強さのた

めに』に書かれている規範に従って生活

することを今，心に決めるなら，この世に

おいても永遠にも，大きな喜びを得るこ

とができるでしょう。

若いときに決意をしておくと，どのよう

な助けが得られるかを，一人の教会指導

者の体験を基に話しましょう。まだ若

かったとき，彼は常に知恵の言葉を守り，

アルコールを飲まず，たばこを吸わない

と心に決めました。何がきっかけとなっ

たかは覚えていませんが，心の中でこの

大切な決断をしたのです。そしてひざま

ずいて祈り，常にこの戒めを守ることを

主と約束しました。長年にわたりアル

コールやたばこを勧められてきましたが，

その度に「いいえ，けっこうです」と答え

るようにしていました。知恵の言葉を守る

ことについて心に迷いを持つことはまっ

たくありませんでした。ずっと昔に心に決

め，この律法に従うことを心から主と約束

していたからです。

知恵の言葉に関して天の御父から祝福

を受けたいと望むならば，今の世で広く用

いられている違法な薬物には決して手を

出さないと決意してください。皆さんが手

をつけたことのないものに対しては，サタ

ンはほとんど誘惑の力を持たないのです。

教会員としてわたしたちはバプテスマ

を受け，神の戒めを守り，イエス・キリス

トの御
み

名
な

を受けると聖約しました。もし過

ちを犯してしまっても，福音のおかげで，

心から悔い改めれば赦
ゆる

しを受けることが

できます。年齢にかかわらず，自分が今置

かれている状況に合わせた決意から始め

ましょう。すでに過ちを犯しているならば，

悔い改めて，罪を捨て去る決意をしてく

ださい。

主は義にかなった，悔い改める子供た

ちに大いなる永遠の祝福を与えると約束

しておられます。しかし，この世には大き

な危険があることも御存じの主は，次の

戒めを与えられました。「……自分自身

について気をつけ，永遠の命の言葉を熱

心に心に留めるようにしなさい。」（教義と

聖約84：43）主はわたしたちを愛し，わ

たしたちがみもとに戻ることを望んでおら

れるので，社会でどのような人たちと交

わるのか，何を読み，何を見るのか，どの

ようなメディアや娯楽を選び，どんな音楽

を聴くのかといった，わたしたちに関する

すべてのことに慎重であるようにと促し，

「〔わたしたち自身〕について気をつけ」る

よう命じられたのです。

若いときに決意をすることは非常に大

切です。例えば，什
じゅう

分
ぶん

の一や献金を納め

る人に約束されている祝福を得るために

は，すべての収入に対して什分の一を納

主と約束する
七十人

ジョン・B・ディクソン長老

この死すべき試しの生涯においてどのような人になりたいのか，今こそ主と約束をする

時です。



めることを今，決意しなければなりません。

什分の一を納めることは，わたしたちが

さらに自分を捨て，より天の御父のように

なるうえで助けになります。義にかなった

子供たちに御自分がお持ちのすべてを与

えることを望まれる御父のようになれる

のです。この決意をすることはきわめて

大きな意味を持つことになります。興味

深いのは，什分の一をはじめとするすべ

ての戒めが，皆さんの永遠の幸福のため，

また皆さんがさらに御父に似た者となる

ために与えられているという点です。

「行って，主が命じられたことを行います」

と心に固く決めていた昔のニーファイのよ

うになろうと今，決意してください（1ニー

ファイ3：7）。

皆さんの生活を祝福してくれる決意に

ついてほかにも考えてみましょう。学校で

ほかの生徒が何をしていても，今から自

分は決して汚い言葉を使わず，常に誠実

な人間となり，その行動を皆が知るように

なったら，何とすばらしいことでしょう。

決してだましたりごまかしたりしないこ

と，清い言葉を使うこと，生涯にわたって

下品な言葉や冗談を言わないことを今，

心に決めてください。このような決意は，

自分の部屋で静かにひざまずいてすると

いいでしょう。真剣に，祈りの気持ちで，

へりくだって主に近づくなら，固い決意を

貫くことができるでしょう。聖文はこう教え

ています。「あなたは謙
けん

遜
そん

でありなさい。

そうすれば，主なるあなたの神は手を引

いてあなたを導き，あなたの祈りに答えを

与えるであろう。」（教義と聖約112：10）

慎み深い服装をすることや，デートのと

きにどのような行動を取るかについても

決意してください。デートの相手や友達，

同級生といるときに決断を迫られるような

ことになっても，前もって自分の取る行動

を決めておけば，主の標準をより容易に，

そして常に守ることができます。義にか

なった原則に従って決意を貫く皆さんの

標準を理解できない人もいるかもしれま

せん。しかし，彼らが真に皆さんを尊敬

し，立派だと思い，もっと皆さんのように

なりたいと願う時が来るでしょう。

そのほか，高い道徳観を持つ，性的に

清くある，安息日を守る，伝道や神殿参入

に備える，常にふさわしい状態で聖
せい

餐
さん

を

受けるなどの標準についても，よく考え，

決意する必要があります。

ヒンクレー大管長は若人を愛し，主の

定められた標準に従うよう一貫して勧め

ています。生ける預言者の励ましや勧告

に従うなら，わたしたちは「永遠の幸福」

の道へ導かれるでしょう。

主の御
み

心
こころ

を行うよう今決意するなら，

主は皆さんを助け，力を与えてくださいま

す。主を信じ，頼り，そして従いたいと願

うならば，強い決意をもって御心を行うこ

とができるでしょう。わたしは天の御父が

皆さん一人一人を愛し，皆さんを助ける

ために独り子を送られたこと，そして主

に従おうと皆さんが心から決意するとき，

栄光に満ちた祝福が与えられることを

知っています。イエス・キリストの御名に

より，アーメン。

大会の部会の開始を待つ大管長会。──ゴードン・B・ヒンクレー大管長（中央），第一顧問のトーマス・S・

モンソン管長（右），第二顧問のジェームズ・Ｅ・ファウスト管長（左）。

15／ 22 0 0 7 年 5 月 号
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預
言者ジョセフ・スミスは，言葉

の持つ力について，わたしたち

の理解を深める次のような教

えを残しています。「信仰によって業を行

うとき，人は言葉を通して行う。神は『光

あれ』と言われた。すると光があった。ヨ

シュアが言葉を発すると，神が創造され

た大きな光がとどまった。エリヤが命じ

ると，天は3年半閉ざされ，雨は降らな

かった。……これらはすべて信仰によっ

てなされたのである。……まず信仰があ

り，次に言葉によって業が行われた。そし

て，〔言葉〕によって，最も力ある業が行わ

れてきた。これからもそうであろう。」1

「上から来る」あらゆる賜
たま

物
もの

と同様，言葉

は「神聖であり，それについては注意して，

御
み

霊
たま

の促しによって語るようにしなけれ

ばならない……。」2

言葉の持つこのような力と神聖さをよく

理解したうえで，もし警告する必要がある

なら，わたしは互いにどのような言葉遣い

をすればよいか，また自分自身について

どのように語ればよいかについて警告し

たいと思います。

聖書外典の中に，この問題の重大さを

わたしよりも明確に語っている一節があ

ります。こう記されています。「鞭
むち

の一打

ちは肉体に傷跡を残す。しかし言葉の一

打ちは骨を打ち砕く。」3 この一節の持つ

痛々しいイメージを心に描いていたわた

しは，ヤコブの手紙の中に「完全な人」と

なるための方策があることを知ったとき，

深く感銘を受けました。

ヤコブはこう語っています。「わたした

ちは皆，多くのあやまちを犯すものである。

〔しかし〕もし，言葉の上であやまちのない

人があれば，そういう人は，全身をも制御

することのできる完全な人である。」

さらにヤコブは，制御することを次のよ

うにたとえます。「馬を御するために，そ

の口にくつわをはめるなら，その全身を

引きまわすことができる。

また船を見るがよい。船体が非常に大

きく，また激しい風に吹きまくられても，ご

く小さなかじ一つで，操縦者の思いのま

まに運転される。……」

そして，ヤコブは自分の言いたいことを

明らかにします。「舌〔もまた〕小さな器

官ではあるが，……〔しかし〕見よ，ごく

小さな火でも，非常に大きな森を燃やす

ではないか。

……舌〔火〕は，わたしたちの器官の一

つとしてそなえられたものであるが，全身

を汚し，……自らは地獄の火で焼かれる。

あらゆる種類の獣，鳥，這
は

うもの，海の

生物は，……人類に……制せられてきた。

ところが，舌を制しうる人は，ひとりも

いない。それは，制しにくい悪であって，

死の毒に満ちている。

わたしたちは，この舌で父なる主をさ

んびし，また，その同じ舌で，神にかた

どって造られた人間をのろっている。

同じ口から，さんびとのろいとが出て

来る。わたしの兄弟たちよ。このような事

は，あるべきでない。」4

実に率直な言葉です。もちろん，ヤコブ

はわたしたちの舌がいつも罪深いと言っ

ているわけではありませんし，わたした

ちの口にする言葉がすべて「死の毒に満

ちている」と言っているわけでもありませ

ん。しかし，ヤコブは確かに，わたしたち

が口にする少なくとも幾つかの言葉は，破

壊的であり，有毒なことさえあると言って

います。末日聖徒にとっては身も凍るよう

な言葉です。わたしたちは心からの証
あかし

を

述べ，熱烈な祈りをささげ，シオンの賛美

歌を歌うその同じ声で，非難し，批判し，

卑しめ，辱め，苦痛を与え，いつの間に

か自分自身と周囲の人々の霊を破壊する

ことがあるということです。「同じ口から，

さんびとのろいとが出て来る」とヤコブは

嘆きました。またこう勧告しています。

「わたしの兄弟〔そして姉妹〕たちよ。こ

のような事は，あるべきでない。」

これはわたしたち全員が取り組むべき

事柄ではないでしょうか。「完全な」男性

あるいは女性になるために，もう少し努力

することができる分野ではないでしょうか。

夫の皆さん，皆さんは神がお与えにな

ることのできる最も神聖な賜物を授かっ

ています。それは，愛と喜びに満ちた夫

婦関係を築くために，自らを皆さんにささ

げている妻であり，神の娘，子供たちの

母親です。交際中に口にした優しい言葉

を思い出してください。奥さんの頭に手

を置いて，彼女に授けた数々の祝福を思

い出してください。あなたと伴
はん

侶
りょ

が，生ま

れながらに受け継いでいる神 と々しての

特質に思いをはせてください。それから

しばらくの間，冷たく，辛
しん

辣
らつ

な，制し切れ

なかった言葉を使ったときのことをよく考

えてください。言葉がもたらす害について

天使の言葉
十二使徒定員会

ジェフリー・R・ホランド長老

わたしたちの言葉は，行動と同様，信仰，希望，慈愛で満たされるべきです。



考えると，救い主がこう言われたのも驚く

に当たりません。「口にはいるものは人を

汚すことはない。かえって，口から出るも

のが人を汚すのである。」5 物理的に妻を

殴るなど夢にも思わないような夫でも，思

いやりのない不親切な言葉という暴力に

よって，たとえ彼女の骨を砕くことはなく

とも，その心を傷つけることはあるのです。

身体的な虐待は，どこにおいても，どのよ

うな理由であっても，末日聖徒イエス・キ

リスト教会では罪に定められます。それ

よりもさらに罪深いことがあるとすれば，

それはあらゆる形の性的虐待であり，わ

たしたちはその行為をさらに強く非難し

ます。わたしは，だれであろうとあらゆる

人への言葉による虐待，精神的虐待，特

に夫の妻に対する虐待を強く非難します。

兄弟の皆さん，このようなことは，あるべ

きではないのです。

同様の精神で，姉妹たちにも話します。

なぜなら言葉による虐待の罪に男女差は

ないからです。妻の皆さん，皆さんの口

は言葉を制していますか。皆さんの言葉

が持つ力は善と悪のどちらですか。神の

摂理により，これほど美しく，清らかであ

り，霊的で，生まれつき優しくて親切な声

が，けたたましく，辛辣で，とげとげしい，

また荒々しい声に突然変わることがある

のはなぜでしょうか。女性の言葉は，これ

までに造られたどの短刀よりも鋭利な刃

物となることがあります。また，会話を始

めた時点ではだれも想像し得なかったほ

ど遠くまで，愛する人を後ずさりさせること

があります。姉妹の皆さん，皆さんのすば

らしい霊に，うわさ話や陰口，悪意のある

言葉を含む，辛辣な，あるいは不快ない

かなる言葉も入り込む余地はありません。

わたしたちの家庭やワード，あるいは近所

で，「舌は火である。わたしたちの間で燃

える，不義の世界である」と言われること

がないようにしようではありませんか。

この勧告をさらに拡大して，家族全体

に関連づけましょう。子供に話しかける

ときには細心の注意を払わなければなり

ません。何を言い，何を言わないか，ど

のように言うか，いつ言うか，これは子供

が自分自身をどうとらえるか，その方向性

を決めるうえで実に，実に大切な要素で

す。またそれは，子供が両親を信じる気

持ちと神への信仰をはぐくむうえで，さら

に大切な要素となります。子供たちには

いつも建設的な言葉をかけるようにしてく

ださい。冗談交じりであっても，子供に

「太っている」や「頭が悪い」「怠け者」「器

量が悪い」などと言わないでください。決

して悪気がなくても，子供たちはその言

葉を記憶し，それを忘れ，赦
ゆる

すために何

年も苦しむかもしれません。また，うまく

褒める自信があっても，子供たちを比べ

ないようにしてください。褒め言葉のつも

りで，「スーザンはかわいいし，サンドラ

は頭がいい」と言ったとしても，スーザン

は「自分は頭が良くない」，サンドラは「自

分はかわいくない」としか記憶しないで

しょう。子供たち一人一人の，そのある

がままを褒めてください。そして，比較し，

競い，決して「自分はこれで十分だ」と満

足することのない，この文化にこびりつく

妄想から解放されるようにしてください。

言うまでもないことですが，ほとんどの

場合，否定的な言葉は否定的な考えから

生まれます。その中には自分自身につい

ての否定的な思いも含まれます。わたし

たちは自分の欠点を見ます。自分自身に

ついて批判的なことを口にするか，少な

くとも考えます。やがて，すべての人，す

べてのことを批判的に見るようになりま

す。太陽の輝き，バラの美しさ，希望ある

いは幸福の兆しが見えなくなるのです。

そしてすぐに，自分も周りの人も，皆が惨

めになります。

オーソン・F・ホイットニー長老がかつ

て言った言葉が好きです。「福音の精神

は楽観的です。神に信頼を置き，物事の

明るい面に目を向けます。その反対，す

なわち悲観的な精神は，人を落ち込ませ，

神から引き離します。暗い面に目を向け，

つぶやいたり，不平を漏らしたりして，な

かなか従順になれないのです。」6 わたし

たちは，「元気を出しなさい」という救い

17／ 2 0 0 7 年 5 月 号
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主の宣言に従うべきです。7（実際，この

戒めはほかのどの戒めよりも頻繁に破ら

れているように思います。）語るときには希

望で心を満たしてください。自分自身を

含め人を励ますように語ってください。

ひっきりなしに愚痴をこぼしたり，嘆いた

りしないようにしてください。8 ある人が次

のような言葉を残しています。「文明の黄

金時代であっても，こうつぶやく人がいた

に違いない。『何だ，見るものすべて黄色

じゃないか。』」

ニーファイにとって，縄で縛られ，棒で

打たれることは，レーマンとレムエルの不

平を絶え間なく聞かされるよりは耐えや

すかったかもしれない，と何度も思った

ことがあります。ニーファイも少なくとも一

度はこう言ったことでしょう。「気を失う

までたたいてください。これ以上不平を

聞かずに済むでしょうから。」そうです，

人生には問題がつきものです。確かに，

否定的な事柄に直面しなければなりませ

ん。しかし，どうぞホランド長老の処世訓

を取り入れてください。「不平を言うこと

ほど，人を不幸にするものはない。」

パウロは同様のことを率直に，しかし大

いに希望を抱きながら語りました。わたし

たちすべてに向けた言葉です。「悪い言

葉をいっさい，あなたがたの口から出して

はいけない。必要があれば，人の徳を高

めるのに役立つような言葉を語って，聞い

ている者の益になるようにしなさい。

神の聖霊を悲しませてはいけない。……

すべての無慈悲，憤り，怒り，騒ぎ，そ

しり……を捨て去りなさい。

互
たがい

に情
なさけ

深く，あわれみ深い者となり，神

がキリストにあってあなたがたをゆるして

下さったように，あなたがたも互にゆるし

合いなさい。」9

ニーファイは，深い感動を与える最後

の証の中で，「十分に固い決意をもって

〔神の〕御子に従」うよう勧め，次のように

約束しています。「……火と聖霊によるバ

プテスマを受け〔た後に〕，〔あなたがたは〕

新しい言葉，すなわち天使の言葉で語れ

るように〔なる〕。……また，聖霊によらな

ければ，どうして天使の言葉で語ることが

できようか。天使は聖霊の力で語る。し

たがって，天使はキリストの言葉を語る。

……」10 愛
あい

弟
で

子
し

ヨハネが記したように，11

過去においても現在においてもキリスト

は確かに恵みとまことに満ち，憐
あわ

れみと

慈悲に富んだ「言
ことば

」であられるのです。

兄弟姉妹の皆さん，救い主にさらに似

た者となるというこの永遠の追求を続け

るに当たって，現時点では，少なくともこ

の一つの方法で「完全な男性および女性」

となれるように努力しようではありません

か。言葉で人を傷つけないようにしま

しょう。もっと前向きな言い方をすれば，

新しい言葉，すなわち天使の言葉で語り

ましょう。わたしたちの言葉は，行動と同

様，今
こん

日
にち

の世界にぜひとも必要なクリス

チャンの三大原則，すなわち信仰，希望，

慈愛で満たされるべきです。御霊の影響

の下に語られるそのような言葉により，人

は涙をぬぐい，心を癒
いや

し，生活を向上さ

せ，希望を取り戻し，自信を増し加えるこ

とができるのです。難しくとも取り組みが

いのあるこのテーマに関してさえも，わた

しの言葉が，皆さんに失望ではなく希望

を与えるように，わたしの声を通して，わ

たしが皆さんを文字どおり心から愛して

いることを感じ取ってもらえるように祈り

ます。そして何よりも，天の御父が皆さん

を愛しておられ，その独り子も皆さんを愛

しておられることを知ってください。御二

方が皆さんに語りかけられるとき，――確

かに御二方は語りかけられます――それ

は風の中でも，地震の中でも，火の中で

もなく，静かな細い声で，優しく思いやり

に満ちた声で語られるのです。12 天使の

言葉で語られるのです。わたしたちが皆，

次の思いに喜びを見いだすことができま

すように。すなわち，これらの最も小さい

者であるわたしたちの兄弟姉妹，子供た

ちを教化し，励ます言葉を口にすること

は，ほかでもない神に向かって口にして

いるのです。13 イエス・キリストの御
み

名
な

に

より，アーメン。

注

1．Lectures on Faith（1985年），72－

73，強調付加

2．教義と聖約63：64

3．Ecclesiasticus，28：17

4．ヤコブの手紙3：2－10，強調付加

5．マタイ15：11

6．Conference Report，1917年4月，43

7．マタイ14：27；マルコ6：50；ヨハネ

16：33

8．1ニーファイ3：28－31；18：11－

15参照

9．エペソ4：29－32

10．2ニーファイ31：13－14；32：2－3

11．ヨハネ1：1

12．列王上19：11－12参照

13．マタイ25：40参照



少
年時代を過ごしたカリフォルニ

ア州の家の比較的近くに，アン

ズ，サクランボ，桃，洋ナシ，そ

してほかにもおいしい果実のなる果樹園

がありました。またキュウリやトマトなど，

様々な野菜を育てている畑も近くにあり

ました。

少年のころ，いつも瓶詰めの季節を楽

しみにしていました。ガラス瓶をごしごし

洗ったり，暑い台所で作業をしたりするの

は好きではありませんでしたが，母や父と

働くことは好きでした。また，詰めているも

のを味見するのが大好きでした。果物は

瓶詰めした量よりも，わたしのおなかに

入った量の方が多かったことでしょう。

今でも，サクランボや桃の手作りの瓶詰

めを見る度に，台所で父母と作業をした

ときの思い出がよみがえります。果物や

野菜を収穫して瓶詰めにしながら，物質

的に自立することや倹約して生活するこ

とについて学びました。この基本的な教

訓は生涯にわたって祝福となっています。

興味深いことに，ありふれた普通の経験

が最も重要な学びの機会となることがよ

くあります｡

大人になってから，瓶詰め作りの季節

に台所で見た光景についてよく考えまし

た。今朝はキュウリがピクルスになるまで

の工程から学べる，幾つかの霊的な教訓

について話します。キリストのみもとに来

て霊的に新しく生まれるうえで，わたしや

皆さんにとって，これらの教訓がどのよう

な意味を持つのか考えてみましょう。この

場に聖霊がともにいてくださるよう願って

います。

キュウリとピクルス

ピクルスは特定のレシピ（調理法）や手

順に従ってキュウリが変化したものです。

キュウリをピクルスに変えるための最初の

手順は下ごしらえと洗浄です。家の裏口

で何時間も，収穫したキュウリからへた

を取り，泥をきれいに落としたことを思い

出します。母はキュウリの下ごしらえと洗

浄にはとても几
き

帳
ちょう

面
めん

でした。清潔さに関

して高い基準があり，わたしがこの大切

な作業を適切に行ったかどうかを必ず確

認していました。

キュウリをピクルスに変えるための次の

手順は，長時間キュウリを塩水に浸して

塩分をしみ込ませることです。塩水を準

備するとき，母はいつも祖母から教わっ

たレシピを使いました。特殊な材料や緻
ち

密
みつ

な工程を記したレシピです。キュウリ

がピクルスになるには，規定の時間，全体

が完全に塩水に浸されていなければなり

ません。この処理工程がキュウリの構造

を徐々に変え，ピクルスの透明感や特有

の味を作り出します。塩水を時々振りか

けたり，塩水にくぐらせたりするだけでは

必要な変化は生じません。望む変化を生

じさせるためには，一定の状態で，継続

して，完全に浸すことが必要なのです。

処理工程の最後の手順は，保存処理し

たピクルスを，滅菌してきれいに洗った瓶

に入れ，密閉（Sealing）することです。ピ

クルスは保存用の瓶に，沸騰した熱い塩

水とともに入れ，その瓶を専用の湯煎鍋
ゆせんなべ

の中で密閉処理します。出来上がったも

のが保護され，その鮮度が保たれるよう

に，ピクルスと瓶の両方から不純物をす

べて除去するのです。この工程を正しく

行えば，長期間にわたってピクルスを保存

し，堪能できます。

つまり，キュウリをピクルスにするには，

下ごしらえして洗い，塩水に浸して塩分を

しみ込ませ，滅菌した保存容器に入れて

密閉しなければならないのです。この工

程は時間がかかるもので，短縮できません

し，大切な手順はどれ一つといえども無視

したり，避けたりすることができません。

大きな変化

権能を受けた主の僕
しもべ

たちは繰り返し，

人が現世にいる第一の目的は，イエス・キ

リストの贖
しょく

罪
ざい

を通して霊的に変えられ，

変化することであると教えてきました。ア

ルマはこう述べています。

あなたがたは
再び生まれなければ
ならない
十二使徒定員会

デビッド・A・ベドナー長老

キリストを信じる信仰により，わたしたちは霊的に備えられ，罪から洗い清められ，主の福音

に浸され，福音を十分に吸収し，約束の聖なる御
み

霊
たま

によって清められ，結び固められます。
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「全人類，すなわち男女を問わず，すべ

ての国民，部族，国語の民，民族が再び

生まれなければならないことを不思議に

思ってはならない。まことに，人は神から

生まれ，肉欲にふける堕落した状態から

義の状態に変わって，神に贖
あがな

われ，神の

息子や娘にならなければならない。

このようにして，彼らは新たな者となる。

このようにならないかぎり，決して神の王

国を受け継ぐことはできない。」（モーサ

ヤ27：25－26）

わたしたちはこう命じられています。

「キリストのもとに来て，キリストによって

完全になりなさい。神の御
み

心
こころ

に添わない

ものをすべて拒みなさい。」（モロナイ

10：32）さらに，キリストにあって「新しく

造られ」（2コリント5：17参照），「生まれな

がらの人」を捨て（モーサヤ3：19），「悪を

行う性癖をもう二度と持つことなく，絶え

ず善を行う望みを持つように，わたしたち

の中に，すなわちわたしたちの心の中に

大きな変化」を経験するように（モーサヤ

5：2）命じられています。心に留めてほし

いのは，これらの聖句が指す改心が小さ

なものではなく，大きなものであるという

点です。すなわち，霊的に新しく生まれ

ること，そして感情，願望，思考，行動，

人格そのものが本質的に変化することを

指すのです。実のところ，イエス・キリス

トの福音の真髄には，わたしたちの性質

の根本的で永続的な変化が伴います。こ

の変化は「聖なるメシヤの功徳と憐
あわ

れみ

と恵み」に頼ることによって可能となりま

す（2ニーファイ2：8）。主に従うことを選

ぶとき，わたしたちは自分が主によって変

えられること，すなわち霊的に新しく生ま

れることを選んでいるのです。

準備と洗浄

キュウリをピクルスにするには下ごしらえ

をして洗う必要があるのと同様に，皆さん

もわたしも，「信仰の言葉と……良い教
おしえ

の

言葉」によって準備され（1テモテ4：6），ま

ずアロン神権の権能によって執行される

儀式と聖約を通して洗い清められます。

「そして，小神権が存続した。この神権

は，天使の働きと備えの福音の鍵
かぎ

を持つ

ものである。

この福音は，悔い改めとバプテスマと

罪の赦
ゆる

しの福音……である。」（教義と聖

約84：26－27）

また，主は清さに関して高い標準を設

けられました。

「それゆえ，あなたの子供たちに次の

ことを教えなさい。すなわち，どこにいる

人でもすべての人が，悔い改めなければ

ならない。そうしなければ，決して神の王

国を受け継ぐことはできない。清くない

者はそこに住むことができない，すなわ

ち，神の前に住むことができないからで

ある。」（モーセ6：57）

正しい準備と清めは，再び生まれる工

程の最初の基本的な手順なのです。



浸され，十分に吸収する

塩水に浸され，塩分をたっぷり含んだ

キュウリがピクルスに変化するのと同じよ

うに，皆さんもわたしも，イエス・キリスト

の福音を吸収することで再び生まれます。

交わした「聖約」を尊んで「守〔り〕」（教義

と聖約42：13），「キリストの言葉をよく味

わ〔い〕」（2ニーファイ32：3），「熱意を込

めて御父に祈〔り〕」（モロナイ7：48），そ

して「〔わたしたちの〕心と，勢力と，思い

と，力を尽くして神に仕え〔る〕」と（教義

と聖約4：2），次の聖句のようになれます。

「あなたがたが交わした聖約のために，

あなたがたはキリストの子と呼ばれ，キリ

ストの息子および娘と呼ばれる。見よ，そ

れは，今日キリストが霊的にあなたがたを

子としてもうけられたからである。あなた

がたは，キリストの御
み

名
な

を信じて心が改

まったと言う。だから，あなたがたはキリ

ストから生まれ，キリストの息子および娘

となったのである。」（モーサヤ5：7）

この聖句が教える霊的再生は概して短

時間で起きたり，一度に起きたりするもの

ではありません。一つの出来事ではなく，

継続的な過程なのです。教訓に教訓，規

則に規則を重ね，徐々に，そしてほとんど

気づかないくらい少しずつ，わたしたちの

動機，思い，言葉，行いが神の御心に添

うものとなっていきます。変化の過程にお

けるこの段階は，時間と根気，そして忍耐

を要します。

キュウリをピクルスにするには，一定の

状態で，継続して，完全に塩水に浸さな

ければなりません。そのため，塩は調理

上の重要な役割を果たします。塩は聖文

の中で，聖約および聖約の民の両方を表

す象徴として頻繁に用いられています。

そして，キュウリがピクルスに変化するう

えで塩が欠かせないのと同様，聖約もわ

たしたちが霊的に新しく生まれるうえで

欠かせないものです。

再び生まれる過程は，キリストを信じ

る信仰を働かせ，罪を悔い改め，神権の

権能を持つ人によって罪の赦しを受ける

ために水に沈めるバプテスマを受けるこ

とから始まります。

「すなわち，わたしたちは，その死にあ

ずかるバプテスマによって，彼と共に葬ら

れたのである。それは，キリストが父の栄

光によって，死人の中からよみがえらされ

たように，わたしたちもまた，新しいいのち

に生きるためである。」（ローマ6：4）

バプテスマの水から出た後，わたしたち

の霊は継続的に救い主の福音の光と真理

に浸され，それらを吸収しなければなりま

せん。キリストの教義に単発的に浅く浸さ

れ，回復された主の教会に時々参加する

だけでは，「新しいいのちに生きる」ために

必要な霊的な変化を引き起こすことはでき

ません。永遠の祝福を享受するためには，

聖約を忠実に守り，絶えず決意を強め，自

分自身を神にささげることが必要です。

「わたしはあなたがたがイスラエルの聖

者であるキリストのもとに来て，キリストの

救いと，キリストの贖いの力にあずかるよ

うに望んでいる。まことに，キリストのもと

に来て，自分自身をキリストへのささげ物

としてささげ，断食と祈りを続け，最後ま

で堪え忍びなさい。そうすれば，主が生

きておられるように確かに，あなたがたは

救われるであろう。」（オムナイ1：26）

救い主の福音に完全に浸り，福音を十

分に吸収することは，再び生まれる過程

において不可欠の手順です。

清めと結び固め

塩漬けにしたキュウリは，滅菌した瓶

に詰めて熱処理します。不純物を取り除

き，外から雑菌が入らないように瓶を密

閉するためです。熱湯に入れる過程によ

り，ピクルスを長期間保護し，保存できる

ようになります。同様に，皆さんもわたし

も小羊の血によって洗われ，再び生まれ，

メルキゼデク神権の権能によって執行さ

れる儀式を受け，聖約を尊ぶときに，清

められ，心の聖
きよ

めを受けます。

「それでも彼らは，しばしば断食して祈

り，ますます謙
けん

遜
そん

になり，ますますキリス

トを信じる信仰を確固としたものにした

ので，喜びと慰めで満たされ，まことに清

められ，心の聖めを受けた。この聖めは，

彼らが心を神に従わせたために受けたの

である。」（ヒラマン3：35）

今日
きょう

のわたしの話に出てくる「結び固め

（Sealing）」という言葉は，主の宮で執り

行われる永遠の結婚の儀式だけを指して

いるわけではありません。わたしはこの

言葉を，教義と聖約第76章に説かれてい

るような意味で用いています。

「正しい者の復活の時に出て来る人 に々

関するキリストの福音の証
あかし

はこれである。

すなわち，彼らはイエスの証を受け入

れ，その名を信じ，そしてイエスの名に

よって水の中に沈められ，イエスから与

えられた戒めのとおりにその埋葬に倣っ

てバプテスマを受けた者である。

それは戒めを守ることによって，彼らが

自分のすべての罪から洗われて清くされ，

この力を持つように聖任され結び固めら

れている者の按
あん

手
しゅ

によって聖なる御霊を

受けるためである。

また，彼らは信仰によって勝利を得，御

父が正しくかつ真実な者すべてに注がれ

る約束の聖なる御霊により結び固められ

ている者である。」（50－53節）

約束の聖なる御霊とは，聖霊がお持ち

の結び固めの力です。一つの儀式，誓い，

21／ 2 0 0 7 年 5 月 号



あるいは聖約が，約束の聖なる御霊に

よって結び固められると，地上においても

天においても結び固められます（教義と

聖約132：7参照）。聖霊からのこの「承認

の印」は，「時がたって」（モーセ7：21），

わたしたちが福音の聖約を尊ぶことへの

忠実さ，誠実さ，そして堅固さを示して初

めて，与えられます。しかしながら，この

結び固めは不義や背きによって解かれて

しまいます｡

約束の聖なる御霊による清めと結び固

めは，再び生まれる過程における最高の

段階です。

「心を込めて」

愛する兄弟姉妹の皆さん，このピクルス

のたとえが，生活を吟味し，霊的に新し

く生まれることの永遠の重要性をより理

解する助けになるように願っています。ア

ルマと同じように，「わたしは心を込めて

語って」きました（アルマ5：43）。

「わたしの愛する同
はら

胞
から

とこの地に住む

すべての人に教えを説き，まことに，老い

た人にも若い人にも，束縛された人にも

自由な人にも，まことに，老人にも中年の

人にも青年にも，すべての人に教えを説

き，まことに，彼らに悔い改めて再び生ま

れなければならないことを叫び求めるこ

と，これが，わたしが召された位である。」

（アルマ5：49）

救い主が確かに生きていて神の御子で

あられること，また，みもとに来て変化を

遂げるようにわたしたちを招いておられ

ることを証します。預言者ジョセフ・スミス

を通して主の教会と神権の権能が回復さ

れたことを証します。キリストを信じる信仰

により，わたしたちは霊的に備えられ，罪

から洗い清められ，主の福音に浸され，

福音を十分に吸収し，約束の聖なる御霊

によって清められ，結び固められます。こ

うして再び生まれることができるのです。

イエス・キリストの聖なる御名により，

アーメン。
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最
近，家族のアルバムをめくりな

がら，家族旅行や誕生日，親族

の集まりや記念日などに撮っ

た，愛する人たちの写真を見ていると，

懐かしい思い出が次々によみがえってき

ました。それらの愛する家族や親族の中

には，写真を撮ってからこれまでの間に，

この世を去った人々もいます。主の言葉

が心に浮かんできました。「あなたは死ぬ

者を失うことで涙を流すほどに……とも

に愛をもって生活するようにしなければな

らない。」1 家族の輪から旅立って行った

一人一人への思いは，いつまでも消える

ことがありません。

つらく，困難ではあっても，死はこの世

の経験において不可欠です。わたしたち

は前世を離れてこの地球に来て，この世

での旅を始めます。詩人ワーズワースはこ

の旅について，霊感に満ちた詩「不死を

知る頌
しょう

」の中でこのように表現しています。

われらの誕生はただ眠りと

前世の忘却とに過ぎず。

われらとともに昇りし魂，生命の星は，

かつて何
ど

処
こ

かに沈みて，

遥
はる

かより来たれり。

過ぎ去りし昔を忘れしにはあらず，

また赤裸にて来りしにもあらず

栄光の雲を曳
ひ

きつつ，

われらの故郷なる神のもとより来りぬ。

われらの幼
いと

けなきとき，

天国はわれらのめぐりにありき。2

人生は流れゆき，子供はやがて青年に

なり，いつの間にか大人に近づいていきま

す。人生の目的を探し求め，問題につい

て思い巡らすとき，遅かれ早かれ，人生の

短さや自分の人生について，また，永遠の

命について疑問を抱くようになります。特

に，愛する人を亡くしたとき，あるいは自分

が愛する人たちを残して世を去ろうとする

とき，この疑問が心に迫ってきます。

そんなときに思い巡らすのは，年老い

たヨブがいにしえの時代に端的に言い表

した普遍の問いかけでしょう。「人がもし

死ねば，また生きるでしょうか。」3

今
こん

日
にち

も，いつの時代も，懐疑論者は神

の言葉に異議を唱えます。ですから，人

は皆，だれの言葉に耳を傾けるかを選ば

なければなりません。有名な弁護士であ

り不可知論者であったクラレンス・ダロー

は，「いずれの人生もさほどの価値はなく，

いずれの死もほんの小さな損失でしかな

い」4 と語りました。また，ドイツの哲学者

であり悲観論者であったショーペンハウ

ワーは「不死不滅を願うとは，人生という

主は生けりと知る
大管長会第一顧問

トーマス・Ｓ・モンソン管長

救い主がカルバリで亡くなられたことにより，死はわたしたちを束縛する力を失いました。



大きな過ちが永遠に続くように願うこと

だ」5と書いています。今の時代の人 も々，

キリストを再び十字架につけるような言葉

を語っています。主の奇跡を文字どおり

にとらえず，主の神性を疑い，主の復活を

受け入れません。

ロバート・ブラッチフォードはその著書

『神とわたしの隣人』（God and My

Neighbor）の中で，神，キリスト，祈り，不

死不滅といった，キリスト教徒が信仰する

事柄を激しく攻撃しました。大胆にもこ

のように主張したのです。「わたしは自分

が証明を試みた事柄はすべて完全に，

はっきりと証明し尽くしてきた。たとえど

んなに偉大で能力のあるキリスト教徒で

あっても，わたしの主張に対抗し，論拠を

覆すことはできない。」6 彼はいわば，懐

疑論という壁で完全防備していました。

そんな彼に驚くべきことが起こりました。

彼の築いた疑いの壁が粉々に崩れ落ちた

のです。彼の確信していた事柄は，人生

の試練に遭ったとき何の役にも立たず，

彼を守ってはくれませんでした。そのた

め彼は，あれほど軽
けい

蔑
べつ

し，あざけっていた

はずの信仰に，少しずつ戻って行ったの

です。彼をこれほどまでに変えた試練と

は何だったのでしょう。それは妻の死で

した。打ちひしがれて，亡
なき

骸
がら

が置かれた

部屋に入った彼は，心から愛した彼女の

死に顔を見詰めました。部屋から出て来

た彼は，友人にこう語りました。「あれは

彼女だが，彼女ではない。何もかも変

わってしまった。以前にはそこにあった

何かが取り去られ，今は前と同じ彼女で

はない。その取り去られた何かが魂とい

うものでなかったとしたら，いったい何だ

ろうか。」

彼は後にこう書いています。「死は一部

の人々が想像しているようなものではな

い。それはあたかも，別の部屋に移動す

るようなものだ。その部屋に行けば，……

愛し，亡くした，いとおしい男女やかわい

らしい子供たちに会えるだろう。」7

キリストの神性を疑う今日の人々に対

して，論破することのできない証拠，実際

にその目で見たという証
あかし

を引用しましょ

う。聖書の時代に，残虐な殉教を遂げた

ステパノは，天を仰いで叫びました。「あ

あ，天が開けて，人の子が神の右に立っ

ておいでになるのが見える。」8

コリント人
びと

に告げたパウロの力強い証

から，確信を受けない人がいるでしょう

か。彼はこう言いました。「キリスト〔は〕，

聖書に書いてあるとおり，わたしたちの

罪のために死んだ……，そして葬られた

……，聖書に書いてあるとおり，三日目によ

みがえった……，ケパに現れ，次に，十二

人に現れた……。……そして最後に……

わたしにも，現れたのである。」9

わたしたちの神権時代にも，これと同様

の証を預言者ジョセフ・スミスが雄 し々く

語りました。シドニー・リグドンとともにこう

証しています。「そして今，小羊について

なされてきた多くの証の後，わたしたちが

最後に小羊についてなす証はこれであ

る。すなわち『小羊は生きておられる。』」10

これこそわたしたちを支える知識で

す。わたしたちを慰める真理です。そし

て悲しみに打ちひしがれた人を影から光

へと導き出す確信なのです。

1997年のクリスマスイブに，わたしはす

ばらしい家族と出会いました。全員が真
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理に対して，また復活が真実であることに

対して揺るぎない証を持っていました。

両親と子供4人の6人家族でした。しかし，

男の子3人，女の子1人の子供たちは4人

とも，生まれつき，まれな型の筋ジストロ

フィー症で，どの子も障害がありました。

当時16歳だったマークは，もっと自由に動

けるようにと脊
せき

髄
ずい

手術を受けていました。

二人の弟，13歳のクリストファーと10歳の

ジェイソンも，同様の手術を受けるために，

数日後にカリフォルニアに行くことになっ

ていました。当時5歳だった一人娘のシャ

ナはかわいらしい女の子でした。4人とも

賢く，信仰深く，両親のビルとシェリーが，子

供たち一人一人を誇りに思っているのが

見て取れました。彼らと少し話すうちに，

わたしの執務室，そしてわたしの心は，

特別な御
み

霊
たま

に満たされました。わたしは

父親とともに，手術を間近に控えた二人

の息子に祝福を施しました。そして両親

は幼いシャナに，わたしのために歌うよう

頼んでくれました。父親の説明では，シャ

ナの肺活量が少なくなっていて難しいか

もしれないとのことでしたが，彼女は歌っ

てみたいと言ってくれました。テープレ

コーダーの伴奏に合わせて，美しく澄ん

だ声で，1音も外すことなく歌ってくれまし

た。それは，明るい未来についてのこん

な歌でした。

わたしの夢見る美しい日

わたしが待ち望む世界には

太陽がわたしのために輝く

美しい場所がある

わたしの願いがかなえられ

この美しい冬の朝に

わたしの夢見る美しい日が

訪れますように 11

彼女が歌い終えたときには，全員が感

動に包まれていました。彼らと出会った

おかげで，わたしはその年のクリスマス

を特別な思いで過ごすことができました。

わたしはその後も彼らと交流を続けま

した。長男のマークが19歳になったとき，

教会本部で，ある特別な任務に就く手配

がなされました。やがて，下の二人の弟

も，同じ機会に恵まれました。

約1年前，当時22歳だったクリスト

ファーが，子供たち全員を苦しめてきた

病気のために亡くなりました。そして去年

の9月，あの幼いシャナが14歳の若さで亡

くなったという知らせを受けました。葬

儀では，美しい弔辞の数々が彼女に贈ら

れました。残された兄のマークとジェイソ

ンが，説教壇に寄りかかりながら，家族

の経験について心打つ話をしました。

シャナの母親は美しいデュエット曲を歌

いました。シャナの父親と祖父は感動的

な話をしました。心は悲しみで張り裂け

そうになりながらも，全員が力強い，心の

底からわき出る証をしたのです。確かに

復活が真実であり，シャナも，兄のクリス

トファーも今も生きており，再び愛する家

族がともに集う栄光に満ちた日を待ち望

んでいると証しました。

わたしが話す時間になり，約9年前に家

族が執務室を訪ねて来たときにシャナが

歌ってくれた美しい歌について触れ，最

後に次のように思いを語りました。「救い

主がカルバリで亡くなられたことにより，

死はわたしたちを束縛する力を失いまし

た。シャナは今，病から解き放たれて元

気に生きています。1997年のあの特別な

クリスマスイブに，彼女が歌った美しい日，

彼女が夢見た美しい日は，願いどおり訪

れたのです。」

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは笑い，

泣き，働き，遊び，愛し，生きます。

そして，死にます。死はすべての人に訪

れます。だれもがその門をくぐらなければ

なりません。死は年老いた者や疲れ果て

た者を訪れるだけでなく，希望と期待に

満ちあふれた若者をも訪れます。幼
おさな

子
ご

も

死の手から逃れることはできません。使徒

パウロの言葉どおり，「一度だけ死ぬこと

……が人間に定まっている」12 のです。

ナザレのイエスという御方とその使命な

しには，人は死に定まったままでいたで

しょう。馬小屋に生まれ，かいばおけに

寝かされたその御方の誕生は，多くの預

言者の霊感あふれる預言を成就しました。

主は高い所から教えを受け，人に命と光

と道をお与えになりました。群衆が従い，

子供たちは主をあがめ，高ぶる者は拒絶

しました。主はたとえで語り，模範によっ

て教え，完全な生涯を送られました。

王の王，主の主が来られたにもかかわ

らず，主は敵や反逆者として扱われ，あざ

けられ，訴えられました。「十字架につけ

よ，十字架につけよ」13 という声が響き渡

り，主はやがてカルバリの丘へと歩み始

められました。

会員と求道者の到着を待つ，スウェーデン・ストックホルムの宣教師たち。



主はあざけられ，ののしられ，嘲
ちょう

笑
しょう

さ

れ「イスラエルの王キリスト，いま十字架

からおりてみるがよい。それを見たら信

じよう」14 という叫び声の中，釘
くぎ

で十字架

に打ち付けられました。「他人を救った

が，自分自身を救うことができない」15 と

言う者に主はこう答えられました。「父よ，

彼らをおゆるしください。彼らは何をして

いるか，わからずにいるのです。」16「『父よ，

わたしの霊をみ手にゆだねます。』こう

言ってついに息を引きとられ」ました。17

主の亡骸は主を愛してやまない者たちの

手により，石を掘って造った墓に納められ

ました。

週の初めの日の明け方に，マグダラのマ

リヤとヤコブの母マリアがその他の人 と々

ともに墓を訪れました。驚いたことに，主

の体はそこにありませんでした。ルカは，

輝く衣を着た二人の人が女たちのそばに

立ち，こう語ったと記しています。「あなた

がたは，なぜ生きた方を死人の中にたず

ねているのか。そのかたは，ここにはおら

れない。よみがえられたのだ。」18

来週，キリスト教徒は歴史上最も重要な

出来事を祝います。「そのかたは，ここに

はおられない。よみがえられたのだ」とい

う簡潔な言葉は，主なる救い主イエス・キ

リストの文字どおりの復活を最初に証した

言葉でした。最初のイースターの朝，空
から

に

なった墓は，慰めと確信を与え，「人がも

し死ねば，また生きるでしょうか」19 という

ヨブの問いかけに，はっきりとした肯定的

な答えを与えました。

愛する人を失ったすべての人に向け

て，ヨブの問いかけを答えにしてお伝え

しましょう。もし人が死ねば，また生きる

のです。わたしたちはそれを知っていま

す。なぜなら，明らかにされた真理の光

があるからです。「わたしはよみがえりで

あり，命である」と主は言われました。

「わたしを信じる者は，たとい死んでも生

きる。また，生きていて，わたしを信じる

者は，いつまでも死なない。」20

涙や試練，恐れや悲しみ，愛する人を

失った心痛や孤独の中にあっても，命は

永遠であるという確信があります。主な

る救い主はその生ける証人です。

わたしは特別な証人として，心を込め，

熱い思いを尽くして，神が生きておられ

ることを高らかに証し，宣言します。イエ

スは神の御子，肉における御父の独り子

です。わたしたちの贖
あがな

い主であり，御父

と人との間の仲保者です。わたしたちの

罪を贖うために，十字架上で亡くなり，復

活の初穂となられました。主が命を捨て

られたので，すべての人は再び生きるこ

とができます。「主は生けりと知る」21 と

いう歌詞の何と麗しいことでしょう。世の

すべての人がこのことを知り，その知識

に従って生きることができますように，主

なる救い主，イエス・キリストの御
み

名
な

に

よってへりくだり祈ります，アーメン。

注

1．教義と聖約42：45

2．ウィリアム・ワーズワース，田辺重治訳

「幼年時代を追想して不死を知る頌」

『ワーズワース詩集』岩波文庫，167，振

り仮名付加

3．ヨブ14：14

4．The Story of My Life（1932年），第

47章，第34段落

5．アーサー・ショーペンハウワー，The

Home Book of Quotations，バート

ン・スティーブンソン選（1934年），

969

6．God and My Neighbor（1914年）

7．More Things in Heaven and Earth:

Adventures in Quest of a Soul

（1925年），11参照

8．使徒7：56

9．1コリント15：3－5，8

10．教義と聖約76：22

11．映画Scrooge（1970年）から“The

Beautiful Day，”作詞・作曲／レス

リー・ブリカス

12．ヘブル9：27

13．ルカ23：21

14．マルコ15：32

15．マルコ15：31

16．ルカ23：34

17．ルカ23：46

18．ルカ24：5－6

19．ヨブ14：14

20．ヨハネ11：25－26

21．「主は生けりと知る」『賛美歌』75番。

ヨブ19：25も参照
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46
年前，わたしは十二使徒定員会

補助として召しを受けました。

そして初めてこの壇上に立ちま

した。当時わたしは37歳でした。普段賛

美歌の中で「御名
み な

を崇
あが

む」と歌っているよ

うな，立派な預言者や使徒の中に立った

のです（「高きに導く」『賛美歌』173番）。

自分がとても小さく感じられました。

ちょうど同じころ，ここタバナクルでとて

も大切な経験をしました。その経験はわ

たしに確信と勇気を与えてくれました。

当時はこの場所で，4月の大会前に初等

協会の大会が開かれていました。南のド

アから入ると，ちょうど大勢の初等協会の

子供たちによる聖歌隊が開会の歌を歌っ

ているところした。初等協会中央管理会

のルー・S・グローズベック姉妹の指揮で，

子供たちはこのように歌っていました。

心低く 主の愛思い

静かに歌う　賛美の歌を

心低く 祈ります

御霊が今日
きょう

も　あるように

（「心低く」『子供の歌集』11）

子供たちは静かな声で歌っていまし

た。才能豊かなオルガニストは自分に注

意をひきつけることなく，子供の声に合わ

せて伴奏しました。巧みに抑えられたオ

ルガンの音は，歌声と調和して霊感と啓

示にあふれるメロディーを生み出しまし

た。それがわたしにとっての決定的な瞬

間でした。この経験によって心に深く永

遠に刻み込まれたことこそ，その後のわた

しをずっと支えてくれたのです。

わたしは預言者エリヤと同じことを感じ

ていたのかもしれません。エリヤは邪悪

な王アハブに反抗して天を閉じ，洞穴へ

逃れて主を求めました。

「……大きな強い風が吹き，山を裂き，

岩を砕いた。しかし主は風の中におられ

なかった。風の後に地震があったが，地

震の中にも主はおられなかった。

地震の後に火があったが，火の中にも

主はおられなかった。火の後に静かな細

い声が聞えた。

エリヤはそれを聞いて顔を外套
がいとう

に包

み」，主と語るために「出てほら穴の口に

立」ったと記録されています（列王上19：

11－13）。

わたしは，主がニーファイ人に御姿
みすがた

を現

されたときに民が感じたに違いない気持

ちの幾分かを感じました。「天から発せ

られるような声が聞こえた。しかし彼ら

は，自分たちに聞こえたその声の告げる

意味が分からなかったので，辺りを見回

した。それは耳障りな声ではなく，大き

な声でもなかったが，小さな声でありな

がら，聞いた人々の心の中まで貫いたの

で，彼らの全身はことごとくそれによって

震えた。まったく，それは魂そのものにま

で彼らを貫き，彼らの心を燃え上がらせ

た。」（3ニーファイ11：3）

預言者ジョセフ・スミスが次のように書

いたときに理解していたのは，エリヤと

ニーファイ人が聞いたこの静かな細い声の

ことでした。「万物を貫き通してささや〔く〕

静かな細い声は，次のように告げられる。」

（教義と聖約85：6）

あの特別な瞬間，わたしは，この静か

な細い声は耳で聞くものではなく，むしろ

心で感じるものだと分かりました。その声

に耳を傾けるなら，わたしは自分の務め

を無事に果たせるだろうと感じたのです。

その後，求めよ，捜せ，門をたたけとい

う招きに応じるなら，だれでも慰め主，す

なわち聖霊がともにいてくださるという確

信を得ることができました（マタイ7：7－

8；ルカ11：9－10；3ニーファイ14：7－8；

教義と聖約88：63参照）。そのときわたし

はこれで大丈夫だと思いました。それか

ら何年もたちますが，まさにそのとおりで

した。

わたしはまた，音楽の中に大きな力が

あることも学びました。音楽が敬虔
けいけん

に演

奏されると，それはあたかも啓示のように

なります。時には，主の御声
みこえ

，つまり御霊

の静かな細い声と区別がつかないことも

あると，わたしは考えています。

すべてのふさわしい音楽にはそれぞれ

適した場所があります。良い音楽を楽し

める場所は数限りなくあります。しかしそ

の中でもテンプルスクウェアで演奏される

タバナクルの音楽は，ほかのどの音楽と

も違います。

タバナクル合唱団は何世代にもわたっ

て，毎週の放送の始めで，ウィリアム・W・

フェルプス長老が詞を書いた賛美歌を

歌っています。このような詞です。

賛歌を捧
ささ

げん　

安息の日来ぬ，

タバナクルの御霊
み た ま

十二使徒定員会会長代理

ボイド・K・パッカー会長

タバナクルは……イエス・キリストの福音の回復を示す旗印として存在してきま

した。

●土曜午後の部会
2007年3月31日



休みの日は来ぬ

受けたる神の，

み恵みのため

感謝を捧げん

（「賛歌を捧げん」『賛美歌』84番）

100年以上前，当時91歳だったウィル

フォード・ウッドラフ大管長は，恐らく最後

となった説教をこの壇上から行いました。

そのとき聴衆の中に12歳のリグランド・リ

チャーズがいました。後に使徒に聖任さ

れた父親ジョージ・F・リチャーズが中央

幹部の説教を聞かせるために，息子たち

をタバナクルに連れて来ていたのです。

リグランドはその経験を決して忘れませ

んでした。

20年以上もの間，リグランド・リチャーズ

長老とわたしは親しい間柄でした。96歳

になっても，あのときのメッセージはリ

チャーズ長老の心に響いていました。リ

チャーズ長老はウッドラフ大管長の言葉

は忘れていましたが，その言葉を聞いた

ときに感じた気持ちは，決して忘れられ

なかったのです。

時折，わたしはこのタバナクルを建て

た人たち，守ってきた人たちの存在を感

じます。先に生きた人たちは，音楽と説

教により，福音とイエス・キリストの証
あかし

の簡

潔さを保ってきました。その証は彼らに

とって人生を導く光だったのです。

教会の行く末を定める重大な出来事

は，テンプルスクウェアのこのタバナクル

で起こりました。

ジョセフ・スミスとブリガム・ヤングを除

き，教会のすべての大管長はこのタバナ

クルの聖会において支持を受けていま

す。そして同様の方式で，啓示によって命

じられたとおり，毎年総大会において支

持の手続きが繰り返され，すべてのス

テーク，ワード，支部において同じことが

行われています。

主は言われました，「だれか権能を持つ

者によって聖任され，そして権能を持って

いることと，教会の長たちによって正式に

聖任されたことが教会員に知られないか

ぎり，だれもわたしの福音を宣
の

べ伝える

ために出て行くこと，あるいはわたしの教

会を築き上げることは許されない。」（教

義と聖約42：11）

ですから，見も知らぬ人が入って来て

権能を持っていると主張し，教会を迷わ

せることはできないのです。

また1880年，高価な真珠がこの場所で

教会の標準聖典の一つとして受け入れら

れました。

この場所で，現在教義と聖約第137章

と第138章として知られている二つの啓示

が標準聖典に加えられました。第137章

はカートランド神殿でジョセフ・スミスに与

えられた示現を記したもの，第138章は救

い主が死者の霊を訪れられたことに関し

て，ジョセフ・F・スミス大管長が受けた示

現です。

1979年には，長年の準備の末に完成し

た末日聖徒版の欽定訳聖書がこの場所で

教会員に紹介されました。

27／ 2 0 0 7 年 5 月 号
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モルモン書，教義と聖約，高価な真珠

の新しい版もここで教会員に発表されま

した。

ジョセフ・F・スミス大管長は，1908年

の総大会において，知恵の言葉として知

られる教義と聖約の第89章を読みまし

た。それからスミス大管長と二人の顧問，

十二使徒定員会の会長が，知恵の言葉と

いう同じテーマで話しました。それから，

これを教会員が守るべき戒めとして受け

入れるという提議が，全員一致で受け入

れられました。

その啓示はこう始まっています。「終わ

りの時に陰謀を企てる人々の心の中に今

あり，また将来もある悪ともくろみのゆえ

に，わたしはあなたがたに警告を与えて

おり，また，啓示によりこの知恵の言葉を

与えることによって，あなたがたにあらか

じめ警告するものである。」（教義と聖約

89：4）

これは教会員，特に教会の若者に与え

られた盾であり守りです。そして啓示の

中で約束されている神の「武具」の一部

となって，敵対する者の放つ「火の矢」か

ら彼らを守るのです（教義と聖約27：

15－18参照）。

教会も教会員一人一人もこれまで常に

サタンに攻撃されてきました。その攻撃

は現在も，また将来も続くでしょう。サタ

ンは，静かな細い声を遮断する，あるい

はかき消すために，意味不明の歌詞，

もっと悪いときには聞くに堪えない歌詞

の音楽を，騒 し々く，耳障りな音でまき散

らします。そしてあらゆる手段を駆使して

誘惑し，わたしたちを誤った道へと抜か

りなく誘うのです。

この場所で，主は啓示により，神権の

位を明らかにされました。これによって

「あらゆる国民，部族，国語の民，民族に」

福音を携えて行き（教義と聖約133：37），

彼らの中で主の教会を設立するという救

い主の戒めを果たすために，扉が開かれ

たのです。

またこの場所で，モルモン書に「イエス・

キリストについてのもう一つの証」という副

題が付けられました。それ以来，この書物

を開く人は，この副題を見て書物の内容

を知ることができるようになりました。

この聖なる建物の中で受ける教え，説

教，音楽，感情，御霊は，少しも損なわれ

ることなく，何万という聴衆のいる近くの

カンファレンスセンターへ届けられ，数多

くの言語に通訳されて世界中の会衆に届

けられます。

さらに，その御霊は家庭に入り，何百万

人もの末日聖徒に届けられます。家庭で

は，両親が子供たちの幸福を願って祈っ

ています。男性も女性も，そしてモルモン

書に約束されているように，幼い子供た

ちさえも，イエス・キリストについての証

（モーサヤ24：22；アルマ32：23；3ニー

ファイ17：25参照）と主の福音が回復され

たことについての証を受けることができ

るのです。

このテンプルスクウェアのタバナクルは

「祈りの家，断食の家，信仰の家，栄光の

家，また神の家，すなわち〔主の〕家」なの

です（教義と聖約109：16）。ですから，こ

の場所で話すよう招かれる人，音楽や芸

術を披露するよう招かれる人は，ふさわし

いものを提供する義務があるのです。

人の誉れを求めると，気づかぬうちに，

この世でたどるべき唯一の安全な道から

外れてしまうと聖文は警告しています（ヨ

ハネ12：43；1ニーファイ13：9；2ニーファ

イ26：29；ヒラマン7：21；モルモン8：38；

教義と聖約58：39参照）。また「人の誉れ

を得ることを望」むとどうなるか，聖文は

明白に警告しています（教義と聖約121：

35）。

大切なのは，説教で何を聞いたかより

も，何を感じたかです。聖霊はその影響

力を受けようとするすべての人に，メッ

セージが真実であり，この教会が末日聖

徒イエス・キリスト教会であることを確認

してくださいます。

タバナクルはまるで錨
いかり

のように神殿の隣

に立ち，回復の象徴となっています。非

常に貧しい，ごくごく平凡な人々によって

建てられたものですが，今では世界に知

れ渡っています。

この建物の名前を受けたタバナクル合

唱団は，長年にわたって教会の声となっ

てきました。彼らが果たしてきたその重

要な使命から逸脱したり，離れたりするこ

とがないように祈っています。

合唱団は何世代にもわたって，毎週の

放送の始まりと終わりで，霊感あふれる

メッセージを伝えてきました。それは，回

復された原則が豊かに盛り込まれ，回復

された教義に基づいたものでした。毎回

「賛歌をささげん」（『賛美歌』84番）で始ま

り，「草の露は，主の」（『賛美歌』86番）で

終わるのです。

タバナクルはふさわしい音楽と文化の

偉大な中心として世界に存在してきまし

た。しかし，何よりも，イエス・キリストの

福音の回復を示す旗印として存在してき

ました。その純粋な証は，この建物の中

で，あの初等協会の子供たちが敬虔に，

啓示のような歌声で歌っていたときに，わ

たしの心に深く，永遠に植え付けられた

のです。

この聖なる建物に，またこの中で行わ

れるすべてのことに神の祝福がありますよ

うに。この建物が神聖さを失うことなく再



生され，一新されたことを心から感謝して

います。

十二使徒定員会のパーリー・P・プラット

長老は，教義と聖約第121章から次の聖

句を読みました。「絶えず徳であなたの

思いを飾るようにしなさい。そうするとき

に，神の前においてあなたの自信は増し，

神権の教義は天からの露のようにあなた

の心に滴るであろう。

聖霊は常にあなたの伴侶
はんりょ

となり，あな

たの笏
しゃく

は義と真理の不変の笏となるであ

ろう。そして，あなたの主権は永遠の主

権となり，それは強いられることなく，とこ

しえにいつまでも，あなたに流れ込むこ

とであろう。」（教義と聖約121：45－46）

深く心を動かされたパーリー・P・プラッ

ト長老は，その思いを，祈りと言える賛美

歌の詞として表現しました。長い年月，合

唱団はこの賛美歌を毎週の放送の最後の

歌として選んできました。

草の露は，

主のみ旨
むね

をなすため

降り来て　その草，

よみがえらせり

恵みのみ教え

上よりくだし

主の愛のみ業

知らしめたまえ

主よ，み旨に添う

この集い見て

上より生命
いのち

の露，

そそぎたまえ

み前によらしめ

みたまをたまえ

人，皆主を賛め

喜びたたえん

（「草の露は，主の」『賛美歌』86番）

この聖なる奉献の日に，イエスがキリス

トであり，この建物が主の家であることに

ついて，わたし自身の証を付け加えます。

イエス・キリストの御名によって，アーメン。

兄
弟姉妹，この古くて新しいタバ

ナクルの説教壇に立っている

と，この瞬間の歴史の重みに圧

倒されます。片方の足を過去に，もう片方

を未来に置いて両方を眺めながら，開拓

時代と現代の預言者および使徒たちに感

謝しています。このすばらしい建物を建

設して将来に残すという，彼らが抱いてい

た思いは，今も息づいています。

わたしは，このような思いを持った二人

の人物，ブリガム・ヤングと今日
こんにち

の後継者

について話します。

ブリガム・ヤングは末日聖徒イエス・キリ

スト教会の2代目の預言者で，33年間，教

会を導きました。このタバナクルを建設し，

1875年10月の総大会で行った奉献式を

管理しました。今から131年以上前のこと

です。

ほかにも数多くの業績を残しています

が，ここではほんのわずかしか触れるこ

とができません。

ブリガム・ヤングは開拓者でした。つ

まり，人々がその後に従って進む道を切

り開き，備えた人物です。ある文筆家は，

ブリガム・ヤングについてこう書いていま

す。「ブリガム・ヤングは，この世の所有物

を事実上すべて奪われた未熟で貧しい

人々を未知の土地に導いた。ヤングを批

判する人 も々伝記作家も，近代史におい

て他に類を見ない指導者として彼を記し

ている。これは，ヤングがまったく政治的，

財政的な援助がない中，神権と強い霊性

を唯一の権威として教えを説き，砂漠の

中に秩序ある勤勉な社会を一から築き上

げたただ一人の人物だからである。絶え

間ない勧告と教えを通して，人々を一つ

にまとめ上げ，地上に神の王国を建設す

るという神の命令を果たすように奮い立

たせたのである。」1

初めてグレートソルトレーク盆地に到着

したとき，ブリガム・ヤングは「まさにこの

地である」2 と宣言しました。後にこう

語っています。

「神はわたしに，この地こそ御自身の民

が定住し，栄える地であると示してくださ

いました。神は聖徒たちのために自然を

鎮め，霜と不毛な土壌とを叱責
しっせき

して，この

地を豊かな実りある地としてくださいます。

……わたしたちはこの地に，いと高き神

開拓時代と
現代の預言者
七十人会長会

アール・C・ティンギー長老

ブリガム・ヤング大管長とゴードン・B・ヒンクレー大管長はともに，霊感と啓示

によって教会を導いてきた預言者です。
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のための町と神殿を建設するのです。」3

