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ヘンリー・B・アイリング管長

「安息日に抱く感謝の念」
『リアホナ』2016 年 11 月号，101

大管長会第一顧問

教会員の中でそのような思いがますます高まるようです。」

信仰の試しに遭い，ただ前進するために神の助けを願い求めなければならない状況にあるときほど，

教会の中で，神の祝福と愛に対する感謝の念が深まっていること，その変化を感じてきました。

〔教義と聖約 78：19 ，強調付加〕

また，この世のものも百倍，いやそれ以上，加えられるであろう。』

「『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。

いや

©WALTER RANE, 複写は禁じられています

場面である。

そのうちの一人だけが感謝を伝えに帰って来たときの

これはイエスが 10 人の重い皮膚病の人々を癒され，

ルカ 17：11 − 19 を参照。

「ほかの九人は，どこにいるのか」
ウォルター・レーン画
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ジーン・B・ビンガム
いや
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キャロル・Ｍ・スティーブンズ
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何と偉大なことよ」
ディーター・F・ウークトドルフ管長
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実践することにより
「わたしに従ってきなさい」
ロバート・D・ヘイルズ長老
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クレーグ・C・クリステンセン長老
30 主イエス・キリストは

祈るように教えておられる
フアン・A・ウセダ長老

32 「わたしは十分に善良でしょうか」
「わたしにできるでしょうか」
J・デビン・コーニッシュ長老

35 神の証人
ニール・L・アンダーセン長老
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71 アルマとアミュレクから学ぶ
ディーター・F・ウークトドルフ管長
75 彼らも強くなるためである
ヘンリー・B・アイリング管長
78 原則と約束
トーマス・S・モンソン大管長
日曜午前の部会

80 幸福への完全な道
トーマス・S・モンソン大管長
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せいさん
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85 聖餐─聖くなる助け
ピーター・F・マーズ長老
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88 偉大な贖いの計画
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102 「もしあなたがたが
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110 仕える
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デール・G・レンランド長老
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126 教会のニュース

93 礼拝がもたらす祝福
ディーン・M・デイビーズ ビショップ
96 義にかなった裁き主
リン・G・ロビンズ長老
99 安息日に抱く感謝の念
ヘンリー・B・アイリング管長

土曜午後の部会

39 教会役員の支持
ヘンリー・B・アイリング管長
あかし

40 イエスの証に雄々しくある
クエンティン・L・クック長老
44 モルモン書に目を向け，

主に目を向ける
ゲーリー・E・スティーブンソン長老

48 「わたしの愛のうちにいなさい」
D・トッド・クリストファーソン長老
52 霊的に成長し，知識を得るために
W・マーク・バセット長老
55 キリストのために大志を抱く
山下和彦長老
57 回復された福音を分かち合う
ダリン・H・オークス長老
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第 186 回半期総大会の概要
2016 年 9 月 24 日 土曜夜，中央女性部会

2016 年 10 月 1 日 土曜夜，中央神権部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。
管理─トーマス・S・モンソン大管長。
司会─リンダ・K・バートン。
司会─ヘンリー・B・アイリング管長。
開会の祈り─デニス・リンドバーグ。
開会の祈り─ポール・B・パイパー長老。
閉会の祈り─ボニー・H・コードン。
閉会の祈り─ブルース・D・ポーター長老。
音楽─ユタ州オグデン，ハンツビル，モーガン 音楽─ユタ州ウェストバレーシティー，マグナ
地域のステークの若い女性による聖歌隊；指揮
の各ステークのメルキゼデク神権者による聖歌
――シェリリン・ワーセン；オルガニスト―― 隊；指揮 ─ケニー・ワイザー；オルガニスト
ボニー・グッドリフ；
“Arise, O Glorious Zion” ─リチャード・エリオット；「イスラエルの長老
Hymns ，40 番，ウォービー 編曲，未 刊；
“ If I たちよ」
『賛美歌』196 番，スパイエル編曲，未
Listen with My Heart ”
，デフォード作曲，ウォー 刊；「家庭の愛」
『賛美歌』181 番，マヌーキン編
ビー 編 曲，未 刊；「主の み言 葉 は」
『賛 美 歌』 曲，ジャックマン刊；「いざ救いの日を楽しまん」
46 番，ケーセン編曲，ジャックマン刊；「主は生 『賛美歌』5 番；「心の中に光を持てば」
『賛美
けりと知る」
『賛美歌』75 番 。
歌』141 番，ザブリスキー編曲，ホーリーシート
ミュージック刊。
2016 年 10 月 1 日 土曜午前，一般部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。
2016 年 10 月 2 日 日曜午前，一般部会
司会─ヘンリー・B・アイリング管長。
管理─トーマス・S・モンソン大管長。
開会の祈り─ジョイ・D・ジョーンズ。
司会─ディーター・F・ウークトドルフ管長。
閉会の祈り─マーカス・B・ナッシュ長老。
開会の祈り─クリストフェル・ゴールデン長老。
音楽 ─タバナクル合唱団；指揮 ─マック・ 閉会の祈り─デビン・G・デュラント。
ウィルバーグ，ライアン・マーフィー；オルガニス 音楽 ─タバナクル合唱団；指揮 ─マック・
ト─アンドリュー・アンズワース，クレー・クリ
ウィルバーグ；オルガニスト─クレイ・クリス
スチャンセン；「わが神，わが王」
『賛美歌』87
チャンセン，リチャード・エリオット；「主は生
番；“ With Songs of Praise”Hymns ，71 番； けりと知る」
『賛 美 歌』75 番；“ In Hymns of
「感謝を神に捧げん」
『賛美歌』11 番；「イスラ
Praise”Hymns, 75 番，ウィル バ ー グ 編 曲；
エルの救い主」
『賛 美 歌』4 番；“ Take Time “ On This Day of Joy and Gladness”Hymns ，
to Be Holy”
，ロングスタッフ作曲，ロングハース
64 番，ウィルバーグ編曲；「神の子です」
『賛美
ト編曲，ジャックマン刊；“ If the Way Be Full
歌』189 番；「天のお父様の愛」
『子供の歌集』
of Trial, Weary Not ”
，スウェニー作曲，ウィル
16 － 17，ホフハインズとクリスチャンセン編曲，
バーグ編曲，未刊。
未刊；「来たりてうたえ」
『賛美歌』51 番，ウィ
ルバーグ編曲，オックスフォード刊。
2016 年 10 月 1 日 土曜午後，一般部会
管理─トーマス・S・モンソン大管長。
2016 年 10 月 2 日 日曜午後，一般部会
司会─ディーター・F・ウークトドルフ管長。
管理─トーマス・S・モンソン大管長。
開会の祈り─ダニエル・L・ジョンソン長老。 司会─ヘンリー・B・アイリング管長。
閉会の祈り─アレン・D・ヘイニー長老。
開会の祈り─エンリケ・R・ファラベラ長老。
音楽 ─プロボの宣教師訓練センターの宣教
閉会の祈り─エリック・W・コピシュカ長老。
師から成る合同聖歌 隊；指 揮 ─ライアン・ 音楽 ─タバナクル合唱団；指揮 ─マック・
エゲット，エルモ・ケック；オルガニスト ─
ウィルバーグ，ライアン・マーフィー；オルガニス
リンダ・マーゲッツ，ボニー・グッドリフ；「麗
ト─ボニー・グッドリフ，リンダ・マーゲッツ；
しき 朝 よ」
『賛 美 歌』18 番，ケ ー セン 編 曲， 「真理は何と言えば」
『賛美歌』175 番，ロング
ジャックマン刊；「バプテスマ」
『子供の歌集』 ハースト編曲，ジャックマン刊；「取り巻く闇の中
54 ，ゲーツ編曲，ジャックマン刊；「われらは を」
『賛美歌』52 番，ウィルバーグ編曲，ジャッ
天の王に」
『賛 美 歌』157 番；「み旨のまま行 ク マン 刊；「山 の 上 に」
『賛 美 歌』2 番；「信
かん」
『賛美歌』172 番，ウィルバーグ編曲，未 仰持って，主に従おう」ペリー作曲，マーフィー
刊；「シオンの つ わもの」
『賛 美 歌』159 番， 編 曲，未 刊；「神 の み 業 に 進 みて」
『賛 美 歌』
シャンク編曲，未刊。
149 番，エリオット編曲。
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総大会の説教の入手
様々な言語に訳された総大会の説教をオンラ
インで聞くことができます。インターネットで
conference.lds.org にアクセスし，言語を選択し
てください。 大会説教は「福音ライブラリー」モ
バイルアプリでも利用できます。 障がいのある
会員が利用できる形式の総大会に関する情報は
disability.lds.org で入手できます。
ホームティーチングや家庭訪問のメッセージ
ホームティーチングまたは家庭訪問用のメッセー
ジとして，訪問する会員の必要に最も適した総
大会説教を一つ選んでください。
表 紙
表紙─写真／アシュリー・ラーセン
裏表紙─写真／エール・ボルヘス
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・シティーの写真─コーディー・ベ
ル，エール・ボルヘス，ランディー・コリアー，ウェスト
ン・コルトン，ネート・エドワーズ，アシュリー・ラーセ
ン，レスリー・ニルソン，マット・ライアー，クリスティー
ナ・スミス。ドイツのアパートの写真 ─ダニエル・
G・ドーネルズ。ハリエット・ウークトドルフ一家と宣教
師の写真─ウークトドルフ家の厚意により掲載。

リアホナ 2016 年 11 月号
第 18 巻 11 号（13291 300）
末日聖徒イエス・キリスト教会国際機関誌（日本語版）
大管長会：トーマス・S・モンソン，ヘンリー・B・アイリング，ディーター・F・ウー
クトドルフ
十二使徒定員会：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，ロバート・D・ヘイルズ，ジェフリー・R・ホランド，デビッド・A・べドナー，
クエンティン・L・クック，D・トッド・クリストファーソン，ニール・Ｌ・アンダーセ
ン，ロナルド・A・ラズバンド，ゲーリー・E・スティーブンソン，デール・G・レンラ
ンド
編集長：ジョセフ・Ｗ・シターティ
編集長補佐：ランドール・K・ベネット，キャロル・F・マッコンキー
顧問：ブライアン・K・アシュトン，ジーン・B・ビンガム，リグランド・R・カーティ
ス・ジュニア，クリストフェル・ゴールデン，ダグラス・D・ホームズ，エリック・W・
コピシュカ，ラリー・R・ローレンス，キャロル・M・スティーブンズ
実務運営ディレクター：ピーター・F・エバンズ
教会機関誌ディレクター：アラン・R・ロイボーグ
ビジネスマネージャー：ガーフ・キャノン
編集主幹：アダム・C・オルソン
編集主幹補佐：ライアン・カー
出版補佐：クレミルダ・アマラル
執筆・編集：ベサニー・バーソロミュー，ブリッタニー・ビーティー，デビッド・ディク
ソン，デビッド・Ａ・エドワーズ，マシュー・D・フリットン，ローリー・フラー，ギャ
レット・Ｈ・ガーフ，ラリーン・ポーター・ガーント，シャーロット・ラーカバル，マイケ
ル・Ｒ・モリス，エリック・B・マードック，サリー・ジョンソン・オデカーク，ジョシュ
ア・J・パーキー，ジャン・ピンボロー，リチャード・Ｍ・ロムニー，ミンディー・ア
ン・セル，マリッサ・ウィディソン
編集インターン：メーガン・アームクネヒト
実務運営アートディレクター：J・スコット・クヌーセン
アートディレクター：タッド・R・ピーターソン
デザイン：ジャネット・アンドリューズ，マンディー・ベントレー，フェイ・P・アンド
ラス，C・キンボール・ボット，トーマス・チャイルド，デビッド・S・グリーン，コリー
ン・ヒンクレー，エリック・P・ジョンセン，スーザン・ロフグレン，スコット・M・
ムーイ，マーク・W・ロビソン，レイチェル・スミス，ブラッド・テアー，K・ニコール・
ウォーケンホースト
デザインインターン：ミシェル・ネルソン
版権および許諾コーディネーター：コレット・ネベカー・オーヌ
制作主幹：ジェーン・アン・ピーターズ
制作：グレン・アデアー，コニー・バウソープ・ブリッジ，ジュリー・バーデット，ブ
ライアン・W・ギュギ，ギニー・J・ニルソン，ゲイル・テイト・ラファティ，デレク・
リチャードソン
製版：ジョシュア・デニス
印刷ディレクター：スティーブン・T・ルイス
配送ディレクター：トロイ・K・ビリンガ
日本語版翻訳・制作課長：森田康貴
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第186回半期総大会の見どころ

ト

ーマス・S・モンソン大管長は総 大

が開かれ，何万人もの女性，若い女性，そ

ティーの 2 万 1,000 席を擁するカンファレ

会中，率直な二つの話をした。日曜

して 8 歳以上の少女たちがカンファレンス

ンスセンターで半年に 1 度開かれ，その模

午前の部会では，あらゆる人のため

センターや世界各地の集会所に集った。

様は世界各地の何万もの人に届けられて

に神が備えられた偉大な幸福の計画につい

土 曜 午 後 の 部 会 で，4 人の 中 央 幹 部

いる。 総大会は 80 以上の言語で通訳さ

て証し，救いの計画におけるイエス・キリス

七十人が名 誉職を授けられ，1 人の地 域

れ，オンラインで視聴できる。また，34 の

トの重要な役割と，神が用意しておられる

七 十人 が 解 任され，新 た に 2 人の 地 域

言語の教会機関誌に掲載されている。■

幸福を得るためにわたしたちが果たすべき

七十人が 召された（ 39 ページ参照）。日

役割について教えた（ 80 ページ参照）
。中

曜日，十二使徒定員会のデール・G・レン

今月号の活用方法の提案については，125

央神権部会では，主の戒めに従い，知恵の

ランド長 老 は，2016 年 7 月 26 日に 亡く

ページの「大会で話された実話や物語の索

言葉を忠実に守ることによりもたらされる

なった七十人定員会のペア・G・マーム長

引」を参照する。

祝福について強調した（ 78 ページ参照）
。

老をたたえた（ 121 ページ参照）。

あかし
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中央女性部会 | 2016 年 9 月 24 日

中央初等協会会長会第一顧問

ジーン・B・ビンガム

わたしは福音の光を
家庭にもたらします
わたしたちはほかの人の良いところを見つけてそれを分かち合い，
不完全な部分を徐々に消し去ることによって，福音の光を家庭，学
校，職場にもたらすことができます。

4

この何も知らない 3 歳児のように，わた
したちも周りの人を不完全な理解や誤解
を交えて見ることがあります。わたしたち
が，とかく周りの人の変わったところや欠
点に目を向けてしまいがちなのに対して，
天の御父は，神の永遠に変わらない形に
創造された御自分の子供たちを，高貴で
輝かしい可能性を持つ存在として見てお
られるのです。
ジェームズ・E・ファウスト管長がかつ
てこう言ったのを思い出します。「年を取
るにつれ，わたしは人をあまり裁かなく
5

なってきました。」 これを聞くと，使徒パ
ウロの次の言葉を思い出します。
「幼子だったとき，わたしは幼子のよう
に語り，幼子のように思い，幼子のように
考えていた。 しかし，おとなになった今

月の総大会でリンダ・K・バートン姉
1

帰るために絶え間なく働いておられます。

は，幼子のようなことはやめた。

妹が行った呼びかけにこたえて ，

これらは，究極の慈愛の表れです。主は

わたしたちは，今は，鏡に映して見るよ

多くの皆さんが，地元の難民の必

ただ一つのことのため，すなわち，わたし

うにおぼろげに見ている。しかしのちに，

要を満たすことに焦点を当てて，思いやり

たち一人一人を愛することで御父への愛

じかに顔と顔とを合わせて，見るであろ

のある惜しみない愛の行いに携わってく

を 示 す ため に 力を 注 いで 働 か れます。

う。わたしの知るところは，今は一部分

れました。ささやかな人と人との触れ合

一番大切な戒めについて尋ねられて，イエ

にすぎない。しかしそのときには，わたし

いから地域ぐるみのプログラムに至るま

スはこうお答えになっています。

が完全に知られているように，完全に知る

で，このような行いは愛の表れです。皆さ
んが時間や才能，持てるものをささげてく
れたので，皆さんの心も難民の人々の心も
明るくなりました。希望と信仰が育まれ，
受け手と与え手の間の愛がさらに深まる
のは，真の慈愛が必然的にもたらす結果
です。

「『心をつくし，精神をつくし，思いをつ
くして，主なるあなたの神を愛せよ。』
これがいちばん大切な，第一のいまし
めである。
第二もこれと同様である，
『自分を愛す
るようにあなたの隣り人を愛せよ。』」3

6

であろう。」

自分の不完全さがよく見えるようになる
につれ，わたしたちはほかの人を「鏡に映
して見るようにおぼろげに」見ることが少
なくなります。福音の光にかざして，救い
主が御覧になるように，思いやりと希望と

隣人への愛を育み，それを示すのに最

慈愛をもってほかの人を見れるようになり

預言者モロナイは，慈愛は日の栄えの

も効果的な方法の一つは，思いと言葉に

たいものです。ほかの人の心が完全に理

王国で天の御父と一緒に住まう人になく

おいて寛大になることです。何年も前のこ

解できるようになり，自分に伸べられた慈

てはならない特質であると言い，こう書い

とですが，わたしの大切な友人がこう言っ

愛に感謝する日がやって来ます。それは，

ています。「あなたがたに慈愛がなけれ

ていました。「慈愛の最も偉大な形は，人

わたしたちが，この世でほかの人に慈愛

ば，あなたがたは決して神の王国に救わ

に対する裁きを抑えることかもしれませ

ある思いをもって，愛ある言葉をかけるの

れない。」2

ん。」4 これは今日でも当てはまります。

と同じです。

もちろん，イエス・キリストは慈愛を完

最近，3 歳のアリサがきょうだいと一緒

何年か前，若い女性のグループと一緒に

全に体 現された御方です。わたしたちの

に映画を見ているときに，困惑した顔でこう

カヌーをこぎに行きました。木々が青々と

救い主になってくださると前世で申し出

言いました。
「ママ，あのニワトリ，何か変！」

生い茂る山と，ごつごつした岩肌に囲まれ

て，現世の生涯を通して人々と交わり，贖

母親はスクリーンを見ると，ニッコリと

た藍色の湖の光景は，息をのむ美しさでし

罪 というこのうえない賜 物 を人々にもたら

笑って答えました。「アリサちゃん，あれ

た。澄んだ水にパドルを入れると水しぶき

し，わたしたちを天の御父のみもとに連れ

はクジャクなのよ。」

がきらきらと上がります。湖を滑るように

しょく

ざい
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渡る間，太陽は温かく照っていました。

メートの励ましの笑顔にたとえられないで

でいる女の子の話をしてくれました。毎

ところが，じきに雲が湧き上がって空が

しょうか。これらはすべて，わたしたちが

日，夕方近くになると，反 対 側の 斜面に

暗くなり，強い風が吹き始めたのです。少

人生のチャレンジに立ち向かうときの，新

建っている家がその女の子の目に入りま

しでも先に進むために，わたしたちはパド

鮮な「帆を膨らませる風」となってくれま

す。その家の窓は黄金色に輝いていまし

ルを水に深く入れて，休むことなくこぎ続

す。トーマス・S・モンソン大管長はこの

た。自分の家は小さくて少しみすぼらし

けなければなりませんでした。厳しく過

ように表現しています。「風向きを変える

かったため，女の子はあの黄金色の窓の

酷な状 況が 2 ，3 時間続いた後，ついに

ことはできませんが，帆を調節することは

あるきれいな家に住むことを夢見ました。

大きな湖の角を回る所まで来ました。す

できます。最大の幸福と平安と満足を得

ある日，その女の子は，自転車に乗って

ると驚いたことに，進行方向に向かって追

るために，わたしたちが 前向きな態度を

谷を横切ってもいいという許可をもらいま

い風が吹いてきたのです。

選ぶ ことができますように。」7
言葉には驚くべき力があります。人を
高めることも，破壊させることもできるの
です。否定的な言葉に落ち込み，愛ある
言葉に心が浮き立った経験は，だれしも
の記憶にあるのではないでしょうか。人
について，または，人に向かって，善いこ
とだけを言うように選ぶならば，周りの人
は心が晴れ，力づけられます。そのような
言葉は，人が救い主の道を歩めるよう助
けるのです。
わたしが 初等協会の少女だったころ，
次のような簡単な言葉をクロスステッチで
施しました。「わたしは福音の光を家庭
にもたらします。」ある週日の午後，わたし
たち女の子が針を布目に入れたり出した
りしているとき，先生が，谷の斜面に住ん

した。そこで喜び勇んで自転車を走らせ，

わたしたちは大喜びで，すぐにこの贈り
物を活用しました。小さな防水シートを
引っ張り出すと，その二つの角をパドルの
持ち手に結び，ほかの二つの角を船 べり
に広げた夫の足に結びつけました。風は
このにわか作りの帆に吹き付け，カヌーは
すごい速さで進み出しました。
わたしたちが水の上をすいすい進むの
を見て，ほかのカヌーの若い女性たちも即
座に有り合わせのもので帆を作りました。
わたしたちの心は笑いと安堵で軽くなり，
その日の労苦から解放されたことに感謝
しました。
この輝かしい風を，友 達の心からの褒
め言葉や親のにこやかなあいさつ，同意を
示すきょうだいのうなずき，同僚やクラス

あれほどまでにあこがれていた黄金色の
窓の家に，ついにたどり着きます。ところ
が，自転車から降りて見ると，その家は空
き家となったあばら家で，庭には背の高
い雑草が生え，窓は質素で，汚れていまし
た。女の子はがっかりして，自分の家を
振り返りました。驚いたことに，黄金色に
輝く窓の家が，谷の反対側の斜面に建っ
ているではありませんか。そしてすぐに，
それは自分の家であることが分かったの
です。8
時々わたしたちは，この少女のように，
ほかの人やほかの人の持ち物を見て，自分
の方が劣っていると思うことがあります。
ピンタレストやインスタグラムで見る生活
に目が行ったり，学校や職場での競争で
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頭がいっぱいになったりします。しかし，
「み恵み〔を〕数えあげ〔る〕」9 時間を取

した。この若者の人生のこの時期は，す
ばらしい成功体験に彩られています。

示すものではありません。
わたしたちの義務であり特権は，救い

るならば，より正しい観点から物事を見る

何年もたってから，彼は故郷の町に帰り

主イエス・キリストのようになる努力をし

ことができ，神が御自分のすべての 子供

ました。しかし，町の人は彼の成長や進

ながら，すべての人の 成長を受け入れる

たちによくしてくださっていることが分か

歩を認めようとしませんでした。彼らに

ことです。イエス・キリストの贖罪が理解

るのです。

とって，その若者はいつまでも「あの例の

できるようになって，生活を心から変えよ

8 歳であろうと 108 歳であろうと，マン

彼」であり，彼らはそのように彼を扱った

うと努めている人の目の輝きを見るのは，

ハッタンにそびえる高層アパートに住んで

のです。最終的に，この善良な男性の以

何とうれしいことでしょう。改宗者がバプ

いようと，マレーシアの高床式の家やモン

前の成功した姿は影を潜め，伸ばしたす

テスマの水に入り，次に神殿の扉を開けて

ゴルのユルトに住んでいようと，わたした

ばらしい才能を使って，またも自分をあざ

中に入るのを見るという喜びを味わった

ちは主の光を，自分の環境にもたらすこと

けり拒否した人たちに祝福を与えること

宣教師は，人が変われるようにし，変われ

10

ができるのです。わたしたちは，ほかの人

はできなかったのです。 本人にとって

るよう励ますことの祝福を経験した証人

や自分の周囲にあるものの善いところを

も，地 域にとっても，何と大きな損 失で

です。王国に入れそうにもないと見なさ

探そうと決心できます。至る所にいる若

しょう。

れていた人を温かく受け入れてきた会員

い女性も，若くはない女性も，自信と信仰
を高める言葉を使うように選ぶことで，慈
愛を示すことができます。
ジェフリー・R・ホランド長 老が，学 生

使 徒パウロは次のように教えました。

は，彼らが主の愛を感じられるよう助けた

「何よりもまず，互いに対して熱い慈愛を

ことに大きな満足感を覚えます。イエス・

持ちなさい。慈愛は多くの罪をおおうも

キリストの福音の偉 大な美しさは，実際

11

のである。」 熱い 慈愛は「心の底から」

に永遠にわたって進歩成長できるという

時 代に周りからからかいの的となってい

を意味し，ほかの人の過ちや間違いを忘

ことです。わたしたちは良い方向に変わ

た若者について話しました。何年か 後，

れることによって示します。過去に傷つけ

ることを許されている だけでなく，改善の

この若者は故 郷を離れて軍隊に入り，教

られたことを思い出したり人に話したり，

探求を継続し，ついには完全になるよう

育を受け，教会に活発に集うようになりま

いつまでも根に持ったりすることによって

励まされ，命じられている のです。
トーマス・S・モンソン大管長はこう勧
めています。「幾つもの小さな方法で，皆
さんのだれもが慈愛を示すことができる
のです。……互いを裁かず批判せず，こ
の人 生を一緒に旅する人たちにキリスト
の純 粋な愛を示そうではありませんか。
だれでも自分に降りかかる問題に全力で
取り組んでいるのです。そのことを認め
て，助けるためにわたしたちも 全力を尽く
してできることをしましょう。」12
慈愛とは，肯定的な意味で，忍耐し，親
切で，喜んで受け入れることです。慈愛と
はほかの人を優先し，謙遜で自制し，ほか
の人の良い点を見いだそうとし，人の成功
を喜ぶことです。13
シオンの姉妹（兄弟）として，
「すべての
人が 主の業にともに働き……〔救い主の〕
名のもとに，優しい思いやりの手を差し伸
べるためにどのようなことでもし，励まし，
祝福する」決心をしませんか。14 愛と高い
望みをもってほかの人の美しいところを見

8
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中央扶助協会会長会第一顧問

いだし受け入れ，ほかの人の進歩成長を認

キャロル・M・スティーブンズ

め，助け励ますことはできないものでしょ
うか。自分の進歩成長のため努力しなが
ら，ほかの人の業績を喜ぶことはできない
でしょうか。
わたしたちにはできます。ほかの人の善
いところを見つけてそれを分かち合い，不
完 全な部分を徐々に消し去ることによっ
て，福音の光を家庭，学校，職場にもたら
すことができるのです。わたしたちはこの
不完全で，時には難しい世界にあって，だ
れもが必然的に罪を犯します。救い主イエ

癒し手であられる主
い

や

罪のために生じる悲しみ，人々の行いにより引き起こされる痛み，
苦痛を伴う死すべき世の現実，これらを独りで経験する必要は
ないのです。

ス・キリストは，そんなわたしたちが皆 悔
い改めることができるようにしてくださいま
した。これを思うと心が感謝でいっぱい

わ

たしが最もやりがいを感じるこ

したがって，あなたがたはこれからもキ

との一つは，旅をして世界中の

リストを確固として信じ，完全な希望の輝

姉妹たちから学ぶことです。皆

きを持ち，神とすべての人を愛して力強く

の賜物を受けることができることを証 しま

さんと手を取り合い，顔を合わせ，心を通

進まなければならない。そして，キリスト

す。その賜物はこの人生を喜びで満たし，

わせることに勝るものはありません。

の言 葉をよく味 わいながら力強く進 み，

になります。
主の完全な模範に従うことによって慈愛
あかし

天の御父とともに住める永遠の命という約

そのような経験をする中で，ある扶 助

束の祝 福をもたらしてくれます。イエス・

協会の指導者がこう尋ねました。「女性

キリストの御名により，アーメン。■

が焦点を当てるべき具体的な事柄はあり

み

な

注
1. リンダ・K・バートン「わたしが旅人であったと
きに」
『リアホナ』2016 年 5 月号，13 － 15 参
照
2. モロナイ 10：21
3. マタイ 22：37 － 39
4. サンドラ・ロジャーズ，Hearts Knit Together:
Talks from the 1995 Women ’s Conference
（ 1996 年），7 で引用
5. ジェームズ・E・ファウスト，ダリン・H・オーク
ス“‘ Judge Not ’and Judg ing, ”Ensign ,
1999 年 8 月号，13 で引用
6. 欽定訳〔英文〕1 コリント 13：11 － 12
7. トーマス・S・モンソン「豊 かな人 生を 送る」
『リアホナ』2012 年 1 月号，4
8. ローラ・E・リチャーズ，
The Golden Windows:
A B o ok o f Fable s for You ng a nd O ld
（ 1903 年），1 － 6 を基に編集。
9.「み恵み数えあげ」
『賛美歌』153 番
10. ジェフリー・R・ホランド「最善はこれからだ」
『リアホナ』2010 年 1 月号，19 参照
11. 欽定訳〔英文〕1 ペテロ 4：8
12. トーマス・S・モンソン「愛はいつまでも絶える
こ と が な い」
『リ ア ホ ナ』2010 年 11 月 号，
124 － 125
13. 1 コリント 13：4 － 6 参照
14.「シオンの娘」
『賛美歌』
〔英文〕309 番

ますか。」

最後まで堪え忍ぶ ならば，見よ，御父は，
『あなたがたは永 遠の命を受ける』と言
われる。
……これが道である。そして，このほ

ラッセ ル・M・ネルソン会 長 の 説 教
「姉妹たちへの懇願」が心に浮かび，わた
しは「あります！」と答えました。ネルソ
ン会長はこう教えました。「キリストの教
義を根本から理解している女性 …… が必
1

要なのです。」

ニーファイはキリストの教義をこのよう
に説明しています。
「あなたがたが入らなければならない門
とは，悔い改め と，水によるバプテスマ で
ある。そうすれば，火と聖 霊 によって罪
の赦しが与えられる。……
さて，……わたしは尋ねたい。…… そ
れですべて終わりであろうか。見よ，わた
しはそうではないと言う。もしキリストを
信じる確固とした信仰 をもってキリストの
言葉に従い，人を救う力を備えておられる
この御方の功徳にひたすら頼らなかった
ならば，あなたがたは，ここまで進んで来
ることさえできなかったからである。

かには人を神の王国に救う道も名も天下
に与えられていない。見よ，これがキリス
トの教義であ〔る〕。」2
わたしたちはなぜ，これらの原則を根
本から理解する必要があるのでしょうか。
わたしはよく，助けを切 望していなが
ら，永遠の助けをもたらすことがおできに
なる御方を頼っていない末日聖徒の姉妹
たちに会います。あまりにも頻繁に，彼女
たちは「大きく広々とした建物」を探すこ
とで理解を得ようとしているのです。3
キリストの教義に対する理解を増し加
えるなら，わたしたちは「偉大な幸福の計
画」への理解もより深まっていくことにす
ぐ気がつきます。4 救い主，イエス・キリス
トが計画の中心であられることも分かり
ます。
キリストの教義を個人の状況に当ては
める方法を学ぶと，救い主に対するわた
したちの愛は深まります。そしてわたした
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9

ちは，
「一見 違 いがあるように 思われて

女が井戸へ来ると，
「生ける水」と呼ば

も，皆，同じ無限の贖 罪 を必要としている

れるイエスは，ただ「水を飲ませて下さ

しょくざい

5

み始めたのです。主の神性を人々に証し
9

たいと望むようになりました。

こと」を理解するでしょう。 主こそ，わた

い」と言われました。主のみもとへ来るな

たとえ過ち，罪，背きのために心が重く

したちの土台であることが 分 かります。

ら，救い主はわたしたちの気づく声で，同

ても，へりくだり，素直に教えを受けようと

「贖 い主の岩 ……，…… 堅固な …… その

じように語りかけてくださるでしょう。主

いう気持ちで主のみもとへ来るなら，主は

基の上に築くならば，倒れることなどあり

はわたしたちを御存じだからです。主は，

わたしたちを変えることがおできになりま

あがな

6

得ない」のです。

わたしたちが今いる場所で手を差し伸べ

す。主は「人を救う力を備えておられる」

わたしたちがそれぞれ異なる人生の旅

てくださいます。主の特質と，わたしたち

からです。 心が変わると，わたしたちは

路を歩む中で，平安と理解を求め，喜んで

のためになされた行いのゆえに，主はわた

サマリヤ人の女のように，家庭，学校，職

忍耐しようと努めるとき，この教義はどの

したちを理解してくださいます。わたした

場といった自分の町へ出て行き，主につい

ように祝福をもたらしてくれるでしょうか。

ちの痛みを経験されたので，わたしたち

て証することができるのです。

「……キリストを信じる確固とした信仰

が求めるとき，主は生ける水を与えること

をもって……，人を救う力を備えておられる

がおできになるのです。主はこのことを

この御方の功徳にひたすら頼〔る〕
」とニー

サマリヤ人の女に教えられました。「もし

二つ目に，癒し手であられる主は，人々
の不義な行いのために痛みを経 験 する
わたしたちを慰め，強めてくださいます。
わたしは重荷を負い，気落ちしている多く
の女性たちと話をしてきました。神殿で
交わした聖約の道は，癒しへの困難な旅
路となりました。聖約は破られ，心は傷つ
けられ，自信を失い，苦しんでいるので
す。彼女たちの多くは不貞，言葉による
虐待，また性的，情緒的虐待の犠牲者で
あり，人々の依存症が原因となっているこ
ともよくあります。
自身の責任ではなくとも，こういった経
しゅう
験によって彼女たちの多くが罪悪感や羞
ち
恥 心を抱いています。自身の経験してい
る強い感情にどう対処すればよいのか分
からずに，彼女たちの多くはその感情を
自分自身の奥深くに押しやり，忘れようと
するのです。

7

ファイが語ったところから始めましょう。
イエス・キリストへの信仰により，いかなる
チャレンジにも立ち向かえるのです。

あなたが 神の賜 物のことを知り，また，
『水を飲ませてくれ 』と言った者が，だれ
であるか知っていたならば，あなたの方か

事実，逆境の中で信仰が深められ，天

ら願い出て，その人から生ける水をもらっ

の御父，また御子とわたしたちの関係がよ

たことであろう。」ついに悟った女は信仰

り良いものとなることがよくあります。

をもってこたえ，こう求めました。「主よ，

3 つの例を挙げましょう。

わたしがかわくことがな〔いように〕，……

一つ目に，救い主，癒し手であられる主
は，わたしたちの心を変え，罪のために生
じる悲しみからわたしたちを永久に解放
する力をお持ちです。救い主が井戸のそ
ばでサマリヤ人の女に教えられたとき，主
は彼女が重大な罪を犯していたことを御
8
存じでした。しかし，
「主は心を見」て，
彼女に教えを受け入れる心があると悟ら
れました。
10
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その水をわたしに下さい。」
救い主とこのような経験をした後，サマ
リヤ人の女は「水がめをそのままそこに置
いて町に行き，人々に言」いました。
「わたしのしたことを何もかも，言いあ
てた人がいます。さあ，見にきてごらんな
さい。もしかしたら，この人がキリストか
も知れません。」
あかし

彼女は証 を受けました。生ける水を飲

10

希望と癒しは，秘められた暗い深みに
ではなく，救い主，イエス・キリストの光と
愛の中に見いだされます。11 リチャード・
G・スコット長老はこう勧めました。「皆
さんが深刻な罪に捕らわれていないので
したら，他人の罪の結果に不必要に苦し
むことはありません。…… 皆さんは哀れ
みを抱くことはできます。しかし，……責
任を感じる必要はないのです。愛する者
を助けるためにできるかぎりの努力をした
後は，救い主の足もとに重荷を降ろしてく
ださい。……〔そうする〕とき，平安を見
いだすだけではなく，主の力への信仰，す
なわち愛する者が悔い改め従順になるこ
とで重荷を取り去ってくださる救い主の力
に対する信仰を表しているのです。」
こう続けています。「完全な癒しは，イ
エス・キリストへの信仰によって，また主
の力と能力，および贖いを通して与えられ
ます。不義によって強いられてできた傷
12

を癒すのです。」

姉妹たち，もし皆さんがこのような状況
にいるのなら，癒しへの道のりが長きにわ
たることもあります。祈りながら導きを求
め，正式に聖任された神権者に相談する
など，適切な援助を受けることが必要とな
るでしょう。率直に話すようにし，自分の
限界を正しく見極めていく中で，場 合に
よっては専門的なカウンセリングを受ける
こともできます。その過程において，霊的
な健康を保つことが重要です。皆さんの
持 つ神聖な特質を忘れないでください。
皆さんは天の両親に愛された娘なのです。
御父が備えられた永遠の計画を信頼して
ください。日々，イエス・キリストの教義
への理解を増し加えてください。日々，信
仰を働かせ，救い主の生ける水の井戸か
らよく味わってください。儀式と聖約を通
してわたしたち一人一人にもたらされる天
からの力に頼るのです。救い主の癒しの
力，主の贖いを，皆さんの生活に取り入れ
てください。

三つ目に，癒し手であられる主は，わたし

13
たちが苦痛を伴う「死すべき世の現実」，
すなわち災害，精神疾患，病気，慢性痛，
死などを経 験 するとき，わたしたちを慰
め支えてくださいます。最近わたしは，双
極性障害を患うジョシーというすばらしい
若い女性と知り合いました。これは彼女
が分かち合ってくれた，癒しへと向かう旅
路のほんの一部です。
「最も困難だったときを，家族とわたしは
『床に横たわるだけの日々』と呼んでいま
す。そのような日は，あらゆる種類の音や
接触，光に対して感覚が過 剰に働き，過
敏になり，拒否反応が始まります。極度の
精神的苦痛をもたらすものです。中でも，
特に忘れられない日があります。
症状が出始めたころだったので，自分の
経験していることが特に恐ろしく感じられ
ました。わたしは泣きじゃくり，息を吸う
ほお
たび涙が頬 を流れたのを覚えています。
しかし，そのようなひどい苦しみでさえ，何
とかわたしを助けようと必死になり，パニッ
ク状態に圧倒される母を見たときの苦痛
に比べれば，はるかに軽いものでした。
わたしの傷ついた心は，母の心をも張
り裂けさせていました。闇が深まる中，間
もなく壮大な奇跡を経験しようとしている
とは思いもしませんでした。
長い時が過ぎゆく中で，母は何度も何
度もこうささやきました。『あなたのこの
苦しみを取り除くためなら，わたしは何で

もするわ。』
そうするうちに暗闇はさらに増し，これ
以上耐えられないとわたしが思ったとき，
驚くべきことが起こりました。
突然，理 解を超えた驚くべき力がわた
しの体を覆いました。そして，
『自分が持
14

つ以上の強さ』を得たわたしは， わたし
の痛みを背負ってやりたいという母が繰
り返し願った望みに対して，深い確信を
持って，人生を変える言葉を言い放ったの
です。『必要ないわ，お母さん。すでにそ
うしてくれた方がいらっしゃるから。』」
人を弱める精神疾患の深い淵から，ジョ
シーはイエス・キリストと主の贖いを証す
る力を奮い起こしたのです。
その日，彼女は完全に癒されたわけで
はありませんが，深い暗闇の中で，希望の
光を受けたのです。イエス・キリストの教
義を根本から理 解することにより支えら
れ，救い主の生ける水により日々，力づけ
られているジョシーは，今も癒しへの旅を
続け，癒し手であられる主に対して，確固
とした信仰を働かせています。その道を
歩みながら，彼女は人々を助けています。
ジョシーはこう言います。「暗闇に終わり
がないように感じるとき，主の深い憐れみ
の記憶に頼ります。困難な中を歩むとき，
それが導く光となるのです。」15
姉妹たち，わたしは証します。
罪によって生じる悲しみの重荷を，独り
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中央若い女性会長

で背負い続ける必要はありません。

ボニー・L・オスカーソン

人々の不義な行いにより生じた痛みを，
独りで背負う必要はありません。
苦痛を伴う死すべき世の現実を，独りで
経験する必要はありません。
救い主はこう嘆願しておられます。
「わたしがあなたがたを癒すことができ
るように，今あなたがたはわたしに立ち返
り，自分の罪を悔い改め，心を改めようと
しているか。
……あなたがたは，わたしのもとに来る
ならば永遠の命を得るであろう。見よ，わ
たしの憐れみの腕はあなたがたに向けて
伸べられている。わたしは来る者をだれで

力強く立ち上がれ，
シオンの娘たちよ
改心し聖約を守る者となるには，福音の基本的な教義を学び，そ
あかし
れが真実であるという揺るぎない証を持たなければなりません。

16

も受け入れよう。」

「あなたのこの苦しみを取り除くためな
ら，
〔主は〕何でもしてくださいます。」事
実，
「〔主は〕すでにそうされたのです。」癒
し手であられる主，イエス・キリストの御
名により，アーメン。■

注
1. ラッセル・M・ネルソン「姉妹たちへの懇 願」
『リアホナ』2015 年 11 月号，97
2. 2 ニーファイ 31：17，19 － 21 ，強調付加
3. 1 ニーファイ 11：36
4. アルマ 42：8
5. デール・G・レンランド「末日聖徒は努力し続
ける民です」
『リアホナ』2015 年 5 月号，58
6. ヒラマン 5：12
7. 2 ニーファイ 31：19
8. サムエル上 16：7
9. ヨハネ 4：5 － 30 ，39 － 42 参照
10. アルマ 34：18
11. 個人，伴侶，家族，教会指導者がさらなる助け
を 得 るに は，overcomingpornography.org お
よび mentalhealth.lds.org を参照
12. リチャード・G・スコット「重荷 から解放され
る」
『リアホナ』2002 年 11 月号，88
13. ポール・B・パイパー「死すべき世 ― その明ら
かにされた現実」
『リアホナ』2016 年 1 月号，
44 参照
14.「われ主を愛して」
『賛美歌』134 番
15. ジョシーの癒しへの旅路について，さらに詳し
くは，モーガン・ジョーンズ，
“ Bipolar Disorder
Can ’
t Stop LDS Woman from Spreading
Light, Joy through the 444 Project,”Deseret
News ，2016 年 3 月 21日付，deseretnews.com
を参照
16. 3 ニーファイ 9：13 － 14
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こ

のカンファレンスセンターで，教

服を着て，宗教をあざける人々について述

会の少女，若い女性，女性とと

べています。また，この世のものに心を

もに集えることは，大きな喜び

奪われ，
「乏しい人，着る物のない人，病

です。世界各地にも，この集会を視聴し

人，苦しんでいる人を見過ごしに」し，彼

ている姉妹が大勢いることもよく知ってい

らに注意を払わない人々 を見ました。

3

ます。今夜このように，皆さんと同じ目的

モロナイはこのような時代に生きるわた

をもって，ともに集う機会と手段があるこ

したちに，次のように内省を促す質問をし

とに感謝しています。

ます。「なぜあなたがたは，キリストの名
4

2006 年 10 月，ゴ ード ン・B・ヒンク

を受けるのを恥じるのか。」 この非難の

レー大 管長は，1911 年に書かれた賛 美

言葉は，ますます俗 化している現代社会

歌にちなんで，
「立ち上がれ，神に仕える

を的確に表しています。

1

男たちよ」という題で話をしました。 教

ジョセフ・スミス― マタイには，末日に

会の男性に対し，立ち上がってより良い人

は「聖 約による選 民である真の 選 民」

となるよう促す内容でした。皆さんに何

でさえも惑わされるだろうとあります。聖

を話すべきか祈ったとき，その話が頭に

約による選 民には，バプテスマを受けて

何度も浮かびました。

天の御父と聖約を交わした教会の少女，

5

姉 妹の皆さん，わたしたちは「苦難の

若い女性，姉妹も含まれます。わたしたち

時 代」2 に生きています。今日の情 勢は

さえも偽りの教えに惑わされる危険性が

決して驚くべきものではありません。わた

あるということです。

したちを備えるために，何千年も前から，

姉妹の皆さん，この先も情勢が良くなる

警告され勧告されてきたからです。モル

とは思えません。もし今の動向が予兆で

モン第 8 章には，今日の情勢が驚くほど

あるなら，今後やって来る嵐に備える必要

明確に記されています。この章で，モロナ

があります。絶望して諦めるのは簡単で

イはわたしたちの時代を見たと書いてい

すが，聖約の民であるわたしたちは絶望

ます。戦争と戦争のうわさ，ひどい汚れ，

する必要はありません。ゲーリー・E・ス

殺人，強盗，神の目に善悪はないと主張す

ティーブンソン長 老が 語ったように，
「こ

る人々を見ました。高慢になり，高価な衣

の苦難の時代に住むことに対する惜しみ

祝 福の一つです。イエス・キリストを第
1 の手本とし，わたしたちがなるべき人物
の模範とする必要があります。キリストの
教義をはじめ，御父の救いの計画につい
て，家族やクラスの生徒に教え続けなけ
ればなりません。
第 2 に，この末日に，教義と組織，権能
かぎ

の鍵 が回復される必要があったことを理
解する必要があります。預言者ジョセフ・
スミスが神に選ばれ，主によって任命され
てこの回復をもたらしたこと，そして古代
のキリストの教会にあった組織に倣って，
教会の女性を組織したことを知る必要が
9

あります。
第 3 に，わたしたちは神殿の儀式と聖
約を学び，理 解する必 要があります。神
殿はわたしたちの最も神聖な信条の中心
にあります。主はわたしたち一人一人が神
殿に参入し，深く考え，学び，自分にとって
どんな意味があるのかを見いだして実践
するよう勧めておられます。神殿の儀式
ない埋め合わせとして，天の御父はわたし

ながらに持っていると，わたしは心から確

を通して自らの生活に神性の力が現れる

たちを，時満ちる時 代に住まわせてくだ

信しています。シェリー・デュー姉妹はこ

こと， そして，神殿の儀式のおかげで神

さって…… います。」 わたしはこの言葉

のように書いています。「改心した，聖約

の力を帯びていられることを理解するよ

に慰めを覚えます。

を守る女性の影響力を全開にすることを

うになります。また，主の御 名 がわたした

学んだら，神の王国は一夜にして変わると

ちのうえにあり，神の栄光 が周りにあっ

6

1 年前，ラッセル・M・ネルソン会長は
こう述べています。「教会とその教義，教

8

確信しています。」

10

み

な

て，天使が務めを果たしてくれることが分
11

会員の生き方に対する攻撃は激しくなっ

改心し，聖約を守るには意識的な努力

かるようになります。 わたしたちは約束

ていきます。だからこそ，キリストの教義

が必要です。そのためには，福音の基本

されたこれらの力を十分に生かしている

を根本から理解している女性，その理解

的な教義を学び，それが真実であるとい

でしょうか。

を用いて教え，罪に対抗する世代の成長

う揺るぎない証を持つ少女や女性になら

姉妹の皆さん，この中の最年少の姉妹

を助けられる女性が必要なのです。あら

なければなりません。強い証を育む基で

でも，信仰をもって立ち上がり，神の王国

ゆる形の欺きを見抜くことのできる女性

あると思うことが 3 つあります。どうして

を築くために大切な役割を果たすことが

が必要です。神が聖約を守る人に提供し

も理解しなければならないことだと思い

できます。子供たちは聖文を読んだり聞

ておられる力にアクセスする方法を知って

ます。

いたり，毎日祈ったり，意義深い方法で聖

いる女性，信じていることを確信と慈愛を

せい

さん

まず，永 遠の父なる神とその御子イエ

餐 を受けたりすることで証を身につけ始

もって伝えられる女性が 必 要なのです。

ス・キリストがわたしたちの信仰と救いの

めます。子供や若い女性は皆，家庭の夕

母なるエバの勇気とビジョンを持った女

中心であることを知る必要があります。イ

べを開くように勧め，参加することができ

性が必要なのです。」7

エス・キリストは救い主，贖 い主です。わ

ます。家族で祈るために集まるとき，皆さ

あがな

しょく ざい

この言葉は，今日の情勢にあっても，喜

たしたちは主の贖 罪 と，毎日その効力に

んが最初にひざまずくことができます。家

ぶ理由，楽観的になる理由がたくさんあ

あずかる方法を学び，理解しなければな

庭の状況が理想から懸け離れていても，

ると元気づけてくれます。わたしたち姉

りません。悔い改めは一人一人が正しい

福音に忠実に生活する皆さんの模範は，

妹は末日を生き抜く強さと信仰を生まれ

道にとどまるために必要な，最も大いなる

家族や友達の生活に影響を与えることが

2 0 1 6 年 11 月 号
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がいるはずです。うれしいことに，投げ
かけられる疑問には答えがあります。最
近，指導者が 語ったメッセージを聴いて
みましょう。わたしたちは天の御父の幸
福の計画について学び，理解するよう強く
勧められています。家族の宣言にある原
則について，何度も教えられています。わ
たしたちは，このようなリソースから教え，
活用するよう奨励されています。12 これら
を，細くて狭い道にとどまれるようにする
ための判断基準とするのです。
約 1 年前，わたしは年若い子供のいる
母親と話をしました。彼女は子供たちが
インターネットや学校で出くわす良くない
影響から身を守る方法を教えようと，積極
できます。

出席していましたが，今は 20 人が欠かさ

的に取り組むことにしていました。彼女

教会の若い女性は，自分は単なる傍観

ず出席します。わたしは驚いて，どうした

は毎週一つのテーマを選びます。よく選

者や支持 者だと思うのではなく，神権に

らそんなに生 徒 が 増えたのか 尋 ねまし

ぶのは，インターネット上で物議を醸して

よって導かれる救いの業の重要な働き手

た。彼女は控えめに答えました。「わた

いるテーマです。 1 週間に何度か有意義

であると自覚する必要があります。皆さ

しだけの力ではありません。クラス全員

な話し合いの場を作って子供が質問でき

んは神権の鍵を持つ人から召しと任命を

が助けてくれました。」教会にあまり来て

るようにすることで，しばしば判断の難し

受けて，この業において力と権能を持つ

いない生徒の名前を一緒に出席簿で見つ

い問題について子供たちがバランスの取

指導 者となります。クラス会長会の召し

けると，教会に戻ってくるよう誘いに一緒

れた，公平な考えを持てるようにしていま

を尊んで大いなるものとし，霊的に備え，

に訪問し始めたのです。その努力のおか

す。この母親は，家庭を安心して質問で

ともに評議し，クラスの姉妹に働きかけて

げで，バプテスマを受けた子もいました。

きる場所にし，福音を意義深い方法で教

教え導き，福音を教え合うなら，皆さんは

マルドナード姉妹は，
「わたしは神の子

この業の務めを果たしているのであり，皆

です」という生徒専用のソーシャルメディ

わたしたちは，人の気分を害することを

さんも仲間も祝福されるでしょう。

えられる場所にしているのです。

アサイトを作り，毎週数回，霊感を伝える

恐れるあまり，正しい原則を教えることを

女性は皆，自分が神権の業に不可欠な

言葉や聖句を投稿します。生徒に定期的

すっかり放棄してしまうことがないだろう

役割を担っていることを知る必要があり

に割り当てや励ましの言葉をメールで送り

かと心配になります。わたしたちは若い

ます。教会の女性は会長，顧問，教師，評

ます。生徒にとって一番なじみのある方法

女性に，母親となるための準備は最も大

議会の一員，姉妹，母親です。わたしたち

でコミュニケーションを取ることが大事だ

事なことだと教えられないでいます。そ

が立ち上がり，信仰をもって務めを果たさ

と感じていて，それが功を奏しています。

れは，独身の姉妹や子供を持てない姉妹

なければ，神の王国は立ち行かなくなっ

彼女はただ，こう言いました。「生徒を愛

を傷つけたくないから，あるいは将来の

てしまいます。時々，自分たちに何ができ

しています。」クラスの取り組みについて

選択肢を狭められていると思われたくな

るか，より大きなビジョンを持つ必要があ

話を聞きながら，わたしはその愛を感じる

いからです。一方で，教育を受けることの

るのです。

ことができました。また信仰と行動力の

大切さも強調できていないかもしれませ

わたしは最近メキシコである姉妹に会

ある一人の人が主の助けを受けてどれほ

ん。教育は結婚よりも大事だと思ってほし

いました。信仰をもって召しを尊んで大

どの業を成し遂げられるかを，彼女の模

くないからです。わたしたちは，天の御父

いなるものとして いる姉 妹 で す。 マル

範によって再認識しました。

の定められた結婚は男女の間の結婚であ

フィッサ・マルドナード姉妹は 3 年前，日

青少年は，日々難しい問題に直面して

ることを宣言するのを避けています。同

曜学校の青少年クラスを教えるよう召さ

います。わたしたちの愛する人々の中に

性に引かれる人々を傷つけたくないから

れました。召された当初は 7 人の生徒が

も，答えを見つけようと苦しんでいる人々

です。そして，ジェンダーの問題や健全な

14

中 央 女 性 部 会

| 2 0 1 6 年 9 月 2 4 日

大管長会第二顧問

性的関心について話しづらいと思うかもし

ディーター・F・ウークトドルフ管長

れません。
もちろん，周囲を気 遣う必 要はありま
す。しかし，子供や青少年がこの世を生き
抜くために理 解しなければならない福音
の基 本原則を教える際は，わたしたちの
常 識と救いの計画への理 解を駆使して，
大胆かつ率直に教えましょう。わたしたち
が真の教義を子供や青少年に明確に教え
なければ，世間が彼らにサタンの偽りを教
えてしまいます。
わたしはイエス・キリストの福音を愛し

4 階の最後のドア
神は，
「心から求める者に報いて下さ」います。ですから，たたき
続けなければなりません。姉妹の皆さん，諦めないでください。
心を尽くして神を求めてください。

ています。神の聖約の娘として受けられる
導き，力，日々の助けに永遠に感謝します。
主は，この苦難の時代に生きるわたしたち

愛

する姉妹の皆さん，友人の皆さ

くれた女性たちに思いをはせずにはいら

ん，わたしたちの愛する預言者

れません。教会がどのような所か来て見

であるトーマス・S・モンソン大

るようにとの招待を最初に受け入れた祖

物，強さを授けてくださっていることを証

管長の指示と指導の下，この世界規模の

母と母 ，わたしが一目ぼれした愛する妻

します。わたしたちが自分の真の可能性を

大会に再び集まることができるのは，何と

のハリエット，がんで夫を亡くして間もなく

見いだし，天の御父が求めておられる信仰

いう祝福でしょうか。大管長，わたしたち

教会に入った，ハリエットの母，わたしの

と勇気のある女性となるために立ち上がる

はあなたを愛し，支 持しています。大 管

姉，娘，孫娘，ひ孫たち。彼女たち全員が

ことができますように。イエス・キリストの

長が教会の姉妹たちを愛していることを

わたしに影響を与え，わたしを高めてくれ

御名により，アーメン。■

知っています。

ました。ほんとうに，わたしの生活を輝き

注
1.“ Rise Up, O Men of God, ”
『賛 美 歌』
（英 文）
324 番参照
2. 2 テモテ 3：1
3. モルモン 8：39 。 26 － 38 節も参照
4. モルモン 8：38
5. ジョセフ・スミス― マタイ 1：22
6. ゲーリー・E・スティーブンソン「分かりやすく
て尊い真理」
『リアホナ』2015 年 11 月号，92
参照
7. ラッセル・M・ネルソン「姉妹たちへの懇 願」
『リアホナ』2015 年 11 月号，97
8. シェリー・デュー，
“ Women and the Priesthood:
W h at O ne Mor mon Wom a n B el ieve s ”
（ 2013 年），163
9.『わたしの王 国の 娘 ― 扶 助 協 会 の歴史と
業』7 参照
10. 教義と聖約 84：20 参照
11. 教義と聖約 109：22 参照
12.「家族 ― 世界への宣言」
『リアホナ』2010 年
11 月号，129 参照

教会の姉妹たちのために開かれる，総

照らしてくれます。より善い人，より思い

大会のこのすばらしい部会に出席するの

やりに満ちた教会指導者となれるよう励

が大好きです。

ましてくれます。彼女たちがいなければ，

女性を祝福し，主イエス・キリストの再臨

たま

に先立って世を備えるために必要な力，賜
もの

姉妹の皆さん，わたしは皆さんを見ると
きに，わたしの人生に大きな影響を与えて

1

わたしの人生はどれほど違っていたことで
しょう。

2 0 1 6 年 11 月 号

15

けん そん

恐らく，何よりも謙 遜 な思いにさせられ
ることは，皆さんのような信仰深い女性た
あかし

ちの能力や才能，知性や証 を通して，そ
の影響が教会全体で何百万倍にもなって
及ぶということです。
でも中には，そのような高い賞賛を受け
る資格は自分にはないと思う人もいるかも
しれません。人に大きな影響を与えられ
るほど自分は大した人物ではないと思う
かもしれません。疑いや恐れと闘ってい

ついにおばあさんは，ひざをついて言

る自分は「信仰の女性」でさえない，と思

いました。「ごめんね。おばあちゃんに

うかもしれません。

はよく聞こえないのよ。」

信仰が持つ力と限界

物理的な世に住みながら霊的な事柄に
対する信仰を育むのは簡単ではありませ

今日わたしは，そのような思いを一度で

少女は怒って両手でおばあさんの顔を

ん。でも，努力する価値はあります。生

も感じたことのある人，恐らくわたしたち

はさむと，その目をじっと見詰めて言いま

活の中で発揮される信仰の力は深遠だか

全員に向けてお話ししたいと思います。

した。「おばあちゃん，もっと一生懸命聞

らです。聖文は，信仰によって多くの世界

信仰について― 信仰とは何か，信仰に

いて！」

が創られ，水が分けられ，死者がよみがえ

よってできることとできないこと，生活の

この話には，信じる者，信じない者両方

中で信仰の力を発揮するためになすべき

にとって学ぶべきことがあります。何かが

ことについてお話しします。

聞こえないからといって，聞くべきものが何

中にはこのように尋ねる人もいるでしょ

もないというわけではありません。二人の

う。「これほど強い信仰があるのに，な

人が同じメッセージを聞いたり，同じ聖文

ぜ心からの祈りに答えを受けられないの

を読んだりしても，一人は御霊の証を受け，

ですか。海を分けたり，山を動かしたり

もう一人は受けない可能性があります。

する必要はありません。ただ，病気が治

信仰とは

信仰とは，信じる事柄に関する強い確
信です。確信が非常に強いため，それな

み たま

り，川の流れや山の位置が変えられたと
教えています。

5

しにはなし得なかった事柄を行うように

一方で，愛する人々が御霊の声を感じ，

り，両親が互いに赦し合い，片手には花

わたしたちを突き動かします。「信仰と

イエス・キリストの 福音の，壮大であり，

束を，もう片方の手には婚約指輪を持っ

は，望んでいる事がらを確信し，まだ見て

永遠で深い美しさを実感できるように助

た永遠の伴 侶 が玄関先に現れてくれさえ

けようと努力する中で，
「もっと一生懸命

すればいいのです。わたしの信仰ではそ

聞いて」と伝えるのは，あまり効果的では

れが なぜできないのですか。」
信仰は確かに 力強く，奇跡を起こすこと
もよくあります。しかし，どれほどの信仰
を持っていても，できないことが二つあり
ます。まず，人の選択の自由を侵すことは
できません。
ある女性は，道を外れた娘がキリスト
の群れに戻るよう何年も祈り続けました
が，祈りがこたえられなかったと思い，落
ほう とう
胆しました。放 蕩 息子や娘がその生き方
を悔い改めたという話を周りから聞くの
は，特につらいことでした。
彼 女 の 問 題 は，祈りや 信 仰 が足りな
かったということではありません。天の御
父にとってもつらいことですが，神はだれ
にも義の道を選ぶように強制なさらない

2

いない事実を確認することで〔す〕。」

これについて，信仰を持つ人々は納得
できますが，信者でない人々は困惑し，首

ないかもしれません。

を横に振ってこう尋ねるのです。「どう

信仰を強めたいと思っている人へのより

やって見えないものを確信できるのです

良いアドバイスは，違う方法で 聞くことで

か」と。これこそ，彼らにとって宗教は合

す。使徒パウロは，耳だけでなく霊に語り

理的でないと思える理由です。

かける声に耳を傾けるようにと励ましてい

彼らが理解できないのは，目以外に見る

ます。パウロは教えました。「御霊を受

方法があり，手以外に感じる方法があり，

けていない人は神の御霊から来るものを

耳以外に聞く方法があるということです。

受け入れず，愚かなものと考える。これら

おばあさんと散歩していたある少女の経

のことは御霊によってしか識別できない

験をお話ししましょう。少女の耳に聞こえ

ため，彼らには理解できないのである。」3

る鳥の声はどれもすばらしく，少女は一つ

あるいは，サン＝テグジュペリ作『星の王

一つの声についておばあさんに伝えました。

子さま 』の次の言葉を考えるべきかもし

少女は「おばあちゃん，聞こえる？」と

れません。「ものごとはね，心で見なくて

何度も聞きましたが，耳の遠いおばあさん

はよく見えない。いちばん大切なことは，

には，よく聞こえませんでした。

目に見えない。」4
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はん りょ

ことを，彼女はただ理 解する必要があっ

に従わなければなりませんでした。目に

物語っています。彼らが，何をやっても何

たのです。前世においても，神はその子

は見えないけれども信頼を寄せるように

も変わらないと考えたとしても無理はな

供たちに御自分に従うよう強制されません

なった人，わたしには見えないものが見え

かったと思います。

でした。そうであるなら，今この現世を旅

る人です。目的地に安全に到着するため

しかし，この二人の宣教師は信仰 を持

するわたしたちを強制されることがない

には，その人を信頼し，従わなければなり

ち，献身的に働きました。たとえだれも

のは当然でしょう。

ませんでした。

メッセージを聞かないとしても，それは自

神は招き，説得してくださいます。たゆ

信仰とは，神の知恵だけでなく，神の愛

まず，愛と霊感と励ましをもって手を差し

を信頼するということです。神は完全に

伸べてくださいます。しかし，決して無理

わたしたちを愛しておられ，神がなさるす

ある日二人は，ある 4 階建てのアパート

強いされることはありません。永遠の進

べての事柄，与えてくださる祝福も，しば

の 住 民に伝 道しようと心に感じました。

歩をもたらす主の偉大な計画を台なしに

し与えずにとどめておかれる祝福もすべ

1 階から始めて，すべてのドアをたたき，

してしまうからです。

て，わたしたちの永遠の幸福のためだとい

イエス・キリストの救いのメッセージと主

信仰でできない二つ目のことは，神にわ
たしたちの思いを無理強いすることです。

8

うことです。

分たちが最善の努力を払わなかったから
ではないという態度で臨みました。

の教会の回復を伝えようとしました。

このような信仰を持つとき，ある事柄が

1階の人はだれも話を聞きませんでした。

自分の望みをかなえてくださるよう神に強

起こる理由や祈りがこたえられない理由

「やってはみた。ここでやめて，ほかの

要することはできません。たとえどんなに

は理 解できなくても，最終的にはすべて

建物に行って伝道しよう」と言うのは，ど

正しいと思えても，どれほど心から祈った

の意味が明らかにされると知ることがで

んなに簡単だったことでしょう。

としてもです。パウロが「肉のとげ」と呼

きるのです。「万事は神を愛する者たち

んだ，個人的な試 練から逃れさせてくだ

の益となる」のです。

さるように何度も主に願い求めた経験に
ついて考えてみてください。しかし，それ
み こころ

9

すべてが正されます。すべてがよくなり
ます。

は神の御 心 ではありませんでした。やが

答えは必ず来ると確信できます。わた

てパウロは，試練が祝福であったことに気

したちはその答えに満足するだけでなく，

づき，自分が望んだようには神がおこたえ

天の御父がその子供であるわたしたちに

6

にならなかったことを感謝しました。

しかし，この二人の宣教師には信仰 が
あり，働く 望みがあったので，2 階のすべ
てのドアをたたきました。
またもや，だれも聞いてはくれませんで
した。
3 階も同じでした。 4 階も同様でした。

抱いておられる恵みや憐れみ，寛大さと
愛に圧倒されるでしょう。

信頼と信仰

そうです。信仰の目的は，神の御心を
変える ことではなく，神の御心に従って行
動する 力を受けることです。信仰とは信
頼です。わたしたちには見えないことを
神は御覧になり，わたしたちが知らないこ
とを神は御存じであると信頼することで
す。7 自分の見方や判断を信頼するだけで
は十分ではないことがあります。
わたしは航空機のパイロットとしてこれ
を学びました。数メートル先も見えない
ほど，濃い霧や雲の中に入ったことが 何
度かありました。自分の位置や進んでい
る方向を教えてくれる機器に頼らなけれ
ばなりませんでした。航空交通管制官の
声に耳を傾ける必要がありました。自分
よりも正確な情報を持っている人の指示

とにかくたたき続ける

そのときまでは，信仰を増し加えられる
よう常に求めながら，今持てるかぎりの信
仰によって歩くのです。10 時に，この探求
は簡単ではありません。忍耐強くない人，
決意が弱い人，注意深くない人にとって，
信仰は捉えどころがないように思えるかも
しれません。すぐに落胆し，注意散漫に
なる人は，信仰を経験することがほとんど
ないかもしれません。信仰は，謙 遜で勤
勉で堪え忍ぶ人に与えられます。
忠実さという代価を払う人に与えられる
のです。
改 宗者 のバプテスマ がほとんど ない
ヨーロッパのある地 域 で 伝 道していた
二人の若い宣教師の経験が，この真理を

