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2番目のタイプの引用文は，該当のテーマに関する

はじめに

話の全文である。本書のこのような構成は証人の律法
がもたらす力を強調するものとなる。十二使徒定員会

わたしは人々に正しい原則を教えてウ
J人々に自らを治めさせます。
一預言者ジョセフ・スミス

会員のヘンリー･B･アイリング長老は証人の律法の重
要性について次のように教えている。

「わたしたちの時代においても，罪や悲しみから逃

れる道を教える警告の声が発せられています。そうし

た警告の声を聞き分ける一つの方法は，警告は繰り返
し述べられるという点です。例えば総大会において，

生徒用手引きの使用法
本書は以下の二つのインスティテュート宗教コース
を学ぶ生徒のための読書資料集である。

●宗教コース234「永遠の結婚に備える」
･宗教コース235「永遠の結婚を築く」

本書の目的
本書はデートの在り方，また結婚に関する古今の預
言者，教会の指導者，聖典からの教えの集大成である。
本書は生徒たちに，それぞれのレッスンの前に，割り
当てられた記事を読む機会を与え，それによって生徒
たちはクラスにおける様々な話し合いや活動に積極的
に参加し，協力することができるようになる。
生徒たちは，結婚前の交際，また結婚，家庭生活に
関する預言者たちの教えを理解し，実践することを通

して，正しい原則によって自らの生活を律し，主が定
められた偉大な幸福の計画に従うためのより良い備え
ができるようになる。本書に掲載されている様々な教
えは，「家族一世界への宣言」を基準に選択されてい
る。この宣言の中には次のように述べられている。「家
庭生活における幸福は，主イエス・キリストの教えに
基づいた生活を送るときに達成されるに違いありませ
ん｡」（｢家族一世界への宣言」『聖徒の道』1998年10月
号，24）

本書の構成
本書は様々なテーマを項目別に学んでいく構成とな
っている。テーマを相互に参照できる索引も付されて
いる。

それぞれのテーマの下に，幾つかのタイプの引用文
が掲載されている。最初が，該当のテーマに関連する
話や引用文の一部を載せた「精選された教え」である。
多くの場合，この「精選された教え」はメインテーマ
に関連する副題に続けて掲載されている。

わたしたちの預言者が前任の預言者の言葉を引用して

第2の，時には第3の証人となるのを一度ならず耳にし
たことと思います。わたしたち一人一人は，母親が家
庭にいることの大切さについてのキンボール大管長の
助言を聞きました。そしてベンソン大管長がそれを引

用し，さらにヒンクレー大管長がその両方を引用しま
した。使徒パウロはこう書いています。『すべての事が

らは，ふたりか三人の証人の証言によって確定する｡』
(2コリント13:1)与えられた警告が主からのものか
どうかを知る一つの方法は，証人，それも権威ある証
人の律法にかなっているかどうか考えることです。預
言者の言葉が，あることを繰り返し述べていると思わ
れるとき，その事実はわたしたちの心に深く刻まれる
とともに，そのような祝福された時代に生を受けてい
ることへの感謝の気持ちが胸に満ちるのです。

信仰深い人々にとって，預言者の勧告の中に安全へ
の道を求めるのは当然のことです｡」（｢助言の中に安全
を見いだす」『聖徒の道』1997年7月号,28)

福音の原則に従って生活する
原則によって自らの生活を治める
エズラ・タフト・ベンソン大管長は次のように勧告

している。「……皆さんにできる最も大切な事柄は，聖
文を熱心に読むことです。一生懸命に研究し，キリス
トの言葉を味わってください。教義を学び，聖文の中
に見いだされる原則を自分のものにしてください｡」

(｢み言葉の力」『聖徒の道」1986年7月号,81)
十二使徒定員会会員のリチャード･G･スコット長老
は次のように述べている。「霊的な知識を求めるには，
原則を探求することです。原則と，その説明のために
用いられている枝葉的な事柄とを注意深く識別しまし
ょう。原則は真理を凝縮したものであり，異なった状
況に広く適応できるものです。真の原則は，最も混乱
した，またどうしようもない状況においても決定を明
確なものにしてくれます。集めた真理を組み立てて簡
潔な原則を生み出そうと熱心に努めるのは，有意義な
永遠の結婚生徒用手引き
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ことです｡」（｢霊的な知識を得る」『聖徒の道』1994年1
月号，97）

し<なるために，自分のなすべきことを行わなければ
ならない（教義と聖約130:20‑22参照)。またわたし

正しい原則を知り，それに従った生活をすることは，

たちは，その後どのような結果となるかは，わたした

幸福な生活と幸福な結婚生活に欠かせない。福音の原

ちの望みではなく神の知恵に従って神がお決めになる

則には，様々な教義，戒め，儀式，教えが含まれる。

ことを覚えておくべきである。

しかし，本書においては，「原則」という言葉は，わた
したちの行動の指針を示す福音の真理を指している。

わたしたちは自らの責任を果たす必要かある
原則は多くの場合，大きく二つの部分に分けること

ができる。その二つとは，「もし……なら」という，条

件を示す部分と「それによって……になる」という，
結果を示す部分である。「もし．…･･なら」という部分は，
主から与えられる一般的な勧告であり，「それによって
……になる」という部分は，その勧告に従った場合と，
そうでない場合とに，どのような結果がもたらされる
かという約束である。

神は「知恵の言葉」を「約束を伴う原則」（教義と聖
約89：3）と呼ばれた。この聖句においては，「もし･･･
…なら」という条件として，肉体と霊とを清く保つよ

うにとの勧告が与えられている。そして，その結果を
示す部分には，健康，知恵，力，またそのほかに数々
の祝福が約束されている。

主は御自分の約束を守られる。「あなたがたがわたし
の言うことを行うとき，主なるわたしはそれに対して

義務を負う。しかし，あなたがたがわたしの言うこと
を行わないとき，あなたがたは何の約束も受けない｡」
(教義と聖約82:10)わたしたちは，主の祝福にふさわ

永遠の結婚生徒用手引き

すべての原則が「もし……なら，それによって……

になる」という形で教えられたり，記録されたりして
いるわけではない。例えば，中央幹部は常に「もし信
仰を持つなら，それによって生活の中で主の力を受け

るようになる」と言っているわけではない。その代わ
りに，様々な実例を挙げることがよくある。

福音の原則は晋遍的参るのである

福音の原則には普遍性がある。どのような状況，ど
のような文化，どのような時代にあっても，変わるこ
とがないのである。

創世の時代にアダムに明らかにされた原則は，この
末日にあっても真実である。わたしたちには，正しい
原則を知って実践できるよう，預言者と聖文，そして
聖霊の影響力が与えられている。

要約

原則は永続的な真理，律法，規定であり，わたした
ちは何事かについて決断をするときに，これを指標と
して用いることができる。また，原則はわたしたちが

福音の教義を日々の生活の中で応用する助けとなり，
ますます混乱と邪悪さを増し加える世界にあって，進
むべき道を照らす光となるのである。

1

ければならない。その他のものと結び合ってはならな

愛

いo

情欲を抱いて女を見る者は，信仰を否定するのであ
みたま

』人を愛するというごとは,そ．重真̲身≦

り，御霊を受けることはない。もしも悔い改めなけれ
ば，彼は追い出されなければならない｡」

その人を傷つけるくらいなら死んだ方が
ｰ

.，.．＆̲雪

ましという気持ちに左ることです｡≦急
−スペンサー･W｡キンボール長老

真の愛とは何か
デビッド．O・マッケイ大管長

「皆さんはこう尋ねるかもしれません。『人を好きに

精選された教え
関連聖句
マタイ6：24

「だれも，ふたりの主人に兼ね仕えることはできな
い。一方を憎んで他方を愛し，あるいは，一方に親し
んで他方をうとんじるからである。あなたがたは，神
と富とに兼ね仕えることはできない｡」
ローマ8：35，39

「だれが，キリストの愛からわたしたちを離れさせ
るのか。患難か，苦悩か，迫害か，飢えか，裸か，危
難か，剣か。……

高いものも深いものも，その他どんな被造物も，わ
たしたちの主キリスト・イエスにおける神の愛から，
わたしたちを引き離すことはできないのである｡」

なったとき，どうしたらそう分かりますか｡』
・…．．〔後に十二使徒定員会の会員になった〕ジョー

ジ･Q・モリスは，次のように答えています。『わたし
の母が以前こう言いました。「その人の前にいると，何
かを達成したいという意欲がわき，最善を尽くそうと
いう気持ちになるようなら，その女性はおまえが愛す
るにふさわしい人であり，おまえの心に愛の灯をとも
してくれる人だよ｡｣』

わたしはそれが……真の指針であると思います。心
から愛している女性の前では，男性は卑しい気持ちを
持たないし，相手の弱みに付け込んだりしません。ま
たあらゆる面で『主』のようになりたいという望みを
抱きます。そのような女性は，この理想に向かう力を

男性に与えてくれるでしょう。またわたしは，若い女
性の皆さんにも，同様の指針を大切にしてもらいたい
と思います｡」(!'AsYouthContemplatesanEternal

Partnership",ImprovementEra,1938年5月号,139)
エズラ・タフト・ベンソン大管長

ローマ13:10
とな

「愛は隣り人に害を加えることはない。だから，愛
は律法を完成するものである｡」

「主である救い主のようになろうと心から願うなら
ば，主のような愛を身に付けることを最高の目標とし
なければなりません｡」(TeachingsofEzraTaft
Benson,275)

エベソ5：2，25，33

「また愛のうちを歩きなさい。キリストもあなたが
たを愛して下さって，わたしたちのために，ご自身を，

神へのかんばしいかおりのささげ物，また，いけにえ
としてささげられたのである。……

夫たる者よ。キリストが教会を愛してそのためにご
自身をささげられたように，妻を愛しなさい。 …・

いずれにしても，あなたがたは，それぞれ，自分の
妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた夫を敬い
なさい｡」
教義と聖約42：22−23

「あなたは心を尽くして妻を愛し，妻と結び合わな

ジョン．A・ウイッッォー長老

「愛は結婚の基盤ですが，愛そのものは律法から生
まれ，律法によって生かされているものなのです。真
の愛は律法に従います。なぜなら，最高の満足は律法
に従う生活から得られるからです。．．…・

…...この世の生活でしか続かない結婚は，悲しいも
のです。なぜなら夫婦間の愛は，ともに暮らし子供を
育てるうちに朽ちるのではなく，永遠の歳月を経てま
すます豊かになっていくからです。真に愛し合ってい
るなら，愛する人との関係が永遠に続くことを願い，
祈り求めるものです。互いに結び固められている二人
にとって，愛はいつも温かく，希望と確信と勇気に満
永遠の結婚生徒用手引き
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ち，恐れを取り除きます。そのような夫婦は，さらに

豊かで喜びにあふれた生活を送ります。彼らにとって，
幸福とそれを作り出すことに終わりはありません。･･･…
肉体的な魅力よりも，愛はしばしば見分けにくい，
思いと心の魅力によって生まれます。美しい顔は不誠
実な心を隠しているかもしれません。輝くばかりに美
しい女性や王者のような容姿の男性は，よく知り合っ
てみると，耐えられないほど退屈な人かもしれません。
あるいは魅力的に見え，欠点もなく，知識や礼儀も非
の打ち所がなくても，その人の生活様式は自分とはま
ったく違うかもしれません。いずれにせよ，そのよう
な愛はすぐ、にしぼんでしまいます。『恋に落ちる』とは
常に，外面ではなく内面が大切なのです。真の愛が生
まれて長く続くには（末日聖徒の観点からすれば永遠
に続くものとなるには)，肉体的な魅力と精神的・霊的
な魅力が調和し，強められていなければならないので
す｡｣(EvidenceSandReConc伽加ns,297,299,302)

有物や財産などと考えないことです。

パール・バックは次のように述べています。「愛は強い
ることができない。……愛は，求めず探さずとも天から

もたらされるものである｡｣(TheTreasureChest,165)
このような尊敬の念はどこから生まれるのでしょう。
それは，互いが神の息子，娘であって，神の属性の幾
らかを与えられ，自分の才能を伸ばし表現する権利を
持っており，寛容と忍耐，理解と礼儀思いやりを受
けるに値する者であると認識することから生まれるの

です。真実の愛に必要なのは単なる恋愛感情ではなく，
伴侶の幸福を心から気遣う心なのです｡」（｢永遠の結婚
へのおや石」「聖徒の道」1971年10月号,304参照）
はんりょ

ボイド．K・パッカー長老

本書137ページの引用を参照。

マービン・』・アシュトン長老

「わたしたちも含め，世の多くの人は，愛を単に言
スペンサー。W・キンボール長老

「愛とは何でしょうか。多くの人は，愛は単に外見
の魅力と考え，『恋におぼれる」とか，『一目ぼれjと
いう言葉をよく使います。これはハリウッドの言葉で
あり，ラブソングや恋物語を書く人の考えでしかあり
ません。ほんとうの愛というものは，そのように薄っ
ぺらなものではありません。確かに，会っただけで魅
力を感じる人もいます。しかし愛とは，外見の魅力を
はるかに越えた，深遠で，すべてを含む，広大なもの
です。外見的な魅力はそのほんの一部でしかありませ
ん。愛には信仰，信頼，理解，協力が必要です。共通
の理想や標準が必要です。深い献身と親しい交わりが
なければなりません。愛とは清さ，進歩，犠牲，無私
の心です。そのような愛は，疲れることなく，病と悲
しみ，貧困と窮乏，達成と失意を越え，この世から永

遠にわたって生き続けるのです｡｣(LoveversusLust,
1
8
)

「人を愛するということは，その人を傷つけるくら
いなら死んだ方がましという気持ちになることです｡」
(TeachingsofSpencerWKImba",279)
ゴードン．B・ヒンクレー長老

「家庭を築き上げるための4つの土台について話し
ましょう。ほかにもありますが，わたしは特に4つを選
んでみました。……

第1の土台は，互いに駁うことです。敬うとは，
伴侶をこの世で最も大切な友と考えることであり，自
分のわがままや気まぐれに合わせて無理強いできる所
はんりょ
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葉だけで表す傾向があります。

しかし，ほんとうの愛は一連のプロセスなのです。

真の愛には行いが付き物です。真実の愛は持続するも
のです。愛をはく、くむには時間がかかるのです。御都
合主義，心酔，興奮，お世辞，欲望といったものが愛
と間違われることが実に多いのです。わたしたちの愛
が，その場限りの言葉や，感情にすぎない薄っぺらな
ものだとしたら，何とむなしいことでしょうか。
わたしたちは人に対する愛を，適当な間隔を置いて
いつも口にすべきですが，それを行いで証明するには
長い時間がかかります。真の愛は持続しなければなり
ません。偉大な羊飼いはそのように考えておられまし

た。主は，『もしあなたがたがわたしを愛するならば，
わたしのいましめを守るべきである』（ヨハネ14:15,
強調付加)，『わたしの羊を養いなさい』（ヨハネ21:17,
強調付加）と言っておられます。愛が続くためには行
いが必要です。愛は一連のプロセスです。ただの言葉
ではありません。口先だけの言葉でも，その場限りの
気分でもありません。愛は便法でもなければ，都合に
合わせたものでもないのです。『もしあなたがたがわた

しを愛するならば，わたしのいましめを守るべきであ
る｡』「わたしの羊を養いなさい｡』これらは神から与え
られた宣言であり，人を養い維持するプロセスで愛が
最もよく示されることを教えています。

神を愛するには，継続してその愛を示さなければな
りません｡家族を愛するにも，国を愛するにも，恋人
を愛するにも，自分を愛するにも，その愛を持続させ
なければならないのですc」（｢愛は継続しなければなら

愛 3

ない」「聖徒の道」1976年2月号,142,144参照）

に押し出され，別のドアから欲望がこっそり入り込ん

「愛のある人は責任ということを理解し，意識して

でいます。肉欲と抑制されない激情が，愛情に取って

います。コリント人への第一の手紙の中でパウロは，

代わっています。結婚外の性的な関係は正当なもので

愛は恨みを抱かず，自分の利益を求めず，寛容で，情

あるという，悪魔がしきりに確立しようとしている教

け深いと言っています(1コリント13:4‑5参照)。神
殿結婚に備える男女の愛を見るとき，近視眼的で利己
的な心ではなく，互いへの犠牲と奉仕の基となる様々
な要素があることに気づきます。求愛期間や結婚生活
に必要な本物の愛や幸福は，正直，自尊心，犠牲，思
いやり，純潔，優しさ，そして「自分』ではなく，『自
分たち』を優先させることによって成り立っています｡」
(｢人は自分が愛するものに仕える」「聖徒の道』1981年

義が，受け入れられているのです｡」(Teachingsof

SpencerW:KImba",279)
「ペッテイングやその他の逸脱した行為を愛の表現
であると感じている人がいるなら，次のように自問す

るとよいでしょう。『この人の美しい体が突然醜くなっ

たら，あるいはまひしたら，わたしは同じ態度でいら
れるだろうか。この人のかわいい顔がやけどを負った

ら，この人の体が動かなくなったら，あるいは快く思
ってきたこの人の鋭敏な精神が突然薄弱になったら，

9月号，36，37参照）
ニール。A・マックスウェル長老

「完全な愛とは，完全に忍耐することです｡｣(A"

TheseThingsSha"GiveThee.EXperience,69)
「わたしたちの愛と違い，イエスの愛には，熱心に
励ますだけではなく，感情を抑えることも含まれてい
ます。イエスは，わたしたち一人一人を完全に愛して
おられるがゆえに，今，あるがままのわたしたちを受
け入れたいという感情を制されます。それは，わたし
たちがどのような人物になる可能性を持っているか，
完全に知っておられるからです｡｣(EvenAsIAm,18)
リチャード．G・スコット長老

「主が定義された愛は，相手を高め，守り，尊重し，
豊かにするものです。この愛は，人のために犠牲にな
ろうという気持ちをもたらします｡」（｢人生の正しい決
断」『聖徒の道』1991年7月号,35参照）
ジョー・』・クリステンセン長老
「すぐ、に『ごめんなさい』と言ってください。この
言葉を口にすることがつらいと思うことがあっても，
できるだけ早く『すまなかった。赦してほしい』と言
ってください。たとえ，自分だけに落ち度があるわけ
ではないときでも，そうしてください。真実の愛を育
てたいと思ったら，自分の過ちや間違いを素直に進ん
で認める者になることです｡」（｢幸福の偉大な計画と結
婚」『聖徒の道』1995年7月号,70参照）
ゆる

真の愛を装うまがいものにはどのようなものがあ
るのか

スペンサー．W・キンボール長老

「罪を犯すときには，純粋な愛は一方のドアから外

わたしは熱烈な恋人でいられるだろうか。わたしの愛
する人が突然老けてしまったら，わたしの態度はどう
なるだろうか｡』これらの質問に対する答えによって，
自分の愛が真実のものか，それとも不適切な肉体関係
を助長する肉体的な魅力だけによるものか判断するこ
とができるでしょう。あらゆる虐待や利用から，そし

て侮辱や汚名から自分の恋人を守る若い男性は，真の
愛を表していると言えます。

がんく・

しかし，一時的な満足を与える，生きた玩具として

女性を利用する若い男性は，肉欲という，愛とは正反
対の場所にいるのです。若い女性は霊的，精神的，肉
体的に自分自身を魅力的に見せようと振る舞います。
しかし，言葉や服装や行いによって，傍らの男性を性
的な行動に駆り立てるようなことは決してしません。
相手を性的な行動に駆り立てないことこそ，真の愛で
あると言うことができます。若い女性が相手の体に触
あいぶ
れて，刺激し，愛撫し，誘惑しているようであれば，
真の愛を知りません。それは肉欲であり，むさぼるこ
となのです｡｣(LoveversusLust,18‑19)
ボイド。K・バッカー長老

「わたしたちの時代において人類を惑わす最大の
欺臓は，恋愛感情と関連づけて肉体的な満足を過度に
強調することです。これは過去のあらゆる時代に存在
した欺きが繰り返されているにすぎません。肉体的な
満足は枝葉的なもので，愛の絶対的な原動力ではない
と悟るとき，わたしたちは最高の発見をします。もし
肉体的な満足にしか関心がないのなら，皆さんは選択
する必要はありません。肉体の満足を与える力はほと
んどすべての人が持っているからです。愛を伴わなけ
れば，この関係は無意味になります。いや無意味どこ
ろか，俗悪で有害なものになるのです｡」(Eternal
ぎまん

Love,15)
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リチャード．G・スコット長老

「サタンは肉欲という偽りの愛を助長します。それ
は自分の欲望を満たしたいという気持ちに支配された

ISsues,158‑159;ConferenceReport,1998年10月，
100も参照）

ものです。こうした偽りの愛に欺かれた人々は，ほか
の人の苦しみや滅亡などほとんど気に留めません。巧
みな言葉で自分の行いを正当化してはいますが，それ
は自己満足にすぎないのです。皆さんは，清く正しく
生きる方法を知っています。その知識に従って生きて
いくとわたしたちは確信しています。主は皆さんを豊
かに祝福し，清く汚れのない状態を保てるように助け

神に対する愛は，わたしたち柤互の愛にどのよう
な影響を与えるだろうか

てくださいます｡」（｢人生の正しい決断」『聖徒の道j

の愛に満たされた義人は，この神の特質を，思い，感
情，言動のすべてに表します。そのような人の顔には，
愛と喜びと清らかさがあふれ，表情となって表れます。
妻はそこに信頼を見いだし，愛をもって夫に報いよう
とするのです。なぜなら愛は愛を生み，幸福は幸福を
生むからです。こうしてこの天与の感情は大いに高揚
し，ついには永遠の愛という完成された輝かしいもの

1991年7月号,35参照）
ジェフリー。R・ホランド長老

「神が結婚した夫婦のために定められた神聖な肉体
的一致は，特に神聖に扱うべき事柄を象徴しています。
そのような男女の愛の行為は，完全な一致の象徴であ
り，確かにそのように定められたものなのです。つま
り心，希望，生活，愛，家族，未来，その他のすべて
に関し，完全に一つとなるということです。この象徴
を表すために，わたしたちは神殿で結び固めるという
言葉を使います。預言者ジョセフ・スミスはかつて，
そのような神聖なきずなを，互いに対する『固いつな
がり』と表現できるだろうと語りました。すなわち，
結婚と永遠の家族というきずなの中で一つになった
人々は，悪魔の誘惑とこの世の苦難に耐えるために
『固いつながり』で結ばれて，離れることがないのです
(教義と聖約128:18参照)。

しかし，そのような事実上分離不能な完全な一致，
男女間の固いつながりは，結婚の聖約で可能となる親
密な関係や永遠性があって初めて生み出されるものな
のです。この結婚の聖約には，神聖な約束が伴います。
所有するすべて，すなわち思い，心，時間，夢のすべ
てを差し出すという誓いが伴うのです。……
道徳的な偽善という言葉が理解できるでしょうか。
それは見せかけの一致と偽りの結びつきにより肉体的
象徴と肉欲上の交わりだけを共有し，義務全体のほか
のあらゆる側面一と象徴一から逃避し，退き，離れ
ることを意味します。あるいはもっと悪いことに，ひ
そかな交わりを（わたしがこの言葉にどれほど皮肉を
込めているかお分かりでしょうが）ほかの相手と行う
というものです。そのような行為の相手とは結ばれて
おらず，一つになっていません。以前に交わった相手
と同様に，来週，来月，来年，あるいはいつ現れる相
手であろうとも，結婚というつながりの外で一つにな
ることは不可能なのです。」(Speak‑ingOutonMoral
永遠の結婚生徒用手引き

オーソン・プラット長老

「人は，義にかなった生活を送るようになればなる

ほど，人を愛し，幸福に導けるようになります。不義
な人は，妻に対してわずかな愛情しか注がないが，神

になるのです｡｣("CelestialMarriage",TheSeer,
1853年10月号,156)
ジョン．A・ウイッツォー長老

「女性に対する男性の真の愛は，すべての善の源で
ある神の愛を必ず含んでいます｡｣(Evidencesand
Reconc伽加ns,297)
ラッセル。M・ネルソン長老
はんりょ

「主に対して強い忠誠心を持っていない人は，伴侶
に対する忠誠心も弱くなる傾向にあります。そして，
永遠の聖約への忠誠心が薄れると，永遠にまで影響を
及ぼす過ちへと発展するのです｡」（｢堪え忍び，高く上
げられる」『聖徒の道』1997年7月号,83)

どのよう凌行いが夫婦間の愛をはく鹸くむ助けとま
るだろうか
ジョセフ・フイールデイング・スミス大管長

「夫と妻が福音のすべての儀式と原則を心から忠実
に守るならば，いかなる離婚の原因も生じません。結
婚関係に伴う喜びと幸せはますます快いものとなり，
夫婦は日を追うごとに互いの親密さを増していきます。
夫婦が互いに愛し合うだけでなく，二人の間に生まれ
た子供たちも愛と調和に包まれて生活するでしょう。
家族に対する愛が損なわれることはなく，永遠の御父
と御子イエス・キリストに対する愛が全員の心にさら

に深く根付くことでしょう。」(ConferenceReport,
1965年4月,11)

愛

エズラ・タフト・ベンソン大管長
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｢どのように愛するのですか」

「主は．…･･言われました。『あなたは心を尽くして妻
l

IIlLu,私I

十二使徒定員会会員

を愛し，妻と結び合わなければならない。その他のも
のと結び合ってはならない｡」（教義と聖約42：22）……
はん↓]よ

自分の伴侶に対してこのような愛を示す方法はたく
さんあります。何よりもまず，神御自身のほかには，

由財

獄.蝿:

仕事，レクリエーション，趣味などいかなるものをも，
自分の伴侶に優先させてはなりません。．．…・

「心を尽くして」愛するとはどういう意味でしょう
か。それは心の底からすべてをささげて愛することで

す。．.…｡決して妻の品位を傷つけたり，非難やあら探
しをしたりはしません。……

『結び合わなければならない」とはどういう意味で
しようか。それは自分の伴侶との間に親密な関係を築
き，忠実であり心を通わせ合い，愛を伝えることです。
愛するとは，相手の気持ちや必要としていることに
はんりょ

心を配ることです。……

兄弟たち，……自分の妻が……助言を与える知恵と能
力を持っていることを認めるようにしてください。……
はんI）よ
伴侶が霊的な面だけでなく，知的にも，また情緒的，

社会的にも成長できるように，その機会を与えてくだ
さい。

兄弟たち，愛は小さな行いによって養い，はぐくむ
ことができることを忘れないでください。何か特別な

機会に花を贈るのは，確かにすばらしいことです。し
かし自分から進んで皿洗いや子供のおむつを替えるこ
とも同じようにすばらしいことです。また夜泣きする
子供の世話をしたり，新聞やテレビを見ずに夕食の準
備を手伝ったりするのもすばらしいことです。わたし
たちはこのような行いを通して，『愛しているよ」と伝
えることができます。そのようなささいな行為が大き
な実を結ぶのです｡」（｢イスラエルの父親たちへ」「聖

灘
彫
･
･
･
.
．
. 』

ジェフリー･R･ホラント
』且fI呼罪

BrighamYoungUniversity
1999‑2000Speeches,
158‑162

鍛潴 』
今朝わたしは皆さんに，キリストのような愛につい

て，また友情，デート，求愛期間，そして結婚におい
て，その愛がどのような意味を持つはずなのか，わた
しの考えを話したいと思います。

先月婚約したばかりの若い姉妹が「うんざりするく
らい助言があるのね」と言いましたが，それを十分に

承知したうえで，このテーマについて話すことにしま
した。恋愛に関して何度も繰り返されてきた助言に不
必要な言葉を付け加えるつもりはありませんが，「結婚
の会員資格」は，教会員資格に次いで，この世から永
遠にわたって保持できる最も大切な資格であると信じ
ています。忠実な人々にこの世でもたらされない祝福
はきっと永遠の世で与えられるとも信じています。で
すから，さらに助言を加えることを許してください。
しかしそれらは，聖文に基づく福音の助言です。もし

望むならば，愛するためだけでなく生きるための基盤
となる助言であり，男女に等しく適用できる勧告でも
あります。世の中の流行や傾向，策略とは無関係であ
り，すべて真理に関連したものです。

そこで今朝は，友情，デート，そして来るべき結婚
というものに聖文の光を当て，皆さんに理解してほし
い真実の愛について話したいと思います。

徒の道』1988年1月号，54，55）

慈愛に関するすばらしい説教の後で，モルモンは，
モロナイ書第7章で「キリストの純粋な愛」と呼ばれ

スペンサー･W・キンボール長老

る，クリスチャンの最高の徳について教えています。

「もし，夫婦が自分自身よりも主を愛し，また自分
以上に配偶者を愛して，福音を基としてその計画に完
全に合致した生活を営むならば，この大きな幸せを必
ずや得るに違いありません。夫婦がそろって度々聖な
る神殿へ行き，家庭では家族とともにひざまずいて祈
り，ともに教会の集会に出席し，自分のすべての思い
と望みと愛を伴侶に向けるために，思いも肉体も完全
に清く生活し，さらに神の王国を築くために力を合わ
せるならば，無上の幸福を味わうことでしょう｡」（｢結
婚によってひとつとなる」『聖徒の道」1978年6月号，

この慈愛は……とこしえに続く。そして，藩わりの
日にこの慈愛を持っていると認められる人は，幸いで

キ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，また神の子となれるように，熱意を
込めて御父に祈りなさい。また，御子が御自身を現さ
れるときに，わたしたちはありのままの御姿の御子に
まみえるので，……わたしたちが清められて清い御子
と同じようになれるよう，熱意を込めて御父に祈りな

5。『リアホナ」2002年10月号,41も参照）

さい｡[モロナイ7:47‑48]

はんりょ

ある。

したがって……あなたがたは，御父が御子イエス・

みすがた
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まことの慈愛，キリストの絶対的に清い完全な愛は，
生ける神の生ける御子，キリスト御自身という形で，

たまず，誇らず，自分の利益を求めず．．…．｡」（モロナ

この世に一度だけ実際に現れました。それはわたした

てきました。また，すべての指導者も同じように教え

ちのために書き残した長い言葉の中でモルモンが，ま
たそれ以前の新約聖書の時代にコリント人にあてた手
紙の中で使徒パウロが，それぞれ表したキリストの愛

たはずです。すなわち，愛と結婚における問題はたい

です。すべてにおいてそうであるように，キリストは
慈愛を十分に持ち，完全に実行し，だれもが従うべき
慈愛の模範を示された唯一の御方です。たとえわたし

たちが完全の域に到達できなくても，神聖な標準はわ
たしたちのためにあるのです。それは近づくため，到
達するために常に努力すべき目標であり，確かに，理
解を深めていくべき目標なのです。

イ7：45）ヒンクレー大管長は公私を問わず，こう教え

てい利己心が原因となっているというのです。理想的

な愛については，かつて生を受けた中で最も利己心の

ない御方であるキリストが最も優れた模範を示してく
ださいました。この愛を概説するに当たり，ここでこ
の聖句の解説をしておくのは当然なことです。
はんりょ

配偶者や永遠の伴侶は言うまでもなく，友人や真剣
なデートの相手に求める特質はたくさんあります。し
かし，これらの中で最も基本的な特質は，思いやりと

感受性であり，利己心を最小限に抑えることです。同

このことについて話すときに，思い出してほしいの

は，モルモンがはっきりと教わったように，人間が心
たまもの

から求めるこの愛，能力，才能，報いは，一つの賜物
であるということです。モルモンの言葉を借りれば，
慈愛とは「授けられ」るものなのです。努力も忍耐も
せずに得られるものではありませんが，救いそのもの

情心や礼儀はそこから表れてきます。ウィリアム・ワ

ーズワースはこう言いました。「善良な人の生活に表れ
る最高の特質は……思いやりである。」(Lines
CbmposedaFもwA"esAboveTinternAbbey[1798
年〕，33‑35行）だれにでも，伴侶から大目に見てほし
い弱点がたくさんあります。自分が願うほどハンサム

のように，慈愛は結局「御子イエス・キ

な男性や美しい女性はいないと思いま

リストに真に従う者」に神から与えられ

す。また，自分が望むほど学校の成績が

人生の様々を問題に
る賜物なのです。人生の様々な問題に対
良い人や機知に富んだ話ができる人，あ
対する騨決策は，
する解決策は，常に福音の中にあります。
るいは裕福に暮らせる人もいないことで
常に福音の中に
キリストを通して得られるのは，問題の
しょう。しかし，常に自分の意のままに
あります。
答えだけでなく，答えを与えてくださり
できない様々な才能や幸運のある世界に
受けることができるという奇跡と力強さ
おいて，思いやり，忍耐，親切な言葉，
です。愛に関しては，いかなる教義も今述べたこと以
人の成功を心から喜ぶことなど，わたしたちが自由に
上にわたしたちを力づけてはくれません。
使える特質がさらに強く人を引き付けると思います。
わたしの話のタイトルである「どのように愛するの
これらを与えるには一銭もかかりませんが，受ける人

簿

ですか」は，ブラウニング女史のすばらしい詩から取
りました（エリザベス・パレット・ブラウニング，
SonnetsiromthePbrtuguese[1850年],43番)。わた
しは「愛する方法を数え上げる」つもりはありません

が，彼女の選んだ「副詞」を紹介します。それは「い
つ愛するのですか」でも，「と今こで愛するのですか」で
も，「なぜ愛するのですか」でも，「なぜ愛してくれま
いのですか」でもなく，「と、のように愛するのか」とい
うことです。わたしはと、のように愛を表しているでし
ょうか。わたしはあなたに対する真の愛をと、のように
示しているでしょうか。ブラウニング女史の質問は的
を射ています。ほんとうの愛は「どのように」が最も
大切ですし，モルモンやパウロも「どのように」につ

にとっては最も大切なものになり得るのです。

わたしはモルモンとパウロの次の言葉が好きです。
真の愛を持つ人は「誇る」ことがないと述べていると
ころです。誇る〔訳注−ここで「誇る」と訳されてい
る英語は"puffedup"で，その直訳は「膨れ上がる」
の意味〕とは何というイメージでしょうか！皆さん
は，ピルズベリー社のコマーシャルに出てくるパン生
地でできた男の子のように，うぬぼれが強くて尊大な
人に出会ったことがありませんか。フレッド・アレン

はかつて，「自分で自分の手を取って恋人たちの小道を

いて最もよく教えてくれます。

独りで歩くような男を見た」と言いました。自分自身
のことよりもほかの人のことを気遣うときに，真の愛
は花開きます。それはキリストの偉大な贈いの模範で
あり，思いやりや敬意の中に，また無私の心や礼儀の

モルモンとパウロが教えた神の愛，純粋な愛の最初
の要素は，親切と無私であり，自我や虚栄，利己心を
除くことです。「慈愛は長く堪え忍び，親切であり，ね

中に，もっとはっきりと表れるものです。
愛は壊れやすいものです。生活の中には愛を破壊す
る要素が幾つも潜んでいます。もし優しく，大切に扱
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わなければ，愛は深く傷つきます。結婚生活はもとよ

一度もありませんでした。人を犠牲にして御自身の利

り，どのような人間関係においても，すべてをささげ

益を求められたことは，ただの一度もありませんでし

ることは最も信頼できるステップです。真の信仰が必

た。主は御自身が人々にもたらされた幸福を喜ばれま

要です。そのような信仰を積極的に行使しなければな
りません。正しく行うならば，最終的にすべてのもの
を分かち合うようになるでしょう。すべての希望，恐

した。主の思いやりは絶えることがないのです。

れ，夢，弱さ，喜びを相手と分かち合うのです。
求愛期間や婚約や結婚は，自分のすべてをすっかり
注ぎ込んで，愛する人に自分を完全にゆだねなければ，
何の価値もありません。安全のために感情の一部を隠
そうとすれば，愛において成功することはできません。
互いの手をしっかり握って一緒にプールに飛び込むよ
うな気持ちで，努力する必要があるのです。だからこ

そ，純粋な愛を嘆願したモルモンのように，わたしも
皆さんに理解してほしいことがあります。それは，皆
さんの手にゆだねられたパートナーの将来が繊細で傷
つきやすいものだということです。それは男性も女性
も同じです。

わたしとホランド姉妹は結婚して約37年になります。
あと6年で独身生活の2倍を二人で過ごしたことにな
ります◎妻について何でも知っているわけではありま
せんが，37年分は理解しています。妻もわたしを同じ
くらい知っています。わたしは妻の好き嫌いを理解し
ていますし，妻も同じように理解してくれています。
わたしは妻の好みや興味，希望や夢を知っています。

彼女も同じです。二人の愛が深まり，夫婦の関係が成
熟するにつれて，それらすべてを分かち合ってきまし
た。

その結果，どうしたら彼女を助けられるか，何が彼
女を傷つけるか，今ではよく理解しています。完全な

デートや求愛期間において，皆さんをけなす人や批

判ばかりする人，皆さんに平気で苦痛を与えて，それ
をユーモアだとさえ言う人，そのような人と5分とい
えども一緒にいてほしくありません。人生はそうでな

くてもつらいものなのに，本来愛してくれるはずの人
から，自尊心や品位，自信，喜びを壊される必要はな
いのです。皆さんは愛する人の思いやりの中で，身の
安全と情緒的な安心を感じる権利があるのです。
大管長会は次のように教えています。「女性に対する，

精神的，肉体的な虐待は神権者にふさわしくない行為
です｡」「神権を保持する神権者の中に，いかなる方法
であっても妻を虐待し，。…･･辱め，傷つけ，不当な扱
はんりょ
いをする者が〔あってはなりません｡]」これには伴侶
は言うまでもなく，友達やデートの相手，恋人，婚約
者も含まれます。（ジェームズ．E･ファウスト「最も
高い名誉の地位」『聖徒の道』1988年7月号,39．ゴー
ドン．B･ヒンクレー「愛と親切の手を差し伸べよう」
『聖徒の道』1983年1月号,138)

ピザを食べテニスを楽しみに行くだけであれば，楽
しく健全に過ごせるどんな相手と出かけてもかまわな
いでしょう。しかし，相手との関係を真剣に考えてい
るなら，あるいは真剣に考えたいのであれば，皆さん
に最善のものを与え，皆さんの成功をねたまない人を
見つけてください。悩み苦しむときにともに悩んでく
れ，皆さんの幸福を自分の幸福だと感じてくれる人を
探してください。

献身なしにキリストのような愛は得られませんが，二
人の愛の誠実さにおいて，わたしを心から信頼し，聖
文が教えているように「一体となる」（創世2：24）た

モロナイ第7章45節の後半は次のように教えていま
す。慈愛すなわち真の愛は，「容易に怒らず，悪事を少
しも考えず，罪悪を喜ばない．．…．｡」もし容易に怒らな

めにずっと前からすべてをわたしにゆだねてきた妻を
故意に傷つけたりだましたりして苦しめるようなこと
があれば，神は確かにその責任を問われるでしょう。
自分の利益やうぬぼれ，優越感のために，いかなる方
法であれ妻の成長を妨げるならば，夫として直ちに失
格となるでしょう。わたしの惨めな霊は，リーハイが
述べた大きく広々とした建物の中に永遠に投げ込まれ
ることでしょう。それは「世の人々の高慢」と「うぬ
ぼれた空想」の中で生きる人々のために用意された獄
です(1ニーファイ11:36,12:18)。神の愛の表れで
ある命の木が，その建物の反対側にあったのは当然の
ことです。キリストはすべてにおいて，ねたむことも
誇ることもなく，御自身の必要に気を取られることは

ければ，もし悪事を少しも考えなければ，もし罪悪だ
けでなく小さな誤りさえ悲しむならば，言い争い，心
痛，冷ややかな拒絶，完全な無視，そして別居や離婚
が，一体どれだけ避けられたでしょうか。
たとえ子供であっても，感情を爆発させている様子
はかわいいものではありません。互いに愛し合うべき

大人の場合は，目も当てられません。人はあまりにも
簡単に怒ってしまいます。伴侶から傷つけられ，悪口
を浴びせられると思い込んでいるのです。防衛反応と
して，伴侶の失敗や欠点を見て喜びを感じることがあ
ります。自制心を行使しましょう。もう少し成熟して
ください。舌を制するのです。「怒りをおそくする者は
勇士にまさり，自分の心を治める者は城を攻め取る者
はんりよ
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にまさる｡」（筬言16：32）我慢できる結婚とすばらし

い結婚とでは，どこが違うのでしょう。少なくとも，

を折りたくなろう｡」（第5幕第2場,16‑17行，『シェ
イクスピア全集1V」小田島雄志訳，白水社,309)オセ

すばらしい結婚には黙ってやり過ごすだけの度量があ

ロ−があのとき「正義の」剣を（比瞼的な意味で）彼

るかもしれません。

愛に関してなら，ロミオとジュリエットを引用するの

女に対して振るわずに，むしろ砕いていたならば，彼
女を死から救い，そして最終的に自らの命を絶つこと
もなかったでしょう。このエリザベス朝時代の悲劇は，

が当然かもしれません。しかし，高潔さという点では
るかに劣る人々の話をしたいと思います。ロミオとジ

で真理を喜んでいたならば，もう一人の男に悪い影響

ュリエットの場合は，無知が悲劇を生んだのです。分
しか

を与えることもなく，美しく幸せな結末を迎えていた

別をもって然るべき二つの家が，胸の張り裂けるほど

ことでしょう。

ひ ゆ

先ほどシェークスピアについて話しました。愛と恋

の悲しい過ちを犯したのが原因でした。しかし，オセ
ローとデズデモーナの悲劇と破滅は，悪意ある者によ
り初めから仕組まれていました。シェークスピアの作
品中，いえ恐らくあらゆる文学作品の中で，イアーゴ
ーほど嫌な悪役はいません。その名の響きさえおぞま
しいものがあります。少なくとも，わたしはそう感じ
てきました。ではこのイアーゴーの罪悪，オセローの
ゆる

悲劇，そしてそれに対する赦し難い感情とは一体何な
のでしょうか。それはほかならぬモロナイ第7章とコ
リント人への第一の手紙第13章に対する違背です。と

りわけ，彼らは無罪潔白な人物に罪悪をなすりつけ，
空想上の邪悪にこだわり続けました。この悪党たちは
｢真理」を喜びませんでした。何の罪もないデズデモー
ナについて，イアーゴーはこう言います。「つまりおれ
は，女の貞淑に泥を塗るだけでなく，その善意を網に

使ってやつらを一挙にからめとろうってわけだ｡」（ウ
イリアム・シェークスピア「オセロー」第2幕第3場，
366‑368行，『シェイクスピア全集IV」小田島雄志訳，
白水社，267）イアーゴーによって疑惑と卑劣な皮肉の
しっとさいぎ
種をまかれ，嫉妬，猜疑心，残忍な怒りをあおり立て
られたオセローは，デズデモーナの命を奪うようにそ
そのかされます。デズデモーナの貞淑には泥が塗られ，
善意が死に至る網にされたのです。
幸い，今朝この平和な盆地においては，現実であれ
空想であれ，浮気や殺人事件については話題に上りま
せんね。しかし大学教育の精神にのっとって，与えら
れた教材から教訓を得ることにしましょう。互いの，
特に愛する人のいちばん良い点について常に思い巡ら
してください。相手の長所を信じ，短所は自分の思い
過ごしだと考えてください。エーブラハム・リンカー
ンが言った「心の底にある善なるものを求める天使」
を励ましてください(最初の就任演説,1861年3月4日)。
オセローは，デズデモーナにキスをして彼女の潔白を
はっきり感じたあの最後の瞬間に，救われるチャンス
もあったはずです。そのときオセローはこう言ってい
ます。「ああ，この息のかぐわしさ，正義の神もその剣
永遠の結婚生徒用手引き

たった一人の男が悪い思いを抱かず，邪悪を喜ばない

第3に，これが最後になりますが，預言者たちはこ

のように教えています。真の愛は「すべてを忍び，す
べてを信じ，すべてを望み，すべてを耐える｡｣(1コリ
ント13:7)もう一度言いますが，結局これはキリスト

の愛を表現しているのです。主はすべてを忍び，信じ，
望み，耐え，偉大な模範を示されました｡求愛期間や
結婚生活において，その模範に従うよう最善を尽くす
ことが必要です。忍耐し，強くあってください。望み

を持ち，信じてください。人生には，どうにもならな
いことがあります。耐えていかなければなりません◎
愛や結婚生活に落胆は付き物です。落胆を望む人はい
ませんが，必ず訪れるものなのです。落胆したときに
は，忍耐と信仰を持たなければなりません。悲しみや
困難には終わりがあるという希望を持たなければなり
ません。問題が完全に解決するまで耐えるのです◎
真の愛には，つらい時期に助け合うという大切な目

的があります。試練に独りで立ち向かう必要はありま
せん。心から愛してくれる人がそばにいて重荷を分け
合ってくれたら，たいていのことに耐えられます。こ
れに関連して，友人の一人であるブリガム・ヤング大
学のブレント・バーロー教授は，数年前に船のプリム
ソル・ライン（満載喫水線）について話してくれまし
た
。

イギリスで少年時代を過ごしたサムエル・プリムソ

ルは，船の貨物の積み降ろしを見るのが好きでした。
やがて貨物スペースがどれだけ空いていても，積載量
には一定の限界があることに気づきます。限界を超え
ると船は海に沈むのです。1868年，プリムソルは下院
議員になり，商船条例を通過させ，最大積載量を計算
して表示することを義務づけました。イギリスのすべ
ての船には側面に線が引かれるようになりました。荷

物を積む度に少しずつ沈みますが，海面が船体の喫水
線に達すると，貨物スペースに空きがあっても，最大
積載量に達したと判断されるのです。こうして，船舶
事故で亡くなる人が激減したのです。

船と同じように，人にもそれぞれ異なる容量があり

爵 9

ます。そしてそれは日ごとに，あるいは時間ごとに変

皆さんを愛し，主を愛しています。主イエス
みな

化します。人間関係において，自分の喫水線を定め，

キリヌ

あかし

トの聖なる御名により証します，アーメン。

愛する人々も喫水線を明確にできるよう助けなければ

なりません。愛する人が沈みかけているのを見たら，

愛と理解による一致

一緒に重荷を検討して，幾つか降ろすなり，調節する
当 一

なりできるように助けるのです。愛の船が安定すれば，

七十人定員会

篝

続けて行うべきことや次に回せること，永遠に捨て去
はんりょ
ることを判断できるのです。友達，恋人，伴侶は，互

マーリン．K･ジェンセン

｣

Ensign,1994年10月号，

いにストレスを観察し合い，相手の様々な変化に気づ
く必要があります。情緒面での健康や愛する人との関

‐J'‑‑,‑

46‑51

1
1
1
‑
,
,
式
、

ひん

係が危機に瀕したとき，互いにもう限界だと宣言し，

相手の荷を軽くするために積み荷を投げ捨てるのを助

糊

ける義務があります。忘れないでください。純粋な愛
とはまず自分が「すべてを忍び，すべてを信じ，すべ

これまで召しに伴い奉仕の機会に恵まれてきました

てを望み，すべてを耐える」ことであり，愛する人が

が，主の神殿において結び固めの儀式を執行する特権

同じようにできるよう助けることなのです。

に勝るものはありませんでした。美しく整えられた結
あかし

結論に移ります。モルモンとパウロは最後の証の中

び固めの部屋で，互いを気遣う健全な若い男女が最も

で，慈愛〔純粋な愛〕は「いつまでも絶えることがな

神聖な聖約を神と伴侶と交わそうとしている姿を見る

はんりょ

い」と宣言しました（モロナイ7:46;lコリント13:

と，その儀式が二人の人生にとってどれほど重要なも

8)。慈愛は終始変わらずに存在します。良い日にも悪
い日にも耐え，深い悲しみの闇を抜けて明るい光の中

のかを言葉で表現することができません。

へ続いているのです。いつまでも絶えることがありま

せん。キリストはわたしたちのことをそのように愛し

と，そのとき感じた妻への深い愛情をしばしば思い出
します。将来に大きな期待を抱いていたことも覚えて

ておられます。そして，わたしたちにもそのように愛

います。キャシーとわたしが抱いていた理想は，取り

し合うことを望んでおられます。主は言われました。

立てて特別なものではなく，ただ，西洋文明の恋愛史

「わたしは，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

の中で類を見ない夫婦生活を始めようとしていただけ

に，あなたがたも互に愛し合いなさい｡」（ヨハネ13:
34．強調付加）もちろん，恋愛や結婚生活においてキ

しかし，最善の努力と強い意志にもかかわらず，経
済的な短い新婚旅行から戻って来るとすく､に，理想と
現実が衝突し始めました。キャシーはどう感じたか分
かりませんが，わたしは間もなく小さな幻滅を感じる

やみ

そのようなときに，26年近く前の自分たちの結婚式

たがぃ

リストのように耐える力を発揮するには，実際以上の

ものが求められます。自分以上の何か，つまり天から
たまもの

与えられる賜物が必要となるのです。そのような愛，
だれもが切望するその愛は，「キリストに真に従う者す
べてに授けられ」るという，モルモンの約束を思い出
してください。デートや恋愛において，また結婚生活
や永遠において，可能性や安全性，安心を得たいと思

のことでした。

ようになりました。結婚生活には思いどおりにならな
い何かがあると感じたのです。

新婚時代の小さな経験を例に挙げて，試練の一端を

説明しましょう。ソルトレーク・シティーに住居を構
えて，わたしは法科大学に通い，キャシーは小学1年

いますか。それならイエスの真の弟子になってくださ

生を教えていました。新しい町や学校，慣れない二人

い。献身的で，言葉にも行いにも正真正銘の末日聖徒
になってください。信仰には恋愛にかかわるすべてが

暮らしから来るストレスで，互いに少し怒りっぽくな
っていました。ある晩，夕食の前にキャシーと言い争

あることを信じてください。実際にそうなのですから。

いになってしまい，今夜は家にいても食事は出てこな

デート中に主の弟子であることを忘れるのは危険です。

いだろうと思いました。そこで質素なアパートを出て，
lブロック先のファーストフード店へ歩いて行きまし
た。北側のドアから中に入って右を見ると，驚いたこ

もう少しはっきり言うなら，世の光であるイエス・キ
リストは，皆さんと愛する人の幸福と愛の道を明るく
照らす唯一の光なのです。「どのように愛するのです
か｡」主が愛されるように愛するのです。なぜなら，そ
の方法は「いつまでも絶えることがない」からです。

とに，キャシーが南側のドアから入って来たではあり
いちべつ

ませんか。怒りを込めた一瞥を交わし，注文するため

に遠く離れたレジに並びました。そして，店の反対の

永遠の結婚生徒用手引き
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隅にそれぞれ独りで座り，相手を無視し続け，むっつ

昔から心の中には愛情がありましたが，その理由は

りしたまま夕食を終えました。それから入って来たと

知りませんでした。今やこの卑劣な世界のはかない事

きと同じように店を出て，別々の道を通って家に帰り

物を越え，大洋のように広げられた清い心で愛するこ

ました。間もなく仲直りをして，その子供じみた行為

とができるようになりました。神が確かにわたしの御

について笑い合いました。

父であられ，イエスがわたしの兄であられると感じて
はんりよ

今ではわたしも理解していますが，そのような小さ

います。また，愛する妻が永遠に変わらぬ伴侶であり，

な口論は，ほとんどの新婚生活において珍しいことで

わたしを慰めてくれる思いやり深い天の使いであり，

はありません。しかし，そのような口論の原因となる

永遠の栄えある冠であると感じるようになりました。

多くの障害物は，永遠の結婚の中にある幸福と満足と

一言で言うと，今のわたしは御霊と理解をもって愛せ

みたま

いう大きな可能性（多くの人がその可能性を見過ごし

るようになったのです｡｣(AutobiOgrapl,yofParleyR

にしていますが）から，しばしばわたしたちを遠ざけ

Pratt,ソルトレーク・シティー:DeseretBookCo.,

ているのです。

1979年，297‑298）

回復のとき，預言者ジョセフ・スミスは教会組織後

末日聖徒の著述の中で，主の方法で結婚を始めると

の数年は，永遠の結婚の教義について教えませんでし

きに得ることのできる幸福と満足について，これほど

た。教え始めたときも，部分的に教えました。13年前
に民事結婚をしていたパーリー･P･プラット長老が預

美しく力強く表されているものをほかに知りません。

言者から永遠の結婚の概念について初めて聞いたのは，

人に与えられることでしょう。「霊で」愛するとともに

1839年にフイラデルフイアにおいてでした｡プラット

｢知性でも」愛することができるという意味について考
えてください。また全人類の中で，末日聖徒がほんと

長老の自叙伝には，そのときの反応が記されています。
神殿でこの世から永遠にわたって結婚できることを当
然視して育ったわたしたちには，理解し難いかもしれ
ませんが，プラット長老にとってこれはまったく新し
い概念であり，圧倒されるような教えだったのです。
「わたしは〔ジョセフ〕から永遠の家族組織の概念
の最初の部分を聞き，言葉にできないほどの愛に満た
された中で男女が永遠に結ばれるという教えを受けま
した。そのような関係をどう尊重すべきか理解できる
のは，高い知性を備え，洗練された，心の清い人だけ
です。その関係は，幸福と呼ぶにふさわしいすべての
ものの基盤となるのです。

それまでも家族の愛情や思いやりを尊んできました
が，その感情は，この世だけのものであると教えられ

てきました。天に入るためには，完全に捨て去らなけ
ればならないものであると信じてきたのです。

その夫婦愛は，ふさわしい生活を送っているすべての

うのロマンスについて最もよく理解し，真に幸福で永
続する結婚を手にするための最高の機会を与えられて
いることについて考えてください。この民が大家族で

あることだけでなく，まれに見るすばらしい結婚をす
ることでも広く知られるとき，それは記憶に残る日に
なるのではないでしょうか。

互いを大切に扱いたい，幸福な永遠の結婚を築きた
いという願いの根底には，どのような永遠の福音の原
則があるのでしょうか｡最も大切であると感じている

真理を幾つか紹介したいと思います。すべて，救い主
とその教え，主が福音の計画において果たされる中心
的な役割に，深く関係しています。事実，ふさわしい
はんりょ
永遠の伴侶になりたいと思うならば，まず確固とした
主の弟子になることに全力を注がなくてはなりません。

父母，夫婦，兄弟姉妹，息子娘の愛にあふれたきず
なをどのように尊ぶべきかを教えてくれたのは，ジョ

愛する能力をはぐくむ

セフ・スミスでした。

キリストの教えによれば，永遠の伴侶を探すときに，
愛されることよりも，愛することに関心を持つことか

最愛の妻とこの世においても永遠の世においても固
く結ばれると教えてくれた人，互いを結びつける純粋
な思いやりや愛情が神聖な永遠の愛の泉から生まれる
と教えてくれた人，それはジョセフでした。これらの
愛情はさらに強めることができ，その愛情の中で永遠
に進歩成長できると教えてくれたのも，二人が永遠に
結ばれるので，子孫が天の星のように，海辺の砂のよ
うに数限りなく増えると教えてくれたのも，ジョセフ
でした。……

永遠の結婚生徒用手引き

はんりょ

ら始めるべきです。ヨハネは救い主について次のよう
に記しています。「わたしたちが愛し合うのは，神がま
ずわたしたちを愛して下さったからである｡｣(1ヨハ
ネ4：19）

確かに，どれだけ愛されるかは，どれだけ愛せるか
に懸かっているようです。人格を高めるほどに，精神
的，情緒的，霊的な糧を蓄えるほどに，人を（特に
はんりょ
伴侶を）愛し養う力が増すのです。マリオン･G･ロム

愛11

ニー副管長は，人を心から助けるわたしたちの能力に

対する気持ちを言うように求めました。最初に花嫁が

ついて次のような質問を投げかけています。「何も持っ

話しました。彼女は感動に震えながら，感謝を込めて

ていなければ，どうして与えることができるでしょう

言葉少なに，小さいころから，徳高くありたいと望み，

か。食糧棚が空では飢えた人に食物を施すことはでき

同じ義にかなった価値観や望みを持つ伴侶に巡り会い

ません。財布が空ではお金に困っている人を援助する

たいと願ってきたことを述べました。新郎を見て長年

ことはできません。心が飢え渇いていては，人を理解

願い続けてきた，いやそれ以上の男性であることを知

し支えることはできません。学んでいなければ，教え

り，その善良さを確信したというのです。

ることはできません。そして何より大切なことは，霊

それから新郎が話しました◎彼も涙ながらに，14歳

的に弱くては，霊的な導きを与えることはできないと

のころから祈り始めたことを話してくれました。彼は，

いうことです｡」（｢日の光栄に至る自立の本質」『聖徒

将来妻になる人が（それがだれであろうと)，永遠の結

婚に備えている間，守られ，徳高<あれるように，と

の道』1983年1月号,169)
自分や神に対して平安な気持ちを抱いていない人は，

祈ったそうです。また，何年にもわたり，何度も何度

ほとんど愛を与えることができません。エノスが学ん

も，自分も同じように備えていこうと決意したとも話

いや

だように，だれでも自分の心を癒すまでは，人の福利

してくれました。それから，長年祈り求めてきた妻に

について心配し，愛を与えることはできないものです。

出会えた大きな喜びについて述べ，ほんとうにすばら

ですから，永遠の結婚に備えるには，悔い改め，学び，

しい夫婦になりたいという大きな望みについて語りま

信仰を得ることが必要なのです。さらに，天の御父の

した。

子供としての可能性に目を向け，そこから得られる安
心感を増し加えていくことも必要です。救い主が教え
られたように（マタイ22：34‑40参照)，何よりも神を
はんりょ

天の御父は御自分のすべての子供たちにこのような
関係を築くよう願っておられます。神の忠実な子供は，
だれ一人として，永遠の命のために同じ備えをしてき

愛す
する
るとときき
永の
遠伴の侶伴
にて
対キ
しリて キ リ ー ー ー
にに
，，
永遠
に侶
対し

た人と永遠に結婚するという機会を逃す

ストのような純粋な愛をささげることが

ことはないでしょう。徳は徳を愛し，真

できるようになるのです。

理は真理を迎え入れるのです。

徳は徳を愛する

激情を制する
満ち足りた夫婦愛の種は，求愛期間に

偉大な愛を備えるなら，当然の結果と

まかれます。この期間に，アルマが息子

して，次の聖句にあるすばらしい祝福が

シブロンに与えた永遠の真理と高い洞察に心を留め，

得られます。「英知は英知に結びつき，知恵は知恵を受
け入れ，真理は真理を迎え入れ，徳は徳を愛し，光は

感謝する必要があります。その教えは「激情をすべて

光に結びつ〔く]｡｣(教義と聖約88:40)

制し，愛で満たされるようにしなさい」というもので

清さを保ち，心と思いの両方で永遠の結婚というゴ

す（アルマ38:12)｡
くら

ールを目指すならば，ほとんどの場合，少なくとも同

馬や鞍や手綱などに囲まれて育った人であれば分か

じ霊性を持ち，同じくらい英知と光に結びつき，同じ

ると思いますが，アルマがシブロンに勧めているのは，

ように知恵を受け入れ，同じように真理を迎え入れ，
はんりょ
同じように徳を愛する伴侶に恵まれるのです。土台と
なる重要な価値観において一致できる伴侶，その価値
観について話し合い，ともに実践し，一緒に子供に教
えることのできる伴侶，そのような伴侶とともに永遠
に過ごすことは，真のロマンスの中でも最も心を満た
す事柄なのです。徳の道をともに歩み，ともに成長し，
同じ永遠の価値観と幸福を求める人がいるということ
を知ることができるとは，何という平安でしょうか。
最近，ソルトレーク神殿で若い二人を結び固めたと
き，この原則の力強い模範を見ました。結び固めの儀
はんりよ
式を終え，指輪と抱擁を交わした二人に，伴侶と主に

激情を根絶することではなく，まさに愛に満たされる
ために激情を抑制することなのです。求愛期間におけ

る抑制とは，結婚するまで肉体的な関係を持たないこ
とを意味します。しかし，抑制や節制は結婚生活でも
必要になります｡なぜなら，福音はこう教えているか
らです。「すべての王国に一つの律法が与えられており，
すべての律法に一定の限界と条件がある｡」（教義と聖
約88：38）

結婚した末日聖徒は，男女の愛の表現としてこの世
が容認または奨励しているすべてが，永遠の結婚に当
てはまるのではないと肝に銘じる必要があります。ポ
イド･K・パッカー長老は次のように話しています。

永遠の結婚生徒用手引き
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ぎまん

｢わたしたちの時代において人類を惑わす最大の欺臓

今でも，最も大切なものを尊重しながら対処できるよ

は，恋愛感情と関連づけて肉体的な満足を過度に強調

うに願い，祈っています。

することです。これは過去のあらゆる時代に存在した

欺きが繰り返されているにすぎません。肉体的な満足

徐冷に完全に至る

は枝葉的なもので，愛の絶対的な原動力ではないと悟
るとき，わたしたちは最高の発見をします｡｣(Eterna/

救い主は段階を踏んで完全に到達されました。「彼は

Love,ソルトレーク・シティー:DeseretBookCo.,

最初から完全は受けず，恵みに恵みを受け続け，つい

1973年,15)

に完全を受けられた｡」（教義と聖約93：13）

義にかなって愛を育て成熟させるにつれて，二人は
知るようになるでしょう。互いの霊的な面と肉体的な

救い主が徐々に完全に到達されたことを理解すると，
結婚生活を完全なものにしようと努力している不完全

面を正しく融合させることによって，永遠のきずなの

な二人は，慰めを得ることでしょう。わたしの場合，
最近，妻に非常に冒険的な質問をしました。「夫として

基盤が固まってくるということを。

のわたしの成績はどうかな｡」

紹婚を優先させる

妻の返事に励まされました。「そうね，前よりずっと
良くなったと思うわ｡」
はんりょ

回復された福音は，永遠の命とは家族単位で天の御
父とともに住むことであるという事実を明らかにして

います。ですから，この世で実りある結婚をし，良い
父母の役割を果たせるように準備し，取り組んでいく
ことを第一の目標にするのは賢明なことです。預言者
が霊感を受けて伝えてきた結婚に関する勧告を軽く扱
ってきた人は，自分を再教育すべきです。近年の預言
者たちが口をそろえて断言しているように，機会ある
すべての人は，永遠の結婚をして永遠の家族を築くた
めに努力すべきなのです。

しかしながら，サタンは別のことを行わせようとし

ます。誘惑の声がこの世のものを達成し獲得するよう
ささやき，なかなか元に戻れない危険な回り道へと導
くのです。通りすがりに出くわした，重要とは思えな
い小さな選択が，永遠の行く末を決める大きな結果を
招くことになるのです。

妻とわたしは結婚生活の初期に一つの大切な選択を
しました。当時わたしは法科大学の1年生，妻は新米
の教師でそれぞれに忙しく，擦れ違うことが多く，夫
婦の関係は著しく損なわれていました。

教会の召しを果たし，授業に遅れないようにし，教
える準備をしようとしていると，日曜日さえ重荷にな
ってきました。ついにある晩，じっくり話し合い，も
し二人にとって夫婦であることがとても大切なら，夫
婦らしく行動した方がよいという結論に達しました。
勉強も，働きもすべて行わず，安息日を完全に聖<保
ち，堅固な結婚生活を築くために全力を傾けることで
合意しました。それからすく、に，互いへの気持ちが高
きよ

まり，ほかの様々な面でも良くなりました。わたしの

成績も，キヤシーの授業も良くなったのです。26年後
の今でも，同じように多くの選択や問題に直面します。
永遠の結婚生徒用手引き

完全な伴侶に期待される属性のリストをチェックし

ながら生活しても，将来の伴侶にそのような属性を見
いだすことはできないかもしれません。その属性のほ

とんどは，求愛期間にはまだ未発達であり，完成する
にはほとんど一生かかるものなのです。
献身

永遠の夫婦関係をはく くむときに重要な役割を果た
すもう一つの福音の原則は，次の聖句に記されている
はんりよ
伴侶に対する絶対的な献身です。「あなたは心を尽くし
て妻を愛し，妻と結び合わなければならない。その他

のものと結び合ってはならない｡」（教義と聖約42：22）
明らかに，これには「あなたは心を尽くして夫を愛
し，夫と結び合わなければならない。その他のものと
結び合ってはならない」という意味もあります。健康
上のチャレンジや財政的な問題，あるいは背きなど，
人生にどのような問題がやって来るのかを結婚すると
きに知っている人はいません。永遠の結婚において互
いに自分を与えるということは，生涯にわたって自分
のすべてを無条件に与えることです。
わたしは最近，妻を亡くした男性と話しました◎彼
は妻のひつぎの傍らにしっかりと立ち，その周りをハ
ンサムでがっしりした数人の息子が取り囲んでいまし

た。この夫婦は結婚して53年になりますが，最後の6年
間は妻が末期の腎臓病で危険な状態でした。彼は体を
壊すまで，24時間妻に付き添って看病しました。その
偉大な愛と介護に対して，わたしは称賛の言葉を述べ
ました。こう尋ねずにはいられませんでした。「どのよ
うにして行ったのですか｡」

53年前のことを思い出せば簡単でした，と彼は答え

愛13

ました。そのとき神殿の聖壇にひざまずき，主と花嫁

きません。「愛にあふれた優しさ」は，ひときわ優れた

と聖約を交わしたのです。「その聖約を守りたかったの

夫婦関係を持っているわたしの知人たちに共通の属性

です｡」

であり，夫婦間のほとんどすべての問題に対処する治

永遠の結婚において，神と互いの間の聖約で始まっ

療薬なのです。

たものが終わるという考えは，ほとんど存在しません。

わたしの話は，このテーマに関してほんの表面をな

問題が起こり，弱さが表れても，解決策は別居や離婚

でただけです。犠牲，赦し，選択の自由，子供という，

ではなく，悔い改め，改善謝罪なのです。主や永遠

実りある永遠の結婚においてきわめて重要な要素につ

ゆる

はんりょ

の伴侶と聖約を交わしたのなら，その約束を守るため

いては，ここでは深く考察していません。わたしの最

に全力を尽くし，すべてのことを行うべきです。

高の望みは，教義と真理を正確に表現することです。

愛にあふれた優しさ

使たちと神々のそばを通り過ぎ，彼らの頭に結び固め

それらに従うならば，夫婦として「そこに置かれる天

られたように，すべての事柄について昇栄と栄光を受
最後に，結婚に対する理解を増し，結婚の質を向上

ける」のです。そして「その栄光とは，とこしえにい

させるのに役立つもう一つの福音の真理について述べ

つまでも子孫が満ちて続くこと」なのです（教義と聖

たいと思います。これは夫婦の関係について，救い主

約132:19)。

にどの程度関与していただくかに関連しています。天

思いやりをもって愛するように努めるならば，主の
みこころ

の御父によって計画された結婚は，まずキリストと聖
約し，次いで互いに聖約することによって始まります。
ですから，主と主の教えが，二人の関係の中心になら
なければなりません。主に似た者となって，主に近く
なればなるほど，夫婦の愛は自然に深まり，きずなは