今日，わたしたちは皆，この預言が真

実であると証言できます。確かにこの

ロッキー山脈の砂漠と渓谷は，豊かで実

り多い，約束と預言の地となりました。

ブリガム・ヤングは神殿を建設しまし

た。ソルトレーク神殿の建設に着手し，こ

の工事は完成までに40年を要しました。

さらに，マンタイ，ローガン両神殿の建設

にも着手し，亡くなる4か月半前にセント

ジョージ神殿を奉献しています。

ブリガム・ヤングはアメリカの最も偉

大な開拓者の一人でした。亡くなるまで

に400近くの移住地を確立しています。

ブリガム・ヤングは，永代移住基金を

設立しました。困窮している人々に手を

差し伸べ，資金を十分に持たない人が

ヨーロッパ諸国から移住できるようにする

ためです。

ブリガム・ヤングは大学を設立しまし

た。当時のデゼレト大学は，現在ユタ大

学として知られています。末日聖徒カレッ

ジは，現在のLDSビジネスカレッジの前

身です。もちろん，ブリガム・ヤング大学も

設立しました。

ブリガム・ヤングは教会と教会員を愛

しました。彼はユニークな方法で教会の

ことを説明しています。

「シオンは強大な船であり，神がその舵
かじ

を取っておられます。皆さんが船にとど

まって敬意を払い，シオンの船と同じ思い

を抱くなら，何も心配は要りません。……

……主は船を導き，わたしたちを安全

に港へ連れて行ってくださいます。心を

砕かなければならないのは，自立して正

しい行いをすることだけです。一人一人

が忠実に断固として自分の持ち場を守り

抜き，雄 し々く義務を果たそうではありま

せんか。そうすれば，船はどのような嵐
あらし

を

も乗り切って，日の栄えの無上の喜びとい

う港へと安全に運んでくれます。」4

ブリガム・ヤングは教会の青少年を愛

しました。それはヒーバー・J・グラントの

経験からも明らかです。ヒーバーは生後

9日で，父親のジェデダイア・M・グラントを

亡くしました。父親はブリガム・ヤング大

管長の第二顧問でした。それから21年の

間，ブリガム・ヤングはヒーバー・J・グラン

トに特別な関心を寄せ続けました。

ヒーバー・J・グラントはこう書いていま

す。「わたしは，母がいる自分の家と同じ

くらい，ブリガム・ヤング大管長の家で愛

され，くつろぐことができました。おなか

がすくと，自分の家にいるように気軽に食

べ物をねだることができました。……子

供のときも，青年になってからも，ライオン

ハウスの大管長の家で度々家族の祈りで

ともにひざまずきました。」5

ブリガム・ヤングは預言者ジョセフ・ス

ミスを愛していました。こう語っています。

「わたしが主から頂いたものはすべて，

ジョセフ・スミスを通して授けられたもの

です。」6

「わたしは彼の教えた教義を愛してい

ます。……ジョセフ・スミスを知っていたこ

とを思うと，いつもハレルヤと叫びたくな

ります。……」7

わたしはブリガム・ヤングを深く愛して

います。その現代の後継者は，預言者と

して同様に敬愛されるゴードン・B・ヒンク

レー大管長です。

建物の設計図を前に，将来に期待を寄

せるヒンクレー大管長を描いた見事な絵

があります。絵に描かれているヒンクレー

大管長の背後にはブリガム・ヤングの肖像

画があり，まるでヤング大管長がヒンク

レー大管長を肩越しに眺めているかのよ

うです。

この絵に描かれているブリガム・ヤング

の肖像画は，ヒンクレー大管長の執務室に

実際にかけられており，大管長自身何度

もこの肖像画について話しています。最近

の総大会で，大管長はこう言いました。

「特に難しい問題を抱えていたある一

日の終わりに，わたしは自分の部屋に掛



けてあるブリガム・ヤングの肖像画を見上

げると，こう尋ねました。『ブリガム兄弟，

わたしたちはどうするべきでしょうか。』

わたしには彼がほほえんだように見え，

次にこう言っているように思えました。『わ

たしは自分の時代に十分問題を抱えてい

ました。どうするべきかわたしに尋ねない

でください。今はあなたの担当です。主

に尋ねなさい。確かに主の業なのですか

ら。』」8

ブリガム・ヤング大管長とゴードン・B・

ヒンクレー大管長という二人の偉大な預

言者には，将来を見通す預言者としての

共通した思いがあり，それを実現する信

仰を併せ持っているという点でつながり

があります。

ヒンクレー大管長は，ブリガム・ヤン

グと同じく開拓者であり建設者です。大

管長は世界中を旅して，王，女王，大統

領と会見し，世界のメディアからインタ

ビューを受けてきました。教会を引き続

き「暗黒から」もたらし，9 過去12年間で75

以上の神殿を建設し，荘厳なカンファレン

スセンターを建設するという霊感を受けま

した。

ヒンクレー大管長は，ブリガム・ヤン

グと同じように福音を広め，教育を重ん

じています。教会の会員は，現在176の

国や領土に広がり，その数は1,300万人に

近づいています。また，5万3,000人を超え

る宣教師が世界中で奉仕し，この大会は

90の言語に通訳されています。大管長は

教会の大学や教会の教育を支援し続けて

います。現在，永代教育基金の恩恵を受

けている教会員は2万6,000人以上になり

ます。

ヒンクレー大管長は，ブリガム・ヤン

グと同じように教会の青少年とすべての

会員を愛しています。特に教会の青少年

は，ヒンクレー大管長から預言に満ちた

勧告を受けようと努めています。

ヒンクレー大管長は預言者ジョセフ・

スミスを愛しています。数年前，大管長

は次のように語りました。

「わたしは，永遠の父なる天の神を礼

拝します。わたしの救い主であり贖
あがな

い主

である主イエス・キリストも礼拝します。

預言者ジョセフ・スミスを礼拝はしません

が，この福音という奇跡を回復する仲立

ちとなった，偉大な聖見者を尊敬し，愛

しています。齢
よわい

を重ねた今，物事の自然

の成り行きとして，わたしは遠からずこの

世を去って永遠の世に入り，造り主であ

る主の前で人生について報告をすること

になります。そのとき，預言者ジョセフ・ス

ミスをこの腕に抱き，感謝と愛を伝える

機会があるように願っています。」10

ブリガム・ヤング大管長とゴードン・B・

ヒンクレー大管長がともに霊感と啓示に

よって教会を導いてきた預言者であるこ

とを証
あかし

します。イエス・キリストの御名
み な

によ

り，アーメン。

注
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ゴ
ードン・B・ヒンクレー大管長は，

2004年10月の記者会見でこう

語りました。「わたしはこの建

物に敬意を抱いています。この建物を愛

しています。大切に思っています。この建

物を残したいのです。……古い，元のま

まのタバナクルの弱くなったつなぎ目を

しっかりとつなぎ，強化して，ありのまま

の，すばらしい美しさを残したいのです。」

それからわたしを見てこう言いました。

「手を加えるべきでないところには一切手

を加えないでください。手を加えるなら

巧みに，正しくやってください。」1

この心揺さぶる，しかし恐ろしい言葉

とともに，わたしたちにある責任が任され

ました。古い，元のままのソルトレークタ

バナクルを守り，強化し，再び卓越した働

きができるように新たな活力を与えてよみ

がえらせる責任です。

愛する大管長，本日わたしたちは，新

たに磨きをかけられ，歴史の優美さを

保ったまましっかりと固定されたこの高齢

の建物をお渡しします。とはいえ以前より

少々快適です。管理ビショップリックは誇

りをもって，2,000人以上の職人とともに，

「古い，元のタバナクル」をお返しします。

100年間の保証付きです。

「古い，元のままのタバナクル」を復元

するようにというヒンクレー大管長の求め

は，建築および構造上の難題に判断を下

す際の基準となりました。この言葉はプ

ロジェクトの真髄と目的を表すために用

いられました。「すべての塔の上」や「行

く先々の」2 必要な場所で高く掲げられた

ため，司令官モロナイの自由の旗のようで

した。

もしこの古い壁が口を利けるとしたら，

FFKR設計事務所，ジェイコブセン建設，

また何よりも重要な教会のプロジェクト

チームなど，この複雑な計画を実現可能

にした技術者に，声を合わせて感謝を述

べるでしょう。ある主任技術者はこう言い

ました。「互いに意見を交わすことにより，

本来持っている以上の力を主から受けま

した。」

プロジェクト関係者は皆，タバナクルの

美しさや，元のタバナクルを建設した人

たち，そしてその技術の高さに多大な敬

意を抱きました。100年以上の間，末日の

預言者，聖見者，啓示者の言葉がここか

ら語られてきたことに驚嘆しました。

もしこの古い壁が語れるとしたら，きっ

と新しい堅固な土台があることに感謝を

述べるでしょう。高く直立できるよう壁を

支える，新しいスチールベルトに喜びを

感じるでしょう。また，天井から14層のペ

ンキを取り除いて，新たにきれいに塗装

を施したことにも感謝することでしょう。

この古い壁は，光沢のある新しいアル

ミ製の屋根に守られ，美しくなったことに

感謝するでしょう。また，幾らか座り心地

が良くなったいすや，前列との間隔が少し

ゆったりしたことに気づいて喜ぶ利用者

の笑顔を，あの長いすとともにうれしそう

に眺めるでしょう。

この古い壁は，霊感あふれる音楽の調

べを以前にも増して響かせる新しい設備

を歓迎し，感謝するでしょう。

想像しかできませんが，古い壁たちは，

これまで何年も注意深く耳を傾けてきた

多くの説教を思い出すことでしょう。

もしこの古い壁が話せるとしたら，1918

年10月に，「わたしたちはここにいた！」と

叫ぶことでしょう。ジョセフ・F・スミス大

管長が長期にわたる闘病生活の中で総大

会に出席し，最初の部会で感極まりなが

らこう言ったのです。「今朝は心に去来す

ることの多くをあえて語ろうとは思いませ

ん。それはもう少し先に延ばしたいと思

います。そのときになれば主は，わたしが

考え，心に感じていることを皆さんに告

げる試みを喜んで受け入れてくださるで

しょう。」スミス大管長は続けて述べてい

ます。「この5か月の間，わたしは独りで

はありませんでした。祈りと嘆願と信仰

と決意の霊の内にあり，絶えず主の御霊
みた ま

と交わっていたのです。」3 後日，スミス大

管長が大会の前日に，死者の贖
あがな

いに関す

る示現として記録されている啓示を受け

たことが分かりました。この示現は後に

教義と聖約第138章になっています。

もしこの古い壁が語れるとしたら，大恐

慌時代の沈んだ，暗い日々について思い

出させてくれるでしょう。1936年4月の総

「もしこの古い壁が
口を利けるとしたら」
管理ビショップ

H・デビッド・バートンビショップ

100年以上の間，末日の預言者，聖見者，啓示者の言葉が，この説教壇から世に

発せられてきました。



大会で，ヒーバー・J・グラント大管長は教

会の保全計画を開始することを発表しま

した。これは後に教会福祉計画と呼ばれ

ます。6か月後，グラント大管長はこう説

明しました。「わたしたちの第一の目的は，

可能なかぎり，忌まわしい怠惰や施しの

もたらす悪弊を排除し，独立心，勤勉，

倹約，自尊心を再びわたしたちの間に確

立することである。教会の目的は，人々

の自立を助けることである。勤労が再び

教会員の生活を貫く原則にならなければ

ならない。」4

1964年10月，デビッド・O・マッケイ大管

長の指示により，ハロルド・B・リー長老は

親の責任について話しました。これらの

壁は，1915年に教会員に向けて書かれた

大管長会の手紙を読み上げるリー長老の

声を覚えているでしょう。手紙を読み上

げる前に，リー長老はこのように言いまし

た。「これはマーク・トウェーンが天気につ

いて言ったのと似ている気がします。『わ

たしたちは天気についてよく話すが，それ

をどうにかしようとはしない。』」それから

リー長老は50年前の手紙を読みました。

「わたしたちは全教会で『家庭の夕べ』

を始めるように勧告し，また強く求めます。

父親と母親はこのひととき，家庭に子供

たちを集めて，主の言葉を教えることが

できます。……」

そして次の約束が続きます。

「聖徒たちがこの勧告に従うならば，大

いなる祝福がもたらされることをわたし

たちは約束します。家庭に愛が満ち，両

親に対する従順が増し加えられるでしょ

う。イスラエルの若人の心に信仰がはぐく

まれ，襲いかかる悪の力と誘惑に立ち向

かう力を得ることでしょう。」5

また，この古い壁たちは，1985年の総

大会の話者として，ブルース・R・マッコン

キー長老の名前が挙がったときにタバナ

クルが静まり返ったことを覚えています。

マッコンキー長老が次の感動的な言葉で

話し終えたとき，この古い壁たちは深い

畏敬
いけい

の念を抱いたことでしょう。

「そして，神の血を流すことによってな

された完全な贖罪
しょくざい

に関して，わたしはそ

れがゲツセマネとゴルゴタで行われたこ

とを証
あかし

します。またイエス・キリストに関し

て，イエスが生ける神の御子であり，この

世の罪のために十字架におかかりになっ

た御方であることを証します。イエスはわ

たしたちの主であり，神であり，王であら

れます。わたしはこのことをほかのだれ

にも頼らず，自分自身の知識として知って

います。

わたしは主の証人の一人であり，いつ

の日か主の御手
み て

と御足
みあ し

の釘跡
くぎあと

に触れ，主

の御足を涙でぬらすことでしょう。

しかし主が神の全能の御子であられ，

わたしたちの救い主，贖い主であられ，

また救いが贖いの血以外の何ものからも

もたらされないとの知識は，今と何ら変わ

ることがないのです。」6

1995年に，ゴードン・B・ヒンクレー大管

長は教会の女性にこう語りました。「真理

という仮面をかぶった詭弁
きべ ん

があふれてお

り，倫理基準や価値観に対する欺瞞
ぎま ん

が後

を絶たず，じわじわと世の汚れに染めて

いこうとする誘惑があまりにも多い現代に

おいて，わたしたちは皆さんに警告した

いことがあります。現在起こっていること

と，これから起こることの両方に対する警

告です。」ヒンクレー大管長はその後でこ

のように読み上げました。

「わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト

教会の大管長会と十二使徒評議会は，男

女の間の結婚は神によって定められたも

のであり，家族は神の子供たちの永遠の
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行く末に対する創造主の計画の中心を成

すものであることを，厳粛に宣言します。

……

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとと

もに，子供たちに対しても愛と関心を示す

という厳粛な責任を負っています。『子供

たちは神から賜わった嗣業
しぎょう

であり』（詩篇

127：3）とあります。両親には，愛と義を

もって子供たちを育て，物質的にも霊的に

も必要なものを与え，また互いに愛し合い

仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても

法律を守る市民となるように教えるという

神聖な義務があります。夫と妻，すなわち

父親と母親は，これらの責務の遂行につ

いて，将来神の御前
みま え

で報告することになり

ます。」7

わたしはこのたぐいまれな建物に感謝

しています。タバナクルは，過去に対する

神聖な記念碑であり，将来への希望を表

す壮大なしるしです。天の愛ある御父の

神性を証します。また，わたしたち一人

一人に対する救い主のあふれんばかりの

愛を証します。神の預言者によって導か

れていることを心から感謝し，イエス・キ

リストの御名
み な

により，アーメン。

注

1．“Tabernacle Renovation Press

Briefing──Remarks by President

Gordon B. Hinckley”，2004年10月

1日；www.newsroom.lds.org〔英語〕

参照

2．アルマ46：36；62：4

3．Conference Report，1918年10月，

2

4．Conference Report，1936年10月，

3

5．Conference Report，1964年10月，

83－84

6．「ゲツセマネの清めの力」『聖徒の道』

1985年7月号，11

7．「世の策略に対抗して立つ」『聖徒の道』

1996年1月号，113－114。「家族──

世界への宣言」『リアホナ』2004年10

月号，49も参照
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今
日は，まさにこのタバナクルに

おいて，代々の扶助協会の指導

者たちを代表することを光栄に

思います。彼女たちはここで，王国の教

義を教え，家庭や家族の中での女性の役

割の重要性を力説し，互いに慈善奉仕を

するように呼びかけ，義にかなった生活

をすることから得られる喜びを姉妹たち

に思い起こさせてくれました。

1870年に，エライザ・R・スノーは何千人

もの女性にこの壇上から一つの質問をし

ました。今日その質問を繰り返したいと

思います。「この地上で，末日聖徒の女性

のように自由であり，また高貴で輝かしい

特権を得ている女性がほかにいるでしょ

うか。」1 わたしは末日聖徒イエス・キリス

ト教会の女性が高貴で輝かしい特権を得

ていることを証
あかし

します。

祝福のかご

すばらしい話を一つ紹介します。ある

家族は大変な時期を迎えていました。目

の前の難問で頭はいっぱいでした。その

家族の母親はこう書いています。「わたし

たちの生活はめちゃくちゃになっていた

ので，天の御父の導きを求めました。そ

うするとすぐに，わたしたちの周りには良

いことがたくさんあり，あちらこちらから

励まされていることに気がついたのです。

そこで家族みんなで毎日，主に対しては

もちろん家族にも感謝を伝えることにし

ました。親しい友人から，あなたの家族

の『祝福のかご』はあふれているわねと言

われました。その言葉からヒントを得て，

わたしたちはあるゲームを思いつき，子

供たちと一緒に楽しむようになりました。

毎晩家族の祈りをする前に，その日のこと

を話し合い，『祝福のかご』に加えられた

多くの祝福を互いに分かち合うのです。

感謝を表せば表すほど，感謝するべきこ

とが増えてきました。このように成長する

機会が与えられ，主の愛をとても深く感じ

ました。」2

「祝福のかご」は，皆さんの家族をどの

ように祝福してくれるでしょうか。

御霊に満ちた原則

感謝するには，感謝の気持ちを認識す

るだけでなく，感謝を表現する努力が必

要です。わたしたちはしばしば主の御手
み て

に気がつかないことがあります。わたし

たちは，つぶやいたり，不平を言ったり，

反抗したり，批判したりします。感謝の気

感謝──幸福への道
前中央扶助協会会長

ボニー・D・パーキン

感謝は御霊
みたま

に満ちた原則です。感謝することにより，生ける神の豊かな恵みに満

ちた世界を知ることができます。

き ょ う



持ちを抱かないことが実に多いのです。

モルモン書は，つぶやく者は「自分たちを

造られたあの神の計らい」3 を知らないと

教えています。主は，つぶやくと御霊の働

きが妨げられるので，つぶやいてはなら

ないと教えておられます。

感謝は御霊に満ちた原則です。感謝す

ることにより，生ける神の豊かな恵みに満

ちた世界を知ることができます。感謝す

ることによってとても小さな事柄のすばら

しさを，霊的に認識できるようになります。

小さな事柄の中にある神の愛のメッセー

ジによって，わたしたちの心は喜びます。

このように感謝するべきことを認識できる

ようになると，神からの導きをより敏感に

感じるようになります。感謝を伝えると，

わたしたちは御霊に満たされて周りの人

や主と結ばれるのです。感謝は幸福を吹

き込み，天の力を運びます。アミュレクは，

「神が授けてくださる多くの憐
あわ

れみと祝福

を日々感謝しながら生活するように」4 と

言っています。

憐れみと祝福は，様 な々形で訪れます。

時には困難な事態として訪れることもあり

ます。にもかかわらず，主は言われました。

「あなたはすべてのことについて，主なる

あなたの神に感謝しなければならない。」5

「すべてのこと」とはその言葉どおり，良い

ことも困難なことも全部です。「幾つか」で

はありません。主は感謝の気持ちがあれ

ば幸福になれることを御存じなので，すべ

てに感謝するようにと命じておられるので

す。これも神の愛の一つの表れです。

だれかから感謝を伝えられたら，どう

感じますか。ある日曜日，わたしは扶助

協会で，ある姉妹の隣に座り，彼女につ

いてもう少しよく知ることができました。

数日後，次のような電子メールを受け取り

ました。「扶助協会で娘の隣に座ってくだ

さり，ありがとうございます。あなたは娘

の肩を抱いてくださいました。それが娘

とわたしにとってどれほど大きな意味を

持つかお分かりにはならないでしょう。」6

わたしはこの母親の言葉に驚き，そして，

とても幸せな気持ちになりました。

皆さんがだれかに感謝を伝えるとき，

どう感じますか。わたしの孫たちの世話

をしてくださっているある人に感謝を伝え

たいと思います。数か月前テキサスへ

行ったとき，6歳のトーマスに，彼のビ

ショップはどんな人か聞きました。すると

トーマスは言いました。「あのね，おばあ

ちゃん，見たら分かるよ。黒っぽいスー

ツを着ていて，パパのような白いワイシャ

ツを着ているよ。靴はピカピカで，赤い

ネクタイをしているんだ。眼鏡をかけて，

いつもにこにこしているよ。」トーマスのビ

ショップに会ったとき一目で彼がその人だ

と分かりました。わたしはビショップへの

感謝でいっぱいになりました。グッドマン

ビショップ，そしてすべてのすばらしいビ

ショップの皆さん，ありがとうございます。

信仰の表現

ルカによる福音書第17章には，救い主

が重い皮膚病にかかっていた10人の人を

癒
いや

されたときのことが記されています。御

存じのように，癒された10人のうち，神に

感謝を伝えるために帰って来たのは，

たった一人でした。興味深いのは，主は

「あなたの感謝があなたを救ったのだ」と

は言われず，「あなたの信仰があなたを

救ったのだ」7 と言われたことです。

救い主は彼の示した感謝を，彼の信仰

の表現であると認められました。優しい

けれども御姿
みすがた

を見ることのできない天の

御父に，祈りを通して感謝を表すとき，わ

たしたちは神への信仰をも表しています。

感謝することは，わたしたちの生活に主

の御手があることを快く認めることです。

つまり信仰を表すことなのです。

苦難の中での感謝──隠された祝福

1832年，主は来
きた

るべき苦難に対して教

会員に備えをさせる必要があることを御

覧になりました。苦難は恐ろしいもので

す。にもかかわらず主は言われました。

「元気を出しなさい。わたしがあなたが

たを導いて行くからである。天国はあな

たがたのものであり，その祝福もあなた

がたのものであり，また永遠の富もあな

たがたのものである。

すべてのことを感謝して受け入れる者

は，栄光を与えられるであろう。」8

苦難さえもありがたく受け入れるという

感謝の心には次の条件が求められます。

打ち砕かれた心と悔いる霊，変えられな

いことを受け入れる謙虚さ，たとえ理解

できないときでも主にすべてをゆだねる

こと，まだ明らかにされていない隠された

機会に感謝する気持ちなどです。平安が

訪れるのはそれからです。

試練や苦難に対して皆さんが最後に主

に感謝したのはいつのことだったでしょ

うか。逆境にあるとき，わたしたちは祈

らずにはいられません。同じように，逆

境に対する感謝の祈りもささげているで

しょうか。

デビッド・O・マッケイ大管長はこう述べ

ています。「苦しい逆境にあるときこそが，

わたしたちの感謝の心が真に試されると
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きです。……それは……生活の表面的な

悲しさや楽しさに左右されない深い感謝

です。」9

終わりに

驚嘆すべき，信仰篤
あつ

い，教会の姉妹で

あり，わたしの姉妹である皆さん，皆さん

が奉仕を通して主の愛を示していること

に感謝しています。また，愛する人を亡く

した家族への配慮，訪問教師としての気

配り，初等協会で子供たちの証を築こう

とする努力，若い女性が女性らしい特質

をはぐくむ備えをするために時間を注い

てくださること。皆さんが一心に尽くして

くださることに感謝しています。わたしは

皆さんの忠実さによって主の愛を感じて

きました。皆さんとともに仕えることに

よって祝福を受けてきました。わたしの

心は皆さん一人一人への感謝と愛でいっ

ぱいです。またともに働いてきた神権者

の兄弟たちに深く感謝しています。

そして最も深い感謝をわたしの救い主

にささげます。主は，天の御父が求めら

れたことをすべて成し遂げ，わたしたちす

べての罪を贖
あがな

ってくださった従順な御子

です。主を覚え，主の慈
いつく

しみに感謝する

とき，主のようになりたいと思います。毎

日の生活の中で主の愛を感じることがで

きますように。「言いつくせない賜物
たまもの

のゆ

えに，神に感謝」10 します。イエス・キリス

トの聖なる御名
み な

により，アーメン。

注

1．ジル・C・マルベー“Eliza R. Snow and

the Woman Question,”Brigham

Young University Studies，1976年

冬，251

2．個人的な書簡

3．1ニーファイ2：12

4．アルマ34：38

5．教義と聖約59：7，強調付加

6．個人的な書簡

7．ルカ17：19，強調付加

8．教義と聖約78：18－19，強調付加

9．Pathways to Happiness，リウェリ

ン・R・マッケイ編（1957年），318

10．2コリント9：15
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パ
ーキン姉妹に続いて話せること

を光栄に思います。パーキン姉

妹の二人の顧問もそうですが，

姉妹が行ってきた奉仕とその教えは，わ

たしたち皆に祝福をもたらしました。18

年半前，今と同じ時間に，わたしはこの説

教壇の近くに立って，皆が賛美歌を歌い

終わるのを待っていました。前に進んで，

総大会で初めて説教をしようとしていたの

です。不安に思っているのが見て取れた

のでしょう。後ろに立っていた L・トム・ペ

リー長老が顔を近づけて，持ち前のきっ

ぱりとした元気な調子でこうささやきまし

た。「リラックスしてください。緊張のあま

り壇上で命を落とした人はここ何年もい

ませんから！」

この励ましの言葉と，それからの数分

間に全世界の末日聖徒に向けて初めて話

をしたことは，わたしにとって忘れられな

い思い出となっています。皆さんと同じよ

うに，わたしはいつも思い出を大切にし

ています。そこから非常に有益な教訓を

学ぶことができ，また楽しい思い出が多

いからです。そればかりか，歳を取っても

昔話をして周囲に煙たがられるようなま

ねは決してするまいと，若いころ決心して

いたにもかかわらず，今ではあらゆる機

会に思い出を語っています。今日
きょ う

は，記

憶の持つ，より深遠な役割について話し

ます。イエス・キリストの福音において，

「記憶する」「覚える」ということは，単に過

去の記憶を思い出して楽しむだけにとど

まりません。

「覚える」という言葉が聖典の中でどのよ

うに使われているかよく注意して見ると，

神が意図しておられる方法で覚えること

は，救いに必要な福音の基本原則である

ことが分かります。なぜなら，覚えるよう促

す預言者の勧告はたいてい，耳を傾ける，

見る，行う，従う，悔い改める，といった行

動を求めるからです。1 神が望まれる方法

で「覚える」ならば，人生の戦いのために

防備を固めるだけにすぎない人間の性癖

を克服して，実際に戦いに参加するように

なります。誘惑を退け，罪を避けるために

できる限りのことをするのです。

ベニヤミン王は，覚えておくことに熱心

であるよう自分の民に勧告しました。

「最後に言うが，あなたがたが罪を犯す

覚えておきなさい。
滅びてはならない
七十人

マーリン・K・ジェンセン長老

神が意図しておられる方法で覚えることは，救いに必要な福音の基本原則です。



もとになることをすべて告げることはでき

ない。その方法や手段はいろいろあって，

数え上げられないほど多いからである。

しかし，これだけは言える。もし自分自

身や自分の思い，言葉，行いに注意を払

わず，神の戒めを守らず，主の来臨につ

いて聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続

けないならば，あなたがたは滅びるに違

いない。おお，人 よ々，覚えておきなさい。

滅びてはならない。」2

覚えることの人生における重要な役割

に気づいたわたしたちは，何を覚えるべ

きでしょうか。今日ここに集い，由緒ある

タバナクルを記念し，再奉献するに当たり

提言できることは，イエス・キリストの教会

とその民の歴史を，記憶にとどめるべき

だということです。聖典では，教会の歴史

に重点が置かれています。実際，聖典の

大部分は教会歴史から成っています。教

会が組織されたその日，神はジョセフ・ス

ミスに，「見よ，あなたがたの間で記録を

記さなければならない」3 と命じられまし

た。この命令に従い，ジョセフは教会の

第二の長老であり，ジョセフの第一補佐で

もあったオリバー・カウドリを，最初の教

会歴史家に任命しました。記録を取るの

は記憶を助けるためであり，教会の起こ

りと発展は，オリバー・カウドリの時代か

ら現在まで記録されています。この驚く

べき歴史記録は，神が再び天を開き，現

代のわたしたちに行動を促す真理を明ら

かにされたことを思い起こさせます。

長い年月にわたって歴史家たちが収集

し，保存し，記述してきた記録の中でも，

ジョセフ・スミスの純粋で実直な物語ほ

ど，教会歴史の大切さと影響力を如実に

示しているものはありません。それは父

なる神と御子イエス・キリストがジョセフに

御姿
みすがた

を現された，「最初の示現」として教

会歴史に記されている物語です。何世代

にもわたって宣教師たちが暗記し，真理

を探究する全世界の人々に伝えてきた言

葉の中で，ジョセフは，どの教会が正しい

のかという祈りに，奇跡的な方法で答え

が与えられたことを語っています。

「わたしは自分の真上に，太陽の輝き

にも勝って輝いている光の柱を見た。そ

して，その光の柱は次第に降りて来て，光

はついにわたしに降り注いだ。

……そして，その光がわたしの上にとど

まったとき，わたしは筆紙に尽くし難い輝

きと栄光を持つ二人の御方がわたしの上

の空中に立っておられるのを見た。する

と，そのうちの御一方がわたしに語りか

け，わたしの名を呼び，別の御方を指して，

『これはわたしの愛する子である。彼に

聞きなさい』と言われた。」4

ジョセフは実際に主に尋ねてみました。

以来，無数の人々がこの話を聞き，読み，

ジョセフが回復の一端を担ったイエス・キ

リストの福音を受け入れてきました。わた

しはジョセフ・スミスを信じ，彼が神の真

の預言者であったことを知っています。

ジョセフの最初の示現を思い起こす度

に，さらなる決意と行動に駆られます。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長ほど，教

会歴史の価値を認識している人はいませ

ん。人を喜ばせるユーモアのセンスもさ

ることながら，その歴史に対する思いは

力強いものです。大管長の著書や説教に

は，教会歴史の信仰を鼓舞する物語や逸

話が散りばめられています。大管長は生

ける預言者として，わたしたちが今この時

にもっと義にかなった生き方ができるよ

部会の合間に，テンプルスクウェアの訪問者センターにある絵を鑑賞する会員たち。
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う，過去と未来を強調しているのです。

その教えを通して，わたしたちは，預言と

信仰によって教会の未来に神の御手
み て

があ

ることを確信できるように，記憶すること

で教会の歴史に神の御手があったことを

確認することができます。ヒンクレー大管

長は，わたしたちが神の恵みを通してさ

らに忠実に試練に立ち向かえるように，

初期の教会員が試練に立ち向かう姿を思

い出させてくれます。過去を思い起こさ

せることにより，大管長はわたしたちを，

霊的な遺産である当時の人々や場所，出

来事と結びつけ，わたしたちがさらに奉

仕に励み，信仰を深め，より親切になるよ

う動機づけます。

また，模範的な方法で，ヒンクレー大管

長は自分の経験や家族の歴史をわたした

ちに話してくれます。伝道に出たばかりで

落胆している宣教師の中には，ヒンクレー

大管長も伝道を始めたころに落胆して，

父親に手紙で伝えたことを知って安心し

た人も多いはずです。大管長は，父親か

ら来た短い返信も堂 と々紹介してくれまし

た。「愛するゴードンへ。手紙を読みまし

た。わたしにできる忠告はただ一つ。自

分を忘れて御業
みわ ざ

に励みなさい。」5 70年以

上もたった今でも，ヒンクレー大管長がこ

の勧告を胸に刻んで忠実に従っているこ

とは，だれもが認めるとおりです。大管長

の卓越した人格と預言者の知恵を見る

と，自分の過去はもちろん，教会歴史を

心に留めることにより，多くを得られるこ

とがよく分かります。

イエス・キリストの福音における，「記憶」

と「覚える」ことについては話が尽きませ

ん。わたしたちはよく，神聖な聖約と神

の戒めを覚えることや，亡くなった先祖を

覚え，救いの儀式を執行することについ

て語ります。そして何よりも，救い主であ

るイエス・キリストを覚えることがどれほど

必要かを語ります。都合の良いときだけ

ではなく，主が命じておられるように常に

覚えておくのです。6 聖餐
せいさん

を取るとき，わた

したちはいつも主を覚えていることを証

明します。それに対して，いつも主の御霊
みた ま

を受けるという約束を与えられます。興

味深いことに，「〔わたしたちに〕ことごと

く思い起
おこ

させる」のは，天の御父から送

られるこの同じ御霊なのです。7 このよう

に，ふさわしい状態で聖餐を受けるなら

ば，わたしたちは御霊を通して，繰り返し

思い起こすという記憶の環
わ

の中に入り，キ

リストとその贖
あがな

いをいつも思い起こし，常

に献身的に仕えることができるようになり

ます。

キリストのみもとに来て，キリストによっ

て完全になるということは，覚えることの

究極の目的ではないかと思います。8 神が

祝福してくださり，神の完全な御子を特に

覚え，滅びることがないよう祈ります。キ

リストの神性と救いの力を感謝をもって

証
あかし

します。イエス・キリストの御名
み な

により，

アーメン。

注

1．2ニーファイ1：12，モーサヤ6：3， ヒ

ラマン5：14参照。（訳注：｢覚える」とい

う意味の remember は，「思い起こす」

「思い出す」などとも訳されている。）

2．モーサヤ4：29－30

3．教義と聖約21：1

4．ジョセフ・スミス─歴史1：16－17

5．ゴードン・ B・ヒンクレー，Faith: The

Essence of True Religion（1989年），

115

6．3ニーファイ18：7，11参照

7．ヨハネ14：26

8．モロナイ10：32－33参照



ソ
ルトレーク神殿の西に位置する

偉大な建造物，ソルトレークタバ

ナクルの再奉献式に出席できる

ことは，大きな誉れであり，特権です。こ

の建物の中で行われた偉業に携わったす

べての人に感謝いたします。特に，管理

ビショップリックのH・デビッド・バートンビ

ショップ，リチャード・C・エッジリービ

ショップ，キース・B・マクマリンビショップ

の3人が，ソルトレークタバナクルを最新式

のものにしたり修復したりする作業を監

督するに当たり，すばらしい指導力を発揮

してくれたことに感謝しています。

少年時代からこれまで，このタバナクル

に集った懐かしい思い出がいろいろとあ

ります。ここでバプテスマを受けましたし，

執事になったときには，父親に連れられて，

今の総大会の神権部会に当たる中央神権

会に出席しました。15分前に着きましたが，

簡単に2階席に座ることができました。

教会の初期の時代には，目的を礼拝に

限って建設された建物はカートランドと

ノーブーの神殿だけでした。いずれも啓

示に基づいて建てられました。記録にあ

るかぎり，教会が集会所として建てた最

初の建物は，校舎としても使われていまし

た。それは，1831年にミズーリ州に建て

られた丸太小屋でした。1

1836年にカートランド神殿が奉献され

るころまでには，会員も増え，奉献式へ

の出席を希望するすべての聖徒を収容す

るには小さすぎるようになっていました。

預言者ジョセフ・スミスは，もっと多くの人

を収容できなくて残念である，と記録に

残しています。2 しかし，カートランドで聖

徒や指導者への迫害が激しくなってきた

ため，1838年，教会はこのかけがえのな

い建物を後に残して，本拠地をミズーリへ

移しました。

ノーブー神殿は基本的に，1階と2階に

集会の部屋があったカートランド神殿に

倣
なら

って建てられました。しかし1846年に

ノーブー神殿が完成する以前には，聖徒

たちは野外で集会を開き，ジョセフやほ

かの教会指導者たちの話に耳を傾けまし

た。建設中の神殿の近くで開かれること

もよくありました。時には何千という人々

が集まりました。

ジョージ・A・スミスはユーモアを込め

て，このように表現しています。「預言者

ジョセフの時代には……『モルモニズム』

は野外での方が最も多くの人に説かれた。」

なぜなら，「預言者が世を去るまでに，す

べての聖徒を収容できるような大きな建物

を建てることができなかったからだ。」3

時に野外集会の最中に天気が悪くなり，

話し手も聴衆も大変な目に遭うことがあり

ました。ジョセフ・F・スミス大管長はノー

ブー神殿近くで行われた野外集会の苦労

をよく覚えていて，次のように語っています。

「礼拝の場所について最初に思い出す

のは，ノーブーです。神殿用地近くの小さ

な森で行われた集会に母とともに出席し，

ブリガム・ヤングやヒーバー・C・キンボー

ル，オーソン・ハイド，パーリー・P・プラット，

オーソン・プラット，預言者ジョセフ，大祝

福師ハイラムといった兄弟たちが話すの

を聞きました。非常によく覚えていること

があります。その森で開かれたある集会

で，聴衆の前に荷馬車が置かれ，御者席

に預言者ジョセフが立って話し始めたと

き，ちょうど雨が降り始めました。一人か

二人が立ち上がり，ジョセフがぬれない

ようにと傘を差しかけました。傘を持っ

ていない人もたくさんいて，そこに座り続

けているのは非常に不快で，つらいもの

でしたが，彼が話す間，そこを立ち去る人

はだれもいませんでした。当時わたしは

まだ幼かったのですが，そのことは今も

よく覚えています。」4

預言者ジョセフは亡くなる前に，大きな

集会に集う聖徒たちを収容するために，

丈夫なカンバス地で礼拝目的の幕屋，つ

まりタバナクルを作るようにという指示を

残していました。1845年，神殿が完成に

近づき，十二使徒定員会のオーソン・ハイ

ド長老が資金調達と「約4,000ヤード（約

3,700メートル）分」のカンバス地を購入す

るために，東部に戻されました。ブリガ

ム・ヤングが「シオンにおける会見の幕屋」

と語った建物を建てるためでした。5

オーソン・プラット兄弟は1845年8月30日

付けの手紙の中で，カンバス地製のタバ

ナクルの建設候補地やそのデザインにつ

いて，次のように説明しています。

「教会は，神殿の西側に隣接して，カン

ソルトレーク
タバナクルの再奉献
大管長会第二顧問

ジェームズ・E・ファウスト管長

このすばらしい建物が補強され，新しくなり，神の子供たちを教え導き，高める

ためにこれからもずっと使われていくことに感謝しています。
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バス地のタバナクルを建設する予定です。

このタバナクルは，楕
だ

円形で……その床

面積は8,000人から1万人を収容するに十

分な大きさで，席はひな壇式に，後列に

なるにつれてだんだんと高くすることに

なっています。」6

翌日，兄弟たちはカンバス地製のタバ

ナクル建設のために整地を始めましたが，

敵の迫害が強まったため，聖徒はノー

ブーからの退去を余儀なくされました。

そのため，カンバス地のタバナクルが建

てられることはありませんでした。オーソ

ン・ハイドは「1846年，布を荷馬車に積み

込み，西へ向かいました。」7 ソルトレーク

盆地へと旅する聖徒たちのために「布は

テントや幌
ほろ

馬車の屋根や後部の覆いなど

に役立てられるだろう」8 と推測していた

人もいたようです。

ソルトレーク・シティーのテンプルスク

ウェアに完成したタバナクルは，ノーブー

に建てる予定だったカンバス地のタバナ

クルとほぼ同サイズで，ノーブーのタバナ

クルと同様に，神殿の真西に位置してい

ます。西部への大規模な移住などと同じ

ように，ジョセフ・スミスはこの大規模なタ

バナクルを構想し，ブリガム・ヤングがそ

れを実現したのです。

ノーブーで建設される予定だったタバ

ナクルは，実際にそこに建てられることは

ありませんでしたが，この歴史的な建物

の原型となりました。わたしが幼いころは

総大会をラジオで聞いたものですが，今

は通信衛星と近代的な電気機器のおかげ

で，ソルトレーク・シティーから一斉に全世

界に向けて放送し，世界中の建物で受信

されています。ちょうど今わたしたちがし

ているようにです。これはこの時代の人々

の必要を満たすために中央幹部に与えら

れた霊感によるものです。この一つの例

を取ってみても，教会員の必要を満たす

ことを，主がどのように可能にしてくださ

るかがよく分かります。主は，絶え間なく

発展を続ける教会の全会員の必要を満た

す方法と手段を，主の預言者ゴードン・

Ｂ・ヒンクレーに常に明らかにしてください

ます。わたしはそのことを証
あかし

します。

このすばらしい建物が補強され，新し

くなり，神の子供たちを教え導き，高める

ためにこれからもずっと使われていくこと

に感謝しています。イエス・キリストの御名
み な

によって，アーメン。

注

1．リチャード・W・ジャクソン, Places of

Worship: 150 Years of Latter-day

Saint Architecture（2003年）, 16

参照

2．History of the Church，第2巻，

410－411参照

3．Deseret News，1855年8月29日付，

194

4．“The Spirit of Worship,”Improve-

ment Era，1910年6月号，749－750

5．Brigham Young to the Saints

Abroad，1845年6月17日, New

York Messenger，1845年8月16日

付。History of the Church， 第7巻，

427； エルデン・ J・ワトソン，“The

Nauvoo Tabernacle,”Brigham

Young University Studies，1979年

春号，416も参照

6．オーソン・プラットからリューベン・ヘッ

ドロックにあてた1845年8月20日付

の手紙， New York Messenger，

1845年8月30日付，67に掲載。

Brigham Young University Stud-

ies，1979年春号，420も参照

7．グレン・M・レナード, Nauvoo: A Place

of Peace, a People of Promise

（2002年），479－480

8．Brigham Young University Studies

1979年春号，421。ウィリアム・スミス

が グレン・M・レナード, Nauvoo，754

に記載した注釈86も参照



こ
こタバナクルにいる兄弟姉妹，

様々な手段を使って世界中で耳

を傾けている兄弟姉妹の皆さ

ん，再びこのすばらしい建物で皆さんの

前に立てることをうれしく思います。この

場にいると，この美しい礼拝の家を建設

した初期の聖徒たちと，長年にわたり手

入れし，磨き上げてきた人々の霊を感ぜ

ずにはいられません。

わたしは最近，人生におけるソルトレー

クタバナクルにまつわる数々の重要な出

来事を思い出していました。たくさんあり

すぎてすべてを語り尽くすことはできませ

んが，その幾つかを話します。

8歳になり，バプテスマを受ける日が近

づいたときのことを思い出します。母が悔

い改めとバプテスマの意味を話してくれ

ました。そして1935年9月のある土曜日に，

母はわたしを路面電車に乗せて，タバナ

クルのバプテスマフォントに連れて行って

くれました。バプテスマフォントは最近ま

でこの建物にありました。当時は，現在

のように父親が子供のバプテスマを施す

ことが日常的ではありませんでした。バ

プテスマの儀式は一般的に土曜日の午前

か午後に行われており，たいていの父親

はその日に仕事をしていたからです。わ

たしは白い服に着替え，バプテスマを受

けました。その日のことと，儀式を受けて

感じた喜びを，まるで昨日のことのように

覚えています。

長年にわたり，そして特にビショップを

務めていた間，わたしはタバナクルのフォ

ントで行われたたくさんのバプテスマを見

てきました。どれも特別で，霊を鼓舞し，

自分のバプテスマを思い起こさせるもの

でした。

1950年4月，妻のフランシスとわたしは

この建物で開かれた総大会の日曜日午後

の部会に出席しました。教会の大管長で

あったジョージ・アルバート・スミス大管長

は，部会を閉会するに当たり，わたしたち

の主であり救い主であるイエス・キリスト

の復活について，霊感あふれる力強い

メッセージを伝えました。ところが話を終

える前に，大管長は預言者として警告を

発したのです。こう語りました。「急いで

悔い改めなければ，間もなく人類に不幸

が襲いかかります。そう遠くないうちに，

世界各地に散在している多くの人々が，今

後起こることのために亡くなるでしょう。」

（Conference Report，1950年4月，169）

実に気がかりな言葉でした。神の預言者

がそれを語ったからです。

その総大会から2か月半後の1950年6月

25日，朝鮮半島で戦争が勃発
ぼっぱつ

し，この戦

争は結果的に推定250万人の死者を出し

ました。その事件を通して，わたしはその

春，この建物でスミス大管長が語った言

葉を思い返すよう強く促されました。

わたしは，タバナクルでの総大会に何

度も出席し，常に指導者の言葉に教化さ

れ，霊感を受けてきました。そして1963

年10月，わたしはデビッド・O・マッケイ大

管長から事務所に招かれ，十二使徒定員

会会員の召しを告げられました。大管長

は，この神聖な召しを伴侶
はんりょ

以外には一切

明かさず，内密にしておくように告げ，翌

日のタバナクルでの総大会で，わたしの

名前が読み上げられると言いました。

翌朝，タバナクルに着いたわたしは，ど

こに座ったらよいかまったく分かりません

でした。わたしは神権ホームティーチング

委員会の会員だったので，委員会の人た

ちと座ることにしました。ヒュー・スミスと

いう，やはり神権ホームティーチング委員

会の会員だった友達を見つけると，彼は

わたしに，隣に座るようにと手で合図しま

した。召しについて何も言うことができ

ませんでしたが，とにかく座りました。

部会の中で，十二使徒定員会の会員が

支持を受け，確かにわたしの名前も呼ば

れました。聴衆席から壇上までは，生涯

で最も長い道のりでした。

その大会から44年近くがたちました。

2000年にカンファレンスセンターが奉献さ

れるまで，中央補助組織の大会やその他

の集会を別にして，わたしはこの建物の

説教壇から101回の総大会メッセージを

伝える特権にあずかりました。今日
きょ う

のこ

の話で102回目になります。これまで何年

もの間，ここに立って多くの霊的な経験を

してきました。

1975年10月の総大会で話している最中

に，わたしはこの建物の2階席に座ってい

たブロンドの長い髪の女の子に向けて話

すべきだという促しを感じました。聴衆

の注目をその少女に集め，感じているこ

とを話そうと思いました。わたしが考えて

いた，ある年若い女性の信仰に関する

メッセージを，その少女が必要としている

とはっきり感じたからです。

タバナクルの思い出
大管長会第一顧問

トーマス・S・モンソン管長

今日この建物が再奉献されるに当たり，わたしたちも主であり救い主であるイエ

ス・キリストの業のために，生涯をささげることを再び誓いましょう。
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部会が終わり，事務室に戻ると，ミス

ティ・ホワイトという子供が，祖母父とおば

とともにわたしを待っていました。あいさ

つをしたとき，このミスティという子が，わ

たしが話をしたあの2階席の少女である

ことに気がつきました。ミスティは8歳の

誕生日が近づいていて，バプテスマを受

けるべきか分からずに悩んでいました。

ミスティはバプテスマを受けたいとは思っ

ており，同居していた祖父母もミスティの

バプテスマを望んでいました。しかし，あ

まり教会に集っていなかった母親は，18

歳になるまで待ってから決めた方がいい

と言っていたのです。ミスティは祖父母に

こう言っていました。「ソルトレーク・シ

ティーの大会に行けば，天のお父様は

きっとどうしたらいいか教えてくださる

わ。」

ミスティと祖父母とおばは，大会に出席

するためにカリフォルニアからソルトレー

ク・シティーまで旅し，タバナクルでの土曜

午後の部会の席を手に入れることができ

ました。彼らはこのタバナクルに着席し，

わたしはミスティに注目して，彼女に向け

て話そうと決心しました。

部会後のこの会話を続けていると，ミ

スティの祖母がわたしにこう言いました。

「ミスティがお話ししたいことがあるようで

す。」そしてこのかわいらしい少女が言い

ました。「モンソン兄弟は大会のお話の中

で，わたしの質問に答えてくれました。わ

たしはバプテスマを受けたいです。」

家族はカリフォルニアに帰って行き，ミ

スティはバプテスマを受け，末日聖徒イエ

ス・キリスト教会の会員に確認されました。

それ以来ミスティは，イエス・キリストの福

音に忠実であり続けています。14年前に

ミスティとすばらしい青年の神殿結婚を執

り行うことができたのは特権でした。二

人は5人の子供を育てていて，もう1人生

まれる予定です。

兄弟姉妹の皆さん，わたしはすばらし

い思い出の多いこの建物，タバナクルの

説教壇に再び立てることを名誉に思いま

す。タバナクルはわたしの人生の一部，大

切な一部です。

これまでの人生の中で，9人の大管長

の名前が読まれる度に，手を直角に挙げ

て支持できたことを誇りに思い，うれしく

思います。今朝，もう一度皆さんとともに

愛するゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長を支

持しました。ファウスト管長とともに大管

長のそばで仕えることができるのは，喜

びであり特権でもあります。

今日この建物が再奉献されるに当たり，

わたしたちも主であり救い主であるイエ

ス・キリストの業のために，生涯をささげ

ることを再び誓いましょう。主はわたした

ちが生きるために進んで命をささげられ

ました。主の足跡を日々たどることがで

きるよう，イエス・キリストの御名
み な

により，へ

りくだり祈ります。アーメン。



わ
たしの兄弟姉妹である皆さん，

今日
きょ う

わたしたちは，これまで幾

度も大会を開いてきた，この歴

史的なタバナクルに再び集まっています。

この度，最新の耐震基準を満たすため

に，この建物に大規模な改築と改装が行

われました。今回の事業によって，この建

物の歴史的な特長が損なわれていないこ

とを願い，また祈っています。

古い長いすの一部は残されており，今後

も引き続き使用します。しかし，皆さんもす

でに気づいていると思いますが，新しい

長いすは古いのと同じくらい硬いです！

今日
こんにち

の基準を満たすために，出口が追

加されました。外壁を構成している大き

い石造りの柱は，大幅に補強されました。

屋根は強くするためにスチール製の骨組

みが添えられ，新しい屋根材が用いられ

ました。

この建物の改築は今回が初めてではな

いということを言い添えておきます。建てら

れて間もない時期にさえ，手が加えられて

います。当初は2階席がなく，増築が必要

だったのです。

長年にわたって，この建物は唯一無二

のすばらしい集会場所となってきました。

これまでに多くの男女が，イエス・キリスト

の福音の回復について，ここで証
あかし

を述べ

てきました。ブリガム・ヤングの時代から現

在に至るまで，すべての預言者がこの教壇

から語ってきました。そのほかにも，合衆

国の大統領を含む数々の著名人が語って

きました。また，この地域社会における芸

術と文化の拠点にもなってきました。ユタ

交響楽団は，初めてこの建物を演奏会場

として利用しました。『メサイア』（Messiah）

や，『タナー・ギフト・オブ・ミュージック』

（Tanner Gift of Music）など，偉大な芸術

作品が披露されてきました。卓越した男

女の葬儀も行われてきました。これまで長

年にわたって，常にこの地域社会の中心

的存在となってきました。

このタバナクルは世界に一つしかない

独特な建物です。約1世紀半前に，この民

が貧しかった時代に建てられました。文

字どおり，荒れ野の中に建てられた幕屋

でした。当時，神殿は完成までまだ相当

な時間を要する状態でした。タバナクルを

建てた人々は，初歩的な建築技術と，信仰

によって作業を成し遂げました。懐疑的な

人はいつの時代にも大勢います。そのよう

な人々は，足場が取り外されたなら，屋根

も一緒に落下するだろうと言いました。し

かしそうはならず，それからこの長い年月

にわたってここに立ち続け，日の光や嵐
あらし

に

耐えてきました。

この建物は，モルモンタバナクル合唱団

の本拠地として，世界中で知られるように

なっています。タバナクル合唱団の毎週の

ラジオ放送は，1929年以来，75年以上に

わたって，ほかのどの全国番組よりも長く

続いています。

さて，毎週の安息日，『ミュージック・アン

ド・スポークン・ワード』（Music and the

Spoken Word）が，「西部の十字路」にあ

るこのタバナクルから再び世界に流され

ることになります。ここは再びタバナクル合

唱団とテンプルスクウェア管弦楽団の本拠

地となり，ほかにも多くの演奏会や行事が

開催されるでしょう。ステーク大会や地区

大会，公開講演会，コンサート，そのほか

の催しに使用されます。

1875年10月9日土曜日にイギリスで発行

された『ミレニアルスター』（Millennial Star）

紙には，ジョン・テーラーがこの神聖な建造

物を奉献したときに，細部にまで言及した

長い祈りをささげたと記録されています。

それはこの建物が実際に使われてから数

年後のことでした。

わたしの兄弟姉妹である皆さん，それで

はここで，この集会を閉じるに当たり，皆さ

んもわたしと一緒に頭を下げ，目を閉じて，

再奉献の祈りをささげましょう。

荒れ野の中の幕屋
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

この建物は唯一無二のすばらしい集会場所となってきました。
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奉献の祈り

わたしたちの永遠の父なる神よ，わたし

たちは頭
こうべ

を垂れて，この歴史的な機会に

敬虔
けいけん

な思いであなたの御前
みま え

に参りました。

わたしたちは1世紀以上にわたる使用の

後に改築された，この偉大なタバナクルに

集っています。

聖なる神権の権能により，イエス・キリス

トの御名
み な

によって，わたしたちはこのソル

トレークタバナクルを，今後幾年にもわたっ

てあなたの民が様 な々理由のために集ま

る場所となるように，あなたとあなたの愛

される御子に奉献し，聖別します。

この機会に思いをはせるとき，わたした

ちは預言者ジョセフのことを思います。

ジョセフはあなたの御手
み て

に使われる者と

なって，主イエス・キリストの永遠の福音を，

それに伴うすべての賜物
たまもの

と権能と祝福と

ともに回復しました。

わたしたちは，昔の民の大いなる信仰

に感謝します。彼らはノーブーから追われ，

多くの人々の死を含む，非常な苦しみを味

わいながら，アイオワ州を横断してウィン

タークォーターズを築き，その後，長い距

離を歩いて，ウィンタークォーターズからこ

のグレート・ソルトレーク盆地にやって来ま

した。

わたしたちは，ブリガム・ヤング会長の霊

感による指導に感謝します。ヤング会長は，

示現で見た以外はこの盆地を一度も見た

ことのないままに，民をこの地に導きまし

た。ヤング会長はこの地域についてほとん

ど何も知りませんでした。土壌や気候，水

やそのほかの特徴について知りませんで

した。この砂漠で，開拓者たちは地を耕

し，種をまき，水を引き，作物を育て，労働

の実を刈り取りました。また，一つの町を

据え，今では何十万もの人々が住む大き

な町になっています。

かつては末日聖徒のほとんどが，この

盆地と，開拓された周辺の地域に住んで

いました。現在では，あなたの御業
みわ ざ

は発

展して地に広がり，この国に住む会員より

も，この国以外の地に住む会員の方が多

くなっています。

愛する父よ，どうぞあなたの御業を引き

続き栄えさせ，増し加え，発展させてくだ

さい。御業が発展し広がるのを可能とす

るために，民が什分
じゅうぶん

の一とささげ物をささ

げるとき，彼らを祝福してください。人手

によらずに山から切り出された石が転がり

進み，地に満ちると定められているように，

御業が進み，全地を満たしますように。今

後の世代において強力な指導者たちを立

ててください。そしてあなたの民が，あな

たの御業における務めを喜び，大いなる

幸福を見いだしますように。

以上のように，わたしたちはこの神聖な

建造物を奉献し，再奉献し，聖別し，イエ

ス・キリストの聖なる御名によってこのすべ

てを行い，また願い求めます。アーメン。



最
近，この人生で得た数々のすば

らしい経験について思い巡ら

しました。そして，大いなる祝

福と機会を与えてくださったことに対して

天の御父に感謝の言葉を申し上げたと

き，自分にとって若いころの人格形成がい

かに重要だったかを以前にも増して痛感

しました。

わたしの人生を変えるような非常に重

要な出来事の多くは，若いころに起こって

います。そのとき学んだ教訓が人格を形

成し，運命を形作っていったのです。こ

れらの出来事を経験していなければ，わ

たしはまったく違った人間になっており，

現在とは非常に違う場所にいたことで

しょう。今晩わたしは，こうした貴重な経

験とそこから学んだことについて少々話

したいと思います。

高校時代に戦ったあるライバル校との

フットボールの試合は，忘れることができ

ません。わたしのポジションはウイング

バックで，相手のラインバッカーをブロッ

クするか，または相手ディフェンスからな

るべく離れてクオーターバックからボール

を受け取るのがわたしの役目でした。こ

の試合だけ特に覚えているのは，わたし

がブロックしなければならなかった相手

チームの選手が巨漢だったからです。

わたしはスポーツ選手として特別背が

高いわけではありませんでしたが，この

選手の身長は，恐らくスポーツ選手の中

で世界一だっただろうと思います。この

選手を見上げて，体重は自分の2倍はあ

るなと思ったことを覚えています。言って

おきますが，わたしたちの時代には今の

選手が着けているようなプロテクターはあ

りません。わたしのヘルメットは革製で，

フェイスガードは付いていませんでした。

そのことを思うと，自分の幸運をしみじ

みとかみしめます。もしもこの選手に捕

まってタックルされていたら，残りシーズ

ンはずっと病院のベッドから味方に声援

を送る羽目になっていたかもしれないの

ですから。

幸いわたしは足が速かったので，第1

ハーフの大半はどうにかこの選手に捕ま

らないで済みました。

しかし，1度だけ捕まってしまったのです。

味方チームのクオーターバックが1歩下

がってパスしてきました。わたしはノー

マークでした。投げたボールはわたしに

向かって飛んで来ました。

ところが，背後から地響きのような足音

が迫って来たのです。ここでボールを受

け取れば間違いなく病院送りだ，という思

いがとっさに脳裏をよぎりました。しかし，

ボールは向かって来ます。しかも試合の

勝敗はわたしのプレーに懸かっていまし

たから，わたしはボールに手を伸ばしま

した。でも，……次の瞬間，……わたし

は上を見てしまったのです。

すると，あの巨漢の選手がいました。

覚えているのは，手に当たったボールを

しっかりつかもうともがいたことです。

ボールが芝生に落ちる音が聞こえました。

その後，何が起こったかはよく分かりませ

ん。激しくタックルされてくらくらしていまし

たから。一つだけ覚えているのは，意識

がもうろうとする中，背後から聞こえてきた

太い声です。「おれ様のいるチームと当

たったのが運の尽きだったな。」

ウィリアム・マッキンリー・オズワルドが

わたしの高校時代のフットボールのコー

チでした。偉大なコーチで，わたしの人

生に多大な影響を与えました。ただし指

導方法は非常に厳しく，まるで初年兵を

訓練する軍曹のようでした。

その日，ハーフタイムの休憩時の注意の

中で，オズワルドコーチはわたしがパスを

落としたことをチーム全員の前で指摘し

ました。そして，わたしを指差し，「あの

ざまは何だ」と聞いてきました。

どなるような声でわたしに言ったのです。

「あのパスをどうして落としたのか，理

由を言え。」

わたしは最初口ごもっていたのです

が，腹を決めて正直に言うことにしました。

「ボールから目を離しました。」

コーチはわたしを見て言いました。

「そのとおり。おまえはボールから目を離

した。以後，二度と目を離すな。球技で

はこの手のミスが敗北につながるんだ。」

わたしはオズワルドコーチを尊敬して

いましたから，しかられて気分は最悪

だったものの，言われたとおりにしようと

決心しました。たとえ相手チームの巨漢

に張り倒されて地面にめり込もうとも，絶

対にボールから目を離すものかと誓った

のです。

わたしたちは持ち場に戻り，第2ハーフ

が始まりました。接戦で，味方チームの奮

闘にもかかわらず，第4クオーター後半に

人生で学んだ教訓
十二使徒定員会

ジョセフ・B・ワースリン長老

自分の生き方をぜひ吟味してください。自分の状態を把握し，理想の自分に近づくため

には何をする必要があるのか考えましょう。

●神権部会
2007年3月31日
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なっても4点差で負けていました。