二人の忠実な宣教師がすべてのドアをたたいた
ドイツのアパート。

2 0 1 6 年 11 月 号
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ただし，4 階の最後のドアをたたくまでは。

ていました。彼女はこれまでわたしの旅に

皆さんが，4 階の最後のドアに至るまで

ドアが 開き，一人の少 女 がにっこりし

付き添ってくれ，出会うすべての人に愛さ

求め続けるなら，その答えを受けるでしょ

て，お母さんと話すから待ってほしいと言

れています。そして，福音に対する愛と，輝

う。信仰を見いだすでしょう。そしてい

いました。

くように明るい人柄によって多くの人の人生

つの日か，光に満たされ，その光は「ます

に祝福を与えてきました。彼女はわたしの

ます輝きを増してついには真昼となる」で

人生にとってまさに太陽の光です。

しょう。13

最近夫を亡くし，まだ 36 歳であった母
親は，モルモン教の宣教師と話したい気
分ではないから，帰るように伝えなさいと
娘に言いました。

1 階でやめなかった二人の宣教師に，
わたしは何度感謝で胸を熱くしたことで

キリストにあってわたしの愛する姉妹で
ある皆さん，神は実在しておられます。

しかし，娘は母親に懇願しました。
「すご

しょう。二人の信仰 と働き に何度，心か

生きておられます。

くいい人たちだし，ほんの少しの時間しか

らの感謝を感じたことでしょう。 4 階の

皆さんを愛しておられます。

かからないから。」

最後のドアまで続けてくれたことに，何度

皆さんを御存じです。

感謝したことでしょう。

みなさんを理解しておられます。

そこで，母 親はし ぶし ぶ 折 れました。
宣教師はメッセージを伝え，母親にこの
本を読んでほしいと言って，モルモン書を
渡しました。

皆さんの声にならない心の叫びを御存
あけてもらえるであろう

じです。見捨ててはおられません。見放

たゆまぬ信仰を求め，神とその目的とつ

二人が帰った後，数ページだけでも読
んでみようと母親は決めました。
そして，数日でその本を 1 冊読み終えた
のです。

ながりたいと求めるとき，
「門をたたけ，そ

すべての人が心と思いによって自分で

うすれば，あけてもらえるであろう」とい

この崇高な真理を知ることができるとい

11

う主の約束を覚えましょう。

わたしたちは，ドアを一つか二つ，ある

間もなく，このすばらしいひとり親の家
族がバプテスマの水に入りました。
この小さな家族がドイツのフランクフル
トのある支部に集ったとき，一人の若い執
事が娘の一人の美しさに気づき，こう思い

されることもありません。

う証と，使徒としての祝福を皆さんに残し
ます。友である皆さん，姉妹の皆さん，ど

いは 1 階か 2 階のドアをたたいただけで

うか信仰に生きてください。そうすれば，

諦めますか。

神は約束されたように，あなたの祝福を

それとも，4 階の最後のドアにたどり着

14

千倍にも増してくださることでしょう。

くまで求め続けますか。

わたしの信仰，確 信，揺るぎない確か

神は，心から「求める者に報いて下さ」

な証を皆さんに残します。これは神の御

ました。「この宣教師たちは，なかなかい

いますが，大抵の場合，報いは最初のドア

い仕事をしているなあ。」

の向こうにはないのです。 ですから，た

救い主であるイエス・キリストの聖なる御

この 若い 執 事 の 名前は，ディーター・

たき続けなければなりません。姉妹の皆

名によって証します，アーメン。■

ウークトドルフでした。母親に宣教師の

さん，諦めないでください。心を尽くして

メッセージを聞くように懇願した魅力的な

神を求めてください。信仰を働かせてく

少女は，ハリエットという美しい名前を持っ

ださい。義の中を歩んでください。

母，姉，専任宣教師と一緒に写真に写る若いころ
のハリエット・ウークトドルフ姉妹（中央）。
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12

ウークトドルフ姉妹は，ウークトドルフ管長に
同行し，福音に対する愛を分かち合いながら
人々の生活を祝福している。

業です。このことを，わたしたちの愛する
み

な

注
1. ディーター・F・ウークトドルフ「証 の 機 会」
『リ ア ホ ナ』2004 年 11 月 号，74 ，お よ び，
“ Sister Eternal ”
（ 2005 年）参照
2. へブル 11：1
3. 1 コリント 2：14（ New International Version
〔 2011 年〕から和訳）
4. アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ『星の
王子さま 』
（河野万里子 訳〔 2008 年〕），108
5. へ ブ ル 11：3 ，5 ，29 ，35； エ テ ル 12：30；
モーセ 7：13 参照
6. 2 コリント 12：7 － 10 参照
7. イザヤ 55：8 － 9 参照
8. 2 ニーファイ 26：24 参照
9. ローマ 8：28 参照
10. 2 コリント 5：7 参照
11. マタイ 7：7
12. へブル 11：6
13. 教義と聖約 50：24
14. 申命 1：11
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大管長会第二顧問

ディーター・F・ウークトドルフ管長

おお，
わたしたちの神の
計画の何と偉大なことよ」

「

わたしたちは驚くべき豊かな光と真理に恵まれています。そのた
めにかえって，自分たちが受けている祝福の真の意味を理解して
いないかもしれません。

の伴う変化でした。
歩みは遅くなかなか進歩しませんでし
た。
たくさんの時間と繰り返し，忍耐，少な
からぬ 希望と信仰，妻からの多くの励ま
し，それから商品名は伏せておきますが，
何リットルものダイエットソーダが必要で
した。
それから 22 年がたった今，わたしはコ
ンピューター技術に取り囲まれています。
電子メールアドレス，ツイッターのアカウン
ト，フェイスブックのページがあります。
スマートフォン，タブレット，ノートパソコ
ン，デジタルカメラを持っています。わた
しの技術は，典型的な 7 歳児のそれに比
べれば大したことはありませんが，70 代
としては，なかなかいいと思います。

わ

それはともかく，面白いことに気づきま
たしたちの愛する預言者である

係は決して友好的なものではありません

した。技術を身につければ身につけるほ

トーマス・S・モンソン大管長の

でした。

ど，それを当然のことと思うようになるの

指示と指導の下，この世界規模

技 術にたけ た人 たちがわたしにコン

の大会に再び集まることができ，わたした

ピューターの 使い方を教えようとしまし

ちはほんとうに祝福されています。大管

た。文字どおり，わたしの後ろに立って，

の通信に時間的な制限がつきまといまし

長，わたしたちは心からあなたを愛し，支

わたしの肩越しに手を伸ばし，その指が

た。メッセージを送り，返事をもらうまで

持しています。

素早く動き，カタカタとキーボードをたた

に，何日も，あるいは何か月もかかること

き，交響曲を奏でます。

がありました。今日，メッセージは何千キ

パイロットの職に就いていたころ，精密

です。
過去の人類の歴史の大半は，人と人と

かつ信頼できるコンピューターシステムは

「分 かりましたか。」彼らは誇らしげに

ロもの空，あるいは何千メートルもの海底

仕事上不可欠でしたが，自分のパソコン

そう言いました。「同じようにやってみて

を移動し，世界の裏側に住む人のもとにた

を使う機会はほとんどありませんでした。

ください。」

どり着きます。そして，ほんの数秒でも遅

役員として事務を行う際に，助手と秘書

わたしには分かりませんでした。困難

れがあると，わたしたちはいらいらし，我

が親切にも作業を助けてくれたからです。
中央幹部に召された 1994 年にすべて
は変わりました。わたしの責任には，教
え導くすばらしい機 会 がたくさんありま
す。しかしそれには，わたしが 可能だと
思っていた以上にかなりの量の教会の事
務作業が含まれていました。
驚くことに，その仕事に習熟するための
おもな手段はパソコンでした。
そこで生涯で初めて，わたしは不慣れ
な理解し難いパソコンの世界にのめり込
まざるを得なくなりました。
最初から，コンピューターとわたしの関

2 0 1 6 年 11 月 号
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たま もの

授けてくださった神聖で崇高な賜 物 への
感謝と畏敬の念を経験できなくなってし
まっているからだと思います。人生を変え
る真理は，わたしたちの目の前の，すぐ手
の届くところにありながら，わたしたちは
弟子としての道を歩むときに，眠りながら
歩いてしまうことがあります。救い主の模
範に従うのではなく，ついつい周囲の教
会員の不完全さに惑わされることが実に
よくあります。わたしたちはダイヤモンド
がちりばめられた道を歩いているのにも
かかわらず，その道を普通の砂利道と区
別することがなかなかできないのです。
親しみのあるメッセージ
けい けん

慢できなくなります。
人は本質的に，物事をよく知れば知る
ほど，たとえそれがどれほど奇跡的かつ

まだ若かったころ，わたしの宗教につい

を満たしたに違いない感謝と敬 虔 の念を

て友人からよく尋ねられました。最初に，

想像してみてください。彼らの生涯は以

知恵の言葉のような「違い」について話す

前とはまったく違ったものになりました。

ことがよくありました。ほかの宗教との類

畏敬の念を抱かせるものであっても，その

ジョセフ・スミスを知り，回復された福

似性を強調することもありました。このど

ような気持ちをなくし，当たり前のことと

音を宣 べ伝えるのを聞いた，この神権時

ちらも相手に大した印象は与えませんで

見なすようになるようです。

代の初期の聖徒たちのことを考えてみてく

した。ところが，天の御父がその子供た

ださい。天と地を隔てる幕が再び取り払

ちのために備えてくださった偉大な幸福

われ，光と知識が天上の故郷から世界に

の計画について話すと，彼らは集中して聞

注がれたときに，彼らがどのように感じた

いてくれました。

わたしたちは霊的な真理を当然のことと
見なしてはいないでしょうか

わたしたちに与えられている現代の技

の

のか想像してみてください。

ドイツのフランクフルトにある教会の教

術と文明の利器を当然のことと見なすの

とりわけ，皆さんがまことに神の子供で

室で，救いの計画について説明する絵を

は，比較的小さなことかもしれません。し

あること，再び清くなれるようイエスが自

黒 板に描こうとしたことがあります。 前

かし，悲しいことに，わたしたちはイエス・

ら進んで皆さんの 罪のために苦しまれた

世，現世，この世での生活が終わって「天

キリストの福音の持つ永遠かつ啓発的な

こと，神権の力が現実のものであり，その

の両親」のもとに帰ることを表す円を描き

教義に対して同じような態度をとることが

力が皆さんと皆さんの愛する人々をこの

ました。

あります。このイエス・キリストの教会で

世から永遠にわたってつなぎ留めること

は，実に多くのものを与えられています。

ができること，また今日も地上に生ける預

を分かち合うのがほんとうに好きでした。

わたしたちは驚くべき豊かな光と真理に

言者がいること，これらの真理を皆さん

自分の簡単な言葉でこうした原則を説明

恵まれています。そのためにかえって，自

が初めて信じ，理解したとき，どのように

するとき，わたしの心は，御自分の子供た

分たちが受けている祝福の真の意味を理

感じたのか考えてみてください。すばらし

ちを愛してくださる神，そしてわたしたち

解していないかもしれません。

く，驚くべきことではないでしょうか。

を死と地獄から贖 ってくださった救い主

救い主が地上で教導の業を行っておら

これらのことを考え合わせるとき，教会

10 代のとき，このすばらしいメッセージ

あがな

への感謝の思いでいっぱいになりました。

れたとき，救い主とともに歩み，話した，

の礼拝 行事に出席できることをどうして

わたしはこの愛と喜び，希望のメッセージ

あの初期の弟子たちについて考えてくだ

喜ばないでいられるのでしょうか。ある

を誇りに思いました。

さい。墓からよみがえられた救い主を目

いは，聖文を読むことにどうしてうんざり

友人の中には，自分たちの宗教でその

にしたとき，また，救い主の手にある傷に

できるのでしょうか。それは恐らく，わた

ようなことを教わったことがないけれど，

触れたときに，その弟子たちの心と思い

したちの心が鈍っている がために，神が

このメッセージに親しみを感じると言う人
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もいました。まるで以前から真実である

れ以前の生活は忘れてしまうということ

と知っていたかのようでした。常に深く彼

を，わたしたちは知っていました。現世で

らの心に根づいていたものに光を当てて

反対のもの，逆境，誘惑を経験するという

いただけのように思えたのです。

ことを知っていました。しかし，肉体を得
ることは，わたしたちにとって最も大切な

わたしたちには答えがあります！

ことであるということも知っていました。

だれもが人生について何らかの基本的

早く学んで正しい選択をし，サタンの誘惑

な疑問を心に抱いていると思います。わ

に耐え，最終的には，愛する天の両親のも

に違いありません。打ち砕かれた心が癒

たしはどこから来たのか。なぜここにい

とに戻れるよう，わたしたちはどれほど望

され，悲しみの涙が喜びの涙に取って変

るのか。死んだらどうなるのか。

んだことでしょう。

わり，すべてのことが正される日となるの
3

太古の昔から，人はこうした疑問を抱い

わたしたちは，自分たちが罪や間違い

てきました。哲学者，学者，そして専門家

を犯し，さらには重大な罪を犯すこともあ

確かに，罪のため，深い悲しみもあるこ

は，人 生と財産をつぎ込んでその答えを

ることを知っていました。しかし，救い主

とでしょう。確かに，自らの過ち，愚かさ，

探し求めてきました。

イエス・キリストが地上に来て，生涯罪を

かたくなさのため，はるかにすばらしい将

犯すことなく，永遠の犠牲として自らの命

来の機会を失ったことで，後悔の念，さら

人生の最も複雑な質問に対する答えがあ

を進んで捨てられることも知っていまし

には苦しみさえあることでしょう。

ることをわたしは感謝します。こうした答

た。主に心を傾け，主を信頼し，熱意を

えは，末日聖徒イエス・キリスト教会で教

込めて弟子の道を歩むなら，洗われて清

わたしたちは神の裁きに納得するだけで

えられています。これらは真実であり，分

くなり，もう一度，愛する天の御父のもと

なく，その無限の恵み，憐れみ，寛容，そ

かりやすく，率直で，理 解しやすいです。

で生活できるということを知っていました。

してわたしたち神の子供に対する愛に驚

回復されたイエス・キリストの福音に，

霊感に満ちており，ひかりクラスの 3 歳児
にも教えています。
兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは永遠

です。

しかし，わたしが確信していることは，

ですから，皆さんもわたしも，イエス・キ

嘆し，圧倒されるということです。わたし

リストの犠牲を信じ，自らの自由意志によ

たちの望みと行いがよければ，またわたし

り，天の御父の計画を受け入れたのです。

たちに生ける神を信じる信仰があれば，

の存在であり，初めもなく終わりもありま

だからこそわたしたちはこの美しい地

モロナイの言う「永遠の裁き主である大い

せん。わたしたちは常に存在してきたの

球という惑星にいます。神がわたしたち

なるエホバの楽しい法廷」を楽しみにし

です。 わたしたちは，文字どおり，神聖

に機会を下さり，わたしたちが自らの選び

て待つことができます。

か つ不 滅，そして全 知 全 能 であられ る

でその機 会を受け入 れたので す。 しか

1

「天の両親」の霊の子供なのです。

し，現世での生活は一時的なものであり，

4

「多大なる恵みに一体何が返せようか」

わたしたちは，神であられる主の，天の

肉体の死をもって終わります。ただ，わた

愛する兄弟姉妹の皆さん，友人の皆さ

住まいからやって来ました。わたしたち

したちの本質がなくなることはないので

ん，わたしたちの愛する御父が備えてくだ

はいと高き神であられるエロヒムの王家

す。わたしたちの霊は生き続け，愛にあふ

さった偉大な幸福の計画について考える

に属します。わたしたちは前世で神ととも

れる天の御父と御子イエス・キリストがす

とき，驚きと畏敬の念で心と思いが満たさ

に生活しました。神の言葉を聞き，その

べての人に無償で与えてくださった賜物で

れないでしょうか。主を待ち望むすべて

偉大さを目 の当たりにし，その道を学び

ある復活を待ちます。2 復活で，わたした

の人のために備えられた輝かしい将来に

ました。

ちの霊と肉体は，再び一つとなり，苦痛と

ついて知るとき，表現し難いほどの喜び

肉体的な不完全さから解放されます。

に満たされないでしょうか。

ま

皆さんとわたしは天上の会議に参加し
ました。そこでわたしたちの愛する天の

復 活 の 後，裁きの日が やって来ます。

そのような驚きと喜びを感じたことがな

御父はわたしたちのための計画を提示さ

最終的にすべての人は救われ，栄光の王

いとしたら，わたしは皆さんに勧めます。

れました。この地上に生まれ，肉体をまと

国を受け継ぎますが，神を信頼し，その

回復された福音の，単純でありながらも

い，善と悪から選ぶことを学び，ほかの方

律 法と儀式に従おうと努力した人は，想

奥 深い真 理について尋ね求め，研究し，

法ではできない方法で進歩するという計

像を絶する栄光と圧倒されんばかりの威

考えてください。「永遠の厳粛さを心にと

画です。

光に満ちた永遠の生活を受け継ぎます。

5
どめ」，
それらに神の救いの計画につい

幕を通り抜け現世にやって来たとき，そ

あわ

裁きの日は憐 れみの日と，愛の日となる

あかし

て証をさせてください。
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そのような気持ちをもし感じたことがあ

ロバート・D・ヘイルズ長老

るとしたら，今一度尋ねます。「
〔皆さんは〕
6

今でもそのように感じられ〔ますか〕。」

わたしは最近，北アイルランドのベルファ
ストを訪れる機会がありました。滞在中，
ベルファストの紋章に次のような意味の
モットーが記されていることに気づきまし
た。「多大なる恵みに一体何が返せようか
（“ Pro tanto quid retribuamus ”）。」7
この質問について考えてみましょう。神
がわたしたちに与えてくださったあふれん
ばかりの光と知識に対して，わたしたちは
一体何を神に返せばよいでしょうか。
愛する御父はわたしたちに，御自身が与
えてくださった真理に従って生活し，御自
身が示してくださった道に従って歩むよう
に言われるだけです。ですから，勇気を奮

クリスチャンの愛と奉仕を
実践することにより
「わたしに従ってきなさい」
救い主の末日の弟子であるわたしたちは，神の子供たちを愛し，
彼らに仕えることにより主のもとへ行きます。

み たま

い，御霊の導きに信頼を寄せましょう。言
葉と行いで，神の幸福の計画に込められ
はらから

た，すばらしく驚くべきメッセージを同胞と

ノ

ーベル賞受賞者のエリ・ヴィー

いやりに満ちた生活に変えるよう教えら

ゼルが，入院中，開胸手 術後に

れました。争いの心を赦しと親切心，思

快復しつつあったとき，５歳の

いやりに変えるのです。「互に愛し合い

ての人がわたしたちの兄弟姉妹なのですか

孫が見舞いに来てくれました。幼い男の

なさい」 という「新しいいましめ」は，必

ら。これこそ大いなる恵みに対してわたし

子は祖父の目をのぞきこむと，祖父が苦

ずしも守るのが容易ではありませんでし

たちにできる最初のことです。

しんでいることが分 かりました。そして

た。弟子たちが，罪人や忌み嫌われてい

いつの日か「すべてのひざがかがみ、す

「おじいちゃん，もしぼくがおじいちゃんを

た階級の人々と交わることについて懸念し

べての舌 が …… 告白します。」神の道は

もっと愛したら，痛みは軽くなる？」と尋

ていたときに，救い主は忍耐強くこのよう

分かち合いましょう。神と神の子供たちへ
の愛が，その動機となりますように。すべ

8

1

4

正しく，神の計画は完全であると。 皆さ

ねました。 今日，皆さん一人一人に同じよ

に教えられました。「わたしの兄弟である

ん，その日を今日としようではありません

うな質問をします。「救い主をもっと愛し

これらの最も小さい者のひとりにしたの

か。いにしえのヤコブとともにこう宣言し

たら，わたしたちの 苦しみは軽くなるで

は，すなわち，わたしにしたのである。」5

ましょう。「おお，わたしたちの神の計画

しょうか。」

また，モルモン書の中の預言者が説明し

9

の何と偉大なことよ。」

救い主が弟子たちに，従ってくるようお

皆さんに祝福を残し，天の御父への深

招きになったとき，弟子たちは「目には目

い感謝の気持ちをもって，イエス・キリス

を，歯には歯を」2 を含むモーセの律 法

トの御名により証します，アーメン。■

に従って生活していましたが，救い主はそ

注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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しょくざい

の律法を贖 罪 により成就するために来ら
教義と聖約 93：29 参照
ヨハネ 5：28 − 29 参照
黙示 21：4 参照
モロナイ 10：34
教義と聖約 43：34
アルマ 5：26
詩篇 116：12 参照
モーサヤ 27：31
2 ニーファイ 9：13 。8 − 12 ，14 － 20 節も参照
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れました。救い主は新しい教義を教えら
れました。「敵を愛し，あなたがたをのろ
う者を祝福し，あなたがたを憎む者に善
をなし，あなたがたを不当に扱い迫害す
る者のために祈りなさい。」3
弟子たちは，生まれながらの性格に固
執しようとする生活から，救い主の愛と思

はら から

たように，
「あなたがたが同 胞 のために務

めるのは，とりもなおさず，あなたがたの
6

神のために務めるのである」と。

言って，社会の現状を嘆きがちです。しか

り，自信も高まるでしょう。

し，わたしたち ができることはたくさんあ

最も強い影響を及ぼすクリスチャンの奉

救い主の末日の弟子であるわたしたち

ります。 わたしたち は，自分の家族の中

仕は，家族で聖文を研究し，祈り，家族会

は，神の子を愛し，彼らに仕えることによ

で 教 える機 会を生 かすことが できます

議を開くことにより行うことができます。

り主のもとへ行きます。そうするときに，

― それは今です。機会を逃さないよう

100 年以 上にわたり，教会の指 導 者は，

艱 難 や苦難や肉にあって苦しみを受ける

にしてください。福音についてあなたが考

じゃまの入らない時間を家族のために取る

ことを避けることはできないかもしれませ

えていることや人生の教訓について話す

よう勧めてきました。しかし，多くの人はま

んが，霊的な苦しみは軽くなるでしょう。

機会が訪れたら，どんなことでも中断して

だその祝福を味わっていません。家庭の

試練のさなかにあっても，喜びと平安を感

座り，子供や孫と話をしてください。

夕べは，お母さんやお父さんの講義ではあ

かん なん

じることができるのです。

専門的な訓練を受けた福音の教師でな

りません。家庭の夕べは，簡単な霊的な概

クリスチャンの愛と奉仕は，家庭におい

いことを心配する必要はありません。個

念や経験について話し，子供に思いやりと

て自然に始まります。両親の皆さんは，子

人的に聖文を研究し，祈り，深く考え，聖

分かち合いについて教え，一緒に楽しみ，

供と青少年のために，愛に満ちた教師と

なる御 霊 の導きを求めること以上に役立

証を述べ合い，ともに成長し進歩するため

して，また宣教師として召されています。

つ訓練クラスや手引きはありません。御

の家族の時間です。家庭の夕べを毎週行

彼らは皆さん の求 道 者 で す。 皆さんに

霊はあなたを導いてくださいます。約束し

うことによって，互いに対する愛は強まり，

は，彼らが改心するのを助ける責任があり

ます。親になるという召しには，皆さんと

苦しみは軽くなるでしょう。

ます。実のところ，わたしたちは皆，改心

皆さんの子供に適した方法で教えること

家族の中でわたしたちが行う最も重要

しようと努めています。つまり，救い主の

が できる 賜 物 が 伴います。 神が 義にか

な業は，聖霊の力を通して行うことである

愛で満たされようとしているのです。

み たま

たま もの

なった方法で影響を与えるために用いら

ことを覚えておきましょう。怒りの声を上

イエス・キリストに従うことにより，わた

れるのは愛だということを覚えておいてく

げるときはいつも，聖霊は自分や家族の

したちは主の愛に促されて，現世の旅 路

ださい。「わたしたちが愛し合うのは，神

もとから離れてしまわれます。愛をもって

において助け合おうと努めます。それは

がまずわたしたちを愛して下さったからで

語るとき，御霊がともに宿ります。子供や

7

一人ではできません。 以前，クエーカー

11

〔す〕。」

孫は，わたしたちがどれほど彼らのため

派のこの格言を紹介しました。「あなた

青少年の皆さん，皆さんは非常に効果

に時間を費やしたかによって，わたしたち

がわたしを，わたしがあなたを助けて，と

的な福音の教師です。皆さんは教会に来

の愛を測るということも覚えておきましょ

もに〔永遠に〕高め合いましょう。
」8 弟子

て学び，戻って家族や隣人，友人に教え，

う。何より，忍耐を失わず，決して諦めな

であるわたしたちがそれを始めるのは，

奉仕します。恐れないでください。真実

いでください。

バプテスマを受け，進んで「重荷が軽くな

だと知っていることを証 するための信仰

聖文には，天の御父の霊の子供たちの

るように，互いに重荷を負い合う」という

を持ってください。専任宣教師がどのよう

一部が主の計画に従わないことを選んだ

意志を示すときです。9

あかし

に成長するか考えてみてください。彼らは

ときに，天は泣き悲しんだ，と記されてい

10

「互いに王国の教義を教え合〔うこと〕
」

忠実に奉献された生活を送り，時間と才

ます。12 同様に，愛し，教えた子供が成長

は，互いに愛し，仕え合う一つの方法で

能を使い，証を述べて人々に奉仕し祝福

して主の計画に従わないことを選ぶとき

す。両親と祖 父母の皆さん，わたしたち

することで成長するのです。皆さんが 福

に，両親は泣き悲しみます。両親にでき

は，学 校 が 高 い 道 徳を教 えていないと

音について証を述べるとき，信仰が強ま

ることは何でしょうか。ほかの人の選択
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は，新しいいましめをあなたがたに与え
る，互に愛し合いなさい。わたしがあなた
がたを愛したように，あなたがたも互に愛
し合いなさい。」21「もしあなたがたがわ
たしを愛するならば，わたしのいましめを
の自由が奪われるよう祈ることはできませ
ほう とう

守るべきである。」22

「あら，それはよかった！」

ん。放 蕩 息子の父親を思い出してくださ

介護をする人について語るとき，わたし

わたしたちに対する救い主の真の姿勢は，

い。 父 親 は 息 子 が「本 心 に 立 ち か え

の人生の特別な人についてぜひ感謝を述

トルバルセン作のキリスト像（Christus ）

〔る〕」のを待ちながら，ずっと息子を見

べなければなりません。救い主の特別な

の姿と同じだと証します。主は常に手を

守っていたのです。そして「〔息子が 〕ま

弟子であり，永遠の伴侶であるメアリーで

伸ばしておられ，「わたしに従ってきなさ

だ遠く離れていた」のに，走り寄って行き

す。妻は，優しい思いやりと愛で，自らを

い」と招いておられます。わたしたちは，

13

ました。

わたしたちは，いつ何を言い，

はん りょ

23

ささげてわたしの世話をしてくれます。妻

愛し合い，仕え合い，主の戒めを守ること

時には，いつ沈黙を守るかについて，導き

の手は，優しく人を支える主の手のようで

により，主に従います。

を祈り求めることができます。子供や家

す。彼 女なしに，今のわたしはありませ

主は生きていて，完全な愛でわたした

族はすでに前世で救い主に従うことを選

ん。妻とともにいることで，わたしは最後

ちを愛しておられることを特別に証しま

んだということを忘れないでください。そ

まで堪え忍び，彼女と永 遠を共にするの

す。この教会は主の教会です。トーマス・

のような神聖な感情が再び目覚めるには，

です。

S・モンソン大管長は地上における今日

彼ら自身が生活の中で経験するほかない

もしだれかとともに，あるいは独りで深

の預言者です。天の御父と御子へのわた

ことがよくあります。結局のところ，主を

く苦しんでいるなら，ぜひ救い主に助け

したちの愛が深まり，苦しみが軽くなるよ

愛し主に従うという選択は，彼ら自身が行

ていただきましょう。主の大きな腕に頼

う祈ります。イエス・キリストの御 名 によ

うのです。

り， 主の確かな言葉を受け入れてくださ

15

弟子が救い主に対する愛を示す特別な

い。「わたしはあなたがたを捨てて孤児

方法がもう一つあります。今日，わたしは

とはしない。あなたがたのところに帰っ

介護を通して主に仕えるすべての人に敬

て来る」，こう主は約束しておられます。

16

意を表したいと思います。主は皆さんをと

兄弟姉妹の皆さん，まだ完全にそうし

ても愛しておられます。皆さんは静かに

ていないなら，赦しと思いやりと愛へと，

人知れずその奉仕を行うことにより，主に

向きを変えようではありませんか。生まれ

従っています。主は「ひそかに見ておられ

ながらの性格に固執しようとする，人の心

るあなたの父は，公に報いてくださるであ

の中で 猛 威を振るうせめぎ合いを放 棄

ろう」と約束されました。14

し，キリストの思いやりと愛と平和を宣言

アルツハイマー病に苦しむ妻がいた隣

しようではありませんか。17

人のことが心に浮かびます。彼は毎週日

もし「あなた が たは す でに 神 の 栄 光

曜日に，教会の集会のために妻の身支度

〔と慈しみ〕」18 と「世の初めから備えら

を手伝い，髪をとかし，化粧をし，イヤリン

れた贖 罪」19 を知るようになったなら，

グをつけてあげました。このように奉仕

「あなたがたは，互いに傷つけ合う心を持

を する 彼 は，ワードの すべ ての 男女 の

たず，平和に暮ら〔す〕であろう。……あ

―もっとはっきり言うなら，世のすべて

なたがたは子供たちが神の律法に背くの

の人々の模範でした。ある日，奥さんが彼

も，互いに戦うのも，争い合うのもほうっ

にこう言いました。「いつかまた夫に会っ

てはおかないであろう。……むしろあな

て一緒に時間を過ごしたいわ。」

たがたは，……互いに愛し合い，互いに仕

「ぼくが君の夫だよ」とその兄弟は言い
ました。

救い主は十字架にかかる直前に，使徒

すると彼女は愛らしくこう答えました。

24
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え合うように教えるであろう。」20
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にこのように 教 えられました。「わたし

み

な

り，アーメン。■
注
1. エリ・ヴィー ゼル，Open Heart ，マリオン・
ヴィーゼル訳（ 2012 年），70 で引用
2. マタイ 5：38
3. 欽定訳〔英文〕マタイ 5：44 から和訳。 3 ニー
ファイ 12：44 も参照
4. ヨハネ 13：34
5. マタイ 25：40
6. モーサヤ 2：17
7. 1 コリント 12：12 参照
8.“ A Story of the‘ Barefoot Boy ’
: Written
for J. G. Whittier ’
s Seventieth Birthday, ”
The Poetical Works of John Townsend
Trowbridge（ 1869 年），227 を基に編集
9. モーサヤ 18：8
10. 教義と聖約 88：77
11. 1 ヨハネ 4：19
12. 教義と聖約 76：26；モーセ 7：37 参照
13. ルカ 15：17，20
14. 3 ニーファイ 13：4 。マタイ 6：4 も参照
15.“ Lean on My Ample Arm, ”Hymns , 120 番
を参照
16. ヨハネ 14：18
17. 教義と聖約 98：16 参照
18. モーサヤ 4：11
19. モーサヤ 4：7
20. モーサヤ 4：13 － 15
21. ヨハネ 13：34
22. ヨハネ 14：15 。ヨハネ 15：10 も参照
23. モルモン書ヤコブ 6：4 参照

中央若い女性会長会第一顧問

した。父なる神とその御子イエス・キリス

キャロル・F・マッコンキー

トが栄光のうちに降り，ジョセフ・スミス
に語り，時満ちる神権時代の到来を告げ

魂の誠実な望み
み

られました。わたしたちにとって，奇跡的
いや

な癒 しや，力強い守り，神聖な知識，自由
をもたらす赦し，貴重な平和は，信仰を
もって「魂の〔誠実な〕望み」7 をささげ

な

聖霊の力と御子の御 名 によって尊い祈りをささげるあらゆる瞬間
は，御父と過ごす神聖な時間となり得ます。

るときにもたらされる答えの一部です。
わたしたちはイエス・キリストの御名に
より，聖霊の力によって，神会の御三方す
べてを祈りに加え，天の御父に祈ります。
わたしたちは天の御父に祈り，そして御

現

父のみに祈ります。なぜなら「天に神が
世の試練の中で，業を成し遂げ

えができている人々を，主は見つけること

おられ，この神は無限かつ永 遠で，永 遠

るときや戦いに立ち向かうとき，

がおできになるでしょうか。「なぜなら，

から永遠にわたって……天地とその中に

逆境や，答えが出ていない質問

『主の御名を呼び求める者は，すべて救

に直面するときに，わたしたちは決して独

われる』とあるからで」す。 わたしたち

です。 創造 主として，神はわたしたちに

りではありません。 イエス・キリストは

は愛にあふれた天の御父の子供であり，

「唯一の生けるまことの神である御自分を

「失望せずに常に祈るべきこと」をたとえ

「キリストを信じながら，誠心誠意」祈り，

愛し，……また御自分が〔わたしたち〕の

で教えられました。主は，神を敬わず，人

聖霊の促しにより受けた答えに従って行

礼拝すべき唯一の存在である」との戒め

を人とも思わない裁判官について話され

動するとき，主との個人的な交わりを享受

を与えられました。

2

3

ました。一人のやもめが裁判官のもとに

することができます。 わたしたちは，御

何度も来て，彼女を訴える者を裁いてほし

父と御子と一つになることを学ぶために，

いと願いました。しばらくの間，裁判官は

信仰をもって祈り，耳を傾け，従います。

4

ある万物を形造られた御方である」から

8

信仰をもって天の御父に祈るとき，
「神
は苦難のときに〔皆さん〕を慰めてくださ
〔います〕。……〔そして〕神の愛をよく味
9

聞き入れませんでした。しかし，彼女の忠

信仰の祈りは，栄光ある天からの祝福

わ〔うことができます〕。」 ヘンリー・B・

実で一貫した願いに，裁判官はようやく

を受ける道を開きます。主はこう教えてお

アイリング管長は，治る見込みのないがん

られます。

と闘っている間も祈り続けた父親の経験

「このやもめがわたしに面倒をかけるか
ら，彼女のためになる裁判をしてやろう。

「求めよ，そうすれば，与えられるであろ

から，神とその子供たちの深い個人的な

そうしたら，絶えずやってきてわたしを悩

う。 捜せ，そうすれば，見いだすであろ

関係について学んだことを分かち合って

ますことがなくなるだろう」と考えました。

う。門をたたけ，そうすれば，あけてもら

います。

その後，イエスはこのように説明してお
られます。
「まして神は，日夜叫び求める選民のた
めに，正しいさばきをしてくださら〔ない〕
ことがあろうか。
あなたがたに言っておくが，神はすみや
かにさばいてくださるであろう。」
そして 主 は，こうお 尋 ね になります。
「しかし，人の子が来るとき，地上に信仰
1

が見られるであろうか。」

えるであろう。

「痛みが激しくなった日の朝，ベッドの

すべて求める者は得，捜す者は見いだ

そばにひざまずいている父の姿がありま

し，門をたたく者はあけてもらえるからで

した。ひどく弱っていてベッドに戻ること

ある。」5

ができないほどでした。父は，善い人に

わたしたちが 得たいと望むならば，求

なろうといつも努めてきたのにこれほどの

め，捜し，た た か なけ れ ば なりません。

苦しみに遭うのはなぜなのか，天の御父

ジョセフ・スミスは真理を探し求めている

に尋ねるために祈っていたと，わたしたち

とき，次の聖句を読みました。「あなたが

に言いました。そして，
『神には勇敢な息

たのうち，知恵に不足している者があれ

子たちが必要である』と優しく語りかけ

ば，その人は，とがめもせずに惜しみなく

る答えを受けたと言うのです。

祈りは信仰を育むために不可欠なもの

すべての人に与える神に，願い求めるがよ

こうして父は，神が自分を愛し，祈りを

です。主が再び来られるとき，信仰をもっ

い。そうすれば，与えられるであろう。」6

聞き，支えてくださると信じて，最後まで

て祈る方法を知っていて，救いを受ける備

信仰の祈りへの答えとして，天が開かれま

耐え続けたのです。父は恵まれて，愛に

2 0 1 6 年 11 月 号
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がなかったにもかかわらず，救い主は御自
分の民のために病や死を含む「あらゆる
あふれた神が祈りのように身近であるこ

も負けないで，まことの生ける神に仕えよ

苦痛と苦難と試練を受け」るため召され

とを幼いころから知っており，決して忘れ

うという，確固とした決意をもって求めな

ました。「〔主〕は 御自分 の民 の 罪を 負

ることはありませんでした。」10

さい。」15

い，御自分の解放の力によって彼らの背き

わたしたちはイエス・キリストの御名

「祈る方法を知るだけではなく，祈りに

を取り消すために，肉において苦しみを

により祈ります。なぜなら，救いがキリス

対する答えを得る方法や，識別し，注意を

受けられ〔ました〕。」19 主は 3 度，こう祈

トによりもたらされ，
「わたしたちを救いう

払い，わたしたちに関する神の御心と目的

られました。「父よ，みこころが行われま

る名は，これを別にしては，天下のだれに

をはっきりとした視野と明確な意図をもっ

すように。」20 しかし杯は取り除かれませ

も与えられていないからで〔す〕。」 わた

て理解する方法を知ることは同様に重要

んでした。主は謙遜で誠実な祈りにより

したちはイエス・キリストの聖なる御名に

です。」

11

12

16

強められ，わたしたちが悔い改め，信じ，

よって御父のもとに来ます。 なぜなら

アイリング管長はこのように述べていま

従い，永遠の祝福を得られるよう，わたし

ば，キリストは御父に対するわたしたちの

す。「わたしは祈りの答えを受けてきまし

たちの救いのために備えるという御自分

弁護者であり，わたしたちのために弁じて

た。答えが最もはっきりしていたのは，神

の神聖な使命を果たされました。

13

くださるからです。 主は御父に栄光を帰

が望んでおられる事柄を知る必要性を痛

祈りにより受ける答えは，わたしたちが

するために，苦しみ，血を流し，亡くなられ

感し，自分の望みが 忘れ去られたときで

望むものではないことがあります。しか

ました。そして，わたしたちのために憐れ

す。そのときに，愛する天の御父からの答

し，苦難のときに，わたしたちの祈りは，

み深い嘆願をし，わたしたち一人一人がこ

えが，
『静かな細い声』によってわたした

愛と深い憐れみを受けるための命綱とな

の生涯で平安を得，来るべき世において

ちの思いに告げられ，わたしたちの心に書

ります。嘆願するとき，わたしたちは前進

永遠の命を得ることができるよう道を開

17

き記されるのです。」

し，聖任されていることをすべて果たせる

いてくださいました。主は，わたしたちが

救い主がゲツセマネの園に行かれたと

よう強められます。苦難の時 代を生きた

長い間苦しみ，必要以上の試練に遭うこ

き，主は悲しみのあまり死ぬほどでした。

聖徒たちに主はこう言われました。「心

とがないよう望んでおられます。主は，わ

苦しみもだえているとき，主が唯一頼れる

に慰めを得なさい。すべての肉なるもの

たしたちが主に立ち返ることを望んでお

のは御父だけでした。主はこう嘆願され

はわたしの手の内にあるからである。安

られ，わたしたちの重荷を軽くし，心を癒

ました。「もしできることでしたらどうか，

らかにしていて，わたしが神であることを

し，主の清めの力で心を洗い清められる

この杯をわたしから過ぎ去らせてくださ

知りなさい。」

ようにさせてほしいと望んでおられます。

い。」けれどもこう付け 加えられました。

わたしたちは個人で，または家族ととも

決まり切った同じ言葉を繰り返し，主の御

「しかし，わたしの思いのままにではなく，

に，あるいは教会や神殿，どこにいても祈

名を無駄にすることがあってはなりませ

みこころのままになさって下さい。」 罪

ん。イエス・キリストの聖なる御名により
ささげる心からの祈りは，わたしたちの献
身的な愛と永 遠にわたる感謝，そして主
が祈られたように祈り，主が行われたよう
に行い，主のようになるというわたしたち
の確固とした望みの表れです。
わたしたちは聖霊の力によって祈りま
み たま

す。 な ぜ なら，
「御 霊 によって 求 める者
み こころ

は，神の御 心 にかなって求める〔からで
す〕。」14 信仰をもって祈るとき，聖霊はわ
たしたちの思いを導き，わたしたちの言葉
が神の御心と一致するようにしてください
ます。「求めるものを自分の欲 望のため
に無益なものにせず，むしろどんな誘惑に

26

土 曜 午 前 の 部 会
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18

21

ります。 打ち 砕 かれた心と悔 いる霊を

七十人会長会

もって赦しや天の知恵を得るためであろ

クレーグ・C・クリステンセン長老

うと，あるいは単に堪え忍ぶ力を得るた
めであろうと，わたしたちは常に 全身全霊
をもって神に祈り，わたしたちや周囲の
人々の幸福のために祈ります。豊かな祝
福と人生の教訓に対する感謝の思いがこ
もった誠実な望みは，キリストへの確固と
した信仰，
「希望の輝き」，そして「神とす
べての人〔への〕愛」をわたしたちの心に
22

植え付けます。

一人の聖見者を
立てよう」

「

たま もの

祈りは神から与えられる賜 物 です。わ
たしたちは決して戸惑いを覚えたり，独り
だと感じたりする必要はありません。聖
霊の力と御子の御名によって尊い祈りを

ジョセフは預言者でした。ですから，わたしたちには天への窓が
与えられているだけでなく，永遠への道が開かれているのです。

ささげるあらゆる瞬間は，わたしたちの御
父と過ごす神聖な時間となり得ることを
あかし

証 します。イエス・キリストの聖なる御名
により，アーメン。■
注
1. ルカ 18：1 － 8；ジョセフ・スミス訳聖書ルカ
18：8 の脚注 a（から和訳）も参照
2. ローマ 10：13
3. モロナイ 10：4
4. ヨハネ 17：21 － 23 参 照。救い主は，わたし
たちが御父と御子と一つになり，完全になるこ
とができるように祈られた。わたしたちは，キ
リストの言葉を信じ，信仰をもって行動すると
きに，御父と御子と一つになることができる。
5. マタイ 7：7 － 8
6. ヤコブの手紙 1：5
7.「祈りは魂の」
『賛美歌』83 番参照
8. 教義と聖約 20：17，19
9. モルモン書ヤコブ 3：1 － 2
10. ヘンリー・B・アイリング，
「家族と祈り」
『リア
ホナ』2015 年 9 月号，4
11. 使徒 4：12
12. 教義と聖約 93：19 － 20 参照
13. 教義と聖約 45：3 － 5 参照
14. 教義と聖約 46：30
15. モルモン 9：28
16. メル ビ ン・J・ バ ラ ード，
“ Our Channels of
Power and Strength, ”Improvement Era,
1923 年 9 月号，992 ，M・ラッセル・バラード，
Yesterday, Today, and Forever（ 2015 年），
133 で引用
17. ヘンリー・B・アイリング「わたしの心に書き
記す」
『リアホナ』2001 年 1 月号，100
18. マタイ 26：39；38 節も参照
19. アルマ 7：11 ，13
20. マタイ 26：39 － 44 参照
21. 教義と聖約 101：16
22. 2 ニーファイ 31：20

モ

ロナイは初めてジョセフ・スミス

あかし

人々に証します。

を訪れたとき，ジョセフの「名が

主は常に預言者を通して業を進めてこ

良くも悪くもすべての国 民，部

られたのですから，預言者，聖見者，啓示

族，国語の民の中で覚えられる」と警告

者としてのジョセフの使命を証することに

1

3

しました。 わたしたちはこの預言の成就

臆する必要はありません。 ジョセフ・ス

を目にしています。善と悪の戦いの中で，

ミスを通して回復された真理のおかげで，

預言者ジョセフ・スミスを通してなされた

わたしたちは，天の御父と救い主イエス・

福音の回復は，彼に従う信者を鼓舞する

キリストについてはるかに多くのことを

と同時に，シオンの大義とジョセフ個人に

知 って いる の で す。 わたし たち は，御

対して激しく戦った敵対者をあおり立てま

二 方 の神聖な属性，御二方の関係，そし

した。こうした戦いは今に始まったことで

てわたしたちとの関係について知っていま

はありません。それは，年若いジョセフ

す。また，わたしたちが御二方のもとに帰

が聖なる森に足を踏み入れた直後に始ま

ることを可能にする偉大な贖 いの計画に

り，インターネット上で知名度が上がった

ついて知っています。

今日でも続いています。
主はジョセフ・スミス個人にはっきりと
おっしゃいました。
「地の果ての人々があなたの名を尋ね，

お

ふた かた

あがな

ジョセフについてブリガム・ヤング大管
長は次のように明言しました。「地の基
が置かれるはるか以前に開かれた永遠の
会議において，
〔ジョセフ・スミス〕は，こ

愚かな者はあなたをあざ笑い，地獄はあ

の世界の最後の神権時 代に神の言葉を

なたに激怒するであろう。

人々にもたらし，神の御子の神権のすべ

一方，心の清い者と，知恵のある者と，

かぎ

ての鍵 と力を受ける人となるよう定められ

高潔な者と，徳高い者は，絶えずあなたの

ました。主は彼のうえに……目を注がれ

手から助言と権能と祝福を求めるであろ

ました。……〔彼〕はこの最後の神権時

2

う。」

今日わたしは，回 復 の 預 言 者 である
ジョセフ・スミス・ジュニアの神聖な使命
をよりよく理解しようとしているすべての

代を管理するよう永遠に予任されていた
のです。」4
この 偉 大な業に取り組む 備えとして，
ジョセフ・スミスは，人生にはつきものの
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という証です。答えは天の使いから得ら
れることもありますが，多くの場合，聖霊
の力によってもたらされます。聖霊は思い
と心に霊感を与えることを通してわたした
ちに語りかけられます。10 聖霊を通してわ
たしたちは，
「すべてのことの真 理を知
る」のです。11
預言者ジョセフ・スミスに対する証が
芽生えるのは，多くの場合，わたしたちが
モルモン書を読むときです。わたしが初
めてモルモン書を最初から最後まで読み
通したのは，若いころ早朝セミナリーの生
徒だったときでした。少年らしい活発な
想像力を働かせて，自分 がまるでジョセ
フ・スミスになり，初めてモルモン書にあ
る真理を見つけるかのように読んでみよう
多くの責任や試 練を経験していた，愛に

写には大きな力があります。

と決心しました。このやり方はわたしの

満ちた家庭に生まれました。成長するに

「わたしは自分の真上に，太陽の輝きに

人生に大きな影響をもたらし，わたしは今

つれ，ジョセフの，神に対 する気 持ちは

も勝って輝いている光の柱を見た。そし

でもモルモン書をこの方法で読んでいま

て，その光の柱は次第に降りて来て，光は

す。こうすることで，預言者ジョセフに対

ついにわたしに降り注いだ。

して，またこの貴重な本に含まれる回復さ

5

「深く，またしばしば 痛烈」 なものでし
たが，当時の説教者が教える宗教上の矛
盾する考えに混乱していました。幸いに

…… そして，その光がわたしの上にと

も，若いジョセフは疑問を持ったからと

どまったとき，わたしは筆紙に尽くし難い

いって，それが自らの信仰の妨げになるこ

輝きと栄光を持つ二人の御方がわたしの

例えば，罪の赦 しのためのバプテスマ

とはありませんでした。彼は聖書に答え

上の空中に立っておられるのを見た。す

についての 箇 所を翻 訳して いたときの

を求め，この勧めを見つけました。「あな

ると，そのうちの御一方がわたしに語りか

ジョセフの 気持ちを想像してみてくださ

たがたのうち，知恵に不足している者が

け，わたしの名を呼び，別の 御方を指し

い。どの既存の教会にも加わってはなら

あれば，その人は，とがめもせずに惜しみ

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。」9
ジョセフ・スミスは永遠の父なる神と，
世の救い主であり贖い主であられるイエ
ス・キリストにまみえたのです。 これが
ジョセフ・スミスの最初の 示 現でした。
たま もの
それから数年後，ジョセフは神の賜 物 と
力によりモルモン書を翻訳しました。ほ
かにも多くの天の使いが彼のもとを訪れ，
何世紀も失われていた真理と権能を回復
しました。ジョセフ・スミスに対する神か
らのこうしたメッセージは天の窓を開き，
わたしたちの目に永遠の栄光が開かれま
した。ジョセフの生涯は，知恵に不足し
ている者があるならば，信仰をもって神
に願い求めることができ，答えを得られる

ないと言われていたジョセフは，当然，こ

なくすべての人に与える神に，願い求める
がよい。そうすれば，与えられるであろ
う。」6
ジョセフはこう振り返っています。「こ
の聖句が，このとき，かつて人の心に力を
与えたいかなる聖句にも勝って，わたしの
心に力強く迫ってきたのであった。それ
はわたしの心の隅々に大きな力で入り込
んで来るように思われた。……わたしは
この言葉を再三再四思い巡らした。」7
純粋な信仰をもって，ジョセフはこの霊
的な気持ちに従って行動しました。人目
につかない場所を見つけてひざまずき，
「心の願いを神に告げ始め〔まし〕た。」8
そこで起こったことを伝えるジョセフの描

28

土 曜 午 前 の 部 会

| 2 0 1 6 年 10 月 1 日

お ひと かた

れた真理に対して，感謝の気持ちが非常
に深まることが何度もあります。
ゆる

の救いの儀式とは何だろうと考えました。
疑問を持ったことでジョセフは再び祈りま
した。その祈りはバプテスマのヨハネの
訪れにつながり，ヨハネはアロン神権と，
バプテスマを施す権能を回復しました。12
あるいは，イエス・キリストが西半球の
人々を訪れられたことを初めて知ったと
き，ジョセフはどう感じたのでしょうか。
イエスがその人々を教え，彼らのために祈
り，病人を癒し，子供たちを祝福し，神権
せい さん

の権能を授け，彼らに聖餐を施されたこと
をどう思ったのでしょう。13 そのときジョ
セフは理 解していなかったかもしれませ
んが，キリストの古代の教会の儀式と組
織について学んだことは，後に，地上に同

じ教会を回復するうえで主の助け手とな
るための準備だったのです。
モルモン書の翻訳中，ジョセフと妻のエ
マは，幼い息子の死を悲しみました。当
時の説教者たちが口をそろえて教えてい
たのは，バプテスマを受けずに死んだ子
供は永遠の罪の定めを受けるということ
でした。これを心に留め，預言者モルモ
ンの次の言葉を翻訳していたジョセフの
気持ちを想像してください。「幼い子 供
たちは悔い改めもバプテスマも必要ない。
……幼い子供たちは，世の初めからキリ
14

ストによって生きている〔からである〕。」

モルモン書の中で若いジョセフが最も
驚 いた 箇 所 は，ニーファイ第 二 書 の 第
3 章だったかもしれません。この章には，
末日に主によって立てられ，父親の名前に
ちなんでジョセフと名付けられる「えり抜
きの聖見者」についての古代の預言が含
まれています。この未来の預言者は，
「大
はら から

いに尊ばれ」，彼の同 胞 のために一つの
「大いに価値のある」業をすることとなる
のです。彼は「モーセのように偉大」な者
となり，
「〔神〕の言葉を伝える力」を与え
15

教師もおらず，神殿もありませんでした。

ません。示現，癒し，天使の働きといった
16

られます。 この預言がまさに自分自身

ジョセフ・スミスについて聞いたことのあ

のことだと知ったとき，ジョセフ・スミス

る人はほとんどなく，聞いたことのある人

がどう感じたか考えてみてください。彼は

の中には，彼に対して積極的に敵対した

だれでも，バプテスマ，聖霊の賜物，聖餐

歴史を翻訳していただけではなかったの

人たちがいました。では，ジョセフへの

を含む，聖なる神権の力と祝福を得るこ

です。彼が翻訳していたのは末日に関す

敵 対があったにもかかわらず，主がその

とができます。

る示現，つまり，イエス・キリストの福音

僕ジョセフによってなされた偉大な業を見

しもべ

「奇跡の日」は終わっていないのです。

ジョセフは預言者でした。ですから，

ジョセフは預言者でした。ですから，

の奇 跡的な回復の示現でした。しかも，

てみましょう。この預言の成就は，ジョセ

わたしたちは，わたしたちを神と結び，神

ジョセフ自身がその成就を助けることに
なるのです。
それから 200 年近くたった現在，この
預言がどう実現したかは容易に知ること
ができます。わたしたちは，ジョセフが主
の預言者として果たした多くの偉業につ
いて知っています。しかし，忘れないでく
ださい。ジョセフがこの預言を翻訳して
いたとき，彼は預言者たちの預言をほとん
ど成就してはいませんでした。彼はまだ，
20 代前半の青年でした。教会はまだ組
織されておらず，ワードも支部もなく，宣

フ・スミスの預言者としての召しを雄弁に

の民とし，わたしたちに「神性の力」を現

証明してはいないでしょうか。

し，いつの日か「神，すなわち父の御 顔 を

み かお

ジョセフ・スミスに対 する自分の証に

見て，なお生きている」ことを可能とする

疑問を持っている人や，ジョセフの生涯と

神殿の祝福と儀式を受けることができま

働きについて誤った，人を惑わす，あるい

す。17

は根拠のない情報のために悩んでいる人

ジョセフは預言者でした。ですから，

に申し上げます。 回 復の 預 言 者 である

わたしたちは，結婚と家族が，わたしたち

ジョセフ・スミスの驚くべき使命によって

の幸福のために備えられた神の計画に不

もたらされた多くの祝福，すなわち，
「実」

可欠であると知っています。わたしたち

について考えてください。

は，神殿の儀 式と聖 約を通して，大切な

ジョセフは預言者でした。ですから，
啓示と預言者はもう過去のものではあり

家族の関係が永遠に存続できると知って
います。
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ジョセフは預言者でした。ですから，

フアン・A・ウセダ長老

わたしたちには天への窓が与えられてい
るだけでなく，永遠への道が開かれてい

主イエス・キリストは
祈るように教えておられる

るのです。わたしたちは，
「唯一の，まこ
との神 ……と，
〔神が 〕つかわされたイエ
ス・キリスト」を知ることが できます。18
永遠の命を自分のものとすることができ
ます。
ジョセフは預言者でした。ですから何
よりも，イエス・キリストが神の御子であ
り，世の救い主であられるという証と証言
が 多く与えられています。わたしたちに
は，イエス・キリストの特別な証人の途切
れることない鎖があります。その中に，今

皆さんの祈りは心からの祈りですか。それとも，口先だけの祈り
ですか。

日の預言者，トーマス・S・モンソン大管
長，大管長会顧問，そして，十二使徒定員
会の会員がいます。彼らの証に，わたしも
へりくだり，確固とした証を付け 加えま
す。イエス・キリストは生きておられ，御
自分の教会を導いておられます。ジョセ
フ・スミスは過去，現在にわたり回復の預
言者です。神の神権と権能は再び地上に

19

77 年，わたしはペルーのクスコ

しかし，その宣教師たちは行こうと言い

で専任宣教師として働いていま

張りました。ますます熱心になる彼らの

した。 同 僚とわたしはクスコ

主張に，わたしはついにその圧力に屈しま

ゾーンの宣教師を壮大なマチュピチュ遺

した。御霊のささやきに反して，十分気を

跡に連れて行く許可を得ました。

つけるなら橋まで行ってもよいと伝えたの

遺 跡の見学が 終わりに近づいたころ，

です。

存在しています。わたしたちが恐れること

何人かの宣教師が山道の途中にあるイン

インカ橋へ通じる山道に入ると，わたし

なく，主のこのすばらしい預 言 者，聖 見

カ橋に行きたいと言い出しました。その

がいちばん後ろを歩きました。初めは約

者，啓示者への証と感謝の気持ちを表明

瞬間，そこに行かないようにと御霊がわた

束したとおり，皆，ゆっくり歩いていました

できるよう祈っています。イエス・キリス

しを制するのを心に感じました。その道

が，しだいに宣教師たちは，とても早足で

トの聖なる御名により，アーメン。■

は高さ 600 メートル以上もの断崖絶壁に

歩 いたり，走ったりさえし 始 めました。

ありました。一度に人が一人しか通れな

ゆっくり歩くように頼んでも，聞こうとしま

い狭い所が数か所ありました。同僚とわ

せん。彼らに追いついて，引き返すように

たしはインカ橋に行くべきではないと彼ら

言わなければ，と思いました。彼らのずっ

に言いました。

と後ろにいたので，追いつくために速く走

み

注
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アモス 3：7 参照
ブリガム・ヤング，
“ Remarks”
，
Deseret News ，
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2 ニーファイ 3：6 － 15 参照
モロナイ 7：35 － 37；信仰箇条 1：7 参照
教義と聖約 84：21 － 22
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らなければなりませんでした。
二人並んで通ることができないほど狭
い曲がり角に差しかかったとき，一人の宣
教師が岩肌を背にしてじっと立っている
のが見えました。わたしは彼がなぜそこ
に立っているのか 尋ねました。彼は，そ
の場所で待って，わたしを先に行かせる
べきだと感じたからだと言いました。
わたしは先に行った宣教師たちに急い
で追いつかなければと感じました。彼が
道を譲ってくれたので，その道を少し先ま

わたしたちはとても慎重に，無言でマ

ください。』」
（ルカ 11：1 ）そこで主は弟

で進むことができました。地面には植物

チュピチュに戻りました。帰りの道中，わ

子たちに祈ることを教えられました。主は

がびっしりと生えていました。右足を地面

たしは黙っていました。そして，主がわた

ゲツセマネの園で，
「しかし，わたしの思

に下ろしましたが，植物の下に地面がない

しの声に耳を傾けてくださったのに，わた

いではなく，みこころが成るようにしてく

と気づいたときには，もう落ち始めていま

しが主の声に耳を傾けていなかったこと

ださい」
（ルカ 22：42 ）と祈られました。

した。わたしは必死に，山道の下に生えて

に気づきました。わたしは主の声に従わ

その主の姿を思い描くとき，主は今日もわ

いた枝をつかみました。一瞬，600 メート

なかったことに対して心に深い痛みを感

たしたちに祈るよう教えておられるので

ルほど下にインカの聖なる谷を流れるウル

じると同時に，主の憐れみに対して深い

す。祈るときに，ほんとうに心から「わた

バンバ川が見えました。力が抜けたような

感謝の念を感じました。主はわたしに御

しの思いではなく，みこころが 成るよう

感覚になりました。つかまっていられなく

自分の正義を行使されることなく，深い憐

に」願っているでしょうか。

なるのは時間の問題でした。そのとき，わ

れ みによって，わたしの 命を救ってくだ

たしは必死に祈りました。とても短い祈り

さったのです（アルマ 26：20 参照）。

でした。 口を開いてこう言ったので す。
「天のお父様，助けてください！」

パウロはイエスが「肉の生活の時に」，
特にゲツセマネの園で祈られたときの様

その日の終わり，個人の祈りの時間にわ

子をこのように描写しています。「激しい

たしは心から「あわれ み深き父，慰めに

叫びと涙とをもって，ご自分を死から救う

枝にはわたしの体重を支える強さはあ

満ちたる神」に祈りました（ 2 コリント 1：

力のあるかたに，祈と願いとをささげ，そ

りませんでした。自分の最期が近づいて

3 ）。「キリストを信じながら，誠心誠意」

して，その深い信仰のゆえに聞きいれら

いると分かりました。落ちようとしたちょ

祈ったのです（モロナイ 10：4 ）。

れたのである。」
（へブル 5：7 ）皆さんの

うどその瞬間，だれかがわたしの腕をしっ
かりとつかみ，引き上げてくれるのを感じ
ました。そのおかげで，わたしはもがき続
け，山道に戻ることができました。わたし
を助けてくれたのは，後ろで待っていた宣
教師でした。
しかし，実際に助けてくださったのは天
の御父でした。御父はわたしの声を聞い
てくださったのです。わたしはインカ橋に
行かないようにという御霊の声を 3 度聞
いたにもかかわらず，その声に従いません
でした。わたしはショック状態で，顔は青
ざめ，何も言えませんでした。それから，
わたしは先に行った宣教師たちのことを
思い出し，彼らを見つけに行き，自分に起
こったことを彼らに伝えました。

その日の朝，わたしは口先だけで祈り，

祈りは心からの祈りですか。それとも，口

そして自分が死にそうになったとき，心か

先だけの 祈りで すか。 表 面的な祈りに

ら主に祈りました。わたしはそれまでの

なっていないでしょうか。

人生を振り返りました。そして，多くの場

イエスは切に祈り，御父と語られまし

面で天の御父が深い憐れみをかけてくだ

た。「さて，民衆がみなバプテスマを受け

さっていたことに気づきました。主はその

たとき，イエスもバプテスマを受けて祈っ

日，ペルーのマチュピチュとクスコで，わ

ておられると，天が開け〔た。〕」
（ルカ 3：

たしに多くの教 訓を与えてくださいまし

21 ）皆さんは祈るとき，天が開けたと感じ

た。 わたしが 学んだ 最も大 切な教 訓の

るでしょうか。天とつながっていると最後

一つは，
「いつもキリストを信じ〔る信仰

に感じたのはいつでしょうか。

を働かせ〕ながら，誠 心誠意」常に祈る
必要があるということです。

イエスは大事な決 断に備えるために，
御父に祈られました。

あるとき，主イエス・キリストは「ある所
おわ

で祈っておられ」，そして「それが終 った

「イエスは祈るために山へ行き，夜を徹
して神に祈られた。

とき，弟子のひとりが言〔いました〕，
『主

夜が明けると，弟子たちを呼び寄せ，そ

よ，……わたしたちにも祈ることを教えて

の中から十二人を選び出し，これに使徒と
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いう名をお与えになった。
（
」ルカ 6：12－13）

J・デビン・コーニッシュ長老

皆さんは大事な決断に備えるために，天
の御父に祈っているでしょうか。祈りの時
間のために自分を備えているでしょうか。
イエスはアメリカ大陸に来られたとき，
人々に祈るよう教えられました。「また，イ
エスは彼らに，
『祈り続けなさい』と言われ
た。しかし，実は彼らはまだ祈るのをやめ
ていなかった。」
（ 3 ニーファイ 19：26）
イエスは「常に祈」るように勧めておられ
ます。（教義と聖約 10：5）イエスは天の
御父がわたしたちの祈りを聞き，最善のも
のを与えてくださると知っておられます。な
ぜ，時にわたしたちはそれを受け取りたくな
いと思うのでしょうか。なぜでしょうか。

わたしは十分に善良でしょうか」
「わたしにできるでしょうか」
「

もし皆さんがほんとうに努力し，正当化したり反抗したりせずに ―
度々悔い改め，恵みを懇願するなら ― 皆さんは確かに「十分に
善良」になることができます。

わたしたちが「天のお父 様」と言った
瞬間，御父はわたしたちの祈りを聞き，わ
たしたちとわたしたちの必要に敏感にな
られます。御父の目と耳がわたしたちに
向けられるのです。御父はわたしたちの

愛

する姉妹の皆さん，兄弟の皆さ
しもべ

をやっているのだろうと思い始めました。

ん，主の僕 たちから教えを受け

ちょうどそのとき，先輩研修医の一人が

るためにともに集うことは，何と

わたしの肩に手を置きました。彼はわた

隠し事をすることはできません。さて，す

いう祝福でしょう。愛に満ちた天のお父

しに，どうしたのかと尋ねたので，わたし

ばらしいことに，天の御父は皆さんを愛と

様はいろいろな方法でわたしたちを導き

は自分が落胆していることや不安な胸の

憐れみの目で御覧になります。わたした

祝福してくださいます。なんとすばらしい

内を吐き出しました。彼の答えでわたしの

ちの理解を超える愛と憐れみです。しか

ことでしょう。主はわたしたちがみもとに

人生が変わりました。彼は，自分や他の

し，
「天のお父様」と言った瞬間に御父は

帰ることを心から望んでおられます。

先輩研修医たち全員がわたしのことをど

思いを読み，心をくみ取られます。御父に

その愛と憐れみを持たれます。

わたしが医学部を出た若い医師であっ

れほど誇りに思っているか，なぜわたしが

あわ

そのため，祈りの時間はきわめて神聖

たとき，一連の深い憐 れみにより，わたし

優秀な医者になると感じているかを話して

な時間なのです。天の御父は，
「あなたは

は，高い能力を誇る競争の激しい小児科

くれたのです。つまり彼は，わたしが自分

問題があるときにだけ祈るので，今はあ

の研修訓練に受け入れてもらうことがで

自身を信じていなかったときでさえ，わた

なたの祈りを聞きません」と言われるよう

きました。仲間の研修医たちに会ったと

しを信じていてくれたのです。

な御方ではありません。そのように言う

き，自分がこの中でいちばん劣っており，

のは人間だけです。御父は，
「わたしがど

準備も整っていないと感じました。自分

しばしばこう言います。「わたしは人とし

れだけ忙しいか分かっていないでしょう」

はそのグループで皆についてはいけない

て十分に善良だろうか。」
「わたしはほん

とは言われません。そのように言うのは

と思ったのです。

人間だけです。

3 か月目に入ったころのある夜遅く，わ

イエスが祈られたようにわたしたちも祈

たしは病院のナースステーションに座って

ることができますように。主イエス・キリ

いました。肺炎の少年のために指示書を

ストの御名により，アーメン。■

書こうとしながら，すすり泣いたり，眠り

み

な

に落ちたりを繰り返していました。人 生
でこれほど落胆したことはありませんでし
た。 10 歳の子の肺炎を治療する方法が思
い浮かびませんでした。自分はそこで何
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このわたし自身の経験のように，会員は