御心にかなう永遠の結婚に至るために，聖霊が「なす
べきことをすべて」教えてくださるでしょう（2ニーフ
はんりょ

強くなっていくでしょう。

のです。

みたま

アイ32：5)。御霊の影響の下で，永遠の伴侶に対する
思いやりと愛は深まり，世の人々が決して知ることの

ない結婚生活における幸福と満足を味わうようになる

わたしは自分の結婚生活において，キリストの模範

どのような環境で育ち，祖父母や両親がどのような

と教えの豊かな影響力を感じてきました。新婚時代に，

夫婦であったかにかかわらず，遅かれ早かれ主の助け

はんりょ

伴侶を非難し，批判し，欠点を指摘しがちだったこと
を鮮明に思い出すことができます。夜，多くの仕事を
片付けた後に家に帰ってみると，幼い子供たちの世話

によって，理想を実現することができます。良好な夫
婦関係と親密で霊的に強い家族という伝統の中で育て
られたのであれば，据えられた土台の上に築くことも，

しかしていないキャシーが夕食の仕度に悪戦苦闘して

あるいはさらに良いものにすることもできるでしょう。

いるのを見て，よく不思議に思ったものです。そんな

もし力強い伝統を受け継いでいないのであれば，子供
たちにより豊かな受け継ぎを残そうと決意することが

ある日，ある賢明な教師が，救い主に関してニーファ
イが感動的に記した言葉を紹介してくれました。
「しかし，世の人々は自分たちの罪悪のために，こ

の御方を取るに足りない者と判断する。それで彼らは
むち
この御方を鞭打つが，この御方はそれに耐えられる。
また彼らはその御方を打つが，この御方はそれにも耐
えられる。まことに，彼らはこの御方につばきを吐き

できます。

皆さんに対するいちばんの望みは，月並みの結婚で
決して満足しないという固い決意を持ってほしいとい
うことです。最近，友人からこんな話を聞きました。
幼い子供がこう聞いてきたそうです。「おじいちゃんと
おばあちゃんって，キスすることあるのかな｡」妻とわ

かけるが，この御方はそれにも耐えられる。それは，

たしが十分愛し合っている姿を見て，孫たちがわたし

この御方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛
容に富んでおられるからである｡｣(1ニーファイ19:9)

たち夫婦の愛に疑問を持たずに済むよう願っています。
夫婦関係が，単に忍耐と寛容だけの関係になってしま

「愛にあふれた優しさ」とは，慈愛すなわちキリス
トの純粋な愛の同義語であると思います。それは永遠

の結婚に絶対不可欠な要素であり，ロマンチックな愛

うのを何としても防がなければなりません。

永遠の結婚とは，神のような結婚です。「永遠」とい
う言葉は，期間だけでなく，性質も表しているのです。

はそれと切り離すことも，それなしに花開くこともで

永遠の結婚生徒用手引き
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あがな

回復されたキリストの生ける真の教会に感謝をささげ
るのです。

神だけが与えてくださる平和を探し求める
︲︲︲︲︲恥岬紳︲︲恥
１︲恥卵︲︲︲︲︲︲︲い︲いい酔い︲叩咄！︲︲︲︲︲
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口口口匡斗ローヰロロロロＥ三口一口一口一口口正己Ｆ一口正１Ｆ一蝿

↓己郷
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平和の探求は，人の魂が探し求める究極の事柄の一

つです。わたしたちの人生には良い時もあれば悪い時

もあります。しかしそのような時も，ほとんどの場合，
現れては消えていきます。心優しい隣人に助けられた

り，美しい太陽の光に勇気づけられたり，夜の熟睡で
奇跡が起こることも多々あります。ただ，だれにでも

｢王国にかかわる平和をもたらす事柄」

人生で深い悲しみや苦悩，恐れあるいは孤独を味わう
時があり，神だけが与えてくださる平和を呼び求める

… Ⅲ 寺 …

十二使徒定員会会員

時があります。刺し貫かれるほどの霊的な渇きを感じ，

ジェフリー･R・ホラント

最愛の友ですら十分に助けられない時があります。

『聖徒の道」1997年1月号，

た皆さんのワードやステーク，家族の中にも，重荷を

94−97

背負い，人知れず苦痛をなめ，世の試練に満ちた暗黒

恐らくここに集まっている多くの人々の中にも，ま

識側

の谷を歩いている人々がいることでしょう。夫のこと、

簿蓉

妻のこと，子供のこと，また彼らの健康や戒めを守る
信仰の度合いについて，心の底から心配している人々

イエスは平秘力，希望を与えてくださる

もいるでしょう。肉体的な苦痛や感情的な痛み，また
年齢が進むにつれて経験する体の不自由と日々直面し
ている人々もいるでしょう。どうやって経済的なやり

平和と喜びのおとずれ，喜びのおとずれとそれによ
ってもたらされる平和。この二つは，荒れ狂う世の中，

繰りをしたらよいのか悩んでいる人々もいるでしょう

またそのような世の中で問題を抱えながら生きている

し，だれもいない家，むなしい部屋，あるいは単に持

人々にイエス・キリストの福音がもたらす究極の祝福
であり，個人的な問題や人間の様々な罪に対する解決

てるものが何もないために，独り苦痛を感じている

策であり，疲れ果て,絶望の蒲に追いやられた時期に，
力の源となります。このような助け，このような希望
を与えてくださる御方は，この総大会全体と総大会を
開いた末日聖徒イエス・キリスト教会が宣言するとお
り，神御自身の独り子，イエス・キリスト以外にはお
られません。このような確信は「山のごとく強く」3，
力があります。モルモン書の預言者アビナダイはイザ
ヤの叫びを，少し言い換え，次のように語っています。
「よきおとずれを伝えられる御方，平和の創始者，
すなわち御自分の民を贈われた主，御自分の民に救い
を授けられた御方，まことに，この御方の足は，山の
あがな

上にあって何と麗しいことであろう｡」4

結局のところ，キリストこそ山の上にあって麗しい
御方なのです。わたしたちはキリストの憐れみの約束
により，「この世において平和」を受け，キリストの喜
びのおとずれにより「来るべき世において永遠の命」
を受けますo5だからこそ，わたしたちはキリストの足
みな
もとにひれ伏し，祝福されたキリストの御名を呼び，
あわ
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人々もいるでしょう。

このようないとしい人々は，今すぐにでも主と主の

みことば

御言葉を必要としており，聖典を開き，賛美歌を歌い，
祈りをささげるときに初めて，自らの偽らざる内心が
明らかになります。そんなときに初めて，自分の力が
限界に近づいていることに気づく場合があります。頭

も体も心も疲れ切っていて，あと1週間，あと1日，時
と場合によってはあと1時間も耐えられないと思われ

るようなときがそうです。彼らは心の底から主の助け
を必要としており，窮地に立たされた自分たちを救い
出せるものが主の助け以外にないことを知っています。

キリストと天使預言者は助ける機会を探してい
る

総大会の目的，およびあらゆる時代をくく、り今に伝
わる預言者の教えの目的は，一つには，このような助
けの必要な人々に次の点を宣言することです。すなわ
ち主も同じように，そのような人々に燃える思いをも

贈いと永遠の結婚15

って手を差し伸べようとしておられ，困難の中にあっ

もし主の教えと教会の規律にのっとって自分にできる

て主の願い，主の骨折り，主の尽力はわたしたちのそ

すべてのことを行い，過ちを告白し，悲しみ，でき得

りょうが

れを凌駕し，決して尽きないということです。

る限りの償いをしたなら，次には神を信頼し，その光

主は次のように約束されました。「〔わたしたちを〕
守る者はまどろむこともなく，眠ることもしない｡」6

の中を歩み，まとわりつくちりを払いのけることです。
ある人がかつてこう語りました。「悔い改めは，人が神

キリストとキリストに従う天使，預言者は，わたし

のみもとに近づこうとするときに最初に経験する試練

たちの霊を高め，神経を強固にし，心を落ち着かせ，

である｡」真の平安を得るため，今すぐ主のみもとに行

力をよみがえらせ，確固たる希望を抱かせるために永

き，あなた自身の霊を悲しませ，愛してくれる人の心

遠にわたって働いてくださいます。彼らの望みは，す

に痛みを与える悪をすべて捨て去るようお勧めします。

べての人々に次の点を知らせることです。「神がわたし

このような聖文があります。「悪を離れて善をおこない」

たちの味方であるなら，だれがわたしたちに敵し得よ

10なさい。

うか｡」7この世には試練がありますが，勇気を出さなく
てはなりません。キリストはすでに世に勝っておられ

ゆる

平和を得るために他の人々を撤す

ますo8キリストはその苦しみと従順によって，「平和の

君」という称号を獲得し，正当な権利としてその王冠

わたしたちに課せられた悔い改めという義務と密接

に関連しているのが，相手にも同じ機会を与える寛容

をかぶられました。

ゆる

さ

すなわち自分が赦されたようにほかの人も赦すと

いう態度です。この点において人はまさにイエス．キ

従順と悔い改めは平和をもたらす

しょくざい

リストの蹟罪の本質に関与していますO大地が激しく
その同じ精神をもって，わたしたちは全世界に宣言

震動し，神殿の幕が裂けたあの運命の金曜日の最も荘
あわ

します。現実に存在し，かつ永遠に尽きることのない

厳な瞬間は，キリストが言語に絶する深い憐れみを，

平安を得るために，人は模範とすべき御子にもっと近
づくよう努力しなければなりません。多くの人々が現

次のように表されたときでした。「父よ，彼らをおゆる

にそのような努力を払っています。わたしたちは，皆
さんの従順と忍耐，主に頼り必ず与えられると信じて

るのです｡」11天の御父に対するわたしたちの代弁者と

主の力を願い求める信仰に敬意を表します。しかし，

ています。

福音に従って生きることができるよう，もっと努力す
る必要のある人たちもいます。わたしたちは確かに変
われます。悔い改めという言葉の持つほんとうの美し
さは，過去の問題，過去の習慣，過去の悲しみ，過去
の罪と決別できるという約束にあります。福音の語彙
の中で最も大きな希望と勇気，そして平安を与えてく
れる言葉の一つです。真の平安を得るために，ある人
たちは，改善すべきことを改善し，告白すべきことを
告白し，赦すべきことを赦し，忘れるべきことを忘れ
ご い

ゆる

しください○彼らは何をしているのか，わからずにい

して，主は今でもあのときと同じ嘆願をしてくださっ
ほかのすべてのことと同じように，イエスはわたし

たちが従うべき模範を示されました。人生は短く，敵
意を募らせたり，自分を傷つけた行為を記憶し続けた
りしているような余裕はありません。人生は無安打，
無得点でエラーだらけだからです。自分の罪を神に記
憶してほしくないわたしたちが，ほかの人の罪をいつ
までも容赦なく忘れまいとするのは，根本的にどこか
間違っています。

わたしたちが傷つけられたとき，神は疑いなく，わ

る必要があります。もし破っている戒めがあるなら，

たしたちに対してどのような誤った行為があったか，

その結果として自分をおとしめ，自分を愛してくれる
人を傷つけているなら，主イエス・キリストの力を求
めてください。主の力により助けを受け，自由を獲得

わたしたちを怒らせた原因は何かを，考慮に入れられ

し，悔い改めを通して「人知ではとうてい測り知るこ
とのできない｣9平安に導かれるためです。

ます。しかし明らかに，怒る理由があればあるほど，
傷つけられた理由が多く見いだせれば見いだせるほど，
人を赦さなければならない理由，有毒な悪意や怒りの
地獄から逃れなければならない理由は明白になるので
ゆる

ゆる

神が永遠に切望しておられることですが，神の赦し
を受けたとき，わたしたちが問題との関係を絶ち，問
題を捨て，過去は過去として葬り去れる分別が得られ
るよう願っています。皆さんの中に，もし過ちを犯し
た人がいるなら，たとえそれが重大な過ちであっても，

はないでしょうかol2神のようになるためには，皮肉な
ことですが，傷つけた者と同様，傷つけられた者も，
赦しの原則に従うことによって平安を見いだしていか
なければならないのです。
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試練には目的かある

何とかして統一を危機にさらさないように平和を祈り，
平和を嘆願し，平和を追及したこの政治家エーブラハ

平和は心を温めてくれる実に貴重な必需品です。平

ム・リンカーンは，最初の大統領就任演説を行ったき

和を得るためにできることは，たくさんあります。と

わめて暗い時代に次のような言葉を残しました。「どん

ころが理由は様々ですが，人生にはいつまでも続く平

なに感情の糸が張りつめたとしても，わたしたちの愛

和が一時期わたしたちのもとから離れるように思われ

のきずなを断ち切ってはなりません。……わたしたち

ることがあります。どうして人生にそのようなことが

の心の底にある善なるものを求める天使の手に触れた

あるのか，いぶかしく思うかもしれません。とりわけ，

とき，記憶という神秘的な弦が再び良き音楽を奏でる

神の祝福を受けるにふさわしい生活をし，神の助けを

のです｡」'5

受けようといまだかつてないほどに努力をしていると

心の底にある善なるものを求める天使。これこそま

きは，なおさらです。身に覚えのないいろいろな問題

さに教会と総大会とイエス・キリストの福音が伝える

や痛み，悲しみを経験したとき，そこから何を学べば

メッセージです。それは今日と明日，そして永遠の未

いいのでしょう。

来にわたって，もっと善良に，もっと清く，もっと親
あつ

時間の経過とともに，また福音の視点に立つことに

切に，またもっと信仰篤くなろうという訴え，平和を

よって，人生で経験する問題には何らかの目的がある

追及し，いつも信じて疑わないようにしようという訴

ふち

ことに気づきます。そのためには絶望の淵にあって，

自分の力を超える神聖な力がほんとうに必要なこと，
天から差し伸べられる援助の手がぜひとも必要なこと
あわ

えなのです。
きよたまもの

聖めの賜物

を確信しさえすればよいのです。普通，憐れみの必要

性を感じない人は憐れみを求めることもないし，憐れ
みをほかの人に施すこともありません。心痛や弱点，
孤独感や見捨てられたという気持ちを一度も感じた経
験のない人は，そのような個人的な苦痛からの解放を
求め，天に向かって叫ぶ必要は感じないでしょう。確
ゆ る あ が な
かに信仰や赦し，蹟いや救いの必要性を何ら感じず，
道徳的・物質的に自己満足の状態で人生を送る危険を
冒すより，たとえ絶望という犠牲を払ってでも神とキ
リストの恵みを見いだす方がよいでしょう。
リーハイは「すべての事物には反対のものがなけれ
ばならない」'3と語りましたが，問題のない人生，限界
を感じない人生，チャレンジのない人生は逆説的では
ありますが，実際には困難や絶望，悲しみに直面する

人生，それも数々の悲しみに直面する人生に比べて，
受ける報いや培われる気高さの点で劣ります。エバは，
堕落した世の中で直面する数々の試練がなかったら，
自分自身とアダムを含む全人類は「贈いの喜びも，神
がすべての従順な者に与えてくださる永遠の命も」l4決
あがな

して知ることがなかったと語っています。

/ 心の底にある善をるるのを求める天使』
ですから人生には反対のもの，相反するものがあり，
イエス・キリストの福音には人生に関する確かな答えが
あります。熾烈を極める南北戦争中に，アメリカ国民
を一つにしようと努力した最も有能な政治家の一人が，
結婚，家庭，友情について語っている言葉があります。
しれつ

永遠の結婚生徒用手引き

わたしは自分の個人的な経験から，主が「とこしえ

の神，．..…地の果ての創造者であって，弱ることなく，
また疲れること」がない，という約束が成就するのを
知っています。確かに主が「弱った者に力を与え，勢
あかし
いのない者には強さを増し加えられる」,6ことを証しま
す
。

わたしは知っています。恐れに捕らえられ，疲労に
覆われたとき，「主を待ち望む者は新たなる力を得，わ
しのように翼をはって，のぼることができる。走って
も疲れることなく，歩いても弱ることはない｣,7のです。
たまもの

わたしたちはそのような荘厳な力の賜物と，主イエ
あがな
きよ
ス・キリストの蹟いの恵みによる聖めの賜物を授かっ
ています。キリストは世に打ち勝たれました。わたし
みな

たちが主の御名を受け，「主の道に歩み｣，主と交わし

た聖約を守るなら，やがて必ず平安を得るでしょう。
そのような報いは可能なだけでなく，確実です。

「『山々が去り，丘が動いても，わたしの慈しみはあ

なたから去ることなく，わたしの平和の聖約は動くこ
あわ
とがない』と，あなたを憐れむ主は言われるO｣18
主と主の喜びのおとずれ，この総大会と主の真の教
会で宣言される神の平安，この後わたしたちのために

話をする生ける主の預言者の言葉が真実であることを，
あわ
みな
主イエス・キリストの憐れみ深い御名により，感謝と
あかし
喜びの気持ちをもって証いたします。アーメン。

蹟いと永遠の結婚17

3.「山のごとく強く」『賛美歌』 167番
4.モーサヤ15:18,強調付加
5.教義と聖約59：23
6.詩篇121:3‑4

9．ピリピ4：7

10.詩篇34:14

ジョージ・マクドナルドから抜粋
2ニーファイ2:11

モーセ5:11

エーブラハム・リンカーン，最初の大統領就任演説，
1861年3月4日

６
Ｚ１
８
１１

7.ローマ8:31

8.ヨハネ16:33参照

２
１３
１４
１５
１

注……

イザヤ40：28−29

イザヤ40：31
3ニーファイ22:10

ll．ルカ23:34
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ス・キリスト御自身が，地上に生を受けるすべての

イエス・キリスト

人々のための偉大な身代わりの贈り物となられたので
す
。

わたしたちは，全人類の歴史の中心であるイエス・
キリストの生涯が，ベツレヘムで始まったのでもなけ
あかし

ればカルバリで終わったのでもないことを厳かに証し
ます。イエス・キリストは御父の長子，肉における独
り子，世の救い主でした。

＝−℃大管長会およ■ぴ十二使徒定員会

イエス・キリストは「眠っている者の初穂として」

墓からよみがえられました(1コリント15:20)。そし
て復活された主として，地上での生涯において愛した

あかし

生けるキ'ノストー使徒たちの証

人々のもとをお訪ねになりました。また，古代アメリ

カの「他の羊」の間でもお教えになりました（ヨハネ
末日聖徒イエス・キリスト教会2000年1月1日

10:16)。現代においては，御父とともに少年ジヨセ
みすがた
う・スミスに御姿を現されました。こうして，長い間

2,000年前のイエス・キリストの降誕を祝うに当たり，
わたしたちはイエス・キリストのたぐいまれな生涯が
あがな

現実のものであり，この御方の偉大な蹟いの犠牲が無
あかし
限の力を有することを証します。これまでに地上に生
を受けた人々およびこれから生を受けるすべての人々
に対して，この御方以上に深遠な影響を及ぼしてきた
人物は存在しません。

イエス・キリストは旧約の大いなるエホバであり，
新約のメシヤでした。御父の指示の下に，イエス・キ
リストは地球を創造されました。「すべてのものは，こ
れによってできた。できたもののうち，一つとしてこ
れによらないものはなかった」のです（ヨハネl:3)。
イエス・キリストは罪がなかったにもかかわらず，す
べての義を成就するためにバプテスマをお受けになり
ました◎イエス・キリストは「よい働きをしながら..．

…巡回」されましたが（使徒10:38),そのためにさげ
すまれました。イエス・キリストの福音は平和と善意
のメッセージでした。イエス・キリストはすべての

人々に，御自身が示す模範に従うよう熱心に勧められ

約束されてきた「時の満ちる」神権時代が到来したの
です（エペソ1：10)。

生けるキリストについて，預言者ジョセフはこのよ

うに記しています。「その目は燃える炎のようであり，
その頭髪は清らかな雪のように白く，その顔は太陽の

輝きに勝って光り輝いていた。また，その声，すなわ
ちエホバの声は大水の奔流のとどろきのようで，この
ように言われた。

『わたしは最初であり，最後である。わたしは生き

ている者であり，殺された者である。わたしは父に対
するあなたがたの弁護者である｡｣」（教義と聖約110:
3−4）

イエス・キリストについて，預言者ジョセフはまた

次のように宣言しています。「そして今，小羊について
あかし
なされてきた多くの証の後，わたしたちが最後に小羊
についてなす証はこれである。すなわち，「小羊は生き
ておられる。』

わたしたちはまことに神の右に小羊を見たからであ
あかし

る。また，わたしたちは証する声を聞いた。すなわち，

ました。イエス・キリストは病人を藍し，目の不自由

『彼は御父の独り子であり，

な人々の目を見えるようにし，死人をよみがえらせな
がら，パレスチナの道を歩まれました。また，永遠の
真理と，前世が実際に存在すること，この世での人生
の目的，および神の息子や娘が持つ来世における可能
性についてお教えになりました。

彼によって，彼を通じて，彼から，もろもろの世界
が現在創造され，また過去に創造された。そして，そ
れらに住む者は神のもとに生まれた息子や娘となる』

あがな

イエス・キリストは，御自分の偉大な贈いの犠牲を
思い起こすためのものとして，聖餐をお定めになりま
した。イエス・キリストは捕らえられ，偽りの訴えに
よってとがめられ，暴徒の意に応じて有罪とされ，カ
ルバリの十字架上での死刑を宣告されました。そして，
全人類の罪を蹟うために命をささげられました。イエ
せいさん
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と｡」（教義と聖約76：22‑24）

わたしたちは，イエス・キリストの神権とイエス・

キリストの教会が地上に回復されたこと，そしてその

教会は「使徒たちや預言者たちという土台の上に建て
られ･…･･キリスト・イエスご自身が隅のかしら石であ
る」ことを厳粛に宣言します（エペソ2：20)。
わたしたちは，イエス・キリストがいつの日か地上
あかし

に戻って来られることを証します。「こうして主の栄光

イエス・キリスト19

あかし

があらわれ，人は皆ともにこれを見る」のです（イザ

の使徒として証します。イエスは生けるキリスト，不

ヤ40：5)。イエス・キリストは王の王として治め，主

死不滅の状態にある神の御子です。イエス・キリスト

の主として統治されます。イエス・キリストの前にす

は今日，大いなる王，インマヌエルとして御父の右に

べてのひざがかがみ，すべての舌がイエス・キリスト

立っておられます◎イエス・キリストは世の光，命，

を賛美することでしょう。わたしたち一人一人は将来，

そして希望です。イエス・キリストの道は，この世に

自分の行いと心の望みについて裁きを受けるためにイ

おいては幸福に，後の世においては永遠の命に至る道

エス・キリストの前に立つことになります。

です。わたしたちは御子という比類ない贈り物を授け

わたしたちは正式に聖任を受けたイエス・キリスト

てくださった神に感謝しています。

大管長会
ゴードン．B・ヒンクレー
トーマス･S・モンソン

ジェームズ．E・ファウスト

十二使徒定員会
ポイド．K・パッカー

M・ラッセル・バラード

L・トム・ペリー

ジョセフ．B・ワースリン

デビッド･B・ヘイト

リチャード．G・スコット

ニール．A・マックスウェル

ロバート･D・ヘイルズ

ラッセル．M・ネルソン

ジェフリー．R・ホランド

ダリン．H･オークス

ヘンリー．B・アイリング
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教義と聖約20：54
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「教会の中に罪悪がないように，互いにかたくなに

なることのないように，偽り，陰口，悪口のないよう

だれか方話したがっているときが

に取り計らうことであ〔る｡]」

ゞ工〜五三二三ゞゞｰ;≦子 ニゴⅢJ

聴くときである税■･J『？〃

教義と聖約88:124

「互いに非難し合うのをやめなさい｡」
＝÷■マⅡ芦ビ:ンf幻溌ｱﾘｼ蝿ﾄﾙﾝ長老
教義と聖約136：23−24

関連聖句

「互いに言い争うのをやめなさい。互いに悪口を言
い合うのをやめなさい。

ヨブ6：25

「正しい言葉はいかに力のあるものか｡」

酒に酔うことをやめなさい。また，あなたがたの言
葉が互いに教化し合うのに役立つようにしなさい｡」

コロサイ3：8

「怒り，憤り，悪意，そしり，口から出る恥ずべき

精選された教え

言葉を，捨ててしまいなさい｡」
ニール。A・マックスウェル長老
へブル13:16

「そして，善を行うことと施しをすることとを，忘
れてはいけない。神は，このようないけにえを喜ばれ
る
｡
」

「もちろん，誤りを避けるために，コミュニケーシ

ョンには，死すべき世における人間関係の現実を慎重
に考慮する必要があります｡
ウィリアム・エドワード・ノリスは次のように語っ
ています。

ヤコブの手紙l:19‑20

「人はすべて，聞くに早く，語るにおそく，怒るに
おそくあるべきである。

人の怒りは，神の義を全うするものではないからで
ある｡」
ヤコブの手紙3：2

『もし間違ったことを口にしたくないなら，
5つのことに気をつけなさい。

だれに話すか，そしてだれのことを，

どのように，いつ，どこで話すか，に｡」
わたしたちは慎重で思慮深くなければなりませんが，
それでも進んでコミュニケーションを図らなければな
りません。友人や家族は，優しさという息でもって，

「わたしたちは皆，多くのあやまちを犯すものであ
る。もし，言葉の上であやまちのない人があれば，そ
ういう人は，全身をも制御することのできる完全な人

コミュニケーションの中にある不要な『もみ殻jを吹

である｡」

このようにクリスチャンのコミュニケーションを妨
げる最大の障害として，誤解されることを非常に心配
することが挙げられます。そのため，不確かなときに
は，わたしたちは口を開くのを差し控えてしまいます，
それでもパウロは，愛にあって真理を語るように，と
言っています。ですからわたしたちは思い切ってやっ
てみることができます。コミュニケーション次第では
相手との間にさらに距離を作ってしまうだけなのでは
ないかと心配します（そしてそれは理解できることで
す)。しかし沈黙もまた非常に危険を伴うものなので

モーサヤ2：32

「あなたがたの中に争いが起こらないように．．…･気
をつけなさい｡」
アルマ12:14

「わたしたちの言葉がわたしたちを罪に定め〔る｡]」
3ニーファイll:29

「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c」

永遠の結婚生徒用手引き

き払ってくれるでしょう。まことの兄弟愛とはそのよ
うなものです。

す。……

通常，自分の知らない相手を信頼するのは難しいこ
とであり，このことはコミュニケーションと成長を制
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限する一因となります。魂の窓を開くことは健全な関

加わることが必要なことを知っていたら，家族は皆自

係を築く助けとなります。しかしその窓が常に閉ざさ

由に，思うままに話ができるでしょう。家族の話し合

れていたり，ブラインドが下ろされていたりするなら

いでは，意見の相違は無視すべきではありませんが，

ば，助けることは難しくなります。何が必要であるか

穏やかに比較考察し，評価すべきです。たいていの場

がまったく分からないからです｡」(A"TheseThings

合，個人の意見よりも，良い関係が続くことの方がも

Sha"GiveTheeExperience,81‑82)

っと大切です。良い会話の基本は，話をやり取りする

家族の交流

交流ができるようになると，愛と信頼と関心を伝えら

ときの礼儀と相手を尊重する気持ちです。意義の深い
れるようになります。家族が相手にしてくれないから

と，交流の努力をあきらめてしまいがちですが，その

十二使徒定員会会員
一二戸冒冒宮

蟹

ようなときにも，あきらめず対話をするように努めま
す。互いに意見が合わなくても不愉快にならない方法

『聖徒の道』1976年8月号，

を身に付けることは，何と大切なことでしょうか。決

366−368

定の前に話し合いの時間を持つことは，何と大切なこ

一三

霞

一一

︸一宮底畢一一宮︲亘亘﹁一雫守

華鐸謹一︾一一一韮一一一一一一一

︾臺雫鐇蘂謹蕊塞奉塞遷鬘菖長潭

マービン′J・アシュトン

とでしょうか。ジョーンズ・ステイーブンズはこう語

鶏

っています。「心が聴くまでは頭は何も聞かない。そし

数週間前のこと，途方に暮れた一人の父親からこの

て，心が今日知ったことを頭は明日理解する｡」
家族の交流を円滑にするために，7つの提案をしたい

ように尋ねられました。「だれとでも心が通じ合えると
思うんですが，どうして自分の息子となるとだめなん

と思います。

でしょうね｡」

犠控

「息子さんと心が通じ合えないというのはどういう
1

ことですか」と聞くと，

彼はこう言いました。「何かを言おうとすると，決ま

喜んで犠牲を私う。聴く時間を喜んで取る人になる

こと。家族を思いやり，自分のことに優先して家族

って息子はわたしを避けるんです｡」

のことを考える能力と自己訓練を積んでください。

家族の交流

そのとき，つまり心を開き合うとき，教えるときの
ために備えをしておくことです。うわのそらで相手

に臨むことなく，家族の心をつかむすべを学んでく
そのときに心を開いて話し合い，また
その後も度々よく話をしたことで，わた

ださい。「ママは何でもしてくれるけど，
〆

喋
臓
に
1
時
間
だ
け
は
割
い
て
く
れ
な
い
｣
&
娘
に
言
1れるのは，悲しいことです。

てvﾉ'友も反べJ､、同口'延し'‑,‑(‐心 し'ｰ家族の交流を効果的に

蝋駕醗嫌誌穂駕行うに 感情と情溌

；と情報｝

「今忙しいのが分からないの。じゃま

Pれ
けば
ればしないで」と，わたしたちはすぐに口くゞ
な原因の一つが，人と人との交流の基本トの交饒
を図らをけ
まりません。
を知らないことにあるということでしI，、 せのように言います。「あっちへ行って。
し。

．．．,‐､L"ヒノ,

た。へブル人への手紙第13‑16節にはこ

じゃましないで」という態度を示すとき，

家族はどこかほかに行ってしまったり，黙って殻に
のように書かれています。「そして，善を行うことと施：家族はと
閉じこもってしまったりするでしょう。時折家族の
しをすることとを，忘れてはいけない。神は，このよ：閉じこ｛
皆をそれぞれに受け入れ，進んで話をし，心を打ち
うないけにえを喜ばれる｡」家族との交流は，時間と手I皆をそオ
明け，何でも尋ねるようにさせなければなりません。
段と才能を使い，また伝え，分かち合い，理解する忍；明け，イr
食事の支度をしているときやデートの後，悲しい
耐が必要なため，犠牲であると思われることがありま；食事
気持ちのとき，勝利に有頂天のとき，がっかりした
す。交流の時間を，一方的な話や指図や依頼や脅しに！気持ち
とき，あるいは打ち明け話をするときなど，相手の
使うことも多くあります。しかしいかなる場合も，家！とき，3
状況に合わせて交流を図るには，個人的な犠牲が必
族の交流を押しつけや命令に用い，相手を当惑させて状況にf
要となります。わたしたちは自分の都合は後回しに
は な り ま せ ん 。 要 と な
して，家族の交流の基礎を固めるために進んで時間
家族の交流を効果的に行うには，感情と情報の交換：して，易
を割かなければなりません。家族の交流がしっくり
を図らなければなりません。皆が時間を取ってそこに：を割かZ
永遠の結婚生徒用手引き
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いかないときは，各々が自ら改めるべき点を見いだ

伸ばさなければなりません。聴くことは愛すること

し，反省することです。

と固く結びついています。次の言葉は何と力強いこ

お互いに対するほんとうの愛と思いやりの心を身

とでしょうか。「愛する兄弟たちよ。このことを知っ

に付けるには，交流が単に言葉のやり取りではない

ておきなさい。人はすべて，聞くに早く，語るにお

ことを認識すべきです。それは情緒と感情と気遣い

そく，怒るにおそくあるべきである。

とを賢明に交わらせること，すなわち互いに自分自

身を知ってもらうことです。「あながたのうちで，知

人の怒りは，神の義を全うするものではないからで

ある｡」（ヤコブの手紙l:19‑20)

恵があり物わかりのよい人は，だれであるか。その

人は，知恵にかなう柔和な行いをしていることを，
よい生活によって示すがよい｡」（ヤコブの手紙3:13)

気持ちを話す
4．気持ちを率直に話す。考えていることや感じている

環境を整える

ことを口にするのは何と大切なことでしょうか。家
族がお互いの立場に立って話し合えることはいかに

2．環境を整える。場所や周囲の状態や環境は，快く，
秘密が保て，しかも会話の通じる所でなければなり
ません。効果的な交流は林の中や山の上，海辺，家
庭の夕べ，散歩の途中，車の中，休暇中，病院への
見舞いの折，通学途中，スポーツの観戦中などにで
きるでしょう。環境が整ったら，相手に関心を集中
し，上手に受け答えをするようにしなくてはなりま
せん。

何か月も何年もたつと，試合のスコアはとうの昔
に忘れてしまいます。しかし，父親と二人きりで過
ごした記憶は鮮やかに生きていることでしょう。10
歳の少女が，ソルトレークからプロボヘの行き帰り
ずっと父親と一緒の車だったことを，上気しながら
話してくれたことが，なかなか忘れられません。わ
たしが「ラジオはついていたの」と聞くと，その子
は「ううん，パパとずっとお話ししたの」と答えて
くれました。父親が自分だけを相手にしてくれたこ
とが忘れられないのです。話の必要が生じたときに
は，いつでもその場で環境を整えましょう。相手の
用意があるときには，いつでもすぐに環境を整えま
しょう。

大切なことでしょうか。わたしたちは自分が相手を
どう思っているか相手の想像に任せがちです。その
ために誤解も多くなります。相手が自分をどう思っ
ているか，また何をしてほしいと考えているかをも

し知っていたら，もっとうまくいくことが多くなり
ます。

ジョン・パウエルは経験をこうつづっています。

「父の死んだ日のことだった。・・…｡狭い病院の一室で，
わたしは父を両腕に支えていた。そのとき父は頭を
まくら

垂れた。わたしは父の頭を静かに枕の上に載せると，
……母に言った。……

『もうだめだ。母さん，父さんは死んだよ｡」
わたしは母がそのとき言った言葉にびっくりした。
父を亡くして最初の言葉がなぜこのようだったのか，
どう考えても分からない。母はこう言ったのだ。『あ
あ，父さんはあなたがとっても自￨曼だったの。あな
たをほんとうに愛してたのよ｡』

どうしたわけか……わたしはその言葉から自分にと
って大切なことを教わった。それはまるで電光のよ
うで，それまで味わったことのない驚きであった。
しかし，父が死んでから生前よりももっと父を知っ
たような気持ちで，心には鋭い痛みをはっきりと覚

畷く

えた。

3．喜んで聴く。聴くということはただ黙っていること

その後，医師が死を確認する間，わたしは部屋の片
隅の壁にもたれ，ひっそりと泣いていた。看護師が
そばに来て，優しく肩を抱き，慰めてくれた。わた

ではありません。聴くのは沈黙以上のことです。聴
くには集中力を要します。だれかが話したがってい
るときが聴くときであり，問題を持っているときが
相談に乗るときです。わたしたちの耳と心と力と気
持ちが求められ，関心や愛を注ぐことが大切なとき
こそ，聴くときです。

相手が答えやすい質問をして，その後ごく自然な態
度で熱心に話に耳を傾ける能力を，わたしたちは皆
永遠の結婚生徒用手引き

しは涙で一言も話せなかった。わたしは彼女にこう
言いたかった。

「父さんが死んだから泣いてるんじゃないんです。
父さんはぼくが自慢だと一度も言ってくれなかった
から。ぼくを愛しているって一度も言ってくれなか
ったから。言わなくても分かってくれるだろうって
父さんは思っていたんだ。ぼくがほんとうに大切だ，
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いつもぼくのことを思っているって，分かっている

があるし，彼を愛していることに何の変わりもない

だろうって。でも，父さんは一度だってぼくに言っ

といった態度を執る忍耐強さと力とを，わたしたち

てくれなかったんだ｡｣」(TheSecretofStayingin

は持っているでしょうか。

Love,Niles,Ill.:Argus,1974年,68)
神が御自身の気持ちを，「これはわたしの愛する子｣，

いの人にとっては，真心からの褒め言葉や賛辞の方

さらに力強く「これはわたしの愛する子，わたしの

がずっと難しいことです。親が子供に間違いをわび

心にかなう者である」（マタイ3:17)と言われたの

るには，ほんとうの大人らしさが要求されます。誠

は，いかに意味深長なことでしょうか。

意のある謝罪によって，息子や娘が父母や兄弟姉妹

親子がお互いに聞き合い，話し合うことが交流の一

間違いを指摘し，裁断を下すのは簡単です。たいて

に対して非常に温かい気持ちを感じることがよくあ

番の手段となることが多くあります。思いやりと愛

ります。「わたしたちは皆，多くのあやまちを犯すも

のこもった言葉を，感受性の強い子供たちは聞き入

のである。もし，言葉の上であやまちのない人があ

れます。声だけでなく語調や感情やまなざしや身振

れば，そういう人は，全身をも制御することのでき
る完全な人である｡」（ヤコブの手紙3：2）

りなど，全人格をもって十分に気持ちを通わせるよ

うにしなければなりません。わたしたちは娘や妻と
うまく対話のできないときに，「彼女のどこが悪いの
だろう」と考えがちですが，そんなときは「わたし

信頼されるにふさわしくある

の何が良くないのだろう」と考えるべきです。ほほ

6．秘密を守る。ささいな質問や意見にも，信頼される

えみ，肩をぽんとたたく気安さ，温かい握手も大切
です。沈黙は溝を作ります。張り詰めた沈黙は不快
感を与え，心を傷つけ，多くの場合悪い結果を招き
ます。

神は，交流を持続させることの価値をよく知ってお
られ，わたしたちに絶えず祈るように忠告されまし
た。神はまた，わたしたちが効果的な交わりを保つ
ときに，それにこたえることも約束されました｡

にふさわしい態度を執ってください。小さなことで

信頼されれば，重大な質問や大切な話を打ち明けて
もらえるものです。胸深く畳んでいることを信頼し
て打ち明けられたら，問題を大切に扱ってください。
勝ち得た信頼をさらに増していってください。信頼

し，安心して話せる相手のいる人はほんとうに幸せ
です。世間の人以上に家族内に信頼できる人がいる
のはすばらしいことではありませんか。

裁いてはまらまい

忍耐をもって交流する

5．裁くことを避ける。批判的にならず，理解しようと
努めてください。人の意見や考えに，あきれた様子
や不安，不快な様子を示してはなりません。厳しい
態度で応じることなく，選択の自由をあくまで尊重
したうえで助言してください。肯定的かつ楽観的な
態度で働きかけてください。希望はあり，引き返す
道はあります。理解をさらに深めることはできるの

7．忍耐する。わたしたちが，自分ではできないのに，
人にばかりしてほしいと望むことの一つに，家族の

です。

自分で決定させるために，共通の基盤を広げてくだ
さい。「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」（ヨハネ8:11)と
いう言葉は，それが語られた昔と同様，今も有効か
つ寛大な言葉です。

自分の価値観を人に押しつけてはなりません。人格
に触れることなく，同時に偏見や感情を抜きにして
問題を扱うことができれば，家族の交流は成功に近
づいています。家族のだれかが適当でない決定をし
たとき，その決定に不賛成だが，本人に選択の権利

交流における忍耐が挙げられます。人に対して忍耐
することによって自分自身の忍耐が培われます。
「忍耐強くありなさい。まじめでありなさい。自制
しなさい。忍耐と信仰，希望，慈愛を持ちなさい｡」
（教義と聖約6:19)

「もう君の文句は聞き飽きたよ」や「何度も言って
いるだろう」といった表現は，忍耐がなくなり，交
流が閉ざされたことを示しています。
忍耐強く交流に努めるには勇気が要ります。わたし

たちは誇りと希望と愛を，常日ごろ真心を込めて表
現する必要があります。努力するのに疲れ果てた，
もうあきらめた，という様子を見せてはなりません。
家族をだれかの面前で正すことは避けてください。
穏やかな一対一の対話による方が，物分かりがずっ
と良いものです。家族との関係の中で，穏やかな忍
耐は貴重な徳です。

永遠の結婚生徒用手引き
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家族が互いに無視し合うとき，そこに交流はありま

子供

せん。正しい相互交流の基本を理解しないときは，
話をしてもそつぼを向かれ，疎まれ，反抗されます。

親と教師の皆さん，耳を傾けるすべを学び，次いで

家族は教会の基本単位ですので，わたしたちは皆進

実際に耳を傾けて子供たちから学んでください。ある

歩改善に努めるべきです。家族を永遠のものとし，

賢明な父親はかつてこう語りました。「子供たちに話し

その一致を図るには，常に適切な交流を図ることが

て聞かせるよりも，彼らの話に耳を傾ける方が，ずっ

大切です。

といい結果が生まれます｡」3

わたしのいちばん下の娘が4歳くらいのときでした。

効果的を交流

ある晩，わたしは病院の仕事から遅く帰って来ました。
妻はぐったりと疲れ果てた様子です。特別な理由など

わたしたちが進んで犠牲を払い，喜んで耳を傾け，
気持ちを言葉に表し，裁きを避け，信頼を守り，忍耐
することにより，家庭での交流がさらによく図れるよ

う天の御父の助けを祈ります。「正しい言葉はいかに力
のあるものか｡」（ヨブ6：25）確かに，適切なとき適切
な人に伝える言葉は，非常に力あるものです。

恵み深く思いやりのある天の御父は，家族の交流を
もっと効果的に図る必要のあるわたしたち，またそれ
を願うわたしたちを助けてくださいます。わたしたち
がそのために努力し，犠牲を払うならば，家族の交流
は一致を生む助けとなるでしょう。このことが達成で
きるよう，主イエス・キリストの御名により祈ります。
み な

アーメン、

ありません。妻は毎日9人の子供の世話に追われてい

たのですから。そこで，わたしが4歳になる娘を寝か

せようと言いました。そして，命令をし始めたのです。

「服を脱いで，ハンガーにかけなさい。パジャマを着て，
歯を磨いて，お祈りしなさい｡」まるで軍隊の鬼軍曹で
した。突然，彼女は小首をかしげ，悲しそうな目でわ

たしを見詰めてこう言いました。「お父さんって，『し
なさい』ばっかり｡」

彼女は大切な教訓をわたしに教えてくれました。こ
おさなど

の愛らしい幼子に対して，わたしは強制的な手段を用
いていたのです。力で子供たちを支配するのはサタン

のやり方であって，救い主の方法ではありません。子
供は決して親の所有物ではありません。親には子供を
愛し，導き，彼らを独り立ちさせる特権があるだけで
す。

耳を傾けて学ぶ

耳を傾けなければならないときとは，相手が話を聞
いてほしいと思っているときです。物事がうまく運ん
ナニ使徒定員会会員

だときの浮き立つような喜びから，試練に遭って意気

ラッセル．M･ネルソン

阻喪しているときの苦しみまで，子供は生まれながら

｢聖徒の道」1991年7月号，

にして，自分の経験を話したがるものです。親も同じ
ような熱心さをもって耳を傾けようとしているでしょ

：
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うか。子供に悩みを打ち明けられ，衝撃的な話を聞か

協加

岬咋塒ｆ

漉噸︲

唖糾眠鯏泗

されても冷静な態度で率直に耳を傾けることができる

耳を傾けて学ぶ

ヒュー．w・ピノック長老は，この部会の開会の祈
りで，わたしたちが注意深く耳を傾けることができる
ように，と祈ってくれました。耳を傾けるというこの
大切な能力について採り上げた教会の出版物は，数多
くあります。］そのどれもが筬言にある次の重要な教え
しんげん

を支持しています。「勧めを聞き，教訓をうけよ，そう
すれば，ついには知恵ある者となるo」（筬言19:20)2
確かに，子供や親伴侶，隣人，教会の指導者，そし
はんりょ

て主に耳を傾けるならば，知恵が得られます。
永遠の結婚生徒用手引き

でしょうか。彼らの言葉を遮ったり，性急な判断を下
して対話の道を閉ざしたりせずに，話が聞けるでしょ
うか。親に信頼され，自分の気持ちが理解されている
という安心感があってこそ，打ち解けた話ができるの
です。大人は自分の気持ちに左右されずに，事実は事
実として受け入れなければなりません。

沈黙でさえ誤解されることがあります。次のような
話を読んだことがあります。「幼い少年が母親を見上げ
てこう言った。「何でぼくのこと怒ってるの？」「怒っ
てなんかいないわ。どうしてそんなこと言うの｡』母親
の答えを聞いて子供が言った。「だって，お母さん，腰
に手を当てたまま，何も言わないんだもの｡』｣4
10代の子供を持つ親が子供の話にゆっくり耳を傾け

意思の疎通25

る時間は性々にして少ないにもかかわらず，子供たち

この話に耳を傾け，そこから何かを学び取ってもら

が孤独を覚え，悩みを抱えているときには，これまで

えれば，この出来事も無駄にはならないでしょう。皆

以上にそれが大切な意味を持つようになることを理解

さん，両親を敬ってください。5親の意見に満足な理由

するようになります◎親の思いやりが無意味なように

が見いだせなくても，それに従ってください。あらゆ

見えるときこそ，子供はいちばんそれを必要としてい

る年齢層の人々に適用できる次の聖句に対して，信仰

るのかもしれないのです。

を持ってください。「あなたは父の教訓を聞き，母の教

賢明な親，賢明な教師は，耳を傾けて子供から学ぶ
ものです。

おしえ

を捨ててはならない｡」（筬言1:8)

親には，子供に主を愛することを教える神聖な責任
がありますo6同様に，子供にも「主にあって両親に従」
う義務があります（エペソ6:1)7｡

親

賢明な皆さん，親の話に耳を傾け，そこから学んで

年齢を問わず，すべての皆さん，〔ダリン･H･]オ
ークス長老が今朝の部会で語ったように，親の言葉に

ください。

耳を傾けて，学んでください。霊的な意味でも肉体的
な意味でも，それは生死にかかわる場合があります。
数年前，ニューヨークの医学校である重要な講演を
行うように招かれたことがありました。講演の前夜，
妻とわたしはホスト役を務める一人の教授の家へ食事
に招待されました。教授はそこで，美しいだけでなく，
非常に優秀な医学生でもある娘さんを誇らしげに紹介

伴侶

はんりよ

夫や妻の皆さん，耳を傾けるすべを身に付け，実際
に耳を傾けて，互いに学び合ってください○F・バート
ン・ハワード長老が出版したマリオン･G・ロムニー長

老の伝記の中に，次のような愉快な話が紹介されてい

ます｡「妻のアイダに対する〔ロムニー長老の〕愛は気

してくれました。

の利いたユーモアを伴って，いろいろな形で表れた。

数週間後，わたしはこの教授から悲惨な知らせを電
話で受けました。「どうしたんですか｡」
「家で会っていただいた娘を覚えておられるでしょ

アイダ姉妹の耳が遠くなったことについて，長老はよ
く楽しげにこう語った｡『一度妻の耳のことで，医者に
行ったんです。どの程度悪いのかと医師が尋ねるので，
分からないと言うと，医者は，あることを家で試すよ
うに言いました。つまり，遠く離れた部屋から妻に声
をかけ，反応を示すまで，だんだん近づいて行くとい
うものです。医者の指示に従って，わたしは寝室から
台所の妻に向かって呼んでみました｡返事がありませ
ん。少し近づいてまた呼んでみましたが，返事がない
んです。わたしは台所の入り口まで行って，「アイダ，
聞こえないのかい」と聞くと，妻はこう言ったのです。
｢あなたどうなさったの，わたしさっきから3回もあな
たに返事しているんですよ｡｣』」8

うか｡」

「もちろんです。あれほど美しい娘さんを忘れたり
はしませんよ｡」

すると電話の向こうで，父親が涙にむせびながら話
し始めました。「昨晩，娘が交通事故で死んだんです｡」
落ち着きを取り戻そうとしながら，彼は続けました。
｢娘が，ある青年とダンスに行っていいかと言ったんで
す。わたしはあまり気乗りがせず，そのことを伝えて
断わるように言いました。娘は『理由を聞かせて』と
言ったんですが，わたしとしては，あまりいい気持ち
がしないから，としか答えようがありません。娘はい
つも親の言うことを聞く子でしたが，理由がはっきり
しないのなら，行きたいと言い張ったんです。娘は出

かけて行きました。ダンスではアルコールが出たよう
で，娘の相手も，酒量は分かりませんが多少口にした
ようです。帰宅途中，彼はスピードを出しすぎてカー
ブを曲がり切れず，ガードレールを突っ切って下の貯

水池に突っ込み，そのまま水死してしまったんです｡」
わたしがお悔やみの言葉を述べると，彼はこう言い
ました。「はっきりと悪い予感がしていたことを思うと，
ほんとうに残念でなりません。なぜ，あのときもっと
強く説得しなかったのかと思います｡」

普通に耳が聞こえても，互いの話に耳を傾けない夫
婦もいるようです○二人の間の意思の疎通を保つには，

ぜひとも話し合いの時間を取る必要があります。結婚
生活が人生の中で最も大切な関係であるならば，それ

に最も時間を費やす必要があります○にもかかわらず，
結婚生活に比べれば価値の低い約束事に優先的に時間
はんりよ
が取られ,大切な伴侶に耳を傾けるための時間には残
りを充てる，ということが性々にしてあります｡
結婚という庭の手入れをよくし，怠慢という雑草が
生えないようにするには，愛のこもった時間と献身が
必要なのです｡それは，楽しい特権であるだけではな
く，永遠の栄光という約束を伴う，聖文の中でわたし
永遠の結婚生徒用手引き
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たちに求められていることでもあるのです｡9

賢明な夫や妻の皆さん，耳を傾けて互いに学び合っ
てください。……

ポイド･K･パッカー「祈りと答え」『聖徒の道』
1980年3月号,27‑31

H・パーク・ピーターソン「心の鍛錬」『聖徒の道』

賢明な人は，耳を傾けて主に学びます。わたしは主
あかし

1990年7月号,91‑93

が生きておられることを証します。「耳を傾け，主の声

"GivingwithYourEars",ChurchNews,1985年

を聞」くなら，祝福が注がれることを証します。それ

1月13日付,16

は「主の来臨の時は近い」（教義と聖約133:16‑17)

"Parents,AreYouListening?",Ensjgn,1971年2

みな

ためなのです。イエス・キリストの御名により，アー
メン。

月号，54−57

2．筬言8：32−33；モルモン書ヤコブ6:12も参照
3．ジヨージ．D・デユラント,"TakeTimetoTalk",

注
．
1

Ensign,1973年9月号,429;ヤコブの手紙1:19も
例として以下のものが挙げられる。

マービン．J・アシュトン「家族の交流」『聖徒の道』
1976年8月号,366‑368

リン・ベーカー「話を聴く時間をつくりなさい」

『聖徒の道』1969年3月号,199‑200
マリアン･A・ブロック,"LiSteningtoMyTwo‑
year‑old",Ensign,1983年1月号,70

ヘンリー．B・アイリング,"ListenTogether",
1988‑89DevotiOna/andFiresideSpeeclles[プロ
*:BrighamYoungUniversityPress,1989年],
11‑21

参照

4．フローレンス．B･ピノツク,"Let'sListen'',1m‑
provementEra,1964年10月号,872‑873
5．出エジプト20:12;申命5:16;マタイ15:4;19:
19;マルコ7:10;10:19;ルカ18:20;エペソ

6:2;lニーフアイ17:55;モーサヤ13:20参照

6．レビ10:11;申命4:10;6:5‑7;l1:19;モーサ
ヤ1：4；教義と聖約68：25，28；モーセ6：57−58
参照
7．コロサイ3:20も参照

8．F・バートン・ハワード,MariOnG.RomneyyHIs

ウイニフレッド．C・ジャーディン,"Listenwith

LifeandFaith[ソルトレーク・シティー：

AllOfYou",EnSign,1974年2月号,51

Bookcraft,1988年],144‑145

ラリー･K・ランロイス「夫婦が互いに耳を傾けな
いとき」「聖徒の道』1990年10月号,19‑22

永遠の結婚生徒用手引き

9．エペソ5：25，33；コロサイ3:19;lペテロ3:1;

モルモン書ヤコブ3：7；教義と聖約132:19参照
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L・トム・ペリー長老

一致

「神への信仰と神の王国建設への願望から来る一致

や，人々の心が利己的な欲求，肉欲的な快楽，富やこ

もし心を一つにして前進するならば；
わたしたちにできないことは

の世の財産に向いたときに起こる争いをも見ることが

できます｡」（｢一致して神の王国を建てる」「聖徒の道』
1987年7月号，35）

ほとんと河もありません。
ジェームズ。E・ファウスト長老
みたま

−ゴードン･B・ヒンクレー大管長

「一致は義なる原則への完全な同意と，神の御霊の

働きへの全員の呼応によって得られるからです｡」（｢誓

約を守り，神権を尊ぶ」「聖徒の道jl994年1月号,44)

精選された教え
慈愛を通して一致を得る

結婚生活における一致の重要性
ジェームズ。E・ファウスト長老

「心と思いにおいて一つとなるのは，物理的に一つ

エズラ・タフト・ベンソン長老

「夫婦は目標，望み，行動において正しい思いを持

となるよりもはるかに難しいことです。この心と思い

ち，しかも一致し，一つとならなければなりません｡」
(｢家族を永遠のものとするために」『聖徒の道』1983年

において一つとなることは，『とても感謝しています』

1月号,105)
バーバラ・ウインダー姉妹

「思わずパウロの言葉を考えてしまいます。彼は教
会の人々に目的を一つにして団結して働くようにと勧
め，全体が良くなるようにほかのあらゆる部分も機能
を果たさなければならないことを教えました。それと
同様に，結婚生活や家族でも一人一人がともに働くよ
うにならなければなりません｡」（｢『教会の姉妹たちを
愛しています』」『聖徒の道』1984年7月号,100参照）

とか『あなたを誇りに思います』といった心からの言
葉に表れるものです。家庭でのこのような一致は，赦
し，忘れることから生まれるものであり，成熟した夫
婦関係に欠かせないものです。ある人は「結婚前は目
を大きく開き，結婚後は半分閉じよ』と言っています
ゆる

(マドレーヌ・スキュデリ,TheImernationalDiction‑

aryofThoughtsジョン･P・ブラッドリーほか共編
〔シカゴ:J.G.FergusonPublishingCo.,1969年],472)｡
真実の愛は結婚生活の中でこそ生まれてくるべきもの
です。なぜならそれは，日々，築き上げていくべきき
ずなだからです｡」（｢父親よ，家庭に戻りなさい」「聖
徒の道jl993年7月号,39)

主と主の義を求めることを通して一致を得る
ジョセフ．B・ワースリン長老

マリオン．G・ロムニー副管長

「わたしたちがともに一致するただ一つの方法は，
神と神の義とを追い求めることです（3ニーファイ13:
33参照)。一致は天からの光に従うことによりもたらさ
れます。世の混乱の中から一致は生まれません。自ら
の知恵に頼り，主の導きを無視して自分勝手な道を歩
むときに，一致はあり得ません。また霊感を受けない
者に従っても一致はありません。

みこころ

わたしたちが一致するためには，主の御心を学び，

実行することが必要です。この基本的な原則が理解き
れ守られるまで，この地上には一致も平和も訪れない
でしょう｡」（｢一致」「聖徒の道」1983年7月号,30)

「家庭で家族に対して，愛と調和と一致の種を絶え
ずはく、くまなければならないと思います。父親は，思
いやりをもって家族を管理します。『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』るこ
とを思い起こしてください（教義と聖約121:41)。夫
と妻は，利己心を捨て，純粋な気持ちで愛し合わなけ
ればなりません｡」（｢再生の種」『聖徒の道』1989年7月
号，9）

ウィリアム．R・ブラッドフォード長老

「人はだれでも，ほかの人々と交わりたいという強
い欲求を内に秘めているものです。一致や一体感は，
永遠の結婚生徒用手引き
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温かい笑顔や握手，あるいは抱擁によって，また，笑

一致がもたらす祝福

いや言外に伝わってくる愛を通して培われます◎和や
けいけん

ひととき

かな雰囲気での静かで敬度な会話の一時や，相手の話

デビッド．O・マッケイ大管長

に耳を傾けるときにも培われます。そして，静かな細

「子供は家庭が外の世界の危険や悪から守られる避

い声が，わたしたちは兄弟姉妹であって天の御父の子

難所であると感じる権利があります。子供のこの必要

供であるとささやきかけるときに，さらに一致がはく､

を満たすためには，家族が一致し，誠実でなくてはな

くまれるのです｡」（｢無私の奉仕」「聖徒の道』1988年1

りません｡｣(ConferenceReport,1965年4月,7)

月号，82）
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

忠実であることを通して一致を得る

「わたしたちの一致から大きな力がわき上がってく
るのを感じます。もし心を一つにして前進するならば，

J・ルーベン・クラーク・ジュニア副管長

「一つになるには忠実であることが欠かせません。

わたしたちにできないことはほとんど何もありませ

ん｡」（｢教会の監督へ」『聖徒の道』1989年2月号,53)

忠実さのないところに一致はあり得ません。忠実さと

いうものはなかなか身に付かないものです。利己心や
どんよく

食欲，野心など，人の心にあるあらゆる低次元な資質
を捨ててしまわなければならないからです。進んで従
うのでなければ忠実であることはできません。忠実で
あろうとする人の側に，自分のものを多少なりとも減
らす，あるいは犠牲にするということがないかぎり，
精神的，肉体的，または霊的成長はありません。自分
の好みや望みはわきに置いて，前方に横たわる偉大な
目的だけを見据えなければならないからです。」
(Confer‑enceReport,1950年4月,180)

リチャード．G・スコット長老

「こうした異なった特質は，結婚を通じて一つにな
り，調和して，夫と妻，子供や孫たちにとって祝福と

なります。人生で最大の幸福と豊かな実りを得るには，
夫と妻の両方が必要なのです。二人の働きは結びつき，
補い合っています。各人は，主が男女の幸福のために
定められた役割に最も合う，それぞれの特質を与えら
れています。主が意図されたとおりにこれらの特質を
行使するなら，夫婦は，一つとなって考え，行動し，

喜びを得ることでしょう。また，問題に一緒に直面し，
一つになって克服するでしょう。愛と理解力をもって

効果的をコミュニケーションを通して一致を得る
マービン・』・アシュトン長老

「恵み深く思いやりのある天の御父は，家族の交流
をもっと効果的に図る必要のあるわたしたち，またそ
れを願うわたしたちを助けてくださいます。わたした
ちがそのために努力し，犠牲を払うならば，家族の交
流は一致を生む助けとなるでしょう。このことが達成
できるよう，主イエス・キリストの御名により祈りま
す。アーメン｡」（｢家族の交流」『聖徒の道」1976年8月
みな

号，368）

リグランド．R・カーティス長老

「家族が全員で食卓に集まる機会を作るには，かな
りの調整と周到な計画が必要です。しかし，愛に囲ま
れ，語り合うことによりお互いのきずなを深め，家族
で一致し，家族が霊的に成長すること，これより大切
なものがほかにあるでしょうか。いちばん大きな成功
は，絶えざる努力から得られるのです｡」（｢愛に囲まれ
た食卓」「聖徒の道」1995年7月号，89）

永遠の結婚生徒用手引き

成長し，神殿の儀式を通して結び合わされた二人は永
遠に一つとなるでしょう。これがその計画ですo」（｢偉
大な幸福の計画を実践する」『聖徒の道」1997年1月号，
8
4
）
ヘンリー。B・アイリング長老

「世の救い主イエス・キリストは，主の教会に属す
る人々にこう言われました。『一つとなりなさい。もし
もあなたがたが一つでなければ，あなたがたはわたし
のものではない｡』（教義と聖約38：27）男女が創造さ
れたとき，結婚によって一つとなることが，希望とし
てではなく，戒めとして与えられました。『それで人は
その父と母を離れて，妻と結び合い，一体となるので
ある｡』（創世2：24）天の御父はわたしたちが心を一つ

にするように望んでおられます。この愛における一致
は，単なる理想ではありません。必要不可欠なものな
のです。……

世の救い主は，一つになることと，そのために自分
を変える方法について話されました。この世を去る前
に，使徒との最後の集まりで祈りをささげ，その中で
はっきり教えられたのです。その神聖で美しい祈りは、
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ヨハネの福音書に記録されています。すべての人が永

たしがあなたのうちにいるように，みんなの者が一つ

遠の命を得られるように，恐ろしい犠牲を払う時が近

となるためであります。すなわち，彼らをもわたした

づいていました。主はまさに，御自身が聖任し，愛し，

ちのうちにおらせるためであり，それによって，あな

かぎ

教会を導く鍵を託した使徒たちのもとを離れようとし

たがわたしをおつかわしになったことを，世が信じる

ておられました。そこで主が天の御父に，完全な息子

ようになるためでありますc』（ヨハネ17:18‑21)

が完全な父に，祈られたのです。その言葉から，家族

このわずかな言葉の中で，主はイエス・キリストの

しもべ

が一つとなり，救い主とその僕に従うすべての天の御

福音がいかに人々の心を一つにするか明らかにされま

父の子供たちが一つとなる方法が分かります。

した。主の教えられた真理を信じる人々は，権能を持

「あなたがわたしを世につかわされたように，わた
しも彼らを世につかわしました。

また彼らが真理によって聖別されるように，彼らの
ためわたし自身を聖別いたします。

しもく

つ僕から儀式と聖約を受けることができます。そして，

儀式と聖約に対する従順を通して，自らの性質を変え
あがな

るのです。このように救い主の贈いによって，わたし

たちは聖別されます。そうすれば，きっと一つとなっ

わたしは彼らのためばかりではなく，彼らの言葉を

て生活でき，この世では平和を得て，永遠の世では御

聞いてわたしを信じている人々のためにも，お願いい

父と御子とともに住めることでしょう。」（｢わたしたち

たします。

が一つとなれるように」「聖徒の道』1998年7月号，

父よ，それは，あなたがわたしのうちにおられ，わ

70‑71)
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教会の教えが

最蒋的に目指しているものは,■■ゴ

神性という命を受けるのです｡」(Me/vinJBa"ard‑

CrusaderibrRighteousness,211)
ブルース．R・マッコンキー長老

「すべてを克服し，究極の昇栄を勝ち得た死すべき
人は，家族単位で永遠に生活し，霊の子供たちをもう

主イエス・キリストを信じる信仰の中

け，それによって永遠の父と永遠の母になるでしょう

で，親と子を一つに結びつけることです。

(教義と聖約132:19‑32)。事実，大管長会と十二使徒

それは彼らが家庭で幸福になり,

評議会が発表した教会の公式の宣言には，次のように

永遠の結婚による結び固めを･三

受ける…･．｡ためです。■jJ■
弓やー弓ボイド｡%K･パツカー十二使徒定員会会長代理

記されています。「永遠の進歩と達成の各段階に関して

神の啓示を通して知らされているところによれば，わ
たしたちは，復活し栄光を受けた者だけが霊の子供た
ちの親になることができると理解しています｡(Manj

HISOriginandDestmy,129)』」(MormonDoctrine,
5
1
7
)

精選された教え
絲婚の新しくかつ永遠の聖約

永遠に増え続ける
ブリガム・ヤング大管長

大管長会一ヒーバー・』・グラント，アンソニー．
W・アイビンス，チャールズ。W・ニブレー

「わたしたちは神の前に王となり祭司となると理解
しています。家族の王となり，立法者とされ，多くの

「人は神の形に造られ，神の属性を授けられている

息子に恵まれるなら，わたしは多くの父の父となるで

神の子供です。地上の父親と母親の間に生まれた幼児
でさえやがて大人になるように，日の栄えの両親のも
とに生まれた未熟な子供も，永劫の長きに及ぶ経験に

しょう｡息子にまた息子が生まれ，その息子も子供を

えいごう

よって，神へと次第に進化を遂げることができるので

す｡」（クラーク,MessagesoftheFYrstPresidency,
第5巻，244）

もうけ，世代から世代へと続いていきます。このよう
にして，わたしは多くの父の父，すなわち多くの王の

王になります。すべての人が王子，王，主，すなわち
御父がよしとされる何らかの地位に就けられるのです。
このようにして，わたしたちは王の王，主の主，父
の父，王子の中の王子となることができます。これが

メルビン・』・バラード長老

唯一の方法です。なぜなら，ほかの人があなたのため

「『終わりがない』または『永遠に増え続ける」とは
何を意味するのでしょうか。それは神の戒めを守る男
女が，その義と忠実さにより日の栄えの体をもって出
て来ることを意味します。彼らは神の日の栄えの王国

に王国を興すことはないからです｡｣(Discoursesof

において，最も高く大いなる永遠の栄光に入るために

BIfgilamYOungl95)

「わたしは結婚に関係する問題をすべて掌握するこ
とができません。それができる人は地上にだれもいな
いのです。結婚の制度には日の初めもなく年の終わり
もなく，掌握することは困難です。しかし，結婚につ

ふさわしく備えられます。そして備えを通して，彼ら
に霊の子供たちがもたらされるのです。これは理解し
にくいことではありません。子孫の特質は，その人の
血管に流れるものの性質によって決まります。血液が

ろの世界，天使，神々の基となるものです。また英知
ある者が栄光と不死不滅，永遠の命を与えられる基と

血管の中を流れれば，その子孫は血が造り出すもの，
すなわち触れることのできる骨肉の体を持つでしょう。

なるものです。実際結婚は，神聖な救いの福音，神の
御子の福音の初めから終わりまで途切れずに続く糸で

しかし，血管を流れるのが霊的なもの，すなわち血よ
りも清く純粋で栄光のある物質ならば，そのような人
の子孫は霊の子供になるでしょう｡これは子供たちが

あって，永遠の昔から永遠の未来まで存続するもので

両親の形を受け継ぐ、ことを意味します。彼らは霊の体
を持ち，自らの中に常に存在していた永遠性すなわち
永遠の結婚生徒用手引き

いて2，3のことを話すことはできます。結婚はもろも

す｡」(DIScouzsesofBITgflamYOung,195)
ボイド．K・パッカー十二使徒定員会会長代理

「教会の教えが最終的に目指しているものは，主イ
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エス・キリストを信じる信仰の中で，親と子を一つに

結びつけることです。それは彼らが家庭で幸福になり，
永遠の結婚による結び固めを受け，世代同士を結びつ

け，天の御父のみもとでの昇栄を確信できるようにす

ば，この機会を得て成長した男女が受けるであろう祝
福と昇栄と栄光のすべてにあずかるのです。これは疑
いのない確かなことです｡｣(TeachingsofLoreI]zo
SIIow,138)

るためです｡」（｢信仰の盾」『聖徒の道』1995年7月号，
リチヤード．G・スコット長老

8
）

「もしもあなたが独身で，まだ日の栄えの結婚を決
心できるような相手がだれか見いだせていないのなら，

ブルース．R・マッコンキー長老

「もし義にかなった男性が，福音と日の栄えの結婚

ふさわしく生きてください。それについて祈ってくだ

という至高の儀式を通して，昇栄した状態で永遠に統

さい。主が正しいと思われるときにそういう相手が現

治するために，王となり祭司となる力を受けるならば，

れることを期待していてください。現世から来世にわ

当然の結果として，その傍らにいる（男性が昇栄する

たる祝福を妨げるいかなることであれ，あなたの標準

ために不可欠な）女性は，女王となり女祭司となるは

を落とすようなことはしてはなりません。主はあなた

ずです（黙示l:6;5:10)。昇栄は，男性とその妻が

の心の思いを御存じです。主の預言者たちは，あなた

永遠に結ばれることから生まれます。主は，結婚が永

がたが常に日の栄えの結婚にふさわしく生きるかぎり，

遠に続く人々について『彼らは神々となる』と言われ

それを受けると断言しています｡」（｢神殿の祝福を受け

ました（教義と聖約132:20)。すなわち，男性と女性

る」『リアホナ」1999年7月号,31)

がそれぞれ神々となるのです。そのようにして，彼ら
は自らの領分を永遠に支配するでしょう。」(Mormon
Doctrme,613)