クオーターバックが次のプレーでわた

しにパスをすると指示しました。わたし

は再び飛び出しました。このときもノー

マークでした。ボールが飛んで来ました。

しかし，今度はあの巨漢の選手がわたし

の前に立ちはだかり，理想的な位置でパ

スをカットしようとしていました。

巨漢は手を伸ばしましたが，ボールは

手の間をすり抜けました。わたしは高く

ジャンプし，決して目を離さずボールに食

らいついて決勝点のタッチダウンを決め

たのです。

その後のお祝いについてはあまり覚え

ていないのですが，オズワルドコーチの

顔だけははっきりと覚えています。

「よくボールから目を離さなかったな」と

コーチは言ったのです。

その週は口もとが緩んで仕方がありま

せんでした。

わたしは偉大な男性や女性を数多く

知っています。経歴や才能，物の見方は

様々ですが，こうした偉大な人たちには

次のような共通点があります。つまり，目

標達成に向かって熱心に根気強く努力す

るという点です。人はいとも簡単にほか

のことに心を奪われて，人生でいちばん

大切なことを見失ってしまいます。わたし

はオズワルドコーチから受けた教訓を忘

れず，自分にとって大切なものを最優先し

て，真に価値あることに目を向けられるよ

う努めてきました。

自分の生き方をぜひ吟味してください。

自分の状態を把握し，理想の自分に近づ

くためには何をする必要があるのか考え

ましょう。想像力を刺激し，胸の内が燃

えるような，霊を鼓舞する，義にかなった，

気高い目標を立てましょう。次に，目標か

ら目を離さないことです。その目標を達成

できるよう絶えず努力しましょう。

アメリカ人の作家ヘンリー・デビッド・

ソローは次のように言っています。「夢に

向かって自信をもって進み，思い描いたと

おりの生き方ができるよう努力する人は，

普通では考えられないようなことを達成

するものです。」1

言い換えれば，「ボールから目を離すな」

ということです。

フットボールの競技場で得たもう一つ

の教訓は，10人の選手の山のいちばん下

になったときに学んだものです。ロッキー

山脈選手権の試合でのことでした。わた

しはボールを持ってフィールド中央にい

る敵チームの選手たちを突破し，追加得

点のタッチダウンを奪わなければなりま

せんでした。クオーターバックからボール

を受け取ると，相手選手の列に突進しま

した。ゴールラインが近いことは分かって

いましたが，どれくらい近づいているのか

は分かりませんでした。大勢の選手がわ

たしの上に折り重なっていましたが，5，6

センチ手を伸ばすと，指にゴールラインが

触れました。ゴールラインまではあと5セ

ンチだったのです。

その瞬間，ルールに反することですが

ボールを押し出そうという誘惑に駆られ

ました。そうすることは可能でした。もし

そうすれば，審判が選手の山を崩したと

き，わたしはヒーローになるでしょう。わ

たしがボールを押し出したとしても，だれ

にも分からないでしょう。

子供のころから夢見ていた瞬間がやっ

て来るのです。そのチャンスはまさに手

の届くところにありました。しかし，その

とき母の言葉を思い出したのです。母は

よくこう言っていました。「ジョセフ，結果

はどうあれ，正しいことを行いなさい。正

しいことをしていれば，物事はうまくいく

ものよ。」

どうしてもそのタッチダウンを決めたい

と思いました。しかし，友達の目にヒー

ローと映るよりも，母の目にヒーローと映

りたいと思いました。そこで，ボールを動

かすのをやめました。ゴールまではあと

わずか5センチでした。

その当時は分からなかったのですが，

この経験はわたしの人格形成に決定的な

影響を与えました。もしあのときボールを

動かしていたら，当座はチャンピオンで

いられたかもしれませんが，一時的な栄

光を手にする代わりに，わたしの人格に

は後々まで残る深い傷が残ったことで

しょう。その傷はわたしの良心に刻まれ，

生涯消え去ることがなかったはずです。

正しいことを行わなければならないこと

をわたしは知っていたのですから。

キリストの光は，善と悪を見分けること

ができるよう助けてくれます。誘惑に負け

て静かな良心の声が聞こえなくなってし

まうと，正しい判断を下すことが難しくな

ります。

誘惑がやって来たら，即座に対応して

直ちにきっぱりと「嫌だ！」と言いなさいと

両親から教えられました。皆さんにもこ

の教えを実行するようお勧めします。誘

惑を避けてください。

わたしが学んだもう一つの教訓は，人

に奉仕することの喜びです。以前にも話

しましたが，わたしが所属するワードのビ

ショップであった父は，わたしに荷車いっ

ぱい荷物を積み込ませ，困っている家族

に食物や物資を届けさせました。困って

いる人に愛の手を差し伸べたいという望

みを持っていたのは，父だけではありま

せんでした。

75年前，ウィリアム・F・パーションビ

ショップはソルトレーク・シティーのパイオ

ニアステーク第4ワードを管理していまし

た。このビショップはドイツからの移民で，

教会への改宗者でした。そして話し方に

は強いなまりがありました。優秀なビジネ

スマンでしたが，それよりも，深い思いや

りの心を持つことで知られていました。



毎週神権会で，パーションビショップは

アロン神権者に次の言葉を復唱させてい

ました。「神権とは奉仕です。神権を持つ

者として，わたしは奉仕します。」

それは単なるスローガンではありませ

んでした。夫を亡くした女性が助けを求

めていれば，パーションビショップとアロ

ン神権者が行って助けました。礼拝堂建

設中には，パーションビショップとアロン

神権者が行って手伝いました。パーショ

ンビショップとアロン神権者は福祉農場

のビート畑やジャガイモ畑に雑草が生え

るとそこに行き，収穫の時期になるとまた

行きました。

後にウィリアム・パーションはステーク

会長会で働き，トーマス・S・モンソンとい

う名前の若いビショップに影響を与えま

す。1950年代にパーションビショップはス

イス・オーストリア伝道部の会長に召さ

れ，アメリカ大陸外で初の神殿をスイスの

ベルンに建設するために重要な役割を果

たしました。

パーションビショップのことを思い出す

ときはいつも，彼が人を気遣い，思いやり

を示していた姿が浮かんできます。しかも

彼は，そのように行うことの大切さを人に

教えることにも情熱を傾けていました。彼

がビショップとして管理していた若いアロ

ン神権者の中から後にビショップになった

人が29人，ステーク会長会で奉仕した人

が10人，伝道部会長になった人が5人，神

殿会長としての召しを受けた人が3人，中

央幹部として奉仕した人が2人います。2

兄弟の皆さん，これが偉大な指導者の

持つ力であり，奉仕の持つ力です。

当時は十分理解してはいませんでした

が，今ははっきりと分かります。これまで

話した教訓をはじめとして，若いころ学

んだ教訓は，後にわたしの人生を形作る

土台となりました。

わたしたちは皆，霊的な賜
たま

物
もの

を持って

います。信仰の賜物を授かっている人も

いれば，癒
いや

しの賜物を授かっている人も

います。教会全体には，すべての霊的な

賜物があります。わたしの場合，最も感

謝している霊的な賜物の一つは，従順な

気質です。両親や教会の指導者から賢明

な助言を聞くと，考えや行動に取り入れ

ようとしてきました。

神権を持つ兄弟たち，従順な気質とい

う賜物を伸ばすよう心からお勧めします。

救い主は次のように教えておられます。

「わたしのこれらの言葉を聞いて行うもの

を……賢い人に比べることができよう。

……また，わたしのこれらの言葉を聞い

ても行わない者を……愚かな人に比べる

ことができよう。」3

自分が賢いか愚かか，どうすれば分か

りますか。霊感された助言を聞いたとき

にわたしたちは従います。それが，賢者

と愚者を見分ける基準です。

賢明な助言を聞いても，心に留めなけ

れば，何の役に立つでしょうか。経験か

ら学ばないとしたら，経験が何の役に立

つでしょうか。聖文の言葉を胸に刻んで

生活に取り入れないとしたら，聖文が何

の役に立つでしょうか。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は次の

ように約束しています。「〔天の御父は〕戒

めに従順に歩む人々に祝福を注いでくだ

さいます。」4

この言葉にわたしの言葉を付け加えます。

イエスがキリストであり，全人類の救い

主であられることを証
あかし

します。神がわた

したちの近くにおられることを証します。

神はわたしたちを心にかけ，愛しておら

れます。預言者，聖見者，啓示者に導か

れてこの回復されたイエス・キリストの教

会は発展しています。ゴードン・B・ヒンク

レー大管長は，この教会における末日の

預言者であり，この世界の預言者です。

創造主がこのすばらしい人生を用意し

てくださったことに感謝します。人生とは，

各人がほかの方法では理解できないこと

を学ぶ機会です。

愛する兄弟の皆さん，義にかなった目

標を立て，達成できるよう努めましょう。

正しいことを行い，愛をもって周りの人に

手を差し伸べましょう。これがわたしの

祈りであり証です。イエス・キリストの御

名により，アーメン。

注

1．Walden，J・リンドン・シャンレー編

（1971年），323

2．グレン・L・ラッド長老からトーマス・S・

モンソン管長にあてた1987年2月5日

付手紙

3．マタイ7：24，26

4．「主のみ業」『聖徒の道』1995年7月号，

77参照
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世
界各地の会場に集まった兄弟

たちと神権部会に同席でき，光

栄です。「見よ，王の軍は旗を

掲
かか

げ　生命
いのち

の戦
いくさ

勝ちて進む」1という賛美

歌の言葉を思い出します。皆さんはまさ

に信仰深く忠実な神の軍です。

今晩わたしは，この王の軍の最も若い

戦士であり，人生の戦いに勇敢に立ち向

かっている執事，教師，祭司の職にある

アロン神権者の皆さんに話したいと思い

ます。覚えてはいなくとも，皆さんは遠い

昔，前世で同じ一つの決断をし，神の計

画に同意しました。天上の大会議で，皆

さんは天の御父と御子イエス・キリストの

御
み

心
こころ

に従うと決心したのです。このこと

を忘れないでください。皆さんは最も重

要なときに救い主に従うと決意した神の

息子であり，そのことにより皆さんは真に

偉大な者となったのです。

永遠の進歩を決定したその神聖な決断

により，皆さんは肉体を得て，悪よりも善

を選択する自由を手に入れました。そし

て今や皆さんは成長し，救い主の属性を

自分自身に受ける準備をしています。皆

さんはバプテスマを受け，聖霊を受けま

した。皆さんは自分が何者であるのか，

なぜこの地上にいるのか，またどこに行

こうとしているのかを学んでいます。そし

て今や皆さんはアロン神権を受けている

のです。

アロン神権は人生で用意をする期間に

与えられる，備えの神権です。今皆さん

がどのようにその神権の責任を引き受け

るかが，将来最も重大な決断をする備え

となるのです。重大な決断の中にはメル

キゼデク神権を受けること，神殿に参入

すること，伝道に出ること，教育を受ける

こと，職業を選ぶこと，そして伴
はん

侶
りょ

を選択

し聖なる神殿でこの世においても永遠に

わたっても結び固められることがありま

す。わたしたちが行う決断にはすべて時

と季節があります。適切な時と季節に決

断するようにしてください。これら人生を

変える決断のすべてが，「決意の10年間」

とわたしが呼ぶ，20代の実に忙しく比較

的短い期間に起こります。

ジェット戦闘機のパイロットになる訓練

をしていたとき，わたしはフライトシミュ

レーターを使ってそのような重要な決断

を下す備えをしました。例えば，火災警

報ランプが点灯し，飛行機が急旋回して

コントロールが利かなくなった場合，いつ

飛行機から脱出すればよいのかを決断す

る練習をしました。こういった準備をして

いなかった大事な友人が一人いたのを覚

えています。彼はシミュレーター訓練を

抜け出してゴルフや水泳に行っていまし

た。こうして彼は，緊急訓練をまったく受

けませんでした。数か月後，彼の飛行機

は火を噴き，炎に包まれたまま旋回しな

がら地上に落ちて行きました。火災警報

ランプに気づいた彼の年下の同僚は，警

報に対処する能力を身に付けていたた

め，いつ飛行機からパラシュートで脱出

すればよいのか分かっていました。しか

しその決断をする準備をしていなかった

わたしの友人は飛行機にとどまり，墜落

死しました。

これから10年という皆さんの準備の時

間は限られています。アロン神権者であ

る皆さんにとって今重要なのは，準備す

ることです。皆さんが人生でこれから先

10年間に下す重大な決断のため，必要な

ときに答えが出せるよう用意をしておか

なければなりません。それぞれの決断を

下す段階に来たとき，いつ何をすればよ

いのかを知っておかなければならないの

です。まったく決断しないということは，

間違った決断をするのと同じくらい致命

的なことになり得ます。皆さんが下す，あ

るいは下さない決断の多くは，永遠の結

果をもたらします。

今こそイエス・キリストの弟子となる時

です。これは「わたしに従ってきなさい」2

という主の招きを受け入れることを意味

します。これはわたしたちが前世で下し

た決断なのです。今わたしたちはこの現

世において，毎日，あらゆる状況の中で，

救い主の御
み

名
な

を受け，主の贖
あがな

いを覚え，

戒めを守ることによって再び決意しなけ

ればなりません。バプテスマを受けたと

き，わたしたちはこのことを聖約しました。

アロン神権者へ――
決意の10年間に
備える
十二使徒定員会

ロバート・D・ヘイルズ長老

今皆さんがどのようにその神権の責任を引き受けるかが，将来最も重大な決断をする備え

となるのです。



そして毎週聖
せい

餐
さん

を受けることで，これらの

聖約を新たにすることができるのです。

今こそ常に聖霊を伴侶とするために自

らを組織し，自らを備える時です。これは

皆さんの両親や指導者たちが皆さんに教

えてきたことを行うこと，すなわち聖文を

学び，朝晩の祈りをささげ，身だしなみを

整え，予定表に従い，目標を立てて達成

し，すべての面で正直であり，決意を守

り，授かっている神権にふさわしくあると

いうことです。また預言者が小冊子『若人

の強さのために』で明らかにしている標

準に添った生活を常に，常にしてください。

今こそだれが皆さんの友人であるのか

を決め，また義にかなった永遠の伴侶に

ふさわしくなると決意する時です。兄弟

の皆さん，これはとても簡単なことです。

母がわたしに教えてくれたように「類は友

を呼ぶ」ものです。仲間というものは，す

ばらしいことをするよう皆さんを鼓舞して

くれることもありますが，好ましくない惨

めな道へと誘惑することもあります。でも，

真の友人は福音を実践することを容易に

してくれます。決して彼らの方法と主の

方法のどちらかをわたしたちに選択させ

たりするようなことはありません。わたし

たちがほかの真の友人を引きつけるよう

な人になれるよう助けてくれます。またわ

たしたちが，義にかなった伴侶から永遠

にともにいたいと望んでもらえるような人

になれるよう助けてくれます。皆さんがそ

ういう友人を得たければ，こう自問してく

ださい。「わたしはほかの人にとってそう

いう友人となっているだろうか。」「永遠の

伴侶に求める特質を自分自身が備えてい

るだろうか。」

今こそ伝道の備えをする時です。それ

ぞれの状況に応じて，皆さんは専任宣教

師として奉仕することができるでしょう。

これは重要ですが，もっと重要なのは伝

道に出る前に神殿に参入するということ

です。それを忘れないでください。伝道

は，奉献の律法を実践することによって神

殿での聖約を守るとても貴重な機会で

す。すなわち，自分の時間と賜
たま

物
もの

，才能

のすべてを主にささげ，心と，勢力と，思

いと，力を尽くして主に仕えるのです。こ

の2年間の奉仕は，皆さんの人生の最初

の20年で与えられた時間の什
じゅう

分
ぶん

の一をさ

さげることであると，わたしは常々感じて

いました。また，専任宣教師として奉仕で

きなかったとしても，将来いつか適切な時

期に神殿に参入できるよう備えることがで

きます。そこで神聖な聖約を交わし，永遠

の祝福を受けられるようになるのです。

今こそ訓練と教育を受ける備えをし，

職業に就くための準備をする時です。ア

ロン神権を持つ若い男性の皆さんは，人

生の準備段階にいます。皆さんは，今，

学校で熱心に勉強するなら，ヒンクレー大

管長が皆さんの将来を見据えて語った，

「できるかぎり高い教育を受けるように」

という勧告に従うことになります。3 学校

や仕事において最善を尽くすことを，今，

決意してください。そうすればチャンスが

訪れたとき，それを受け入れ，最大限に

役立てる備えができているでしょう。「各

人に……一つの賜物が与えられる」4 とい

うことを忘れてはなりません。自分の賜物

や才能を伸ばしてください。若い男性の

皆さん，皆さんが将来さらに大きな機会

や責任を引き受ける備えとなるようなク

ラスや訓練プログラム，仕事を，祈りの気

持ちで選択するようにしてください。

今こそ従う時です。前世でわたしたち

は神の御心の一部だけに従うと約束した

のではありません。永遠の計画のどの部
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分に従うかをえり好みしたのでもありませ

ん。わたしはこのことを飛行訓練の中で，

初めて夜の単独飛行をしたときに学びま

した。そのとき，わたしたち全員は「夜，

アクロバット飛行をするな。君たちは航

空計器による飛行訓練をしていない初心

者パイロットである」という指示を受けま

した。しばらくして，それまで常に優秀な

パイロットであった，かけがえのない友人

が，その命令に背くことを選びました。彼

はテキサスの夜の上空を宙返りや横転を

しながら飛んでいるとき，操縦席上の透

明な円
えん

蓋
がい

の外に見えるのは星だと思って

いました。しかし，彼が見ていたのは，実

は地上にある油田採掘機のライトだった

のです。彼の方向感覚は狂ってしまって

いました。逆さまになっていたにもかか

わらず，飛行機にかかる重力加速度の影

響で，自分が正しく上を向いていると思

い込んでいました。そして，夜の上空を

もっと高く飛ぼうと操
そう

縦
じゅう

桿
かん

を引いたとき，

彼は地面を目がけて突進し，下の油田の

瞬く明かりの中へと墜落してしまいました。

飛行機を操縦しているとき，角度にして

わずか1度分だけ機体の向きを変えたと

したら，方向感覚をつかさどる内耳はそ

の変化を感じ取ることができません。あ

らゆる年齢の兄弟の皆さんに申し上げま

す。従う戒めをえり好みしていると，主と

の関係は変わってしまいます。それは通

常，少しずつ少しずつ変わってしまうので

す。人を欺くようなサタンの力が及んだと

しても，それを感じ取ることができず，霊

的な方向感覚は狂ってしまいます。安全

な方向に進んでいるように見えても，ほん

とうは大きな不幸に向かっていることが

あるのです。前世において，主に従うと

いうわたしたちの決意は完全なものでし

た。現世の試しの生涯において主に完全

に従うことによって，わたしたちはそれぞ

れ天の御父のみもとに帰ることができる

のです。

今こそ時間を有効に使う時です。「現

世は人が神にお会いする用意をする時期

である。」5 若いときに賢明に時間を使う

ことを学ぶなら，地上にいる時間は十分

であることを証
あかし

します。「わが子よ，忘れ

ずに若いうちに知恵を得なさい。まこと

に，神の戒めを守ることを若いうちに習

慣としなさい。」6

今こそ自分の生得権を守る時です。人

生の終わりが近づいたとき，旧約聖書の

預言者ヤコブは息子たち一人一人に父親

の祝福を授けました。ルベンは長子であ

り，彼だけに与えられる特別な祝福であ

る生得権を持っていました。しかしルベ

ンへの祝福の中で父のヤコブはこのよう

に言いました。あなたは「移り変わる水

のようだから，もはや，すぐれた者ではあ

り得ない。」7 移り変わる水のようだから

という言葉の意味を少し考えてみましょ

う。水は熱くなると蒸発します。冷たくな

ると凍ります。水路がないと，立ちはだか

るものを浸食し破壊します。

アロン神権を持つ者として，皆さんに

も生得権があります。どうか従順で堅固

であってください。救い主に従うという決

意を固く保つようにしてください。福音に

従って生活するに当たって，岩のように堅

固であってください。だれもわたしたちを

待ち受けている祝福のすべてを知りませ

ん。これらの祝福を失うたった一つの方

法は，不従順によって放棄することです。

この世のもののために永遠の受け継ぎを

放棄しないでください。わたしたちの輝

かしい生得権を尊び，守り，享受するた

め，今従順になり，備えましょう。

若い男性の皆さん，皆さんは主の軍勢

のきわめて大切な力であり，末日におけ

る若き戦士です。8「あなたがたは，何で

あろうとまいたものをまた刈り入れるから

である。」9 皆さんにお願いします。すば

らしい収穫が前途に待ち受けていること

について熟慮し，皆さんがこれから迎え

る10年の間にどのように決断を下すのか

深く考えてください。

刈り入れの律法は，決断を下すうえで

の基本です。自分が神の息子であるとい

う自覚を持ち，土壌を整える農夫のよう

に，祈りを通して自分自身を整えてくださ

い。理にかなった忠告を与えてくれる

人々に相談し，聖霊の導きを求めること

によって種を植えてください。霊感の種

が育つようにしてください。皆さんがすべ

きことについて，心に浮かぶ霊的な考え

やアイデアに注意を向けるようにしてくだ

さい。成熟には時間を要します。自分が

正しい決断をしているかどうか，祈りに

よって天の御父に問うとき，霊感による光

は，霊的な収穫をもたらしてくれます。光

に従うとき，暗
くら

闇
やみ

は消え，その光は「ます

ます輝きを増してついには真昼」10 となり

ます。その日には，わたしたちは天の御父

のみもとにいるのです。

最後に，「そこにいてください」と申し

上げます。わたしたちが今享受している

偉大な幸福の計画を選ぶ天上の会議にお

いて，わたしたちは皆「そこに」いたので

す。若い男性の皆さん，皆さんが自分自身

に，家族に，ビショップに，雇用主に約束

をしたなら，必ず「そこにいてください。」

教会やミューチャルにいるべき時間に，神

権の責任を果たすべき時間に「そこにい

てください。」学校や訓練プログラムの卒

業式のときに，「そこにいてください。」宣



教師として奉仕する時期に，「そこにいて

ください。」あなたが最も愛する若い女性

が神の神聖な神殿の聖壇にひざまずくと

きに，「そこにいてください。」（証人として

ではなく。）家族が日の栄えの王国に集ま

るときに，「そこにいてください。」この地

上での生涯を終え，栄光をもって帰還す

るあなたを救い主が出迎えてくださり，天

の御父が愛の御
み

腕
うで

に抱こうとあなたを待

ち受けていてくださるときに，「そこにいて

ください。」

決意の10年間の後は，さらに前進してく

ださい。「立ち上がれ，神の男たちよ！」11

信仰深い夫，父親となってください。忠実

であってください。立ち上がって，自分を

支持し支えてくれるふさわしい神の娘に

ふさわしくなりましょう。主を敬うように，

彼女たちを敬いましょう。

天の御父は，力強い王の軍の一員であ

る皆さんが一致した勇敢な強い戦士とし

て，また司令官であるキリストに従う戦士

として，今晩ここに集っていることを知っ

ておられます。そのことを証します。主

の戦士として，喜びの歌を歌いましょう。

「勝利よ，勝利よ われらに主あり 勝利

よ，勝利よ 主により勝たん。」11 主はそ

こにいらっしゃいます。主はわたしたち

がみもとに来るよう望んでおられます。主

はわたしたちを導き，勝利に導いてくだ

さいます。そのことを，イエス・キリストの

御名により証いたします。アーメン。

注

1．「見よ，王の軍は」『賛美歌』160番

2．ルカ18：22

3．「若人への預言者の勧告と祈り」『リア

ホナ』2001年4月号，34－36参照

4．教義と聖約46：11

5．アルマ34：32

6．アルマ37：35

7．欽定訳創世49：4から和訳

8．アルマ53章参照

9．教義と聖約6：33

10．教義と聖約50：24

11．Hymns，323番

12．『賛美歌』160番

愛
する兄弟の皆さん。大管長会，

十二使徒会とともに集っている

わたしたちはなんと恵まれて

いることでしょう。ここに集う神権者は皆，

12歳であろうと112歳であろうと，わたし

たちの救い主イエス・キリストを通じて，

「福音の律法と儀式に従うことによって」1

日の栄えの命を受け継ぐことができます。

そう考えるだけでもすばらしいことです

が，わたしはそれが真実であることを

知っています。皆さんは自分自身の生涯

に責任を負っているのです！

このことを念頭に置きながら，皆さん

の益のために次の物語を紹介したいと思

います。野心と活気にあふれ，ある立派

な大学に入学した一人の青年の物語で

す。当時彼はアロン神権の祭司でした。

目標は高く，医師になりたいと考えていま

した。その目指すところは実に野心的で

した。つまり，金持ちになりたかったので

す。彼はフットボールをしたいと思ってい

ました。そこで自分でコーチを探し出し，

最終的にチームに入れてもらったのです。

こうして彼は大学のスポーツ界に特有の

人気と，誇りを手に入れたのです。

彼の頭の中はそうした考えでいっぱい

でした。その分，高慢で空虚な野心をい

つか打ち砕くものがあることには少しも思

いが至りませんでした。つまり，蓄えるこ

とを忘れていたのです。適切な備えをす

ること，講義に定期的に出席しなければ

ならないこと，勉強に励まなければなら

ないこと，そして大学の化学の授業に出

席すること。彼はそれらの大切さをあま

りにも軽く考えていました。その結果は

駆け足で情け容赦なくやって来ます。90日

もしないうちにその時が訪れたのです。

それは，このようにして起こりました。

その日，185センチ77キロの彼は，相手

大学選抜チームのマンモスのような巨体

を誇るラインマン（訳注――アメリカンフッ

トボールの攻守両チームの最前列に位置

する選手）とスクリメージライン（訳注――

攻守両チームを区切る架空の線）でもみ

合っていたとき，自分が見当違いなスポー

ツをしていることに気づいたのです。

精力的に勉強するということに慣れて

いなかった彼は，しばらくの間，教科書を

前にしても，その目も頭脳もまったく機能

しませんでした。

決定的な敗北は最後の化学のテストの

ときにやって来ました。選択式の問題に

まったくでたらめに解答したのですが，ま

ぐれ当たりすらしなかったのです。惨め

な敗北でした。

蓄える
管理ビショップリック第二顧問

キース・B・マクマリンビショップ

神権者の皆さんにお願いします。皆さんと皆さんの家族が人生の浮き沈みを乗り切ること

ができるよう，十分に蓄えてください。
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苦しい勉強，人生の目的について正し

い認識を持たせてくれた伝道の経験，そ

して不断の備え。最終的には，こうしたこ

とが短いながらも愚かなあの経験の結果

を乗り越えるのに役立ちました。しかし，

わたしは今でも，あの化学のクラスの悪

夢に悩まされることがあるのは事実です。

ありがたいことに，主は同じような愚か

な経験や心痛を避けるために，どうしたら

よいか，その方法を示してくださいました。

「聴きなさい，おお，わたしの教会の人々

よ。……遠くの民よ，聴きなさい。海の島々

にいる者よ，ともに耳を傾けなさい。……

あなたがたは備えなさい。来
きた

るべきこ

とのために備えなさい。主は近いからで

ある。」2

メシヤが再臨されるという教えは，備

えをなし，正しく生きるための大いなる動

機づけの一つとなります。天の御父はそ

の子供たちが，報いを約束されれば義に

かなった業を行う励みにし，罰が約束さ

れていれば，悪事を行うのを恐れるとい

うことを，よく知っておられます。主の再

臨に関する啓示というのは，そのような教

えです。3

こうした啓示は，天と地におけるしるし

や不思議について語っています。それら

は困難な時代，甚大な出来事が長期にわ

たって続く差し迫った事態について告げ

ています。そして，最も重要なことは，わ

たしたちが次のような天からの約束を受

けているということです。

「そして，主も聖徒たちを支配する力を

持ち，彼らの中で治め……る。」4

「それは，あなたがたに下る艱
かん

難
なん

があ

るにもかかわらず，わたしの摂理によって，

教会が日の栄えの世界の下にある他のす

べての造られたものの上で自立するため

である。」5

だから，「備えていれば恐れることはな

い。」6

神権者は，こうした約束に導かれて，主

の再臨に備えて自らを整え，家族を整え

ます。7 再臨に至るまでの出来事について

心配する必要はありません。むしろ，これ

から起こることについて理解できている

ことに大いに感謝しましょう。自分自身の

世界に責任を負っていることに感謝しよ

うではありませんか。わたしたちは，主の

代理人となって，主から託されたものを

管理しているのです。8 成功に至る公式

は簡単です。忠実な者となる。人生の荷

物を下ろす。蓄える。この3つです。

忠実な者となる。神権者として，わた

したちは優しく接し，愛ある言葉を語る

習慣を養います。わたしたちは，祈り，安

息日を聖
きよ

く守り，神の御
み

言
こと

葉
ば

を知っていま

す。また，什
じゅう

分
ぶん

の一を納め，断食し，断食

献金を惜しみなく納めます。さらに聖約

を守り，神の王国の建設のために生涯を

ささげます。

そして，兄弟の皆さん，わたしたちは蓄

えます！ このようなことを実行するならば，

「主も聖徒たちを支配する力を持ち，〔わ

たしたちの〕中で治め」9 られるのです。

人生の荷物を下ろす。神の人であるわ

たしたちは，有り余るものの中から，人を

教化することに，心を向けます。それは，

「人を教化しないものは，神から出ては」10

いないからです。仕事，つきあい，趣味，

スケジュールが，神を第一にするのを妨げ

ているとしたら，それらをそぎ落として，人

生の荷物を下ろす必要があります。11 もし

負債があるとしたら，返済し，可能なかぎ

り負債のない生活をします。

そして，兄弟の皆さん，わたしたちは蓄

えます！ そうすると，「艱難があるにもかか

わらず，〔主の〕摂理によって教会〔とその

民〕が……自立する」12 ことになるのです。

蓄える。妻は蓄えることにたけていま

す。しかし，彼女は，家族の備えを先頭に

立って進める夫を必要としています。子

供たちは，蓄えるという義にかなった伝

統を自分に植え付けてくれる両親を必要

としています。そうすれば彼らも自分たち

の子供に同じように教えるようになりま

す。そうすれば，子孫の蓄えは尽きること

がなくなるのです。

福音の主要な原則の一つは，飢
き

饉
きん

のと

きのために備えをするということです。勤

労，勤勉，節約は，気高い生き方の一部

です。パウロの次の言葉を忘れないよう

にしましょう。「もしある人が，その親族

を，ことに自分の家族をかえりみない場合

には，その信仰を捨てたことになるので

あって，不信者以上にわるい。」13

わたしたちの前には，教会の大管長会

を構成する3人の管理大祭司が座ってい

ます。

第二顧問であるジェームズ・E・ファウ

スト管長はこう言いました。「父親と母親

は家族の管理者です。非常の場合に家族

が必要とするものは何でも備えておかな

ければなりません。……〔そうすれば〕神

は試練のときにわたしたちを支えてくださ

るでしょう。」14

第一顧問のトーマス・S・モンソン管長

はこう言っています。「もし1年分の食糧

を蓄え，……負債がゼロだとしたら，もっ

と多くの人が経済的な嵐
あらし

に翻
ほん

弄
ろう

されずに

済むことでしょう。現在，多くの人がこの

勧告と正反対のことを行っています。少

なくとも1年分の負債を負い，食糧貯蔵は

ゼロなのです。」15

主の預言者ゴードン・B・ヒンクレー大

管長はこう言っています。

「食糧を貯蔵するのに最適な場所は家

庭です。……

少しずつ始めましょう。まずは１週間分

の食糧から始め，1か月分，3か月分と増

やしていきます。……わたしが懸念する

のは，長期間の食糧保存をとても無理な

目標だと考え，何も努力しない人が大勢

いるのではないかということです。

少量から始めましょう。そして，適切な

目標に向けて量を増やしていくのです。」16

霊感に導かれて行う備えというものは，

イエス・キリストを信じる信仰，従順，そ



してつつましい生活を基としています。

会員たちは極端に走るべきではありませ

んが，備えを始めるべきです。

神権者の皆さんにお願いします。皆さ

んと皆さんの家族が人生の浮き沈みを乗

り切ることができるよう，十分に蓄えてく

ださい。皆さんの見守る人が，『すべての

必要なものを用意しなさい』という題の2冊

のパンフレットを持てるようにしてくださ

い。非常時のために今から備えをするよ

う熱心に勧めてください。

神権指導者の皆さん，家族の備えと家

庭管理を改善するに当たって扶助協会の

協力を求めてください。教会の女性たち

は，皆さんの援助を必要としていますし，

皆さんの指導に従うでしょう。

衛生的で基本となる食糧と飲用水を少

しずつ家庭貯蔵に加えるよう会員たちを

励ましてください。会員たちは1週間にた

とえ硬貨数枚であったとしても，貯金をす

るべきです。こうして少しずつ目標に向

かって近づいていけば，日ならずして，数

か月分の貯蔵ができる日も来ることでしょ

う。やがてこうしたささやかな努力が長

期間の貯蔵へと結びつき，ほかに食べ物

がない場合でも生き延びることができる

よう，穀類や豆類などの必須食品の保存

へとつながっていくことでしょう。17

最善を尽くすとき，わたしたちは「かめ

の粉は尽きず，びんの油は絶えない」18 こ

とを確信できるのです。わたしたちはよ

り大いなる知恵，安全，平安な思い，幸

福を得るでしょう。備えができるでしょう，

そして，備えているので「恐れることはな

い」19 でしょう。

最後に，皆さんにバカローノ家族を紹

介しましょう。ルーカ・バカローノとパト

リッツァ・バカローノは，イタリアのローマ

に近い小さな町に住んでいます。最近届

いた手紙に次のように書いてありました。

「いろいろ経験した結果，いつも食べる

ものを貯蔵することが大切だという結論

に至りました。時には，特定の食べ物に

ついてはその食習慣を変える必要も出て

きます。……

現代の預言者を通じて主から与えられ

ている戒めに忠実でありたいという願い

と，そこから得られる平安により，聖なる

御
み

霊
たま

を味わっていて，……恐れるのでな

く，主の再臨の前の時のしるしは祝福で

あると感じています。わたしたちは再臨

を喜びとし，イエス・キリストの福音が回

復されたことを喜びとし，預言者を喜び

とします。それが，忠実な者となり，最後

まで堪え忍び，救いにあずかり，永遠の

命にあずかりたいと願う動機になってい

るのです。」20

手紙の最後に，バカローノ兄弟はこう

書いています。「下手な英語ですみませ

ん。わたしの説明したいことを理解して

いただければ幸いです。」バカローノ兄弟

姉妹，確かに理解しました。それは聖文

にこう書いてあるからなのです。「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。」21 イエス・キリストの御
み

名
な

によ

り，アーメン。

注

1．信仰箇条1：3

2．教義と聖約1：1，12

3．ブルース・R・マッコンキー，Doctrinal

New Testament Commentary，全3

巻（1966－1973年），第1巻，677－

678参照

4．教義と聖約1：36

5．教義と聖約78：14

6．教義と聖約38：30

7．2テモテ4：8参照；教義と聖約133：

50，52参照

8．教義と聖約104：13－17参照

9．教義と聖約1：36

10．教義と聖約50：23

11．Doctr inal  New Testament

Commentary，第1巻，675－676；

ジョセフ・スミス訳マタイ6：38参照

12．教義と聖約78：14

13．1テモテ5：8。1テモテ6：19；教義と

聖約29：34；「家族――世界への宣言」

『リアホナ』2004年10月号，49；ジョセ

フ・F・スミス，Conference Report，

1900年10月，46；ブルース・R・マッコ

ンキー，The Mortal Messiah: From

Bethlehem to Calvary， 全4巻

〔1979－1981年〕，第2巻，155も参照

14．「福祉の責任は個人とその家族に」『聖徒

の道』1986年7月号，22

15．“That Noble Gift ─ Love at Home，”

Church News，2001年5月12日付，7

16．「神権を持つ男性たちへ」『リアホナ』

2002年11月号，58

17．The Teachings of Harold B. Lee，ク

ライド・J・ウィリアムズ編（1996年），

314参照

18．列王上17：14。8－16節も参照

19．教義と聖約38：30

20．2007年3月3日付の手紙

21．箴言3：5－6
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兄
弟の皆さん，今晩わたしは自分

の孫に話すように皆さんに話し

ます。わたしの話すことが，世

界中のすべての若い神権者に当てはまる

よう願っています。この大勢の人たち，ま

た衛星放送で会に臨んでいるさらに多く

の皆さんのことを考えると，神の神権を

持つという偉大な祝福は，世界に数十億

という人がいる中で比較的少数の人に

取っておかれた祝福であることに気づか

されます。神権を持つということは実に

名誉なことであり，にもかかわらず，教会

の12歳以上のふさわしい男性なら，だれ

でもあずかることのできるものです。

神権とは，神の御
み

名
な

によって教え導くた

めに人に託された権能です。人が自らの

判断で得られるものではありません。パ

ウロが言ったように，「だれもこの栄誉あ

る務
つとめ

を自分で得るのではなく，アロンの場

合のように，神の召しによって受ける」1

のです。一人の力で造り出せるような権

能ではないのです。

ピーターという若い祭司が，ある経験に

ついて書いてくれました。ピーターはその

経験から神権の力が実在することを学び

ました。カナダのオンタリオ州にあるピー

ターが所属するワードで，一人の若い改宗

者がアロン神権の教師として支持を受け，

ピーターは聖任の輪の中で儀式を執り行

うよう依頼されたのです。ピーターはこう

書いています。「それまでにだれかの頭に

手を置いたことはありませんでした。自分

にはとてもできないと感じました。けれど

も御
み

霊
たま

を通して，儀式を執り行っても大丈

夫であるという確信を得ました。……

聖任を受ける若い男性がいすに腰かけ

ました。わたしはその真後ろに立ちまし

た。〔若い男性の会長が〕聖任の祈りの言

葉を耳打ちしてくれました。わたしはその

言葉を一言一句漏らさず繰り返しました。

聖任の部分を終え，『……あなたに祝福

の言葉を授けます……』と言うと，〔若い

男性の会長は〕ここからは一人で行うよう

にと，目で合図したのです。

その瞬間，神権はまったく別の意味を

持つようになりました。もはや単なる肩書

きではなく，実際に神の御名によって行動

する権能であり，わたしはその権能をほ

かの人に授けようとしていたのです。わた

しは間を置いて，語るべき言葉を御霊が

ささやくまで待ちました。その祝福の間

に感じた気持ちを表現することは簡単で

はありませんが，今はっきり言えることは，

神権の力が実在するといういっそう力強

い証
あかし

があるということです。」2

若い男性の皆さんは，大神権すなわち

メルキゼデク神権を受ける日を心待ちに

していることでしょう。この大神権につい

て，預言者ジョセフ・スミスはこう言いま

した。「神権が備えられたのは，『地の基

がすえられ，明けの星が相共に歌い，神

の子たちが皆喜び呼ばわる』以前であっ

て，神権は最も気高く神聖で，神の御子

の位に基づくものである。」3

わたしたち神権者は主の代理人です。

主は1831年，カートランドにいる教会の長

老たちに，この神聖な務めについて語ら

れました。「さて，あなたがたは代理人で

あるので，主の用向きを受けている。そし

て，あなたがたが主の思いに従って行うこ

とは何であろうと，主の業務である。」4

ヒンクレー大管長はしばしば，伝道活

動が本来神権者の責任であることを思い

起こさせてくれます。宣教師として主に

仕えるよう召されることは，偉大な誉れで

あり，責任でもあります。たとえ困難や失

意に見舞われることがあっても，この奉仕

から永遠に続く喜びを得ることができま

す。伝道の経験を通して，わたしの生き方

は一変しました。人生で最もすばらしい経

験の一つです。伝道に出ることで，残りの

生涯の業と永遠の業に備えるのです。

皆さん一人一人が神の人となるよう願っ

ています。皆さんは義にかなった業に携

わることで神の人となります。また神権を

尊び，大いなるものとします。そして使徒パ

ウロが語ったように，「義と信心と信仰と

愛と忍耐と柔和とを追い求め」るのです。5

義にかなった計画に従い，社会の決ま

りや主の律法に従順になることは，必ず

しも容易ではありません。しかし，最終

的には，規則に従うことは主が約束され

たあらゆるものにあずかるために最も優

れた道なのです。

わたしたちは皆，自分の行動に責任が

あります。弁護士の経験から分かったこ

とは，犯罪を繰り返す人は，自分が刑務

所に入った原因をしばしば父親や母親，

あるいは社会のせいにするということで

す。しかし，実際は，自ら進んで「神の性

質に反して」行動することを選んでおり，

結果として「幸福の本質に反する状態」6

孫へのメッセージ
大管長会第二顧問

ジェームズ・E・ファウスト管長

皆さん一人一人が神の人となるよう願っています。皆さんは義にかなった業に携わることで

神の人となります。



にあるのです。中には「悪魔がそうさせた

んだ」と言い張る人もいます。その言い分

については，人が悪事を働くよう悪魔がそ

そのかすというのがほんとうです。7 わたし

たちには選択の自由があるからです。わ

たしたちが自ら選んでいないことを，悪魔

が無理強いさせることはできません。8

わなや落とし穴にはまることは，だれに

でもあります。青年であろうと，壮年や老

年であろうと同じです。ある人が言ったよ

うに，「若いうちは問題に飛び込んで行く

が，年を取ると問題が飛び込んで来る」9

のです。現代社会が規律を緩めるにつれ，

わたしたちは主から祝福と守りを頂くた

めに，義の鉄の棒にしっかりとつかまる

必要があります。サタンの誘惑を軽 し々く

扱うことは非常に危険です。わたしたち

は生涯を通じて，あらゆる形の悪から身

を守る必要があります。

神権を持つ若い男性の皆さんは，女性

を敬うという義務を負っています。教会の

すてきな若い女性とデートをするときは，

彼女たちの身の安全と徳を守る義務があ

ります。皆さんは神権を与えられているの

で，さらに大きな責任が課せられています。

それは，教会の高い道徳的標準がいつも

守られていることを見守る責任です。性的

な誘惑という崖
がけ

に近づいてはならないこ

とは分かっていると思います。その崖から

飛び降り，生殖の偉大な力をもてあそぶ

なら，自分自身の持つ神聖さの一部を損

なうことになります。自己を制する力がな

い者に，この世にあっても永遠の世にあっ

ても，偉大な役割を果たすという望みを託

すことができるでしょうか。主を愛し，皆さ

んを愛し，神権を尊ぶ義にかなった女性

と結婚することは，この世と永遠の世にお

ける最大の祝福の一つです。わたしはそ

れを，妻のルースとの60年以上にもわたる

結婚生活で実感してきました。

友人や知人は豊かな人生に彩りを添え

てくれます。しかし，そうした関係も一時

的なものでしかありません。皆さんの両

親以上に，皆さんを愛し，皆さんの幸福

を心にかけてくれる人はいません。両親

の言うことに疑問を差し挟むことはあって

も，その愛や皆さんの幸福に寄せる思い

に疑念を抱くことはできないはずです。

やがて若い男性の皆さんが，妻や子供

たちを養うという責任を担う日がやって来

ます。皆さんが一家を支えるのです。結

婚すると，皆さんは妻の幸福に対して責

任を負い，家族が増えると，最終的には

子供たちの幸福にも責任を負うようにな

ります。結婚生活や父親としての役割は，

すばらしい永遠の幸福と喜びをもたらし

てくれます。ジョセフ・F・スミス大管長が

語ったように，「教会の統治は……家族生

活の上に成り立ち，受け継がれていくの

です。」10 家庭において大いなる満足感を

味わうためには，夫婦は二人とも結婚生

活にすべてをささげる必要があります。

デビッド・O・マッケイ大管長はこう言いま

した。「人は家庭よりも仕事や快楽を優先

させると，その瞬間から霊の衰退に向

かって坂を下り始めます。」11

皆さんの中には，すでに人生の目標に

向かって着々と進んでいる人もいるで

しょう。皆さんを誇りに思います。父はか

つてこう言いました。「法科大学院を卒業

したときには，これで一生安泰
あんたい

だと思った
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よ。でも，実際のところ，卒業はある意味

でさらに大きなチャレンジの始まりでしか

なかったのさ。」わたしたちの人生には，

「一生安泰」などということはありません。

この世の生涯を送るかぎり，世の問題か

ら逃れることはないのです。

現代は専門化が進む時代です。少年の

ころ，多くの人がT型フォードという車に

乗っていました。現代の車と比較すると，

その構造は比較的単純でした。バルブを

研磨したり，ピストンリングを交換したり，

ブレーキバンドを新しくしたり，簡単に手

に入るベーリングワイヤーを使ったりする

ことで，自分で修理のできる人が大勢い

ました。現在では，自動車の構造も複雑

化し，普通の人は修理の仕方に関する知

識をほとんど持ち合わせていません。現

代の機械工は，エンジントラブルの診断

にコンピューターを使っています。こうし

た例を引き合いに出したのは，若い男性

の皆さんに，遅れを取ることがないよう

訓練や教育を受けることを強く勧めたい

からです。技術教育は非常に重要です。

高等教育の分野でも同じことが言えます。

どのような技術であっても，専門化された

訓練が必要なのです。

この世でどのような職業を選ぼうとも，

それが誇りに値するものであるかぎり，問

題ではありません。家族をどう養うかは皆

さんが決めることです。技術を習得すると

いうことは，生計を立てるうえで良い方法

です。しかし，生計を立てること以上に大

切なことがあるのを忘れてはなりません。

人間性の本質を失ってしまうほど，物質的

なものに心を奪われてはなりません。ディ

ケンズの作品に登場するジェーコブ・マーレ

イを思い出した人もいるかもしれません。

マーレイは，自分が仕事ばかりで頭がいっ

ぱいだったことを嘆き，こう叫びます。「仕

事だと！人間こそ，わしの仕事だったのだ。

万人の幸福こそ，わしの仕事であった。」12

わたしたちは，一人一人が社会を強めるう

えで役目を果たし，特に神の業に携わる

ことが求められているのです。

神権を持つ者にとって，成功への最善

の公式は次の聖句にあることを学びまし

た。「まず神の国と義とを求めなさい。そ

うすれば，これらのものは，すべて添えて

与えられるであろう」13 成功は一朝一夕に

もたらされるものではありません。備えと

勤勉が必要とされるからです。実際，成功

への近道など存在しないのです。

わたしたちは一人一人が天の御父に創

造された特異な存在です。同じ人は一人

としていません。同じ賜
たま

物
もの

や才能を持っ

ている人は，ほかに存在しないのです。

ですから，与えられた才能や賜物に磨き

をかけ，その特異性をさらに輝かせるた

めに活用してください。例を挙げましょう。

子供のころ，近所に立派な青年がいまし

た。この青年は，勉強は得意ではありま

せんでしたが，見事な家具を作ることが

できました。わたしたちは同じ日に軍に入

隊しましたが，彼はベッドを整えることが

できず，いつも検査をパスできずにいま

した。しかし，木片から実に精巧な芸術

作品を作り出すことができたのです。ハ

ワード・W・ハンター大管長はこう言いま

した。「才能や創造性，情緒の安定，偉大

さなどは，青年のうちに開花するものでは

なく，年齢を重ねて初めて到達できるもの

であるという考えを持つ人がいます。し

かし，そうではないのです。」14

若い男性の皆さんには，偉大な約束を

伴う未来があります。皆さんは世界がこ

れまで知り得なかったような知識の恩恵

にあずかるのです。この知識によって，皆

さんは，現代のビジネス，産業，農業，そ

して専門職の将来に貢献することができ

ます。戦場で命を守るかもしれません。

また，福音の原則を世界に広め，教会の

発展を助けるかもしれません。

わたしのかわいい孫である愛する皆さ

ん，わたしの声に耳を傾けるすべての特

別な若い男性の皆さん。前進してくださ

い。信仰と義をもって前進し，預言者で

あるゴードン・B・ヒンクレー大管長の教

えに従ってください。そうすれば，主は皆

さんを強め，大いなる者としてくださり，

皆さんは偉大なことを成し遂げるでしょ

う。神権がわたしの人生に偉大で深い影

響を与えてくれたことを証します。わたし

は長い人生を通して，自分が何者であり，

何を信じているのかを隠さないように努

めてきました。そのことで職歴に傷がつ

いたり，貴重な友人を失ったりしたことは

一度もありません。むしろ，彼らは謙虚

に，わたしがこの教会の会員であること

を認めてくれたのです。皆さんにわたし

の証と祝福を残します。イエス・キリスト

の御名により，アーメン。
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兄
弟の皆さん，今晩わたしたちは

神権者の強大な集団として，こ

こカンファレンスセンターと世

界の各地に集っています。わたしは皆さ

んに話す特権を得て光栄に思っていま

す。主から霊感を受け，わたしの思いが

導かれ，語る言葉に霊感が宿るように

祈っています。

皆さんに今夜何を話せるだろうかと，こ

の数週間いろいろ考えてきました。そのと

き，神の神聖な神権を持つわたしたちが受

けている祝福を度々思い出しました。全世

界の65億以上の人口を考えると，わたした

ちはとても小さな，選ばれた集団であるこ

とが分かります。神権を持っているわたし

たちは，使徒ペテロの言葉のように，「選ば

れた種族，王国の神権者」1なのです。

ジョセフ・F・スミス大管長は神権をこ

のように定義しています。「〔神権とは〕人

に委任された神の力であり，人類家族の

救いのために人が地上で行動することが

できるのはこの神権によるのです。……

それは，天使がここにいて直接話すよう

に神の御
み

心
こころ

を話す権能であり，地上でつ

なぐことが天でもつながれ，地上で解くこ

とが天でも解かれる権能です。」スミス大

管長はさらにこう言いました。「〔神権は〕

神聖なものです。人はそれを神聖に保た

なければなりません。」2

わたしの兄弟である皆さん，神権は賜

物です。神権によって，特別な祝福が授

けられるばかりでなく，神聖な責任をも

引き受けなければなりません。わたした

ちには，神権を持つ者として常にふさわ

しくあるために，生活を律する責任があ

ります。わたしたちは破滅の道へと誘う

多くのものに取り囲まれた時代に生活し

ています。その道を避けるには決意と勇

気が必要です。

勇気は大切です。そのことをわたしは，

何年も前に，明確に，また劇的な方法で

学びました。当時わたしはビショップとし

て働いていました。ステーク大会の一般

部会がソルトレーク・シティーのテンプル

スクウェアにあるアッセンブリーホールで

開かれていました。その部会でステーク

会長会が再組織される予定でした。アロ

ン神権者は，ビショップリックも含め，聖

歌隊として一緒に歌っていました。最初

の歌を歌い終えると，大会訪問者のジョ

セフ・フィールディング・スミス会長が壇上

に立ち，支持の挙手を得るために新しい

ステーク会長会の名前を読み上げまし

た。彼はそれから，パーシー・フェッ

ツァーとジョン・バートは（ちなみに，新た

にステーク会長になったフェッツァー兄弟

も，第一顧問になったバート兄弟も前の

ステーク会長会の顧問でした）この新し

い召しについて大会が始まる前に知らさ

れていましたが，第二顧問に召されたモ

ンソン兄弟は役員の支持の中で名前が読

み上げられるまでこの件について知らさ

れていませんでしたと説明しました。そ

れからスミス会長はこう言いました。「モ

ンソン兄弟が喜んでステーク会長会顧問

の召しにこたえてくれるのでしたら，今，

彼からお話を聞きたいと思います。」

わたしが壇上に立って，聴衆の顔で埋

まった広い会場を見渡すと，先ほど歌っ

たばかりの歌が頭に浮かんできました。知

恵の言葉についての歌で，題名は「少年

よ，断る勇気を持て」（“Have Courage,

My Boy, to Say No”）でした。その日わた

しは召しを受け入れるに当たって，短い

話のテーマを「少年よ，受け入れる勇気を

持て」にしました。勇気が必要な場面はわ

たしたち一人一人に絶えずやって来ます。

信念をはっきり主張する勇気，責任を成し

遂げる勇気，神権を尊ぶ勇気です。

どこにいようと，神権はわたしたちととも

にあります。わたしたちは「聖なる場所」3

に立っているでしょうか。長年大管長会

の顧問を務めたJ・ルーベン・クラーク・

ジュニア管長はこう言いました。「神権は

衣服のように着たり脱いだりできるもので

はありません。神権はわたしたち次第で

永遠の賜物になります。」さらにこう言い

ました。「〔神権は〕脱ぎ捨てられないこ

と，神権を〔汚す〕なら神から責任を問わ

れることを固く信じているなら，神権はわ

たしたちを，多くのふさわしくないことを

したり，多くのふさわしくない場所へ行っ

たりしないように導いてくれるでしょう。

まっすぐで狭い道から少しでもそれ始め

ると『これは神権を持つわたしがするべ

きことだろうか』という思いがわき，すぐ

にまっすぐで狭い道に戻れるでしょう。」4

スペンサー・W・キンボール大管長は

言いました。「皆さんが持っている神権に

は無限の力があります。けれども，皆さん

が主の御
み

霊
たま

に一致した生活をしなけれ

ば，その力を十分に引き出すことはでき

神権――神聖な賜
た ま

物
も の

大管長会第一顧問

トーマス・S・モンソン管長

わたしたちには，神権を持つ者として常にふさわしくあるために，生活を律する責任が

あります。
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ません。」5

わたしの兄弟であるすべての年代の神

権者の皆さん，皆さんは主が求めておら

れる標準に従って生活していますか。皆

さんは神の神権を持つ者としてふさわし

いでしょうか。もしそうでなければ，今こ

こで決意してください。勇気を奮い起こ

し，ふさわしい生活をするためであれば

今の自分をどのようにでも変えると。現

世という海を安全に渡るには，永遠の航

海士，大いなるエホバの導きが必要です。

もしわたしたちが主の用向きを受けてい

るのであれば，主の助けを受ける権利が

あるのです。

わたしはこれまでの人生を通じて，数

え切れないほど主の助けを受けてきまし

た。第二次世界大戦が最終局面を迎えた

ころ，わたしは18歳になり，長老に聖任さ

れました。ちょうどその1週間後に，海軍

に召集され故郷を離れることになりまし

た。ワードのビショップリックの一人が駅

まで見送りに来てくれました。列車が出

発する直前に，彼は1冊の本を手渡してく

れました。それは今晩，皆さんの前に掲

げるこの本です。タイトルは『宣教師の手

引き』です。わたしは笑いながら「わたし

は海軍に入ります。伝道に行くのではあ

りませんよ」と言いました。すると彼は

「とにかく持って行きなさい。きっと役に

立つから」と言いました。

実際それは大変役に立ちました。基本

訓練を受けていたとき，部隊の司令官が，

どうしたら大きなセーラーバッグに最も

上手に衣類を納められるかを教えてくれ

ました。彼はこう言いました。「硬い長方

形のものを持っていたらバッグの底に敷

くんだ。そうすれば衣服を固定しやすく

なる。」わたしは思いました。「硬くて長

方形のものなんて持っていたかなあ。」

その瞬間，わたしの頭に，それにぴった

りの硬い長方形のものが浮かびました。

『宣教師の手引き』です。このようにして，

この本は12週間その役目を果たしてくれ

ました。

クリスマス休暇に入る前の夜，わたし

たちは，いつものことですが，故郷を懐か

しんでいました。兵舎で騒ぐ者はだれも

いません。すると突然隣のベッドで，教会

員のレランド・メリルが苦しんでいるのに

気づきました。わたしは尋ねました。「メ

リル，どうしたんだ。」

彼は答えました。「具合が悪い。とても

苦しい。」

基地内の医務局に行くよう勧めました

が，彼はそんなことをすればクリスマスに家

へ帰れなくなるかもしれないと答えました。

わたしは，「それなら，静かにした方がいい。

さもなければ，兵舎中の人を起こしてしま

うかもしれないから」と言いました。

時間が長く感じられました。うめき声は

ますます大きくなります。彼はわらにもす

がる思いでわたしにささやきました。「モ

ンソン，君は長老だったよね。」わたしは

そのとおりだと答えました。すると彼は言

いました。「祝福してくれ。」

わたしは，それまで一度も祝福をした

ことがなかったことを痛感しました。その

ような祝福を受けたことも，祝福が施され

るのを見たこともありませんでした。わた

しは神に助けを嘆願しました。すると

「セーラーバッグの底を見なさい」という

答えを受けました。真夜中の2時に，床の

上にバッグの中身を出し，終夜灯の下で

あの硬い長方形の『宣教師の手引き』を

取り出して，病人を祝福する方法を読み

ました。それから120人ほどの水兵が好

奇の目で見守る中，わたしは祝福を行い

ました。わたしが荷物をバッグにしまう前

に，レランド・メリルは子供のように眠りに

就きました。

翌朝，メリルはわたしの方を向いてほ

ほえんで言いました。「モンソン，君が神

権を持っていてよかったよ。」彼の喜びも

さることながら，わたしはそれ以上に感

謝の気持ちでいっぱいでした。神権者で

あることを感謝しただけでなく，切羽詰

まっていたときに，助けを受け，神権の力

を行使できるだけのふさわしさを保って

いたことを感謝したのです。

兄弟の皆さん，わたしたちの主なる救

い主はこう言われました。「わたしに従っ

てきなさい。」6 主の招きを受け入れ，主

の足跡をたどって進むならば，主はわた

したちの道をまっすぐにしてくださるで

しょう。

2000年4月に，そのような導きを経験し

ました。ローザ・サラス・ギフォードとい

う面識のない人から電話がありました。

彼女の説明によると，両親がコスタリカか

らやって来て，彼女のところに数か月間

滞在していて，ちょうど1週間前に父親の

ベルナルド・アウグスト・サラスが肝臓癌
がん

と診断されたということです。医師団は

家族に，父親はあと数日の命だと説明し

たというのです。彼女はわたしに，父親

のたっての願いは，死ぬ前にモンソン兄

弟に会うことであると言いました。彼女

はわたしに住所を告げ，父親に会うため

にソルトレークの彼女の家まで来てくれな

いだろうかと言いました。

会合や責任で，わたしが事務所を出る

のはかなり遅くなりました。しかし，自宅

に直行せずに車をずっと南に走らせて，

今夜中にサラス兄弟を訪問したほうがよ

いと感じました。住所を書いたメモを片

手に，家を探しました。道はかなり混ん

でいます。日が落ちて薄暗くなっていたの



で，彼女の家に続く道を通り過ぎてしま

いました。何も見当たりません。けれど

も，簡単にはあきらめませんでした。そ

の区画を1周回ってみましたが，何もあり

ません。もう一度探してみましたがその

道らしきものはありません。十分力を尽

くしたけれども，家は見つからなかった

のだから，もう自宅に帰ってもよいのでは

ないかと思い始めました。けれども，助

けを求めて静かに祈りました。すると反

対方向へ行くようにとの霊感を受けまし

た。わたしは車を走らせてから，ユー

ターンして反対車線に入りました。反対

車線に入ると交通量はとても少なくなりま

した。もう一度その場所に近づくと，かす

かな明かりの中で道路の端に倒れた標識

を見つけました。雑草に覆われてほとん

ど見えない道があり，その道に入ると表

通りからかなり離れた所に小さなアパー

トと小さな家が1軒ずつありました。建物

に近づくと，白い服を着た少女がわたし

の方に向かって手を振りました。やっとそ

の家族のところに到着できたのです。

わたしは家の中へ招き入れられ，サラ

ス兄弟が寝ている部屋へ通されました。

ベッドの周りにはサラス姉妹と3人の娘さ

ん，1人の義理の息子さんが集まっていま

した。義理の息子さん以外は全員コスタ

リカから来ていました。サラス兄弟は見

るからに病状が重いことが分かりました。

彼の額に載っているぬらした布は，タオル

や手ぬぐいではなく，端がほつれた布で，

それがこの家族の経済状態を物語ってい

ました。

小声で呼びかけると，サラス兄弟は目を

開けました。そしてわたしが手を取ると，

彼は弱 し々くほほえみました。「あなたに

お会いするために来ました」と言うと，彼

の目から涙がこぼれました。わたしの目も

潤みました。

祝福を希望されますかと尋ねると，家

族全員が，そうしてほしいと答えました。

義理の息子さんは神権を持っていなかっ

たので，わたしは一人で神権の祝福を授

けました。主の御霊に導かれているよう

に言葉がよどみなく出てきました。わたし

は教義と聖約第84章88節の救い主の言葉

を祝福の中に含めました。「わたしはあ

なたがたに先立って行こう。わたしはあ

なたがたの右におり，また左にいる。わ

たしの御霊はあなたがたの心の中にあ

る。また，わたしの天使たちはあなたが

たの周囲にいて，あなたがたを支えるで

あろう。」祝福の後で，悲しむ家族を慰め

るために少し言葉をかけました。彼らが

わたしの英語を理解できるように言葉を

選んで話しました。それから，わたしの限

られたスペイン語を使って，彼らを愛し

ていることと，天の御父が彼らを祝福さ

れることを伝えました。

家族の聖書を借りてヨハネの第三の手

紙4節に彼らの注意を向けました。「わた

しの子供たちが真理のうちを歩いている

ことを聞く以上に，大きい喜びはない。」

そして彼らに言いました。「これは，あなた

のご主人，皆さんのお父さんが，地上を離

れる準備をしている今，皆さんに覚えてお

いてほしいと望んでおられる言葉です。」

サラス兄弟の優しい妻は涙を流しなが

ら，わたしが伝えた二つの聖句を家族が

また読み返せるように聖句の箇所を書い

てほしいと言いました。手ごろな紙を

持っていなかったサラス姉妹は自分の財
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布を開け，紙切れを取り出しました。彼

女からその紙を受け取ったとき，わたし

はそれが什
じゅう

分
ぶん

の一のレシートであること

に気づきました。非常に貧しい環境の中

で暮らしているこの家族が，什分の一を

忠実に納めていることを知り，わたしは心

を打たれました。

心からのあいさつを終えると，家族は

わたしを車まで見送ってくれました。自宅

に向かって車を走らせながら，その夜わ

たしたちが感じた特別な御霊を思い出し

ていました。以前に何度もあったように，

天の御父がわたしを通してだれかの祈り

にこたえてくださったことに感謝の念で満

たされました。

わたしの兄弟である皆さん，わたした

ちが持っている神の神権は，神聖な賜物

であり，神権を通じてわたしたちとわたし

たちが仕える人々に天の祝福がもたらさ

れることを覚えておきましょう。どこにい

ても神権を尊び，守りましょう。いつも主

の助けを受けて，主の用向きを果たせる

ように努めましょう。

皆さんもわたしも，人の魂を勝ち取る

戦いに参加しています。その戦いが和ら

ぐことはありません。主の御
み

言
こと

葉
ば

はラッ

パのように，皆さんに，わたしに，そして

あらゆる場所にいる神権者に向かって響

き渡ります。「それゆえ，今や人は皆，自分

の義務を学び，任命されている職務を

まったく勤勉に遂行するようにしなさい。」7

わたしたち一人一人がそのように行う

勇気を持てますよう，イエス・キリストの

御
み

名
な

により祈ります，アーメン。

注

1．欽定訳1ペテロ2：9から和訳

2．Gospel Doctrine，第5版（1939年），

139－140
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5．The Teachings of Spencer W.