とうに日の栄えの王国に行くことなどでき

にできるだろうか」という疑問への答えは

るだろうか。」まず「十分に善良」な人な

こうです。「はい！ あなたは悔い改め続

「大半の人は，贖 罪 が罪人のためにある

ど存在しません。自分の力で救いを「勝

け，正当化したり反抗したりしなければ，

ことを明確に理解しています。しかし，わ

ち取り」，救いを「受けるに値する」人など

いつか必ず，十分な善良さを得ることがで

たしたちは贖罪が聖徒のためにもあるこ

そもそもいません。しかし，自分が主の前

きます。」天の神は，わたしたちを試合か

と……を理解しているでしょうか。……

に受け入れられるかどうか心配になるの

ら退場させる口実を探している冷酷な審

…… そして贖罪は，わたしたちが悪に打

は理解できます。

判ではありません。神は，御自分の子供

ち勝ち，悪を避けると同時に，善を行い，

教会に出席して，だれかから，自分自身

たち全員がみもとに帰って来て，家族とし

善人になる助けを与えてくれます。……

を改善するようにと言われれば，たとえそ

て永遠に神とともに住むことを他の何より

れが心からの勧めであっても，わたしたち

も望んでおられる，完璧な愛にあふれた

は落胆してしまうことがあります。「自分

御父です。神は，わたしたちが滅びるの

は教えられていることすべてを行うことは

ではなく，永遠の命を得られるよう，その

できない」とか「他の人々と同じくらい善

独り子を与えてくださったのです！ この

良になることなど決してできない」などと

永遠の真理を信じてください。そして，そ

心の中で思ってしまいます。恐らく，だれ

こから希望と慰めを得てください。天の

もがあの夜わたしが病院で感じたのと同

御父は，わたしたちにそれができることを

じように感じているのではないでしょうか。

前提として考えておられます。それが 御

愛する兄弟姉妹の皆さん，どうぞ，他の

1

2

父の業であり栄光なのです。

人々と自分自身を比べるのをやめてくださ

わたしはゴードン・B・ヒンクレー大管

い。競ったり比べたりすることで，わたし

長 がこの原則を教えた方 法が大 好きで

たちは不必要に自分自身をひどく苦しめ

す。大管長が次のように言うのを何度も

ているのです。自分が行っていることや

聞きました。「兄弟姉妹の皆さん，主がわ

自分が持っていない物 によって，また，他

たしたちに期待されているのは努力する

人の意見 によって，わたしたちは自分の価
値を誤って判断してしまいます。もし比べ
るなら，過去の自分と現在の自分を比べま
しょう。さらには将来なりたい自分と比べ
ましょう。唯一の重要な評 価は，天の御
父がわたしたちについて考えておられるこ
とです。主があなたをどう思われている
のか，心から尋ねてください。神はわたし
たちを愛し，誤りを正されますが，落胆さ
せることは決してなさいません。落胆させ
るのはサタンの策略です。
率直で誤解のないようにお話しします。
「わたしは十分に善良だろうか」
「わたし

ことだけです。それもほんとうに 努力す
ることです！」3
「ほんとうに努力する」とは，最善を尽
くして行い，改善する必要があるところを
認識し，再び努力するという意味です。こ
れを繰り返し行うことによって，わたしたち
は主にいっそう近づきます。ますます主
み たま

の御 霊 を感じます。4 そしてわたしたちは
主の恵みや助けをさらに受けるのです。5
わたしは時々，主がわたしたちをどれほ
ど助けたいと思っておられるか，わたした
ちが理 解できていないと思うことがあり
ます。デビッド・A・ベドナー長老の次の

言葉が大好きです。

しょくざい

『主の恵みを通して，人は……，自分の
力だけでは〔行う〕ことのできない善い
行いをする力と助けを受けます。この恵
み は人に能 力を授 ける力であり，
』……
〔『聖書辞典』
（ Bible Dictionary）
「恵み」
（ Grace）の 項，強 調 付 加〕わたしたち
一人一人が日の栄えの王国にふさわしい
者となるためにぜひとも必要な ……天か
6
らの助けです。」
そして，この天からの助けを授かるため
にしなければならないのは，それを求め
てから，わたしたちが受けた正しい促し
に基づいて行動することだけです。
非常に喜ばしい知らせは，心から悔い
改めるなら，かつての罪によって昇栄する
のを妨げられることはないということで
す。モロナイは，当時の背きについて次の
ように教えています。「しかし，悔い改め
ゆる
て真心から赦 しを求めた者は，その度に
赦された。」7
そして，主御自身は罪人について次のよ
うに述べられました。
「もしその者があなたとわたしの前で罪
を告白し，真心から悔い改めるならば，そ
の者をあなたは赦しなさい。わたしもそ
の者を赦そう。
そしてわたしは，民が悔い改める度に，
わたしに対する彼らの過ちを赦そう。」8
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り，ついには悔い改めるのをやめてしまう

変わることを望んでおられ るからで す。

からです。もう一度言いますが，救い主の

実際，主はすでに皆さんを助けていらっ

贖罪のおかげで，わたしたちは悔い改め

しゃいます。少し立ち止まり，自分の生活

ることができ，その悔い改めが心からの

の中で頂いた主の助けについて考え，そ

ものであるなら，完全に赦していただける

れに気づいてください。

のです。
何度も同じ罪を犯した場合であっても，

皆さんがほんとうに努力し，正当化した

してはならないのは，悔い改める代わり

り反抗したりせず，度々悔い改めてキリス

に正当化することです。自分の罪に関し

トの恵みや助けを懇 願するなら，皆さん

わたしたちが心から悔い改めるなら，神は

て「神はそれが自分にとってあまりにも難

は確実に「十分に善良」となり，主の前に

ほんとうにわたしたちを赦してくださいま

しいことを御存じなので，自分をあるがま

受け入れられます。皆さんはキリストに

す。ジェフリー・R・ホランド長老は次の

まに受け入れてくださる」というような弁

あって完全となり，日の栄えの王国に行く

ように言いました。「機会を逃したと考え，

明はできません。「ほんとうに努力する」

ことができます。そして神が御自分の尊

多くの過ちを犯してしまったと感じていて

とは，主の標準に達するまで努力し続ける

い子供たち一人一人，すなわち，皆さんや

も……，わたしは証 します，あなたは神の

ことを意味します。その標準は，神殿推

わたしに対して望んでおられる祝福と栄

愛が及ばないほど遠くにいるわけではあ

薦状を得るために尋ねられる質問に明確

光と喜びを授けられるでしょう。そのこと

に示されています。

を証します。神が生きておられ，わたした

あかし

あがな

りません 。キリストの贖 いの無限の光が
9
届かない深みなどあり得ないのです。」
これは決して，罪を犯してもよいという
意味ではありません。罪には常に結果が
伴います。罪は常に罪人と，その罪によっ
て影 響を被った人々の両者を傷つけ，苦
しめます。そして，真の悔い改めは決して
10
簡単なものではありません。 さらに，神
はわたしたちが心から悔い改めるなら罪
による罪悪感や汚れを取り除いてくださ
るとはいえ，すべての罪の結果をすぐに
は取り除いてくださらない場合があること
も理 解してください。時には，罪の結果
が生涯にわたって残ることもあります。そ
して，このように心の中でつぶやくことは
最悪の類いの罪です。「今罪を犯しても，
後で悔い改めればいい。」これはイエス・
キリストの犠 牲と苦しみに対する重大な
あざけりであると思います。
主御自身，次のように宣言されました。
「主なるわたしは，ほんのわずかでも罪を
見過ごしにすることはないからである。」11
また，アルマは次のように明言していま
す。「見よ，あなたに言っておくが，悪 事
は決して幸福を生じたことがない。」12
アルマの言葉が特に真実だと言える理
由の一つは，繰り返し罪を犯すことで，自
分を御霊から遠ざけ，落胆するようにな
34
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そのほかにも，わたしたちを天から確

ちがみもとに帰ることをお望みであること

実に引き離し，必要な助けから遠ざける

を証します。イエスは生きておられると証

事柄があります。それは反抗です。モー

します。イエス・キリストの聖なる御 名 に

セ書によれば，サタンは反 抗したために

より，アーメン。■

み

な

13

天から追い出されたことが分かります。

心の中で次のように言うときはいつでも，
反抗していると言えます。「わたしには神
は要らないし，悔い改める必要もない。」
救命措置を不適切に拒否するようなこ
とがあれば，それは必要のなかった肉体
の死を招きます。わたしは集中治療を行
う小児科医としてそのことを知っていま
す。同様に，神に対して反抗するとき，そ
れはイエス・キリストという，わたしたちの
唯一の助けと希望を拒否していることに
なります。そしてそれは霊の死につながり
ます。これを自分だけの力で乗り越えら
れる人はいません。イエス・キリストの功
徳と憐 れ みによらなければ，
「十分に善
良」になることなどできないのです。14 し
かしまた，神はわたしたちの選択の自由を
尊重なさるので，わたしたちは努力せず
に救われることはありません。それがキ
リストの恵みとわたしたちの努力の間に働
くバランスです。わたしたちはキリストに
あってこの希望を抱いています。なぜな
ら，主はわたしたちを助け，わたしたちが

注
1. ヨハネ 3：16 参照
2. モーセ 1：39 参照
3. このヒンクレー大管長の正確な言葉は印刷され
た文献にはありませんが，次のような言葉が記
録されています。「最善を尽くすだけでいいの
です。ただ真心から努力してください。
」
（
「困難
であってもすばらしい時代〔“ A Challenging
Time — a Wonderful Time ”〕」セミナリー
を 教 える ― 教 師 養 成 用資 料〔 2004 年〕，
18 ）ヒンクレー大管長はまたこう述べました。
「できないからといって自分を責めないでくだ
さい。自分の能力以上の到達目標を設定する
必 要はありません。ただ，できるだけのこと
を，最善の努力を払って行ってください。そう
すれば，主はその努力を受け入れてくださいま
たまもの
す。」
（「あなたの内なる神の賜 を伸ばしなさ
い」
『聖徒の道』1990 年 1 月号，95 ）
4. 教義と聖約 50：24 参照
5. エテル 12：27 参照
6. デビッド・A・ベドナー「贖罪と現世の旅」
『リ
アホナ』2012 年 4 月号，14
7. モロナイ 6：8
8. モーサヤ 26：29 － 30
9. ジェフリー・R・ホランド，
「ぶどう園の労働者
たち」
『リアホナ』2012 年 5 月号，31
10. 教義と聖約 19：15 － 19 参照
11. 教義と聖約 1：31
12. アルマ 41：10
13. モーセ 4：3 参照
14. 2 ニーファイ 2：6 － 8 参照

十二使徒定員会

国は立って永遠に至るのです。

ニール・L・アンダーセン長老

…… その夢はまことであって，この解き

神の証人

明かしは確かです。」3

福音を分かち合うときに自分に欠けていると思うものに対して，
後ろめたさを感じるのをやめるよう提案します。むしろ，
「神の証人
になる」よう祈ってください。これは，後ろめたさよりもはるかに強い
動機です。

れたときに，イエス・キリストの福音が将

夢の説明と，その解き明かしを得た王
はこう宣言しました。「あなたがたの神は
神々の神，王たちの王〔である。〕」4
神が奇跡的な方法でダニエルを助けら
来地上に回復されるという預言が明らか
にされました。一つの国が 全 地に満ち，
「いつまでも滅びることがなく，……立っ
て永遠に至るのです。」
ニーファイが 預 言したように，末日に
は，教会員の数は比較的少ないものの会
員は全地におり，神権の力と儀式は，それ

神

を望むすべての人に与えられ，ダニエルが
の大切な業の多くは，世の人の
目には見えません。紀元前６世
紀には中国の孔子や東インドの

ブッダなど，傑出した思想家が輩出されて

5

ダニエルは答えました。

預言したように地に満ちるのです。

「知者，法術士，博士，占い師など〔は，

1831 年，預言者ジョセフ・スミスは次

王が夢に見た事柄を王に告げることはで

の啓示を受けました。「王国〔と地の四方

きません。〕……

からのイスラエルの集合〕の鍵は地上の人

かぎ

いたにもかかわらず，神の神権の力は，バ

しかし秘密をあらわすひとりの神が天

にゆだねられており，あたかも人手によら

ビロニアの王ネブカデネザルの治世に囚

におられます。彼は後の日に起 るべき事

ずに山から切り出された石が全地に満ち

われの身で暮らしていた預言者ダニエル

を，ネブカデネザル王に知らされたので

るまで転がり進むように，そこから福音は

のうえにありました。

す。……

地の果てまで転がり進むであろう。」

夜に見たある夢に悩まされ，ネブカデネ

おこ

6

……天の 神は一 つの国を建 てられま
わたしたちがともに担う責任

ザル王は，彼に仕える魔術師や占い師に，

す。〔一つの石が人手によらずに切り出さ

王が見た夢の内容とその夢の解釈の両方

れ，大きな山となって全 地に満ち，〕これ

イスラエルの集合は奇跡であり，巨大な

を告げるよう求めました。もちろん彼ら

はいつまでも滅びることがなく，……この

パズルのようなものです。再臨という輝か

は王の見た夢を告げることなどできませ
んから，抗議しました。「世の中には王の
その要求に応じうる者は一人もありません
〔し，そのような要求をする王もありませ
ん〕。」1 ネブカデネザル王は彼らができな
いことに怒り，王の顧問を全員殺すと言い
渡しました。
王に仕える知者の一人であったダニエ
ルは「この秘密について天の神のあわれ
みを請い〔ました。〕」2
奇跡が起こりました。王が夢で見た秘
密の事柄がダニエルに示されたのです。
ダニエルは王の前に連 れ出されます。
「あなたはわたしが見た夢と，その解き明か
しとをわたしに知らせることができるのか。
」
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しい出来事に先立って，パズルのピースが

この不思議な驚くべき業というパズルの

正しい位置にはめ込まれていきます。山

ピースを，つなぎ合わせているのです。

トーマス・S・モンソン 大 管 長 はこう
言っています。「今こそ，会員と宣教師が

と積まれたパズルのピースを前にしてわた

わたしたち一人一人がパズルのピースで

一致協力して，主のぶどう園で働き，人々

したちが困惑するように，初期の聖徒た

あり，ほかの不可欠なピースがはまるのを

を主のみもとに導く時です。……もしわ

ちには，回復された福音を全 世界に携え

助けています。皆さんは，この偉大な業

たしたちが主の業を成し遂げるために信

て行くことなど，不可能に近い使命に見え

にとって大切な存在です。わたしたちの

仰をもって行動するなら，主はわたしたち

たはずです。しかし，始めました。一度

行く先 は，今 はっきりと見 えて います。

の働きを助けてくださいます。」8

に一人ずつ，1 ピースずつ，端のピースを見

残った空白をわたしたちが埋めるときに，

つけ，この神の業の外 枠を正しく埋めて

奇跡が引き続き起こり，主の御 手 が導い

神聖な責任は，今やすべての会員の肩に

いきます。少しずつ，人手によらずに切り

ているのを見ることができます。かくし

かかっています。わたしたちは皆，回復さ

出された石は転がり進みます。数百人が

て，
「大いなるエホバは，御 業 は成ったと

れた福音を分かち合いたいと思っており，

み

て

み わざ

7

かつて専任宣教師の肩にかかっていた

数 千人 になり，今 や 聖 約を交 わした 数

告げられ」， 威厳と栄光をまとって戻って

感謝すべきことに，毎週何千人もの人がバ

百万人もの末日聖徒があらゆる国にいて，

来られるのです。

プテスマを受けています。しかし，このす
ばらしい祝福があっても，兄弟姉妹を気
にかける気持ちと神に喜んでいただきた
いという思いは，世界中に神の王国を分
かち合い，強めることを今すぐにしなけれ
ばという気持ちを募らせます。
後ろめたさには限界がある

福音を分かち合いたいという強い願望
があっても，過去の失敗にがっかりしてい
る人もいます。皆さんは次のような気持ち
を感じるかもしれません。「家族や友 達
に教会について話したけれども，興味を
示 す人はあまりいないし，拒 否される度
に，だんだん気後れしてくる。もっと頑張
るべきだということは分かるけれど，行き
詰まっていて，後ろめたさばかり感じる。」
皆さんの助けになれればと思っています。
後ろめたさは，わたしたちが変えるべき
所を思い起こさせる重要な役割がありま
すが，後ろめたさがもたらす効果には限界
があります。
後ろめたさは，ガソリン車のバッテリー
のようなものです。車の室内灯をつけ，エ
ンジンをかけ，ヘッドライトを点灯するこ
とはできますが，これから走る長旅に必
要な燃料を提供するわけではありません。
バッテリーだけでは足りないのです。後
イスラエルの集合は，再臨に先立ってピースが正しい位置にはめ込まれていく巨大なパズルのような
ものである。 わたしたち一人一人がパズルのピースであり，ほかの不可欠なピースがはまるのを助け
ている。
36
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ろめたさも同じです。
福音を分かち合うときに自分に欠けて
いると思うものに対して，後ろめたさを感

じるのをやめるよう提案します。むしろ，
アルマが 教えたように「〔ほか の人 たち
あがな

が 〕神に贖 われ，第一の復活にあずかる
人々とともに数えられて永遠の命を得られ
るように，いつでも，どのようなことについ
ても，どのような所にいても，死に至るま
でも神の証人になる」機会が与えられる
よう祈ってください。9 これは，後ろめたさ
よりもはるかに強い動機です。

ディエゴ・ゴメス（上，前列の右から3番目）と
カムラ・ペルサンド（右，バプテスマを受けて
から25年後，家族とともに）は，
「神の証人」と
して彼らに手を差し伸べた多くの人々の助けと
支えにより改宗した。

いつでも，どのような所にいても，神の
証人になるならば，生き方にも話す言葉に

める人に福音を伝えることができるように

も，それが反映されます。

と家族で祈っていましたから，我が家で彼

キリストを信じる信仰について率直に

女を教えました。わたしは彼女にバプテ

話してください。機会があれば，キリスト

スマを施す特権にあずかりましたが，カム

の生涯やキリストの教え，キリストが全人

ラが教会に入るのに最も大きな影響を与

類に下さった比類ない賜 物 について話し

えたのは，わたしたちではありませんでし

てください。キリストの告げられた力強い

た。友達や宣教師，そして家族までもが，

真理をモルモン書から引用して伝えてくだ

彼女の故国で「神の証人」となってくれて

さい。キリストは次の約束を与えられまし

いたのです。そしてある日フランスで，彼

あげられるものの中でいちばん甘いもの

た。「人の前でわたしを受け入れる者を，

女にとってちょうどよいときに，カムラはバ

なのよと，相手に言うんです。」

わたし〔は〕天〔の〕父の前で受け入れる

プテスマを受ける決断を下しました。それ

ウクライナのスベトラーナは，バプテス

であろう。」 約束します。「神の証人に

から 25 年たった今も，その決断の祝福は

マを受けるとすぐに，バスでよく見かける

なる」機 会を心から求めてよく祈るなら

彼 女と周りの人にあり，彼 女の息子は現

男性に福音を伝えた方がいいと感じまし

ば，その機会が訪れ，さらなる光と知識を

在，マダガスカルで伝道しています。

た。その男性がバス停で降りるときに，

たま もの

10

求めている人 があなたの前に 現 れ るで

救い主の愛を人に伝える努力を，合否

彼 女は「神様についてもっと知りたいで

しょう。霊的な促しにこたえるとき，聖霊

のあるテストのように，自分の気持ちを分

すか」と尋ねました。男性は「知りたい

はあなたの言葉を人の心に届けてくださ

かち合ったときや宣教師に会うのを勧め

です」と言い，宣教師から教えを受けて，

います。そして，いつの日か救い主が御父

たときに友達の反応が良かったかどうか

バプテスマを受けたのです。この男性と

の前であなたのその行いについて告げて

で成績が決まるものとして見ないでくださ

スベトラーナは，その後，ドイツ・フライベ

くださるのです。

い。12 肉体の目では，わたしたちの努力の

ルク神殿で結び固められました。

成果を判断することも，いつ成果が出る
複数の人の取り組み

人が神の王国に行けるよう助ける霊的
な業は，複数の人で行うものです。できる

かを定めることもできないのです。救い
主の愛を人と分かち合えば，わたしたちの
評価は常に A プラスです。

気をつけてください。祝 福は，思いが
けない形でやって来ます。
7 年前，妻のキャシーとわたしは，ディ
エゴ・ゴメスと彼のすばらしい家族にソル

かぎり早く宣教師の助けを借り，天の助け

政府によっては伝道活動を制限してい

トレーク・シティーで出会いました。彼ら

を祈り求めましょう。しかし，忘れないで

る所もあるため，教会の気高い会員たち

と一緒に神殿のオープンハウスに出席し

ください。人が改宗する時期は，すべて

は，
「いつでも，……どのような所にいても

ましたが，教会についてもっと学ばないか

あなたの行いで決まるというわけではあ

…… 神の証人になる」ために，よりいっそ

という誘いは丁重に断られました。今年

りません。11

う大きな勇気を示しています。

の 5 月，ディエゴから驚くような電話があ

カムラ・ペルサンドはモーリシャス諸島

モスクワ出身のナデスダはよく，プレゼ

りました。人生の一大事が起こり，ひざま

出身で，1991 年 2 月にわたしたちと出会っ

ント用の箱にモルモン書を入れ，キャン

ずいて祈ったのだそうです。彼は自分で

たとき，フランスのボルドーで医学部に

ディーをたくさん詰めて人々に贈っていま

宣教師を探して教えを受け，バプテスマを

通っていました。わたしたちは，真理を求

す。彼女は言います。「これはあなたに

受ける用意 が できていました。 今 年 の

2 0 1 6 年 11 月 号
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6 月 11 日，わたしは，友人であり，ともに

明かしは確かです。」15

弟子の道を歩むディエゴ・ゴメスとともに

最後に，教義と聖約の言葉を引用しま

バプテスマの水に入りました。彼の改宗

す。「主に呼び求めて，主の王国が地 上

はふさわしいときにやって来て，
「神の証

に進み行くようにして，地に住む者がそれ

人」として手を差し伸べてくれる多くの人

を受け入れて来るべき時に備えられるよう

の助けと支えがあって実現したのです。

にしなさい。そのとき，人の子は，地上に
建てられた神の王国に会うために，その
くだ

青少年への勧め

栄光の輝きをまとって天の中を降って来る

全世界にいる教会のすばらしい青少年
とヤングアダルトに，特別な勧めとチャレ
ンジを差し上げます。「神の証人」になっ
てください。皆さんの周りの人たちは霊
的な質問を快く受け入れてくれます。パズ
ルの話を覚えていますか。皆さんは手ぶ
らで立ち向かうわけではありません。皆
さんにはテクノロジーやソーシャルメディ
アがあります。 皆さんの力が 必 要です。
この偉大な業にさらに深く携わることを，
主は皆さんに望んでおられます。
救い主は言われました。「それゆえに，

16

み

な

であろう。」 イエス・キリストの御名によ
り，アーメン。■
注
1. ダニエル 2：10
2. ダニエル 2：18
3. ダニ エル 2：26 － 28 ，44 － 45 。34 － 35 節
も参照
4. ダニエル 2：47
5. 1 ニーファイ 14：12 － 14 参照
6. 教義と聖約 65：2 。教義と聖約 110：11 も参
照
7.『歴代大管長の教え―ジョセフ・スミス』135－
137。ボイド・Ｋ・パッカー「真理の標準は確立
された」
『リアホナ』2003 年 11月号も参照

8. トーマス・S・モンソン「大会へようこそ」
『リ
アホナ』2013 年 11 月号
9. モーサヤ 18：9
10. マタイ 10：32
11. 1 か月前，わたしはブラジルのサンタマリアに
いた。ジャオ・グラール兄弟がこんな話をして
くれた。彼は若いころ，バプテスマを受けたく
て 2 年間教会に通ったが，父親が許可してく
れなかった。ある日ジャオは，同じようにバプ
テスマを受けることを望んでいた姉たちに，父
の心を和らげてくださるよう，ひざまずいて
一緒に神に祈る必要があると言った。彼らは
ひざまずいて祈ってから学校へ行った。
		 その日彼らが学校から帰ると，驚いたことに，
おじ，つまり父親の兄が遠い町から来ていた。
おじは家で父親と話していた。子供たちはお
じが部屋にいたときにもう一度，バプテスマを
受けていいかどうか父親に聞いた。おじが進
み出て弟の方に手を置き，
「レイナルド，これ
は真実だ。バプテスマを受けさせてあげてく
れ」と言った。その数か月前，ジャオの家族
がだれも知らないうちに，おじはバプテスマを
受けていたのである。
		 おじは弟の家に行かなければならないという
気持ちに突き動かされた。そして，その日おじ
が「神の証人に〔なった〕」ために，めいとお
いはバプテスマの許可を得たのである。数週
間後，レイナルドと彼の妻はバプテスマを受け
た。喜んで「神の証人」になる人が遣わされ
るという奇跡的な方法で，神は子供たちの祈
りにこたえてくださったのである。
12.“ You succeed when you invite, regardless of
how it turns out ”
（クレートン・M・クリステ
ンセン，
The Power of Everyday Missionaries
〔 2012 年〕
，23 。everydaymissionaries.org も
参照）
13. マタイ 28：19
14. モーサヤ 15：28
15. ダニエル 2：44 － 45 。34 － 35 節も参照
16. 教義と聖約 65：5

あなたがたは行って，すべての国民を〔教
え〕，父と子と聖 霊との名によって，彼ら
にバプテスマを施し〔なさい〕。」13
皆さんがアフリカやアジア，ヨーロッパ，
北 米，中央アメリカ，南米，太平洋地域，
世界中の様々な場所に住んでいるのは，
偶然ではありません。なぜならこの福音
は「あらゆる国 民，部 族，国 語 の民，民
族」に伝えられる必要があるからです。14
「天の 神は一 つの国を建 てられます。
〔一つの石が人手によらずに切り出され，
大きな山となって全地に満ち，〕これはい
つまでも滅びることがなく，……この国は
立って永遠に至るのです。
…… その夢はまことであって，この解き
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全世界の青少年とヤングアダルトは，テクノロジーとソーシャルメディアを自在に使って立ち向かう。

土曜午後の部会 | 2016 年 10 月 1 日

大管長会第一顧問

ヘンリー・B・アイリング管長

教会役員の支持

大 管長 会顧問と十二使徒定員会を預言
者，聖見者，啓示者として支持するよう提議
します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方がいれば，その意を表してくだ
さい。
わたしたちは，中央幹部七十人のダニエ
ル・L・ジョンソン長 老，ジャイロ・マサガ
ルディ長老，ケント・F・リチャーズ長老，お
よびフランシスコ・J・ビニャス長老を，彼ら

兄

のすばらしい奉仕に対して感謝の意を込め
弟姉妹の皆さん，モンソン大管長

十二使徒定員会会長としてラッセル・マリ

て解任し，名誉中央幹部として任命するよ

の依 頼により，わたしがこれから

オン・ネルソンを，また同定員会会員として，

う提議します。わたしたちは，2016 年 7 月

教会の中央役員および地域七十人

ラッセル・M・ネルソン，ダリン・H・オーク

26 日に亡くなったペア・G・マーム長 老の

の名前を，皆さんの賛意の表明を頂くため

ス，M・ラッセル・バラード，ロバート・D・

奉仕に感謝します。マーム姉妹と二人のお

に提示いたします。

ヘイルズ，ジェフリー・R・ホランド，デビッ

子さんやお孫さんたちにわたしたちの愛と

わたしたちは預言者，聖見者，啓示者，末

ド・A・ベドナー，クエンティン・L・クック，

心からの哀悼の気持ちをお伝えします。

日聖徒イエス・キリスト教会の大管長として

D・トッド・クリストファーソン，ニール・L・

これらの兄弟たちの卓越した働きに対し

トーマス・スペンサー・モンソンを，大管長

アンダー セン，ロナルド・A・ラズ バンド，

て，わたしたちとともに感謝を示してくださ

会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイ

ゲーリー・E・スティーブンソン，デール・G・

る方は，その意を表してください。

リングを，大 管長 会 第二顧問としてディー

レンランドを支持するよう提議します。

ター・フリードリッヒ・ウークトドルフを支
持するよう提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方はその意を表してください。

賛成の方は挙手をもってその意を表して
ください。
反対の方がいれば，その意を表してくだ
さい。

わたしたちは，アラン・R・ウォーカー長
老を地域七十人から解任するよう提議しま
す。彼の奉仕に対して，わたしたちとともに
感謝を示してくださる方は，その意を表して
ください。
わたしたちは次の方々を地域七十人とし
て支持するよう提議します。パヌ・K・ヒラ
ネンダニ，サンディノ・ローマン。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方は，その意を表してください。
そのほかの中央幹部，地域七十人，中央
補助組織会長会を現在のまま支持するよう
提議します。
賛成の方はその意を表してください。
反対の方がいれば，その意を表してくだ
さい。
モンソン大管長，すべての表明が記録さ
れました。これまでの提議のいずれかに反
対の方は御自分のステーク会長に連絡して
ください。
兄弟姉妹の皆さん，皆さんの変わらぬ信
仰と教会の指導者のための祈りに感謝しま
す。■
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十二使徒定員会

クエンティン・L・クック長老

イエスの証に
雄々しくある
あ か し

つまずきの石のせいで，御父と御子への証が混乱したり複 雑に
なったりするようなことがあってはなりません。

しにとっては絶景の妨げでした。父は美し
い景色よりも電力や明かり，清潔さに価値を
置いていたのです。わたしはすぐに悟りま
した。電柱はわたしにとってはつまずきの
石でしたが，父にとっては大いに役立つ，象
徴的な意味のあるものだったのです。
つまずきの石とは，
「信じたり理解したりす
るのを妨げるもの」または「成長の妨げとな
るもの」4 です。霊的な意味でつまずくとは，
5

「罪や自分勝 手な行動に陥る」 ことです。
義にかなった目標を達成するのを妨げるもの
は何でも，つまずきの石になりかねません。
つまずきの石のせいで，御父と御子への
証が混乱したり複雑になったりするようなこ
とがあってはなりません。そのようなわなに

永

たま もの

はまってはならないので す。 父 が自分 の

遠の 命は神の最も大いなる賜 物

てくれました。「あの電柱を見るとつくづく

育った農場に立つ電柱を純粋に大切にした

であり，
「〔神〕の戒めを守り，最後

思うんだ。わたしがここで育ったころとは

ように，御父と御子へのわたしたちの証も

違って，泉からバケツで水をくんで家まで運

純粋でシンプルでなければなりません。

1

まで堪え忍ぶ」 者に与えられま
2

す。一方，
「イエスの証に雄々しくない者」

ばなくても料理はできるし，手を洗ったり，

は，永遠の命を得て天の御父とともに住む

風呂に入ったりすることもできる。夜，本を

乱させたり複雑にしたりして，証に雄々しく

ことができません。わたしたちの勇気をく

読むときも，ろうそくや石油ランプに火をとも

あることを妨げるつまずきの石には，どのよ

さなくていいんだ。景色を見渡せる窓の中

うなものがあるでしょうか。

じき，永 遠の命という目標に到達する

3

の

を妨げかねないつまづきの石が幾つかあり
ます。つまずきの石は分かりにくい場合が
あります。説明しましょう。
何年も前，父は自分が育った農場の一角
に小さな小屋を建てました。牧草地の向こ
うに広がる眺めは格別でした。その小屋の
壁が組み立てられたころ，わたしは様子を見
に行きましたが，驚いたことに，家の近くに
立つ電柱が真正面に見える位置に窓が作っ
てあったのです。わたしにとってその電柱
は，すばらしい眺めを大いに妨げるもので
しかありませんでした。
わたしはこう言いました。「お父さん，何
で電柱が真ん中に見えるような場所に窓を
付けたの。」
父はきわめて分別のある物静かな人です
が，幾らか感情的になり，語気を強めてこう
言いました。「クエンティン，あの電 柱は，
わたしにはこの農場でいちばんすばらしい
ものなんだよ。」そして，その理由を説明し
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御父と御子への純粋でシンプルな証を混

心に，あの電柱を見たいんだよ。」
父は電柱に対してわたしとは違う見方を

つまずきの石の一つは人間の哲学である

していたのです。父にとってその電柱は生

わたしたちは，あらゆる知識を大切にして

活が向上したことを表す象徴でしたが，わた

おり，また「神の栄光は英知である」 と信

6

じています。しかし同時に，サタンが好む
策略も知っています。救い主とその教え
よりも人間の哲学を重んじさせることで，
人を神から遠ざけ，つまずかせるという策
略です。
使徒パウロは救い主に関して，人 生を
変える奇跡的な経験

7

をしたために，イエ

ス・キリストの確かな証人となりました。
パウロの独特な経歴は，様々な文化を背
景にする人々とかかわり合う備えとなりま
した。パウロはテサロニケ人の「飾りけの
ない単純さ」やピリピ人の「優しい思いや
8

り」を愛していましたが， 知的で洗練さ
れたギリシャ人とかかわるのは，当初より
困難だと感じていました。アテネのアレオ
パゴスの評議 所で，パウロは哲学的なア
プローチを試みたのですが，拒否されてし
まいます。そこでコリント人に対しては，
「十字架につけられたキリストの教義」を
9

簡潔に教えようと決心したのです。 使徒
パウロ自身の言葉を引用しましょう。
「そして，わたしの言葉もわたしの宣教
も，巧みな知恵の言葉によらないで，霊と
力との証明によったのである。

よってこなければならない。

デュラントはこう書いています。「キリス

それは，あなたがたの信仰が人の知恵

アダムにあってすべての人が死んでい

によらないで，神の力によるものとなるた

るのと同じように，キリストにあってすべ

れた。滅びかけていたギリシャ精神は，

ての人が生かされるのである。……

新たな 命を得て生まれ 変わったのであ

10

めであった。」

ト教は異教を破壊したのではなく，取り入

13

コリント人への第一の手紙には，救い主と

『死よ，おまえの勝利は，どこにあるの

る。」 歴史的にも，今の時 代でも，イエ

その使命に関する聖句の中でも最もすばら

か。死よ，おまえのとげは，どこにあるの

ス・キリストの 福 音を拒む人 はいます。

しい記述が幾つもあります。特に第 15 章

か。』……

その人たちの目には，キリスト教が知的で

は，ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの
11

しかし感謝すべきことには，神はわたし

作曲した「メサイア」 を通して全世界に

たちの主イエス・キリストによって，わたし

知られています。そこには救い主に関する

たちに勝利を賜わったのである。」12

しん えん

洗練されたものに映らないからです。
回復の業が始まったころ，多くの人が救
い主の教えに従うと曲がりなりにも公言し

深 遠 な教義が含まれています。「メサイ

わたしたちは，背教が起こった原因の

ました。多くの国がキリスト教国を自認し

ア」の第 3 部で「ハレルヤコーラス」の直

一つは，人間の哲学が，キリストの基本的

ていました。しかしそれでも，わたしたち

後に歌われる聖句の大半は，コリント人へ

で不可欠な教義よりももてはやされたため

の時代はさらに困難になることが預言さ

の第一の手紙からの引用です。この聖句

であると知っています。救い主の簡潔な

れていたのです。

の一部で，パウロは，救い主が成し遂げら

メッセージが教えられる代わりに，分かり

ヒーバー・C・キンボールはこの神権時

れた事柄を幾つか美しく表現しています。

やすくて貴い真理の多くが変えられ失わ

代の最初の十二使徒であり，ブリガム・ヤ

「事実，キリストは眠っている者の初穂と

れてしまったのです。実のところ，キリス

ング大管長の第一顧問でした。彼はこう

して，死人の中からよみがえったのである。

ト教は，ギリシャ哲学の伝 統を取り入れ

警告しています。「神の民に敵 対する者

それは，死がひとりの人によってきたの

て，人々の信条とすでにあった文化との折

の顔と聖徒の顔を見分けるのが困難にな

だから，死人の復活もまた，ひとりの人に

り合いをつけました。歴史学 者ウィル・

る…… 時 が 来ます。 で すから……大い
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なるふるいに注意してください。大いなる

たために，アルマから勧告を受けていま

を主張する。したがって，心から悔い改

ふるい分けの時が来て，多くの人が倒れ

す。「最も暗く深い淵〔と〕驚くべき光」16

める者のほかにはだれも救われない。」21

るからです。」この警告は，
「試しはやって

を自ら経験していた偉大な預言者アルマ

罪をありのままに見ることができれば，悔

が，コリアントンに与えた教えを記録して

い改めの輝かしい祝福や，救い主の教え

いるのは，わたしたちにとって祝福です。

に忠実に従うことが途方もなく重要であ

で，キリスト教の影響力が著しく弱まって

アルマ書第 39 章には，アルマが，息子に

ることが分かります。アルマがコリアント

います。宗教的信条なしに，神に対して

悔い改めの過程を歩むようにどのように勧

ンにしたように，罪深い選択をし悔い改め

報告責任を負うという気持ちは生じませ

告を与えたか，またキリストが罪を取り除く

ないことで生じる結果を明確にするのは，

ん。そのため，生き方について万人に共

ために来られることをどのように説明した

不当なことではないのです。「遅かれ 早

通する価 値観を確 立することが 難しく，

かが書かれています。アルマは悔い改め

かれ，自分の選択の結果と向き合う時は

人々の心に深く根を下ろした哲学は，互い

の必要性をはっきりとコリアントンに伝え

だれにも訪れる」ことは，しばしば告げら

に矛盾することが多くなっています。

ました。「清くない者は決して神の王国を

れてきたことです。

14

来ます」という言葉で結ばれています。

今日，アメリカ合 衆国を含む多くの国

残念なことに，これは，道に迷い，時代

ふち

17

継ぐことができ〔ない〕」からです。

22

救い主の贖罪がもたらす驚くべき日の

の潮流に流される教会員の中にも起こっ

アルマ第 42 章には，あらゆる聖文の中

栄えの祝福とは，悔い改めによって罪深

ています。時代の潮流の多くは明らかに

でも最もすばらしい，贖 罪 に関する教義

い行為がぬぐい去られることです。悔い

義にかなうものではありません。

が幾つか記されています。アルマは「罪

改めたコリアントンに，アルマは最後にこ

人が不幸な状 態に置かれるのは不当」

18

のように告げています。「あなたはこれか

ニール・A・マックスウェル長老は 1982 年

ではないことをコリアントンが理解できる

らはもう，これらのことに思い悩まされる

にこう述べています。「義にかなった行い

ように助けています。不当どころか，悔い

ことなく，ただ自分の罪にだけ心を悩ま

の中にも悔い改めていない過ちがあること

改めがなければ「偉大な救いの計画は挫

し，その悩みによって悔い改めに導かれ

によって，大いにふるい分けられるでしょ

折していたことであろう」から，憐れみ深

るようにしてもらいたい。」

う。最後まで耐えられずに諦めてしまう人

い神は「悔い改めの期間」をアダムの時

もいるでしょうし，信仰を捨てた人に欺か

代から備えてくださったのだと指摘してい

ヒーバー・C・キンボールの預言に加え，

しょく ざい

19

20

れる人もいるでしょう。また，気分を害する

ます。 この神の計画は「幸福の計画」

人もいるでしょう。どの神権時代にもつま

であることもはっきりと教えています。

15

ずきの石はたくさんあるからです。」

もう一つのつまずきの石は，罪をありのま
まに見ようとしないことである

現代特有の問題が持つ特徴の一つは，

アルマの教えは非常に示唆に富んでい

23

的のかなたに目を向けることはつまずき
の石である

預 言 者 ヤコブ は，古 代 の ユダヤ人を
「強 情 な 民」と呼んで います。 彼らは，

ます。「見よ，正義は正義のすべての要

「分かりやすい〔こと〕を侮り，預言者た

求を働かせ，また，憐れみは憐れみを受

ちを殺し，自分たちの理 解できないもの

ける資格のあるすべての者について権利

を求め〔まし〕た。それゆえ，彼らは的の
かなたに目を向けたために盲目となり，盲

多くの人が罪深い行いをしていながら，そ

目のために堕 落しなけれ ばならなかっ

れが罪深い行いであると認めようとしな

た」のです。24

いことです。自責の念もなければ，自分

的のかなたに目を向ける例は数多くあ

の行いが道徳的に間違っていることを認

りますが 25 ，わたしたちの時 代に顕著な

めようともしません。御父と御子を信じる

のは，過激主義です。福音において過激

と公言する人の中にも，誤った見方をする

主義とは，ある福音の原則を，同じように

人がいます。愛の深い天の御父が，戒め

大切なほかの原則よりも重要 視し，教会

に反する行いに対してその結果を引き受

の指導者の教えを逸脱した立場や，指導

けるよう強いるようなことはなさらないだ

者の教えに反する立場を取ることです。

ろうという誤った見方です。

一つの例は，知恵の言葉に何か加えたり

これは明らかに，モルモン書に出てくる

変更したり，一部に重点を置いたりするよ

息子アルマの息子，コリアントンの考え方

う唱道することであり，別の例は，
「世界

です。コリアントンは深刻な不道徳を行っ

の終わりのシナリオ」に備えて過剰な備え
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をすることです。どちらの例も，私的な解
釈を人に押し付けています。「健康の律
法やほかのいかなる原則をも一種の宗教
的狂信に変質させるときに，的のかなたに
目を向けることになります。」26
主は大切な教義について，こう告げら
れました。「だれでもこれ以上のこと，あ
るいはこれに及ばないことを告げる者は，
わたしにつく者では……ない。」27 ある原
則を重視して，同じように大切なほかの原
則への決意がおろそかになるときや，教
会の指導者の教えに反する立場，または
指 導 者の教えを逸 脱した立場を取ると
き，わたしたちは的のかなたに目を向けて
いるのです。
加えて，会員の中には，多くは善いこと
とはいえ，ある社会的大義を基本的な福
音の教義よりも重視する人がいます。こ
のような人たちは，その社会的大義に専
念することを第一に掲げ，救い主とその教
えに従うことを二の次にします。救い主の
ために献身すること以上に大切にしてい
ることがあり，救い主を神の子ではなくた
だの教師としてしか認めないような行い
をするとしたら，その人は的のかなたに目
を向けています。イエス・キリストこそが
的なのです！

結論

人格と天に達する足がかりとなる踏み石」

イエスの証に雄々しくあるためには，本

教義と聖 約第 76 章を読むと，
「イエス

にすることができる

31

と述べています。

来は立派な多くの男女をわなにはめ，成

わたしたちにとってイエスの証に雄々し

の証に雄々しく」 あるかどうかが，日の

長を妨げるつまずきの石を避けなければ

くあることは，救い主の恵みと日の栄えの

栄えの王国の祝福を受け継ぐ者と，それよ

なりません。常に主に仕えると決心しま

王国を受けるにふさわしい者となるための

り下位の月の栄えの王国を受け継ぐ者とを

しょう。知識を求めると同時に，救い主に

足がかりとなる踏み石なのです。イエス・

分ける，簡潔で重要な試金石であることが

従う決意を鈍らせる人間の哲学を避ける

キリストのほかに，わたしたちに救いを得

はっきりと分かります。雄々しくあるため

必要があります。罪をありのままに見て，

させる名は天下に与えられていません。32

には，イエス・キリストの力と，死を克服し

悔い改めを通して救い主の贖罪を受け入

イエスが 神であり，御父の計画の中で崇

た贖罪の犠牲を常に思い，悔い改めを通

れなければなりません。的のかなたに目

高な役割を果たしておられることを確か

して自分を清め，キリストの教義に従う必

を向けるのを避け，救い主，贖 い主である

に証します。イエス・キリストの御 名 によ

要があります。29 さらに，救い主の生涯と

イエス・キリストに視点を定め，主の教義

り，アーメン。■

教えという光と知識を指針として，神殿で

に従う必要があります。

28

あがな

交わす神聖な儀式を含む聖約の道を歩む

父は電 柱を，電力や光を供給し，料理

必要があります。キリストを確固として信

や洗い物に使う豊かな水を提供する手段

じ，キリストの御言葉をよく味わい，最後ま

と見ていました。電柱は生活向上の足が

で堪え忍ばなければならないのです。30

かりとなる踏み石だったのです。
ある作家は，つまずきの石も，
「高貴な

み

な

注
1. 教義と聖約 14：7。ヨハネ 17：3 も参照
2. 教義と聖約 76：79
3.『真 理 を 守る ― 福 音 の 参 考 資 料』29 －
31 参照
4. Merriam-Webster ’
s Collegiate Dictionary,
第 11 版（ 2003 年）
“ stumbling block ”
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s Collegiate Dictionary,
“ stumble ”
6. 教義と聖約 93：36
7. 使徒 9：1 － 9；26：13 － 18 参照
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19. アルマ 42：5
20. アルマ 42：8
21. アルマ 42：24
		 注 ― 英語の「正義（ justice ）」の人称代名
詞は彼（男性）であり，
「憐れみ（ mercy）」の
人称代名詞は彼女（女性）である。
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カーラ・カーライル，
“ A Banquet of Conse
quences, ”Country Life Magazine, 2016 年
7 月 6 日号，48 から引用。カーライル氏は引
用文をロバート・ルイス・スティーブンソンの
言葉だとしている。ほかの人の言葉だとする
人もいる。
23. アルマ 42：29
24. モルモン書ヤコブ 4：14
25. 2003 年に教会機 関誌『リアホナ』に書いた
記事で，わたしは教義に対する盲目を生み，ヤ
コブの言ったつまずきを生む恐れのあるもの
として，次の 4 つの分 野を強調した。人の哲
学を福音の真理とすり替える，福音に対する
狂信的な態度，日々の奉献に取って代わる勇
敢な行為，教義よりも規則を重視する。（「的
のかなたに目を向ける」
『リアホナ』2003 年
3 月号，22 － 24 参照）
26. クエンティン・L・クック「的のかなたに目を向
ける」
『リアホナ』2003 年 3 月号，22
27. 教義と聖約 10：68
28. 教義と聖約 76：79
29. 2 ニーファイ 31：17 － 21 参照
30. 2 ニーファイ 31：20 － 21 参照
31. ヘンリー・ワード・ビーチャーの言葉。トリオ
ン・エドワーズ，A Dictionary of Thoughts
（ 1891 年）586 で引用
32. 2 ニーファイ 31：21；モーサヤ 3：17 参照
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ゲーリー・E・スティーブンソン長老

モルモン書に目を向け，
主に目を向ける
皆さんは，モルモン書を皆さんのかなめ石，皆さんの霊的な強さの
中心として見ることができているでしょうか。
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メアリー・エリザベス・ロリンズ

わ

手で持ったというのです。その記録はつ

たしは今，若人の皆さんが，世界

い最近出版されたばかりで，ホイットマー

のどこかで，大会のこの部会を

兄 弟はその書 物を持って来ていました。

視聴している様子を思い浮かべ

その書物の名前は，言うまでもなく，モル

ています。これから皆さんに，模範と教
訓のどちらともなり得る実話を紹介した

モン書でした。
12 歳のメアリーは，宣教師がその書物

いと思います。この話から，主に近づき，

について話すのを聞いたとき，特別な気

誘惑に負けない力を増し加える方法が分

持ちを感じました。モルモン書はページ

かることでしょう。

数の多い分厚い書物でしたが，メアリー

これはニューヨーク州に住んでいたあ

はぜひ読んでみたいと思いました。ホイッ

る少女の話です。この少女は 3 歳になる

トマー兄弟は立ち去るとき，貴重なモルモ

前に，父親を亡くしました。父親の乗って

ン書を 1 冊，アイザック・モーリー兄弟に

いた船が大きな湖で沈没したのです。少

渡しました。モーリー兄弟はメアリーのお

女と母親，兄，妹は別の州の新しい町に
引っ越し，そこでおばやおじとともに暮ら
すことになりました。この家族が 越して
来てからしばらくして，新しく組織された
ある教会の宣教師と会員が，回復された
福音の輝かしい知らせを携えて，この町
を訪れました。彼らは，一人の天使がジョ
セフ・スミスという名の若者に古代の記
録を渡し，その若者がその記録を神の力
によって翻訳したという驚くべき話をしま
した。訪問者の二人，オリバー・カウドリ
とジョン・ホイットマーは，その古代の記
録が刻まれた金属の版を実際に自分の目
で見ており，ホイットマーは金版を自分の

じの友人で，その新しい教会の地元の指
導者でした。

あなたの証のかなめ石

るから。』」
それから少しして，メアリーはその書物

メアリーの話には，皆さんが自分に生か

メアリーは後にこう記しています。「わ

を読み終え，町で最初にその書物を読み

すことのできる教訓があります。若い男

たしは〔モーリー兄 弟の〕家に行き……

終えた人になりました。メアリーはその

性，若い女性，そして子供たちのだれもが，

そ の 本 を見 せ て ほし いと 頼 みまし た。

書物が真実であり，天の御父から与えら

メアリーと同じ気持ちを持つことができま

〔彼は〕それをわたしの手に置きました。

れたものであると知りました。その書物

す。モルモン書を読み，それが真実である

〔そして〕わたしはそれを見たとき，どうし

に目を向けたとき，彼女は主に目を向けた

と知りたいという望みをもって祈るなら，

のです。

皆さんもメアリーと同じ印象を心に受ける

ても読みたくなり，家に持ち帰って読ませ
てほしいと頼まずにはいられませんでし

それから 1 か月後，メアリーの家を特

ことができるのです。また，モルモン書に

た。 …… 彼 が 言うには…… 彼自身 時間

別な人が訪れます。その日の忘れ難い出

ついて雄々しく証するとき，同じ確認の御

がなく 1 章も読んでおらず，ほかの兄弟た

会いについて，メアリーはこう記していま

霊 を感じられることに気づくでしょう。聖

ちでさえ，その本を見たことのある人はわ

す。「〔ジョセフ・スミス〕はわたしをほん

霊が皆さんの心に語りかけるからです。ま

ずかでした。しかし，わたしが貸してほし

とうにまじまじと見ました。…… 少しして

た，ほかの人がモルモン書について証する

いと熱心に頼むと，彼はやっとこう言いま

彼は……わたしにすばらしい祝福を授け

のを聞くときにも，同じ確認の御霊を感じ

した。『お嬢ちゃん，明日の朝，朝食前に

てくれました。…… そして，あの本をわた

ることができます。こうした霊的な証の

この本を返してくれるなら，持っていって

しにくれたのです。それからモーリー兄

一つ一つによって，モルモン書が皆さんの

もいいよ。』」

弟 に はもう〔一 冊〕渡 すと言 いました。

証のかなめ石となっていくのです。

メアリーは家に走って帰り，夢中になっ

……わたしたちは皆，彼は神の人だと感じ

て，ほとんど徹夜でその書物を読み続け

ました。話に力があり，権威ある者のよう

ました。翌朝，その書物を返すとき，モー

に語ったからです。」

み

たま

どういう意味か説明しましょう。神の

たま もの

賜 物 と力によってモルモン書を翻訳した
預言者ジョセフ・スミスは，モルモン書が

リー兄弟はこう言いました。「大して読め

この少女，メアリー・エリザベス・ロリ

「この世で最も正確な書物であり，わたし

なかっただろう。」それからこう言いまし

ンズは，その生涯においてほかにも多くの

たちの宗教のかなめ石である」と述べま

奇跡を目にし，常にモルモン書に対 する

した。2

た。「一言だって覚えているとは思えない
よ。」メアリーは背 筋をぴんと伸ばすと，

あかし

1

証 を持ち続けました。 この話はわたしに

1830 年に初めて印刷されて以来，1 億

モルモン書の最初の節を暗唱しました。

とって特別な意味があります。なぜなら

7400 万冊以上のモルモン書が 110 の異

それから預言者ニーファイについての話を

メアリーはわたしの 5 代前のおばだから

なる言語で出版されてきました。このこと

したのです。メアリーは後にこう記してい

です。メアリーの模範と，自分自身の経

はモルモン書が 今もなお，わたしたちの

ます。「彼は驚いてわたしを見詰め，こう

験によって，わたしは，モルモン書につい

宗教のかなめ石であることを示していま

言いました。『お嬢ちゃん，この書物を持

て個人的な証を求め，それを得るのに，若

す。しかし，皆さん一人一人にとって，こ

ち帰って，読み終えなさい。わたしは待て

すぎることはないと知りました。

れはどんな意味があるのでしょう。
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誘惑に打ち勝つ力となります。細くて狭
い道にとどまる力となります。」3

あなたの個人的な証

皆さんも，それぞれ，この書物について
個人的な証を得ることができます。モル

アーチ型の門のかなめ石のように，モルモン書
は，わたしたちの証のかなめ石となる。

モン書が皆さんのために，また皆さんの

わたしの場合，何年もかけて，多くの経

時代のために書かれた書物であることに

験を通して，モルモン書はわたしの証のか

気づいているでしょうか。この書物は，わ

なめ石となっていきました。わたしが証を

たしたちが時満ちる神権時代と呼んでい

築くうえで大きな力となった経験の一つ

るこの時代に生きることで与えられている

は，若い宣教師として最初の任地である

祝福の一つなのです。モルモン書は霊感

日本の熊本で伝道していたときのもので

を受けた古代の著者によって書かれ，そ

す。同僚とわたしは戸別訪問をしていまし

の多くは預言者でしたが，彼らも，その時

た。あるおばあさんに出会い，彼女は親

代の人々も，この書物全体を所有するとい

建築的に言えば，かなめ石はアーチ型

切にも，日本語で「玄関」と呼ばれる家の

う恩恵にあずかることはできませんでし

の門の最も大切な部分です。それはアー

入口に招いてくださり，暑い日でしたの

た。皆さんは今，預言者，祭司，王たちが

チのまさしく中央，最も高い位置にあるく

で，冷たい飲み物を出してくれました。わ

大切にし，尊び，保管してきたこの神聖な

さび型の石です。これがすべての石の中

たしは日本に来てまだ日が浅く，やっとモ

記録をいつでも手にすることができるの

でも最も大切な石であるのは，アーチの

ルモン書を読み終えたばかりで，モルモン

です！ 皆さんは完 全なモルモン書を手

両側を然 るべき位置で，崩れ落ちないよ

書が真実であることをはっきり知るために

に取る恩恵にあずかっています。興味深

う支えているからです。また，それは門，

祈っていました。

いことに，モルモン書の預言者の一人モロ

しか

すなわちその下の空間を安心して通れる

日本にまだ慣れていなかったので，日

ナイは，わたしたちの時代，つまり皆さん

本語もよく話せませんでした。実際，その

の時代を見ていました。実に何百年も前

福音的に言えば，わたしたちの宗教の

おばあさんはわたしが何を言っているの

に，皆さんを示現で見ていたのです！ モ

かなめ石が，モルモン書のよう触れたり，

か，ほとんど分 かっていなかったでしょ

ロナイはこう記しています。

つかんだりできるものであるということ

う。わたしはモルモン書について教え始

「見よ，これらのことがあなたがたの中

は，主から与えられた賜物であり，祝福で

め，ジョセフ・スミスがどのようにして金

に起こるその時 代に，間もなく必ず出て

す。皆さんはモルモン書を持ったり，読ん

版に刻まれた古代の記録を天使から受け

来るものについて，主は大いなる驚くべき

だりできるのです。皆さんは，モルモン書

取り，金版をどのようにして神の力によっ

ことをわたしに示してくださった。

を皆さんのかなめ石，皆さんの霊的な強

て翻訳したかを話しました。

ようにしてくれるものだからです。

さの中心として見ることができているで
しょうか。

見よ，わたしはあなたがたがここにいる

モルモン書が神の言葉であり，イエス・

かのように語っているが，あなたがたはま

キリストについてのもう一つの証であるこ

だこの世にいない。しかし見よ，イエス・

エズラ・タフト・ベンソン大管長は，そ

とについて証を述べたとき，わたしはかつ

キリストがわたしにあなたがたを見せてく

のことに関するジョセフ・スミスの教えをさ

てないほど強い印象を受け，慰めと平安

ださったので，わたしはあなたがたが行う

らに詳しく説明し，こう述べています。「モ

に満ちた温 かい 気 持ちを胸に 感じまし

ことを知っている。」5

ルモン書は 3 つの点でわたしたちの宗教

た。その気持ちについて，聖文には「あ

モルモン書を皆さんの証のかなめ石と

のかなめ石です。それはキリストの証にお

なたの胸を内から燃や〔す〕」と記されて

することができるように，わたしは皆さん

けるかなめ石であり，わたしたちの教義の

います。4 この気持ちは，モルモン書が紛

に一つのチャレンジをしたいと思います。

かなめ石であり，証のかなめ石です。」

れもなく神の言葉であるということをしっ

最近わたしは，多くの若者が一日に平均

ベンソン大管長は，さらにこう教えてい

かりと再 確認させてくれました。そのと

7 時間も，テレビやコンピューター，スマー

ます。「モルモン書は確かに真実を教え，

き，わたしの抱いた気持ちはとても強く，

トフォンの画面を見ているということを知

キリストについて証していますが …… そ

その日本人のおばあさんに話しているとき

りました。6 これを念頭に置き，小さな変

れ以上のものがあるのです。モルモン書

に，涙が出てきました。その日に感じた

化を起こしてみませんか。毎日の画面を

には力があって，真剣に読み始めるやい

特別な気持ちを一度たりとも忘れたこと

見る時間，特に，ソーシャルメディアやイン

なやその力は読む者の人生に流れ込み，

はありません。

ターネット，ゲーム，あるいはテレビに使う
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わたしの個人的な証

時間の一部を，モルモン書を読む時間に
換えてみませんか。参考にした調査が正
しければ，たとえ毎日 10 分だけだとして
も，モルモン書を研究するための時間を見
つけるのは簡単です。モルモン書を楽し
み，理解できるような方法で研究すること
ができます。デジタル機器でも印刷され
たものでもよいのです。ラッセル・M・ネ
ルソン会長は，最近このように警告しまし
た。「わたしたちは，いやな薬を急いで飲
み込むようにモルモン書を読み，完了の印
を付けるような，厄介な義務としてしまっ
7

てはなりません。」

幼い子供たちであれば，お父さんお母
さんや，おじいさんおばあさん，あるいは
愛する人たちと読んでもよいでしょう。あ
る章，ある節，あるいはある箇所が難しく
て，読む気がなくなるようであれば，次へ
次へと飛ばしてよいのです。皆さんがメア
リーの模範に従う姿が思い浮かびます。

き，これが真実かどうか〔イエス・〕キリス

めている答えが明らかになることでしょ

皆さんが，喜びながら時間を見つけ，静か

トの名によって永遠の父なる神に問うよう

う。その書物に目を向けるなら，皆さんは

な場所でモルモン書を読む姿が思い浮か

に，あなたがたに勧めたい。もしキリスト

主に目を向けるのです。モルモン書は啓

びます。皆さんが答えを見いだし，導きを

を信じながら，誠心誠意問うならば，神は

示された神の御言葉です。このことを，イ

感じ，モルモン書についての自分の証を，

これが真実であることを，聖霊の力によっ

エス・キリストの御名により，心と魂を込

イエス・キリストについての証を得る姿が

てあなたがたに明らかにしてくださる。」

目に浮かびます。その書物に目を向ける
とき，皆さんは主に目を向けるのです。

10

わたしは，この末日に福音が回復され
たこと，またモルモン書がその回復の確

この貴い書物に収められた言葉に目を

かな証拠であることを証します。 2 世紀

通すときに，ほとんどすべてのページで，

ほど前に，この書物の言葉が，回復された

皆さんは愛する救い主，主イエス・キリス

イエス・キリストの 教 会 を 信じ るよう

トにまみえることでしょう。呼び名は様々

12 歳の少女を駆り立てたように，皆さん

ですが，1.7 節につき 1 回，主の御 名 が何

がこの書物の中に見いだす真理は，同じ

らかの形で用いられています。8 キリスト

ように皆さんを高め，駆り立てることで

御自身が，この末日に，この書物が真実で

しょう。それらの真理は皆さんの信仰を

あると証しておられるのです。「あなたが

強め，皆さんの霊を光で満たし，皆さんの

たの主，あなたがたの神が生きているよ

理解し得ない未来に皆さんを備えてくれ

うに確かに，その書は真実である。」9

ることでしょう。

み

な

わたしは，主が預言者モロナイを通し

この書物のページから，皆さんは神の

て，皆さん一人一人に，またモルモン書を

無限の愛と，理 解し難いほどの恵みを見

読むすべての人に与えてくださった招きと

いだすことでしょう。そこに見いだす教え

約束に感謝しています。最後に，この招き

に従おうと努力するときに，皆さんの喜び

と約束を読 み，わたしの 証を添えます。

は膨らみ，皆さんの理 解は増し，現世で

「また，この記録〔モルモン書〕を受けると

めて証します，アーメン。■
注
1.“ Mary Elizabeth Rollins Lightner, ”Utah
Genea logica l and Historica l Magazine,
1926 年 7 月号，193 － 195 参照
2. モルモン書の序文
3. エズラ・タフト・ベンソン「モルモン経 ― 私
たちの宗教のかなめ石」
『聖徒の道』1987 年
1 月号，6 参照
4. 教義と聖約 9：8
5. モルモン 8：34 － 35
6. American Academy of Pediatrics,“ Media
and Children ”，aap.org 参照
7. ラ ッ セ ル・M・ネ ル ソン，
“ Strengthen the
Shepherds ”
（総 大会指導者会で話された説
教，2016 年 9 月 28 日）
8. スーザン・イーストン・ブラック，Finding Christ
through the Book of Mormon（1987 年）
，16 －
18 参照
9. 教義と聖約 17：6
10. モロナイ 10：4 。 3 節，5 節も参照

遭遇する多くの問題に対して皆さんが求
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十二使徒定員会

D・トッド・クリストファーソン長老

わたしの愛のうちに
いなさい」

「

神の愛は無限であり，永遠に持続しますが，それが各人にとって何を
意味するかは，わたしたちが神の愛にどう応えるかによって決まります。

うのではなく，彼らを罪から 救われるので
す。11 罪のある者は清くない者であり，
「清
くない者は決して天の王国を受け継ぐこと
ができない」12 ，すなわち神のみもとに住
むことができないからです。「〔キリスト〕
は，彼らが悔い改めるときに彼らを罪から
贖うために，御父から授けられた力を持っ
ておられるのである。したがって，主は悔
い改めの条件について告げ知らせるため
に，天使たちを遣わしてこられた。この悔
い改めは人々を贖い主の力のもとに導き，
13