かぎ

「エリヤによって回復された結び固めの鍵により，
神殿でこの世と永遠の世にわたって執行される結婚は，
日の栄えの結婚と呼ばれます。結婚の当事者はこの世

において夫と妻になり，結婚後もこの神権の位にかか
わるすべての事項と条件を守るならば，神の日の栄え

結婚と離婚

HIg

大管長
スペンサー･W･キンボール
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の王国において夫婦であり続けるでしょう。

もし家族単位が永続するならば，その事実によって，
たまもの

家族一人一人は神の最大の賜物である永遠の命（昇栄）

まんえん

を獲得したことになります。なぜなら定義によると，

わたしはシオンの若人の皆さんに，社会に蔓延して

昇栄とは家族単位が永遠に続くことだからです。その

いる罪と悪徳について，すなわち性的な不道徳と多く

ような受け継ぎを得る人々は，神の息子，娘であり，

の醜い行為について警告してきました。また，ルシフ

神の家族の一員，自分の召しと選びを確かなものにし

ェルが人々をまひさせる手段の一つとして慎みのない

た人なのです。彼らは御父が有しておられるすべてを

服装と行いを用いることも話してきました。ここで，

受け継ぐキリストと共同の相続人であり，御父の完全

これらの勧告に注意深く従ってきた多くの人々に感謝

な栄光を受け，自らも独立して神々となります。（教義

するとともに，それをないがしろにしてきた人々に再

と聖約132章；『救いの教義」第2巻,53‑90)｣(Mor‑

度警告したいと思います。

monDoctrme,117)

わたしは分かりやすい言葉で，ペッティングという

落とし穴について，また若い男性や女性が時々陥るほ
結婚しまい人々

かのあらゆる悪い行いについて警告しました。わたし

は，定められた境界線を踏み越えてしまった人々が希
ロレンゾ・スノー大管長

望を得られるように努め，完全な悔い改めがもたらす
ゆろ

「主に忠実な生涯を送って亡くなった末日聖徒が，

であろう赦しの道について説明しました。

機会を与えられなかったためにある事柄をなし得なか

わたしは若人の皆さんに，宗教を異にする男女間の

った場合，それだけの理由で来世で失うものは何もあ

結婚がもたらす多くの障害について警告してきました。

りません。言い換えれば，若い男性や女性が結婚する

そして力の限りを尽くして，教会外の人との結婚が引

機会がないまま，死に至るまで忠実に生活をするなら

き起こす悲しみや幻滅，信者と不信者の結婚がほとん

永遠の結婚生徒用手引き
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ど例外なく至る不幸な状態を避けるよう警告しました。
わたしが指摘してきたのは，教会が時間や労力や資金
において会員の協力を求めること，結婚後，また家族
が増えることで霊的なきずなが強められること，その
ような不釣り合いな結婚の自然な結果として対立が生
まれることです。そのほかにも，教会員同士の結婚を
雄弁に主張する理由が数多くあることを指摘しました。

教会員の夫婦は共通の背景を持ち，理想や標準，信条，
希望，目的を共有し，そして何よりも，義にかなった
目的で聖なる神殿に入ることにより，二人の結婚を永
遠に続くものとすることができるのです。
きょう

今日は，これに付け加えて家族生活について話した
いと思います。このテーマは新しいものでも劇的なも

生活では，思いと心が一つになる必要があります。感
情であらゆる決定を下してはなりません。かえって断
食と祈り，そして真剣に考え抜くことによって思いと
心が強められるとき，結婚の幸福に対して最大の機会
が与えられるのです。

結婚は簡単なことでも，単純なことでもありません。

それは常に上昇している離婚率からも分かります。実
際の数字にわたしたちは驚かされます。次に挙げるの

は[1976年以前の〕ソルトレーク郡のもので，恐らく
平均に近いと思われます。月に832件の結婚があって，
414件の離婚がありました。結婚の半数の離婚があるの
です。また364件の神殿結婚がありましたが，神殿結婚
の場合，約10パーセントが離婚により解消しています。

のでもありませんが，重要なものです。結婚はあらゆ

これは平均よりもおおむねよい数字ですが，神殿結婚

る生活に関連し，家族生活は人が存在する基盤です。

後に離婚があることを残念に思っています。

紹婚による幸福と不幸

しかし，この調査が明らかにしているように，神殿
結婚の約90パーセントが固く維持されていることに感

離婚という醜い龍がわたしたちの生活に入り込んで

謝しています。わたしたちはこの理由から，一般的に

きました。祖父母の時代にはほとんど知られず，両親
がん

人種的な背景が同じで，（すべてが必須ではありません

ひつす

たちにも一般的でなかったこの癌は，現代ではごく普

が好ましい条件として）経済的，社会的，教育的な背

通のこととなり，ほとんどすべての家族がその破壊的
なたくらみによって苦しめられています。これはサタ

景が同じ人と結婚するように勧めています。また何に

ンが信仰を破壊するために用いるおもな道具の一つで，
ざせつ
幸せな家庭を破壊し，挫折感とゆがんだ思いを吹き込

的な背景が同じであることを勧めています。結婚のほ

むのです。

もない被害をもたらし，多くの家庭崩壊や挫折の原因

も増して，これは疑問の余地のないことですが，宗教
とんどが順調であるにもかかわらず，ある罪悪が途方
ざせつ

誉れある，幸せな，実り多き結婚は，普通の人なら

になっています。

だれもが目指す第一の目標です。故意に，あるいは怠

できるかぎり理想に近い状況がすべて整っていても，

惰により，そのかかわりを避けようとする人は，普通
でないばかりか，自分自身の計画も失敗へと追いやっ

｢性格の不一致」という理由で結婚を終わらせる人がい

ています。中には、腹いせで結婚する人や富のために

小説を読み，多くの社会的スキャンダルに触れます。

結婚する人，失恋の反動で結婚する人もいます。結婚

そして一般の人々は，「めとり，とつぎ｣，離婚して再

に対するそのような考えは何とゆがんでいることでし

婚することが普通のパターンであると考えるようにな

ょうか。

っているのです。

ます。わたしたちは多くのテレビ番組を見て，多くの

結婚とは，恐らく人が決心することの中で最も大切

離婚そのものが全部の悪を構成するのではありませ

なものであり，また最も大きな影響を及ぼすものでし

んが，救済策として離婚を受け入れることもこの世代

ょう。なぜならば，結婚は目前の幸せばかりでなく，
永遠の喜びをもたらすからです。またこれは，当事者

受け入れられているという理由で，それが正しいこと

の重大な罪です。あるプログラムや行動様式が一般に

二人だけでなく，その家族，特に子供や孫，さらにそ
の子孫に影響を及ぼすものです。

は証明されません。結婚は決して容易なものではあり

実に悟然とすることですが，今日の社会において，
両親の都合で一方の親だけに育てられたり，親がどち
らもいなかったりする子供の数は相当数に上ります。
はんりょ
永遠に連れ添う伴侶を選ぶに当たっては，細心の注

犠牲と分かち合いの精神が伴い，偉大な無私の精神が

意を払って計画し，考え，祈り，断食をして，最も大
切なこの決定を下すようにしなければなりません。決

せに暮らしました」と。わたしたちの多くは親しい友

断を誤ることがないようにするためです。真実の結婚

の解決にはならないこと，それは単なる逃避であり，

が く ぜ ん こ ん に ち

永遠の結婚生徒用手引き

ません。それは変わることがないでしょう。結婚には
要求されるのです。

テレビ映画や小説では，たいてい主人公が結婚した

ところで物語が終わります。「こうして二人は末長く幸
しんせき

人や親戚の離婚を経験しています。そして離婚は問題
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軟弱な手段であることを理解するようになっています。

結婚後も仕事を続けることによって，そのぜいたくな

結婚式を挙げるだけでは幸福になれませんし，実りの

暮らしをするのに非常に積極的です。その結果，義務

多い結婚生活も営めません。幸福は電灯のようにスイ

を果たすべき家庭を離れ，職場やビジネスの場に活躍

ッチを入れさえすればよいというものではありません。

の場を求めるようになります。こうして，一つの固定

幸福は心の状態であり，自分自身の内部からもたらさ

した経済が出来上がり，普通の家族生活を受け入れる

れるものです。幸福は努力して得るものです。金銭で

ことが非常に難しくなるのです。夫婦で共稼ぎするよ

売買したり，何もしないで得たりできるものではあり

うになると，家庭には協力の精神ではなく，競争が芽

ません。

生えてきます。疲れ切って帰って来る二人の神経は高

ある人々は，幸福というと，安易で，ぜいたくで，

ぶり，尊大となり，自己中心となり，誤解が生じるか

いつもスリルに富んだ華美な生活を想像します。しか

らです。ささいな摩擦が途方もないものになってきま

し，ほんとうの結婚は，相手に与え，仕え，分かち合

す。そして罪深いことに，しばしば昔の恋や新しいロ

い，犠牲を払い，そして無私の精神を持つことによっ

マンスに心を向け，ついには一見避けられそうにない
しんらつ

てもたらされる幸福をその基とするのです。

破局が訪れ，離婚，心痛，辛辣，幻滅，そして常に心

異なる環境の下で育ってきた二人は，結婚式を挙げ

ると間もなく，避けることのできない現実の姿を知り
ます。そこにはもはや，幻想や空想の生活はなく，わ

の傷をもたらすのです。

ざせつ

結婚生活は容易ではなく，感情の行き違いや挫折感
を味わうことも多くあります。しかしその一方で，永

める必要があります。そして，責任を負い，新しい義

続する真実の幸福を得ることも可能です。そして結婚
生活は人の心で推し測ることのできない大きな喜びと

務を引き受けなければなりません。個人的な自由をあ

なり得るのです。すべての夫婦，すべての人々がそれ

る程度制限し，いろいろな面で私心をなくし，夫婦の

を手にすることができるのです。「気の合う同士」とは

間で調整を図ることが要求されます。

作り話であり，幻想です。あらゆる努力を払い，よく
祈って，最も麗しく一致のある生活を営める相手を見
いだすように努めるとき，確かにすべての若い男女は，
幸福を得，実り多い結婚生活を営むことができるので
す。しかしそのためには，二人が進んで代価を払わな

たしたちはそれらを抜け出し，しっかりと現実を見詰

結婚してしばらくすると，以前は明らかではなかっ

た，あるいは気づかなかった配偶者の欠点を知るよう
になります。結婚前にはいつも拡大されて目に映って
いた徳は次第にその姿を消し，交際期間中にはごくわ
ずかでそれほど気にならなかった欠点が，大きく頭を
もたげてきます。相手の心を理解し，自己評価し，良
識と分別を働かせ，計画を立てる時期が訪れたのです。
長年の癖がその姿を現してきます。配偶者は倹約家か
あるいは浪費家でしょう。怠け者かあるいは働き者，
信心深いかあるいは不信心でしょう。夫は親切で協力
的かもしれませんし，あるいは怒りっぽくて気難しい
かもしれません。厳しい要求をする人かあるいは寛大
な人でしょう。自己中心的かあるいは控えめかもしれ
ません。義理の親との問題が明らかになってきますし，
彼らと配偶者との関係が再び大きく採り上げられるよ
うになります。

すぐ、目の前にある重大な責任と取り組んだり，引き
受けたりしたがらないことがしばしば見られます。節
約はなかなかぜいたくな暮らしに取って代わりそうも
なく，若い人々はしばしば，「隣人と同じものを持とう」
と躍起になっているようです。経済上での必要な調整
をするのに気が進まない様子がしばしば見られます。
若い妻は，成功した父親の豊かな家でかつて味わって
いたすべてのぜいたく品を，自分自身の家でも持ちた

いと要求することがよくあります。その中のある者は

ければなりません。

すべての夫婦に永遠の幸せな結婚生活を保証する，
絶対に確実な処方菱があります。しかしどのような処
方菱についてもそうですが，主要な材料は無視したり，
減らしたり，限定したりしてはなりません。ふさわし
い相手を選ぶことや結婚後も交際期間中の精神を持ち
続けることはともに大切ですが，結婚生活そのものほ
ど重要なものはありません。結婚生活を実りあるもの
にすることは二人にかかっているのです。一人にでは
なく，二人にです。

すでに述べた理にかなった標準に基づいて結婚生活

を始め，築いているならば，配偶者の片方または双方
の中にある力以外に，それを破壊できる力は存在しま
せん。ですから，二人は広く責任を引き受けなければ
ならないのです。ほかの人々や要因が，よきにつけ悪
しきにつけ影響するかもしれません。経済，社会，政
治，そしてその他の諸情勢が影響を及ぼすかのように
思われるかもしれません。しかし，結婚生活は第一に
そして常に夫婦自身に依存しています。二人が決意し，
私心をなくし，義にかなった生活をするならば，必ず
結婚生活を実りある，幸せなものとすることができる
永遠の結婚生徒用手引き
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きに，それが両親と子供たち，家庭，そして自分たち

のです。

処方菱は簡単です。材料は少しですが，それぞれ広

の霊的な生活に及ぼす影響に心を配ることでしょう。
夫は職業や社交，友人，趣味を選ぶ場合，自分が家族

い応用が考えられます。

第1に，結婚に向けて適切な取り組みをしなければ
なりません。すなわち，相手を選ぶに当たってじっく

りと考えることであり，自分にとって大切な事柄のす

の一員にすぎず，家族全体のことを考える必要がある

という見地から考慮しなければなりません。
すべての離婚は，夫婦の一方または双方が結婚の聖

かんぺき

べての面でできるだけ完壁に近い配偶者を選ぶように

約に対して利己的になることに起因しています。中に

します。その後二人の当事者は，実りある共同生活の

は自分本位の慰めや都合，自由，ぜいたく，安楽につ

ために一生懸命働くべきことを認識しつつ神殿の聖壇

いて考える人がいます。時には，不満を抱いた不機嫌

に来なければなりません。

でわがままな伴侶の絶え間のない意地悪が，ついには

はんりょ

第2に，大いなる無私の精神がなければなりません。

由々しい暴力へと発展することもあります。非常に悪

私心をなくし，家族生活のすべてとそれにかかわるす

いことをしていても，それが正当化されるという誤っ

べてのものを家族の益に向けなければなりません。利

た気持ちに陥る人もいます。もちろん，正当化できる

己心に打ち勝つのです。

罪などありません。

第3に，愛を保ち，さらに育てるために，交際期間

時には妻や夫が，自分は忘れられ，虐待され，無視

中の精神を持ち続け，愛情，親切，そして思いやりを
続けて表現しなければなりません。

されていると感じ，さらに間違いを犯しても正当化さ

れるという誤った思いを抱くことがあります。もし夫

第4に，イエス・キリストの福音の中に明らかにさ

婦の各々が頻繁に自己分析を行い，完全という物差し

れているままに，主の戒めに完全に従って生活しなけ

と黄金律によって自分自身の不完全さを測るならば，
はんりょ
そして伴侶の誤りを指摘するよりも，そのような分析

ればなりません。

以上の材料を適切に混ぜ合わせ，機能させ続けるな

によって明らかになった自分の逸脱した行為をすべて

らば，不幸になることや，誤解が続き，不和が生じる
余地はまったくありません。離婚を扱う弁護士は転職
する必要が出てくるでしょうし，離婚の法廷は閉鎖さ

正そうとするならば，変化が生まれて幸せがもたらさ

れるでしょう。

紹婚における無私の精神
結婚の聖壇に向かう二人は次のことを悟っていなけ
ればなりません。つまり，彼らが望む幸せな結婚に到
達するには，結婚は合法的な覆いではなく，犠牲であ
り，共有であり，個人の自由をある程度削ることでも
あるということです。結婚は長く，困難な倹約生活を

意味します。結婚は経済的な重荷と奉仕の重荷，心配
と気苦労の重荷を伴う子供たちを意味します。しかし，
同時に，あらゆるものの中で最も深く，最も甘い感動
をも意味するのです。

結婚する前，人にはそれぞれ自分の意のままに行動
する自由があり，人生設計も思いどおりに描き，自分
を中心にすべてを決定することができます。結婚する
男女は，誓いを立てるに先立って次のことを完全に受
け入れなければなりません。すなわち，新しい小さな
家庭の幸せは夫婦どちらか一方の益よりも常に優先す
るべきであるということです。それぞれの当事者が
｢わたしは」「わたしの」という言葉を除き，その代わ
りに「わたしたちは」「わたしたちの」という言葉に置
き換えなければなりません。妻は重大な決定を下すと
永遠の結婚生徒用手引き

れるのです。結婚する人の中にはパリサイ人のような
人が数多くいます。彼らはルカによる福音書の救い主

のたとえを銘記すべきでしょう。彼らは自分の善行に
ついて語り，自分の善い特質を数え上げ，それらをは
かりにかけて伴侶の欠点と比べます。そしてこう言う

のです。「わたしは一週に二度断食しており，全収入の

十分の一をささげています｡」（ルカ18:12参照）
すべての不和には原因があります◎不幸せな気持ち

を感じるときには，各々が自分自身を省みて，そのよ
うな状況を招いた原因あるいは少なくとも原因の一部
を自分の中に見いだすべきなのです。
結婚生活は必ずしも平等で平穏無事とは限りません
が，最も深い平安を与えることができます。貧困，病
気，失望，失敗，さらに家族の死にさえ直面するかも
しれません。けれどもこれらも平安を奪い去ることは
できないのです。結婚生活は，利己心の入り込む余地
を与えないかぎり，実り多いものとすることができま

す。利己心を完全に廃するならば，困難や問題に直面
することによって，夫婦は決して引き裂くことのでき
ない結びつきに到達するでしょう。1930年代の大恐慌
の期間，離婚はごくわずかでした。貧困，欠乏，失望
−これらが夫婦を結びつけたのです。繁栄は夫婦のき

ずなを断ちますが，逆境はきずなを強めるのです。
利己心に基づいた結婚はほとんど間違いなく失敗し

永遠にわたる結婚35

ます。富のために結婚する人，または名声や社会的地

しかし，恒久的には，完全な幸福は清さとふさわしさ

位のために結婚する人は，必ず失望を味わいます。虚

を通してのみ得られるのです。深い宗教的確信を伴う

栄心や自尊心を満足させるために結婚する人，あるい

宗教的生活の様式を持っている人は，そのような様式

はほかの人を困らせたり，傷つけたりするために結婚

のない生活では決して幸福になれません。まったく無

する人は自分自身をだましているにすぎません。しか

視するのでなければ，良心が悩ませ続けるでしょう。

し，幸福を受けるとともに与えるために，奉仕される

このケースでは，結婚はすでに危うくなっています。

とともに奉仕するために結婚する人，二人の，そして

良心の呵責は生活を最も耐え難いものにします。宗教

かしゃく

後の家族のために利益を求める人は，幸せな結婚とい

を実践できない状態は結婚生活にとって有害です。特

う良い機会に恵まれるでしょう。

に，当事者のその状態が食い違っている場合はそうで

もっとも，離婚するために弁護士を探して結婚生活
を終了させなくても，結婚生活が生気のない貧弱でつ
まらないなものになるのを放置している人が大勢いま

す。彼らは祈りと礼拝の玉座からすべり落ちて，家庭
で単に生活を共にし，食卓を共にし，容易に分けられ
ないものを共有しているにすぎません。問題へと続く

道を歩いているのです。このような人は，結婚生活を
再び美しく，甘く，成長を伴うものとするために，自
らを再評価し，交際期間中の気持ちを新たにし，愛情
と優しさを表現し，思いやりを増し加えるとよいでし
ょう。

す
。

宗教的相違は最もつらく，あらゆる相違の中でも最
も解決が難しいものです。

緒婚制度の神性
結婚は神が定められたものです。それは単なる社会

の慣習ではありません。結婚生活をふさわしく実り多
いものとしないかぎり，人は決して昇栄できないこと

でしょう。主の言葉にあるように，結婚することは正
しく，ふさわしいことなのです。

そうめい

これは真実であるため，思盧深く聡明な末日聖徒は

愛は花や肉体と同じように，絶えず養いを必要とし

慎重に人生の計画を立て，必ず道の上に障害物がない

ます。死すべき体は，もし度々養いを与えなければ，
すぐ、にやせ衰え，死んでしまうでしょう。
すぐ、にやせ衰え，死んでしまうでしょう。

ようにするでしょう。一つの重大な間違いを犯すこと
によって，人は道の上に障害物を置いて

繊細な花は栄養と水がなければ，枯れて

しまうかもしれません。それは決して取

死んでしまうでしょう。愛もそれと同じ

り去られずに，永遠の命と神性一わた

で，愛を構成するものによって常に栄養
を与えなければ，永遠に続くことは期待

したちの究極の行く末一への道をふさ

いでしまうかもしれません。もし，夫婦

できないのです。つまり尊敬や称賛の気

が自分自身よりも主を愛し，また自分以

持ちを態度で示すこと，感謝の気持ちを

上に配偶者を愛して，福音を基としてそ

表すこと，そして無私の思いやりがなければならない

に合致した生活を営むならば，この大き
の計画に完全に合致した生活を営むならば，この大き

のです。

な幸せを必ずや得るに違いないのです。夫婦がそろっ
て度々聖なる神殿に行き，家庭では家族とともにひざ
まずいて祈り，ともに教会の集会に出席し，自分のす
はんりよ

利己心をなくすと，実り多い結婚生活の中に必ず一
つの要素が生まれてきます。一人が相手の関心事，慰
め，幸福を常に求めるならば，結婚前に芽生え，結婚
とともに結び合った愛はますます深くなるでしょう。
結婚生活がかび臭くなり，愛が古いパンか，あるいは

べての思いと望みと愛を伴侶に向けるために，思いに

おいても肉体においても完全に清い生活を送り，さら
に王国を築くために力を合わせるならば，無上の幸福

使い古した冗談や冷えた肉汁のように冷たくなるに任
せているたくさんの夫婦がいます。確かに，愛にどう

を味わうことでしょう。

しても欠かせない食物は，思いやり，親切，思慮深さ，

においてほかのものと結び合うことがあります。

関心，愛情表現，感謝の抱擁，称賛，自尊心，親しい
交わり，信用，信仰，協力，平等，そして信頼です。
ほんとうに幸福な結婚生活を営むためには，主の戒
めを継続して忠実に守らなければなりません。独身者，

「あなたは心を尽くして妻を愛し，妻と結び合わな
ければならない。その他のものと結び合ってはならな

既婚者を問わず，いかなる人も義にかなっていないか

ぎり，最高の幸せを得ることはありませんでした。一
時的な満足やその場しのぎの偽った状況はあります。

主が次のように言われたにもかかわらず，結婚生活

い｡」（教義と聖約42：22）

この言葉は，次のように完全に言い換えることがで
きます。「あなたは心を尽くして夫を愛し，夫と結び合
わなければならない。その他のものと結び合ってはな
らない｡」しばしば，母親や父親，友人と結び合い続け
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る人々がいます。母親がいつまでも子供たちのことに

る6,500組近くの人々は，家族を一つに結ぶために夫婦

口出しを続ける場合もあります。さらに，妻ばかりか

がともに教会員になるのを最後まで見ることができな

夫までが母親や父親のもとに行って助言を求め，秘密

いのです。これは実に悲しいことです。家族のための

を打ち明けることがあります。ほとんどの場合，結び

主の完全なプログラムは，人々が結婚生活において等

合うべきものは妻であり，あらゆる夫婦関係の事柄は

しいくびきを負わないかぎり，十分に機能することが

決して他人に口外せず，二人の間だけにとどめるべき

できません。

なのです。

わたしたちはすべての若人の皆さんに，神殿結婚に

夫婦は自分自身の家を，すなわちどちらの義理の親

ついて真剣に考え，固く決意するよう呼びかけます。

からも離れた別個の家を素早く見つけるべきです。そ

その決意は皆さんに喜びと幸福が伴う永遠の結婚とい

の家は非常につつましく，飾りけのないものでしょう。

う豊かな約束をもたらすでしょう。そして皆さんを深

しかし，それでも独立した城なのです。結婚生活は妻

く信頼しておられる主はお喜びになります。主は，御

の親族からも夫の親族からも独立したものであるべき

自身が計画された方法によらなければ永遠の命を得る

です。彼らをこれまでにも増して愛するでしょうし，
彼らの勧告を大切にし，その交わりをありがたく思う
でしょう。しかし，あなたは自分自身の生活をしなけ

ことはできないとおっしゃいました。

話を終える前に2，3の聖句を引用したいと思います。
「日の栄えの王国に来る各人に一つの白い石が与え

しか

ればなりません。あなたの決定と，然るべき人々から

られる。その石の上には新しい名前が記されており，

勧告を受けた後のあなた自身の祈りを伴う熟考とによ
って，治められる生活です。結び合うとは，単に同じ
家に住むことではありません。親しく仕え，互いに忠

の新しい名前は鍵の言葉である｡」〔教義と聖約130:11]
結婚することは普通のことです。それは創世の初め

実になることを意味するのです。

から神によって定められていました。結婚を望まない

「それゆえ，……彼ら二人が一体となることは正当
である。これはすべて，地がその創造の目的にかなう

ことは普通ではないのです。忘れないでください。

ためであり，

なしには男はない｡｣[1コリントll:11]

世界が造られる前の人の創造に応じて，地が人の数
で満たされるためである｡」（教義と聖約49:16‑17)
わたしたちの記録は満足できるものではありません。
教会の記録によれば，結婚をした3万1,037人のうち，
神殿で永遠の結婚をしたのは1万4,169人だけでした。
これは46パーセントです。教会外で結婚した会員は
7,556人いました。わたしたちをひどく当惑させる数字
です。これは24パーセントに当たりますから，残りの
約9,000人，すなわち30パーセントの会員は，自分たち
や子孫についてほとんど考えることなく，永遠の命の
かぎ

この（日の栄えの結婚の）聖約を拒む人は，だれも
神の日の栄えの王国に入ることはできません。これは

鍵を与えてくれる神殿では結婚しなかったことになり
ます。彼らは知らないだけでしょうか，それとも気に
かけないのでしょうか。

もちろん，教会外や神殿外で結婚する人の多くは，
その重要性についてよく考えていません。わたしが引
用した調査によれば，教会員でない伴侶のおよそ7人
はんりょ

に1人だけが，改宗して教会に入るためにバプテスマ

を受けています。これは大変な損失です。多くの場合，
バプテスマを受けていない伴侶だけでなく，その子供
たち，そして時には本人までが失われているのです。
わたしたちは結婚後に教会に加わる数少ない人々を

愛しています。彼らを称賛し尊敬しています。しかし，
形勢は不利です。上記の数字によれば，新たに結婚す
永遠の結婚生徒用手引き

それを受ける者のほかにはだれもそれを知らない。そ
かぎ

「ただ，主にあっては，男なしには女はないし，女

確かなことです。

「日の栄えの栄光には，三つの天，すなわち三つの
階級がある。

その最高の階級を得るためには，人はこの神権の位
(すなわち，結婚の新しくかつ永遠の聖約）に入らなけ
ればならない。

そうしなければ，その人はそれを得ることができな
い。

その人は他の階級に入ることはできるが，それは彼
の王国の終わりであって，その人は増し加えることが
できないのである｡」〔教義と聖約131:1‑4]
「見よ，わたしはあなたがたに一つの新しくかつ永
遠の聖約を示す。もしその聖約に従わなければ，あな
たがたは罰の定めを受ける｡」〔教義と聖約132:4]
この罰の定めとは，成長が止まることを意味します。
これらは主の言葉であり，わたしたちに直接告げら
れたものです。疑問の余地はありません。

「この新しくかつ永遠の聖約についてであるが，こ
れはわたしの完全な栄光のために定められたものであ
って，この完全な栄光を受ける者はその律法に従わな
ければならない。．…．．
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それゆえ，彼らはこの世の外に去ると，めとること

神が合わせられたもの

も，嫁ぐこともなく，天において天使に任じられる。
その天使たちは，はるかに優れた，並外れた，永遠の
しもべ

重みのある栄光にふさわしい者たちに仕える奉仕の僕
である。

雛

篝

蕊

『聖徒の道」1991年7月号，
"‑75参照
悲躍苓
幸 一

なく，永遠にわたって，昇栄することなく，救われた
状態にあって，それぞれ独りのままでいることになる。
それから後，彼らは神々ではなく，とこしえにいつま

でも神の天使である｡」（教義と聖約132:6,16‑17)

ゴート、ン．B･とンクレー

:f漣§．‐鶴

これらの天使たちは，わたしの律法に従わなかった
からである。それゆえ，彼らは増し加えられることが

第一副管長

覇

孫娘の結婚式

最後にもう一つ引用しましょう。
「主は言う。アブラハムは，啓示と戒めによって，

10日前のことですが，このタバナクルのすぐ東側に

すなわちわたしの言葉によって，彼が受けたすべての

あるソルトレーク神殿で，すばらしく，また心に残る

ものを受け，そして昇栄に入ってその王座に着いてい

経験をしました。神聖な聖壇で，続けて2組の結婚の

る。．．…．

結び固めを行ったのです。美しい双子の女性が，それ

それゆえ，あなたがたは行って，アブラハムの業を

ぞれに自分の選んだ才能豊かでハンサムな青年と結び

行いなさい。あなたがたはわたしの律法に入りなさい。

固められました。その晩は合同の結婚披露宴が開かれ，

そうすれば，救われるであろう｡」〔教義と聖約132:29,

大勢の友人が出席して彼らの前途を祝いました。

結婚式で，母親はよく涙を流します。姉や妹たちも，

3
2
〕

兄弟姉妹，これは主の言葉です。きわめて重大であ

またときには父親も泣きますが，祖父母が感情をあら

り，何人も主に反論することはできません。主は地球
を造り，民を造られました。もろもろの事柄を御存じ

わにすることはそうありません。ところが，このとき
の花嫁はわたしの孫娘でした。正直に言ってこの年老
いた祖父は感激で胸が詰まり，非常に困りました。な
ぜあれほど感動を覚えたのかは分かりませんcしかし

です。主は計画を定められました。わたしたちは，こ
れらの重要な事柄について主を説き伏せるほど知性に

おいて優れていませんし，賢明でもありません。主は
何が正しく真実であるかを御存じなのです。
わたしたちはすべての学生の皆さんに，これらの事

柄について考えてほしいと願っています。皆さんは申
し分のない結婚生活を送り，立派な生活を営み，結婚
生活における皆さんの役割を正しく実践するように努
めてください。

主の祝福が皆さんのうえにあるように願っています。
これらのことが少なからずわたしたちを悩ましていま
す。離婚があまりにも多く，しかも増え続けているか
らです。離婚について話すのが当たり前になってしま
いました。家族の中で小さな争いや小さな危機に直面
すると，すぐに離婚を口にして，弁護士のところへ 駆
け込むのです。これは主の方法ではありません。わた
したちは問題に立ち返ってそれを修正し，一致した，
甘く，祝福された結婚生活を築かなければなりません。
結婚前や後の決断に直面している一人一人に主の祝
福があるように祈っています。主が若い皆さんを祝福
されますように。この教会が神の真実の教会であるこ
みな
あかし

それが，夢や祈りの成就した幸せなひとときだったこ
とは確かです。あのときの涙は，愛らしい花嫁と立派
な花婿を見ることができたわたしの喜びと神への感謝

の表れだったのだろうと思います。彼らは神聖な聖約
の中で，今も永世にもわたって，互いに対する愛と貞
節を誓いました。

結婚は神によって定められている
永遠の御父の計画の中で，結婚はいかにすばらしい
ことでしょうか。それは神の子らの幸福と安寧のため，
また人類が存続するために，神の知恵をもって備えら
れた計画です。

御父はわたしたちの造り主で，創世の初めから結婚
を定められました。エバが造られたとき，「人は言った。

「これこそ，ついにわたしの骨の骨，わたしの肉の肉。
..…･j

それで人はその父と母を離れて，妻と結び合い，一
体となるのである｡」（創世2：23‑24）
パウロはコリントの聖徒たちに書き送っています。

とを証します。イエス・キリストの御名によって，ア

｢主にあっては，男なしには女はないし，女なしには男

ーメン、

はない｡｣(1コリント11:11)
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主は近代の啓示の中で言われました。「さらにまた，

結婚による無上の喜び

まことに，わたしはあなたがたに言う。だれでも結婚
を禁じる者は，神から聖任されていない。結婚は人の

通常，結婚には子供を産み家庭を築くことが伴いま

ために神によって定められているからである｡」（教義

す。初めて出産した母親は，神の力や生命の神秘，ま

と聖約49:15)

たその奇跡を疑いもなく受け入れることでしょう。生

ジョセフ．F･スミス大管長は，あるときこう語りま

まれたばかりの赤ん坊を見詰める父親は，それが全能

した。「男は神の王国にあって女なしに救われず，昇栄

者の計画の一部であることを間違いなく感じることで

することはありません。また女は神の王国にあって独

しょう。

りで完全と昇栄に到達することはできません。……神

当然のことながら，結婚生活はいつも喜びにあふれて

は時の初めに結婚を定められました。神は御自身の姿

いるとは限りません。何年か前の新聞から切り抜いた

形に，御自身にかたどって人を創造し，男と女を創造

ジェンキンス・ロイド・ジョーンズ氏の言葉を紹介し

されました。この創造の意図は，男と女は聖なる結婚

ましょう。

のきずなによって結び合わされるべきこと，また男は
女なくして，女は男なくして完全ではないということ

合う多くの若者たちの間に，一つの迷信があるようで

でした｡」(CbnfbrenceReport,1913年4月,118)

す。すなわち彼らは，結婚生活とはいつまでも散るこ

古代，近代の聖文を読めば，結婚が神聖なものであ

「ドライブインシアターで手を取り合い，肩を寄せ

とのないタチアオイで囲まれた小さな家で，いつまで

ることがはっきりと分かります。最も楽しいひととき

も若くてハンサムな夫が，いつまでも若くて美しい妻

や，人の心を高め満たしてくれるものは，世の悪の及

のもとへ帰って来るものだと思っているのです。やが

ばない清く汚れのない結婚によってもたらされます。

てタチアオイの花がしぼんで倦怠感と請求書に直面す

このような結婚は，すべての男女が望み，あこがれ，
祈り求めるものではないでしょうか。

ると，家庭裁判所が混雑します。……

独身の兄弟姉妹

以前，飛行機の中で，『ニューヨーク・マガジン』
(IVewYOrkMagazine)という雑誌を見たことがあり
ます。ページをめくっていると「伝言板」というコー
はんりょ
ナーがあって，そこには伴侶を求める孤独な男女から
の,数えてみると159件もの申し込みが載っていました。

申し込みを載せた人たちが自分を精いっぱい魅力的に
見せようとしているのがよく分かりました。時間があ
れば皆さんに幾つか読んで差し上げたいくらい楽しい
ものです。不穏当な表現は何も見当たりませんでした。
機知に富んだ才気ある文面の行間から，人生をともに
歩んでくれる優しい伴侶をぜひとも得たいという，寂
しく悲しいまでの思いを容易に感じ取ることができま

けんたい

無上の幸せが続いて当たり前だと思っている人は，
だまされたとわめきながら駆けずり回って，無駄な時

を過ごすのです｡｣("BigRockCandyMountain3,
DeseretNews,1973年6月12日付,A4)

芳しみは結婚生活の一部である
あらし

人生の嵐はどの家庭にもやって来ます。それととも

に避けることのできないのが，身体的，精神的，情緒
的な苦しみです。ストレスや葛藤，恐れや心配もあり
ます。ほとんどの家庭は家計に苦労し，家族の必要を
満たすだけのお金にいつも事欠いているように思われ
ます。時には病気に見舞われます。事故も起きます。
思いがけなく，大切な人を死によって失うかもしれま
かっとう

せん。

した。

しかしこれらはどれも，家庭生活の一部なのです。
このようなことを何も経験しない人などほとんどいな

わたしは教会の人々，とりわけ，結婚を望みながら
なかなか相手を見いだすことのできない独身の姉妹た

ルと口論し，恐ろしいことをしました。父母であるア

ちのことをよく考えます。天の御父は姉妹たちに，約
束されたすべての祝福を取っておいてくださいます。
反面，わたしたちの社会習慣上，率先して結婚のため
に行動を始める特権を持ちながら，それを怠っている
ことの多い青年たちには，あまり同情を感じません。
教会の大管長はそのような人々に，厳しい勧告を与え
てきました。
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いでしょう。世の初めからそうでした。カインはアベ

ダムとエバの嘆きはいかに大きかったことでしょう。

反抗的を子供に対する愛
アブサロムはダビデの三男で，父から愛され，気に
入られました。ダビデは彼に「平和の父」という意味

を込めた名を付けました｡ところが，アブサロムは平
和どころか，怒りと野心，そして悲しみをもたらした
のです。彼は兄を殺し，父に対して陰謀を企てました。
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アブサロムは父の王位をねらった悪行のさなかに，ラ

は母親が，やむを得ず頻繁に家を空けなければならな

バに乗っていて頭がかしの木の枝にかかり，宙づりに

いのです。いわゆる「鍵っ子」たちは毎日だれもいな

なってしまいました。ダビデのおいで，王の軍の長で

い家に帰り，間に合わせの食べ物と，相手になるのは

あったヨアブは，この反抗的で不実な息子を葬る好機

テレビだけということも多くあります。こうした環境

とばかりに，アブサロムの心臓に槍を突き通しました。

は子供が犠牲になるばかりか，社会一般に大きな代償

かぎ

やり

を強いています。子供たちが成長すると麻薬の問題が

王のためを思ってのことでした。

しかし，ダビデは息子の死を知ったとき，自分を殺

生じ，大勢の子供が犯罪に走ります。教育が不十分な

そうとした息子であったにもかかわらず，「ひじょうに

ため，職に就けない若者が多くなります。当てもなく，

悲しみ，門の上のへやに上って泣いた。彼は行きなが

毎日を無為に過ごす若者もいます。何百万という人々

らこのように言った，『わが子アブサロムよ･わが子，

が住所不定の失業者となります。無視されたり虐待さ

わが子アブサロムよ･ああ，わたしが代って死ねばよ

れたりした経験，あるいは欲求不満のためにこのよう
な状況に追い込まれるのです。『タイム』(Time)誌は，
ニューヨークの問題を採り上げた中で，最も深刻なの

かったのに。アブサロム，わが子よ，わが子よ｡』・…・・

王は顔をおおった。そして王は大声に叫んで，「わが子
アブサロムよ◎アブサロム，わが子よ，わが子よ』と

は家庭の崩壊であると指摘しました。ニューヨークの

言った｡」（サムエル下18:33;19:4)

公立学校生徒の60パーセントに当たるおよそ60万人が，

人の世の歴史を通じて，反抗的な子供の行いは嘆き

や悲しみのもととなっていますが，反抗しても，家族
の強いきずなはその子を包んできました。

ルカによる福音書第15章に記録されている救い主が
語られた話ほど，心を打つものはありません。財産を
要求し，それを使い果たして無一文になってしまった
どんよく
軽率で含欲な息子の話です。彼が後悔して父のところ
へ帰って来ると，遠くから彼を見つけた父親は走って
行って息子を抱き締め，首に手を回して接吻しました。
せつぷん

ひとり親の家庭の子供たちなのです。同じような調査
をすれば，アメリカのほかの大都市や世界の大都市の
多くでも，間違いなく同様の結果が出ることでしょう。
数多くの刑務所が次々と建てられていますが，建設
や維持のための費用は想像を超える額に上ります。
これらの刑務所に収容された大部分の人たちの背景

には，父親から見捨てられた家庭で母親が懸命に努力
したにもかかわらず，押しつぶされるような不利な状
況を乗り越えられなかったという家庭崩壊の問題があ
ります。

鋤暦の大きな苦しみ

わたしの話を聞く皆さんの中には，家庭に起きた悲
しい経験を思い出す人もいるでしょう。ありふれたこ
ととは思いますが，悲しい出来事の最たるものの一つ

は離婚です。離婚は大きな苦しみとなっています。『世
界統計年鑑』(WorldAlmanac)の最新版によれば，
1990年3月までの過去1年間に，合衆国で推定242万
3,000組の結婚があり，同じく117万7,000組の離婚があ
りました。(TheW〃ﾉdA/manacandBookofFacts

1991[ニユーヨーク:WorldAlmanaC,1990年],834参
照
）

これによると，合衆国では結婚した夫婦のうち，ほ
ぼ2組に1組が離婚した勘定になります◎
これは本に書かれた数字でしかありません。しかし

この数字の陰には，想像もつかないほど多くの背信や
悲しみ，反目，貧困，苦悩が存在するのです。この国
の何百万という離婚者が，孤独で，満たされておらず，
不安定，不遇な状態にあります。何百万という人が，
背負い切れないほどの重荷を負って，独りで子育てに
奮闘しています。何百万人もの子供たちがひとり親の
家庭で育っています。そのような家庭では，たいてい

鋤艀のおもな原因である利己心
なぜこれほど多くの家庭崩壊があるのでしょうか。
心からの愛と，誠実や貞節を誓い合って始まった結婚
生活に，何が起きるのでしょうか。

簡単な答えはありません。それは認めます。しかし，
離婚率を引き上げる明らかな原因は幾つか挙げられる
と思います。離婚問題にかかわってきたわたしの経験
から言えば，その大半を占める原因は利己心です。
はんりょ

幸福な結婚には，ロマンスよりも伴侶の幸せを願う
心遣いの方が大事であると，わたしは確信しています。
利己心は金銭問題の原因になることが多く，ひいて
は家庭生活の安定に悪影響を及ぼすきわめて重大かつ
現実的な要素となりす。自分勝手な欲望を満たそうと
して神聖な聖約を破る姦淫は，利己心に端を発するも
のです。利己心は愛の反対語です。それは貧欲の破壊
的な表れであり，自制心を失わせ，誠実さをなくし，
神聖な聖約を汚し，男女を問わず苦しみをもたらしま
かんいん

どんよく

す
。

結婚する人たちの中には，いつでも万事好都合でな
ければならず，人生は楽しいことの連続で，その善悪
永遠の結婚生徒用手引き
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にかかわらず欲望は何であれ満足させるべきだと，甘

解決策である黄金律

やかされて思い込んでしまっている人が大勢います。

その分別を欠いた空虚な考えは，いかに悲惨な結果を
招くことでしょうか。

独りで子供を育てる母親の重荷

それらすべての解決策があります。それは離婚の中

にではなく，神の御子の福音の中にあります。「神が合
わせられたものを，人は離してはならない」と，主は
言っておられます（マタイ19：6)。夫婦間のあつれき
いや

自分を愛し，教え，守り，模範と訓戒によって人生を

を癒す道は離婚ではありません。悔い改めです。別居

導いてくれる父親が必要であるのに，その父親のいな

ではありません。男性にとっては，自分の責任を引き

い子供たちは，生活に大きな影響を被っています。2年

受ける決心をする潔さです。それは黄金律です。

ほど前にこのタバナクルで聞いた話を，今一度伝えた

結婚生活は，美しさを求め，開拓してこそ，すばら

いと思います。独身の男女が大勢出席して，マリオ

しいものとなります。逆に欠点を捜し，伴侶の良いと

ン･D･ハンクス長老の司会で行われたパネルディスカ

ころに目をつぶっていては，醜く不快なものになるの

ッションでした。パネラーの中にいたある若い女性は，

です。エドガー･A･ケストは，「立派な家庭を築くに

離婚して5歳から16歳まで7人の子供を育てている魅力

は，日々の積み重ねが必要である」と言っています

はんりよ

的で有能な人でした。彼女がある晩，通りの向こう側
の家に物を届けに行ったときのことだそうです。わた
しの覚えている限りではこのように言っていました。
｢歩いて帰って来るとき，明かりのともった我が家が目
に入りました。数分前に玄関を出たときに，『ママ，今
日のご飯は何？』『図書館に連れてって』「今日中に画
用紙が要るんだけど』と，口々に叫んでいた子供たち
の言葉が，耳にこだましてきました｡疲れ切っていた

わたしは自分の家を眺め，部屋ごとについている明か
りを見ました。わたしが帰って自分たちの必要を満た
してくれるのを待っている一人一人の子供のことを考
えると，肩の荷がとても重く感じられました。

涙でかすんだ目で空を見上げて，こう言ったのを覚
えています。『ああ，天のお父様，今夜はできません。
とても疲れました。無理です。帰って，独りで全員の
世話をするなんてできません。今晩だけでけつこうで
すから，少しみそばで休ませてください。明日の朝に

("Home,"Co"ectedVerseofEdgarA.Guest[シカ
ゴ:ReillyandLeeCo.,1934年],12)。そのとおりです。

この教会の何千何万という家族が，愛と平和，自制と
誠実，思いやりと無私の精神でそれを実現しています。
夫と妻の双方に，結婚の重要性や尊厳，またその奥
にある天与の計画に対する認識がなければなりません。
ゆる

小さな欠点は見逃し，赦し，忘れようとする気持ち
が大切です。

舌を制することも必要です。短気は愛情を損ない，
けち

愛を蹴散らす悪癖です。

妻子をないがしろにしたり，自虐的になったりする
のを抑えるには，自己訓練が必要です。神の御霊を求
めて努力し，それを育て強めていかなければなりませ
ん。父，母，息子，娘がだれも皆，神の子供であって，
一人一人が神聖な生得権を持って生まれたことを認識
し，だれかを傷つけたら天の御父を傷つけることにな
みたま

るということも知らなければなりません。

は戻りますから｡j

すると，実際に返事の言葉を聞いたわけではありま
せんが，心にこう聞こえました。『いいえ，今，来ては
いけません◎帰りたくなくなるでしょうから。その代
わり，わたしがそこへ行きましょう｡』」
この若い母親のような人たちがほんとうに大勢いま
す。この若い母親は神の助けが得られることを知って
います。そして幸いなことに，自分を愛し，手伝って
くれる人が周りにたくさんいるのです。しかし，その
ような援助が得られない人たちもたくさんいます。彼
らは子供が麻薬や犯罪に走るのを見ながらそれを止め
る力もなく，孤独と絶望の中でただ涙し，祈るだけな
のです。

永遠の結婚生徒用手引き

サタンの誘惑に抵抗する
時には，正当な理由があって離婚することもあるで
しょう。離婚が絶対に悪いとは言いせん。しかし，各
地でなお増えつつあるこの災いは，神から来るもので
はなく，義と平和と真理の敵である者の働きによるも
のであると，はっきり言えます。

（時間の都合で，この話の後の部分は大会時には話
されませんでしたが，ヒンクレー長老の要請により付
け加えて掲載します｡)

犠牲者になる必要はありません。その策略や訴えに
耳を貸さず，気をそそるような娯楽，邪悪な欲望や罪
深い行動に駆り立てるポルノグラフィーを遠ざけて<
はんりょ
ださい。妻である皆さん，夫をかけがえのない伴侶と
して見詰め，ふさわしい生活をしてください。夫であ

永遠にわたる結婚4］

る皆さん，妻の中に今も永世にもわたって価値ある資

それを受けるために自らを備えることができます。

質を見てください。あなたの妻は神の娘であり，人生
あらし
の中で，晴れのときも嵐のときも，喜びのときも苦難

質問に対する9つの短い答えを紹介します。

のときにも，手を取り合って歩むことのできる伴侶で
す。親である皆さん，子供たちを天の御父の息子や娘
として見てください。あなたがたに託されている子供
です。ともに彼らの保護者，守護者，案内人，彼らの
心のよりどころとなってください。

家族を計画されたのは神である

国家の力は個々の家庭の強さにかかっています。神
は家族の造り手です。最大の幸せ，一番の充足感，最
も深い喜びは，父親，母親，子供として互いに気遣い，

以下に，「なぜ神殿で結婚するのでしょうか」という
みこころ

1.神殿結婚は主の望みであり御′L,です。神殿は神の定

めにより，可能なかぎり結婚が執行されるべき場所
です。結婚は人生において非常に重要な出来事であ

るため，神の律法に完全に従って始める必要があり
ます。愛は結婚の基盤ですが，愛そのものは律法か
ら生まれ，律法によって生かされているものなので
す。真の愛は律法に従います。なぜなら，最高の満
足は律法に従う生活から得られるからです。

さらに，女性に対する男性の真の愛は，すべての善

ともに生活する中から生じるよう計画されました。

の源である神の愛を必ず含んでいます。神の愛を証
明するには，主の律法に従順でなければなりません。

神はわたしたちの家庭を祝福してくださいます。誠
実な父親と善良ですばらしい母親，「主の薫陶と訓戒に
よって」（エノス1:1)教えられて育つ，従順で大志
ある子供たちのいる家庭を神が祝福されるよう，イエ

婚した夫婦は初めから主の絶えざる恵みを求める必
要があります。平安と慰めは，神殿で結婚するすべ
ての人にもたらされます。彼らは律法に従い，主の

みな

ス・キリストの御名によりへりくだり祈ります。アー
メン、

なぜ神殿で結婚するのでしょうか

そのうえ，人生は多くの問題に満ちているため，結

みこころ

御心にかなったのです。神の王国で律法に従う会員
には，神の助けと祝福，そして守りを受ける特別な
権利があります。教会の習慣に従うなら，常に人生
の幸福を築くことができます。結婚は，律法に従う
ことによって正しく始めるべきなのです。

十二使徒定員会会員
ジョン･A・ウイッツオー

Evidencesand

Reconciliations,297‑301
且酢

結婚は生と死の間の最も重要な出来事であり，人生
の幸福を左右する条件です。したがって，細心の注意
を払って臨まなければなりません。人生の伴侶は義に
かなった生活をしている人であり，豊かな愛を注ぐこ
とができ，日々の行いが尊敬に値する人でなければな
りません。同様に，結婚の聖約は，日々幸福を生み出
し，築き，維持するのを助けるものでなければなりま
せん。そうした日々の状態が，全生涯を形作っていく
のです。富や権力や名声は，幸福な家族生活のもたら
はんりょ

す喜びに比べるとつまらないものです。

2．神殿結婚は結婚の聖約の神聖さに調和しています。
それは結婚の儀式の性質や重要性とも調和していま
す。神殿結婚は，その目的のために特別に奉献され
たすばらしい結び固めの部屋で執り行われ，儀式そ
のものは簡素で美しく，深遠なものです。比較的少
数の証人が参列し，安らぎと秩序に包まれています。
心を惑わすような飾りつけは一切ありません。永遠
という長い期間に及ぶ神聖な聖約とそれに続く祝福
に全神経を集中することができます。そして，手の
込んだ社交的な設定の中で行われる結婚式の外面的
な特徴ではなく，結婚の儀式の意義に注意が向けら
れるのです。そのように，二人が交わした聖約と約
束された祝福に心を向けることによって，幸せで喜
びに満ちた思い出を経験することができます。それ
は神殿の壁の外で通常行われる，慌ただしい見せか
けだけの結婚式とは比較にならないほどすばらしい
ものです。神殿での結婚は，簡素で美しく，非常に
重要なものです。

神殿での儀式の後には，披露宴を行う機会が十分に
教会は，会員の家族が幸福を確立して維持するため
の最も重要な手段として，神殿で結婚する特権を提供 Iあります。簡素な，あるいは手の込んだ披露宴に友
しています。それは比類のない特権であり，結婚する ！人たちが集まり，花嫁と花婿を祝福し，二人の幸せ
花嫁と花婿が求めて享受すべきものです。この特権は ： を 願 う の で す 。
真の末日聖徒が切に望んでいるものであり，だれもが ：3．神殿結婚は，結婚の幸せを確かなものとすることか
永遠の結婚生徒用手引き
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できます。一般的に神殿結婚が最も幸せな結婚であ

約の下に生まれた子供たちは，この世においても永

ることは経験が示しています。神殿の聖壇で結び固

遠にわたっても両親に属します。すなわち，地上で

められた男女のうち，比較的少数の人々が離婚を経

の家族関係はこの世から来世にわたって永遠に続く

験します。これは信頼できる統計によるものです。
こんにち

のです。現世から来世に続く家族は，永遠の生活に

今日の結婚観は著しく揺らいでいますが，人生にき

おける一単位になります。永遠の世において，わた

ちんとした見通しを持つ人であれば，試しに結婚し

したちは独りでさまようのではなく，以前に亡くな

てみようなどとは決して思わないでしょう。人生の

った愛する人や後に続く愛する人と一緒に，終わり

幸福は結婚によって達成されるか，あるいは台なし
にされます。離婚は人々を以前の状態には戻しませ
ん。それは傷跡を残します。軽率な結婚と安易な離
婚が，個人と一般の福利を脅かしているのです。社
会の構成単位である家族が高潔さを失うと，家族の
きずなは軽視され，社会は大きな災いに向かって突

のない旅をすることでしょう。この約束を尊重しな

き進んでいきます。神殿結婚に先立つ熟慮，それに
伴う厳粛な思い，そして結婚を結び固め祝福する権
能，それらが現代の多くの悪に対する堅固な砦を築
きます。神殿結婚は，結婚生活にあって然るべき幸
とりで

しか

福を守り，神聖に保つのです。

4．神殿結婚はこの世から永遠にわたる夫婦の交わりを
可能にします。神殿結婚とほかのすべての結婚の本
質的な違いは，最も重大な結果にあります。神殿で
は，結婚する男女がこの世から永遠にわたって結ば
れます。それは神殿でのみ行われるのです。その契
約は永久に続きます。現世から来世へ，この世から
はんりょ
次の世へ，二人は愛する伴侶としてともに旅するこ
たまもの
とができるのです。この貴重な賜物は，来世におい
ても活動し，手助けし，進歩できるという末日聖徒
の信条に合います。死をもって終わる愛は，壊れや
すく，貧弱で，頼りになりません。この世の生活で
しか続かない結婚は，悲しいものです。なぜなら夫

婦間の愛は，ともに暮らし子供を育てるうちに朽ち
るのではなく，永遠の歳月を経てますます豊かにな
っていくからです。真に愛し合っているなら，愛す
る人との関係が永遠に続くことを願い，祈り求める

ものです。互いに結び固められている二人にとって，
愛はいつも温かく，希望と確信と勇気に満ち，恐れ
を取り除きます。そのような夫婦は，さらに豊かで

喜びにあふれた生活を送ります◎彼らにとって，幸
福とそれを作り出すことに終わりはありません。憂う
つやわびしさ，恐怖は，死をもって終
わる愛に基づく感情です。教会の若人
は，永遠の結婚という賜物をおろそか
にしてはなりません。

5．締殿結婚は，子供と家族の関係を永
遠に有することを可能にします。祝福
はそれだけではありません。神殿の聖
永遠の結婚生徒用手引き

い母親がどこにいるでしょうか。家族を永遠に持つ
ことについて心を熱くしない父親がどこにいるでし

ょうか。人類が真理に対して忠実であったなら，ま
た神権の結び固めの権能に従っていたなら，どれだ
けの悲しみが避けられたことでしょうか。神殿結婚
は絶えることのない喜びを約束するのです。
6．神殿結婚は，悪に対する抑止力として働きます。闇
の力は人々を悪の道に押しやろうと盛んに働きかけ
てきます。わたしたちはしばしば，愚かなことを行
やみ

うように誘惑されます。家族の中では，ささいな事
柄が不和へと発展することがあります。不幸を作り
出すことが，義に敵対する者の目的なのです。ここ
に神殿結婚の最も重要な祝福の一つが現れます。神
殿で結び固められた人は，永遠の事柄に目を注ぎま
す。彼らは約束された祝福を失うような危険は冒し
ません。家族は永遠の財産であり，彼らは永遠のき

ずなを可能にする聖約を覚えています。神殿結婚は，
誘惑に対する抑止力となります。家族のあらゆる活
動は，不滅の関係を見越して定められるようになり
ます。神殿で受けた儀式を思い出すことで，家族の
不和は平安に呑み込まれ，憎しみは愛に，恐れは勇
気に変わり，悪は阻止されて追放されます。平安は
世の中が最も必要としているものです。主の神殿か
ら，またそこで行われるすべてのことから，平安の
の

みたま

基である真理の御霊が流れ出るのです。

7．諏殿結婚は永遠に成長する機会をもたらします◎現
代の啓示は，永遠の伴侶として結び固められた人々
の行く末について述べています◎彼らには自分の力
をさらに行使する機会が与えられます。すなわち成
長する機会が与えられるのです。彼らは主の前にあ
る自分の場所により速くたどり着くでしょう。また，
はんりょ

神の力のすべてがより速く増し加えら
れ，さらに神に似た者となり，自分の神
聖な行く末をより完全に理解することで
しょう。この成長を死後の生活まで延ば
す必要はありません。律法に従う人々に
とって，それは今この世で始まるのです。
成長のない人生は味けないものです。永
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遠の結婚は，文字どおり，終わりのない進歩成長を
もたらします。「永遠に増える」とは，主の神殿で交

わされる，永遠の結婚の聖約に入るすべての人に与
たまもの
えられる賜物です。

十二使徒定員会会員

燕鑿〃

ボイド･K･パッカー

＃

︑

8．神殿結婚は，家族を諏権の権能の保護下に置きます。
神殿で結婚した人は，聖なる神権の権能により，こ
の世においても永遠にわたっても結び固められます。
これは人に授けられる至上の権能であり，目に見え

結婚

｢聖徒の道」1"1年9月号，
灘

17‑21

；漣幽

ない世界からもたらされます。そして世の人々に命
と光を与えます。この聖なる権能を伴うなら，また

その祝福を受けるなら，心配や悩みのある人生は輝
かしい経験や冒険に姿を変えます。聖なる権能の下
に歩み，その権能を所有し，その業を行う人は，胸
を張って感謝の心で，同胞と天の御父の前を歩んで
行くのです。この権能とともに主の聖なる宮から出
て来る男女は，神の守りを受け，混乱した世の中を
より安全に歩むことができます。世の問題を解決す
るために神の無限の力を受けた彼らは，まさに世の
究極の勝利者となるのです。神殿で結婚した人々は，
もしその神聖な聖約を守るなら霊的な力を受けるこ
はらから

とができます。

9．神殿結婚は，神に似た者になるという行く末を人に
与えます。「さらにまた，まことに，わたしはあなた
がたに言う。もしある男がわたしの律法であるわた
しの言葉によって，また新しくかつ永遠の聖約によ
って妻をめとり，そしてそれが，わたしからこの力

とこの神権の蕊とを与えられた油注がれた者によっ
みたま

て，約束の聖なる御霊により彼らに結び固められ，
また彼らに，『あなたがたは第一の復活に出て来るで
あろう。もしも第一の復活の後ならば，次の復活に
出て来るであろう。そして，王位，王国，公国，お

よび力，主権，すべての高い所と深い所を受け継ぐ、
であろう』と言われるならば……

それで，彼らは神々となる。彼らには終わりがない
からである。それゆえ，彼らは続くので永遠から永
遠に至り，すべてのものが彼らに従うので，彼らは
すべてのものの上にあるであろう。それで，彼らは
神々となる。彼らは一切の権威を持ち，天使たちが
彼らに従うからである｡」（教義と聖約132:19,20．

モルモン害の預言者ヤコブは，民が滅びる原因はご

く当たり前な事柄に盲目になるからであると予見し，
盲目となるのは「的のかなたに目を向けたため」であ
ると述べています（モルモン書ヤコブ4:14)。
わたしたちにはよく，簡単に手の届くところにあり，
ごく当たり前で，だれの目にも明らかなものであるに
もかかわらず，追い求めても見いだせないことがあり
ます。

ここでは，そのごく当たり前の一つの言葉について

話したいと思います。この数か月，その言葉の意味を
正しく伝える，あっと驚くような提示方法はないもの
かと考えていました。

結婚
それは「結婚」という言葉です。

できることなら，皆さんの前に美しい彫刻を施した
宝石箱を置き，それにスポットライトを当て，丁重に
かけがれを外して，敬度な思いで「結婚」という言葉
けいけん

を取り出せたらと思っていました。

そのようにすれば，結婚がどれほど貴いものである
かが分かるでしょう。

今述べたような形で皆さんに提示することはできま
せんが，それになるべく近づけるよう，身近な言葉で
話したいと思います。

この話の目的は，結婚を支持し，奨励し，擁護する
ことです。
こんにち

1098;第34巻,704;第39巻,214;第41巻,136,

今日では，結婚をそれほど価値のないもの，中には
まったく無意味なものと考えている人もいます。
皆さんも気づいていると思いますが，わたしたちの
周囲にある信号機はどれも，結婚は時代遅れの面倒く
さいものであるという考えに行き着くように配置され

220,268,330;第43巻,586も参照）

ているようです。

TheImprovementEra,第17巻,1064;第30巻，

偽りの結婚
と，うせい

同棲という偽りの結婚が関心を集め，広く流行して
いるのが現実です。同棲をしている人々は，結婚に伴
永遠の結婚生徒用手引き
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う責任を負うことなしに，結婚生活がもたらし得るす

手以外の人に引かれたことを，結婚を壊すことになる

べてを楽しもうとしているのです。実に誤った考え方

何らかの行いの言い訳としてはなりません。

です。

この大きな罪は，しばしば小さな子供たちにまで重

このような関係にどれだけ期待したとしても，はる
かに多くのものを失うことになるのです。正式な結婚
をしていない二人が一緒に生活すれば，互いの心の中

荷を負わせることになります。子供たちには，小さな
子供を犠牲にしてまでも，自分たちの欲求を満たそう
とする哀れな大人たちの自分勝手な欲望を理解するこ

にある何かが打ち壊されてしまいます。すなわち，純
潔，自尊心，洗練された人格などが失われていくので

とはできません。

す
。

そんなことはないと言ったところでそのような損失
を食い止めることはできません。これらの諸徳は一度
失うとそう簡単には回復できないものです。
ある日，二人が気の向くままに生活習慣を変え，
同棲を始めたとします。この二人が結婚を侮辱するよ
うなことをしておきながら，通常の結婚から得るべき
祝福がすぐに手に入ると考えるならば，まったくの見
どうせい

当違いというものです。

やがていつの日か，我に返った二人は，失望を刈り

神の命じられたところによれば，肉体による愛情の
表現，生命を生む力を持つ男女の結びつき，これは結
婚というきずなの中でのみ認められるものです。
とりで

結婚は家族を創造するための砦と言えるでしょう。
結婚を軽々しく扱う社会は風をまいてつむじ風を刈り
取ることになります。すなわち，悔い改めなければ大
破壊がもたらされるのです。

もめ事は注意をダノき付ける

人々の中には，結婚はどれも離婚や不幸な結末に終
わり，夢や希望は砕けて粉々になると思っている人が

取ることになるのです。

います。

結婚を無意味なものと考える人は，少年，少女，男
らしさ，女らしさ，夫，妻，父親，母親，赤ちゃん，
子供，家族，家庭といった言葉も同じように軽視する

確かに中にはゆがんだ結婚もあり，破れた結婚もあ
ります。しかし，だからといって，結婚に対する確信
を失ったり，敬遠したりしてはなりません。
すべての結婚が失敗に終わるわけではないのです。
もめ事は人の注意を引き付けやすいものです。高速
道路を走っているとしましょう。何千台という車がそ
れぞれの方向に走っていますが，だれもほかの車には
あまり関心を示しません。ところが，一度交通事故が
起こるや，人々の目は一斉にそちらに集まるのです。
しかもそのような事故がもう1件でもあろうものな
ら，この道を安全に走り抜けられる人はだれもいない
のではないかと誤った考えを持ってしまいます。
交通事故の記事ならたった1件でも新聞の第1面に
載ることがありますが，何百万台もの車が安全に走っ
たことは特筆に値することではないと見なされている

人です。

そのようなとき，自分を捨てて人のために尽くす，
犠牲などという言葉はどこかに行ってしまうでしょう。
自尊心は消えうせ，愛さえもそのようなところにはと
どまりたくはないでしょう。

こうした関係に入ろうかと思っている人や結婚せず
に生活を共にしている人がいれば，今すぐやめなさ
い！そういった関係を立ち切りなさい！だらだらと続
けてはなりません。できることなら，そうした関係を
断ち切って今すぐ正式な結婚をしなさい。
紡婚は諏聖である

問題ばかりのように見える結婚でも二人が頑張って
努力するかぎり，良い方向に向かうものです。

警告したいと思います。結婚制度を破壊する人は，
きわめて大きな責任をその身に受けることになるでし
ょう。それほど結婚は神聖なものなのです。

意図的に結婚を破壊することは，それが自分自身の
結婚であれ，ほかの人の結婚であれ，神の御心に背く
みこころ

ものです。全能者の審判のときにも見過ごされること
はないでしょうし，永遠の計画の中にあっても簡単に
忘れ去られることはないでしょう。

結婚を危険にさらし，打ち壊すことのないようにし
なさい◎結婚相手から解放されたいという気持ちや相
永遠の結婚生徒用手引き

のです。

著作家たちは，幸福で安定した結婚では小説や芝居，
映画で扱う格好の題材にはならない，人の注意を引き
付けられないと考えています。そのようなわけでわた
したちの耳に入ってくることといえば崩壊した家庭の

話ばかりということになってしまいます。こうしてわ
たしたちは将来への希望を次第に失っていくのです。
わたしは結婚のすばらしさを信じています。結婚こ
そ，人間生活の理想の形であると信じています。結婚
は，神がお定めになったものです。そして結婚に伴う
制約は，わたしたちの幸福を守るために計画されたも
のなのです。

永遠にわたる結婚45

やがて2度目の妻と結婚し，ともに生活することに

結婚に対する確信を持つ

よって彼は結婚のすばらしさへの確信をさらに強めて

世界のどの歴史を取ってみても，成年に達し，備え

いったのです。思うに，彼の先の妻は，自分が埋める

をし，互いに愛し合っている若い二人が結婚について
考えるときほどすばらしいときをわたしは知りません。
それはあなたにしか与えられない特別な時間だからで

ことのできなかった部分を満たしてくれた2度目の妻

す
。

今の時代が非常に問題の多い時代であることはよく
分かります｡こういった問題のうちでも，こと結婚に
関する問題はきわめて深刻なものです。
結婚に対する確信を失わないようにしてください。
たとえあなたが不幸にして離婚したとしても，また周
囲に破綻を来した結婚が幾つあろうとも，確信を失わ
はたん

ないようにしてください。

自分は結婚の聖約を尊んでいても，相手がそうでな
いといった場合もあります。そのようなときは，神が
見守ってくださっていることを忘れないでください。
いつの日か終わりが来たときに報いがあることでしょ

に，心から感謝していることでしょう。

緒婚の喜びと試練

結婚は安らぎであり，あらゆるすばらしい出来事を
もたらし，喜びと愛があります。人としてふさわしい
望みをもって行われた結婚では，肉体的，情緒的，霊
的にすべてが満たされるのです。

しかし，結婚にはどんな試練もないというのではあ
りません。これらの試しはわたしたちの徳を高め，強
さを増してくれます。結婚や家庭生活を通して男性も
女性も強められ，昇栄を受けるにふさわしい人格を築
いていくのです◎

う。道徳的に正しく生活し，聖約に忠実であった人々
は，幸せになり，そうでなかった人は不幸を味わうこ

神が定められたところによると，命は結婚という安
とりで
全な砦の中で芽生えなければなりません。神がよしと
される愛情の表現によって子供を宿し，犠牲を惜しむ
ことのない深い愛の中で子供を育てなければならない

とになるでしょう◎

のです。

結婚の中には，どちらか一方が何とか持ちこたえよ
うと最善を尽くしたにもかかわらず，破綻を来すもの
があります。このような場合，双方に落ち度があると
はいっても，結婚の危機を乗り越えたいと努力した人

結婚は一生を通して，あらゆる面で満足感を与えて
くれます。若いころの恋愛，結婚式，新婚旅行，子供
の誕生，育児など，それぞれの時にあって満たされた
思いに浸ることでしょう。やがて子供たちが成長して