Kimball，エドワード・L・キンボール編

（1982年），498

6．ルカ18：22

7．教義と聖約107：99
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愛
する神権者の皆さん，わたしは

全世界の教会堂，そしてその他

の場所にも何百万人という兄弟

たちが集っているということを思いながら，

このカンファレンスセンターにいる2万1,000

人の顔を見ていると，胸の高まりを覚えま

す。ますますすばらしくなっていく時代に，

自分が年老いているのが残念です。

皆さんも知っているように，わたしは12

年前，正確には1995年3月12日に大管長と

して聖任と任命を受けました。バラード

長老がこの12年間の統計を幾つか集めて

くれたので，その中から引用します。
● 38万7,750人の宣教師が伝道に出まし

た。教会が組織されて177年がたちま

すが，この神権時代に奉仕したすべて

の宣教師のほぼ40パーセントが，最近

の12年の間に伝道に出たということに

なります。
● 340万人の改宗者がバプテスマを受け

ました。これは教会の現在の総会員数

の4分の1に相当します。
● 教会の伝道部総数は303から344に増

えました。これに間もなく3つの伝道部

が加わります。
● 聖
せい

餐
さん

会の出席，神権への聖任，そして

什
じゅう

分
ぶん

の一の完納者の数によって判断

すると，新会員の定着率は著しく増加

しました。

この統計はどれも特筆すべきものです

が，もう少し熱心に働くなら，このすばら

しい最近のデータは偉大な未来への序章

となり得るでしょう。わたしはそう確信し

ています。

押せ，肩の力もて，歌いて義務を果たし

ましょう。この大義には働きが求められま

す。皆でたゆまず，車を押しましょう（「世

はよく働く人を求む」『賛美歌』161番参照）。

では，別の話に移りたいと思います。

何年も前に紹介した話ですが，もう一度

お話しします。その当時聞いた人たちは

もう随分前に忘れてしまっているでしょう

し，聞いたことのない人には知ってほしい

と思うからです。1901年から1918年まで

の合計17年間，大管長の職にあったジョ

セフ・F・スミス大管長についての話です。

ジョセフ・F・スミスはハイラム・スミス

の息子でした。ハイラムは預言者ジョセ

フの兄であり，カーセージの監獄でジョ

セフとともに殉
じゅん

教
きょう

しました。ジョセフ・F

は1838年11月13日にミズーリ州ファーウェ

わたしは清く，
汚れがありません
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

言葉遣いの面でも，思いの面でも，肉体の面でも，服装の面でも清くあってください。



ストで生まれ，幼いころにミズーリ州を後

にしました。そしてまだ6歳にもならない

とき，ノーブーにあった母親の家で，窓を

ノックする音を聞きました。訪ねて来た

のは，スミス姉妹に，夫がその日の午後

カーセージで殺害されたことを知らせる

早馬の使者でした。

9歳のとき，彼は，牛の引く荷車を操っ

て母親とともに大平原を横断し，この盆地

に移り住みました。そして15歳のとき，ハ

ワイへの伝道に召されました。そこでま

ずサンフランシスコまで行き，そこの屋根

板工場で働いて，ハワイ諸島へ渡る船賃

を稼ぎました。

当時のハワイは今のような観光地では

ありませんでした。住民も現地のハワイ

人でした。大部分の人が貧しい暮らしを

していたものの，自分の持っているものに

ついては，物惜しみしませんでした。彼

はやがて現地の言葉が話せるようになり，

また人々を愛するようになりました。ハワ

イで伝道していたときに，大管長はある

特筆すべき夢を見ました。大管長の言葉

から引用してみましょう。

「わたしは〔自分の〕伝道中に，非常に

苦しい思いをしたことがある。わたしに

はほとんど着るものもなかった。文化の

発展していない地域に住む，貧しい……

人々以外にまったく友もない時期があっ

た。貧しさの中，知恵も知識もない一介

の若者であったわたしは自分をひどくつ

まらない者と感じ，……人とまともに顔を

合わせる勇気すらなかった。

そうした状態にあるときに，〔ある晩〕わ

たしは旅をしている夢を見た。急がなけ

ればと思った。遅れてはいけないと思い，

全力で道を急いだ。可能なかぎり急ぎな

がらもわたしは，ハンカチでくるんだ小さ

な包みを手にしていることに気がついた。

それが何なのかが……よく分からないま

ま必死に道を急いでいたが，やっとのこ

とで豪華な大邸宅に着いた。……わたし

はそこが目的地であることを知っていた。

急いで中へ入ると，『浴室』という表示が

目に留まった。わたしはすばやく体の向

きを変え，その浴室に入ると，体をきれい

に洗った。手にしていた小さな包みを開

くと，〔何枚かの〕真っ白な〔衣〕が出てき

た。この地方の人々は，衣類であれ何で

あれ，ものを徹底してきれいにするという

ことにあまり注意を払わないため，長い

間目にしたことのないきれいな衣だった。

わたしの〔服は〕清潔だったが，わたしは

〔その衣を〕身に着けた。そして，大きな

入り口のような所に急いだ。ノックすると

扉が開き，そこに預言者ジョセフ・スミス

が立っていた。彼は少しとがめるような目

でわたしを見，口を開くとこう言った。

『ジョセフ，遅かったね。』しかし，わたし

は自信をもって〔答えた〕。

『はい，でもわたしは清く，汚れがあり

ません。』

彼はわたしの手をつかむと中に引き入

れ，大きな扉を閉じた。彼の手はこの世

の人の手と同じように，実感することがで

きた。わたしは預言者ジョセフ・スミスを

以前に知っていた。そして部屋の奥へ進

んで行くと，わたしの父や，ブリガム〔・ヤ

ング〕，ヒーバー〔・C・キンボール〕，ウィ

ラード〔・リチャーズ〕，そのほかわたしの

知っている立派な人たちが並んで立って

いた。見るとそこにこの盆地ほどもある

ような広い空間が見えた。そして，その

空間には大群衆が集っているように見え

た。だが壇上にいる人たちはすべてわた

しの知っている人たちだった。母もそこ

にいて，ひざに幼
おさな

子
ご

を抱いていた。そこ

に座っていた人たちは選ばれて昇栄した

人たちのようだった。わたしは思い出せ

るかぎりその人たちの名前を挙げること

ができる。……

〔この夢を見たとき，〕わたしは遠いハワ

イの山中でただ一人，敷き物の上で眠っ

ていた。そばには，だれ一人いなかった。

この示現の中でわたしは預言者に手を触

れ，彼のほほえむのを見た。……

その朝，わたしは目を覚ますと，年齢的

には〔まだ〕一介の子供にすぎなかった

が，一人前の大人になっていた。〔その示

現の後〕世の中に恐れるものはなくなって

いた。自分があらゆる点で大人であると

いう自信をもって，あらゆる男女，子供と

まともに顔を合わせられるようになってい

た。そのときに享受した示現と現れ，証
あかし

がわたしを現在のわたしにしてくれた。

わたしが少しでも善良で，主の前に清く，

義にかなっているとしたら，わたしにどこ

か良いところがあるとしたら，その示現を

契機にわたしはそのような者となったの

である。その経験は，あらゆる試練と困

難に遭遇したときにわたしの支えとなっ

た。」（Gospel Doctrine，第5版〔1939年〕，

542－543）
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この意味深い夢の話の最も大切な点

は，ジョセフ・スミスが若きジョセフ・Fを

いさめた場面にあります。預言者は「ジョ

セフ，遅かったね」と告げました。

この言葉に対するジョセフ・Fの答えは

こうでした。「はい，でもわたしは清く，汚

れがありません。」

この夢の結果，一人の子供が大人へと

成長しました。ジョセフ・F・スミスは「わ

たしは清く，汚れがありません」と断言で

きたがために，どんな人にもどんな状況

にも対応できる自信と勇気を得ました。

彼は，預言者ジョセフから認められたこ

とで，ますます汚れのない良心を持つよ

うになり，そのような良心からもたらされ

る力を得たのです。

この預言者の夢の話には，今晩この場

に集っている大勢の男性の皆さんにも，

年齢を問わず，学べるところがあります。

次のような古いことわざがあります。「清

さは信心に次ぐ。」

預言者イザヤは言いました。

「あなたがたは身を洗って，清くなり，

わたしの目の前からあなたがたの悪い行

いを除き，悪を行うことをやめ，

善を行うことをなら〔え。〕

主は言われる，さあ，われわれは互
たがい

に

論じよう。たといあなたがたの罪は緋
ひ

の

ようであっても，雪のように白くなるのだ。

紅のように赤くても，羊の毛のようになる

のだ。」（イザヤ1：16－18）

近代の啓示で主はこう語っておられま

す。「主の器を担う者たちよ，清くありな

さい。」（教義と聖約133：5）

汚れにふける世の中にあって，言葉遣

いの面でも，思いの面でも，肉体の面で

も，服装の面でも清くあってください。

皆さん一人一人に申し上げます。言葉

遣いの面で清くあってください。今
こん

日
にち

，あ

まりにも汚れたくだらない言葉遣いがは

びこっています。清い言葉で自分を表現

できないのは，皆さんの語
ご

彙
い

が極端に貧

困だということを表しています。エホバが

石版に書かれた御
み

言
こと

葉
ば

は，イスラエルの

子らに向けて発せられたのです。「あな

たは，あなたの神，主の名を，みだりに唱

えてはならない。主は，み名をみだりに

唱えるものを，罰しないでは置かないで

あろう。」（出エジプト20：7）

主は，現代の啓示の中でもその戒めを

強調しておられます。「上から来るものは

神聖であり，それについては注意して，

御
み

霊
たま

の促しによって語るようにしなけれ

ばならないことを覚えておきなさい。」（教

義と聖約63：64）

思いの面でも清くあってください。主は

こう言っておられます。「すべてのことが

わたしの前に清く行われるようにしなさ

い。」（教義と聖約42：41）

心が汚れていれば，汚れた不敬な言葉

を自然と使うようになります。しかし，心

が清ければ，言葉遣いの面では肯定的で

心を高める言葉を用いるようになり，行動

面でも幸せな気持ちになれるような行い

をするようになります。

肉体や服装，態度の面でも清くあってく

ださい。体に入れ墨を彫らないでくださ

い。そのようなことをすれば，いつか後悔

することでしょう。苦痛を伴い費用のか

かる処置を講じなければ入れ墨を消すこ

とはできません。

清潔で，こざっぱりとして，きちんとした

服装を心がけてください。服装がだらし

ないと態度もだらしなくなります。わたし

は皆さんが上等な服を着ているかどうか

についてはあまり関心がありません。し

かし，それらがこざっぱりとして清潔かど

うかということに対しては，大いに関心を

寄せています。ジョセフ・F・スミスの夢

を思い出してください。あの邸宅に向

かって急いでいるときに，ハンカチにくる

んだ小さな包みを持っていました。入浴

を済ませて包みを開けると，そこには清

潔な衣服が入っていたのです。皆さんが

聖餐を祝福したりパスしたりするときに

は，最善の服装をしてください。自分が清

く，そして汚れていないことを，いつも確

認してください。

愛する兄弟の皆さん，話すことはまだ

いくらでもあります。インターネット上で起

きている問題，また思いと行いの堕落に

つながるコンピューターの使用に関して

起きている問題について，皆さんに話す

こともできます。しかし，そのような害悪

は神の神権を持つ皆さんにはまったく似

つかわしくないと言えば十分でしょう。皆

さんは主から選ばれた僕
しもべ

です。皆さんは

神聖で驚嘆すべき職に聖任されているの

です。皆さんはこの世にあっても，この世

のものとなってはなりません。この世のす

べてを超越しなければならないのです。

愛する兄弟の皆さん，主が皆さんを祝

福されますように。若い男性の皆さんに

申し上げます。どうぞさらに続けて教育

を受けてください。結婚すると，家族を養

うのは皆さんの義務となります。皆さん

の前途は好機で満ちあふれています。そ

して，教育はチャンスの扉を開いてくれる

鍵
かぎ

です。その扉は皆さんにとって，若き日

のジョセフ・F・スミスがハワイの山中で

眠っていたときに見た夢に登場する大邸

宅の扉と同じです。

愛する兄弟の皆さんに神の祝福があり

ますように。祈りを通して主と言葉を交

わしてください。主との交流を深めてくだ

さい。主は全能者であり，皆さんを引き

上げ，助ける力を持っておられます。そ

うなりますように，イエス・キリストの御
み

名
な

によってお祈りします。アーメン。

グアテマラ・コバンステークの二人の幼い会員。
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上──3世代そろって大会に出席した，ホンジュラス・テグシガルパ・

ユーカステークの末日聖徒。

左──大会の放送に出席する，カナダ・ブリティッシュコロンビア州

バンクーバーの少女たち。

上──ブラジル，サンパウロで『リアホナ』の「フレンド」を読む子供

たち。

左──フィリピンで，大会の模様を視聴するために集会所に到着した

会員たち。



愛
する兄弟姉妹，友人の皆さん，

わたしはへりくだり，祈りの気

持ちで皆さんの前にやって来ま

した。今日は赦しのもたらす癒しの力に

ついて話します。

ペンシルベニア州の美しい丘陵地帯

に，自動車も電気も近代的な機械もない

質素な生活を送る，敬虔
けいけん

なキリスト教徒

の一団が住んでいます。勤勉に働き，こ

の世から離れた静かで穏やかな生活を送

っています。食物のほとんどは自分たち

の農場で生産します。女性は地味で飾り

けのない衣類を自分たちで縫い，編み，

織っています。彼らはアーミッシュという

名で知られています。

牛乳の集荷をしていたある32歳の男性

が，ペンシルベニア州ニッケルマインズ地区

で家族とともに暮らしていました。彼はア

ーミッシュではありませんでしたが，アーミ

ッシュの営む多くの酪農場で集荷を行って

いて，物静かな牛乳集荷人として知られて

いました。しかし，昨年の10月，この男性

は突然正気を失い，自制心を失ってしまい

ました。錯乱したこの男性は，最初の子

供の死や，事実かどうかも分からない過去

の経験を神のせいにしました。そして何の

理由もなくアーミッシュの学校に押し入る

と，男子児童と成人は解放しましたが，10

人の女子児童を縛り上げ，全員を銃で撃

って5人を殺害し，5人を負傷させたので

す。その後，自ら命を絶ちました。

この衝撃的な暴力行為はアーミッシュ

の人々に深い苦しみをもたらしましたが，

彼らは怒りませんでした。傷つきましたが，

憎まなかったのです。彼らは即座に赦し

ました。そして苦しんでいる加害者の家

族に全員で手を差し伸べました。事件の

翌日，アーミッシュの隣人が男性の家族を

訪れ，父親を両腕で抱き，こう言いました。

「わたしたちはあなたを赦します。」1 アー

ミッシュの指導者たちは男性の妻と子供

たちのもとを訪れ，苦しみを思いやり，赦

し，援助を与え，愛を示したのです。加

害者の葬儀に参列した人々の半分はアー

ミッシュでした。さらに，アーミッシュの

人々は，殺害された女子児童の葬儀に加

害者の家族を招きました。このつらい状

況にありながら，信仰によって自らを支え

たアーミッシュの人々は，その心に驚くべき

平安を受けました。

アーミッシュの人々がこの悲劇をどのよう

に受け止めたかを，住民の一人は次のよう

な力強い言葉で表現しています。「わたし

たちは皆，同じ言葉で語っていました。英

語でという意味ではなく，思いやりの言葉，

ここに住む住民たちの言葉，そして奉仕の

言葉で語っていたのです。そうです，それ

は赦しの言葉でした。」2 アーミッシュの人々

は，山上の垂訓で主が教えられた「敵を愛

し，迫害する者のために祈れ」という教え

に対し，驚くほどの，そしてあふれんばかり

の完全な信仰でこたえたのです。3

5人の女子児童を殺害した加害者の家

族は次のような手紙を公表しました。

「アーミッシュの友人，隣人，そして地域

社会の皆さんへ

わたしたちは，皆さんが示してくださっ

た赦しと思いやり，そして憐
あわ

れみに圧倒さ

れる思いです。皆さんの愛のおかげで，

狂おしいほどに必要としていた癒しを得

ることができました。皆さんの祈り，頂い

た花，カード，贈り物に，言葉では言い尽

くせないほどの感動を覚えています。皆さ

んの思いやりはわたしたち家族と地域社

会を越え，わたしたちの世界を変えてい

ます。そのことに心から感謝しています。

あの出来事のために，わたしたちの心

は張り裂けんばかりです。わたしたちが愛

し，これからも愛し続けるアーミッシュの隣

人の皆さんに対して申し訳ない気持ちで

いっぱいです。愛する家族を失ったすべ

ての方にはつらい日々が待ち受けている

ことを知っています。わたしたち全員がこ

れから生活を立て直していくに当たり，引

き続き，あらゆる慰めをもたらしてくださる

神に希望と信頼を託します。」4

なぜアーミッシュの人々は皆，このような

赦しの気持ちを示すことができたのでしょ

うか。それは彼らが神を信じ，神の御言葉
み こ と ば

に信頼を置いていたからです。その信仰

と信頼は彼らの人格の一部となっていまし

た。アーミッシュの人々は自らをキリストの

弟子と考え，その模範に従う望みを持って

いるのです。

この悲劇を知った多くの人が，生き残っ

た5人の医療費と亡くなった5人の埋葬費

にと，寄付金を送りました。アーミッシュの

人々はこの寄付金の一部を，同じ被害者

であるとして，加害者の妻と3人の子供た

ちに分けることにしました。アーミッシュの

人々はこのようにして，自分たちがキリスト

の弟子であることを行いによって再び示し

赦
ゆ る

しのもたらす癒
い や

しの力
大管長会第二顧問

ジェームズ･E･ファウスト管長

自分を苦しめ，傷つけた人々を赦したいと思うことができれば，わたしたちはよ

り高い次元での自尊心と満足を得ることでしょう。

●日曜午前の部会
2007年4月1日
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たのです。

赦すということは必ずしもこの話のように

即座にできるものではありません。罪のな

い子供たちが性的虐待を受けたり，殺され

たりするとき，まず赦しについて考える人は

少ないのです。わたしたちは自然な反応と

して怒りを感じます。自分や家族に危害を

加えた人に「復讐
ふくしゅう

」したいと思うことは当

然であるとさえ感じるかもしれません。

価値実現論の権威として有名なシドニ

ー・サイモン博士は，赦しについてのすば

らしい定義を紹介しています。これは人間

関係にも応用できます。

「赦しとは，これまで恨みを持ち，怒りを

抱き，いまだ癒されない傷をかばうために

費やしていたエネルギーを解き放つこと，

そしてそのエネルギーをより効果的に利用

することを指す。赦すとは，常に自分に備

わっていた強さを再発見することであり，

周りの人と自分自身をどこまでも理解し受

け入れるだけの度量を手に入れることで

ある。」5

多くの人にとって，痛みと喪失感を乗り

越えるためには時間が必要です。また，

赦しを先送りする理由はどこにでも見つか

ります。加害者が悔い改めるまでは赦さな

いという人もいるでしょう。しかし，赦しを

引き延ばすことで，わたしたちは得られる

はずの平安と幸福を失ってしまいます。は

るか以前に受けた傷をいつまでも蒸し返

すという愚行が幸福をもたらすことはない

のです。

勇気をもって加害者を赦すことが，いか

に健全で，癒しを得る近道であるかを知

ることなく，生涯にわたって恨みを抱き続

ける人がいます。

アーミッシュの人々のように，神と神の

御言葉を信じるときに，赦すことはとても

容易になります。そのような信仰があれば，

「人は最も無慈悲な行為にも耐えられるよ

うになり，自分以外の人 を々思いやること

ができます。なによりも，人を赦すことが

できるようになるのです。」6

わたしたちは皆，まったく不当と思える

ような理由で傷つけられることがあります。

理解も説明もできません。この世には原因

の分からない悲しみもあります。主を除い

ては，だれもその苦しみの理由が分から

ないということもあるでしょう。それでも，

起こったことは耐えなければならないので

す。ハワード・W・ハンター大管長はこう語

りました。「神は人間の知らないことを御

存じであり，人間には見えないものを御覧

になっている。」7

ブリガム・ヤング大管長は，経験する苦

難の少なくとも幾つかには目的があるとい

う，深い洞察に満ちた言葉を残しています。

「主は，死すべき人間にもたらされるあら

ゆる災いが，選ばれたわずかな人々に及

ぶことを許されます。それは彼らが，喜び

のうちに主にまみえる備えをするためで

す。……あなたがこれまでに堪え忍んで

きた試しと経験の一つ一つがあなたの救

いに必要なのです。」8

自分を苦しめ，傷つけた人 を々赦した

いと思うことができれば，わたしたちはよ

り高い次元での自尊心と満足を得ること

でしょう。最近発表された研究結果による

と，赦すことを教えられた人々は，「より楽

観的で，怒ったり，落ち込んだり，心配し

たり，ストレスを感じたりすることが少なく」，

その結果，肉体的にもより健康になるそう

です。9 また別の研究は，「赦しは……自ら

を解放する賜物
たまもの

であり，人々が互いに与え

合うことのできるものである」と結論づけ

ています。10

現代に生きるわたしたちに，主はこのよ

うに勧告されました。「あなたがたは互い

に赦し合うべきである。……」また，次の

ように語られたときに，赦しは必須
ひっ す

のもの

となりました。「主なるわたしは，わたしが

赦そうと思うものを赦す。しかし，あなた

がたには，すべての人を赦すことが求めら

れる。」11

つらい離婚を経験したある姉妹が，ビ

ショップからすばらしい助言を受けました。

「常に心の中に赦すための場所を取って

おき，赦す気持ちが入って来たら，喜んで

受け入れてください。」12 アーミッシュの人々

の心の中には，その場所がすでにありまし

た。なぜなら「赦しは〔アーミッシュの人々

の〕宗教を『根底から支えている』土台だ

からです。」13 彼らの赦しの模範は，キリス

ト教徒としての気高い愛の表現です。

1985年，このソルトレーク・シティーで，ス

ティーブン・クリステンセンビショップが，ま

ったく非がないにもかかわらず，彼を殺害

する目的で仕掛けられた爆弾により，無慈

悲に，また何の理由もなく殺されました。

マック・クリステンセンとその妻ジョアンの息

子だったクリステンセンビショップには，妻

テリー・クリステンセンと4人の子供がいまし

た。ビショップの両親の合意の下で，この

経験からクリステンセン家族が学んだ事柄

について話したいと思います。この恐ろし

い事件の後，クリステンセン家族はメディア

の執拗
しつよう

な取材を受けました。家族の一人

が強引なメディアによってつらい思いをし，

スティーブンの父親マックは我慢の限界に

達していました。彼は思いました。「赦さ

なければ，この悲劇はわたしたち家族を

破壊してしまう。自分たちの中から追い払

わないかぎり，恨みや憎しみは決してなく

ならないだろう。」完全に怒りを捨てた結

果，この家族に癒しと平安がもたらされま

した。そして，息子の命を奪った犯人を赦

すことができたのです。

最近このユタ州で起こった二つの悲劇

でも，信仰と赦しのもたらす癒しの力が見

られました。クリスマスイブに家族で車に

乗っていたゲイリー・セランは，酒気帯びと

みられるトラックに衝突され，妻と二人の



子供を亡くしました。しかし彼は，容疑者

の男性を即座に赦し，気遣いました。また

昨年の2月には，クリストファー・ウィリアムズ

ビショップの車に1台の車が追突しました。

ビショップは，癒しの過程が妨げられるこ

とのないように，事故を起こした運転手を

「無条件に赦す」ことを心に決めました。14

このような経験から何を学ぶことができ

るでしょうか。まず怒りの感情があること

を知り，そして認める必要があります。そ

れには謙虚さが求められます。しかし，ひ

ざまずき，赦したいと思えるように願い求

めるなら，天の御父は助けてくださいます。

主はわたしたち自身の益のために「すべて

の人を赦す」15 よう求めておられます。「憎

しみは霊的成長を妨げる」からです。16 主

はアーミッシュの共同体，クリステンセン家

族，セラン家族，そしてウィリアムズ家族の

心に平安を与えられました。わたしたちも，

憎しみや苦 し々い思いを捨て去るときに初

めて，主によって心の安らぎを得ることが

できるのです。

もちろん，社会を冷酷な犯罪者から守

る必要はあります。「憐れみは正義から何

も奪うことはできない」からです。17 ウィリア

ムズビショップはこの概念について的を射

たとらえ方をしています。「赦しは力の源

です。しかし，起こったことが消えてなくな

るわけではありません。」18 悲劇が起こっ

たときに，個人的な復讐を求めてはなりま

せん。むしろ正義に任せるようにしてくだ

さい。そして忘れましょう。忘れること，そ

して込み上げる怒りを心から払いのける

のは簡単ではありません。贖
あがな

いを通して，

救い主は全人類にかけがえのない平安を

約束してくださいましたが，怒り，恨み，あ

るいは復讐などの否定的な感情をわたし

たちが進んで捨て去らなければ，その平

安は得られないのです。たとえ重大な犯

罪であっても「わたしたちに対して過ちを

犯す者」19 を赦すすべての人は，贖いによ

って必要な平安と慰めを受けるのです。

赦されるためには赦す必要があるとい

うことを忘れないようにしましょう。わたし

の好きな賛美歌の中に次のような歌詞が

あります。「おのが望むごと 人を赦して」。20

わたしは，「すべての人を赦」しなさい21 と

いう救い主の勧告に従うときにもたらされ

る癒しの力を，全身全霊を込めて信じて

います。イエス・キリストの御名
み な

によって，ア

ーメン。
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離
婚について話すよう霊感を受け

ました。繊細なテーマです。な

ぜなら離婚は，いろいろな面で

関与した人たちに，激しい感情をもたらす

からです。ある人たちは自分や愛する人た

ちを離婚の被害者と考えます。自分は離婚

によって恩恵を受けたと考える人もいます。

離婚を失敗のしるしと見なす人もいます。一

方，結婚から逃げるのに欠かせない緊急

避難口と考える人もいます。様 な々点で，離

婚は教会の多くの家族に影響を与えます。

皆さんの考えがどのようであろうと，福

音の計画の一部としてわたしたちが追い

求める永遠の家族関係に離婚が与える影

響について，率直に話しますので，どうか

耳を傾けてください。わたしは心配なの

で話しますが，希望も抱いています。

Ⅰ

結婚の概念そのものが危機に瀕
ひん

し，離

婚がありふれたことのようになっている世

の中で，わたしたちは暮らしています。

結婚生活は夫婦と子供の幸せばかりか

共通の利益にもなります。そのため，結婚

生活を維持することに，社会は強い関心を

寄せてきました。しかし，この概念は，結婚

は成人した男女の合意に基づくごく私的な

関係にすぎず，一方の意志で解消されると

いう考えに置き換えられてきています。1

離婚を認める法律が存在しなかった

国々でも，離婚が認可されるようになって

きましたし，離婚を認めている多くの国で

は，より簡単に離婚できるようになってき

ました。残念ながら，現在の無責離婚法

（訳注──夫婦の合意がなくても一方の意

思で離婚できるという，1970年に合衆国で

制定された法律。）の下では，好ましくない

従業員との雇用関係を解消する手続きより

は，好ましくない配偶者との婚姻関係を解

消する手続きの方が簡単なのです。その

うえある人は最初の結婚を，引っ越す前に

しばらく滞在する小さな家のように，「腰か

け結婚」と考えています。

結婚は永続する貴いものであるという考

え方が，どこでも希薄になってきています。

自分自身の両親の離婚や，「結婚は自己実

現の足かせである」という通俗的な考えに

影響され，ある若い人々は結婚を避けて

います。揺るぎない決意をせずに結婚す

る人の多くは，最初の重大な問題に出遭

うと逃げ出してしまいます。

対照的に，現代の預言者は，結婚を

「自分の都合で始め，……最初の困難に直

面するとすぐに破棄する単なる契約と〔見

なすことは〕，……邪悪であり，厳しい罪の

宣告を招く」と警告しています。特に子供

たちを苦しめる場合はそうです。2

古代においてだけでなく，現在教会員

が住んでいる一部の国の部族内のしきた

りにおいても，男性はささいなことで妻を

離縁する権限を持っています。女性に対

するそのような不義で不当な権力行使は，

救い主によって拒否されました。主はこう

はっきりと言われました。

「モーセはあなたがたの心が，かたくな

なので，妻を出すことを許したのだが，初

めからそうではなかった。

そこでわたしはあなたがたに言う。不品

行のゆえでなくて，自分の妻を出して他の

女をめとる者は，姦淫
かんいん

を行うのである。ま

た出された女をめとる者も，姦淫を行うの

である。」（欽定訳マタイ19：8－9から和訳）

昇栄を目指す結婚には，離婚は想定さ

れていません。結婚生活は永遠に存続す

ると信じ，互いに神のようになることを目標

としているからです。二人は主の神殿にお

いて永遠に結婚します。しかし，ある結婚

はそうした理想に向かって進みません。

「〔わたしたち〕の心が，かたくななので」主

は日の栄えの標準に基づく結果を今は強

要なさいません。主は離婚した人も，より

高い律法で定められている不道徳の染み

がないものとして，再び結婚することを認

められるのです。つまり，離婚した教会員

が重大な背きを犯していなければ，その人

はほかの教会員に適用されるふさわしさ

の標準と同じ標準で，神殿推薦状の資格

を得ることができるのです。

Ⅱ

離婚した多くの善良な教会員がいます。

最初にそのような人たちに話します。皆さん

の多くは罪のない犠牲者であることを，わ

たしたちは知っています。別れた配偶者は

神聖な聖約を度 裏々切り，結婚の責任を将

来にわたって遂行することを放棄し，拒絶

しました。そのようなつらい事態を経験し

た教会員は，離婚しなければさらに事態

が悪化してしまうと確信していました。

結婚生活が破綻
はたん

し，修復の希望がなくな

ったときは，終わらせる手段がなければな

りません。そんな事例をフィリピンで経験し

離婚
十二使徒定員会

ダリン・H・オークス長老

よい結婚生活は，完全な男性と完全な女性を求めてはいません。完全に向かって

一緒に努力しようと決意する男性と女性を必要としているのです。



ました。神殿結婚の2日後，夫は若い妻を

見捨てて姿を消し，10年以上も音信があり

ませんでした。妻は他国に逃れ，そこで離

婚しましたが，フィリピンにいる夫とは国の

法律上，依然として婚姻関係にありました。

フィリピンの法律には離婚についての条項

がないので，彼女のように，伴侶
はんりょ

が扶養義

務を放棄して出て行ってしまい犠牲者とな

った罪のない人たちは，その国にいるかぎ

り，自分たちの婚姻関係を終結させて新

たな生活を始めるすべがないのです。

ある人たちは離婚を振り返るとき，破綻

に至ったのは，部分的にあるいは全面的

に自分の至らなさのせいだと考え，後悔の

念にさいなまれています。離婚を経験した

すべての人は，その苦痛を知っており，癒
いや

しの力と，贖
あがな

いがもたらす希望を必要とし

ています。その癒しの力と希望は，彼らと

子供たちのためにあります。

Ⅲ

今度は，結婚している教会員，特に離

婚を考えている教会員の皆さんにお話し

します。

皆さんと，現実に向き合うよう皆さんに

助言してくれている人たちに強く勧告しま

す。ほとんどの場合，結婚問題に対する解

決法は，離婚ではなく悔い改めです。原

因の多くは，性格の不一致ではなく，利己

心です。最初のステップは，別れることで

はなく，自分を変えることです。離婚は万

能薬ではなく，長期にわたる心痛をもたら

します。広範にわたる国際的な研究では，

「人生の大きな出来事」の前後における人

の状態について，平均的に見て，人は，離

婚後よりも伴侶を亡くした後の方が，はる

かに立ち直りやすく，元の幸せな状態に戻

りやすいという結果が出ています。3 離婚

により問題を解決しようと望む夫婦は，離

婚によって事態が悪化したと気づくことが

よくあります。離婚の持つ複雑性が新たな

問題を生むのです。子供がいる場合は特

にそうです。

最初に子供のことを考えてください。な

ぜなら離婚によって自分たちのことばかり

に心が奪われ，子供のことがないがしろ

にされてしまうからです。子供が最初の犠

牲者です。家族問題の専門家は，現在子

供の福利が脅かされている最大の原因

は，昨今の結婚の弱体化であると語って

います。なぜなら，家族が不安定なために，

両親が子供とのかかわりを持てなくなって

いるからです。4 離婚後，ひとり親のもとで

成長した子供は，薬物やアルコールの乱

用，性的不道徳，成績不振など，様 な々問

題にさらされる危険性が高いことが知られ

ています。

結婚生活に伴う重大な問題を抱える夫

婦は，ビショップと話す必要があります。ビ

ショップは主の判士として勧告を与え，場

合によっては，癒しへと導く教会宗紀の手

配をしてくれるでしょう。

ビショップは離婚するようには勧告しま

せん。もちろん，夫婦が決断をして離婚を

してしまった場合は，その結果と取り組む

のを助けてくれます。主の律法の下では，

結婚生活は，貴く，命が宿っています。人

の命と同じです。もし体が病気になれば治

そうとします。あきらめません。生きる可

能性が少しでもあるかぎり，何度でも癒し

を求めるものです。結婚も同じであるべき

です。そして主を探し求めれば，主はわた

したちを助け，癒してくださいます。

末日聖徒の夫婦は，結婚生活を守るた

めに力の限りを尽くすべきです。『リアホナ』

2007年4月号の「大管長会メッセージ」5 に

記された，結婚生活を豊かにするための

勧めに従ってください。いわゆる「性格の

不一致」を避けるためには，夫婦は最善の

友でなければなりません。親切で，思い

やりがあり，互いの必要としている事柄に

敏感で，互いがいつも幸せであるように努

めてください。この世のものへの願望を抑
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えるために協力し，財政管理の面でパート

ナーとなってください。

もちろん，相手が自分の期待に添わな

いために傷ついたり苦しんだりする場合も

あるでしょう。そのような事態が起きて嫌な

思いをさせられた人は，過去に経験した

良いことや将来の明るい展望を思い描い

て，現在の失望を帳消しにしてください。

過去の過ちをいつまでも心に残してお

き，何度も繰り返して思い出すことのない

ようにしてください。婚姻関係においては，

わだかまりは破滅を招きます。赦
ゆる

しは神が

定められたものです（教義と聖約64：9－

10参照）。過ちを赦し，欠点を克服し，関

係を強めるために，（先ほど，ファウスト管

長が非常に分かりやすく教えてくださった

ように）主の御霊
みたま

の導きを求めてください。

もし今，名ばかりの夫婦となってしまって

いるのでしたら，二人で手を取り合い，一

緒にひざまずき，贖いの助けと癒しの力を

祈り求めてください。二人の謙虚で一致し

た願いによって，主を，そしてお互いをもっ

と身近に感じるでしょう。そして主は，調

和の取れた結婚生活を回復するための険

しい山登りを助けてくださるでしょう。

結婚生活に伴う問題で教会員に助言し

ている経験豊かで賢明なあるビショップの

意見について考えてみましょう。離婚した

人たちについて，彼はこう述べています。

「一般的に，どの夫婦や個人も，離婚は

良いことではないと分かっていました。し

かしながら，皆が『自分たちの場合は別で

す』と主張しました。

たいてい，彼らは配偶者の欠点にばか

り焦点を当て，自分自身の言動には少し

も責任を取ろうとしません。夫婦間の会話

は途絶えています。

一般的に，彼らは過去を見詰めていま

す。道端に置かれた，過去の言動が詰ま

ったごみ箱から離れようとせず，前進しよ

うとしません。

重大な罪が関係している場合もありま

すが，それ以上によくあるのは，『愛が冷え

切っている』場合です。彼らは，『彼はわ

たしの必要をもう満たしてくれない』とか，

『彼女は変わってしまった』と言います。

だれもが子供たちへの影響を心配しま

すが，結論はいつもこうです。『わたしたち

が一緒に暮らしてけんかをするのは，子供

たちにとってもっと悪いことです。』」

これとは対照的に，このビショップの助

言に従ってともに暮らす夫婦は，自分たち

の夫婦関係がいっそう強くなっていること

が分かってきます。そのような前途は，戒

めを守り，教会に出席し，聖文を読み，祈

ることに，絶えず前向きに取り組み，自分

の欠点を直そうとする互いの決意から切り

開かれます。彼らは「配偶者と自分にとっ

て贖いがいかに重要で力を持つかをよく

理解しています。辛抱強く，努力を重ねま

す。」ビショップの報告によれば，彼が助言

を与えた夫婦は，自分たちの結婚生活を

守るために，これらのことを行い，悔い改

め，努力していくうちに，「癒しが100パーセ

ント達成されました。」

配偶者に全面的に非があると考える場

合でも，性急な行動を取ってはなりません。

ある研究によって，次のことが明らかにな

っています。「一般的に，成人にとって，離

婚または別居した方が不幸な結婚生活に

とどまるよりも幸福になれるという証拠は

なかった。また，幸福な結婚生活を送っ

ていないと感じながらも離婚を思いとどま

った3人のうち2人は，5年後に幸せな結婚

生活を送っていると報告した。」6 子供が

成長するまでつらい結婚生活を長年辛抱

してきた女性はこう説明しています。「わた

したちの結婚生活には3人の当事者がい

ました。夫とわたし，そして主です。わた

しは自分にこう言い聞かせました。『わた

したちのうちの二人が踏みとどまれば，結

婚生活を維持していけるだろう』と。」

これらの事例に見られる希望の力は，

時には，悔い改めや改善という良い報い

につながりますが，そうならないときもあり

ます。個人の置かれた環境は実に様々で

す。自分以外の人の選択をわたしたちは



コントロールできませんし，それに伴う責

任を負うことはできません。それらがわた

したちにひどい衝撃を与えるときであった

としてもそうです。わたしは，ポルノグラフ

ィー中毒や，その他の依存症的な行為，ま

た子供時代に受けた虐待に端を発する，

長期にわたる悪影響などの深刻な問題で

悩んでいる配偶者を，愛をもって助けよう

としている夫や妻たちを，主が愛し，祝福

されていると確信しています。

結果がどうあろうと，また皆さんの経験

がどんなに困難であろうと，皆さんが主を

愛し，主の戒めを守り，最善を尽くしてい

るならば，永遠の家族関係という祝福を

失うことはないという約束が皆さんにはあ

ります。若いヤコブが家族の行為で「ひど

い苦難を味わい，つらい思いをした」とき，

父リーハイはヤコブにこう言って確信させ

ました。「あなたは神の偉大さを知ってい

る。神はあなたの苦難を聖別して，あな

たの益としてくださる。」（2ニーファイ2：1－

2）同じように使徒パウロもわたしたちにこ

う保証しています。「神は，神を愛する者

たち……と共に働いて，万事を益となるよ

うにして下さる……。」（ローマ8：28）

Ⅳ

最後に，結婚について深く考えている人

たちに短く話します。不信仰で，乱暴で，

非協力的な配偶者との離婚を避ける最善

の方法は，そのような人との結婚を避ける

ことです。もしよい結婚を望むなら，結婚

相手のことをよく知ってください。ただ「一

緒に過ごすだけ」のデートや，インターネッ

ト上で情報を交換するだけでは，結婚へ

の十分な基盤を築けません。デートに続

いて，入念で，思慮深く，十分なコートシッ

プの期間を設けるようにしてください。

様 な々環境の下で将来伴侶となる可能性

のある人がどのような行動を取るかを観

察する十分な機会を持つべきです。婚約

している人たちは，間もなく結婚して親族

となる互いの家族について，できるだけ多

くのことを知ってください。このすべてに

関連して理解しておくべきことは，よい結婚

生活は，完全な男性と完全な女性を求め

てはいないということです。完全に向かっ

て一緒に努力しようと決意する男性と女性

を必要としているのです。

スペンサー・Ｗ・キンボール大管長はこう

教えました。「結婚の聖壇に向かう二人は，

自分たちが望んでいる幸福な結婚を実現

するために必要とされる次のことをわきま

えておかなければなりません。すなわち，

結婚は……犠牲と分かち合いであり，さら

には個人の自由をある程度狭めることさえ

も意味するということです。結婚は長期に

わたって難しい倹約の生活に入ることを意

味します。また，子供たちを通して経済的

な重荷，奉仕の重荷，心配と不安の重荷

が強いられることを意味します。しかし同

時に，結婚は，すべての中で最も深く，最

もすばらしい感情を経験させてくれるもの

でもあります。」7

個人的な経験から，結婚と家族生活の

この上ない喜びについて証
あかし

します。「家族

──世界への宣言」には，結婚は「互いに

愛と関心を示し合うとともに，子供たちに

対しても愛と関心を示すという厳粛な〔夫

婦の〕責任」と「主イエス・キリストの教え」

の上に成り立つと記されています。8 わたし

は，わたしたちの救い主である主につい

て証し，永遠の家族という至高の祝福の

ために努力しているすべての人たちのた

めに主の御名
み な

によって祈ります。イエス・キ

リストの御名により，アーメン。

注

1．ブルース・ C・ヘーフェン， Covenant

Hearts（ 2005年）， 37－39; アラ

ン・カールソン， Fractured Genera-

tions（ 2005年），1－13; ブライス・

クリステンセン，Divided We Fal l

（2006年），44－45

2. デビッド・O・マッケイ，Conference

Report，1969年4月，8－9または

“Structure of the Home Threat-

ened by I r responsibi l i ty and

Divorce，”Improvement Era，1969

年6月号，5参照

3．リチャード・E・ルーカス,“Adaptation

and the Set-Point Model of Subjec-

tive Well-Being: Does Happiness

Change after Major Life Events?”

Current Directions in Psychologi-

cal Science, 2007年4月号, http://

www.psychologicalscience.orgで閲

覧可能

4. ジーン・ベスク・エリシュタイン，デビッド・

ポピーノ，“Marr iage in America”

（1995年）参照， ブルース・C・ヘーフェ

ン，“Marriage and the State’s Legal

Posture toward the Family,”Vital

Speeches of the Day, 1995年10月

15日号付，18。Marriage and the

Public Good: Ten Principles (2006

年), 24も参照

5. ジェームズ・E・ファウスト「結婚生活を豊

かにする」『リアホナ』2007年4月号，

2－6

6. リンダ・J・ウェート，その他の共著，Does

Divorce Make People Happy?