彼らに救いを得させるものである。」

モルモン書から，キリストの苦しみの目
的，その究極的な愛の現れの何たるかが
分かります。それは「憐れみの心を成し

聖

遂げることであり，この憐れみは正義に
書には「神は愛である」と書か

あり，永遠に持続しますが，それが各人に

打ち勝ち，また人々が悔い改めを生じる

れています。 神は愛を完 全に

とって何を意味するかは，わたしたちが神

信仰を持てるようにするその道を設ける

体 現された御方であり，わたし

の愛にどう応えるかによって決まります。

のである。

1

たちは不変ですべての人に注がれる神の

イエスは言われました。

このように，憐れみは正義の要求を満

愛に大きく依存しています。トーマス・S・

「父がわたしを愛されたように，わたし

たし，これらの人々を腕に包み込んで保護

モンソン大管長はこう語っています。「神

もあなたがたを愛したのである。わたし

する。一方，悔い改めを生じる信仰を少し

の愛は，皆さんがその愛にふさわしいと感

の愛のうちにいなさい。

も働かせない人は，正義を要求するすべ

じているかどうかにかかわらず，皆さんの

もしわたしのいましめを守るならば，あ

ために存在しています。いつもそこに存

なたがたはわたしの愛のうちにおるので

たがって，偉 大な永 遠の贖いの計画は，

2

ある。それはわたしがわたしの父のいま

悔い改めを生じる信仰のある人のために

しめを守ったので，その愛のうちにおるの

だけ備えられている。」

在しているのです。」

神の愛をどのように言い表すかは様々
です。今日，よく耳にするのが，神の愛は

7

と同じである。」

「無条件」という言葉です。ある点でこれ

救い主の愛の「うちにいる」
（訳注─

は真実ですが，
「無条件」という言葉は聖

英文では continue in〔うちに居続ける〕，

文のどこにも見られません。聖文の中で

abide in〔うちにとどまる〕）とは，救い主

は，神の愛は「大きな驚くべき愛」3 ，
「完

の恵みを受け，それによって完全になると

全な愛」4 ，
「贖 いをもたらす愛」5 ，
「限り

いう意味です。8 救い主の恵みを受けるた

あがな

6

なき愛」 という言葉で表 現されていま

めには，イエス・キリストを信じる信仰を

す。そのような言葉の方が適切です。な

持ち，戒 めを守らなけれ ばなりません。

ぜなら，
「無条件」という言葉は神の愛に

その戒めには，罪を悔い改め，罪の赦し

ついて誤った印象を与えかねないからで

のためにバプテスマを受け，聖霊を受け，

す。例えば，神の愛は無条件なので，わた

従順であり続けることが含まれます。9

したちのすることは何でも容認される，神

神はいつもわたしたちを愛しておられま

の愛は無条件なので，わたしたちには何

すが，わたしたちを罪のあるままに救うこ

も要求されない，あるいは，神の愛は無条

とはおできになりません。10 アミュレクが

件なので，すべての人 が神の王国に救わ

ゼーズロムに語った言葉を思い出してくだ

れるといった印象です。神の愛は無限で

さい。救い主は主の民を罪のあるまま 救
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ての律法にこたえなければならない。し

14

ですから，悔い改めは，主が実に高価

たま

な代償を払ってわたしたちに下さった賜
もの

物なのです。

例えば，山上の垂訓にあるイエスの次

のあるまま神の祝福を要求したりすること

なることのできる人物にしていただけるよ

の言葉を引用して，神は分け隔てなくすべ

はできません〔アルマ 11：37 参照〕。も

うに，御父はわたしたちに，
「聖なる御霊

ての人を祝福されると主張する人もいるで

し彼らが神の美しいブーケを飾っている

の勧めに従い，主なるキリストの贖罪によ

しょう。「〔神〕は，悪い者の上にも良い

すべての祝福を手にしたいと思うならば，

り，生まれながらの人を捨てて聖徒となり，

者の上にも，太陽をのぼらせ，正しい者に

悔い改めなければなりません。」

も正しくない者にも，雨を降らして下さる

17

しょくざい

けん そん

子供のように従順で，柔和で，謙 遜 で，忍

悔い改めた人を罪も染みもない状態に

耐強く，愛にあふれた者となり，子供が父

……。」 確かに，神はできるかぎりすべ

し，彼らに「終わりの日に高く上げられる」

18

に従うように，主がその人に負わせるのが

ての祝福を御自分のすべての子供たちに

という約束を与えるだけではなく，神の愛

ふさわしいとされるすべてのことに喜んで

注いでくださいます。愛と律法，正義と憐

のうちにいることには，もう一つの重要な

従」うように求めておられます。

れみにより許されるすべての祝福をです。

側面があります。神の愛のうちにいること

ダリン・H・オークス長老はこう述べて

また，神はわたしたちにも同様に寛容で

で，わたしたちは自らの可能性を余すとこ

います。「最後の裁きとは，善 悪の行為

あるよう命じておられます。

ろなく発揮し，神に似た者となることさえ

― つまりわたしたちが 何 を行った か

15

24

「わたしはあなたがたに言う。あなたが

できるのです。 ディーター・F・ウークト

― を集計して評価するだけにとどまる

たの敵を愛し，あなたがたをのろう者を祝

ドルフ管長はこう述べています。「神の恵

のでなく，行いと思いがもたらす最終的な

福し，あなたがたを憎む者に善をなし，あ

みは単にわたしたちを以前の罪のない状

結果 ― つまりわたしたちがどのような

なたがたを不当に扱い迫害する者のため

態に回復するだけではありません。……

人物になった か ― を確認することであ

に祈りなさい。

御父の目的ははるかに高いものであって，

ると結論することができます。」25

こうして，天におられるあなたがたの父

19

御父は御自分の息子や娘が御自分に似た

ヘレン・ケラーの話は，強い意志を持っ

者となることを望んでおられるのです。」20

た人が神の愛によってどのように変わるこ

それでも，神のさらに偉 大な祝福には

この点で，神の愛のうちにいるとは，神

とができるかを示すたとえ話となるでしょ

従順という条件が伴うのです。ラッセル・

の御心に完全に従うということです。「主

う。ヘレンは，1880 年に合衆国のアラバマ

の子となるためである。」16

21

M・ネルソン会長は次のように説明してい

は愛する者を訓練〔される〕」 ため，必

州で生まれました。1 歳 7か月のときに，原

ます。「神の愛という美しいまばゆいばか

要なときに神からの是正を受け入れるとい

因不明の病気を患ったことで，耳と目が不

りのブーケには，永遠の命をはじめとする

うことです。イエスがわたしたちを愛し仕

自由になりました。ヘレンはきわめて聡明

数々の祝福が含まれています。わたした

えてくださったように，わたしたちも愛し合

で，自分の周りのこと理解しようとして，欲

22

ちがそれを受けるには条件を満たさなけ

い，仕え合うということです。 また「日の

求不満に陥りました。ヘレンは家族が唇

ればなりません。ふさわしくないまま受け

栄えの王国の律法に従〔い〕」，
「日の栄え

を動かしているのを感じ，口を使って話し

ることはできないのです。罪人は自分の

の栄光に堪え 」られるようになるというこ

ていることに気づいたとき，
「激 怒しまし

都合に合わせて神の御 心 を変えたり，罪

とです。23 天の御父に，わたしたちが本来

た。会話に加わることができなかった〔か

み こころ
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らです〕。」26 6 歳になるころには，思いを
伝えられないという欲求 不満が 高じて，

たちに働きかけ，わたしたちを啓発し，新

主は，人には「鏡に映して見るようにおぼ

たな現実へと引き上げることがおできに

ろげに」しか理解できない輝かしい可能

なるのです。31

性を理解しておられるのです。34 わたした

ヘレンが言葉を学べるように，アンはヘ

ちもそれぞれ，神から授かった可能性を

レンの手のひらの上に，身の回りにある物

開花させるときに，大きな喜びを味わうこ

の名前を指でつづりました。「〔ヘレン〕

とができます。それは，言葉に命が吹き

はこの『指遊び 』を喜びましたが，
〔ヘレ

込まれ，魂に光が注がれ解放されたとき

ンの〕手に井戸からくんだ水が注がれて，

にヘレン・ケラーが感じた喜びに似ていま

「毎日，そして時には 1 時間おきに感情的

『 w-a-t-e-r 』
（水）とつづられたあの有名

す。わたしたちはそれぞれ，神を愛し，神

27

な瞬間が来るまで，その遊びの意味を理

に仕え，同 胞 に祝福をもたらす力を得る

ヘレンの両親は娘のために，アン・サリ

解できませんでした。〔ヘレン〕は後にこ

ことができます。「聖書に書いてあるとお

う書いています。

り，
『目がまだ見ず，耳がまだ聞かず，人の

な爆発を起こす」までになっていました。

ヴァンという名の教師を雇いました。イエ
ス・キリストがわたしたちの弱さを理解し

はら から

「突然，わたしは，何か忘れていたもの

心に思い浮びもしなかったことを，神は，

てくださるように， アン・サリヴァン自身

につ いてか す か な 意 識 を感じました。

ご自分を愛する者たちのために備えられ

も大きな苦難と戦ってきたことから，ヘレ

…… そして，どういうわけか，言語の持つ

た 』ので〔す〕。」

ンの弱さを理 解することが できました。

秘 密がわたしに明らかにされたのです。

5 歳のときに，アンはある病気に感染し，

わたしはそのとき，
『 w-a-t-e-r 』というつ

しょう。わたしたちの罪を贖い，わたした

それがもとで角膜にひどい痛みを伴う傷

づりが，わたしの手の上を流れている，す

ちを死から贖うために，肉体的にも霊的に

がつき，ほとんど目が見えなくなってしま

ばらしい，冷たいものを意味していること

も苦しまれたイエスは，その苦しみをこの

いました。 8 歳で 母 親が 亡くなり，父親

を知ったのです。この生きた一言が，わた

ように明かしておられます。「神であって，

がアンと弟のジミーの育児を放棄したた

しの魂を目覚めさせ，光と希望と喜びを与

しかもすべての中で最も大いなる者である

め，二人とも「救 貧院」に送られました。

え，わたしの魂を解放することになったの

わたし自身が，苦痛のためにおののき，あ

劣悪な環境のせいで，わずか 3 か月後に

です。……すべてのものには名前があり，

らゆる毛穴から血を流し，体と霊の両方に

ジミーは亡くなりました。しかし不屈の精

各々の名前が新たな思想を生み出すので

苦しみを受けたほどのものであった。そし

神で，アンはパーキンス盲学校に入学し，

す。家に戻ると，わたしの触るものすべて

てわたしは，その苦い杯を飲まずに身を引

そこですばらしい成績を収めました。外

が，まるで生命にあふれて打ち震えている

くことができればそうしたいと思った。」

28

科手 術によってある程度視 力は回復し，

32

かのように思えました。」

35

神の貴い愛の代価について考えてみま

36

ゲツセマネと十字架上での苦しみは，死す

印刷物が 読めるようになりました。ヘレ

ヘレン・ケラーは成長するとともに，言

べき人にとっては耐えようのないものでし

ン・ケラーの父親は，娘の教師になれる

語に対する情熱，著作家としての才能，ま

た。 にもかかわらず，主は御父とわたし

人を見つけるために，パーキンス盲学校に

た講演者としての雄弁さで知られるように

たちへの愛のゆえに，堪え忍ばれ，結果的

問い合わせました。そこで選ばれたのが

なりました。

に，不死不滅と永遠の命をわたしたちにも

29

アン・サリヴァンだったのです。

ヘレンを教え始めたころは大変でした。

ヘレン・ケラーの生涯についての映画

37

たらすことができるようになりました。

では，アン・サリヴァンの働きに満足して

「あらゆる毛穴から血が流れ出る」とい

「ヘレンは教師をたたき，つねり，蹴り，教

いるヘレンの両親の姿が描かれています。

う言葉は，きわめて象徴的です。38 イエス

師の歯を 1 本 折ってしまいました。〔ア

野蛮な娘ヘレンが教え込まれ，行儀よく夕

は，オリーブ搾りの地，ゲツセマネで苦し

ン〕は，ケラー家の敷地内にある小さな

食のテーブルにつき，普通の人のように食

まれたからです。救い主の時 代には，オ

小 屋に〔ヘレン〕とともに 移り住むこと

事をし，食事が終わるとナプキンをたたむ

リーブ油を生産するのに，まずオリーブの

で，やっと主導 権を握ることが できまし

までになったのです。しかしアンは，ヘレ

上に大きな石を転がして潰しました。その

た。根気強く首尾一貫した態度で教えた

ンにはもっともっと多くの能力があり，大

「すり潰されたオリーブ」を，ゆるく編んだ

ことにより，その子の心と信頼を勝ち得る

きな働きができると知っていました。33 わ

柔らかい籠に入れ，その籠を積み重ねま

ことができたのです。」 同様に，わたし

たしたちも，これまでに自分が成し遂げて

した。その重みで一番搾りの最も上質な

たちが 神から遣わされた教師を拒まず，

きたことと，今あるがままの自分に十分満

油が 搾り出されます。次に，積み重ねた

信頼するようになれば，その教師はわたし

足しているかもしれません。しかし救い

籠の上に大きな梁 や丸太を乗せて圧力を

30
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はり

かけ，さらに多くの油を生産しました。最
後に，文字どおり最後の一滴まで搾り取
るために，梁の片方の端を石で重くして，
最大限の圧力を加えました。39 ちなみに，
最初に流れ出る油は血の色をしています。
あの運命の夜，ゲツセマネに足を踏み
入れた救い主に関するマタイの記 録を思

しょうか。それなら，その御方の戒めを

い出します。主は「悲しみを催しまた悩

守ってください。48 わたしたちが主の愛を

みはじめられた。……

感じ，十分に主の愛のうちにいられますよ

そして少し進 んで 行き，うつぶしにな
り，祈って言われた，
『わが父よ，もしでき
ることでしたらどうか，この杯をわたしか
ら過ぎ去らせてください。しかし，わたし
の思いのままにではなく，みこころのまま
40

になさって下さい』。」

それから，その苦痛はさらに激しさを増
したと思われ，主はもう一度苦痛からの
解放を嘆願されます。最後に，恐らく苦し
みの極みのときに，さらにもう一度嘆願さ
れました。正義が最後の一滴まで満たさ
れるように，主は，その激しい苦痛を堪え
41

忍ばれたのです。 それは皆さんやわた
しを贖うためでした。
神の愛は何と貴い賜物でしょう！ その
愛で満たされたイエスは，次のように問い
かけておられます。「わたしがあなたがた
いや

を癒 すことができるように，今あなたがた
はわたしに立ち返り，自分の罪を悔い改
42

め，心を改めようとしているか。」 また，
やさしく力づけておられます。「見よ，わ
たしの憐れみの腕はあなたがたに向けて
伸べられている。わたしは来る者をだれ
でも受け入れよう。わたしのもとに来る者
は幸いである。」43
皆さんは，まず自分を愛してくださった
御方を愛するのではないでしょうか。44 そ
れなら，その御方の戒めを守ってくださ
い。45 皆さんは，友のために御自分の命を
捨てられた御方の友となるのではないで
しょうか。46 それなら，その御方の戒めを
守ってください。47 皆さんは，その御方の
愛のうちにとどまり，思いやりをもって与え
てくださるすべてを受け取るのではないで

み

な

う，イエス・キリストの御 名 によって祈り
ます，アーメン。■
注
1. 1 ヨハネ 4：8 イエス・キリストの愛は栄光と
慰めに満ちているが，それだけが主の属性で
はない。主の「特性，完全さ，属性」
（ Lectures
on Faith〔 1985 年〕，38 ）には公正，真理，不
変も含まれる。主は昨日も，今日も，またとこし
えに変わることのない神であられる（ Lectures
on Faith, 41 ）。これらやそのほかの特質や
性質をことごとく備えておられなければ，神と
いうことにはならないからである。
2. トーマス・S・モンソン「決して独りで 歩いて
いるのではない」2013 年 11 月号，124
3. 教義と聖約 138：3
4. 1 ヨハネ 4：18；モロナイ 8：16
5. アルマ 5：26
6. エレミヤ 31：3
7. ヨハネ 15：9 － 10
8. モロナイ 10：32 － 33 参照
9. 2 ニーファイ 31：11 － 21；3 ニーファイ 27：
16 － 20 参照。教義と聖約 20：29 － 34 も参
照
10. ア ル マ 11：32 － 37 参 照。 ア ル マ 42：13 ，
15 ，22 － 27 も参照
11. ヒラマン 5：10 － 11 参照
12. アルマ 11：37。モーセ 6：57 も参照
13. ヒラマン 5：11
14. アルマ 34：15 － 16
15. マタイ 5：45 。 3 ニーファイ 12：45 も参照
16. 欽 定 訳〔英 文〕マタイ 5：44 － 45 から和 訳。
3 ニーファイ 12：44 － 45 も参照
17. ラッセ ル・M・ネルソン「神 の 愛」2003 年
2 月号，16 。また，こう記されている。「わた
しにむかって『主よ，主よ 』と言う者が，みな
天国にはいるのではなく，ただ，天にいますわ
が 父の 御旨を行う者 だ け が，はいるのであ
る。」
（マタイ 7：21 。 3 ニーファイ 14：21 も
参照）
		 次のことも教えられている。
		「創世の前に天において定められた不変の律法
があり，すべての祝福はこれに基づいている。
		 すなわち，神から祝福を受けるときは，それが
基づく律 法に従うことによるのである。」
（教
義と聖約 130：20 － 21 ）
		 神は「ほんのわずかでも罪を見過ごしにするこ
とはない」
（教 義と聖 約 1：31 ）ということを

忘れる人がいる。同時に，神はこう断言してお
られる。「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 ）
18. 3 ニーファイ 27：22
19. 3 ニ ー フ ァ イ 27：27 参 照。 マ タ イ 5：58；
3 ニーファイ 12：48 も参照
20. ディーター・F・ウークトドルフ「恵みの賜物」
2015 年 5 月号，108
21. へブル 12：6 。へブル 12：5 ，7 － 11；ヨハネ
15：1 － 8 も参照
22. ヨハネ 15：12 参照
23. 教義と聖約 88：22
24. モーサヤ 3：19
25. ダリン・H・オークス「主の望まれる者となる
というチャレンジ」2001 年 1 月号，40 ，強調
書体は原文のまま
26.“ Helen Keller, ”perkins.org/history/people/
helen-keller
27.“ Helen Keller, ”perkins.org/history/people/
helen-keller
28. ヘブル 4：15 参照
29.“ Anne Sullivan,”perkins.org/history/people/
anne-sullivan 参照
30.“ Helen Keller, ”perkins.org/history/people/
helen-keller
31. 例として，教義と聖約 93：28 を参照。「神の
戒めを守る者は真理と光を受け，ついに真理
によって栄光を受けて，すべてのことを知るよ
うになる。」
32.“ Helen Keller, ”perkins.org/history/people/
helen-keller
33. ウィリアム・ギブソン，The Miracle Worker
（ motion picture, 1962 年）参照
34. 1 コリント 13：12
35. 1 コリント 2：9
36. 教義と聖約 19：18
37. モーサヤ 3：7 参照
38. モーサヤ 3：7
39. リチャード・ナイツェル・ホルツアップフェル
他共著，Jesus Christ and the World of the
New Testament（ 2006 年），18； リ チ ャ ー
ド・ナイツェル・ホルツアップフェル他共著，
J e h o v a h a n d t h e Wo r l d o f t h e O l d
Testament（ 2009 年），281 参照
40. マタイ 26：37，39
41. 教義と聖約 19：19 参照
42. 3 ニーファイ 9：13
43. 3 ニーファイ 9：14
44. 1 ヨハネ 4：19 参照
45. ヨハネ 14：15 参照
46. ヨハネ 15：13 参照
47. ヨハネ 15：14 参照
48. ヨハネ 15：10 参照
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七十人

W・マーク・バセット長老

霊的に成長し，
知識を得るために
み こころ

神の奥義は，神の御心にかなうとき聖霊の力によってのみ明らかに
されます。

のかは見当も付かないのです。回復の話
や，モロナイから渡された実際の版を見た
ジョセフ・スミスと 3 人，そして 8 人の証
あかし

人の証 が書かれていたのだろうと想像す
ることしかできません。
地球の創造以来，愛に満ちた天の御父
は預言者を通してその子供たちに指示を
与え，指導し，教えてこられました。御父
の言葉はわたしたちが成長し，知識を得
られるように，こうした預言者たちに伝え
られ，聖文として残されました。ニーファ
イはこう述べています。
「わたしは聖文に喜びを感じるからであ
る。わたしは聖文について心に深く考え，
わたしの子孫の知識となり利益となるよ

子

うにこれを書き記す。
供のころ，両親がもらったプレ

のを使って，開けようと何度 か 試 みまし

見よ，わたしは主に関することに喜びを

ゼントは，弟のデビッドとわたし

た。中を見られればよかったので，小さ

感じる。わたしの心は，これまでに見聞き

の興味を引くものとなりました。

な金具を壊すほどのことはしませんでし

したことを絶えず深く考えている。」

2

それは，ジョセフ・スミスが天使モロナイ

た。興味に駆られた子供のいたずらの痕

また，過去の神権時 代，そしてこの最

から渡された金版のミニチュアで，10 枚

跡を残さない，という最低限の分別は持

後の時満ちる神権時代を通して，主の教

ほどあった金属のページに文字が書かれ

ち合わせていたからです。しかし残念な

会のふさわしい会員は，霊的に成長し，知

ているものだったと記憶しています。しか

ことに，
「版をこじ開ける」試みはことごと

識を得るための助けとなる聖霊を常に伴

し，わたしたちの注意を引いたのはそうし

く失敗に終わってしまいました。

侶とできる祝福を受けてきました。

たページではありませんでした。

はん

りょ

閉じられた部分に隠されていたものが

わたしは弟の勤勉な性格を知っていま

あったとしたら，それが何だったのかはい

すから，きっと弟は両親の家にあった模

した。山深くに隠された，天使モロナイか

まだに分かりません。恥ずかしいことに，

造の金版に書かれてあった言葉をすべて

らジョセフ・スミスに渡された金版のこと

今日に至るまで，読めるようにされていた

読んだことでしょう。しかしわたしはと言

を知っていましたし，初等協会では金版

金属のページ部分に何が書かれてあった

えば，その分かりやすくて貴い真理には目

わたしたちは回復の話を聞いて育ちま

１
についての歌も歌っていました。
子供心

に好奇心に駆られ，どうしても見たかった
ものが一つありました。ミニチュアの金版
に，小さな二本の留め金でしっかりと封
印されていた小さな部分に何が書かれて
いるのだろうと思ったのです。
金版は小さなテーブルの上に置かれて
いましたが，何日かすると，好奇心を抑え
られなくなっていました。その金版が，モ
ロナイから渡された実物でないことはよく
分 かっていましたが，封印された部分を
見たかったのです。そこで，弟とわたしは
バターナイフや古いスプーンなど，閉じら
れた部分をこじ開けられそうなあらゆるも
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もくれず，明らかにされるようにはなって

見よ，神の言葉の力によって人は大地

ける」，つまり，主の時間にかない，聖霊の

いなかった事柄を見つけ出すことに力を

の面に 現 れ〔た。〕……〔そ れ〕ならば，

力によって明らかにされるはずの物事を

費やしていたのです。

おお，どうして神は御自分の意のまま，思

力づくで理解しようとしたわたしの方法と

悲しいことに，
「版をこじ開け」たいと

いのままに，大地やその面にある神の手

は対照的です。

いう誤った望みが，時にわたしたちの成長

により造られたものに，命令をお下しにな

や学ぶ速度を落としたり，止めてしまうこ

れないことがあろうか。

とさえあるでしょう。こうした行動は，そ

それゆえ，同胞よ，主に助言しようとし

のとき必ずしも理解する必要のない事柄

ないで，主の手から助言を受けるようにし

を追い求めるようわたしたちを駆り立てる

なさい。」

5

現代において，わたしたちは，知識はす
ぐ手に入れられるものであり，そうあるべ
きだと思うようになってしまい，すぐに知
ることのできない入手が困難な情報は，
退けたり，信頼しないことがよくあります。

一方で，わたしたちやわたしたちの状況の

神の奥義，つまり，啓示によってのみ理

情報が豊富にあるため，ある人々は知らず

ために備えられたすばらしい真 理 ―

解できる事柄を理 解するために，わたし

知らずのうちに，個人の啓示を受けるため

ニーファイがわたしたちの知識となり利益

たちはニーファイの模範に従わなければ

に主が定められた方法に頼るよりも，出

となるように書かれていると説明した真理

なりません。ニーファイは次のように述べ

所が不明でも入手可能な情報源を信じて

をないがしろにさせてしまいます。

ています。「わたし…… はまだとても若

しまうのです。ヤコブの次の言葉は，わた

ニーファイの弟のヤコブはこう教えまし

かったが，もう身の丈は高く，また神の奥

したちの時代について語ったものかもし

た。「見よ，主の業は大いなる驚くべきも

義を知りたいという大きな望みを抱いて

れません。「しかし見よ，
〔彼らは〕強情な

のである。主の奥義の深さは何と計り知

いたので，主に叫び求めた。すると見よ，

民であって，彼らは分かりやすい言葉を侮

れないことか。主の道を知り尽くすこと

主がわたしを訪れ，心を和らげてくださっ

り，……自分たちの理解できないものを求

は，とても人にできることではない。」3

たので，わたしは，父がこれまでに語った

めた。それゆえ，彼らは的のかなたに目

言葉をすべて信じた。」6 主御自身もまた，

を向けたために盲目となり，盲目のために

じ開ける」こと，つまり，力づくで神の奥

ニーファイが信仰を働かせ，へりくだった

堕落しなければならなかった。神が分か

義を明らかにすることはできないと教えて

心で熱心に主を求め，戒めを守ったと述

りやすいことを彼らから取り去り，彼らが

います。そうではなく，神の奥義は，神の

べられました。7

理解できないことを多く伝えられたからで

ヤコブの言葉はわたしたちに，
「版をこ

御心にかなうとき聖霊の力によってのみ，
4

知識を求めていたニーファイから次のよ

わたしたちに明らかになるのです。

うな模範を見ることができます。（ 1 ）心

ヤコブは続けて言いました。

けん そん

あり，彼らがそれを望んだためである。」8
これと対照的なのが，ディーター・F・

からの望み，
（ 2 ）謙 遜 さ，
（ 3 ）祈り，
（4）

ウークトドルフ管長の勧告です。宣教師

「主の道は，啓示されないかぎりだれも

預言者への信頼，
（ 5 ）信仰を働かせるこ

について話していますが，この言葉は，霊

知ることはできない。それゆえ同 胞 よ，

と，
（ 6 ）熱 心さ，そして（ 7 ）従 順。 何か

的な真理を探究するすべての人にも同様

神の啓示を侮ってはならない。

を求めるためのこの方法は，
「版をこじ開

に当てはまります。「宣教師がイエス・キ

はら から
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自分が，知恵と愛にあふれた天の御父
の手で造られた者であると知りながら，
「おお，どうして」自分自らに頼り，御父に
「御自分の意のまま，思いのままに」霊的
に成長し知識を得られるよう導いていた
だこうとしないのでしょうか。18
御父は生きておられます。イエス・キリ
リストへの信仰を持つと，戒めの理由を

一度もありません。そうではなく，
「まだ

ストは御父の独り子であり，人類の贖い主

十分に理解していないときでさえ，戒めに

見ていない真実のことを待ち望む」よう

であられます。無限の贖 罪 を果たされた

従うほどの信頼を主に対して抱くようにな

求められているのです。

ります。彼らの信仰は勤勉さと行いを通
9

して表れるようになるのです。」

14

しょくざい

ため，キリストはこの末日にわたしたちを

強い信仰を持っていたニーファイでさ

導くための知恵と将来を見通す力をお持

え，自分の理 解には限界があることを認

ちです。ジョセフ・スミスは，神の王国を

今 年 4 月の総 大会でダリン・H・オー

めています。天使に「神が御自分を低くさ

完全な形で地上に回復するために選ばれ

クス長 老は，こう述べました。「教会は，

れることがあなたに分かるか」と聞かれ

た主の預言者です。トーマス・S・モンソ

所蔵する記録の透明性を保つ多大な努力

たとき，ニーファイは，
「わたしは，神がそ

ンは，現代の主の生ける預言者であり，代

を払っていますが，公開できる記録をすべ

の子供たちを愛しておられることは知っ

弁者です。これらのことをイエス・キリス

て公にしたとしても，研究では解決できな

ていますが，すべてのことの意味を知っ

トの御 名 によって心より証します，アーメ

い基本的な疑問が会員に残ることもあり

ているわけではありません 」と答えてい
15
るのです。
同じように，アルマも息子ヒラマンにこ
のように述べています。「これらの奥義
は，まだ全部はわたしに知らされていない
ので，わたしはそれを語ることを控えなけ
16
ればならない。」
わたしは天の御父がその子供たちを愛
しておられることを証します。それでも，
ニーファイやアルマと同じように，すべて
のことの意味を知っているわけではあり
ません。また，すべてのことを知る必要も
ありません。わたしも ，次のことを知った
うえで，語ることを控え，主を待ち望まな
ければならないのです。「わたしはすべ
ての事物をもって，これらのことが真実で
あると証する。また，これらのことが真実
であることを証するすべての事 物があな
たにもあるのである。……
……あなたの前に聖文が置いてある。
まことに，万物は神がましますことを示し
ている。まことに，大地も，大地の面にあ
る万物も，大地の運動も，また各々整然と
運行しているすべての惑星も，それらのす
べてが至高全権の創造主がましますこと
を証している。」17

ン。■

ます。…… 信仰によってしか学べないこ
10

とが幾つかあります。」

古代の預言者も，時間を経ても人の本
質は変わることはなく，知識を得るために
主が定められた方法は時代を超えて変わ
らないことを示し，この同じ原則を教えて
います。「心をつくして主に信頼せよ，自
分の知識にたよってはならない」という旧
11

約聖書の箴言を考えてみてください。

イザヤは主を代弁して，このように説明
しています。「天が地よりも高いように，わ
が道は，あなたがたの道よりも高く，わが
思いは，あなたがたの思いよりも高い。」12
ニーファイも「おお，主よ，わたしはあな
たを頼ってまいりました。これからもとこ
しえに，あなたを頼ってまいります」と宣
言し，さらなる証を加えています。13
主を信じ，信頼するなら，主の知恵がわ
たしたちの知恵より優れていると認める
ことが求められます。また，霊的に成長し
知識を得るうえで，主の計画が最大の可
能 性を与えるものであることも認めなけ
ればなりません。
現世において，わたしたちが「物事を
完全に〔知る〕」ことを期待されたことは
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み

な

注
1.「金版」
『子供の歌集』61 参照
2. 2 ニーファイ 4：15 － 16
3. モルモン書ヤコブ 4：8
4. 1 ニーファイ 10：19 参照
5. モルモン書ヤコブ 4：8 － 10
6. 1 ニーファイ 2：16
7. 1 ニーファイ 2：19 － 20 参照
8. モルモン書ヤコブ 4：14
9. ディーター・F・ウークトドルフ，
“ The Lord’
s
Work ”
（新任伝道部会長のためのセミナーに
おける説教。 2016 年 6 月 25 日），6
10. ダリン・H・オークス，
「すべての物事には反
対 のもの が あ る」
『リア ホ ナ』，2016 年 5 月
号，117
11. 箴言 3：5
12. イザヤ 55：9
13. 2 ニーファイ 4：34
14. アルマ 32：21
15. 1 ニーファイ 11：16 － 17，強調付加
16. アルマ 37：11
17. アルマ 30：41 ，44
18. モルモン書ヤコブ 4：9

七十人

世界各地で働く宣教師たちは，キリスト

山下和彦長老

のために志を持って働く最高の模範です。

キリストのために
大志を抱く
けん そん

わたしたちが信仰を持って働き，謙遜に物事を受け入れ，堂々と耐
せい さん
え忍び，熱心に祈り，ふさわしさを持って聖 餐 を取れば，わたした
ちはキリストのために大きな志を持つのです。

何年か前，山下姉妹とわたしが働いた名
古 屋 伝 道 部 にもキリストのために 志を
持って働いた偉大な宣教師が沢山いまし
た。その中の一人にコーワン長 老という
名の若者がいました。
彼は 右足 がなく義 足をしていました。
赴任してから数 週間がたち，彼の同僚か
ら電話がありました。彼の義足が壊れた
というのです。幸い修理をしてくれる良い
場所を見つけることができ，彼をそこに連
れて行きました。専門家の方がコーワン
長老をある部屋に案内したので，わたしも
ついて行きました。そのとき初めて彼の
足を見たのですが，わたしはいかに彼が

愛

大きな痛みを抱えていたのか察したので
する兄弟姉妹，今日は宣教師を

とはどういう意味でしょうか。キリストの

す。義足も修理してもらい，彼は自分のエ

含む世界中の教会の若人に向

ために大きな志を持つとは，主のみ業に

リアに帰って行きました。

け てお 話しします。 もちろん，

熱意を持ち，集中し，自分を捧げることで

しかし，その 後 彼の 義 足 は何 回か 壊

す。キリストのために大きな志を持 つと

れ，その度に修理が必要でした。そんな

心の若い兄弟姉妹も大歓迎です。
8 月 21 日，日本で 3 番目の神殿，札幌

は，他の人々のために一心に働くことで

折，エリアメディカルアドバイザーから彼

神殿がラッセル・M・ネルソン会長により

す。キリストのために大きな志を持 つと

を帰国させ，改めて召しを待ったらいいの

奉献されました。札幌神殿は日本の北の

は，不平を言わず喜んでワードや支部で

ではないかと，勧められました。わたしは

地，北海道に建てられたのですが，北海

忠実に熱心に働くことです。

その勧めに従えませんでした。なぜなら

道はユタ同様，熱心に良く働く開拓者た

コーワン長老が素晴らしい宣教師であり，

ちによって築かれた場所です。

彼 が日本 に残りたいという強い望 みを

1876 年，ウィリアム・クラークという名

持っていたからです。しかしながら，次第

のアメリカ人教師が北海道にやってきまし

に彼の 体が 限 界に近 づいて来ていまし

た。1 彼は日本に８か月滞在し，キリスト

た。それでも彼は不平を言わず，弱音を

教を知らない若い学生たちにクリスチャン

吐きませんでした。

の精神を含む多くの影 響を与えました。

再び，エリアメディカルアドバイザーから

彼が日本を離れる際，学生たちに残した

彼が自転車に乗らなくとも良いところで奉

とされる有名な言葉があります。彼の銅

仕するようにしてはどうか，というアドバイ

像にも刻まれています。2 彼はこう言いま

スをもらいました。わたしは彼と彼の将来

した。“ Boys, be ambitious! ”少年よ大

を考え，祈り，遂に彼を帰国させる決断を

志を抱け。こう続けたとも言われています。

しました。直ぐに彼に電話をし，愛を持っ

「キリストのために大きな志を抱け。」3 彼

てわたしの思いと決断を伝えました。彼は

のこの「キリストのために大志を抱け」と

何も言わず，ただ電話越しに泣いていまし

いう言葉は今日の末日聖徒にとっても日々
の決定に道を示す大きな助けとなるもの
でしょう。
では，キリストのために大きな志を持つ

た。そこでわたしは，
「今直ぐに答えなくと
「キリストのために大きな志を抱け」と少年たち
を励ました，有名な教育者ウィリアム・クラーク
博士の銅像。

もいいですよ。明日朝，もう一度電話をし
ますから。わたしの勧めをよく考え祈って
ください」と伝え電話を切りました。
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「神に頼る者はだれであろうと，試練や
災難や苦難の中にあって支えられ，また
終わりの日に高く上げられるということを
…… 知っている……。
…… 神の戒めを守ることを若いうちに
習慣としなさい。
……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

コーワン長老と山下長老ご夫妻

になる指示を与えてくださる。」4
わたしたちの次男は若いとき教会から

翌朝，電話をすると彼は謙 遜にわたし
の勧めに従うと言ってくれました。

教師たちを誇りに思います。さまざまな

離れた生活をしていました。 20 歳になっ

困難やチャレンジがあっても不平を言わ

た時，彼は自分の人生を変えたいと思いま

彼を伝道本部に呼び，彼との最後の面

ず，弱音を吐かず，主のために働く若者た

した。そして，家族や教会員たちの愛と

接で，わたしは彼に一つの質問をしたので

ちを心から誇りに思います。長老姉妹た

祈り，助け，また主の慈愛と恵みによって

す。「コーワン長老，あなたは自転車に乗

ち，皆さんの信仰，キリストに集中し大き

教会に戻ってきたのです。

らなくとも良い伝道部を希望しなかったの

な志を持っていますことに感謝します。

ですか？」
彼はこう答えました。「はい，そのよう
なリクエストをしました。」

彼はその後，ワシントン州のシアトル伝

モルモン書の中にもキリストのために大

道部で奉仕するよう召されました。伝道

きな志を持って働いた人が沢山います。

当初はかなり苦しんだようです。最初の

アルマの子アルマもそうです。若いとき

3 か月は毎晩，一人でバスルームの中で泣
いたそうです。

そこでわたしは続けて以下の質問をし

教会と教会員を迫害しましたが，後に劇的

たのです。「でもあなたは自転車に乗ら

な改心をし力強い宣教師として働いたあ

1 年くらい経った時，彼があるメールを

なければならない日本名古屋伝道部に召

のアルマです。彼は心からの祈りをささ

送って来ました。彼がこう言ってきたので

されたのですよね。あなたはその事をス

げ，主に助けを求めました。また，同僚た

す。「今，神様の愛とイエス様の愛をよく

テーク会長に伝えましたか。」

ちを祝福し，共に働きました。主が備え，

感じるよ。昔の預言者たちのようになれ

力を与えてくださったので，困難を克服し

るよう頑張るね。苦しいことも沢山ある

熱心に働きました。

けれど，幸せだよ。最高だね，イエス様に

彼の返事を聞き驚きました。彼はこう
答えたのです。「いいえ。わたしはその
とき決意しました。主の召されるところ
ならどこにでも 行きます。ですから，ジム
に通い，自転車に乗れるよう体を鍛えよ
う，と」
面接の最後に，彼はわたしにこう質問し
てきました。「伝道部会長，僕は何のため
に日本に来たのですか？ 何のためにここ
にいるのですか。」
わたしは直ぐに彼に答えました。「あな
たがここに来たのはわたしのためですよ。
わたしがあなたのような素晴らしい若者
がいる事を知り，一緒に働くためですよ。」
コーワン長 老はその後，愛する家族の
元に帰り，自動車に乗り奉仕できる伝道
部に召されました。わたしはコーワン長
老だけでなく，世界中で主イエス・キリス
トのために大きな強い志を持ち，働く宣
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アルマは長男のヒラマンに次のように

あかし

証し，勧めています。

仕えることは。こんなに素晴らしいこと
はない。本当に幸せだよ。」

十二使徒定員会

彼はアルマと同じような喜びを感じたの

ダリン・H・オークス長老

でしょう。「おお，何という喜びであった
ことか。何という驚くべき光をわたしは見
たことか。まことに，わたしは前に感じた
苦痛に勝るほどの喜びに満たされたので
ある。」5
わたしたちの生活には苦難や試練もあ
りますが，キリストのために志を持ってい
れば喜びさえ感じ，苦難の後に祝福が来
あがな

ます。わたしたちの贖 い主は最高の模範
です。御自身の聖なる使命を理 解し，父
み こころ

なる神様の御 心 に従ったのです。毎週の
聖餐会においてその素晴らしい模範を繰
り返し思い出せることはなんと素晴らし

回復された福音を
分かち合う
わたしたちが「会員伝道活動」と呼ぶものは，プログラムではなく，
愛の姿勢であり，周りの人々を助けようと手を差し伸べるものです。

い祝福でしょう。
愛する兄弟姉妹たち，わたしたちが 信
仰を持って働き，謙遜に物事を受け入れ，
堂々と耐え忍び，熱心に祈り，ふさわしさ
を持って聖餐を取れば，わたしたちはキリ
ストのために大きな志を持つのです。

I．

救

（マルコ 16：15 ）すべてのクリスチャンは，
い主イエス・キリストは，地上に

すべての人に福音を伝えるように命じられ

おける教 導 の 業 の 終わり近く

ています。これはよく「大宣教命令」と呼

に，弟子たちにこう命じられまし

ばれます。

皆さんが忍耐と信仰を持って苦難や試

た。「それゆえに，あなたがたは行って，

ニール・L・アンダーセン長老が午前の

練を受け入れ，改心の道の中で喜びを感

すべての国 民を…… 教 え 」
（マタイ 28：

部会で述べられたように，末日聖徒は，こ

じ，キリストのために志を持てますように。

19 － 20 ）
「全 世界に出て行って，すべて

の大いなる責任に最も献身する人の中に

わたしは主が皆さんを御存じであると

の 造られたものに福音を 宣 べ伝えよ。」

数えられると言えますし，また，そうある

の

証します。主は皆さんの試練や心配を御

べきです。なぜならば，神は御自分のす

存じなのです。また，主は皆さんが主の

べての子供たちを愛しておられ，この終わ

ために自らを捧げようとしていること，大

りの時に，すべての人を祝福するために欠

きな志を持っていることを御存じなので

かせない，さらなる知識と力を回復された

す。主が皆さんを導き祝福してくださいま

ことを，わたしたちは知っているからです。

すように。イエスキリストの御 名 によって

救い主はわたしたちに，すべての人を自分

申しあげます，アーメン。■

の兄弟姉妹として愛するように教えられま

み

な

注
1. ウィリアム・スミス・クラーク（ 1826 − 86 ）
は，化学，植物学，動物学の教授であり，アメ
リカ南北戦争中には大佐を務めた。農業教育
の先導 者であり，マサチューセッツ州農業大
学の学長であった。（ウィリアム・S・クラー
ク，wikipedia.com 参照）
2. クラーク博士像は，
「さっぽろ羊ヶ丘 展望台」
に位置している。
3. ウィリアム・S・クラーク，アン・B・アイリッシュ，
Hokkaido: A History of Ethnic Transition
and Development on Japan ’
s Northern
Island（ 2009 年）156 で引用
4. アルマ 36：3；37：35 ，37
5. アルマ 36：20

した。わたしたちは，この教えを尊重し，
あかし

回復された福音の証 とメッセージを「す
べての国民，部族，国語の民，民 族の中
に」
（教義と聖約 112：1 ）もたらしていま
す。これは，末日聖徒という存在の中核
を成すものです。わたしたちはこれを喜
ばしい特権と見なしています。神の子供
たちに永遠の真理を分かち合うことに勝
る喜びがあるでしょうか。
今日，わたしたちには，前の世代にはな
かった，福音を分かち合うための多くのリ
ソースがあります。テレビやインターネッ
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ト，各種のソーシャルメディアがあります。

ついてお話ししたいと思います。

ト教の精神やイエス・キリストの福音への

回復された福音を紹介するための貴重な

皆さんがどのような状況にあろうと福音

決意と調和した生活をしようとするなら

メッセージがたくさんあります。多くの国

を分かち合えるようにするために，何をお

ば，伝道活動は，ピアノの 88 鍵の鍵盤の

で 教会は卓越した存 在になっています。

伝えできるでしょうか。わたしたちには，

うちたまにしか 使われることのない単な

宣教 師の数は非常に多くなっています。

会員一人一人の助けが必要であり，だれも

る 鍵 盤 のひとつ で は なく，美し いメロ

しかし，これらのリソースを最大限効果的

が助け手となることができます。回復さ

ディーに含まれる重要な和音となります。

に活用しているでしょうか。ほとんどの人

れた福音をすべての国民，部族，国語の

この和音は，生涯を通じて継続的に奏で

の答えは「いいえ 」でしょう。わたしたち

民，民族に伝えるために，行うことがたく

る必要があるのです。」2

は，回復された福音を全 世界に宣言する

さんあるからです。

という神から与えられた責任をもっと効
果的に果たしたいと望んでいます。

わたしたちは皆，改宗と定 着の両方を

Ⅱ．

達成するために，会員が伝道活動に携わ

すべての会員が，暮らしや仕事の状況

個々のステークや国に適した，福音を

る必要があることを知っています。トーマ

にかかわらず，福音を分かち合うためにで

分かち合う良いアイデアはたくさんありま

ス・S・モンソン大管長はこう言っていま

きることが 3 つあります。わたしたちは

す。しかし，わたしたちは世界規 模の教

す。「今こそ，会員と宣教師が一致協力し

皆，これらすべてを行うべきです。

会ですから，どこでも実践できるアイデア

て，主のぶどう園で働き，人々を主のみも

についてお話ししたいと思います。新し

とに導く時です。様々な方法で福音を分

いユニットから歴史あるユニットまで，ま

かち合うための手段を，主はわたしたちの

た現在イエス・キリストの福音を受け入れ

ために用意しておられ，もしわたしたちが

ている文化 から，宗 教 へ の 敵 対心が 強

主の業を成し遂げるために信仰をもって

まっている文化や国に至るまで，すべてに

行動するなら，主はわたしたちの働きを助

当てはまる事柄です。イエス・キリストの

けてくださいます。」

第 1 に ，わたしたちは皆，このきわめて
重要な救いの業の一翼を担いたいという
望みを求めて祈ることができます。すべ
ては望み から始まるのです。
第 2 に ，わたしたちは戒めを守ること
ができます。忠実で従順な会員は，回復
された福音が真実であり，価値あるもの
であることを立証する最も説得力のある
証人です。さらに重要なのが，忠実な会
み たま
はん りょ
員は常に救い主の御 霊 を伴 侶 とし，イエ
ス・キリストの回復された福音を分かち合
うという偉大な業に携わろうとするときに
御霊の導きを得られるということです。
第 3 に ，わたしたちは，ほかの人に福音
を分かち合うために，それぞれの状況に
おいて自分には 何ができるか，霊感を求
めて祈ることができます。これは，
宣教師
のために祈ることや，ほかの人々が できる
事柄について祈るのとは異なります。自
分には 何ができるかを祈るのです。祈る
ときに忘れてならないのは，この種の霊
感を求 めた祈りは，聖 文 で「誠 心 誠 意」
あるいは「十分に固い決意」と呼ばれる
決意が伴っているならば，こたえられる，
ということです。受けた霊感に基づいて
行動するという決意をもって祈り，だれか
に福音について話すように霊感を受けた
ら実行すると，主に約束してください。
わたしたちには主の導きが 必 要です。

み

な

1

熱心な信者にも，主の御 名 を一度も聞い

回復された福音を伝えることは，クリス

たことのない人にも，また，現在の生活に

チャンとしての生涯にわたる義務であり特

満足している人にも，自分を改善したいと

権です。クエンティン・L・クック長 老は

心から望んでいる人にも使えるアイデアに

こう述べています。「わたしたちがキリス
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なぜなら，どのようなときも，回復された福

4

として，ごく自然に訪れるのです。

的をもっと知りたい，と思うときにも関心
6

音のさらなる真理を受け入れる準備ので

わたしはこれが真実であることを知っ

を抱くかもしれません。 したがって，わた

きている人と，そうでない人がいるからで

ています。これにわたしの約束を付け加

したちは，ほかの人がもっと知りたいと望

す。だれに準備ができており，だれに準

えたいと思います。主が助けてくださると

んでいる事柄についてどのように尋ねる

備ができていないかを自分で判断しては

いう信仰があれば，導きと霊感を受け，こ

かを，注意深く，よく祈りながら見極める

なりません。主は御自分のすべての子供

の永遠に大切な愛の業に大きな喜びを見

必要があります。それは，相手の置かれ

たちの心を御存じです。わたしたちが霊

いだすでしょう。福音を分かち合う業の

た状況や，相手との関係など，様々なこと

感を祈り求めるならば，
「御 言 葉 を聞く用

成功とは，相手の反応がどうであれ，彼ら

に左右されるからです。これは，評議会

意のできている」
（アルマ 32：6 ）人を御

を助けるために，愛と真心をもって人々を

や定員会，扶助協会で話し合うのにとて

存じの主は，その人を見つけることができ

招くことにあると理 解するようになるで

もよいテーマだと思います。

るようにわたしたちを助けてくださいます。

しょう。

み こと ば

2 ．人々に話しかけるときは，この教会

わたしは主の使徒として，教会のすべて
の会員と家族に強くお勧めします。イエ
ス・キリストの回復された福音のメッセー
ジを受け入れる準備のできた人を見つけ

についてもっと学ぶように勧めるよりも，
Ⅲ．

イエス・キリストとその福音についてもっ

福音を効果的に分かち合うために行え

と学ぶように勧める方が 望ましいことを
7

ることが，ほかにも幾つかあります。

覚えておく必要があります。 わたしたち

ることができるように，主に助けを祈り求

1 ．忘れてならないのは，
「人々が学ぶ

が望むのは，人々が福音に改宗すること

めてください。 M・ラッセル・バラード長

のは，彼らに教える備えがわたしたちにで

です。改宗において，モルモン書は重要

老の次の重要な勧告に，わたしも賛同し

きたときでなく，その人自身に学ぶ備えが

な役割を果たします。教会に対する気持

5

ます。「主を信頼してください。主は良い

できたときである」ということです。 回

ちは，イエス・キリストに改宗した後で育

羊飼いです。主は御自身の羊を御存じで

復された教会に加えられた重要な教義に

まれるものであって，それに先立つことは

〔す〕。…… そして，わたしたちがこの業

関する教えのように，通常，わたしたちが

ありません。教会に疑念を抱いていても

に携わらなければ，回復のメッセージを聞

関心のあることと，ほかの人々が 関心を

救い主を愛している人は大勢います。第

くは ず だった 多くの人々が その 機 会を

持っていることは異なっています。概して

一のものを第一にしましょう。

失ってしまいます。……原則はとても簡

ほかの人々は，教義ではなく，教義のもた

3 ．人々に回復された福音を紹介しよ

単です。 伝 道の機 会 が 与えられるよう，

らす結果 を知りたがるのです。イエス・キ

うとするときには，その人に心からの，愛

個人と家族で祈ってください。」3 わたし

リストの回復された福音がわたしたちの

のこもった関心を示すような方法で行いま

たちが信仰を示すなら，そのような機会に

生活に及ぼす影響を見たり経験したりす

しょう。そのような機会は，問題のある人

「わざとらしい不自然な対応が必要になる

るときに，人々は，御霊を感じ，教義に関

を助けようとするときや，地域社会の奉仕

ことは決してありません。そのような機会

心を持つようになります。また，もっと幸

活動で一緒に働いているときに訪れます。

は，わたしたちの兄弟姉妹への愛の結果

せになりたい，神に近づきたい，人生の目

例えば，被災者を援助したり，貧しい人や
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く，喜びです。 わたしたちが「会員伝 道
活 動」と呼ぶものは，プログラムではな
く，愛の姿勢であり，周りの人々を助けよう
と手を差し伸べるものです。また，救い
主の回復された福音を自分はどう感じて
いるかについて証する機会です。バラー
ド長老はこのように教えています。「自ら
の改心について，また生活の中で福音を
どのようにとらえているかについては，喜
んで人々と福音を分 かち合〔う〕…… か
11

否かに最も顕著に表れます。」

イエス・キリストは，世の光であり命で
あられることを証します。（ 3 ニーファイ
11：11 参照）主の回復された福音は，こ
の世におけるわたしたちの道を照らしま
しょく ざい

す。主の贖 罪 は，死後の生活についての
助けの必要な人の世話をしたり，人々の生

6 ．福音を分かち合う機会はほかにも

活の質を向上させたりするときなどです。

たくさんあります。例えば，この夏，わた

を与えてくれます。そして，主の贖罪は，

しはある新会員からうれしい手紙をもら

罪の赦 しを受ける機会を与え，神の栄え

自分の友人や知り合いの中だけに限られ

いました。彼女が回復された福音につい

ある救いの計画において神のあらゆる賜

ません。 オリンピックの 期間中，リオデ

て知ったのは，病気になって見舞いの電

物 の中で最も大いなるものである永遠の

ジャネイロに住む末日聖徒のあるタクシー

話を友人からもらったときのことでした。

命を受ける資格を得る機会をわたしたち

の運転手は，7 か国語のモルモン書を車

こう書いています。「わたしは彼が自分

に与えてくれるのです。（教義と聖約 14：

に備え，受け取る人にはだれにでも渡し

のことを伝える様子に啓 発され，宣教師

7 ）イエス・キリストの御名により，アーメ

たそうです。自分のことを「タクシー運転

から数か月間学んだ後に，バプテスマを

ン。■

手宣教師」と呼んだ彼はこう言っていま

受けました。それ以来，わたしの生活は

す。「リオデジャネイロの 道 は〔わたし

向上しています。」 わたしたちは皆，回

4 ．福音を伝えようとする取り組みは，

8

の〕伝道地です。」

10

復された福音により生活が向上すると思

会員宣教師としてすばらしい経験をし
ているクレイトン・M・クリステンセンは，

われる人を大勢知っています。その人た
ちに手を差し伸べているでしょうか。

このように述べています。「この 20 年間

7．ソーシャルメディアに関心を持ち精

で分かったことは，交友関係の深さと，そ

通している若い会員には，福音に関心を

の人が福音について学ぶことに興味を示

持ってもらえるように人々に働きかける独

す可能性とは何ら関係がないということ

自の機会があります。モルモンはニーファ

です。」9

イ人への救い主の訪れについてこう書いて

5 ．ワードのビショップリックは，特別

います。「イエスは，…… 子供たちをも教

な聖餐会を計画して，関心のある人を連れ

え導き，彼らの舌を緩められた。そこで

てくるよう会員に勧めることができます。

…… 彼らは語ることができた」。（ 3 ニー

ワードの会員たちは，そのような集会に知

ファイ 26：14 ）これを今風に言えば，
「彼

り合いを連れてくることを，あまりためらわ

らの〔指〕を緩められた。そこで彼らは語

ないでしょう。なぜなら，集会の内容は，

ることができた」といったところでしょう

教会への関心と理解を深めるようによく計

か。青少年の皆さん，頑張ってください。

せいさん

画されるに違いないと思うからです。
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福音を分かち合うことは，重荷ではな

確信と，不死不滅に向かって堪え忍ぶ力
ゆる

たま

もの

注
1. トーマス・S・モンソン「大会へようこそ」
『リ
アホナ』2013 年 11 月号，4
2. クエンティン・L・クック“ How to Be a Member
Missionary, ”New Era , 2015 年 2 月号，48
3. M・ラッセル・バラード「主に信頼を寄せる」
『リアホナ』2013 年 11 月号，44
4. M・ラッセル・バラード「主に信頼を寄せる」
44 参照
5. クレイトン・M・クリステンセン，The Power of
Everyday Missionaries（ 2012 年），30
6. クリステンセン，The Power of Everyday Missionaries ，26 － 27 参照
7. ゲリー・C・ローレンス，How Americans View
Mormonism: Seven Steps to Improve Our
Image（ 2008 年），34 － 35 参照
8. アシュリー・キーウィッシュ，
“ Cab Driver Hands
Out Copies of the Book of Mormon to Rio
Visitors, ”2016 年 8 月 8 日付，ksl.com 参照
9. クリステンセン，The Power of Everyday Missionaries ，21
10. 個人的な書簡，2016 年 8 月 21 日付
11. M・ラッセル・バラード「今が，その時である」
『リアホナ』2001 年 1 月号，89

中央神権部会 | 2016 年 10 月 1 日

十二使徒定員会

ジェフリー・R・ホランド長老

と言いたかったのですが，何とか気を取り
直して，
『ホームティーチャーだったけれ
ど，メッセージを伝えるには都合がよくな

教会の使者

いと思ったみたいよ』と言いました。」1
兄 弟 の 皆さん，個 人や 家 族 に 対 する
「教会の第一の援助手段」2 として説明さ
れている，神権の義務について少し考えて

ホームティーチャーとして，神の子供たちに対する神の使者となり，
割り当てられた人々を愛し，心にかけ，彼らのために祈ってください。

みましょう。 ホームティーチングを組 織
し，また再組 織するために，森 全体の木
を犠牲にするほどの文書や資料が刷られ
てきました。それを促そうと，非常に多く
の動機 付けの話がなされてきました。そ

最

のテーマを聞いて罪悪感を抱いた人々に，
近，ある独身の姉妹が（ここで

手渡そうかと考えていたときに，二人はこ

十分な数のカウンセラーを提供できるフ

はモリーと呼びますが ），仕事か

う言ったのです。『モリー，残 念だけど，

ロイト派の相談 所はどこにもないでしょ

ら帰ると，地下 室 の 床 全 体 が

忙しそうだし，じゃましたくないから，ま

う。それでもなお，わたしたちは神権の

2 インチ（ 5 センチ）の水に覆われていま

た別のときに出直すことにするよ。』そし

ホームティーチングを通して「常に教会員

した。すぐに思いついたのは，モリーと同

て二人は帰って行きました。」

を見守〔る〕」 という主の戒めを守ること

じ排水管を使っている近所の人々が，洗
濯や風呂に水を使い過ぎて，水が逆流し
たのだろうということでした。

「だれだったの？」地下室から友人が聞
いてきました。
｢『 3 人のニーファイ人ではなかったわ』

3

において，許容される標準に少しでも近
づこうと苦心している状況にあります。
直面するチャレンジの一つとして，教会

モリーは友人に電話をして助けに来て
もらい，二人で水をかき出し，モップで拭
き始めました。ちょうどそのとき，ドアの
呼び 鈴 が 鳴りました。 友 達 が 叫びまし
た。「きっとあなたのホームティーチャー
よ！」
モリーは笑いながら，
「確かに 今日は月
の最後の日だけれど，絶 対ホームティー
チャーではない と思うわ」と答えました。
はだしで，ズボンはびしょぬれのまま，
バンダナで髪の毛を縛り，とてもおしゃれ
なラテックスのゴム手袋をしたモリーは，
玄関ドアにたどり着きました。そんな彼
女の奇妙な格好にも勝るほどの，驚くべき
光景を彼女は目にしました。それは彼女
のホームティーチャーでした 。
「金づちで頭をたたかれたかのようでし
た。」彼 女 は 後 にそう話して いました。
「総 大会で教会幹部が 話してくれるよう
な，ホームティーチングの奇跡だと思いま
した。」そして，こう続けました。「でも，
わたしが二人にキスをしようか，モップを
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の地理的変化が挙げられます。今や教会

あって，利用できる援助手段を用いるよう

員は 188 もの国や属領地に及び，3 万以上

最善を尽くすのです。

のワードや支部に広がっています。教会初

今晩皆さんにどうしてもお伝えしたいこ

期の時代に，
「ブロック（区画）ティーチン

とは，ホームティーチングに対するビジョ

グ」と呼んで，近所の人同士で教え合って

ンを高めてほしいということです。どう

いたころに比べ，兄弟姉妹の家を訪問す

か，より新しい，より高い視 点を持って，

るのがはるかに難しくなっています。

自分自身を主がその子供たちに遣わされ

さらに，教会の多くのユニットで，ホー

る使者だと考えてください。それはつま

ムティーチングに携われる神権者の数が

り，月末になって，訪問先の家族がすでに

限られており，一組に 18 から 20 ，あるい

読んだ，教会機関誌からだれかが抜粋し

はそれ以上の家族を割り当てられている

たメッセージを慌ただしく手渡してくるよ

場 合もあります。 また 訪 問 するには 遠

うな，モーセの律 法的な習慣はもう捨て

かったり，お金がかかったり，交通手段が

で，この大管長会の勧告（現在は手引き

るということです。むしろ，会員に対して，

あまりなかったりする場合や，残業時間が

の方針になっています）を次のように実践

福音に真に根差した真心からの関心を向

長く，週末まで働かなければならない場

に生かすでしょう。まず，
「各会員の家を

け，一人一人を見守り，気にかけ，助けの手

合もあります。また，地域によっては，招

訪れ〔る〕」と聖文に示されている義務を

を差し伸べて霊的・物質的な必要を満た

かれずに家を訪問することが文化的にタ

果たすために，たとえ何か月かかったとし

してほしいのです。

ブー視されることに加え，世界中の多くの

ても，家庭を訪問するための現実的で可

地域に存在する安全面での懸念事項もあ

能なスケジュールを立てます。 そうする

れる」かについては，皆さんが行うすべて

り，問題の複雑さが垣間見えます。

かい ま

5

何がホームティーチングとして「認めら

中 で，可 能な時 間や 訪 問できる頻 度に

の良いことは「認められる」のですから，

兄弟の皆さん，世界の様々な状況の中

よって，わたしたちを最も必要としている

すべてを報告してください。実際，最も大

でも，最も良い状況においては，毎月各家

人々を最優先するでしょう。宣教師が教

切な報告とは，皆さんが自分の管理の職

庭を訪問することが，教会として目指す理

えている求道者，新しくバプテスマを受け

において責任を負っている人々をどのよう

想であることに変わりはありません。しか

た改宗者，病気の人，孤独な人，あまり活

に心にかけ，祝福したかということです。

し，世界中の多くの場所でこの理想を達

発でない会員，子供と同居している独り

特定の日や場所はまったく関係ありませ

成することは不 可能であり，兄 弟たちは

親の家族などです。

ん。最も大切なのは，皆さんが人々を愛

現実的にはできないことを求められ，自

達成するには数か月を要するかもしれ

分 は失 敗 者だと感じている状 況を踏ま

ませんが，このようにすべての家庭を訪問

え，大管長会は 2001 年 12 月に教会の神

する予定に取り組む一方で，主が用意して

昨年の 5 月 30 日，友人のトロイ・ラッ

権指導者に向けて手紙を書き，このよう

くださった様々な手段を用いて，リストに

セルが，デゼレト産業に寄 付するための

な霊感に満ちた，非常に助けとなる勧告

ある個人や家族に何らかの連絡を取るで

物品を自分の小型トラックに積み，ガレー

を記しました。「教 会のある地 域 では，

しょう。確かにわたしたちは，教会の家

ジからゆっくりとトラックを出しました。

活発な神権者数の不足をはじめ，地元の

族を見守り，聖文にあるように「人の幸い

後ろのタイヤが何かを踏んだのを感じまし

様々な要因のために，毎月すべての家族

について互いに語り合」います。6 それに

た。何かがトラックから落ちたのだろうと

を訪問することが当分可能でないかもし

加えて，電話をしたり，電子メールや携帯

思ってトラックから降りて確認すると，最

れません。」わたしたちはこれまで，そのよ

メールを送ったり，そのほかの利用可能な

愛の息子である 9 歳のオースティンが道

うな例について話してきました。「このよ

ソーシャルメディアの一つを使ってあいさ

路にうつ伏せに倒れているのを見つけま

うな状況にあるとき，指導 者は各会員を

つを送ったりすることが できるので す。

した。叫び 声，神権の祝 福，救 急隊，病

見守り強めるために利用可能な手段を用

特別な必要を満たすために，聖句や総大

院のスタッフ。残 念ながらすべてはその

4

いることに最善を尽くすべきです。」

し，
「常に教会員を見守〔る〕」という戒め
7

を果たしているということです。

会の説教からの引用，LDS.org に用意さ

かいなく，オースティンは帰らぬ人となりま

兄弟の皆さん，もしもわたしが，自分の

れた豊富な資料の中から見つけたモルモ

した。

ワードや支部でこのような困難な状況に

ンメッセージを送ることもできます。大管

睡眠も平安も得られないトロイを，慰め

直面したら，アロン神権者の同僚と二人

長会の言葉を借りれば，置かれた状況に

るすべはありませんでした。彼は，自分に
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シターティ
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第一顧問
ダグラス・D・
ホームズ

スコット・D・
ホワイティング

テレンス・M・
ビンソン

第二顧問
ボニー・H・
コードン

アンソニー・D・
パーキンズ

ボン・G・キーチ

エンリケ・R・
ファラベラ

ケビン・W・
ピアソン

パトリック・
キアロン

デビッド・Ｆ・
エバンズ

会長
スティーブン・
W・オーウェン

若い男性

ラリー・Y・
ウィルソン

ポール・Ｂ・
パイパー

ヨーク・
クレビンガット

ブラッドリー・
D・フォスター

キム・B・クラーク ウェザーフォード・ カール・B・クック
T・クレートン

第二顧問
M・ジョセフ・
ブラフ

黄（サム）志康

ラファエル・E・
ピノ

エリック・W・
コピシュカ

ランディー・D・
ファンク

ローレンス・E・
コーブリッジ

耐えられる限界を超えているし，どうして
も前に進むことはできない，と言いまし
ふち

あがな

た。しかし，苦 悩の淵 にいる彼に，贖 い
をもたらす 3 つの力が及んだのです。
一つ目は，天の御父からの愛と確信を
み たま

与える御 霊 でした。御父はまるでそこに
おられるかのように，聖霊を通してトロイ
を慰め，教え，愛してくださいました。ま
た，美しく完全な息子を失うことがどのよ
うなことかを御存じであることを，ささや
いてくださいまし た。 二 つ目は，妻 の
ディードラでした。トロイを抱き締め，愛
を伝え，自分もまた息子を失ったこと，で
も，夫まで失うつもりはないことを伝えて
くれました。そして三つ目は，特別な ホー
ムティーチャー，ジョン・マニングです。
ジョンと同僚 がどんなスケジュールで
ラッセルの家を訪問していたのか，彼らが
どんなメッセージをいつ伝えに行ったの
か，この経験をどのように報告したのか，
実のところ，わたしには分かりません。た
だ分かっているのは，今年の春，マニング
兄弟がトロイ・ラッセルに手を差し伸べ，