を責める気にはなれません。

家を離れ，自分たちの家を構えるという人生の最良の
時期を迎えるのです。このような移り変わりは繰り返

はたん

そのような皆さんに申し上げます。結婚に対する確
信を失わないようにしてください。失望によって心に
苦々しい思いを感じたり，ゆがんだ考えを持ったりす
ることがないように，またふさわしくない行いを正当
化することがないようにしてください。

はんりょ

結婚の機会に恵まれなかった人や伴侶に先立たれた
人も，結婚への確信を持ち続けてください。

数年前のことですが，わたしの友人が最愛の妻を失
いました。彼女は長い闘病生活の末に世を去りました。
医師にもどうすることもできなくなったとき，友人は

自分の無力さを感じながら，つらい思いで彼女を見守
りました。

死が間近に迫ったある日，彼女は夫に，自分が死ん
だら長い時を経ずに再婚してほしいと伝えました。夫
は反対しました。子供たちは独り立ちできる年齢で，
彼は独りで生きていこうと考えていた矢先だったから
です。

彼女は顔を背けて泣きながら言いました。「もう結婚
はんりよ

はしたくないと思わせるほど，わたしは良くない伴侶
だったのですか。その程度の妻だったのですか｡」

されます。まさに神がお命じになったとおりです。

永遠の愛，永遠の緒蝋永遠の繁栄

教会で教えられている結婚にはもう一つの側面があ
ります。結婚は啓示によって与えられたのです。この

崇高で輝かしい真理は，結婚が永遠のものとして定め
られたことを教えています，

人は望みを持ち，ふさわしければ，結婚の聖約を交
わし，結び固められることができます。これによって
結婚は幕を越えても変わることなく存続するのです。
主はこう宣言きれました。「見よ，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｡」（モーセl:39)
教会におけるすべての活動の究極の目的は，家族が

幸福な家庭生活を送り，その幸福が永遠に続くように
することです。キリストの教えはすべて，個人と家庭，
家族を守るためにあります。

次の詩は，人が永遠に進歩する過程で，結婚がどの
ような位置にあるかを述べたものです。
永遠の結婚生徒用手引き
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燃える炎の中に

これこそ地上に行く目的

光をともす種火がある

そこでは善と悪力洞等に並び

命の聖なる火。

人は選択を任される。

誤って燃やせば

義なる道を選んだ者は

くすぶるだけで

幕を通り抜け，神のもとに帰る。

悲しみと苦しみの厚い雲がかかる。
しかし律法にかなって燃やす左ら

そこには命と家族そして幸福がもたらされる。

神からの贈り物

偉大な計画により人に与えられた
貴い諏の力。

暗黒の国からの誘惑者たちは

愛し合い，子供をもうけるために。

この火を誤用ざせ

人の形をし，神にかたと等って創造された子供を。

脇悪でむなしい行いへといざまう。

この聖なる力をと守う考えるか

やがて来る裁きと報いの日に

それがわたしたちの狩来，行く末を決める

苦い涙のしずくが

生命を生むはずであった炎を消すときまで。
かぎ

この炎は鍵となり得るもの。
神の計画の大切な鍵であり
人の永遠の命と

永遠の愛，永遠の結婚，永遠の繁栄！この概念は多
くの人にとって新しいものかもしれません。しかし，
とりで
深く考えてみると，この概念が結婚を堅固で安全な砦
とします。結婚の聖約に基づく関係ほど人を昇栄へと

不死不滅をもたらす鍵である。

導く可能性を持っているものはありません。社会の義
務であれ，教会の責任であれ，これに取って代わるほ

結婚はるつぼであり

ど重要なものはありません。

そこでは命力溜み立てられ

神が結婚を定めてくださったことに感謝しています。
神殿があり，栄えある結び固めの権能が与えられてい
ることに感謝しています。この力はわたしたちが授か
ったすべてに勝る権能であり，この力によってわたし
たちの結婚は永遠のものとなるのです。この聖なる祝

命の宮か造られる。

神の計画に基づいて。
それから，神の霊の子供たちが
この世に誕生する

福にあずかるふさわしさを身に付けられますよう，イ

選びをまし，試しを受けるために。

エス・キリストの御名により祈ります。アーメン。

永遠の結婚生徒用手引き
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割があると，彼女たちにしばしば感じさせています。

しかしこの考え方には，永遠の将来に対する見通し，
すなわち神が母親という高貴な役割に女性を選ばれた

こと，そして昇栄は永遠の父親になり永遠の母親にな
ることであるという見通しが欠けているのです(.To

永遠の原則に基づく結婚観と家族観は，
一ゞ垂2≦f玉云:〆＃＊〆
〜萬工

成功する可能性を高めてくれます。

theElectWomenoftheKingdomofGod',イリノイ
州ノーブー扶助協会の奉献，1978年6月30日）。」

−メリル．Jベイトマン長老

(TeachingsofEzraTaftBenson,548)
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「神は，神御自身の偉大な計画に基づいて物事を進

精選きれた教え

み て

めておられます。人類はすべて主の御手の中にあり，

神の見方

現在

過去

将来

主に助言する権利は人にはありません。わたしたちの
義務，あるいは機会とは，心と思いを平安に保ち，主
が神であられ，この業が主の業であり，この業が無に
帰すことを主がお許しにならないことを理解すること
なのです｡」（｢主はまどろみも眠ることもされない」
『聖徒の道』1983年7月号,9参照）

「そこでは，彼らの栄光のために，

過去も現在も未来もすべてのことが明らかにされ，
またそれらは絶えず主の前にある｡」
（教義と聖約130:7)

スペンサー．W・キンボール大管長

「永遠についての理解が深まれば，それだけいっそ
う，わたしたちが携わっている主の業が，死の幕のか
なたでもまったく同じように進められている，崇高で
遠大な業であることを明確に理解するようになりま
す。……

このように，永遠にかかわる事柄に心を留めて生活
するならば，わたしたちはもっと適切な決断を下せる
ようになるでしょう。」(TeachingsofSpencerW.
Kimba",25)

「もし人がこの世だけしか存在できないと考えるな
らば，苦痛や悲しみ，失敗，短命などは，災いとしか
受け止められないでしょう。しかし，命というものを，
過去は前世から，未来は来世まで永遠に続くものであ
ると考えるなら，すべての出来事を正しい観点から見

ブルース．R・マッコンキー長老

「永遠の命は，永遠の観点から見ると『神のあらゆ
たまもの
る賜物の中で最も大いなるもの』であり（教義と聖約
14:7),信じて従う人々のために取っておかれるもの
です｡」(NewWrmessibrtheArticlesof肋肋,358)
「夫婦あるいは家族という単位は，進歩と昇栄の計
画の中心を成すものです。永遠の観点から見ると，す
べての物事は家族を中心に置いています。昇栄は家族
という単位が永遠に続くことです｡」(DoctrinaノIVew
TestamentCommentary,第1巻,546)
「聖徒がこの世の危険や誘惑に耐えるようになるた

めには，やがて訪れるより良い生活への希望がなくて
はなりません。主のように永遠の観点に立って考え，
自分がどこから来て，なぜここにいるのか，そして永
遠の世界では何が待っているのかを理解するとき，人
はこの世の行いをより良く治めることができるように
なります。こうして，復活に関する知識が，義にかな
った生活に導くのです｡｣(Doctrina/NewTestament
Commentary,第2巻,396)

ることができるはずです。」(FaithPrecedesthe
Miracﾉe,97)

L・トム・ペリー長老

「何よりもまず，永遠に関する事柄に最大の投資を
エズラ・タフト・ベンソン長老

しているでしょうか。永遠の観点に立つ見方をしてい

「女性解放運動の一つの確かな影響は，妻や母親と
いう役割を選んだ若い女性たちに与えた不満足な思い
でした。女性には家事やおむつ交換，子供たちの必要
を満たすことよりももっと刺激的で自己達成できる役

るでしょうか。この世の事柄に投資し，主のことを忘
れてしまうというわなにかかってはいないでしょう
か。」（｢一致して神の王国を建てる」『聖徒の道』1987
年7月号，36参照）
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ニール．A・マックスウェル長老

て，物事を決断することができるのです｡」（｢人に幸福

「問いかけに耳を傾けることにより，これまでいか
に貧弱な物の見方をしていたかはっきり分かってくる

照
）

を与える偉大な計画」『聖徒の道」1994年1月号,80参

ことがあります。次の言葉は，エサウが長子の特権を

「心の清い人は，特殊な人生観を持っています。そ

売った理由を明らかにしています。『わたしは死にそう

のような態度や望みを持っているおかげで，彼らは永
遠の観点から自分の経験を見詰めることができるので

だ。長子の特権などわたしに何になろう。」（創世25：
32）長子の特権はエサウにとってこの世だけのもので
あったこと，つまり彼が永遠の観点で物事を見ていな
かったことは明らかです。信仰は結局，過ぎ去ったこ

とを思い出すこと，これから起きることを予測するこ

と，つまり過去と未来の両方を見通すことを必要とし
ています。これは信仰の持つ力であり美しさです。1杯
のあっものは，それ以上でも以下でもないのです｡」
(MenandWomenofCIMSt,116)

「人間として無理からぬことかもしれませんが，避

す。この永遠の観点は，選択や優先順位に影響を与え

ます。心の清い人は俗世から遠ざかるにつれて，天の
みたま
御父をいっそう近くに感じ，御霊によってさらに導か
れるようになります。わたしたちはこの心の状態，こ
の生活の特質を霊性と呼びます｡｣(PureinHeart,
111)
ざせつ
「永遠という観点から眺めれば，一時的な挫折は，
霊の力を養うという，永遠から見て意義のある機会に
なることがあります。力は逆境の中で鍛えられます。
信仰は先が見えない状況で養われるのです｡」（｢霊性」
『聖徒の道』1986年1月号,60参照）

けるべきわなは……現在の状況だけを見詰め，物事に
ついての見方をゆがめてしまうことで
す。時間はこの世のものであり，永遠の
女荏と男控が
ものではありません。わたしたちは気を
夫婦関係について
つけていないと，時間に追われて，物事
より長い月で見ること
をゆがめて見ることがあります。できる
ができるように
かぎり永遠の見地に立ち，福音の観点か
まれば表るほご
ら物事を見ることは，何と大切なことで
成功する確率は
しょうか。……
……非常に大切なことは，永遠にわた

高くまります。

る事柄を決めるときに，この世的参見方
をしないことです。わたしたちは永遠に関する決定を

下すために，福音の観点に立って教え，この世の方法
では主の業を行えないことを理解する必要があるので
す｡｣("ButfOraSmallMoment,"453‑454)
ダリン。H・オークス長老

結婚の離婚率を上回っています。（ティ
ム．B・ヒートン，クリステン．L・グッドマン，
@ReligionandFamilyFormation,'Reviewof
ReligiousResearch26,第4号[1985年6月],343‑
359｡ジヨン・0．G．ビリー，ナンシー･S・ランドー
ル，ステイーブン．D・マクラフリン,@TheEffectof
MaritalStatusatFirstBirthonMaritalDissolution

「福音には，人は天の父母の霊の子供であると説か
れています。この世に生を受ける前に，わたしたちは，
『永遠の御父の息子，娘として霊の状態で存在して』い
ました（大管長会による声明,ImprovementEra,

号[1986年8月],329‑349．ラリー.L・バンパス，

1912年5月号,417．エレミヤl:5も参照)。わたした
ちがこの世に存在しているのは，永遠の命という行く
末を目指して進歩するためです。この真理があるから
こそわたしたちは，神の存在を信じない人々や，人生
は偶然の出来事によって左右されていると思い込んで
いる人たちとは異なった物の見方や価値観を指針とし

615‑625参照）永遠の原則に基づく結婚観と家族観は，
成功する確率を高めてくれます◎人は永遠の観点に立
つ見方をするとき，忍耐，寛容，親切，温厚，柔和の
特質を身に付けるよう，さらに熱心に努めようとする
のです｡」("TheEternalFamily,"ll5)

永遠の結婚生徒用手引き

AmongAdolescentMothers,'Demography23,第3
ジェームズ．A・スウィート,@NationalEstimatesof
Cohabitation,'Demography26,第4号[1989年ll月],
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がこの世に来られたのは，人類の罪を贈うためだけで
なく，神の律法の完全な標準と天の御父に対する従順
について，世の人々に模範を示すためでもありました。

蝿撫織

主は山上の垂訓において，御自身の完全な属性につい
酢亀と﹃仁蓉﹃

て啓示を与えておられると同時に，「その一言一句を御
翠冒一宮惇宅炉冒一﹃﹃一

自身の行いで書き留められた自叙伝」とも呼ぶべきも
のを与えてくださいました。そうすることによってわ
たしたちが見習うべき生活の青写真を与えてくださっ

たのです。主の言葉の真意を明確に理解している人な
らだれでも，ふさわしさを満たさない教会員は，たと
え神の王国に入れたとしても，ふさわしくないために

精選された教え

その王国の者になれないことに気づくでしょう。

皆さんは生きる真の喜びを感じるときに，豊かで満

家族一世界への宣言

「家庭生活における幸福は，主イエス・キリストの

ち足りた人生を送っていると自覚することができます。

教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いあ

｢人が存在するのは喜びを得るためである」からです
(2ニーファイ2：25)。それでは，喜びと呼ばれる感情
的な高揚をもたらすものは何でしょうか。特異なもの
からもたらされるのでしょうか，それとも普通のもの

りません｡」（『聖徒の道』1998年10月号,24)
リチヤード.G・スコット長老

「わたしが皆さんにお伝えできるいちばん大切な原
あがな
則はこれです。蹟い主，イエス・キリストを基とした
あいし
生活を送ってください。天の御父とその愛子を生活の

からでしょうか。特異なものにしか心を動かされない

い原則の力」『聖徒の道』1993年7月号,37)

人は，真の味覚をまひさせる強い香辛料や調味料に間
違った欲求を向けずにはいられない人のようです。つ
かの間に消えていくスリルが深い感情の高まり，すな
わち生きる喜びであると思い込んでいるならば，重大
な誤解をしています。幸せな家庭の安らかさや美しい
命の広がりに，神の知恵という啓示に，あるいは真善
美を愛する心に，幸福と希望の強いうねりを感じるな
らば，その人は豊かで満ち足りた生活だけがもたらす

完全な生活への憲章

ことのできる完全な喜びを味わっているのです。
その比類のない山上の垂訓の中で，イエスはわたし

中で最優先しましょう。御父と御子の存在は命より重
く，愛する伴侶や子供たちよりも重いのです。神の
御心を皆さん自身の最も大きな望みとしてください。
はんりよ

みこころ

そのような生活を送れば，皆さんが幸福になるために

必要なすべてはおのずと満たされるでしょう。」（｢正し

繍
罵

大昔長
ハロルド．B・リー

StandYeinHolyPlaces:

誇

聯
;橇議

瀞

SelectedSermonsand

WritingsofPresidentHarold
B.Lee,341‑348

皆さんは，神の王国におけるふさわしい市民，また
は「聖徒」となるのに必要な満ち足りた生活をするに

は，どのような「ステップ」を踏めばよいのか知りた
いと思っています。それに対する最善の答えは，聖文
の中からイエスの生涯を研究することによって見いだ
すことができます。「わたしたちの福音は，ただ単に口
で語られた教えを記録したものではなく，実在の人物
を描写したものである｡」（イング主席司祭）キリスト

たちにこのような喜びを招く8つの明確な方法を示さ
れました。各々の宣言の最後には「さいわいである」
という言葉が使われています。「さいわい」(blessed‑
ness)は「幸福」(happiness)よりも高いものである
と定義されています。「『幸福』は外的要因によるもの

で，環境に左右される。『さいわい』は心の内からわき
出る喜びであり，環境に大きく左右されることがない｡」
（ダメロー,Commentary)これらの主の宣言は，キリ
スト教界の文献では「至福の教え」として知られてお
り，聖耆の注釈者たちによって，神の王国に入るため
に必要な準備と称されてきました。この話では，至福
の教えを，「皆さんやわたしが生活に応用する以上のも
の」と定義したいと思います。その教えは実に，完全
な生活への憲章を具体的に表現しているのです。

少しの間，至福の教えについて考えてみましょう。
もしわたしたちが完全になって心の喜びという祝福を
見いだしたければ，至福の教えの4つが自分自身に，
永遠の結婚生徒用手引き
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はんりよ

また自らの内面的な生活の在り方に関与していなけれ

激し<泣いた｡」皆さんが高齢者や孤児，伴侶を失った

ばなりません。

人と悲しみを共にするとき，その悲しみがきっかけと
なって，彼らの求める助けを与えるようにならなけれ

rこころの貧しい人たちは，さいわいである｡J

ばなりません。要するに，パリサイ人のようにではな

/悲しんでいる人たちは，さいわいである｡̲／

く，「神様，罪人のわたしをおゆるしください」と祈っ

/ 義に飢えかわいている人たちは，さいわいである｡̲／

た取税人のようになるのです（ルカ18:13)。その祈り

/ M』､の清い人たちは，さいわいである｡̲/

に対する報いは，自分の罪の赦しを通して心にもたら

ゆる

される慰めという祝福です。

心が貧しいとは，自分には霊的な助けが必要であっ

皆さんは一かけらの干からびたパンや一口の生ぬる

て，着る物や食べる物，呼吸するための空気，健康，
命までも主に依存していると感じることです。そして

い水でさえ，すべての財産の中で最も貴重なものに思

感謝をささげるために，また日々の生活に必要な導き
と赦しと力を求めるために，熱烈に祈らずには一日た
りとも過ごせないと理解することです。自分の霊的な
ゆる

必要を理解している若人は，危険な場所でまさに命が
危うくなったとき，最大の試練のただなかにあって真
みたま
理の泉に引き寄せられ，主の御霊によって導かれるで
しょう。富や学識や社会的な地位のゆえに，自分は霊

的な助けがなくてもやっていけると考えるのは，まっ
たく悲しいことです。心が貧しいとは，高慢やうぬぼ
れの反対です。富める人々は，「財産をあたかも所有し
ていないかのように所有」し，突然財政的な不幸に見
舞われたとしても，ヨブのように，「主が与え，主が取
られたのだ。主のみ名はほむべきかな」（ヨブl:21)
と惜しむことなく言えなければなりません。自らへり
くだって霊的な必要を感じる人は，「長子の教会」に迎
え入れられて「神の選民となる」備えができているの
です。

悲しんでいる人は，主がここで教えようとしておら
れるように，「神のみこころに添うた悲しみ」を示さな
ければなりません（2コリント7:10)。この悲しみは，
後悔している人に罪の赦しを与え，悲しみのもとにな
った行為に戻ることを禁じます。それは使徒パウpの
ゆる

ように，「患難をも喜」ぴとすることです。「なぜなら，
患難は忍耐を生み出し，忍耐は錬達を生み出し，錬達
は希望を生み出すことを，知っているからである。」
(ローマ5：3−4）皆さんは進んで「重荷が軽くなるよ
うに，互いに重荷を負い合」わなければなりません
(モーサヤ18:8)。また，進んで「悲しむ者とともに悲
しみ，慰めの要る者を慰める」必要があります（モー
サヤ18:9)｡道をそれた娘が戻って来るのを待ちわび
ながら独り悲しんでいる母親に対して，思いやりのあ
る皆さんは決して石を投げる者となってはなりません。
この悲しみは，第二次大戦中にサイパンにいた海兵隊
員が戦友を亡くしたときに胸を裂かれる思いで手紙に
つづった悲しみと同じものです。「その晩，横になると
永遠の結婚生徒用手引き

えるほど，食べ物や水に飢え渇いたことがありますか。
もしそのような飢えを経験したことがあるならば，主
がどのような意味で，義に飢え渇くべきであると言わ
れたのか理解し始めることでしょう。親もとを離れて
せいさんかい

暮らす人々が聖餐会で聖徒と交わることを求めるのは，
そして，どこにいようとも主の日に礼拝をささげるよ

うに促されるのは，その飢えと渇きがあるからです。
熱烈な祈りをささげるように鼓舞し，聖なる神殿に参
けいけん
入するように促し，神殿の中で敬虐になるように導く
きよ

のも，その飢えと渇きです。安息日を聖<守る人は，
神の戒めに反する活動にふけるときに得られるつかの
間の快楽よりも，はるかに望ましい，永続する喜びに
満たされるでしょう。「もしキリストを信じながら，誠
心誠意問うならば，神は……真実･･･…を，聖霊の力に
よってあなたがたに明らかにしてくださる。そして，
聖霊の力によって，あなたがたはすべてのことの真理
を知るであろう｡」（モロナイ10：4−5）「ついに自由に
なるまで，……以前に建てたものよりもさらに荘厳な

神殿を」建てなさい。そうすれば，「あなたがたの全身
は光に満たされ，あなたがたの中に暗さがないであろ
う｡」（教義と聖約88：67）

もし神を見たいと思うならば，清くなければなりま
せん｡ユダヤ人の物語にこのような話があります。あ
る人が遠くに何かあるのを見つけました。最初，彼は
それが野獣だと思いました。しかし，それがだんだん
近づいて来ると人であることが分かりました。そして
さらに近づくと，友人であることが分かったのです。
皆さんは肉眼で見える範囲でしか物事を見ることがで
きません。イエスに出会った多くの人は，主を大工ヨ
セフの息子としか見ませんでした｡また，その言葉の

ゆえに，主のことを大酒飲みや酔っ払いであると思う
人もいました。悪霊に取りつかれていると考える人さ
えいました。義人だけが主を神の御子として見たので
す。もし心が清ければ，皆さんは神を見るだけでなく，
もっと身近な人の中に「神」すなわち善を見いだして，
その美徳のゆえに人を愛することができるでしょう。
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教会において神の人や主に油注がれた指導者を批判し

遠ざかってください。そのような人は平和を求めず，

中傷する人には，十分に注意してください。そのよう

混乱を広めようとするからです。けんか腰で，争いを

な人は，清くない心で話しているのです。

好み，真理を確信する以外の目的で議論する人は，豊

しかし，天の王国に入る資格を得るためには，漠然

かで満ち足りた生活を築くために不可欠な要素として

と善い人になるのではなく，ある目的のために善を行

主が定められた基本的な原則に背いています。「地の上

い，善良になることが求められます。ですから，完全

では，み心にかなう人々に平和があるように｡」これは

で満ち足りた生活という目標に向かって日々努力する

平和の君の降誕を告げる天使の歌声でした。

のであれば，主が示された「完全な生活への憲章」の

真理や徳や名誉が危機にさらされるところで，偉大

残り4つの条項から学ぶ必要があります。これらの教

な目的において義のために迫害されるのは，神聖なこ

えは，人間社会の人とのかかわりに関係があります。

とです。偉大な目的には，常に殉教者が伴いました。

迫害がもたらし得る大きな危害は，迫害それ自体では
/ 柔和な人たちは，さいわいである。』

｢あわれみ深い人たちは，さいわいである｡J
/ 平和をつくり出す人たちは，さいわいである｡」
/ 迫害されてきた人たちは，さいわいである｡J

なく，迫害された人が偉大な義に対する熱意を失うこ
とです。迫害の多くは理解の欠如に起因します。なぜ

なら，人は自分が理解できないものに反対する傾向が
あるからです。迫害は悪意を抱いた人によって行われ

る場合もあります。しかし，理由は何であれ，迫害は

柔和な人は，危害や不快な扱いを受けても容易に怒
ったりいらだったりせずに自制する人と定義できます。
柔和は弱さの同意語ではありません。柔和な人は，強
くて力があり，完全な自制心を備えた人です。仲間や

広く義の業に従う人々を対象としているため，主は次
のように警告しておられます。「人が皆あなたがたをほ
めるときは，あなたがたはわざわいだ。彼らの祖先も，
にせ預言者たちに対して同じことをしたのである。」

組織からプレッシャーを受けても，自分の道徳的な信
条に従う勇気を持った人です。議論をするときには最
終的な結論を導く判断力を持ち，冷静な助言によって
暴徒の無分別な行動を鎮めることができます。また
謙遜な心を持ち，どなり散らすことはありません。「怒
りをおそくする者は勇士にまさ〔る｡]｣(筬言16:32)
柔和な人は，生まれながらの指導者であり，軍隊や職
場，教会でほかの人々を導くために選ばれます。そし
て地の「塩」となり，地を受け継ぐ、ことでしょう。

(ルカ6：26）

けんそん

あわ

わたしたちの救いは，人々に示す憐れみに懸かって

います。思いやりのないひどい言葉を浴びせたり，人
や動物に対して残忍で無慈悲な行為をしたりすれば，
たとえそれがもっともらしい報復に見えたとしても，
地上や天上の法廷で裁きを受けるときに憐れみをかけ
てくれと言っても，その資格はないと宣告されるでし
ょう。友人と信じていた人から悪口を言われて傷つい
たことのない人がいるでしょうか。仕返しをしないよ

うに苦闘したときのことを覚えていますか。憐れみ深
い人は皆，幸いです。彼らは憐れみを受けるからで
す！

若人の皆さんは，「仲間から称賛されるために知恵の
言葉や正直，道徳的清さの標準を引き下げてしまえ」
という誘いを拒み，そのために非難され，ばかにされ
ることもあるでしょうが，そのようなときに，先の警

告を思い出してください。あざけりに遭い，暴行を受
けてさえも義に堅く立つならば，皆さんは永遠の喜び
という祝福を授けられるでしょう。わたしたちの時代
において再び，以前の時代と同じように，何人かの聖
徒たちが，あるいはまさに使徒たちが，真理を守るた
めに自分の命をささげるように求められるかもしれま
せん。もしその時が来なければならないのであれば，
どうか彼らがくじけることがありませんように。
祈りの気持ちでこれらすべての教えについて深く考

えていくと，驚くべき発見をすることになります。す
なわち，結局のところ，神が王国におけるわたしたち
の価値を測られる尺度は，この世の中や教会で占めて
いた地位でも，勝ち得た栄誉でもなく，神の御子の生
涯に明示された「完全な生活への憲章」に従ってどの
ような生活を送り，どのような善を行ったかというこ
となのです。

平和をつくり出す人は，神の子と呼ばれるでしょう。
騒ぎを起こす者，法律や秩序に逆らう者，暴徒を先導
する者，犯罪者などは，邪悪な動機に駆り立てられて

至福の教えを自分自身の生活の憲章とすることで，
その教えが約束している祝福を享受することができま

いるのであり，それをやめなければ，神の子としてで

すように。

はなく，悪魔の子として知られるようになるでしょう。
神聖なものを軽んじて不穏な疑いを引き起こす人から，
永遠の結婚生徒用手引き
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幸福な家庭の礎

なしには行動できない，チャドルをまとった奴隷なの
でしょうか｡」（ちなみに，チャドルとはインドの女性

零

第二副管長

が身に着けるたいへん質素なショールのことです｡）彼

ゴーノ､.ン･B･とンクレー

女はさらに続けています。「わたしにとって，こうした
質問に対する答えはもはや大した意味を持ちません。

夫婦のための衛星放送ファイ

でも，わたしには娘がいます。もし家にいて子供を産

ヤサイド,1984年1月29B

むこと以上の何かを未来に待ち望むことが女性にとっ

あれから半世紀以上がたちましたが，わたしは母に

て可能であるなら，わたしは娘たちにそれを教えてあ
げたいと思います｡」

その手紙の行間からは，つらく悲しい経験が読み取
れます。同じように感じている女性がほかにも大勢い

対する父の思いやりを決して忘れたことがありません。

るのではないでしょうか。こうした状況は痛ましいも

母は50歳という比較的若い年齢で亡くなりました。母

のです。なぜなら，天の御父が御自身の娘たちのため

が病気で伏していた数か月間，父はいつも母を元気づ

に用意された計画からあまりにも懸け離れているから

けようと気遣っていました。しかし，父がこのような

です。この女性の言葉の裏に見えてくるものは，落胆

態度を示すようになったのは，母が病気になってから

し，感謝の言葉に飢え，今にもあきらめてしまいそう

ではありません。子供であるわたしたちは，生涯を通
じてそれを目にしてきました。子供時代の幸福な家庭
の中で，わたしたちは両親が互いに愛し合い，認め合

で，どうしたらよいか分からずにいる妻の姿です。さ

い，尊敬し合っていることを，耳で聞いたのではなく，
心で感じて知っていました。そのような思いを持てた
ことは，何という祝福でしょうか。おかげでわたした
ちの子供時代は揺るぎない安心感に包まれていました。
そして成長するにつれて，心に刻み込まれた両親の模
範がわたしたちの思いと行いに影響を与えていったの
です。
はんりょ

わたしは愛する伴侶と結婚して半世紀近く，正確に
言えば47年になります。彼女もまた恵まれて，互いの
交わりと愛と信頼に包まれた家庭で育ちました。ほと
んどの皆さんはそのような家庭で育ったことと思いま
す。そして，自分自身の家庭を持って，幸せと愛に満
たされた生活を送っていることと思います。しかし，
そうでない人も数多く，実に数多くいるのです。

らに見えてくるものは，自分の神聖な責務を怠り，自
らの生活態度によってイエス・キリストの福音の本質
を否定している冷淡で偏屈な夫の姿です。わたしは夫
と同様に妻の側にも落ち度があったことを疑いません。
しかし，夫の落ち度の方がもっと重大であると思えて
ならないのです。

結婚生活における平等
どこにいようと，わたしの声を聞いている男性の皆
はんりょ
さん，もし伴侶の品位を傷つけるような振る舞いを故
意にしているなら，また伴侶に対して命令や支配をす
る傾向があるなら，あるいは家庭での行動が自分本意
で乱暴であるなら，今すぐ､それをやめなさい。悔い改
めなさい。悔い改める機会がある今のうちに，悔い改
めなさい。

妻である皆さん，もし皆さんがいつも不平を並べ，

人生の暗い面ばかりを見詰めて，自分は愛されていな
混乱した結婚生活
いし必要とされてもいないと感じているなら，自分自
わたしには理解し難いことですが，混乱した結婚生
身の心と思いに目を向けてください。そして何か悪い
活に関して数々の痛ましい話がわたしのところに届い； 点を見つけたら，それを変えてください。ほほえんで
ています。そこで語られるのは，家族への虐待です。
ください。人を引き付ける女性でいてください。明る
横柄な態度であり，自分の家庭で威張り散らす夫の姿： い見通しを持ってください。皆さんがいつも不平を言

です。信頼を裏切り，聖約を破る行為です。そして離
婚と涙と心の痛みです。つい先日のことですが，わた：
しの机の上に，問題を抱えたある女性からの長い手紙
が置かれていました。彼女は半ば捨て鉢になってこうi
尋ねています。「女性はいつの日か人類という集団のフ

うだけで自分の欠点を直すために何もしなければ，幸
福を自ら拒んで不幸を招いているのです。権利や特権
を要求して金切り声を上げるのをやめて，神の娘とし
ての静かな威厳をもって歩んでください。

わたしたち全員が悔い改めの精神をもって過去を捨
ァーストクラスになる可能性があるのでしょうか。そ｜ て，新たな決意をもって福音に生きる時がやって来ま
れとも，これからもずっと，頭として立つ男性の許しI した。互いに傷つけ合っていたかもしれない夫と妻が，
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ゆる

今こそ赦しを求め，尊敬と愛情をはく、くむことを決意

喜びをもたらすことでしょう。

し，神のほほえみを受けるにふさわしい息子，娘とし
1．お互いに対する尊敬

て創造主の前に立つのです。

ここで主の言葉を少し変えて読みたいと思います。
もちろん意味は変わりません。「『創造者は初めから人

最初の礎は，お互いに対する尊敬と呼びたいと思い
ます。

を男と女とに造られ･･･…た，それゆえに，人は父母を

わたしたち一人一人は別個の存在です。それぞれが

離れ，その妻と結ばれ，ふたりの者はひとつとなるべ

異なっています。こうした違いは尊重されなければな

きである｡』……彼らはもはや，ふたりではなくひとつ

りません。夫と妻の両方にとって大切で必要なのは，

である｡」（マタイ19：4−6）わたしたちの永遠の父な

これらの違いを改善するために努力することです。し

る神は，夫と妻が同僚となるように定められました。

かしその一方で，夫婦間に違いがあること，そしてそ

これは平等であることを意味します。結婚は共同事業
です。もちろん危険や問題はありますが，私利私欲を
二人の利益に変えることからもたらされる，より大き
な機会と満足に比べれば，二次的なものにすぎません。
何年か前に，「デゼレトニューズ』(DeseretNews)
からジェンキンス・ロイド・ジョーンズ氏の記事を切

れらが必ずしも望ましくないものとは限らないことを，

多少なりとも認めなければなりません。そのような違
いがあるにもかかわらず，お互いを尊敬する必要があ

ります。実際，その違いによって夫婦の関係をさらに
興味深いものにすることができるのです。

長年感じてきたことですが，結婚生活における幸福
はんりょ

り抜いておきました。それにはこうあります。「ドライ
ブインシアターで手を取り合い，肩を寄せ合う多くの

はロマンスの問題というより，伴侶が安らかで満ち足

若者たちの間に，一つの迷信があるようです。すなわ
ち彼らは，結婚生活とはいつまでも散ることのないタ
チアオイで囲まれた小さな家で，いつまでも若くてハ
ンサムな夫が，いつまでも若くて美しい妻のもとへ帰
って来るものだと思っているのです。やがてタチアオ
けんたい

れには弱さや失敗を進んで許すことが含まれます。

イの花がしぼんで倦怠感と請求書に直面すると，家庭
裁判所が混雑します。……人生は昔ながらの蒸気機関
車で旅行するようなものです。予定より遅れ，ほかの
列車の通過を待ち，煙を吐き，粉じんをまき散らし，
石炭の燃えかすを出し，がたがた揺れながら走ります。
美しい景色を楽しみ，快適なスピードに心を躍らせる
のは，ごくまれにしかありません。要は，その列車に
乗せてくださった主に感謝することなのです｡」
兄弟姉妹の皆さん，成功の秘訣は，互いに愛し合う
伴侶として，晴れの日も嵐の日も，手を
取り合って旅行を楽しむことです。福音
に従って生活するために自分を制して努
力するならば，だれにでもできます。忘
ひけつ

はんりょ

あらし

れないでください，『主が家を建てられ
るのでなければ，建てる者の勤労はむな

しい』のです｡」（詩篇127:1)
4つの礎

以前に話した事柄を幾つか繰り返すことになります
が，家庭を築きはく､くむための4つの礎を提案したい
と思います。わたしは少しもためらわずに約束します
が，もしそれらを実践するならば，皆さんの人生は豊
かなものとなり，すばらしい実を結んで，永遠に続く

りた生活を送れるように配慮することにあります。こ

ある人がこう言いました。「愛は盲目ではありません。
見えないものではなくて，見えるものが多くなるので

す。しかし見えるものが多くなるので，見ないように
努めるのです｡」（ジュリアス・ゴードン,Treasure

CheSt,チャールズ･L･ウォリス編〔ニューヨーク：

HarperandRow,1965年],168)
わたしたちの多くは，欠点を見るのをやめて，長所
を見るようにする必要があります。ブース・ターキン
トンはかつて次のように述べました。「理想的な妻とは，

理想的な夫を持っている女性のことである｡｣(Looking
ForwardandOthers[ガーデンシティー，ニューヨー

ク:PageandCo.,1926年],97)残念なことに，女性
の中には自分の考えに合わせて夫を作り変えたいと思
っている人がいます。また男性の中には，

自分が理想とする標準に妻を従わせるの
が夫の特権であると考えている人がいま
す。これは決してうまくいきません。言
い争いや誤解，悲しみを招くだけです。
夫婦はお互いの関心事を尊重しなけれ
ばなりません。個人の才能を伸ばして表
櫻今と励主1‐を与える必要があります。
現するように機会と励ましを与える必要があります。
そのような機会や励ましを妻に与えようとしない男性

は，家庭と子孫に恩恵をもたらす祝福を自分自身や子
供たちから奪っているのです。

人は神の息子，娘であるというのは，わたしたちの
決まり文句になっています。福音の中には，夫婦の間
に優劣を認めるような根拠はありません。永遠の父な
永遠の結婚生徒用手引き
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る神が御自分の娘たちより息子たちをもっと愛される

わたしにとって意思の疎通とは，本質的にはお互い

ことがあると思いますか。神の娘である妻をけなし，

に話し合うことであるように思われます。静かに話し

その品位を落とす男性は，天の御父の怒りを免れるこ

ましょう。静かな会話は愛の言葉だからです。それは

とはないのです｡

平和の言葉であり，神の言葉です。声を荒らげるとき

わたしは，末日聖徒の女性がたどる唯一の道は「家
にいて子供を産む」ことだという，人を迷わす主張に

に，モグラ塚のように小さな相違点が山のように大き
な口論となるのです。

憤りを感じます。これは巧妙な表現ですが，間違って

わたしは，エリヤがバアルの祭司たちと対決したと

います。もちろん，わたしたちは子供を持つことを大

きの記録の中に，意義深い言葉があると思います。「大

切にしています。主はわたしたちに，子孫によって喜

きな強い風が吹き，山を裂き，岩を砕いた｡」これは夫

びが得られるように「ふえよ，地に満ちよ」と告げら

婦の間に起こる言い争いを随分鮮やかに表しています

れました。善い家庭で育つ幸せな子供たちは，ほかの

が，聖文の筆者はさらにこう記しています。「しかし主

何よりも大きな喜びをもたらしてくれます。しかし，
主は子供の数を指定してはおられませんし，教会もし

地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があ

ていません。それは夫婦と主に託された神聖な事柄で
す。教会の公式声明には次のように記されています。
｢妻は子供をもうけるだけでなく，子供の成長過程を通
じて世話をするという，より重い責任を負っている。

したがって夫はそうした妻を思いやり，妻が健康と体

は風の中におられなかった。風の後に地震があったが，
ったが，火の中にも主はおられなかった。火の後に静

かな細い声が聞えた｡」（列王上19:11‑12)天から聞
こえてきたのは，静かな細い声でした。家庭における
平和の声は，静かな声なのです。
はんりょ

結婚生活において多くの自制が必要なのは，伴侶で

力を保てるように助けなければならない。結婚した男
女は，夫婦関係のあらゆる面において，自制を心掛け
るべきである。また，夫婦へのチャレンジに立ち向か
い，福音の教えに従って子供を育てる際に，主からの
霊感を求めるべきである。」(Genera/Handbookof

〔る〕」（筬言16:32)のです。柔らかい答えという技術
を養ってください。それは皆さんの家庭を祝福し，生
活を祝福し，伴侶を祝福し，そして子供たちを祝福す

IhstructiOns[1983年],77)

るでしょう。

夫の皆さん，妻の皆さん，お互いに尊敬し合って<
ださい。伴侶からの尊敬に値する生活をしてください。
お互いを尊重する心を養い，それが親切や自制，忍耐，
寛容，真の愛情として表れるようにしてください。お
せっかいや権力を誇示するような行為は慎んでくださ

はなくて自分自身です。夫の皆さん，妻の皆さん，忘
れないでください。「怒りをおそくする者は勇士にまさ

はんりょ

い。

2．柔らかい答え

では，2番目の礎に移ります。ほかによい言い方がな
いので，わたしはそれを「柔らかい答え」と呼びます。
しんげん

ずつと昔に，筬言の著者はこう断言しています。「柔
らかい答は憤りをとどめ，激しい言葉は怒りをひきお
こす｡」（筬言15:1)

わたしは男性と女性の皆さんから，お互いに意思の
疎通ができないという不満を数多く聞きます。わたし
は世間知らずなのかもしれませんが，なぜそうなるの

か分かりません。意思の疎通は，本質的には会話の問
題です。恋愛中は，二人でよく話し合っていたはずで
す。結婚してからも続けて話し合うことができないの
でしょうか。互いに心を開き，隠しだてせず，率直に，
楽しく，それぞれの関心事や問題，チャレンジ，望み
について語り合うことができないのでしょうか。
永遠の結婚生徒用手引き

3．正直な金銭管理

3番目の礎は，金銭面での正直さです。わたしは，
金銭問題が結婚生活においてほかのいかなる原因を組
み合わせたものよりも大きな問題の根源であると確信
しています。

わたしは自信をもって断言しますが，家計を管理す
る際に何よりも豊かな祝福をもたらす最も優れた規律
は，預言者マラキを通して古代イスラエルに与えられ
た戒めに従うことです。「十分の一全部をわたしの倉に
携えてきなさい。これをもってわたしを試み，わたし
が天の窓を開いて，あふるる恵みを，あなたがたに注
ぐか否かを見なさいと，万軍の主は言われる｡」（マラ
キ3:10)神に対して正直に生活する人は，恐らく伴侶
や同僚に対しても正直に生活するでしょう。さらにま
た，什分の一や献金を予算に組み込むときに，家計を
管理するのに必要な自制心を養うことでしょう。
わたしたちは人を引き付ける広告や巧妙な販売術が
氾濫する時代に生活しています。それらはすべて消費
を誘うことに目的があります。金遣いの荒い夫や妻は，
どのような結婚生活であれ危険にさらすことになりま
す。わたしが思うに，効果的な原則とは，日々の生活
はんりょ

はんらん
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に必要な支出については各自の自由な裁量に任せるよ

この世においても永遠にわたっても一つとなれますよ

うにすると同時に，大きな支出については常に話し合

うに，イエス・キリストの御名によって祈ります，ア

い，意見を求め，同意を得るようにすることです。夫
婦がそのような事柄について協議し，一緒にほかの人
から助言を求めるならば，軽率な判断や無分別な投資，

ーメン。

みな

神聖な特質を養う

その結果として起こる損失や破産は少なくなるでしょ
l職蝋

…

う
。

はんI)よ

主に対して正直に生活してください。伴侶として互

I
N
I
￨
;
I
説
韻̲IJI

いに正直に生活してください。ほかの人々に対しても

蕊

蝋
‑¥

ナニ使徒定員会会員
ジョセフ･B・ワースリン

助'＃

＃'塞鈷…雷

鰯

正直に生活してください。負債を期限までに返済する

ことを皆さんの生活の基本原則にしてください。夫婦

『リアホナ」1999年1月号，
26−29

で相談し，一致した決定を下してください。そのよう
にするときに，主は皆さんを祝福してくださるでしょ
う
。

末日聖徒として「わたしたちはすべてのことを信じ，
4．家族の祈り

皆さんの家庭を築く最後の礎は，家族の祈りです。
祈るために家族で一緒にひざまずくことほど，皆さ
んの生活に健全な影響を及ぼす習慣はほかにありませ
ん。「天のお父様」という言葉そのものに，すばらしい
力があります。確信をもって真心からこの言葉を口に

するとき，皆さんは神に対する自らの責任を感じずに
はいられないでしょう。神の息子，娘として主の前に
ひざまずいて嘆願するとき，結婚生活を打ちのめしか
ねない小さなチャレンジは，まったく取るに足りない
ものになります。

天の御父と毎日話すことによって，ほかの何物から
も得られない心の平安と生活の喜びがもたらされるで
しょう。夫婦の関係は年月とともにむつまじいものに
なるでしょう。愛が深まるでしょう。互いへの感謝の
気持ちが高まるでしょう。
みたま

子供たちは，神の御霊の宿る家庭で生活することに
より，安心感に包まれるでしょう。また，両親が互い

に尊敬し合っていることを知り，そのような両親を愛
し，人を敬う心をはく､くむでしょう。静かな優しい言
葉に安らぎを覚えるでしょう。父親と母親は神に正直
に生活し，伴侶や同胞に対しても正直に生活し，子供
はんI）よはらから

たちはそのような両親によって守られるでしょう。ま
た，両親が祈りの中で大小を問わず祝福に感謝するの
を聞いて，感謝の心を養うでしょう。そして，生ける
神を信じる信仰をもって成長するでしょう。
伴侶との関係は年を追うごとにむつまじく堅固なも
のとなり，永遠に続くものとなるでしょう。そして，
伴侶への愛と感謝が深まるでしょう。……
兄弟姉妹の皆さん，夫と妻の皆さん，神の祝福があ
って，神聖な結婚の聖約の下で感謝し合う伴侶として，
はんりょ

はんIツよ

すべてのことを望む。……どのようなことでも，徳高
いこと，好ましいこと，あるいは誉れあることや称賛
に値することがあれば，わたしたちはこれらのことを
尋ね求めるものである｡」6わたしたちが信じているもの

で，さらなる前進を促しているのは一体何でしょうか。
わたしたちは何を望んでいるのでしょうか。わたした

ちが尋ね求めるべき，徳高<，好ましく，称賛に値す
ることとはどのようなものでしょうか。わたしたちは，

自分自身の中に救い主の属性をはく、くむように努力を
すべきです。

信仰と希望と慈愛

使徒パウロの次の言葉が思い出されます。「このよう
に，いつまでも存続するものは，信仰と希望と愛と，
この三つである。このうちで最も大いなるものは，愛
である｡」7これらの神聖な特質が心と思いの中にしっか
りと根付き，すべての行動の指針とならなければなり
ません。モロナイ書の中にはこう書かれています。「最
も大いなるものである慈愛を固く守りなさい。。…･･そ
して，終わりの日にこの慈愛を持っていると認められ
る人は，幸いである｡」s信仰と希望が慈愛という形にな
って表れなければなりません。日の栄えの特質である
この3つの基本的な要素を尋ね求め，自分自身のもの
とするならば，それはこの世においても，また幕を越
えた次の世においても，わたしたちから離れることが
ありません。「現世を去るときにあなたがたの肉体を所
有しているその同じ霊が，あの永遠の世で，あなたが
たの肉体を所有する力を持つ」9ことを忘れないでくだ
さい。徳高く，また好ましく，称賛に値する特質を伸
ばすためのなおいっそうの努力を払うのに一日も引き
延ばすべきではありません。

永遠の結婚生徒用手引き
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主の戒めを守るなら，信仰と希望と慈愛がわたした

そしてキリストの弟子である人々にしか与えられない

ちの内にとどまります。これらの徳は「天からの露の

ということを心に留めてください。この純粋な愛で満

ように〔わたしたち〕の心に滴」り101わたしたちは，

たされるには，まず福音の第一の原則から始めなけれ

「きずも，しみもない」'｣状態で，主であり救い主であ

ばなりません。「第一に主イエス・キリストを信じる信

るイエス・キリストの御前に自信をもって立つ備えを

仰｣'8を持つ必要があるのです。

みまえ

するのです。

聖文を読み，その教えについて深く考えるにつれ，
自分自身の内に信仰，希望，慈愛をはぐくんでいくの
は，一歩一歩の積み重ねによるものだということが分
かります。信仰から希望が生じ，その二つが相まって

慈愛をはく、くんでいきます。モロナイ書にこう書かれ
ています。「したがって，信仰がなければならない。も
し信仰がなければならないとすれば，希望もまたなけ
ればならない。そして，もし希望がなければならない
とすれば，慈愛もまたなければならないO｣｣2この3つ
の徳は最初は順を追って生じてくるものかもしれませ
んが，いったん自分自身のものになると，それぞれが

互いに補い合うようになります。何か一つが欠けると，
それぞれが不完全になるのです｡3つの徳が互いに支え
合い，強め合うのです。モロナイはこう説いています。
「あなたがたに慈愛がなければ，あなたがたは決して神
の王国に救われない。また，信仰がなければ神の王国
に救われないし，また希望がなければ救われない。」'3
これこそ，わたしたちが尋ね求める，徳高<，好ま
しく，称賛に値する特質です。わたしたちは皆「愛は
いつまでも絶えることがない」'4というパウロの教えを
よく知っています。確かに，わたしたちは日々の生活
の中で，尽きることのない霊的な力を必要としていま

す。モロナイは「信仰と希望と慈愛が〔わたしたち〕
を〔主〕のもとに，すなわち，あらゆる義の源に導く」
という啓示の言葉を書き記しています｡'5

今主の教会として地上に回復されている，この末日
聖徒イエス・キリスト教会は，わたしたちを救い主の
みもとへ導き，これらの神聖な特質を育て，養い，強
める助けを与えてくれます。事実，救い主はその業に
働くために必要な資格を次のような言葉で明らかにさ
れました。「人は謙遜であり，愛に満ち，信仰と希望と
慈愛を持ち，また自分に任せられたすべてのことにつ
いて自制しなければ，だれもこの業を助けることはで
けんそん

きない｡」'6

モルモンは「この慈愛はキリストの純粋な愛」であ

ると教え，「御父が御子イエス・キリストに真に従う者
すべてに授けられたこの愛で〔わたしたちが〕満たさ
れるように，また神の子となれるように，熱意を込め
て御父に祈りなさい」と熱心に説きました｡'7この慈愛
は，それを尋ね求める人，また熱心に祈り求める人，
永遠の結婚生徒用手引き

信伽

「さて，信仰とは，望んでいる事がらを確信し，ま
だ見ていない事実を確認することである｡」,9「信仰とは
物事を完全に知ることではない。したがって，もし信
仰があれば，〔わたしたち〕はまだ見ていない真実のこ
とを待ち望むのであるo｣20末日聖徒は信仰の力を受け
ることができます。完全な福音を持っているからです。
熱心に学び，深く考え，祈るなら，神に関するまだ見
ていない真実のことへの信仰が強められていきます。
たとえ初めは「ごくわずかな信仰でも……たとえ信じ

ようとする望みを持つだけでも｣2]よく注意を払うなら，
あかし
小さな信仰の種が，生気にあふれた力強く実り多い証
の木に育ちます。

主イエス・キリストへの信仰はわたしたちに悔い改
めを促します。わたしたちは，主の贈いによって可能
となった悔い改めを通して，自分自身の罪，弱さ，過
ちに対する赦しがもたらす，静かな安らぎを感じるこ
とができますoわたしたちは霊的な再生への信仰をも
たまもの
ってバプテスマを受け聖霊の賜物を授かるのです。
あがな

ゆる

従順は主のようになるための力をもたらすという信
仰をもって，わたしたちは神の戒めを守る努力をして
います。わたしたちは救い主の復活によって，死は命
の終わりではないという信仰を持つことができます。
また，いつの日かすでにこの世を去ったいとしい人々
に再会して喜び，彼らと温かな抱擁を交わすことがで
きるという信仰も持っています。
希望

モルモンは当時の聖徒たちにこう問いかけました。

｢また，あなたがたは何を望めばよいのであろうか｡」
そして自ら次のように答えています。「見よ，わたしは
あなたがたに言う。あなたがたは，キリストの蹟罪と
しょくざい

キリストの復活の力によって永遠の命によみがえるこ
とを望まなければならない。あなたがたがキリストを

信じることで，約束のとおりこれが果たされるのであ
る｡」22エテル書の中では，こう教えられています。「神
を信じる者はだれであろうと，もっと良い世界を，ま
ことに神の右に一つの場所を，確かに望むことができ
る。この望みは信仰から生じ，人々にとってその心を
いかり
しっかりとした不動のものにする錨となる｡」23
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あらし

たとえ逆境の嵐が吹きすさぶときでも，御父は希望

わたしは特別な証人として，イエスがキリストであ

に根差した生活ができるようにわたしたちを助けてく

られること，また，救い主が御自身の預言者，ゴード

ださいます○主はこう約束してくださいました。「わた

ン･B・ヒンクレー大管長を通して，この教会を管理し

しはあなたがたを捨てて孤児とはしないo｣24そして主

ておられることを証します。主の地上への再臨に備え，

は「〔わたしたち〕の苦難を聖別して，〔わたしたち〕

皆さんが主の神聖な特質をはく

の益としてくださる」のです｡25試練に押しつぶされそ

ス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

うに思えるときでも，わたしたちは主の確かな約束か
ら，力と望みを得ることができます○主はこう約束さ
れました。「……恐れてはならない。おののいてはなら
ない。これはあなたがたの戦いではなく，主の戦いだ

あかし

くめますように，イエ

みな

注…

6．信仰箇条l:13
7.1コリント13:13

からであるo｣26

8．モロナイ7：46−47

慈愛

10．教義と聖約121:45

9．アルマ34：34
あかし

一度，信仰が強くなって，堅固な証になり，天の御
父の幸福の計画に対する希望を得，また信仰の目を通
あがな
して，自分たちが，人を蹟うために御子を与えてくだ
さった愛に満ちた御父の子供であるということを理解
すると，心の中に，大きな変化を経験しますO27そして，
｢贈いをもたらす愛の歌を歌｣28いたいと感じ，胸の中
が慈愛で満たされるようになります○神の愛は「どん
なものよりも好ましいもの……それは人にとって最も
喜ばしいもの｣29ということをわたしたちは知っていて，
その喜びを人々と分かち合いたいと思いますO人々の
ために働き，祝福を伝えたいと望みます。

ll．lペテロl:19

12．モロナイ10:20
13.モロナイ10:21
14.1コリント13:8
15．エテル12:28

16.教義と聖約12:8
17．モロナイ7：47‑48

18.信仰箇条1:4

19．へブルll:1,強調付加
20．アルマ32:21

21．アルマ32:27｡28‑43節も参照
22．モロナイ7:41

家族

23．エテル12：4

「家族一世界への宣言」は，家族の神聖さと「夫婦
は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供たちに
対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負って
い」30ることをはっきりと宣言しています。子供たちに
小さいころから，神殿の神聖さを教える必要がありま
す。また，天の御父が自分のために備えておられる祝
福を受けるために，神殿に参入することを究極の目標
とすべきであると教える必要があります。この壮大で
神聖な目標が子供たちに与えられ，やがて，彼らはこ
れが人生最大の祝福であるということを理解するよう

24．ヨハネ14:18

25．2ニーファイ2：2

26．歴代下20:15

27．アルマ5：14参照
28．アルマ5：26

29．1ニーフアイll:22‑23

30．『聖徒の道』1998年10月号,24

になります。……
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福音を
墓とする家庭を築く
親としての責任

主に祈り，主に導きを求め，受けた祝福に感謝する
ことを親は子供に教えなければなりません。子供たち

がまだ小さかったころ，ベッドの傍らにひざまずいて，
どう祈ったらよいか教えてあげたときのことが思い出
されます。

家庭を学びの家に変える理想的な方法

は,家庭の夕べを忠実に扇ぐJJ■とどです。
一一ルジヨセフ;FjB㎡丘jワ冒豈スリン長老

また親は，善悪を見極めることも教えなければなり

ません。子供は神の戒めを学ぶことができます。また，
学ばなければなりません。盗み，うそ，人をだますこ
と，むやみに人の物を欲しがるのが悪であることも学
ばなければなりません。

また，家で働く方法も学ぶ必要があります。正直に

精選ざれた教え

働くならば高潔さと自尊心が得られることも学ぶ必要
があります。また，勤労と，良い仕事をする喜びも学

親としての成功

ばなければなりません。

スペンサー．W・キンボール大管長

げなければなりません。テレビの見すぎは有害です。

また，余暇を健全に建設的に過ごすように導いてあ

「良い家庭の子供たちが反抗したり，道を踏み誤っ

特にテレビのわいせつな番組に気を許してはなりませ

たり，罪を犯したり，挙げ句の果ては神と争ったりす
るのを，わたしはしばしば目にしてきました。海流を

ん。今の育ち盛りの子供たちは，週25時間以上もテレ

起こそう，模範になって教えようと自分の最善を尽く

地域社会には，家族にとって健全な娯楽を振興する

してきた両親は，それに大きな悲しみを受けます。し
かし，よくあることですが，その子供たちの多くが，
迷いの年月を過ごした後に，心を和らげ，失っていた
ものを悟り，悔い改めて社会の霊的面に大きな貢献を
するのです。それはなぜかと言えば，いろいろな逆風
が吹きつける中で，彼らは自分で意識する以上に大き
く，自分の家庭で培われた生活の海流の影響を受けて
いたのであろうと思います。後日，彼らが自分の家庭
の中に，父母の家庭と同じ雰囲気を持ちたいと望むと
き，きっと両親の生活に意義を与えた信仰に立ち返る

という責任があります。地域社会が容認するものが，
今日の若者が成人するころには，社会的な標準となっ

ビを見ていると推定されています。

こんにち

ていくのです。

家族は，ともに働き，遊ぶ時間をもっと増やさなけ
ればいけません。家庭の夕べを毎週開くようにしてく
ださい。そして，遊んだり，家族皆で家の仕事をした
りするとよいでしょう。また，寸劇をしたり，ピアノ
を囲んで歌ったり，ゲームをしたり，特別に作ったお
やつを食べたり，家族皆で祈ったりしてください。家

ことでしょう。」（｢家族に流れる海流」『聖徒の道』

族の夕べのような活動は，あたかも鉄の鎖のように家
族を，愛と，誇りと，家風と，力と，忠実さで結び合

1975年7月号,292)

わせます。

エズラ・タフト・ベンソン大管長

慣にしましょう。

安息日には，家族そろって聖文を勉強することを習

「主の愛と教えによって子供たちを育てることです。
今日のような世の中で，心の明るい温和な子供を育
こんにち

てるのは，生易しいことではありませんが，できない
ことではありません。現にそれをしている親はいます。

親が己れの責任を自覚すること，それが蕊となりま
す
。

子供にとって何にも増して必要なのは，自分が愛さ
れ，必要とされ，価値を認められているということを
心で感じ，理解することです。子供たちはそのことを
しばしば確認する必要があります。これは，明らかに
親が果たすべき役割です。そしてたいてい，母親が最
もよくその役割を果たせます。……

永遠の結婚生徒用手引き

毎日家族が集まって，聖文を読んだり，賛美歌を歌
ったり，家族の祈りをささげたりするひとときを持つ
のもよいでしょう。

親は，子供が福音の儀式を受けることができるよう
に備えなければなりません。

「家庭に改善が必要である。毎日，家族とともに
1日に2度祈り，家庭を変えるようにしなさい。……あ
らゆる食物を祝福したもうよう祈りなさい。〔聖典〕か
ら10分間，主の言葉を読むようにしなさい。･･･…あな
みたま
たの家庭を，愛，平安，主の御霊，親切，慈愛，他人
のための犠牲で豊かに満たしなさい。粗野な言葉を退
け，。…･･心の中に神の御霊を宿しなさい。霊と力によ

親としての責任一福音を基とする家庭を築く59

り，実践によってこれらを力あるものとし，子供に教

中で，子供を持つ人は家庭外のことを進んで一つあき

えなさい。・・…･家庭環境，模範，訓練が……キリスト

らめ，その時間と才能を家族のためにささげることが

の福音の真理に添っているならば，百人のうち一人と

できるでしょうか。子供や孫を持つ皆さんにお願いし

して迷う子供はいないであろう｡」（ジョセフ．F･スミ

ます。人生でいちばん大切な人間関係にいちばん貴重

ス,Gospe/Doctrine,第5版，ソルトレーク・シティ
‑:DeseretBookCo.,1939年,302)｣(｢家族を永遠の
ものとするために」『聖徒の道』1983年1月号,106‑

順位を念入りに調整してください。最も献身的であっ

1
0
7
)

われました。「あなたの家族の世話を特によくするよう

な時間を費やせるよう，皆さんのスケジュールと優先
たブリガム・ヤングでさえ，かつて主に次のように言

に……｡』（教義と聖約126:3)時には，このメッセー
オーソン。F・ホイットニー長老

ジをいちばん必要とするのは，最も忠実に働いている

「預言者ジヨセフ・スミスはこう宣言しています。
(彼の教えの中で，これほど人々の心に慰めを与えてく
れるものはないでしょう｡）すなわち，忠実な両親の永
遠の結び固めと，『真理の大義』における雄々しい奉仕
に対してなされる約束によって，両親だけでなく，そ
の子孫も救われるのです。中には迷い出る羊もいるで
しょう。しかし羊飼いは常に彼らを見守っておられる
のです。彼らは，囲いに戻そうと神の手が差し伸べら
れていることに，遅かれ早かれ気づくでしょう。わた
したちがこの世にいる問か，あるいは来世に行ってか
らになるかもしれませんが，いずれ彼らは戻って来る
でしょう。正義に背いた結果に対しては責任を取り，
犯した罪の報いを受けなくてはなりません。しかし最
ほ う と う ゆ る
終的には，罪を悔い改めた放蕩息子のように，赦しの
心で迎えてくれる父親の心と家に戻るのであれば，つ

人なのです！」（｢汝の家族を特に護るべし」『聖徒の道』

らい経験も無駄にはなりません。軽率で反抗的な子供
のために祈ってください。希望と信頼を捨てずに信仰
をもって見守り，神の救いの業を見届けてください｡」
(ConferenceReport,1929年4月,110)

1994年7月号,97‑98)
リチャード。G･スコット長老

「皆さんの中には，親の勧めを無視して，道を外れ
た子供を持つ人もいるでしょう。天の御父も繰り返し
同じような経験をしていらっしゃいます。中には選択
たまもの
の自由の賜物で天の勧告に背く選択をする神の子供た
ちもいますが，神は愛し続けていらっしゃいます。そ
れでもわたしは，神が子供たちの無分別な選択を見て

も，御自分を責められることはないと確信しています｡」
(｢正しい原則の力」「聖徒の道』1993年7月号,37)
ロバート．D・ヘイルズ長老

「家族を強めるために，家庭という囲いの中ででき
ることは，無数にあります。家族の中で強める必要の
ある分野が分かるように，幾つかのアイデアと具体例
を紹介しましょう。人や家族がそれぞれ異なることは

よく承知していますが，皆さんを励ますためにお伝え
します。……

ハワード．W・ハンター長老

「立派な親とは，子供に愛を示し，犠牲を払い，世
話をし，教え，子供の必要を満たす人のことです。も
しこれらのことをすべて行っても，子供が不従順で世
のものを追い求め，手に負えないようであれば，それ
でも，皆さんは立派な親であると言えます。どのよう
な環境の下でどのような両親のもとに生まれてこよう
とも，反抗するために生まれてきたような子供がいる
のではないでしょうか。同様に，両親がどうあろうと，
両親の生活に祝福と喜びをもたらす子供もいると思い
ます｡」（｢子供を思いやる両親」『聖徒の道jl984年1月
号,114)

・子供たちと時間を過ごし，活動や話題を子供に選ば
せましょう。気を散らすものを排除してください。
・子供と毎日祈りましょう。

。一緒に聖文を読みましょう。わたしが覚えているの
は，両親が聖文を読んで，子供たちが床に座ってそ
れを聞いていたことです。時々両親からこう質問さ
れました。『この聖句は，どういう意味かな？』『こ
の聖句からどんな気持ちを感じるかな？』それから
両親は，子供たちの答えに耳を傾けました。
。生ける預言者の言葉や，教会機関誌の中から子供や
青少年や成人向けの霊を鼓舞する記事を読みましょ
う。……

ニール．A・マックスウェル長老

「家族の持つ価値観は，明らかにわたしたち個人の
優先順位を反映します。現在のきわめて深刻な状況の

･毎週家庭の夕べを開きましょう。両親は時々，恐れ
るあまり，子供に教えたり，証したりできないこと
があります。わたしの人生にも，そのようなやまし
あかし
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ざを覚えたことがありました。子供たちが必要とし

あります。すなわち最終的には子供は皆さんの名前を

ているのは，霊的な気持ちを分かち合い，教えや証

祝福された者の中に数えるようになるでしょう。」（｢彼

を伝えてくれる両親なのです。

女は母親だからさ」『聖徒の道』1997年7月号,41)

o家族会議を開いて，家族の計画や関心事について話

し合いましょう。最も効果的な家族会議の一つは，

ロバート。D・ヘイルズ管理監督

家族と一対一で行うものです。子供たちの考えが大

「しかし，尊い愛と世話を受け，入念な教育を受け

切であると感じさせてください。子供の話に耳を傾
け，子供から学んでください。……

た子供でも，大人になってから様々な理由でその教え

・できるだけ家族一緒に食事をして，有意義な会話を
楽しみましょう。

らよいでしょう。末日聖徒は選択の自由の原則を理解

・自分一人ですれば簡単に速くできる仕事でも，家族
皆で行いましょう。家族で働くときに，子供たちと
話をしてください。わたしの父は，そのような機会
を士曜日ごとに与えてくれたものです。

・子供が友情を築く方法を学べるように助け，友達が
家庭で歓迎されていると感じられるようにしましょ
う。友達の両親と知り合いになってください。
・時間やお金の賢明な使い方を模範によって子供に教
えましょう。自立と，将来に備えることの大切さを
学べるように助けてください。

・先祖や家族の歴史について子供に教えましょう。
o家族の伝統を築きましょう。子供たちの必要や才能，
能力を考慮して，有意義な休暇を過ごす計画を立て，
実行してください。子供たちが楽しい思い出を作り，
才能を伸ばし，自尊心を築けるように助けてくださ
い。･･･…

･預言者ジヨセフ・スミスの言葉を忘れないでくださ
い。『人々に罪を捨てさせるには，手を取って導き，
優しく見守る以外にない。人々がわたしに少しでも
愛と親切を示してくれたら，わたしはどんなにか心
強いことだろう。ところがその反対の行為は，あら
ゆる不快な思いを巻き起こし，人の心を憂うつにさ

を拒む場合があります。そんなとき親はどう対応した
し，尊重しています。ですから，彼らが人生経験を通

じて，再び福音に生きる望みと能力を取り戻せるよう
に祈りましょう。彼らがわたしたちの子供であること

に変わりなく，親であるわたしたちが彼らを気遣い愛
していることも変わらないからです。家の戸も心の扉
も閉ざすことはありません。

子供が教会から離れている人の中には，教会の召し
を受け入れられない，あるいは果たせないと感じてい
る人々がいます。しかし召しを受け入れて全力を尽く
すと，深く愛する人々に霊的に多大な影響を与える場
合もあります。ほかの家庭には何の問題も障害もない

と思っている人々がいるとすれば，それはほかの家庭
の事情をよく知らないだけです。……

子供を育てる過程で間違いを犯さない親はいません。
しかしへりくだり，信仰を持ち，祈り，勉強すること
によって，だれでもさらに良い道を学び，その過程で
現在の自分の家族を祝福し，幾世代にもわたって正し
い伝統を伝えることができるのです。

せるものである｡｣(TeachingsofthePmphetJbseph

主の約束は確かです。「わたしはあなたを教え，あな
たの行くべき道を示し』（詩篇32：8）とあり，また
『与えられると信じて，わたしの名によって父に求める
ものは，正当であれば，見よ，何でもあなたがたに与
えられる』（3ニーファイ18:20)と記されています｡」
(｢どのように子供の心に残る親か」『聖徒の道』1994年

Smith,ジヨセフ・フイールデイング・スミス選

7月号,10)

[1976年],240)｣(｢家族を強めること−わたしたち
に託された神聖な義務」『リアホナjl999年7月号，

家庭の夕べ

38‑39）

大管長会一ジョセフ．F・スミス，アンソン．H・ラ
ジェフリー。R・ホランド長老

ンド，チャールズ。W・ペンローズ

「人々に愛され，親としてすばらしい成功を収めた
ジョセフ･F･スミス大管長でさえ，次のように懇願し
ました。『神よ，どうかわたしに子供を失わせないでく
ださい｡』それはすべての親の心の叫びであり，同時に
すべての親の恐れている点でもあります。しかし努力
と祈りを怠らなければ破綻を来すことはありません。
皆さんには励ましを得，次のことを知る十分な権利が

「このために，わたしたちは全教会で『家庭の夕べ』
を始めるように勧告し，また強く求めます。父親と母
親はこのひととき，家庭に子供たちを集めて，主の言

はたん
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葉を教えることができます。・・…・

聖徒たちがこの勧告に従うなら，大きな祝福がある
ことを約束します。家庭に愛が広がり，子供たちはさ
らに従順になるでしょう。イスラエルの若者の心には
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信仰が宿り，彼らは周囲の悪や誘惑と戦う力を得るで