Findings from a Study of Unhappy

Marriages (Institute for American

Values, 2002年)，6。Marriage and

the Law，A Statement of Princi-

ples (Institute for American Val-

ues, 2006年)，21で引用された学術

的研究も参照

7.『歴代大管長の教え──スペンサー・Ｗ・

キンボール』194

8.「家族──世界への宣言」『リアホナ』

2004年10月号，49

ペルーのリマで，大会に出席する夫婦。
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わ
たしは今日

きょ う

，1973年4月の総大

会でヒンクレー大管長が話した

ことをテーマとして採り上げたい

と思います。

そのころ，わたしは伝道から帰ったば

かりで，前途には多くの出来事が待ち受け

ているように思われました。これからの生

涯を通じて常に正しい選択ができるかど

うか不安でした。

当時のゴードン・B・ヒンクレー長老は，ア

ジアからやって来た若い海軍将校と会っ

たときのことについて話しました。その青

年はもともとキリスト教徒ではありませんで

したが，合衆国での訓練中に教会につい

て知り，バプテスマを受けました。青年は

これから祖国に帰ろうと準備をしていると

ころでした。

ヒンクレー大管長は，彼にこう尋ねまし

た。「故国の人々はキリスト教徒ではありま

せんね。キリスト教徒として，特にモルモン

教徒として帰国されることで，何か支障は

ありませんか。」

青年は顔を曇らせ，こう答えました。「家

族はがっかりするでしょう。……この先は

仕事でもあらゆる機会から見放されると

思います。」

ヒンクレー大管長はこう尋ねました。「福

音のためにそれほど大きな代価を，喜ん

で払うおつもりですか。」

黒いひとみに涙を浮かべたこの青年

は，こう聞き返しました。「福音は真実では

ないのですか。」

ヒンクレー大管長は答えました。「その

とおり，真実です。」

すると次のような言葉が返ってきました。

「それなら，ほかのものが何だというので

すか。」1

わたしはその青年の言葉について長年

考えてきました。「福音は真実ではないの

ですか。それなら，ほかのものが何だとい

うのですか。」わたしはこの二つの質問の

おかげで，様 な々難しい問題に正しい観

点から対処することができました。

わたしたちが力を傾けているこの大義

は真実です。わたしたちは友人や隣人の

信奉していることを尊重します。わたしたち

は皆，神の息子，娘です。周囲の人々から

も，信仰や慈しみについて多くを学ぶこと

ができます。そのことについては，今日ファ

ウスト管長が非常によく教えてくれました。

しかし，わたしたちはイエスがキリストで

あられることを知っています。イエス・キリス

トは復活しておられます。わたしたちの時

代に，預言者ジョセフ・スミスを通じて神の

神権が回復されました。わたしたちには聖

霊の賜物
たまもの

が与えられています。モルモン書

はわたしたちが主張するとおりの書物です。

神殿の約束は確かなものです。末日聖徒

イエス・キリスト教会に与えられている他に

類のない特別な使命について主御自身が

宣言されました。それは，この教会は，「世

の光」であり，そして「〔主〕の前に道を備え

る使者」2 であり，さらに「福音は地の果て

まで転がり進む」3 というものでした。

福音は真実ではないのですか。それな

ら，ほかのものが何だというのですか。

もちろん，わたしたちのだれもがそうで

すが，ほかにも大切なことはあります。ヒ

ンクレー大管長の話を聞いた21歳のとき

に，わたしは勉学について真剣に考える

必要がありました。学業を続けるために

働く必要もありました。また，ある特別な

若い女性に，どうすればわたしと結婚する

よう説得できるか考えなければなりません

でした。そのほかにも価値ある事柄を楽

しみながら行いました。

では，多くの大切なことの中からどのよ

うにして道を見いだすべきでしょうか。物

の見方を簡潔にし，純粋にする必要があ

ります。邪悪で避けるべきものもあり，良

いものもあり，大切なものもあり，絶対に不

可欠なものもあります。救い主はこう語っ

ておられます。「永遠の命とは，唯一の，ま

ことの神でいますあなたと，また，あなた

がつかわされたイエス・キリストとを知るこ

とであります。」4

信仰とは単なる感情にとどまりません。

信仰とは決意です。祈り，研究，従順そし

て聖約によって，わたしたちは自らの信仰

を築き，強固にします。救い主とその末日

福音は真実ではないのですか。
それなら，ほかのものが
何だというのですか
七十人会長会

ニール・L・アンダーセン長老

救い主とその末日の業に対する確信は，強力なレンズとなり，わたしたちはこの

レンズを通してほかのあらゆる事柄を正しく判断できるようになります。



の業に対する確信は，強力なレンズとなり，

わたしたちはこのレンズを通してほかのあ

らゆる事柄を正しく判断できるようになり

ます。人生の試練の中にあっても，オーク

ス長老が今日説明したように，正しい道を

歩む力が得られるのです。

ヒンクレー大管長はそのことを次のように

言っています。「人が偉大で力強い真理の

確信に基づいて行動するときには，自分か

ら進んで鍛錬するものです。しかも，教会

がそのように要求するからというのではな

く，心の中に確信があるからするのです。」5

わたしたちは「偉大で力強い真理の確

信」に十分に動機づけられているでしょう

か。わたしたちの選択はその動機に基づ

いているでしょうか。わたしたちは自分が

なりたい者になりつつあるでしょうか。福

音は真実ではないのですか。それなら，

ほかのものが何だというのですか。

わたしたちは何が正しいか知っていま

す。数年前に，妻のキャシーは娘夫婦が

不在のときに孫たちと過ごしました。4歳

になる孫が弟を強く押したので，妻は，泣

いている弟をあやした後で，その4歳の兄

に向かって優しく尋ねました。「どうして弟

を押すの。」孫はわたしの妻を見て，こう答

えました。「おばあちゃん，ごめんなさい。

CTR（正義を選べ）の指輪をなくしちゃっ

たから，正しいことが選べなくなったの。」

わたしたちは気をつける必要があります。

言い訳は進歩を妨げるのです。

「偉大で力強い真理の確信」は，世界中

の様 な々国に生きる末日聖徒の心の中に

見いだすことができます。この固い信仰に

よって王国の業は前進するのです。

何年も前のこと，妻とわたしはフランスで，

勇気ある一人の姉妹に会いました。彼女

の夫は30代の若さで幕のかなたへ行って

しまいました。彼女は独りで4人の幼い子

供を義にかなって教え導くという責任に押

しつぶされそうになっていました。けれど

も16年後，彼女の3人の息子は伝道から帰

り，娘は神殿で結び固められていました。

わたしはブラジルに住む一人の兄弟を

知っています。この兄弟は16歳のときに教

会に加わりました。家族の中で会員は彼

一人でした。伝道に出る時期が来ましたが，

両親から反対されました。伝道中，家族か

らの便りは1通もなく，伝道から帰ると，ビシ

ョップの家で生活するようになりました。し

かし，事情は後で好転しました。この兄弟

は，現在すばらしい家族に恵まれ，歯科医

として働いています。両親はこの兄弟の成

功を見てほかの息子たちも教会に興味を

持ってくれればよいのにと願っています。

わたしはラテンアメリカのある国に住む

一人の兄弟を知っています。この兄弟はバ

プテスマを受けた後に，什分
じゅうぶん

の一を正直

に納めようと決心しただけでなく，競争相

手が納めていない税金も完全に納めよう

と決心しました。主はこの兄弟をその正

直さのゆえに祝福されました。

多くの犠牲がひそかに払われています。

例えば，永遠の伴侶
はんりょ

を探す責任を引き延

ばさない帰還宣教師，子供を望み，自分の

生活をささげて愛と真理のうちに子供を育

てる義にかなった女性，霊を汚すメディア

やインターネットの影響を注意深く制限する

家族，もっと頻繁に一緒に神殿に参入でき

るように努力する夫婦がそうです。

子供もこの信仰のレンズを持つことがで

きます。最近，わたしは韓国のソウルに住

む青少年に会う機会がありました。彼ら

は学校のスケジュールがぎっしり詰まって

いて，毎晩遅くまで家に帰ることができま

せんが，それでも毎週5日間は朝の6時か

ら始まる早朝セミナリーに出席しています。

わたしは8歳の野球少年を知っています。

彼はチームの主力選手ですが，決勝戦に

は参加できないことを自分からコーチに告

げました。決勝戦の開催日が日曜日だっ

たからです。

深い信仰に根ざしたひそかな行いの多

くは，神だけが御存じです。しかし，その

ような行いは天に記録されています。福

音は真実ではないのですか。それなら，

ほかのものが何だというのですか。

救い主はこうおっしゃいました。「まず

神の国と神の義とを求めなさい。そうす

れば，これらのものは，すべて添えて与え

られるであろう。」6

わたしは福音が真実であること，また

福音こそが真に重要なものであることを

証
あかし

します。イエス・キリストの御名
み な

によって，

アーメン。

注

1．「福音は真実です，違いますか」『聖徒の

道』1993年10月号，3－4。「教会の真

の強さ」『聖徒の道』1974年2月号，91

も参照

2．教義と聖約45：9

3．教義と聖約65：2

4．ヨハネ17：3

5．『聖徒の道』1993年10月号，4－5参

照

6．マタイ6：33
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わ
たしはモルモン書が大好きです。

モルモン書にはあらゆる年齢層

の子供にとってすばらしい物語

が収められています。しかし，もっと大切な

のは，モルモン書には不変の教えがあると

いうことです。そのような教えは，初等協会

の歌にも繰り返し歌われています。

例えば，ヒラマンの兵士についての歌の

中にも大切な教えがあります。英語ではこ

のような歌詞です。「わたしたちはヒラマン

の兵士のようです。わたしたちは幼いころ

から教えを受けてきました。」1 また，「ニー

ファイのように，わたしたちは善い両親から

生まれました」2 ともあります。自分もそうだ

と感じる人も多いことでしょう。

今日
きょ う

は，善い両親のもとに生まれなが

らも，家庭で福音を教えられる機会がな

かったかもしれない第1世代の会員の皆

さんに向けて話します。第1世代の皆さん

は，「母親から，……神が救ってくださると

教わっていた」ヒラマンの兵士ではなく

（アルマ56：47），その兵士の両親，すなわ

ち信仰心を持たずに大人になったアンモ

ンの民に似ているかもしれません。

アンモンの民についての話を振り返って

みましょう。彼らはアンモンやアロンといっ

た人たちから福音を教わったレーマン人で

した（アルマ23：1－4参照）。これらのレー

マン人は福音を受け入れた後，アンタイ・ニ

ーファイ・リーハイ人と呼ばれ，後にアンモン

の民と呼ばれました（アルマ23：16－17；

27：23－26参照）。このアンモンの民の息

子たちがヒラマンの兵士となり，まだ改心

していなかったレーマン人と戦ったのです

（アルマ56：3－6参照）。

ですから，ヒラマンの兵士たちの強さは，

実は両親であるアンモンの民に由来してい

るのです。最初に聖文から福音を学んだ

のは親である彼らでした。祈りの力につ

いて学んだのも親である彼らでした。最

初に主と聖約を交わし，守ったのも親で

ある彼らでした。彼らがそうであったと同

じように，皆さんからも福音に忠実な民が

生まれるのです。次の世代を教え，強め

る伝統を始めるのは，第1世代の会員で

ある皆さんなのです。

聖文

偉大な宣教師だったアロンは，レーマン

人の王とアンモンの民に信仰や悔い改め，

イエス・キリスト，幸福の計画について教え

る際に，聖文を用いました（アルマ22：

12－14；23：4－5参照）。今日
こんにち

においても，

聖文を読んで研究することにより，絶えず

信仰をはぐくみ，誘惑を退け，天の御父と

その御子イエス・キリストに近づくことがで

きるようになります。

けれども，聖文を読むことはだれにとっ

ても大変なことかもしれません。ボイド・K・

パッカー会長は，10代のときに初めてモル

モン書を読もうとした経験についてこのよう

に述べています。「聖典を開いて，『わたし

ニーファイは善い両親から生まれたので』と

読み始めました（1ニーファイ1：1）。……

読み進めるのがおもしろく，イザヤ書の章

……のところまでは続けることができまし

た。数か月後に，再度モルモン書を読もう

と決心し，また『わたしニーファイは善い両

親から生まれたので』と同じ箇所から始め

ました。ところが，何回読んでも，イザヤ書

の章がつまずきになるのです。……でもつ

いに，その部分も読もうと決心しました。」3

もちろん，パッカー会長はモルモン書を

読み通しました。根気よく努力することが

鍵
かぎ

です。聖文を読む度に，なじみのない

言葉が意味を帯びてきます。英雄につい

て，また勇敢な行為について読んだり，主

の深い憐
あわ

れみについて学んだりすることも

できます。何よりも，神の愛を感じ，イエ

ス・キリストがわたしたちの救い主であら

れることを知ることができます。

祈り

祈りは信仰をはぐくむもう一つの手段で

す。レーマン人の王は福音の喜びを受ける

にはどうすればよいかを知りたいと思った

とき，主に祈りました（アルマ22：16－17参

照）。わたしたちも，求めるならば与えられ

ると約束されています。

スタンレーは香港
ホンコン

に住む19歳の求道者

でした。彼は福音に感激し，バプテスマ

を受けたいと思っていましたが，友人たち

から教会を批判されてしまいました。スタ

ンレーは宣教師と会いました。宣教師た

ちは，神はスタンレーをとても気にかけて

いるので，スタンレーの祈りにこたえてくだ

さると証
あかし

しました。そして一緒にひざまず

き，教えが正しいかどうかを天の御父に

尋ねてみようと言ったのです。まず一人の

宣教師が，次にもう一人が短く祈りました。

そしてスタンレーが祈りました。スタンレー

の謙遜
けんそん

な祈りが終わると，宣教師たちは

モルモン書の教え
中央初等協会会長会第二顧問

ビッキー・F・松森

次の世代を教え，強める伝統を始めるのは，第1世代の会員である皆さんなのです。



尋ねました。「スタンレー，どのように感じ

ていますか。」スタンレーはゆっくりと顔を

上げてささやくように答えました。「バプテ

スマ，バプテスマ。」4

聖約

最後に，聖約を交わし，守ることも信仰

をはぐくみます。アンモンの民は「同胞
はらから

の血

を流すよりは自分の命を捨て〔る〕」ことを

聖約しました（アルマ24：18）。

わたしたちはバプテスマを受け，キリス

トの御名
み な

を受けるときに聖約を交わしま

す。聖餐
せいさん

を受けるときにそれらの聖約を思

い起こします。そして，その聖約を守るとき

に聖霊がいつもともにいてくださいます。

わたしたちに「すべてのことを」教えてくだ

さるのは，慰め主である聖霊なのです（ヨ

ハネ14：26）。

メキシコシティーに住むある姉妹は，16

歳のときに宣教師の訪問を受けました。彼

女は御霊
みた ま

によって教えを受け，「まるで宣教

師がわたしの目から覆いを取り，主が理解

力を増してくださっているように感じました。

……神の御言葉
み こ と ば

と祈りは〔わたしを〕強め，

次の試練，すなわち父に話すことに耐えら

れるようにしてくれました。バプテスマを受

けたことで家族から拒絶されたとき，主の

御霊はこのようにささやいて力づけてくれま

した。『前進しなさい。進みなさい。親戚
しんせき

が何人か教会員になるでしょう。』」5

聖文，祈り，そして聖約を交わして守る

ことから，アンモンの民だけでなく，世界中

の第1世代の会員が助けを受けています。

わたしもその一人です。わたしは善い両親

のもとに生まれましたが，家庭で福音を教

わりませんでした。けれども，両親は道徳

的な価値観や倫理にかなう行動について

教えてくれました。わたしが教会で初めて

話をしたとき，会員でない父が原稿を書く

のを手伝ってくれたことを覚えています。

割り当てられたテーマは「正直」でした。

わたしたちは信仰箇条の第13条を引用す

る代わりに，「正直エーブ」というニックネー

ムの男性の例を用いました（訳注──正直

エーブとは，エーブラハム・リンカーン大統

領の愛称）。

わたしに福音について教えてくれたの

は初等協会の教師，若い女性の指導者，

そして神権指導者でした。7歳のとき，日

曜学校の年少クラスの教師が祈りについ

て教えてくれ，わたしは祈りたくなりました。

その教師は什分
じゅうぶん

の一についても教えてく

れ，わたしは什分の一を納めたくなりまし

た。断食についても教えてくれましたが，

わたしはまだほんの7歳だったので，断食

はしたくありませんでした。でも，バプテス

マについて教えてくれたとき，わたしはバ

プテスマを受けたくなりました。わたしの

決意を支持してくれ，その後，同じように教

会の会員になった，わたしの善い両親に

感謝しています。

わたしたちから始める

アンモンの民は福音に従って生活し，

「彼らは……最後まで確固としてキリストを

信じ〔まし〕た。」（アルマ27：27）アンモンの民

から始まったように，わたしたちから始めま

しょう。証を得た第1世代の会員としてわた

したちは，今度は今日の子供たちを教える

責任を負っています。家庭やクラスで子供

たちを教えなければなりません。聖文を使

って神の御言葉を子供たちに教えなけれ

ばなりません。祈りの力を子供たちに教え

なければなりません。聖約を交わして守る

ことから祝福が得られることを子供たちに

教えなければなりません。もしこれらのこと

を子供たちに教えるなら，彼らはこのように

言うことができるでしょう。

わたしたちはヒラマンの兵士のようです。

わたしたちは幼いころから

教えを受けてきました。

ですから，わたしたちは将来，

主の宣教師になって，

主の真理を携えて世界に出て行きます。6

イエス・キリストの御名
み な

により，アーメン。

注

1．「ニーファイのように」『子供の歌集』92

（訳注──日本語の歌詞は「ヒラマンの勇

士のように，子供のときから」）

2．『子供の歌集』92（訳注──日本語の歌

詞は「ニーファイのようによい父母より」）

3．「教え，学ぶことの原則」『世界指導者訓

練集会』2007年2月10日。『リアホナ』

2007年6月号，53に掲載予定

4．個人的な書簡

5．個人的な書簡

6．『子供の歌集』92参照（訳注──日本語

の歌詞は「ヒラマンの勇士のように，子

供のときから，教え受け，御言葉宣
の

べ伝

える」）
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あ
るとき，16歳のすてきな若い女

性と，とても有意義な会話を交

わしました。通っている高校で

教会員は彼女一人だと知ったわたしは，

「ほかにだれも教会員がいなくて，いちば

ん大変なことは何ですか」と尋ねました。

彼女はじっと考えると，とても賢明な答

えを口にしました。「みんなが偽りだという

ものを真実だと信じ，みんなが大丈夫とい

うものを誤りだと信じることです。」

わたしはもう一つ質問をしました。「あな

たは，ジョセフ・スミスが神の預言者だと知

っていますか。」彼女はこう答えました。

「そう思いますが，確信はありません。」

今朝は教会の青少年の皆さんに尋ねた

いと思います。「あなたは知っていますか。」

わたしが自分に証
あかし

があると初めて知っ

たのはまだ11歳のときでした。両親に連

れられてソルトレーク・シティーのテンプル

スクウェアを訪れたときのことです。

当時，わたしの趣味は無料のものを集

めることでした。無料で物をもらうことに

関して，わたしには絶対成功する秘策があ

りました。まず，「ただですか」と聞き，そう

だと言われるとそれに手を伸ばしてから

子供の無邪気さで，「ありがとうございます。

あれもただですか？ うれしいなあ！」と言

うのです。時 ，々「ごめんね，5セントなの」

などと言われますが，わたしも負けていま

せん。がっくりと肩を落とし，「そうですか。

あれはずっと読みたかったパンフレットな

んです。でもお金もないし。やっぱりだめ

ですか」と言えば必ず作戦は成功です。実

は，集めるばかりで読んだことは一度もあ

りませんでした。

テンプルスクウェアに着いたわたしは，

1948年製のシボレー車の中で独りで両親

を待っていました。どうしようもなく退屈で，

仕方なく，座席に積まれていたわたしの無

料品コレクションを眺め，『ジョセフ・スミス

の物語』（Joseph Smith Tells His Own

Story〔英文〕）と書いてあるパンフレットを

手に取ると，最初のページを開きました。

するとわたしはその内容に引き込まれ，

喜びで胸がいっぱいになりました。最後

まで読み終え，バックミラーに映った自分

の顔を見ると，驚いたことに泣いていまし

た。そのときは理解できませんでしたが，

今は分かります。わたしは聖霊による証を

感じていたのです。車の中に両親はいま

せんでした。きょうだいも初等協会の先生

もいませんでした。いたのはわたしと聖霊

の御霊
みたま

だけだったのです。

さて，皆さんにも同じことが起こり得ま

す。きっと皆さんも，すでに似たような経験

をしていることでしょう。

教会員の家に生まれた皆さんが証を得

たいと思うと，今までに感じたどんな気持

ちとも違う，驚くほど霊的な感情を期待し

てしまうかもしれません。バプテスマを受

けた人の改宗談を聞き，自分には何か足

りないのではと思う人もいるかもしれませ

ん。改宗者が驚異的と感じるような経験

をする理由の一つは，それが彼らにとって

初めてのことだからです。

皆さんは生まれたときからずっとその気

持ちを感じてきました。家庭の夕べや青

少年の証会，そしてセミナリーのクラスで，

また聖文を読んでいるときなど，事あるご

とにその気持ちを感じてきたのです。

宣教師は，御霊を感じた求道者にそれ

が御霊だということを伝える訓練を受けて

います。わたしも，求道者との熱のこもった

霊的なレッスンを中断し，このように言った

ことが何度もあります。「ちょっと話を止め

て，今あなたが感じている気持ちについ

て話し合いましょう。以前にあった出来事

を思い出したような気持ちがしていません

か。わたしたちの話すことが真実だと感じ

ていませんか。平安を感じていませんか。

そうであれば，あなたは御霊を感じてい

るのです。」

ある頭脳明晰
めいせき

な女性を教えていたとき

のことです。彼女はすべての疑問に論理

的な答えが得られるまでは何も受け入れ

られませんでした。しかし，ついにはこう

言ったのです。「これ以上この気持ちを否

定できません。」

彼女は教会員になり，最初の数年はとて

も充実した生活を送っていました。しかし，

再び徐々に知的面での疑問を持つように

なり，ついには教会を離れてしまいました。

それから15年後，その彼女が我が家を

訪ねてくれました。わたしたちは彼女をテ

ンプルスクウェアに連れて行きました。救

い主の像へと続く曲線状のスロープを上り

始めると，彼女は足を止め，涙ながらに言

いました。「またあの気持ちだわ。頭では

決して受け入れていないのに，今でも心は

この気持ちを熱望している。」

一度感じたら，忘れることはできないの

です。

あなたは知っていますか
七十人

グレン・L・ペイス長老

「わたしの言葉を試し」てみてください。ジョセフ・スミスの話を読み，祈ってくれ

ますか。



たくさんの霊的な経験をしながら育つ人

は，若いうちに霊的な確証を得ます。両親

や教師，指導者であるわたしたちは，若

人の皆さんに戒めや規則を理解させるこ

とに重点を置きがちですが，原則と教義

への証を皆さんが得られるようにもう少し

助ける必要もありそうです。恐らくわたし

たちは，ちょっとした時間をもっと頻繁に取

り，若人の皆さんが御霊を認識する手助

けをすべきでしょう。

御霊を感じるとどのような気持ちになる

かが分かれば，御霊を感じることに対する

信仰が増します。そしてすぐに，自分の霊

的な直感が発達したことに気づくでしょう。

霊的な直感は，わたしたちを正しく導いて

くれます。

わたしは11歳のときにジョセフ・スミスが

神の預言者だと知りました。声を聞いたり

天使を見たりしたわけではありませんが，

わたしが感じたのはもっと確かなものでし

た。霊的な感覚が揺り動かされたのです。

あらゆる偽りから守られていた最も深い

所から，大きな喜びがわき上がりました。

この霊的な感覚が目覚めるのは，聖霊が

働きかけられるときだけです。

霊的な確証とはどのような気持ちなの

でしょうか。それは，バラの香りや鳥の歌

声，景色の美しさを説明するのと同じくら

い難しいことです。しかし，その気持ちを

感じればそれが御霊だと分かります。

聖文はこの気持ちを理解する助けを与

えてくれます。

「まことに，まことに，あなたに言う。わ

たしはあなたにわたしの御霊を授けよう。

わたしの御霊はあなたの思いを照らし，あ

なたの霊に喜びを満たすであろう。その

とき，あなたは知るであろう。……」（教義

と聖約11：13－14）

御霊を感じると，何かの記憶がよみが

えったような気持ちになることがあります。

わたしたちは最初，天の家で福音を学び

ました。そしてこの地上に来るときに忘却

の幕を通りましたが，わたしたちの霊には

その記憶が眠ったまま残っています。聖霊

はこの幕を開き，これらの記憶を眠りから

呼び覚ますことがおできになります。これ

まで知らなかった真理を見いだすと，よく

「ああ，思い出した！」と感じるのは恐らくこ

のためでしょう。

「……助け主，すなわち……聖霊は，あ

なたがたに……ことごとく思い起
おこ

させるで

あろう。」（ヨハネ14：26）

若い兄弟姉妹の皆さん，「わたしの言葉

を試し」てみてください（アルマ32：27）。ジ

ョセフ・スミスの話を読み，祈ってくれますか。

ジョセフ・スミスの経験が真実であると

知るのはすばらしいことです。父なる神と

イエス・キリストが生きておられ，今日
こんにち

この

教会の頭
かしら

として立っておられることも同時

に分かるからです。わたしは11歳のときに

この知識を得ました。そして今，聖任され

た特別なイエス・キリストの証人として皆さ

んの前に立ち，これが真実であると証しま

す。また，主は皆さんにもこれが真実であ

ることを知るように願っておられると証し

ます。主は「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」のです（モロナイ10：4）。イエス・

キリストの御名
み な

により，アーメン。
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わ
たしの兄弟姉妹である皆さん，

聖書は奇跡です！ 聖書の中に

ある4,000年の霊的な歴史と世

俗的な歴史が，預言者や使徒，霊感を受

けた信者によって記録され，保存されて

きたことは奇跡です。

聖書の力強い教義や原則，詩や物語を

わたしたちが手にしているのは奇跡です。

しかし，何よりもすばらしい奇跡は，わたし

たちが今日
こんにち

イエス・キリストの御言葉と，そ

の生涯と務めに関する記述を手にしてい

ることであり，また，そのために，暗黒の時

代や何世代にもわたる争いの時代をくぐり

抜けてそれらが守られてきたことです。

聖書のページに文字どおり，改心と癒
いや

しをもたらすキリストの御霊
みた ま

があることは

奇跡です。その御霊は，何世紀にもわた

って人々の心を変え，祈るように，正しい

道を選択するように，救い主を見いだすよ

うに導いてきたのです。

聖書はその名のとおり，神聖な書物で

す。聖書が神聖なのは，真理を教えてくれ

るからであり，その御霊でわたしたちを温

めてくれるからです。聖書が神聖なのは，

神が人にどのように接してこられたかを人

が理解して神を知ることができるように教

えているからであり，主イエス・キリストに

ついて随所で証
あかし

しているからです。

エーブラハム・リンカーンは聖書につい

てこう述べています。「この偉大な書物は

……神が人間にお与えになった最高の贈

り物です。救い主がこの世の人々に与え

られたすべての良いことがその書物に書

かれています。聖書がなかったなら，わ

たしたちは善悪の区別が分からなかった

でしょう。」（Speeches and Writings,

1859－1865〔1989年〕，628）

今日
こんにち

わたしたちが聖書を持っているの

は偶然によるものではありません。義に

かなった生活をした人々が御霊に促され

て，目にした神聖な事柄と，耳にしたり語

ったりした霊感に満ちた言葉を記録した

のです。また，ほかにも献身的な人々が

いて，これらの記録を守り，保存するよう

に促されました。ジョン・ウィクリフや勇敢

なウィリアム・ティンダル，ヨハネス・グーテ

ンベルクのような人々が多くの障害にも負

けずに，大衆が理解できる言葉に翻訳し，

大衆が読めるように本にして出版したの

です。ジェームズ王の学者たちでさえ，霊

感を受けて翻訳の業を行ったのだと，わ

たしは信じています。

中世の暗黒時代が暗い時代だったの

は，福音の光が人から隠されていたため

です。使徒や預言者がいなかっただけで

なく，一般の人は聖書を手にすることすら

できませんでした。聖職者たちは聖典を

秘密のものとし，人々に触れさせません

でした。礼拝の自由と民衆への聖典の開

放を要求したマルチン・ルター，ジョン・カ

ルビン，ジョン・フスのような，多くの勇敢

な殉教
じゅんきょう

者や改革者にわたしたちは多くの

恩を受けています。

聖書の力を非常に深く信じたウィリア

ム・ティンダルは殉教しました。彼はこう言

いました。「神の御言葉を読む人や，御言

葉について論理的な説明や討論を聞く人

はだれでも，すぐに毎日成長し始め，つい

には完全な人になります。それが神の御

言葉の特徴です。」（S・マイケル・ウィルコッ

クス，Fire in the Bones: William

Tyndale─Martyr, Father of the English

Bible〔2004年〕，xv）

聖書を誠実に勤勉に研究すると，確か

にわたしたちは次第に成長します。です

から，聖書の力を知っていた無数の殉教

者を決して忘れてはなりません。わたし

たちが聖書の言葉を読み，天の御父の王

国における永遠の幸福と平安へ通じる道

を見いだせるように，彼らは命をささげて

くれたのです。

当時のキリスト教改革者は，多くの点で

共通の認識を持っていましたが，教義に

関しては相いれない点が多数残りました。

その結果，多くのキリスト教の教派が生ま

れました。宗教の自由を早くから提唱し

ていたロジャー・ウィリアムズはこう結論付

けています。「この地上には正式に設立

された教会はないし，教会の儀式を執行

する権能を持つ者もいない。それらが実

現するのは，教会の偉大な管理者である

御方から新しい使徒たちが遣わされると

きであろう。わたしはその訪れを待ち望

んでいる。」（ウィリアム・カレン・ブライアン

ト編，Picturesque America; or, the

Land We Live In，全2巻〔1872－1874年〕，

第1巻，502）

何千万もの人が聖書を通して真理を探

し求め，神とイエス・キリストへの信仰を見

いだしました。そのような無数の人たちは，

信仰をはぐくみ，信仰のよりどころとするた

めに，聖書しか持っていませんでした。

聖書という奇跡
十二使徒定員会

M・ラッセル・バラード長老

わたしたちは主イエス・キリストと，聖書を通して啓示された御言葉
み こ と ば

を，真心から

信じる者で……す。



宗教改革者たちの努力により，聖書が

家庭に置かれるようになりました。「神の

御言葉は貧しい家の暖炉のそばでも，金

持ちの家の客間でも，読まれるようにな

りました。」（ジョン・A・ウイッツォー，Con-

ference Report，1939年4月，20）

何百万もの家族が聖書を学んで，イエ

ス・キリストの教会を見つけようとしました。

そうした家族の一つが，1800年代の初め

にニューヨーク州北部に住んでいたジョセ

フ・スミス・シニアの家族でした。息子の一

人，ジョセフ・スミス・ジュニアは，聖書を勉

強して，多くの教派の中でどれがイエス・キ

リストが組織されたのと同じ教会なのか

を知ろうとしていました。少年は聖書の言

葉から，神が与えてくださる，より豊かで霊

的な光と知識を祈り求めるよう促されま

す。聖書に約束された知恵を求めようと決

心したジョセフは，1820年の早春，ひざま

ずいて謙遜
けんそん

に祈りました。父なる神と主

イエス・キリストの栄光に満ちた現れを見

たその日，何というすばらしい光と真理が

彼に注がれたことでしょう！ 神はノアや

アブラハム，モーセの時代と同じように，

再び預言者を召されたのです。

わたしたちは聖書にどれほど感謝する

べきでしょう。聖書を読むと，キリストの

生涯と教えと教義だけでなく，主の教会

と神権について，また当時，主が御自分

で設立し，イエス・キリストの教会と名付

けられた組織について学ぶことができま

す。わたしたちはその教会を信じており，

末日聖徒イエス・キリスト教会はそれと同

じ教会であり，地上に回復され，当時と

同じ組織と神権を持った，欠けるところ

のない教会であると信じています。

聖書がなければ，わたしたちは当時の

主の教会を知ることも，今日
こんにち

，完全な主の

福音を知ることもなかったでしょう。

わたしは聖書を愛しています。その教

えと教訓，聖書に宿る御霊を愛していま

す。旧約聖書に記されている，心を動か

す深遠な物語や，キリストの来臨を証した

偉大な預言者たちを愛しています。新約

聖書の使徒の旅や奇跡，パウロの手紙を

愛しています。わたしたちの救い主イエ

ス・キリストの御言葉と模範と贖
あがな

いを実際

に見聞きした人々が記した話をとりわけ

愛しています。また，聖書を読むことから

得られる物の見方と平安を愛しています。

兄弟姉妹の皆さん，皆さんの多くは人々

が次のように言うのを聞いたことがある

でしょう。「モルモンはキリスト教徒では

ない。なぜなら，モルモン書という自分た

ちの聖書を持っているからだ。」こうした

誤解をしている人に，わたしたちは主イエ

ス・キリストがわたしたちの救い主，救い

の源であられると信じていて，聖書を信

じ，尊び，愛していると申し上げます。確

かに，わたしたちはさらにモルモン書を

含むその他の聖文を持っていますが，そ

れは聖書に取って代わるものではなく，

聖書を支えるものです。

イエスは教えられました。「聖文を調べ」

なさい，それは「わたしについてあかしを

するものである」と（欽定訳ヨハネ5：39か

ら和訳）。これらの言葉は，イエス・キリス

トについての真理を熱心に探求するすべ

ての人に，洞察と霊感を与えてくれます。

聖文は，歴史や教義，物語，説教，証の

宝庫であり，それらすべてが最終的に焦

点を当てているのは，永遠なるキリストに

ついて，またキリストが天の御父の子供た

ちに対して肉体的，霊的に携えておられ

る使命についてなのです。

末日聖徒イエス・キリスト教会の会員

は，「聖文は，すべて神の霊感を受けて書

かれたものであって，……有益である」と

信じています（欽定訳2テモテ3：16から和

訳）。聖書とその他の聖典を愛しています。

それは，聖書が神の明らかにされた御言

葉であるというわたしたちの信仰を知ら

ない人にとっては驚くべきことかもしれま
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せん。聖書はわたしたちの信仰の一つの

柱であり，救い主についての力強い証で

す。聖書は，主を礼拝し，主に従う人々

の生活に絶えず影響を及ぼすキリストの

力について証するものです。聖書を読ん

でその教えを研究すればするほど，イエ

ス・キリストの回復された福音の教義の基

礎がいっそうはっきりと分かるようになり

ます。人は時間を費やして学んだ聖文を

好きになるものです。すべての聖文を愛

し，理解するために，バランスよく勉強を

する必要があるでしょう。

特に，若い人たちは，聖書を過小評価

してはいけません。聖書は主の生涯を記

した神聖な記録です。聖書には，当教会

のほかの聖典をすべて合わせたよりも数

百ページも多くのページがあります。聖書

はすべてのキリスト教徒の信仰の土台で

す。わたしたちは，人の信仰を批判した

り，見下したりしません。キリスト教徒と

してのわたしたちの大きな責任は，神が

啓示されたすべてを，すべての神の息子

娘たちと分かち合うことです。

この教会に入る人は聖書に対する信仰

を捨てることはありません。むしろ，聖書

への信仰は強まります。モルモン書は聖

書の価値を下げたり，おとしめたり，軽ん

じたりすることはありません。逆に，広げ，

拡大し，高めます。聖書とモルモン書に

は矛盾する点はありません。モルモン書

は聖書を証し，両者とも，キリストを証し

ています。

キリストについての第1の証は旧約聖書

です。旧約聖書は，救い主の来臨，偉大

な生涯，人々を解放する贖罪
しょくざい

について預

言しました。

キリストについての第2の証は新約聖書

です。新約聖書には，主の降誕と生涯，

主の務め，主の福音と教会，主の贖いと

復活，そして主の弟子たちの証が記録さ

れています。

キリストについての第3の証はモルモン

書です。モルモン書は，キリストの来臨を

預言し，救いをもたらす贖いに関する聖

書の記述を確認し，復活された主が地球

の西半球を訪れられたことを明らかにし

ています。モルモン書の表紙には，この

聖典が書かれた目的を明らかにする「キ

リストについてのもう一つの証」という副

題が印刷されています。

この3冊の聖典はいずれも，主が御自

身の子供たちのために啓示された偉大な

御言葉であり，互いに切り離すことがで

きません。そこにはキリストの御言葉が記

されています。キリストの御言葉は，わた

したちが永遠の命を得るふさわしさを身

に付けるために，よく味わうように勧告さ

れているものです（2ニーファイ31：20参

照）。一つの聖典が他の聖典よりも重要度

や真実性で勝っていると考える人は，古

代の正典（公式に受け入れられた聖典）の

美と完全さを見失っています。

また，末日聖徒イエス・キリスト教会の

会員はイエス・キリストや聖書を信じてな

どいないと考える人は，時間をかけてこ

の教会と，その名前の意義と，この教会

が発するメッセージの力を理解する必要

があるでしょう。

この教会が聖書を信じていることや，

わたしたちがクリスチャンであることに疑

問を抱く人がいることを，不思議に思いま

す。この教会の名前はイエス・キリスト教

会です。この建物で行われた前回の総大

会で，この教会の指導者たちは聖書から

ほぼ200回も引用しました。この教会には

キリストが新約聖書の時代に御自身の弟

子たちとお立てになった教会と同様の組

織と機能があります。今日
きょ う

この壇上に座

っているのは，主イエス・キリストの預言

者と使徒たちです。

わたしたちは主イエス・キリストと，聖書

を通して啓示された御言葉を，真心から

信じる者であると厳粛に証します。わた

したちは聖書を信じているだけでなく，

その教えに従い，聖書に書かれているメ

ッセージを教えるよう励んでいます。わた

したちの宣教師が伝えるメッセージは，キ

リストと，主の福音と主の贖いです。その

メッセージの原典は聖典です。わたした

ちはすべての方に申し上げます。「わたし

たちは皆さんを愛しています。教会へ来

てください。皆さんに，神が啓示された

すべてをお伝えしましょう。」

わたしの兄弟姉妹である皆さん，わた

したちは，この教会の会員も含めてすべ

ての人が，聖書の力と大切さを理解でき

るように助けなければなりません。聖書

は聖文であり，イエス・キリストを救い主と

して受け入れるよう，わたしたちとすべて

の人を導いています。わたしたちが，神

の教えを受け入れ，神の教えに従って生

きる望みと力を，神から与えていただけ

ますよう，主イエス・キリストの御名
み な

により，

へりくだり祈ります。アーメン。



愛
する兄弟姉妹の皆さん。今朝，

皆さんに話す機会をうれしく思

っています。わたしのために祈

ってくれる皆さん一人一人に感謝していま

す。皆さんに心の底から感謝しています。

中央幹部として務めた49年の間に，総大

会で優に200を超える話をしてきました。

生まれてからもうすぐ97年がたとうとしてい

ます。風の吹きすさぶ中，枝に残る最後

の一葉のような気がしています。

いろいろと憶測が流れているようです

が，実際のわたしはすこぶる健康です。熟

練した医師と看護師のおかげで健康を維

持しています。皆さんの中にはわたしより

先に逝
い

く人もいるかもしれません。しかし

ながら，自分の年齢のことを念頭に置いて，

わたしはこの業の基本的な真理について

証を述べたいと思います。

正直に言いますが，わたしは何もかも

知っているわけではありません。しかし確

信している事柄もあります。わたしが知っ

ていることについて，今朝，皆さんに話し

たいと思います。

コンスタンティヌス帝はキリスト教に改宗

したとき，神の属性について聖職者の間で

様 な々議論があることを知りました。この議

論に終止符を打つために，紀元325年，ニ

カイア（ニケーア）に地位の高い聖職者が集

められました。参加者には自由に見解を述

べる機会が与えられました。しかし，議論

はますます熱を帯びるだけで，一致した定

義に到達することはできませんでした。そ

のため一つの妥協案が出されることになっ

たのです。これがやがてニカイア（ニケーア）

信条として知られるようになったもので，そ

の基本的な概念は，現在の大半のキリスト

教徒の信仰に受け継がれています。

個人的には，この信条が理解できません。

読むと混乱してしまいます。

この教会に属するわたしたちは，神の

属性に関して，人の作ったいかなる主張も

よりどころとしていません。わたしはその

ことに心から感謝しています。わたしたち

の知っていることは，ジョセフ・スミスの個

人的な経験から直接もたらされたもので

す。ジョセフはまだ少年のとき，永遠の父

なる神とその愛子
あいし

，復活された主と語りま

した。御二方の御前
みま え

にひざまずき，御二

方の御声
みこえ

を聞き，それに答えました。御二

方は別々の御方でした。ジョセフが母親

に，母親の信奉する教会は真実ではない

ことが分かった，と告げたのも，驚くことで

はありませんでした。このように，この教会

の偉大で何よりも重要な教義の一つは，

わたしたちが永遠の父なる神を信じてい

るということです。神は実在し，独立して

存在される御方です。また，宇宙の偉大な

統治者であると同時に，わたしたちの御

父であられ，わたしたちはその子供です。

わたしたちは神に祈ります。祈りは神と

人との会話です。わたしは，神がわたした

ちの祈りを聞き，こたえてくださることを確

信しています。その事実を否定することが

できません。わたしは祈りがこたえられた

という経験を非常に多くしてきました。

アルマは息子のヒラマンにこう教えてい

ます。「あなたのすべての行いについて主

と相談しなさい。そうすれば，主はあなた

のためになる指示を与えてくださる。まこ

とに，夜寝るときは，眠っている間も主が

見守ってくださるように，主に身を託して寝

なさい。そして，朝起きるときに，神への

感謝で心を満たしなさい。これらのことを

行うならば，終わりの日に高く上げられる

であろう。」（アルマ 37：37）

わたしが確信する第2の偉大な教えもま

た，その根拠を預言者ジョセフの示現に

置いています。つまり，イエスが生きておら

れるということです。イエスは生けるキリス

トであり，旧約聖書のエホバであり，新約

聖書のメシヤです。また，御父の指示の下

に，この地球の創造主となられました。ヨ

ハネによる福音書は次のような意味深い

言葉で始まります。「初めに言
ことば

があった。

言は神と共にあった。言は神であった。

この言は初めに神と共にあった。

すべてのものは，これによってできた。

できたもののうち，一つとしてこれによらな

いものはなかった。」（ヨハネ 1：1－3）

特に最後の「すべてのものは，これによ

ってできた。できたもののうち，一つとして

これによらないものはなかった」という節

に注目してください。

イエスこそ偉大な創造主でした。シナイ

山で戒めをお書きになったのは，イエスの

指でした。天の住まいを去って地上に来

られ，最もつましい環境でお生まれになっ

たのは，このイエスでした。務めを果たさ

れた短い期間，このイエスは人の病を癒
いや

し，

見えない者を見えるようにし，死者をよみが

えらせ，律法学者やパリサイ人を叱責
しっせき

され

ました。イエスは，かつて地上に生を受け

わたしの知っていること
ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長

わたしはこの業の基本的な真理について証
あかし

を述べたいと思います。
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た者のうち，唯一完全な御方でした。こう

したことはすべて御父の計画の一部でし

た。ゲツセマネの園でイエスは大いに苦し

まれ，御父に祈り求めつつ血の汗を流され

ました。しかしこれも偉大な贖
あがな

いの犠牲の

ほんの一部でしかありませんでした。イエ

スは群衆によって引き出され，ピラトの前に

連れて行かれました。群衆はイエスの死刑

を求めて叫びます。イエスは，御自分の死

刑の道具である十字架を運ばれました。そ

してゴルゴタの丘で，「父よ，彼らをおゆるし

ください。彼らは何をしているのか，わか

らずにいるのです」と叫びながら，その命を

ささげられたのです（ルカ 23：34）。

その遺骸
いがい

はアリマタヤのヨセフの墓に静

かに横たえられました。しかし3日の後，最

初のイースターの朝，その墓は空になった

のです。マグダラのマリヤがイエスに話しか

け，イエスはそれにお答えになりました。ま

た，使徒たちに御姿
みすがた

を現し，エマオへ向か

う二人の弟子とともに歩かれました。さらに，

500人ほどの人 も々復活された主を見たと

記録されています（1コリント15：6参照）。

イエスはかつてこう言われました。「わ

たしにはまた，この囲いにいない他の羊

がある。わたしは彼らをも導かねばなら

ない。彼らも，わたしの声に聞き従うであ

ろう。そして，ついに一つの群れ，ひとりの

羊飼
ひつじかい

となるであろう。」（ヨハネ 10：16）この

御言葉
み こ と ば

どおり，イエスは西半球のバウンテ

ィフルの地に集まった人々に御姿を現され

ました。ここで，旧世界で民を教えられた

のと同じように，民を教えられたのです。

このことはすべてモルモン書に詳細に記

録されています。モルモン書は主の神性に

ついて述べた第2の証です。

繰り返します。御子と御父が少年ジョセ

フに御姿を現され，御父が御子をこう紹介

されました。「これはわたしの愛する子で

ある。彼に聞きなさい。」（ジョセフ・スミス

─歴史1：17 ）

さて次に，わたしが確信していて，証し

たいことは，主イエス・キリストの贖罪
しょくざい

につ

いてです。これがなければ人生は無意味

です。これはわたしたちの存在のかなめ

です。この教えから，この地上に生を受け

る前にわたしたちがすでに生きていたこ

とが分かります。またこの世の生涯は，将

来のはるかに栄光に満ちた状態に到達す

るための一段階でしかありません。死の

悲しみは復活の約束によって和らげられ

るのです。復活祭がなければ，クリスマス

も存在しないでしょう。

次にわたしが確信をもってお話しするの

は，イエス・キリストの福音の回復です。神

権が回復されています。すなわち，神の

御名
み な

によって語る権能が人に与えられてい

るのです。この神権には二つの位がありま

す。小神権またはアロン神権として知られ

ているものは，バプテスマのヨハネによっ

て回復されました。さらに，高位の神権す

なわちメルキゼデク神権は，ペテロ，ヤコ

ブ，ヨハネによって回復されました。

アロン神権の回復に当たって，復活した

バプテスマのヨハネがその手をジョセフ・

スミスとオリバー・カウドリの頭に置き，こう

言いました。「わたしと同じ僕
しもべ

であるあな

たがたに，メシヤの御名によって，わたし

はアロンの神権を授ける。これは天使の

働きの鍵
かぎ

と，悔い改めの福音の鍵と，罪

の赦
ゆる

しのために水に沈めるバプテスマの

鍵を持つ。」（教義と聖約 13：1 ）

ウィルフォード・ウッドラフ大管長は，晩年，

教会の若人に向かって次のように語って

います。「わたしは皆さんにぜひ訴えたい

ことがあります。それは，神権の召しを尊

んで大いなるものとするならば，その人が

祭司であれ，使徒であれ，何ら違いはな

いということです。祭司は天使の働きの鍵

を持っています。わたしは祭司の職にあ

ったとき，使徒，七十人，長老，そのいずれ

の職にあるときにも増して，豊かな主の守

りを受けました。」（Millennial Star, 1891

年10月5日付，629）

メルキゼデク神権，すなわち大神権は人

に，他の人々の頭に手を置いて祝福を授

ける力を与えます。また，病気の人にも祝



福を授けます。新約聖書の中でヤコブは

こう宣言しています。「あなたがたの中に，

病んでいる者があるか。その人は，教会

の長老たちを招き，主の御名によって，オ

リブ油を注いで祈ってもらうがよい。」（ヤコ

ブの手紙 5：14 ）

最後に，わたしは主の宮の祝福につい

ても触れることにします。これは古代の福

音の回復によってもたらされたものです。

近年その数が著しく増大した神殿は，

ほかの場所では得られない祝福を提供す

るものです。この聖なる宮で行われるすべ

てのことは，人の永遠と関係があります。

この中では，夫と妻と子供が永遠の家族

として結び固められます。結婚とは「死が

二人を分かつまで」のものではありません。

夫婦双方がその祝福にふさわしく生きて

いれば，永遠のものです。すべての事柄の

中で最も驚くべきことは，主の宮の中で身

代わりの業を行う権能があるということで

す。神殿の中では，生前に儀式を受ける

機会のなかった死者のために，儀式が執

り行われています。

最近アイダホフォールズで，夫を亡くした

ある女性について聞きました。この女性は，

15年以上にわたって，アイダホ州のアイダホ

フォールズ神殿で2万人もの人々の代理と

してエンダウメントを受け続けてきました。

ある金曜日に2万人目のエンダウメントを終

え，翌日の土曜日に神殿にまた参入しても

う5人分の儀式を受けました。そしてその

翌週，亡くなったのです。

この小さな一人の女性が成し遂げたこ

とを考えてみてください。今朝このカンファ

レンスセンターに集っているのと同じくらい

多くの人のために代理としてエンダウメント

を受けたのです。幕の向こう側でどれほ

ど多くの人に喜んで迎えられたことでしょ

うか。

兄弟姉妹の皆さん，これが皆さんに厳

粛に述べるわたしの証です。

忠実な末日聖徒の皆さん一人一人を，

神が祝福してくださいますように。皆さんの

家庭に平安と愛があり，皆さんが行うすべ

てのことに，皆さんを導く信仰と祈りがあ

りますよう，イエス・キリストの聖なる御名に

よって，へりくだり祈ります，アーメン。

ソ
ルトレーク盆地のあるステーク

大会を管理したときのことで

す。神権の鍵
かぎ

について話して

いたわたしは，若い執事定員会の会長を

説教台に招きました。神権定員会を管理

する鍵を含め，彼にはきわめて特別な職

が与えられているということを彼自身に理

解してほしかったのです。少しの間，わ

たしは彼と，鍵を持つという責任の偉大

さや，定員会に属することがいかに特別

なことであるかについて話しました。席

に戻ってもらう前に彼の定員会には何人

の神権者がいるかと尋ねると，14人との

ことでした。

さらに聞きました。「何人が活発に集っ

ているの？」

「12人です。」

「あとの2人はどうしたのかな。」

彼はこう答えました。「これから頑張っ

て，その2人が活発に定員会へ集えるよう

にします。」

そこで，その目標をいつごろまでに達

成できそうかと聞くと，恐らく3か月ほどだ

と答えました。わたしはぜひ頑張ってほ

しいと伝えました。

そして，ほぼきっかり3か月後，彼は定

員会の全員が活発に集っていることを手

紙で伝えてくれました。彼は2人と友達に

なって，1人は執事定員会の集会に参加

するようになり，もう1人はビショップから

教師に聖任されたそうです。手紙の内容

にわたしは胸がいっぱいになりました。

神権を尊び，その鍵を使いながら主から

託された責任を果たす神権者として，何

とすばらしい模範でしょうか。神権の力

を行使して地上での主の業を管理するよ

うにと，主がお立てになった計画に驚か

ずにいられません。

まだ14歳にもならないこの若い男性は，

生涯にわたる奉仕に備えるための尊い訓

練を受けているのです。皆さんは，彼が

5，6年後に末日聖徒イエス・キリスト教会

の宣教師となり，この奉仕を続けている

姿を思い浮かべることができますか。彼

のスーツの上着には，人生のうちの2年間

をささげることを示す名札が輝いている

ことでしょう。

この若い男性は，人への奉仕のために

神権を行使しながら経験を積んでいます

が，さらに回復のメッセージ，すなわち何

千人もの宣教師が今
こん

日
にち

世界に宣言してい

るメッセージについて揺るぎない理解を

得ることで，自らを備えなければなりませ

ん。このメッセージは，時満ちる神権時

代である現代に福音が回復されたことを

回復のメッセージ
十二使徒定員会

L・トム・ペリー長老

わたしたちは地上にイエス・キリストの完全な福音が回復されていることを世界に宣言

しています。

●日曜午後の部会
2007年4月1日
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伝えています。そしてこの福音に耳を傾

けて従うすべての人には祝福が与えられ

るのです。

最初の示現

時満ちる神権時代は，15歳にも満たな

いもう一人の若い男性に与えられた非常

に特別な示現によって到来しました。彼

は宗教に関して心に疑問を抱き，答えを

求めて祈るべく森へ行きました。ジョセ

フ・スミスは目の前に開かれた栄えある

示現をこのような言葉で描写しています。

「わたしは自分の真上に，太陽の輝きに

も勝って輝いている光の柱を見た。そし

て，その光の柱は次第に降りて来て，光

はついにわたしに降り注いだ。

……そして，その光がわたしの上にと

どまったとき，わたしは筆紙に尽くし難い

輝きと栄光を持つ二人の御方がわたしの

上の空中に立っておられるのを見た。す

ると，そのうちの御一方がわたしに語りか

け，わたしの名を呼び，別の御方を指し

て，『これはわたしの愛する子である。彼

に聞きなさい』と言われた。」（ジョセフ・

スミス－歴史1：16－17）

この示現により，父なる神とその愛
あい

子
し

イエス・キリストが別々の御方であられる

ことが明らかにされました。それぞれが

栄光を受けた完全な骨肉の体をお持ちで

あることが分かったのです。このようにし

て，神の概念に関して何世紀も存在して

きた誤解が解けました。ジョセフ・スミス

が信仰箇条を書いたとき，第1条で「わた

したちは，永遠の父なる神と，その御子

イエス・キリストと，聖霊とを信じる」と宣

言したのは実にもっともなことです（信仰

箇条1：1）。

モルモン書

預言者が最初の示現を人に語ると，す

ぐに疑念，不信，誤報が起こることを御存

じであった主は，主イエス・キリストにつ

いてのもう一つの証
あかし

であるモルモン書を

世に出されました。この古代の聖典は聖

書と肩を並べる神聖な書物であり，イエ

ス・キリストの完全な永遠の福音が記さ

れています。また，ジョセフ・スミスが確

かに神の預言者であることを世に確信さ

せる証拠が載っています。モルモン書が

世に出ることについて，教義と聖約には

次のような宣言が書かれています。

「〔神はジョセフ・スミスを〕鼓舞する

数々の戒めを下された。

また，前もって備えられた手立てによっ

て，『モルモン書』を翻訳するために，高

い所から彼に力を授けられた。

この書には，ある堕落した民の記録と，

異邦人ならびにユダヤ人にあてたイエ

ス・キリストの完全な福音が載っている。

これは霊感によって与えられ，天使た

ちの働きによってほかの人々に確認され，

その人々によって世の人々に知らされる

のである。

これらのことは，聖文が真実であるこ

と，また神が実に人々に霊感を与えて，昔

と同じようにこの時期と時代にあっても

神の聖なる業に人々を召しておられるこ

とを，世に証明している。」（教義と聖約

20：7－11）

モルモン書の翻訳は，それ自体が奇跡

であり，その書物の神聖な起源をさらに

証明しています。オリバー・カウドリが預

言者の筆記者として奉仕するため，1829

年4月5日にペンシルベニア州ハーモニー

に到着したとき，モルモン書の翻訳は最

後の部分に当たるほんの数ページしか終

わっていませんでした。その晩ジョセフ

とオリバーはともに座り，夜が更けるまで

大会訪問者にあいさつする，ユタ州ソルトレーク・シティー・テンプルスクウェア伝道部の姉妹宣教師たち。



預言者の経験について話し合いました。

そして2日後の4月7日，彼らはモルモン書

の翻訳を始めました。それから3か月の間

ジョセフは驚くべき速さで翻訳し，約60日

で，印刷にしておよそ500ページ分の作業

を終えています。

オリバーは目を見張るようなこの経験を

次のように記しています。「これらの日々 は，

決して忘れられないものであった。天の

霊感によって語られた声，この胸にこの

上ない感謝の念を呼び起こした声の下に

座していたのである。彼が『モルモン書』

と呼ばれる歴史すなわち記録を，ウリム

とトンミム……を用いて翻訳するままに，

わたしは，来る日も来る日も，彼の口から

出る言葉を絶え間なく書き続けた。」

（Messenger and Advocate，1834年10月

号，14。ジョセフ・スミス―歴史1：71，注

も参照）

神　権

翻訳を進めながら，ジョセフとオリバー

はこの書物に記されている教義に胸を躍

らせました。特に印象的だったのは，復

活された救い主が西半球の住民を訪れて

教えられたバプテスマの教義です。彼ら

の心に，バプテスマの教義の大切さが

はっきりと示されました。ジョセフとオリ

バーは，自分たちがどのようにしてバプテ

スマを受けるという祝福にあずかれるの

かを知るために，熱烈な祈りをもって主

を求めることにしました。

1829年5月15日，彼らはサスケハナ川近

くの森でひざまずいて祈りました。そこ

での出来事をオリバーは次のように書い

ています。「突如，永遠のただ中から来

たかのように，贖
あがな

い主の声がわたしたち

に平安を告げられた。それと同時に，と

ばりが分けられ，神の天使が栄光をま

とって降
くだ

って来て，わたしたちが切に待

ちこがれていた知らせを告げ，悔い改め

の福音の鍵を渡してくださったのである。

何という喜びであろう。何という驚異で

あろう。何という驚きであろう。世の

人々が苦しみ，当惑していたときに――

幾百万の人々が目の不自由な人のように

壁を手探りしていたときに，また万人が一

団となって不確実な状態にとどまってい

たときに，……わたしたちの目は見，わた

したちの耳は聞いたのである。」

（Messenger and Advocate，1834年10月

号，15。ジョセフ・スミス―歴史1：71，注

も参照）

その天使は，自分の名はヨハネといい，

新約聖書の中でバプテスマのヨハネと呼

ばれている者だと言いました。ヨハネは

ジョセフとオリバーの頭に手を置いて言

いました。

「『わたしと同じ僕
しもべ

であるあなたがたに，

メシヤの御
み

名
な

によって，わたしはアロンの

神権を授ける。これは天使の働きの鍵と，

悔い改めの福音の鍵と，罪の赦
ゆる

しのために

水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。また，

レビの子らが再び義をもってささげ物を

主にささげるまで，これは決して再び地上

から取り去られることはないであろう。』

その方は，このアロン神権には聖霊の

賜
たま

物
もの

を授けるための按
あん

手
しゅ

をする力はない

が，これは将来わたしたちに授けられる

と言われた。またその方は，行ってバプ

テスマを受けるようにわたしたちに命じ，

わたしがオリバー・カウドリにバプテスマ

を施し，その後彼がわたしにバプテスマ

を施すようにと指示された。

それでわたしたちは行ってバプテスマ

を受けた。わたしがまず彼にバプテスマ

を施し，その後，彼がわたしにバプテス

マを施した。それから，わたしが彼の頭

に手を置いて，彼をアロン神権に聖任し，

その後，彼がわたしに手を置いて，わた

しを同じ神権に聖任した。そのようにわ

たしたちは命じられたからである。」（ジョ

セフ・スミス―歴史1：69－71）

その後間もなく使徒ペテロ，ヤコブ，ヨ

ハネが現れ，同じ業に携わる二人の僕の

頭に手を置き，メルキゼデク神権を授け

ました。

イエス・キリストの教会

主の御名によって行動する力が再び地

上に存在するようになった後，ジョセフは

正式に教会を組織するように命じられま

した。1830年4月6日，ニューヨーク州フェ

イエットにあるピーター・ホイットマー・シ

ニアの家で，すでにバプテスマを受けて

いた6人の男性が，神の戒めにより，イエ

ス・キリストの教会を組織することを全会

一致で決議しました。その集会で次のよ

うな啓示が与えられました。

「見よ，あなたがたの間で記録を記さ

なければならない。そして，その記録の

中で，父なる神の御
み

心
こころ

とあなたがたの主

イエス・キリストの恵みによって，あなた

〔ジョセフ・スミス〕は聖見者，翻訳者，預

言者，イエス・キリストの使徒，教会の長

老と呼ばれなければならない。

あなたは，教会の基を据えて，最も聖

なる信仰のためにこれを築き上げるよう

に，聖霊による霊感を受けた。

この教会は，あなたがたの主の千八百

三十年，第四の月，四月と呼ばれる月の第
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六日に組織，設立された。

それゆえ，彼がわたしの前を完全に聖
きよ

く歩み，わたしの言葉と戒めを受けるとき，

あなたがた教会員は，彼があなたがたに

与えるそれらのすべてを心に留めなけれ

ばならない。

あなたがたは忍耐と信仰を尽くして，

あたかもわたし自身の口から出ているか

のように，彼の言葉を受け入れなければ

ならない。」（教義と聖約21：1－5）

このようにして，救い主の教義と教えを

もって人類に祝福を与えるために，イエ

ス・キリストの教会が再び地上に存在す

るようになりました。この教会は，主がい

にしえの時代に立てられた計画に従って

組織されたのです。

聖書のエペソ人への手紙の中でパウロ

はこう宣言しました。

「彼は，ある人を使徒とし，ある人を預

言者とし，ある人を伝道者とし，ある人を

牧師，教師として，お立てになった。

それは，聖徒たちをととのえて奉仕の

わざをさせ，キリストのからだを建てさせ，

わたしたちすべての者が，神の子を信

じる信仰の一致と彼を知る知識の一致と

に到達し，全き人となり，ついに，キリス

トの満ちみちた徳の高さにまで至るため

である。

こうして，わたしたちはもはや子供では

ないので，だまし惑わす策略により，人々

の悪巧みによって起
おこ

る様々な教
おしえ

の風に吹

きまわされたり，もてあそばれたりするこ

とがなく，

愛にあって真理を語り，あらゆる点に

おいて成長し，かしらなるキリストに達す

るのである。」（エペソ4：11－15）

ヒンクレー大管長は回復に関して次の

ように述べています。「幾世代もの人々が

この地上に生を受けました。その多くは

争い，憎悪，暗黒，そして悪の中で生涯を

送りました。しかしついに，回復というあ

の偉大な更新の時代が訪れました。御父

と御子が少年ジョセフに御
み

姿
すがた

を現され，

栄光に満ちた福音の時代の幕が切って落

とされたのです。こうして世界は，時満ち

る神権時代の夜明けを迎えました。過去

のすべての神権時代に存在したすべての

善なるもの，美しいもの，神聖なものが，

この最も注目すべき時代に回復されまし

た。」（「明るい夜明けだ」『リアホナ』2004

年5月号，82－83）

わたしたちのメッセージはたぐいまれ

なものです。わたしたちは地上にイエス・

キリストの完全な福音が回復されている

ことを世界に宣言しています。また，天で

も地でも結び固めの力を持つ神権の鍵が

人に回復されていることを大胆に宣言し

ています。主は，主とともに永遠の命に入

るために必要な儀式を明確にされていま

すが，人を救うそれらの儀式は，今や主

の聖なる神権の力をふさわしく行使する

人々に与えられている結び固めの権能に

よって執り行うことができるのです。わた

したちは，聖書の預言者たちによって末

日と呼ばれた時が今であることを世界に

宣言します。今はイエス・キリストが地球

を支配し統治するために来られる前，つ

まり最後の時なのです。

回復されたイエス・キリストの福音の

メッセージをわたしたちから聞くようすべ

ての人々にお勧めします。そうすれば，こ

の栄えあるメッセージと他の人々から聞

くかもしれない事柄とを比較することが

でき，どちらが神からで，どちらが人から

出たものか判断できるでしょう。

この教会は，末日に回復されたイエス・

キリストの教会であることを証します。わ

たしたちの主なる救い主，イエス・キリス

トの御名によって，アーメン。



「今
日ではなく」という意味の「い

つか」という言葉には，危険が

伴います。「いつか悔い改めよ

う」「いつか彼を赦
ゆる

そう」「いつか友達に

教会について話そう」「いつか什
じゅう

分
ぶん

の一

を納め始めよう」「いつか神殿に行こう」

「いつか……」

聖文には，引き延ばすことの危険性が

はっきりと書かれています。もう時間がな

いことに気づく時が来るのです。今日とい

う宝物を与えてくださる神から，その時間

をどのように使ったかを報告するように求

められます。明日悔い改めよう，明日主に

仕えようと思いながらもその日は決して訪

れず，行うことを夢見ながらもその機会が

去ってしまうなら，わたしたちは涙を流し，

主も涙を流されることでしょう。「今日」と

いう日は神からの大切な贈り物なのです。

「いつかやろう」という思いは，時という機

会と永遠の祝福を奪い去ってしまいます。

モルモン書には，厳粛な警告と勧告の

言葉が記されています。

「さて，前に話したように，あなたがた

にはすでに非常に多くの証拠があるの

で，最後まで悔い改めの日を引き延ばす

ことのないように切に勧める。永遠に備

えるためにわたしたちに与えられている

現世の生涯を終えると，見よ，もしわたし

たちが現世にいる間に時間を有益に用い

なければ，後から暗
くら

闇
やみ

の夜がやって来る。

そして，そこでは何の働きもできない。

あなたがたはその恐ろしい危機に陥る

ときに，『わたしは悔い改めて神に立ち返

ろう』と言うことはできない。あなたがた

はこのように言うことはできない。なぜな

らば，現世を去るときにあなたがたの肉

体を所有しているその同じ霊が，あの永

遠の世で，あなたがたの肉体を所有する

力を持つからである。」1

そしてアミュレクは，悔い改めと奉仕の

業を引き延ばすなら，主の御
み

霊
たま

は去って

しまうと警告しています。

しかしアミュレクは，警告の言葉ととも

に，このような希望も与えています。

「わたしはこのことを知っている。主は

清くない宮に住まず，義人の心に住むと

言われたからである。主はまた，義人は

主の王国で座に着いて二度とそこを去る

ことがなく，義人の衣は小羊の血によって

白くされるとも言われた。」2

聖文には，賢明な神の僕
しもべ

たちの数々の

模範が記されています。彼らは皆，自分

たちが生きている時を大切にし，清めを

もたらす事柄を行うことを選びました。ヨ

シュアもその中の一人です。ヨシュアはこ

う言いました。「あなたがたの仕える者

を，きょう，選びなさい。ただし，わたしと

わたしの家とは共に主に仕えます。」3

主に仕えるとき，聖霊がともにいてくだ

さるようになります。聖霊は罪を清めてく

ださる御方です。

罪のない救い主でさえも，引き延ばさ

ないことの必要性を模範によって示して

くださいました。主はおっしゃいました。

「わたしたちは，わたしをつかわされたか

たのわざを，昼の間にしなければならない。

夜が来る。すると，だれも働けなくなる。

わたしは，この世にいる間は，世の光で

ある。」4

復活した救い主は，今日も，永遠にわ

たっても，世の光であられます。主は引

き延ばすことなく，御自身のもとに来て仕

えるように招いておられます。次の言葉

は，皆さんやわたしへの主の励ましの言

葉です。「わたしは，わたしを愛する者を

愛する，わたしをせつに求める者は，わ

たしに出会う。」5

一日についても，一生についても同じ

ことが言えます。朝の祈りと聖文の研究

によって，主のために何ができるかを知

ることは，その日一日の行動を左右します。

わたしたちが選び得るすべての行動の中

から，どれが神にとって，つまりはわたし

たちにとって最も重要かを知ることがで

きます。そのような祈りは必ずこたえられ

ることを，わたしはこれまで学んできまし

た。幼
おさな

子
ご

のように従順になり，尋ね，思い

巡らし，どんなにささいな奉仕であっても先

延ばしすることなく実行する備えができて

いるなら，必ず答えが与えられるでしょう。

多くの場合，最も大切なことを行うのは

簡単ではありません。簡単にいくように定

められてはいないからです。神の創造の

目的は，自らのふさわしさを証明する機会

をわたしたちに与えることでした。神の計

画は，わたしたちが誕生する前に霊界で

示されました。霊界で雄 し々くあったわた

したちは，神の最も偉大な賜
たま

物
もの

である永

遠の命に備えるために，現世において誘

惑に屈しない選択をする機会を得ました。

たとえ容易ではなくても，それに忠実で従

順でいられるかどうかが試されると知って，

「今日
き ょ う

」という日
十二使徒定員会

ヘンリー・Ｂ・アイリング長老

わたしたちには，永遠の命を得るために今，ここでなすべき事柄があります。それらを

引き延ばすという悲劇を避けるために，すべての人が主の助けを必要としています。
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わたしたちは喜びました。「そして，わたし