す。復帰した最初の日から，わたしたちは

愛し，心にかけ，彼らのために祈ってくだ

悲劇の淵から引き上げたことです。まるで

話しました。というより，わたしが 話し，

さい。皆さんが自分の状況に応じた方法

トロイがかつて幼い息子オースティンを抱

ジョンは聞いてくれました。教会まで，そ

で神の羊の群れを世話することに心を砕

き上げたように。ホームティーチャー，守

して家に帰る道中，ずっとわたしは話し続

くことができますように。すべての人の良

り手，福音における兄弟が当然なすべきこ

けました。家の前に車を停め，ラスベガス

い羊飼いであり，わたしがその証人となっ

ととして，ジョンはただ，トロイ・ラッセル

の町に朝日が昇るのを眺めたこともありま

ている主イエス・キリストの御 名 により祈

に神権による養いと見守りを与えました。

した。最初はつらかったです。でも，バス

ります，アーメン。■

ジョンは最初にこう言いました。「トロイ，

ケ好きと言いながら，ひどく不格好なジャ

オースティンは君に自分の足で立ってほし

ンプシュートとゆっくりなプレイが特徴の

いと思ってるはずだ。バスケットコートに

身長 188 センチのジョンが，再びわたしの

もね。 だから，毎 朝 5 時 15 分に準 備し

人生に太陽が昇るまで，わたしを愛し話

て待っていてくれないか。部屋に起こし

を聞いてくれたおかげで，徐々に力を取り

に行きたくはないし，ディードラもきっと

戻せたのです。」8

ぼくにそうしてほしくはないだろうから
ね。」

聖なる神権を持つ兄弟の皆さん，ホー
ムティーチング，見守り，神権による個人へ

「行きたくはありませんでした。」トロイ

の教導の業，呼び方は様々ですが，それ

は後にこう語っています。「朝の練習には

がわたしたちの話していることです。ホー

いつもオースティンを連れて行っていたの

ムティーチャーとして，神の子供たちに対

で，いろんなことを思い出してはつらくな

する神の使者となり，わたしたちが皆さん

ると分かっていたからです。でも，ジョン

を愛し，心にかけ，皆さんのために祈って

がどうしてもと言うので，行ってみたんで

いるように，自分に割り当てられた人々を

み

な

注
1. 個人的な会話，2016 年 6 月
2.『メルキゼデク神権指導者手引き』5
3. 教義と聖約 20：53
4. 大 管長 会 からの 手 紙，2001 年 12 月 10 日付
け。この勧告は『教会手引き第 2 部：教会の
管理運営』7.4.3 に反映されている。
5. 教義と聖約 20：47，51
6. モロナイ 6：5
7. 教義と聖約 20：53
8. 個人的な会話および電子メールの交換，2016
年4月
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七十人

りました。凍 結時 代が終わり，ガーナに

リグランド・R・カーティス・ジュニア長老

宣教師が戻って来ると，ニコラスと妻と子

モルモン書が持つ力

供たちは教会に入りました。去年会った

モルモン書の最大の力は，わたしたちをイエス・キリストに近づけ
てくれるその影響力です。

てくださったことを全能の神に感謝してい

とき，彼は警察本部長となっていて，ガー
ナ・タマレ地方部会長を務めていました。
彼はこう話しています。「教会はわたしの
人生を変えました。……この福音に導い
ます。」3
別のガーナ人のアリベルト・デイビーズ
は，友人が会長会集会に行くのに同行し

19

て集会所に行きました。友 達を待つ間，
アリベルトは近くに置かれていた本を読み
89 年 6 月 14 日，教会に関する

書物，家具など，様々な物が無秩序に散ら

ました。集会が終わったとき，アリベルト

誤った 情 報 が原因で，ガーナ

かっているのが見えました。すると，散乱

はその本を持って帰りたいと思いました。

政 府はその国内における末日

した物の中に，1 冊のモルモン書が見えま

すると，その本ばかりか，モルモン書も持

使徒イエス・キリスト教会のすべての活動

した。邪悪な書 物だと聞いていたため，

ち帰っていいですよ，と言われました。家

を禁じました。政府は教会が所有するす

彼はそれを無視しようとしました。ところ

に帰ると，彼はモルモン書を読み始めまし

べての不動産を差し押さえ，伝道活動は

が，不思議と引きつけられるものを感じま

た。そして，読むのをやめられなくなり，

全面的に中止されました。教会員たちは

した。ニコラスはついに無視することが

ろうそくの明かりで午前 3 時まで読みま

この時期を「凍 結時 代」と呼んでいます

できなくなりました。拾い上げると，何か

した。アリベルトは数夜にわたって読み

が，彼らは支部の集会や宣教師の助けが

に駆り立てられるように読み始めました。

続け，そこに書かれている言葉と，心に感

なくても福音に添った生活をしようと最善

彼は頬 に涙を流しながら，夜通し読み続

じる気持ちに圧倒されました。アリベル

を尽くしました。会員が自宅で礼拝を行

けました。

トは現在教会員です。

ほお

い，ホームティーチャーや訪問教師として

最初に手にしたときは，ニーファイ第

互いを見守ることで福音の光を灯し続け

一書を全 部読み通しました。 2 回目は，

き，母国イタリアで神学の勉強を始めまし

アンジェロ・スカルプラは，10 歳のと

た感動的な話がたくさんあります。

ニーファイ第ニ書を読み通しました。ニー

た。彼はその後，司祭となり，自分が所属

しばらくすると誤解は解けて，1990 年

ファイ第ニ書第 25 章まで読み進めたと

していた教会で熱心に奉仕しました。あ

11 月 30 日に凍 結時 代は終わり，教会の

き，次の言葉を見つけました。「わたした

るとき，彼の信仰は揺らぎ始めました。彼

通常の活動が再開されました。1 それ以

ちはキリストのことを話し，キリストのこと

はさらに深く学ぶことを求め，その機会が

来，教会とガーナ政 府はすばらしい関係

を喜び，キリストのことを説教し，キリスト

与えられました。しかし，学べば学ぶほ

を築いてきました。

のことを預言し，また，どこに罪の赦しを

ど，懸念は深まりました。読んだ資料と

凍結時代を経験した会員は，その異例

求めればよいかを，わたしたちの子孫に

心に感じる思いから，彼はイエスと初期の

の時期に受けた祝福を即座に並べ挙げる

知らせるために，自分たちの預言したこと

使徒が教えたまことの教義に対する大規

ことができます。そのときに直面した逆境

を書き記すのである。」2

模な背教が起きたと確信しました。アン

み たま

によって多くの人々の信仰が強められまし

これを読んだとき，ニコラスは御 霊 をと

ジェロは様々な宗教に神のまことの教え

た。しかし，凍 結時 代がもたらした祝福

ても強く感じて，むせび泣き始めました。

を探しましたが，何年もの間，満足のいく

の一つは，意外な方法で与えられました。

モルモン書を読み進める中で，彼は何度

答えを得られませんでした。

ニコラス・オフォス・ヘネは，凍結時代

か御霊の確認を受けていました。その書

ある日，宣教師が教える人をもっと見つ

には若い警察官でした。彼は末日聖徒の

物が今まで読んだ中で最も正確な聖文で

けられるよう手伝っている二人の教会員と

集会所を警備する任務を受け，夜間に集

あるという確信を受けたのです。聞いて

出会いました。アンジェロは彼らに何か

会所を見張ることになりました。ニコラス

いたうわさに反して，末日聖徒はイエス・

引かれるものを感じ，彼らの言葉を喜んで

が初めて集会所に到着したとき，書 類や

キリストを強く信じていることを，彼は知

聞き，モルモン書を快く受け取りました。
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その夜，彼は早速読み始め，喜びに満
たされました。神は御霊を通してアンジェ
ロに，長年探し求めてきた真理がモルモ
ン書の中に見つかるという確信を与えら
れました。アンジェロはすばらしい気持
ちに満たされました。モルモン書の言葉
と宣教師の教えから，大背教が確かに起
きたという彼の確信が裏付けられたばか
りか，神のまことの教会が地上に回復さ
れたことも知りました。間もなくして，ア
ンジェロはバプテスマを受けて教会に入り
4

ました。 わたしが彼と初めて会ったとき，
彼は教会のイタリア・リミニ支部の支部会
長を務めていました。
ニコラスやアリベルト，そしてアンジェ
ロがモルモン書を通して経験したことは，
パーリー・P・プラットの次の経験をほう

ているように，この本が 確かに真実であ

てモルモン書を読んだのは，10 代のセミ

ふつさせます。

るということがはっきりと分かった。そし

ナリーの生徒だった時です。これは，わ

「わたしは〔その書物を〕熱意をもって

て今までの悲しみ，犠牲，苦労を十分補っ

たしがそのときに読んだモルモン書です。

開いた。……わたしは一日中読んだ。食

ても余りあるほどの喜びを得ることがで

正確な日時や場所までは言えませんが，

事も煩わしかった。まったく食べたいと

きた。」

5

そのころモルモン書を読んでいて，わたし

思わなかった。…… 夜になっても寝るの

初めて開くときにモルモン書を通して力

は何かを感じ始めました。モルモン書を

が惜しいほどだった。睡眠を取るより，読

強い経験をする人もいます。しかし，モル

開ける度に温かい気持ちと御霊がありま

み続けていたかった。

モン書を読んで祈ることで，それが真実

した。読み進めていくと，その気持ちは

それを読むうち，主の御霊がわたしに

であるという証 を次第に得ていく人もい

強くなっていき，今でも続いています。モ

降り，自分が生きていることを認識し知っ

ます。わたしの場合はそうでした。初め

ルモン書を開く度，まるで電気のスイッチ

あかし

が 押されるかのように，御霊が心と霊に
流れ込みます。
多くの時間をかけて学習し，祈った後
に，モルモン書の証をさらにゆっくりと得
る人もいます。わたしの友人の一人は，モ
ルモン書が真実かどうか知りたいと求め
ながら読みました。彼は，キリストを信じ
ながら，モルモン書が真実かどうか誠 心
誠意神に問いなさい，というモロナイの勧
めを実行しました。6 しかし，約束の霊的
な答えはすぐには来ませんでした。とこ
ろがある日，彼が深く考えながら車を運転
していたとき，モルモン書が真実であるこ
とを御霊が 証しました。彼はうれしさと
感動のあまり，車の窓を開けると，だれに
向かってというわけでもなく，世界中のす
べての人に向かって「真実だ！」と叫びま
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族一人一人がその力強い影響を受けるこ
とでしょう。…… そしていがみ合うような
ことがまったくなくなります。また両親は
愛と知恵の中で子供たちを諭すようにな
り，子供たちは以前にも増して両親の勧
めに快く従うようになります。義は増し加
えられ，信仰と希望，慈愛すなわちキリス
トの純 粋な愛が 家 庭や日常生活に満ち
て，平和と喜びと幸福がもたらされること
12

でしょう。」

子 供たちが 巣 立ってから何年もたち，
彼らもそれぞれの家族を育てている今，
ロムニー管長の約束が成就しているのが
はっきりと分かります。我が家は完 全と
は程遠いですが，モルモン書の力につい
9

した。

なります。 その証は，
「主のぶどう園で働

て，またそれを読むことで家族全員の生

モルモン書の証を得るのが，その書物

く〔のに〕勤勉であるように大いに求めら

活に祝福があったこと，これからも祝福

を初めて開いたときであれ，あるいは長い

れ」たときのための準備となります。 そ

時間をかけた後であれ，わたしたちがこ

の証は，皆さんの信仰を揺るがせる非難

モルモン書の最大の力は，わたしたち

の書物を読み続け，その教えを自分に当

や中傷の言葉をかけられたときには不動

をイエス・キリストに近づけてくれるその

てはめるなら，生涯を通じて影響を受ける

の錨 となり，少なくともすぐには答えられ

影響力です。モルモン書は主とその贖 い

ことができます。エズラ・タフト・ベンソ

ないような質問を投げかけられたときに

の使命についての力強い証です。 モル

ン大管長はこう教えています。「モルモン

は確固とした土台となるでしょう。生涯に

モン書を通して，わたしたちは主の贖罪の

書には力があって，真剣に読み始めるや

わたってモルモン書を読み続けるときに，

壮大さと力を理解します。 モルモン書は

いなやその力は読む者の人 生に流れ込

真実と誤りを識別し，あなたの証を繰り返

主の教義をはっきりと教えています。 復

み，誘惑に打ち勝つ力となります。またそ

し再確認する聖霊による確信を感じるで

活されたキリストがニーファイの民を訪れ

れは欺きを避ける力となり，細くて狭い道

しょう。

られた出来事が記されているすばらしい

7

にとどまる力となります。」

10

いかり

が注がれることを証できます。

あがな

13

しょくざい

14

15

このメッセージを聞いたり読んだりして

章を通して，わたしたちは，主が人々を愛

今夜この集会に集うアロン神権者を含

いる親である皆さんにお勧めします。モ

し，祝福し，教えられた姿を知り，経験す

め，このメッセージを聞くすべての人にお

ルモン書を家庭の大事な一部としてくだ

ることが できます。 そして，主の 福音に

勧めします。モルモン書の力を見いだして

さい。我が家では子供たちが成長してい

添って生活することによって主のみもとに

ください。トーマス・S・モンソン大管長

く中で，朝食を食べながらモルモン書を

行くならば，主がわたしたちにも同じよう

が勧めたように，
「モルモン書を読んでく

読みました。これはそのときに使っていた

にしてくださることが分かります。16

ださい。その教えについて深く考えてくだ

しおりです。表 側には，モルモン書を読

兄弟の皆さん，わたしはモルモン書の

さい。モルモン書が真実かどうか天の御

むなら，神が祝福を注いでくださるという

力について証します。英語，イタリア語，

父に尋ねてください。」8 そうする中で，皆

ベンソン大 管長の言 葉 が 書かれていま

フランス語で読もうと，あるいは書物や電

さんは生活の中に神の御霊を感じます。

す。11 裏側には，元大管長 会顧問だった

子機器で読もうと，モルモン書の章や節

その御霊は，モルモン書が真実であるこ

マリオン・G・ロムニー管長の言葉があり

から同じすばらしい御霊があふれ出てく

と，ジョセフ・スミスが神の預言者であっ

ます。「家 庭にあって両 親 が，夫 婦とし

ることを知っています。モルモン書には，

たこと，末日聖徒イエス・キリスト教会が，

て，また子供を交えて家族として，ともに

わたしたちをキリストに近づける力がある

今日この地上における神のまことの教会

祈りをもって定期的にモルモン書を読むよ

ことを証します。わたしたち一人一人が，

であることへの皆さんの証の一部となり

うにするならば，家庭の中はこの偉 大な

このすばらしい聖典に込められた力を最

ます。その証は，誘惑に対抗する助けと

書物から湧き出る特別な力で包まれ，家

大限に活用できますように。イエス・キリ
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み

大管長会第二顧問

な

ストの御名により，アーメン。■
注
1.“ You Can ’
t Close My Heart ’
: Ghanaian
Saints and the Freeze ”2016 年 1 月 6 日，
history.lds.org
2. 2 ニーファイ 25：26
3. ニコラス・オフス・ヘ ネからの 電 子メール，
2015 年 10 月 27 日付
4. アンジェロ・スカルプラ「真実の教会を求めて」
『聖徒の道』1993 年 6 月号，16 － 20 参照。エ
ツィオ・カラミアからの電子メール，2016 年
9 月 16 日付
5. Autobiography of Parley P. Pratt ， パ ー
リー・P・プラット・ジュニア編（ 1938 年），
37
6. モロナイ 10：4 － 5 参照
7.『歴代大管長の教え ― エズラ ･ タフト ･ ベ
ンソン』131
8. トーマス・S・モンソン，
「一人でも気高く立ち」
『リアホナ』2011 年 11 月号，62 。トーマス・
S・モンソン「神権の力」
『リアホナ』2011 年
5 月 号，66；A Prophet ’
s Voice: Messages
from Thomas S. Monson（ 2012 年），490 －
494 も参照
9. トーマス・S・モンソン大管長は次のように教
えている。「神権者は一人一人，毎日聖文を研
究するべきです。……アロン神権者とメルキ
ゼデク神権者の皆さん，わたしは皆さんに約
束します。もし聖文を熱 心に学ぶなら，誘惑
を回避し，聖霊の導きを受けてあらゆることを
行う力が 増 すでしょう。」
（「最高の自分 にな
る」
『リアホナ』2009 年 5 月号，68 ）
10. アルマ 28：14
11.「これからモルモン書を毎日ひもとき，そこに
書かれている教えに従って生きるなら，神がシ
オンの子らと教会のうえに，かつてない祝福
を 注 いでくださることを 約 束 いたします。」
（『教え ― エズラ・タフト・ベンソン』119 ）
12. マリオン・G・ロムニー「モルモン経」
『聖徒の
道』1980 年 9 月号，102 参照
13. 例として，モルモン書の ix ページ；1 ニーファ
イ 11 章；2 ニ ー フ ァ イ 25 章； モ ー サ ヤ
16 章；18 章；アル マ 5 章；12 章；ヒラマン
5 章；3 ニーファイ 9 章；モルモン 7 章参照
14. 例として，2 ニーファイ 2 章；9 章；モーサヤ
3 章；アルマ 7 章；34 章参照
15. 例として，2 ニーファイ 31 章；3 ニーファイ
11 章；27 章参照
16. 3 ニーファイ 11 － 28 章参照

ディーター・F・ウークトドルフ管長

アルマとアミュレクから
学ぶ
主に従う道からそれてしまった人々が，心に感じ，アルマとアミュレ
クから学んでくださるように願っています。

くら

息子アルマ

聖

いなまれ」ましたが，その後，彼の心の暗
やみ

典の中で最も忘れられない人物

闇 の中にあるかすかな記憶が光をもたら

に，息子アルマがいます。彼は

しました。それはイエス・キリストが「世

偉大な預言者の息子でしたが，

の罪を贖 うため」に来られるという，父親

あがな

ある時期，正しい道から迷い出て，
「邪悪

から教えられた永遠の真理でした。アル

な男で，偶 像を礼 拝 する者」となりまし

マはかなり前にその教えを拒絶していま

た。その理由は推測するしかありません

したが，そのとき彼の「心にこの思いが

が，彼は断固として父親に反抗し，教会を

はっきりと浮かんで」きて，謙 遜 に，心か

滅ぼそうとしました。そして彼はその雄弁

らキリストの贖いの力を信頼するように

さと説得力により，そのことにおいて大き

なったのです。

1

な成功を収めました。

けん そん

2

アルマはこの経験を経て立ち直ったと

しかし主の天使が現れて，雷のような声

き，別人になりました。その瞬間から，自

でアルマに語ったときに，彼の人生は変わ

ら引き起こした損害を修復するために生

りました。アルマは三日三晩，
「罰の定め

涯をささげました。彼は，悔い改めと赦

を受けた者の …… 永 遠の苦痛に責めさ

し，そして最後まで忠実であることの力強
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現在，そして将来の指導者の皆さんに尋
ねることから始めましょう。「あなたはア
ルマから何を学べるでしょうか。」
アルマは並外れた才能と能力の持ち主
ものを下さいませんか」と尋ねました。6

い模範です。
アルマは最終的に，父親の後を継いで，
神の教会の最高指導者となるように選ば
れました。

でした。自分にはだれの助けも要らない
と考えることもできたでしょう。それにも

アミュレク

かかわらず，アモナイハに戻ったときアル

その人の名前はアミュレクでした。

マは何をしたでしょうか。

ニーファイ人のすべての民は，アルマの

アミュレクは，アモナイハの人々によく知

話を知っていたことでしょう。ツイッター

られた裕福な人でした。彼は由緒ある教

やインスタグラム，フェイスブックが当時

会員の子孫でしたが，自分自身の信仰は

あったなら，アルマに関する画像と話であ

弱くなっていました。後に彼はこのように

何らかの理由で，時々わたしたちは指

ふれていたことでしょう。恐らくアルマは，

告白しています。「わたしは幾度となく呼

導者として，自分にとってのアミュレクを見

定期的に『週刊ゼラヘムラ』の表 紙を飾

ばれたが，わたしは聞こうとしなかった。

つけて助けを求めようとしないことがあり

り，社説や特別番組の対象となったことで

だからわたしは，これらのことについて

ます。恐らく，自分でやった方が上手にで

しょう。つまり，恐らく彼は当時最もよく

知って いな がら，
〔信じ〕たいと思 わな

きると考えたり，他人の手を煩わせること

知られていた有名人だったと思われます。

かった。そこでわたしは，…… 神に背き

に気が進まなかったり，ほかの人はかかわ

しかし，人々が神を忘れて高慢になり，

7

アルマはアミュレクを見つけ，助けを求
めたのです。
そしてアルマは，助けを受けました。

りたくないだろうと思い込んだりしている

続けた。」

争うようになったとき，アルマは公職から身

しかし神はアミュレクを備えてください

を引いて，
「ひたすら神の聖なる位の大祭

かもしれません。往々にしてわたしたちは，

ました。アミュレクはアルマに会うと，主

神から与えられた才能を使うように，また

司の職に」専念し ，ニーファイ人の間で悔

の僕を自分の家に歓 迎し，アルマはそこ

偉大な救いの業に携わるように人々を招

い改めを宣べ伝える道を選んだのでした。

で 何日も滞 在しました。 その間に，ア

当初アルマは，大きな成功を収めまし

ミュレクはアルマのメッセージに心を開

救い主について考えてみてください。主

た。しかし，それもアモナイハの町に着く

き，すばらしい変化が彼にもたらされまし

はお独りで教会を築き始められたでしょ

までのことでした。その町の人々は，アル

た。それ以来，アミュレクはただ信じたの

うか。

マはもはや彼らの政治的な指導者ではな

ではなく，真理の擁護者となったのです。

いことをよく知っていて，彼の神権の権能

アルマが再びアモナイハの人々に教え

主のメッセージは，
「下がって見ていな

に対してほとんど 敬意を払いませんでし

るために出て行ったとき，アモナイハの地

さい。わたしがやります」ではなく，むし

た。彼らはアルマをののしり，あざ笑い，

元の人であるアミュレクが，アルマの傍ら

ろ，
「わたしに従ってきなさい」 というも

町から追い出しました。

で証する第二の証人となりました。

のでした。主は鼓舞し，招き，教え，その

3

ひどく失望したアルマは，アモナイハの
4

町に背を向けました。
しかし，天使が戻るようにアルマに告げ
ます。
少し考えてみてください。彼は，自分を
憎み，教会に対して敵意を持った人々のも
とに戻るように言われたのです。それは危
険で，恐らく命にかかわるほどの務めでし
た。しかしアルマはためらいませんでした。
5

彼は「すぐに……引き返した」のです。

8

あかし

しもべ

ずの人に「神の至らない僕 に何か食べる
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そうではありません。

9

その後の出来事は，すべての聖典の中

後「わたしが行うのを見たそのことをあな

でも，最も悲喜こもごもの話の一つです。

たがたも…… 行〔う〕」10 ようにと，御自

そのことについては，アルマ書第 8 章か

分に従う人々を信頼されました。そのよう

ら第 16 章で読むことができます。

にして，イエス・キリストは御自身の教会

今日，皆さんに次の二つの質問につい
て考えてほしいと思います。
「わたしはアルマから何を学べるだろう
か。」
「わたしのどこがアミュレクに似ている
だろうか。」

アルマは町に入るまで何日も断食しま
した。その町で彼は，まったくの見ず知ら

くのをためらってしまうことがあります。

を築き上げただけでなく，御自身の僕た
ちをも育てられたのです。
皆さんがどのような立場で奉 仕してい
るとしても，すなわち，執事定員会会長，
ステーク会長，地域会長であっても，成功
するためには自分にとってのアミュレクを
見つけなければなりません。

わたしはアルマから何を学べるだろうか

イエス・キリストの教会における過去，

それは，教会に集う人々の中で控えめ
な人や，人目につかない人かもしれませ

ん。また，奉仕することに否定的に見え
たり，奉仕できないように見えたり する人
かもしれません。皆さんのアミュレクは，
経験に乏しかったり，疲れを感じていた
り，活発ではなかったりする老若男女かも
しれません。一見しただけでは分からな
いかもしれませんが，彼らが皆さんから聞
きたいと切望しているのは，
「主はあなた
を必 要としています。わたしもあなたが
必要です」という言葉なのです。
心の奥底では，神に仕えたいと望んで
いる人が大勢います。主の御手に使われ
る者になりたいと思っているのです。彼
らは 地 上を救い主の 再 臨に備えるため
かま
に，鎌 を入れ，力を尽くして働きたいと望
んでいます。主の教会を築きたいと思っ
ています。しかし，自分 から始める気に
はならないので，たいてい，頼まれるまで
待っています。
皆さんの支部やワード，伝道部やステー
クにおいて，行動を起こす呼びかけを必
要としている人々について考えるようにお
勧めします。主は彼らに働きかけておら
れます。彼らを備え，彼らの心を和らげて
くださっています。心の目で彼らを探し出
してください。
彼らに手を差し伸べてください。彼ら
を教え，鼓舞し，彼らに助けを求めてくだ
さい。
天使がアミュレクに告げた，主の祝 福
が彼らと彼らの家族にとどまるであろう11
という言葉を彼らと分かち合ってください。
声をかけなかったら人目につかずにいた
であろう人が雄々しい主の僕となるのを目
にして，皆さんは驚くかもしれません。

体から，自分を遠ざけている人もいるで

子供のいる家庭を維持するために働いて

しょう。幻滅したり，怒りを感じたりした

いたとき，彼は教会について困惑させられ

人もいるでしょう。古代エペソの教会にい

る情報を偶然目にしました。そのような

12

た一部の人々のように，
「初めの愛」 ，す

否定的な資料を読めば読むほど，疑いの

なわちイエス・キリストの福音の崇高で

気持ちがさらに強くなりました。最終的

永遠の真理から離れている人がいるかも

に，彼は自分の名前を教会の記録から抹

しれません。

消してくれるよう要請しました。

または，アミュレクのように，主が「幾

それ以来，反抗していたときのアルマの

度となく呼ばれ」ていることを知っていな

ように，デビッドは教会員と議論したり，

がら，
「聞こうとしな〔い〕」人がいるかも

会員たちの信条に反論することを目的に

しれません。

インターネット上の会話に参加したりする

それでも，主はアミュレクに見いだされ
たものを皆さんにも見いだされます。それ
は 重 要 な業を託され，証を分 かち合う

ことに多くの時間を費やしました。
彼はそういうことにとてもたけていまし
た。

雄々しい僕となる可能性です。ほかの人

彼は，わたしがジェイコブと呼ぶある会

ではまったく同じ働きをすることができな

員と議論しました。ジェイコブはいつも思

い召しがあります。主は，人々を祝福し高

いやりがあり，デビッドに対して敬 意を

める神聖な力を秘めた御自身の聖なる神

払っていましたが，教会を擁護する姿 勢

権を，皆さんに託しておられます。心の声

は堅固でした。

み たま

を聞き，御霊の促しに従ってください。

歳月が経過するにつれ，デビッドとジェ
イコブは互いへの尊敬と友情を培ってい

ある会員がたどった道のり

きました。デビッドが知らなかったのは，

わたしのどこがアミュレクに似ているだろうか

「もし主が呼ばれたら，わたしは聞くだ

ジェイコブがデビッドのために 10 年以上

アミュレクを探すべき人もいれば，
「わ

ろうか」と自問したある兄弟がたどった道

も信仰深く祈り続けていたということです。

たしのどこがアミュレクに似ているだろう

のりに，わたしは感動しました。このすば

ジェイコブはさらに，この友人の名前を神

か」と問うべき人もいます。

らしい兄弟をデビッドと呼ぶことにします。

殿の祈りのリストに加え，主がデビッドの

長年の間に，主の弟子としての熱意が

デビッドは 30 年前に教会に改宗しまし

薄れている人もいるでしょう。証の炎が弱

た。彼は伝道に出て，その後，法科大学

心を和らげてくださるように願いました。
時間がたつにつれ，デビッドはゆっくり

まっている人もいるでしょう。キリストの

院で学びました。学業に励みながら幼い

と変わっていきました。彼はかつて自分
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が受けた霊的な経験を懐かしく思うよう

分が教会に再び受け入れられるために必

わたしたちの愛する救い主は，皆さんが

になり，教会員だったときに感じた幸せな

要なことは何であろうと行えることを知り

どこにいるか知っておられます。皆さんの

気持ちを思い出しました。

ました。

心の内を知っておられます。主は皆さんを

アルマと同様に，デビッドもかつて心に

やがてデビッドはバプテスマの水に入り

救いたいと望んでおられます。主は手を差

培った福音の真理を完全に忘れ去ったわ

ました。そして，かつて受けた祝福が回復

し伸べてくださいます。ただ，心を主に開

けではありませんでした。そしてアミュレ

される日を心待ちにするようになりました。

いてください。主に従う道からそれてし

クのように，デビッドも主が自分に手を差

この夏にデビッドの祝福が回復された

まった人々が（たとえほんの少しそれただ

し伸べておられるのを感じました。当時

ことを，皆さんにお伝えできてうれしく思

けであったとしても），神の慈しみと恵みに

デビッドは，法律事務所の共同経営者で，

います。彼は教会のすべての活動に参加

ついて深く考え，心に感じ，アルマとアミュ

立派な仕事に就いていました。彼は教会

し，自分のワードで福音の教義クラスの

レクから学び，救い主の「わたしに従って

を批判する者として知られていたので，教

教師として奉 仕しています。彼はあらゆ

きなさい」という，人生を変える言葉に耳

会に再加入するのは，プライドが許しませ

る 機 会を捉 えて，自分 の 変 化 について

を傾けてくださるように願っています。

んでした。

人々に話し，自分 が引き起こした問題を

それでも羊飼いが呼ばれる声を感じ続
けました。

そうすれば必ず天からの報いを受けられ

ついての証を述べています。

ることでしょう。主の祝福があなたとあな
14

彼は，
「あなたがたのうち，知恵に不足し
ている者があれば，その人は，とがめもせ
ずに惜しみなくすべての人に与える神に，

たの家族のうえにとどまることでしょう。
結び

そのことを証し，主の使徒としてわたし

愛する兄弟たち，そして愛する友人の皆

願い求めるがよい。そうすれば，与えられ

さん，わたしたちのワードやステークにい

るであろう」13 という聖句を心から信じま

るアミュレクを探し出し，鼓舞し，彼らを

した。彼は祈りました。「心から愛する神

頼りにしましょう。今日の教会にはアミュ

様，わたしは再び末日聖徒になりたいので

レクのような人が大勢います。

すが，答えを必要とする質問があります。」

あなたはその一人を知っているかもしれま

彼は御霊のささやきや友人の霊感され

せんし，あなたがその一人かもしれません。

た答えに耳を傾けるようになりました。こ

恐らく主は皆さんにささやかれ，初めの

れまで，そのようなことは一度もありませ

愛に立ち返り，自分の才能を発揮し，ふさ

んでした。彼の疑いは一つずつ信仰に変

わしい状態で神権を行使し，イエス・キリ

わっていき，ついに，イエス・キリストと主

ストにさらに近づいて，この地上に神の王

が回復された教会に対する自分の証を感

国を築くために同 胞 である聖徒たちと肩

じることができるようになったのです。

を並べて奉仕するように促しておられるこ

その時点で彼は，プライドを克服し，自
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主が呼ばれる声に聞き従ってください。

修復し，福音とイエス・キリストの教会に

はら から

とでしょう。

の祝福を皆さんに残します。イエス・キリ
み

な

ストの御名により，アーメン。■
注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

モーサヤ 27：8 － 10 参照
アルマ 36：6 － 20 参照
アルマ 4：20
アルマ 8：24 参照
アルマ 8：18
アルマ 8：19
アルマ 10：2 － 6 参照
アルマ 8：27 参照
ルカ 18：22
ジョセフ・スミス訳マタイ 26：25（『聖句ガイ
ド』310 ）
アルマ 10：7 参照
黙示 2：4 参照
ヤコブの手紙 1：5
アルマ 10：7 参照

大管長会第一顧問

ヘンリー・B・アイリング管長

彼らも
強くなるためである
ほかの人々を高めて栄えある奉仕に備えさせるという召しを，わた
したちが果たせるように祈っています。

ないのです。」1
違いがまったくないという，そうした霊
的な可能性は，アロン神権をメルキゼデク
神権に「付属」するものとした主の説明に
示されています。2「付属」という言葉は，
その二つがつながっていることを意味しま
す。このつながりは，神権が本来の力とな
り祝福となるために，この世においても永
遠においても重要です。神権は「日の初
3

めもなく年の終わりもない」からです。
そのつながりはシンプルです。アロン
神権によって，若い男性はよりいっそう神
聖な責務に向けて備えられるのです。
「大神権すなわちメルキゼデク神権の力
と権能とは，教会のすべての霊的な祝福
かぎ

神

の鍵を持つことである。
の神権を持つ人たちとこの集会

した。わたしは祭司にすぎなかったから

すなわち，天の王国の奥義を受ける特

に出席できることを祝福と感じ

です。……わたしはしばらく福音を宣べ

権を持ち，天が彼らに開かれ，長子の教

ています。この成人男性と青少

伝えながら旅をし，その後，長老に聖任さ

会の総集いと親しく交わり，また父なる神

れました。……

と新しい聖約の仲保者イエスの親しい交

年から成るグループの献身と信仰，無私

4

の奉仕は，現代の奇跡です。わたしは今

〔今，〕十二使徒定員会の会員となって

夜，年齢を問わず，一つとなって主イエス・

およそ 54 年になります。十二使徒定員会

それらの神権の鍵は，同時期にただ一

キリストに真心から仕える神権者に向け

やほかの定員会の会員として，これまで

人がそのすべてを行使します。主の教会

て話します。

60 年間旅をしてきました。そこで，この

の大管長，管理大祭司がその人です。そ

場にいる皆さんに申し上げたいと思いま

して，大管長から任を受けた人により，メ

神権の務めを立派に果たす人に御自分の

す。わたしは教師の職を受けていたとき，

ルキゼデク神権を持つすべての男性は，

力を授けられます。

また特に祭司としてぶどう園で務めを果

全能者の御 名 によって語り，行動する権

主は，あらゆる神権の職にあってその

わりと臨在とを享受することである。」

み

な

ウィルフォード・ウッドラフは，大管長

たしていたときに，使徒であったときと同

能と特権を授かることができます。その

のときに，かつて神権の職において経験

様に神の力によって支えられました。自

力は無限です。それは生と死，家族と教

したことをこう述べています。

分の職務を果たすかぎり，違いはまったく

会，神御自身の偉大な属性と神の永遠の

「わたしはこの教会で初めて説教を聞
き，翌日，バプテスマを受けました。……
教師に聖任され，すぐに伝 道を始めまし
た。……その伝道中はずっと教師でした。
……大会で祭司に聖任されました。……
祭司に聖任された後，派 遣されて…… 南
部地域の伝道に赴きました。 1834 年の
秋のことです。わたしには同僚がおり，わ
たしたちは財布も袋も持たずに出かけま
した。わたしはかなりの距離を独りで旅
して，福音を宣べ伝えました。そして，多
くの人にバプテスマを施しましたが，彼ら
を教会員に確認することはできませんで
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ある。」論文に何が書かれていたかはあま
り思い出せませんが，偉大なメルキゼデク
神権者に対して抱いた感謝の念はいつま
でも忘れません。父はわたしに，自分で
は気づかなかった霊的な知恵があること
を分かっていたのです。
それから何年もたって，使徒に聖任され
業に関連しています。
その栄えあるメルキゼデク神権の務め

わたしが手助けすることをビショップは望

た後のある夜，わたしは神の預言者から

んだのです。

電話を受け，教会の教義について書かれ

を信仰と力，感謝の念をもって果たす長

次にわたしたちは，困難な状況で生活

たものを読むように頼まれました。その

老となるように，主はアロン神権者を備え

している二人の幼い少女を慰めに行きま

夜，預言者はある本を何章か読み込んで

ておられます。

した。そこを出た後，ビショップは静かに

いました。預言者はくすくす笑いながら

こう言いました。「あの子たちはわたした

言いました。「わたしはこれを全部は読

ちが来たことを決して忘れないだろうね。」

めません。わたしがせっせと取り組んで

長 老にとって，神権のすべての奉 仕の
業において役割を果たすには，深い感謝
の念を抱くことが不可欠です。皆さんは，

次の家では，あまり活発でない男性会

いるのに，あなたは休んでいられません

執事や教師，祭司の時代に，大神権を持

員を主に立ち返るように招く方法を悟りま

よ。」次いで，何年も前に父から言われた

つ人たちが手を差し伸べて，神権者として

した。自分がワードの会員に必要とされ

歩む旅路において高め励ましてくれたとき

ていることを分からせたのです。

のことを思い出すことでしょう。

そのビショップは模範によって，視野を

のとほとんど 同じことを言われました。
「ハル，あなたこそこれを読むべき人です。
出版するのがよいかどうか，あなたには分

すべてのメルキゼデク神権者にはその

広げ，わたしを高めてくれたメルキゼデク

ような思い出があるものですが，感謝の

神権者です。どこへでも出かけて行って

かるでしょう。」
メルキゼデク神権者のおかげで視野が

念は年月がたつにつれて薄れてしまって

主に代わって奉仕する力と勇気を持つよ

広がり，自信を得るというこの同じパター

いるかもしれません。わたしが願うのは，

うに教えてくれました。随分前にこの世

ンを，ある夜，教会主催の演説会でも経

皆さんがその 気持ちを再び 燃え上がら

を去りましたが，今も覚えています。経験

験しました。 17 歳のときに，大勢の聴衆

せ，それとともに，かつて助けられたと同

の浅いアロン神権者であったわたしに手

に向けて話をするように依 頼されたので

じようにできるだけ多くの人を助けようと

を差し伸べて高めてくれたからです。後

す。何が 期待されているのかまったく分

再度決意することです。

で分かったのですが，彼はわたしが将来，

からず，テーマも与えられませんでした。

わたしはあるビショップのことを思い出

より大きな責任の伴う神権の道を歩む姿

そこで，わたしは福音について自分の知っ

します。神権の力においてなり得る者に

を見ていたそうです。当時のわたしには

ていることをはるかに超えた話を準備し

すでになっているかのように扱ってくれま

思いも及ばない姿でした。

てしまいました。話しながら，間違ったこ

した。わたしが祭司のとき，ビショップは

父もわたしに同じことをしてくれました。

とをした，と気づきました。 話し終えた

ある日曜日に電 話をかけてきて，同僚と

父は経験豊かで賢明なメルキゼデク神権

後，失敗したことに対して意気消沈したの

なってワードの会員たちを一緒に訪問し

者でした。あるとき父は一人の使徒から，

を今でも覚えています。

てほしいと言いました。わたしが唯一の

地球の年齢に関する科学的根拠について

わたしの次は最後の話者で，十二使徒

希望であるかのように頼んだのです。ビ

短い論文を書くように頼まれました。父

定員会のマシュー・カウリー長老でした。

ショップにはわたしは必要ではありません

は，慎重に執 筆しました。読む人の中に

カウリー長 老は偉大な話し手で，教会中

でした。ビショップリックにすばらしい顧

は，地球は科学的根拠を基に提唱されて

から愛されていました。わたしは説教壇

問がいたからです。

いるよりもはるかに若いと根強く考える人

の近くの席から長老を見上げていたのを

がいることを知っていたからです

今も覚えています。

わたしたちは，夫を亡くし，お金にも食
べ物にも事欠いている女性を訪問しまし

今でも覚えていますが，父は自分 が 書

カウリー長老は力強い声で話し始めま

た。彼女の心に触れ，予算を立ててその

いたものをわたしに手渡し，こう言いまし

した。そして，わたしの話を聞いてすばら

とおりに使うよう勧め，自立できるだけで

た。「ハル，君にはこれを使徒と預言者に

しい大会に出席したと思ったと述べまし

なく助ける立場になれると約束する際に，

送るべきかどうか判断する霊的な知恵が

た。そう言いながらほほえんでくれまし
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た。失敗したという気持ちは消え去り，わ
たしはいつの日か，長老がすでに思ってく
れているような人物になれる，という自信
を得たのでした。
その夜の思い出から，わたしは今もアロ
ン神権者が話すときには注意深く耳を傾
けるようにしています。カウリー長老がして
くれたことのおかげで，彼らから神の言葉
を聞けると，いつも期待しています。がっ
かりすることはほとんどなく，しかもしば
しば驚嘆して，カウリー長老のように，ほほ
えまずにはいられません。
神権者として成長するよう若い兄弟を
強めるうえで，助けとなることはたくさんあ
るかもしれません。しかし，彼らが信仰と

数え上げられないほど多いからである。

うに祈っています。

自信を増して，神権の務めにおいて神の

しかし，これだけは言える。もし自分自

「また，あなたがたの中で御霊において

力を受けられるように助けること以上に

身や自分の思い，言葉，行いに注意を払

強い者がいれば，その人は弱い者を伴っ

力強いものはありません。

わず，神の戒めを守らず，主の来臨につい

て行きなさい。それは，弱い者ができる

そうした 信 仰と自 信 は，高 揚され た

て聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続け

かぎり柔和に教化されて，彼らも強くなる

一度だけの経験では保たれません。たと

ないならば，あなたがたは滅びるに違い

ためである。

え非常に優れたメルキゼデク神 権 者に

ない。 おお，人々よ，覚えておきなさい。

よって高められた場 合であってもそうで

滅びてはならない。」

6

それゆえ，あなたがたは小神権に聖任
されている者を伴い，彼らをあなたがたに

す。それらの力を受ける能力は，神権に

わたしたちは皆，深く愛する若い神権

先立って行かせて，約束を取りつけさせ，

おいてより経験を積んだ人たちから何度

者に義の敵が恐ろしい暴風のように火の

道を備えさせ，あなたがた自身の果たせ

も信頼を示されることで育まれるのです。

矢を浴び せていることを知っています。

ない約束を果たさせなさい。

アロン神権者は，毎日，実に毎時間，聖

わたしたちにとって彼らは，ヒラマンの息

見よ，これこそ，昔のわたしの使徒たち

霊を通して主御自身からも励ましと訓戒を

子と自分たちを呼んだ若い戦士のようで

が，わたしのために教会を築き上げた方法

受ける必要があります。この励ましと訓

す。ベニヤミン王が勧めるように身を守る

である。」

戒は，彼らが ふさわしくあり続けることを
選ぶ ときに受けることができます。それ
は彼らが行う選択にかかっているのです。
ですから，わたしたちは模範によって，
また証によって，偉大なメルキゼデク神権
指導者であるベニヤミン王の言葉が真実
であることを教えなければなりません。5
その言葉は，この神権の源である主の御
名によって語られた愛の言葉です。ベニ
ヤミン王は，主の励ましと訓戒を受けられ
るほどの清さを保つためにわたしたちに
何が必要かを教えています。
「最後に言うが，あなたがたが罪を犯す
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，

ならば，彼らもあの若い戦士のように生き
延びることができます。

9

神権指導者と，アロン神権者の父親の
皆さんは，奇跡を起こすことができます。

ヒラマンの息子たちは疑いませんでし

忠実な長老の軍勢を主が集められるのを

た。 勇 敢に 戦い，勝 利 者となりました。

助けることができます。その軍勢には，福

母親の言葉を信じていたからです。7 わた

音を宣べ伝える召しを受け入 れ自信を

したちは愛情に満ちた母親の信仰の力を

もって遂行する若い男性たちがいるので

理 解しています。今日，母親は息子を大

す。そして皆さんから高められ，励まされ

いに支えています。神権者であるわたし

た多くの人が，忠実であり続け，ふさわし

たちは，その支えをさらに増すことができ

い状態で神殿で結婚し，今度は彼らがほ

ますし，増さなければなりません。自分

かの人々を高め，備えさせるのを，皆さん

が改心したときには手を差し伸べて兄弟

は見ることでしょう。

たちを力づけるという責任を果たす決意
をもって支えるのです。8
わたしはすべてのメルキゼデク神権者
が主から与えられる機会を受け入れるよ

そのために新たな活動プログラムや改
善された教授資料，より優れたソーシャル
メディアは必要ありません。今 皆さんが
受けている以上の召しは必要ありません。
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神権の誓詞と聖約が，力と権能と指示を

トーマス・S・モンソン大管長

与えてくれます。皆さんが家に帰ったら，
教義と聖約第 84 章に記されている神権
の誓詞と聖約を注意深く研究するよう心
から願っています。
わたしたちは皆，もっと多くの若い男性
がウィルフォード・ウッドラフ大管長のよ
うな経験をするようにと願っています。大
管長はアロン神権者として，人を改心に導
く力をもってイエス・キリストの福音を教
えました。
ほかの人々を高めて栄えある奉仕に備

原則と約束
神から与えられている計画である知恵の言葉に述べられている
原則を守ることによって，肉体と思いを大切にすることができます
ように。

えさせるという召しを，わたしたちが果た
せるように祈っています。わたしを高め，
人を愛し高める方法を示してくれたすばら
しい人たちに，心から感謝します。
わたしはトーマス・S・モンソン大管長
が現在地上における神権のすべての鍵を

兄

弟の皆さん，今 晩，皆さんにお

1

力が増すという祝福です。

話しするに当たって，天の御父

つい先だって，わたしはこれらの約束が

の導きがあるよう祈っています。

劇的に成就したという実話を読みました。

1833 年に，主は，健 康に生活するため

忠実な教会員であったジョン・A・ラーセ

持っていることを証します。モンソン大管

の計画を預言者ジョセフ・スミスに啓示さ

ンは，第二次世界大戦中に，米国艦船カ

長は奉 仕の生涯を通じて，メルキゼデク

れました。その計画は教義と聖約第 89 章

ンブリアの乗組員として沿岸警備の任に

神権者として手を差し伸べて人を高める

に見られ，知恵の言葉として知られていま

就いていました。フィリピンでの戦闘中

ことについて，わたしたち皆の模範となっ

す。それによって，人が食べる物に関して

に，日本軍の爆撃機と神風特攻機による

てきました。大管長はこれまでずっとわ

具体的な指示が与えられ，また人の体に

飛行中隊が近づいてきているという知ら

たしを高め，またいかに人を高めるかを示

有害な物の使用が禁じられました。

せが届き，直ちに退避するようにという命

してくれましたが，その方法に，わたしは
個人的に感謝しています。
父なる神は生きておられます。イエスは
キリストであられ，この教会は主の教会で
あり王 国で す。 この 神 権は主の 神 権で
す。聖霊の力により，わたしはこのことを
自ら知っています。主イエス・キリストの
御名により，アーメン。■
注
1. ウィルフォード・ウッドラフ，
“ The Rights of
the Priesthood, ”Deseret Weekly, 1894 年
3 月 17 日付，381
2. 教義と聖約 84：30；107：14 参照
3. 教義と聖約 84：17
4. 教義と聖約 107：18 － 19
5. アルマ 13：6 － 9 には，モルモン書の預言者
たちがメルキゼデク神権を有していたことが
示唆されている。
6. モーサヤ 4：29 － 30
7. アルマ 56：47 参照
8. ルカ 22：32 参照
9. 教義と聖約 84：106 － 108
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主の戒めに従い，知恵の言葉を忠実に

令が下されました。艦船カンブリアはす

守る人には，特有の祝福が約束されてい

でに出港していたので，ジョンと 3 人の兵

ます。その一つが，健康になり，体の持久

士は装備品を集め，別の艦船に乗れるこ

とを期待しながら，浜辺に急ぎました。幸

た。力がなくなり，もう握っていられない

残りの生涯を通じて，彼は天の御父に感謝

いなことに，上陸用舟 艇 に乗ることがで

と思いました。

しました。助けを求める彼の必死な祈りに

しゅう てい

2

き，その湾を離れる最後の艦船に向けて

やがて体力が消耗し切って，もうだめだ

御父がこたえてくださったからです。

速やかに移動することができました。出

と思ったとき，ジョンは心の中で神に向

兄 弟の皆さん，神から与えられている

港しようとしていた艦船の乗組員たちは，

かって叫び，自分 がこれまでいつも知恵

計画である知恵の言葉に述べられている

なるべく早く退避しようと甲板での作業を

の言葉を守って清い生活を送ってきたこ

原則を守ることによって，肉体と思いを大

急いでおり，4 人にロープを投げるのが精

と，そして今，自分には約束されている祝

切にすることができますように。そうする

いっぱいでした。こうして彼らが何とか甲

福が 何としても必要であることを告げた

ときに，輝かしい祝福がわたしたちを待ち

板に登れるようにしたのです。

のです。

受けていることを，わたしは心の底から証

あかし

重い無線機をひもで背中に縛りつけて

ジョンが後に語っているように，祈り終

します。そのような祝福を得られますよう

いたジョンは，大海原に向かう船の横か

わると，彼は力がみなぎってくるのを感じま

に，主なる救い主イエス・キリストの御 名

らつるされた，長さ 40 フィート（約 12 メー

した。そして再び登り始め，ほとんど飛ぶ

によって祈ります，アーメン。■

トル）のロープの端にぶら下がりました。

ような速さでロープを手繰って登ることが

彼はロープを手 繰 りながら登り始めまし

できました。甲板にたどり着いたときの彼

た。ロープを握り続けられなければほぼ

の息遣いはごく普通で，息切れはありませ

確実に死ぬことは分かっていました。ま

んでした。健康と持久力が加えられるとい

だ 3 分の 1 ほどしか 登っていませんでし

う，知恵の言葉で約束されている祝福が与

たが，両腕が痛みで熱くなるのを感じまし

えられたのでした。そのときだけでなく，

た

ぐ

み

な

注
1. 教義と聖約 89：18 － 21 参照
2. ジョン・A・ラーセンの言 葉。 ロバート・C・
フリーマン，デニス・A・ライト共 編，Saints
at War: Experiences of Latter-day Saints
in World War II（ 20 01 年），350 － 351 参
照。許可を得て使用
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トーマス・S・モンソン大管長

隣に座り，短く言葉を交わしました。彼は
わたしたちの教会の会員ではありません

幸福への完全な道

でした。それから場内が 暗くなり，映画

わたしは，わたしたちのために備えられた御父の計画という偉大な
たま もの
あかし
賜 物 について証 します。それは，平安と幸福へと通じる唯一の
完全な道なのです。

わたしはどこから来たのか。なぜここに

が始まりました。
わたしたちはナレーターの声に耳を傾
けました。ナレーターが，心に訴える，万
人が抱くあの問いを投げかけます。―
いるのか。この世を去った後，どこへ行く
のか。その答えを聞こうとすべての人が
耳をそばだて，その目は画面にくぎ付けに
なりました。前世での生活が描き出され，
この地上にいる目的が説明されます。そ

こ

れから，一人の年配の男性がこの世を去
のカンファレンスセンターならび

早く，わたしはその博覧会に出展していた

り，先に霊界へと旅立った愛する人々と，

に世界各地で集う愛する兄弟姉

モルモン・パビリオンを訪れました。到着

栄光に満ちた再会を果たす感動的な場面

妹の皆さん，今朝わたしの思い

したのは，
「幸福の探求」
（ Man ’
s Search

を目にします。

を皆さんにお伝えできる機 会に恵まれ，

for Happiness ）という教会の映画が上

天の御父の計画を美しく描き出したこ

深く感謝しています。

映される直前のことでした。この映画は

の映画が終わると，観客は静かに会場を

52 年前，1964 年 7 月のこと，わたしは

救いの計画を描いたもので，以来，教会

後にしました。多くの人がその映画のメッ

万国博覧会が開催されていたニューヨーク

で長く愛される作品となっています。わた

セージに感動していたことは明らかでし

市へ行く割り当てを受けました。ある朝

しは，35 歳前後と思われる一人の男性の

た。わたしの隣に座っていた男性は立ち
上がりません。映画はどうだったかと，わ
たしは尋ねました。彼はきっぱりと答えま
した。「これは真実です。」
わたしたちの幸福と救いのために備え
られた御父の計画は，宣教師によって世
の

界中で宣 べ伝えられています。この神聖
なメッセージをすべての人が受け入れ，喜
んで従うわけではありません。しかしな
がら，あらゆる地の男女が，ニューヨーク
万国博覧会で出会ったあの若き友のよう
に，それが真理であることを認め，ふるさ
とへと安全に導いてくれるその道を確固
として歩んでいます。そうした人々の人生
は永遠に変わるのです。
その計画に不可欠な存在が，救い主イエ
あがな

ス・キリストです。主の贖いの犠牲がなけ
れば，すべての人は失われます。しかし，
主とその使命を信じるだけでは不十分で
す。わたしたちは行動して学び，探して祈
り，悔い改めて成長する必要があります。
神の律法を知り，それに従って生活する必
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十二使徒定員会会長

要があります。救いの儀式を受ける必要

ラッセル・M・ネルソン会長

があります。それこそが，真の永遠にわた
る幸福にあずかる唯一の道なのです。
わたしたちは恵まれて，その真理を手に
して います。わたしたちには，真理を分か
ち合う 義務があります。御父が持ってお
られるすべてにあずかることができるよ
う，真理に従って生活 しようではありませ
んか。御父は，わたしたちのためになるこ
とでなければ何事も行われません。主は
言われました。「人の不死不滅と永遠の
命をもたらすこと，これがわたしの業であ
1
り，わたしの栄光である。」
けん そん
わたしは心の底から，謙遜の限りを尽く
して，わたしたちのために備えられた御父
の計画という偉大な賜物について証しま
す。それはこの世と来るべき世において，
平安と幸福へと通じる唯一の完全な道な
のです。
兄弟姉妹の皆さん，話を終えるに当た
り，わたしの愛と祝 福を皆さんに残しま
す。わたしたちの救い主，贖い主であら
み な
れるイエス・キリストの御名により，アーメ
ン。■
注
1. モーセ 1：39

喜びー
霊的に生き抜く道
生活の中心をイエス・キリストと主の福音に向けるなら，人生で何が
起こっても― 起こらなかったとしても― 喜びを感じることができ
ます。

愛

する兄弟姉妹の皆さん，今日わ

預言者たちが，危険に満ちた時代の訪れ

たしは，霊的に生き抜くうえで鍵

を予見しました。 全地が混乱し， 人々が

1

2

となる原則についてお話しした

「自分を愛する者，
…… 無情な者，
……神よ

いと思います。これは，周囲で起こる悲

りも快楽を愛する者」 となり，多くの者が

劇や不誠実な事柄が増すにつれて，さら

サタンの業を支えるサタンの手下となる

に重要となる原則です。

時代を，彼らは見たのです。実に，皆さん

3

4

この末日にあって預言が成就するのを目

もわたしも，
「やみの世の主権者，また天井

にし，だれしも驚くには及びません。イザ

にいる悪の霊に対〔して〕戦」っているの

ヤ，パウロ，ニーファイ，モルモンなど多くの

です。

5
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国家間の争いが激化し，卑劣なテロリ

なので す。 ひど い 1 日や 1 週 間，散々な

ストが罪なき人々をえじきにし，ビジネス

1 年を過ごしながらも，わたしたちは喜び

から政 府に至るまで，あらゆる腐敗がは

を感じられます。

びこる時代にあって，わたしたちに助けを

愛する兄弟姉妹の皆さん，わたしたち

もたらすものとは何でしょうか。個人的に

が感じる幸せは，生活の状 況ではなく，

受ける試練や，この末日を生きる過酷さに

生活の中で何に目を向けるかにかかって

立ち向かううえで，個々に助けを与えてく

いるのです。

れるものとは何でしょうか。

トーマス・S・モンソン大管長が教えて

預言者リーハイは霊的に生き抜くため

くださったように，生活の中心を神の救い

の原則について教えました。まず，リーハ

の計画とイエス・キリスト，主の福音に向

イが置かれていた状況を見てみましょう。

けるなら，人生で何が起こっても― 起こ

彼はエルサレムで真理を説いたために迫

らなかったとしても― 喜びを感じること

害され，財産を残し家族とともに荒れ 野

います。 1838 年，ミズーリ州において，

ができます。喜びは主から始まり，もたら

へ逃げるようにと主から命じられました。

厳しい冬の到来とともに発令された悪名

されるものです。主はすべての喜びの源

天幕に住み，行く先も分からぬまま，手に

高い撲滅令のために， 彼女を含む聖徒

であられます。クリスマスの時 季，
「もろ

入るわずかな食料で命をつなぐ中，二人

たちはその 冬，ミズーリ州を追われまし

びと，こぞりて

の息子，レーマンとレムエルが主の教えに

た。ある晩，エライザの家族は，家を追わ

英文の歌詞は，
「世に喜びをもたらす，主

背き，弟のニーファイやサムを攻撃するの

れた聖徒たちが使っていた小さな丸太小

がお生まれになった」の意）と歌うとき，

を目にしました。

屋で一晩を過ごしました。丸太の透き間

喜びを感じます。わたしたちはその喜び

7

9

迎えまつれ」 （訳 注：

明らかに，リーハイは反対のもの，すな

を埋めるのに用いた材料は先発隊によっ

を，一年中感じることができるのです。末

わち不安，心痛や苦痛，落胆や悲しみを

てはがされ，まきとして燃やされてしまっ

日聖徒にとって，イエス・キリストは喜び

知っていました。 それでもリーハイは，

たため，ネコが出入りできるほどの透き間

です。

雄々しく，ためらうことなく，主が啓示さ

があちこちにありました。寒さは厳しく，

れた「人が存在するのは喜びを得るため

食べ物は固く凍りついていました。

である」という原則を告げ知らせたので

だからこそ，宣教師は家族を離れて主
の福音を宣べ伝えに行くのです。彼らの

その晩，たった 6.1 メートル四方の小さ

目標は会員の数を増やすことではありま

す。 想像してみてください。リーハイは

な丸太小屋に，およそ 80 人が肩を寄せ合

せん。宣教師が教え，バプテスマを施す

知り得たあらゆる言葉の中から，この現世

いました。ほとんどの人が身体を温めよう

のは， 世の人々に喜びをもたらすためな

におけるわたしたちの人生の性質と目的

と，一晩中座ったり立ったりしていました。

のです。

を表すのに，あえて「喜び 」という言葉を

外では，何人かの男たちが燃え盛る炎を

「人知ではとうてい測り知ることのでき

選んだのです。

囲み，賛美歌を歌ったり，凍ったジャガイ

ない」12 平安をもたらしてくださるのと同

モをあぶったりしながら，夜を明かしてい

様に，救い主は人の論理や理解が及ばな

ました。エライザはこう記 録しています。

いほど強く，深く，満ち足りた喜びをも与

6

人生はあらゆる回り道や行き止まり，試
練や困難に満ちています。だれしも，悲

10

11

嘆や苦悩，絶望に飲み込まれそうになっ

「文句は一言も聞かれませんでした。皆が

えてくださいます。例えば，子供が不治の

た経験があるでしょう。それでも，喜びを

陽 気でした。知らない人からすれば，州

病にかかったときや失業したとき，伴 侶 に

得るために存在していると言えるのでしょ

から追放された一団ではなく，楽しげな

裏切られたときに喜びを感じるのは，不可

うか。

旅行者たちのように見えたことでしょう。」

能なことのように思えます。しかし，それ

はん りょ

そうです。確かに，そう言えるのです！

疲れ果て，芯まで凍えるようなその夜に

こそが，救い主の用意してくださっている

でも，どうしたらそれが 可能になるので

ついてのエライザの記録は，驚くほど楽観

喜びなのです。主の喜びは絶えず，わた

しょう。天の御父がわたしたちのために

的です。エライザは断言しています。「と

したちの「逆境と…… 苦難は，つかの間

備えておられる喜びを得るには，何をしな

ても楽しい夜でした。聖徒こそ，あらゆる

にすぎ」ず 13 ，聖別されてわたしたちの益

ければならないのでしょうか。

8

状況で幸せでいられる人々なのです。」

となることを確信させてくれるのです。14

中央扶助協会第 2 代会長のエライザ・

まさに，そのとおりです。聖徒とは，あ

では，どうしたらその喜びを得られる

R・スノーは，胸躍る答えを与えてくれて

らゆる状況において幸せでいられる人々

のでしょうか。まず，
「あらゆる思いの中
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16
で」，
「信仰の導き手であり，またその完

で は，主の前に置 か れ た喜 びとは何

その 後に起こった不貞の問 題を妻とビ

成者であるイエスを仰ぎ見」15 ることから

だったのでしょう。わたしたちを清め，癒

ショップに告白する勇気を得ました。彼

始められます。祈りの中で常に感謝を表

し，強める喜び，悔い改めようとするすべ

は今，ビショップから勧告されることをす

し，主と天の御父と交わした聖約を守るこ

ての人の罪の代価を払う喜び，わたしや皆

べて行い，愛する妻の信頼を取り戻すた

とができます。わたしたちが救い主をより

さんが清くふさわしくされ，天の家に帰り，

めに心底努力しています。

身近に感じるにつれ，また主の喜びが与

天の両親や家族とともに住むことを可能

えられるよう切に願い求める中で，わたし

にする喜びが含まれていたはずです。

たちが感じる喜びは増すことでしょう。

いや

自分自身や愛する人々にこれから与え

ある若い女性は，性的に清くある喜び
に目を向けることによって，刺激的で人気
があっても，霊的には危険な状況から離

喜びには力があり，喜びに目を向けるな

られる喜びに目を向けるなら，今は圧倒さ

れ，そのことで友人からあざけられても，

ら，生活に神の力を取り入れることができ

れ，つらく，恐ろしく，不公平で，まったく

耐え忍ぶことができたのです。

ます。すべてにおいて，イエス・キリスト

不可能に思える，どのような事柄に耐える

は最大の模範であり，
「自分の前におかれ

ことができるでしょうか。

ている喜びのゆえに，…… 十字 架を忍」

以前はよく妻の品位をおとしめ，子供た
ちに怒りをぶつけていたある男性は，聖

霊的に不安定な状況にあったある父親

霊を常に伴侶とするにふさわしくあるとい

ばれました。 そのことを考えてみてくだ

は，いつか清められて主から正しいとさ

う喜びに目を向けました。すると，以前は

さい。この地上で最も耐え難い苦しみに

れ，罪や恥から解放され，心の平安を手

頻繁に屈していた，生まれながらの人

耐えるために，救い主は喜び に目を向けら

にするという喜びに目を向けることにしま

を捨て去り，必要な変化を遂げることが

れたのです。

した。そうして，彼はポルノグラフィーと，

できたのです。

17

18

最 近 愛 する同僚の一人が，過 去 20 年
にわたり経験したつらい試練について話
してくれました。彼はこう語っています。
「わたしは喜びをもって耐えることを学び
ました。わたしの苦しみは，キリストの喜
19

びに飲み込まれてしまったのです。

皆さんやわたしは，
「自分の前におかれ
20

ている」 喜びに目を向けることで，何を
耐え忍ぶことができるでしょうか。どのよ
うな悔い改めが可能になるでしょう。ど
のような弱さを強さに変えられるでしょ
21

う。 主のどのような訓練が祝福となるで
しょう。22 どのような落胆や悲劇が，わた
したちの益となるでしょう。23 困難に思え
るどのような奉仕を，主にささげられるよ
うになるでしょうか。24
熱意を込めて救い主に目を向け，また
喜びに目を向けるという主の規範に倣お
うとするとき，わたしたちは喜びを妨げる
事柄を避ける必要があります。反キリスト
のコリホルを覚えているでしょうか。方々
を巡り救い主に関する偽りを言いふらし
ていたコリホルは，ついにある大祭司の前
に 連 れて来られ，こう尋 ねられました。
「なぜあなたは方々歩き回って主の道を曲
げようとしているのか。なぜキリストは現
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れるはずがないとこの民に教えて，彼らの
25

されることはない。 ……〔主〕の前には
33

喜びを妨げるのか。」

満ちあふれる喜びがあ〔る〕。」 この原

キリストや主の教義に反するものはす

則がわたしたちの心に深く刻まれるなら，
34

べて，わたしたちの喜びを妨げます。そ

毎日が喜びと楽しみの日となるのです。

れには，インターネットやブログ上で実に

このことを，イエス・キリストの聖なる御

多く見られる人の哲学も含まれており，コ

名によって証します，アーメン。■

リホルとまったく同じ影 響を与えていま
26

す。

世に目を向け，この世の幸福への公式
27

に従っても ，決して喜びを知ることはで
きません。不義な人々は多くの感情や感
覚を味わうでしょうが，喜びを経験するこ
28

とは決してないのです。 喜びは，忠実な
たま もの

29

者に与えられる賜物です。 それは，イエ
ス・キリストが教えられたとおりに，意識
的に義にかなった生活を送ろうとするこ
30

とで得られる賜物なのです。

主は喜びを得る方法を教えてくださいま
した。天の御父を神とすることを選び
あがな

31

，

救い主の贖 いが自分の生活に及んでいる
ことを感じられるとき，わたしたちは喜び
で満たされます。32 伴侶をいたわり，子供
たちを導く度に，だれかを赦し，だれかに
赦しを求める度に，喜びを感じることがで
きます。
皆さんとわたしが日の 栄えの 律 法 に
従って生きることを選ぶ度に，聖 約を守
り，人々も聖約を守ることができるよう助
ける度に，喜びはわたしたちのものとなる
のです。
詩 篇 の 言 葉 を心 に 留 めてください。
「わたしは常に主をわたしの前に置く。主
がわたしの右にいますゆえ，わたしは動か
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注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 テモテ 3：1 － 5 参照
教義と聖約 45：26 ，88：91 参照
2 テモテ 3：2 － 4
教義と聖約 10：5 参照
エペソ 6：12
2 ニーファイ 2：25
1838 年 10 月 27 日，ミズーリ州 知 事 のリル
バーン・Ｗ・ボッグズは，モルモン教徒撲滅令
を発令した（『歴代大管長の教え― ジョセフ・
スミス』349 参照）。
8. エライザ・R・スノー の 言 葉。 エド ワード・
W・タリッジ，The Women of Mormondom
（ 1877 年），145 － 146 参照
9.「もろびと，こぞりて」
『賛美歌』116 番
10. 主が命じられたとおりに，宣教師は主の御名
によって宣べ伝え，教え，バプテスマを施 す
（マタイ 28：19 ，マルコ 16：15 ，モルモン 9：
22 ，教 義と聖 約 68：8 ，84：62 ，112：28 参
照）。イエスは執り成しの祈りの中で，弟子た
ちの喜びと御自身がどのようにかかわってい
るか を 述 べ られ た。 主 はこう語 って いる。
「世にいる間にこれらのことを語るのは，わた
しの 喜びが彼らのうちに満ちあふれるためで
あります。」
（ヨハネ 17：13 ，強調付加）
11. アルマ 13：22 参照
12. ピリピ 4：7
13. 教義と聖約 121：7
14. 2 ニーファイ 2：2 参照
15. ヘブル 12：2
16. 教義と聖約 6：36
17. ヘブル 12：2
18. モーサヤ 3：19 参照。注：「生まれながらの
人」は神の敵であるばかりでなく，その妻子に
とっても敵である。
19. アルマ 31：38 参照
20. ヘブル 12：2

21.
22.
23.
24.
25.