家族会議の持ち方

しょう｡」("HomeEvening,"ImprovementEra,1915
年6月号，733‑734）

スペンサー。W・キンボール大管長

エズラ・タフト・ベンソン大管長

到着し，平坦地で十分に休んだことを話し，次いで評

「時間を取って有意義な家庭の夕べを行ってくださ
い。夫を管理者として，霊的で心が鼓舞される家庭の
夕べを毎週行いましょう。子供たちを積極的に参加さ
せてください。正しい原則を教えましょう。家庭の夕
べを家族の最大の伝統にしてください。」(Tothe

議会について特に強調しました。家族会議ワード・

MothersinZiOn,9)

す。わたしたちは一つの民として，主がわたしたちに
かんぺき

「またわたしは昨年，わたしたちが一つの目的地に
へいたん

ステーク評議会，そして地域や全教会にわたる評議会
についてです。

こうした動きを注意深く観察してほしいと思います。
すべて一つの方向を目指していることが分かるはずで

お命じになっていることをさらに完壁に行う必要があ
ジョセフ。B・ワースリン長老

「家庭を学びの家に変える理想的な方法は，家庭の
夕べを忠実に開くことです。教会は月曜日の夕べをこ
れに充てています。1915年に大管長会は地元の指導者
や子供を持つ人々に家庭の夕べを始めるよう指示しま
した。親はこの時間を使って福音の原則を家族に教え
ます。大管長会はこう記しています。『聖徒たちがこの
勧告に従うなら，大きな祝福があることを約束します。
家庭に愛が広がり，子供たちはさらに従順になるでし
ょう。イスラエルの若者の心には信仰が宿り，彼らは
周囲の悪や誘惑と戦う力を得るでしょう｡』
デビッド･O・マッケイ大管長は,1965年に同じよう

な約束を述べ，こう付け加えています。『若人は正義と
平安を選ぶ力を得，御父の家族の輪の中に永遠の場所
を確実に見いだすでしょう。』1976年には，大管長会は
再びこう述べています。『家庭の夕べを定期的に開く家
族には大きな祝福が訪れます｡だれもが自分が価値ある
存在であることを知り，家族の一致は強まるでしょう。
そして同胞を愛し，天の父なる神に対して心からの信
頼感を持つようになるのです｡』」（｢堅固な家庭，家族」
はらから

『聖徒の道」1993年7月号，72）

ジョー・』・クリステンセン長老
「毎週，必ず，家庭の夕べを開きましょう。家庭の
あかし

夕べは，子供たちと証を分かち合えるすばらしいひと
ときとなります。福音に対する気持ちを伝える機会を
子供たちに与えてください。御霊の存在を感じたとき，
それを自覚する力を子供たちが養えるようにしてくだ
さい。また，家庭の夕べは，家庭を霊的な避け所，安
らぎの場とするのに役立ちます｡」（｢汚れた世にあって
子供を育てる」『聖徒の道』1994年1月号，14）
みたま

ります｡」（｢いかなる汚れた手も，この御業の発展を阻
止することはできない」『聖徒の道』1980年9月号,3)
「家計に関して家族会議を開くとき，子供たちはど

のようなことを学ぶでしょうか。10代の息子が計画に
参加し，状況を理解して，夏休みのアルバイトで得た
お金を，くたびれた冷蔵庫の買い換えに使ってほしい
と申し出るとき，両親はどのような気持ちがするでし
ょうか｡」（｢福祉活動一福音の実践」『聖徒の道』1978
年2月号,119)
エズラ・タフト・ベンソン大管長

「どの家庭にも問題やチャレンジは必ずあります。
しかし，幸せな家庭は，批判や口論を避け，問題解決
に向けてともに努力しようとします。互いのために祈
り，話し合い，励まし合います。時には，家族の一人
のためにともに断食をします。

堅固な家庭では家族が互いに支え合います。
実りある家庭は，計画，仕事，休暇，レクリエーシ
ョン，親族会など，何事も一緒に行います。

良い両親は，悪に汚れた環境で子供たちを育てるこ
とが容易ではないことを知っています。それだけに，
最も健全な影響を与える手段を入念に講じています。
道徳的な原則を教え，良い書物をそろえて読んでいま
す。テレビ番組を選択し，人を高める良い音楽を取り
入れています。しかし何よりも大切なことは，御霊の
導きの伴う考え方をはく､くむ方法として聖文を読み，
聖文について話し合っているということです｡」（｢聖徒
たちに与える勧告」『聖徒の道』1984年7月号,11)
「わたしが家族会議について話すのは，家庭の団結と一
致がとても大切なものだからです。家族会議を開くように
両親に奨励することで，皆さんに，天の家庭に倣ってこ
の世の家族を築いてほしいのです｡」（｢評議会による教
会管理」『聖徒の道」1979年10月号,126)
みたま
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スティーブン。L・リチャーズ副管長

の皆さんは，わたしが述べた原則を，夫婦の間で，ま

「教会管理の真髄は評議会により管理するところに

た子供との関係の中で，熱心に実行してください。そ

あります。……わたしはこれまでの経験から評議会の

うするときに，家庭をこの世の天国にすることができ

価値を十分に認識しています。神の王国を治めるため

ます｡」（｢評議会に助言を求める」『聖徒の道』1994年7

に評議会が設けられたのは，神の知恵によるのです。

月号，29）

わたしはこのことを一日たりとも忘れたことはありま

せん｡｣(ConferenceReport,1953年10月,86)

ロナルド。E・ボールマン長老

L・トム・ペリー長老

たる一致は欠かすことのできないものです。評議会の

「わたしたちが成功を収めるうえで，物心両面にわ

「次に，月曜日の夜の家庭の夕べの時間は，子供た
ちが家族の一員として，また将来，父親，母親として
課せられる義務に対してどう備えるべきかを両親から
学ぶ家族評議会の場にします。家庭の夕べは家族そろ

っての食事で始め，続いて評議会を開きます。評議会
では，神殿参入への備え，伝道への備え，家庭の管理
運営，家計，職業面での能力の向上，教養を高めるこ
ぞうけい
と，地域社会の活動への参加，芸術への造詣を深める
こと，財産の取得とその管理維持，家族の活動予定，

余暇の過ごし方，家事の割り当てなどの事柄について
の話し合いや訓練がなされます。そして特別のデザー
ト，また子供たちが一人一人，両親と個別に話し合う
という家庭の夕べの中でいちばん楽しい時間がその後
に続きます｡」（｢人は自分のまいたものを刈り取る」
『聖徒の道』1981年4月号,11)
「家族ごとに，家族全員で構成される家族評議会を
設けるようにします。この会では，家族の基本的な責
任を子供たちに教えます。そして，様々な決定を下す
方法と，その決定に基づいて行動する方法を教えます。

こういった責任に対して十分な備えができないまま，
結婚適齢期を迎えてしまう子供が，あまりにも多すぎ
ます。労働の倫理や自己の備えを最も効果的に教える
ことができるのが，この家族評議会なのです。『働くば
かりで遊ぶことをしなければ，頭の鈍い少年になる』
という古い格言がありますが,J･ルーベン・クラー

どの段階においても，祈りと話し合いによって意見の

一致を求め，主の助けを得るための前提条件である一

致を図らなければなりません。実際問題としては，決
定は妥協によってではなく，神との同意の下に下すべ

きです。参加者は競合の目的で集まった利益代表者で
はなく，会の一致に貢献しなければならない人なので

す｡」（｢神権評議会一物心両面の必要を満たす鍵」『聖
徒の道』1980年9月号,142)

良い結婚が子供たちを祝福する
ハワード．W・ハンター大管長

「また，妻に対する尊敬の気持ちを本人にだけでな
く子供たちにも定期的に伝えてください。確かに，父
親が子供たちのためにできる最もすばらしいことの一

つは，子供の母親を愛することです｡」（｢義にかなう夫，
父親」『聖徒の道』1995年1月号，58）
デルバート。L・ステイプレー長老

「両親が未熟で，怒りや争いや悪口なしに互いの違
いを調整することができなければ，子供はひどく不安
定になり，成長したときに，不幸せな家庭環境から逃
げ出すために，悪影響を与える友達と時間を過ごすよ

うになる傾向があります｡｣(ConferenCeReport,1970
年10月,45)

ク・ジュニア副管長はこれを次のように言い換えまし

た。『しかし，遊ぶばかりで働くことをしなければ，役
立たたずの少年になる｡』（ハロルド･B・リーによる引
用,@AdministeringTrueCharity,'福祉農場大会に
おける説教,1968年10月5日)」（｢個人と家族の備えに
ついて教える」『聖徒の道』1981年9月号，
146‑147)

101ページの引用を参照。

に震

マービン・』・アシュトン長老

「親子がお互いに聞き合い，話し合うことが交流の
一番の手段となることが多くあります。思いやりと愛
のこもった言葉を，感受性の強い子供たちは聞き入れ

嘉
示三
−
1
臺
糾
｢
諾
の
交
流
Ⅲ
聖
徒
の
道
'
Ⅲ

M・ラッセル・バラード長老

「教会の評議会の基本は家族会議であ
ることを心に留めましょう。父親や母親
永遠の結婚生徒用手引き
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動作や話をするときの言葉遣い，態度を通して愛を表

管長，使徒，預言者，聖見者，啓示者などという尊い

現することです｡」（｢幸福は家庭で作られる」『聖徒の

称号に心を向けていますが，同時に，父親，母親，子

道』1991年1月号,13)

供，兄弟，姉妹，家族，さらにお父さん，お母さん，
おじいちゃん，おばあちゃん，赤ちゃんといったこと

ロバート。D・ヘイルズ管理監督

「すばらしい親同士でも意見の食い違うことがあり，

を採り上げても天の怒りを買うことはありません。
けいけん

もし敬虚に祈りの気持ちをもって従順に時を過ごす

殴ったり，どなったり，物を投げたりしなくても，意

なら，なぜ天の神が御自分を『御父」と呼び，宇宙の

見の相違は乗り越えられるということが分かれば，子
供たちに助けとなります。互いの見解を尊重しつつ穏
やかに話し合うざまを見聞きすることによって，子供
たち自身も生活の中で見解を異にする相手とどう協力
すればよいかを学べるからです｡」（｢どのように子供の
心に残る親か」「聖徒の道』1994年1月号,10)

創造主を『御子』と呼ぶように命じられたのか，その
理由を示される日が来るでしょう。そのとき聖典の中
に語られている高価な真珠を見いだして，喜んで行き，

それを得るために自分の持っているものをすべて売り
払うようになるでしょう。

預言者たちに示された偉大な幸福の計画（アルマ
42:8,16参照）とは，幸福な家族になるための計画で

永遠の観点から見た子育て

す。それは世代を超えて常に書き換えられる，夫と妻，

親と子供の愛の物語なのです｡」（｢信仰の盾」『聖徒の
スペンサー．W・キンボール大管長

道」1995年7月号,9)

「末日聖徒イエス・キリスト教会は，その創設以来，
家庭生活の大切さを強調してきました。わたしたちは，

ボイド．K・パッカー長老

永遠の単位である家族の基が，遠く地球の創造以前に
さかのぼることを常に心に刻み込んできました。この

家庭生活を基盤としていない社会は土台がないのと同
じで，やがては崩壊してしまうことでしょう。」（｢家族
は永遠に」『聖徒の道』1981年4月号,2)

「『母親の役割は神の役割に近いものです。人間が行
う最も高貴な業です。その業はその聖なる召しを敬う
母親を天使の次に置くものです｡l[ConferenceRepOrt,
1942年10月,12‑13]

大管長会のこの声明は，発表された当時よりも現在
においてさらに必要性を増しています。教会のいかな

ハワード。W・ハンター大管長

「しかし，この世で結婚の機会に恵まれない人々も
います。過去の預言者たちはそのような人々について

も語っています。ロレンゾ・スノー大管長はこう教え
ました。

『主に忠実な生涯を送って亡くなった末日聖徒が，
機会を与えられなかったためにある事柄をなし得なか
った場合，それだけの理由で来世で失うものは何もな
い。言い換えれば，若い男性や女性が結婚する機会が
ないまま，死に至るまで忠実に生活をするならば，こ
の機会を得て成長した男女が受けるであろう祝福と昇
栄と栄光のすべてにあずかるであろう。それは疑いの

るレベルのいかなる組織の見解も，この大管長会のメ

ッセージに取って代わるものはありません。」（｢この世
から永遠にわたって」『聖徒の道』1994年1月号，27）
「イエス・キリストの福音を知った人には，喜ぶ理
由があります◎僖び』や『喜ぶ』という言葉は聖典の
中に再三現れます。末日聖徒は幸せな民です。この教
義を理解すれば，親になることが神聖な務めであり，
生命を生みだすことは神聖な特権であることが分かる
でしょう。堕胎など想像すらできなくなります。自殺
を考える人はなくなりますし，人の持つ弱点や問題は
すべて消えていきます。」（「人生の謎」『聖徒の道j
1984年1月号,31)

ない確かなことである｡』(TheTeacM]gsofLorenzo

Snow,クライド.J・ウイリアムズ編〔ソルトレー
ク・シティー:Bookcraft,1984年],138)
わたしもスノー大管長の言葉が真実であると確信し
ています｡」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒の道」1995
年1月号，57）

ブルース．R・マッコンキー長老

「わたしたちが教会で行うすべてのことは日の栄え
の結婚に集約されます。すなわち，昇栄は家族にかか
わる事柄なのです。．．…・

……このように家族は現世でも永遠の世でも最も大
切な集まりです｡

ボイド。K・パッカー十二使徒定員会会長代理

「わたしたちはこの神聖な聖会の中で，大祭司や大

したがってわたしたちはこの世のいかなるものより
も，家族にもっと深い関心を寄せるべきです。
永遠の結婚生徒用手引き
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すべての重大な決定は，それが家族に及ぼす影響を

親としての責任がもたらす喜び

考慮して下すべきです。男女交際，学校教育，友人の
選択，職業，趣味，居住地，社会生活，加入する組織，
人々への奉仕，とりわけわたしたちに示された真理の

標準に従うか否か，これらすべては家族に及ぼす影響
を考慮して決めなければなりません。

スペンサー．W・キンボール大管長
「ペスタロッチの次のような考え方を，わたしたち
は支持するものです。

『家庭の喜びは，地上で最も喜ばしいものである。

イエス・キリストの福音に教えられているような家

両親が子供たちに抱く喜びは，人間的に最も神聖な喜

族を造り，完全の域に到達させることがこの世で最も

びである。その喜びは，心を汚れなく輝かしいものに

大切なことです｡」（｢救いと家族」『聖徒の道』1970年

し，天の御父のもとまで引き上げるのである｡』

ll月号,309)

皆さんもわたしも，この偉大な，何ものにも勝る喜
びが，それぞれの両親という囲いの中に存在すること

M・ラッセル・バラード長老

をよく理解することができます。そのためには，両親

「永遠の霊の子供に肉体を与える父，母となる特権
をわたしたちに与えてくださった天の御父の大きな信
いけい
頼について考えるとき，わたしは畏敬の念を感じずに

が夫婦としてまた家族としての責任を果たしていなけ

庭の中で実現していなければならないのです｡」（｢永遠

はいられません。わたしたちは天の御父がわたしたち

の富を求めて」『聖徒の道』1976年8月号,422)

ればならないし，結婚と家庭生活の持つ高い理想が家

一人一人に深い関心を寄せておられることを忘れては

なりません。そして人間はそれぞれ神の永遠の計画の
中でどれほど大切な存在なのかをよく認識する必要が
あります。わたしたちが一人一人の大切さを理解する
とき，わたしたちは親として神聖な責任に対する導き
と指示を，心から天の御父に祈り求めることができま
す。主はこう言われました。『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｡j(モーセl:39)この言葉は，この世の父
母が大いなる生命の永遠の計画の中で家族一人一人に
とって非常に重要な役割を負っていることを表してい

るように思われます｡」（｢霊の成長」『聖徒の道』1979
年2月号,110)

N・エルドン・タナー副管長

「夫が宗教を実践して神権の召しを尊んで大いなる
ものとし，妻が手立てを尽くして夫を支える，愛と一
みまえ
致のある家庭，天の御父の御前に連れ帰るべく義にか
なった息子，娘を育てようと，夫婦が一致して努力す
る家庭ほど麗しいものを，わたしは思い浮かべること
ができません。これは実現不可能な夢のように聞こえ
るかもしれません。しかし，この教会にはそのような
家族がたくさんあることを，そしてイエス・キリスト
の教えを受け入れ，それに従うならば，だれにでもそ
れが現実となり得ることを，わたしは断言できます。
そのような家庭に育つ子供は何と幸せでしょうか。そ
のような子供たちを持つ親の喜びはいかに大きいこと

ジェフリー．R・ホランド長老

でしょうか｡」（｢最も大いなる誉れ−女性の役割」『聖

「人が親となることに神は究極の目的と意義と見い
だしておられるという点に，わたしは深く感動しまし
た｡」（｢彼女は母親だからさ」『聖徒の道」1997年7月

徒の道』1974年6月号,281)

号，41）

「教会におけるすべての活動の究極の目的は，夫と
妻，そしてその子供たちが幸福な生活を送り，その幸
福な家族が永遠に続くようにすることです。キリスト

J・リチャード・クラーク長老

「時代を問わず，悪の力は家族を攻撃してきました。
しつよう
なぜサタンはそれほど執勧に家族を攻撃するのでしょ
うか。そこには，サタンが欲しくても得られないすべ
てのものがあるからです。サタンは夫や父親や祖父に

ボイド。K・パッカー長老

の教えはすべて，個人と家庭，家族を守るためにある
のです｡」（｢結婚」『聖徒の道」1981年9月号,21)
ジェームズ．E・ファウスト長老

なれません。子孫を持つことも永遠にできません。神

「良い親であることは大きなチャレンジですが，ま

のみもとから連れ出した人々を自分のものにすること
もできません。永遠の王国も，受け継ぎもないのです｡」

たこれほど大きな喜びを与えてくれる機会はほかにあ
りません。神を敬い，喜びに満ち，高潔で，社会に役
立つような子供を育てること以上に重要な仕事は，こ
の世にはほかにないのです。親にとって，両親とその

(｢私たちの親類家族」『聖徒の道』1989年7月号,61)

永遠の結婚生徒用手引き
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教えを敬う子供を持つこと以上に満たされた幸福はな

この啓示の中で明らかにされているように，堕落の

いでしょう。それは親であることの祝福です。ヨハネ

教義，キリストの使命と蹟い，さらにはキリストに対

は『わたしの子供たちが真理のうちを歩いていること

託ししています｡」(｢この世で最大のﾁｬﾚﾝジ‑良い親

する信仰，悔い改め，罪の赦しを受けるためのパプテ
きよ
スマ，聖められた生活を送るための手段となる聖霊の
たまもの
賜物などの福音の第一原則と儀式について教えること

であること」『聖徒の道』1991年1月号,35)

ができます（モーセ6：58‑59参照)｡」（｢父たる者に大

を聞く以上に，大きい喜びはない』（3ヨハネl:4)と

あがな

ゆる

いなる事求めらるる」『聖徒の道』1981年9月号,59)
ダリン。H・オークス長老

「両親を敬えという戒めは，家族のきずなの神聖さを
反映したものです。家族関係が最高の状態にあるとき，
わたしたちはすばらしい愛と思いやりの精神を，この
上ないすばらしい方法で互いに示し合うことができる
のです。現世の生涯における最大の喜びと最大の苦し

みは家族を通してもたらされるということを理解でき
るようになると，家族関係の大切さも分かるようにな
ります｡」（｢あなたの父と母を敬え」『聖徒の道』1991
年7月号，15）

子供たちに福音を教える
エズラ・タフト・ベンソン大管長

N・エルドン・タナー副管長

「両親はまた，子供たちが幼いうちに，自分が神の
霊の子供であるという輝かしい概念とその事実を教え
る義務があり，イエス・キリストの教えに従うことを
選ぶ道こそが，現世においても，来世の永遠の生活に
おいても成功と幸福を享受できる唯一の道であるとい
うことを教える義務があります。またサタンが実在し，
あらゆる力を駆使して子供たちを悪に誘い，迷わせ，
サタンのとりこにしようとしていることも教えなけれ

ばなりません。そしてサタンに従わなかったならば享
受できるはずの至高の幸福と昇栄とを取り去ってしま
おうと懸命になっているということも教えなければな
りません｡」（｢食うと食わざると汝に任す」『聖徒の道』

「これらの約束一家庭においては愛と一致が増し，
親と子の間には尊敬が生まれ，霊性と義の面で高めら
れること−これらのことはむなしい約束ではありませ
ん。それは預言者ジョセフ・スミスがモルモン書は人
を神に近づけるものであると言ったとおりのもので

1973年10月号,472)

す｡」（｢モルモン経−私たちの宗教のかなめ石」『聖徒

心の中をイエスの言われた『水』で絶えず満たし，清
めるためです。この『水』はわたしたちのうちで「泉
となり，永遠の命に至る水が，わきあがる」ことでし
ょう（ヨハネ4:14)。わたしたちが悪に対抗し，新た
に生まれるという祝福を得るためには，この水を絶え

の道』1987年1月号,7)

「わたしたちは，十分にモルモン書を活用していま
せん。もしもわたしたちがそれを用いて子供たちをキ
リストのもとへ導かなければ，家庭は堅固なものとな
らないでしょう。」（｢モルモン経は神のみ言葉」『聖徒
の道』1975年8月号，368）

「わたしたちが両親の皆さんに奨励するのは，神に
対する信仰をもたらす基本的で霊的な原則を子供たち
に教えることです｡｣(..RighteousnessExaltetha
Nation",5)

「どのようなことを教えたらよいでしょうか。主は
両親が教えるべき具体的なカリキュラムを明らかにさ
れました。こう言われたのです。『あなたの子供たちに
……教えなさい。すなわち，どこにいる人でもすべて
の人が，悔い改めなければならない。そうしなければ，
決して神の王国を受け継ぐ．ことはできない。清くない
者はそこに住むことができない，すなわち，神の前に
住むことができないからである｡j(モーセ6:57)

マリオン．G・ロムニー副管長

「モルモン書を読まなくてはならない理由はほかに
もあります。それは，モルモン書を読むことによって，

ずくみ入れなくてはなりません。……

家庭にあって両親が，夫婦として，また子供を交え
て家族として，ともに祈りをもって定期的にモルモン

書を読むようにするならば，家庭の中はこの偉大な書
物からわき出る特別な力で包まれ，家族一人一人がそ
の力強い影響を受けることでしょう。家庭の中はこれ
けいけん
まで以上に敬虚な雰囲気に包まれ，一人一人が互いに
尊敬し合い，関心を持つようになると思います。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，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でしょう。」（｢モルモン経」
『聖徒の道』1980年9月号,99,102)
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マーク。E・ピーターセン長老

いやりに満ちた家庭で教える方がずっとよいのではな

「全能者御自身によって両親に託された子供たちは，

いだろうか｡j(TheReSponsIMityofParentstoTheir

義の原則を教えられて正しい命の道へ導かれる必要が

CMdren,3)｣(｢この世での最大のチャレンジ−良い

あります。両親はこの幼い子供たちのために何を提供

親であること」『聖徒の道』1991年1月号,36)

できるでしょうか｡｣(ConferenceReport,1973年10月，
142;またはEnsig刀,1974年1月号,lll)

ジョセフ。B・ワースリン長老

「親は，「説得により，寛容により，温厚と柔和によ
L・トム・ペリー長老

り，また偽りのない愛により，優しさ」によって子供

「わたしが最初の子供を持ったのは，デビッド･O･

たちを教え，導き，『聖霊に感じたときは，そのときに

マッケイ大管長が教会を管理していたときでした。子
めいりょう
供に対する親の責任について，大管長の教えは明瞭で，
直接的でした。大管長は，夫婦に与えられる最も貴い
贈り物は，神の子であると教えました。また，子供を
育てることは，根本的，根源的に，また専ら霊的を過

厳しく責めなさい。そしてその後，……いっそうの愛

を示しなさい｡』（教義と聖約121:41‑43)こうして親

は子供たちの尊敬を勝ち得，子供たちは親を敬い，家
族が一致します｡」（｢堅固な家庭，家族」『聖徒の道』
1993年7月号,73)

程であると教えました。

またマッケイ大管長は，親が子供を教えるのに必要
な基本原則を教えました。親が子供の心にはく、くむこ
とのできる最も大切な内的資質は，神への信仰です。
また，子供が学ぶべき最も大切な態度は，従順です。
それに，子供を教えるのに最も力ある手段は愛情です。

(Instructor,1949年12月号,620参照)」（｢子を教えよ」
『聖徒の道」1983年7月号,134‑135)

H・バーラン・アンダーセン長老

「主は教会の指導的な立場にある兄弟たちだけでな

く，シオンに住むすべての親もやはり子供たちの教育
しっせき
を怠っていると叱責されましたが，悔い改めも可能で
あることを示されました。ただし，悔い改めなければ，
今いる場所から立ち退かされるとも指摘されました
(教義と聖約93:41‑50参照)｡

聖典には，子供たちを教える最良の時期だけでなく
(教義と聖約68：25−32；申命8：5−9参照)，教える

デビッド。B・へイト長老

「わたしたちは主の教えに従って，子供を教え，訓
練しなければなりません。放任してはいけません。親
として人格や家族の大切さを教えてください。俗悪な
音楽，テレビ，映画を見たり聞いたりすることによっ
て，子供たちの人生観が左右されることのないように

べきことと教えるべきでないこと（モロナイ7:14‑

してください。

年1月号，89）

19;2ニーファイ9:28‑29参照),教師になるべき人と

なるべきではない人（2ニーファイ28:14,31;モーサ
ヤ23:14参照）などが書かれています｡」（｢汝らの小児
たちを光明と真理の中に導き来たれ」「聖徒の道』1992

主は両親に対して，善を行うよう子供に教えよとは

っきり命じておられます（アルマ39:12参照)。「……
八歳のときに，悔い改め，生ける神の子キリストを信
じる信仰，およびバプテスマと按手による聖霊の賜物
の教義を理解するように彼らを教えなければ，罪はそ
の両親の頭にある｡』（教義と聖約68：25)」（｢福音の原
則を生かす」『聖徒の道』1993年1月号,84)
あんしゅ

たまもの

こうべ

ジェームズ。E・ファウスト長老

「しつけのおもな目的は従順を教えることです。デ
ビッド･O･マッケイ大管長はこのように述べていま
す。『もし親が家庭で子供に従順を教えなければ，社会
が従順であることを要求し，そうさせるだろう。それ
ゆえに，もし家庭がまだその務めを果たしていないな
ら，冷たい社会が課する残忍で非情な訓練に子供たち
を任せることになる。それよりも，親切と同情心，思
永遠の結婚生徒用手引き

ロバート。D・ヘイルズ管理監督

「神権を敬うことを教えてくれたのは父でした。わ
たしがアロン神権者だった当時は，聖餐で使うトレー
はステンレス製でした。ですから，こぼれた水に含ま
れる成分が凝固して，トレーの表面が汚れました。ア
ロン神権者のわたしには，聖餐の準備を助ける責任が
あります。父はわたしに命じてトレーを家に持って来
させ，一緒にスチールたわしで全部のトレーがピカピ
せいさん

カになるまで磨きました。わたしは聖餐を配るとき，
聖餐の儀式を神聖なものとするために多少とも自分が
貢献していることを感じていました。……

女性を尊敬することを学んだのも，母やわたしの姉，
おばに対する父の優しい思いやりの模範を通してでし
た。夕食後に父はいつも最初に席を立ってテーブルを
片付けました。姉とわたしは毎晩父に頼まれてⅢ洗い

親としての責任一福音を基とする家庭を築く67

とⅢふきをしたものですが，わたしたちがいないとき

たは1か月に1度その木からお金が落ちてくる，とい

は，父は母と一緒に台所を片付けていました｡」（｢どの

う考えを植え付けられた子供は不幸だと思います｡」

ように子供の心に残る親か」『聖徒の道』1994年1月号，

(｢家庭における財政管理の指針」「リアホナ』2000年

9
）

4月号，45‑46）

子供たちに働くことを教える

ジエームズ．E・ファウスト長老

教義と聖約68:31‑32

うに教えるうえで不可欠な要素は，働くことを学ばせ

「子供たちに従順と自制心，責任感を身に付けるよ

「ところで，主なるわたしはシオンに住む者を喜ん

ることです。わたしたちは大人になるにつれて，『わた

でいない。彼らの中に怠惰な者たちがいるからである。

しは仕事が大好きです。座ってほかの人が働くのを何

そして，彼らの子供たちも悪事をするようになり，彼
どんよく
らも永遠の富を熱心に求めず，その目は負欲に満ちて

時間でも眺めていられます』と言った人のようになり

いる。

Imernationa/DictionaryofThoughts,ジョン･P・ブ
ラッドレー，レオ。F・ダニエルズ，トーマス．C・ジ

これらのことはあってはならず，彼らの中からなく
しもべ

ます。（ジェローム・クラプカ・ジェローム,The

してしまわなければならない。それゆえ，わたしの僕

ョーンズ編〔シカゴ:J.G.FergusonPublishingCo.,

オリバー・カウドリは，これらの言葉をシオンの地に

1969年],782)ここでもまた，働くことの原則を教え
る最良の教師は親自身です。初めてわたしが父や祖父，
おじや兄弟たちと一緒に働いたとき，わたしにとって
働くことは楽しみでした。そのころは彼らを助けると
いうよりむしろ困らせる方であったに違いありません
が，それは楽しい思い出となり，働くことの大切さを
学んだ貴重な体験でした。子供たちは責任感と独立心
を学ぶ必要があります。リーハイの教えのとおり，子
供たちが『思いのままに行動することができ，強いら
れることはない』（2ニーファイ2：26）ように，親は
自分の時間を割いて実際に行い，説明しているでしょ
うか｡」（｢この世での最大のチャレンジ−良い親であ
ること」『聖徒の道』1991年1月号,37)

伝えなさい｡」
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「一緒に働いてください。『怠け心は悪魔の仕事場』
という言葉は，いつごろから言われ始めたものなので
しょうか。子供たちは親と一緒に，Ⅲ洗い，床掃除，
せんてい

芝の手入れ，庭木の剪定をする必要があります｡」（｢家
族と国の助けとなる4つの簡単な事柄」『聖徒の道』
1996年6月号,8)

家族一世界への宣言

「実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改め，
赦し，尊敬，愛，思いやり，労働，健全な娯楽活動の
原則にのっとって確立され，維持されます｡」（『聖徒の
ゆる

道』1998年10月号,24)

マービン・』・アシュトン長老
「『あなたは顔に汗してパンを食べ』という勧告は，

現代にも通用することです。また，これこそ個人の福
祉の基本です。両親が子供たちにできる最も大きな贈
り物の一つは，労働について教えることです。子供に
与える月々の小遣いについては，長年にわたって多く
のことが言われてきました。この小遣いに関する意見
や勧告は非常に様々です。わたしの母校は伝統を重ん
じる学校で，わたしはそこで，働くことを教えられま
した。子供は，奉仕や雑用を行うことにより，必要な
お金を自分で得る必要があると思います。また，努力
して勉強した成果やそのほかのふさわしい目標を達成
したことと結びつけて，子供に金銭的な褒美を与えて
もかまいません。家には金のなる木があり，1週間ま

ジョセフ。B・ワースリン長老

「56年前にJ・ルーベン・クラーク・ジュニア第二副
管長が述べた次の言葉は，今日でも貴重な教えです。
『物質的なものであれ，精神的なものであれ，霊的なも
のであれ，成長は労働と準備から生まれるというのは，
何人も逃れることのできない永遠に変わらぬ律法です。
労働に取って代わるものはありません｡』(Conference
Report,1933年4月,103)その後，ハワード．W･ハ
ンター長老は次のような勧告を与えています。『アダム
が堕落した後，最初に与えられた指示は，労働に関す
る永遠の原則でした。主は「あなたは顔に汗してパン
を食べ」（創世3：19）と言われました。天の御父はわ
たしたちを愛しているがゆえに，働くようにという戒
めを与えられました。これは永遠の命に至る鍵の一つ
です。人は，勤勉に努めるときに，安楽な生活からは
望めない大きな進歩成長と達成と祝福が得られます◎
神はこのことを御存じなのです｡l(Ensign,1975年
こんにち

かぎ
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ll月号,122)｣(｢再生の種」『聖徒の道』1989年7月号，
9
）

はっきりとこう申し上げるのは，この義務は夫に与え
られたものであることを主が啓示しておられるからで

す。『女たちは夫が取り去られるまで，夫に扶養を要求
ジョー・』・クリステンセン長老

する権利がある｡』（教義と聖約83：2）また『すべての

「子供たちに働くことと責任を敗ることを教えてく

子供たちは成人になるまで、その親に扶養を求める権

ださい。特に都会では，非常に多くの子供たちが，打

利がある』（教義と聖約83：4）とあります。それに加

ち込むもののないままに成長しています。夏休みに，
1日何をしたかと問われた13歳の少年の言葉は，その

て」もたらされなければなりません（教義と聖約84：

よい例です。

99)｡幼い子供たちに関して主は『大いなることが彼ら

こう言っています。『え−と，朝は10時かll時くらい

に起きて，ママが作ってくれたものを食べて，それか
ら友達を誘って少しバスケットをやって，……テレビ

えて子供たちの心の平安は『〔父〕の信仰と聖約によっ

の父親に求められる』と断言していらっしゃいます
(教義と聖約29：48)。
親のどちらがより重要かを議論することは無意味な

も見るね。その後，街に出て，ちょっとぶらぶらして，
女の子に目がいったり，なんだかんだしたり，……そ

ことです。新生児や幼年期の子供に対する母親の影響
力が多大なことはだれもが知っています。子供が成長

んなとこかな｡」

するにつれ，父親の影響力は増していきます。しかし，
子供が成長していく各時期にあってどちらの親も欠か
せません。父親も母親も子供たちに対して，それぞれ
本質的に異なった役割を果たします。どちらも子供を
養育する能力を備えていますが，その方法は同じでは
ないのです。母親は，子供たちが現在から将来にわた

このような話題について，スペンサー･W･キンボ

ール大管長が語った，すばらしい言葉を紹介しましょ
う
。

『親である皆さん，子供たちに仕事を割り当ててあ
げていただきたいのです｡』」（｢汚れた世にあって子供
を育てる」『聖徒の道』1994年1月号,13)
父親としての本分
ハワード。W・ハンター大管長

274‑277ページの「義にかなう夫，父親」参照。

ひ ご

「自分の妻や子供たちを庇護するはず
の夫や父親が，逆に彼らを虐待するケー
スが非常に多いという事実を直視しなけ
ればなりません。近年の社会学的研究に
より，子供を大事にする父親は，息子，
娘を問わず子供の一生に非常に重要な影
響を及ぼすことが再認識されています。
轡と及ばすことが再認識されています。過去20年間，

多くの家庭で親たちは家族のきずなを保とうと懸命に
なってきました。しかし一方で，合衆国での犯罪や行
動障害の多くは，父親が子供たちを見捨てた家庭から

起こっているという大変な事実が社会学的研究により
明らかにされています。世界中の数多くの都市で，子
供の貧困，犯罪，麻薬の乱用，家庭の崩壊といった問
題は，父親が男親としての役目を果たしていないこと

から起きているのです。このように社会学的に見て，
父親は決して必要のない存在などではないのです。
わたしたちは，父親を物質的，霊的な養い手として
敬い，その立場を尊重する必要があります。わたしが
永遠の結婚生徒用手引き

ことが明らかにされている。また，仕組
みは解明されていないが，子供の自制心

均差

ジェームズ．E・ファウスト長老

って家庭内で生活するためにしつけ，備えるのに，父
親より大きな役割を果たすと思われます。一方，父親
は子供たちに家族以外の社会へ適応していく準備をさ
せるうえですばらしい特質を備えているようです。
ある学者は次のように述べています。『研究により，
父親は子供の自尊心を築くうえで特別な役割を果たす

を培ううえでも父親は重要である。」さ
らに『調査によれば，父親は子供が男性，
または女性としての自分を確立するうえ
で非常に重要であることも分かった。興
味深いことに，男の子にも女の子にも顕
著に見られるのは，父親とのかかわり合

いにより，男性，または女性としての自覚が促され，
その性格が形成されることである。父親が家庭の中で

の役割を果たしている場合，息子はより男らしくなり，
娘はより女らしくなるということが立証されている』
と述べています｡(カール・ジンスマイスター,"Do
ChildrenNeedFathers？ Crisis，1992年10月号）

夫婦関係がどのような状態にあろうとも，両親は自
分たちの違いをひとまず置いて，子供たちの人生に良
い影響を与えるよう互いに励まし合う義務を負ってい
ます。･･･…

恐らくわたしたちは，エリヤによってもたらされた

権能を，神聖な場所で執り行われる正式な儀式だけに
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かかわるものとして考えているのではないでしょうか。

しかし，これらの儀式はわたしたちの日々の生活の中

教義と聖約第93章39節と40節には，次のように記さ
れています。

にその真の意義が表れてこそ，力を発揮し善を生み出

『そして，あの邪悪な者が来て，人の子らから，不

すのです。マラキは，エリヤの権能は父と子の心を互

従順によって，また先祖の言い伝えによって，光と真

いに向けさせると告げました。心は感情の中心であり，

理を取り去る。

啓示が注がれる場所でもあります（マラキ4：5−6参
照)。つまり，この結び固めの権能は，家族関係でこそ，

たちを光と真理の中で育てるようにと命じた｡」

しかし，わたしはあなたがたに，あなたがたの子供
みたま

あるいは人を養い育てる環境で培われた属性や徳の中

御霊の導きを受け，愛をもって面接をすれば，子供

に，また愛ある奉仕の中にこそ，その力を発揮するの
です。これらはすべて家族を結ぶきずなとなり，神権
によって家族はさらに強められます。そしてわずかず
つではあっても確実に，「神権の教義は天からの露のよ

たちの生活に指針を与えることができます。必要に合

うにあなたの心〔とあなたの家庭〕に滴る』ことでし
ょう（教義と聖約121:45)。
父親や夫が神権を尊び，妻や子供たちが神権を敬う
ことによってもたらされる神権の祝福こそ，現代社会
あかし
いや

をむしばむ病弊を確かに癒すものであることを証いた

します。父親の皆さん，どうぞ家庭に戻ってください。
皆さんの神権の召しを尊んで大いなるものとし，この
神聖な力によって皆さんの家族を祝福してください。
そして父なる神が約束された良き報いを味わってくだ
みな

さい。イエス・キリストの御名により，アーメン。」
(｢父親よ，家庭に戻りなさい」『聖徒の道』1993年7月
号，38−39，40）

わせて調整し，変化をもたらし，奇跡さえも起こせま
す｡」（｢とりでを築こう」「聖徒の道」1995年1月号,26)
母親としての本分
デビッド。O・マッケイ大管長

「母親としての務めは3つのおもな属性または特質
から成ります。すなわち,(1)子供を産む力,(2)育
たまもの
てる力，（3）愛する賜物です。……

子供を正しく育てる能力とそれをいとわない心，愛
たまもの
する賜物，そして熱意，そうです，子供の成長を願う
熱烈な思い，それらが母親としての務めを世界で最も
高貴な職あるいは召しにするのです｡」(Gospelldeaﾉs，
4
5
3
）

334ページのスペンサー．W･キンボール大管長の引
用を参照。

ホラーシオ。A・テノリオ長老

「古代では，とりでを定期的に検査して，敵に付け
込まれる弱い箇所がないようにし，監視塔の見張りが
気づかないまま敵が近づくことのないようにしていま
した。すなわち，都市が防備を固めるに当たっては，
とりでがその役割を果たせるように，絶えずとりでを
維持する努力が払われました。

わたしたち自身の安全対策を確立すれば，敵が家族
の弱点を見つけて，そこに付け入るのを防ぐ、ことがで

187‑192ページのエズラ・タフト・ベンソン大管長
の「シオンの母親の皆さんへ」を参照･
120ページのゴードン．B･ヒンクレー大管長の引用を
参照。

192‑196ページのゴードン．B･ヒンクレー大管長の
｢教会の女性」を参照。

229‑233ページのダリン．H・オークス長老の「人に
幸福を与える偉大な計画」を参照。
182‑184ページの「女性の神聖な務め」を参照。

きます。敵は弱点を利用して，最も大切な宝である家
族に近づき，害を与えようとしているのです。

父親が家族の一人一人と面接をする習慣を持てば，
それがとりでの監視塔になります。個人面接は，とり
での完全さを維持するために重要です。面接によって，
わたしたちは子供たちと親しくなり，彼らの問題や悩
みを理解し，何でも話し合える習慣と信頼関係ができ
ます。そうすればわたしたちが危険を予測し，子供の
決断を助け，困難な時期に励ましを与えられます。親
である天の御父は，わたしたちに家族を慈しみ，守る
という，管理の職を授けられました。これは人に委任
できない，またしてはならない責任なのです。

愛をもってしつける
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「愛は，家庭生活の真髄です。わたしたちが，愛す
る子供たちに，荒々しい言葉をぶつけるのはなぜでし
ょうか。両親を愛する子供たちが，ナイフのように人
を傷つける言葉を口にするのはなぜでしょうか。「家庭
の中に愛あらば』，そのとき初めて『見るものすべて美
しく』なるのです。（｢家庭の愛」『賛美歌』181番)」
(｢愛を生活の道しるべに」『聖徒の道』1989年7月号，
6
9
）
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ジェームズ。E・ファウスト長老

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「良い家庭を築くためには正しい価値観が教えられ，

「自分の家を整えるには，神の戒めを守らなければ

規則が守られ，標準が維持され，永遠に変わらぬ戒め

なりません。そうすれば家庭にあってあなたと妻，あ

がなければなりません。親が道徳を教え敬うことに対

なたと子供たちの問に愛と一致をはく、くむことができ

し，社会から助けを得ることはほとんど不可能です。
多くの社会で文化的な価値観が失われ，大勢の若人た

ます。また毎日家族の祈りをすることです。そして家
族がイエス・キリストの福音を理解できるように教え

ちは道徳は無意味なものだと思い始めています。……

ることです。家族一人一人が神の戒めに従うことも大
はんりよ

……子供の育て方は子供の個性によって違ってきま

切です。また，あなたと伴侶が神殿の推薦状を受けら

す。子供は皆それぞれ異なっており，一人の子供に合

れるようにふさわしく生活をし，家族が皆昇栄の儀式
を受けて，ともに永遠に結び固められることです。さ

う方法だからといって，ほかの子供にも合うとは限り
ません｡子供をいちばん愛しているその子自身の親以
外に，しつけが厳しすぎるとか優しすぎるとか言える

ほどの分別のある人はいないのではないでしょうか。
親にとってそれは祈りの気持ちで識別すべき事柄です。
確かに，子供をしつけるに当たっては，罰よりも愛の
心によって行わなければならない，というのが導きと
なり支えとなる原則です。……しかしながら，子供を
育てるには指導と訓練を欠かすことはできません。も
し親が子供のしつけをしないならば，社会が親の好ま

ないような訓練を施すことになります。しつけや訓練
がなければ，子供たちは家庭や社会の規律を守ろうと
はしません｡」（｢この世で最大のチャレンジ−良い親
であること」『聖徒の道』1991年1月号,36)
ベン．B・バンクス長老

「愛をもってしつける。『「しつけること」と「罰を
与えること」を混同してはなりません。罰を与えると
いうことには痛めつけ，誤った行いに対して報いを与
えるという響きがあります。しつけは，本人の改善に
結びつく目標．．…･に向けられた行動を意味していま
す｡』（ウイリアム．E・ホーマン,$HowtoBea
BetterParent,'Reader'sDig℃st,1969年10月号,188)
しつけは常に愛情をもって行う必要があります｡」（｢子
供のために時間を取りなさい」『聖徒の道』1994年1月

じゅうぶん

らに，多額の借金を避け，家族が什分の一とささげ物
を正直に納めることです｡」（｢父たる者に大いなる事求
めらるる」『聖徒の道』1981年9月号,60)
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「一緒に祈るということです。祈りは難しいことで
しょうか。子供と一緒にひざまずき，神の座に向かっ
て，祝福への感謝を述べ，……苦しむ人のために祈…
…るように，父親と母親を促すのはそんなに難しいこ
とでしょうか。祈りには大きな力があります｡」（｢家族
と国の助けとなる4つの簡単な事柄」『聖徒の道』1996
年6月号，9）
みたま

「子供たちは主の御霊が宿っている家庭に平安を感
じるでしょう。……また彼らは両親が祈りの中で，大
きな祝福にも小さな祝福にも感謝を述べているのを聞
いて，感謝の念をもって成長するでしょう。そして彼
らは生ける神への信仰をもって成人するでしょう。」
(｢永遠の結婚へのおや石」「聖徒の道jl971年10月号，
3
0
5
）

家族一世界への宣言

「実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改め…
…の原則にのっとって確立され，維持されます｡」（『聖
徒の道』1998年10月号,24)

号，34‑35）

ボイド．K・パッカー長老

親としての備えとまる個人の義

「両親の皆さん，あなたが抱えている問題の中でい
ちばん痛いところを最初に考えることができるでしょ

ブリガム・ヤング大管長

「いかなる男性も，自分自身を完全に治めることが
できるまで，そして子供たちが立ち上がって彼を祝福
するような家族を育てられるようになるまで，神の王
国において統治者になることはできません。」
(
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うか。息子や娘を元に戻したいと思うならば，しばし
の間だけ子供を変えようとする努力をやめて，自分自
身のことを考えてみてください。最初に変わるのは子
供ではなく，親であるあなたでなければなりません。
子供の振る舞いが，あなたのこれまでの行動に起因
しているとしたら，（たとえ自分では正しいと思ってい

たとしても）あなたはその行動をやめなければなりま
せん。さもなければ，子供にその振る舞いをやめるよ
永遠の結婚生徒用手引き
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う期待することはできないでしょう。

たちに祈りの言葉を学ぶという特権を与えてください。

これが答えです。問題を口にするのを避け，わがま

そのためには，家庭での日々の祈りの中で両親がその

まな子供に気を遣い，ほかの人々を責め，両親と仲良

ような言葉を使っているところを，子供たちに聞かせ

くできるようにと様々な手立てを尽くした後の結果が

る必要があります｡」（｢祈りの言葉」『聖徒の道』1993

これです。

年7月号，18）

今すぐ、に考えなければならないのは子供ではなく，
あなたです。

子供と時間を過ごす

さて，皆さんが受け入れるなら，具体的な方法を話
したいと思います。この方法は決して易しいものでは

ハワード。W・ハンター大管長

ないことを付け加えておきます。問題が重大であるだ

「兄弟の皆さん，効果的に家族を導くには，そのた

けに，方法もそれ相応に困難になってきます。飲んだ
途端に治るというような特効薬はあり得ないのです。

めに充実した時間を多く取る必要があります。家族を

両親の皆さん，信仰や教会の教えを無視した治療方
法を探してもそれは決して見つからないことを覚えて
おいてください。おもしろいことに，教会の原則や教
義，聖句を引用する話には興味を示さない人々が多い
のですが，家族の皆さんの問題，その解決法を話すと，
多くの人が耳をそばだてて聞いてくれます。
ほかのことを語らずにあることを語ることはできま

教え管理する責任を，妻一人にゆだねてはいけません。

社会，学校，たとえ教会であっても，それらだけにゆ
だねてはいけません｡」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒
の道』1995年1月号，58）
トーマス．S・モンソン副管長

「わたしたちはよく，子供にはもっと物が必要だと
誤解しますが，実際に，子供が心の中で求めているの

せんし，問題の解決も期待できないことを知ってくだ
さい。両親が，神が生きておられることと，わたした
ちは神の子供であることを知れば，この種の問題にも

は，もっと一緒に時間を過ごすことだけなのです。富
や資産を増やすことについて，主はこのように教えて

立ち向かい，打ち勝つことができます。
皆さんが無力でも，神はそうではありません。
皆さんが迷っても，神は迷われません。

『あなたがたは自分のために，虫が食い，さびがつ
き，また，盗人らが押し入って盗み出すような地上に，

皆さんが次に何をすべきかを知らなくても，神は知
っておられます。

奇跡でも起こらなければ不可能だ，と皆さんは，言

おられます。

宝をたくわえてはならない。

むしろ自分のため，虫も食わず，さびもつかず，ま
た，盗人らが押し入って盗み出すこともない天に，宝
をたくわえなさい｡』」（｢平和への道」『聖徒の道』1994

うかもしれません。

年7月号，63‑64）

もし奇跡が必要であれば，それが起こらないはずが
あるでしょうか｡」（｢家族と柵」『大会報告1970‑72年』

ジェームズ．E・ファウスト長老

138‑139参照）

ニール。A・マックスウェル長老

「親のほんのちょっとしたあいまいな言葉が，子供
たちを大きく迷わせる結果を生むことがあるのです｡」
(｢心に決めなさい」『聖徒の道』1993年1月号,72)

「愛や信仰，しつけ，犠牲，忍耐，仕事など無数の
糸によって家族のつづれ織りが織られ，小さな行為の
積み重ねが家族のきずなを強めていくのです｡」（｢この
世での最大のチャレンジ−良い親であること」『聖徒
の道』1991年1月号,38)
L・トム・ペリー長老

ダリン。H・オークス長老

「現代の啓示は子供に祈ることを教えるよう両親に
命じています（教義と聖約68：28参照)。当然，両親は
祈りの特別な言葉遣いを身に付け，それによって祈る
必要があります。人は周囲の人が話すのを聞いて，自
分の母国語を身に付けます◎天の御父に語りかける言
葉についても同じことが言えます。祈りの言葉は，ど
のような言語よりも簡単に楽しく習得できます。子供

「わたしたちの家で小さな子供を育てる特権が再び
与えられれば，ぜひとも改善したい点が二つあります。
第1に，夫婦で構成する家族の管理委員会にもっと
多くの時間を使って，親の役割をより効果的に果たす
ために学び，話し合い，計画し，家族を組織します。
第2にしたいことは，もう一度あの当時に帰れるな

ら，家族と一緒にもっと多くの時間を使うことです｡」
(｢善い父母から……教えを受けた」『聖徒の道』1994年
永遠の結婚生徒用手引き
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7月号，40）

「皆さんの家族の中に，一人一人を結びつける家風
を作り上げてください。それによって，献身し，愛を

この世での最大のチャレンジ−良い親であ
ること

示し，互いに助け合うことができるからです。家族一

琴茎寒篝塁壁蔓

人一人が関与できる機会としては，子供の祝福，バプ

十二使徒定員会会員

鰯離職

テスマ，神権の儀式，卒業，宣教師の歓送迎，そして
言うまでもなく結婚などが挙げられます。住んでいる

ＪＬリ鄙亘

蛎鋤判

蕊零

瞬麺御

家族の歴史の中に保管しておくとよいでしょう。そう

︾

れない場合は，特別な手紙を送ってください。それは

抑蟻

所が遠く離れていたり，伝道，病気などの理由で集ま

ジェームズ･E・ファウスト

｢聖徒の道』1991年1月号，
35−銘

癖霧

いった機会を通して，家族の交流を図ることにより，
岩の上に土台を築くことができるようになります｡」

(｢善い父母から生まれたので」『聖徒の道」1985年7月

親であることは被聖を召しである

号，25）

愛する兄弟姉妹，友人の皆さん，この世での最大の
ニール。A・マックスウェル長老
59ページの引用を参照。

A・セオドア・タトル長老

「今準備してください。あなたの家族を強めるため，
必要なステップを踏んでください。家族とともに時間
を過ごしてください。楽しい思い出が残るような，家
族独自の伝統を作り，それを維持してください｡」（｢私
は教えられた」『聖徒の道」1980年3月号,40)
ベン.B・バンクス長老

「一緒に行動する。親にとって休日の活動やレクリ
エーション活動は，家族の共同作業と合わせて，健全
な労働習慣を身に付けることの大切さを教える絶好の

機会となります。子供と一緒に行動することによって，
子供と親は共通の目標に心を向ける機会を得ることが
できます｡」（｢子供のために時間を取りなさい」「聖徒
の道』1994年1月号,34)

チャレンジというわたしの選んだテーマについて話す
みたま

に当たって，わたしが御霊の導きを感じられるよう，
皆さんの信仰と祈りの力を頂ければと願っています。
それは良い親としての特権と責任に関する事柄です。
この問題については親の数と同じくらい多くの意見が
あり，すべての答えを知っていると言える人はほとん

どいません。わたしももちろんそう言うつもりはあり
ません。

わたしの一生のうちで現在ほど，教会員の中に優れ

た若い男性や女性が大勢いることはないように思われ
ます。このすばらしい若人は責任感が強く愛情深い両
親の保護の下に，良い家庭で育ったことを示していま

す。それにもかかわらず，良心的な親の多くが，何か
間違いを犯したように感じています。以前わたしが愚
かなことをしたとき，母が「一体わたしはどこで失敗
したのかしら」と嘆いたのを覚えています。

主はこのように教えておられます。「あなたがたの子
供たちを光と真理の中で育て〔なさい]｡｣(教義と聖約
93：40）人が努力すべき事柄の中で，子供をしつける
こと以上に大切なことはほかにないのではないでしょ
うか。

父親，母親であることは大きなチャレンジであるば
かりでなく，神聖な召しであり，献身的な努力を要す
る仕事です。デビッド･O･マッケイ大管長は，親であ
ることは「人類に与えられた最大の責任である」と述
べています(TheResponsibilityofParentstoTheir
CMdren[パンフレット，発行年不明],1)。

良い家庭を築く
良い親であることは大きなチャレンジですが，また
永遠の結婚生徒用手引き
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これほど大きな喜びを与えてくれる機会はほかにありIような犠牲を払うことによって，良心的な親たちは気

ません。神を敬い，喜びに満ち，高潔で，社会に役立；高い性格を形成し，救い主が教えられたように無私の

つような子供を育てること以上に重要な仕事は，このI気持ちで真理を実行することを学びます。
世にはほかにないのです。親にとって，両親とその教！独り身で家族をまとめるために超人的な仕事を抱え

えを敬う子供を持つこと以上に満たされ〆、て奮闘し，苦労している人たちをわた

堂撫照当聴畷瞬良い家庭を蕊くために織灘概蕊難鯉lこ蕊
正しい伽徽顔騨が

供たちが真理のうちを歩いていることをしたちはたたえ，助けるべきです。し

聞く以上に，大きい喜びはない」（3ヨハ教えられ……まげればかし母親または父親いずれの仕事も，
あかし

なり麦せん。

ネ1：4）と証しています。子供を育て，それぞれの役目を果たす親がいれぱず

教え，訓練することは，人生で直面する、／っと易しくなります。子供たちは両親
いかなるチャレンジよりも多くの知性，深い理解力，：双方の知恵と力を試したり要求したりすることがよ
謙遜さ 力強さ，知恵，霊性，忍耐力，労力を必要と；くあるのです。……
するのではないでしょうか。これは，名誉や礼儀を重

けんそん

んじるという道徳の基礎が崩れている現代社会にあつ；両親か模範を示さなければならない
て紛れもない事実であると言えましょう。良い家庭を

築くためには正しい価値観が教えられ，規則が守られ,￨親が子供に危険を避けるように教えるとき，「わたし
標準が維持され，永遠に変わらぬ戒めがなければなりたちは世の中のことについてもっと経験を積んでいて
ません。親が道徳を教え敬うことに対し，社会から助；賢いから，あなたたちより危険な誘惑に近づいても大

けを得ることはほとんど不可能です。多くの社会で文：丈夫」などと言うのは愚かなことです。親の偽善を見
化的な価値観が失われ，大勢の若人たちは道徳は無意｜ると子供は疑い深くなり，家庭で教えられたことに不
味なものだと思い始めています。｜信を抱くようになります。例えば，子供には禁じてい
社会全体が腐敗し，道徳的標準がないがしろにされ，：る映画を親が見るならば，子供たちは親の教えを信じ
多くの家庭が破壊される昨今にあって，次の世代すな；なくなります。子供に正直であるよう期待するなら，
わち子供たちを指導することに配慮を加え努力するこ：；まず親自身が正直でなくてはなりません。徳高くあつ

とこそ，わたしたちの最大の願いではないでしょうか｡!てほしいならば，親も徳高くあらねばなりません。尊
そのためにはまず子供たちの主要な教師を強めなくて:敬の心を持つよう望むならば，まず自分が尊敬の心を
はなりません。最も重要な教師は親と家族であり，家：持たねばなりません。

庭こそ最も良い環境であるはずです。何とかして家庭；そのほかにも子供たちに教えるべき価値ある教えが
をもっと堅固なものにするよう努力し，周囲の不健康：あります。両親や家族はもとよりほかの人を尊敬する
で腐敗した道徳から子供たちを守る場所としなければ；こと，ほかの人の信仰や愛国心を敬うこと，法律や秩
なりません。家庭の中の調和，幸福，平安と愛は，人：序を守ること，ほかの人の所有物を尊重すること，権
生のチャレンジに立ち向かうのに必要な強い心を子供；威ある人に敬意を払うことなどです。パウロは子供た
の内にはく､くみます。バーバラ・ブッシュ大統領夫人ちが「まず自分の家で孝養をつくし，親の恩に報いる
は数か月前にウェルズリー大学の卒業生に次のようにことを学ばせるべきである」(1テモテ5:4)と述べて
述 べ ま し た 。 い ま す 。
「どんな時代であろうと時を超えて不変のものが一：

つあります。父親，母親である皆さん，子供があるな，子供をしつける
らば，まず子供たちを優先しなければなりません。本；

を読んだり腕の中に抱いたりして愛を示さなくてはな：親にとっていちばん難しいチャレンジの一つは，子
りません。家族としての成功，社会としての成功は,i供たちを正しくしつけることです。子供の育て方は子
ホワイトハウスの中で起きることによってではなく，：供の個性によって違ってきます。子供は皆それぞれ異
家庭の中で起きることによって決まるのです。」 ，なっており，一人の子供に合う方法だからといって，
(WashmgtonPost,1990年6月2日付)iほかの子供にも合うとは限りません。子供をいちばん
良い父親母親であるためには，子供のために親自身：愛しているその子自身の親以外に，しつけが厳しすぎ
の必要や望みをわきに置くことを求められます。この：るとか優しすぎるとか言えるほどの分別のある人はい
永遠の結婚生徒用手引き
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ないのではないでしょうか。親にとってそれは祈りの

自分の時間を割いて実際に行い，説明しているでしょ

気持ちで識別すべき事柄です。確かに，子供をしつけ

うか。

るに当たっては，罰よりも愛の心によって行わなけれ

世界的に有名な園芸家の一人であるルーサー・バー

ばならない，というのが導きとなり支えとなる原則で

バンク氏はこのように述べています。「子供たちに対す

す。ブリガム・ヤング大管長はこのように勧告してい

るのと同じ程度に植物の世話をするなら，わたしたち

ます。「もしあなたがだれかを懲らしめなければならな

は現在，雑草のジャングルに住んでいるでしょう。」

い場合には，決して後でその人を愛し助けることがで

(EﾉbertHubbardbScrapBook[ニューヨーク:Wm.