たちはこれによって彼らを試し，何であろ

うと，主なる彼らの神が命じられるすべて

のことを彼らがなすかどうかを見よう。」6

その試しがどれほど困難であるかを知

りながらも，わたしたちは必ずその試しに

耐えられるという確信があったために喜

びました。その確信は，イエス・キリストが

救い主として世に来られるという知識から

来るものでした。主は死を克服されます。

そして，主の贖
あがな

いの力を受ける条件を満

たすなら，罪から清めてくださるのです。

また，清めを受けるためには何が必要

かということについても，確かな知識を得

ていました。権能を持つ者から受けるバ

プテスマ，権能を持つ神権者の手によって

与えられる聖霊，主を覚え，主の御霊を常

に共にすること，そして主の戒めを守るこ

と，……これらすべての清めに必要なもの

が，へりくだる者に与えられるのです。特

別な知性や富，長生きすることは必要あり

ません。そしてわたしたちは，試練が難し

く，引き延ばそうとする誘惑が大きいとき

に，救い主がわたしたちをみもとに引き寄

せてくださり，わたしたちを助ける力を

持っておられることも知っていました。偉

大な預言者アルマは，キリストがその力を

どのように得られたか説明しています。

「そして神の御子は，あらゆる苦痛と苦

難と試練を受けられる。これは，神の御

子は御自分の民の苦痛と病を身に受けら

れるという御
み

言
こと

葉
ば

が成就するためである。

また神の御子は，御自分の民を束縛し

ている死の縄目を解くために，御自身に

死を受けられる。また神の御子は，肉に

おいて御自分の心が憐
あわ

れみで満たされる

ように，また御自分の民を彼らの弱さに

応じてどのように救うかを肉において知

ることができるように，彼らの弱さを御自

分に受けられる。」7

わたしたちには，永遠の命を得るため

に今，ここでなすべき事柄があります。そ

れらを引き延ばすという悲劇を避けるた

めに，すべての人が主の助けを必要とし

ています。ほとんどの人にとって，引き延

ばそうとする誘惑は，次の二つの思いの

どちらか，あるいは両方の形で来ます。

それらは相反する思いで，一つは，自分

がすでにしたことへの自己満足であり，も

う一つは，もっとしなければならないこと

に圧倒されてしまう思いです。

自己満足はだれもが陥りやすい危険で

す。霊的な事柄をする時間は将来十分あ

ると考える，純真な青少年にもその危険

性があります。これまで生きてきた短い

期間からすれば，十分いろいろなことを

行ったと考えるのです。わたしは自分の

経験から，主がそのような青少年に，自分

が霊的成長の過程にいることに気づかせ

てくださることを知っています。主は青少

年の皆さんに，自分がクラスメートから見

られていることを思い出させてくださいま

す。皆さんがすること，しないこと，その

行いを見ることによって，級友たちの永遠

の行く末が決まることを理解できるように

してくださいます。友人に対する「良い影

響を与えてくれてありがとう」という感謝

の言葉は，皆さんが考える以上に彼らを

高めます。皆さんが願い求めるなら，神

は幼いころから皆さんのそばにいる友人

を高める機会を示すことがおできになり

ますし，実際そうしてくださるのです。

自己満足は，熟年に達した大人にも悪

影響を及ぼします。良い働きをして，長く

仕えれば仕えるほど，誘惑する者は皆さん

の心にこのようなうそを吹き込もうとしま

す。「もう十分働いたから，そろそろ休みを

取る時期だ。」皆さんは，小さな支部で初

等協会の会長を2度も果たしたかもしれま

せんし，伝道地で長い間，熱心に働き，多

くの犠牲を払ったかもしれません。あるい

は，皆さんの国において教会の開拓者

だったかもしれません。「奉仕は新しい人

に譲ろう。もう自分の分は果たした」という

思いを持つかもしれません。いつの日か，

もう一度奉仕の業に戻ればいいと信じる

ように誘惑されるのです。

もう十分に働いたから休みを取ろうと

考えることの危険性についても，主は気

づかせてくださいます。ある年配の主の

僕と話す機会を通して，主はわたしに気

づかせてくださったのです。彼は長年の

忠実な働きと病気のために身体が弱り，

医者からは外出を禁止されていました。

わたしは彼の願いにこたえて，わたしの

経験したある旅の話をしました。その旅

では，主に仕えて幾つもの国を訪問し，

多くの集会に出席し，大勢の人と面接し，

個人や家族を助けました。人々が，彼と

その長年にわたる働きに感謝しているこ

とも伝えました。近 ど々こか訪問する予定

があるかと聞かれたので，また長い旅に

出る予定であることを伝えました。わた

しは彼の次の言葉に驚くと同時に，自己

満足という病気にかからないためのワク

チンを受けたような気がしました。彼は

わたしの腕をつかみこう言ったのです。

「ああ，どうかわたしも一緒に連れて行っ

てください。」そのワクチンの効果が永遠

に続くよう願っています。

贖いによってわたしたちの性質が変え

られ，永遠の命を受けるに足りるほど，自

分が十分に仕えたかどうかを知るのは難

しいことです。また，あとどのくらい仕え

たら，そのような大きな変化が起きるのか

も分かりません。しかし，時間を無駄に

しないかぎり，時は十分与えられている

ことは分かります。聖文には，すばらしい

記述があります。

「また，人の子らの命は，肉にある間に

悔い改めることができるように，神の御
み

心
こころ

によって引き延ばされた。したがって，彼

らの状態は試しの状態となり，彼らの寿

命は主なる神が人の子らに与えられた命

令で長くされた。」8

主から与えられるその確信は，様々な

状況下で押しつぶされそうになっている

人々の助けになります。最も難しい試練

にあっても，祈る力さえあれば，愛に満ち

た神にこう祈ることができます。「どうか，



わたしに今日，仕えさせてください。自分

にできることがどんなに少なくてもかまい

ません。ただ，わたしに何ができるかを

お示しください。わたしは今日従います。

お父様の助けがあれば，きっとできます。」

主からの静かな招きは，皆さんを傷つ

けた人を赦すようにという，とても分かり

やすいことかもしれません。それは病院

のベッドからでもできます。あるいは，空

腹の人を助けに行くようにという促しかも

しれません。自分も貧しく，一日中働いて

疲れ切っているために，圧倒されてしま

うこともあるでしょう。しかし，もっと力と

お金があるときまで待つのではなく，示さ

れた場所へ向かいながら聖なる御霊を求

めて祈るなら，そこに着いたときに，何を

すべきか，また自分より貧しい人をどのよ

うに助けるべきかが示されるでしょう。ま

た，そこに着いたときに，人々が主の御
み

名
な

に

よって，皆さんのような人が来るのを祈り，

待ち続けていたことを知るでしょう。

自分の置かれている状況に落胆し，今

日主に仕えることはできないと感じてい

る皆さんに，わたしは二つの約束をしま

す。今日の状況がどんなに悪く思えても，

もし皆さんが心のすべてをささげて今日

主に仕えることを選ぶなら，明日はもっと

よい状況になっていることでしょう。皆さ

んが望むほど完全にはよくならないかも

しれません。しかし，重荷を背負うため

の新たな力が与えられ，荷が重すぎて背

負えないときには，皆さんが仕えた主が

代わりに背負ってくださるという，新たな

確信が与えられるでしょう。主はその方

法を御存じです。はるか昔に，備えられ

たからです。主は肉体にあって，皆さん

の弱さと悲しみをその身に受けて苦しま

れました。それは，皆さんを救う方法を

知るためだったのです。

もう一つの約束は，今日主に仕えること

を選ぶなら，主の愛を感じ，さらに主を愛

するようになるということです。次の聖句

が思い浮かぶでしょう。

「わたしはあなたがたに言う。あなた

がたはこの名をいつも心にしっかりと記

しておくことを忘れないようにしてほし

い。そうすればあなたがたは……自分が

どの声で呼ばれ，どの名で呼ばれるかが

聞いて分かるであろう。

なぜならば，仕えたこともなく，見も知

らぬ他人で，心の思いと志を異にしてい

る主人を，どのようにして人は知ることが

できようか。」9

今日，主に仕えることによって，主を

もっとよく知ることができます。主の愛と

ねぎらいを感じるでしょう。そのような祝

福を受けることを引き延ばしたいとは思わ

ないでしょう。主の愛を感じることによっ

て，自己満足や落胆を取り去り，再び主に

仕えようという思いに駆られるのです。

主に仕えるとき，どのような声で呼ばれ

るかがもっと分かるようになります。

一日を終えて眠りに就くとき，次の言葉

が心に浮かぶのです。「良い忠実な僕よ，

よくやった。あなたはわずかなものに忠

実であった……。」10 今日，毎日，そして人

生の終わりに，そのような言葉が与えられ

るようにと祈っています。

わたしは天の御父が生きておられ，祈

りにこたえてくださることを知っています。

イエスが生けるキリスト，世の救い主であ

られ，わたしたちが今日，主に仕えること

を選ぶなら，喜びと平安が得られること

を知っています。イエス・キリストの御名

により，アーメン。

注

1．アルマ34：33－34

2．アルマ34：36

3．ヨシュア24：15

4．ヨハネ9：4－5

5．箴言8：17

6．アブラハム3：25

7．アルマ7：11－12

8．2ニーファイ2：21

9．モーサヤ5：12－13

10．マタイ25：21。23節も参照
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キ
リスト教は，永遠の父なる神の独

り子であるイエス・キリストの生

涯，およびその務めを信奉してい

ます。キリスト教会は世界の至る所にあり

ますが，その教義は様々です。ある伝道部

会長の娘で14歳になるコートニーは，高校

に入学するとクラスメートたちからクリス

チャンなのかどうか聞かれました。末日聖

徒イエス・キリスト教会の通称を使って，

「モルモンよ」と答えると，嘲
ちょう

笑
しょう

されたそ

うです。そこで，家に帰るなり母親に尋ね

ました。「お母さん，わたしたちはクリス

チャンなの？」

わたしは，この教会ではなく別の教会に

集う熱心な信者の家庭で育ちました。わ

たしは生後間もなく洗礼を受けて，その教

会の会員になりました。家族は毎週教会

に行きましたし，わたしはきょうだいたちと，

牧師が日曜日の礼拝行事を行うのを長年

手伝っていました。また，家族は毎日集

まって一緒に祈っていましたから，家族の

祈りの大切さも学んでいました。わたしは

いつかその教会の牧師になるつもりでし

た。わたしたちには，どこから見ても敬虔

なクリスチャンだという自負がありました。

ところが大学生のころに，救い主を中

心にした信仰を持つ末日聖徒イエス・キリ

スト教会の会員と親しくなり，その教えに

触れる機会がありました。この末日にイエ

ス・キリストの福音が回復された，という教

義を学び始めたのです。わたしはそれま

で知らなかった真理を学び，人生も，福音

に対する見方も変わりました。大いに研究

し，祈り，信仰をはぐくんだ結果，この教会

にしか見いだすことのできない，麗しい回

復された真理を受け入れることにしまし

た。

回復された真理の中でわたしが最初に

学んだのは，神会の属性でした。神会は

3人の別個の御方から成るという真のキリ

ストの教義は，聖書の時代には知られて

いました。神は幾つかの場面で，御自身

の独り子イエスについて証
あかし

しておられます。

イエスがバプテスマを受けられたとき，神

はこう言われました。「これはわたしの愛

する子，わたしの心にかなう者である。」1

イエス御自身も，父なる神について次のよ

うに証されました。「永遠の命とは，唯一

の，まことの神でいますあなたと，また，あ

なたがつかわされたイエス・キリストとを知

ることであります。」2 わたしたちは次のこ

とを知っています。イエスが亡くなって復

活された後，ステパノは，「聖霊に満たされ

て，天を見つめていると，神の栄光が現れ，

イエスが神の右に立っておられるのが見

え〔ました〕。そこで，彼は『ああ，天が開

けて，人の子が神の右に立っておいでに

なるのが見える』と言」いました。3 このキ

リストの弟子が述べた神会についての証

は実に印象的です。

神についての知識，および神と御子と

聖霊がそれぞれ別個の御方であられると

いう知識は，キリストと使徒たちの死後失

われました。神会に関する混乱や誤った

教義は，ニカイア（ニケーア）信条とコンスタ

ンティノポリス公会議に由来しています。こ

の会議では，神会とは3人の別個の御方

から成るのではなく，ただ一人の神の中

に存在する3つの人格を指すという三位一

体説が宣言されました。キリスト教の改革

を推し進めたプロテスタントの宗教改革者

たちは，人の作ったこの教義に苦悩しまし

た。わたしもそうでした。三位一体の教義

を学んだのは青少年のころでしたが，わ

「お母さん，
わたしたちは
クリスチャンなの？」
七十人

ゲーリー・J・コールマン長老

わたしは回復された教会に改宗して以来，真の「キリストの教義」というさらなる知識に

あずかることができたのですから，特別に恵まれた敬
けい

虔
けん

なクリスチャンだと言えます。



たしには理解できませんでした。

しかし，預言者ジョセフ・スミスの経験し

た，最初の示現の中で明らかになった輝

かしい真理はわたしにとって衝撃的でし

た。この真理を知らされてようやく，わたし

は永遠の父なる神とその独り子の属性に

ついて真理を理解することができたので

す。ジョセフは次のように宣言しています。

「わたしは筆紙に尽くし難い輝きと栄光を

持つ二人の御方がわたしの上の空中に

立っておられるのを見た。すると，そのうち

の御一方がわたしに語りかけ，わたしの

名を呼び，別の御方を指して，『これはわ

たしの愛する子である。彼に聞きなさい』

と言われた。」4 この天の示現は，驚くべき

ものであると同時に分かりやすくて貴い，

神とその御子に関する知識を再び地上に

回復しました。その知識は，過去に学ん

だ三位一体の教義をわたしの心から一掃

しました。人が作った教義には，神会に

関して重大な誤りがありました。天から与

えられた啓示がその誤りに取って代わっ

たのです。わたしは神がわたしたちの天

の御父であられることを知っています。そ

の御子イエス・キリストはわたしの救い主で

す。聖霊は，御父と御子について証してく

ださいます。主イエス・キリストが復活され

たことを，この末の日に神が人類に知らせ

てくださったことに深く感謝しています。救

い主は生きていて，人に御姿
みすがた

を現し，語り，

現代の預言者や使徒を通して御自身の教

会の業を指示しておられます。主が教えて

くださったこの真理はまことにすばらしい

ものです。主は良い羊飼いとして，今も御

自分の羊を見守っておられます。

この教会の求道者だったころ，回復され

た真理のうち2番目にわたしが学んだの

は，聖文と啓示が新たに与えられるという

教義でした。預言者イザヤは示現の中で1

冊の書物を見ました。これは「不思議な驚

くべきわざ」5 とイザヤが宣言した業の一

端を担う書物です。わたしは『モルモン書

――イエス・キリストについてのもう一つの

証』こそ，この書物であると証します。モル

モン書は，キリストのみもとに来るようすべ

ての人を招くために，神の預言者たちが

書いた神聖な記録です。また，イエス・キリ

ストの福音を完全な形で明らかにする助

けとなる書物です。モルモン書には，救い

主がお生まれになる前からキリストの御
み

名
な

を受けていた預言者やその他の忠実な教

会員について書かれています。6 この書物

は，復活したキリストが人々に，この世に

あって平安を得，来
きた

るべき世にあって永遠

の救いを得るためには何をしなければな

らないかを説かれたことを告げています。

主の御名を受け，御自身のようになりなさ

いという主の勧告に従おうと努めている人

以上にクリスチャンと呼ぶにふさわしい人

がいるでしょうか。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は，「わた

しには，クリスチャンたちがなぜこの書物

を受け入れないのか，その理由が分かり

ません」7 と言っています。わたしが初めて

モルモン書を読んだのは21歳のときです。

続いて，この書物が真実かどうか神に尋ね

ました。そして，平安を与える聖霊の力に

よって真実であることがはっきりと分かりま

した。8 わたしは，モルモン書がイエス・キ

リストについての二つ目の証であることを

知っています。この神聖な書物には，「わ

たしたちはキリストのことを話し，キリスト

のことを喜び，キリストのことを説教し，キリ

ストのことを預言〔する〕」9 という預言者の

宣言が収められています。この宣言にわ

たしの証を付け加えます。わたしは，主が

これまでに語ってくださった御
み

言
こと

葉
ば

一つ一

つに，そしてこれから語ってくださるであろ

う御言葉一つ一つに感謝しています。主

が語られる御言葉は，わたしたちの渇き

を潤してくれる命の水です。

回復された福音の真理の中でわたしが

理解するようになったもう一つの教えは，

神権の権能，つまり神の御名によって働く

ための力の回復です。エリヤやモーセ，バ

プテスマのヨハネ，ペテロ，ヤコブ，ヨハネ

ら古代の預言者や使徒がわたしたちの時
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代に神とキリストから遣わされ，神の神聖

な神権が回復されました。この教会の神

権者はだれでも，神権の系譜をイエス・キ

リストまでたどることができます。現在，教

会を設立する鍵
かぎ

を人間が持っており，人は

キリストのみもとに来て，永遠に効力を及

ぼす主の救いの儀式を受けることができ

ます。10 この教会がイエス・キリストの教会

であることを証します。この教会は，真の

神権の権能を与えられている唯一の教会

です。この権能があるので，神聖な儀式

を通して救いの鍵を行使できるのです。

コートニーはこう尋ねました。「お母さん，

わたしたちはクリスチャンなの？」末日聖徒

イエス・キリスト教会の会員であるあなた

は，確かにクリスチャンです。わたしもそう

です。わたしは回復された教会に改宗し

て以来，真の「キリストの教義」11 というさ

らなる知識にあずかることができたので

すから，特別に恵まれた敬虔なクリスチャ

ンだと言えます。回復された真理は，この

教会にはイエス・キリストの完全な福音が

あると教えています。ほかの教会員と同様，

現在のわたしは神会の属性を正しく理解

しており，新たに与えられた聖文や啓示を

読むことができ，神権の権能の祝福にあ

ずかることができます。そうです，コート

ニー。わたしたちはクリスチャンです。わ

たしは，これまで述べてきたことが真実で

あることを証します。イエス・キリストの御

名によって，アーメン。

注

1．マタイ3：17

2．ヨハネ17：3

3．使徒7：55－56

4．ジョセフ・スミス―歴史1：17

5．イザヤ29：14。11－12，18節も参照

6．アルマ46：14－16参照

7．「わたしたちの信仰の驚くべき基盤」『リ

アホナ』2002年11月号，81

8．モロナイ10：4－5参照

9．2ニーファイ25：26

10．教義と聖約2章；13章；110章；112：

32参照

11．2ニーファイ31：2。3ニーファイ11：

31－36も参照
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愛
する兄弟姉妹，わたしは，預言

者と十二使徒が地上にいて霊

感と導きを与えてくれる時期と

時代にわたしたちが生きていることを感

謝します。モーセやアブラハム，そしてこ

の世に存在したほかのすべての預言者と

同じように，ヒンクレー大管長が確かに神

の預言者であることを証
あかし

します。今朝，

大管長から与えられた勧告に感謝すると

ともに，この総大会の終わりにもう一度お

話を聞けることをうれしく思っています。

今日
きょう

わたしは，特に教会の若い男性と

若い女性の皆さん，そして両親および青

少年の指導者に向けて話したいと思いま

す。また，神の王国で奉仕するための驚

くべき才能と能力，そして可能性を備え

たヤングシングルアダルトの皆さんにも話

します。

ヒンクレー大管長は皆さんの世代につ

いて次のように話しました。「このような時

代はかつてありませんでした。世界の歴

史の中で，生を受けるのにこれほどすば

らしい時はありません！ これほど立派な

青少年のいた時代は今までありませんで

した。……皆さんは確かに『選ばれた世

代』なのです。」（Way to Be！，2002年，3）

シオンの若者である皆さんにはなすべ

き偉大な業があります。住む場所を問わ

ず，皆さんには天の御父が期待されてい

るとおりに主の御
み

心
こころ

を実践するためのあ

らゆる才能と機会が与えられています。

今日話すことが，主の御心を行おうと努力

する皆さんの役に立つよう祈っています。

1852年2月，イングランドのヤーマスで

ハンナ・ラスト・コナビーという若い女性

がバプテスマを受けました。多くの改宗

者が経験するような，静かで敬
けい

虔
けん

なバプ

テスマ会ではありませんでした。ハンナ

はその日のことを次のように書き残してい

ます。「暴徒の一団に取り囲まれた家か

ら，わたしたちはやっとの思いで抜け出

しました。……水辺に着く前に大勢の暴

徒に追いつかれてしまったので，夫はた

くさん石を投げつけられ罵
ば

声
せい

が浴びせら

れる中でわたしにバプテスマを施しまし

た。……しかし，まるで降り注ぐ雹
ひょう

のよう

にわたしたちのそばを飛んで行った石は

一つとして体に当たらず，わたしたちはこ

の奇跡的な助けに感謝しながら，無事に

主の方
か　　 た

には
誰
た　　 れ

が立つや
中央若い男性会長

チャールズ・W・ダールクウィスト2世

皆さんが主の側にとどまっているならば，敵対するものはそれを越えて皆さんを誘惑しに

来ることはできません。



家へ帰り着くことができました。」（ハン

ナ・コナビー，Autobiography and

Poems〔1881年〕，24－25）

彼女の人生はその後も決して楽なもの

ではありませんでしたが，後に，彼女は次

の言葉を残しました。

主の方には　誰が立つや

恐れず聞かん　時は至る

（「主の方には」『賛美歌』165番）

現在はあまり頻繁に歌わない賛美歌の

歌詞ですが，真理と義への決意を表した

この歌は，わたしの好きな賛美歌の一つ

です。「主の方には誰が立つや」という言

葉は，世界中の若い男性と若い女性一人

一人が自問するべき問いかけです。そし

てわたしは，皆さんが大声で「わたしで

す！」と答えてくれると信じています。

主が父リーハイを通し，真
しん

鍮
ちゅう

の版を手

に入れるためニーファイと兄たちにエルサ

レムへ戻るよう命じられたとき，ニーファイ

の心の中にあったのがこの問いかけでし

た。レーマンとレムエルがつぶやいたとき，

ニーファイは「主の方には誰が立つや」と

いう質問に答える必要がありました。そし

て「わたしです！」と言ったのです。「わた

しは行って，主が命じられたことを行いま

す。主が命じられることには，それを成し

遂げられるように主によって道が備えられ

ており，それでなくては，主は何の命令も

人の子らに下されないことを承知している

からです。」（１ニーファイ3：7）

旧約聖書の若きダビデの場合も同じで

した。まだ年のいかない羊飼いのダビデ

が前線にいる兄たちを訪れたときのこと

を思い出してください。ダビデはペリシテ

人
びと

の大男ゴリアテがイスラエルの兵士た

ちに戦いを挑むあざけりの声を聞きまし

た。イスラエルのすべての戦士はゴリア

テと戦うのを恐れました。「主の方には誰

が立つや」という問いかけに対する彼ら

の答えは，「わたしです」ではなく，「だ

れ？ わたしなの？」でした。

しかし，少年ダビデは違いました。石

と質素な羊飼いの石投げだけを手に持っ

て大男に立ち向かい，次のように言いま

した。「おまえはつるぎと，やりと，投げ

やりを持って，わたしに向かってくるが，

わたしは万軍の主の名……によって，お

まえに立ち向かう。

きょう，主はおまえをわたしの手にわた

されるであろう。わたしは，……イスラエ

ルに，神がおられることを全地に知らせ

よう。」（サムエル上17：45－46）このとき

ダビデは恐る恐るではなく，走ってこの大

男に立ち向かって行ったのです。そして

神への信仰によってゴリアテを倒し，イス

ラエルは勝利を収めることができました。

若い兄弟姉妹の皆さん，わたしは訪問

するあらゆる地で，皆さんのように気高い

青少年に会う機会があります。若い皆さ

んは，主と交わした聖約と主から与えら

れた標準を破らせようと誘惑する現代の

ゴリアテに絶えず直面しています。不敬

な言葉，社会で容認されている不道徳，

不謹慎な行為，ポルノグラフィー，テレビ

やインターネットを含むメディアが流す不

適切な映像や情報，そして蔓
まん

延
えん

する薬物

やアルコールなどに絶えず取り囲まれて

いる今，これはよりいっそう重要になって

います。つまり，どのような形にせよ，「主

の方には誰が立つや」と尋ねられない日

は1日としてないのです。皆さんがこの質

問に正しく答える備えができるよう，二つ

の短い提案をしたいと思います。

一つ目は，自分が何者であるかを決し

て忘れないことです。初等協会でわたし
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たちの多くが習った「神の子です」（『賛美

歌』189番）という賛美歌の中には簡潔な

真理が込められています。賢明で心優し

い天の御父は，わたしたちをこの地上に

送っただけで後はほうっておくようなこと

はされません。神は，わたしたちが御父

の望まれることを達成できるよう，案内人

を用意してくださったのです。御父は，わ

たしたちを助け，愛し，教えてくれる家族，

そしてわたしたちを導く生ける預言者を

与えてくださいました。さらに，大管長会

を通して，小冊子『若人の強さのために』

にある標準と，次のような約束も与えてく

ださいました。「皆さんにお約束します。

これらの標準に従い聖文にある真理を

守って生活するなら，人生の務めに知恵を

もって巧みに対処することができ，また，こ

れまで以上の勇気を得て試練に耐える力

が与えられるでしょう。聖霊の助けが得ら

れるでしょう。」（『若人の強さのために』，2）

わたしはいつも携帯版の小さな冊子を

持ち歩いています。いつもです！ 皆さん

も同じことをするようにお願いします。そ

うすれば，バスを待っているときや少し時

間が余ったときに取り出して読み，この冊

子に書かれている標準を守るという決意

を新たにすることができます。そのように

すれば，幸福と平安，そしてあふれる勇

気と自尊心が得られることを約束します。

選択の自由を使うとき，皆さんは独りで

はないことを覚えておいてください。心

優しく思慮深い天のお父様のほかにも，

皆さんが賢明な選択をするように祈って

いる人たちがいます。若いころ，わたし

はデートをしたり友人と出かけたりした

後，家に戻ったことを両親に報告してい

ました。ノックして両親の部屋のドアを開

け，「ただいま」と言ってから床に就いて

いました。ある夜のこと，デートから帰り

いつものようにノックしてドアを開けまし

た。すると，廊下の明かりが，ひざまずい

て祈っている優しい母の姿を照らしまし

た。その姿を見たとき，わたしには母が

だれのために祈っているのかが分かりま

した。その経験を忘れたことはありませ

ん。今も母がわたしのために祈ってくれ

ているという事実がわたしを勇気づけ，

自分がだれであるかということ，そして決

して独りではないことを思い起こさせて

くれます。

二つ目の提案は，自分の思いをコント

ロールできるようになることです。天の御

父が下さった幸福の計画によって，わた

したちは試しを受けるためにこの地上に

送られました。常に誘惑が存在するのは

そのためです。末日聖徒であるわたした

ちは，サタンが仕掛ける誘惑があっても

神の戒めを守らなければなりません。わ

たしの経験から言っても，思いをコント

ロールすることができれば，誘惑を避け

て戒めを守ることがとても容易になりま

す。音楽や聖文，良い詩を暗記して，心

の中に悪い思いが浮かんだときに思い出

すことは特に効果的です。

ボイド・K・パッカー会長は，賛美歌を暗

記して，不適切な思いが心に浮かぶときに

その賛美歌と置き換えるようにと勧告して

います。この教えを実践したある友人は次

のように話してくれました。「ある日，わた

しは昼食を食べようと事務所を出ました。

2ブロックほど歩いたところで，ふと自分

がお気に入りの歌，『神の子です』をハミ

ングしているのに気がつきました。どうし

てこの歌が出て来たのだろうかと思い返

してみると，事務所を出て道を横断した

ときに目の前を不適切な服装をした若い

女性が通ったことを思い出しました。そ

の瞬間，自分でも気づかないうちに，心の

中で『神の子です』の歌詞とメロディーが

流れ，不適切な思いを追い払っていたの

です。」その日，友人は自分の思いをコン

トロールする能力について大事な教訓を

学んだのでした。

このことに関して，ジョージ・アルバー

ト・スミス大管長はすばらしい勧告を残

しています。「主の領域と悪魔の領域と

の間には，はっきりと定められた境界線

があります。あなたがこのまま主の側に

とどまっているならば，敵対するものはそ

れを越えてあなたを誘惑しに来ることは

できません。……しかし，……もしあな

たが境界線を越えて悪魔の側に行くなら

ば，あなたは悪魔の領域に入ったことに

なり，……悪魔はあなたに働きかけて，

その境界線から悪魔の領域へできるかぎ

り引っ張り込もうとするでしょう。悪魔は，

安全な場所から引き離すことがあなたを

滅ぼす唯一の手段であることを知ってい

るのです。」（Conference Report，1945年

10月，118参照）

2007年のミューチャルでは，この賢明

な勧告に聞き従う人に与えられている約

束がテーマになっています。「絶えず徳で

あなたの思いを飾るようにしなさい。そ

うするときに，神の前においてあなたの自

信は増し，……聖霊は常にあなたの伴
はん

侶
りょ

と……なるであろう。」（教義と聖約121：

45－46）

神が生きておられることを証します。

わたしたちが神の子であり，神はわたし

たち一人一人を名前で知っておられ，重

要な決断に迫られるときにわたしたちを

独りにはなさらないことを知っています。

日々，皆さんは選択をします。その選択

によって境界線のどちら側にいることにな

るかが決まるのです。わたしはこの声の

届くすべての青少年に，すなわち世界中

の高貴な生得権を持つ青少年の皆さんに

お願いしたいと思います。善と悪を選ぶと

き，心の中に「主の方には誰が立つや」と

問う声が聞こえたら，力のかぎりに「わた

しです！」と答えてください。そう答えら

れるような生き方をしてください。イエ

ス・キリストの御
み

名
な

によって，アーメン。



わ
たしは什分の一の律法について

お話しします。マラキ書の中で，

主はこうお尋ねになりました。

「人は神の物を盗むことをするだろうか。

しかしあなたがたは，わたしの物を盗ん

でいる。あなたがたはまた『どうしてわれ

われは，あなたの物を盗んでいるのか』と

言う。十分の一と，ささげ物をもってである。

あなたがたは，のろいをもって，のろわ

れる。あなたがたすべての国民は，わた

しの物を盗んでいるからである。

わたしの宮に食物のあるように，十分の

一全部をわたしの倉に携えてきなさい。

これをもってわたしを試み，わたしが天の

窓を開いて，あふるる恵みをあなたがた

に注ぐか否かを見なさいと，万軍の主は

言われる。」1

什分の一は非常に重要な戒めです。主

は復活された後にアメリカ大陸で御
み

姿
すがた

を

現され，これとまったく同じ言葉を繰り返

されました。2 また，主は現代においてこ

うおっしゃいました。「このように什分の一

を納めた者は，毎年彼らの得る全利益の

十分の一を納めるのである。」3

レビ記の中で主は3度，什分の一は「主

に聖なる物〔である〕」4とおっしゃいました。

主はこう言われました。「これをもってわ

たしを試み（別の言葉で言えば「わたしを

試し」），わたしが天の窓を開〔く〕かどうか

を見なさい。」5 わたしたちの多くは正しい

方法で主を試みますが，そうしない人もい

ます。

例えば10個のリンゴがあるとします。こ

れらのリンゴは確かに，10個すべてが主

の物です。しかし主は，そのうちの10分の

1，すなわち一つだけを返すように求めて

おられます。

皆さんはリンゴをかじり，かじった部分

だけささげようとしてはいないでしょうか。

そのような小さなささげものを納めようと

しているのでしょうか。

それとも恥ずかしく思い，リンゴをか

じった跡を埋め，取れた部分を隠して主

にささげますか？

わたしたちは，主に完全で清いささげ

物をしたいと望みます。こう教えられてきま

した。「見よ，主は心と進んで行う精神と

を求める。そして，進んで行う従順な者は，

この終わりの時にシオンの地の良いものを

食べるであろう。」6

数年前，わたしはアイダホ州ケアリース

テークを再組織する割り当てを受けまし

た。ツインフォールズ空港に到着すると，こ

れまですばらしい奉仕の業を行ってきたロ

イ・ヒューバート会長が出迎えて，車で自宅

へ連れて行ってくれました。車の中でわた

しはこう尋ねました。「会長や聖徒たちの

ためにできることがありますか。」

ヒューバート会長はこう答えました。「え

え，ここ数年間，ひどい干ばつが続いてい

ます。今年は特にひどくて，多くの農民が

仕事を探すために町を離れました。」

主と教会を深く愛する会員たちが農場

を手放していることを思うと，わたしはいた

たまれなくなりました。

新しいステーク会長には，若いビショッ

プのR・スペンス・エルズワース兄弟が召さ

れました。日曜日の一般部会の間，干ばつ

の被害がわたしの心に重くのしかかって

いました。そして話をしていたときに強く促

されて，聖徒たちに次のことをするよう求

めました。

1．若い者も年老いた者も，忠実に什分

の一を納める。

2．へりくだり，個人と家族の祈りを定期

的に行う。

3．献身的に，個人と家族の聖文学習を

日々行う。

4．感謝の気持ちで安息日を聖
きよ

く保つ。

5．感謝の気持ちで頻繁に神殿に参入

し，感謝をささげ，礼拝する。

6．新しい指導者を進んで支持し，従う。

7．干ばつの被害にある地区の人々で断

食に参加する意志がある人を含め，ステー

ク全体で断食をする。

ステーク大会後の数日間，雨が降るとい

う予報はなかったにもかかわらず，多くの

会員たちが完全な信仰をもって穀物を植

えました。

水曜日に，エルズワース会長の指示の

下に，ステーク全体で断食を行いました。

同じ週に，多くの会員，指導者とその伴
はん

侶
りょ

が，アイダホ州ボイシ神殿へ行き，感謝の

祈りをささげました。この忠実な聖徒たち

が神殿に参入していたとき，地区全体に雨

が降り始めました。天気予報では2，3週

人は神の物を盗むこと
をするだろうか
七十人

菊地　良彦長老

皆さんとわたしとが，正直に，完全な什
じゅう

分
ぶん

の一を納めるなら，主は天の窓を開いてくだ

さいます。
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間，雨の気配すらありませんでした。次の

土曜日も，かなりの量の雨が降り，数日間

続きました。また，4月末であったにもか

かわらず，山々に雪が降り，十分な水を賄

うことができました。ディートリッチとリッチ

フィールド地区の貯水池は30パーセント以

下の水量でしたが，断食の後には貯水量

が100パーセント近くになりました。ケア

リーでは，約44パーセントだった水量が

100パーセントを超えました。穀物の生育

期の後半も，ケアリーステークの会員たち

はさらに数回断食し，正直に什分の一を

納め，さらに頻繁に神殿へ参入することに

よって信仰を増し加えました。こうして主

は彼らの祈りを聞き，こたえてくださったの

です。その年は霜が降りるのが遅く，農家

の人々は穀物をはじめ，砂糖大根やアル

ファルファ，ジャガイモなどの収穫を得るこ

とができました。その日から，その後毎年，

聖徒たちは主に感謝の祈りをささげてお

り，主はその「深い憐
あわ

れみ」7 により，引き

続き彼らを祝福してくださっています。

歴代志の中で，主はこうおしゃっていま

す。「わたしの名をもってとなえられるわた

しの民が，もしへりくだり，祈って，わたし

の顔を求め，その悪い道を離れるならば，

わたしは天から聞いて，その罪をゆるし，

その地をいやす。」8

完全で正直な什分の一を納めるなら

ば，わたしたちは神殿へ導かれます。什分

の一は，ヒンクレー大管長の預言者として

の優先事項でもあるでしょう。

先週の若い女性の集会の中で，ヒンク

レー大管長はこう言いました。「什分の一

はお金で納めますが，もっと大切なことは，

信仰をもって納めることです。」9

別の機会に大管長はこう言いました。

「これは金銭の問題というよりは信仰の問

題です……皆さん一人一人に，この重要

な問題において，主の御
み

言
こと

葉
ば

をそのまま

受け入れるよう強くお勧めします。」10

什分の一は，わたしたちの献身です。こ

の地球は主に帰属します。わたしたちの命

もそうです。主は地のあらゆるものを使う

ことをお許しになっており，ほんの10分の1

を返すように求めておられるだけです。什

分の一は感謝のしるしであり，従順のしる

しです。また，わたしたちの進んで行う精

神，献身のしるしです。什分の一を進んで

納めるなら，正直で清い心を持てるように

なります。什分の一を納めることにより，主

に対する愛を増し加えることができます。

主はこうおっしゃいました。「今日は犠牲

の日であり，わたしの民が什分の一を納め

る日である。」11

兄弟姉妹，信仰を実践しましょう。進ん

で従う意志を示しましょう。イエス・キリスト

の御
み

名
な

によって約束します。皆さんとわた

しとが，正直に，完全な什分の一を納め

るなら，主は天の窓を開いてくださいます。

天の御父は生きておられます。御父は

皆さんを祝福してくださいます。イエス・キ

リストは救い主です。ジョセフは天の御父

と愛する御子イエス・キリストにまみえまし

た。これは主の教会です。ゴードン・Ｂ・ヒ

ンクレー大管長は神の生ける預言者です。

大管長はわたしたちに頻繁に神殿に参入

するよう求めています。イエス・キリストの御

名によりへりくだり祈ります。アーメン。

注

1．マラキ3：8－10

2．3ニーファイ24：8－10参照

3．教義と聖約119：4

4．レビ27：30。32－33節も参照

5．3ニーファイ24：10

6．教義と聖約64：34

7．エテル6：12

8．歴代下7：14

9．「絶えず徳であなたの思いを飾るように

しなさい」『リアホナ』2007年5月号，

116

10．「主のみ業を推し進める」『聖徒の道』

1986年1月号，84

11．教義と聖約64：23



旅
客機の機長になる訓練を受け

ていたとき，長距離の飛行方法

を習得しなければなりませんで

した。広大な海や砂漠の上を飛び，大陸

から大陸へ渡る飛行では，予定の目的地

へ安全に到着するために周到な計画が必

要です。この無着陸飛行は14時間に達し，

ほぼ9,000マイル（約1万4,000キロ）にも及

ぶことがあります。

そうした長距離飛行には，「帰還可能点」

としてよく知られている重要な決定点が

あります。引き返して，飛び立った空港

へ無事に戻れるだけの燃料が十分に残っ

ているという地点です。この点を過ぎて

しまうと，戻るという選択肢は失われ，飛

び続けなくてはなりません。そのため，こ

の点は「帰還不能点」とよく言われます。

わたしたちの生活には「帰還不能点」が

あるでしょうか。

「あらゆる偽りの父」（2ニーファイ2：18），

「争いの父」（3ニーファイ11：29），「あらゆ

る罪の根源」（ヒラマン6：30），「神に対す

る敵」（モロナイ7：12）であるサタンは，わ

たしたちが罪を犯すといつも，引き返すこ

とはできないのだと，悪の力を用いて説得

します。サタンはわたしたちがもはや赦さ

れないと感じるように望んでいるので，聖

文では「訴える者」と呼ばれています（黙

示12：10参照）。わたしたちが罪を犯すと，

「帰還不能点」を過ぎてしまい，進路を変

えるにはもう遅いと考えさせたいのです。

美しいと同時に悩み多きこの世では，こう

した考え方が家族や夫婦，個人の生活に

深い悲しみや苦痛をもたらしています。こ

れは悲しい現実です。

サタンは神の業を装おうとし，そうする

ことによって，多くの人をだまそうとして

います。わたしたちを失望させ，サタンの

ように惨めな思いにさせ，もはや赦されな

いと信じ込ませるために，神の正義が強

調されている聖文の言葉を悪用すること

もあります。聖文を用いて，憐
あわ

れみの余

地はないことをほのめかすのです。

わたしたちが無事に引き返すために，主

はどのような計画を持っておられるでし

ょうか。

わたしたちを悪魔の影響力から守って

くれるのは，イエス・キリストの福音です。

イエス・キリストが人類のために完全な贖

いをされたという良きおとずれです。そ

れは神と和解することができるという，愛

と希望と憐れみのメッセージです。

罪とは，神の律法に故意に背くことで

す。イエス・キリストの贖いは，罪の結果

を正し，克服するよう，神がその子供たち

に与えられた賜物です。神は御自分のす

べての子供たちを愛しておられ，わたした

ちへの愛と希望を絶やすようなことは決し

てなさいません。天の御父の計画は明確

であり，このようなすばらしい約束をして

います。「神が御
み

子
こ

を世につかわされた

のは，世をさばくためではなく，……この

世が救われるためである。」（ヨハネ3：17）

キリストはわたしたちを救うために来

られました。道を間違っても，イエス・キ

リストの贖いは，罪が「帰還不能点」では

ないという確信を与えてくれます。人を

救うための神の計画に従うなら，無事に

戻ることができるのです。

この計画は，宇宙で最高の権威を持つ

御方，わたしたちの天の御父である神か

ら頂いたものです。創世の前から用意さ

れた「偉大な幸福の計画」であり，「憐れ

みの計画」，「贖いの計画」，「救いの計画」

です。この計画のおかげでわたしたちは

肉体を与えられ，準備期間として死すべき

状態を経験し，神のみもとへ戻り，永遠の

幸福と栄光に満ちた生活をすることがで

きます。それはイエス・キリストの回復され

た福音の教義の中で説明されています。

この計画に従うと，わたしたち個人や

家族にとっても，また将来の世代や，さら

には過去の世代にとっても，すばらしい永

遠の結果が待ち受けています。この計画

には，神と和解し，罪を赦されることが含

まれています。

どのようにして神の赦しを受けられるの

でしょうか。

教会は，「すべての人は罪を犯したた

め，神の栄光を受けられなくなって」いる

ことを認めていますが（ローマ3：23），罪

と同様に悔い改めと赦しが現実に存在す

ることも明言しています。

イエス・キリストの贖いにより，各人は

自分個人の罪に対して責任を負うことに

帰還可能点
十二使徒定員会

ディーター・F・ウークトドルフ長老

イエス・キリストの贖
あがな

いの賜
たま

物
もの

は，どんなときにも，どんな所でも，悔い改めと赦
ゆる

しの祝福を

授けてくれます。
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なります。しかし，贖いの祝福と恩恵にあ

ずかることにより，個人の罪の結果を克服

することができるのです。

デビッド・Ｏ・マッケイ大管長はこのよう

に述べています。「イエス・キリストの福

音の原則と儀式は，どれも意義深く重要

なものです。……しかし，永遠に効力を

持つ神聖な原則，すなわち悔い改めほど，

人類の救いに不可欠なものはほかにあり

ません。」（Gospel Ideals〔1953年〕，13）

「悔い改めて，主イエス・キリストを信

じるのでなければ，……決して救いは与

えられないからである。」（モーサヤ3：12）

人を救うのは，悔い改めだけではあり

ません。イエス・キリストの血がわたした

ちを救うのです。わたしたちが誠実に，

心から行動を改めるだけでなく，「わたし

たちが最善を尽くした後，神の恵みに

よって救われる」のです（2ニーファイ25：

23）。とはいえ，真の悔い改めは神の赦し

を生活に招くために必
ひっ

須
す

の条件です。真

実の悔い改めは「真っ暗な夜〔を明るい〕

昼」に変えてくれます（スペンサー・Ｗ・キ

ンボール『赦しの奇跡』364）。

真の悔い改めには何が必要でしょうか。

悔い改めを可能にするのは，キリストを

信じる強い信仰です。信仰には，「〔神の〕

特性，完全さ，属性についての正しい理

解」が伴わなくてはなりません（Lectures

on Faith〔1985年〕，38）。神がすべてを御

存じで，愛と憐れみに満ちておられること

を信じるなら，救いについて揺らぐことの

ない信頼を神に置くことができます。キリ

ストに対する信仰は，神の御
み

心
こころ

に調和し

ない思いや信念，行為を変えるのです。

真の悔い改めは正しい行いへ引き戻し

てくれます。真の悔い改めをするには，罪

を認め，深く後悔し，神の御心に添った

悲しみを感じ，神に罪を告白しなければ

なりません。罪が重大な場合，権限を受

けた神権指導者にも告白します。そして，

神に赦しを求め，自分の行動が招いたす

べての損害を償うために，できる限りの

ことをする必要があります。悔い改めは

思いと心の変化を意味します。すなわち，

悔い改めるとわたしたちは，間違った行

いをやめ，正しい行いを始めます。神と

自分自身，生活全体に対する態度を改め

るのです。

赦しの実とは何でしょうか。

真の悔い改めは贖いの効果による祝福

を生活に招きます。すなわち，神の赦し

と神の平安を感じ，罪悪感や悲しみは消

え去ります。御
み

霊
たま

の力をさらに豊かに受

け，わたしたちの天の御父とともに生活す

るためにより良い備えができます。

スペンサー・Ｗ・キンボール大管長はこ

のように教えています。「赦しの奇跡の真

髄は，以前には不安と動揺と焦燥と，恐ら

くは激しい苦悩とを味わっていた魂に，平

安をもたらすことである。……神は……苦
く

悶
もん

，悔い，……恐れ，罪の涙をぬぐい取っ

てくださる。」（『赦しの奇跡』364，370）

イエスはこう約束しておられます。「わ

たしの平安をあなたがたに与える。……

あなたがたは心を騒がせるな，またおじ

けるな。」（ヨハネ14：27）

神の赦しにより罪深い状態から幸福な

状態に回復された預言者アルマはこのよ

うに宣言しています。「悪事は決して幸福

を生じたことがない。」（アルマ41：10）ア

ルマは身をもって罪の苦痛を体験しまし

たが，真の悔い改めと赦しに伴う幸福に



ついて，胸を躍らせてこう語りました。

「まことに，あなたに言うが，……わたし

はほかにあり得ないほど麗しく，また快い

喜びを味わった。」（アルマ36：21）また，

赦しを求めるすべての人に，このような力

強く賢明な勧告を与えています。「さて，

……あなたはこれからはもう，これらのこ

とに思い悩まされることなく，ただ自分の

罪にだけ心を悩まし，その悩みによって悔

い改めに導かれるようにしてもらいたい。」

（アルマ42：29）

神に赦されたことは，どうしたら分かる

でしょうか。

ハロルド・B・リー大管長はこのように

述べています。「過ちを克服するために

できる限りのことをすべて行い，二度と同

じ過ちを繰り返さないと固く決意するとき，

皆さんは良心の安らぎを感じ，それによっ

て罪が赦されたことを知るでしょう。」

（“Law of Chastity Vital，Girls Told，”

Church News，1972年9月2日付，7で引用）

真の悔い改めをすると，キリストは罪悪

感の重荷を取り除いてくださいます。そ

こで，赦され，清められたことが自分で分

かるのです。聖霊が確証を与え，わたし

たちを聖
きよ

めてくださいます。これ以上に

大きな赦しの証
あかし

はほかにありません。

主はこう述べておられます。「悔い改め

て主の戒めを守る者は赦されるであろ

う。」（教義と聖約1：32，強調付加）「すべ

て重荷を負うて苦労している者は，わた

しのもとにきなさい。あなたがたを休ま

せてあげよう。」（マタイ11：28）「忠実か

つ熱心〔であり〕なさい。そうすれば，わ

たしはあなたをわたしの愛の腕の中に抱

くであろう。」（教義と聖約6：20）

また，主はこのように宣言しておられま

す。「見よ，自分の罪を悔い改めた者は赦

され，主なるわたしはもうそれを思い起

こさない。」（教義と聖約58：42）

わたしたち自身は自分の罪を思い起こ

すことができるので，赦されないとサタン

は信じ込ませようとします。サタンは偽り

者です。わたしたちの目をくらませ，悔い

改めと赦しの道に近寄らせないようにし

ているのです。神はわたしたちが自分の

罪を思い起こさなくなるとは約束されま

せんでした。記憶は同じ間違いを繰り返

すのを避けるのに役立ちます。しかし，も

し誠実で忠実であるなら，罪の記憶は時

がたつにつれて和らいでいきます。これ

は必要とされる癒
いや

しと聖めの過程です。

アルマは，イエスに憐れみを叫び求めた

後も自分の罪を覚えていましたが，赦さ

れたことを知っていたので，もはや罪の記

憶に苦しむことがなくなったと証していま

す（アルマ36：17－19参照）。

罪深い記憶に引き戻すものを避けるの

はわたしたちの責任です。「打ち砕かれ

た心と悔いる霊」を持ち続けるとき（3ニー

ファイ12：19），神が「もう〔わたしたちの罪〕

を思い起こさない」ということを信じるよう

になります。

人を赦すことは，わたしたちが神の赦し

を受けるうえでどのように役立つでしょ

うか。

イエスは永遠の真理についてこう教え

られました。「わたしたちが自分に負債

のある者を赦していますように，わたした

ちの負債をお赦しください。……もしあ

なたがたが人の過ちを赦すならば，天に

おられるあなたがたの父もあなたがたを

赦してくださるであろう。もし……赦さな

いならば，あなたがたの父も，あなたが

たの過ちを赦してくださらないであろう。」

（3ニーファイ13：11，14－15）

したがって，人の過ちを赦すことは，赦

しを受けるための前提条件なのです。

わたしたち自身の徳のためにも，わた

したちには，人を赦し，赦しを求める勇

気が必要です。人を赦す心ほど，気高く

勇敢な心はほかにありません。これには

自分を赦すことも含まれます。

わたしたちは皆，神の御
み

言
こと

葉
ば

により，寛

容と憐れみの心を示し，互いに赦し合う

よう戒められています。こうしたキリスト

のような特質が，家族や結婚生活，ワード

やステーク，地域社会そして国の中で大

いに求められています。わたしたちが，

赦しに伴う喜びを人々に惜しみなく与え

るならば，わたしたち自身の生活にもその

喜びがもたらされます。口先だけの悔い

改めでは不十分です。心や思いの中から

辛
しん

辣
らつ

な気持ちや思いを追い払い，キリス

トの光と愛を招き入れる必要があります。

結果として，主の御霊は，神から与えられ

る良心の安らぎに伴う喜びで，わたした

ちの魂を満たしてくれるでしょう（モーサ

ヤ4：2－3参照）。

愛する兄弟姉妹，長距離飛行をする

ジェット機は，帰還可能点を過ぎた後で，

向かい風が非常に強かったり，飛行する

高度が低すぎたりすると，当初の目的地と

は異なる空港に進路変更を余儀なくされ

ることがあります。しかし，天の家に帰る

という，わたしたちの人生の旅路におい

てはそのようなことはありません。皆さん

が人生の旅路のどの地点にいても，どん

な試練に遭っていても，帰還可能点も希

望も常に存在します。皆さんは自分の人

生の操
そう

縦
じゅう

桿
かん

を握っており，神は皆さんが

無事にみもとに戻れるよう計画を用意し

てくださっています。

イエス・キリストの贖いの賜物は，どん

なときにも，どんな所でも，悔い改めと赦

しの祝福を授けてくれます。この神聖な

賜物のゆえに，罪の悲惨な道から無事に

戻る機会がわたしたち皆に開かれている

のです。

この祝福について，愛に満ちた天の御

父に感謝し，イエス・キリストの御
み

名
な

によ

り心から証します。アーメン。
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昨
年，デビッド・S・バクスター長老と

わたしは車でステーク大会へ向

かう途中，あるレストランに立ち寄

りました。食事をして車へ戻ろうとしたとき，

一人の女性に呼び止められました。わたし

たちは彼女の姿に驚きました。彼女の身だ

しなみが（というよりは，身だしなみに欠けて

いる様子が），いかにも「極端」だったからで

す。彼女はわたしたちに教会の長老かどう

か尋ねてきました。そうですと答えました。

すると彼女は，自分の罪に満ちた悲劇的な

人生について事細かに語りだしました。28

歳という若さで，彼女は悲惨な状態に陥っ

ていました。人生に何の希望も，生きる価

値も見いだせずにいたのです。話している

間に，彼女の魂の優しさがにじみ出てきま

した。彼女は涙ながらに，自分にも絶望か

ら抜け出す望みがあるかと聞きました。

わたしたちは答えました。「もちろん，希

望はあります。希望は悔い改めと結びつい

ています。変わることができますよ。あなた

も『キリストのもとに来て，キリストによって完

全にな』ることができるのです。」1 わたした

ちは彼女に悔い改めを引き延ばさないよう

に強く勧めました。2 彼女はへりくだってむ

せび泣き，心から感謝してくれました。

車で移動を続けながら，バクスター長老

とわたしはその経験について思い巡らして

いました。そしてアロンが打ちひしがれた

人物に与えた勧告を思い出しました。アロ

ンはこう言っています。「あなたの罪をすべ

て悔い改め，神の御
み

前
まえ

にひれ伏して，……

神の御
み

名
な

を呼ぶならば，そのときあなたは，

今願っているものを得るでしょう。」3

総大会のこの最終部会で，わたしも悔い

改めについてお話しします。それは主がそ

の僕
しもべ

たちに，すべての民に悔い改めを叫ぶ

ようにお命じになったからです。4 主は御自

身の子供たちに喜びをもたらすために福

音を回復されましたが，その福音の中の必

要不可欠な要素が悔い改めなのです。5

悔い改めの教義には福音そのものと同じ

くらい古い歴史があります。聖書の創世記6

と黙示録7 の中でも悔い改めが教えられて

います。イエス・キリストがこの地上でなされた

教えの中には，次のような警告も含まれてい

ました。「神の国は近づいた。悔い改めて

福音を信ぜよ。」8「あなたがたも悔い改めな

ければ，みな同じように滅びるであろう。」9

モルモン書には悔い改めに関する聖句

がさらに多く記載されています。10 古代ア

メリカの民に向かって，主は次のような戒め

をお与えになりました。「もう一度あなたが

たに言う。あなたがたは悔い改め，わたし

の名によってバプテスマを受け，幼子
おさなご

のよう

にならなければならない。そうしなければ，

あなたがたは決して神の王国を受け継ぐ

ことができない。」11

福音の回復に伴い，救い主は再びこの

教義を強調されました。教義と聖約にある

138の章のうち，なんと47の章に，「悔い改

める」，すなわち「repent（リペント）」という言

葉とその派生語が記されているのです。12

罪を悔い改める

悔い改めるとはどういう意味でしょうか。

まず，辞書の定義から見てみましょう。辞書

には，「〔悔い改めるとは〕罪に背を向け，……

後悔の念と悲しみを感じること」13 と書かれ

ています。罪を悔い改めるのは決して楽な

ことではありません。しかし，悔い改めによっ

て得られる結果には，それだけの価値があ

ります。悔い改めるには幾つかの段階を踏

まなければなりません。謙
けん

遜
そん

に祈ることに

よって，その重要な段階を一歩ずつ進むこと

ができます。赦
ゆる

しを得るには14，まず罪を認

め，悲しみ，告白することが前提となります。

「人が罪を悔い改めたかどうかは，これに

よって分かる。すなわち，見よ，彼はそれを告

白し，そしてそれを捨てる。」15 告白は，罪を

犯した相手に向かってなされなければなり

ません。告白は心からのものでなくてはなら

ず，単に罪が露見したからそれを認めるとい

うものではありません。複数の人に対して罪

を犯した場合は，その一人一人に罪を告白

すべきです。教会の会員資格や権利に影響

を及ぼす可能性のある罪に関しては，直ち

に主がイスラエルの一般判士として召したビ

ショップに告白しなければなりません。16

次の段階は償い，つまり，可能であれば，

与えた損害を回復することです。さらに次

の段階は，より善くなる決意をし，元の悪い

状態に逆戻りしないように自分を抑制する

こと，すなわち「十分に固い決意をもって」17

悔い改めるということです。イエス・キリスト

が贖
あがな

い18 によって償ってくださったおかげ

で，罪を犯した人も悔い改めて罪から離れ

るなら完全な赦しが与えられます。イザヤ

は悔いる心を持つ人に次のように言ってい

ます。「たといあなたがたの罪は緋
ひ

のようで

あっても，雪のように白くなるのだ。紅のよう

に赤くても，羊の毛のようになるのだ。」19

教義と聖約第19章を読めば，主が悔い

改めを絶対不可欠なものとして強調しておら

悔い改めと改心
十二使徒定員会

ラッセル・M・ネルソン長老

悔いる心を持つ人は改心した人であり，改心した人は悔いる心を持つ人なのです。



れることは明らかです。「わたしは，悔い改め

るようにあなたに命じる。わたしの口の鞭
むち

に

よって，わたしの憤りによって，またわたしの怒

りによって打たれて，つらい苦しみを被ること

のないように，悔い改めなさい。これらの苦

しみがいかにつらいか，あなたは知らない。

いかに激しいか，あなたは知らない。まこと

に，いかに堪え難いか，あなたは知らない。

見よ，神であるわたしは，すべての人に代

わってこれらの苦しみを負い，人 が々悔い改め

るならば苦しみを受けることのないようにした。

しかし，もしも悔い改めなければ，彼らは

わたしが苦しんだように必ず苦しむであろう。」20

主が悔い改めるように強く求めておられる

のに，たいていの人はその差し迫った必要

性をあまり感じていません。21そのような人

たちは，自分のことを善良であろうと努力

している人間であると考えているのです。22

彼らに悪意はありません。しかし，主はその

教えの中ではっきりと，すべての人が悔い改

めなければならないと言っておられます。単

に，してはならないことをした罪だけでなく，

なすべきことを怠っている罪も悔い改めよ

と言っておられるのです。子供を持つ親に

与えられた次の警告がその良い例です。「シ

オンにおいて，……子供を持つ両親がいて，

……悔い改め，生ける神の子キリストを信じ

る信仰，およびバプテスマと按
あん

手
しゅ

による聖霊

の賜
たま

物
もの

の教義を理解するように彼らを教え

なければ，罪はその両親の頭
こうべ

にある。」23

悔い改めという言葉の広い意味

悔い改めの教義には辞書の定義よりもは

るかに広い意味があります。イエスが「悔い

改めよ」と言われたとき，弟子たちはその戒

めをギリシャ語の「metanoeo（メタノエオ）」と

いう動詞を使って記録しました。24 これは非

常に重要で深い意味を持つ言葉です。こ

の単語の「meta（メタ）」という接頭辞は「変

わる」という意味です。25 接尾辞は4つの重

要なギリシャ語の言葉と関係があります。つ

まり「思い」という意味の「nous（ノウス）」26，

「知識」という意味の「gnosis（グノシス）」27，

「霊」という意味の「pneuma（プネウマ）」28，

そして「息」という意味の「pnoe（プノエ）」29です。

ですから，「悔い改めよ」と言われたとき，

イエスはわたしたちの思いと知識と霊と，

さらに息まで変えなさいと言っておられたの

です。息を変えるというのは，一息一息を与

えてくださる主に感謝しつつ呼吸することだ

と，一人の預言者が説明しました。ベニヤ

ミン王は次のように言っています。「あなた

がたがまた，……あなたがたを造り，……あ

なたがたに息を与えて日々 守り，いかなる瞬間

にも……支えてくださっている御方に，たとえ

全身全霊を尽くして仕えたとしても，それでも

なお，あなたがたはふつつかな僕である。」30

そうです。主は，わたしたちに悔い改めて，

生き方を変え，主のみもとに来て，もっと御

自身のようになるように命じておられるので

す。31 これには完全な変化が必要です。ア

ルマは息子に教えて言いました。「忘れず

に若いうちに知恵を得なさい。……神の戒

めを守ることを若いうちに習慣としなさい。

……あなたの思いを常に主に向けるように

しなさい。まことに，あなたの心の愛情をと

こしえに主に向けるようにしなさい。」32

真に悔い改めるとは，主イエス・キリストと

主の神聖な業に完全に改心することを意味

します。アルマが次の質問をしたとき，実は

この概念を教えていたのです。「教会の同
はら

胞
から

よ，わたしはあなたがたに尋ねる。あなた

がたは霊的に神から生まれているか。あな

たがたの顔に神の面影を受けているか。あ

なたがたは心の中に，この大きな変化を経

験したか。」33 このような変化は「再び生ま

れ」て改心し，神の王国へ至る旅路に焦点

を当てるようになったときに生じるものです。34

悔い改めの実

悔い改めの実は甘いものです。悔い改め

て改心した人は，回復された福音の真理が

自分の思いと行いを支配して新たな習慣を

形作り，人格を形成するのを経験します。彼

らは忍耐強くなり，神の御心
みこころ

に添わないもの

をすべて拒むことができるようになります。35

さらに，それまで制御できなかった欲望36

や，ポルノグラフィーや有害な薬物への依存37，

激情38，肉の思い39，高慢40 が軽減され，代

わりに主に完全に帰依して主に仕え，その

模範に従う決心が生じます。41 彼らの思いは

徳で飾られ，自信が増します。42 什分
じゅうぶん

の一

を義務や犠牲と感じるのではなく，自分の

身を守ってくれる喜ばしい祝福と考えるよう

になります。43 真理をよりいっそう好ましいも

のと感じるようになり，称賛に値することに

もっと携わりたいと思うようになります。44

悔い改めは，霊的な成長を促す主の方法

です。ベニヤミン王は次のように説明していま

す。「生まれながらの人は神の敵であり，アダ

ムの堕落以来そうであって，今後もそうであ

る。また人は，聖なる御
み

霊
たま

の勧めに従い，主

なるキリストの贖
しょく

罪
ざい

により，生まれながらの人

を捨てて聖徒となり，子供のように従順で，

柔和で，謙遜で，忍耐強く，愛にあふれた者

となり，子供が父に従うように，主がその人に

負わせるのがふさわしいとされるすべてのこ

とに喜んで従わないかぎり，とこしえにいつま

でも神の敵となるであろう。」45 兄弟姉妹の

皆さん，これがすなわち改心ということです。

悔い改めこそ改心なのです。悔いる心を持

つ人は改心した人であり，改心した人は悔い

る心を持つ人なのです。

亡くなった人たちの悔い改め

生きている人は皆，悔い改めることがで

きます。それでは，亡くなった人たちはどう

でしょうか。彼らにも悔い改めの機会はあ

ります。聖文はこう宣言しています。「この

神権時代の忠実な長老たちが，死すべき

世を去っても彼らの働きを続け，死者の霊

たちの大いなる世界において……罪の束縛

の下にいる者たちの間で，悔い改め……

の福音を宣
の

べ伝えているのを見た。

悔い改める死者は，神の宮の儀式に従

うことによって贖われるであろう。

彼らは自分の背きの代価を支払い，洗わ

れて清くなった後，その行いに応じて報い

を受けるであろう。」46

預言者ジョセフ・スミスはさらに啓示を受

けました。「先祖と子孫の間にある事項につ

いて固いつながりがなければ，地はのろい

をもって打たれ〔ます。〕……〔死者〕なしには
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わたしたちが完全な者とされることはなく，ま