エテル 12：27 参照
ヘブル 12：6 参照
教義と聖約 122：7 参照
マタイ 19：26 ，マルコ 10：27 参照
アルマ 30：22 。モルモン書はイエス・キリス
トに従うことを選んだために 喜びを経験した
男女の物語に満ちている。コリホルの場合の
ように，ほかのいかなる選びも最終的には滅
亡につながる。
26. 中傷 は虚偽を意味し，人や物の評判をおとし
める目的で悪意に満ちた偽りの証言をするこ
とである。中傷はコリホルの時 代，そして現
代にも見られる。預言者ジョセフ・スミスは，
中傷にあっても，教会 が負けることはないと
語った。こう述べている。「真理の旗が掲げ
られています。いかなる汚れた者の手も，こ
の業の発展を止めることはできません。迫害
は威を振るい，暴徒は連合し，軍隊は集合し，
中傷の風が吹き荒れるかもしれません。しか
し神の真理は大胆かつ気高く，悠然と進み行
き，あらゆる大陸を貫き，あらゆる地方に至り，
あらゆる国に広まり，あらゆる者の耳に達し
て，神の目的は成し遂げられるでしょう。こう
して，大いなるエホバは，業は成ったと告げら
れることでしょう。」
（『歴 代 大 管長の教え―
ジョセフ・スミス』444 ）
27. この世は，物 を買うことで喜びが得られると
教える。それで得られなければ，もっと買うよ
うにと勧める。また，罪を犯せば喜びが得ら
れると教え，それで得られなければ，もっと罪
を犯すようにと勧める。快楽主義を追求する
ことで大きな喜びが 得られると約束するが，
それは真実ではない。
28. この世においても，来る世においても同様で
ある。
29.「世の十字 架を堪え忍んできた〔義にかなっ
た聖徒〕たち…… は，…… 神の王国を受け継
ぐ。そして彼らの喜びは，とこしえに満たされ
るであろう」
（ 2 ニーファイ 9：18 ）
30. 例として，2 ニーファイ 27：30 ，アル マ 27：
16 － 18 参照
31. 1 ニーファイ 17：40 参照
32. モーサヤ 4：2 － 3 参照
33. 詩篇 16：8 ，11
34. イザヤ 35：10 ，2 ニーファイ 8：3 参照

七十人

ピーター・F・マーズ長老

聖餐 ―
聖くなる助け
せ

き

い

さ

ん

よ

神聖な聖餐の儀式に毎週臨むことによって，より強い印象と力を
受けるための 5 つの方法について考えてみてください。

1． 事前に準備する

聖餐のための準備は，聖餐会が始まる
ずっと前から行うことができます。土曜日
は，自分の霊的な成長と備えについて深
く考えるのによい時間です。
天の御父のようになるための旅路にお
いて，この世の生涯は欠くことのできない
贈り物です。必然的に，人生には試練や
困難が伴いますが，それはわたしたちが
変わり，成長する機会をもたらしてくれま
す。ベニヤミン王はこのように教えました。
「生まれながらの人は神の敵であり，……
聖なる御霊の勧めに従い，主なるキリスト
しょくざい

の贖罪により，生まれながらの人を捨てて
聖徒と……〔なら〕ないかぎり，とこしえ

わ

にい つまでも 神 の 敵となるであろう。」
たしの記憶にある最初の聖餐会

れば，あなたがたはいつもわたしを覚え

（モーサヤ 3：19 ）聖餐の儀式に臨むこと

は，オーストラリアのワーナン

ているということを，父に証明することが

は，わたしたちの心と霊をより完全に神に

ブールにあるわたしの家で開か

できる。そして，あなたがたは，いつもわ

従わせる機会をもたらしてくれます。

れました。 10 人から 15 人ほどの会員が

たしを覚えているならば，わたしの御霊を

準 備する中で，キリストの贖 いに感謝

集う支部の中で，3 人いた神権者のうちの

受けるであろう。」
（ 3 ニーファイ 18：11 ）

を示し，自分の間違いや欠点を悔い改め，

1 人であったわたしの父には，聖餐を祝

神聖な聖餐 の 儀 式に毎 週 臨むことに

福する機会がよくありました。父が謙 遜

よって，より強い印象と力を受けるための

旅 路において御父の助けを求めるとき，

な面持ちで，注意深く聖餐の祈りの言葉

5 つの方法について考えるよう皆さんに

わたしたちの心は打ち砕かれます。そう

を読むときに感じた気持ちを，今でも覚え

お勧めします。聖餐はわたしたちが聖く

するなら，わたしたちは主の犠牲を覚え，

ています。父は度々，御霊を感じて声を震

なる助けとなります。

交わしたすべての聖約に対する決意を新

けん そん

み たま

あがな

天の御父のようになるための終わりなき

わせていました。祈りの言葉を終える前
に，一旦止まって感情を抑えなければなら
ないときもありました。
当時 5 歳であったわたしは，述べられ
ている言葉や行われていることの意味を
十分には理 解できていませんでしたが，
何か特別なことが起きていることは分か
りました。父が，わたしたちに対する救い
主の愛に思いをはせる間，わたしは穏や
かで，安らぎをもたらす聖霊の影響力を感
じることができました。
救い主はこう教えられました。「これを
あなたがたは，悔い改めてわたしの名に
よってバプテスマを受ける人々のためにい
つも行いなさい。あなたがたは，わたし
があなたがたのために流したわたしの血
の記念として，それを行いなさい。そうす
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たにするという，聖餐がもたらす機会を待

たちの思いや感情を高めます。聖餐の賛

霊的に臨むなら，わたしたちは多くを学び，

ち望むことができるのです。

美歌は，その歌詞や教えられている力強い

より多くのことを感じることができます。

2 ． 早めに到着する

教義に目を向けるとき，よりいっそう大き

パンと水はわたしたちの霊のために祝

な影響力を持ちます。次のような歌詞から

福され，聖められます。 パンと水によっ
て，救い主の犠牲，またわたしたちが聖く

聖餐 会に余裕をもって到着し，前奏曲

多くを学ぶことができます。「我らのために

が流れる間，瞑 想 することによって，聖餐

傷つけられ，打たれ，裂かれ」，「われらが

なるために主が助けてくださることを思い

会での経験をより豊かなものにすること

心と手をも聖めつつ，主を思わせたまえ 」，

起こします。

ができます。

4

めい そう

3

「憐れみと愛の神の恵み」5 。

わたしたちが御子の体の記念に頂くパ

ボイド・K・パッカー会長はこのように

聖餐を受ける備えとして賛美歌を歌う

教えました。「敬 虔 に演奏された前奏曲

とき，その歌詞は聖約に対するわたした

自身を身代わりとしてささげられたことを，

は霊の糧となります。霊感を招いてくれま

ちの決意の一部となります。例えば次の

また御子の血の記念に頂く水は，わたし

す。」1 ラッセル・M・ネルソン会長はこう

歌詞について考えてみてください。「我ら

たちが悔い改めるならば贖われるよう主

説明しています。「開会前は会話や連絡

は主を愛し，心は満たさる。その選ばれ

が惜しみなく血を流されたことを思い起こ

の時間ではなく，指導者と会員が聖餐の

し道を歩まん。」6

させてくれると，聖餐の祈りは説明してい

けい けん

ために霊的に備える，祈りを込めた瞑想
の時間なのです。」2
3 ． 聖餐の賛美歌を歌い，歌詞から学ぶ

聖餐の賛美歌は，聖餐会での経験にお
いて特に重要な部分です。音楽はわたし
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ンは，すべての人が復活できるよう主が御

ます。
4 ． 聖餐の祈りに霊的に臨む（モロナイ
4 － 5 章参照）

とともに聖約の言葉が述べられます（モ

聞き慣れた聖餐の祈りの言葉を聞き流

ロナイ 4：3 ）。この言葉は大きな力を秘

聖餐の祈りでは，
「進んで」という言葉

すのではなく，この神聖な祈りに含まれる

めています。わたしたちは進んで奉仕し，

聖約とそれに伴う祝福について深く考え，

参加しようとしているでしょうか。進んで

変わろうとしているでしょうか。進んで自

悔い改めるならば苦しみを受けることの

分の弱点に向き合おうとしているでしょう

ないようにした。……

か。進んで人々に手を差し伸べ，彼らを

その苦しみは，神であって，しかもすべ

祝福しようとしているでしょうか。進んで

ての中で最も大いなる者であるわたし自

救い主を信頼しようとしているでしょうか。

身が，苦痛のためにおののき，あらゆる毛

約束が述べられ，聖餐を受けるとき，わ

穴から血を流し，体と霊の両方に苦しみ

たしたちは進んで次のことを行うと心の

を受けたほどのものであった。そしてわ

中で決意します。

たしは，その苦い杯を飲まずに身を引くこ

み

な

• イエス・キリストの御名を受ける。

とができればそうしたいと思った。」
（教

• 主の戒めをすべて守ろうと努力する。

義と聖約 19：16 ，18 ）

• いつも主を覚える。

何をすればよいだろうか。
• 聖餐会の始まりを敬虔かつ啓示が注が
れる環境とするために，自分にできるこ
とはないだろうか。
• 聖餐の賛美歌でどのような教義が教え
られていただろうか。
• 聖餐の祈りに耳を傾けるとき，何を聴
き，感じただろうか。
• 聖餐が配られるとき，何を考えていただ
ろうか。

また神の御子が，
「肉において御自分の
心が憐れみで満たされるように，また御自

デビッド・A・ベドナー長老はこのよう

この祈りは，
「いつも御子の御霊を受け

分の民を〔わたしたち〕の弱さに応じてど

に教えています。「聖餐の儀 式は，心か

られるように」という崇高な招きと約束に

のように救うかを肉において知ることがで

ら悔い改め，霊的に再び生まれるように繰

よって締めくくられます（モロナイ 4：3 ）。

きるように，
〔わたしたち〕の弱さを御自

り返し招く神聖な儀式です。聖餐を受け

分に受けられ」たことを思い起こします

るという行為自体が罪を取り除くわけで

「御霊の実は，愛，喜び，平和，寛容，慈
愛，善意，忠実，柔 和，自制」であるとパ
ウロは記しています（ガラテヤ 5：22 －

（アルマ 7：12 ）。
聖餐 会での経験について考えるとき，

はありません。しかし，意識して備え，打
ち砕かれた心と悔いる霊をもってこの神

23 ）。聖約を守るなら，すばらしい祝福

次のように自問するとよいでしょう。

聖な儀式を受けるなら，いつも 主の御霊

と賜物を受けることができます。

• 聖餐会によりよく備えるために，今週は

がともにあると約束されています。また，

たま もの

常に聖霊を伴侶とし，その聖めの力を受
5 ． 聖餐の象徴が配られるときに主を思
い，覚える

けることで，いつも 罪の赦しを保つこと
7

ができるのです。」

神権者が聖餐を配る敬虔な時間を，わ

聖餐の儀式へよりよく備え，霊的に臨む

たしたちにとって神聖なものとすることが

なら，数多くの祝福がもたらされると証し

できます。

ます。さらに，これらの祝福がもたらされ

パンが配られるとき，わたしたちに対す

るのは，天の御父がわたしたちを愛してお

る究極の愛の行いとして，救い主が「御自

られるためであり，その愛する御子イエ

分の民を束縛している死の縄目を解くた

ス・キリストの無限の贖いの犠 牲がある

めに，御自身に死を受けられ〔た〕」こと

おかげであると証します。イエス・キリス

に思いをはせることができます（アルマ

トの聖なる御名により，アーメン。■

7：12 ）。
また，
「束縛された人にも自由な人にも，
男にも女にも，悪人にも義人にも，すべて
の人に与えられ……，髪の毛一筋さえも失
われることはなく，すべてのものが ……
その完全な造りに…… 回復される」とい
う栄光に満ちた復活の祝福について思い
起こすこともできます（アルマ 11：44 ）。
水が配られるとき，救い主の嘆願が思
い起こされます。

注
1. ボイド・K・パッカー「個 人の 啓 示 ― 賜，試
し，約束」
『聖徒の道』1995 年 1 月号，66
2. ラッセル・M・ネルソン「聖 餐 会 で の 礼 拝」
『リアホナ』2004 年 8 月号，13
3.“ Jesus of Nazareth, Savior and K ing, ”
Hymns, 181 番
4.「聖餐受くとき」
『賛美歌』98 番
5.「高きに満ちたる」
『賛美歌』112 番
6.“ As Now We Take the Sacrament,”Hymns,
169 番
7. デビッド・A・ベドナー「いつも罪の赦しを保
つ」
『リアホナ』2016 年 5 月号，61 － 62

「見よ，神であるわたしは，すべての人
に代わってこれらの苦しみを負い，人々が
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中央扶助協会会長会第二顧問

ださっていたという知識が，彼に言いよう

リンダ・S・リーブズ

のない喜びをもたらしました。

偉大な贖いの計画
あ が な

心から悔い改めるなら，わたしたちの罪は確かに消え去り，何の跡
形も残らないと知っています。

彼は，妻と子供たちが非常にショックを
受けるだろうと確信していました。そのと
おりになりました。また宗紀上の処置や
召しの解任があることも確信していまし
た。そのとおりになりました。妻が悲嘆
に暮れ，傷つき，怒りを抱くことも確信し
ていました。そのとおりになりました。ま
た，彼女が子供を連れて出て行くだろうと
確信していました。しかし，彼女はそうし
なかったのです。

ボ

時に，重 大な背きは離 婚をもたらしま
イド・K・パッカー会長の亡くな

知ることによって，ほかの人々がショック

す。状況によっては，それが必要な場合

る数か月前，中央神権指導者と

を受けないようにすることこそ，利己心の

もあるでしょう。しかし，この男性が驚い

中 央 補 助 組 織 指 導 者は，パッ

ない行いであり，イスラエルの一般判士と

たことに，妻は夫を受け入れ，できるかぎ

カー会長の話を聞く貴重な機会にあずか

して神権の鍵 を用い，わたしたちの生活

りのことをして彼を助けようと身をささげ

りました。 そのとき以 来，わたしはパッ

を祝福することのできるビショップへの告

たのです。最終的に，彼女は夫を完全に

カー 会 長 の言 葉 が 頭 から離 れません。

白も避けたほうがよいということです。し

赦すことができました。彼女自身，救い主

パッカー会長は自分の生涯を振り返り，自

かしながら，告白して悔い改めることこ

の贖 いがもたらす癒 しの力を感じたので

分が犯し，心から悔い改めた罪の形跡を

そ，利己心のないキリストのような行いだ

す。時 がたった今も，この夫 婦と 3 人の

捜そうとしたものの，何の痕 跡 も見つけ

というのが真実です。これが，天の御父

子供たちは強く忠実でいます。夫婦は神

られなかったと話してくれました。愛する

の偉大な贖いの計画なのです。

殿で奉仕し，すばらしい，愛にあふれる結

かぎ

ゆる

あがな

いや

救い主，イエス・キリストの贖いの犠牲と

ついに，その愛すべき男性は，忠実な

婚生活を送っています。この男性の証の

心からの悔い改めを通して，まるで罪を

妻と教会指導者に罪を告白し，深い自責

深さ，救い主に対する愛と感謝の念は，彼

まったく犯さなかったかのように自分の罪

の念を表しました。それは彼がこれまで

の生活にはっきりと表れています。

が 完 全に消え去ったことを証 しました。

行ったことの中で最も難しいことでした

その日パッカー会長がわたしたち指導者

が，結果や待ち受ける未来がどうであれ，

て，もはや心をかたくなにしないでほし

に求めたのは，心から悔い改めるすべて

安 堵，平安，感謝，救い主への愛，そして

い。 ……あなたがたが 悔い改め ……れ

の人にとって，これが現実のものであると

主が彼の重荷を持ち上げ，彼を背負ってく

ば，偉大な贖いの計画はすぐにあなたが

あかし

証することです。
わたしは，数 年 前に 道 徳 上の 背きに
陥ったある男性を知っています。この男
性は長い間，そのことについて妻や神権
指 導 者に話 すのを非常に恥ずかしく思
い，悩んでいました。彼は完全に悔い改
はん りょ

めたいと思っていましたが，伴侶や子供た
ちを悲しませ，辱め，自分の告白によって
生じ得るそのほかの結果によって彼らを
苦しめるよりは，自身の永 遠の救いを諦
めてもかまわないと思っていました。
罪を犯すと，サタンはしばしばわたした
ちをこう説得しようとします。自分の罪を
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あん ど

アミュレクはこう証しました。「進み出

たに効果を及ぼすであろう。」1
夫が伝道部を管理する中で，わたしもと
もに奉仕していました。ある朝，わたした
ちは宣教師のグループを空港まで迎えに
行きました。ある一人の青年が，わたした
ちの目に留まりました。彼は悲しげで，意
気消沈し，ほとんど動揺しているかのよう
でした。その日の午後，わたしたちは注意
深く彼を見守っていました。夕方までに，

ありました。夫が面接をしている間，わた

たが …… キリストを信じているからであ

この青年は遅ればせながら罪の告白をし，

しはその男性を教えた姉妹宣教師と部屋

る。…… 行きなさい。あなたの信仰があ

神権指導者たちは彼に帰還する必要があ

の外で待っていました。面接が終わると，

なたを罪のない者としたのである。』」

ると判断しました。彼がそれまで不正直

夫はその男性がバプテスマを受けられる

この話を準 備 するに当たり，孫たちが

であり，伝道前に悔い改めなかったことを

ことを宣教師に伝えました。この愛すべ

悔い改めについてどう理解しているか，ま

とても悲しく思いましたが，空港に向かう

き男性は，これまでの人 生で 犯してきた

た 救 い主についてどう感じて いるかを

道中，わたしたちは彼が勇気を出して申し

重大な罪が原因でバプテスマを受けるこ

知っておきたいと思いました。そこで子

出たことを心から愛をもって称賛し，密に

とはできないだろうと思い込んでいたこと

供たちに，孫たちへ次の質問をするよう頼

連絡を取り続けると約束しました。

を説明しながら，ただただ涙を流しまし

みました。わたしは孫たちの答えに感動

この偉大な青年は，すばらしい両親と

た。闇から抜け出し，光の中を歩み始め

しました。

神権指導者，協力的で愛にあふれるワー

た人の喜びと幸せを目にする中で，その日

悔い改めとは何でしょうか。「だれか

ドに恵まれました。完全に悔い改め，救

見た光景に匹敵するものを見ることはほ

をたたいたとき，
『ごめんなさい』と言っ

い主の贖いを受けられるよう，1 年にわ

とんどありません。

て，その人が立てるように助けること。」

たって懸命に取り組んだ後，彼はわたし
たちの 伝 道部に戻ることができました。

D・トッド・クリストファーソン長老はこ
う証しています。
あわ

3

悔い改めるとき，どう感じますか。「主
と，主のぬくもりを感じられる。悪い気持

空港にこの青年を迎えに行ったときに感

「そして，憐 れみに満ちた贖い主とその

じた喜びを言い表すのは難しいことです。

力を信じる信仰を持つことによって，絶望

悔い改めるとき，イエス様と天の御父に

彼は御 霊 にあふれ，幸せに満ち，主の御

が希望へと変わるのです。人の性質と望

ついてどう感じますか。「イエス様は，贖

前 において自信を持ち，忠実に伝道の召

みが変化を遂げて，かつて魅力的に見えた

いが 価値あることだったと感じられると

しを果たすことを切望していました。彼

罪に嫌悪感を覚えるようになります。……

思うし，わたしたちとともに住めることをう

み たま

み

まえ

はえり抜きの宣教師となり，後に夫とわた

…… 悔い改めるためにどれほどの苦痛

しは彼の神殿での結び固めに出席する特

を受けるとしても，それは赦しの喜びに飲

権にあずかりました。

み込まれます。」2

ちがなくなるんだ。」

れしく思っておられると感じる。」
イエス様と天の御父が，わたしたちに悔
い改めることを望んでおられるのはなぜ

その一方で，もう一人のある宣教師のこ

こういった経験は，わたしにモルモン書

とも知っています。彼 女は告白していな

のエノスについて思い起こさせます。エノ

「わたしを愛してくださっているから ! 成長

い伝道前の罪によって確実に早く帰還さ

スが「熱烈な祈り……をもって〔主〕に叫

して御二方のようになるには，悔い改める

せられることを知りながら，伝道中懸命に

び求め」ると，このような声が聞こえまし

必要がある。御霊がいつもともにいてく

働き，伝道を終える数日前に伝道部会長

た。「『エノスよ，あなたの罪は赦された。

れればと思うけど，そのすばらしい聖霊を

に罪を告白するという計画を立てたので

……』

伴 侶とするためにも，毎日悔い改める必

み こころ

す。彼女は神の御 心 に添った悲しみに欠

わたしエノスは，神は偽りを言われるは

けていました。愛にあふれる救い主がわ

ずがないので，わたしの罪がすでにぬぐ

たしたち一人一人に備えてくださった計画

い去られたのを知った。

を回避しようとしていたのです。
わたしたちの伝道中，ある男性のバプ
テスマの面接のため，夫に同行したことが

それでわたしは，
『主よ，それはどうし
てですか』と尋ねた。
そこで，主はわたしに言われた。『あな

で す か。 10 代 の 孫 の 答えはこうで す。
お ふた かた

要があるんだ。御二方には感謝しきれな
いよ。」
4 歳のブリンリーはこれらの質問を聞
いてこう言いました。「分からないわ。お
父さんがわたしに教えて。」
以前の総大会において，ジェフリー・R・
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十二使徒定員会

ホランド長老はこう宣言しました。「自分

M・ラッセル・バラード長老

でもう手遅れだと思い込み，機会を逃し
たと考え，多くの過ちを犯してしまったと
感じていても……，家庭や家族からも，神
からも，遠く離れてしまったと感じていて
も，わたしは証します，あなたは神の愛が
及ばないほど遠くにいるわけではありま

せん 。キリストの贖いの無限の光が届か
ない深みなどあり得ないのです。」4
わたしは自分の子供と孫たち一人一人
に，そして兄弟姉妹の皆さん一人一人に，
日々罪と弱さを悔い改めるときにもたらさ
れる喜びを感じ，また天の御父と救い主
を近くに感じてほしいと切に望んでいま
す。責任を負える年齢に達した天の御父
の子供は皆，悔い改めを必要としていま
す。どのような罪を悔い改める必要があ
るか考えてみてください。悔い改めを阻ん
でいるものは何でしょうか。どのように進
歩していく必要があるでしょうか。
パッカー会長が経験し，証したように，
心から悔い改めるとき，わたしたちの罪は
確かに消え去り，何の跡形も残らないと
知っています。わたし自身，心から悔い改
めるときに愛と喜び，安堵感を覚え，主の
前に自信を持つことができました。
わたしにとって，人生における偉大な奇
跡とは，紅海の水が分かれることでも，山
が動くことでも，体が癒されることでもあ
りません。最も偉大な奇跡は，わたした
ちがへりくだり，祈りをもって天の御父に
近づき，熱心に赦しを請うときに起こりま
す。そうするとき，わたしたちは救い主の
贖いの犠牲によって罪から清められるの
み な
です。イエス・キリストの聖なる御 名 によ
り，アーメン。■
注
1. アルマ 34：31
2. D・トッド・クリストファーソン
「悔い改めとい
たま もの
う神の賜物」2011 年 11 月号，40
3. エノス 1：4 － 8
4. ジェフリー・R・ホランド「ぶどう園の労働者
たち」2012 年 5 月号，33

わたしたちは，だれの
ところに行きましょう
最終的に，わたしたちはそれぞれ，救い主の問いに答えなければ
なりません。「あなたがたも去ろうとするのか。」

数

年前に，家族で聖地を訪れまし
た。その旅で鮮明に覚えている
ことの 一 つは，エル サレムで，

ばん さん

日 曜 午 前 の 部 会
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聖 典 の 中 で 最も胸 が 痛 む 出 来 事 の
一つは，
「〔主の〕多くの弟子たち」が主の

「最後の晩餐」が行われたと言い伝えられ

教 えや 教 義を受 け入 れられず，
「去って

ている場所の二階の広間を訪問したとき

いって，もはやイエスと行動を共にしな
かった 」ときに起こりました。2
弟子たちが去ったとき，イエスは十二弟
子の方を向いて，こう尋ねました。「あな
3
たがたも去ろうとするのか。」
ペテロはこう答えました。
「主よ，わたしたちは，だれのところに
行きましょう。永遠の命の言をもってい
るのはあなたです。
わたしたちは，あなたが 神の聖者であ
ることを信じ，また知っています。」4
このとき，去った人々は受け入れること
のできない事柄に目を向けましたが，弟子
たちは確信をもって 信じ，知っていたこと
に目を向け，結果 的にキリストのもとに
残ったのでした。
それから後，五旬節の日に，十二弟子は
たま もの
聖霊の賜 物 を授かりました。彼らはキリ
あかし
ストについて大胆に証 し，イエスの教えを
より深く理解できるようになりました。
今日も同じです。ある人々にとって，信
じ，とどまるようにというキリストの招き
は今でも難しく，受け入れ難いことです。

のことです。
そこに皆で立ったとき，わたしはヨハネ
17 章を読んで聞かせました。イエスが弟子
たちのために御父に嘆願したところです。
「わたしは彼らのためにお願いします。
……わたしたちが一つであるように，彼ら
も一つになるためであります。……
わたしは彼らのためばかりではなく，彼
らの言 葉を聞いてわたしを信じている
人々のためにも，お願いいたします。
父よ，それは，あなたがわたしのうちに
おられ，わたしがあなたのうちにいるよう
に，みんなの者が一つとなるためでありま
す。」1
聖文の言葉を読み，自分もいつか家族
と天の御父，そして御子と一つになれるよ
う，今この神聖な場所で祈っているのだと
思うと，わたしは深い感動を覚えました。
家族，友人，主，そして主の回復された
教会との貴い関係は，人生で最も大切な
ものの一つです。これらの関係はきわめ
て重要であり，大切にし，守り，育む必要
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があります。

教会のある特定の方針や教えを理解する
のに苦しむ弟子もいれば，過去や現在に
おける教会の歴史，一部の会員や指導者
の欠 点が 気になる弟子もいます。また，
多くを求められる宗教に従って生活する
ことに困難を覚える弟子，ついには，
「善
を行うことに疲れ果てて」しまう弟子もい
ます。5 こうした 理 由 で 信 仰 が 揺らぎ，
「去っていって，もはやイエスと行動を共
にしなかった」人たちに従うべきなので
はと考える教会員もいます。

り，元同僚のニール・A・マックスウェル

学びを得るために，あなたはどこへ行くの

信仰に迷いの生じている人がいたら，

長老はかつてこう言いました。「わたした

でしょうか。忘れないでください。救い

わ たし は ペ テロと 同 じ 質 問 をしま す。

ちに何か説明できないものがあるからと

の計画は現世での生活に意味と目的，方

「〔あなた〕は，だれのところに行きましょ

いって…… それが，本来，説明のつかない

向性を与えてくれます。

う。」自らの選びで不活発になり，回復さ

ことなのだと思い込んではなりません。」

6

霊感に基づき，細部にわたり整えられ

れた末日聖徒イエス・キリスト教会を去る

ですから，教会を去るという，霊的に危

た組 織を有する教会を見つけるために，

としたら，あなたはどこへ行くのでしょう

険性の高い選択をする前にお勧めします。

あなたはどこへ行くのでしょうか。そこで

か。あなたは何をするのでしょうか。教

回復されたイエス・キリストの教会に証をも

は，皆さんや家族に仕えることを通して献

会員や主の 選 ばれ た 指 導 者と「もはや

てるよう導いてくれたものをすべて投げ出

身的に主に仕える男女から，教えや支え

…… 行 動を共 にしな〔い〕」という決 断

す前に，立ち止まり，よく考えてください。

を受けることができるのです。

は，現時点では必ずしも見えないような，

この教会で感じてきたこと，またそのよう

長期にわたる影響を及ぼします。自分の

に感じた理由について，立ち止まってよく考

霊感を得るための手立てを提供するべく

信仰と相いれない教義や方針，何らかの

えてください。永遠の真理について聖霊が

神から召された，生ける預言者と使徒を見

歴史があるかもしれません。現時点でそ

証したときのことを，思い出してください。

つけるために，あなたはどこへ 行くので

の苦悩を解決する唯一の方法は，聖徒た

天の永遠のみもとへ戻る道を教え，愛

今日の試練に対する助言，理解，慰め，

しょうか。

ちと「もはや …… 行動を共にしな〔い〕」

をもって寄り添ってくださる天の両親，そ

子供や孫に伝え，受け継がせたいと思

ことだと感じるかもしれません。わたしと

の 御二方に対 する信仰を分 かち合える

える，福音に 基 づ いた 価 値 観 や標 準に

同じくらい長く生きれば分かってくること

人々を見つけるために，あなたはどこへ行

従って生きる人々を見つけるために，あな

があります。問題はいつの間にか解決す

くのでしょうか。

たはどこへ行くのでしょうか。

ることがあるのです。霊感に基づく洞察

親友であり，あなたの罪のために苦しま

神殿で救いの儀式を受け，聖約を交わ

や啓示が与えられ，問題を異なる観点か

れただけでなく，
「あらゆる苦痛と苦難と

すことからもたらされる喜びを経験 する

ら見直すことが できるかもしれません。

試練」を受け，
「肉において御自分の心が

ために，あなたはどこへ行くのでしょうか。

忘れないでください。「回復」は一つの

憐れみで満たされるように，また御自分の

兄弟姉妹の皆さん，キリストの福音を

出来事ではなく，現在も続いているのです。

民を彼らの弱さに応じてどのように救うか

受け入れ，実践することが容易でないこと

預言者ジョセフ・スミスを通して啓示さ

を肉において知ることができるように」苦

もあるでしょう。 これまでもそうでした

れた偉大な真理を決して手放さないでく

しまれた救い主について教えを受けるた

し，これからも変わることはないでしょう。

ださい。モルモン書に記されているキリス

めに，どこへ行くのでしょうか。7 この弱さ

時には人生を，険しく困難な山道を登って

トの教義を読み，深く考え，実践すること

には，信仰を失うという弱さも含まれるの

いるか のように 感じるかもしれません。

を決してやめないでください。

ではないでしょうか。

途中で立ち止まって考え，一息つき，方向

永遠の幸福と平安をもたらす天の御父

を修正したり，ペースを変更したりするの

を主にささげ，主が明らかにされたことを

他の事柄に費やすのと同じだけの時間

の計画，すばらしい可能性と教えに満ち，

は自然で当たり前なことです。途中で立

理解しようと，心から努力することを決し

この世と永遠の世において，人生に導き

ち止まって考える必要のない人もいます

て怠らないでください。愛する友人であ

を与えてくれるその計画について，さらに

が，それが必要な状況であれば，問題で
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行きましょう。永遠の命の言をもっている
のはあなたです。
わたしたちは，あなたが 神の聖者であ
ることを信じ，また知っています。」12
「全 能の主であるキリストの御 名のほ
か，またその御名を通じてでなければ，ど
のような名も道も方法も，人の子らに救い
をもたらすことはできない」ことを，わた
しは証します。13
また，イエス・キリストがこの時代にも
使徒と預言者を召し，世の人々が悔い改
はありません。むしろ，キリストの福音と

わたしの切なる願いは，信仰について

いう生ける水で疲れを癒 す機会を最大限

悩む人々をわたしたちが勇気づけ，受け入

「嵐と激しい怒り〔からの〕…… 避け所」

活用する人にとって，それが糧となる場合

れ，理解し，愛することです。わたしたち

として，その教えと戒めとをもって，主の

もあります。

の兄弟姉妹を，一人たりともないがしろに

教会を回復されたことを証します。

いや

命の木に通じる道からさまよい出ると

め，主のもとに戻らなければ必ず注がれる

14

してはなりません。わたしたちは福音の

さらに証します。主は「御自分のもとに

きに，危険は起こります。 学び，研究して

道において，皆，異なる場所に立っていま

来て主の慈しみにあずかるように，すべて

知ることができるときもあれば，信じ，頼

す。ですから，わたしたちは互いに仕える

の人を招かれる。したがって主は，黒人も

り，希望を持たなければならないときもあ

必要があります。

白人も，束縛された者も自由な者も，男も

8

ります。

新しい改宗者を心から歓迎する必要が

女も，主のもとに来る者を決して拒まれな

最終的に，わたしたちはそれぞれ，救い

あるように，疑問を抱き，信仰に迷いが生

い。……すべての人が 神にとって等しい

主 の 問 い に 答えな け れ ば なりません。

じている人々を受け入れ，支 援する必要

存在なのである。」

9

「あなたがたも去ろうとするのか。」 わた

があるのです。

15

イエスはわたしたちの救い主，贖い主で

したちは皆，その質問に対する自分の答

もう一つの分かりやすいたとえを用いま

あられます。その回復された福音は，わた

えを見つける必 要があります。答えるの

しょう。神とキリストが舵 を取っておられ

したちが 福音の道に留まり，主の足 跡に

が容易な人もいれば，難しいと感じる人も

る「シオン号という名の古い船」から降り

従うならば，わたしたちを安全に，天の両

います。信じる信仰を持つのが容易な人

ようと考えているすべての人々が，そうする

親のみもとへと導いてくれるのです。この

もいれば，そうでない人もいますが，その

前に立ち止まり，よく考えるよう祈ります。

ことをイエス・キリストの御名によって証

理由はわたしにも分かりません。ただ，心

激しい風や波 が 古い船に打ちつけて

から感謝しているのは，答えがいつもそこ

も，このことを覚えていてください。この

にあるということです。誠心誠意，祈りの

船には救い主が乗っておられ，嵐をしか

心と十分に固い決意をもって求めれば，

り，こう命じることがおできになるのです。

かじ

福音の道を歩み続けているかぎり，最後

「静まれ，黙れ。」そのときまで，わたした

には必ず答えを見いだすことができるの

ちは恐れず揺るぎない信仰を持ち，主に

です。務めを果たす中で，福音から離れ，

は「風も海も従わせる」11 力があることを

信仰の試しを受けた後に再び戻ってきた

知らなければなりません。

人々を見てきました。

み

な

兄弟姉妹の皆さん，わたしは主の御 名

わたしの心からの願いは，わたしたちが

によって約束します。主は御自身の教会

さらに多くの神の子供たちに福音の道を

をお見捨てになることも，だれ一人として，

見いだし，歩み 続けるよう招き，その 結

わたしたちをお見捨てになることもありま

果，彼らもまた「ほかのどんな実よりも好

せん。救い主の問いに対するペテロの答

ましいその実を食べ」10 られるようになる

えと言葉を思い起こしてください。

ことです。
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1 ニーファイ 8：15
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管理ビショップリック第一顧問

現代

ディーン・M・デイビーズビショップ

今 年の初め，わたしは割り当てを受け

礼拝がもたらす祝福

て合衆国西部のステークを訪問しました。

礼拝はわたしたちの霊的な生活にとって不可欠であり，要となるも
のです。わたしたちは礼拝することを切望し，求め，その機会を得
るよう努力するべきです。

様子を見ていました。短くささやき合うよ

いつもどおりの日曜日，いつもどおりの集
会が開かれ，いつもどおりの教会員が来
ていました。わたしは，人々が礼拝堂に入
けい けん

り，敬 虔 な態度で空いている席へと進む
うな会話が廊下のあちこちで交わされま
す。母親や父親は，元気いっぱいの子供
たちを落ち着かせようと奮闘しますが，時
にむなしく終わることもあります。いつも
どおりの光景です。

み たま

ところが，集会が始まる前に，御 霊 の霊
3

主の訪れ

見よ，わたしは世の光であり命である。
」

感を受けた言葉がわたしの心に浮かびま

文に記された最も驚くべき感動

そして主は，その場にいる人々に言われ

した。

的な出来事の一つは，救い主が

ました。「『立ってわたしのもとに来て，あ

亡くなって復活した後にアメリ

なたがたの手をわたしのわきに差し入れ，

あるいは話者の話を聞きに来たのではあ

カ大陸の民を訪れられた記述です。民は

またわたしの両手と両足の釘 の跡に触れ

りません。

「全地の面が形を変え〔る〕」ほどの大規

て，わたしがイスラエルの神であり，全地

聖

1

くぎ

模な破壊を被りました。 一連の出来事に

の神であること，そして世の罪のために

関する記 録によれば，この大惨 事の後，

殺されたことを知りなさい。』……

いや

2

人々は泣き続け， 深い悲しみの中で，癒

しと平安，救済を切に求めたことが分か
ります。

彼らは全員進み出て，自ら確認した後，
一斉に叫んだ。

み

な

『ホサナ。いと高き神の御 名 がほめた

救い主が天から降られたとき，人々はそ

4

たえられますように。』」

この会員たちは，ただ責任を果たしに，

より深くはるかに重要な目的のために
来ていました。
礼拝するために集っていたのです。
集 会 が 進 む 中，わたしは 聴 衆 の中の
様々な会員をよく見てみました。まるで天
にいるかのような表情をしていて，敬虔で
穏やかでした。その様 子を見て，わたし

の足もとに 2 度ひれ伏しました。 1 度目

それからもう一度，
「彼らはイエスの足

は心に温かいものを感じました。その日

は，主が神の権能をもって次のように宣言

もとに伏し」ました。しかし，今度は目的

曜日に彼らが経験していたことは，非常に

されたときです。

がありました。彼らは「イエスを拝した」

特別なものでした。

「見よ，わたしはイエス・キリストであり，
あかし

世に来ると預言者たちが証した者である。

と書かれています。5

彼らは礼拝していました。
天を垣間見ていたのです。
表情からそれが分かりました。
わたしは喜びに満たされ，彼らとともに
礼拝しました。すると，御霊が心に語り
かけました。その日わたしは，自分自身に
ついて，神について，また生活において真
の礼拝が果たす役割について，学んだの
です。
日常生活における礼拝

教会の召しにおける奉仕に関して言え
ば，末日聖 徒は 並 外れた 働きをします。
しかしながら時 折，わたしたちはただ仕
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五旬節の祝福された日，聖なる御霊は
キリストの弟子たちの心と思いに入り，彼
らを光と知識で満たされました。
その日まで，時に弟子たちは何をすべき
か分からないことがありました。救い主
に従う者にとってエルサレムは危険な場
所となったので，これからどうなるのかと
心配だったことでしょう。
しかし，聖なる御霊によって心を満たさ
事をこなすかのように，型にはまったやり

ほかの人々，すなわち自分とさほど変わ

れたとき，疑念や戸惑いは消え去りまし

方をすることがあるかもしれません。集

らない状況にある人々が，神の御前でど

た。真の礼拝というこの上ない経験を通

会に出席し，王国で奉仕するとき，時に，

のように交わり，振る舞い，礼拝するかを

して，神の聖徒たちは天の光と知識を受

神聖な礼拝という要素が抜け落ちている

観察することで，真の礼拝について多くを

け，証は強められ，信仰へと導かれました。

ことがあるかもしれません。礼拝という

学べます。

要素がなければ，わたしたちは無限なる
御方との比類なき霊的な交わり，つまり，
愛にあふれた天の御父の子供として享受

そのときから，使徒と聖徒たちは確固と
した方向性をもって行動するようになりま

驚異，感謝，希望

19 世 紀の初め，キリスト教 世界では，

した。雄々しく，キリスト・イエスについ
て全世界に宣べ伝えたのです。

できる機会を逃していることになります。

神がなお人に語られるという考えはほと

わたしたちが心から礼拝するとき，魂に

礼拝とは，偶然に運よく起こるものでは

んど 廃れていました。 ところが 1820 年

光と真理を受け，信仰が強められます。こ

ありません。わたしたちの霊的な生活に

の春，つつましい，農 場育ちの少 年が森

れらも真の礼拝に欠かせない要素です。

とって不可欠であり，要となるものです。わ

に入り，ひざまずいて祈ったとき，世界は

たしたちは礼拝することを切望し，求め，

永遠に変わったのです。その日以来，驚

その機会を得るよう努力するべきです。

くべき示現，啓示，天からの現れがあふ

モルモン書には，息子アルマが，自らの

れんばかりに地上に注がれ，神の特質と

反抗的な行いがもたらした苦しみから解

目的についての，また神と人の関係につい

放された瞬間を境に，以前とは異なる人物

ての尊い知識が授けられてきました。

となったことについて書かれています。ア

礼拝とは何でしょうか

神を礼拝するとき，わたしたちは畏敬の
けん そん

念を伴う愛と，謙 遜，崇拝の心をもって神

オリバー・カウドリはそのような日々を，

弟子としての務めと慈愛

ルマは「全地を旅し，……すべての民の中

に近づきます。神を統治者たる王として，

「決して忘れられない」日々であり，
「……

を巡って，自分 …… がかつて教会に加え

宇宙の創造主として，またわたしたちの愛

何という喜びであろう。何という驚異であ

たすべての害悪の償いをしようと熱心に

する，無限の愛にあふれた御父として認

ろう。何という驚きであろう」と表現しま

努め」ました。8

7

め，受け入れます。

した。

わたしたちは神を敬い，あがめます。
み こころ

オリバーの言葉には，神への真の礼拝

ルマはやがて力強い弟子となったのです。

自分自身を神の御心に従わせます。

に伴う第一の要素が表れています。すな

真の礼拝は，愛する主，救い主イエス・

熱烈な祈りによって心を高め，主の御言

わち，厳かな畏敬の念と深い感謝の思い

キリストに誠 心誠意，熱心に従う弟子へ

です。

とわたしたちを変容させます。わたしたち

葉を大切にし，主の恵みを喜び，献身的か
つ忠実に従うと決意します。
神への礼拝はイエス・キリストの弟子と

毎日，とりわけ安息日には，天の驚異と
畏怖を味わい，神の恵み深い慈しみとあ

しての生活に欠かせない要素です。心で

ふれる憐れ みに対して賛 美をささげる，

神を受け入れなければ，評議会や教会，

たぐいまれな機会があります。

神殿で神を求めても無益なのです。
まことの弟子は「天と地と海と水の源と

わたしたちを希望へと導いてくれるもの

を呼」ぶようになります。6

日 曜 午 前 の 部 会
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は変わり，さらに主に似た者となります。
さらに理 解し，思いやり，赦し，愛する
ようになるのです。
周りの人を憎み，退け，軽視しながら，
神を愛していると言うことはできないと，

です。これらが礼拝の第一の要素です。

わたしたちは知っています。9

光，知識，信仰

けるという揺るぎない決意を生み，必然的

を造られた御方を礼 拝し」
「日夜 主の名

94

全能の神を絶えず礼拝することで，ア

真の礼拝は，弟子としての道を歩み続

に慈愛をもたらします。これらも真の礼

を認め，受け入れます。人の理 解を超え

拝に欠かせない要素です。

る驚きと畏敬の念をもって主に近づき，神

礼拝するとき，わたしたちはイエス・キ

の慈しみに感謝をもって驚嘆します。こ

リストの贖 いがもたらす癒しの力に心を

のようにして，希望を抱くのです。

開きます。

感謝しつつ，主の門に入る

いつものステークの，いつもの集会所

神の御言葉について深く考えると，わた

で，いつもどおりの日曜の朝として始まっ

したちの魂は光と真 理で満たされます。

たあの出来事を思い出すと，その特別な

聖霊の光を通してのみ見ることのできる
10

尊ぶのです。
あがな

わたしたちの生活は，礼拝の精神を表
す証拠，しるしとなります。
兄弟姉妹の皆さん，霊的な経験はわた

霊的経験に今でも感動を覚えます。わた

霊的な展望を理解します。 このようにし

したちの周りで起こる出来事にはあまり

しの人生を永遠に祝福することでしょう。

て，信仰を抱くのです。

影響されません。わたしたちの心の中で

どんなにうまく時間や召し，割り当てを

礼拝するとき，魂は精錬され，わたした

起こることにこそ，強く影 響されるので

管理し，
「完璧な」個人や家族，指導者と

ちは愛する救い主イエス・キリストに従っ

す。真の礼拝により，いつもの教会の集

してなすべきことをすべてこなしたとして

て歩むことを決意します。その決意によっ

会が，特別な霊の晩 餐 会に変わることを

も，憐れみ深い解放者，天の王，栄えある

て，慈愛を抱くようになります。

証します。真の礼 拝は生活を豊かにし，

ばん さん

神を礼拝しなければ，わたしたちは福音

礼拝するとき，わたしたちの心は朝も昼

理解力を広げ，証を強めてくれます。かつ

から得られる喜びと平安の多くを逃して

も夜も絶えず，恵みあふれる神への賛美

て詩篇の作者が述べたように，心を神に

いるのです。

で満たされます。

向けるとき，わたしたちは「感謝しつつ，

神を礼拝するとき，わたしたちは古代ア
メリカ大陸の民と同じ敬虔さをもって，主

集会所，家庭，神殿，すべての働きにお

その門に入り，ほめたたえつつ，その大庭

いて，常に神を神聖な御方としてあがめ，

に入〔り，〕主に感謝し，そのみ名をほめ
まつ〔り〕」ます。
「主は恵みふかく，そのいつくしみはか
ぎりなく，そのまことはよろず代に及ぶか
11

ら」です。

誠 心誠意，心から礼拝することによっ
て，わたしたちは希望，信仰，慈愛を身に
つけ，育むことができます。その過程を通
して魂に天の光を集め，その光が神聖な
意義と尽きることのない平安，永続する
喜びを生活に注ぎ込むのです。
これこそ，礼 拝が人 生にもたらす祝 福
です。このことをイエス・キリストの聖な
る御名により，へりくだり証します，アーメ
ン。■
注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3 ニーファイ 8：17
3 ニーファイ 8：23 参照
3 ニーファイ 11：10 － 11
3 ニーファイ 11：14 ，16 － 17
3 ニーファイ 11：17
教義と聖約 133：39 － 40
ジョセフ・スミス― 歴史 1：71 ，章末補注
モーサヤ 27：35
1 ヨハネ 4：20 参照
1 コリント 2：14 参照
詩篇 100：4 － 5
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七十人会長会

知っていることでしょう。主は不義な裁き

リン・G・ロビンズ長老

けん そん

をした彼らを謙 遜 にさせられ，
「自分自身

義にかなった裁き主
イエス・キリストが行われるような，義にかなった裁きをする方法
はただ一つです。すなわち，主のようになることです。

現

世での生涯を通して，イエス・キ

ように言いました。「この人は罪人たちを

リストは愛あふれる裁き主であ

迎えて一緒に食事をしている」
（ルカ 15：

り，並 外れて思 慮 深く，忍耐強

2 ）。彼らは自分たちが罪人であるという

い御方でした。聖典において，主は「公

事実に気づいていませんでした。人を非

平な 審 判 者」
（ 2 テ モテ 4：8 ），
「義 に か

難する心を持つ律法学者とパリサイ人た

なった裁き主」
（モーセ 6：57 ）として知

ちが，失われた羊を救助する喜びを知る

られています。 また，主はわたしたちに

ことは決してありませんでした。

「義にかなった裁きをし」
（ジョセフ・スミ

また，
「律 法 学 者 たちやパリサイ人 た

ス訳，マタイ 7：1 － 2 参照），
「善を行うよ

ち」は「姦淫をしている時につかまえられ

うに導〔き〕，…… 義にかなって裁くよう

た女」
（ヨハネ 8：3 ）を救い主のもとに連

に導く御 霊 を信頼しなさい」と勧めてお

れて来て，主が彼女をモーセの律法に基

み たま

られます（教義と聖約 11：12 ）。
ニーファイ人の十二弟子に与えられた次
の勧告は，わたしたちが主に倣って裁く助
けとなるでしょう。「将来あなたがたは，
わ
たしがあなたがたに与える公正な判断力
によって ，この民を裁く者となるであろう。
したがって，あなたがたはどのような人物
であるべきか。まことに，あなたがたに言
う。わたしのようでなければならない。」
（ 3 ニーファイ 27：27，強調付加）わたし
たちは時々，主のような人物であるように
との勧めが，義にかなって裁くことを教え
る場面で与えられたことを忘れています。
不義な裁き

不義な裁きの恥ずべき例は，迷い出た
羊のたとえ話にあります。このとき，パリ
サイ人と律法学者たちは，救い主，そして
食事の場にいた人々の双方を裁いて次の

96

日 曜 午 前 の 部 会

| 2 0 1 6 年 10 月 2 日

かん いん

づいて裁くかどうかを試そうともしました
（ 5 節参照）。皆さんはこの物語の続きを

の 良心にさいなまれ」た人々は「ひとりび
とり」去っていったので す（欽 定 訳〔英
文〕ヨハネ 8：9 から 和 訳，強 調 付 加）。
それから主は女にこう言われました。「わ
たしもあなたを罰しない。お帰りなさい。
今後はもう罪を犯さないように。女はその
み な
ときから 神を賛 美し，御 名 を 信じた。」
（ジョセフ・スミス訳〔英 文〕ヨハネ 8：
11 から和訳）
わたしたち一人一人の中にある生まれ
ながらの性質は，他人を非難し，不義に
裁き，独善的になる傾向があります。救い
主の使徒，ヤコブとヨハネの二人にさえ，
次のような経験がありました。サマリヤ
の村人たちが救い主を無礼に扱ったとき，
二人は激怒したのです（ルカ 9：51 － 54
参照）。
「〔二人は〕それを見て言った，
『主よ，
いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまう
ように，天から火をよび求めましょうか。』
イエスは振りかえって，彼らをおしかり
になった。『あなたがたは，自分の霊が
どのような状態にあるか分かっていない。
人の子は人の生命を滅ぼすためではな
く，これを救うために来 たのである。』」
（欽定訳〔英文〕
ルカ 9：54 － 56 から和訳）
今日の「一 般 判士」
（教 義と聖 約 107：
74 ）であるビショップと支部会長は，ヤコ
ブとヨハネがそのときに行ったような，非
難したいという，いかなる衝動をも避ける
必 要があります。義にかなった判士は，
思いやりと理解をもって罪の告白に対応
することでしょう。例えば，道を誤った青
少年は，ビショップを通して救い主の愛を
しょくざい
いや
感じ，贖罪という癒しの力と喜びに包まれ
てビショップ室を後にすべきです。辱め
られた，軽蔑されたと感じることがあって
はなりません。さもなければ，ビショップ
にそのつもりがなくとも，迷い出た羊をさ
らなる荒れ野へと追いやる可能性があり
ます（ルカ 15：4 参照）。

鍛練

しかしながら，哀れみによって鍛 練の
必要がなくなることはありません。 鍛錬
する（英 語で は“ discipline ”）という言
葉は，
「学ぶこと」を意味するラテン語の

discere ，また は「学 習 者」を 意 味 する
discipulus から来ており，弟子を教え子
や従者にすることを意味します。1 主の方
法で鍛練するとは，愛情を込めて根気よ
く教えるということです。主はしばしば聖
典の中で鍛練することについて語られる
ときに，懲らしめるという言葉を用いられ
ます（例えばモーサヤ 23：21 ，教義と聖
約 95：1 参 照）。懲 らし め る（英 語 で は
“ chasten ”）という言葉は，
「純潔または
純 粋 な 状 態」を 意 味 するラ テン 語 の
castus から来ており， 懲らし め るには
2
「清める」という意味があるのです。
世の中において，人を罪に定め，その人
を獄に閉じ込める のはこの世の裁判官で
す。これとは対照的に，モルモン書は，故
意に罪を犯したなら，わたしたちは「自分
で 判断」し（アルマ 41：7 ），霊の 獄に自
らを引き渡すことになると教えています。
この場合，一般判士はその獄の扉を開く
鍵を持っています。「わたしは懲らしめる
とともに，すべてのことにおいて彼らが誘
惑から救い出される 道を備えるからであ
る。」
（教 義と聖 約 95：1 ，強 調 付 加）義
にかなった判士の取る方法は，当事者を
罰に定めるものではなく，憐れみ深く，愛
あがな
にあふれ，贖いに基づいたものなのです。
若きジョセフ・スミスが金版を手に入
れ るまでには 4 年という期間が 設 けら
れ，ジョセフはその間に鍛練されました。
「なぜなら，あなたは主の戒めを守らな
かったからである。」3 後に 116 ページの
原稿を失ったとき，ジョセフは再び鍛練さ
れました。ジョセフは心から後悔しまし
たが，それでもなお主は短い間，ジョセフ
の権能を取り去られました。「わたしはま
た，愛する者たちを懲らしめる。それは，

彼らの罪が 赦されるため」なのです（教
義と聖約 95：1 ）。

とになります。
一方，皮肉にも犠 牲を払うことを通し

ジョセフはこう述べています。「天使は

て，実にわたしたちは永 遠に価値あるも

喜んでウリムとトンミムを返してくださいま

の，すなわち主の憐れみと赦し，ゆくゆく

した。そして，神がわたしの忠実さと謙遜

は「父が持っておられるすべて」を得る の

さを喜んでおられること，悔い改めて 熱

です（教義と聖約 84：38 ）。悔い改めの

心に祈〔った〕……わたしを愛しておられ

一環として，犠 牲は「良心のとがめ」
（ア

4

ること」を告げられました。 主はジョセ

ルマ 42：18 ）を「良心の安らぎ」
（モーサ

フの心を変えるような教訓をお教えにな

ヤ 4：3 ）に置き換える助けとなる，癒しの

りたかったので，ジョセフの胸が張り裂け

軟こうにもなります。犠 牲なくして，人が

るような犠 牲を求められました。鍛 練の

自分自身を赦すことは難しいでしょう。差

過程において，犠牲は不可欠なのです。

し出すべきものを出さなかったという思い
7

がいつまでも残るからです。
犠牲

「古代において，犠 牲は何かの物ある
いは人を聖なるものとする手段で〔した〕
。
」
5

犠牲は，懲らしめるという言葉の定義，

義にかなって裁く親

この世で一般判士に召される人は少数
ですが，義にかなった裁きの原則は，わた

すなわち，
「清める」と互いに関連してい

したち全員に当てはまります。この原則

ます。同様に古代イスラエルでは，赦しは

を子供に対して用いる機会が毎日ある親

罪や過ちに対してささげ物をすることや，

は，特にそうです。効果的に子供を教え

犠牲を通してもたらされました。6 犠牲は

ることは良い子育ての核心であり，愛情を

「この大いなる最後の犠牲を指し示してい

込めて鍛錬することは義にかなって裁く

る」
（アルマ 34：14 ）だけでなく，救い主

親となるうえで不可欠です。

の贖罪に対する深い感謝の念を生じさせ

ジョセフ・F・スミス大管長は次のよう

ました。悔いる気持ちを表す際に犠牲を

に教えています。「子供が反抗したり，制

避けることは，その罪に対するキリストの

御しにくければ，愛によって彼らの心を勝

さらなる犠牲をあざ笑い，軽視することと

ち得るまで忍耐してください。そうすれば

同じです。主の苦しみを取るに足りない

……，あなたの望むように性格を形成する

ものとし，平然と恩知らずな態度を示すこ

ことができます。」8
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なるであろう。」10 子供の真の姿を忘れず
にいることで，先見の明という賜 物を得
て，義にかなった裁き主の視点を天から
授かることができるのです。
結論

トーマス・S・モンソン大管長は次のよ
うに教えました。「愛すべき人よりも，解
決すべき問題の方を重要視しないでくだ
11

さい。」 この原則は，特に自分の子供に
対して，義にかなって裁く者となるために
どれほど重要なことでしょう。
鍛 練する方法を教えるとき，預言者た

て，…… 否定的な方法で指摘する態度を

イエス・キリストが行われるような，義

ちが必ずキリストの特質を採り上げてい

執っているとしたら，それは天の御父の御

にかなった裁きをする方法はただ一つで

ることを考慮すべきです。教義と聖約に

霊を受けた結果によるものではなく ，常

す。すなわち，主のようになることです。

は，鍛練に関する有名な勧告があります。

に 有害なものとなります。
……思いやりは，閉ざした心の錠を開
け，かたくなな心を和らげ……るために，
9
神がわたしたちに下さった力です。」

したがって，
「あなたがたはどのような人

子供たちの真の姿

メン。■

「いかなる力も影 響力も，神権によって
維持することはできない，あるいは維持
すべきではない。ただ，説得により，寛容
により，温 厚と柔和により，また偽りのな
い愛により，
優しさと純 粋な 知 識 による。 これら

ニーファイの民を訪れられたとき，救い
主は子供たちに特別なことを行われまし

に広げるものである。

た―
「そしてイエスは，…… 群衆の子供たち

責めなさい。そしてその後，…… いっそう

をも教 え導き，彼らの 舌を緩められた。

の 愛を示しなさい。」
（教 義と聖 約 121：

そこで子供たちは，大いなる驚くべきこと

41 － 43 ）

を……自分たちの父親に語った。……

この聖句は，怒りを感じたときではな

く，
「聖 霊に感じたとき」に責めるように
と教えています。聖霊と怒りが共存する
ことはありません。なぜなら，
「争いの心
を持つ者はわたしにつく者ではなく，争い
の父である悪魔につく者である。悪魔は
互いに怒って争うように人々の心をあおり
立てる」
（ 3 ニーファイ 11：29 ）からです。
ジョージ・アルバート・スミス大管長はこ
う教えています。「主の霊感を受けてい
るときに思いやりのない言葉は普通，出て
きません。主の御霊は思いやりの霊であ
り，忍耐の霊であり，慈愛と愛，慎みと寛
容の霊です。……
…… けれども，あら探しをしようとし
98
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ことに，あなたがたに言う。わたしのよう
でなければならない。」
（ 3 ニーファイ 27：
27 ）イエス・キリストの御名により，アー

は，偽善もなく，偽りもなしに，心を大い
聖霊に感じたときは，そのときに厳しく

物〔男性および女性〕であるべきか。ま

群衆は……，これらの子供たちが語る
のを，まことに乳飲み子でさえも口を開い
て驚くべきことを語るのを見聞きした。」
（ 3 ニーファイ 26：14 ，16 ）
恐らく，乳飲み子の口を開くよりも，主
は驚く彼らの親の目と耳を開かれた ので
す。この親たちは永遠を垣間見るという
たま もの

特別な賜 物 を与えられ，子供たちの真の
姿と前世で培った特質を目にしました。
これにより，親たちの子 供たちに対する
見方 や扱い方が永遠に変わったのではな
いでしょうか。わたしは次のゲーテの詩
の一篇が好きです。「〔子供〕に対する見
方は，彼らに対するあなたの接し方に表
れ，彼らはあなたが接したとおりの人物に

注
1. etymonline.com ，
“ disciple ”の項を参照
2. Merriam-Webster ’
s Collegiate Dictionary
第 11 版（ 2003 年），
“ chasten ”の項を参照
3. カレン・リン・デビットソン他共編，Histories,
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せい さん
7. 毎週わたしたちが聖 餐 の席でその祭壇に差し
出す犠牲とは，打ち砕かれた心と悔いる霊で
ある（ 2 ニーファイ 2：7，3 ニーファイ 9：20 ，
教義と聖約 59：8 参照）。打ち砕かれた心と
は悔い改めの心であり，悔いる霊とは従 順な
霊である（ D・トッド・クリストファーソン「あ
なたが改心したときには」
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5 月号，12 参照）。
8.『歴代大管長の教え― ジョセフ・F・スミス』
299 参照
9.『歴代大管長の教え― ジョージ・アルバート・
スミス』225 － 228 ，強調付加
10. ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの言
葉。 brainyquote.com
11. トーマス・S・モンソン「人生の旅路に喜びを
見いだす」
『リアホナ』2008 年 11 月号，86

大管長会第一顧問

いと力を尽くして，主なるあなたの神を愛

ヘンリー・B・アイリング管長

さなければならない。また，イエス・キリ

安息日に抱く感謝の念

ストの名によって，神に仕えなければなら

末日聖徒にとって，安息日は感謝と愛の日です。

に犠牲を，すなわち打ち砕かれた心と悔い

ない。……
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。
あなたは，義をもって主なるあなたの神
る霊の犠牲をささげなければならない。」2
続けて主は，贈り物の贈り主である天
の御父とイエス・キリストへの感謝を怠る

世

ことについて警 告しておられます。「ま
界中に広がる末日聖徒イエス・

安息日は末日聖徒にとってそのようなと

た，すべてのことの中に神の手を認めな

キリスト教会の，愛する兄 弟姉

きであり，実に，感謝と愛の日なのです。

い者と，神の戒めに従わない者のほかに，

妹の皆さん，トーマス・Ｓ・モン

1831 年，主はミズーリ州ジャクソン郡の

人はどのようなことについても神を怒らせ

ソン大管長の依 頼を受けて，この安息日

聖徒たちに，彼らの祈りと感謝は天に向

ることはない，すなわち，ほかのどのよう

の大会で話す機会があることに感謝しま

けられなければならないと指導されまし

な人に向かっても神の激しい怒りは燃え

す。聖霊がわたしの言葉を皆さんの心に

た。初期の聖徒たちは，安息日を守り，断

ない。」

届けてくださるよう祈ります。

食と祈りをささげる方法について啓示を与

今日わたしは，心の思いについて話した
いと願っています。特に，安息日に抱く感

1

えられました。

3

今この話を聞いている皆さんの多くは
すでに，神を覚え，その祝福に感謝をさ

当時の彼らもわたしたちも，安息日にど

さげる日として，安息日に喜びを見いだし

のように礼拝し，感謝をささげるべきか，

ていることでしょう。皆さんは慣れ親しん

わたしたちは様々なことに感謝の念を

主から教えを受けています。お分かりの

だこの歌を覚えていますか。

抱きます。見知らぬ人から受ける親切，

ように，最も大切なのは，贈り物の贈り主

空腹のときに取る食事，嵐に見舞われると

に対してわたしたちが抱く愛です。安息

きに住む家があること，骨折が治ること，

日にどのように感謝をささげ，愛するかに

新生児の元気な泣き声などです。そのよ

ついて，主はこのように述べておられます。

謝の念についてお話しします。

うなときには，多くの人が感謝の念を思い
起こすことでしょう。

「わたしは彼らに戒めを与えて，このよ

この世の嵐にもまれ
希望の失せしときには
かつて受けし主の恵み
数えてみなば驚かん

うに言う。あなたは心を尽くし，勢力と思

み恵み数えあげ
主の業数えみよ
み恵み数えあげ
主のみ業ほめたたえよ……
苦しみの荷を背負うか
十字架汝れに重きか
恵み数えみて，日々を
疑いはらしてうたわん 4
苦しみの荷を背負っていると感じてい
る，忠実な末日聖徒から手紙や訪問を受
けます。すべてを失ってしまったかのよう
に感じている人々もいます。安息日にあっ
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て感謝の念を抱くことについて，わたしは