きなくなるほど激しく懲らしめてはならない。」

H.WiseandCo.,1923年],227)

(JOurnalofDiscourses,第9巻,124‑125)しかしな
がら，子供を育てるには指導と訓練を欠かすことはで

両親への符別をチャレンジ

きません。もし親が子供のしつけをしないならば，社
会が親の好まないような訓練を施すことになります。
しつけや訓練がなければ，子供たちは家庭や社会の規

選択の自由の賜物が与えられていますが，子供たちも

律を守ろうとはしません。

またその賜物の恩恵にあずかっています。子供たちは

しつけのおもな目的は従順を教えることです。デビ

ッド･O・マッケイ大管長はこのように述べています。

｢もし親が家庭で子供に従順を教えなければ，社会が従
順であることを要求し，そうさせるだろう。それゆえ
に，もし家庭がまだその務めを果たしていないなら，
冷たい社会が課する残忍で非情な訓練に子供たちを任
せることになる。それよりも，親切と同情心，思いや
りに満ちた家庭で教える方がずっとよいのではないだ
ろうか｡｣(TheResponsIMityofParentstoTheir
CMdren,3)

子供に働くことを教える

わたしたちすべての者には，進歩成長できるように
たまもの

選択の自由により利己主義，浪費，放縦，自己破滅の
道を選ぶこともできます。またしばしばまだ幼いうち
からこうした選択の自由を表すことがあります。

子供に対し良心的で愛情深く，豊かな関心を持ち，
できるかぎり正義の法則に従って生きてきた親の皆さ
ん，どうか落胆しないでください。子供たちがどのよ

うな行動を取ったかにかかわりなく，皆さんは良い親
なのです。人の話に耳を傾け，従い，教えを受け，学
ぶ責任は子供たち自身にあります。親は必ずしも子供
の過ちの責任を負うことはできません。たとえ親であ
っても子供にいつでも良い行動を取らせることはでき
ないからです。ソロモンの知恵やヨブの忍耐力さえ要
するような子供も中にはいるのです。

子供たちに従順と自制心，責任感を身に付けるよう
に教えるうえで不可欠な要素は，働くことを学ばせる
ことです。わたしたちは大人になるにつれて，「わたし
は仕事が大好きです。座ってほかの人が働くのを何時
間でも眺めていられます」と言った人のようになりま
す。（ジェローム・クラプカ・ジェローム,The
ImernatiOnaﾉ〃ctrOnaryofTIIougflts,ジョン･P・ブ
ラッドレー，レオ．F・ダニエルズ，トーマス．C・ジ

経済的に豊かで子供を甘やかす親たちには特別なチ
ャレンジが訪れることがよくあります。そのような環
境に育った子供は，親が自分の要求を満たすまで親の
規律に従わず，あたかも親を人質のように扱います。
ニール．A･マックスウェル長老はこのように述べてい

ます。「子供たちに寛大すぎる親は，自分が子供をどう
することもできないことにすぐ、に気がつくでしょう。
大勢の子供たちが親に甘やかされすぎたために問題を

ョーンズ編〔シカゴ:J.G.FergusonPublishingCo.,
1969年],782)ここでもまた，働くことの原則を教え
る最良の教師は親自身です。初めてわたしが父や祖父，

起こしているのです｡｣(ConferenceReport,1975年4

おじや兄弟たちと一緒に働いたとき，わたしにとって

のが人間の本性のようです。

働くことは楽しみでした。そのころは彼らを助けると
いうよりむしろ困らせる方であったに違いありません
が，それは楽しい思い出となり，働くことの大切さを
学んだ貴重な体験でした。子供たちは責任感と独立心
を学ぶ必要があります。リーハイの教えのとおり，子
供たちが「思いのままに行動することができ，強いら
れることはない」（2ニーファイ2：26）ように，親は

自分の子供が友人に受け入れられ好かれるようにあ
る親たちが過度に気を遣うのは，確かに皮肉なことで
す。しかもそのような親に限って，自分の子供が仲間
と一緒に間違ったことをしているのではないかと心配
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月,150;または助sign,1975年5月号,101)自分自
身で働かずに得たものに対しては心から感謝できない

するのです。
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価値観を取り入れるように子供を助ける

づかれることのない美しい行為の積み重ねにほかなら

ないのです。例えば，ヤコブの井戸で女と話されたこ

一般に，家庭で親が実践している高い価値観を取り

と，……若い役人に神の国に入ることを妨げるひそか

入れ，自分のものにしている子供は，麻薬やアルコー

な野心を示されたこと，……弟子たちに祈りの仕方を

ル類，不道徳から遠ざかろうと決心するものです。友
かんつう
達の悪い模範や飲酒，性的な不道徳，姦通，不正直，

教えられたこと，．…･･一晩中漁をして凍え疲れ，失望

そのほかの悪徳を魅力的に見せるラジオやテレビ，映

そして彼らが朝食を取れるよう炭火をおこして魚を焼

画や文学の巧妙な説得に遭って難しい決断をしなけれ

かれたことなどです。これらすべては〔キリスト〕が

ばならないときも，このような子供たちは親の教えを
守ります。それはヒラマンの2,000人の若者のようです。
ヒラマンの若者たちは，「母親から，疑わなければ神が
〔死から〕救ってくださると教わっていたのです。そし
て彼らは，．…･･母親たちの言葉を告げて，『わたしたち
は，母たちがそれを知っていたことを疑いません』と
言いました｡」（アルマ56：47‑48）
子供の人生に親の教えや価値観をしっかりと定着さ
せるには，神に対する堅固な信仰が大きな力になると
思われます。信仰が自分自身の一部になると，子供は

人々に対してどのような関心を抱いておられるか，そ

強い精神力を持てるようになります。それでは，教え
なければならないすべての大切な事柄の中で，親はま
ず何を教えるべきでしょうか。聖典には，親は子供に
｢悔い改め，生ける神の子キリストを信じる信仰，およ
たまもの
びバプテスマと按手による聖霊の賜物の教義」を教え
るように，とあります（教義と聖約68：25)。これらの
真理は家庭で教えなければなりません。学校で教える
ことはできませんし，また政府や社会も奨励するもの
ではありません。もちろん，教会のプログラムは役に
立ちますが，家庭の中でこそ最も効果的に教えること
あんしゆ

ができるのです。

して岸に戻って来る弟子たちを待っておられたこと，

の本質を示してくれます。すなわち，具体的な一つ一

つの小さな事柄に心を砕いておられるのです。」
("KindnessandLove",LeavesofGold(ペンシルベニ

ア州オネスデール,:CosletPublishingCo.,1938年],
1
7
7
)

親であることはこれと同様です。愛や信仰，しつけ，
犠牲，忍耐，仕事など無数の糸によって家族のつづれ
織りが織られ，小さな行為の積み重ねが家族のきずな
を強めていくのです。

聖約の子

この教会の忠実な親たちにとって励みとなるすばら

しい霊的な約束があります。それは結び固めの儀式を
受けた子供たちが，神の聖約を大切に守った勇敢な先
祖たちに約束されたすばらしい祝福を受けることがで
きるということです。親が聖約を守るならば，神もそ
の聖約を守ってくださいます。こうして子供たちはこ
れらのすばらしい聖約と祝福を受け継ぐ相続人となる
のです。これは彼らが聖約の子であるからです。（オー
ソン･F･ホイットニー,ConferenceReport,1929年

愛の無数の糸

4月,110‑111参照）

親が子を教えるには，特別な仰々しい機会は必要あ
りません。わたしたちはこれを偉大なる師，救い主か
ら学びます。チャールズ・ヘンリー・パークハースト

この世で苦闘し犠牲を払っている尊敬すべき親たち
に神が祝福を与えられますように。忠実な教会員であ
る親が守っている聖約を神が特に尊ばれますように，
そして聖約の子供たちを見守ってくださいますように，

は次のように言いました。

イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。

みな

「キリストの生涯の完成された美しさは，小さな気
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家庭における財政管理の指針

家計

十二使徒定員会会員

マービン.J･アシュトン

豊かな富を所有していることや多額の
． 、 み こ こ ろ ‐

収入を得ていることは,御心にかまつ≦て
小冊子

いることのしるしではありませんし,≦：
.､.､きざ§

それらが欠けていても,"御心にかなうて

需

ゞ!いないという証拠ではありまぜん｡､『
−ダリン'rHo潟オークス長老

1975年4月の総大会の福祉部会において，ナニ使徒定
員会のマービン･J･アシユトン長老は，この小冊子に

精選された教え

まとめられた説教を行いました。スペンサー･W･キ

ンボ､−ル大昔長はその部会においてアシュトン長老の
ダリン･H・オークス長老

メッセージを支持し，次のように述べています。

「富に惑わされると，多くの方法で福音のもたらす

rわたしはこの集会に来てから，多くの事柄につい

祝福が破壊されます。他人の財産を欲しがる人は，霊

て考えてきました。わたしはアシュトン兄弟が話した

的な苦しみを受けることでしょう。財産を持っていた

ことを支持します。もしわたしがまだ若くて家族生活
を始めるとしたら，アシュトン兄弟が説明した12項目

のに失い，惨めな思いや憎しみを抱くようになった人
も，富に欺かれた犠牲者です。

別の犠牲者は，邪悪な人々の富に憤慨する人です。
預言者エレミヤは声を上げて，昔からの問いを繰り返
しています。『悪人の道がさかえ，不信実な者がみな繁

栄するのはなにゆえですか｡」（エレミヤ12:1)邪悪な
人々の繁栄や見せかけの幸福に心を奪われる人は，物
質的な事柄を重視しすぎています。彼らはこの世の富
にあまりに力を注ぎすぎるために，欺かれることがあ
るのです。

世の中が成功の指標として認める資産や名声を得ら
れなかったために，意識的に，あるいは無意識のうち
に罪悪感を抱いている人も，財産に惑わされた犠牲者
です。

成功という福音や，繁栄という神学を説く人々は，
『富の惑わし」を受け，「信心を利得と心得』て(lテ
モテ6：5），苦しみます。豊かな富を所有することや
みこころ

多額の収入を得ることは，御心にかなっているという
しるしではありませんし，それらが欠けていても，御
心にかなっていないという証拠ではありません。富は，
什分の一を納める（マラキ3:9‑12)など，正しい行
いに対する祝福として与えられることもありますが，
運の良い投機によって，あるいは不正直の結果として，
獲得することもできるのです｡｣(PureinHeart,75‑
じゅうぶん

7
6
）
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を収り入れ，自らそれに従い，子供たちや家族，知り
合うすべての人にそれを教えるでしょう。これは基本
的なことです。わたしは子供のころからずっと，中央
幹部の兄弟たちが『僧金から逃れ，借金を避けなさいノ
と言うのを聞いてきました。わたしは銀行で何年か働
いていたときに，多くの人がこの重要な勧告を無視し
たために恐ろしい状況に陥るのを見ました。

わたしはアシュトン兄弟が･･･…家計について話した
すべてのことに賛成します。それぞれの家族が予算を
立てるべきです。なぜでしょうか。この教会や教会の

実務において予算.なしに行動することなと;1日たりと
も考えられないからです。わたしたちは見込まれてい

る収入がおよそ幾らか知らなければなりませんし，支
出が幾らになるのか確実に知る必要があります。教会
か成功していることの一つは，幹部の兄弟たちがこれ
らの事柄に細 ､の注意を弘っていて，持ち合わせてい
なければ使わないということにあるでしょう｡』
最近わたしは，あるすてきな若いカップルと話す機
会に恵まれました。そのカップルは結婚式をその週に
控えていました。二人の目は，もうすぐ訪れる大切な
式を待ち望む気持ちと，互いの愛がこれからも続くと
いう確信で輝いていました。二人はともに大学で教育
を受け，良い家庭で育ち，教養を積む経験に恵まれて
いました。二人の人柄や今後の計画，そして将来の可
能性について知ることができたのは，うれしい経験で
した。二人の交際は永遠の基盤に基づき，これまで順
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調に進んでいるように思えました。

することが不可欠です。そのため，個人と家庭の財政

しかし面接の際，わたしの質問に対する二人の反応

管理能力を改善するうえでの提案を幾つかしたいと思

の中で一つだけ気にかかることがありました｡わたし

います。以下の12項目は，わたしたち一人一人が目標

は懸念している事柄を二人に伝え，幾つか提案するこ

を果たすうえで必ず役に立つことと思います。

とにより，間近に迫った結婚生活について彼らにもう
一度よく考えてほしいと思いました。

じゅうぶん

正直に什分の一を納める

わたしは次のような質問をしました。「結婚したら，

末日聖徒のどの家庭においても，財政管理の成功は

財政はどなたが管理されるのですか｡」彼女はこう答え

正直に什分の一を納めることから始まります。什分の

ました。「たぶん彼だと思います｡」そして彼はこう答

一と断食献金を第一の義務として納め，その後ほかの

えたのです。「それについてはまだ話し合ったことがあ

支払いを行うと，この大切な福音の原則に対する自ら

りません｡」この答えにわたしは驚き，ショックを受け

の決意が強まり，誤った財政管理をしてしまう可能性

ました。

は低くなります。神は，わたしたちの納める什分の一

結婚生活と家族に関する事柄のうち，金銭管理，財
政管理はどれほど重要なことかと尋ねられたら，わた
しは「とりわけ大切です」と答えるでしょう。アメリ
カ米国法律家協会は，離婚の89パーセントが金銭に関
する口論と告訴に端を発していると指摘しています。
また財政面での衝突は離婚原因の75パーセントに達す
ると推定している機関もあります。複数の専門家は，5
分の4の家族が金銭面で深刻な問題を抱えていると指

を毎月調べられるわけではありませんが，すぐに喜ん

摘しています。

ここで，わたしは何にも増して次の事実を強調した
いと思います。それは，結婚生活におけるこのような

悲劇は，単に金銭そのものの不足ではなく，個人の誤
った財政管理に起因しているという事実です。これか

ら結婚する女性は，相手の男性の月収に目を向けるの
ではなく，手もとに残る金額をその男性（そして彼女
自身）がどれだけ賢明に管理できるかに注目すること
によって恩恵を受けられるでしょう。金銭管理は金銭
を得るための営みよりも優先するべきものです。これ
から結婚する男性は，愛する婚約者が自分の求める資
質をすべて兼ね備えているように思える人であっても，
視点を変えて彼女が金銭を管理する能力を備えている
か確かめるとよいでしょう。

家庭において，夫と妻の間の金銭管理は基本的に共
同で行い，方針を定めたり，決断したりする際には二
人で行います。子供が産まれ，物事をある程度理解で

きる年齢に達したら，彼らも限られた範囲で金銭の管
理を共同で行うようにすべきです。金銭面の悩みや口

論が生じると，家庭内で平安，充足感，愛，安心とい
ったものを感じることはできません。これから結婚を
控えている人も，結婚して久しい人も，金銭管理能力
を高め収入の範囲内で生活するために，今こそ現状を
吟味し，必要に応じて悔い改めるべき時なのです。
今日の世にあって豊かで幸福な生活を送りたいと望
こんにち

むなら，適切な金銭管理を行い，収入の範囲内で生活

じゅうぶん

で什分の一を納めることにより，わたしたちも子供た

ちも，身近にいる人々に対し，さらに正直になること
ができます。

金銭に管理される前に，金銭を管理することを学
ぶ

結婚を控えている女性は，よくこのようなことを考
えます。「彼はお金をよく管理できるかしら。収入の範
囲内で生活する方法を知っているかしら｡」このように
考えることは，「彼はたくさんお金を稼げるかしら」と
いった疑問よりもはるかに大切なものです。財政面で
の心の平安は，稼ぐ金額ではなく，支出する金額に左
右されます。

夫婦は皆，金銭的な事柄に対して，絶えず態度と取
り組み方を新たにする必要があります。こうすること
により，夫婦間の協力体制は完全で永遠のものとなり
ます。家庭の財政管理は，夫と妻が互いに心を開き，
信頼するという姿勢をもって，共同で行うべきもので
す。夫婦のどちらかが金銭管理の面で力と権威を持つ
ようになると，結婚生活において不平等が生じ，不適
切なものとなります。逆に，一方が家庭の財政管理か
ら自分の意志でまったく離れてしまうと，それは必要
な責任を放棄したことになります。

金銭的を事柄で自己訓練と自制を学ぶ
金銭的な事柄について自己訓練と自制の仕方を学ぶ
のは，会計学を学ぶよりはるかに大切なことです。若
いカップルの皆さんが理解しなければならないのは，

親に頼った生活で自分がこれまで身に付けた金銭の使
い方と生活の様式を，結婚してからも維持していくこ
とはできないということです。結婚した夫婦は，自ら
はんりよ

の消費の衝動を抑え，伴侶や家族の必要を優先して考
えるとき，真の成長を遂げることができます。金銭管
永遠の結婚生徒用手引き
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3月

理の技術は，愛と協力の精神の下に，日々継続して学
んでいくことが大切です。妻に愛想を尽かしたある夫
がこう言いました。「お金が口を利くとすれば，妻が財
布を握っているときには，いつもこう言うに決まって
いるよ。『さようなら」ってね｡」自分の妻は世界で最
も家計の管理が下手だとつぶやく夫に対して，わたし
はこう言うでしょう。「鏡を見てごらんなさい。そこに
は，世界で最も教え方が下手な教師がいますよ｡」
わたしたちは，気ままで，自己中心的，かつ物質主

義の社会で生活しています。様々な広告が，クレジッ
トや分割払いがどれほど容易に利用できるかを喧伝し，
若い消費者を誘い込んでいます。おもしろいことに，
借りたお金をすべて返済し，負債のない状態でいるこ
とのすばらしさについて，また，返済にどれほどの期
間を要し，どれだけ困難が伴うか，特に，必ず付随す
けんでん

い先に対する，返済完了までの月々の返済額を上の図
のように列挙します。次の欄のいちばん上には，2番目
に返済したい支払い先を記します。最初の支払い先へ
の返済が完了したら，翌月からはその返済金額を次の
支払い先に加算します。（上記の例で，家族がクレジッ
トカードの毎月の返済を終えるときを見てください。

翌月からは，デパートへの月7,000円の返済にll,000円
を加えて，新しい返済額が18,000円になっています｡)
このプロセスを，ローンの返済がすべて完了するまで
続けます。

予算を組む

どの家族も，毎月使える金額と，家族の予算の各項
目でそれぞれ支出する金額をあらかじめ決めておかな

る利子がどんどんかさんでいくことを前面に出した広

ければなりません。家計簿をつけると，家庭の財政管
理とその記録が容易になります。記録の際はそれぞれ

告など一つもないのです。

の支出を慎重に記載し，銀行通帳の内容と毎月照合し

「負債追放カレンダー」は，不必要な負債を減らし
たり，なくしたりするうえで役立ちます。1枚の紙に欄
を幾つか設けます。いちばん左側の欄は，翌月から始
めて順番に月を記入していきます。隣の欄のいちばん
上には，最初に負債を返済したい支払い先を書きます。
この支払い先は，利子の割合が最も高い負債か，最も
早く返済を完了できるものがよいでしょう。その支払

ます。

永遠の結婚生徒用手引き

住宅の購入や教育費，そのほかどうしても欠かせな
い投資以外，負債とそれに伴う財政的な負担は避けて
ください。耐久消費財や休暇の際の支出は現金で支払
ってください。月々の分割払いを避け，クレジットカ
ードはよく注意して使用してください。これらは原則
として，購買者の便宜を図り，身分を証明するもので
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あり，むやみやたらに使用すべきものではありません。

ける精神的な抑圧を受けることでしょう。これは末日

複数のクレジットカードを利用すると，過度な負債の
危険が増すのは明白です。新製品を購入するに十分な
蓄えがないときは，中古品を購入するようにしてくだ

聖徒にあるまじきことです。非常に特殊で避けられな

宣告する場合も，祈りをもってよく考えた後，法律お

さい。また，品質の劣ったものを購入すると，たいて

よび財政の専門家の指示に従って行うべきです。

い場合を除き，破産は避けるべきです。そして破産を

予算は支出を計画し，評価するのに役立ちます。

いの場合，結局は非常に高価な出費を招きます。

収入の一定の割合を貯金や投資に回すようにしてく
ださい。緊急時にすぐ引き出せる貯蓄として，家族の
すべての必要を最低3か月賄える金額を蓄えておくべ

きです。すべての末日聖徒の家族は，正直に遅滞なく
納税申告を行わなければなりません。

収入の予定に合わせて，具体的な期間（毎週，2週間
ごと，毎月など）の予算を立てます。
収入と支出を計算し，収入の範囲内で生活します。

早くから家族に，働いて賃金を得ることの大切さ
を教える
「あなたは顔に汗してパンを食べ」という勧告は，

20年度

計画

賃金／給料(税引き後）
その他の収入

収入合計
支出
計画
実際

教会への献金
貯金
食費
家賃またはローン

水道光熱費

借金の返済
保険

医療費
衣服費
その他

二二二二二二

交通費

現代にも通用することです。またこれこそ個人の福祉

一二二二二二二二二一二二二

収入

予算
実際

の基本です。両親が子供たちにできる最も大きな贈り

物の一つは，労働について教えることです。子供に与
える月々の小遣いについては，長年にわたって多くの
ことが言われてきました。この小遣いに関する意見や

勧告は非常に様々です。わたしの母校は伝統を重んじ

る学校で，わたしはそこで働くことを教えられました。
子供は，奉仕や雑用を行うことにより，必要なお金を
自分で得る必要があると思います。また，努力して勉
強した成果やそのほかのふさわしい目標を達成したこ

とと結びつけて，子供に金銭的な褒美を与えてもかま
いません。家には金のなる木があり,1週間またはlか

月に1度その木からお金が落ちてくる，という考えを
植え付けられた子供は不幸だと思います。

お金に関する決断は所持金の範囲内で行うよう，
子供たちに教える
適切なしつけを受け，個人的に経験を積んだ子供は，
自分の所持金にかかわる財政上の決断について責任を

負い，思慮を欠いた出費に伴う結果を引き受けるべき
です。親が子供にただ「貯金をしなさい」と言っても

それは無意味なことです。しかし，「伝道に出るために，
自転車や人形の家，また嫁入り道具や車を買うために
貯金しなさい」と言えば，子供は貯金する理由がよく

支出合計

分かります。みんなが納得した目的のために一緒に貯

収入と支出の差

金することにより，家族の一致が生まれます。わたし

の家では，ある一つの大切な計画のために子供に貯金
させることにしました。そして子供が一定の金額まで

さて，これから話すことをよく聞いてください。中

貯金できたときに，わたしたちはあらかじめ決めてお

には気分を害する人もいるかと思いますが，それを承

いた金額を補ってあげたのです。子供たちが望ましい

知のうえで話します。債権者を無視したり，彼らを避

行動を取れるよう動機づけ，促すうえで，報酬には大

けたりする末日聖徒は，そのような態度を執る人が受

きな力があります。

永遠の結婚生徒用手引き

80家計

家族の一人一人が家族全休の福利に力を貸すよう

族はその後長年にわたり財政的な負担を強いられます。

に教える

外的を力か家庭の財政や投資に及ぼす影響を理癖
する

子供は成長したら，家庭の経済状態，予算，投資目
的，家庭内での自分の責任について理解すべきです。
家族の目標や楽しみを達成するために，あまり費用が

殺され続けています。したがって給料が増えたからと

かからず，楽しく，子供たちに理解できるような計画

いって購買力が増えたわけではないのです。給料の上

平均的な賃金上昇額の大半は，物価上昇によって相

を立てるよう励ましてください。伝道中の息子，娘ま

昇を，過度に消費したり負債を増したりする口実にす

たは兄弟，姉妹のために，毎月1度家庭の夕べで，家
族がそれぞれに得たお金を伝道資金に入れるという目

べきではありません。緊急時に引き出せる貯蓄以外に

標を持つことができます。これを行わない家族は，金
銭面でも霊的にもすばらしい祝福を逃していることに

を確保し，将来起こり得る病気や退職の場合に備えて

なります。家族全員で，伝道中の家族の一員に毎月送

約束するような投資はすべて避けてください。

も，家族で賢明な投資を計画して実施し，財政の安全
ください。リスクの高い投資や短期間で高額の利益を

金することにより，家族の一人一人がたちどころに

｢宣教師」となることができます。そして，自分の家族

適切な食糧貯蔵および緊急時に備えるプログラム

には伝道に出ている者がいるという誇りと，自分はそ
の家族の一員であるという誇りを持つようになるので

を行う

す
。

わたって組織的に，秩序立てて行ってください。この

継続して教育を受ける
正式な教育をできるだけ多く修めてください。職業

基本的な食糧貯蔵と緊急時の必需品の備えを長期に
目的のために負債を負うようなことがあってはなりま
せん。業者が販売促進のために計画した，賢明とは言
えない食糧貯蔵には乗せられないようくれぐれも注意

訓練学校への通学もこの中に含まれます。これは投資

してください。毎年菜園に種をまき，収穫すると，食

する価値のあることです。それによって見込まれる生

費を含め，多くの点で家族に益をもたらします。健康

涯賃金を考えると，教育の継続にかかる費用や時間は

の改善のため，栄養価の高い食事を取り，適度な運動

非常に価値あるものとなるでしょう。夜学や通信教育

を行い，それによって多額の医療費の負担を避けてく

のクラスを利用するのもよいでしょう。特殊な技能を

ださい。

身に付ければ，就職の機会が早く巡ってくるでしょう。
家や車の修理はとても役立ち，修理費で浮いたお金を

これらの提案はごく一部にすぎず，すべてを網羅し

貯蓄に回すこともできます。人によっては，思いがけ

たわけではありません。むしろ，これらの事柄を真剣

ず失業してしまうことがあります。失業した場合，た

になって考えてもらうために話したのです。わたした

とえ臨時の仕事でも，見つかればそれに就くべきで，
｢自分に合った職」が与えられるまで待つべきではあり

ちは賢明な金銭管理に関するこれらの基本的な指針を

ません。

自分の家を持つよう努める

知り，よく認識する必要があります。

適切な個人の福祉にとって金銭の管理が重要な要素
であることを，神はわたしたちに気づかせてくださっ

ています。わたしたちは引き続き，収入の範囲内で生

自分の家を持つのは消費ではなく，投資に値します。

活するようにしなければなりません。また，財政的な

この場合，自分の収入で維持できる家を購入する必要
があります。住みやすく，美しい家となるよういつも
手入れをするとよいでしょう。こうすれば，その家を
売るときに利益を得て，家族の必要に合ったさらに良

問題に頭を悩ますことのないよう，常に努めなければ

い家を購入することができます。

なりません。時間と利子がわたしたちの敵ではなく味

方となって働くとき，それは財政面で幸福な日々とな
ります。

末日聖徒は金銭を，永遠の幸福を得るための一手段
ほうまん

適切な保険をかける

として活用する必要があります。不注意で放漫な金遣

いをすると，財政的にがんじがらめの生活を余儀なく

十分な医療，自動車，住宅の保険，および適切な生

されることになります。個人や家族が金銭管理に心を

命保険に加入することが最も大切です。病気，事故，
ばくだい

砕かずにいられる余裕などありません。わたしたちが

死亡に伴う費用は莫大なため，保険をかけていない家

主に近くあって主の戒めに従って生活するならば，こ

永遠の結婚生徒用手引き
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れらのことに関して主は天の窓を開いてくださるでし

わたしたちの思いを焼き尽くす物質主義

ょう。

ほとんどの人がお金や物に心を向けています。モリ

ス・チヤルファントが書いているように，「20世紀最大

どんよく

の〔課題〕は，「どうしたら裕福になれるかjというこ

貧欲，利己心，甘やかし

こんにち

とです。今日の人々の思いと……心を占めている事柄
七十人会長会

で，これ以上に大きなものはありません。．．…●これは

ジョー・J･クリステンセン

社会的な地位や生活環境にかかわりなく，あらゆる人
に言えることですo」3

『リアホナ」1999年7月号，

お金自体は別に悪いものではないのですが，パウロ

はテモテにこう教えています。「金銭を愛することは，

9‑12参照

すべての悪の根である。」4裕福な人の中には，人々に恵

福音は悩んでいる人に慰めを与え，慰めを得ている
きょう

みをもたらすために，また王国の建設のために富を使
って，自分が得た繁栄に上手に対処する人もいます。
けれども 多くの富者にとって，富は大きな問題を投

人に悩みを与える，などと言う人々がいます。今日，
わたしは慰めを得ている人々，つまり裕福な人，貧し

げかけています。

い人，そしてその間にあるすべての人々に向けて話し

ここに4つの提案をします｡皆さんによく考えてほし

たいと思います。

いと思います。

主はこのように言われました。「あなたがた，金持ち

で自分の持ち物を貧しい者に与えようとしない者は，
災いである｡」さらに，主はこう言われました。「あな
たがた，貧しい者で心が打ち砕かれておらず，…･･･そ
の目が負欲に満ちて〔いる〕者は，災いである｡」」
恐らく多くの人々が，だれかの書き残した次のよう
なささやかな祈りを耳にしたことがあると思います。
どんよく

「愛する神様，
きょう

今日これまでのところ，すべて順調にやってきまし
た。わたしはうわさ話をしていませんし，かんしゃく
を起こしたりもしませんでした。貧欲でなく，怒りっ
ぽくなく，意地悪もせず，利己的でなく，自分を甘や
かすこともありませんでした。けれども主よ，あと数
分でベッドから起きます。それからは，あなたの助け
どんよく

がもっと必要になると思います｡」
どんよく

負欲，利己心，甘やかしに打ち勝つには，だれもが
たくさんの助けを必要とします。ブリガム・ヤング大
管長は率直にこう述べています。「この民についてわた
しが最も恐れていることは，彼らがここで裕福になり，
神とその民を忘れ，怠惰になり，そして自分から教会
を離れて行くことです。……わたしが最も恐れている
ことは，彼らが富に耐えられないことです｡」2
繁栄は幾つかの重大なチャレンジを投げかけます。
なぜならば多くの人々が，裕福になると概して怠惰に
なり，さらに負欲と利己心，甘やかしに陥った結果，
御霊を失って，文字どおり，「自分から教会を離れて行
どんよく

みたま

く」からです。

わたしたちを脅かしている物質主義への対策として，

欲しいものは必ずしも必要凌ものではない
第1,欲しいものと必要なものを混同してはならない。
わたしはこの点について母から大切な教訓を教わり

ました。わたしの父は長年，毎年新しい車に乗り換え
る習慣がありました。第二次世界大戦が終わって間も
なく，穀物の価格が急騰したころのある日，父は家族
全員が目を見張るような高級車に乗って家に帰って来
たのです。

ある日の朝，母はこう尋ねました。「新しい車は前の
よりどれくらい高かったの｡」

父が答えると，母はこう言いました。「前の車でもわ
たしが行きたい所はどこへでも行けたわ。差額分をだ
れかわたしたちよりももっとそれを必要としている人
に使っていただいたらどうかしら｡」
そして，そのとおりになりました。翌年，父は安い
車に乗り換え，余剰を分かち合うという方法を続けて
いきました。

注意していないと，わたしたちの欲しいと思ってい
るものはいつの間にか必要なものになってしまいます。

詩の一節を心に留めてください。「ほら，ほら，ぜいた
くちゃん，泣かないで。そのうち必需品になれるんだ
から｡」

子供を甘やかさない

第2，子供に多くのものを与えすぎることによって
過度に甘やかしてはならない。
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現代の多くの子供はわたしたち親が甘やかしすぎて

た家庭での活動に関連したものです。多くの子供たち

いるために，ゆがめられた価値観の下で成長していま

にとってそれはまったくの労働というよりはむしろ少

す。財政的に恵まれていようと，あるいはほとんどの

しの作業を含んだ遊びと言えるでしょう。

人がそうであるようにそれほど豊かでなかろうと，わ

甘やかしすぎる結果，多くの子供は実社会に出る準

たしたち親は子供が望むものをすべて与えようとして，

備のないまま親もとを離れて行きます。ヒンクレー大

楽しみにして待つ祝福，自分が持ってい
ない何かを切望することから得る祝福を

奪っていることが性々にしてあります。
わたしたちが子供に教えることのできる

最も大切なことの一つは，拒否すること

です。一般的に，即席の満足を与えてい
ると子供は弱い人間に育ってしまいま

管長はこのように語っています。「もちろ

甘やかしすぎる結果，
多くの子供は
実社会に出る準備の
をいまま親もとを

離れて行きますも

んわたしたちは日々の糧を得ていかなけ

ればなりません。主はアダムに，生涯顔

に汗してパンを得なければならないと命
じられました。自立への備えをすること

は非常に大切です。特に結婚を控えた若
い男性が，妻とやがて生まれてくる子供

す。一生懸命努力したことがないまま，
まことの偉大さを身に付けた人が一体何人いるでしょ

を扶養する責任を引き受けられるよう備
えることはとても大切です｡｣8

うか。

料理や裁縫をはじめとする生活上の大切な技術を身
に付けないまま結婚する青年男女があまりにも多いの
ひつす
です。これら必須の技術に関して無知であること，加
えて金銭管理についての理解の欠如といった問題が，

マックスウェル長老はこの点を心配して，このよう
に述べています。「教会のすばらしい青少年や若い独身

者の中には，苦労を知らない人がいます。彼らには欲
しいものは何でも手に入るのです。ほんのわずかでも
丁重で感謝のこもった彼らからの言葉をむなしく期待
している親たちがガソリン代・保険料までも含めて支
払った車をはじめ，様々なものが彼らにはあてがわれ
ているのです。このように，当然のように受け取られ
るそれらのものが子供たちを利己的にし，いつでも金
銭的援助を受けることができると信じる原因になる傾
向があるのです｡」5

ある賢い母親はこのように言っています。「子供たち
には，与えることができる場合であっても，与えない
ようにしています。子供たちのためを思って与えない
のです｡」

フレッド．ゴスマンはこのように述べています。「欲

しいものが何でも手に入る子供は，命の続くかぎり物
を欲しがります｡」6子供の人格を形成するうえでは彼ら
の生涯のどこかの時点で，「地球は今もなお太陽の周り
を回っている」のであって，彼らを中心にしているわ
けではないと学ぶことが重要ですo7そのためには，「ど

うしたら，自分たちがいることによって，世界をより
良い所にできるだろう」と自問するように子供を訓練
する必要があります。

わたしたちが住んでいる世界は躍動感に満ちた多彩
な娯楽で満ちあふれています。おもしろくなければ，
退屈で価値がないと考えるような子供たちを育ててし
まう世界です。家族の活動においてさえも，働くこと
と遊ぶことのバランスを考える必要があります。わた
しが成長期にあったころの忘れられない経験の幾つか
は，屋根板の交換や塀の作り方，庭仕事を学ぶといつ
永遠の結婚生徒用手引き

子供たちの結婚に失敗を招く種となってまかれている
のです。

わたしたちの多くが高価な流行とファッションの奴
隷となる子供を育てているのではないでしょうか。こ
の聖句を心に留めてください。「あなたの宝のある所に
は，心もあるからである｡」9わたしたちがどこに宝を蓄
えているかを知るにはどうすればよいでしょうか。そ
れには，時間と金銭と思いをどこに向けているかを評
価する必要があります。買い物や支出にどれほど心を
向けているかを評価してみませんか。

子供たちに対して流行の中から適切な服を選んで着
ることさえ避けるようにと言うつもりはありません。
彼らにとってそれは非常に大切なことかもしれないか
らです。けれども，洋服ダンスに入り切れないほどは
必要ないでしょう。わたしたちには教会員として，身
なりを整え，魅力的かつ上品に人々に接する責任があ
ります。それはうまく計画すれば，衣服に途方もない
お金を使わなくとも実行できることです。
モルモン書には，衣服に関連した高慢の問題を警告
する預言者たちの言葉が,Oか所以上にわたって記録さ
れています。一つの例を紹介します。「さて，……教会
の人々は次第に高慢になり始めた。それは，彼らが..．
…得た非常に多くの富と織り目の細かい絹と，より糸
で織った亜麻布……のためであった。彼らはこれらの
ものに恵まれて非常に高価な衣服を身に着けるように
なり，高慢な目をもって高ぶった｡」!O

わたしたちが子供たちとともに，しばしば引用され

ている開拓者のモットーに従って生活すれば，これら

家計83

みまえ

物質分野の問題は解決します。「修繕するか，使い切る

か，間に合わせるか，なしで済ませるか｡」

御前に呼ばれて，わたしたちがそれらの資産を使って
どのように人々に恵みをもたらし，王国を建設したか
について報告することになる，とわたしは確信してい

控えめな生活をして負債を避ける
第3，何度も語られているように，控えめな生活を
営み，負債をあたかも疫病のように避ける。
ヒンクレー大管長は最近，ヒーバー．J・グラント

ます。

預言者ヤコブは，富をどのようにして得，何のため
に使うべきかについて優れた勧告を与えています。

「しかし，富を求める前に神の王国を求めなさい。

大管長の言葉にわたしたちの注意を向けています。

キリストに望みを抱いてから富を求めるならば，富は

｢『人の心と家族に平和と安らぎをもたらすものが一つ

得られるであろう。しかし，富を求める目的は，裸で

あるとすれば，それは収入の範囲内で生活することで

いる者に着せ，飢えている者に食物を与え，束縛され

す。過酷で，落胆させ，勇気を失わせることが一つあ
るとすれば，それは返し切れないほどの負債や果たし

ている者を自由にし，病人や苦しんでいる者を救うな

得ないほどの義務を背負うことです｡j(Gospe/Stand‑
ards,G･ホーマー・ダーラム編[1941年],111)｣'1
サミュエル・ジョンソンはこのように述べています。

｢借金を単なる不自由なものと考えることに慣れてはな
らない。やがてそれは不幸へと姿を変えるからである｡」

ど，善を行うことである｡」1＄
じゅうぶん

什分の一を正直に納めることに加えて，貧しい人々
に対して惜しみない援助の手を差し伸べなければなり

ません。どれほどの金額を納めたらよいのでしょうか。

わたしはこの点を明確にしてくれたC･S・ルイスに感
謝しています。「余分の金額以上を与えること，これが

あなたは家族を心地よく住まわせるのに，実際どれ

唯一の安全な規定ではないかと思います。……慈善の

ほどの大きさの家が必要でしょうか｡派手で虚栄心を
満足させるための，必要をはるかに超えている家を購
入して，霊的，経済的な基盤を揺るがすようなことを

寄付がまったく不便や支障を来さない程度なら，……

してはなりません。

なる状態でなければなりません｡」I4

その金額ではまだまだ不足だということです。慈善目
的に寄付したがために，したいと思うことができなく

もし自立し，分かち合える立場の人になりたいなら

わたしたちが献金するにふさわしい個人はたくさん

ば，言うまでもなく資産を確保すべきです。収入の範
囲内で生活し，負債を避けていれば，資産を蓄えるこ

いますし，目的も数多くあります。教会の断食献金と
人道的支援活動基金に惜しみなく献金するべきです。
深遠で意義のある生活を家族に望んでいるならば，わ
たしたちは勇気をもって，宝をどこに蓄えているかを
どんよく
調べ，そして負欲や利己心，甘やかしが生む落とし穴

とが可能です。平均的な収入を持ちつつ生涯をかけて

資産の形成を実行している人々がいるかと思うと，一
方で，多額の給料をもらいながら，実行していない
人々もいます。この違いはどこから来るのでしょうか。
それは収入よりも支出を抑え，貯蓄に回し，複利を活
用しているかどうかということなのです。
財務コンサルタントはこのように指摘しています。
｢ほとんどの人は富を誤解しています。……富と収入は
同じものではありません。毎年，豊かな収入を得て，
それをすべて使っていたら，あなたは裕福になるため
の道を歩んではいません。単に，高級な暮らしをして
いるにすぎないのです。富とは，蓄えるものであって，
使ってしまうものではありません｡」'2
情しみまく人に与える
第4，惜しみなく与え，分かち合う◎
わたしたちよりも恵まれない人々に心と思いを向け
どんよく

れば向けるほど，負欲や利己心，甘やかしがもたらす
霊的な腐敗を避けることができます。わたしたちが手
にしている資産は管理を任されているのであって，所
有物ではありません。わたしたちは文字どおり神の

を避けなければなりません。

さあ，皆さん，覚えていきましよう。
・第1,欲しいものと必要なものを混同してはならない。
。第2，子供を甘やかしてはならない。
・第3，控えめな生活を営み，負債を避ける。
・第4，惜しみなく人々に与える。
与えることはまことに，わたしたちの信仰の真髄で
す。復活祭の時期に当たり，わたしたちは再び，「神
〔天父〕はそのひとり子を賜わったほどに，この世を愛
して下さった」15ことを祝います。地上に来られた御子
は，望むならば何でも手に入れることがおできになり
どんよく
ました。けれども，わたしたちすべてのために，貧欲
や利己心，甘やかしのいかなる影からも無縁のつつま
しい生活の模範を示すことをお選びになりました。主
の生活すなわち究極の模範となる生活に，少しでも近
づくために努力できるよう願っています。
イエスがキリストであられ，この教会が生ける預言者

によって導かれ，3日目に墓は文字どおり空になってい
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法律に基づいて結婚した夫婦である男女の問において

家族一世界への宣言

のみ用いるべきです。

わたしたちは宣言します。この世に命をもたらす手

実りある結婚と家庭は，信仰と折り，
ゆる

､≦悔い改め，赦し，尊敬，愛，，思いやり，

労働，健全な娯楽藩動の原則にのっとって
豆確立され，維持されます。

段は，神によって定められたものです。わたしたちは

断言します。命は神聖であり，神の永遠の計画の中で
重要なものです。

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供
たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負
たまわしぎょう

っています。「子供たちは神から賜った嗣業であり」

一二大管長会と十二使徒定員会

(詩篇127:3)とあります。両親には，愛と義をもって

子供たちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを与
え，また互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，
どこにいても法律を守る市民となるように教えるとい

家族一世界への宣言

う神聖な義務があります。夫と妻，すなわち父親と母
みまえ

親は，これらの責務の遂行について，将来神の御前で

大管長会と十二使徒定員会

報告することになります。

「聖徒の道』1998年10月号,24

家族は神によって定められたものです。男女の間の

わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会の大管
長会と十二使徒評議会は，男女の間の結婚は神によっ
て定められたものであり，家族は神の子供たちの永遠
の行く末に対する創造主の計画の中心を成すものであ
ることを，厳粛に宣言します。

結婚は，神の永遠の計画に不可欠なものです。子供た
ちは結婚のきずなの中で生を受け，結婚の誓いを完全

な誠意をもって尊ぶ父親と母親により育てられる権利
を有しています。家庭生活における幸福は，主イエ
ス．キリストの教えに基づいた生活を送るときに達成

すべての人は，男性も女性も，神の形に創造されて

されるに違いありません。実りある結婚と家庭は，信

います。人は皆，天の両親から愛されている霊の息子，
娘です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な行く
末とを受け継いでいます。そして性別は，人の前世，
現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性なの

仰と祈り，悔い改め，赦し，尊敬，愛，思いやり，労
働，健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され，維

です。

必需品を提供し，家族を守るという責任を負っていま

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，永遠
の御父として神を礼拝し，神の計画を受け入れました。

す。また母親には，子供を養い育てるという主要な責
任があります。これらの神聖な責任において，父親と
母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという
義務を負っています。心身の障害や死別，そのほか
様々な状況で，個々に修正を加えなければならないこ
とがあるかもしれません。また，必要なときに，親族

ひつす

その計画によって，神の子供たちは肉体を得ることが

でき，また，完成に向かって進歩して，最終的に永遠
の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するた
めに，地上での経験を得られるようになったのです。
神の幸福の計画は，家族関係が墓を超えて続くことを
可能にしました。聖なる神殿において得られる神聖な
儀式と聖約は，わたしたちが個人として神のみもとに

ゆる

持されます。神の計画により，父親は愛と義をもって
自分の家族を管理しなければなりません。また，生活

が援助しなければなりません。

わたしたちは警告します。貞節の律法を犯す人々，
はんI〕よ

伴侶や子供を虐待する人々，家族の責任を果たさない
みまえ

人々は，いつの日か，神の御前に立って報告すること
になります。またわたしたちは警告します。家庭の崩
壊は，個人や地域社会，国家に，古今の
'=−一−−−−− Ⅷ:1 預言者たちが預言した災いをもたらすこ
1神の幸福の計画は，｜ とでしょう。
わたしたちは，全地の責任ある市民と
家族関係が墓を超えて｜
政府の行政官の方々に，社会の基本単位
ミ続くことを

帰り，また家族として永遠に一つとなることを可能に
するのです。

神がアダムとエバに授けられた最初の
戒めは，彼らが夫婦として親になる能力
を持つことに関連したものでした。わた
したちは宣言します。すなわち，増えよ，
地に満ちよ，という神の子供たちに対す
る神の戒めは今なお有効です。またわた
したちは宣言します。生殖の神聖な力は，

である家族を維持し，強めるために，こ
"¥141;" ､ h､;｡￨w、§嶋蕊､'､" れらの定められた事柄を推し進めてくだ

:ﾆ㎡;ノ可能にし蕊した。
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さるよう呼びかけるものであります。

信仰の原則

精選された教え

マタイ9：29

「そこで，イエスは彼らの目にさわって言われた，
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

『あなたがたの信仰どおり，あなたがたの身になるよう

「お互いに忠実で，しかもその子らを愛と信仰のう
ちに育てている父親と母親の皆さんをほめたたえたい

に
｡
』
」

と思います。昨年の10月に発表した家族に関する声明
文は大きな反響を呼びました。どうぞ何回も何回も繰

2コリント5：7

り返し読んでください｡」（｢栄えあるイースターの朝に」
『聖徒の道』1996年7月号,75)

よって歩いているのである｡」

「わたしたちは，見えるものによらないで，信仰に

ピリピ4：13

M・ラッセル・バラード長老

「わたしを強くして下さるキリストによって，何事

「最近，大管長会と十二使徒定員会が発表した家族
に関する世界への宣言は，家族が神によって定められ
たものであることを明確にしています。この宣言は，
家族の崩壊によって古代や現代の預言者たちが預言し

た災いが個人や地域社会，国家に降りかかると警告し
ています｡」（｢主の食卓に着く」『聖徒の道』1996年7月
号，93）

でもすることができる｡」
lニーファイ3：7

「わたしは行って，主が命じられたことを行います。
主が命じられることには，それを成し遂げられるよう
に主によって道が備えられており，それでなくては，
主は何の命令も人の子らに下されないことを承知して
いるからです｡」

リチャード。G・スコット長老

「聖文を研究し，その内容について深く考え，それ
らを理解できるように祈って，偉大な幸福の計画に含
まれる教義上の基礎を学んでください◎大管長会と十
二使徒会が発表した家族に関する宣言を入念に研究し
て，活用してください。それは神の霊感によるものだ
からです｡」（｢偉大な幸福の計画を実践する」『聖徒の
道』1997年1月号，86）
メリル・』・ベイトマン長老

「宣言は次のように教えています。『実りある結婚と
家庭は，信仰と祈り，悔い改め，赦し，尊敬，愛，思
いやり，労働，健全な娯楽の原則にのっとって確立さ
れ，維持されます｡』言い換えれば，主は家族関係の質
によって家族の成功を測られるのです。信仰，愛，赦
しに満ちた家庭では，家族は一緒にいることに喜びと
満足を感じます。理想的には，父親が愛と義をもって
管理し，生活必需品を供給し，家族を守り，その一方
で母親は子供たちを養育する責任をおもに負います。
それとは対照的に，世の人々はしばしば，蓄積した財
産や子孫に残す不動産の大きさによって家族の成功を
測るのです｡｣("TheEternalFamily,''115)
ゆる

教義と聖約76：53

「また，彼らは信仰によって勝利を得，御父が正し
くかつ真実な者すべてに注がれる約束の聖なる御霊に
より結び固められている者である｡」
みたま

ジョセフ・フイールデイング・スミス大管長
「男女が真心から現世から永遠にわたる永遠の結婚

の聖約を交わすなら（そして『信仰によって勝利を得」，
『正しくかつ真実』な者となるなら〔教義と聖約76：
53〕)，約束の御霊である聖霊は，その結び固めを証明
する，言い換えれば裁可する。つまり，結婚の聖約に
みたま

かかわる約束をその男女のうえに結び固めるのであ
る｡」（『救いの教義』第2巻，89）
ハロルド．B・リー大管長

「疑いのない信仰は，科学においても宗教において
も，あらゆる学習の始まりです。……疑問に思う事柄
を心の中でよく思い計ることにより，またあなたの問
題を解決するために可能な人間の知恵をすべて当ては
め，それから自分の結論が正しいかどうか神に尋ねる
ことによって，霊的な知識と力を探求するのが信仰で
す。もしそれが正しければ，あなたの胸は内から燃え
て，正しいことを『感じる』でしょう。しかし，もし

あなたの結論が正しくなければ，思いが鈍くなって，
永遠の結婚生徒用手引き
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結婚関係には永遠にわたる貴いものが

誤っている事柄を忘れるようになるでし

ょう（教義と聖約9:8‑9)｡｣(Decisions

;溌婚は美しく満超

存在するという強い確信を二人が抱くと

ibrSuccessfillLivmg,194)

>』くるの，わたした

きに，悪に対抗できる信仰が築かれてい

スペンサー。W・キンボール大管長

の最大の夢以上に

きます。結婚は美しく満足のいくもの，

毒びのあるものでま

わたしたちの最大の夢以上に喜びのある

「主が語られる愛は，身体的な魅力で

ものでなければなりません。なぜなら

あるばかりでなく，信仰，自信，理解，

『主にあっては，男なしには女はないし，

パートナーシップでもあります。それは
パートナーシップでもあります。それは献身，親しい

女なしには男はない』から
￨まない』からです(1コリントll:11)｡」

交わり，親であること，共通の理想と標準です。また

￨「聖徒の道』1984年7月号,23参照）
(｢結婚と離婚」「聖徒の道』

生活の清さであり，犠牲であり，無私の心です。」
(TeachingsofSpencerW:Kimba",248)
「ジョンとメアリー，簡素で静かでありながら美し
い神殿結婚のために，華やかで魅惑的なこの世の結婚
式を捨てることを決意し，永遠のビジョンと信仰を持
ったお二人に，心からお祝いを述べます。このすばら
しい永遠の儀式は，お二人の誕生や祝福，バプテスマ，
あんしゅ

あるいは按手のように，質素で神聖なものになるでし
ょう｡｣(Fa肋PrecedestheMIracﾉe,127)

祈りの原則
スペンサー．W･キンボール大管長

「夫と妻がともに聖なる神殿に度々参入し，家庭で
家族と一緒に祈るためにひざまずくとき，．…･･彼らは
幸福の絶頂にあるのです｡｣(TeachingsofSpencerW
KImba",309)
エズラ・タフト・ベンソン大管長

「アンダーソン．M･ベイトマンは，愛する妻ビュ
ーラーに『人生の哲理』という詩をささげた。この詩
は，結婚のきずなが墓を超えて続くという彼の信仰を

「家庭での祈り，また夫婦が二人でする祈りは，皆
さんのきずなを強くすることでしょう。そしてお互い
の考えや望み，意見がだんだんと一つになっていき，
やがては同じ目的，同じ目標を目指すようになること

表している。

でしょう。

リグランド・リチャーズ長老

この世のしばしの生涯を超えて，
あなたと永遠に結ばれている◎

涙と，苦悩と，ふさいだ' ､を超えて，
あなたと永遠に結ばれている。

命のろうそくの火力弱まり，燃え尽きるとき，
愛力導を超えて，わたしたちを導いてくれる｡」
(『不思議な驚くべきわざyl68ノ
ブルース。R・マッコンキー長老

2コリン〃：24に関する注解「御子の犠牲を通して

神の恵みが現れ，バプテスマ，神殿結婚，その他の祝
福が人に差し出された後であっても，約束された報い
を受けるには，個人の信仰と義が必要であり，創り主
の前に独りで立って自らの救いを実現するために必要
なことを行わなければならないのである｡」(Doctrinal

導きと助けを受けられるよう，主，預言者の教え，
そして聖文に信頼を寄せてください。特に見解の相違
や問題が持ち上がったりしたときには，そうすること
が大切です｡」（｢救い−家族で取り組む事業」『聖徒の
道jl992年ll月号,4;「家族を永遠のものとするため
に」『聖徒の道」1983年1月号,105も参照）
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「祈るために家族で一緒にひざまずくことほど，皆
さんの生活に健全な影響を及ぼす習慣はほかにありま
せん。『天のお父様』，という言葉そのものに，すばら
しい力があります。確信をもって真心からこの言葉を
口にするとき，皆さんは神に対する自らの責任を感じ
ずにはいられないでしょう。神の息子，娘として主の
前にひざまずいて嘆願するとき，結婚生活を打ちのめ
しかねない小さなチャレンジは，まったく取るに足り

NewTestamentCommentary,第2巻,410)

ないものになります。

デビッド。B・へイト長老

る信仰と知識によって支えられ，愛の力によって日々

天の御父と毎日話すことによって，ほかの何物から
も得られない心の平安と生活の喜びがもたらされるで
しょう。夫婦の関係は年月とともにむつまじいものに
なるでしょう。愛が深まるでしょう。互いへの感謝の

維持されています。……

気持ちが高まるでしょう。

「結婚は，それが神によって定められたことに対す

永遠の結婚生徒用手引き
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みたま

子供たちは，神の御霊の宿る家庭で生活することに

悔い改めの原則

より，安心感に包まれるでしょう。また，両親が互い
に尊敬し合っていることを知り，そのような両親を愛

スペンサー。W・キンボール大管長

し，人を敬う心をはぐくむでしょう。静かな優しい言

「ある日，わたしがソルトレーク・シティーの神殿

葉に安らぎを覚えるでしょう。父親と母親は神に正直
はんりよはらから

の長い廊下を歩いて，若い二人の結婚式を執行する部

に生活し，伴侶や同胞に対しても正直に生活し，子供

屋へ向かっていたとき，後ろから来た女性が……とて

たちはそのような両親によって守られるでしょう。ま
た，両親が祈りの中で大小を問わず祝福に感謝するの

も不安げな様子でこう言いました。『キンボール長老，
わたしを覚えていらっしゃいますか｡」彼女はわたしを

を聞いて，感謝の心を養うでしょう。そして，生ける
神を信じる信仰をもって成長するでしょう。(Teach‑

いました。わたしは当惑しました。どうしても思い出

ingS
OfGordonBHInckiey,216)
はんりょ

せなかったのです。困り果てて，最後にこう言いまし

「伴侶との関係は年を追うごとにむつまじく堅固な
ものとなり，永遠に続くものとなるでしょう。そして，
伴侶への愛と感謝が深まるでしょう。」(Cornerstones

た。『申し訳ありませんが,思い出すことができません｡』
彼女はがっかりする代わりに，大きな喜びに顔を輝か

ofaHappyHome,11)

した。「わたしを覚えていらっしゃらなくて，感謝しま
す。以前，夫とわたしは一晩中あなたと一緒に話し合
い，あなたはわたしたちの生活を変えようとしてくだ
さいました。わたしたちは罪を犯し，そこから抜け出
そうと苦しんでいたのです。あなたはわたしが問題を
解決できるように，一晩中助けてくださいました。わ
たしたちは悔い改めて，生活を完全に変えました。あ
なたが覚えていらっしゃらなくて，うれしいです。な
ぜなら，使徒の一人であるあなたが忘れていらっしゃ
るなら，恐らく救い主も，わたしの罪を忘れてくださ

ジョー・』・クリステンセン長老

「専門のカウンセラーばかりでなく多くの教会指導
者は，毎日一緒に祈っている夫婦の結婚生活が危機的
状態にあるのを見たことがないと述べています。主を
結婚生活の中にお招きするならば，御霊の力によって
はんりよ
感情が和らぎ，緊張が緩和されます。伴侶と一緒にひ
ざまずいて，伴侶の口から出るあなたへの感謝と愛の
言葉を聞くとき，何が起こるか想像してみてください。
どのような困難に直面しても，二人で協力して克服し，
愛を深めることができるように祈ってください。……
バーバラが何らかの理由で気分の優れないときや気
落ちしているときは，夫婦の祈りでわたしが最初に祈
って自分の気持ちを正直に表すことが，彼女にとって
みたま

助けとなり，有意義なものになったと感じています。
｢父なる神様，わたしはバーバラのような伴侶に恵まれ
ていることに心から感謝します。お父様の選ばれた娘
の一人として，わたしがどんなにバーバラを愛し，感
謝しているかをバーバラに伝えることができるよう助
はんりよ

けてください｡バーバラが完全に蓋されて,妻として
母親として人生の大切な使命を果たしていくために，
必要な健康と強さが与えられるように祝福してくださ

じっと見詰め，耳をそばだててわたしの答えを待って

せました。重荷から解放された様子で，彼女は言いま

ったでしょうから。｣」(TeachingsofSpencer"
Kimba",108)

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「それらすべての解決策があります。それは離婚の
中にではなく，神の御子の福音の中にあります。『神が

合わせられたものを，人は離してはならない」と，主
は言っておられます（マタイ19:6)。夫婦間のあつれ
きを癒す道は離婚ではありません。悔い改めです。別
居ではありません。男性にとっては，自分の責任を引
いや

き受ける決心をする潔さです。それは黄金律です｡」
(｢神が合わせられたもの」『聖徒の道』1991年7月号，
7
5
）

い｡』……

わたしは皆さんに，自分の状況を率直に分析するよ

うにお勧めします。皆さんは夫婦関係を強めるために，
伴侶と一緒に毎日祈っていますか。もし祈っていなけ
れば，今が始める絶好の機会です｡｣(OneStepata
はんりょ

Time,15‑16)

スペンサー．W・キンボール大管長
かんいん

「姦淫やそのほかの性的な罪は恐ろしく，忌まわし
い，また重大な罪であるが，主はその罪に見合うだけ
の悔い改めをする者に，赦しを備えておられるという
ことを心に留めていただきたい。しかし，性的な罪は
もちろんのこと，もっと軽度の罪であっても，いった
ん犯して悔い改めるよりは，予防する方がはるかに望
ゆる

ましい｡」（『赦しの奇跡』74‑75）
永遠の結婚生徒用手引き
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たまもの

「同じように罪の重大さに対して，とりわけ性的な

賜物を受けている。しかし，その後の背信の夜々が彼

罪に対して自覚のない若い男女に会ったことがある。

らから聖霊を追い払ってしまったのである。聖霊を嫌

彼らは6月にわたしを訪ねて来た。前年の12月に正式
に婚約して指輪を交換していたが，この6か月間に性

うようになったのである。聖霊のささやきに耳を傾け

ようとしなかった。彼らが自分たちの罪がいかに重い

的な罪を頻繁に犯していたのであった。6月になって，

かを知らず，実は真理に反しているのにそうではない

彼らは神殿の推薦状を受けたいとそれぞれの監督に申
し出た。姉妹の方の監督は彼女がいつも活発に教会活
動に参加しているのを知っていたので，純潔に関して
あまり深く質問をせずに推薦状を発行した。そして彼
女は6月の結婚に使うまでそれをしまい込んだのであ
った。一方もう一人の監督は若い兄弟を注意深く問い
ただし,6か月間の罪の状態を知るに至ったのであった。
彼らはわたしに会いに来て，自分たちの罪を素直に
認めて，こう言ってわたしを驚かせた。『でも，そんな
に悪いことではないと思うんですが｡ぼくたちは正式
に婚約しましたし，間もなく結婚することになってい
ますから｡』彼らは罪の重大さをまったく理解していな
かったのである。主の宮を汚そうとしているというこ

とを考えずに，彼らは結婚するために聖なる神殿に入
るつもりでいたのであった。彼らは教会で何を学んで
きたのだろうか。そして，主の宮に対して何という不
見識だろうか。悔い改めをするまでは結婚を延期しな
ければならないと告げられた二人は，非常に不安そう
であった。彼らは悪いところなど全然ないと言わんば
かりに，自分たちを正当化しようとした。また，いつ
神殿結婚ができるか知りたくてしきりに催促した。彼
らは，赦しとは日数，月数，年数の問題ではなく，罪
ゆる

をどれほど強く感じ，自分を変えるかにかかっている

ということを理解していなかったのである。これも彼
らのゆがんだ生き方と，犯した深い罪の重大さを認識
していないことを示している。彼らは自分たちの罪を
進んで告白しようとせず，長い間いろいろと尋ねられ
てようやく罪を認めたのであった。この二つの態度に
は大きな開きがある。

この二人は,主の櫛芯にかなうという考え方を持っ
ていないようであった。つまり自分たちが犯した罪に

対して全面的に罰を受け，その後に初めて罪から解放
され，心を入れ替えて主に受け入れていただくという
考え方である。わたしは次のように尋ねてみた。『あな
たがたは犯した罪についてよく考えてみ

て，これは破門に値するという考えに到
達しませんか｡』二人はわたしの質問に
驚いてしまった。彼らは自分たちの極悪
な罪を単に軽率であったという程度にし
か考えていなかったのである。二人とも
教会で生まれ育ち，8歳のときに聖霊の

と確信していたとは，まったく信じ難いことである。

彼らは熱いアイロンでも当てたように良心を焦がして
しまったのである｡」（『赦しの奇跡』155‑156)
「ある日，わたしの事務所に，小さな子供が大勢い

る，落ち着いた感じのする夫婦が来ていた。結婚生活
かんいん

を始めたばかりのころ，彼らはそれぞれ姦淫の罪を犯
かいこん

してしまい，何年もの問，言うに言われぬ悔恨の苦し
ゆる

みを味わったのである。互いに赦し合ってはいたが，
それでも激しい苦しみに悩んでいた。

二人は疑問を解決したくて，わたしを訪ねて来たの
であった。もう彼らはその疑問を持ち続けていること
が堪え難い様子であった。夫が沈黙を破った。『わたし
は妻と話したのですが，わたしたちが以前に犯した
姦淫の罪のため，昇栄と永遠の命はおろか，日の栄え
の王国に救われることさえ望むべくもありません。け
れども，子供たちに恵まれ，彼らを義の中で育ててい
かんいん

るので，彼らが福音と教会のあらゆる祝福を受けて，
ついには昇栄に至ることができるだろうということで，
大きな満足を覚えてきました｡』ゆる

つらい代価を支払うならば赦しが得られるという聖
文をたくさん挙げて，二人に話していると，彼らの心
に希望がわき，平安が訪れてくるのが分かった。彼ら
は新たに見いだした歓喜に心を晴れやかにして部屋を
出て行ったのである｡」（『赦しの奇跡』343）
ボイド。K・パッカー長老

「ルシフェルの計画はただ一つ，偉大な幸福の計画
に反対して，人生の中で最も純粋で美しく魅力ある経
験，すなわちロマンスと愛と結婚，そして子供を養育
するという体験を汚すことでした〔2ニーファイ2：
18;28:20参照〕･悪魔の後には失意と罪という亡霊が
付きまとっています〔アルマ39：5；モロナイ9：9参

照〕。その傷を蓋すのは悔い改めしかありません｡」
(｢この世から永遠にわたって」『聖徒の道jl994年1月
号，25）
ゆる

悔い改めと澱しという
対に参る原則には，
サタンの恐ろしい力に
打ち勝つ力が

ありま戎

「人生の戦いで，サタンは無数のとり
こと，逃れるすべを知らずサタンの手下
にならざるを得ない多くの人々を味方に
つけます。しかし，罪人の収容所に押し
込められた人は皆，自分でその門を開け

る蕊を持っています｡その使い方を知っ
永遠の結婚生徒用手引き
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ていれば，サタンはいつまでも彼らを閉じ込めてはお

しようなどとは考えていません。ただわたしはいろい

け ゆる
ません。その鍵とは悔い改めを指します。悔い改め

ろなことから，必ずしも彼が全面的に悪いのではない

と赦しという対になる原則には，サタンの恐ろしい力

ことを知ったのです。そのことを理解してほしいので

に打ち勝つ力があります。

す

ゆる

道徳的な標準にかかわる罪で赦されないものはあり

あなただけが利己心を完全にぬく、い去ったとは，

ません。堕胎でさえ例外ではありません。この悔い改

とても考えられません。あなたがた御二人のように，
理知的で，分別のある人なら，自分自身のことよりも

めと赦しの基本原則は，聖文中で次のように簡潔に述

相手のことを思いやるようになれば，すばらしい幸福

べられています。

な生活を築くことができます。そのことをわたしはよ

ゆる

『見よ，自分の罪を悔い改めた者は赦され，主なる
わたしはもうそれを思い起こさない。

人が罪を悔い改めたかどうかは，これによって分か

く知っています。

現実から逃れようとしても，決して逃げ切れるもの

ではありません。仮に，利己的で自分のことばかり考
えていて，赦しの心を持たない人は，お互いに相手か
ら逃れようとしても，自分からは逃れられないもので
ゆる

る。すなわち，見よ，彼はそれを告白し，そしてそれ
を捨てる｡」（教義と聖約58：42‑43）

悔い改めの過程がいかに長く苦しいものであっても，
主はこのように述べておられます。

す。別居や離婚という方法を取っては，病は治りませ

『彼らに対して立てようとする契約はこれである
．…･･･わたしの律法を彼らの心に与え，彼らの思いの

(『赦しの奇跡』268‑269）

うちに書きつけよう……｡

ハワード．W・ハンター大管長

……もはや，彼らの罪と彼らの不法とを，，思い出す
ことはしまい｡j(へブル10:16‑17,強調付加)」（｢現

エス・キリストの生涯と模範に，特に主が示された愛

代の道徳的環境」「聖徒の道」1992年7月号,72‑73)

ん。再婚したときに，また頭をもたげてきます。』」

「第1に，わたしはすべての教会員の方々に，主イ

結婚における撤しの原則

と希望と思いやりにさらに注意を払って生活するよう
にお勧めします。わたしたちが互いにもっと親切にし，
もっと忍耐強く，もっと礼儀を尽くし，赦し合えるよ
うに祈っています｡」（｢尊く，大いなる約束」「聖徒の

スペンサー。W・キンボール大管長

道」1995年1月号,9)

ゆる

ゆる

「二人の過失が非常に似通ったものであって，双方
が梁にじゃまをされた物の見方をしているとしても，
彼らの利己心や人を赦さない態度を正当とする理由は
見当たらない。わたしはこのことを念頭に置いて，以
前に家族の問題について詳しく話し合った婦人に手紙
を書いたことがある。わたしは，彼女の家族内の不和
はり

ゆる

がこれ以上進んで別居や離婚といった事態にならない

ようにという願いを込めて，勧告を与えたのである。
数週間して，彼女からわたしの判断を受け入れる旨の

返事があった。わたしは彼女に返事を出したが，次に

「夫と妻の双方に，結婚の重要性や尊厳，またその
奥にある天与のの計画に対する認識がなければなりま
せん。
ゆる

小さな欠点は見逃し，赦し，忘れようとする気持ち
が大切です｡」（｢神が合わせられたもの」『聖徒の道』
1991年7月号,75参照）

「常に備えることは，永遠に進歩するための欠くこ
とのできない代価と言えるでしょう。時にはつまずく
こともあります。わたしは，悔い改めと赦しという偉
大な原則について主に感謝しています。ボールを落と
したり，間違いを犯したりした者に対し，主は，その
罪を赦し『もうそれを思い起こさない』という慰めと
なる言葉を述べておられます。しかし，どういうわけ
ゆる

挙げるのはその一部である。

『決定するのはわたしではありません。決定するの
はあなたの責任です。あなたは選択の自由を持ってい
ます。もしあなたが離婚しようと決意すれば，それは

あなたの責任ですし，調停を図ろうとしなければ，あ
なたが苦しむのです。わたしはあなたと前にお話をし
たとき，あなたがたはお互いに赦し合い，そこからま
た生活を立て直すつもりだと思っていました。しかし，
明らかにわたしは間違っていました。わたしが申し上
ゆる

げた注意も，お願いも，すべて聞き流されてしまった

ようです。わたしはあなたのご主人の落ち度を正当化
永遠の結婚生徒用手引き

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

かわたしたちの方でその罪を忘れずに引きずってしま

う傾向があります｡」（｢ボールを落とさないように」
『聖徒の道』1995年1月号,56)
トーマス．S・モンソン副管長

「最近わたしは，ある老人が兄弟の葬儀でした話を
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読みました。彼は若いころから，ニューヨーク州カニ
ステオの近くにその兄弟と住んでいました。部屋が一
つしかない小さな小屋でした。二人はけんかをしてか

に赦しを請わなければなりません｡」（｢イエス・キリス
トの比類なきメッセージ」「聖徒の道』1994年7月号，
8
4
）

ら，チョークで線を引いて部屋を二つに分け，線を越
えて立ち入ることも言葉を交わすこともしませんでした。

ロバート．L･シンプソン長老

その日以来，62年間もです。何という悲劇でしょうか。
すべては憐れみと赦しの欠如から起こったのです｡」
たまもの
(｢憐れみ−神の賜」『聖徒の道」1995年7月号,63)

る夫婦も,1日の終わりに床について交わす会話の価値

あわ

「結婚して1年目の夫婦も，あるいは25年目を迎え

ゆる

を知っていただきたいと思います。この夜のひととき

こそ，家庭の棚卸しを行い，明日の予定について話し
スペンサー．W・キンボール長老

「もしわたしたちが仲たがいを解決する際に率先し
て平安を求めるならば，もし心から赦して忘れること
ができるならば，もし人に石を投げつける前に罪や非

合う絶好の時間です。そして何よりもお互いに愛と感
謝の気持ちを再確認し合う最もよい時間です。またあ

ゆる

しんらつ

るときには，次のような会話を交わす場となるかもし
き よ う ゆ る
れません。『今日はごめんなさいね。赦してください｡』」

難辛辣な言葉罪悪感から自分自身の魂を清めるこ

(｢人類の希望である永遠の結婚」『聖徒の道」1982年7

とができるならば，もし自らの罪の赦しを求める前に，

月号，37）

事実であれ思い込みであれ，自分への不愉快な攻撃を
すべて赦すならば，もし人に返済を求める前に，額の
多少を問わず，自分の負っている負債を支払うならば，
もし人の目にあるちりを誇張する前に，自分の目にあ
る梁を取りのけることができるならば，この世界はど
んなにすばらしいものになることでしょうか。離婚は
最小限にとどまり，裁判所は胸が痛むような仕事から

ゆる

赦し−愛の究極の形

？
"
￥

はり

解放され，家庭生活は天国のようになるでしょう。」
(ConferenceReport,1949年10月,133)
ジェームズ．E・ファウスト長老

弱一一

篝

響

ナニ使徒定員会補助
マリオン･D・ハンクス

ConiErenceReport, 19忽年

10月,14‑15,17;Ensign,
19忽年1月号,20,

22

ゆる

「5つのパンと2匹の魚しか持たない人の基本的な特
質は何でしょうか。どうしたら，主の手の中で，仕え，
助け，祝福し，数百，数千の人々の生活に恵みをもた
らせるでしょうか。生涯にわたって人々の問題を扱っ
てきたわたしは，利己心と高慢な心を克服する能力が
大切だと感じています。この二つは，神の御霊を十分
に受け，神の前を謙遜に歩むのを妨げるものです。利
己心は，夫婦が互いに赦しを求め合うときの障害とな
り，より深い愛や完全な喜びを妨げます。利己心はし
ばしば，親子が互いに理解し合うのをじゃまします。
そしてうぬぼれや尊大な心を大きくし，現実を見えな
くします。また高慢であると，主に対して罪や弱点を
告白し，悔い改めることができなくなります｡」（「5つ
のパンと2匹の魚」『聖徒の道」1994年7月号，5参照）

赦しという教訓
きよう

わたしは今日，〔主〕がわたしたちに与えられた多く
の教えの中から，皆さんやわたしが主との交わりから
恵みを受けるために学ばなければならない一つの教訓

みたま

けんそん

ゆる

について話したいと思います。

キリストの愛は，わたしたちのために御自身の命を
与えてくださるほど純粋なものでした。「人がその友の
ために自分の命を捨てること，これよりも大きな愛は

ない｡」（ヨハネ15:13)しかし，主は十字架上でもう
たまもの

一つの賜物を授けてくださいました。その賜物を通し

て，主の偉大な愛の深さをさらに推し測ることができ
ます。つまり主は，御自分を迫害して十字架につけた
ゆる

人々を赦し，彼らのために御父に赦しを願われたので
す。
ゆる

ロバート.D・ヘイルズ長老

「わたしは自分がこれまでにしてきた不完全な行い
ゆる

について天の御父に赦しを請わなければなりません。

またわたしの性格や生き方のゆえに，自分で知りなが
らあるいは知らずに，傷つけてきたかもしれない人々

この赦しの行為は，御自身の命を犠牲にすることよ

りも易しかったのでしょうか。この行為によって，主
の愛はそれほど試されていなかったのでしょうか。わ
たしには分かりません。しかしわたしは，神と人に対
する愛の究極の形は赦しであると感じてきました。

永遠の結婚生徒用手引き
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主は試しを受け，そして合格されました。わたした：この悪のゆえに彼らは苦しめられ，ひどく懲らしめら
ちはどうでしょうか。恐らくわたしたちは，友人や信；れた･

仰のために命を差し出すように求められることはない：それゆえ，わたしはあなたがたに言う。あなたがた
ゆる

と思いますが（中にはそのような人もいるかもしれま；は互いに赦し合うべきである。自分の兄弟の過ちを赦

せんが)，だれもが自分に対して罪を犯した人を赦すと：さない者は，主の前に罪があるとされ，彼の中にもつ
いうもう一つのチャレンジに直面する機会が，今あるiと大きな罪が残るからである。
ゆる

ぃは将来において，必ずあります。そのときわたした：主なるわたしは，わたしが赦そうと思う者を赦す。

ちはどうするでしょうか。今どうしているでしょうか。：しかし，あなたがたには，すべての人を赦すことが求
ある人が次のように書いています。「……愛を与えず；められる｡」（教義と聖約64:8‑10)
みたま

ゆる

にいるのは，キリストの御霊を否定することである。；ですから，イエスは祈ることと，人の過ちを赦した

それは，これまで主をまったく知らず，主の生涯が自ときに自分の過ちも赦されることとを教えられたので
分にとって意味がなかったことを示している。主から，す（マタイ6:14‑15参照)。
何の影響も受けてこなかったこと，生活の中に主の霊Iわたしたちが公に，そして「心の中で」赦していな
ゆる

感がまったくなかったこと，これまで一度も主に近づ いときに，神に自分の赦しを願ってそれを期待するの
き，主が世に示された哀れみに触れ，それによって変；は，この上もなく厚かましいことではないでしょうか。
化を遂げたことがなかったことを意味している｡」！主がモルモン書の中で断言されたように，わたした

キリストの模範炭,その友への教えは「−−ちは人を縦さなければ，自分自身に罪の

明らかです。主は赦しを与えて，こう言｜わたしたちは溌辮生活を宣告を招くのです（モーサヤ26:30‑31

われました｡｢……敵を愛し｡あなたが｜もっと鍼聖凌ものとし，参照)。
しかし，自分に対する過ちを進んで赦
たをのろう者を祝福し，あなたがたを憎 互いに犠饗を猶い，
ゆる

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れ｡」（欽定訳マ

努力しまがら，す力によって左右されるのは，永遠の救
求愛 に祷った，いだけではありません。この世の生活に

…篭

解されたとき，不公平な扱いや不親切な着を取ろうとする者には，上着をも与え
扱いを受けたとき，罪を犯されたとき，ぬれぎぬを着：なさい」と命じられたとき，それは暴漢や人でなし，
せられたとき，偽りの非難を受けたとき，無視された：泥棒を思いやってのことだったのでしょうか。それと
とき，愛する人から傷つけられたとき，申し出を拒絶；も，恨みや怒りという破壊的な重荷に苦しむわたした
されたとき，どのような反応を示すでしょうか。憤慨：ちを解放するためだったのでしょうか。… 、