たわたしたちなしには彼らが完全な者とされ

ることはないのです。……〔この〕神権時代の

到来に当たって，……神権時代と鍵
かぎ

と力と栄

光のすべての，ことごとくの，完全な和合と結

合が起こ……ることが必要だからです。」47

イエスはわたしに「光となるように」48 望

んでおられるでしょうか。もちろんです。あ

なたにも，そう望んでおられます。また，家

族が散り散りになるというのろいを抑制す

るために49，日の栄えの結合の鎖を作る鍛

冶屋の役割を果たすことも望んでおられま

す。地球が造られ神殿が建てられたのは

家族が永遠にともに結ばれるためです。50

わたしたちの多くは（たとえ大多数では

ないとしても），先祖のためにもっと神殿や

家族歴史の業に取り組むよう，悔い改めて

改心する必要があることでしょう。つまり，

祖先が悔い改めるためには，まずわたし

たちが悔い改める必要があるのです。

わたしたちの亡くなったすべての先祖を

代表して，罪のぬかるみにはまったあの

28歳の女性と，わたしたち一人一人に対

して宣言します。悔い改めの清らかな祝

福を受けることは可能です。主と主の神聖

な業に完全に帰依することによってそれを

受けることができるのです。

神が生きておられることを知っています。

イエスはキリストです。この教会は主の教

会です。現在の主の預言者はゴードン・

B・ヒンクレー大管長です。以上をイエス・キ

リストの御名によって証
あかし

します。アーメン。

注

1．モロナイ10：32

2．アルマ13：27；34：33参照。スペン

サー・W・キンボール大管長は引き延ばし

とは「〔自分の〕責任を今進んで受け入れ

ようとしないこと」であると説明している

（『歴代大管長の教え――スペンサー・W・

キンボール』5）。

3．アルマ22：16。モルモンが導いた罪深

い民のことも思い出される。モルモンは

彼らのことで心を痛めこう語った。「わた

しは主の裁きが彼らに下ることを知って

いたので，望みを持っていなかった。彼

らが自分たちの罪悪を悔い改めず，自分

たちを造られた御方に請い願うことな

く，ただ自分たちの命のために戦ってい

たからである。」（モルモン5：2）

4．特にこの末日においてそうである。教義

と聖約18：11－12，14；19：21；34：

5－6；43：20；133：16－17参照

5．「福音の第一の原則と儀式とは，第一に

主イエス・キリストを信じる信仰，第二に悔

い改め，第三に罪の赦しのために水に沈め

るバプテスマ，第四に聖霊の賜物を授ける

ための按手である。」（信仰箇条1：4）教義

と聖約39：6；84：27；138：19も参照。

6．ジョセフ・スミス訳創世4：8から和訳

7．黙示2：16参照

8．マルコ1：15。マタイ4：17も参照

9．ルカ13：3

10．「悔い改める」に当たる「repent」という

言葉の派生語（repent，repentance，

repented，repentethなど）が（悔い改

めの教義を教える際に）出てくるのは，

欽定訳聖書では72回，ジョセフ・スミス

訳聖書では68回である。モルモン書で

は，「repent」という単語とその派生語は

360回出てくる。

11．3ニーファイ11：38。もう一つの例――

「わたしはあなたがたに，わたしを信じ，

罪を悔い改めて，打ち砕かれた心と悔

いる霊をもってわたしのもとに来るよ

うにという父の律法と戒めを与えた。」

（3ニーファイ12：19）

12．教義と聖約の以下の章を参照。1章，

3章，5－6章，10－11章，13－16章，

18－20章，29章，33－36章，39章，

42－45章，49－50章，53－56章，

58章，63－64章，66章，68章，75

章，84章，90章，93章，98章，104

章，107章，109章，117章，124章，

133章，136章，138章

13．Webster’s Ninth New Collegiate

Dictionary（1987年），「repent（悔い

改める）」の項

14．1ヨハネ1：9；モーサヤ26：29；教義と

聖約61：2；64：7参照

15．教義と聖約58：43。もしだれも傷つけ

なかった場合，祈りの中で神に告白すべ

きである。そうすれば，隠れたことをお

聞きになる主が公然と報いてくださるだ

ろう（マタイ6：4，6，18；3ニーファイ

13：4，6，18参照）。

16．教義と聖約107：73－74参照

17．2ニーファイ31：13；モルモン書ヤコブ

6：5；モーサヤ7：33；3ニーファイ10：

6；12：24；18：32

18．モーサヤ4：2－3参照

19．イザヤ1：18

20．教義と聖約19：15－17

21．「悔い改め」という意味の「repent」とい

う言葉から「罰」という意味のある

「penalty（罰則）」や「penalize（罰則を

適用する）」という言葉を連想し，罰の伴

わない罪は悔い改める必要がないと推論

する人もいるかもしれない。

22．スペンサー・W・キンボール大管長はこう

述べている。「たぶんぼんやりと皆がそ

う思っていることがあります。すなわち，

主は悔い改めを，殺人，姦
かん

淫
いん

，盗み，その

ほかの忌まわしい罪を犯した人々のため

だけに備えられたのだという考えです。

もちろんそうではありません。もしわた

したちが謙遜であって，福音に従って生活

したいと望んでいるならば，悔い改めは，

霊的なことであろうとこの世的なことで

あろうと，自分が人生で行うすべてのこ

とに当てはまると考えるようになるで

しょう。悔い改めはまだ完全な状態に到

達していないすべての人のために備えら

れているのです。」（『歴代大管長の教え

――スペンサー・W・キンボール』37）1ヨ

ハネ1：8；モーサヤ4：29－30も参照

23．教義と聖約68：25，強調付加

24．「metanoeo(メタノエオ）」という言葉が

ギリシャ語のマタイ4：17；マルコ1：

15；ルカ13：3で主の言葉として使われ

ていた。使徒2：38；3：19；8：22でも

ペテロが同じ言葉を使っている。

25．マタイ17：2とマルコ9：2の「transfig-

ured（姿が変えられた）」という言葉は

「metamorphoo（形が変わる）」という言

葉から翻訳されている。

26．エペソ4：23の「mind（心）」という言葉

は，ギリシャ語の「nous（ノウス）」という

言葉から翻訳されている。

27．ルカ1：77；ローマ2：20；2コリント6：

6の「knowledge（知識）」という言葉は，



「gnos（グノス）」あるいは「gnosis（グノ

シス）」という言葉から翻訳されている。

「gnos」という言葉の前に「a-」という否

定を示す接頭語が付くと，「agnostic（認

知不能）」という単語のように「知識に欠

けた」という意味を表す。使徒17：23の

「unknown（知られない）」は「agnostos

（アグノストス）」から，「ignorantly（知ら

ずに）」という語は「agnoeo（アグノエオ）」

という語幹から翻訳されている。

28．マタイ12：18とローマ8：5の「spirit（霊）」

という語は，ギリシャ語の「pneuma（プ

ネウマ）」から翻訳されている。

29．使徒17：25の「breath（息）」という言

葉はギリシャ語の「pnoe（プノエ）」から

翻訳されている。

30．モーサヤ2：21

31．3ニーファイ27：21，27参照

32．アルマ37：35－36

33．アルマ5：14

34．ヨハネ3：3，7；モーサヤ27：25；アルマ

5：49；7：14；モーセ6：59参照

35．モロナイ10：32参照

36．ガラテヤ6：7－8参照

37．士師13：7；ルカ1：15；教義と聖約89：

5，7－9参照

38．マタイ5：27－28；アルマ38：12；

3ニーファイ12：27－28；教義と聖約

42：23参照

39．ローマ8：5－6参照

40．アルマ38：11；教義と聖約121：37参照

41．ヨハネ13：15；1テモテ4：12；1ペテ

ロ2：21；2ニーファイ31：16；3ニー

ファイ18：16；モルモン7：10参照

42．教義と聖約121：45参照

43．教義と聖約85：3参照

44．ピリピ4；8；信仰箇条1：13参照

45．モーサヤ3：19

46．教義と聖約138：57－59。30－34節

も参照

47．教義と聖約128：18

48．『子供の歌集』38

49．教義と聖約27：9；110：14－15；

128：18；138：48参照

50．教義と聖約2：2－3；132：19；138：

47－48；ジョセフ・スミス─歴史1：39

参照

わ
たしの愛する兄弟姉妹の皆さ

ん，わたしたちはすばらしい大

会を楽しんできました。わたし

たちはソルトレーク・タバナクルの大規模

な改装を行い，使用を再開するに際し，

再奉献いたしました。各部会でこのカン

ファレンスセンターは満席になりました。

わたしたちの言葉は世界中にいる教会員

に響き渡りました。

そしてこれからそれぞれの家に帰りま

す。運転をする方は，気をつけて運転し

てください。このすばらしい大会の御
み

霊
たま

が

事故で台なしにならないようにしましょう。

皆さんが教会機関誌の5月号を家庭の

夕べのテキストとして利用して，この大会

で語られた内容を復習するよう願ってい

ます。どの話者も，聞く人すべてがもう少

し努力したい，もう少し善い人になりたい

という気持ちになれるようにと望みなが

ら，霊感を与える知識を分かち合うため

に，祈りの気持ちで準備しました。

皆さんの家庭に平安と調和があります

ように。夫の皆さん，妻を愛して，大事に

してください。彼女たちは皆さんの最高の

宝物です。妻の皆さん，夫を励まし，夫の

ために祈ってください。彼らはあらゆる助

けが必要なのです。両親の皆さん，子供

に優しく接してください。彼らは皆さんの

名前に名誉をもたらす次の世代です。

それでは，しばしの別れに際し，愛す

る友である皆さんに神の祝福があります

ように。皆さんに別れを告げながら，イエ

ス・キリストの御
み

名
な

により祈ります。アー

メン。

閉会に当たり
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

どの話者も，……霊感を与える知識を分かち合うために，祈りの気持ちで準備しました。
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義
理の息子が3歳の娘エライザに，

とても特別なテーマで家庭の夕

べのレッスンをするよと話したと

ころ，エライザはにっこり笑い，そのテーマ

を当てようとしてこう言いました。「きっと，

わたしのことね。だって，わたし，とっても

特別だもの。」エライザは，自分がだれであ

るかを覚えています。自分がとても特別な

神の子であることを知っているのです。エ

ライザはこのことを母親から学びました。

この集会の開会で歌った「神の子です」

（『賛美歌』189番）は，エライザが赤ちゃん

のときから毎晩聞いていた子守歌です。

12歳から18歳までの若い女性は，世界

中で，そしてほとんどの言語で同じことを

宣言しています。「わたしたちは天父の娘

です。天父はわたしたちを愛し，わたし

たちも天父を愛しています。」（「若い女性

のテーマ」『成長するわたし』〔小冊子〕，5）

しかし成長するにつれて，3歳のエライザ

が抱く「わたしは特別」という確かな知識

から遠ざかってしまうことがよくあります。

若人はしばしば「自己
じ こ

認識
にんしき

の危機
き き

」を経

験し，自分は一体だれなのかと悩みます。

また，10代は「自己認識の脅
おびや

かされる」時

期でもあるとわたしは考えます。この世

の考えや哲学
てつがく

，策略
さくりゃく

がわたしたちを混乱
こんらん

させ，翻弄
ほんろう

し，ほんとうの自分について

の知識を奪
うば

おうとするからです。

ある，とても立派な若い女性がわたし

にこう言いました。「時々，自分が何者
なにもの

な

のか自信がなくなります。天のお父様の

愛が感じられず，生きることがとてもつら

く思えるのです。わたしが望み，願い，夢

に見たようにはいかないことばかりで

す。」わたしは今，そのとき彼女に話したこ

とをそのまま世界中の若い女性の皆さん

に伝えます。わたしははっきりと知ってい

ます。皆さんは神の娘です。天の御父は

皆さんを知り，愛し，皆さんのために計画

を用意しておられます。御父はわたしに，

このメッセージを皆さんに伝えるよう望ん

でおられます。

末日の預言者
よげんしゃ

と使徒
し と

たちは，わたした

ちの持つ神から受け継
つ

いだ特質について

証
あかし

しています。家族についての世界への

宣言
せんげん

にはこうあります。「人は皆，天の両親

から愛されている霊の息子，娘です。した

がって，人は皆，神の属性
ぞくせい

と神聖な行
ゆ

く末
すえ

とを受け継いでいます。」（『リアホナ』2004

年10月号，49）また，ゴードン・Ｂ・ヒンクレ

ー大管長はこのように話しました。

「皆さんに及
およ

ぶ者などいません。皆さん

は神の娘たちなのです。

生まれながらの受け継ぎとして，皆さん

は美しく，神聖な，天与
てんよ

の特質を授かって

います。決してそのことを忘れないでくだ

さい。皆さんの永遠の御父は偉大な宇宙

の主であられます。御父はすべてを支配

しておられますが，御自分の娘である皆

さんの祈りにも耳を傾
かたむ

け，皆さんが語りか

けるときに聞いてくださいます。そして皆

さんの祈りにこたえてくださるのです。皆

さんを独
ひと

りにしたりはなさいません。」

（「気高い道にとどまる」『リアホナ』2004

年5月号，112）

自分が神の娘であるという知識を心の

奥深くにしっかりと植え付けるなら，皆さ

んは慰
なぐさ

められ，信仰を強められ，振
ふ

る舞
ま

いに影響
えいきょう

を受けるでしょう。この徳高い真

理で絶えず皆さんの思いを飾るなら，今

年のミューチャルのテーマが約束するよう

に，自信をもって神の御前
みま え

に立つことが

できるのです（教義と聖約121：45参照）。

では，どうしたら自分が天の御父の娘で

あると知り，また感じることができるでしょ

う。天と地との間には幕があり，わたした

ちはこの幕，つまり「眠りと忘却
ぼうきゃく

」を通って

この世に生まれました（ウイリアム・ワーズワ

ース“Ode Intimations of Immortality

from Recollections of Early Childhood”，

第5連，58）。これは，わたしたちが「完成

に向かって進歩して，最終的に永遠の命

を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実

現するために，地上での経験を得〔る〕」

うえで必要なことです（『リアホナ』2004年

10月号，49）。天の御父はわたしたちを

愛し，わたしたちが御父のことを思い出

すよう願っておられます。天の御父が，わ

たしたちに永遠をかいま見させてくださ

るのはそのためです。使徒パウロはこの

ように教えています。「御霊
みたま

みずから，わ

たしたちの霊と共に，わたしたちが神の

子であることをあかしして下さる。」（ロー

マ8：16）御霊は自分のほんとうの姿をか

いま見させてくださいます。わたしたちが

祈るとき，聖文を読むとき，わたしたちに

対する主の憐
あわ

れみについて思い巡
めぐ

らすと

き，神権の祝福を受けるとき，人に仕える

とき，あるいは人から愛され，認められて

いると感じるとき，御霊はしばしばわたし

たちに語りかけてくださいます。

天の御父
お ん ち ち

の娘
中央若い女性会長

スーザン・Ｗ・タナー

天の御父は皆さんを御存
ごぞん

じで，愛しておられます。皆さんは天父
てんぷ

の特別な娘です。

主は皆さんのために計画を用意しておられます。

●中央若い女性集会
2007年3月24日



モーセは力強く霊的な経験を通して自

分が何者であるかを学びました。神と顔

を合わせて語ったモーセは，自分が神の

息子であり，特別な使命を与えられてい

ることを知りました。この驚
おどろ

くべき経験の

後，モーセはサタンに打たれました。しか

し，神の栄光を身をもって感じていたモ

ーセは，サタンが何の栄光も持たないこ

とに気づきました。そして自分が神の息

子であり，神から使命を与えられている

ことを知っていたので，モーセはサタンを

退け，義にかなった判断を下し，力を求

めて神を呼び求め，常に神の御霊ととも

にいるための力と能力を持つことができ

たのです（モーセ1章参照）。

わたしたちも同じ方法を使うことがで

きます。自分が何者であるかを知り，感じ

るようになると，善と悪を見分け，誘惑
ゆうわく

に

抵抗
ていこう

するための力が得られるようになりま

す。主から与えられた自分の神聖な使命

を理解する一つの方法は，祝福師の祝福

です。これは非常に具体的で個人的なメ

ッセージであり，神権の力によってわたし

たち一人一人が受けることができます。

皆さんの持つ永遠にわたる特質を教え

てくれる霊的な物の見方は，親や指導者

を通して得ることもできます。彼らは，霊

感を受けて皆さんの真の姿を見ることが

でき，皆さんを勇気づけてくれます。わた

しはこれまで，自分の子供たちの真の姿

について，とても具体的な御霊のささや

きを折に触れて受けてきました。子供の

一人が生まれる前の晩，心の中に，この

子はきょうだい一人一人にとってすばらし

い友，そして助け手となるという，とても

はっきりとした印象を受けました。そして

まさにそのとおりになっています。また，

10代の子供が自動車事故のためにとても

落ち込んでいたとき，わたしの頭に「わた

しはこの子を愛している。そしてこの子

の人生を導いていく」という言葉が，はっ

きりと聞こえました。確かにこの子は導か

れました。その後も，このような導きを何

度も受けてきました。子供たちに励まし

が必要になったとき，わたしは祝福され

て，彼らの偉大で高貴
こう き

な永遠の霊を感じ

取ることができたのです。

皆さんは外出するとき，母親や父親から

「自分が何者であるかを忘れないで」と言

われたことがありますか。この言葉は何を

意味しているのでしょうか。「家族の一員

として恥ずかしくない振る舞いをしてね」

という意味もあるでしょう。しかし何よりも

「神の子であることを忘れないでね。それ

にふさわしく行動しなくてはならないので

すよ」という意味が込められています。宣

教師は胸に名札を着けることで，末日聖

徒イエス・キリスト教会の代表者であるこ

とを常に心に留
と

めています。だからこそ

彼らは慎
つつし

み深く，さっぱりとした服装
ふくそう

をし，

礼儀正しく人に接し，キリストの面影
おもかげ

をそ

の顔に受けるよう努力しているのです。彼

らは名札を着け，外から見える形で自分

が何者であるかを示しているので，このよ

うな行動をしなければならないのです。

わたしたちも皆，聖約によってキリストの

御名
み な

を受けました。主の御名がわたした

ちの内側，つまり心の中に刻
きざ

まれていなけ

ればなりません。わたしたちも同様に，天

の御父の子供としてふさわしく行動するこ

とが期待されています。ひょっとすると，

天の御父もわたしたちをこの世に送り出

すとき「自分が何者であるかを忘れないで」

とおっしゃったかもしれません。

教会の若い女性の皆さんに仕える召し

を受けたとき，わたしはそれにふさわしい

行動をしなければならないと思いました。

ある日，娘が道路に車を止めていたとき，

期限
きげ ん

切れの登録証
とうろくしょう

をはっていたために違
い

反
はん

切符
きっ ぷ

を切られてしまいました。郵送
ゆうそう

され

て来るはずの登録書類
とうろくしょるい

がまだ届いていな

いことが原因でした。わたしは娘の代わ

りに事情を説明しようと強気で市役所へ

向かいました。こちらに非のないことを証

明しようと厳
きび

しい表情で建物に入って行く

と，だれかがわたしに声をかけ，「あなた

のことを知っていますよ」と言いました。そ

れを聞いて足が止まりました。わたしも，

自分が何者であるかを思い出す必要があ

ることに気づいたのです。ただ中央若い

女性会長であるというだけではありませ

ん。何よりも，わたしは神の娘なのです。

人と付き合うときは，相手もまた天の

御父の子供であることを覚えておかなけ

ればなりません。結婚したばかりのころ，

主人はよくこう言いました。「君が美人だ
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から結婚したんじゃないよ。」あまり何度

も言うので，とうとうわたしは「あまりお世
せ

辞
じ

には聞こえないけど」とからかってみま

した。すると主人は，これがわたしへの最

高の褒
ほ

め言葉のつもりだと説明してくれま

した。それはわたしにもよく分かっていた

のです。そして主人は「君にはすばらしい

特質が備わっていて，君はそれを永遠に

わたって伸ばしていくと思う。だから君が

好きなんだ」と言ってくれました。主は言

われました。「顔かたちや身のたけを見

てはならない。……わたしが見るところ

は人とは異
こと

なる。人は外の顔かたちを見，

主は心を見る。」（サムエル上16：7）家族

や友人関係，デート，結婚など，いずれに

おいても，外見
がいけん

の美しさや経歴
けいれき

だけで判

断するのではなく，性格
せいかく

や高い価値
か ち

観
かん

，そ

してお互いの持つ神から受け継いだ特質

を大切にするべきです。

チリのあるステークで，キャンプを行っ

た若い女性たちがこのことを実践しまし

た。お互いのすばらしい特質を書き留め

たのです。彼女たちは日に日にお互いを

もっとよく知るようになりました。そしてそ

れぞれの中に備わっている良い点に気づ

き，書き出していきました。キャンプの終

わりに，彼女たちは感じたことを伝え合

いました。それは全員が自分の中にある

神聖な特質に気づく助けになりました。

ある指導者はこう語っています。「わたし

たちは文字どおり，思いやりと優しさにあ

ふれたすばらしい御霊に包まれていまし

た。誇張
こちょう

ではなく，若い女性たちからは

一言の不平
ふへ い

も聞かれませんでした。互い

を受け入れる優しい心が彼女たちの中に

あふれていました。これは10代の少女の

間ではあまり見られないことです。競
きそ

い

合いも，争いもありませんでした。キャン

プは，小さな天国のようでした。」（私信よ

り）少女たちはお互いが持つ，神から受

け継いだ特質に気づき，認め合いました。

徳高い思いが語られたこのキャンプは御

霊に満たされていました。

C・S・ルイスは，賢明
けんめい

にもこう言ってい

ます。「周りにいる人は皆，神や女神にな

る可能性を持っている。この事実を軽々
かるがる

しく扱ってはならない。すぐ近くにいる，

だれよりも物分かりが悪くつまらない人

が，いつの日か，あなたが心から崇拝
すうはい

し

たくなるような存在となるかもしれないと

いうことを忘れてはいけない。今のあな

たには，その姿が見えていないだけなの

だ。……この世に凡人
ぼんじん

などいない。……

あなたの隣人
りんじん

はあなたが知覚し得るもの

の中で，最も神聖な存在なのである。」

（“The Weight of Glory，”Screwtape

Proposes a Toast and Other Pieces

〔1974年〕，109－110）

自分やほかの女性たちが愛にあふれた

天の御父の娘であると知っている若い女

性は，どこに住んでいようとも，徳高く，奉
ほう

仕
し

を愛する模範的
もはんてき

な生活を送ることによ

って主への愛を示します。ブラジルの非

常に蒸
む

し暑
あつ

い地域にあっても慎み深い服

装をしている若い女性を見て，わたしは

感銘
かんめい

を受けました。彼女たちは「慎み深

くあることは，気候の問題ではなく，心の

問題です」と語っています。この若い女性

たちは，自分が神の娘であることを知っ

ていました。

最近，悲惨
ひさん

な水の事故で亡くなった，ア

イダホの末日聖徒の学生5人の徳高い行

動について聞き，わたしは胸を打たれま

した。彼らは義の標準
ひょうじゅん

に従って生活し，

徳の高さと健全
けんぜん

さにおけるすばらしい模

範として，周りの学生や地域の人々に知ら

れていました。彼らは，自分たちが神の

息子，娘であることを知っていました。

両親が離婚した，ある若い女性の示し

た模範からも感銘を受けました。彼女は

幼い弟や妹たちが愛されていないと感じ

ることのないように，毎晩ともに祈り，愛

を伝えました。この若い女性は，自分が

天の御父の娘であり，御父が彼女を愛し

ていらっしゃることを知っています。そし

て弟や妹を愛することによって，御父への

愛を示しています。

また，貧困
ひんこん

や政治的弾圧
せいじてきだんあつ

にあえぐ地域

に住む若い女性の行動について知り，感

動しました。自分たちこそ困難
こんなん

な状況
じょうきょう

に



あるにもかかわらず，彼女たちはキャンプ

に集まり，人 を々元気づける方法を計画し

ました。助けの必要な女性のために衛生
えいせい

セットを作ったり，地域や病院，家庭でさ

らに奉仕を行ったりもしました。その行動

を見れば，彼女たちは自分が神の娘であ

ることを理解しているのが分かります。彼

女たち，そして世界中の若い女性たちに

対する愛で，わたしの心は満ちあふれて

います。皆さんは神の娘であり，神は皆

さんを愛しておられることをわたしは知

っています。

最後に，特別な，わたしにとって神聖と

も言える経験を話しましょう。わたしが最

初に中央若い女性の会長に召されたとき，

自分は力不足だと感じ，身のすくむ思いが

しました。幾晩
いくばん

も心を悩まし，悔
く

い改
あらた

め，

泣きながら夜を明かしました。数日間この

ような夜を過ごした後，とても感動的な経

験をしたのです。まず，若い女性の年齢に

ある姪
めい

たちのことを考え始めました。次に

近所とワードの若い女性，そして高校でい

つも会っていた若い女性を思い浮かべ，そ

れから50万を超
こ

える世界中の教会の若い

女性たちを心に描
えが

きました。それまで味わ

ったことのない，すばらしく温かい思いが

込み上げてきて，わたしを包んでくれまし

た。世界中に住む末日聖徒の若い女性，

皆さん一人一人に対してこの上なく深い愛

を感じ，この気持ちは天の御父が皆さん

に抱
いだ

いておられる愛であると分かりまし

た。力強く，すべてを包み込むような愛で

した。そのとき初めて平安を感じました。

天の御父がわたしに望んでおられること

を知ったからです。それは，主が皆さんに

抱いておられる大いなる愛を，皆さんに証

することです。ですからわたしはもう一度証

します。わたしは一点の疑
うたが

いもなく知って

います。天の御父は皆さんを御存じで，愛

しておられます。皆さんは天父の特別な娘

です。主は皆さんのために計画を用意し

ておられます。いつもそばにいて，導
みちび

き，道

を示し，ともに歩んでくださいます（「神の

子です」参照）。皆さんがこのことを知り，

感じることができるように，イエス・キリスト

の御名によって心から祈ります，アーメン。

救
い主に感謝しています。「キリス

トのもとに来て，キリストによって

完全になりなさい」と，救い主が

わたしたちすべてを招いておられることに

感謝しています。1 わたしは，救い主を覚え，

悔い改めて自分を変えていくことについ

て，最近わたし自身が考え，感じているこ

とを皆さんに伝えたいと願っています。あ

る3人の女性について話し，そこからわた

しが学び取った事柄を説明します。それ

が，わたしの感じてきたことを表現するの

にいちばんいい方法だと思うのです。

まず，ルース・メイ・フォックスの話から始

めましょう。昔，中央若い女性の会長を務

めた人です。彼女は84歳までこの召しを

果たしました。フォックス姉妹はイギリスで

生まれ，13歳のとき開拓者
かいたくしゃ

の一団とともに

ソルトレーク盆地
ぼん ち

まで移動したのですが，

そのほとんどの行程
こうてい

を歩き通しました。

赤ん坊のころに母と死別したため，最初

の十数年は様 な々家族のもとを転 と々しま

した。「手の焼
や

ける子」だからという理由

で祖母には引き取ってもらえなかったそう

ですから，扱いにくい子供だったのでしょ

う。2

後にルースは結婚して12人の子供の母

親となります。強い証
あかし

を子供たちに伝え，

働く傍
かたわ

らで子供たちに福音を教えました

が，上の子たちに対するしつけは厳しすぎ

たと自分でも認めています。気が短く，カ

ッとなったときに「10まで数えて」3 怒りを

冷ますということがなかなかできなかった

からです。けれども，懸命
けんめい

な努力によって

ルースはこの欠点を克服
こくふく

し，心の優しい奉

仕の人として知られるようになりました。

フォックス姉妹は104歳まで生きました。

長い生涯で大きな喜びもつらい試練も経

験してきた彼女はこう教えています。「人生

では往々
おうおう

にして，つらい経験から学ばされ

ることがあります。温室育ちの植物が弱い

ように，問題を避
さ

けて通っていては強靭
きょうじん

な

人格は育ちません。」4

去年，ワイオミング州のインディペンデン

ス・ロックに行き，ソルトレーク盆地に向か

う旅の途中で当時13歳のフォックス姉妹が

自分の名前を彫
ほ

った場所を探しました。

140年の風雪
ふうせつ

を経てほとんど消えかけて

いたものの，「1867年，ルース・メイ」という

文字をわたしはどうにか確認することがで

主を覚え，
悔い改め，変わる
中央若い女性会長会第一顧問

ジュリー・B・ベック

幸福と平安へのいちばんの近道は，できるかぎり早く悔い改めて自分を変えること

なのです。
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きました。この偉大な指導者でありイエ

ス・キリストの弟子であった女性について

さらに興味をそそられました。彼女は生

涯人格を磨
みが

き続け，「神の王国がすべてで

あり，そのほかの事柄はどうでもよいこと

です」5 をモットーとしました。

次の話は，ある女性の話です。仮
かり

に「メ

アリー」としておきましょう。福音のために

多くを犠牲
ぎせ い

にした信仰深い開拓者の両親

のもとに生まれた娘です。神殿で結婚し，

10人の子供の母親となりました。才能豊

かな女性で，子供たちに祈りの仕方や勤

勉の大切さ，互いに愛し合うことを教えま

した。什分
じゅうぶん

の一も払っていましたし，日曜

日には家族そろって幌
ほろ

馬車で教会に通っ

ていました。

けれども，知恵の言葉に反すると知りな

がらコーヒーを飲む習慣がついてしまい，

オーブンの後ろにコーヒーポットを置くように

なりました。彼女に言わせれば，「たかが

コーヒーくらいで，主から天の祝福を取り上

げられるはずはない」ということでしたが，

そのコーヒーを飲んでいるというただ一点

のために彼女は神殿推薦状
しんでんすいせんじょう

を受ける資格

を失い，一緒にコーヒーを飲んでいた子供

たちもその資格を失ったのです。長寿だっ

た彼女は，晩年には再び参入資格を得て

神殿で奉仕しましたが，10人の子供たちの

中で神殿結婚したのはたった一人だけで

した。そして，今では5世代目になる子孫の

非常に多くは，彼女が信じ，その先祖が多

大な犠牲を払って擁護
よう ご

した回復された福

音の祝福にあずかってはいないのです。

最後はクリスティーナ（仮名）という女性

の話です。彼女は子供のころにバプテス

マを受けて家族と結び固められましたが，

その後いつしか家族は福音に従うのをや

めてしまいました。10代後半になった彼

女はそれまで何度か誤った選択をしてお

り，とても苦しんでいました。

ある日わたしは，そんな彼女に『成長す

るわたし』を渡してこう言いました。「この

本に書いてあることを実行すれば，キリス

トが持っておられる特質を生活に取り入

れて，あなたの望むように人生を変えるこ

とができるはずよ。今日
きょ う

から，ここに書か

れていることを実行してみてくれないかし

ら。そして，今晩開かれる青少年のファイ

ヤサイドにこの本を持って来てほしいの。

どんなことを学んだのかわたしに教えて

ね。」その晩，彼女は目を潤
うる

ませて言いま

した。「今日わたしは，『成長するわたし』

のプログラムを始めました。」その日以来，

彼女はわたしに時々手紙を書いてくれま

す。彼女は日曜日の集会やミューチャル，

セミナリーに再び出席するようになりまし

た。2，3週間後には姉や母親も一緒に教

会に来るようになり，後に父親も加わって，

今では家族全員が神殿に参入できるよう

にまでなっています。

さて，これまで話した3人の姉妹の話か

ら，主を覚え，悔い改め，自分を変えるこ

とについて，わたしはどんなことを学び取

ったでしょうか。

第1の教訓は，だれでも間違いを犯す

ということです。6 最近わたしは，8歳の女

の子と一緒に過ごしました。その子はちょ

うどその日バプテスマを受けたのです。1

日が終わるころ，その子は自信たっぷりに

こう言いました。「バプテスマを受けて1日

が終わったけれど，わたし，一度も罪を犯

さなかったわ！」でも，完全な日が永遠に

続くわけではありません。今ごろはこの女

の子も分かり始めていると思いますが，わ

たしたちすべてがよく知っているように，ど

んなに頑張
がん ば

っても，悪い状況や間違った

選択を常に避けることはできませんし，自

分を常に正しくコントロールできるわけで

はありません。現代の神権時代が選ばれ

た貴い世代であるとはよく耳にしますが，

「完全な世代」と呼ばれるのは聞いたこと

がありません。特に攻撃されやすいのは

10代の子供たちです。なぜならサタンの力

は実際に存在しますし，10代の子供たち

は人生で初めて重要な決定を自分で下す

時期に来ているからです。これは，生まれ

て初めて重大な過
あやま

ちを犯す時期に来てい

るということでもあります。

モルモン書に出てくるコリアントンはその

ような経験をしました。コリアントンは忠実

に伝道の業を果たすべきでしたが，自分

は強くて賢いので，危険な状況や悪い仲

間の影響
えいきょう

を上手にくぐり抜けることができ

ると考えたのです。けれども，ふさわしく

ない場所に身を置き，よからぬ人 と々交わ

り，間違ったことを行い始めると，足をすく

われて重大な罪を犯してしまいました。7

第2の教訓は，悔い改めは単なる選択

肢の一つではないということです。悔い



改めは戒めです。8 救い主は，悔い改めて

幼子
おさなご

のようにならないかぎり人は神の王国

を受け継ぐことができないと言っておられ

ます。9 ほんの1杯のコーヒーやたった一つ

の悪い習慣，たった一度の間違った選択，

たった一度の判断の誤りのために生涯に

わたって福音の道から外
はず

れてしまうような

ことがあってはなりません。

時 ，々悔い改めを軽く考えてしまう人がい

ます。悔い改めは難しすぎるという言葉を

聞いたこともありますし，罪悪感にさいなま

れるのはもう飽き飽きだとか，悔い改めら

れるよう助けようとしてくれた指導者に不快

感を覚えたという言葉を聞いたこともありま

す。過ちを犯すとあきらめてしまい，もう立

ち直れる望みはないと思い込んでしまう人

が時々います。そうかと思えば，回復され

た福音を捨てて教会を離れてしまった方が

よほど楽になるだろうと考える人もいます。

間違いを犯した人の心に，もう望みはな

いという考えを植え付けるのはサタンの

仕業
しわ ざ

です。主イエス・キリストは常にわたし

たちに希望を与えてくださいます。主はこ

のように言っておられます。

「あなたは主の業を行うために選ばれ

た。しかし，背
そむ

きのゆえに，あなたは用心

しなければ落ちるであろう。

しかし，神は憐
あわ

れみ深いということを覚

えておきなさい。それゆえ，あなたが行っ

たことで，わたしがあなたに与えた戒めに

反する行いを悔い改めなさい。そうすれ

ば，あなたはまだ選ばれた者であって，再

び業に召される。」10

幸福と平安へのいちばんの近道は，で

きるかぎり早く悔い改めて自分を変えるこ

となのです。

第3の教訓は，わたしたちはそれを自

分独りで行うのではないということです。

自分の力だけで自分を真に変えることは

不可能です。意志の力と心からの正しい

動機
どう き

だけでは不十分なのです。過ちを犯

したり望ましくない選択をしたりしてしま

った場合，救い主の助けなしに正しい道

に戻ることはできません。わたしたちは

毎週毎週聖餐
せいさん

を取ることにより，救い主

にはわたしたちを変えることがおできに

なるという信仰を示しているのです。わ

たしたちは罪を告白し，その罪を捨てる

ことを約束します。11

どんなに努力しても力が及
およ

ばないとき

に，さらに努力し続けられるよう力が与えら

れるのは主の恵みによるのです。12 主はこ

う言っておられます。「もし人がわたしのもと

に来るならば，わたしは彼らに各々の弱さ

を示そう。わたしは人を謙遜
けんそん

にするために，

人に弱さを与える。わたしの前にへりくだる

すべての者に対して，わたしの恵みは十分

である。もし彼らがわたしの前にへりくだり，

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。」13

自分を変えるために主の助けを求める

人には，次のような約束が与えられていま

す。「自分の罪を悔い改めた者は赦
ゆる

され，

主なるわたしはもうそれを思い起こさな

い。」14 主はわたしたちをお見捨てになり

ません。こう言っておられます。「すべて

重荷を負うて苦労している者は，わたしの

もとにきなさい。あなたがたを休ませて

あげよう。」15 赦されたのだと分かったとき

にわたしたちが味わう喜びと平安は神か

らの祝福です。主が定められた時に主の

方法によってではありますが，そのような

平安は確かに与えられます。

最後の教訓は，わたしたちは自分を変

えることができるということです。救い主

を覚えてその模範
もは ん

に従う機会は日々新た

に与えられます。悔い改めなしに成長する

ことはあり得ません。16 悔い改めが福音の

第二の原則であるのはこのためです。17

自分の欠点について言い訳をするので

はなく，日 良々い習慣
しゅうかん

とキリストのような特質

を身に付けることができるよう努力しましょ

う。スペンサー・W・キンボール大管長はこ

のように言っています。「キリストのような特

質を身に付けるのは，骨の折れる過酷
かこく

な仕

事です。それは時々気が向いたときに行え

ばよいというものではありませんし，常に自

分を成長させようと不断
ふ だ ん

の努力を重ねる

覚悟
かくご

のない人に達成できるようなことでもあ

りません。」18 クリスティーナの模範を見て，

キリストのような特質を生活に取り入れるこ

とは，自分が変わりつつあることのしるしで

あるということを学びました。

わたしたちは人間ですから，だれでも過

ちを犯します。悔い改めは単なる選択肢の

一つではなく，必ずしなければならないも

のですが，自分独りだけでできるものでは

ありません。わたしたちには救い主がいて，

悔い改めができるよう助けてくださいます。

救い主の特質を生活に取り入れることによ

って，自分が変わり，救い主に近づいて行

くのが分かるようになります。

福音は「誘惑からわたしを守る外套
がいとう

であ

り，悲しむときに慰
なぐさ

めを与えるものであり，

人生を通じてわたしの喜びと栄光であり，

永遠の命への希望を与えてくれるものです」

とフォックス姉妹は言っています。19 彼女は

ブラジルで中央若い女性集会に出席する若い姉妹たち。

111／ 22 0 0 7 年 5 月 号



「神の王国がすべてであり，そのほかの事

柄はどうでもよいことです」という言葉を自

分のモットーとしました。なぜなら，心を尽

くして福音に従うとき，救い主がわたした

ちすべてに与えてくださった次の約束を受

けられることを知っていたからです。「悔

い改めて，わたしの名によってバプテスマ

を受ける者はだれであろうと，満たされる

であろう。そして，最後まで堪
た

え忍
しの

ぶなら

ば，見よ，わたしはその者を，わたしが立

って世の人 を々裁くその日に，わたしの父

の御前
みまえ

で罪のない者としよう。」20

わたしは，悔い改めを通して救い主を

知ることができました。自分を変えてくだ

さいと救い主に助けを求めるとき，信仰も

救い主への信頼も増し加わります。救い

主の実在と，その力について証します。イ

エス・キリストの御名
み な

により，アーメン。

注

1．モロナイ10：32

2．ジャネット・ピーターソン，ラレーヌ・ガー

ント共著，Keepers of the Flame:

Presidents of the Young Women

（1993年），33－34参照

3．Keepers of the Flame，38参照

4．Keepers of the Flame，41 

5．Keepers of the Flame，49 

6．『聖句ガイド』「悔い改め」の項，89－

90参照

7．アルマ39：1－9参照

8．教義と聖約19：15参照

9．3ニーファイ11：38

10．教義と聖約3：9－10 

11．教義と聖約58：43参照

12．『聖句ガイド』「恵み」の項，254参照

13．エテル12：27

14．教義と聖約58：42

15．マタイ11：28

16．『聖句ガイド』「悔い改め」の項，89－

90参照

17．信仰箇条1：4参照

18．「女性の特権と責任」『聖徒の道』1979

年2月号，150参照

19．Keepers of the Flame，49

20．3ニーファイ27：16
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我
が家の近くの峡谷

きょうこく

を抜ける道

に，「道をそれるな」という標識
ひょうしき

があります。道を歩き始めると

すぐに，それが賢明
けんめい

な助言
じょげん

であることが

はっきりと分かります。坂や曲がり角，急
きゅう

斜面
しゃめん

もあり，一歩踏
ふ

み外
はず

すと足もとが不安

定で，季節によっては時折ガラガラヘビ

が出て来ることもあります。今晩，皆さん

一人一人に対するメッセージは，その標識

と同じ「道をそれない」というメッセージ

です。

数年前，何人かの若い女性と一緒に，

ワイオミング州のティートン山脈
さんみゃく

へ山歩き

に出かけました。道はかなり険
けわ

しく，2日

目に最も危険
きけん

な場所
ばしょ

へ差しかかりました。

わたしたちは，「ハリケーンの通り道」と呼

ばれる道を通る予定でした。そこは名前

が示すとおり，ほとんど絶
た

え間
ま

なく強風
きょうふう

が

吹いている道でした。森林警備員
しんりんけいびいん

から，

道の中央を歩き，周囲に木がない所では

できるだけ姿勢
しせい

を低くして，手荷物
て に も つ

はすべ

てリュックに入れ，素早
すばや

く進むように指示

されました。写真を撮
と

ったり，ぐずぐずし

たりしてはなりません。若い女性が全員

その地点を無事
ぶ じ

に通り抜けたときには，

大きな安堵
あんど

と喜びを感じました。しかも，

「がけの縁
ふち

」までどれくらい近づいてもい

いかなどと質問する子もいませんでした。

わたしたちは時折，人生の道を歩みな

がら，おもしろくてスリルがあるし，自分

でコントロールできるからと，危険な場所

でだらだら時を過ごそうとします。がけっ

ぷちの生活をしても，徳を守れると考え

ることもあります。しかしそのような状況
じょうきょう

に身を置くのは危険です。預言者
よげんしゃ

ジョセ

フ・スミスが語ったように，「幸福こそ，わ

たしたちの存在
そんざい

する目的であり計画です。

わたしたちがそこへ通じる道に従って行

けば，最後に到達できるものです。その

道とは，徳です。」（History of the Church，

第5巻，134－135）

教義と聖約第25章のエマ・スミスに対

する主の助言は，主のすべての貴
とうと

い娘に

向けられた助言です。第25章では行動
こうどう

規
き

範
はん

が与えられ，「徳の道を歩む」ように勧
かん

告
こく

されています（第2節）。徳とは，「道徳

的に高い標準
ひょうじゅん

に基づいた思いと行動のパ

ターンです。」（『「わたしの福音を宣
の

べ伝え

なさい」』118）では，徳高
とくたか

くあるのに役立

つ道徳的に高い標準とは何でしょうか。

徳には，思いや言葉，服装
ふくそう

，態度
たいど

にお

ける慎
つつし

み深
ぶか

さが含まれます。慎み深さは

純潔
じゅんけつ

の礎石
そせき

です。ガラガラヘビが潜
ひそ

む山

道を素足
すあし

で歩く人がいないように，今日
こんにち

の世で安全であるためには慎み深さが不

道をそれずに
中央若い女性会長会第二顧問

イレイン・S・ダルトン

わたしたちは時折
ときおり

，がけっぷちの生活をしても徳を守れると考えることがあります。

しかしそのような状況に身を置くのは危険です。



可欠です。慎み深くあるとき，わたしたち

は天の御父
おんちち

の娘として御父と自分の関係

を理解
りかい

していることを周
まわ

りの人に表しま

す。また，神を愛し，どのようなことにつ

いても神の証人
しょうにん

になることを示します。

わたしたちは慎み深くあることで，周りの

人に「徳を重んじている」ことを示します

（“Dearest Children, God Is Near You”

Hymns 96番）。慎み深さとはセンスの良

さではありません。それは心と聖
きよ

さに関

する事柄
ことがら

です。流行
りゅうこう

を追うことではなく，

忠実
ちゅうじつ

でいることです。かっこうが良いこと

ではなく，純潔であり，聖約
せいやく

を守ることで

す。人気
にんき

があることではなく，清
きよ

くあるこ

とです。慎み深さには，純潔と徳の道を

確実
かくじつ

に歩むために行うすべてのことが含

まれます。徳高いことが昇栄
しょうえい

の条件
じょうけん

であ

ることは明らかです。モルモンの言葉は，

純潔と徳がともに「あらゆるものに勝って

最も大切で貴いもの」であることを教えて

くれます（モロナイ9：9）。罪
つみ

に無関心
むかんしん

で

あったり，近寄りすぎたりしては絶対
ぜったい

にな

りません。神の娘が歩くには危険な場所

だからです。

教義
きょうぎ

と聖約第25章の中でわたしたち

は，自分が交わした聖約を固
かた

く守
まも

るよう

に勧告されています（第13節参照）。わた

しにとって，固く守るとは，主と交わした

約束に固くついて離れず，ほんとうにしっ

かりとつかまることを意味します。聖約は

誘
ゆう

惑
わく

に抵抗
ていこう

する強さを与えてくれます。聖

約を守るなら，徳の道をそれることはな

いでしょう。バプテスマのときに交わした

聖約を守るなら，道の中心にとどまること

ができます。ジェフリー・R・ホランド長老

は次のように注意を促
うなが

しています。

「バプテスマを最初の聖約として，永遠

の命に向かうこの道を歩んでいく間に，

わたしたちは様々
さまざま

な聖約を交
か

わします。

……交わした聖約に従って歩むならば，

常に必要なだけ十分に聖霊
せいれい

の促しを受け

ることができます。わたしたちの歩む道

ではほとんど毎日のように問題という上り

坂に直面
ちょくめん

します。けれどもその坂を乗り

越えるための助けが文字
も じ

どおり神から与

えられます。神会
しんかい

の御三方
おさんかた

，すなわち御

父と御子
おんこ

と聖霊は，わたしたちが聖約を

交わしているので助けてくださるのです。

これらの聖約を思い起こすために，毎

週聖餐
せいさん

を受けます。パンの祝福
しゅくふく

の祈りの

中で，わたしたちは，『進んで御子の御名
み な

を受け，いつも御子を覚
おぼ

え，御子が与え

てくださった戒めを守ることを，永遠の父

なる神よ，あなたに証明
しょうめい

して，いつも御子

の御霊
みた ま

を受けられるように』と祈ります。

〔教義と聖約20：77〕」（「新会員すべてに

知ってほしいこと，会員歴の長い人すべ

てに留意
りゅうい

してほしいこと」『リアホナ』2006

年10月号，11－12）

主の御霊の導きを受けると，皆さんは

確信と幸福に満ち，絶
た

えず徳で思いを飾
かざ

るようになります。モルモン書には，社会

全体が聖約を守り，清く徳高い生活を送

ったときの状態
じょうたい

について記されています。

「神の手によって造
つく

られたすべての人の中
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で，彼ら以上に幸せな民
たみ

は確かにあり得

なかった。」（4ニーファイ1：16）また，聖霊

の導
みちび

きを受けると，周
まわ

りの人に義
ぎ

にかな

った影響を与えることもできます。

わたしの事務所
じ む し ょ

には，我
わ

が家
や

代々
だいだい

の女

性の写真が飾
かざ

ってあります。曾祖母
そ う そ ぼ

，祖母，

母，そして娘のエミの写真です。彼女たち

が自
みずか

らをささげてきた人生や，救いの計

画を信じる信仰
しんこう

のおかげで，わたしはも

っと高くまで登り，もっと遠くまで旅するこ

とができました。今その写真を見ると，

徳高い生活の大切さがとてもよく分かりま

す。今では娘一人だけでなく，その写真

に加わった5人の義理
ぎ り

の娘と5人の小さな

孫娘
まごむすめ

がいるので，娘や孫に徳高く，聖い

生活の模範
もはん

を示すという大きな責任
せきにん

を感

じています。たとえ改宗した最初の世代
せだい

であっても，皆さんにも後に続く人たちに

対する責任があります。

最近，わたしは冒頭
ぼうとう

で話したあのティ

ートン山脈へまたハイキングに出かけまし

た。今回は夫と，同年代
どうねんだい

の友達数人と一
いっ

緒
しょ

でした。出発するときは，皆意気
い き

揚々
ようよう

と

していて，のんきにかまえていましたが，

目的地へ着く前にくたくたに疲
つか

れ，問題が

生
しょう

じました。何年も前に若い女性たちと

出かけたときとは違い，身体的
しんたいてき

な備えが

できていなかったのです。それに不注意

にも荷物を詰
つ

めすぎていました。リュック

の重みで体力はさらに消耗
しょうもう

し，もう限界
げんかい

に

近い状態でした。標高
ひょうこう

が高く斜面が急で，

荷物が重いために，ほかの人たちも苦し

そうでした。夫は皆の様子
ようす

に気づくと，先

を急ぎました。わたしは見捨
み す

てられたよ

うに感じました。しかし1時間もすると，

夫が谷の向こう側を下
お

りて来るのが見え

ました。こちらへ走って来るのです。そし

て，わたしのところへ来ると，荷物を背負
せ お

い，わたしの涙
なみだ

をぬぐって，目的地へ連れ

て行ってくれました。そこは松林
まつばやし

がそびえ

立つ，水晶
すいしょう

のように透
す

き通
とお

った湖でした。

夫はすぐに山道を引き返し，ほかの人た

ちのために同じことを4回繰
く

り返
かえ

しまし

た。夫の姿を見ながら，自分が十分な備

えをしていなかったことを悔やみました。

さらに，余分
よぶん

なものをこんなに持って来て，

重い荷物を夫に背負わせてしまったこと

を悔
く

やみました。そして夫の強さと無
む

私
し

の精神
せいしん

，備えと愛に心から感謝しました。

人生の山を登るとき，徳高い道をそれ

ずに歩んでください。皆さんには助けて

くれる人がいます。両親や家族，ビショッ

プ，アドバイザー，あらゆる年代の義にか

なった友人たちです。疲れたり道を間違
まちが

ったりしたら，方向を変え，徳高い道へ戻

ってください。救い主がそばにいてくださ

ることを忘れないでください。主は皆さ

んが悔い改められるようにしてくださいま

す。そして皆さんを強め，荷を軽くし，涙

をぬぐい，慰
なぐさ

め，道をそれないように助

けを与え続けてくださるのです。

救い主は徳の完全な模範です。聖地
せいち

の

道を歩かれたとき，イエスは「よい働きを

しながら……巡回
じゅんかい

されました。」（使徒10：

38）病人を癒
いや

し，目の不自由な人 を々見え

るようにし，死人をよみがえらせられまし

た。そして永遠の真理と，前世
ぜんせ

が実際に

存在すること，この世での人生の目的，神

の……娘が持つ来世
らいせ

における可能性につ

いてお教えになりました（「生けるキリスト

──使徒たちの証」『リアホナ』2000年4月

号，2－3参照）。わたしの好きな聖句
せいく

にこ

う記
しる

されています。「心をつくして主に

信頼
しんらい

せよ，自分の知識
ちしき

にたよってはならな

い。すべての道で主を認
みと

めよ，そうすれば，

主はあなたの道をまっすぐにされる。」

（箴言
しんげん

3：5－6）

このことが真実であると証
あかし

します。主

は道を示してくださっただけでなく，時に

は手を取ってわたしを導いてくださいまし

た。「イエス・キリストの道は，この世にお

いては幸福に，後
のち

の世においては永遠の

命に至
いた

る道です。」（「生けるキリスト」『リア

ホナ』2000年4月号，3）わたしは主が生き

ておられることを証します。主は皆さん

の祈りを聞き，行く手を導いてくださいま

す。イエス・キリストはわたしたちの模範

であり，導き手です。道をそれないでく

ださい。慎み深くあり，聖約を固く守り，

聖霊を伴侶
はんりょ

とするふさわしさを保ってくだ

さい。主はこのように約束しておられま

す。「元気を出しなさい。わたしがあなた

がたを導いて行くからである。王国はあ

なたがたのものであり，その祝福もあな

たがたのものであり，また永遠の富もあ

なたがたのものである。」（教義と聖約

78：18）「イエス・キリストのたぐいまれな

生涯
しょうがい

が現実のものであり，この御方
おかた

の偉

大な贖
あがな

いの犠牲
ぎせい

が無限
むげん

の力を有
ゆう

するこ

と」にただ驚
おどろ

くばかりです（「生けるキリス

ト」『リアホナ』2000年4月号2，強調
きょうちょう

付加
ふ か

）。

イエス・キリストの御名
み な

により，アーメン。



愛
する若い女性の皆さん，この

立派なホールに皆さんが集う

光景は何とすばらしいことで

しょうか。皆さんは母親や祖母，教師とと

もに出席しています。このカンファレンス

センター以外でも世界中で何十万人もの

人が集っています。集会の模様
もよ う

は，20か

国語以上の言語で放送されています。わ

たしたちの話が皆さんの母国語に通訳さ

れているのです。皆さんにお話しするの

は圧倒
あっとう

されるような重い責任ですが，す

ばらしい機会でもあります。わたしが語

る言葉に聖なる御霊
みた ま

の導きがあるよう祈

っています。

ほかの姉妹たちがこの集会のテーマを

雄弁
ゆうべん

に語ってくれましたので，わたしは簡

単に触れるだけにします。そのテーマと

は，教義と聖約第121章で主が語られた

啓示
けいじ

の言葉です。こうあります。

「絶えず徳であなたの思いを飾るように

しなさい。そうするときに，神の前におい

てあなたの自信は増し，神権の教義は天

からの露
つゆ

のようにあなたの心に滴
したた

るであ

ろう。

聖霊は常にあなたの伴侶
はんりょ

となり，あな

たの笏
しゃく

は義と真理の不変の笏となるであ

ろう。そして，あなたの主権
しゅけん

は永遠の主

権となり，それは強
し

いられることなく，とこ

しえにいつまでも，あなたに流れ込むこ

とであろう。」（45－46節）

この主の啓示の注目すべき言葉以上に

偉大
いだ い

な約束が人に与えられているでしょ

うか。これは神の御言葉
み こ と ば

であり，預言者

ジョセフへの啓示として与えられました。

絶えず徳で思いを飾るすべての人へのす

ばらしい約束が含まれています。

若い女性の皆さんは人生の入り口に立

っています。バプテスマを受けてからは

何年かたちましたが，まだ十分若いので，

将来に対してどんな夢でも見られます。

皆さん一人一人は神の子供です。そして

神聖な存在であり，文字どおり全能者の

娘です。皆さんの可能性に限界はありま

せん。生活をうまくコントロールすれば，

将来は機会と喜びに満たされます。自分

の才能や時間を無駄
む だ

にしている余裕
よゆ う

はあ

りません。皆さんにはすばらしい機会が

待ち構えているのです。

これから，もし従えば必ず幸せになれ

る簡単な方法を教えましょう。それには

簡単な4つのポイントがあります。（1）祈る

（2）勉強する（3）什分
じゅうぶん

の一を納める（4）集

会に出席する，の4つです。

1番目のポイントは，個人の祈りです。

皆さんは天の御父
おんちち

の娘です。そして御父

は皆さんの天における親です。御父に話

してください。毎朝毎晩ひざまずいて，心

に感じている感謝を伝えてください。皆

さんの望みや，必要とする祝福について

話してください。この教会は，少年ジョセ

フ・スミスが父親の農場の森で謙遜
けんそん

な祈り

をささげたことから始まったことを決して

忘れないでください。最初の示現
じげ ん

と呼ば

れるその驚くべき経験からこの御業
みわ ざ

が発

展し，今日
こんにち

160か国で1,200万人以上の会

員を有するまでに至ったのです。これは

まさに，人手によらずに山から切り出され

た石が全地に満ちるまで転がり進むとい

う，ダニエルが見た啓示の成就
じょうじゅ

です（ダニ

エル2：44－45参照）。

個人の祈りをささげるだけでなく，もし

していなければ家族の祈りをするよう，両

親に働きかけることもできます。祈りは天

の御父に近づくための橋です。お金はか

かりません。信仰と努力のみが求められ

ます。ひざまずいて謙遜な祈りをささげ

ること以上に報いの多いものはありませ

ん。祈りでは神への愛を語りますが，そ

れは神があらゆる善の源であられるから

です。祈りは，自分を大切にする心の表

れです。祈りに代わるものはありません。

祈りは神との個人的なコミュニケーション

なのです。

2番目のポイントは勉強することです。

この短い言葉にはどういうことが含まれ

ているでしょうか。まず聖文の勉強です。

旧約聖書は一部しか読んだことがないか

もしれませんが，旧約聖書には偉大な教

訓が含まれています。新約聖書は教訓の

宝庫
ほう こ

です。マタイ，マルコ，ルカ，ヨハネに

よる4つの福音書，そして使徒
し と

行伝
ぎょうでん

や数々

の書簡
しょかん

が含まれています。福音書のどれ

絶えず徳で
あなたの思いを
飾るようにしなさい
ゴードン・B・ヒンクレー大管長

皆さんの可能性に限界はありません。生活をうまくコントロールすれば，将来は

機会と喜びに満たされます。
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か一つでいいので読んでみてください。