者によってささげられる聖餐の祈りの言

実であり続けるなら，聖霊がいつも皆さん

話します。それが 皆さんの疑いを払い，

葉を，天の御父が認めてくださったと聖な

とともにいてくださると約束しておられま

心に歌を響かせる助けとなるように願い，

る御 霊 が皆さんに証 するとき，感謝の念

す。わたしたちは毎週日曜日にこれらす

祈ります。

を深めることができます。

べての祝福を数え上げ，感謝することが

皆さんが感謝できる祝福の一つは，ま

み たま

あかし

わたしたちが数え上げることのできる，

できます。

ず聖餐会に出席しているということです。

あらゆる祝福の中でも最もすばらしいも

そこは一人または二人以上の主の弟子が，

のは，聖餐を受けるときにもたらされる，

に入るときに交わした，天の御父の子 供

主の御 名 によって集っている場所です。

赦されたという思いです。わたしたちは救

たちを愛し，仕えるという聖約を思い起こ

家でベッドから起き上がれない人もいま

い主に対してより深い愛と感謝の念を抱

すのに最適なときでもあります。安息日に

す。皆さんと同じように集いたいと思いな

きます。その無限の犠牲によって，罪から

その約束を守ることには，信仰を築き，出

がらも，病院で働く人，公共の安 全を提

の清めがもたらされるようになったので

席している兄弟姉妹に対する愛を深める

供している人，また砂漠やジャングルで自

す。パンと水を頂くとき，主がわたしたち

という十分に固い決意をもって，クラスや

分の命を危険にさらしながら，わたしたち

のために苦しまれたことを思い起こしま

定員会に参加することが含まれるでしょ

を守ってくれている人もいます。たとえあ

す。主がわたしたちのためにしてくださっ

う。喜んで召しを果たすこともそうでしょ

なたのほかにたった一人の聖徒しかいな

たことに対して感謝の念を抱くとき，わた

う。

かったとしても，そこに集い，聖餐を頂け

したちに対する主の愛，そして主に対する

るという事実は，神の慈しみに対する感

わたしたちの愛を感じることでしょう。

み

な

安息日は，わたしたちがバプテスマの水

日曜日，ユタ州のバウンティフルで執事
定員会を教え，アイダホ州では日曜学校の

謝と愛を感じ始める助けとなるでしょう。

わたしたちの受ける愛という祝福によっ

クラスを教える機会があったことに感謝

預言者ジョセフ・スミスと回復された福

て，
「いつも主を覚え〔る〕」という戒めを

しています。託児で奉仕する妻を手伝っ

5

音のおかげ で 得られるもう一つの 祝 福

より守りやすくなるでしょう。 わたしが感

たことも覚えています。わたしのおもな仕

は，権能を受けた神の僕 によって準備さ

じているように，皆さんは聖 霊に対して

事は，おもちゃを渡し，拾うことでした。

れ，祝福され，配られる聖餐を，毎週受け

も，愛と感謝の念を抱くことができます。

る機会があることです。権能を持つ神権

天の御父は，皆さんが交わした聖約に忠

しもべ

わたしが主に代わって行った何げない
奉仕が，天の御父の子供たちの人生に大
きな影 響を与えたことを御霊によって理
解したのは，何年も後のことでした。驚
いたことに，そのような安息日を通して，
わたしが未熟ながらも主に代わって仕え
たことを覚え，感謝してくれた人々もいま
した。
時折，安息日に自分が行った奉仕の結
果を見ることができないのと同じように，
主の僕たちの影響が増し加わっていくこ
とにも，わたしたちは気づけないかもしれ

けん

ません。しかし，主は静かに，忠実で謙
そん

遜 な僕たちを通して，ファンファーレを響
かすことなく，栄光あふれる福千年に向
けて主の王国を築いておられます。聖な
る御霊によらなければ，その壮大さが増
していくのを知ることはできません。
わたしは幼いころ，たった数人の会員と
わたしの家族しかいない，ニュージャー
ジー州の小さな支部で聖餐会に集ってい
ました。 75 年 前，ペンシル ベ ニア州と
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ニュージャージー州で行ける範囲にあり，
教会の建設した建物が存在したのはフィ
ラデルフィアだけで，わたしはそこでバプ
テスマを受けました。当時たった一つの
小さな支 部しかなか ったニュージャー
ジー州のプリンストンに，今では大きな
ワードが二つもあります。数日前には，何
千人という若人が，ペンシルベニア州フィ
ラデルフィア神殿の奉献に先立って行わ
れた祭典で演技を披露してくれました。
若かりしころ，わたしは支部宣教師に召
されました。ニューメキシコ州のアルバ

力が，地の全面に散っている小羊の教会

の民がそうであったように，この時代のわ

カーキにあったその唯一の教会堂で，わ

の聖徒たち，すなわち主の聖約の民のう

たしたちも厳しい試練を経験 することで

たしたちは日曜日に礼拝したのです。今

えに下るのを見た。彼らは義と神の力と

しょう。

ではそこに，神殿と 4 つのステークがあり

をもって，大いなる栄光のうちに武装して

ます。
その後わたしはアルバカーキを離れ，

6

いた。」

「そして，苦難の中にいる彼らに主の声
が聞こえて，言われた。『あなたがたの頭

この神権時 代にも，今後もたらされる

を上げて喜びなさい。わたしは，あなた

マサチューセッツ州ケンブリッジの学校

状態や様々な機会に関する同様の預言的

がたがわたしと交わした聖約を知ってい

に通いました。マサチューセッツ州とロー

な記述が，教義と聖約に記されています。

る。わたしは自分 の民と聖 約を交わし，

ドアイランド州には，一つの教会堂とその

「あなたがたは…… 父がどれほどの大

地 域 全 体を包 括 する地方 部がありまし

いなる祝福を御 手 の中に持っていて，あ

またわたしは，あなたがたの肩に負わさ

た。わたしはその美しい郊外に広がる丘

なたがたのために備えておられるかをま

れる荷を軽くし，あなたがたが奴隷の状

を幾つも越えて，小さな支部の聖餐 会を

だ理解していない。

態にある間，あなたがたの背にその荷が

巡回しました。支部の多くは小さな賃貸

み

て

その民を奴隷の状態から救い出す。

あなたがたは，今はすべてのことに耐

感じられないほどにしよう。わたしがこの

施設や改装した小さな家でした。現在，

えることはできない。しかし，元気を出し

ようにするのは，あなたがたがこの後，わ

マサチューセッツ州ベルモントには聖なる

なさい。わたしがあなたがたを導いて行

たしのために証人になれるようにするた

神の神殿があり，田園のあちらこちらにス

くからである。王国はあなたがたのもの

め，また主なる神であるわたしが，苦難の

テークが広がっています。

であり，その祝福もあなたがたのものであ

中にいる自分の民を訪れるということを，

り，また永 遠の富もあなたがたのもので

あなたがたが確かに知ることができるよ

ある。

うにするためである。』

当時のわたしにははっきりと見えません
でしたが，主はそのような小さな聖餐会に

はら から

集った人々に御霊を注いでおられたので

すべてのことを感謝して受け入れる者

そこで，アルマと彼の同胞に負わされた

す。そう感じてはいましたが，主が御自身

は，栄光を与えられるであろう。また，こ

重荷は軽くなった。まことに，主は，彼ら

の王国を建て，栄光を与えようとされる，

の世のものも百倍，いやそれ以上，加えら

が容易に重荷に耐えられるように彼らを

その規模や時を見極めることはできませ

れるであろう。」7

強くされた。そこで彼らは心楽しく忍耐し

んでした。預言者は啓示によって，わたし

教会の中で，神の祝福と愛に対する感

み こころ

て，主の御心にすべて従った。」8

たちが今目にできるものをかつて目にし，

謝の念 が深まっていること，その変化を

とりわけ困難なときに，わたしたちが神

記録してきたのです。ニーファイは，全体

感じてきました。信仰の試しに遭い，た

と交わした聖約を守るなら，主がすでに

の数としては多くなくとも，光が増してい

だ前進するために神の助けを願い求めな

わたしたちのためにしてくださったことに

く様子が見えると語りました。

ければならない状況にあるときほど，教

対してささげる感謝の祈りを主は聞いてく

会員の中でそのような思いがますます高

ださり，忠実に堪え忍べるように力を求め

まるようです。

る祈りにこたえてくださるのを，わたしも

「そして，神の小羊の教会が見えたが，
この教会に属している者の数は，…… 少
なかった。……
そしてわたしニーファイは，神の小羊の

残忍なアミュロンの支配下にあり，堪え
難いほどの重荷を負わされていたアルマ

皆さんも経験してきました。主がわたした
ちを強め，元気づけてくださったことも，

2 0 1 6 年 11 月 号

101

日曜午後の部会 | 2 0 1 6 年 1 0 月 2 日

十二使徒定員会

一度や二度ではありません。

デビッド・A・ベドナー長老

皆さんは，この安息日に感謝を表し，待
ち受ける試練に備えて自身やほかの人々
を強めるために，どんな生活や礼拝がで
きるだろうかと考えていることでしょう。
今日，神が皆さんのためにしてくださっ

もしあなたがたが
わたしを知っていたならば」

「

たすべてのことに，個人と家族で感謝の
祈りをささげることから始められます。ま
た，主や人々に仕えるため，主が皆さんに
望んでおられることを知るために祈ること
ができます。とりわけ，皆さんに訪れてほ
しいと主が 望んでおられる，孤独な人や
助けを必要としている人を，聖霊から示し
ていただけるように祈ることができます。
皆さんの祈りはこたえられるというこ

わたしたちは，ただ救い主について知っているだけでしょうか。
それとも，さらに主を知るようになっているでしょうか。どうしたら，
主を知るようになるのでしょうか。

と，また受けた答えに従って行動すると
き，安息日に喜びを見いだし，心が感謝で
満たされると約束できます。
父なる神は皆さんを御存じであり，愛し
ておられることを証します。皆さんへの
愛ゆえに，救い主，主イエス・キリストは
あがな

罪の贖いをしてくださいました。御父と御
子は，預言者ジョセフ・スミスに御姿を現

救

い主 は 山 上の 垂 訓 の 最 後 に，

その日には，多くの者が，わたしにむかっ

「御子による救いの恵みを得る

て『主よ，主よ，わたしたちはあなたの名に

道は，ただ御父の御 心 を行うこ

よって預言したではありませんか。また，

み こころ

と以外にない」という永遠の真理を強調
1

されました。
主は言われました。

あなたの名によって悪霊を追い出し，あな
たの名によって多くの力あるわざを行った
ではありませんか』と言うであろう。

されたときに彼の名前を御存じだったよう

「わたしにむかって『主よ，主よ』と言

そのとき，わたしは彼らにはっきり，こう

に，皆さんの名前をも御存じです。この

う者 が，みな天 国に入るのではなく，た

言おう。『〔わたしは〕あなたがたを全く

教会がイエス・キリストの教会であり，主

だ，天にいますわが父の御旨を行う者だ

知らない。罪悪を行う者たちよ。わたし

は皆さんが神と交わし，新たにする聖約を

けが，はいるのである。

のもとから去りなさい。』」

尊んでくださると証します。救い主により
似た者となるべく，皆さんの性質そのもの
が変わっていくことでしょう。誘惑や，真
理に対する疑念に抵抗する力が増し加え
られるでしょう。皆さんは，安息日に喜び
を見いだすことでしょう。これらのこと
を，主イエス・キリストの御名によって約
束します，アーメン。■
注
1. 教義と聖約 59 章参照
2. 教義と聖約 59：5 ，7 － 8
3. 教義と聖約 59：21
4.「み恵み数えあげ」
『賛美歌』153 番
5. モロナイ 4：3 ，5：2 ，教義と聖約 20：77，79
6. 1 ニーファイ 14：12 ，14
7. 教義と聖約 78：17 － 19 ，強調付加
8. モーサヤ 24：13 － 15
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2

ジョセフ・スミスが霊感を受けて翻訳
したこの聖句のジョセフ・スミス訳につい
てじっくり考えると，このたとえに対する
理解が深まります。注目すべきことに，欽
定訳聖書では「〔わたしは〕あなたがたを
まったく知らない」となっている部分が，
ジョセフ・スミス訳では，
「あなたがたは
わたしをまったく知らない」と変えられて
3

います。
10 人のおとめのたとえについても考え
てみましょう。５人の思慮の浅い，用意の
できていないおとめたちが，花婿を迎えに
出るようにという呼び声を聞いた後で油を
買いに行ったことを思い出してください。

知るようになること

「ただ聞くだけの者」ではなく，
「御言を行
う人」にならなければなりません。11

イエスは言われました。
「わたしは道であり，真 理であり，命で

神の言葉を聞くことと，救い主を信じる

ある。だれでもわたしによらないでは，父

信仰という霊的な賜 物 を受けることは密

のみもとに行くことはできない。

接に関係しています。「信仰は聞くことに

もしあなたがたがわたしを知っていたな
6

らば，わたしの父をも知ったであろう。」

愛する御子を知るようになるにつれ，わ

「彼らが買いに出ているうちに，花婿が
着いた。そこで，用意のできていた女た

たしたちは御父を知るようになります。

たま もの

よるのであり，聞くことはキリストの言葉
12  

から来る」からです。 聖文の主の言葉を
み

13

な

研究してよく味わい ，主の御 名 によって

はん

14

誠 心誠意，御父に祈り ，聖 霊を常に伴
りょ

15

現世の偉大な目的は，御父の独り子に

侶 とするように願い求めるとき ，わたし

ちは，花婿と一緒に婚宴のへやにはいり，

ついて学ぶだけでなく，知るように懸命な

たちは主と主の声をよく知るようになりま

そして戸がしめられた。

努力をすることです。主を知るようになる

す。キリストの教義を学び，生活の中で生

そのあとで，ほかの〔５人の〕おとめた

うえで助けとなる，4 つの不可欠な段階が

かすことは，主を信じる信仰の賜物を受

ちもきて，
『ご主人様，ご主人様，どうぞ，

あります。主を信じる信仰を働かせるこ

けるのに欠かせません。

あけてください』と言った。

と，主に従うこと，主に仕えること，そして

しかし彼は答えて，
『はっきり言うが，わた

16

主を信じる信仰を働かせることは，主

主を信じることです。

に従うのに必要な備えです。

主を信じる信仰を働かせる

主に従う

4

しはあなたがたを知らない』と言った。」

このたとえの意味に関するわたしたち
一人一人の理解は，ジョセフ・スミス訳に

主を信じる信仰を働かせるとは，主の
7  

「さて，イエスがガリラヤの海べを歩い

よってさらに深められます。重要なのは，

功徳と憐れみと恵みに頼ることです。 主

ておられると，ふたりの兄弟，すなわち，

欽定訳聖書にある「わたしはあなたがた

の言葉の一部分でも自分の魂に受け入れ

ペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデ

を知らない」は，ジョセフ・スミス訳では

ることができるまで，霊的な能力を尽くし

レとが，海に網を打っているのをごらんに

「あなたがたはわたしを知らない」となり，

て主の教えを試すうちに，わたしたちは救

なった。彼らは漁師であった。

より意味が明らかにされている点です。5

い主を知るようになり始めます。8   主を信

イエスは彼らに言われた，
『わたしにつ

「あなたがたはまったくわたしを知らな

じる信仰が増すにつれて，主を信頼し，主

いてきなさい。あなたがたを，人間をとる

い」,「あなたがたはわたしを知らない」と

の贖 いと癒 しと人を強める力に確信を持

漁師にしてあげよう。』

いう言葉は，わたしたち一人一人にとって

つようになります。

あがな

いや

すると彼らはすぐに網を捨てて，イエス
に従った。」17

自分自身を霊的に深く見つめ直すきっかけ

真の信仰は主が基盤となり，主に焦点

となるべき言葉です。わたしたちはただ救

が当てられ，常に義にかなった行動へと導

い主について知っているだけでしょうか。

きます。「〔キリストを信じる〕信仰は，啓

それとも，さらに主を知るようになってい

示された宗教の第一の原則であり，すべて

救い主は皆さんやわたしにも同じよう

るでしょうか。どうしたら，主を知るように

の義の基である。あらゆる知性ある存在

に教えておられます。「だれでもわたしに

なるのでしょうか。この魂への問いかけ

にとって行動の原動力である。」9   贖い主

ついてきたいと思うなら，自分を捨て，自

が，わたしのメッセージの主題です。この

が宣言された正しい原則に基づいて行動

分の十字架を負うて，わたしに従ってきな

重要な主題について一緒に考えるとき，聖

することは，真の信仰を受け，働かせる上

さい。」18   自分の十字架を負うとは，すべ

で中心となります。「行いを伴わない信仰

ての不信心とあらゆる世の欲を捨て，主

霊の助けがあるよう切に願います。

〔は〕むなしい」からです。10   わたしたちは

ペテロとアンデレは，主に聞き従うこと
の力強い模範です。

の戒めを守るということです。19
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れながらの人としての自己中心的で自分
本位な傾向が弱まります。自分が仕える
人々への愛が深まります。人々に仕えるこ
とは神に仕えることであるので，神や兄弟
姉妹をもっと深く愛するようになります。
そのような愛は，霊的な愛の賜物の現れ
であり，それこそがキリストの純粋な愛な
のです。30
「あなたがたは，御父が御子イエス・キ
救い主はわたしたちに御自身のようにな

両方とも主に仕えるのに必要な備えです。

20  

りなさいと勧 告されました。 このよう
に，主に従うことには，主に倣うというこ
しょく ざい

リストに真に従う者すべてに授けられた
この愛で満たされるように，また神の子と

主に仕える

なれるように，熱意を込めて御父に祈りな

とも含まれます。主の贖 罪 の力を通して

「なぜならば，仕えたこともなく，見も知

さい。また，御子が御自身を現されるとき

主のようになろうと求めるとき，続けて主

らぬ他人で，心の思いと志を異にしている

に，わたしたちはありのままの御姿の御子

を知るようになるのです。

主人を，どのようにして人は知ることがで

にまみえるので，御子に似た者となれるよ

現世で仕え，教え，導かれたとき，イエ

25

きようか。」

うに，またわたしたちがこの希望を持てる

スは道を示され，導かれ，完 全な模範を

主に仕え，主の王国で働くにつれて，わた

ように，さらにわたしたちが清められて清

示されました。献身的な弟子としての道

したちはより完全に主を知るようになりま

い御子と同じようになれるよう，熱意を込

を主に従って歩むとき，
「主の特質，完全

す。そうするとき，主は天の助けや霊的な

めて御父に祈りなさい。」

21  

さ，属性を正確に理解すること」 で，決

賜物を与えてくださり，能力をさらに高めて

して色あせることのない目的と明らかな方

くださるのです。主のぶどう園で働くわた

向性が得られます。

したちを，決してお見捨てにはなりません。

31

主の愛で満たされるとき，わたしたちは
主を知るようになります。
主を信じる

また，救い主に従うことによって，
「〔わ

主はこう宣言しておられます。「わたし

たしたちが 〕追い求めている生き方」が神

はあなたがたに先立って行こう。わたし

の御心に一致していることを実際の知識

はあなたがたの右におり，また左にいる。

に仕えながら，主を信じないなどというこ

として得ることができます。 そのような

わたしの御 霊 はあなたがたの心の中にあ

とがあり得るのでしょうか。

知識は，知ることのできない謎でもなけれ

る。また，わたしの天使たちはあなたが

聖文に記され，この説教壇から語られ

ば，一時的な追求やこの世的な日々の関

たの周囲にいて，あなたがたを支えるであ

る教義と原則を真実として受け入れてい

心だけに向けられたものでもありません。

ろう。」

22  

むしろ，聖約の道を確実に，継続して進む
ことが，主に喜ばれる生き方なのです。

み たま

26

主を信じる信仰を働かせ，主に従い，主

ながら，福音の真理が自分の生活や状況

最善を尽くして救い主が望まれていると

に具体的に当てはまる，ということをどう

ころに行き，望まれていることを語るよう

しても信じられないでいる教会員を知っ

モルモン書のリーハイの夢は，わたした

努め，望まれているような人物になること

ています。彼らは，救い主を信じる信仰

ちが歩むべき道や直面する試 練，そして

によって，救い主を知るようになります。27  

を抱いているように見えても，主が約束さ

救い主に従い，救い主のもとに来る上で

完全に主に依存していることを認めると

れている祝福が自分にも与えられること

助けとなる霊的な力の源を示しています。

き，主はこれまでにないほど 効果的に仕

や，自分の生活の中でも機能することを信

細くて狭い道を前進することを，主はわた

える能力を伸ばしてくださいます。徐々に

じません。自分の義務を忠実に果たしな

したちに望んでおられます。木の実を味

わたしたちの願いは主の願いとより完全

がらも，回復された福音が自分の生活の

わい，深く「主に帰依〔する〕」23   ことは，

に一致するようになり，主の目的がわたし

中で，自分に変化をもたらす，生きた現実

主がわたしたちに受けてほしいと願ってや

たちの目的になり，
「〔主の〕思いに反する

のものになっていない兄弟姉妹とも会っ

まない祝福です。そこで主は招いておら

28

ことを求めない」ようになります。

てきました。わたしたちが信仰の対象と

れます。「わたしに従ってきなさい」と。24

主に仕えるには，わたしたちの心と勢力

して主を信じるだけでなく，主を信じ，主

イエス・キリストを信じる信仰を働かせ

と思いと力を尽くすことが求められます。29  

の確かな約束を信じるにつれ，主を知る

ることと，イエス・キリストに従うことは，

人々への無私の奉 仕の結果として，生ま

ようになるのです。
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新約聖書の中で，ある父親が救い主に
自分の子供を癒してくださるように願いま
した。イエスはお答えになりました。
「『もし信じることができるならば，信ず
る者には，どんな事でもできる。』
その子の父親はすぐ叫んで，涙を流し
ながら言った，
『信じます。不信仰なわた
しを，お助けください。』」32
「不 信仰なわたしを，お助けください」
34  

という父親の願いについて，何度も思い巡

主を知るようになります。 主の贖罪が持

らし，彼の願いは，何よりもまずイエスを

つ，人を変化させ，癒し，強め，聖める力を

贖い主，癒しの力を持つ御方として信じら

個人的に経験するにつれて，キリストを信

れるように助けてほしい，ということだっ

じ，キリストを知るようになります。「神の

たのではないかと思います。すでに彼は，

御言葉の力」 がわたしたちの中に根を

キリストを神の御子として認めていたので

張り，思いや心 の中に書きつけられ

35  

36

，

はないでしょうか。それでも，主の癒しの

「〔主〕を知 ……るように，
〔わたしたちが〕

力が自分の愛する息子を祝福してくださ

自分の罪をすべて捨て」 るとき，主を信

るほど個人的に与えられると信じたいと

じ，主を知るようになります。

思い，助けを求めたのかもしれません。キ

37  

主を信じるとは，主の豊かな祝福をわた

リストを一般的な意味で信じてはいても，

したち個人の生活と家族の中で受け，当て

具体的に，そして個人的には信じていな

はめることができると信頼することです。

かったのかもしれません。

聖約の道を前進し，自分の意思を主の優

真実であると知っていることについて，
あかし

先順位と主が定めてくださった時期に従わ

わたしたちはよく証 します。しかし，自分

せるとき，わたしたちは全身全霊を込めて

が知っていることを信じているかどうかを

主を信じるようになります。 主を信じる，

問いかける方がわたしたち，一人一人に

つまり主の力と約束が真実であると受け

とってより適切かもしれません。

入れることによって，自分の生活に正しい

正しい神権の権能によって執行された

38  

ものの見方と平安と喜びがもたらされます。

神聖な儀式は，救い主を信じ，主を知るよ
うになり，最終的には知っていることを信
じるために不可欠です。

約束と証

将来，イエスはキリストであると，
「すべ

「また，この〔メルキゼデク〕神権は福

てのひざがかがみ，すべての舌が …… 告

音をつかさどり，王国の奥義の鍵，すなわ

白します。」39   その祝福された日に，主が

ち神の知識の鍵 を持つ。

一人一人の名前を御存じであると，わたし

それゆえ，この神権の儀式によって神
33

性の力が現れる。」

たちは知るでしょう。主を信じる信仰を
働かせ，主に従い，主に仕え，主を信じる

メルキゼデク神権を通して執行された神

なら，わたしたちは主について知るだけで

の知識の鍵が扉を開け，わたしたち一人

なく，主を知るようになることを証し，約

一人が生活の中で神性の力を受けるとき，

束します。このことを，イエス・キリストの

主を信じ，主を知るようになります。神聖

聖なる御名によって証します，アーメン。■

な儀式を受け，忠実にそれを尊ぶことに
よって主に従い，わたしたちの顔に神の面
影をさらに受けるにつれて，救い主を信じ，

注
1. ジェームズ・E・タルメージ『キリスト・イエ
ス』241

2. マタイ 7：21 － 23
3. ジョセフ・スミス訳〔英文〕マタイ 7：33 を和
訳
4. マタイ 25：10 － 12
5. ジョセフ・スミス訳〔英文〕マタイ 25：11 を和
訳
6. ヨハネ 14：6 － 7
7. 2 ニーファイ 2：8；31：19；モロナイ 6：4 参
照
8. アルマ 32：27 参照
9. Lectures on Faith（ 1985 年），1
10. ヤコブ 2：20
11. ヤコブ 1：22
12. ローマ 10：17
13. 2 ニ ーファイ 32：3； 教 義 と 聖 約 18：34 －
36 参照
14. モロナイ 10：4 参照
15. ヨハネ 14：26；教義と聖約 121：46 参照
16. ヨハネ 7：17 参照。各人は信仰の賜物を願い
求め，それを受けるにふさわしくなるために自
分 にできるすべてをなす 責 任がある。 しか
し，結局，愛と思いやりにあふれた神はその賜
物をわたしたちに与えてくださる。
17. マタイ 4：18 － 20
18. マタイ 16：24
19.『聖句ガイド』内「聖書のジョセフ・スミス訳
（抜粋）」マタイ 16：26 参照
20. 3 ニーファイ 27：27 参照
21. Lectures on Faith, 38
22. Lectures on Faith, 38
23. アルマ 23：6
24. ルカ 18：22
25. モーサヤ 5：13
26. 教義と聖約 84：88
27.「み旨のまま行かん」
『賛美歌』172 番参照
28. ヒラマン 10：5
29. 教義と聖約 4：2 参照
30. モロナイ 7：47 参照
31. モロナイ 7：48
32. 欽定訳〔英文〕マルコ 9：23 － 24 から和訳
33. 教義と聖約 84：19 － 20 ，強調付加
34. アルマ 5：14 ，19 参照
35. アルマ 26：13
36. ヘブル 8：10 参照
37. アルマ 22：18
38. オムナイ 1：26 参照
39. モーサヤ 27：31 参照
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中央日曜学校会長会第二顧問

キリストの教 義によってキリストの贖罪
の祝福を受けることができる

ブライアン ・K・アシュトン

イエス・キリストの贖罪によって，
「聖な

キリストの教義

あわ

るメシヤの功徳と憐 れみと恵み」6   に頼
り，
「キリストによって完全になり」7 ，善い
8  
物をことごとく手にし，
永遠の命を得る 9  

ことを可能にするための条件が定められま

キリストの教義は，霊的な力，すなわち現在のわたしたちの霊的な
状態を，救い主のように完全な状態となるまで高める力を得る手段
を提供してくれます。

した。
一方，キリストの教義は，イエスの贖罪
を通して可能となったあらゆる祝福をわた
したちが 手 にすることを可 能にする唯
一の手段です。このキリストの教義によっ
てこそ，霊的な力，すなわち現在のわたし

イ

たちの霊的な状態を，救い主のように完全
エスの復活後のニーファイの民

が果たされたことが紛れもないことを立

な状態にまで高める力を得られるようにな

への訪れは，わたしたちに最も

証しました。次いで，イエスはキリストの

るのです。 再び生まれるというこの過程

重要な事柄を教えるために周到

10  

教義を教えることにより，御父の幸福の

について，D・トッド・クリストファーソン

に計画されたものでした。まず御父が，

計画がもたらす，すべての祝福を手にする

長老はこのように教えています。「再び生

イエスは「わたしの愛する子 ……わたし

方法をニーファイの民に教えられました。

まれ るとは，肉 体 的な誕 生とは異なり，

の心にかなう者である」と民に証 されま

これらの祝福は，救い主の贖罪により可

一つの出来事ではなく一連の過程です。

あかし

くだ

1  

した。 次に，イエス御自身が降 ってきて
あがな

2  

御自身の贖 いの犠牲について証し， イエ

4

能となりました。

その過程を踏むことが，現世における最も

今日わたしは，キリストの教義に焦点を

スがキリストであることを「確かに知〔る〕」

絞って話します。キリストの教義とは，イ

ために，立って主のもとに来て，わきの傷

エス・キリストとその贖罪を信じる信仰を

と手足の釘 の跡に触れるよう民を招かれ

働かせ，悔い改め，バプテスマと聖霊の賜

くぎ

3  

しょくざい

たま

もの

ました。 これらの証は，イエスの贖 罪 が

物 を受け，最後まで堪え忍ぶことだと聖

完成し，救い主を与えるという聖約を御父

文によって定義されています。
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5

11

大切な目的なのです。」

では，キリストの教義の各要素を詳しく
見てみましょう。

第一に，イエス・キリストとその贖罪を
信じる信仰です。預言者は，信仰はキリ
み こと ば
ストの御言葉を聞くことから始まると教え
12  
ています。 キリストの御言葉は主の贖い
の犠 牲について証し，どのようにすれば
ゆる
赦 しと祝福と昇栄を手にすることができ
るかを告げています。13
わたしたちはキリストの御言葉を聞い
て，救い主の教えと模範に従うことを選ぶ
ことにより，信仰を行使します。14   そうす
るためには，
「人を救う力を備えておられる
〔キリスト〕の功徳にひたすら頼ら」なけれ
ばならない 15  とニーファイは教えています。
16
イエスは前世で神であられたため，
罪の
17  
ない生涯を送り， 贖罪を通して，わたし
18  
や皆さんに対する正義の要求を満たし，
かぎ
19  
全人類に復活をもたらす力と鍵 を持ち，
悔い改めを条件に憐れみが正義に打ち勝
つことを可能にしてくださいました。20   キ

リストの功徳により憐れみを得ることが
できることを理 解すると，わたしたちは
「悔い改めを生じる信仰を持てる」21   よう
になります。キリストの功徳に完全に頼る
とは，主がわたしたちを救うために必要な
ことをすでにしてくださったということに
信頼をおき，信じていることに従って行動
することです。22
信仰はまた，ほかの人にどう思われる
かを気にするのをやめ，それよりも神から
どう思われるかについてよく考えるよう人
を促します。

第二に，悔い改めです。レーマン人サム
エルはこのように教えています。「あなた
み

な

がたは，
〔キリスト〕の御 名 を信じるなら
23  

ば，罪をすべて悔い改めるであろう。」

悔い改めは天の御父からの貴い賜物で，
その独り子の犠牲を通して実現しました。
悔い改めは，わたしたちが自分の考えや
33  

行動，また人格 そのものを変えて，さら

れ」ます。 悔い改めは，実に救い主のよ

う聖約を交わします。それと引き換えに

に，もっと救い主のようになるために御父

うになるためにあるのですが，わたしたち

主は，わたしたちの罪を赦す，つまり免除

が与えてくださった過程です。 悔い改め

は自分の力で救い主のようにはなれない

し

は大きな罪のためにだけ存在するのでは

ために，自分の生活において必要な変更

と聖約してくださいます。 キリストはさ

なく，日々の自己評 価と自己改善の過程

をするためには救い主の恵みが不可欠な

らに，わたしたちが主のようになるのを助

のです。

け，わたしたちを永遠の命に備えると約束

24  

25

であり ，罪や不完全さ，弱さ，欠点を克
26  

服する助けとなります。 悔い改めを通し
て人はキリストに「真に従う者」となり，
27  

28  

悔い改めるときに，これまでの義にか
なわない行いや弱さ，不完 全さ，恐れは

38

み たま

，
「ますます豊かに 御 霊 を注〔ぐ〕」
39  

40

してくださいます。

中央若い男性会長会の第一顧問である

愛で満たされ， 恐れを捨てます。 悔い

新たな行いと信条に取って替わりますが，

ダグラス・D・ホームズ兄弟はこのように

改めは，完全な生涯を送るという計画が

それはわたしたちが救い主に近づき，主

書いています。「バプテスマと聖餐の儀式

失敗したときの代替策ではありません。29  

のようになる助けとなります。

は，再び生まれることの結果と過程の両方

継続的な悔い改めは，永続する喜びをも
たらし，天の御父のみもとに戻り，ともに
暮らすことを可能にする唯一の道です。
わたしたちは，悔い改めを通して神の

み こころ

御 心 に従順になります。しかし，一人では
できません。神の慈しみと，自分が無力
30  
な者であることを知り，
さらに神の御心

に添った行いをするために最善を尽くす
31  
ことにより，
恵 みがもたらされます。32  

恵みは，
「神が助けと力を与えられる手段
であり，
〔自分の〕力だけでは成し遂げら
れない善い業を行うために，イエス・キリ
ストの豊かな憐れみと愛を通して与えら

せい さん

第三に，バプテスマと聖 餐 です。預言
者モルモンは，
「悔い改めの最初の実はバ
プテスマである」34   と教えています。完
全になるためには，悔い改めに，神の権能
である神権を受けた人によって施される
バプテスマの儀式が伴わなければなりま
せん。教会員について言えば，バプテスマ
やそのほかの機会に交わした聖約は，聖
餐を受けることにより更新されます。35
バプテスマと聖餐の儀式の中で，わた
したちは御父と御子の戒めを守り，いつ
もキリストを覚え，進んでキリストの御名
（つまり主の業と属性）36  を受ける 37  とい

を象徴しています。バプテスマにおいて，
これまでの肉の人は葬られ，新しい命がも
たらされるのです。41   この変化は，段階的
な過程であることを聖餐の中で学びます。
少しずつ，週ごとに，悔い改め，聖約を交
わすことにより，さらに御霊を授けられ，
〔救い主のような者〕となるのです。」42
儀式と聖約は，キリストの教義に欠か
せない要素です。ふさわしい状態で神権
の儀式を受け，関連する聖約を守ること
により，神性の力が現れるのです。43   D・
トッド・クリストファーソン長老はこのよう
に説明しています。「この『神性の力』は
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「恵みに恵み」を加えられ，ついに完全を
受けます。56
キリストの教義を実践しなければならない

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちがキリス
トの教義を実践するときに，試練のときで
あっても，物質的にも霊的にも祝福され，
や が て「善 いものをことごとく手 に〔す
る〕」57   ことができます。わたしはこの過
程をこれまでも一歩一歩少しずつ経験し
てきましたし，今後も引き続き経験するこ
とを証します。
しかしさらに重要なことは，キリストの
教義を実践しなければならないのは，そ
れが天の御父のみもとに戻る唯一の道だ
からです。それが，救い主を受け入れ，そ
58  

の息子，娘となる唯一の道なのです。 事
聖霊の影響力によってわたしたちにもたら
44

第 五に，最 後まで堪え忍 ぶことです。

実，罪から贖われ，霊的に進歩する唯一の

されます。」

預言者ニーファイは，聖 霊の賜 物を受け

方法は，キリストの教義を生活の中で実

第四に，聖霊の賜物です。バプテスマ
の後，わたしたちは確認の儀式を通して
45  
聖霊の賜物を授けられます。 この賜物
はん りょ
46
を受ける人は，常に神を伴侶とし ，神の
影響に本来伴う恵みを，絶えることなく，
あずかることができます。
常に伴 侶となる聖 霊は，わたしたちが
聖約を守れるよう，さらなる力と強さを与
47  
えてくださいます。 聖霊はまた，わたし
きよ
48  
たちを聖 めてくださいます。 つまり，
「イ
エス・キリストの贖罪を通して，罪から解
放された，純 粋で，清く，聖なる状 態」49  
にしてくださるのです。聖めの過程は，わ
たしたちの汚れを取り除くだけでなく，必
要とする霊的な賜物，すなわち救い主が
50  
備えておられる神の属性をも与え，
人格
51
そのものを変え，「わたしたちが悪を行
う性癖をもう二度と持つこと」52  のないよ
うにしてくれます。 信仰と悔 い改め，儀
式，キリストのような奉仕をはじめとする
義にかなった努力を通して聖霊を招き入
れる度に，わたしたちは少しずつ，一歩
一歩キリストのような者へと変化していく
のです。53

た後，
「生ける神の御子の模範に倣って，

践することです。 反対に，使徒ヨハネが
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54  

59  

おしえ

最後まで堪え忍ばなければ 」 ならない

教えたように，
「すべてキリストの教 ……

と教えています。デール・G・レンランド

にとどまらない者は，神を持っていないの

長老は，最後まで堪え忍ぶという過程に

で〔す〕。」

ついてこのように述べています。「度々，

ファイ人の十二使徒に，キリストを信じる

そして繰り返し…… キリストを信じる信

信仰を働かせ，悔い改め，バプテスマも受

仰を働かせ，悔い改め，バプテスマの聖約

60  

また，イエス御自身はニー

け，最後まで堪え忍ぶことを怠るならば，

と祝福を新たにするための聖餐を受け，

「切り倒されて火の中に投げ込まれ，父の

聖霊を常に伴侶として受けられるようにさ

正義のゆえに，そこから二度と戻ることが

らに努力すること」により「完全になるこ

できない」 と語られました。

61  

とができ〔ます〕。」そうするならば，それ

では，生活の中でキリストの教義をより

らをすべて行いながら，わたしたちはさら

完 全 に実 践 するにはどうすれ ばよいで

にキリストに似た者となり，最後まで堪え

しょうか。一つの方法は，毎週意識的に

忍ぶことができるのです。55

聖餐に備えようとすることです。時間を

つまり，聖霊を受けてそれにより心が変

取って，自分 が最も改善しなければなら

化することにより，信仰はさらに強まりま

ない点をよく祈りながら考えるのです。そ

す。信仰が増し加わると，さらなる悔い改

うするならば，自分がイエス・キリストの

めへと導かれます。そして象徴的に心と

ようになる妨げとなっているものを少なく

罪を聖餐の祭壇の犠牲としてささげると

とも一つは犠 牲として聖餐の祭壇にささ

きに，さらに聖霊を受けることができるの

げ，信仰をもって助けを懇願し，必要な霊

です。さらに強く聖霊を受けることによ

的な賜物を求め，次の一週間に自分を改

り，再び生まれるための道を進むことが

善することを聖約することができるので

できます。この過程を続けて福音のすべ

す。62   そうすれば，生活にさらに聖霊がも

ての救いの儀式と聖約を手にするときに，

たらされ，不完全さに打ち勝つためのさ

らなる力が与えられるでしょう。
イエス・キリストが世の救い主であり，
その御名によってのみわたしたちが救わ
れ得ることを証します。63   善いものはすべ
て主からのみ来ます。64   しかし，永遠の命
を含め，実際に「善いものをことごとく手
に〔する〕」65   には，キリストの教義を生
活の中で継続して実践しなければなりま
せん。イエス・キリストの聖なる御名によ
り，アーメン。■
注
1.
2.
3.
4.
5.

3 ニーファイ 11：7
3 ニーファイ 11：10 － 11 参照
3 ニーファイ 11：14 － 15 参照
3 ニーファイ 11：21 － 39 参照
2 ニーファイ 31；3 ニーファイ 27：16 － 20 参
照。キリストの教義は聖典のいたるところに
出てくるが，モルモン書で最も頻繁に言及され
ている。
6. 2 ニーファイ 2：8
7. モロナイ 10：32
8. モロナイ 7：22 － 24 参照
9. 教義と聖約 132：23 参照
10. キリストの贖罪とキリストの教義を合わせたも
のがキリストの福音を構成する（ 3 ニーファイ
27：13 － 21 参照）
11. D・トッド・クリストファーソン「再び生まれ
る」
『リアホナ』2008 年 5 月号，78
12. ローマ 10：17；2 ニーファイ 31：19；アル マ
32：27 － 29；モロナイ 7：25 参照
13. 2 ニーファイ 32：3 参照
14. 2 ニーファイ 31：10 ，13 参照
15. 2 ニーファイ 31：19
16. ヨハネ 1：1 － 3；モ ーセ 7：47；アブラハム
3：24 － 27 参照
17. ヘブル 4：15；教義と聖約 45：4 参照
18. アルマ 34：16 参照
19. 2 ニーファイ 9：21 － 22；ダリン・H・オーク
ス「神権の鍵と権能」
『リアホナ』2014 年 5 月
号，49 － 52 参照
20. アルマ 34：15 － 16 参照
21. アルマ 34：15
22. キリストの功 徳に完 全に頼ることには，イエ
ス・キリストが贖いの唯一の源であることを
認 識 することが 含まれ る（モ ーサ ヤ 4：7 －
8 参照）。また，キリストがわたしたち一人一人
を救ってくださることを信じる必要がある。教
義と聖約 27：2 において，わたしたちが聖餐
を受けるとき，単にキリストが苦しまれたこと
を覚えるだけでなく，わたしたち一人一人のた
めに主がそのようにしてくださったことを覚え
るように命じられているのはそのためである。
23. ヒラマン 14：13
24. ラッセル・M・ネルソン「悔 い 改 めと改 心」
『リアホナ』2007 年 5 月号，102 － 105 参照
25. ニール・L・アンダーセン「『わたしがあなたが

たを癒すことができるように，…… 悔い改めな
さ い』」
『リ ア ホ ナ』2009 年 11 月 号，40 －
43 参照
26. ジェフリー・R・ホランド「壊れたものを元ど
お り に」
『リ ア ホ ナ』2006 年 5 月 号，69 －
71；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 －
78 参照
27. モロナイ 7：48
28. モロナイ 8：16 参照。悔い改めは確かに，救
い主の弟子であることを示す主要な証拠であ
る。常に悔い改め，心と行いを主に向けようと
努力し続けていないのに，キリストに従ってい
ると心から主張することができるだろうか。
29.『宣教師の生活に適応する』
（小冊子）46 参照
30. モーサヤ 4：5 － 7 参照
31. 2 ニーファイ 10：24；25：23
32. ヒラマン 5：11；エテル 12：27；モロナイ 10：
32 － 33 参照
33. Bible Dictionary,“ Grace ”の項
34. モロナイ 8：25
35. 聖餐をふさわしい状態で受けるとき，わたした
ちは主と交わしたあらゆる聖約を新たにする。
（デルバート・L・ステープレー，Conference
Report ，1965 年 10 月，14；Ｌ・トム・ペリー
「聖 餐にあずかるとき」
『リアホナ』2006 年
5 月号，41 参照）
36. ダリン・H・オークス「証」
（新任 伝 道部会長
の た め の セ ミナ ー で の 説 教，2014 年 6 月
25 日）1 － 2 参照
37. モロナイ 4：3 参照。バプテスマのときに交わ
すそのほかの聖約については，モーサヤ 18：
8 － 10；教義と聖約 20：37 も参照。
38. モロナイ 8：25 参照
39. モーサヤ 18：10
40. 2 コリント 3：18；エテル 12：27；教義と聖約
35：2；モーセ 1：39 参照
41 . ローマ 6：4 参照
42. ダグラス・D・ホームズ，
“ Come unto Christ
− the Doctrine of Christ, ”未出版の原稿。
43. 教義と聖約 84：19 － 21 参照
44. D・トッド・クリストファーソン「聖 約 の力」
『リアホナ』2009
年 5 月号，19
あん しゅ
45. 確認は，按 手 によって行われる（例として使徒
8：17 を参照）
46. 教義と聖約 20：28 ；『聖句ガイド』
「聖霊」の
項参照。 scriptures.lds.org
47. 2 コリント 3：18；1 ニーファイ 14：14；教 義

と聖約 93：20 参照
48. 3 ニーファイ 27：20 参照
49.『聖 句ガイド』
「聖め」の項。 scriptures.lds.
org
50. モロナイ 7：48；8：26；10：8 － 18 参照
51. モーサヤ 4：14；教義と聖約 84：33；ブルー
ス・R・マッコンキー「神 権につける 10 の 祝
福」
『聖徒の道』1978 年 2 月号，49 － 53 参照
52. モーサヤ 5：2
53. 聖霊はさらに，天の御父のもとへ戻れるよう
導いてくださる（ 2 ニーファイ 32：5；教 義と
聖 約 45：57 参照）。キリストのようになるた
めに行うべきことが分かるよう助けてくださる
（ 2 コリント 3：18；エテル 12：27；教 義と聖
約 84：46 － 48 参照）。
54. 2 ニーファイ 31：16 。最後まで堪え忍ぶとい
う表 現は，適切で分 かりやすい表 現である。
なぜなら，時間と忍耐の両方が求められるか
らである（ヤコブの手 紙 1：2 － 4 参照）。キ
リストの属性の一部は，逆境や困難に遭うこ
となしに育むことはできない。例えば，長期
にわたり堪 え 忍 ぶことを求 められ たことが
一度もないのに，どうして長く堪え忍ぶことが
できるようになるのか。
55. デール・G・レンランド「末日聖徒は努力し続
ける民です」
『リアホナ』2015 年 5 月号，56
56. 教義と聖約 93：12 ，19 参照
57. モロナイ 7：25 。モーサヤ 2：41 も参照
58. 教義と聖約 39：4 － 6 参照
59. 2 ニーファイ 9：24 参照
60. 2 ヨハネ 1：9
61. 3 ニーファイ 27：17
62. ニール・A・マックスウェル長老が教えたよう
に，救い主の助けを得て犠牲が「焼き尽く〔さ
れる〕」まで，人は度々何週間も同じ犠牲をさ
さげるかもしれない。（「すべて神のみこころ
に背くことを捨てよ」
『聖徒の道』1995 年７月
号，71 ）
63. 2 ニーファイ 25：20 参照
64. モロナイ 7：24 参照
65. モロナイ 7：25
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七十人

法で，主を知ることができます。主に対す

カール ・B・クック長老

る信仰が増し，問題をより広い視野で見

仕える

られるようになります。生活はさらに満足

すべての会員が必要とされ，すべての会員に奉仕をする機会が
必要です。

ができます。6

のいくものとなり，仕えたいという望みと
人々に対する愛が増します。この祝福さ
れた過 程を通して，さらに神のようにな
り，みもとへ帰る備えをいっそうすること
マリオン・G・ロムニー管長はこう教え
ました。「奉仕とは，日の栄えの王国に入
る資格を勝ち得るために，この地上で我
慢して行うものではありません。日の栄え

子

の王国における昇栄の生活そのものが奉
供のころ，ライマンおじさんとド

のことを達成できます。主の業の中で仕

ロシーおばさんと一緒に農場で

え，助け合うために，皆が一つとなって主

働くのが楽しみでした。たいて

の業に従事するというのは，胸がわくわく

い，ライマンおじさんが仕事をリードし，ド

するものです。

されたり，奉仕をすることに疲れたり，最
仕えることは祝福である

初は魅力的と思えないようなことを依頼さ

り，急な坂を上ろうとするとき，アドレナリ

仕える機会があることは，教会の会員

ンが急上昇したのを覚えています。ライマ

としての大きな祝福の一つです。 主はこ

ンおじさんはこう叫んでいたもので す。

う言われました。「あなたはわたしを愛す

「ギアを合わせろ，ドロシー！」その声に
合わせ、わたしも祈り始めました。何度か

2  

3

るならば，わたしに仕え 」 ，人々に仕える
4

ことにより，主に仕えます。

ギアがこすれる音がしましたが、主の助

仕えるとき，わたしたちは神に近づきま

けもあり，ドロシーおばさんは何とかト

す。 知ることがなかったかもしれない方

ラックのギアを合わせます。すべての車
輪が土をかんで激しく動き出し，トラック
は勢いよく前進し，仕事が続けられました。
「ギアを合わせる」とは，複数の歯車が
一緒に動くように配置された特別なギア
に切り替えることで，回転力を増すことを
指しています。1   複合ギアは四輪駆動と連
動し，ギアを低速にし，出力を上げて動く
ことを可能にします。
わたしたちがワードや支部，定員会や
補 助 組 織など 教会で一 緒に仕えるとき
に，一人一人が複合ギアの一部だと考えて
みるとよいと思います。ちょうどギアが組
み合わさってさらに力を出すように，わた
したちも一緒になるとさらに大きな力を出
すことができます。互いに仕え合うために
団結するとき，一人のときよりもさらに多く
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奉仕はチャレンジとなることもある

しかし，恐れを感じるようなことを依頼

ロシーおばさんは補助をして，古いドッジ
のトラックを運転しました。泥にはまった

7

仕なのです。」

5  

れたら，教会で奉仕することはチャレンジ
となるかもしれません。
最近，わたしは新しい割り当てを受け
ました。以前は，アフリカ南東地域で奉
仕していました。比較的新しく，確立され
つつある教会で奉仕することはほんとう
に楽しいものでしたし，わたしたちは聖徒

たちを愛していました。そのようなとき，
教会本部へ戻るように召されました。正
直に言うと，決してうれしくはありません
でした。割り当ての変更で，新しく慣れな
い環境に置かれることになりました。
間もなくやって来る変化について深く考
えていたある晩，わたしは高祖 父ジョセ
フ・スキーンの夢を見ました。妻のマリア
とノーブーへ引っ越したジョセフは，奉仕
をすることを望み，預言者ジョセフ・スミ
スを探し出して，どのように助けることが
できるか尋ねたことを，彼の日記を読んで
知っていました。預言者は，彼を平原で
働くように送り出し，できるだけのことを
するように言いました。すると，高祖父は
それを行いました。彼は，スミス家の農
8

場で働いたのです。

奉仕には信仰が必要とされる

召しを果 た すには信 仰 が 必 要 で す。

ホームティーチャーは彼女がいないこと
に気づき，訪問して戻ってくるよう招きまし

わたしは，ジョセフ・スキーンがそのよ

ジョセフが農場で働き始めてから間もなく

た。ビショップとワードの会員も彼女を助

うに割り当てを受けた特権について深く

して，ジョセフとマリアは重い病気にかか

けました。ついには，信仰を増した彼女

考えました。すると突然，わたしも同じ特

りました。お金もなく，周りに知っている

は子供たちを教え始めたのです。彼女が

権を持っていることに気がつきました。

人もいません。二人にとって大変な時期

『救い主の方法で教える』で教えられてい

わたしたち皆が同じ特権を持っているの

でした。ジョセフは日誌にこう書いていま

る原則を応用すると，主はその働きを祝福

です。すべての教会の召しは神から，つ

す。「悪魔がわたしたちを滅ぼして，引き

され，彼女は有能な教師となりました。

まり神の聖任された僕を通して来ているの

返させようとしましたが，わたしたちは働

わたしたちの中の「生まれながらの人」

き続け，持てる小さな信仰で何とか教会

には，
「奉 仕 する準 備 が できて いない。

しもべ

9

です。
自分の新しい割り当てが霊感を受けた

10

に踏みとどまっていました。」

11

もっと学んでから」，
「疲れているから休

ものであるというはっきりとした霊的な確

彼らの何百人というほかの子孫ととも

みたい」，
「わたしはもう年だから，ほかの

信を得ました。わたしたちの召しは，文字

に，わたしはジョセフとマリアが引き返ら

人がやるべきだ」，
「ほんとうに忙しくて時

どおり，神権指導 者を通して神から来て

なかったことを永遠に感謝するでしょう。

間がない」などという理由で，奉仕を断る

いるという，そのつながりを理解するのは

祝福は，わたしたちが召しや責任に粘り

ことを許容する傾向があります。

大切なことです。この経験の後，わたし

強く取り組み，持てる信仰のすべてを使っ

の態度は変わり，奉仕したいという深い望

て耐え抜くときにやって来ます。

兄弟姉妹の皆さん，召しを受け入れ，そ
れを果たすことは，信仰を行使することで

みに満たされました。悔い改めの祝福と

わたしは，すばらしい福音の教義クラス

す。わたしたちは，預言者トーマス・S・モ

心の変化に感謝しています。わたしはこ

の教師を知っています。彼女は教えると

ンソン大管長が繰り返し教えていること

の新しい割り当てが大好きです。

きにクラスの会員を高めていますが，いつ

に信頼を寄せることができます。「主から

自分の教会の責任が，単に神権指導者

もそうだったわけではありません。教会

召される人は，主によって適格なものとさ

の考えであるとか，または受け入れる人が

に入った後，初等協会を教える召しを受

れ」，
「主の用向きをもって働くときは，主

いなかったから自分に回ってきたのだと

けた彼女は，自分には教える技術がない

の助けを受ける特権があります。」12   責任

考えたとしても，奉仕することにより祝福

と感じました。しかし，奉 仕の大切さを

が大きすぎる，またはつまらないと感じる

されるでしょう。しかし，責任を果たす中

知っていたので受け入れました。けれど

か，死ぬほど怖いと思うか死ぬほど退屈

でこの責任に神の御 手 を認め，心を込め

も，すぐに恐れに圧倒されて，教えなくて

だと思うかにかかわらず，主はわたしたち

て奉仕すれば，さらなる力が与えられ，イ

済むよう，教会に出席するのをやめてしま

にギアを下げて出力を増し，仕えてほしい

エス・キリストの真の弟子になります。

いました。ありがたいことに，その女性の

と望んでおられます。

み

て
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より，アーメン。■

モンソン大管長と大管長会，十二使徒
定員会の兄弟たちは忙しいとか疲れてい

とされ，すべての会員に奉 仕をする機会
が必要です。17

るといった兆しをまったく見せません。信
仰を行使し，責任を受け入れ，決意と献身
をもってその責任を果たすときに生活に

イエス・キリストはわたしたちの模範であ
られる

注ぎ込まれる力を，彼らは霊感あふれる

偉大な模範であられるイエス・キリスト

方法で体 現しています。彼らは昔，
「よく

は，御父の業のために命を差し出されまし

13

働き」 ，そして今も，まい進し，前進し，

た。この世が組 織される前の大会議で，

向上し続けています。

初めから選ばれ聖別されたイエスは，
「わ

確かに彼らは大切な召しを果たしてい

たしがここにいます。わたしをお遣わしく

ますが，すべて の召しや責任は大切なの

ださい」と願い出られました。 そうなさ

です。預言者であり教会の大管長であっ

ることで，文字どおりわたしたちすべてに

たゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう

仕える御方となられたのです。イエス・キ

言いました。「わたしたちは皆，この偉大

リストとその贖 罪 を通して受ける力によ

な御 業 にともに携わっています。…… 皆

り，わたしたちも仕えることができます。

さんの受けている責任も，わたしの受け

主はわたしたちを助けてくださいます。

み わざ

18  

しょく ざい

19

ている責任も，その重要性に変わりはあり

現在，個人の事情により従来の方法で

ません。この教会に，小さな召しとか，つ

教会での奉仕をすることができなくても，

14  

まらない召しなどはありません。」 どの
15

召しも重要なのです。

奉仕の精神をもって生活している皆さん
に，心からの愛をお伝えします。皆さんの
努力が祝福されるよう祈ります。また，毎

奉仕しましょう

週毎週，召しを尊んで大いなるものとして

信仰をもって立ち上がり，
「よく働き」，

いる皆さんに，またじきに召しを受け入れ

この「価値ある仕事」を進めましょう。16  

る皆さんに感謝します。すべての献身と

信仰深いドロシーおばさんのように「ギア

犠牲が価値あるものとして受け入れられ

を合わせ」ましょう。兄弟姉妹として，と

ますが，わたしたちの仕える御方が特に

もに仕えましょう。

そのように評価してくださいます。仕える

ビショップや支部会長を喜ばせたかっ
たら，
「何か 助けることが あります か？」

人は皆，神の恵みを受けるでしょう。20
年齢や状況に関係なく，奉 仕を「合言

「主はわたしがどのような奉仕をすること

葉」としましょう。21   召しを通して，伝道に

を望んでおられるでしょうか？」と彼らに

出て，お母さんに，見知らぬ人に，地域社会

聞いてください。ビショップや支部長は，

で奉仕してください。ただ仕えるのです。

皆さん個人，家族，就業状況について祈

仕えようとするわたしたち一人一人の努

り熟考し，ふさわしい召しを与えるよう霊

力を主が祝福してくださり，イエス・キリス

感を受けます。聖任されるとき，成功を助

トに真に従う者となれますように。22   主が

ける神権の祝福を受けます。皆さんは，
祝福される のです！ すべての会員が必要

生きておられ，この業を導いておられるこ
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とを証 します。イエス・キリストの御 名 に
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『聖徒の
道』1995 年 7 月号，76
ヒンクレー大管長はこうも語りました。「皆さん
は，それぞれの義務を果たす中で，喜びを得
るすばらしい機会を授けられています。それ
み わざ
はわたしの場合と同じです。この御 業 の発展
は，心 を 一 つにしたわたしたちの 働きにか
かっています。皆さんがどのような召しを受け
ているにせよ，わたしの召しの場合と同じよう
に，その中には善きことを成し遂げる機 会が
満ちあふれています。そして何より大切なの
は，これが主の御業であるということです。わ
たしたちのなすべきことは，主がなされたと同
じように，善を行っていくことです。」
（「主のみ
業」76 ）
トーマス・S・モンソン大管長はこう語りまし
た。「どうすれば召しを尊んで大いなるもの
とできるでしょうか。簡単に言えば，召しに伴
う奉仕を行うことです。」
（「召しの義務」51 ）
15. アルマ 37：6 参照
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参照。「神の業は老若男女の奉仕を通して成
し遂げられます。」
（『福音の原則』，63 ）
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21.「国を造りたる」
『賛美歌』24 番
22. モロナイ 7：48 参照

十二使徒定員会

しみや試練のただ中にあるときや，落胆し

ロナルド・A・ラズバンド長老

たり夢が破れたりしたときには，愛されて
いるという確かな気持ちを思い出すのは

忘れない

難しいことを理解しています。
イエス・キリストは，わたしたちの過酷
な苦しみや試練を知っておられます。主
はわたしたちのために命をささげられまし
み

たま

わたしは皆さんに特に危機に直面しているときには，御 霊 を感じ
あかし
たときのこと，証 が強かったときのことを思い出すように勧めます。
自分が築いてきた霊的な基を思い出すようにしてください。

た。イエスの最期の時は想像を絶するほ
ど 残酷なものでしたが，わたしたち一人
一人のためにささげられたイエスの犠 牲
は，純粋な愛の究極の表現だったのです。
どんな過ちも，罪も，選びも，わたした
ちに対する神の愛を変えることはありま

愛

せん。これは，罪深い行いを容認すると
する兄弟姉妹の皆さん，こんに

自分のようだと思う人が皆さんの中に

いう意味ではありませんし，罪を犯しても

ちは。 わたしたちはこの 大 会

いるかもしれませんが，わたしの友人は，

悔い改める義務がなくなるというわけで

で，何と祝 福されてきたことで

初等協会の歌で力強く歌われている「天

もありません。 忘れないでください 。天

しょう。十二使徒定員会の一員になって

のお父様，あなたはほんとうにおられる

の御父は皆さん一人一人を愛しており，い

からのこの一年，非常にへりくだる思いで

のですか」 という質問をしたのです。同

した。能力を尽くして働き，成長し，真剣

じ質問をするかもしれない皆さんのため

友人の状況について考えているとき，モ

に取り組み，天の御父への心からの嘆願

に，わたしが友人に与えた助言を分かち

ルモン書にある大いなる教えについて考

を欠かすことのない一年でした。家族や

合いたいと思います。皆さん一人一人の信

えました。「わが子らよ，覚えておきなさ

友人，世界中のすべての教会員の祈りに

仰が強められるのを感じ，イエス・キリス

い。あなたたちは，神の御子でありキリス

支えられていると感じてきました。皆さん

トの献身的な弟子であるという決意を新

トである贖 い主の岩の上に基を築かなけ

の思いと祈りに感謝しています。

たにすることを望んでいます。

ればならないことを覚えておきなさい。そ

1  

つでも助ける用意をしておられるのです。

あがな

わたしはまた，大切な友人に会う特権

皆さんが愛にあふれる天の御父の息子

うすれば，悪魔が大風を，まことに旋風の

にあずかりました。その中には長い付き

娘であって，御父の愛は変わらないという

中に悪魔の矢を送るときにも，まことに悪

合いの人もいれば，最近出会った人もいま

ことから話を始めましょう。個人的な苦

魔の雹 と大嵐があなたたちを打つときに

ひょう

す。わたしが今日この話をしようと感じた
のは，長年付き合ってきた愛する友人と
会ってからのことです。
わたしが友人に会ったとき，友人はずっ
と苦しんできたと打ち明けました。彼の
言葉によると，
「信仰の危機」にあったと
のことで，わたしに助言を求めてきたので
す。自分の気持ちと悩みを打ち明けてくれ
たことに，わたしは感謝の念を覚えました。
彼はかつて感じていた霊性を取り戻し
たいと切に願っていましたが，今はそれを
失っているというのです。彼の話す言葉
に注意深く耳を傾けながら，主がわたし
に何を言うように求めておられるのかを
知るために，心から祈りました。
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地からやって来たわたしたちの最初の先
祖の名を，あなたたちに付けた。わたしが
こうしたのは，あなたたちが自分の名を思
ふち

うときに先祖を思い起こせるように，そして

も，それが不幸と無窮の苦悩の淵 にあな

するのです。この聖約には，いつも救い

先祖を思い起こすときに先祖の行いを思い

たたちを引きずり落とすことはない。な

主を覚えるならば主の御霊が常にともに

起こせるように，そして先祖の行いを思い

ぜならば，あなたたちは堅固な基である

あるという約束が含まれています。

起こすときに，先祖の行いが善かったこと

その岩の上に建てられており，人はその基

どんな過ちを犯していようと，自分がど

の上に築くならば，倒れることなどあり得

れほど不完全であると感じていようと，わ

2

ないからである。」

がどのように言い伝えられ，書き記されて
いるか分かるようにするためである。

たしたちはいつでもほかの人を祝福し，引

わが子らよ，あなたたちは先祖について

わたしは，
「不幸と無窮の苦悩の淵」に

き上げることができます。キリストのよう

言い伝えられ，書き記されてきたように，

行きたい人などだれもいないと証します。

な奉 仕でほかの人に手を差し伸べるな

自分たちについても言い伝えられ，書き記

わたしの友人は，淵にいるような気持ちを

ら，わたしたちは心の奥深くに神の愛を感

されるように善いことをしてもらいたい。」

味わっていました。

じるようになります。

5

今日，同じ伝統に従って，自分たちの受

わたしの友人のような人に助言を与えて

申命記にある力強い勧告を覚えておく

け継ぎを忘れないよう教えるために，聖文

いるとき，わたしは，神聖な経験を忘れさ

のは大切なことです。「またあなた自身を

に出てくる英雄や忠実だった先祖の名前

せ，自分を弱くし，疑いを生じさせるような

よく守りなさい。そして目に見たことを忘

を子供に付ける人がたくさんいます。

決断を長年にわたってその人が下してきて

れず，生きながらえている間，それらの事
をあなたの心から離してはならない。ま
たそれらのことを，あなたの子孫に知らせ
4
なければならない。」
わたしたちの選択のおよぼ す影 響は，
数世代に及びます。皆さんの証を家族と
分かち合ってください。生活の中で御霊
を認識したときに感じたことを忘れないよ
うにし，そのとき感じたことを日記や個人
史に記録するよう家族に勧めてください。
そうすれば，自分の言葉を読んで，主がど
んなによくしてくださったかを必要なとき
に思い起こすことができます。
御存じのように，ニーファイとその兄弟
しんちゅう
は，真 鍮 の版を手に入れるためにエルサ
レムに戻りました。自分の民の歴史の記
録が 刻まれているこの版を取りに行った
理由の一つは，自分の民の過去を忘れな
いようにするためでした。
それに，モルモン書でヒラマンが息子た
ちに「最初の先祖」の名前を付けたのも，
主がよくしてくださったことを彼らが忘れ
ないようにするためでした。
「見よ，わが子らよ，わたしはあなたたち
が神の戒めを守ることを忘れないようにと
願っている。……わたしは，エルサレムの

はいないかを探るようにしてきました。今，
わたしが皆さんに勧めているように，特に
危機に直面しているときには，御霊を感じ
たときのこと，証が強かったときのことを
思い出すよう彼らに勧めました。自分が築
いてきた霊的な基を思い出すように言った
のです。わたしは約束します。このことを
行い，証を強く確かなものにするのを妨げ
たり，皆さんの信仰をあざけったりするも
のを排除 するなら，強い証のあったあの
けん そん

貴い日々の記憶が，謙 遜 な祈りと断食を
通して再びよみがえるでしょう。イエス・
キリストの福音の安らぎと温かさを再び感
じるようになると皆さんに約束します。
だれでも，まず自分自身を霊的に強くし
なければ，周りの人を力づけることはでき
ません。定期的に聖文について深く考え，
聖文を読みながら思い浮かぶ考えや感じ
る気持ちに心を留めてください。真理が
述べられているほかの資料を調べてもよ
いですが，聖文の次の警告に注意してくだ
さい。「しかし，神の勧告に聞き従うなら
ば，学 識 のあるのはよいことである。」3  
せい さん