し,敵意をあらわにし,恨みを抱くでkようか｡それ；神は，わたしたちが自分自身や隣り人の友となり，

とも，できれば問題を解決し，相手を赦し，自らの車：主の友となるために，怒りや心の狭さ，愚かなう°ライ

荷を取り除くでしょうか。ドを取り去り，人を愛し,縦すことができるように助
そのような状況での対処法により，この世と永遠のけてくださいます。

世における生活がまさに決まるかもしれません。多く：「･……主もあなたがたをゆるして下さったのだから，
の苦難によって信仰を精錬された勇気ある友人は，数；そのように，あなたがたもゆるし合いなさい｡」（コロ
時間前にわたしにこう言いました。「昇栄の前には，屈；サイ3:13)
みな

辱を経験しなければなりません｡」：イエス・キリストの御名により，アーメン。
ゆる

求められる赦し
ゆる

わたしたちに求められるのは赦すことです。わたしi互いへの尊駁という原則
たちの救いはそれにかかっています。1831年に与えらi

れた啓示の中で，主はこう言われました。iスペンサー。W･キンボール大管長
かんいん

「昔のわたしの弟子たちは，互いに機をうかがい合：「姦淫をしないだけでは不十分です。わたしたちは
い，またその心の中で互いを赦さなかった。そして，；結婚生活をもっと神聖なものとし，互いに犠牲を払い，
ゆる
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努力しながら，求愛期間に培った思いやりと尊敬を深

に神が定められた方法なのです。結婚生活の幸福と，

めていく必要があります。神は神権の力によって結び

親となることによって得られる幸福は，ほかのいかな

固められた結婚を永遠に存続するように定められまし

る幸福よりも数千倍も大きなものなのです｡」（｢結婚生

た。したがって，わたしたちが日々，思いやりと愛を

活を豊かにするもの」『聖徒の道jl978年2月号,13参

もって互いに尽くし合うことは，主が望まれていると

照
）

ころです｡」（｢鉄の棒をしっかりつかむ」『聖徒の道』
1979年2月号,8)

ゴードン．B・ヒンクレー長老

ハワード。W・ハンター大管長

それに慣れてくると次第に薄れてくる傾向があります。

「妻を肉体的，精神的に虐待し，虐げる男性は悲し
むべき罪を犯しているのであり，真心からの真剣な悔

方法は幾つかあります。しかし，夫が時々，自分の傍

「結婚生活におけるお互いへの意識というものは，

い改めを必要とします。互いの相違は愛と親切，一致
の精神で，解決すべきものです。男性は愛に満ちた親
切な心で妻に語りかけ，最高の敬意を払うべきです。
兄弟の皆さん，結婚とは麗しい花のようです。愛を伝
えながら，たゆまず養い育てていかなければなりませ
ん｡」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒の道』1995年1月
号，58参照）

この意識を常に高く，しかも霊感あふれる水準に保つ

らに立つ協力者が神の娘であって，神とともに永遠の
目的を遂行するために偉大な創造の業に携わっている

という事実をよく考えてみること以上に良い方法を，
わたしは知りません。また，妻が夫への愛情を常に新
鮮なものとするには，天の御父のすべての息子が受け
継いでいる神聖な資質に目を留め，それらが尊敬と称
賛，励ましによって呼び起こされることを重んじ，望
むことが大切なのです。このような行動の一つ一つが，

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「若い男性と女性が，主の宮の中でともに聖壇の前
にひざまずき，現在と永遠にわたってお互いの愛と忠
誠を誓い，二人の生活を始める光景は何とも美しいも
のです。このような男女の家に生まれた子供たちは，
大切に育てられ，愛され，父親が母親を愛していると
いう実感を祝福として与えられるのです。そのような
環境にあって，子供たちは平安と力，そして安全を見
いだすことになります。子供たちは自分の父親を見て
いるうちに女性に対する尊敬の念をはく､くんでいくの
です。そして，後々の悲劇を避けるための力となる自
己抑制や自己鍛練を身に付けていくのです｡」（｢私たち
の神聖な責任」『聖徒の道』1992
年1月号,59‑60)
あらし
「いずれの結婚生活も時々嵐に見舞われることがあ
ります。しかし，忍耐と互いの尊敬，寛容の精神によ
り，わたしたちはそれらの嵐に耐えることができます。
誤りがあった場合は，謝罪し，悔い改め，赦すことが
できます。しかし，夫婦の両方が進んでそれを行わな
ければなりません｡｣(@!ThislBelieve"80)
ゆる

ジェームズ．E・ファウスト副管長

「偉大な愛の旋律によって生まれる音楽ほどすばら
しく荘厳な音楽があるでしょうか。二人の声が一つの
霊的なソロのように聞こえるとき，それは完壁な音楽
と言えるでしょう。結婚は互いに尊敬し合い，成熟し，
利己的でなく，慎み深くあり，責任を持ち，正直であ
るという基盤の上に，人間の最大の必要を満たすため
かんぺき

互いに絶えず感謝し合う気持ちをはく．くむのに役立つ
のです｡」（｢永遠の結婚へのおや石」『聖徒の道」1971
年10月号,305参照）
L・トム・ペリー長老

「このときアダムは，結婚の結びつきが，ほかのど
んな家族の結びつきよりも強いことを学んだのです。

神聖な結婚の結びつきの下では，一致，貞節，尊敬，
そして互いに助け合う関係が養われます｡」（｢選ばれし
おんな

婦」「聖徒の道j1995年7月号,78)
ニール．A・マックスウェル長老

「『様々な人間関係とその中で生みだすもの，廃止で
きない不変の原則によって支配されているようです。
……不正直，自制心の欠如，対人関係における人の権
利の軽視などがあれば，その結果を軽減する方法はあ
りません。……だれもこの事実を変えることはできな

いのです｡j(JOumalofMarriageandFHmily,1971年
2月号,46)｣(ThatMyFamilySllouﾉdPartake,15)
メリル・』・ベイトマン長老
「男性は女性がどんなに栄光ある存在であるか理解
するとき，女性に対して異なった接し方をするように
なります。女性は男性がその中に神格の種を有してい
ることを理解するとき，現在の姿だけでなく将来どの

ようになるかという可能性のゆえに，その男性を尊敬
するようになります。神性を理解することによって，
永遠の結婚生徒用手引き
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各々が相手に対して尊敬の気持ちを抱くのです。永遠

わき上がってくるものでなければならないのです。こ

の観点は男性と女性の心に，互いに学び合い，分かち

の憐れみという特質は，神の息子娘であり，また神聖

合いたいという願望を生じさせます｡」("TheEternal

な生得権を受け継ぐ者であるわたしたちには一人残ら

Family,"113)

ず，その幾分かが天与の賜物として与えられています。

たまもの

わたしたちの中に秘められたこの聖なる特質を，さら

思いやりの原則

に積極的に，より自由に表現できるよう，こぞって努
力しようではありませんか。．…・・

思いやりの同義語

わたしたちが，あらゆる対人関係の中で，いっそう
あわ

あわ

憐れみ，慈愛，同情，感情移入，哀れみ,共感，

思いやりと憐れみとを深めることができるよう，切に

温情,恵み,寛大

願っています。憐れみ深い者たちは憐れみを受けると
いう主の約束は確かなものだからです。．．･･･・
あわ

思いやりの反義語
亜心

無情無慈悲,"不親切,ぶつきらぼうｳ》■冷酷ぅ
?:しんらっ
意;ﾎﾄ憎患h■辛猟;■嫌悪,敵意,恨みﾙﾙ虐待口韓■十？

憐れみはイエス・キリストの福音の中核を成すもの
です。わたしたち一人一人がどれほど憐れみを示せる

かということが，わたしたちの主であり救い主である

御方の弟子としてどれほどの働きをしているか示すも

聖文の原文で使われる「思いやりﾙの同義語堀口毎
.･･．．．．，i,．．．．.
M""J":‐:: f
n℃』"Chamallkhaw‑malIMヘブライ誌＃動詞3淀義
今今 容赦する，哀れむウ伺情する。例÷与弓出エジ

のとなります。

一愛する,深く愛する,篠れむ,■情けをかける,

思い出してください。こう言われたのは主御自身で
した。『もし，だれかがあなたの右の頬を打つなら，ほ
かの頬をも向けてやりなさい｡』（マタイ5：39）
次のように言われたのも，主でした。『あなたを訴え
て，下着を取ろうとする者には，上着をも与えなさい｡』

愛情を示す，同情する。例一申命13:17

(マタイ5：40）

プ ト 2 ： 6 ；
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シャ語，動詞。定義一腸に従って動く，すなわ
ち哀れみによって行動する，哀れみを持つ（腸は
愛と哀れみの宿る場所と考えられていたから)b

ほお

定義一憐れみを示す，苦しんでいる人や援助を

次のように言われたのも，主でした。『もし，だれか
が，あなたをしいて1マイル行かせようとするなら，
その人と共に2マイル行きなさい｡』（マタイ5:41)
次のように言われたのも，主でした。『求める者には
与え，借りようとする者を断るな｡』（マタイ5：42）
罪を犯した女にこう言われたのも，主でした。
『みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなか

求めている人を助ける,不幸な人に手を差し伸べ

ったのか。……

る。例一マルコ5:19

I■ﾄﾆ■怒■りや嘆きなどの感情を控えめに保つ好己だが
？
『
』
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誤
り
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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｡』（ヨハネ8:10‑ll)
十字架につけられ，死の苦しみの中でこう叫ばれた
のも主でした。『父よ，彼らをおゆるしください。彼ら
は何をしているのか，わからずにいるのです｡』（ルカ

､℃されﾙることなくｳ■穏やかに対処する6℃■例三fニヘブ

23：34）

例一マタイ9：36，マルコ1:41
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:？■論■動詞｡定義−−気持ちを適度に抑え る;Ⅱ塒だ､
. ． ： ，

r痒冤

あわ

ル5:2:'n

永遠の父なる神の御子である主は，憐れみの生きた

6．SumpatheoIsoom‑path‑ehLoI,ギリシヤ語,動

詞．定義‑(a)相手と同じ気持ちを抱く，同情
する,(b)思いやる。例一へブル10:34(ギリ
ご ぃ

シャ語とへプライ語の語彙目録参照）

模範です。その地上での業は，貧しい者，病める者，
虐げられた者，そして人の不正や残酷な行為の犠牲に
なった者に対する思いやりあふれるものでした。十字
架上の主の犠牲は，全人類のために払われた比類ない
憐れみの行為です。
あわ

ゴードン。B・ヒンクレー大管長
あわ

「憐れみとは神の特質です。法律で強制することは
できません。真心からわいて出るもの，心の奥底から
永遠の結婚生徒用手引き

憐れみとは何と偉大な特質でしょうか。憐れみの行
為は往々にして静かに，また人知れず行われます。新
聞や雑誌の見出しを飾ることもあまりありません。報
どんよく
復や憎悪，また貧欲や利己主義とは正反対にあるもの
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あなたは土から取られたのだから。あなたは，ちりだ

です。……

あわ

さて，忍耐，優しさ，寛容，思いやりといった憐れ

から，ちりに帰る｡」

みをもっと必要としている場所がもう一つあります。

その場所，すなわち家庭について話したいと思います。
ほんのわずかの例外を除けば，子供は皆，その家庭

2ニーファイ5:17

の影響を強く受けます。良い家庭であろうとなかろう

また手を使って働くようにさせた｡」

と，無関心な家庭であろうと，皆そのことが言えます。
子供の成長過程を長い目で見てみると，育った家庭の

モーサヤ10:4‑5

教えを色濃く反映しています。もし無慈悲な行いや虐

「そしてわたしニーファイは，民を勤勉に働かせ，

「わたしは，男たちには地を耕させて，あらゆる穀

待，そして抑えられない怒りや不誠実な行為が家庭の
中にあれば，その実はだれの目から見ても明らかです。
同じようなことが幾世代にもわたって繰り返されるの

物とあらゆる果物を栽培させた。

です。逆に，忍耐や赦し，尊敬や思いやり，優しさや

布と，あらゆる織物を織らせた。このようにして，わ
たしたちはこの地で栄え，22年間この地は引き続き平

ゆる

篠れみ,同情がある場合も，その実はだれの目にも明
らかです。しかも永遠の報いとなります。建設的で幸
福な，立派な実を結ぶことでしょう。このように親が
憐れみを実際に施し教えるときに，次の世代の者たち
も，生き方と行いにおいて，親の模範に従っていくに
違いないのです。

世界中の父親や母親の皆さん，どうぞ，家庭におい
ては無慈悲な行いを自ら戒め，怒りを抑え，声を荒ら
あわ
げず，憐れみと愛と尊敬の念をもって互いに接してく
ださい｡」（｢あわれみ深い人たちは，さいわいである」
『聖徒の道』1990年7月号,73‑76参照）

そして，女たちには糸を紡がせ，骨折って働かせ，
わたしたちの裸にまとうあらゆる織り目の細かい亜麻

和であった｡」
教義と聖約42：42

「あなたは怠惰であってはならない。怠惰な者は働
く者のパンを食べてはならないし，その衣服も着ては
ならないからである｡」
教義と聖約68：30−31

「怠惰な者は主の前に覚えられる……。ところで，
主なるわたしはシオンに住む者を喜んでいない。彼ら
の中に怠惰な者たちがいるからである｡」

トーマス。S・モンソン副管長

「わたしたちの主は，どれほど強い力を，どれほど
大きな愛を，そしてどれほど深い思いやりを示してく
ださったことでしょうか。わたしたちも，その気高い
模範に従っていけば，人々に祝福をもたらすことがで
きるのです。機会はどこにでもあります。ただ必要な
のは，苦しみにあえぐ、人々を見る目であり，打ちひし
がれた人々の物言わぬ願いを聞く耳です。そうです。
愛と思いやりの心に満たされている人は，目や耳だけ
で人々と交わるわけではありません。救い主の偉大な
模範に倣って，心と心で人々と交わるのです｡」（｢決し
てひとりではない」『聖徒の道』1991年7月号,62)
なら

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「地上において生産的な労働に取って代わるものは
ありません。それは夢を実現する過程であり，それだ
けでは何の役にも立たない空想を現実のものとする過
程なのです。

多くの人間は，生来怠惰なものです。働くよりは遊
ぶ方を好みます。ほどほどの遊びやくつろぎは良いも
のです。しかし，人間の生活に変化をもたらすものは，
労働なのです。衣食住も働いてこそ賄えます。個人と
して民として，成長し成功を収めたいと望むなら，技
能を高め，知性をはく、くみつつ働くことが不可欠です｡」
(｢私は信じる」『聖徒の道』1993年3月号，5参照）

労働の原則
創世3:17‑19

「地はあなたのためにのろわれ，あなたは一生，苦
しんで地から食物を取る。

地はあなたのために，いばらとあざみとを生じ，あ
なたは野の草を食べるであろう。

あなたは顔に汗してパンを食べ，ついに土に帰る，

マービン・』・アシュトン長老
「『あなたは顔に汗してパンを食べ』という勧告は，

現代にも通用することです。また，これこそ個人の福
祉の基本です。両親が子供たちにできる最も大きな贈
り物の一つは，労働について教えることです。子供に
与える月々の小遣いについては，長年にわたって多く
のことが言われてきました。この小遣いに関する意見
永遠の結婚生徒用手引き
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や勧告は非常に様々です。わたしの母校は伝統を重ん

時間でも眺めていられます」と言った人のようになり

じる学校で，わたしはそこで働くことを教えられまし

ます。（ジェローム・クラプカ・ジェローム,The

た。子供は，奉仕や雑用を行うことにより，必要なお

ImernatiOnalDic加naryofThoughts,ジョン･P・ブ

金を自分で得る必要があると思います。また，努力し

ラッドレー，レオ．F・ダニエルズ，トーマス．C・ジ

て勉強した成果やそのほかのふさわしい目標を達成し

ョーンズ編〔シカゴ:J.G.FergusonPublishingCo.,

たことと結びつけて，子供に金銭的な褒美を与えても

1969年],782)ここでもまた，働くことの原則を教え

かまいません。家には金のなる木があり,1週間または

lか月に1度その木からお金が落ちてくる，という考え

る最良の教師は親自身です。初めてわたしが父や祖父，
おじや兄弟たちと一緒に働いたとき，わたしにとって

を植え付けられた子供は不幸だと思います｡｣(Oneibr

働くことは楽しみでした。そのころは彼らを助けると

theMoney,8)

いうよりむしろ困らせる方であったに違いありません
が，それは楽しい思い出となり，働くことの大切さを

L・トム・ペリー長老

学んだ貴重な体験でした。子供たちは責任感と独立心

「正直に働く喜びを子供に教えることは，親が子供
に与え得るあらゆる贈り物のうち，最上のものの一つ
こんにち
です。わたしはこう確信しています。すなわち，今日
多くの夫婦が離婚するのは，両親が息子たちには家族
を養いはぐくむ責任があり，その責任に伴うチャレン

を学ぶ必要があります。リーハイの教えのとおり，子

ジを受けなればならないことを教えておらず，またそ
のように訓練していないからであると。また，わたし
たちの多くは，娘たちの心の中に，家庭管理を通して
美しく整った家庭を築きたいという気持ちをはく、くん
できませんでした｡」（｢正直に働く喜び」『聖徒の道」
1987年1月号,65参照）

「結婚は，神が定められた神聖な制度です。よい家
庭を築くことは究極のチャレンジであり，ほかのどん
な成功も，その埋め合わせをすることはできません。
夫婦が一致して努力しなければ，結婚生活は地獄の苦
こんにち
しみとなるでしょう。今日の世の中には不幸な結婚が
多すぎます。軌道を外れて離婚に終わるケースも多す
ぎます｡」（｢選ばれし婦」『聖徒の道』1995年7月号,78)
デビッド．B・へイト長老

供たちが「思いのままに行動することができ，強いら
れることはない」（2ニーファイ2：26）ように，親は
自分の時間を割いて実際に行い，説明しているでしょ
うか。

世界的に有名な園芸家の一人であるルーサー・バー

バンク氏はこのように述べています。『子供たちに対す
るのと同じ程度に植物の世話をするなら，わたしたち

は現在，雑草のジャングルに住んでいるでしょう。』
(ElbertHubbardbScraPBook[ニューヨーク,Wm.
H.WiseandCo.,1923年],227)｣(｢この世での最大

のチャレンジ−良い親であること」「聖徒の道』1991
年1月号，37参照）
M・ラッセル・バラード長老

「大恐慌とそれに続く時期を経験してきた人々の中
には，政府から給付金を受け取った際，社会は自分た
ちの生活を支える義務があるというような思いを抱い
た人もいました。1936年，そうした風潮の中にあって，
大管長会は次のように宣言しています。『教会の目的は，
人々の自立を助けることです。教会員の生活を貫く原
則として勤労を再び掲げなければなりません｡j(Con‑

「わたしたちの心配は，単にプロデューサーや劇作
家が幸せな実りある結婚生活を描いていないことでは
なく，結婚した多くのカップルが結婚を真剣に受け止
めていないところにあります。結婚生活のために努力
きょう
し，これを守り，養い育て，昨日よりも今日，今日よ
りも明日と，より幸せな結婚を目指し，さらにそれを
永遠にまで至らせようという真剣な姿勢が見られない
のです｡」（｢結婚と離婚」『聖徒の道』1984年7月号,22)

各家庭で計画を立てて働く必要があります｡」（｢上手な
家計管理の3つの鍵」『聖徒の道jl981年9月号,142)

ジェームズ。E・ファウスト長老

ジョセフ．B・ワースリン長老

「子供たちに従順と自制心，責任感を身に付けるよ
うに教えるうえで不可欠な要素は，働くことを学ばせ
ることです。わたしたちは大人になるにつれて，「わた
しは仕事が大好きです◎座ってほかの人が働くのを何

「夫は妻に対して，妻は夫に対して忍耐強くあって
ください。完全を求めてはいけません。生じてくる相
違点を解決するためにお互いに納得のいく方法を見い

永遠の結婚生徒用手引き

ferenceReport,1936年10月,3)……

わたしたちは再び，労働を愛する心を生活の中で高
く掲げなければなりません。この永遠の原則が家族一
人一人の人生に良い影響を与え，深く根ざすように，
かぎ

だしてください｡」（｢忍耐一幸福への蕊｣｢聖徒の道』

家族一世界への宣言97

兄弟の皆さん，わたしはアロン神権者のとき，豚を

1987年7月号,33)

「親は，子供たちの心と生活習慣の中に，勤労精神

飼っていました。当時を振り返ると，農村の青年教育

の種を深く植え付ける必要があります。社会が農村中

機関の一つである4Hクラブで，純粋なデュロック種の

へんぼう

心から都会中心へと変貌するにつれて，勤勉によく働

豚の飼育に参加して，労働について多くのことを学び

くことの喜びと必要性がなおざりにされてきています。

ました。これから話すことが決して大げさでないこと

家庭において働くことを学ばない若人は，後に苦労し

を証明するために，ネルソン長老に手伝ってもらって，

て働くことを学ばなければならない羽目になるでしょ

数年間の様々な品評会でわたしの優秀な豚が勝ち取っ

う｡」（｢再生の種」「聖徒の道」1989年7月号,9)

た10O近いリボンをちょっとお見せしましょう。

ディーン。L・ラーセン長老

年前のもので，わたしが初めて勝ち取った賞です。そ

ネルソン長老の手もとにあるピンクのリボンは，60
「結婚は気楽な冒険ではありません。たいていは，

のときの審査員は優しい人で，豚の出来はもう一つで

夫と妻が自分たちで行う，一度きりのプロジェクトで

したが，わたしに必要な励ましとなるように4等賞を

す。わたしは度々現代の幻想に出くわします。若い

くれたのだと思います。この紫のリボンが，後の品評
会で優勝したときのものです。

人々の間では特に，相性の合う二人が一

】ネルソン長老，ありがとうございまし

緒になりさえすれば完全な結婚生活が送〆

れるという幻想があるのです。これは正幸せで安

,た，実り た。

し<ありません。結婚は自動的に成功にある結婚

潅蕊き上兄弟の皆さん，わたしは苦い経験から，

導かれるものではありません。幸せで安げる人々
定した，実りある結婚生活を築き上げるの代赫を

ぞのため地元の食肉出荷工場で豚肉価格の動向を

4いますb見守る必要があることを学びました。利

人々は，そのための代価を支払いますo'L"f･‑JI､…

，益と損失の細かい記録は，わたしの帳簿
係である父の助けを借りて付けました。

絶えず努力しているのです｡」("Enrich‑

ingMarriage,''EIIsIg刀,1985年3月号,20)
バーバラ･B・スミス姉妹

「責任感は仕事をするうえで欠かすことのできない
条件です。責任感は家庭内の仕事に一貫した方針を与
え，結婚生活に秩序を築きます，責任を明らかにし，
報告をどのようにしたらよいかを決めておけば，家族
の中の不一致は影を潜め，自己修養のうえでも良い機
会となるでしょう。」（｢家庭を平安を得る場とするため
に」『聖徒の道」1982年4月号,142参照）

すべてにおいて，両親はいつも協力的で，最後には豚
の世話まで手伝ってくれました。95歳になったわたし
の大切な母もそうでした。どのように働くか身をもっ
て示し，わたしの間違いを愛をもって正してくれまし
た
。

豚のえさを安く手に入れるために，わたしは定期的
にパン屋へ行き，3日たった古いパンを1斤わずか1ペ
ニーでたくさん買い入れました。さらに，地元の乳製
品工場にちょうどよい時間に行くと，ただで70ガロン
のスキムミルクがもらえました。今は1ガロンに2ドル

50セント払っています。皮肉な話です。こうして節約
することよって，えさに必要な穀類を少ない現金で買

｢押せ，肩の力もて」
十二使徒定員会会員
ニール．A･マックスウェル

蕊

『聖徒の道j1998年7月号，
42‑44参照㈱権部会）

えたのです。

豚の出産は真夜中過ぎになることがよくありました。
ずっと起きていて立ち会うと，疲れ切ってしまうのが
現実でした。しかし，すべてやり終えたときには，達
成感があって，家計にも幾らか貢献しました。同年代
のほとんどの少年が，同じような仕事をしていました。
兄弟の皆さん，当時はだれもが貧しかったので，自分
が貧しいとは思いませんでした。働くのが当然のこと
でした。今日では，もらうのが当然と考える人がいま
す。

豚を育てることにより労働について学ぶ

しかし豚の飼育には，人とのつきあいで困ることも
ありました。わたしはすでに人目を気にする年ごろで
した。今でもはっきり覚えていますが，中学校の校長
永遠の結婚生徒用手引き
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が教室にやって来て，みんなの前で大声でこう言った

に留めてください。喜びにあふれていますが，伝道活

のです。「ニール，お母さんから電話が来たぞ。君の豚

動は労働です。喜びにあふれていますが，神殿活動も

が逃げたそうだ｡」わたしは机の下に隠れたい気持ちで

労働です。悲しいことに，現代の無気力な若人たちは，

した。それでも走って家に帰り，豚を集めるのを助け

きちんと働ける人も幾らかいますが，ほとんどは勝手

ました。

気ままな生活をしようとしています。

働くことを教えてくれた両襯への磯謝

バランスの取れた方法で労働しなげればをらない

父は愛のある厳格な人で，わたしが精いっぱい働い
ても，時々注意が行き届かなくなることを知っていま

ずに，無料パスをもらっているような人もいます。ガ

した。わたしは「卓越した仕事」とは無縁でした。あ
さく

くい

る夏の日，父を喜ばせるために，柵にたくさんの杭を
立てることにしました。一直線にしっかり埋め込むの
です。一日中懸命に働きました。そして，父が帰って
来る道を今か今かと見ていました。父は帰宅すると，
心配そうに見守るわたしの前で，注意深く杭を調べ，
水準器まで持ち出してチェックしました。そして，申
し分のない出来だと断言し，褒めてくれました。自分
の流した汗が父の称賛を勝ち得て，心は喜びで満たさ
れました。

短い自叙伝のような話になったことをお許しくださ
い。わたしは若いときに労働について学べたことに，
心から感謝してきました。とは言っても，兄弟の皆さ
ん，いつも「歌いて義務を果た」し肩の力をもって車
を押したわけではありません（｢世はよく働く人を求む」
『賛美歌』161番)。しかし，そこで肩の力と車について
学んだことが，後に大きな車を押すときに役立ちまし
た。現代の若人の中には，車を押すとは，車を運転す
ることだと誤解している人がいるようです。
労働の福音

残念なことに，立派な若人の中には，働くことをせ
ソリン代と保険料の付いた車を含め，様々な特典を与

えられ，支払いはすべて親にしてもらいます。しかも，
親が子供から感謝の言葉を聞くのは，まれなことです。
若い男性の皆さん，学校の勉強や家の仕事，教会の
責任，アルバイト，奉仕活動など，様々な仕事に費や
す時間は，時期や環境によってもちろん変わってきま
す。それぞれの仕事が皆さんの才能を伸ばします。し

かし，警告灯に注意してください。例えば，アルバイ
トをしているならば，給料をすべて自分のために使う
じゅうぶん
でしょうか。什分の一を納めますか。伝道のために貯

金しますか。スペンサー．W･キンボール大管長は，
明快な助言をしています。「〔もし若い男性が〕得るも
のすべてを自分のために使うことを許されたら，その
利己的な態度は墓に入るまで続くでしょう。」(The
TeachingsofSpencerW:KImba",560)

学校の勉強は確かに必要ですが，勉強が霊的な働き
をすべて締め出してはいないでしょうか。学校の成績
はとても大切ですが，クリスチャンとしての奉仕の成
績はどうでしょうか。

教会の責任は，重要な能力を伸ばします。この種の
働きが必要なくなることは決してありません。しかし，
皆さんは本気で責任を果たしているでしょうか。
家の仕事も重要ですが，自分の部屋の掃除や服の片
付け以上のことをしているでしょうか。

天の御父は神の子供たちのための壮大な計画をこう
表現されました。「見よ，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｡」（モーセl:39)主が使われた「業」という言
葉の意味を考えてください。主が愛と蹟罪をもって行

行う最も困難な仕事は，利己心をなくすことです。実

っておられるのは，業です。主も働かれるのです。わ

に難しいことです。

たしたちも同じように「救いの達成」「収穫の律法」
｢額に汗して」といった言葉を使います（モーセ5：1
参照。ジョセフ・スミス訳創世4:1[英文〕も参照)。
いずれも無意味な言葉ではなく，働くことの大切さを
強調しています。事実，労働は，たとえ経済的に働く
必要のない場合でも，霊的には常に必要なものです。
立派な若人の皆さんにお話しします。7人のすばらし
い孫たちもこの話を聞いているでしょう。そのうちの2
人は伝道に出ていて，3人は最近執事に聖任されたばか
りです。労働が「完全な福音」の一部であることを心

仕事のバランスを取る必要があります。なぜなら，
父親が頻繁にする残業のように，ある種の仕事は，ほ

しょくざい

永遠の結婚生徒用手引き

いかなる仕事を抱えていようと，皆さんやわたしが

かのことを行う時間を奪う傾向があるからです。偏っ
た仕事好きは抑えなければなりません。スペンサー・
コンデイー長老が引用しましたが，オーケストラの指

揮者たちに与えたシュトラウスの警告にあるとおりで
す。「金管楽器を励ますような合図を送ってはいけない。
さもないと，弦楽器の音は二度と聞こえなくなる。」
父親よ，息子とともに働きをさい
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父親の皆さん，気をつけてください。自分のときよ

もとへ至る道を歩むように招かれているのです。そこ

り良いものを子供に与えようと望みすぎてはいけませ

で職を失うのは葬儀屋だけではないでしょう。しかし，

ん。子供が経験すべき手ごろな仕事を取り除き，今の

働くための能力や知恵は，決して失われません。学習

自分を形成してきた機会を子供から奪って，知らずに

する能力も同じです。若い兄弟の皆さん，労働なしに

状況を悪化させないようにしてください。

日の栄えの王国に入る近道はありません。楽なエスカ

確かに，状況は変わりました。ほとんどの若い男性
は，牛の乳搾りや豚の飼育などはしません。現代の仕
事の中には，機械的で不自然に思えるものがあるかも
しれません。しかし，若い男性の皆さん，有意義な仕

レーターはないのです。

事の機会を与えようとしている両親に，忍耐強くあっ
てください。この点において，もっと多くの息子たち

が，時々であっても，父親と働く機会を得ることがで
きたら，どんなに祝福されることでしょう。父親と息
子のチームワークがまだできていなければ，これから3
か月間に共同で行う仕事を一つ選んでください。

符別な仕事をするために送られてきたえり抜きの
雪
垂

アロン神権者であれ，メルキゼデク神権者であれ，

今ほど，自分が何者であるか知ることが大切な時代は
ありません。ずっと昔から，皆さんはこの偉大なドラ
マに参加してきました。「初めに神とともにいた」ので
す（教義と聖約93：29)。神の霊の息子として前世の大
会議に参加し，御父の救いの計画の下に現世を経験で
きることを知って，喜びの声を上げました。

労働という価値観で知られる

さらなるドラマが忠実な人々を待ち受けています。
たまもの

若い男性の皆さん，各々の持っている賜物が何かは
知りませんが，確かに与えられています。どうか自分
の賜物を使って才能を伸ばしてください。また，伴侶
を亡くした人や病人のために，ごみを出したり，芝を
刈ったり，落ち葉を掃いたり，雪かきをしたりしてく
はんりょ

ださい。

仕事の仕方を知っていれば，生活に役立ちますし，
卓越した経験があれば，特に有利になります。
若人の行う仕事に対し，よくできたときには特に，
直ちに惜しみなく褒めるようにしましょう。
末日聖徒が労働という価値観で今後も知られるかど
うかは，新しい世代の人々にかかっています。ブリガ
ム・ヤング大管長はずっと以前にこう勧告しました。
｢長老たちがその高潔さを買われて…･･･彼らの働きが望
まれるようになっていただきたいと思います。福音を
守って生活し，末日聖徒の名にふさわしい行動を取る
ならば，わたしたちはそうしたすべての仕事をまった
く安心して任せられる人物になることができるでしょ
う。もし任せられない仕事があるとすれば，それはわ
たしたちが福音に従った生活をしていないからです｡」

その日には，すべてのひざがかがみ，すべての舌がイ
エスはキリストであられると告白します。すべての入
あわ

が主は神であり，正義と憐れみにおいて完全な御方で
あられると認めます（モーサヤ27:31;16:1;アルマ

12:15参照)。主を愛する人々は日の栄えの王国に入っ
て，主が備えられた「目がまだ見ず，耳がまだ聞か…
…なかった」ものを受け継ぐのです(1コリント2:9)。
イエスはすでに，そのような栄光ある場所をわたした
ちのために備える業を終えられたのです。

兄弟の皆さん，年齢を問わず，皆さんの霊的な過去
と未来を表す言葉は「広大な」という形容詞だけです。
いつも果たすべき多くの仕事があります。主の業を行
う方法を知っている人には，特にです。わたしはヒン
クレー大管長の次の言葉を喜びをもって支持します。
「わたしたちには，教会の歴史上，最も優れた若い世代
がいます｡｣(TeachingsofGordonB.HIIIckiey,714｡

｢選ばれた種族」『聖徒の道』1992年7月号，74も参照）
わたしは皆さんの将来の可能性を信じています。皆
さんは特別な仕事を行うために地上に送られてきたえ
り抜きの霊です。それが今晩，親しみを込めて伝えよ

(『歴代大管長の教え−ブリガム・ヤング』24参照）

うとしてきたことです。

労働のない近道はまい

皆さんを愛しています。神の祝福があって，みもと
に戻る道を歩んでいけますように，イエス・キリスト
みな

若い男性の皆さんは，時が来たら自分の職業を選択
します。神経外科医，森林警備員，機械工，農業，教
師など，何を選ぶかは，原則によるのではなく，好み
の問題です。こうした職業の選択は明らかに重要なこ
とですが，皆さんが歩むべき真の道を示してはいませ
ん。兄弟の皆さん，皆さんは神の息子であり，御父の

の聖なる御名により祈ります。アーメン。

永遠の結婚生徒用手引き
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健全なしクワエーション活動の原則

楽会，学校のプログラムなどに行ったりするようにし
てください。父親がいると，随分大きな違いが出てき

スペンサー。W・キンボール大管長

ます。

「子供たちは暇がありすぎると退屈します。そして，

5．家族一緒に休暇を過ごしたり，旅行に出かけたり

その気晴らしのために，だんだんと高価なものを欲し

する楽しい伝統を築くようにしてください。これらの

がるようになるとしても，それは当然のことです。わ

楽しい思い出は，いつまでも子供たちの心の中に残る

たしたちは，家庭や菜園の仕事を分担して果たすこと

ことでしょう。」（｢イスラエルの父親たちへ」『聖徒の

の貴さを教えなければなりません｡」（｢人手によらずに
切り出された石」「聖徒の道』1976年8月号,315)

道』1988年1月号,55;Tbthe肋的ersinISrael,8‑9)
ヒュー。B・ブラウン副管長

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「健全なレクリエーションはわたしたちの宗教活動

「以下の詩には『成功が失敗となるとき』という表
題が付いています。

の一部です。つまり生活に変化をもたら

ほんとうはもっとできるのに，少しし

すことが必要なのです。ただそのように
考えるだけでも霊を鼓舞することができ
ます｡」（｢落胆してはならない」「聖徒の

か努力していないとき，

仕事に関して，より清く，立派で，大
きい人になれないとき，

道jl975年2月号,91)

「家族は，ともに働き，遊ぶ時間をも
っと増やさなければいけません。家庭の
夕べを毎週開くようにしてください。そ
夕
べを母週開くようにしてください｡そして，遊んだ
り，家族みんなで家の仕事をしたりするとよいでしょ

う。また，寸劇をしたり，ピアノを囲んで歌ったり，
ゲームをしたり，特別に作ったおやつを食べたり，家

族みんなで祈ったりしてください。家庭の夕べのよう
な活動は，あたかも鉄の鎖のように家族を，愛と，誇
りと，家風と，強さと，忠実さで結び合わせます｡」
(｢家族を永遠のものとするために」『聖徒の道』1983年
1月号,106参照）

「幸せな家庭は，計画，仕事，休暇，レクリエーシ
ョン，親族会など，何事も一緒に行います｡」（｢聖徒た
ちに与える勧告」『聖徒の道』1984年7月号,ll)
「シオンの母親の皆さん，神から与えられた皆さん

の役割は，自分自身の昇栄にとって，また皆さんの家
族の救いと昇栄にとって非常に重要です。……
……子供たちの真の友達になるために時間を取って
ください。……

……子供たちに本を読んであげる時間を取ってくだ
さい。……

……家族として一緒に何かをする時間を取ってくだ
さい｡｣(TotheMotf,ersinZYOn,8‑10)
「ここでわたしは心からの愛を込めて，イスラエル
の父親の皆さんに，子供を霊的に指導するうえで役に
立つ10の具体的な方法を提案したいと思います。……
4．父親と娘のデートや，また父親と息子たちで出か
けるなどの機会を作ってください。また，家族全員で
キャンプやピクニックに出かけたり，野球の試合や音
永遠の結婚生徒用手引き

飲み食いをし，楽しく過ごし，財産を

蓄積するためだけに生活するとき，それ
は成功が失敗となるときだも

札入れの中よりも人椿の中に豊かな富がなかったと
き
，

自分力聯心を達成したら，人の望みや希望が打ち砕
かれるとき，

金銭や土地家，債券を求めて飢え渇き，その強欲
に支配されるとき，

仕事によって敵を壊し，′神経症』やむら気の犠牲に
なるとき，

仕事に没頭するあまり，家族から他人のように見ら
れるようになったとき，

金銭欲のために妻の人生を暗く窮屈なものにし，妻
から自己表現の機会を奪い，休息やレクリエーション，
そしてあらゆる種類の楽しみを取り上げるとき，
利己的なまでに職業に没頭し，，思いやりや友情を生
活から締め出すとき，

仕事上の肩書きに見合う人搭を身に付けていないと
き，たとえ弁護士，商人，医師，科学者として立派で
も，人として立派でまいとき，

友情をはぐくんだり，上品な態度や礼儀作法を身に
付けたりする時間がなかったと言い訳をするとき，
自尊心，勇気，自制,6，，そのほか人としての特質を
途中で失ってしまうとき，それは成功が失敗となると
きだ』

(ConferenceReport,1969年4月,113)
トーマス。S・モンソン副管長

「わたしたちはよく，子供にはもっと物が必要だと
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誤解しますが，実際に，子供が心の中で求めているの

士の話は『堅固な家族の特質jというタイトルでした。

は，もっと一緒に時間を過ごすことだけなのです。富
や資産を増やすことについて，主はこのように教えて

その特質の一つは以下のとおりです。

おられます。

あるいはレクリエーションなど，家族全員が参加する

堅固な家庭では，家族全員での遊び，仕事，食事，

『あなたがたは自分のために，虫が食い，さびがつ

ことにかなりの時間が費やされています。それぞれが

き，また，盗人らが押し入って盗み出すような地上に，

家庭の外に関心のある事柄を持っているとしても，と

宝をたくわえてはならない。

もに過ごすのに十分な時間を見つけているのです｡」
(｢子を教えよ」『聖徒の道』1983年7月号,137参照）
「皆さんの家族の中に，一人一人を結びつける家風
を作り上げてください。それによって，献身し，愛を
示し，互いに助け合うことができるからです。……そ
ういった機会を通して，家族の交流を図ることにより，
岩の上に土台を築くことができるようになります｡」
(｢善い父母から生まれたので」「聖徒の道』1985年7月

むしろ自分のため，虫も食わず，さびもつかず，ま

た，盗人らが押し入って盗み出すこともない天に，宝
をたくわえなさい。

あなたの宝のある所には，心もあるからである。』
〔マタイ6:19‑21]｣(｢平和への道」『聖徒の道』1994
年7月号，63‑64）
マーク。E・ピーターセン長老

号，23）

「毎週月曜日に家庭の夕べを開き，清い生活を送る
ことの大切さを，言葉だけでなく楽しい活動を通して
教えることは，負担が大きすぎることでしょうか｡」
(｢どこに立つか」「聖徒の道』1980年9月号,106)

「家族の活動を通して関係を強めてください｡」（｢善
い父母から……教えを受けた」『聖徒の道』1994年7月

トーマス．S・モンソン副管長

「わたしたちの家は秩序の家でなければなりません。

『天が下のすべての事には季節があり，すべてのわざに
は時がある」と勧告したのは伝道の書を記した人でし
た（伝道3:1)。わたしたちの生涯はまさにこの言葉
が真実であることを物語っています。家族のために，
仕事のために，研究のために，奉仕のために，レクリ
エーションのために，自分自身のために，そして何よ
りもキリストのために時間を確保しようではありませ
んか｡」（｢永遠の家庭を築く」『聖徒の道』1984年7月

号，40参照）
きょう

「今日わたしは，リーハイの夢のこの部分について
話したいと思います。現在，あの『大きく広々とした

建物』から聞こえてくる声は，われ先にこの世のもの
を手に入れるようわたしたちを誘惑します。わたした
ちは車3台分のガレージとレジャー用の車がある，も
っと大きな家が必要だと考えます。……一方支払いの
ためには，将来の必要をいっさい考えず，借金するこ
とがよくあります｡欲しいものをすぐ手に入れるとい

う，こうした傾向のために，破産が増え，多くの家族
が経済的な負担のあまりの重さに苦しんでいます｡」
（｢『備えていれば恐れることはない』」『聖徒の道』1996
年1月号，39）

号，29）

ジェームズ。E・ファウスト長老
L・トム・ペリー長老

「もう一度小さな子供のいる家庭の長という役割が
与えられるとしたら，わたしはきっと，もっとたくさ
んの時間を子供のために使おうとするでしょう。……

…･･･〔土曜日〕は特別な活動の日で，前半と後半に
分かれています。前半では子供たちに働くことの祝福，
それに家屋庭，畑の手入れの仕方を教えます。後半
は，家族が一緒に活動をする時間です。ともに楽しい
活動をし，後々まで残る楽しい思い出を作る時間とし
ます｡」（｢人は自分のまいたものを刈り取る」『聖徒の
道』1981年4月号,11‑12参照）
「ネブラスカ大学のニック・スタイネット博士は，
家族関係国民会議(NationalCouncilonFamilyRela‑

tions)の年次大会で大変興味深い話をしています。博

「家族の伝統を築いてください。家族の力は，その
家族独自の伝統の中にも見いだされます。伝統にはい
ろいろなものがあります。子供の祝福，バプテスマ，

神権の聖任，誕生日，旅行，クリスマスイブの寸劇，
家庭の夕べなど，家族にとって特別なものを作ってい
くのです。この伝統は家族によって異なり，多くは母
親の努力で築き上げられていくようです｡」（｢家庭生活
を豊かなものにする」「聖徒の道』1983年7月号，77参
照
）

ラッセル．M・ネルソン長老

「結婚生活が人生の中で最も大切な関係であるなら
ば，それに最も時間を費やす必要があります｡」（｢耳を
傾けて学ぶ」『聖徒の道』1991年7月号,23)
永遠の結婚生徒用手引き
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マリオン。D・ハンクス長老

い。一緒に二人だけで，何かをする時間を作ってくだ

「信仰を持つ人は，自分がどこに帰属しているか知

さい。家族として子供たちと一緒に過ごす時間ももち

っています。しかし，それとともに，自分をそのグル

ろん大切ですが，それと同じように，二人だけで毎週

ープの大切な一員であると感じる必要があります。若
い人々は，誇りに思える両親や家族を持ちたいと願っ

定期的に時間を過ごす必要もあります。きちんと時間

ており，そのような家族を持つに値します。若人が立

から，それを大切に育てていこう』という両親の気持

派な人物になれるかどうかは，そのような家族の有無

ちを子供たちに分かってもらえるはずです。そのため

によって，また献身的で責任感のある家族の一員にな

には，決意と計画と時間の調整とが必要です｡」（｢幸福
の偉大な計画と結婚」『聖徒の道』1995年7月号，70参

るというチャレンジを自ら受け入れるかどうかによっ
て，大きく左右されます。良い家族の影響力は，作者
不明の次の記事によく表れています。

の調整をしておけば，『夫婦関係はとても大切なものだ

照
）

『それは10月のすばらしい日のことでした。夫のア
ートとわたしは船着き場に下りて，友人のドンの小型
ボートを岸に引き上げるのを手伝っていました。アー
トはなごり惜しそうに言いました。「来年の夏になって
みんなでまたボートに乗るのが待ち遠しいなあ｡」する

「結婚は自動的に成功に導かれるものではありませ
ん。幸せで安定した，実りある結婚生活を築き上げる
人々は，そのための代価を支払います。絶えず努力し

とドンが言いました。「ぼくたちのように，君たちも家
族をスキーに連れて行って，一年中楽しく過ごしたら

．…･･二人で一緒に楽しめるものを見つけて，定期的
に行ってください。互いの才能に感謝し，それらをは

いいよ｡」

く､くんでくだきい･

「とてもお金がかかるんじゃないかしら｡」わたしは

ディーン。L・ラーセン長老

ているのです。……

尋ねました。

最近ある賢明な監督から聞いた話ですが，彼は毎週
金曜日の夜に奥さんとデートをしているそうです。年

ドンは体を起こし，ほほえんで言いました。「ぼくの
家は古くてお風呂も旧式だから，何年もお風呂を改装
しようと貯金してるんだ。でも，冬になると，毎年銀

役割があることを自覚しています。これは子供たちが

行から貯金を下ろして，家族で2，3回スキー旅行に出
かけちゃうんだよ。今，軍隊にいる長男から，そんな
スキー旅行がとても楽しかったっていう手紙がよく届
くんだ。『うちのお風呂は最高だったよ』なんていう手

紙はまず書かないだろうね｡｣』」(Confer‑enceReport,
1968年4月,57)

「2，3週間前，わたしはあるステーク会長が強い家
族を作りなさいと勧告しているのを耳にしました。そ
れはすばらしい説教でした。特に心に残ったのは，家
族でスキーに行った話です。4歳の子供が一緒に山に登
り，滑りたがったのだそうです。ところがいざスキー

場に着いてみると，その子の年齢や経験では難しく，
ゆっくり滑らなければならない所ばかりでした。初め
は母親がその4歳の息子について丘を下り始めました
が，やがて10代の息子が一人ですいすい滑るのをやめ，
優しく弟と一緒に滑ってくれたのです。上手に滑れる
兄は，喜んで犠牲を払い，愛と思いやりというすばら
しい精神を家族に与えたのでした｡」（｢宣く伝えている
ことの実践」『聖徒の道j1972年2月号,68参照）
の

上の子供たちは，毎週金曜日の夜にベビーシッターの

両親と一緒に楽しむ家族の伝統です｡」("Enriching
Marriage,"Ensign,1985年3月号,20,23)
ボーン・』・フェザーストーン監督

「お金のかからないレクリエーションを楽しんでく
ださい。ただ，子供たちにとっていつまでも心に残る
ような活動をするようにしてください｡」（｢食糧貯蔵」
『聖徒の道』1976年8月号,431)
J・リチャード・クラーク監督

「それでは，余暇はどのように過ごせばよいでしょ
うか。余暇をどう過ごすかということは，職業面での

向上と同じように，わたしたちが幸福な生活を送るう
えで欠くことのできないものです。余暇を正しく活用
するためには，分別ある判断が求められます。余暇は
わたしたちに心身を再生する機会を与えてくれます。

余暇はまた礼拝の時であり，家族と交わる時であり，
奉仕をし，勉強し，健全なレクリエーションに精を出
す時でもあります。そして，わたしたちの人生に調和
をもたらしてくれるものです｡」（｢仕事の価値」『聖徒
の道』1982年7月号,138参照）

ジョー・』・クリステンセン長老

「いつまでも新婚時代の気持ちを忘れないでくださ
永遠の結婚生徒用手引き
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バーバラ･B･スミス姉妹

「働いている母親はとかく，いわゆる『心の触れ合

造主の計画の中心を成すものである……｡」（｢家族一

世界への宣言」『聖徒の道」1996年6月号,10‑ll)
神は時の初めから家族を組織し，永遠のものとされ

い』の時として，子供と一緒に特別な『お出かけ」を
したり，遊びに行ったりすることを考えがちです。し
かし，お気づきのことと思いますが，これは危険な考
え方です。子供との時間をレクリエーションばかりに
充てることによって，子供にゆがんだ生活のイメージ

っても，結婚の結び固めを受けました。

を持たせてしまいます。働くことと遊ぶことのバラン

終わりまで福音が世にあるようにという定めが出され

スを教えることが大切です。日常の仕事がきちんとで

たのである。このとおりであった｡」（モーセ5：59）

き，分担が完全に果たせたときこそ，「お出かけ」とい
った，特別な出来事に意味があることを，子供に分か

「アダムはその妻を知り，彼女は彼に息子，娘たち
を産んだ。そして，彼らは増えて，地を満たし始めた」

らせる必要があるでしょう。」（｢その子らは立ち上がっ

とあります（モーセ5：2)。

て彼女を祝し」『聖徒の道」1982年7月号,141)

救い主御自身が，この神聖な結婚の聖約と約束につ
いて語られました。地上で交わされた神聖な聖約を天

ました。アダムとエバはこの世においても永遠にわた

「このようにして，すべてのことが聖なる儀式によ
の

ってアダムに確かにされ，福音が宣く伝えられ，世の

で結び固める権能を，弟子たちに授けられたときのこ
とです。

永遠の家族
ナニ使徒定員会会員

「わたしは，あなたに天国のかぎを授けよう。そし
て，あなたが地上でつなぐ､ことは，天でもつながれ，

ロバーノ、･D･ヘイルス

あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。」
（マタイ16:19)

『聖徒の道』1997年1月号，
〃−坊参照

この末日に永遠の家族という約束が回復されたのは，

1829年，メルキゼデク神権の力が地上に回復されたと
きでした。7年後，カートランド神殿で，結び固めの儀

式を執行する蕊が回復されたのは教義と聖約にあると
おりです。

永遠の家族に関する教義

「死を味わうことなく天に取り去られた預言者エリ
ヤが，わたしたちの前に立って言った。

永遠の家族や家族が永遠に続くことについて知りた
いと思っている人たちに話したいと思います。 年前，

「見よ，マラキの口を通して語られた時がまさに来
た
｡
」

かぎ

これは有史以来の，また実に地球の創造以前からの，
福音の永遠の原則を要約したものです。
家族に関する教義の源は天の両親にあります。人の
最高の願いは、御二方のようになることです。使徒パ
ウロは，神は人の霊の父であられると教えました（へ

・・…．この神権時代の鍵はあなたがたの手にゆだねら
れている｡」（教義と聖約110:13,14,16)
これらの鍵と神権の権能の回復によって，ふさわし
いすべての人に永遠の家族という祝福を得る機会が訪
れました。「まことに，幾千幾万の人の心が，注がれる
数々の祝福と，この家で僕たちに授けられるエンダウ
メントのゆえに，大いに喜ぶであろう。」（教義と聖約

ブル12:9参照)。この宣言には次のように記されてい

110:9)

末日聖徒イエス・キリスト教会の大管長会と十二使徒
定員会は，家族に関する世界への宣言を発表しました。

ます。「前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，
永遠の御父として神を礼拝し，神の計画を受け入れま
した。その計画によって，神の子供たちは肉体を得る
ことができ，また，完成に向かって進歩して，最終的
に永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現
するために，地上での経験を得られるようになったの
です｡」さらにこの宣言は世界に向けてこう繰り返して
います。「男女間の結婚は神によって定められたもので

あり，家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創

かぎ

しもべ

結び固めに関する約束と条件
神殿で執行される結び固めに伴う約束とは何でしょ
うか。主は次の神聖な聖句の中で，その約束と条件を
説明されています。

「さらにまた，まことに，わたしはあなたがたに言
う。もしある男がわたしの律法であるわたしの言葉に
よって，また新しくかつ永遠の聖約によって妻をめと
り，そしてそれが，わたしからこの力と神権の鍵とを
かぎ
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与えられた油注がれた者によって，約束の聖なる御霊

サタンは家族を打ち破ろうとしている

により彼らに結び固められ，また彼らに，『あなたがた

は第一の復活に出て来るであろう。もしも第一の復活

永遠の幸福の計画において家族がきわめて大切な位

の後ならば，次の復活に出て来るであろう。そして，
王位，王国，公国，および力，主権すべての高い所
と深い所を受け継ぐ、であろう」と言われるならば，…
…小羊の命の書に記されているので，……彼らがこの
世の外に去るときにも完全に効力があるであろう。そ

置にあるため，サタンは家族の神聖さを打ち破ろうと
して躍起になっています。また，男女の役割の重要性

して，彼らはそこに置かれる天使たちと神々のそばを
こうべ

通り過ぎ，彼らの頭に結び固められたように，すべて
の事柄について昇栄と栄光を受けるであろう。その栄
光とは，とこしえにいつまでも子孫が満ちて続くこと
である｡」（教義と聖約132:19)

この聖句から分かるように，永遠のきずなは，神殿
で結び固めの聖約を交わした結果として，
自然に生じるのではありません。この生

をおとしめ，不道徳な行為をするようそそのかして神
聖な純潔の律法を破らせ，子供を産み育てる務めを最
優先させないように親たちを仕向けています。

家族という単位は神の計画の中で非常に基本的であ
るため，神はこう警告されました。「貞節の律法を犯す
はんりょ
人々，伴侶や子供を虐待する人々，家族の責任を果た
みまえ
さない人々は，〔彼らの造り主である〕神の御前に立っ
て報告することになります。…･ 家族の崩壊は，個人
や地域社会，国家に，古今の預言者たちが預言した災
いをもたらすことでしょう｡」（｢家族一

J〃唇汚れもが…

世界への宣言」「聖徒の道」1996年6月

涯での行いの結果が，わたしたちの永遠

号,10‑11)
をくてはまらまい
の行く末を決めるのです。天の御父が備
家族の一員です。
自分自身だけでまく家族も救う
えてくださった結び固めの祝福を受ける
には，戒めを守り，家族が永遠に一緒に
個人の救いは一人一人の従順さに基づ
暮らしたいと願えるような方法で行動しな
暮らしたいと願えるような方法で行動しなければなり
いていますが，同じように大切なのは，だれもがなく
ません。この地上で得ている現在の家族関
ません。この地上で得ている現在の家族関係は確かに
てはならない家族の一員であり，最高の祝福は永遠の
大切です。しかしそれは，この地上で何M
大切です。しかしそれは，この地上で何世代も続き，
家族の中でしか受けられない，という点を理解するこ
またとこしえにわたって継続する家族の影響を考える
とです。家族が神の意図されたとおりに機能するなら
と，なおさら大切です。
ば，そこに見いだされる関係はこの世で最も大切なも
はんりょ
のとなるでしょう。御父の計画では，家族の愛と親し

何ものにも勝って俸侶を愛する

神から与えられた戒めによれば，配偶者はほかの何
ものにも勝って伴侶を愛さなければなりません。主は
明確に宣言していらっしゃいます。「あなたは心を尽く
して妻を愛し，妻と結び合わなければならない｡」（教
義と聖約42：22）宣言の中にも次のような一文があり
はんりょ

ます。

「神の計画により，父親は愛と義をもって自分の家
族を管理しなければなりません。また，生活必需品を
提供し，家族を守るという責任を負っています〔教義
と聖約83：2−4；1テモテ5：8参照〕。また〔神の計画
により，〕母親には，子供を養い育てるという主要な責
任があります｡」神の計画によれば，夫と妻は結婚と夫
婦の関係において対等のパートナーです。神の直接の
命により，「両親には，……互いに愛し合い仕え合い，
神の戒めを守り，〔自分が住む国の〕法律を守る市民と
なるように〔子供たちを〕教えるという神聖な義務が
あります｡」（｢家族一世界への宣言」『聖徒の道」1996
年6月号,10‑11,強調付加。モーサヤ4:14‑15;教
義と聖約68：25‑28参照）
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い交わりは永遠に続きます。しかし家族の一員である

ということには，世話をし，愛情を注ぎ，励まし，力
づけるという大きな責任が伴います。家族全員が義に
かなった状態で現世を最後まで堪え忍び，永遠にわた
ってともに住めるようにするためです。自分自身を救
うだけでは十分ではありません。親，兄弟，姉妹が家
族の中で救われることも，同じように大切なのです。
天の御父のもとに独りで戻るなら，こう尋ねられるで

しょう。「あなたの家族はどこにいますか｡」家族が永
遠であると教えているのはこのためです。個人の存在
が永遠であるために家族の存在も永遠です。

家族は永遠の命を授かるための備えとをります
肉体と霊の永遠性を，この世の人はよく疑問視しま
す。この地上に住むすべての人は人類家族の一員であ
り，神すなわち愛ある天の御父の永遠の子供たちです。
現世での誕生と死を経験した後，すべての人は，父な
る神の独り子，イエス・キリストの蹟罪によって復活
します。神の律法，儀式，戒めに従った個人の忠実さ
の度合いに応じて，人間は永遠の命を授かるという祝
しよくざい
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福を得ることができます。すなわち，天の御父と御子

んとうの「最後まで堪え忍ぶ」ことの意味ではないで

みまえ

イエス・キリストの御前に戻って，いつまでも永遠に

しょうか。死の直後に起きること，霊界についての神

増え続けるのです。神殿の儀式の中に示された神聖な

の教えについても意見を交換しました。霊界は義にか

聖約を交わし守ることで，人は神の御前に戻り，家族

なった生活を送ってきた人々にとってパラダイスであ

として永遠に一つに合わせられます。

り，幸福な場所であって，恐ろしい所ではありません。

家庭は人が養いを受け，現世で暮らしを立てる準備

話し合いの後，彼は妻と親族一子供や孫たち−を

をする場所です。死と不死不滅に向けて備える場所で

周囲に集めて，もう一度，すべての人がよみがえると

もあります。わたしたちの信条と理解に従えば，死後

いう蹟罪の教義を教えました。主が教えられたように，

の生活は個人のためばかりでなく，家族のためにもあ

しばらくの別れの問は嘆きもあるかもしれないが，主

るからです。

しょくざい

にあって死ぬ者には悲しみはないということが，皆分
かるようになりました（黙示14:13;教義と聖約42:

不治の病に冒された友人の信仰

46参照)。主からの祝福によって得た慰めと確信により，

危機に直面したとき，教会員が個人の生活と家庭生
活の中でどのように福音の原則を応用しているかを見
れば，家族の永遠性について福音の原則から幾つかの
大きな教訓を学ぶことができます。わたしは過去1年間，
危機の中にあっても永遠の家族に関する福音の教えを

すべてに支障はなく，痛みも味わわず，家族に自分の

尊び，守る人々にもたらされる喜びという祝福を見て
きました。

数か月前，わたしは不治の病を宣告された男性と会
う機会がありました。彼は献身的な神権指導者でした
が，死すべき世の現実に直面していました。ところが
彼は，主の祈りの中で示された救い主の模範に，力を
見いだしていました。「だから，あなたがたはこう祈り
なさい。……みこころが天に行われるとおり，地にも
行われますように｡」（マタイ6:9‑10)わたしの友人
が勇気を得たのは，イエスがゲツセマネの園で大きな
しょくざい
悲痛に耐えながら，蹟罪の犠牲を払われたとき，こう
つぶやかれたのを知っていたからです。「わが父よ，こ
さかずき

の杯を飲むほかに道がないのでしたら，どうか，みこ
ころが行われますように｡」（マタイ26：42）
つらい試練と苦しみの中で，わたしの友人は「みこ
ころが行われますように」という言葉を受け入れるよ

うになりました。忠実な教会員である彼が次に直面し
たのは，幾つかの重大な懸念でした。特に胸にこたえ
たのは次のような問いでした。「最後まで忠実に堪え忍
ぶために，わたしはしなければならないことをすべて
行っただろうか。死とはどのようなことだろうか。わ
たしがいなくなった後も，家族は信仰を固く保ち，自
立する備えができているだろうか｡」
わたしたちは，3つの問いすべてについて話し合い，
救い主が説かれた教義の中に明確な答えを見つけまし
た。また，彼がいかに生涯を通じて忠実であるように
努め，神に求められたことを果たし，友人をはじめ，
すべての人々と正直に交際し，家族の世話をして彼ら
を愛してきたか，わたしたちは考えました。これがほ

死に対して準備をさせる時間を与えられ，霊界への旅
立ちの時刻さえ知らされました。亡くなる前の晩に
｢自分は明日死ぬ」と彼が言っていたことを，後で彼の
家族から聞きました◎彼は翌日の午後に，家族全員が
見守る中で，安らかに息を引き取りました。これが，
福音の計画を理解し，家族が永遠であることを知って
いるわたしたちに与えられる，平安と慰めです。

福音の教義力塔い寡婦に慰めを与えた
わたしが20代の初めに経験した出来事と，これを比

べてみましよう。空軍にいたころ，わたしたちの飛行
部隊にいたパイロットの一人が訓練中に墜落して，亡
くなりました。わたしは割り当てを受けて，彼をニュ
ーヨーク郊外のブルックリン墓地に埋葬するため，墜
落した同僚の最後の帰還に同行しました。わたしは，
家族が故人と対面するのに立ち会い，葬儀に参列し，
墓標のそばで悲嘆に暮れる彼の奥さんに政府を代表し
て旗章を手渡すという特別な機会にあずかりました。
葬儀は暗く，悲痛なものでした。だれも彼のすばらし
さや業績を語らず，名前さえ触れる人もありません。
式の最後に，残された奥さんがわたしを見て，言いま

した。「ほんとうのところ，夫はどうなるのかしら｡」
わたしは復活のすばらしい教えとその真実性について

語り，もしバプテスマを受けて，神殿でこの世から永
遠にわたって結び固めを受けるなら，彼らは永遠に一
緒であることを告げました。すると横にいた牧師がこ
う言ったのです。「そのようなすばらしい教義を聞いた
のは，初めてです｡」
イエス・キリストの完全な福音は，緊張の多いこの
くらやみ

世で，大きな慰めを与えてくれます。暗闇の中に光を，
混迷の中で静かな力を与えてくれます。この世で味わ
う絶望に永遠の希望をともします。それは単なる美し
い教義ではなく，生活の中の現実です。つまり，従順
永遠の結婚生徒用手引き
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になって，神の授けてくださる永遠の報いを得られる

ス・キリストのみもとで永遠にわたってともに暮らせ

ならば，また，もし神に近づき永遠の教えを受け入れ

ますように。わたしたちが真の喜びを理解し，この教

るなら，わたしたちは確かに祝福された者となれるの

義を教えるだけでなく，自分の生活においても家族の

です。

中においてもそれに添って忠実に生きられますように，
み な

死に行く男僻刀泳遠の家族に対する信仰を持って

イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。

いた

もう一つ，最近わたしのかかわった出来事について

家族

紹介しましょう。不治の病で亡くなったある青年の話
です。彼は自分の病についてよく知っていました。ま

ナニ使徒定員会会員

ず初めに体の自由が利かなくなり，歩けなくなります。

へンリー･B・アイリンク

さらに病気が進むと物が言えなくなり，最後には呼吸
大堂生年代のヤングアダルト

器官が止まってしまうのでした。ところが彼も，家族
は永遠であるという信仰を持っていました。この知識

のための教会教育システムフ
アイヤサイト:1995年皿月5日，

があったため，彼は自分が死んだときに備えて，子供
たち一人一人への言葉をビデオに収めました。自分の

またはToDrawCIoserto
God,157‑1Z3

息子，娘たちが人生で迎える神聖で大切な時期，例え
ばバプテスマや神権の聖任，結婚などのときに渡す録

預言者ジョセフ・スミスによってイエス・キリスト

画記録を残したのです。彼は父親の優しい愛情を込め
て語りました。家族が永遠であるとはいえ，しばらく
の間，彼は肉体にある状態で家族のそばにいてあげる
ことはできないが，霊は決して彼らのそばを離れない
ということを知っていたからです。
はんi〕よ

の福音が回復されて以来,1995年9月23日までの間，

15年以上たっています。この度発表された宣言から，

伴侶に先立たれた忠実な男女や親を亡くした子供た

天の御父が家族というテーマを特に重要視しておられ

ちの示す模範は，すべての人の心を鼓舞してくれます。
彼らは家族と再会し，永遠にわたってともにいられる
ように信仰を守ろうと努めています。その信仰と従順
さを見るにつけ，わたしたちは偉大な教訓を学ぶこと
ができます。

福音は光と希望をもたらす
神が生きておられ，イエスがキリストであられ，わ

末日聖徒イエス・キリスト教会が宣言を発表したのは
わずか4回にすぎませんでした。教会が150年の歴史の
間に遂げてきた進歩を世界に宣言した前回の宣言から

ることが想像できます。

天の御父はわたしたちを愛しておられるので，この
世で最も大切にすべき事柄，すなわちわたしたちが関
心を向けることによって幸福を得ることができ，逆に
無関心であれば悲しみをもたらすような重要な事柄に
ついて，はっきりとした指示をお与えになります。天

の御父はこれらの事柄を霊感によって個人に直接お教

答えが得られます。これらの真理は，家庭で教え，実

えになることが時にはあります。けれども，このよう
な重要な事柄については，個人の啓示だけでなく，天
の御父の僕たちを通じても明らかにされます。いにし
えの預言者アモスの言葉はこのように述べています。
｢まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠
れた事を示さないでは，何事をもなされない｡」（アモ
ス3：7）天の御父が預言者を通じて語られるのは，霊
感を受け止められない人々でも，耳を傾けさえすれば，

践されなければなりません。

真理が語られていること，警告を与えられていること

神は生きておられ，イエスはキリストです。その
磧罪によって，全人類が復活できるようになりました。
それは単に個人を対象とした祝福ではありません。そ
れ以上のものです。一人一人に対する祝福であると同
時に，家族に対する祝福です。わたしたちがとこしえ
に感謝の念に満たされ，永遠の父なる神と御子イエ

に気づけるようにするためです。

たしたちは復活して父なる神と御子イエス・キリスト

のもとで暮らすことができるという教義を知り，理解
していれば，どのような悲惨な出来事にも耐えられま

す。この教義を知れば，暗く陰うつな世界は，明るい
希望を得ることができます。また，人はどこから来て，
なぜここにおり，どこへ行くのかという素朴な質問に

しょくざい

永遠の結婚生徒用手引き

しもべ

家族に関する宣言の冒頭部にはこのように記されて
います。「家族一世界への宣言末日聖徒イエス・キ

リスト教会大管長会ならびに十二使徒評議会」（｢聖徒
の道』1998年10月号,24参照)。
この表題にはわたしたちが慎重に考えるべき事柄が
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3つあります。第1はテーマである家族です。第2はこ

て一人の少年が不可能とも思える責任に直面したとき

の宣言の対象者，すなわち全世界の人々です。第3は，

に語った言葉は真実です。

これを宣言しているのはわたしたちが預言者，聖見者，

「主が命じられることには，それを成し遂げられる

啓示者として支持している人々であることです。これ

ように主によって道が備えられており，それでなくて

ら3つの要素は，家族はわたしたちにとってこの上なく

は，主は何の命令も人の子らに下されないことを承知

大切なものであること，宣言されている事柄はいずれ
も世界のあらゆる人にとって有益であること，そして
しもべ
宣言は「わたし自身の声によろうと，わたしの僕たち

している…･･･｡｣(1ニーファイ3:7)