ヨハネによる福音書がいいかもしれませ

ん。それが終わったら，モルモン書を読

んでください。

2年前，わたしは全教会員にモルモン書

をその年のうちに全部読むよう勧めまし

た。その勧めに驚
おどろ

くべき数の人がこたえ

てくれました。実行した人はその努力に

対して祝福を受けました。贖
あがな

い主につい

てのさらなる証
あかし

であるこの書物に没頭
ぼっとう

す

るにつれ，心が活気づき，霊が鼓舞
こ ぶ

され

ました。当時まだ小さくて読めなかった

人もいるでしょうが，今なら小さすぎて読

み始めることができないということはあり

ません。

聖文の勉強だけでなく，学業にも力を

入れてください。若い今のうちに，できる

だけの教育を受けると決心してください。

現代は競争社会であり，今後もその傾向
けいこう

は強まる一方です。教育は機会という扉
とびら

を開く鍵
かぎ

となります。

皆さんは結婚するかもしれませんし，そ

う望んでいることでしょう。でも，将来の

ことはだれにも分かりません。結婚した

としても，教育は自分にとって大きな利益

になります。日々進歩することなく，ぼん

やりと過ごすことのないようにしてくださ

い。皆さんが努力するなら，主は祝福し

てくださいます。新たな経験と知識に心

を開くならば，生活は豊かになり，視野
し や

が

広がります。

3番目のポイントは，什分の一を納める

ことです。什分の一を納める人に対して

主は輝かしい約束をしておられます。現

代の啓示で，彼らは「焼かれない」，と言

っておられるのです（教義と聖約64：23参

照）。

主の偉大な約束は，マラキ書に記され

ています。「人は神の物を盗
ぬす

むことをする

だろうか。しかしあなたがたは，わたし

の物を盗んでいる。あなたがたはまた

『どうしてわれわれは，あなたの物を盗ん

でいるのか』と言う。十分の一と，ささげ

物をもってである。……

わたしの宮に食物のあるように，十分

の一全部をわたしの倉に携
たずさ

えてきなさい。

これをもってわたしを試み，わたしが天

の窓を開いて，あふるる恵みを，あなた



がたに注ぐか否
いな

かを見なさいと，万軍
ばんぐん

の

主は言われる。」（マラキ3：8，10）

そして主は続けてとても興味深いこと

を言われました。聞いてください。

「わたしは食い滅
ほろ

ぼす者を，あなたが

たのためにおさえて，あなたがたの地の

産物を，滅ぼさないようにしよう。また，

あなたがたのぶどうの木が，その熟
じゅく

する

前に，その実を畑に落
おと

すことのないように

しようと，万軍の主は言われる。

こうして万国
ばんこく

の人は，あなたがたを祝福

された者ととなえるであろう。あなたがた

は楽しい地となるからである……。」（マラ

キ3：11－12）

什分の一はお金で納めますが，もっと

大切なことは，信仰をもって納めることで

す。わたしはこれまで，正直に什分の一

を納めながらも不平を漏
も

らす人に会った

ことがありません。むしろ正直に納める

人は主に信頼を置いていて，主も彼らを

お見捨てになることはありません。

わたしがまだ小さかったころ，毎年12月

になると父はわたしたち全員を，道路の

反対側にあったダンカンビショップの家

に連れて行きました。什分の一面接のた

めです。ビショップ室が教会堂になかっ

たので，ビショップは自宅で業務を行って

いました。わたしたち全員がビショップの

家のリビングルームに座り，ビショップは

一人一人をダイニングルームに招き入れま

した。わたしたちの什分の一は25セント

や50セントでしたが，それでも完納でした。

ビショップが領収書
りょうしゅうしょ

を書き，ワードの記

録に金額を記入しました。金額がとても

少なかったので，記録をつけるための経

費は什分の一の金額より多くかかったこ

とでしょう。それでも，そうやって身に付

いた習慣は，今日
こんにち

までずっと続いていま

す。主が約束されたとおりに，什分の一

を納めることで数え切れないほどの祝福

を受けてきました。

わたしはお金のない大恐慌
だいきょうこう

時代に結婚

しましたが，什分の一は納めていました。

そしてどういうわけか食べ物や必要なも

のに困ることはありませんでした。

4番目のポイントは，聖餐
せいさん

会やその他の

出席すべき集会に出席することです。主

の聖餐を取ることに代わるものは何もあ

りません。人類の救い主の肉と血の記念

にパンと水を取ることができるのは，厳
おごそ

かで，神聖で，すばらしいことなのです。

人類史上，聖なる贖い主の贖いの犠牲
ぎせい

以上に意義
い ぎ

深
ぶか

い出来事はありません。そ

れに匹敵
ひってき

するものは何もないのです。贖

いがなくては，人生に意味などなくなり，

目的のない旅となってしまうでしょう。

贖いがあるおかげで永遠の命が保証さ

れています。死は終わりではなく，むしろ

より栄
は

えある世界への通過点となります。

これらすべては聖餐を取ることに象徴
しょうちょう

されます。集会のほかのあらゆる事柄は

主の犠牲の象徴である聖餐を取ることに

比べたら重要度は低くなります。

皆さんがこの4つのことを行うならば，

生活が実りあるものとなり，皆さんはとて

も幸福になり，あらゆる面で多くのこと

を達成し，満足が得られることを約束し

ます。

愛する若い姉妹である皆さんを，主が

祝福されますように。主の祝福が常に，ど

んなときにも皆さんに注がれますように。

わたしたちは皆さんを愛し，皆さんのた

めに祈っています。天が皆さんにほほえ

みかけるよう，聖なるイエス・キリストの

御名
み な

により，へりくだり祈り求めます。アー

メン。
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大会で話された実話や物語の索引
以下のリストは，総大会の説教の中から，個人学習や家庭の夕べ，そのほかの教える機会の参考に選んだ経験談です。

（数字は説教の最初のページです。）

話者 実話や物語 教義または原則

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長 ジョセフ・Ｆ・スミス青年は，夢で預言者たちに会った，60 清さ，従順

子供時代のゴードンは，什分
じゅうぶん

の一の面接に行った，115 什分の一，信仰

トーマス・Ｓ・モンソン管長 筋ジストロフィーの4人の子供たち，22 愛，永遠の命

大会で自分に向けて話されて，バプテスマを決意した少女，41 信仰，バプテスマ

海軍で病気になった友人を祝福した，57 感謝，神権の力

ある家族から頼まれて，死が近づいている父親を祝福した，57 什分の一，神権の力

ジェームズ・Ｅ・ファウスト管長 教師を聖任する若い祭司，54 証
あかし

，神権の力

愛する人を殺害されても赦
ゆる

すことで平安を取り戻した家族，67 赦し，謙遜
けんそん

ボイド・K・パッカー会長 初等協会の聖歌隊を聞いて確信を受けた，26 霊感，音楽

Ｌ・トム・ペリー長老 執事定員会の会長が，少年たちが教会に来るよう助けた，85 活発化，奉仕，神権の鍵
かぎ

ラッセル・Ｍ・ネルソン長老 罪のぬかるみにはまり，赦しを求めた女性，102 悔い改め，希望

Ｍ・ラッセル・バラード長老 聖書を守ってきた人々への感謝，80 聖典，犠牲

ジョセフ・Ｂ・ワースリン長老 ボールから目を離さないという教訓，45 従順，勤勉

不正をしない，45 正直，勇気

ロバート・Ｄ・ヘイルズ長老 緊急訓練を受けようとしなかったパイロット，48 従順，備え

夜に方向感覚を失って墜落したパイロット，48 従順，信仰

デビッド・Ａ・ベドナー長老 ピクルスと霊的な変化のたとえ，19 霊的に生まれ変わる，聖
きよ

め

ジェイ・Ｅ・ジェンセン長老 宣教師の歌で改宗に導かれた家族，11 伝道活動，音楽

ジョン・Ｂ・ディクソン長老 知恵の言葉を守ると決意した若い男性，14 知恵の言葉，従順

ボニー・Ｄ・パーキン 家族の祝福のかご，34 感謝，試練

扶助協会の姉妹からの感謝，34 感謝，愛

キース・Ｂ・マクマリンビショップ 若いころの，学校とフットボールでの失敗，51 備え，勤勉

ビッキー・Ｆ・松森 バプテスマについて祈った求道者，76 祈り，信仰

父親が，教会でする話を手伝ってくれた，76 家族，正直

グレン・Ｌ・ペイス長老 高校でただ一人教会員の若い女性，78 試練，勇気

子供のころ証を得た，78 証，信仰

ゲーリー・Ｊ・コールマン長老 大学生のときに改宗した，92 啓示，バプテスマ

チャールズ・Ｗ・ダールクウィスト2世 迫害にもかかわらずバプテスマを受けた開拓者，94 試練，犠牲

母親が自分のために祈ってくれているところを見た，94 祈り，親の務め

菊地良彦長老 聖徒たちが什分の一を納めると，主が干ばつを終わらせてくださった，97 什分の一，信仰，従順

スーザン・Ｗ・タナー キャンプですばらしい特質に気づいた若い女性たち，106 模範，一致

天の御父が一人一人の子供たちを知っておられることへの証，106 神の特質，愛

ジュリー・Ｂ・ベック ルース・メイ・フォックスの信仰，109 犠牲，模範

『成長するわたし』に取り組む若い女性，109 信仰，活発化

分かち合いましょう

皆さんや皆さんの家族は，総大会の説教を学んで良い経験をしましたか。体験談をお寄せください。タイトルは英語で“Learning from Conference”
（大会から学んだこと）と書いてください。英語なら400語以内，日本語なら1,000文字以内にまとめ，liahona@ldschurch.org または，

Liahona, Room 2420, 50 E. North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA までお送りください。



以下は『アロン神権2』および『若

い女性2』のレッスンを補足する

ための参考資料であり，同レッスンに

代わるものではありません。本ガイドに

掲載された『神への務め』および『成

長するわたし』の活動の幾つかは，レ

ッスン中に実施することもできますし，

家庭で行うよう定員会の会員またはク

ラスの生徒に勧めることもできます。

レッスンはテキストに掲載されてい

る順番に教えてください。教師用手

引きには，クリスマスのための特別な

レッスンは掲載されていません。クリ

スマスのための特別なレッスンを教え

たい場合は，救い主の生涯と使命に

焦点を絞った聖句や大会説教，教

会機関誌の記事，絵，賛美歌を活

用することを検討してください。

インターネットを使用して，英語以外

の幾つかの言語でこのリソースガイド

を探す場合は，http://www.lds.org

にアクセスし，“Language”（言語）を

クリックした後，言語を選択してくださ

い。次に『リアホナ』をクリックし，2006

年11月号を選択してください。（訳注

──日本語の場合は，http://www.

ldschurch.jpにアクセスし，「教会員

の方へ」「ライブラリー」の順に選択して

ください。あとは上と同じように『リア

ホナ』をクリックし，2007年5月号を選

択してください。）リソースガイドの英語

版を閲覧する場合は，http://www.

lds.orgを開き，“Gospel Library”

（「福音図書館」）をクリックしてください。

開いた画面の右の欄にリソースガイド

へのリンクがあります。

『若い女性2』
用リソースガイド
第26課──聖餐

せいさん

L・トム・ペリー「聖餐にあずかる

とき」『リアホナ』2006年5月号，39。

悦子の話をリゾート地での休暇に

ついてのペリー長老の話に代える

ことを検討します。

『成長するわたし』「徳質の体験──

『信仰』」の4 

第27課──従順になることによって証
あかし

を強める

ヘンリー・B・アイリング「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。従

順になることによっていかに証を強め

ることができるかを話し合う際，アイリ

ング長老の4つの状況を用います。

第28課──自由意志

ロバート・D・ヘイルズ「思いのま

まに行動する──選択の自由という

賜物
たまもの

と祝福」『リアホナ』2006年5月

号，4。タナー管長の話をヘイルズ

長老の6つの基本的な選択に置き

換えることを検討します。

ウォルフガング・H・ポール「選択の自

由の賜物」『リアホナ』2006年5月号，

34。ポール長老が示す，選択の自由

が大切な理由について話し合い，ス

ミス大管長の引用を補足します。

第29課──昇栄

ジェームズ・E・ファウスト「主の側

に立つ」『リアホナ』2004年11月号，

18。ファウスト管長の勧告は，わた

したちが今主の側に立つことによっ

て，それぞれが最後まで堪え忍ぶ

うえで助けとなることを示します。

デビッド・A・ベドナー「いつも主

の御霊
みたま

を受けられるように」『リア

ホナ』2006年5月号，28。儀式を受

け，聖約を交わすことの大切さを教

えるうえで「バプテスマの儀式とそ

れに伴う聖約」を用います。

第30課──奉仕を通して証を強める

トーマス・S・モンソン「堅固な土

台」『リアホナ』2006年11月号，62。

「心からの奉仕は喜びをもたらす」

の中にある物語の一つを，モンソン

管長の若い女性クラスの話に置き

換えます。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『善い行い』｣の1，2，5，および6。

第31課──国の法律

ラッセル・M・ネルソン「平和をつくり

出す人たちは，さいわいである」『リア

ホナ』2002年11月，39。愛国心につ

いて話し合うとき，説教の中の「市民

アロン神権者および若い女性用
リソースガイド

メ
ルキゼデク神権と扶助協

会の第4日曜日のレッスン

は，「わたしたちの時代の

ための教え」を学ぶ時間です。各

レッスンは，最近の総大会で語ら

れた，一つまたは複数の説教を基

に準備します。ステーク会長および

地方部会長は，レッスンに用いる説

教を指定することができます。また

は，この責任をビショップおよび支

部会長に委任することもできます。

神権指導者は，メルキゼデク神権

者の兄弟と扶助協会の姉妹が同じ

日曜日に同じ説教を学ぶことの大

切さを強調するべきです。

第4日曜日の集会の出席者は，

教会機関誌の，最新の総大会特集

号をよく研究し，クラスに持参する

よう奨励されています。

説教に基づいてレッスンを
準備する際の提案

説教を研究し教えるに当たり，

聖なる御霊
みたま

がともにあるよう祈って

ください。教師はほかの資料を使

ってレッスンを準備したくなること

があるかもしれません。しかし，大

会説教は承認された教科課程用資

料です。教師の務めは，人々が最

新の総大会で教えられた福音を学

び，それに従って生活できるよう助

けることです。

クラスの生徒の必要に合った原

則と教義を探しながら，説教の内

容を検討してください。また，その

ような真理を教えるのに役立つ説

教から，物語や参照聖句，声明を

探してください。

原則と教義を教えるための大ま

かな計画を立ててください。計画

には，クラスの生徒が以下のことを

行ううえで役立つ質問を取り入れて

ください。
● 説教に含まれる原則と教義を探

す。
● それらの意味について考える。
● 理解したことや考え，経験，証

あかし

を

分かち合う。
● それらの原則と教義を実生活に

応用する。 ■

わたしたちの時代のための教え

119／ 22 0 0 7 年 5 月 号

●指導用資料

*これらの説教は，www.lds.org にアクセスすることにより，（多くの言語で）インターネット上で視聴および閲覧す

ることができます。（訳注──日本語版の文字データを閲覧するには，www.ldschurch.jp にアクセスし，

「教会員の方へ」「ライブラリー」「総大会説教」の順にクリックしてください。）

月

2007年5月―10月

2007年11月―

2008年4月

第4日曜日のレッスン教材

『リアホナ』2007年5月号掲載の説教*

『リアホナ』2007年11月号掲載の説教*

一緒に聖文を読む，

ブラジル・

サンパウロの

二人の若い女性。
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としての義務」という項を用います。

第32課──生命の大切さ

ラッセル・M・ネルソン「創造」『リア

ホナ』2000年7月号，102。この話を

用いて，創造の奇跡を説明します。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『神から受け継いだ特質』｣の1

第33課──神聖な創造の力

リチャード・G・スコット「女性の務

めの神聖さ」『リアホナ』2000年7月，

43。トラックの荷台に乗った若い女

性に遭遇したスコット長老の話をし

ます。彼女たちのふるまいと服装

を教会の標準と比較します。

「生殖の神聖な力」『リアホナ』

2005年6月号，38。「家族──世界

への宣言」を用います。

第34課──主の標準を忠実に守る

ジェームズ・E・ファウスト「あなたが

たの光──もろもろの国民のための

旗」『リアホナ』2006年5月，111。レ

ッスンの終わりにジャンヌ・ダルクの物

語を紹介し，まとめとして高い標準

を維持するようにというファウスト管

長の励ましの言葉を引用します。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『誠実』｣の1

第35課──賢明な選択

リチャード・G・スコット「邪悪がは

びこる世界で正しい生活を送る方

法」『リアホナ』2004年5月，100。導

入の部分をボリビアのキリサの話に

置き換えることを検討します。

ロバート・D・ヘイルズ「思いのまま

に行動する──選択の自由という賜

物と祝福」『リアホナ』2006年5月，4。

偉大なる教えを子供たちや孫たち

に残すというヘイルズ長老の概念を

取り入れることを検討します。

第36課──正直

リチャード・C・エッジリー「3本のタ

オルと25セントの新聞」『リアホナ』

2006年11月号，72。レッスンのまと

めにエッジリービショップの3本のタ

オルについての話を紹介します。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『誠実』｣の2

第37課──正しい生活を通して清さを

保つ

ジェフリー・R・ホランド「若い女性

の皆さんへ」『リアホナ』2005年11

月号，28。純潔を守るという項目の

補足として用います。

中央若い女性および中央若い男

性会長会「真の自信」『リアホナ』

2007年1月号，8。キャロラインの話

の補足として，絶えず良い思いを持

つ方法についての勧告を用います。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『誠実』｣の5

第38課──健康

ボイド・K・パッカー「あなたがたは

神の宮である」『リアホナ』2001年1月

号，85。わたしたちの身体を清く保

つことによって得られる祝福につい

て話し合う際，パッカー会長の祝福

師の祝福に関する話を紹介します。

ダイアン・L・スパングラー「肉体，

神聖な贈り物」『リアホナ』2005年7

月号，16。レッスンの始めに，容姿

に対する神の視点とこの世的な視

点との相違を話し合います。

第39課──病気の予防

ディーター・F・ウークトドルフ「初め

から終わりを知る」『リアホナ』2006

年5月号，42。健康作りの習慣の大

切さを話し合う際，ウークトドルフ長

老の少年時代の経験を紹介します。

第40課──自制

ディーター・F・ウークトドルフ「わし

の翼に乗って」『リアホナ』2006年7

月号，14。レッスンの「聖典と教会の

指導者は自制心を養う方法を教え

てくれる」の項を強調するため，この

説教を用いることを検討します。

デビッド・A・ベドナー「何ものも彼

らをつまずかすことはできません」

『リアホナ』2006年11月号，89。「自

制は幸福と自尊心に通じる」の項を

話し合う際，「傷つかないという選択

をする」の項を取り入れます。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『誠実』｣の2，5

第41課──楽観的な態度

ジョセフ・B・ワースリン「豊かな人生」

『リアホナ』2006年5月号，99。わたし

たちがどのように快活で楽観的でい

られるかについて話し合う際，記事

から物語や例を用います。

アンソニー・D・パーキンズ「大きな驚

くべき愛」『リアホナ』2006年11月号，

76。落胆を認識し，それを克服する

方法を知ることができるように，レッス

ンを通じてこの説教を役立てます。

第42課──感謝

ゴードン・B・ヒンクレー「若人への

預言者の勧告と祈り」『リアホナ』

2001年4月号，30。「感謝する人に

なりましょう」の項を読んで，レッスン

の導入の部分を補足します。

ダリン・H・オークス「すべてについ

て感謝をささげる」『リアホナ』2003

年5月号，95。感謝を示す方法につ

いて話し合う際，この説教の中の考

えについて触れます。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『個人の価値』｣の3

第43課──余暇の上手な活用

トーマス・S・モンソン「完成への道」

『リアホナ』2002年7月号，111。勤

労の必要性と，引き延ばすことによ

って生じる害を説明する際，モンソ

ン管長の4つ目の勧めを用います。

ジョセフ・B・ワースリン「わたしに

ついてきなさい」2002年7月号，15。

レッスンの導入で，この説教の要点

を用いることを検討します。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『選択と責任』｣の2

第44課──才能を伸ばす

ジェームズ・E・ファウスト「できると

信じている，できると分かっていた」

『リアホナ』2002年11月号，49。才

能を伸ばす必要性と，与えられた賜

物を善い目的のために使うことを強

調し，「レッスンの応用」の項を補足

するうえでこの記事を役立てます。

ロナルド・A・ラズバンド「タラント

のたとえ」『リアホナ』2003年8月号，

34。マタイ25：14－30を教える際に

この記事を役立てます。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『知識』｣の2

第45課──芸術に親しむ

ダリン・H・オークス「啓示が必要な8

つの理由」『リアホナ』2004年9月号，8。

「芸術は生活を豊かにする」の話し合

いの一環として「啓示が与えられる目

的」の項に挙げられている，オークス

長老の4つ目の目的の項を用います。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『個人の価値』｣の6

第46課──金銭上の責任

ジョセフ・B・ワースリン「この世の

負債と天の負債」『リアホナ』2004年

5月号，40。自立に関する話し合い

の際，ワースリン長老が挙げている

財政的な自由を得るための5つの

ステップを取り入れます。

『成長するわたし』｢徳質の体験──

『選択と責任』｣の7

第47課──よい環境

ディーター・F・ウークトドルフ「わし

の翼に乗って」2006年7月号，14。

「健全な環境を作り出す」の項を話

し合う際，ライト兄弟がいかに彼ら

の環境に影響を与えたかということ

を関連づけます。

ジェレミー・ロバートソン「壁の額」

『リアホナ』2004年8月号，8。レッス

ンの導入でこの話を紹介します。

第48課──指導者としてのコミュニケー

ション技術

L・トム・ペリー「互いに愛と関心を

示し合う厳粛な責任」『リアホナ』

2006年6月号，56。レッスンを教える

際「私たちは指導者となることがで

きる」の項の補足として，この記事の

要点を用います。

M・ラッセル・バラード「おお，賢く

ありなさい」『リアホナ』2006年11月号，

17。「指導とは愛の実践である」の

項を教える際，賢く適切に奉仕する

6つの方法について話し合います。

第49課──障害のある人 を々大切にし

励ます

ゲール・M・クレッグ「子供たちに

違いを受け入れることを教える」『リ

アホナ』2004年6月号，16。レッスン

の中で紹介されているビデオ（訳注

──日本語版のテキストにはビデオ

についての紹介はない）が入手でき

なければ，この記事の始めに出て

いる二つの話を紹介します。

『アロン神権2』
用リソースガイド
第26課――清い思い

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。話し合いの中にオークス長老

の警告を取り入れます。

『神への務め──教師』「霊的な面

での成長」の5

第27課――主の健康の律法

トーマス・S・モンソン「真理を守り」

『リアホナ』2006年5月号，18。レッス

ンの終わりにある話をマカフェケのた

とえに置き換えることを検討します。

『神への務め──執事』「学業，人

格，職業への備えの面での成長」の12

第28課――安息日

L・トム・ペリー「家族の大切さ」

『リアホナ』2003年5月号，40。レッ

スンの最初の項にある安息日のふ

さわしい活動について学ぶ際に，

ペリー長老の勧告を用います。

アール・C・ティンギー「永遠の規範

を確立する」『リアホナ』2004年10月

号，20。レッスンの「安息日を聖く守

る」の項で，クック長老の話の代わり

にティンギー長老の話を用います。



『神への務め──教師』「霊的な面

での成長」の2

第29課――人生の目的

リチャード・G・スコット「真理の回

復」『リアホナ』2005年11月号，78。

救いの計画を理解することがどのよ

うに人生の試練に立ち向かう助けと

なるかについて，スコット長老の勧告

を用いてレッスンを締めくくります。

ロバート・D・ヘイルズ「思いのままに

行動する──選択の自由という賜物

と祝福」『リアホナ』2006年5月号，4。

記事の中にある概念を用いて，選択

の自由がいかに誘惑を退けるうえで

助けとなるかについて示します。

第30課――キリストの愛

H・デビッド・バートン「思いやりの心

と助けの手」『リアホナ』2006年5月

号，8。レッスンの最後の方にある物

語の代わりに，バートンビショップの

語る模範の幾つかを紹介します。

『神への務め──教師』「社会の一

員としての社交的な面での成長」の3

第31課――赦
ゆる

し

ジェームズ・E・ファウスト「贖
あがな

い──

最も大いなる希望」『リアホナ』2002年

1月号，19。レッスンの最初の項で，

贖いがどのようにわたしたちに人

を赦す力を与えてくれるかについ

て話し合います。

ボイド・K・パッカー「輝かしい赦し

の朝」『聖徒の道』1996年1月号，20。

コリー・テン・ブームの話の代わりに，

記事のジョン・ブリーンの話を紹介

することを検討します。

第32課――みたまの賜
たまもの

を養う

デビッド・A・ベドナー「主の深い憐
あわ

れみ」『リアホナ』2005年5月号，99。

霊的な賜物が主の深い憐れみとし

てどのようにわたしたちに訪れるか

を説明します。

第33課――学問を求むべし

ジョン・K・カーマック「永代教育基

金──希望に満ちた明るい光」『リ

アホナ』2004年1月号，32。永代教

育基金によって教育を受けることに

関して，わたしたちが学ぶことので

きる原則について話し合います。

『神への務め──教師・祭司』「学

業，人格，職業への備えの面での

成長」の1，2

第34課――模範の力

ゴードンB・ヒンクレー「さらに親切

になる必要性」『リアホナ』2006年5月

号，58。「神権者のよい模範は教会

に対する評価を高める」の中にある

話の一つに代えて，大管長の説教に

出てくるリチャードの話をします。

トーマス・S・モンソン「主の設計

図」『リアホナ』2006年1月号，2。

「信者の模範」の項を話し合いに取

り入れます。

第35課――法律を守り，敬い，支える

『神への務め──執事』「社会の一

員としての社交的な面での成長」の5

第36課――すべてのことに感謝する

ダリン・H・オークス「すべてについて

感謝をささげる」『リアホナ』2003年

5月号，95。レッスンの導入部分の代

わりに，オークス長老が挙げている感

謝をささげる5つの理由を紹介します。

それぞれに当てはまる経験があれ

ば，それを生徒に話してもらいます。

H・デビッド・バートン「思いやりの心と

助けの手」『リアホナ』2006年5月号，8。

競売人の話の代わりにジョセフ・スミス

の話を紹介することを検討します。

『神への務め──執事』「霊的な面

での成長」の10

第37課――女性の役割を理解する

ゴードン・B・ヒンクレー「人生で出

会う女性たち」『リアホナ』2004年11

月号，82。女性の役割と男性の役

割はどのように違っているか，また

両方の役割がどのように同様に大

切であるかを話し合ううえでこの記

事を役立てます。

ジュリー・B・ベック「『母の心』」『リア

ホナ』2004年5月号，75。この説教を

用いて，レッスンのまとめを強調します。

第38課――不義の世に正しく生きる

ジェームズ・E・ファウスト「悪魔の

のど」『リアホナ』2003年5月号，51。

レッスンを始めるに当たり，この説

教にある滝の比喩を用います。

リチャード・G・スコット「邪悪がは

びこる世界で正しい生活を送る方

法」『リアホナ』2004年5月，100。村

人に福音を教えたスコット長老の宣

教師としての経験を紹介し，レッス

ンの導入部分を補足します。

『神への務め──執事，教師，祭

司』「家族の活動」の2

第39課――信仰を守りぬく勇気

ゴードン・B・ヒンクレー「確かな

道を歩みなさい」『リアホナ』2005年

1月号，2。試練によりよく立ち向か

うため，道徳的な勇気を養うという

話し合いの補足として，この記事の

3つ目の項を用います。

『神への務め──祭司』「家族の

活動」の2

第40課――誘惑を避け，克服する

ディーター・F・ウークトドルフ「初め

から終わりを知る」『リアホナ』2006

年5月号，42。レクター長老の勧告を

ウークトドルフ長老の標準に関する

勧告に代えることを検討します。

『神への務め──教師』「霊的な面

での成長」の5。

第41課――聖餐－－－主の記念

L・トム・ペリー「聖餐にあずかる

とき」『リアホナ』2006年5月号，39。

聖餐を受けるときに交わす聖約に

ついて教える際，この記事に挙げ

られている原則を用います。

『神への務め──執事』「定員会活

動」の7；『神への務め──祭司』「定

員会活動」の1

第42課――教会幹部に従う

L・トム・ペリー「神がこれまでに啓

示されたすべてのことを信じる」『リ

アホナ』2003年11月号，85。レッス

ンの最初の項を教える際，どのよう

に啓示が教会に与えられているか

について確認します。

ジェフリー・R・ホランド「またこの地

に預言者たちが」『リアホナ』2006年

11月号，104。「教会指導者たちは

私たちのためになる指針を与える」の

項の補足として，ホランド長老の説教

に挙げられている原則を用います。

第43課――伝道のための霊的な備え

デビッド・A・ベドナー「宣教師にな

る」『リアホナ』2005年11月号，44。

この説教を用いて，どのように，また，

なぜ伝道のために霊的に備えるべ

きなのかについて説明します。

レッスンの補足として『リアホナ』

2007年3月号を用います。

第44課――神殿結婚に備える

ラッセル・M・ネルソン「神殿の祝

福を受けるための個人の備え」『リ

アホナ』2001年7月号，37。この説

教を用いて，神殿に参入するために

必要な神殿推薦状と個人的な準備

について，レッスンの導入の部分を

補足します。

M・ラッセル・バラード「永続するも

のこそ最も大切なものである」『リア

ホナ』2005年11月号，41。レッスン

のまとめを補足するためにバラード

長老の3つの勧めを用います。

第45課――効果的なホームティーチング

トーマス・S・モンソン「最善を尽くし

て義務を果たす」『リアホナ』2005年

11月号，56。「ホームティーチングは神

権につける責任です」の項を教える

際，モンソン管長のホームティーチング

についての勧告を当てはめます。

『神への務め──教師』「定員会

活動」の1

第46課――メディアの低俗な影響力を

避ける

M・ラッセル・バラード「声を届か

せる」『リアホナ』2003年11月号，16。

レッスンのまとめとして，不道徳な

メディアの影響を最小限にとどめる

ことに関するバラード長老の勧め

を取り入れます。

『神への務め──教師』「社会の

一員としての社交的な面での成長」

の9

第47課――清い言葉遣い

H・デビット・バートン「雄 し々く立

つ」『リアホナ』2002年1月号，75。

言葉遣いに心が現れることについ

て話し合う際，バートンビショップ

の二つ目の例を役立てます。

第48課――世にあって，世のものと

ならず

ジェームズ・E・ファウスト「聖なる

場所に立つ」『リアホナ』2005年5月

号，62。聖なる場所に立つことが，

どのように，世にあって，世のものと

ならないための助けとなるか話し合

う際，この記事に挙げられている原

則を役立てます。

『神への務め──教師』「家族の活

動」の2

第49課――正直と高潔さ

D・トッド・クリストファーソン「真の男

になる」『リアホナ』2006年11月号，

46。この記事に挙げられている考え

を使って，レッスンを締めくくります。

リチャード・C・エッジリー「3本のタオ

ルと25セントの新聞」『リアホナ』2006

年11月号，72。レッスンの最後にある

話の代わりに，エッジリービショップの

夏の仕事と新聞の話をします。

『神への務め──祭司』「霊的な

面での成長」の1

第50課──障害者を尊重し，励ます

『神への務め──祭司』「肉体的

な面での成長」の11
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総大会，多くの人 に々視聴され，
幕を閉じる

第
177回年次総大会の

模様は，90言語に

同時通訳され，教会

所有の受信設備を備えた各会

場に向けて衛星放送された。こ

のような会場は，85か国の6,000

か所以上に及ぶ。これにより，過

去最多の会員が教会指導者の

言葉を母語で聞くことができた。

96歳になるゴードン・Ｂ・ヒンクレ

ー大管長は，土曜午前の部会を

除くすべての部会で，全世界の

聴衆に向けて話をした。「いろい

ろと憶測が流れているようです

が，実際のわたしはすこぶる健

康です。」そして，ユーモアを交

えてこう続けた。「熟練した医

師と看護師のおかげで健康を

維持しています。皆さんの中に

はわたしより先に逝
い

く人もいるか

もしれません。」

土曜午後の部会の中で，ヒン

クレー大管長はテンプルスクウ

ェアにあるソルトレークタバナク

122

中央補助組織会長会

会長
チャールズ・W・ダールクウィスト2世

第一顧問
ディーン・R・バージェス

第二顧問
マイケル・A・ナイダー

会長
A・ロジャー・メリル

第一顧問
ダニエル・K・ジャッド

第二顧問
ウィリアム・D・オズワルド

会長
ジュリー・B・ベック

第一顧問
シルビア・Ｈ・オールレッド

第二顧問
バーバラ・トンプソン

会長
スーザン・W・タナー

第一顧問
イレイン・S・ダルトン

第二顧問
メアリー・N・クック

会長
シェリル・C・ラント

第一顧問
マーガレット・S・リファース

第二顧問
ビッキー・F・松森

日曜学校

扶助協会

若い女性

初等協会

若い男性

ルを再奉献した。このタバナク

ルで総大会の部会が開かれた

のは，2000年4月に初めてカン

ファレンスセンターが使用され

るようになって以来のことであ

る。タバナクルは耐震補強と改

装のため2年間閉館されていた

（関連記事参照）。

土曜日，新しい指導者が支

持を受けた。その中には，合

衆国以外の地域から召された

5人の中央幹部，中央扶助協会

会長会，中央若い女性会長会

顧問が含まれる（教会指導者の

異動については4ページを，新

しい指導者の略歴については

124ページを参照）。

世界中の数百万に上る会員

が，教会所有の受信設備のあ

る会場で視聴したり，ローカル

放送局や他の衛星放送，ケー

ブルテレビ，インターネットを通

じて家庭で視聴したりして，集

会に出席した。

チャーチ・ニュース



18
67年に初めて総大会

に使用されて以来，

ソルトレークタバナク

ルは開拓者の信仰と創意工夫

の象徴となってきた。140年近

くたった今も，タバナクルはし

っかりと立ち，今，さらに堅固な

土台の上に築かれた。

3月31日に開かれた土曜午

後の部会の中で，ゴードン・Ｂ・ヒ

ンクレー大管長は，2年間に及

んだ改修工事を経たソルトレー

クタバナクルを再奉献した。

オーク材製の新しい長いす

を据えたが，座りやすいように

列の間を広げた。以前は外か

ら2階席に昇るようになってい

た階段は，利便性を上げるた

め屋内に移し，さらに屋内2か

所に階段を追加した。また，客

席から見えるオルガンのパイプ

に新しい金めっきを施し，天井

を補修し塗り直した。聖歌隊

員のために新たに更衣室と音

楽資料室を作り，説教壇は移動

可能な形になり，座席を増やし

たり，公演会のステージを設け

たりできるようになった。また，

配管設備，機械装置，電気系統

はすべて，新しい建築基準に

基づいて入れ替えた。

このような目に見える部分が

最新化されただけでなく，一般

の目に触れない部分で最も重

要な改修が行われた。

構造的な強度を上げ，耐震

補強するために，タバナクルの

基礎と壁を改修したのである。

独特な形をしたタバナクルの

屋根を支える44本の柱には，

上から下まで鋼製の棒をはめ

込んで補強した。各柱の土台

もコンクリートで補強した。柱と

柱をつなぐ桁
けた

（訳注──柱の

上に棟
むね

の方向に渡して，支えと

するもの）には箱状の鉄鋼を使

い，天井の長い桁は，特殊な

鋼材でしっかりと柱に取り付け

た。

このように，タバナクルは短

期間のうちに，さら

に堅固さを増した。

短い期間でより力強

くなったという点で，

近年の教会の発展

に似ている。

ゴードン・Ｂ・ヒンク

レー大管長は，新し

くなったタバナクル

の奉献の祈りの中

で次のように述べ

た。「かつては末日

聖徒のほとんどが，

この盆地と，開拓さ

れた周辺の地域に

住んでいました。現

在では，あなたの

御業
み わ ざ

は発展して地

に広がり，この国に

住む会員よりも，この国以外の

地に住む会員の方が多くなって

います。」

タバナクルの建築

ブリガム・ヤング大管長は，タ

バナクルの建築構想を実現す

るためにヘンリー・グローに助

けを求めた。ペンシルバニア州

フィラデルフィア出身の改宗者

であったグロー兄弟は橋を造

る職人で，そのような

業に従事するのに必

要な技術を備えてい

た。

計画が立てられ，

1863年に建築が始ま

った。

通常の建築材料の

多くが入手できなか

ったため，職人たち

は廃材を再利用した

り，近辺にあるものを

使ったりしてタバナク

ルを建設した。近くの

渓谷から丸太を運び，

ソルトレーク神殿の建設現場か

らは余った石を運んだ。また，

軍の余剰備品や木製の牛の蹄

鉄から釘
くぎ

やボルトの座金を作

った。動物の皮を煮て接着剤

を作ったり，近くで取れた石灰

岩からしっくいを作ったり，その

補強のために動物の毛を使っ

たりした。

当時入手できた材料を考え

ても，タバナクルはまさに信仰

と創意工夫によって建てられた

と言える。

建て始めてから4年後，タバ

ナクルで大会が開かれた。そ

して，2階席が増築された後の

1875年10月，タバナクルは公式

に奉献された。

注目すべき事実

● ジョセフ・スミスとブリガム・ヤ

ング以外のすべての大管長

は，タバナクルで開かれた聖

会において支持を受けた。
● タバナクルには以前，ソルトレ

ーク・シティー地域の会員が利

用できるようバプテスマフォン

トが置かれていたが，この改

築に当たり，建物のスペース

を広くするために撤去された。

タバナクル，大規模な改修工事
を終え，再奉献される

タバナクルの屋内改装では，天井の修理，新しいいすの設置，

壇上をステージとしても使用できるようにする移動可能な説教壇の設置

などが行われた。

オルガンのパイプには新しく金めっきが施された。
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● もともとの座席はマツの木で

作られ，オーク材の風合いが

出るように色が塗られていた。
● オルガンの外枠はポンデロサ

マツ（訳注──米国西部産の

大きなマツの一種）で作られ，

マホガニー材の風合いが出

るように色が塗られている。
● ソルトレークタバナクルが建

つ前は，現在「旧タバナクル」

と呼ばれるタバナクルが，神

殿のあるブロックの南西の角

に，聖徒たちの集会所として

建てられた。
● これまで12人の合衆国大統

領がタバナクルを訪れた。
● タバナクルの音響効果は独

特で，いちばん前にある説

教壇で針を落とした音が，

最後列で聞こえると言われ

ている。■

世界指導者
訓練集会の
内容，
教会機関誌に
掲載される

2
月に行われた世界指導

者訓練集会の内容が

2007年6月号の『リアホ

ナ』と『エンサイン』（Ensign）に

掲載される。「教え，学ぶ」とい

う今回の訓練集会のテーマは

全会員に当てはまることなの

で，全会員が読めるようにする

ためである。

訓練集会の内容が出版され

るのは，これで2度目となる。昨

年，家族をテーマに開かれた

訓練集会の内容は，2006年6月

号の機関誌に掲載された。

訓練集会の話者は以下のと

おりである。大管長会第一顧

問トーマス・Ｓ・モンソン管長，十

二使徒定員会会長代理ボイド・

Ｋ・パッカー会長，および十二

使徒定員会会員のＬ・トム・ペリ

ー長老とジェフリー・Ｒ・ホランド

長老。

2月のこの衛星放送は www.

lds.org/broadcasatで，10言

語で聞くことができ，24言語で

読むことができる。■

エ
ンリケ・リエンシ・ファ

ラベラ・アレラーノ長

老は，イエス・キリスト

についての，また贖
あがな

いが自らの

生活に及ぼす影響についての

個人の証
あかし

ほど価値あるものは

ないと信じています。

ファラベラ長老は，証を得る

には，まず真理を知りたいと強

く望むことと，進んで真理に従

うことが必要であると，若いと

きに学びました。

ファラベラ長老は1950年5月

9日にウディネ・ファラベラとレオノ

ール・ファラベラの間に生まれま

した。生まれ育ったグアテマラ

シティーの自宅のドアを宣教師

がノックしたのは，ファラベラ長老

が12歳のときのことでした。母

親は4人の子供を残して数年前

に他界していました。長男だっ

たファラベラ長老は，この宣教師

たちにほかのだれとも違う何か

を感じました。彼がそのような違

いを感じたのは，宣教師が愛を

示し，力強く教えたからでした。

「彼らが知っていることを知

りたいと思いました。」ファラベ

ラ長老はそう回想します。その

ような強い望みと，宣教師に勧

められたことを進んで行ってみ

ようという気持ちがファラベラ

長老を改宗へと導きました。

「かなり早い時期に，救い主

の次の御言葉
み こ と ば

が持つ意味を理

解できるようになりました。『神

のみこころを行おうと思う者で

あれば，だれでも，わたしの語

っているこの教
おしえ

が神からのもの

か，それとも，わたし自身から出

たものか，わかるであろう。』（ヨ

ハネ7：17）福音の原則に従っ

た生活を送るならば，御霊
みた ま

はわ

たしたちの心に触れることがお

できになります。すると，わたし

たちは福音が文字どおり真実

であると分かることでしょう。」

中央アメリカ伝道部で専任宣

教師として奉仕した後，ファラベ

ラ長老は1975年6月21日にアリ

ゾナ州メサ神殿で妻のブラン

カ・リディア・サンチェスと結び固

められました。ファラベラ長老は

グアテマラのサンカルロス大学

で農業経済学の学士号を取得

し，後に，コスタリカ大学でマー

ケティングを学びました。中央幹

部として専任で教会のために奉

仕する召しを受ける前には，化

学薬品会社で働いていました。

5人の子供が成長する中，フ

ァラベラ長老はステーク伝道部

会長，ビショップ，地区代表，ス

テーク会長を務めました。さら

に地域七十人時代には，中央

アメリカ地域会長会会長として

2年間奉仕しました。グアテマ

ラシティーで宣教師訓練センタ

ーの支部会長として働いていた

dときに，七十人第一定員会会

員として召されました。◆
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エンリケ・R・ファラベラ長老
七十人

耐震性を上げるため，

基礎の補強も行われた。

お詫びと訂正
● 2007年3月号『リアホナ』チャーチ・ニュース14ページ，「『親が恐

れていたら子供は不安になります』確固とした信仰と教育の両

立──牛久ワード，根本家の場合」の項に，誤りがありました。

（15ページ，第3列16行目）。正しくは以下のとおりです。

誤：『……UNDOF（国連によるシリアとイスラエルの兵力引き離し監

視軍）の司令官を務める根本勉一等陸尉は……』

正：『……UNDOF（国連によるシリアとイスラエルの兵力引き離し監

視軍）の司令部要員を務める根本勉一等陸尉は……』
● 読者の皆様ならびに関係各位には大変ご迷惑をお掛けいたしま

した。ここに謹んでお詫びし，訂正させていただきます。（編集室）



エ
リック・ウィリ・コピシュ

カ長老が得た証
あかし

を一

つ挙げるとすれば，

それは，主がわたしたち一人

一人にとって最も必要なもの

は何かを御存じであるという

ことです。

コピシュカ長老は，母国ド

イツで専任宣教師として働く

召しを受けたときに，少し落

胆したことを覚えています。

「外国語を学びたいと思って

いました」とコピシュカ長老

は言います。しかし，間もな

くコピシュカ長老は祖国の

人々に教えることが大好きに

なりました。そして伝道部事

務所の書記の責任を受けた

9か月の間，英語を学ぶ必要

に迫られました。

コピシュカ長老は，その伝

道はまさに主が自分のために

立てられた計画だったことに

気づくようになりました。な

ぜなら，伝道が彼を将来に備

えたからです。

「主はこの人生における皆

さんの使命を御存じです。そ

れこそわたしが得た最大の証

です」とコピシュカ長老は語

ります。「主は皆さんの前途

に何が待ち構えているかを御

存じなのです。」

コピシュカ長老は，1956年

10月20日，ドイツのエルムス

ホルンで，忠実な末日聖徒の

両親，ヘルガ・ハウプト・コ

ピシュカとクルト・コピシュ

カとの間に生まれ，育てられ

ました。

コピシュカ長老は商学で学

位を取得しました。伝道から

帰還後，軍務に服し，その後

さらに職業訓練を受けまし

た。この間，看護学校に通っ

ていた将来の妻，クリスティ

アーヌ・グラックに出会い，

1978年12月19日にスイス・ベ

ルン神殿で結婚しました。二

人には7人の子供がいます。

コピシュカ長老は保険業界

で働きましたが，1996年に教

会教育システムに就職し，

2000年にはヨーロッパ中央地

域ディレクターに任じられま

した。

2003年，ベルリン伝道部の

会長として働くよう召されま

した。コピシュカ長老夫妻は

その召しが大好きでした。

七十人第一定員会の召しを

受ける前に，コピシュカ長老

はビショップリック顧問，ス

テーク高等評議員，地方部会

長，ステーク会長，伝道部会

長，地域七十人，ヨーロッパ

中央地域会長会第二顧問とし

て奉仕しました。◆

マ
イケル・ジョン・テー長

老にとって，旅そのも

のは目的地と同様に

大切なものです。それが人生

の旅であればなおさらです。

1986年に受けた専任宣教師の

召しは，あらゆる面でこの現世

での旅に影響を及ぼしたとテ

ー長老は語っています。なぜな

ら，その召しを通して福音に対

する証
あかし

が強まったからです。

「わたしにとって伝道は人生

の分岐点となりました。伝道に

出たことですばらしい祝福を

受けてきました」とテー長老は

語ります。「天の御父とその御

子イエス・キリストを知るように

なりました。いつでも天の御父

を呼び求め，御父に話しかけ

られるということが分かるよう

になりました。このことからわ

たしは大きな慰めを受けてい

ます。」

テー長老は人生の岐路に立

つ人々が必要としているのは

証であり，証の助けによって人

は正しい道に踏みとどまるこ

とができると語っています。

「わたしたちの天の御父は

皆さんが自らの証を得ようと

祈りの気持ちで努力すると

き，皆さんに真理を明らかに

してくださいます」とテー長

老は言います。「自分自身で

真理を知り，自信をもって真

理について証できたときに感

じる思いは何とすばらしいこ

とでしょう。」

テー長老は1965年6月25日，

フィリピンのダバオデルスル州

ダバオ市で，マーティン・テーと

ノーマ・テーのもとに生まれま

した。テー長老が12歳のとき

に，家族はマニラに引っ越し

ましたが，テー長老はフィリピ

ン・ダバオ伝道部での召しを受

け，生まれ故郷であるダバオ

市に戻りました。

伝道後，テー長老はマニラ

にあるデ・ラサール大学で経営

学の学士号を取得しました。

卒業後最初の4年間はフィリピ

ン・マニラ神殿の記録部長とし

て働き，そこで1989年12月16

日にグレース・メイ・ウィードンと

結婚しました。二人の間には

3人の子供がいます。

テー長老は教会の指導者と

交わる機会に感謝しています。

テー長老はこれまでにビショ

ップ，ステーク会長会顧問，高

等評議員，伝道部会長会顧問

として奉仕してきました。七十

人第一定員会会員として召さ

れたとき，テー長老は地域七

十人であり，フィリピン地域会

長会第二顧問として奉仕して

いました。◆

エリック・W・コピシュカ長老
七十人

マイケル・J・テー長老
七十人
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オ
クタビアノ・テノリオ・ドミ

ンゲス長老は，神殿の

儀式を受けることで人

生が変わることを知っていま

す。テノリオ長老自身の人生も

変わりました。また，人の人生

が変わるのを目にする立場に

ずっといました。「神殿に近くあ

ってください。」テノリオ長老は

そう力説します。

テノリオ長老は，1942年10月

31日，メキシコのベラクルス市，

ティラパンで，オクタビアノ・テノ

リオとフローラ・ドミンゲス・デ・テ

ノリオのもとに生まれました。

教会に加わったのは，家族が

メキシコ北部のリオブラボーに

引っ越した後のことでした。

会計とビジネスの資格を取

得後，現在住んでいるメキシコ

シティーでロサ・エルバ・バレン

ズエラ・ゴンザレスと出会いまし

た。1974年1月4日，アリゾナ州

メサ神殿で結び固められ，5人

の子供がいます。

仕事を初めて間もなく，テノ

リオ長老はメキシコにある教会

系図サービスセンターの管理者

として転職する機会を持ちか

けられました。出版業界で成

功していたテノリオ長老はその

新しい仕事を引き受けるべき

かどうか確信が持てませんでし

た。しかし，一連の出来事から

霊感を受け，それは引き受ける

べき仕事であると悟りました。

「その仕事はわたしの人生の

進路を変えました」とテノリオ長

老は語ります。それ以来，家族

歴史と神殿活動が生活の中で

重要な位置を占めるようになり

ました。

テノリオ長老はその仕事を7年

間続け，その間，ステーク会長

として奉仕しました。その後，メ

キシコ・メキシコシティー神殿で

最初の記録部長として，また結

び固め執行者として召されまし

た。後に，テノリオ長老は，メキ

シコ・トゥストラグティエレス伝道

部を管理するため，メキシコシ

ティー神殿を離れました。後に，

同地域の会員記録，資材管理，

福祉部を管理し，その間，地区

代表，後に地域七十人として奉

仕しました。

その後，テノリオ長老の後継

者として記録部長を務めてい

た兄弟が退職した後，長老は

再びメキシコシティー神殿の記

録部長となりました。

「神殿はわたしの人生の重要

な部分を占めています」とテノリ

オ長老は言います。「真の幸福

を見いだすことができるのは，

神殿での儀式を通してである

ことを信じています。」テノリオ長

老は主に深く感謝し，これから

七十人第一定員会で奉仕でき

ることを大いなる祝福だと考え

ています。◆

ク
ラウディオ・ダニエ

ル・シビック長老は，

正しい生活を送る努

力をしているならば，わたした

ちは神が導いてくださることを

信頼してよいのだと信じてい

ます。

シビック長老は1948年12月

19日，アルゼンチンのブエノス

アイレスで，末日聖徒の両親，

セルジオ・ホルへ・シビックとエ

レオノラ・ザレウスキー・シビック

のもとに生まれました。シビッ

ク長老は，15歳のとき，800メ

ートル走で同年代の走者の中

で全国第2位となりました。シビ

ック長老の最大の望みは，オリ

ンピックに出場することでした。

十種競技の選手としてオリンピ

ックに出場した経験を持つ彼

のコーチも，彼が日曜日の試合

に出るのを嫌がりさえしなけれ

ば，オリンピック出場も夢では

ないと信じていました。

「どちらにするか選ばなけれ

ばなりませんでした」とシビック

長老は語ります。「結局のとこ

ろ，試合に出るのは主の御心
みこころ

ではないと感じました。」

シビック長老は職業を選ぶ

ときにも，難しい決断を下さな

ければならない事態に直面し

ました。会計学の成績が年間

を通してとても悪く，中等学校

在学中，4年続けて，学年末試

験で追試を受けなければなり

ませんでした。

「会計学はほんとうに好きで

はありませんでした」とシビッ

ク長老は言います。けれども，

将来の職業について祈りの気

持ちで考えたとき，会計の道に

進むべきだと強く感じたので

す。主を信頼したシビック長

老は，ブエノスアイレス大学で

会計学の学位を取得し，公認

会計士として働く機会に恵まれ

ました。

シビック長老は生涯を通し

て主の導きがあったことを実

感しています。「正しい生活を

送るならば，主は祝福を与え

てくださいます」とシビック長

老は語ります。「そうするとき

に，物事は自然にうまくいくも

のです。」

シビック長老は軍務を終えた

後，妻のディナ・ノエミ・アルバレ

スと，1979年1月9日，ブラジル・

サンパウロ神殿で結び固められ

ました。シビック長老と姉妹の

間には，5人の子供がいます。

七十人第一定員会の召しを

受ける前に，シビック長老は長

老定員会会長，インスティテュー

ト教師，ビショップ，ステーク高

等評議員，ステーク会長会顧問，

神殿儀式執行者，地区代表，

スペイン・ビルバオ伝道部会長，

南アメリカ南地域会長会第二

顧問として奉仕しました。◆

オクタビアノ・テノリオ長老
七十人

クラウディオ・D・シビック長老
七十人



ジ
ュリー・バンガータ

ー・ベック姉妹はバ

プテスマを受けた

ときも，また神殿で聖約を交わ

したときも「主の王国で使われ

る者となることを主と約束しま

した。」以来，どこで，どのよう

な責任に召されてもベック姉妹

は喜んで主に仕えてきました。

これまで中央若い女性第一顧

問として奉仕したベック姉妹

は，こう語ります。「新しい責

任を受けることは〔教会では〕

だれにでもあることです。どん

な責任を受けるかは問題では

ありません。これは主の業で

あり，わたしたちは天の御父

の子供たちと一緒に奉仕して

いるのです。」

現在，七十人第一定員会名

誉会員であるウィリアム・グラン

ト・バンガーターとジェラルディ

ン・ハンブリン・バンガーター

の子供として1954年9月29日に

生まれたベック姉妹は，ディク

シー・カレッジとブリガム・ヤン

グ大学で学び，家庭科学の学

位を取得しました。1973年12

月28日にラモン・P・ベックとソ

ルトレーク神殿で結婚し，3人

の子供と8人の孫がいます。

教会中央役員に召される前

は，ワードの若い女性および初

等協会会長として責任を果た

したほか，ステーク扶助協会

会長会の顧問としても奉仕し

ました。

ベック姉妹は上手に時間を

使うために優先順位を3つの

分野，つまり「必ずするべきこ

と」「するべきこと」「できたら

うれしいこと」に分けています。

個人の祈り，聖文の勉強，神

殿参入，そして家族は「必ずす

るべきこと」のリストに入って

います。ベック姉妹はこう語り

ます。「わたしの知っている女

性は皆，手に負えないほどた

くさんの仕事を抱えています」

が，優先順位をつけることで

「罪悪感がなくなります。また，

驚くほどたくさんの『できたら

うれしいこと』もこなすことが

できます。」

ベック姉妹は，遠くに住む孫

にも祖母として愛情を示すアイ

デアを主から得ています。電

話越しに孫たちに本の読み聞

かせを行っているのです。

「わたしは常に扶助協会を

愛してきました。まだ新婚だっ

たとき，両親が遠くに赴任して

いたのですが，扶助協会の姉

妹たちはわたしの『母親』にな

ってくれました。これまで世界

中を巡って，教会の女性に心

からの愛を感じてきました。彼

女たちを尊敬しています。これ

から扶助協会での奉仕に力を

注げることはすばらしい祝福

です。」◆

先
日，中央扶助協会

会長会第一顧問に

召されたシルビア・

エンリケス・オールレッド姉妹

が扶助協会への愛を抱くよう

になったのは，まだ16歳のと

きでした。

その理由についてオールレ

ッド姉妹はこう話しています。

「母はエルサルバドルにある

教会でバプテスマを受けてす

ぐ，その支部の扶助協会会長

に召されました。責任の重さ

に圧倒されていましたが，（同

じくバプテスマを受けたばか

りだった）姉とわたしは母に

言いました。『大丈夫よ。主

が助けてくださるわ。』そして

主は確かに助けてくださいま

した。」

扶助協会の書記として母親

のそばで奉仕したオールレッ

ド姉妹は，扶助協会を通して

指導力，教育，家事能力，奉

仕において成長する機会が得

られることに感銘を受けまし

た。そうした機会は「イエ

ス・キリストの福音を受け入

れるすべての女性に」与えら

れるとオールレッド姉妹は語

っています。

オールレッド姉妹は1944年

10月11日，カルロス・フロレ

ンティーノ・エンリケスとイ

ルダ・アルバレンガの8人の

子供の4番目として，エルサ

ルバドルのサンサルバドルで

生まれました。アリゾナ大学

とブリガム・ヤング大学に在

籍したほか，エルサルバドル

のフランシスコ・モラサン・

インスティテュートで数学と

言語を学びました。

1966年9月7日にソルトレー

ク神殿でジェフリー・A・オ

ールレッドと結婚し，8人の

子供に恵まれています。

オールレッド姉妹は中央ア

メリカ伝道部で専任宣教師と

して伝道し，ワードやステー

クで扶助協会と初等協会の会

長として，また若い女性中央

管理会会員としても奉仕しま

した。また，パラグアイ・ア

スンシオン伝道部会長，最近

ではドミニカ共和国にある宣

教師訓練センターの会長だっ

た夫とともに奉仕する機会に

も恵まれました。スペインの

マドリードで広報宣教師とし

ても奉仕しています。

オールレッド姉妹は生涯に

わたり，最初に受けた扶助協

会の責任で得た教訓に頼って

きたと語ります。「天の御父

は，わたしたちに何が必要か

を御存じです。御父が力を与

えてくださることを知ってい

ます。」◆

ジュリー・B・ベック
中央扶助協会会長

シルビア・H・オールレッド
中央扶助協会会長会第一顧問
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元
ワード活動委員長

のバーバラ・トンプ

ソン姉妹は，中央

扶助協会の会長会にいるより

も，ジーンズをはいて，衛生用

品セットをまとめている方が落

ち着くようです。しかしトンプ

ソン姉妹は，会長会第二顧問

としての新しい召しに感謝して

いると語ります。

ドイツ・ハンブルク伝道部の

宣教師として奉仕したほか，

福音の教義クラス教師，若い

女性キャンプディレクター，ロ

ーレルおよびビーハイブのア

ドバイザー，ワード若い女性会

長，ワード扶助協会顧問，扶助

協会中央管理会会員を歴任し

たトンプソン姉妹は次のよう

な信念を持っています。「福音

が真実であると信じる姉妹た

ちの証
あかし

は，行動となって現れ

ます。」

1952年6月13日，カリフォル

ニア州サン・ルイス・オビスポ

でW・ピーター・トンプソンとフ

ァーン・ライマー・トンプソンの

間に生まれたトンプソン姉妹

は，後に家族とユタ州グレイ

ンジャーに移り住みました。

趣味はスポーツやキャンプで

したが，時間ができると好ん

で友人や家族を訪問していま

した。

ユタ大学で社会福祉事業の

修士号を取得し，ユタ州福祉

局に30年間勤務しました。退

職後は虐待や育児放棄に苦し

む子供のための国際機関で常

任理事を務めています。

結婚と子育ての経験はあり

ませんが，トンプソン姉妹は

「家族や友達がいますし，教会

の姉妹たちからいつも助けて

もらってきました」と語ってい

ます。

トンプソン姉妹は，ベック姉

妹を支えることがこれからの

自分の役割であると考え，次

のように語りました。「召しを

果たすベック姉妹を力づけて

いきたいと思っています。」

この責任を通して世界中の

会員から証を聞けるのを楽し

みにしているというトンプソン

姉妹は，扶助協会の姉妹に向

けて次のメッセージを伝えて

います。「主を愛してください。

全身全霊をもってキリストの

みもとに来てください。女性

は非常に大きな試練に直面し

ますが，福音や扶助協会の姉

妹同士の結びつきに頼るなら

ば，重荷は軽くなることでし

ょう。」◆

「心
をつくして主に信

頼せよ」（箴言3：5）

は，中央若い女性

会長会第二顧問メアリー・ニー

ルセン・クック姉妹を導く真理

となっています。

1951年6月8日，ユタ州ミッド

ベールに生まれたクック姉妹

は，主に頼ることを，両親であ

るケネス・N・ニールセンとファ

ーン・S・ニールセンの模範か

ら学びました。クック姉妹が

まだ小さな赤ん坊だったこ

ろ，採掘事故のため父親が健

康に深刻な問題を抱え，しば

らくの間は母親が家族を養っ

ていました。それは試練の時

でした。

若いころ，結婚して母親に

なることを夢見ていたクック姉

妹でしたが，独身の日々が何

年も続きました。「夢がかなう

日がほんとうに来るのだろう

かと悩むこともありました。で

も信仰を持ち続けるよう努力

し，受けていた祝福に目を向

けるようにしました」とクック

姉妹は語ります。

この間，言語病理学と聴覚

学の学士号と修士号を取得

し，ブリガム･ヤング大学で教

育専門スペシャリストの学位を

取得しました。そして特殊教

育の教師として，また後に学校

運営者として働きました。

1988年7月16日，後に七十人

第二定員会会員となるリチャ

ード・E・クックとソルトレーク神

殿で結婚しました。クック長老

の最初の妻は1984年に亡くな

っていました。クック姉妹はそ

のとき「4人のすばらしい子供

を受け継ぎ，8人の孫のおば

あちゃんになりました」と語っ

ています。2人には現在17人

の孫がいます。

モンゴルで専任宣教師の召

しを夫婦で果たしていたと

き，夫が新たに組織されたモ

ンゴル伝道部の会長に召され

ました。また，後にクック長

老がアジア地域会長会で奉仕

することになったときも，ク

ック姉妹は香港
ホンコン

に同行しまし

た。彼女はこれまでにワード

扶助協会会長として，また若

い女性中央管理会の責任も果

たしています。

クック姉妹はこれまでの経

験に感謝し，次のように証し

ています。「どのような試練

が降りかかろうと，主に信頼

を置いていれば，主はわたし

たちに道を示してくださいま

す。」◆

バーバラ・トンプソン
中央扶助協会会長会第二顧問

メアリー・Ｎ・クック
中央若い女性会長会第二顧問



「
ク
イ
ン
ス
通
り
か
ら
の
風
景
」
ア
ル
・
ラ
ウ
ン
ズ
画

南
東
に
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
神
殿
と
タ
バ
ナ
ク
ル
を
臨
ん
だ
風
景
。
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
神
殿
は
18
93
年
4
月
の
総
大
会
で
奉
献
さ
れ
た
。

タ
バ
ナ
ク
ル
は
18
75
年
10
月
の
総
大
会
で
奉
献
さ
れ
た
。
末
日
聖
徒
が
実
際
に
タ
バ
ナ
ク
ル
を
使
用
し
始
め
た
の
は
，
そ
れ
以
前
の
18
67
年
10
月
の
総
大
会
か
ら
で
あ
る
。
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第
177回年次総大会を

閉じるに当たり，

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長は

次のように語った。

「わたしの愛する兄弟姉妹の皆さん，

わたしたちはすばらしい大会を

楽しんできました。

……皆さんが教会機関誌の5月号を

家庭の夕べのテキストとして利用して，

この大会で語られた内容を

復習するよう願っています。

どの話者も，聞く人すべてが

もう少し努力したい，

もう少し善い人になりたいという

気持ちになれるようにと望みながら，

霊感を与える知識を分かち合うために，

祈りの気持ちで準備しました。」
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