教会の集会，特に聖 餐 会に出席してくだ
さい。そして，聖餐を取り，聖約を新たに
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わたしは生まれたときに，ロナルド・A・
ラズバンドと名付けられました。わたしの
姓は父方の先祖の名前を伝えています。
ミドルネームのイニシャル A は，
「アンダー
ソン」という母方のデンマークの先祖を
忘れずに敬うために付けられました。
高祖父のジェンズ・アンダーソンはデン
マークの出身でした。 1861 年に，主は
ジェンズ・アンダーソンと妻のアン・カト
リーヌの家に二人の宣教師を遣わされま
した。宣教師はそこでこの夫婦と 16 歳の
息子アンドリューに，回復された福音を紹
介しました。わたしの家族とわたしが恩
恵を受けている信仰の受け継ぎは，この
ようにして始まったのです。アンダーソン
家族は，その後，短期間のうちにモルモン
書を読んでバプテスマを受けました。翌
年，アンダーソン一家は，預言者の呼びか
けに従い，大西洋を渡り，北米の聖徒たち
に合流したのです。
悲しいことに，ジェンズは大西洋を横断
中に亡くなりましたが，妻と息子は旅を続
け，1862 年 9 月 3 日にソルトレーク盆 地
に到着しました。困難や悲しみを経験し
たにもかかわらず，彼らの証は決して揺ら
ぐことがなく，その子孫の多くの証も揺ら

ぐことはありませんでした。

はら

のことを思い出しなさい。

出してください。「さて見よ，わたしの同
から

わたしのオフィスには，わたしの先祖と

わたしはこの件についてあなたの心に

胞よ，わたしはあなたがたに言う。もしあ

初期の献身的な宣教師が初めて出会った

平安を告げなかったであろうか。神からの

なたがたが心の変化を経験しているので

ときの様子を見事に捉え，象徴として記念

7

証よりも大いなる証があるであろうか。」

するために描かれた絵が飾ってあります。6  

主がこう言っておられるかのようでし

わたしは，自分の受け継ぎを忘れないよう

た。「さあ，ロナルド，やるべきことはす

に固く決意しています。自分の名前によっ

でに伝えました。すぐに実行しなさい。」

て先祖が残してくれた忠実さと犠牲という

この愛ある戒めと導きの言葉に，どれほ

遺産を絶えず覚えておくことができます。

ど感謝したことでしょう。わたしはすぐに

個人の神聖な霊的経験を決して忘れた

促しを受けて心が安らぎ，行動に移すこと

り疑問視したり，ないがしろにしたりしな

ができました。祈りがこたえられたことが

いでください。サタンのもくろみは人を霊

よく分かっていたからです。

的な証から引き離すことですが，主の望

この経験を話すのは，わたしたちがい

みはわたしたちを照らし，主の業に携わる

かにすぐに忘れやすいか，そして霊的な

ようにすることです。

経験がどのようにわたしたちを導くかを

この真理を示す個人的な例を一つ挙げ

示すためです。わたしはそのような瞬間

ましょう。熱烈な祈りの答えとしてある促

を大切にするようになりました。「忘れな

しを受けたときのことを，わたしははっき

い」ようにするためです。

りと覚えています。その答えは明らかで

友人と，信仰を高めたいと思っているす

力強いものでした。ところが，わたしは直

べての人に，この 約束を与えます。 イエ

ちにその促しを行動に移すことをせず，し

ス・キリストの福音に忠実に生活し，その

ばらくすると，あの感覚はほんとうだった

教えに従うなら，あなたの証は守られ，成

のかと疑い始めたのです。皆さんの中に

長するでしょう。周囲の人の行動に関係

も，このようなサタンの偽りにだまされた

なく，自分の交わした聖約を守ってくださ

ことのある人がいるかもしれません。

い。愛する人を自分の証で力づけ，霊的

数日後，次の力強い聖句が心に浮かび，
わたしは我に返りました。

な 経 験を分 かち合う勤 勉な親，兄 弟姉
妹，祖父母，おじ，おば，友人となってくだ

「まことに，まことに，わたしはあなたに

さい。ほかの人の行動のせいで疑いの嵐

言う。あなたはこれ以上の証を望むなら

が生活に入り込むことがあったとしても，

ば，…… 心の中でわたしに叫び求めた夜

忠実で確固としていてください。自分を
霊的に教化し強くするものを探し求めてく
ださい。世にはびこっているいわゆる「真
理」という名の偽りを避けて，
「愛，喜び，
平和，寛 容，慈 愛，善意，忠実，柔 和，自
制」8   を感じたときの気持ちを忘れずに記
録してください。
人生最大の嵐のただ中にいたとしても，
神の息子または娘としての神聖な受け継
ぎと，いつの日かみもとに戻って神ととも
に住むという永遠の行く末を忘れないよう

ラズバンド長老はこの絵を，自分の先祖と初期の
宣教師たちが初めて出会ったことを「象徴として
記念するもの」だと語る。

にしましょう。この祝福はこの世が提供
するどんな祝福よりも大いなるものです。
アルマの愛と思いやりのある言葉を思い

あれば，また，贖いをもたらす愛の歌を歌
おうと感じたことがあるのであれば，今で
もそのように感じられるか尋ねたい。」9
証を強くする必要を感じているすべて
の皆さんにお願いします。 忘れないでく
ださい 。どうぞ忘れないでください。
わたしはジョセフ・スミスが 神の預言
者 であったことを証します。 わたしは，
ジョセフが自分の言葉で記録したとおり
に父なる神とその御子イエス・キリストに
お ふた かた
まみえ，この御 二 方 と話したことを知って
います。ジョセフがその経験を忘れず に
書き記し，わたしたちが皆その証を知るこ
とができるようにしてくれたことに，わた
しは深く感謝しています。
主イエス・キリストについて厳粛に証し
ます。イエスは生きておられます。イエス
が生きていてこの教会の頭として立ってお
られることをわたしは知っています。これ
らのことを，ほかのどんな声や証とも無関
係に，わたしは自分で知っています。そし
て，神聖な永遠の真理を，皆さんもわたし
も決して忘れることがないよう，わたしは
祈ります。その真 理とは，何よりもまず，
わたしたちが愛にあふれる天の両親の息
子娘であるということ，そして天の両親は
御自身の子供たちの永遠の幸せだけを望
んでおられるということです。これらの
み な
真理をイエス・キリストの御 名 によって証
します，アーメン。■
注
1.「子供のいのり」
『子供の歌集』6
2. ヒラマン 5：12
3. 2 ニーファイ 9：29 ，強調付加
4. 申命記 4：9 ，強調付加
5. ヒラマン 5：6 － 7
6. オリジナルの絵画は 1856 年にクリステン・ダ
ルスガードによって描かれた。わたしのオフィ
スにある絵は，1964 年にアーノルド・フライ
バーグによって複製されたものである。
7. 教義と聖約 6：22 － 23
8. ガラテヤ 5：22 － 23
9. アルマ 5：26
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七十人

と知識を手にするために，各自の苦難に

エバン・A・シュムツ長老

信仰をもって応じるよう招いておられま
す。わたしたちはあらゆる状態，あらゆる

神は涙をことごとく
ぬぐい取ってくださる

状況の中で戒めを守るよう教えられてい
かん なん

ます。「艱 難 の中で忠実な者の受ける報
いは，天の王国においてもっと大きい」か
らで す。6   聖文にはこのようにあります。
「あなたは悲しければ、心が喜びに満ちる
ように，主なるあなたの神に呼び求めて
7

嘆願しなさい。」

救い主を信じる信仰を働かせるときに，主はわたしたちを高め，
試練に最後まで持ちこたえられるよう抱えてくださり，最後には
日の栄えの王国に救ってくださいます。

艱難についてよく知っている使徒パウロ
自身も，自分の経験を引き合いに出して，
忍耐強く，立派に堪え忍ぶことによりもた
しん えん

らされる永遠の観点について，深 遠 で美
しい教えを述べています。「なぜなら，こ
のしばらくの軽い患難は働いて，永遠の重
い栄光を，あふれるばかりにわたしたちに

天

8  

得させるからである。」 つまり，わたした
の御父の計画の一環として，御

知っていることでしょう。信仰という目

父は現世での経験に悲しみも織

4  

ちは苦難のさなかにあっても，神が永遠

と永遠の真理に対する理解がなければ，

の報いをもって埋め合わせてくださること

り込まれることを許されました。

現世で経験する苦難や苦痛が原因で，天

を理解できるのです。

苦痛を伴う試練は，一見不公平に降りか

の御父の偉 大な計画は確かに 永 遠の幸

その過酷な苦しみから矛盾しているよ

かるように見えますが，程 度の差こそあ

福の計画であると知ることから得られる

うに見えますが，パウロが試練や迫害，人

れ，だれもが確かに苦しみと悩みを経験

永遠の喜びがぼやけたり，薄れたりしてし

生の悲しい出来事を「軽い」患難として

します。聖霊の導きにより，わたしたちが

まうことがあります。完全な喜びを受ける

話 すことが できたのは，彼にとってそれ

その理由をさらに深く理解できるように祈

道はほかにはありません。

1  

ります。

5

神は，ほかの方法では得られない祝福

キリストを信じる信仰のレンズを通して

が，福音の永遠の観点にのみこまれると
いうことだったからです。パウロは信仰に
よりすべてに 堪えることが できました。

人生の困難な経験を見るときに，試練には

彼は，5 回むちで打たれ，3 回棒で，1 回

神が定められた目的があることを理解でき

石で打たれ，3 回難破し，川の難，盗賊の

ます。忠実な人には，ペテロの一見矛盾す

難，にせ兄弟の難にさえ遭い，命が度々危

る勧告に含まれる真理を経験することが

険にさらされました。また，労し苦しみ，

できるのです。ペテロはこのように書いて

飢えかわき，牢 で寒さに凍え，裸のままい

います。「万一義のために苦しむ ようなこ

たこともありました。9

とがあっても，あなたがたはさいわいであ
2  

3  

ろう

わたしたちの多くは，苦しみの原因を取

る。」「心を注いで理解しようと〔する〕」

り除いてくださるように神に懇願し，求め

ときに，試練をよく堪え忍ぶ能力とともに，

たように苦しみから解放されないと，神は

試練から学び，それにより精錬される能力

自分の懇願を聞いておられないのではな

が増します。そのような理解は，
「なぜ善

いかと思ってしまう傾向があります。わた

良な人に悪いことが起こるのか」という不

しは，そのようなときでさえ神がわたした

変の疑問への答えを与えてくれます。

ちの祈りを聞かれ，何らかの理由で苦難

今日話を聴いているすべての人も何ら
かの寂しさや落胆，苦悩，痛み，悲しみを
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10  
が続くのを容認されているということと，

わたしたちが堪えられるように助けてくだ

あかし

11

さるということを証します。

の暗い谷にいるときにも，幸福の大通りに

一つとなるという約束を確信し，その希望

親しみがあり考え深い一節の中で，パ

いるときにも，そこから学ぶことができた

は彼の心の錨となりました。

ウロは肉体に負った詳細は明記されてい

り，ほかの人の苦しみに対する思いやりを

わたしが 訪問した際，現在ステークの

ない「とげ」について話しています。それ

感じたりすことができることは祝福です。

祝福師であるアピラド兄弟は，新しい奥さ

はパウロを大いに苦しめ，パウロはそのた

最近割り当てを受けて出席したフィリピ

んのシモネットと二人の息子，ラファエル

めに 3 度ひざまずいて，取り除いてほしい

ンのステーク大会で，ダニエル・アピラド

とダニエルを紹 介してくれました。イエ

と主に懇願しました。主は，パウロの祈り

兄弟の痛ましい経験を知って胸が張り裂

ス・キリストは確かに「心のいためる者を

にこたえて「とげ」を取り除かれることは

けそうになりました。 アピラド夫 妻 は，

いや〔す〕」ことがおできになり，そうして

されませんでした。代わりに，平安を告

1974 年にバプテスマを受けました。二人

くださいます。

げて心に理解を与えられ，このように言わ

は回復された福音を受け入れ，神殿で結

アピラド兄弟の話をするに当たり，彼が

れました。「わたしの恵みはあなたに対し

び固めを受けました。その後，5 人のか

失ったものの大きさと比較して，自分の悲

て十分である。わたしの力は弱いところ

わいい子供に恵まれました。 1997 年 7 月

しみや苦しみはささいなものだと多くの人

に完全にあらわれる。」新たな理解を得た

7 日，当時ステーク会長として奉仕してい

が思うのではないかと心 配しています。

パウロは，自分に与えられたとげを受け入

たアピラド兄弟のつましい自宅が火事に

どうか比較しないでください。そうではな

れ，それに感謝できるようになりました。

なりました。長男のマイケルは，アピラド

く，自分の苦しみの炉を歩むときに，永遠

このように言っています。「それだから，

兄弟を燃え盛る家から引きずり出して救

の原則を学び，実践するように努めてくだ

キリストの力がわたしに宿るように，むし

助し，ほかの家族を救 助しようと家に駆

さい。

ろ，喜んで自分の弱さを誇ろう。」12

け戻りました。アピラド兄弟が生きている

「すべて重荷を負うて苦労している」16  

この永 遠の観 点を得ると忍耐 力は 増

息子と会ったのは，それが最後となりまし

皆さん一人一人に語りかけられるなら，こ

し，助けの必要な人をどのように助ければ

た。奥さんのドミンガと 5 人の子供が火

う申し上げます。あなた自身の苦難，あな

よいかが分かるようになります。13   永遠の

事で亡くなりました。

た自身の悲しみや苦痛，艱難，あらゆる弱

いかり

14

15

かん なん

命に至る道において，教えとなる経験が

悲劇に襲われた当時，アピラド兄弟は

さを天の御父とその御子はすべて御存じ

与えられたことを，真に理解し，神に感謝

神の目に喜ばしい生活をしていましたが，

です。勇気を出してください。信仰を持っ

することさえできるようになります。

悲劇を防ぐことも，その後の悲しみを免

てください。そして神の約束を信じてくだ

苦難に遭っているときには，試練を弟子

れることもできませんでした。しかし，
忠

さい。

として歩む道に立つ道しるべとして見るこ

実に 聖約を守り，キリストを信じる信仰を
働 か せ たことで，将 来 妻 や 家 族と再 び

自分の民の苦痛と病を身に受け」，
「彼ら

とが難しいことがあります。しかし，失望

イエス・キリストの目的と使命には，
「御
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り，最も暗い夜でさえ夜明けに変わるとい
う知識から力を得ることができます。
イエス・キリストを信じる信仰を抱きな
がらあらゆることに堪え，すべてを終えた
ときに，
「神は，
〔わたしたちの〕目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろう」
と約束されています。21
天の父なる神とその御子イエス・キリス
トが生きておられ，御二方は約束を守も
る御方であると証します。救い主は，主
しょく ざい

の贖 罪 にあずかるようすべての人を招い
ておられることを証します。主を信じる信
仰を働かせるときに，主はわたしたちを高
め，わたしたちが試 練に最後まで持ちこ
たえられるよう抱えてくださり，最後には
日の栄えの王国に救ってくださいます。ど
うぞ，キリストのみもとに来て，信仰をもっ
てよく堪え忍び，主にあって完 全となり，
完全な喜びを得るようにしてください。イ
エス・キリストの聖なる御名により，アーメ
ン。■
の弱さを御自分に受け」，
「御自分の民を
17  

彼らの弱さに応じて…… 救う」 ことが
含まれていました。

18

が聖められ……なければいけません。」

わたしはこれまで，人々の暮らしや模範
の中に，イエス・キリストとその約束に対

救い主が惜しみなく与えてくださってい

する強く揺るぎない信仰を働かせること

る，これらの賜物を十分に受けるには，こ

で，よりよい未来がやって来るという確か

のことを学ばなければなりません。すな

な希望が 与えられるのを目にしてきまし

わち，ただ苦難を受けるだけでは，この永

た。この確かな希望はわたしたちを揺る

続する尊いものを学んだり，授かったりす

ぎない者とし，わたしたちに堪え忍ぶため

ることはできないということです。信仰を

に必要な強さと力をもたらします。19   自分

働かせることを通して意識的に 苦難から

の苦難を，現世には目的があるという確

学ぶ過程に携わる必要があるのです。

信，さらに具体的に言うと ，天で待ち受

たま もの

ニール・A・マックスウェル長 老は，目

ける報いと結びつけることができるとき，

的のある苦難について学んだことを，次の

キリストを信じる信仰は増し，心に慰めを

ように語っています。

受けます。

「ある種の苦難は，それを立派に堪え

そのようなときに，トンネルの先から光

忍ぶならば，わたしたちを高めるものとな

が見えてきます。ジェフリー・R・ホランド

ります。……

長老はこのように教えています。「トンネ

……よく堪え忍ぶには，苦しみのさなか

ルの先には確かに光がある のです。それ

にあっても，自分の経験から学ぶだけの

は世の光，輝ける明けの明星，
『決して暗

柔和な態度を持ち続けることが必要です。

くなることのない無窮の光』です〔モーサ

単にこれらの苦しみをやり過ごすのでは

ヤ 16：9〕。神の御子御自身です。」20

なく，自分の益となるようにそれらの経験
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人生のつらい経験は一時的なものであ

注
1.
2.
3.
4.
5.

創世 3：16 － 19 参照
1 ペテロ 3：14 ，強調付加
モーサヤ 12：27
エテル 12：19
3 ニーファイ 28：10 参照。 2 ニーファイ 31：19
－ 21 も参照
6. 教義と聖約 58：2
7. 教義と聖約 136：29
8. 2 コリント 4：17
9. 2 コリント 11：23 － 27 参照
10. 教義と聖約 121：7 － 8；122 章参照
11. モーサヤ 24：12 － 15 参照
12. 2 コリント 12：7 － 9 参照
13. モーサヤ 4：16 参照
14. エテル 12：4 参照
15. イザヤ 61：1 。 2 － 3 節も参照
16. マタイ 11：28
17. アルマ 7：11 － 12
18. ニール・A・マックスウェル「よく堪え忍 ぶ」
『リアホナ』1999 年 4 月号，12
19. エテル 12：4 参照
20. ジェフリー・R・ホランド「すでに現れた祝福
の大祭司」
『リアホナ』2000 年 1 月号，42 参
照
21. 黙示 7：16 － 17。黙示 21：4 も参照

七十人

わたしの両親が家族を育てるときに直

Ｋ・ブレット・ナットレス長老

面したチャレンジがどれほどのものであっ

子供たちが知っていると
知ること以上の喜びはない
自分の子供たちが救い主を知っていると知ること以上に，幸福と
喜びをもたらすものがこの世にあるとは思えません。

たか，皆さんが理解できるようにさらなる
証拠として，我が家の聖典学習の様子を
お話ししましょう。毎朝，朝食を取るとき
に母はわたしたちにモルモン書を読んで
くれました。その間，兄のデーブとわたし
は静かに座ってはいましたが，敬 虔では
ありませんでした。正直に言えば，聞いて
いませんでした。わたしたちはシリアルの
箱に書いてある文字を読んでいたのです。
ついにある朝，わたしは母に分かっても
らわなければいけないと思いました。そし
て叫びました。「お母さん，どうしてぼくた
ちにこんなことするの ! 何で毎朝モルモン

兄

書を読んでいるの ! 」それから自分でも恥
弟姉妹の皆さん，わたしは最近

準聖典が全部含まれており，真ん中にノー

ずかしいと思うようなことを言ってしまいま

深く考えていることがあります。

トが取れるように線の入った白紙のペー

した。事実，あんなことを言ってしまったこ

ジがありました。

とが信じられません。わたしは言いました，

「子供たちが持っている福音の

知識のすべてがわたしたちから来たもの

集会の間，その聖典を持っていてもよい

であり，それが唯一の情報源であるとし

か母に尋ねました。母はわたしの敬 虔 さ

母の返した優しい言葉が，わたしの人

たら，子供たちはどれほど知っているのだ

が増すことを期待してベンチづたいに本を

生を決定づけました。母は言いました。

ろうか。」この問いは，子供を愛し，導き，

渡してくれました。聖典をめくっていると，

「ブレット，マリオン・G・ロムニー管長が

影響を与えている人なら，だれにでも当て

ノートの部分に母の個人的な目標が書い

集会で，聖典を読む祝福について教えてく

はまります。

てあることに気がつきました。母の目標に

ださったの。もし，わたしが毎日子供たち

贖 い主が生きておられるという，わたし

ついてよく分かるように，皆さんには，わた

にモルモン書を読んで聞か せるならば，

たちの証 を子供たちの心に深く焼き付け

しの名前が ブレットであり，6 人 兄 弟の

子供たちを失うことはないという約束を，

ることより大きな贈り物が他に何かあるで

2 番目だったことをお伝えしなければなり

その集会の中で受けたの。」それから，母

しょうか。わたしたちが知っていることを

ません。母は赤字で一つだけ目標を書い

はわたしの目をまっすぐに見て，決然とし

子供たちは知っているでしょうか。また，

ていました。「ブレットに我慢すること ! 」

た態度で言いました。「そして，わたしは

あがな

あかし

けい けん

「お母さん，ぼくは聞いてない んだよ ! 」

それ以上に大事なことは，主が生きてお
られることを彼ら自身で知っているかどう
かです。
少年のころ，わたしは母にとって一番育
てにくい子供でした。エネルギーを持て
余していました。母の一番の気がかりは，
わたしが大人になるまで生きられるだろう
かということだったそうです。わたしはあ
まりにもやんちゃでした。
せい さん

そのころ，聖 餐 会で家族と一緒に座っ
ていたときのことを思い出します。母は，
ちょうど新しい聖典の合本を手に入れた
ばかりでした。この新しい合本には，標
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あなたを失うわけにはいかないの 。」
その言葉がわたしの心を貫きました。そ
の不完全さにもかかわらず，わたしは救う
価値のある人間なんだと思いました。母
は，わたしが愛に満ちた天の御父の息子で
ある，という永遠の真理を教えてくれたの
です。たとえどんな状態であっても，わた
しは天の御父の息子として価値があるとい
うことを学びました。それは，不完全な少
年が学ぶのには，完璧なタイミングでした。
天使のようなわたしの母に，そして子供
たちが不完全でも完全に愛してくれるす
べての天使たちに，永 遠の感謝をささげ
ます。 すべての姉 妹 たち，わたしが「天
使」と呼ぶ姉妹たちは，この地上の生活
で，既婚，独身，子供の有無にかかわらず，
シオンの母親であると固く信じています。
数年前，大管長会はこう宣言しました。
「母親の役割は，神の役割に近いもので
す。それは人間が行う最も高貴で神聖な
業です。その神聖な召しを敬う母親を天
使の次に置くものです。」1
天の御父の子供たちに，雄々しく，愛を
込めて永遠の真理を伝えてくれる教会中
の天使に，感謝しています。
モルモン書という贈り物に感謝してい
ます。これが真実の書物であると知って
います。この書物にはイエス・キリストの
完 全な福音 が 載っています。 毎日忠実
に，誠心誠意，キリストを信じながらモル
モン書を読んでいる人で，証を失ったり，
道を外れてしまったりした人の話を聞いた
ことがありません。モロナイの預言的な
約束には，すべてのことの真 理を知るた
かぎ
めの 鍵，すなわち，サタンの欺きを識 別
120
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し，だまされない能力を含む鍵が伴って

の住民を訪れて，教えられたことです。も

います。（モロナイ 10：4 － 5 参照）

し皆さんがその場に居合わせたなら，どの

また，愛に満ちた天の御父とその御子

ような様子であったかを心に描いてみてく

イエス・キリストに感謝しています。救い

ださい。神殿に集まった聖徒の群れに対

主は，この不完全で不公平な世をどのよ

して，主が注がれた愛に満ちた優しい思い

うに生きたらよいか，完全な模範を示して

について考えていたとき，何にも勝って愛

くださいました。「わたしたちが主を愛し

する子供たち一人一人のことが思い浮かん

ているのは，主がまずわたしたちを愛して

できました。わたしたちの幼い子供たちが

くださった か らで〔す〕。」
（ 1 ヨハ ネ 4：

その場にいるのを見たら，どのように感じ

19 参照）わたしたちを愛する主の愛は，

るかを想像してみました。子供一人一人を

計り知れない愛です。主は，最も信頼で

招く救い主を自分の目で見，救い主の広げ

きる友であります。主は，わたしや皆さん

られた腕を見，一人ずつ主の手と足にある

のために，
「血のしたたりのよう〔な汗を〕

傷跡に優しく触れていく子供たちを見，そ

地に落」とされたのです（ルカ 22：44 参

して主が生きておられることを一人一人

照）。赦されないような人々を赦されまし

立って証する様子を見たなら一体どのよう

た。愛されないような人々を愛されました。

に 感じ るでしょうか（ 3 ニーファイ 11：

生身の人間がなし得ないことをしてくださ

14 － 17 参 照；17：21；18：25 も 参 照）。

いました。全人類の罪，痛み，病を克服す

子供たちを呼ぶと，振り返って言います。

しょくざい

るために，贖罪を行ってくださったのです。
イエス・キリストの贖罪があるので，わた

「お母さん，お父さん，イエス様だよ！」
わたしたちの子供たちが救い主を知っ

したちはどのような困難と闘っていても，

ていると知るとき，また「どこに罪の赦し

常に主に希望を持って生活することができ

を求めればよいかを」知っていると知ると

ます。主は「人を救う力を備えておられる」

き以上に，幸福と喜びをもたらすものがこ

のです
（ 2 ニーファイ 31：19）
。主の贖罪の

の世にあるとは思えません。だからこそ，

おかげで，わたしたちは喜び，平和，幸福，

この教会の会員として，
「わたしたちは……

そして永遠の命を得ることができます。

キリストのことを説教」し，キリストの証

ボイド・K・パッカー会長は次のように
述べました。「滅びの道を選んだごく少
数の人 は 別として，悪 習，薬 物 依 存，反
抗，背き，背教，悪行などのために，完全
な 赦しという約束 から除 外され る人は
一人もいないのです。……これは，キリス
トの贖罪がもたらす約束です。」2

をするのです（ 2 ニーファイ 25：26 ）。
だからこそ，わたしたちは毎日子供たち
とともに祈るのです。
だからこそ，わたしたちは毎日聖文を読
むのです。
だからこそ，わたしたちは子供たちに奉
はら から

仕するように教えるのです。同 胞 のため

人類の歴史で起こった最もすばらしい出

に務めるとき，自分自身を失いますが，自

来事の一つは，救い主が古代アメリカ大陸

分自身を見いだすという祝福を受けること

十二使徒定員会

ができるからです（マルコ 8：35；モーサ

デール・G・レンランド長老

ヤ 2：17 参照）。
わたしたちが弟子としてのシンプルな行
動規範に従い献身するなら，サタンの激し
い嵐に直面する子供たちに，救い主の愛
と，神聖な導きと守りという力を身にまと
わせることができるからです。
福音はほんとうに一人のためにありま
す。福音は，一匹の失われた羊のために
（ルカ 15：3 － 7 参 照），井戸 端の一人の
サマリヤの女性のために（ヨハネ 4：5 －
ほう とう

30 参照），一人の放 蕩 息子のためにあり
ます（ルカ 15：11 － 32 参照）。
福音は，
「聞いていないんだよ」と主張

悔い改め ―
喜びに満ちた選択
救い主のおかげで，悔い改めることができるだけでなく，悔い改め
が喜びとなります。

するかもしれない小さな男の子のために
あります。
それはわたしたち一人一人のためにあり
ます。福音はわたしたちが不完全であっ
ても，救い主が天の御父のうちにおられ

愛

する兄弟姉妹の皆さん，わたし

堂に隣接するオーバーフロー（訳注 ―人

が 12 歳 の と き，家 族 は 南 ス

が礼拝堂に入りきらない場合に開放する

ウェーデンの海に面した都 市，

スペース）へ行き，ステファンはポケットか

るように，わたしたちも救い主のうちにい

イェーテボリに住んでいました。ご 存知

ら大きな花火と何本かのマッチを取り出し

られるようになっていくためのものです

かもしれませんが，そこは今年の夏に亡く

ました。若さゆえに強がって見せたわた

なったペア・G・マーム長老の出身地でも

しは，その花火を持ち，長い灰色の導火

（ヨハネ 17：21 参照）。

1  

わたしたちには愛に満ちた天父がおら

あります。 マーム長老がいないことを寂

線に火をつけました。花火が爆発する前

れ，わたしたち一人一人をその名前で御存

しく思います。わたしたちは彼の高潔さと

に火は消すつもりでした。ところが，火を

じであることを証します。イエス・キリス

大いなる奉 仕，心から尊敬するすばらし

消そうとして指をやけどしたため，花火を

トは生ける神の生ける御子であることを

い家族の模範に感謝します。ご家族のう

落としてしまいました。わたしたちは，導

証します。イエス・キリストは独り子であ

えに神の大いなる祝福がありますよう心

火線が燃えていくのを，恐怖に震えながら

り，御父にわたしたちを執り成してくださ

から祈ります。

見ていました。
さく れつ

る弁護者です。さらにわたしは，救いは

50 年前，わたしたちは，大きな家を改

花火が炸 裂 し，きな臭い煙がオーバー

主の御名を通してもたらされ，それ以外

築した教会に通っていました。ある日曜

フローと礼拝堂に立ち込めました。わた

の方法では得られないことを証します。

日，支部でわたし以外の唯一の執事であ

したちは散乱した花火の残骸を急いでか

すべての御父の子 供たちが主を知り，
その愛を感じられるように，わたしたちが

る友だちのステファン

2  

が，少し興奮した

き集め，臭いを外に出そうと窓を開けまし

様 子で出迎えてくれました。二人で礼拝

た。だれも気づかないようにと無邪気に

助けの手を伸べ，心をささげることができ
るように祈ります。そうするならば，主は
この世と来るべき世でわたしたちが永遠の
喜びと幸せを得ると約束されています。イ
み

な

エス・キリストの御名により，アーメン。■
注
1.「大 管長 会メッセージ」Conference Report,
1942 年 10 月，12 － 13 ，J・ルーベン・クラー
ク・ジュニア管長が朗読
2. 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 － 21 参照
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願ったのです。幸い，けが人はなく，壊れ

した。部屋を出たとき，わたしは言いよう

違いを再び犯すことがないよう助けてくだ

たものもありませんでした。

のない喜びを感じました。

さるという信仰がなければなりません。

集会に来た会員は，強烈な臭いに気づ

そのような喜びは，悔い改めから自然

このような信仰があると，救い主の贖いの

きました。気づかないはずはありません。

に生まれるものです。 悔い改める という

力がわたしたちの生活に効力を及ぼすよ

その臭いは，集会の神聖さの妨げとなりま

言葉は，
「後で気づき理解する」という意

うになります。 救 い主の助けを受 け て

した。アロン神権者がほとんどいなかっ

味を示していて，
「変わる」という意味を

「後で気づき理解」して，
「方向転換する」

たので，それとこれとは別であると考えた

含みます。4   スウェーデン語でこの言葉は

ならば，救い主の約束に希望を感じ，赦し

としか言いようがありませんが，わたしは

omvänd（オンバンド）であり，単に「方

の喜びを味わうことができます。贖い主

聖餐を配りました。それでも，自分は聖餐

向転換する」ことを意味します。5   キリス

なくしては，本来の希望や喜びが失われ，

を取るにふさわしくないと感じました。聖

ト教徒の作家 C・S・ルイスは，変わる必

悔い改めは単なる惨めな行動修正になっ

餐のトレイを差し出されても，パンも水も取

要性と変わる方法について書いています。

てしまいます。しかし，主を信じる信仰を

りませんでした。最悪の気分でした。ば

彼は，悔い改めには「正しい道に戻る」こ

働かせるならば，わたしたちは，罪を赦し

つの悪い思いがしましたし，自分のしたこ

とが含まれ，
「間違いの積み重ねを正すこ

てくださる主の力へ，また罪を赦そうとな

とで神を悲しませたことが分かりました。

とはできます」と言っています。「しか

さる主へ，改心するのです。

集会が終わると，威厳に満ちた白髪の

し，間違った地点まで戻ってそこからやり

年配の兄弟，フランク・リンドバーグ支部
会長が，わたしに部屋に来るように言いま
した。わたしが腰掛けると，支部会長は
優しい目でわたしを見て，わたしが聖餐を
取らなかったことに気づいたと言い，その
理由を尋ねました。支部会長はその理由
をすでに知っていたと思います。わたし
がやったことは皆に知られていたはずで
す。理由を話すと，支部会長はどんな気
持ちがするか 尋ねました。涙を流し，声
を詰まらせながら，反省していることと神
様を悲しませてしまったことを理解してい
ると伝えました。
リンドバーグ会長は，よく使いこんだ教
義と聖約を取り出すと，線を引いた箇所の
聖句を幾つか読むように言いました。わ
たしは次の聖句を声に出して読みました。
「見よ，自分の罪を悔い改めた者は赦さ

直す以外の方法はありません。 進み続け
る だけでは絶対にできないのです」6   と
記しています。行いを改めて，
「正しい道」
に戻ることは，悔い改めの一 部ですが，
一部にしか過ぎません。真の悔い改めに
は，心と意志を神に向け，罪を捨て去るこ
7  
とも含まれます。 エゼキエル書に説明さ
れているように，悔い改めるとは，
「罪を
離れ，公道と正義とを行〔い，〕…… 質物
を返し，…… 命の定めに歩み，悪を行わ
8
ない」ことなのです。
しかし，これでもまだ説明不足です。悔
あがな
い改めを可能にする，救い主の贖 いの犠
牲の力がきちんと明確にされていません。
真の悔い改めには，主イエス・キリストを
信じる信仰，救い主は自分を変えることが
おできになるという信仰，救い主は赦すこ
とがおできになるという信仰，救い主は間

ボ イド・K・パッカ ー 会 長 は 2015 年
4 月，生涯最期の総 大会で，悔い改めの
希望に満ちた約束について話しています。
いや

救い主の贖いの持つ癒 しの力を説明して
いるのです。これは，半世紀にわたる使
徒の務めで得た知恵が集約されている言
葉だとわたしは思います。パッカー会長
しょく ざい

はこう言いました。「贖 罪 は足 跡も形跡
も残しません。それが正すものは正され
ます。…… 癒すだけです。それが癒すも
9

のは癒された状態が続きます。」
続けてこう言っています。

「わたしたち一人一人を取り戻すことの
できる贖罪には欠けるところがありませ
ん。つまり，わたしたちがこれまでにどこ
で何をしてきたか，あるいは何が起こった
かにかかわらず，わたしたちが心から悔い
改めるならば，主は贖うと約束してくだ
さっているのです。そして，主が贖ってく

れ，主なるわたしはもうそれを思い起こさ

ださったとき，その約束が現実のものとな

ない。

りました。……

人が罪を悔い改めたかどうかは，これ

……どんなに難しくとも，またどれほど

によって分かる。すなわち，見よ，彼はそ

長い間，何度罪が繰り返されてきたとして

れを告白し，そしてそれを捨てる。」3

も，贖罪はあらゆる汚れを洗い清めるこ

読み終えて目を上げたときに見たリンド

とができます。」10

バーグ会長の思いやりのある笑顔を，わた

救い主の贖いの効力は奥行も深さも無

しは決して忘れません。感情を込め，彼

限で，皆さんにもわたしにも及びます。し

はわたしに，わたしが聖餐を再び取ること

かし，強制的に与えられることは決してあ

に問題はないと感じたことを伝えてくれま

りません。預言者リーハイが 説明してい
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るように，
「善悪をわきまえることを十分
11  
に教えられ〔た〕」後，
わたしたちは「す

べての人の偉大な仲保者を通じて自由と
永遠の命を選ぶことも，あるいは……束
縛と死を選ぶことも自由」なのです。12   別

たとえ求めているものを得ても，所詮，
何を勝ち得るというのだ。
夢か，幻か，泡にも似たつかの間の悦
楽か
あがな
一体だれが，一瞬の快楽を購 って一週
間嘆き暮らすものか。
永遠を売り払っておもちゃを手に入れよ
うとするものか。17

の言い方をすれば，悔い改めは選びです。

終わりの日に救われるので，人は恐れる

わたしたちは別の選択をすることがで

必要もおののく必要もない，…… 結局す

きますし，そうしてしまうことがあります。

べての人が永遠の命を得る」という言葉

そのような選択は本質的に悪いことでは

を信じるようにという誘惑は，常にありま

ないと思えるかもしれませんが，心の底か

す。 しかし，この考えは魅力的ですが間

ら後悔して真の悔い改めをしようとする

違っています。神はほんとうにわたしたち

妨げになります。例えば，わたしたちは人

を愛してくださっています。しかし，神に

のせいにすることがあります。わたしは

とっても，わたしたちにとっても，わたした

12 歳のときにイェーテボリでの出来事を

ちがどのような行いをするかは重要です。

ステファンのせいにすることもできました。

神はどう行動するべきかについて明確な

しかし，おもちゃに目がくらんで永遠を

そもそも，彼が教会に花火とマッチを持っ

指示を与えておられます。この指示を戒

見ることができなくなってしまっても，悔い

てきた張本人だったのですから。しかし，

めと言います。神に認められて永遠の命

改めを選ぶことができます。イエス・キリ

たとえ妥当であったとしても，人のせいに

を得られるかどうかは，謙遜になって心か

ストの贖罪のおかげで，わたしたちには立

すれば，自分の行動を正当化することを

ら悔い改めるかどうかを含む，本人の行

ち直るチャンスがあります。例えるなら，浅

14  

けん そん

15

はかな考えで最初に購入してしまったおも

分の行動の責任をほかの人に転嫁するの

また，人は神とその戒めを切り離して考

ちゃを手放して，引き換えとして再び永遠

です。責任転嫁すれば自分は行動する必

えると，心からの悔い改めをしなくなりま

への希望を得るようなものです。救い主は

要がなくなり，自分で行動する能力も弱ま

す。結局のところ，聖餐が神聖なものでな

こう説明しておられます。「見よ，主なるあ

ります。自分の意志で行動できる主体性

かったとしたら，花火の臭いがイェーテボ

なたがたの贖い主は，肉体において死を受

のある人間ではなく，不幸の餌食になって

リの聖餐会の妨げになることなどどうでも

けた。それによって，すべての人が悔い改

よかったのです。戒めは神が定められた

めて自分のもとに来ることができるように，

ものだということを軽視したり無視したり

主はすべての人の苦を引き受けた。」

許すことになります。そうすることで，自

13

しまうのです。

悔い改めを妨げるもう一つの選択は，

動にかかっています。

18

自分の間違いを大したものではないと捉

して，罪深い行いを軽く見るようなことが

イエス・キリストは，わたしたちの罪の

えることです。イェーテボリでの花火事

ないように気をつけてください。心から悔

代価を払われたので，赦すことがおできに

件ではだれもけがをしていませんし，後に

い改めるためには，救い主が神であられ，

なります。19

残る破損もなく，とにかく集会は行われま

主の末日の業が真実であることを認めな

した。悔い改める理由などないと言うの

ければなりません。

はたやすいことだったでしょう。しかし，

贖い主は比類ない思いやりと愛がある
ため，赦すことを選んでくださいます。

言い訳をせずに，悔い改めを選ぼうで

その結果がすぐには現れなかったとして

はありませんか。悔い改めを通してわたし

も，間違いを大したものではないとした

たちは，たとえ話に出てくる放 蕩 息子のよ

ほう とう

16  

救い主はその神聖な特質ゆえに，赦し
たいと思っておられます。
そして，わたしたちが悔い改めを選ぶと

ら，動機を修正する機会がなくなります。

うに，本心に返り， 自分の行動の持つ永

き，良い羊飼いとして喜んでくださるので

このような考え方は，自分の過ちや罪に

遠の重要性について思い巡らすことができ

す。20

永遠の結果が伴うことを理解する妨げと

ます。罪が自分の永遠の幸福に影響を及

自分の行いに対して神の御 心 に添った

なってしまいます。

ぼしかねないことが分かると，心から悔い

21  
悲しみを感じたとしても，
悔い改めるこ

み こころ

もう一つの考え方は，何をしようと神は

るだけでなく，さらに良い人になろうと努

とで，直ちに救い主を生活に招き入れるの

自分を愛してくださるのだから罪など関

めるようになります。誘惑に遭ったら，こう

です。アミュレクが教えたように，
「進み出

係ないという考えです。偽善者ニーホル

自問することが多くなるのです。ウィリア

て，もはや心をかたくなにしないでほしい。

がゼラヘムラの人々に教えた「全人類は

ム・シェークスピアの言葉を借ります。

見よ，今があなたがたの救いの時であり，

2 0 1 6 年 11 月 号
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救いの日である。したがって，あなたがた
が悔い改めて心をかたくなにしなければ，
偉大な贖いの計画はすぐに あなたがたに
効果を及ぼすであろう。」22   わたしたちは
神の御心に添った悲しみを感じることが
ありますが，それと同時に救い主の助けを
頂く喜びも感じることができるのです。
悔い改めることができるという事実こ
そが，福音の良きおとずれです。23   罪悪感
24  

が「ぬぐい去られ」ます。 喜びに満たさ
れ，罪の赦しを受け，
「良心の安らぎ」を
25  

得ることができます。 絶望感と罪の束縛
から解放されます。神の驚くべき光に満
26  

たされ，
「もう…… 苦痛を感じません。」

救い主のおかげで，悔い改めることがで
きるだけでなく，悔い改めが喜びとなりま
す。花火の件の後，支部会長の部屋で自
分に押し寄せてきたあの気持ちを，わた
しは今でも覚えています。赦されたこと
が分かったのです。罪の意識が消え，憂
鬱な気分が去り，心が軽くなりました。
兄弟姉妹の皆さん，この大会を終える
に当たり，生活の中でさらに喜びを感じる
よう勧めます。イエス・キリストの贖罪が
実際に行われたことを知っている喜び，救
い主が赦す力と意志，願いをお持ちであ
ることに対する喜び，悔い改めを選ぶ喜
びをもっと感じてください。「喜びをもっ
て，救の井戸から水をくむ」という教えに
従おうではありませんか。27   わたしたちが
悔い改め，罪を捨て，心と意 志を方向転
換して救い主に従うことを選べますよう
に。主が実に生きておられることを証し
ます。わたしは主が類いまれな憐れみと
思いやりと慈しみ，愛を持っておられるこ
との証人であり，主からこれらの恵みを繰
り返し受けている者です。主の贖罪によ
る贖いの祝福が，今，皆さんに与えられる
よう祈ります。そして，わたしにとっても
そうであるように，何度も，何度も，何度
も，人生を通して，その祝福が皆さんに与
えられるようにと祈ります。28  イエス・キリ
み

な

ストの御名により，アーメン。■
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注
1. ペア・G・マーム長 老（ 1948 － 2016 年）は，
中央幹部七十人として 2010 年から亡くなるま
で奉仕を続けた。生まれはスウェーデンのエ
ンチェピングであるが，彼と彼の妻アグネータ
はスウェーデンのイェーテボリに家を建てた。
2010 年 の 総 大 会のすばらしいお話の中で，
マーム長 老もイェーテボリの話を語っている
（「魂に休みが与えられ」
『リアホナ』2010 年
11 月号，101 － 102 ）。
2. ステファンはこの友だちの実名ではないが，本人
の承諾を得てこのエピソードが語られている。
3. 教義と聖約 58：42 － 43
4. metanoeo というギリシア語 は，文 字どおり
「後 で 気 づき 理 解 する」という意 味 で あ る
（ meta は「後」という意味で，noeo は「変わ
る」ことを表し，nous は「思い，道徳観の宿
るところ」という意味である）。（ジェームズ・
ストロング，The New Strong ’
s Expanded
Ex haust ive C oncorda nce of t he Bible
［ 2010］，Greek dictionary section, 162 参照）
5. わたしの考えでは，omvänd.Om は「 around
（ぐるりと）」と翻訳することができ，Vänd は
「 to turn（向きを変える）」と翻訳することが
できる。
6. C・S・ルイス，The Great Divorce（ 1946 ），
6 。この本の前書きで，ルイスは，天国と地獄
のどちらかを選ぶのではなく，両者を合体さ
せようとする人がいると言っている。「開発し
たり調整したり磨き上げたりすることによって
悪が善になる」と考える人がいると言うので
ある。「……このような考え方はとんでもない
間違いだとわたしは思います。……わたした
ちの住んでいる世界は，すべての道が円の半
径であって，どんな道を行こうと最終的には同
じ目的地に近づき，中心点に達する，というよ
うな世界ではありません。……
わたしは間違った道を選んだ人が全員滅びると
考えているわけではありませんが，そのような人

を救済するには彼らを正しい道に引き戻すしか
ないのです。…… 悪は取り消すことはできて
も，
『発展させて』善にすることはできません。
時が解決することもありません。悪の縄目は少
しずつほどいていかなければならないのです。
……それ以外に方法はありません。
」
（ 5 － 6）
7.『聖句ガイド』
「悔い改め」の項参照
8. エゼキエル 33：14 － 15
9. 2015 年 4 月の総 大会に関連する指導者会で
ボイド・K・パッカー会長が述べた証の完 全
版は出版されていない。この言葉はわたしが
そのとき個人的に取ったメモによる。
10. ボイド・K・パッカー「幸 福 の計 画」
『リアホ
ナ』2015 年 5 月号，28
11. 2 ニーファイ 2：5
12. 2 ニーファイ 2：27.
13. 2 ニーファイ 2：26 参照
14. アルマ 1：4 ニーホルと彼に従った者たちは悔
い改めを信じなかった（アルマ 15：15 参照）。
15. ラッセル・M・ネルソン「神の愛」
『リアホナ』
2003 年 2 月号，12 － 17 参照
16. ルカ 15：17 参照。 11 － 24 節も参照 .
17. ウィリアム・シェー クスピ ア，The Rape of
Lucrece ，211 － 14 行
18. 教義と聖約 18：11.
19. イザヤ 53：5 参照
20. ルカ 15：4 － 7；教義と聖約 18：10 － 13 参照
21. 真の悔い改めには「神のみこころに添うた悲し
み」が含まれる（ 2 コリント 7：10 ）。 M・ラッ
セル・バラード長老はこう教えている。「道を
誤ってしまった人たちに対して，救い主は戻る
道を用意してくださいましたが，それは楽な道
ではありません。悔い改めは楽なものではな
く，つらく長い時問がかかります。」
（「誓約を守
る」
『聖徒の道』1993 年 7 月号，6）リチャード・
G・スコット長老もこう教えている。「時折，悔
い改めの段階は，最初は難しく，苦痛を伴いま
す。
」
（
「赦しを得 る」
『聖 徒 の 道』1995 年 7 月
号，81 ）悔い改めの過程には神の御心に添う
た悲しみと苦しみが伴うが，最終的には罪の
赦しを感じ，喜びに満たされるのである。
22. アルマ 34：31；強調付加
23.『聖句ガイド』
「福音」の項参照
24. エノス 1：6
25. モーサヤ 4：3
26. モーサヤ 27：29
2 7. イザヤ 12：3
28. モーサヤ 26：29 － 30 参照。神は惜しみなく
赦すことを約束されているが，故意に罪を犯す
こと，救い主の憐れみに頼り安易な悔い改め
をしようとすることは，神の目に忌まわしいも
のである（ヘブル 6：4 － 6；10：26 － 27 参照）
。
リチャード・G・スコット長 老は次のように話
した。「過去の愚かな選択の結果から解放さ
れたいと願う人にとって，喜ばしい知らせと
は，主が弱さと背きをまったく異なった見方で
見ておられるということです。主は悔い改め
ていない背きに対しては罰を与えると警告さ
れる一方で，弱さについては，常に憐れ みを
もって語っておられます。」
（「イエス・キリスト
の贖罪から得られる個人の強さ」
『リアホナ』
2013 年 11 月，83 ）

大会で話された実話や物語の索引
総大会で話された経験談を幾つか選びました。個人の研究や家庭の夕べ，その他の教える機会に活用してください。数字は説教の最初のページです。
話者

実話や物語

ニール・L・アンダーセン

(35) 教会員が「神の証人」として手を差し伸べるときに，人々に改宗の機会が訪れる。

M・ラッセル・バラード

(90) エルサレムで家族にヨハネ第17章を読み聞かせながら，M・ラッセル・バラードは，家族と天の御父，そして御子と一つになれるよう祈る。

W・マーク・バセット

(52) 子供のころ，W・マーク・バセットと彼の弟は，金版の模型の封印された部分の留め金をこじ開けようとする。

ジーン・B・ビンガム

(6) ジーン・B・ビンガムと若い女性のグループが風に逆らってカヌーをこいでいると，風向きが変わり，彼らは帆を作る。「黄金色の窓」のある
家まで自転車に乗って行った女の子は，自分の家の窓も黄金色であることを発見する。 人々は成功した若者の成長を認めようとしない。

D・トッド・クリストファーソン

(48) ヘレン・ケラーは，教師の助けにより言葉の概念を理解し，大きな喜びを感じる。

カール・B・クック

(110) 預言者ジョセフ・スミスから高祖父が受けた割り当てについて深く考えたとき，カール・B・クックは自分の新しい割り当ても神から来て
いるという確信を得る。 ある新会員は信仰を増し，初等協会で教えることへの恐れを克服する。

クエンティン・L・クック

(40) クエンティン・L・クックは，父が電柱を，すばらしい眺めを妨げるものではなく祝福として見る理由を，理解するようになる。

J・デビン・コーニッシュ

(32) あなたは優秀な医者になるだろうと病院の先輩研修医から言われたことで，J・デビン・コーニッシュの人生が変わる。

リグランド・R・カーティス・ジュニア

(68) パーリー・P・プラットと他の4人の男性がモルモン書の証を得る。 リグランド・R・カーティス・ジュニアは，10代のときにモルモン書の証を得る。

ディーン・M・デイビーズ

(93) ディーン・M・デイビーズは，訪問先のワードの会員が真の礼拝をするために聖餐会に集っていることを，聖霊を通して知る。

ヘンリー・B・アイリング

(75) 父親と神権指導者のおかげで，若きヘンリー・B・アイリングは視野が広がり，自信を得る。

あかし

せい さん

(99) 若かりしヘンリー・B・アイリングは，主が御自身の王国を建てようとされる，その時を見極めることができない。
ロバート・D・ヘイルズ

(22) 開胸手術から快復しつつあるエリ・ヴィーゼルに，もしおじいちゃんをもっと愛したら痛みは軽くなるかと孫が尋ねる。
毎週日曜日，愛にあふれる夫は教会の集会のために病気の妻の身支度を手伝う。

ジェフリー・R・ホランド

(61) あるホームティーチャーは，地下室が水浸しになっている姉妹を助ける機会を逃す。
あるホームティーチャーは息子を事故で亡くした父親に仕え，教え，導く。

ピーター・F・マーズ

(85) 5歳のピーター・F・マーズは，父が聖餐を祝福するのを聞いて，穏やかさをもたらす聖霊の影響力を感じる。

トーマス・S・モンソン

(78) 知恵の言葉を守ってきた教会員は，甲板に登れるように祈り，ロープを登る力を得る。
(80)1964年の万国博覧会で，ある男性は『幸福の探求』（Man’s Search for Happiness）という教会の映画を見て，救いの計画が真実で
あることを認める。

K・ブレット・ナットレス

(119) 子供のころのK・ブレット・ナットレスは，自分の不完全さにもかかわらず，天の御父が愛してくださっていることを母親から学ぶ。

ラッセル・M・ネルソン

(81) 追放された聖徒たちの一団が寒さの中「楽しい夜」を過ごしたことについて，エライザ・R・スノーは「聖徒はあらゆる状況で幸せでいられる
人々なのです」と述べる。
教会員は福音に従った生活をすることから来る喜びに目を向けることで，試練，誘惑，そして「生まれながらの人」を克服する。

ボニー・L・オスカーソン

(12)メキシコのある姉妹は日曜学校のクラスに出席する生徒を増やす。ある母親は家の外の良くない影響から身を守る方法を子供たちに教える。

ロナルド・A・ラズバンド

(113) ロナルド・A・ラズバンドは「信仰の危機」にある友人に助言する。ロナルド・A・ラズバンドの先祖の信仰は，困難や悲しみにもかかわらず
強さを保つ。 ロナルド・A・ラズバンドは，聖句によって気づかされるまで，祈りの答えになかなか従わない。

リンダ・S・リーブズ

しょく ざい

(88) ボイド・K・パッカーは，悔い改めと救い主の贖罪を通して，自分の罪が消え去ったことを証する。 心からの悔い改めを通して，会員，宣教師，
改宗者は，喜びと平安を見いだす。

デール・Ｇ・レンランド

(121) 若きデール・Ｇ・レンランドは，教会で花火を爆発させたことを支部会長に告白したことで喜びを感じる。

エバン・A・シュムツ

(116) 火事で家族を亡くしたある教会員は，家族と再び一緒になるために，聖約を守り，信仰を働かせる。

キャロル・M・スティーブンズ

(9) 双極性障害を患うある若い女性は，救い主と主の贖いを証する力を奮い起こす。

ゲーリー・E・スティーブンソン

(44) 12歳のメアリー・エリザベス・ロリンズは，モルモン書を読み，証を得る。ゲーリー・E・スティーブンソンは，宣教師としてモルモン書について

あがな

証しながら，それが真実だという証を得る。
フアン・A・ウセダ

(30) 天の御父が，伝道中に山道から足を踏み外したフアン・A・ウセダの必死の祈りにこたえてくださる。

ディーター・F・ウークトドルフ

(15) ある少女は祖母に「もっと一生懸命聞いて」と促す。ある母親は道を外れた娘が主に立ち返るよう祈る。二人の宣教師は4階建てのアパート
のすべてのドアをたたいて，ようやく成功を見いだす。
(19) たくさんの時間，忍耐，希望，信仰，妻からの励まし，それから何リットルものダイエットソーダの助けの末，ディーター・F・ウークトドルフは，
パソコンの使い方を学ぶ。
(71) かつて教会員だったある男性は，友人，聖霊，そして良い羊飼いのおかげで信仰に立ち返る。

山下和彦

(55) 伝道部会長だった山下和彦は，「キリストのために大志を抱く」宣教師と出会う祝福を受ける。
2 0 1 6 年 11 月 号
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下―ラロトンガ島を訪れる
ニール・L・アンダーセン長老。
エルサルバドル共和国の大統領と
謁見するクエンティン・L・クック長老。
イングランドのウィンザー城で開かれた
宗教迫害に関する会議で耳を傾ける
ジェフリー・R・ホランド長老。

教え導く預言者と使徒

預

言者と使徒は，世界中で絶えず人々
を 教 え 導 いて い る（教 義 と 聖 約
107：23 参照）。前回の総大会以降，

彼らが行った働きの一部を簡単に紹介する。
大管長会第二顧問のディーター・F・ウー
クトドルフ管長は，2016 年 5 月に訪れたイン
グランド，フランス，そしてベルギーにおい
て，最近テロ攻撃の被害に遭った都市の会
員に希望をもたらした。ウークトドルフ管長
は難 民を見 舞い，
（完 成間近の）フランス・
パリ神殿の建設現場を訪れ，
チェコ共和国で
最初のステークの設立に立ち合った。 7 月に
はイタリアを巡回し，難民支援活動に対し教
会 資 金 から 300 万ドルの小切 手を贈 呈し
た。 また，ギリシャの難 民キャンプを訪れ
た。 9 月にはルーマニア，モルドバ，スロバ
キア，ノルウェーの会員を訪れ，さらに ドイ
ツでは，ドイツ・フライベルク神殿を再奉献
した。福音はあらゆる地域の人々に希望をも
たらし，会員の間には「教会における兄弟姉

上の写真，上から―
ドイツ・フライベルク神殿の再奉献式で
末日聖徒を歓迎する
ディーター・F・ウークトドルフ管長と
ハリエット夫人。
ベトナムの政府指導者と会談する
ゲーリー・E・スティーブンソン長老と
教会のそのほかの指導者。
ルイジアナ州の洪水被災者と
ボランティアを励ます
ラッセル・M・ネルソン会長と
M・ラッセル・バラード長老。

妹であるという偽りのない思いがあります」
とウークトドルフ管長は語る。
十二使徒定員会の M・ラッセル・バラード
長 老は，6 月にロシアのモスクワステーク大
会を管理し，ロシアのサラトフとサンクトペテ
ルブルクで別のステークの集会にも出席し
た。長老はラトビア，エストニア，ウクライナ
の会員とも集会を持った。
6 月にはイングランドで，十二使徒定員会
のダリン・H・オークス長老が英国議会の議
員数人と会談し，信教の自由は世界中で善
行をもたらすと話し，次 のように 述 べ た。
「地上に住むすべての人に信教の自由がもた
らす祝福を受けてほしいと願っていますが，
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現状は程遠いものです。」
9 月にイングランドのウィンザー城で開か

え，地震の被災者である会員たちに向けて，
彼らは決して忘れられていないと明言した。

れた宗教的迫害と強制移民に関する会議の

8 月，クエンティン・L・クック長老はグア

場で，十二使徒定員会のジェフリー・R・ホラ

テマラで家族歴史の探究と神殿活動が着実

ンド長 老は，初期の末日聖徒の開拓者の経

に活発化していることに言及し，そういった

験から学べる事柄は多くあり，現代の難 民

現象は会員の信仰の表れであると語った。

稼働中の神殿，
152か所に

現

在，教 会 は 世 界 中 で 稼 働 中 の
152 の 神 殿 を 有 して い る。

が各自の状況を乗り越えるうえで役立つもの

6 月にトンガ国王夫妻がアメリカ合衆国の

があると語った。「可能なときにはいつで

ハワイにある教会のポリネシア・カルチャー

最 近 奉 献，あ る い は 再 奉 献 さ れ た

も，難民の方々の独自性が保たれるよう支援

センターで歓待を受けたとき，十二使徒定員

神 殿 に は，2016 年 9 月 18 日 に

し，彼らの過去の経験に注目し尊重するべ

会のデール・G・レンランド長老は最初のあい

奉献されたペンシルベニア州フィラ

きです」と長老は述べている。

さつの中で，家族のきずなの大切さについて

デルフィア 神 殿（アメリカ 合 衆 国），

述べた。

2016 年 9 月 4 日に 再 奉 献 さ れ た

カナリア諸島を含むスペインおよびポルト
ガルで，十二使徒定員会のデビッド・A・ベ

十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン

ド イツ・フライベ ル ク 神 殿，2016

ドナー長老は，会員，宣教師，指導者たちに

会長と M・ラッセル・バラード長 老は，
アメ

年 8 月 21 日に奉献された日本札幌

対し，教会にあまり活発でない人々が教会に

リカ合衆国ルイジアナ州で洪水の被災者を

神殿がある。

完全に戻るよう招くことを勧めた。

訪れたが，同時期の 8 月から 9 月にかけて，

さら に 29 の 神 殿 が 建 設 中 ま た

6 月に，ベトナムにより教会が全面的かつ

モルモンヘルピングハンズのボランティアた

は改修中，あるいは建設が発表され

正式に認可された際，ともに十二使徒定員会

ちが，損傷を受けた家屋の清掃を手伝って

ている。近日中に奉献が予定されて

会員であるクエンティン・L・クック長 老と

いた。 バラード長老によると，13 の州から

いる神殿はアメリカ合衆国のコロラ

ゲーリー・E・スティーブンソン長 老は政府

やって来たボランティアは 1 万 1,000 人を超

ド 州フォートコリンズ 神 殿（ 2016

高官と会談し，教会の歴史と発展について話

えていた。

年 10 月 16 日）， ワ イ オ ミ ン グ 州

し合った。 両長老は，教会が社会事業や慈

そして 9 月，アメリカ合衆国ワシントン D.C.

スターバ レ ー 神 殿（ 2016 年 10 月

善事業を支援し，恵まれない境遇にある貧

より放送されたヤングアダルト対象のワール

30 日），そしてコネチカット州ハー

しい人々を助けることについても話し合っ

ドワイド・ディボーショナルの場で，クック長

トフォード神殿（ 2016 年 11月 20

た。二人は グアム，ミクロネシア，および日

老は「危険で，問題の多い世にあっても恐れ

日）である。■

本の各国における集会も管理した。

るには及〔びません〕」と語った。クック長

同じ 6 月，
オーストラリアのブリズベンと

老はヤングアダルトに対し，義にかなった目

クック諸島もまた，十二使 徒定員会のニー

標を定め，それを実現するために計画を立て

ル・L・アンダーセン長老の訪問を受けると

て，自分自身の才能と能力を過小評価しない

いう祝福に浴した。アンダーセン長老はラロ

ようにと助言した。また，ソーシャルメディア

トンガ島も訪れ，さらにマンガイア島の土を

の使い方を見直すようにとも勧めた。「ソー

踏んだ最初の使徒となった。

シャルメディアで，ありのままという言葉をよ

ペルー，コロンビア，エクアドルにおいて

く聞きます。〔しかし，〕キリストのように誠

は，6 月に十二使徒定員会のロナルド・A・ラ

実でいるということは，ありのままでいること

ズバンド長老がスケジュールを再調整して，

以上に重要な目標です。」

今なお大地震からの復興途上にある人々の

これらの教会指導者の教えと導きに関す

もとを訪れた。長老はトーマス・S・モンソン

る最新情報は，各指導者の Facebook ペー

大管長からの愛のこもったメッセージを伝

ジや prophets.lds.org で閲覧できる。■
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信教の自由を擁護する
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16 年 9 月，十二使徒定員会のダリン・H・オークス長
老はアメリカ合衆国テキサス州で開かれた信教の自由
に関する会議で，末日聖徒は「信教の自由に関わる重

要な戦いに，建設的な方法で」参加するべきであると語った。
「文

マスター教義

字どおりすべての人が，すなわち幼稚園児から様々な地位にある
専門家，母親や父親，友人，地域住民に至るまで，信教の自由とは
何か，そしてそれがなぜ大切なのかを理解することができますし，
また理解するべきです。
」
十二使徒定員会の D・トッド・クリストファーソン長老も，6 月
にアメリカ合衆国ユタ州で行われた国家式典で信教の自由につい
て語った。「近年，信教の自由とは実のところ，日常生活で自由に
信仰を実践する権利というよりは，礼拝する権利という観点から
のみ論じられることが一般的となっています。」クリストファーソン
長老は信仰を持つ人々に対し，見識を持ち，声を上げ，文化的，市
民的，政治的団体や行事に参加することで，信教の自由を擁護す
るよう勧めている。
教会指導者はこれまで，オーストラリア，ブラジル，メキシコ，英
国，そしてアメリカ合衆国内の様々な場所で開かれる会議に参加
し，講演することを通して，信教の自由について繰り返し語ってき
た。religiousfreedom.lds.org にアクセスし，これらの指導者
の話を見つけ，信教の自由について，そしてそれを擁護するために
何ができるかを学ぶことができる。 内容の一部はアメリカ合衆
国に限定されるものだが，その原則はほかの国にも当てはめるこ
とができる。■

イ

ンターネットを通して瞬時に情報を入手できる現代社会に
生きる青少年にとって，教会を攻撃する人々は決して遠い存

在ではない。 しかし，マスター教義と呼ばれる新しい取り組みは，
セミナリーの生徒が福音の教義をさらに深く理解し，イエス・キ
リストの信仰を強めるのを助けている。
生徒は信仰をもって行動することにより難しい質問や問題に対
処し，永遠の観点から概念や問いを検証し，神が定められた情報
源からさらなる知識を得ることも学んでいる。
セミナリーおよびインスティテュートの職 員に向けて，十二使
徒 定 員会の M・ラッセル・バラード長 老はマスター教義につい
てこう述べた。「この取り組みは，霊感に基づく，時宜にかなった
ものです。 これは教会の若人にすばらしい影響を及ぼすことで
しょう。」
マスター教義のおもな目的は，生徒が次のことを達成できるよ
うに助けることである。
1．霊的な知識を身につける。
2 ．福音の教義とその教義を教えている聖句に精通する。
マスター聖句を通して達成されてきた事柄を土台に，さらに深
い学習を実現するこの取り組みは，生徒がイエス・キリストの弟
子として改心と決 意を強め，サタンの影響力から守られ，ほかの
人々の生活に祝福をもたらす助けとなっている。
マスター教義のリソースは lds.org/si/seminary/manuals
に掲載されている。 ■

「その計画に不可欠な存在が，
救い主イエス・キリストです。
あがな

主の贖いの犠牲がなければ，
すべての人は失われます。
しかし，主とその使命を信じるだけでは不十分です。
わたしたちは行動して学び，探して祈り，
悔い改めて成長する必要があります。
神の律法を知り，それに従って
生活する必要があります。
救いの儀式を受ける必要があります。」
イルームギャラリーの厚意により掲載︑複写は禁じられています
©BEN HAMMOND,

トーマス・S・モンソン大管長
「幸福への完全な道」
『リアホナ』2016 年 11 月号，80 − 81

「見て，生きなさい」 ベン・ハモンド画
民数記 21：4 − 9；アルマ 33：18 − 22 参照。
モーセと，神の御子の象徴である青銅のへびを見た者は，生きた。

「わたしたちは恵まれて，その真理を 手にして います。
わたしたちには，真理を分かち合う 義務があります」と，
モンソン大管長は教会の第 186 回半期総大会で語った。
「御父が持っておられるすべてにあずかることができるよう，
真理に従って 生活 しようではありませんか。
御父は，わたしたちのためになることでなければ何事も行われません。
主は言われました。
『人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと，
これがわたしの業であり，わたしの栄光である。』」