自分が何をすべきかを知るために信仰をもって祈る
必要があるかもしれません。知識が授けられたならそ

の声によろうと，それは同じである」と言われた主の
約束にかなうものであることを意味しています（教義

れに従うことを決意して祈らなければなりません。わ

と聖約l:38)｡

主によってその道が備えられているという確信を得る

宣言の内容を詳しく検討する前に，宣言の表題はそ
の内容を読むに当たってわたしたちがどのような準備
をしなければならないと告げているかに注目してみま

ことができます。家族に関して宣言で述べられている

しょう。神は家族についてわたしたちの好奇心を満足
させるような事柄をお告げになるとは考えられません。
神は家族がどのような状態に到達すべきであって，そ
の理由がなぜかをお告げになるはずです。最初は，「こ
の標準は非常に高い。わたしは弱い人間なので，この
ような家庭はとうてい望めない」といった考えに押し
つぶされそうになるかもしれません。天の御父と御子
イエス・キリストはわたしたちが御二方のようになっ

たしたちは何をなすべきかを知ることができますし，

事柄を読むときに，わたしたちは何をすべきかについ
て心に訴えてくるものを期待することができます。い

え，それを期待しなければなりません。そのような霊
感に従って行動することは成し遂げられる，という確
信を持つのです。

宣言はこのような言葉で始まっています。

「わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会の大
管長会と十二使徒評議会は，男女の間の結婚は神によ
って定められたものであり，家族は神の子供たちの永
遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すもので

て，家族として永遠に御二方とともに住むよう望んで
おられるので，このような気持ちを感じるのです。御

あることを，厳粛に宣言します｡」
おさなど
ここで，わたしたちは幼子になったと仮定してみま

二方の薇芯が示されている簡潔な聖句から，わたした

しょう。初めて聞いたこれらの言葉が真実であること
を信じています。わたしたちが神の言葉を読み，ある
いは聞くときに，このような状態に自分を置いてみる
ことには意味があります。なぜならば，主はこのよう
に言われたからです。「よく聞いておくがよい。だれで
も幼な子のように神の国を受けいれる者でなければ，
そこにはいることは決してできない｡」（ルカ18:17)
「男女の間の結婚は神によって定められたものであ
おさなど
〔る〕」と聞いた幼子は安心感を覚えることでしょう。
それぞれ独立して存在しているにもかかわらず，互い
に完全に補い合う父親と母親の愛を切望するのは，そ
のような両親の在り方が永遠に変わらない幸福の形態
の一部だからであることを幼子は知るでしょう。また，
両親が天の御父の助けを求めて努力しさえするならば，
お互いの間にあるギャップを乗り越え，愛し合うこと
ができるよう神が父母を助けてくださることを知って，
幼子はさらに安心感を覚えることでしょう。全世界の
子供たちが両親と家族に助けが与えられるよう願い求

ちはこのことが真実であると知っています。

「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｡」（モーセ1:
3
9
）

永遠の命とは，天の御父のようになって，幸福と喜
びが永遠に続く状態の中で家族として生活するという
意味です。当然のことながら，天の御父が望んでおら
れる状態に到達するには，わたしたちの力の及ばない
部分があって，そのために助けが必要であることをわ
たしたちは知っています。自分の力不足を感じるので
あれば，それによって悔い改めようとする気持ちが生
じ，主の助けにすがる心の準備ができます。
宣言は全世界に向かって宣くられたものであるとい
う事実，すなわちあらゆる人とあらゆる政府を対象と
していることを考えれば，わたしたちは自分の力不足
に対して抱く感情に押しつぶされてしまう必要はない
ことに気づきます。わたしたちがどのような人物であ
るか，どれほど厳しい環境に置かれているかにかかわ
りなく，永遠の命という祝福を受けるにふさわしくな
の

るために御父が求めておられる事柄は，決してわたし
たちの力の及ばないような事柄ではありません。かつ

める祈りは，神の前に届きます。
おさなど

このようにわたしたちが幼子であると考えながら，
宣言に記されている次の言葉を読んでみましよう。
「すべての人は，男性も女性も，神の形に創造され
永遠の結婚生徒用手引き
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ています。人は皆，天の両親から愛されている霊の息

ありません。どのような努力，苦痛，犠牲が求められ

子，娘です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な

ようとも，永遠の命を目指しているのです。このよう

行く末とを受け継いでいます。そして性別は，人の前
ひつす

に，永遠の命に対する思いを，はっきりとした決意で

世，現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性

はなく，漠然とした希望としてしまう誘惑に陥ったと

なのです。

き，最近わたしが見た一つの建物について考えてみる

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，永遠
の御父として神を礼拝し，神の計画を受け入れました。

とよいと思います。

その計画によって，神の子供たちは肉体を得ることが

ました。多少の郷愁に浸りながら1軒の下宿屋の前に

でき，また，完成に向かって進歩して，最終的に永遠
の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するた

来ました。妻のキャスリーンに出会ったとき，わたし

めに，地上での経験を得られるようになったのです。
神の幸福の計画は，家族関係が墓を超えて続くことを

ので，建物も当時より古びているものと思っていまし

わたしはマサチューセッツ州のボストンを訪れてい

はそこに住んでいました。わたし自身の外見も老けた
た。けれども驚いたことに，新しく塗装が施され，大

可能にしました。聖なる神殿において得られる神聖な
儀式と聖約は，わたしたちが個人として神のみもとに

経営していた家主のソーパー氏から建物を買い取って

帰り，また家族として永遠に一つとなることを可能に

いたのです。

するのです｡」

これらの真理を理解していれば，宣言を読むときだ
おさなど
けでなく生涯を通じて，幼子のような気持ちを抱くこ
とが容易になります。なぜならば，わたしたちは紛れ
もなく子供だからです。わたしたちはどれほどすばら
しい家族の一員であり，どれほど偉大な両親を持って

いることでしょうか。想像を絶するほど長い間，息子，
娘として，心を留め愛してくださっている両親ととも
に天の家庭で暮らしていたことを思い浮かべることが
できます。そして，現在地上にいるわたしたちは死後
ふるさとに戻って，天の両親とともにすばらしい所で
暮らす自分たちの姿を心に描くことができます。その

ときはもはや息子，娘であるばかりでなく，夫，妻，
父親，母親，祖父，祖母，孫として愛する家族ととも
に永遠に結ばれるのです。わたしたちはさらに，前世
において性別が存在するゆえに男性または女性として
たまもの

特有の賜物を持っていたこと，永遠の幸福を得るため
に結婚して一つとなる機会が必要であることを知って
いました。

このような状態を心に描いていれば，次のような思
いに支配されることはないはずです。「永遠の命を得ら
れなくてもいいですよ。来世でほかの所へ行ってもけ
つこう幸せだと思いますよ。だって，いちばん低い王
国でもこの地上よりずっとすばらしいって聞いていま
すからね｡」

永遠の命を得るという目標を単に頭の中で描いてい
るだけでなく，心の中ではっきりと持っていなければ
なりません。わたしたちが望んでいるのは家族と一緒

に永遠の命を得ることです。もしうまくいったら永遠
の命を手に入れたいと望んでいるわけではありません。
また，永遠の命に近いものでいいと思っているのでも
永遠の結婚生徒用手引き

がかりに改装されていました。ある大学が，下宿屋を

かぎ

建物には鍵がかけられていたため，わたしが以前に
住んでいた，最上階の奥の部屋に入ることはできませ
んでした。物価が変わっているため，皆さんには信じ
られないかもしれませんが，わたしは次のような条件
でソーパー氏から部屋を借りていました。大きな個室

にはシャワーと家具，シーツが備えつけられており，
しかもメードさんのサービス付きでした。それに1週

間のうち，ふんだんに食べられる朝食を6日間，すば
らしい夕食を5日間作ってくれました。このような待
遇にもかかわらず下宿代は週に21ドルでした。そのこ

と以上に，食事はたっぷりとあり，おいしかったので，
わたしたちは愛情を込めて家主の奥さんを「ソーパー

お母さん」と呼んでいました◎今このように話をしな
がら，わたしはソーパー氏にも，ソーパー夫人にも娘

さんにもあまりお礼を言っていなかったことに気づき
ました。週のうち5回も，12人の独身男性のために夕
食を用意するのは大変なことだったに違いないのです。
さて，皆さんはこの下宿屋のことを聞いても，そこ
に住みたいとは思わないでしょう。わたしも同じです。
この下宿屋には十分すぎるほどの広い部屋と最高のも
てなしがあり，すばらしい11人の下宿仲間がいたかも
しれませんが，わたしたちはそこに長い間住みたいと
は思いませんでした。それは想像できないほどすばら
しい生活かもしれません。けれども，わたしたちがこ
の地球に来る前に住んでいた，愛する両親と子供たち
がいる家族の思い出，あるいは地上で築き，永遠にと
もに暮らしていくことになる家族を，おぼろげであっ
ても心に思い描けるかぎり，独身のままでいつまでも

そこに住みたいとは思いません。天において家族が存
在する場所は一つしかありません。それは日の栄えの
王国における最高の階級です。わたしたちが望んでい
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るのはそこへ行くことです。

り上げた論理に潜む誤りをいとも簡単に見破ることが

これらの言葉を聞いて信じる幼子は，家族関係が墓

できます。例えば，思盧分別を備え権力を手にしてい

を超えて永続するための儀式が執行され，聖約が与え

ると言われている人々が，貧困と飢饅の原因を地球全

ききん

られる聖なる神殿に参入することを願いながら人生を

体あるいは一部の地域に人口が多すぎるせいだと言っ

歩み始めることでしょう。またそれらの儀式を受ける

て非難しています。彼らはまるで産児制限が人類の幸

にふさわしくなろうと努め，また同様にふさわしさを

福をもたらすかのように，非常な熱意を込めて訴えて

はんりょ

身に付けた将来の伴侶と出会えるよう，歩み出すこと

います。宣言を信じる幼子は，預言者ジョセフ・スミ

でしょう。これらの祝福にあずかるには，人を完成に

スを通して主が語られた次の言葉を耳にする以前から，

至らせるのに役立つ経験が必要であることを，宣言は

そのようなことはあり得ないと知っています。

おさなど

明らかにしています。幼子である間は気づかないかも

「地は満ちており，十分にあり余っている．．…．。ま

しれませんが，決意を固めて一心に努力しても，完成

ことに，わたしはすべてのものを備え，人の子らが自

に向かって進歩することは決して容易でないことにや
がて気づくでしょう。幼子は大きくなるに従って，誘

104:17)

ら選択し行動する者となるようにした｡」（教義と聖約
地上に人が生まれ来ることによって地が滅びるとす

惑にさらされることでしょう。罪悪感を生み出すよう
な事柄への誘惑です。わたしたちが皆経験しているよ
うに，子供たちはいつか心の痛みというものを感じる
ことでしょう。罪悪感というかけがえのない意識を抱

地は十分にあり余っているので，子供たちの誕生は人

いて，それを取り除くことができない人々は，永遠の
命を得るために必要な完成への歩みから次第に疎遠に

類の幸福にとって敵であるはずはなく，また貧困と
ききん
飢饅の原因となることもありません。人は地球とどの

れば，主は男と女に結婚して増えよ，地に満ちよとは
おさなど
お命じにならなかったことを幼子は知っているのです。

なっていくのを感じ，絶望してしまいます。したがっ

ようにつきあえばよいかを神に尋ね，従いさえすれば

て，完成への道を歩むにはどうすればよいかを知って
いる皆さんやわたしは，まだそれを知らない人々に伝

教えていただけるのに，そうしていません。それは，
人が自ら選択し行動する者だからです。

える気持ちを常に抱いていなければなりません。この

純潔に関する戒めについても同じことが言えます。

気持ちを抱いているのは，彼らもいつかわたしたちが
望んでいることを望むようになるに違いないからです。

生殖の力を夫と妻の間だけで用いるということは，制

道を知っていることに気づく日が来ると考えているか

限を設けるためでなく，むしろこの力を増大し，高め
るためなのです。子供たちは，この世と永遠にわたっ
てわたしたちが主から受け継いでいるものです。永遠

らです。将来，彼らもわたしたちと同様に，物事をあ
りのままの姿で見る時が来ることを考えれば，会員伝

の命はこの世から永遠にわたって子孫を持つことだけ
ではありません。永遠に増し加えることでもあります。

道は難しいことではありません。

これが，聖なる結び固めの儀式を執行する権能を持つ
しもべ
神の僕により，神殿において夫婦となる人々を待ち受

わたしたちが彼らの兄弟姉妹であり，永遠の命に至る

永遠の命についてわたしたちが持っている知識に照
らしてみると，宣言で用いられている幾つかの言葉に

は特別な意味があることが分かります。それらを次の2
段落に見ることができます。

けている行く末です。主はこのように言われました。
しもべ

「わたしの僕が彼らに授けたすべての事柄は何であ
ろうと，この世においても永遠にわたっても，彼らに

「神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは，彼

行われ，彼らがこの世の外に去るときにも完全に効力

らが夫婦として親になる能力を持つことに関連したも
のでした。わたしたちは宣言します。すなわち，増え

があるであろう。そして，彼らはそこに置かれる天使
こうべ
たちと神々のそばを通り過ぎ，彼らの頭に結び固めら

よ，地に満ちよ，という神の子供たちに対する神の戒
めは今なお有効です。またわたしたちは宣言します。
生殖の神聖な力は，法律に基づいて結婚した夫婦であ

れたように，すべての事柄について昇栄と栄光を受け
るであろう。その栄光とは，とこしえにいつまでも子

る男女の間においてのみ用いるべきです。
わたしたちは宣言します。この世に命をもたらす手

段は，神によって定められたものです。わたしたちは
断言します。命は神聖であり，神の永遠の計画の中で
重要なものです｡」

おさなど

これらの言葉を信じる幼子は，一部の大人たちが作

孫が満ちて続くことである。

それで，彼らは神々となる。彼らには終わりがない
からである。それゆえ，彼らは続くので永遠から永遠
に至〔る｡]｣(教義と聖約132:19‑20)
この聖句から皆さんは，なぜ天の御父が生殖の力を
使うことについてそれほど高い標準を定めておられる
かを理解することができると思います。子孫が続くこ

永遠の結婚生徒用手引き
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とは永遠の命の中心となる事柄です。主イエス・キリ

家族は神によって定められたものです。男女の間の

ストは永遠の命がどれほどの価値を持つものであるか

結婚は，神の永遠の計画に不可欠なものです。子供た

を述べておられます。

ちは結婚のきずなの中で生を受け，結婚の誓いを完全

「わたしの戒めを守り，最後まで堪え忍ぶならば，
たまもの

な誠意をもって尊ぶ父親と母親により育てられる権利

あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は，神の

を有しています｡家庭生活における幸福は，主イエ

あらゆる賜物の中で最も大いなるものである｡」（教義

ス・キリストの教えに基づいた生活を送るときに達成

と聖約14：7）

されるに違いありません。実りある結婚と家庭は，信
ゆる

いけい

わたしたちは天の御父がなぜ，命に対して畏敬の念

仰と祈り，悔い改め，赦し，尊敬，愛，思いやり，労

をもって接し，命を生み出す力を神聖なものとして大

働，健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され，維

切にするよう命じておられるのかを理解することがで

持されます。神の計画により，父親は愛と義をもって

きます。この世で畏敬の念を持つことができなければ，
御父はわたしたちにその力を永遠に与えるようなこと
をなさるでしょうか。この世における家族との生活は，
次の世において家族と生活するために準備をさせる学
校のようなものです。次の世で家族との生活を送るこ
とが，過去においても現在においても創造の目的です。

自分の家族を管理しなければなりません。また，生活
必需品を提供し，家族を守るという責任を負っていま

エリヤの来訪が次のように説明されているのはこのた

す。また母親には，子供を養い育てるという主要な責

任があります。これらの神聖な責任において，父親と
母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという

義務を負っています。心身の障害や死別，そのほか
様々な状況で，個々に修正を加えなければならないこ

めです。

とがあるかもしれません。また，必要なときに，親族

「彼は先祖に与えられた約束を子孫の心に植え，子
孫の心はその先祖に向かうであろう。そうでなければ，
主の来臨の時に，全地はことごとく荒廃するであろう｡」
(ジヨセフ・スミスー歴史l:39)
一部の人々は，この世で結婚して子供を持つことを
心から望んでいても，その実現が引き延ばされたり，
まったく実現しなかったりすることがあります。それ
は彼らにとってこの死すべき世という学校における試
験となります。正義と愛にあふれる御父と御子イエ
ス・キリストはそのような悲しみをも祝福に変えるこ
とがおできになります。永遠の命という祝福を得るた
めに信仰と思いを尽くして努力するならば，いかなる
人もその祝福を拒否されることはありません。忍耐と
信仰をもって現在を堪え忍んでいる人々は，やがてど
れほど大きな喜びを得，心からの感謝をささげること

が援助しなければなりません｡」

になるでしょうか。

宣言はこの世における家族生活で学ぶ事柄について
次のように述べています。

「夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子
供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を
負っています。『子供たちは神から賜わった嗣業であり』
(詩篇127:3)とあります。両親には，愛と義をもって
子供たちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを与
え，また互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，
たま

しぎよう

どこにいても法律を守る市民となるように教えるとい

う神聖な義務があります。夫と妻，すなわち父親と母
親は，これらの責務の遂行について，将来神の御前で
みまえ

報告することになります。

永遠の結婚生徒用手引き

これら二つの段落には実際に家族生活にどう応用す

ればよいかが数多く記されています。今から始められ

ることがあります。家族の霊的，物質的必要を満たす
務めに関することです。その必要が生じるはるか以前

の現在から準備できる事柄もあります。その準備のた
めに力の限りを尽くすことによって，心に平安を得る
ことができます。

最初に，失敗につながるような計画ではなく，成功
するための計画を立てます。わたしたちに対して，あ
る統計数字を持ち出して説き伏せようとする試みが，
毎日のようになされています。この統計とは，「愛に満
ちた父親と母親，そして宣言において勧められている

ように愛を注がれ，教えを受け，関心を寄せられてい
る子供たちで構成されるような家族は，恐竜がたどっ

たと同じように絶滅への道を歩んでいる」というもの
です◎義にかなった人々が，自分ではどうすることも
できない状況のゆえにやむを得ず家族の離散に甘んじ
る場合があるという事実を，皆さんは自分の家族や
しんせき
親戚の中でも目にしているかもしれません。周囲の状
況が押しつけるままを受け入れるのではなく，神が明
らかにしておられる理想を追求するための計画を立て
るには勇気と信仰が必要とされます。

失敗するような計画を立てれば，成功よりも失敗す
る可能性の方が高くなり，理想からも離れていきます。
一例として，互いに密接な関連を持つ次の二つの戒め
について考えてみてください。「父親は．…･･家族〔に〕
……生活必需品を提供〔す〕……るという責任を負っ
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ています｡」「母親には，子供を養い育てるという主要

‑19世紀の女性が用いた日よけ用の帽子）や衣類は自

な責任があります。」これがどれほど大変な責任かを知

分で作りなさい｡｣(JournalofDiscourses,第ll巻，

っているため，一部の青年はたとえ対等のパートナー

2
0
1
）

となるために家庭で過ごす時間を十分に取れないこと

現在の社会では，ヤング大管長は，若い男女に帽子

が分かっていても，どれほど多くの収入が得られるか

を作るようにと言う代わりに，車，衣類，レクリエー

を優先させて職業を選んでしまうかもしれません。こ

ション，家，休暇がほんとうに必要かどうか，子供た

れによって彼は，最も良いことを行うこ

ちのために将来何が必要とされるかを注

とを望めない決断を下しているのです。

何珍泌要とされるかを

意深く考えなさいと提案することでしょ

これと同様に，一部の女性は，結婚しな

注意深く考えをさい。

い可能性，子供を持たない可能性，子供

う。世の人々が子供たちに必要だと主張
するものと，子供たちが実際に必要とす
るものとの間では，金額的に大きな差が

を産んでも自分一人で養っていかなけれ

ばならなくなる可能性を恐れて，その結果子供を養い

あります。その金額を稼がなくてよい分生じた時間を，

育てるという最も大切な責任を果たすことのできない

両親は子供たちを天の御父のもとへ連れて帰るという
大切な目的のために活用できると，ヤング大管長は指

職業への道を歩もうとするかもしれません。あるいは，

家族を養い育てるために必要な福音と世の知識の習得
を目指そうとしないかもしれません。彼女たちはやが

摘することでしょう。

て築くことになる家庭でこそ自分の才能と教育が最も

選んだとしても，成功が保証されるわけではありませ

生かされることに気づいていないのです。若い男女は

ん。しかしながら，家族を養い育てるために全力を尽

非常につましい生活を営み，慎重に考慮して職業を

このような計画を立てたために，本来は家族にとって

くしたという自覚から生まれる平安を得ることはでき

最も必要なものを得ることができなくなるのです。
これらの男女はともに，自分の将来の家族にとって

ます。

物質的な必要を満たさなければならないことを心配す
るだけの分別は持っています。平均的な給与に比べ，
家の購入費は上昇しているようですし，仕事を維持す
ることもままならなくなっています。けれども，若い

を勝ち取るための方法をもう一つ考えることができま
す。宣言には子供たちを教える義務について高い標準

男女が将来の家族を養うための準備としてほかの方法
を考えることができます。収入はその一部分にすぎま
せん。経済的な危機に直面した夫婦が策を講じて収入
を増やしたとしても，経済的危機が立ち去らないこと
に皆さんは気づいているでしょうか。昔から言い伝え

るよう教えなければなりません。この義務を果たして
いないにもかかわらず，あるいはほとんど果たしてい

られている公式にこのようなものがあります。「5ドル

胆しかありません。

たとえ前途に苦難が待ち受けているとしても，成功

が掲げられています。何とか工夫を凝らして子供が互

いに愛し助け合い，戒めを守り，法律に従う市民とな

ないにもかかわらず，いささかも失敗を味わうことの

ないまま1世代，2世代と続くすばらしい家族を夢想し
ているのであれば，わたしたちを待っているものは落

の収入に対して，支出が6ドルであれば，それは悲惨だ。

わたしたちは自分以外の人がどのような行動を選択

4ドルの収入に対して，支出が3ドルであれば，それは

するかコントロールすることはできません。したがっ

幸せだ｡」

青年が家族を養い，仕事を終えて普通の時刻に家族
の待つ家庭に帰って来られるかどうか，妻が家にいて
子供たちを養い育てられるかどうかは，収入を得るだ

て，子供たちを天国へ行くよう強制することはできま
せん。けれども，自分自身が何を行うかを心に決める
ことはできます。また，永遠にともにいたいと熱望す
る家族に天の力をもたらすために全力を尽くそうと決

けでなく，その使い方を学ぶことにかかっているので

意することはできます。かぎ

す。ブリガム・ヤング大管長が当時の人々に対して語

わたしたちにとって鍵となる事柄が宣言に記されて

った次の言葉は，そのままわたしたちに当てはめるこ

います。「家庭生活における幸福は，主イエス・キリス

とができます。

トの教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違

「もし金持ちになりたいと思うならば，手に入った
ものを蓄えなさい。愚か者であっても金を稼ぐ、ことが
できます。しかし賢い者は蓄えて，自分の利益になる

いありません｡」

ようなことにそれを使います。ですから，出て行って

働き，あらゆるものを蓄えなさい。ボンネット（訳注

どうすれば家族の一人一人が互いに愛し合い，助け
合い，神の戒めを守り，法律に従うようになるのでし
ょうか。ただ福音を教えていればそれを実現できるか
といえば，そうではありません。一人一人が神の言葉

永遠の結婚生徒用手引き
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を聞き，信仰をもってそれを実践することによって実

の気持ちを知り，妻は夫の気持ちを知って，言われる

現できるのです。そうすれば，彼らの性質が変わり，

前に相手を理解し，頼まれる前に助けるのでしょうか。

自分が望む幸福を手にすることができるのです。モロ

なぜめいはおばにベッドを譲り，おいはおばを家に招

ナイは，この変化こそがイエス・キリストの福音に従

き入れ，ともに食卓に着くのでしょうか。息子とその

って生活することによりもたらされる自然の実である

伴侶はなぜ，子供たちをただでさえ忙しい家に連れて

と，次のように説明しています。

来て，それが祝福であるかのように振る舞うことがで

はんりょ

「悔い改めの最初の実はバプテスマである。バプテ
スマは信仰によって行われ，戒めを守ることである。
ゆる

きるのでしょう。次の言葉を信じ，行動することを通
してもたらされる天の力が必要です。
ゆる

そして，戒めを守ることは罪の赦しを生じ，
ゆる

罪の赦しは柔和で心のへりくだった状態を生じ，柔

「罪の赦しは柔和で心のへりくだった状態を生じ，
柔和で心のへりくだった状態であれば聖霊の訪れがあ

和で心のへりくだった状態であれば聖霊の訪れがある。

る。この慰め主は，希望と完全な愛を人の心に満たさ

この慰め主は，希望と完全な愛を人の心に満たされる。

れる。そしてこの愛は，熱心に祈ることによって，す
べての聖徒が神とともに住む終わりの日が来るまで続

そしてこの愛は，熱心に祈ることによって，すべての
聖徒が神とともに住む終わりの日が来るまで続くので
ある｡」（モロナイ8：25‑26）

子供たちにバプテスマの準備をさせるとき，正しく
しよくざい
行うならば，子供たちの生活に蹟罪の効果をもたらし，
家庭に天の力をもたらすための準備をしていることに
なります。わたしたち全員が必要としている変化につ
いて考えてください。熱心に祈って堪え忍ぶことがで
きるように，聖霊を通して希望と完全な愛に満たされ
る必要があります。そうすれば，家族として神ととも
に永遠に住むことができます。どうすれば聖霊を招く
ことができるのでしょうか。モルモンは息子のモロナ
イに対して単純明快に答えています。イエス・キリス
トを信じる信仰をもって悔い改め，権能を持つ人によ
るバプテスマを受けるならば，罪の赦しがもたらされ
ます。これによって柔和で心のへりくだった状態が生
はんりよ
まれます。そうすると聖霊を伴侶とすることができま
す。そして聖霊は希望と完全な愛を人の心に満たして
ゆる

くださいます。

個人的な経験や家族を通して得た経験から，わたし
たちはこれが真実であることを知っています。いつの
日か，空路20時間かけて海外から帰宅したあなたは，
ベッドの上に，子供が描いてくれた次のような色鮮や
かなメモを見つけることでしょう。「とても疲れたでし
ょう。横になって楽にしててね。お父さんは家に帰っ
て来たんだから，ほかのことは全部みんなでやるから

ね｡」また，帰りの飛行機が途中経由した空港からかけ
た電話で，メモを描いた子の姉が「今，掃除機をかけ
ているのよ」と言っていたのがほんとうだったことを
知るでしょう。

海外に一度も行ったことのない11歳の子供がなぜ，
時差ぼけが両親に与える影響を知っているのでしょう。
15歳の子供がなぜ，頼まれていないのに掃除機をかけ
ようと考えたのでしょうか。また，夫はどのように妻
永遠の結婚生徒用手引き

くのである。」（26節）「すべての聖徒が」の後ろに，
｢家族として」と付け加えたいと思います。
宣言は約束する内容を慎重に扱っています。「家庭生
活における幸福は，主イエス・キリストの教えに基づ

いた生活を送るときに達成されるに違いありません｡」
これらの言葉を読む多くの人はイエス・キリストの教
えを知らない人や否定する人に囲まれているという現
実を考えると，心が痛みます◎彼らができるのは最善
を尽くすことだけです。けれども，このことも知って
おいてほしいのです。どのような家庭に住んでいよう

とも，愛に満ちた天の御父は，それぞれの状況を御存
じです。永遠の命を得るために必要とされるあらゆる
ことを行う方法が備えられています。彼らは神がどの
たまもの

ようにしてその永遠の命という賜物をお与えになるか，
まただれとその賜物を分かち合うことになるかを知ら
ないかもしれません。けれども，イエス・キリストの
福音が与えている約束は必ず果たされます。

「しかし，義の業を行う者はその報いを受ける，す
なわち，この世において平和を，また来るべき世にお
いて永遠の命を受けるということを知っておきなさい。
みたまあかし

主なるわたしがこれを語った。そして，御霊が証す
る。
アーメン｡」（教義と聖約59：23‑24）
しょくざい

蹟罪の効力がわたしたちの生活に効力を及ぼしてい

るという確信，そしてこの確信から生まれる永遠の命
への希望から，この平和はもたらされるのです。
宣言は，そこで教えられている真理に従わない人々
に対して，彼らが失おうとしているのは，この世での
平安や幸福だけにとどまらないと警告しています。預
言的な意味を含んだ警告と，行動を促す言葉で宣言は
結ばれています。

「わたしたちは警告します。貞節の律法を犯す人々，
伴侶や子供を虐待する人々，家族の責任を果たさない
みまえ
人々は，いつの日か，神の御前に立って報告すること
はんりょ
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になります。またわたしたちは警告します。家庭の崩

行するならば，天の力による助けを受けることをわた

壊は，個人や地域社会，国家に，古今の預言者たちが
預言している災いをもたらすことでしょう。
わたしたちは，全地の責任ある市民と政府の行政官

しは約束します。

ちは霊として御父とともに住んでいたこと，どこかで
きた

の方々に，社会の基本単位である家族を維持し，強め

孤独感を抱きながら生活しているわたしたちも来るべ
あかし

るために，これらの定められた事柄を推し進めてくだ
さるよう呼びかけるものであります｡」
家族は社会と教会の基本的な単位であるばかりでな
く，永遠の命への希望をつなぐ基盤です。わたしたち
はまず小さな単位である家族で実行します。それは教
会と，わたしたちがこの世で暮らす社会に広まります。
家族で実行している事柄は，聖約によって，また忠実
であることによって永遠に効力を及ぼします。わたし
たちは今，「家族を維持し，強めるために，これらの定
められた事柄を推し進め」始めることができます。皆
さんがこれを実行するようわたしは祈っています。ま

き世では御父とともに住むことができると証します。
イエス・キリストがわたしたちの救い主であること，

た，皆さんが「天の父よ，どのように準備したらよい
でしょうか」と尋ねることを願っています。天の御父
が皆さんに与えようと願っておられるものを皆さんが
どれほど熱望しているかを御父に話してください。そ

わたしは天の御父が生きておられること，わたした

あらゆる人の罪のために苦しみを受けることによって，
主はあなたとわたしが変わることを可能にしてくださ

り，その変化はわたしたちに永遠の命をもたらすこと
あかし
を証します。

聖霊は希望と完全な愛でわたしたちを満たして<だ
あかし

さることを証します。

ジョセフ・スミスに回復され，現在ゴードン．B・

ヒンクレー大管長が持っている結び固めの力により，
わたしたちが信仰をもってできる限りのことを行うな

らば，家族として結び固められ，永遠の命を受けられ
あかし
ることを証します。これらの証とともに，わたしの愛
を皆さんにお伝えします。イエス・キリストの御名に
みな

よって，アーメン。

うすれば霊感を受けるでしょう。その導きに従って実

永遠の結婚生徒用手引き
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パウロは手紙の中で，『あなたがたは怒りながら罪を

虐待

犯さずにいられようか』（ジヨセフ・スミス訳エペソ

4：26）と問いかけています｡」（｢汝らはいかなる人物
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■J三三人を虐げることである6

にてあるべきか」『聖徒の道』1984年1月号，77）
「怒りを抑えることのできない人は，自分の思いを

制御できないことを，悲しくも自ら認めることになり
ほんろう

ます◎そして自分の衝動や感情に翻弄され，やがては
神権者としての行動はおろか，理性ある行動さえ完全

両声宇jReSpOndingtoAbuse

に取れなくなってしまいます｡」（｢神の性質」『聖徒の
道』1987年1月号,53)

精選された教え
虐待の定義

「虐待とは，肉体的，情緒的，性的，霊的に，人を虐
げることである。それは，肉体を害するだけでなく，
心と霊に深い影響を与え，信仰を破壊し，混乱，疑い，

「心を尽くして愛するとは，どういう意味でしょう
か。それは，自分のすべての思いを傾けて，献身的に
愛することです。心を尽くして妻を愛する人は，妻の
品位をおとしめたり，批判したり，あら探しをしたり，
言葉や不機嫌な態度，あるいは行いで虐待したりはし
ません｡」（｢汝らはいかなる人物にてあるべきか」『聖
徒の道』1984年1月号,79)

不信感，罪悪感，恐れを引き起こす｡」(ReSpondingto
A伽se:HelpsibrE℃cﾉesiasticalLeaders,1)

ハワード。W・ハンター大管長

「妻を肉体的，精神的に虐待し，虐げる男性は悲し
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「わたしの事務所には，家庭で夫から受けるひどい仕
打ちに泣く女性たちからの手紙のファイルがあります◎
彼女たちはこのような夫が教会で責任を受けていると
書いています。また推薦状を所持しているとも書いて
います。こうした男性たちが公然と，あるいは陰で妻
を虐待しているのです。妻や子供たちに対してかんし
ゃくを起こし，どなり散らし，妻に対してみだらな関
係を要求するのです。妻をないがしろにし，力づくで

押さえつけるこのような男性は，子供たちに対しても，
忍耐や寛容の意味をまったく知らないかのような態度
を執っています｡」（｢神殿を聖く保つ」『聖徒の道』
1990年7月号,59)

むべき罪を犯しているのであり，真心からの真剣な悔
い改めを必要とします｡」（｢義にかなう夫，父親」『聖
徒の道』1995年1月号,58)
ゴードン。B・ヒンクレー大管長
はんりょ

「質問その6．伴侶や子供に対する虐待については
と、うか。……

わたしたちは，この忌まわしい悪事を追放するため
に，知っている限りのあらゆる手立てを講じていると

ころです。夫と妻が平等であることを認識し，この世
に生まれ出る子供は皆神の子供であると認めるとき，
そこには当然，わたしたちに責任が託された人々を忍
耐強い愛をもって養い，助け，愛するという大きな意
味での責任が伴ってきます。

ジェームズ．E・ファウスト長老

「女性に対するいかなる精神的，肉体的な虐待も神権
者にふさわしくない行為です。．．…･これはもちろん，
肉体的な虐待だけでなく言葉による虐待も指します｡」
(｢最も誉れの高い地位」『聖徒の道』1988年6月号,39)
虐待に対する教会の方針

妻や子供たちを虐待する男性に，神の神権を保持す
る資格はありません。妻や子供たちを虐待する男性は，
この教会で教会員として良い評価を得る資格もありま
はんりょ

せん。伴侶や子供たちを虐待するということは，神の
みまえ

御前にきわめて重大な罪を犯すことであり，また，そ
のような生活から抜け出せない場合には，教会の宗紀
上の処置の対象となるでしょう。」（｢人々がわたしたち

について尋ねること」『リアホナ』1999年1月号,78)

エズラ・タフト・ベンソン大管長
「妻をののしり，言葉と行いで辱め，子供に対しても
同じようなことをする神権者は，悲しむべき罪を犯し
ています。

永遠の結婚生徒用手引き

虐待をラノき起こするの
エズラ・タフト・ベンソン大管長

「高慢はもう一つ，争いという形でも現れます。論

虐待115

はんりょ

争，けんか，不義な支配，世代の断絶，離婚，伴侶へ
はんちゅう
の虐待，暴動，騒乱，これらはすべて高慢の範嶬に加
えられるべきものです｡」（｢高ぶりを心せよ」『聖徒の

します。苦しみをできるかぎり和らげ，そのような悪
が再び起こることのないように，できる限りの努力を
したいと思っています。この世の中で，これほど徹底

的な対策を講じ，熱心に努め，この問題の解決に取り

道』1989年7月号,6)

組み，行動している組織は，ほかにないと思います。
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

この問題の重大性はよく分かっています。この問題で

「このように陰険な悪に対して社会が認識を高めて
いることをうれしく思います。サデイスティックな欲
望を満足させるために，子供を食い物にしたり，配偶
者を虐待することは最も深刻な罪です｡」（｢主の大義」
『聖徒の道』1986年1月号,52)

苦しむ人々に手を差し伸べて，助けていきたいと思っ

虐待を避ける

な影響を及ぼすことは言うまでもなく明らかです。し

ています｡｣」（｢それは，片すみで行われたのではない」
『聖徒の道』1997年1月号,61)
ニール。A・マックスウェル長老

「家庭内での虐待と親の不義な支配が，家族に深刻

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「さて節制の次には，忍耐を加える必要があります。
神権者は忍耐強くなければなりません。忍耐は自制心
の別の姿です。それは満足感を後回しにし，衝動を抑
える力です。愛する人と接するとき，忍耐心のある人
は後で後悔するような衝動的な行動を取ることがあり
ません。忍耐とはストレスの下にあっても落ち着きを
保つことです。忍耐心のある人はほかの人の欠点を理

解できる人です｡」（｢神の性質」『聖徒の道』1987年1

かしながら，そのような虐待や不義な支配が，将来を
担う世代に引き継がれていくようであってはなりませ
ん。親からの正しい影響がないからといって，子供や
子孫が必ずそれでだめになってしまうとは限りません。
そのような行いを断ち切ることは可能なのです。わた
したちが神に従うなら，神は癒してくださいます。そ
のこと自体が，望ましい変化が生じる際に直面する困
難を軽減するものではありません。しかし，それが困
いや

難であればこそ，信仰と忍耐が必要なのです｡｣(Not
MyWM,ButThme,62‑63)

月号，53）
H・パーク・ピーターソン長老

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「妻子をないがしろにしたり，自虐的になったりす
るのを抑えるには，自己訓練が必要です。神の御霊を
求めて努力し，それを育て強めていかなければなりま
せん。父，母，息子，娘がだれも皆，神の子供であっ
て，一人一人が神聖な生得権を持って生まれたことを
認識し，だれかを傷つけたら天の御父を傷つけること
になるということをも知らなければなりません｡」（｢神
が合わせられたもの」『聖徒の道』1991年7月号,75)
「質問一『〔子供への虐待〕を減らすために何をな
みたま

さっていますか｡』

応答一『できる限りのことをしています。教会員に
も教えています。それについて話し合いもしています。
世界中の監督たちのために指導要領も定めています。
去年も一年中，一つの教育プログラムを行ってきまし
た。この問題に対処するために，電話による相談窓口
も設けて，専門的なカウンセリングが受けられるよう
はんりょ
にしています。わたしたちは，子供の虐待，伴侶の虐
待，老人の虐待，虐待全体について扱った刊行物を出
しています。この問題には関心を持ち，被害者の方々
について心から心配しています。その方々に同情いた

「力ある人とは，次のような方法で管理する人です。
説得により。命令口調で話したり，威圧的な行動を
取ったりしません。また他人を自分の思いどおりに動
かそうともしません。人々が自ら進んで良い行動をす
るように働きかけ，老若男女の区別なくすべての人の
尊厳と選択の自由を敬います。

寛容により。必要なときには待ちます。そして最も
身分の低い者や幼い者の言葉にも耳を傾けます。他人
の考えに対して寛容であり，すぐ、に人を裁いたり，怒
りを表したりしません。

温厚により。しかめ面よりも笑顔を多く見せます。
乱暴な声やどなり声，人をおびえさせるような声を上
げません。怒りに任せて人を正そうともしません。

柔和により。誇り高ぶることも，自分の意見ばかり
主張することもありません。自分の意志を神の御心に
みこころ

合わせようと進んで努めます。

偽りのない愛により。うわくを飾りません。いつも

誠実で，好感の持てない人でも惜しみなく真心から愛
します。

優しさにより。ささいなことであっても，重大なこ
とに対するのと同様，丁寧に対応し，気を配ります。
永遠の結婚生徒用手引き
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純粋な知識により。半端な情報による決めつけを避

から遠ざかっていると感じるなら（論争や不一致ある

け，相手の身になってそのあるがままを理解するよう

いは反抗によりはっきり表れてきます)、不義な支配を

努めます。

行っていると言えるでしょう。」（｢結婚生活における正

偽善がない。自分が教えることを実行します。自分
が常に正しいとは限らないことをわきまえ，自分の誤

しからざる支配」「聖徒の道』1990年6月号,21参照）

りを進んで認め，素直に謝ります。

アイリーン･H･クライド姉妹

偽りがない。相手に対して下心を持ったり，ずるい

「愛の本質を理解することは容易ではないため，わ

ことをしたりしません。正直かつ誠実に自分の思いを

たしたちはそれを誤解していることが性々にしてあり

伝えます。．．…・

ます。虐待されたり不当な扱いを受けたりするのをた

夫や父親は，自分が不義な支配をしようとしてはい
ないかどうかを確かめるために，次のように自問して

だ堪え忍ぶのは，愛でも優しさでもありません。神を
愛するとともに，自分を尊ばなくてはならないという
戒めには，ほかの人からの無礼を甘受していてはいけ
ないという意味も含まれています。神から受け継いだ
資質や選択の自由を，繰り返し否定されるがままでい
ることは愛ではありません。また，どうしようもない
とあきらめた状態に甘んじていることも，愛ではあり
ません。そのような苦しみには終止符を打たなければ
なりません。ただし，一人で立ち向かうには大きな困
難が伴います。助けが必要だと分かれば，神権指導者
しもべ
やそのほかの愛に満ちた主の僕たちが援助や励ましを
与えてくれます。わたしたちはためらうことなくほか
の人からの助けを受けなくてはなりません｡」（｢愛は永
く堪え忍ぶ」『聖徒の道」1992年1月号,85)

みてください。

l.わたしは家族を褒めるよりも批判ばかりしていな
いだろうか。

2．わたしは自分が父親や夫であり，神権を有してい
るからといって，わたしに従うべきだと家族に強
要していないだろうか。

3．わたしは家庭よりも，仕事場などに幸福を求めて
いないだろうか。

4．わたしの子供たちは自分の気持ちや関心事をわた
しに話しにくいと思ってはいないだろうか。

5．わたしは自分の権威を保つのに，体罰を用いよう
としていないだろうか。

6．わたしは家族を支配するためにたくさんの規則を
作り，強要していないだろうか。
7．わたしの家族はわたしを恐れていないだろうか。
8．わたしは家族で物事を決める際，皆で責任を持つ
ちゅうちょ
ことに薦曙していないだろうか。
9．わたしの妻はあまりにもわたしに頼りすぎ，自分
で決定できないようになってしまっていないだろ

いや

忌まわしい虐待の傷を癒す

ナニ使徒定員会会員
リチヤード･G・スコット

うか。

『聖徒の道』1992年7月号，

10.わたしがすべてのお金を管理しているため，妻は
家事を切り盛りするのが難しいと不満を言ってい

妬−37

ないだろうか。

11.わたしは自分が家族一人一人のために霊感を受け
ていると主張して，子供たちに聖霊のささやきに
耳を傾けるように教えることをおろそかにしてい
ないだろうか。

12.わたしは，家族に対して，批判したり，怒ったり
することがよくあるのではないだろうか。
もし上記の質問のいずれかに対して心当たりのある
人は，家族とのかかわりについて考え直す必要がある
でしょう。神権を持つ者にとって，家族の生活を支配
しようとしているかどうかは，自分が主とどのような
関係を持っているかを調べてみるといちばんよく分か
ります。もし，聖霊の導きが少なくなったとか，聖霊
永遠の結婚生徒用手引き

忌まわしい虐待の傷
教会員か否かを問わず，虐待という忌まわしい罪悪
によって傷を受けた経験のある人に心から話したいと

思います。微妙な問題ですので，個人的に語りかける
という形で，話したいと思います。聖霊の力によって
主が皆さんを残虐な行いから救い出してくださるよう
にと願っています。
いや

精神的虐待，また肉体的虐待，性的虐待は，主の癒
しがないかぎり長く深刻な影響を与えます。あなたは

犠牲者として，それを身をもって味わってきました。
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その苦しみには，恐怖心，うつ病，罪悪感，自己嫌悪，

自分よりも上位の人，自分を管理する立場の人から

自尊心の喪失，通常の人間関係からの逃避などが含ま
れます。また虐待が続き状況がさらに悪化すると，敵

の圧力を感じたり，わなにはまって逃げ道がないと感

意，怒り，憎しみなどの激しい感情が生じてきます。
これらの感情は，自分自身，またほかの人，人生その

ことを信じてください。天の御父はあなた瓶不義な

もの，さらには天の御父にまで向けられることがよく
あります。これらの感情との戦いに負けると，薬物乱
用，不道徳行為，家庭の遺棄そして最悪の場合，自
殺にまで進む恐れもあります。これらの感情は，正し
ていかないかぎり，喜びのない生活，夫婦間の不和の
原因となり，さらには自分自身が犠牲者から加害者の
立場に変わってしまうことさえあります。非常に恐ろ
しいのは，不信感が深まり，その結果癒しが受けにく
くなることです。

じたりすることがあるかもしれません。しかし，この

力，報復の脅威，加害者の家族への影響なと蕃を,6，配し
て，捕らわれの状態にとと禄まることをお望みではあり
ません。主が解決法を与えてくださるということを信

じてください。疑わずに信仰をもって求めてください
(ヤコブの手紙l:6;エノスl:15;モロナイ7:26;

教義と聖約8:10;18:18参照)。
あかし

厳粛に証します。暴力，倒錯行為，近親者からの性
的虐待によって，自分の気持ちを踏みにじられ，ひとﾞ
〈傷つけられたとしても，あなたの責任ではありませ
ん。罪悪感を持つ必要もありません。虐待によって傷
を受けるかもしれませんが，それをそのままにしてお

傷をそのままにしておく必要はまい

く必要はありません。あなたが自分のなすべき分を果

助けを得るには，永遠の律法について幾つかのこと
を理解する必要があります。あなたの受けた虐待は，
あなた自身の自由に対する不当な攻撃です。天の御父
の子供は皆選択の自由を受けています。中にはその同
じ選択の自由を用いて意図的に戒めを破り，あなたを
傷つけようとする人もあり得ます。そのような行いは
あなたの自由を一時的に制限します。正義に照らして，
また埋め合わせをするために，主はあなたが自分の意
志に反して行われた破壊的な行為の結果を克服できる
ように，一つの道を備えられました。その恵みは神権
の助けを得て，永遠の真理を適用することによって得

たすなら，永遠の計画，主の定められた時に従って癒

いや

られます。

このことを理解してください。あなたが許さないか

ぎり，他人の邪悪な選びによって，あなたの選択の自
由が完全に損なわれることはありませ一̲−−−

しを受けることができるのです。今あなたにできるこ
とを話したいと思います。

助けを求める

現に虐待を受けている人，過去に受けたことのある
人は，今助けを求めてください。人が信じられず，だ
れも当てにできないと感じているかもしれません。ま
ず天の御父と救い主に助けを求めてください。神の戒
めを理解し，それに従う努力をしてください。そうす
れば今あなたを力づけ，励ますことのできる人に会う
ことができるでしょう。あなたは，神権指導者，一般
的には監督，そして時にはステーク会長会の助けを得
ることができます。彼らを通して理解と

i

克服する道を選ぶかと守うかば あなたの意志にかかっ；ング・スミス選〔ソルトレーク・シティー:Deseret
ていることをぜひ理解してください。あなたの姿勢が:BookCo.,1938年],364)

人生を良きものに変えるかどうかを決めるのです。主；監督を信頼して話してください。監督の責任は，主
の備えておられる助けを得られるかどうかは，あなた；の器としてあなたのために働くことです。監督はあな

の姿勢にかかっているのです。あなたが永遠の律法を たの傷を蓋すために教義的な土台を与えてくれること

理解し，実践するかぎり，だれもあなたの永遠の可能；でしょう。永遠の律法を理解し，実践するなら，必要
性を奪うことはできません。天の御父の律法と主の蹟；な癒しを受けることができます。監督はあなたのため
いによって，神の子らに与えられる機会を奪われるこ；に霊感を受ける権利を受けています。監督はあなたの
とはなくなったのです。；祝福のために，神権を行使することができます。
あがな：
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ゆる

監督は，支えとなり信頼できる友人が見つかるよう

と聖約138:1‑4参照)。赦しは虐待の当事者となった

にあなたを助けてくれます。またあなたが新たな道を

すべての人に与えられるものです（信仰箇条1：3参

歩み始めることができるよう，自信と自尊心を取り戻

照)。そして自尊心が回復され，新たな生活が始まるの

すための助けを与えてくれます。極度の虐待の場合に

です。
ふくしゅう

は，適切な保護と，救い主の教えにかなった専門的な
処置が受けられるように，助けてくれます。

被害を受けた人は，加害者への復讐のために無駄な
時間を使わないようにしましょう。自分で改善できる
ことに心血を注いでください。攻撃した人については

いや

癒しの原則

公的権威者，また教会の権威者に任せましょう。その
行為がいかなるものであれ，結局，罪は完全であられ

あなたは次のような原則を，さらに深く理解し始め
るようになるでしょう。

る裁き主に知られることになるのです。最後には虐待
を行って悔い改めない人は正義の神から罰せられます。

自分が天の御父に愛されている子供であることを認
めましょう。天の御父は完全な愛で皆さんを愛し，親
や伴侶，友人にはできない助けを与えてくださいます。
御子がその命を犠牲にされたのは，皆さんが御子を信
じ，その教えに従うことにより完全になるためです。

汚れたことや有害なものをそれと知りながら人に与え，
暴力や恥ずべき行為に駆り立て，放縦や堕落に陥れる

御子に勝る癒し手はいません。

りません。そのような行いについて主はこう言われま

聖文について深く考えることにより，長兄イエス・
あわ
キリストの愛と憐れみに信頼を置きましょう。ニーフ
ァイ人に言われたように，主はあなたにもこう言って
おられます。「わたしはあなたがたのことを哀れに思い，
わたしの心は憐れみに満たされている。……あなたが
たの信仰がわたしから癒しを受けるのに十分であるこ

した。

はんりよ

いや

いや

とも，わたしは知っている｡」（3ニーファイ17:7‑8)
癒しは，天の御父に助けを求める心からの祈りをも
って始まります。選択の自由を用いてそうするならば，
神の力による助けが得られます。あなたが望めば，救
い主の愛が心を和らげ，被害者を攻撃者に変える虐待
いや

のサイクルを断ち切ってくれます。逆境は，たとえ他
人の飽くことのない欲望によって故意にもたらされた

人は裁きを受けます。純粋な人をえじきにし，自分の
堕落した生活を，人にも同様のことをさせることによ

って正当化しようとする人は，責任を取らなければな

「しかし，わたしを信ずるこれらの小さい者のひと
りをつまずかせる者は，大きなひきうすを首にかけら
れて海の深みに沈められる方が，その人の益になる｡」
(マタイ18:6)
・
､
や

癒しには長い時間が必要なことをよく理解してくだ
さい。回復は普通，段階を追ってもたらされます。そ
して，どのようなささいな前進についても気づく度に
主への感謝を示すなら，その回復はさらに速められて
いきます。
ゆる

いや

撤しによってもたらされる癒し

ものであっても，永遠の原則から見れば成長の源にな

大きな手術からの長期にわたる回復の過程で，患者

るのです（教義と聖約122:7参照)。

は忍耐し，人の世話に信頼を置きながら完全に蓋され

被害者の立場の人は，全力を尽くしてその虐待を阻
止しなければなりません。ほとんどの場合，被害者は
潔白です。恐れによって，また攻撃者の権力によって
抵抗できない状態にあるからです。しかしある時点で，
主は被害者に，責任の一端が自分にもあったことを気
づかせてくださることがあります。神権指導者は，必
要であればその問題についてあなたと話し合いができ
るようにするために，自分にどのような責任があった
か気づくように助けてくれることでしょう。そうでな
いと，罪の意識の種が心にとどまり，やがて生長して
苦い実に変わるからです。しかし，自分の意にまった
く反するものから，ある程度同意を与えたものまで，

る日を待ち望みます。患者が必ず医師の処置の大切さ
を理解するとは限りません。しかし医師の言葉に従う
なら回復は速められます。これは虐待の傷を癒そうと
努力しているあなたにも当てはまることです。例えば，
赦しは最も理解しにくいものです。与えることより大
変です。まず裁くことをやめましょう。虐待する人自
身が，罪もないのに被害者とされた経験を持っている
かもしれません。悔い改めへの道は彼らに対しても開
かれていなければなりません。攻撃する人への処置は
ほかの人に任せましょう。自分の痛みが和らぐのを覚
えれば，心からの赦しを与えるのはもっと簡単になり

自分にどれほどの責任があったにせよ，完全な蓋しを

過去を変えることはできません。でも赦すことはで

もたらすのはイエス・キリストの贈罪の力です（教義

きます(教義と聖約64:10参照)。赦しはひどい傷を滝

しょくざい
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します。主の愛によって心の中の憎しみの毒が消され
ふくしゅう
るからです。復讐の思いをなくしてくれます。主の清
めと癒しと愛が取って代わるのです。

救い主は言われました。「あなたがたの敵を愛し，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ニーフアイ12:44,強調付加）

とになった例を幾つか知っています。しかも後になっ

て事実無根だと分かったというようなケースです。記
憶，特に大人になった人が口にする子供時代の思い出
は不確かなものです。忘れないでください。偽って人
を非難することも罪なのです。

もっと簡単に言えば，もしだれかが意図的にあなた

敵意や憎しみは有害なものです。多くの破壊的なも
のをもたらします。あなたが望んでやまない安らぎと

の家のカーペットを汚した場合，近所の人を呼んで汚
したものの成分を見定めてもらいますか。とんでもな
い。だれに話すわけでもなく，専門家を呼んで，汚れ

蓋しを遅らせます｡合理化と自己憐燗は被害者を虐待

を落とすはずです。

者に変えます。裁きは主に任せましょう。人は主のよ

指導者を通してもたらされます。

同様に，虐待によって受けた傷は，信頼できる神権
指導者とともにひそかに修復します。必要であれば神
権指導者が推薦するふさわしい専門家の助けを受けま
す。そうすれば，虐待の一般的な性質について話し合
う機会が十分に持たれ，その結果あなたは適切なカウ
ンセリングを受け，加害者からのそれ以上の暴力にさ
らされることはなくなるでしょう。そうしたら主の助

傷を修復するに当たっての警告

けを受けて，過去を清算してください。
わたしはこれまで述べたことが真実であるとへり<

れんびん

うに裁くことはできないのです。

ただ虐待を忘れなさいと言われても助けにはなりま

せん｡蓋しをもたらす原則を理解しなければなりませ
ん。もう一度言います。多くの場合癒しは，人を祝福
するための神権の力と霊感を授けられた理解ある神権

蓋しどころか,害をもたらす恐れのある次の二つの
間違った治療法を取らないように警告します。一つは，
過去の経験を必要以上に細かく一つ一つ思い出すこと
です。特にグループでの突っ込んだ話し合いのときに
これが言えます。もう一つは，つらいことを全部虐待
する人のせいにすることです。

蓋しのプロセスには発見も大切です。しかし長い間
寛大な気持ちで忘れられ，埋もれていた過去の出来事
を暗い気持ちで事細かに探り出すのは，非常に破壊的
な結果に至る恐れがあります◎治りかけている傷口を
つついて広げ，炎症を起こさせる必要はありません。
主と主の教えは，自尊心を損なうことなく，あなたを
助けてくれます。

もう一つ危険なことがあります。あなたの過去を事
細かに探る数々の誘導尋問は，知らず知らずのうちに，
現実的な考えよりも妄想や空想を引き起こすことがあ
ります。そしてやってもいないことで人を非難するよ
うなことにもなります。めったにないことですが，わ
たしはこのような治療法が原因で，被害者が知らず知
らずのうちに無実の人を罪ありとして責めるよう駆り
立てられ，その結果まったく不当な仕打ちを加えるこ

あかし

だって証します。わたしが述べたことは，邪悪な虐待
によって傷ついた人々を幸福にするために，主が用い
られた永遠の原則に基づいています。
いや

主の癒しの力

細い糸のような望みにしか見えないかもしれません

が，確かにそれは糸ではありません。あなたを救う，
主との間の決して切れない鎖なのです。恐れずに主に
頼り，主の教えに従うよう努力すれば癒されます。
もう苦しまないでください。主に今助けを求めてく
ださい（モルモン9：27；モロナイ7：26，33参照)。
今監督に話してください。虐待の傷によって曇ったレ
いや

ンズで人生のすべてを見ることがないようにしてくだ
さい。人生にはすばらしいものがたくさんあります。
心の窓を開け，救い主の愛を受け入れてください。過
去の虐待の嫌な思いが戻って来たら，主の愛と癒しの
力を思い出してください。失意は平安と確信に変わる
いや

でしょう。一つの忌まわしい章を閉じ，新しい幸福の
ページを開くのです。

みな

イエス・キリストの御名により，アーメン。

永遠の結婚生徒用手引き
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のです｡」（｢天父から受け継いだ資質に恥じない生き方」

教育

『聖徒の道」1984年1月号,147‑148)

「皆さんが生きていく世の中は，これからさらに競

蕊溺冷したちは，若人が訓練を受けるぷき
/
､
̲
：
,
:
‐,

墓…".であると信じてい室す。つまり?≦；、
皇塁，

言．．』・

三女子も男子と同様に受けるべきです‑．
蕊灘職‑{ド: 認鎚ﾝ ゲﾚｰ災管長
一『

贈=り‐L」贈『,'，

鍵菖謬J,占陪̲域曹,宮,,，、,,，'‑‑, ,『1，−． 曽、,

精選された教え
樗来に備える

争が激しくなるでしょう。皆さんが担う社会にあって，
重要な責任を果たしていけるよう，さらに高い教育を
受け，技術を磨き，能力を高める必要があります｡」
（｢選ばれた種族」『聖徒の道」1992年7月号,76)
神権者へ。「教育を受けるために努力してください。
受けることのできる訓練はすべて受けてください。社
会は，皆さんの力にふさわしい報いを与えてくれるこ
とでしょう。パウロはテモテに次のようにはっきりと
言っています。『もしある人が，その親族を，ことに自
分の家族をかえりみない場合には，その信仰を捨てた
ことになるのであって，不信者以上にわるい｡」(1テモ
テ5：8）

ゴードン．B･ヒンクレー大管長

自分の家族を養うことは，皆さんにとって何よりも

神権者へ。「未来のために賢明に知性や技術を磨いて
ください。……皆さんには人生を最高のものにする責
任があります。どのような教育を受けるか今計画して
ください。そして，その計画が実現するように努力し

せるために働き，自分が家にとどまることができるな

てください。

らば，それは女性にとって2倍の祝福となるでしょう。

皆さんは混迷の時代に生きています。社会は，能力
のある訓練された男女を求めています。教育を途中で
やめないでください。

だからといって，すべての人が専門家にならなけれ
ばならないとは言いません。何を選ぼうとも，選んだ
ものに磨きをかけてほしいのです。そして資格を得て
ください……どのような職業を選んでも，教育を受け
ることによってそこに早く到達できるのです。 …・
賢明であってください。つかの間のはかない楽しみ

大切な責任です。

皆さんの奥さんは，外に出て，仕事探しをしなくて
も済むなら，幸せに思うはずです。夫が家族を食べさ

教育は経済的に恵まれた機会を得るための蕊です。
主はわたしたちに「研究によって，また信仰によって」
学問を得るようにと命じておられます（教義と聖約
109:14)。皆さんはこれから社会の一員になっていき
ますが，その中で何か価値あることをするために頭と
手を鍛えるなら，家族を養う者としてより良い機会を
得られるようになるでしょう。」（｢いつか結婚する女性
にふさわしく生活する」「聖徒の道』1998年7月号,57)

のために，未来に光を与える教育を放棄することがな

L･トム・ペリー長老

いようにしてください。長い目で人生を見ましょう。
皆さんのほとんどは，これから先長い間この地上にい
るのですから｡」（｢若人への4つの提言」『聖徒の道』

「職業も常に変化しています。今日では，就職する
若い人たちは引退までに，恐らく3回か4回業種の違う

1982年4月号,68)

「わたしたちは，若人が訓練を受けるべきであると
信じています。つまり女子も男子と同様に受けるべき
です。・・…・

皆さんには，知性や技術を磨く機会が途方もなくた
くさんあります。皆さんは結婚をし，よい夫の伴侶に
なりたいと思っていることでしょう。しかし，だれも
将来のことは予測できません。万一のときのために，
はんりよ

自分自身を備えてください。……

こんにち

仕事に就くと言われています。勤め先に関していえば，
一生のうちには，もっと頻繁に,10回以上変わる場合
もあるでしょう。 …･今日の不安定な世の中では，〔教
会指導者の〕勧告を心に留めて将来に備えることがぜ
ひとも必要です｡」（｢『備えていれば恐れることはない｣」
『聖徒の道」1996年1月号,41)
ラッセル．M・ネルソン長老

「霊性や知性を伸ばす機会も等しく与えられていま
す。理性は男性だけのものではないし，愛は女性だけ

きっと，皆さんの中の大多数が結婚するでしょう。｜ のものではありません。人の業績を表す最高の呼び名，
しかし，皆さんの受けた訓練は決して無駄にはなりま； たとえば教師，学識のある専門家，誠実な労働者，忠
せん。独身であっても，結婚していても，祝福となる： 実な友，聖典の研究家，神の子供，キリストの弟子，
永遠の結婚生徒用手引き
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はんりよ

信頼できる伴侶，愛に満ちた両親などは，男女を問わ
ずふさわしい人に与えられます｡」（｢女性−その計り
知れない価値」『聖徒の道』1990年1月号，20）
「遠い昔，わたし自身も教育を受けようと決心した
ときのことを覚えています。何の訓練も受けていない
ティーンエイジャーだったわたしが，クリスマスの時

べて受けるよう，わたしたちは願っています。死別や

期に短期アルバイトをしていたときでした。仕事は単
調で，毎日，毎時間の経過がひどくゆっくりと感じら
れました。そのとき，その場でのことでした。もっと
良い人生を切り開くために教育を受ける必要があると
決心したのです。わたしは引き続き学校に通い，教育
に自分の人生が懸かっているつもりで勉強に励もうと，
心に決めたのです｡」（｢知恵はどこにあるのか」「聖徒

1
2
4
)

の道』1993年1月号,5)
ビクター。L・ブラウン管理監督

「わたしたちは子供たちに，物の考え方，学び方を
知るための場としての学校教育の大切さを教えなけれ
ばなりません｡」（｢明日に備える」『聖徒の道』1983年1
月号，146）

女性のための教育の重要性
ハワード。W・ハンター長老

「姉妹たちが状況に迫られて仕事に就く計画を立て
なければならないこともあります。そのようなときの
ために彼女たちが結婚前に可能な教育や職業訓練をす

離婚により働くことが必要になったら，報酬の良い立

派な仕事に就いてもらいたいのです。もし姉妹が結婚
たまもの
していなければ，自分の才能と賜物を十分に発揮でき
る仕事に就くのは当然の権利です｡｣("Preparefor

HonorableEmploy‑ment,"Ensign,1975年11月号，

ラッセル。M・ネルソン長老

「賢明な女性は，常に新しい自分になろうとします。
適切な時期に才能を伸ばし，学業を続けます。目標を
くらやみ
達成するために訓練に励むのです。そして，暗闇を一
掃し，真理の窓を開いて道を照らすのです。
女性は教訓と模範を通して優先順位について教えま
す。最近見たテレビ番組で，女性弁護士がインタビュ
ーを受けていました。彼女はすべての時間を子供と一
緒に家庭で過ごしていました。その決断について尋ね
られた彼女はこう答えました。『いつかは法律の仕事に
戻るかもしれませんが，今はしません。これは難しく
考えることではありません。依頼人を引き受けてくれ
る弁護士は幾らでもいますが，この子の母親はわたし
だけなんです｡』

そのような決断が生まれるのは，自分の権利を主張
するのではなく，義務と責任について考えるからです。
自分の責任を果たそうとするならば，権利の問題は自
然に解決するのです｡」（｢女性−その計り知れない価
値」『聖徒の道』1990年1月号,21)

永遠の結婚生徒用手引き
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非常に大切な事柄ですので，聖約を破ることについ

決意

て単刀直入に話します。中には，失敗に終わってしま

う結婚もあることは事実です。離婚には必ず心の痛み

:まず第二にはう■永遠に添iい遂げるために
ハ､、￨‑ ::=え;、

個人的左ことを調節していこうとする努

力が見られる，地に足の着いた結婚です。
÷÷ヨスパンサー1W.W之ｵ;キンポ写ル大管長

精選された教え

が伴うものですから，そのような状況にある方々の苦
しみお察しします。これからわたしの話すことが皆さ

んの心をかき乱すことのないよう願っています。結婚

式に伴って男性と女性の間で交わされる約束は，神と
の聖約と同じくらい重要なものであると，わたしは考
えています。父親，母親，そして子供の間の家族関係
はこの世で最も古く，最も永続する結びつきです。そ
して地域や文化が大きく異なっても存続してきました。
これは，男女の結婚が自然なものであり，また神によ

スペンサー．W・キンボール大管長

「〔子供たちに良い影響を与えるには〕まず第一には，

り定められたものだからです。結婚は人の道徳的義務
でもあります。神殿で執行される結婚は，永遠のきず
なをもたらすものであり，わたしたちの結ぶ最も神聖
な聖約となります。エリヤにより回復された結び固め

永遠に添い遂げるために個人的なことを調節していこ
うとする努力が見られる，地に足の着いた結婚です｡」
(｢家族に流れる潮流」「聖徒の道』1975年7月号，292）

す
。

ハワード。W・ハンター大管長

では一体，結婚の聖約を破らねばならない『正当な
理由』とは何でしょうか。わたしはこれまでの人生で

「最後に，この力と献身を必ず示さなければならな
い一つの場所について特に話したいと思います。それ
は，わたしたちが国家として，民として，また力強い
教会として存続するうえで必要なものです。つまりわ
たしたちは家庭に愛と誠実さと強力な原則を根付かせ
なければなりません。わたしたちは，結婚に子供にそ

の権能により，結婚の聖約は神との聖約ともなるので

人が抱える多くの問題に携わりながら，聖約を破るの
に『正当な理由jになり得るものは何かと考えてきま
したが，わたしにはその答えを出す知恵も権利もない
ことを伝えておきます。それは当事者である夫婦だけ
が決められることなのです。彼らは，聖約を遵守しな
かった場合の必然的結果として生じる責任を負わねば
なりません。わたしの考えでは，人間としての品位が
損なわれるような関係が続き，明らかに引き返せない

して道徳に忠実でなければなりません。次の世代に大
きな影響を与える部分で，わたしたちは失敗してはな
らないのです｡」（｢神の証人になる」『聖徒の道』1990

状態にある場合を除いて，『正当な理由』はあり得ない

年7月号，65）

と思います。

それと同時に，神聖な結婚の聖約を破る『正当でな
ジェームズ。E・ファウスト副管長

い理由』について強く感じていることがあります。「精
神的苦痛』や『性格の不一致』『心が離れていった』
『恋愛感情がなくなった』などということは，明らかに

「霊的な平安は，民族や文化，国籍を問わず，神に
対する献身および福音の聖約と儀式に対する献身を通
して見いだされます｡」（｢神の王国の継承者」『聖徒の

正当な理由ではありません。子供がいればなおさらの

道』1995年7月号,67)

ことです。これについてパウロは神の不変の勧告をこ
う記しています。

ジェームズ。E・ファウスト長老
はんりょ

「夫婦のどちらか一方が伴侶をないがしろにしてい
ながら完全に一つになるなどということがあり得るで

しょうか。子供たちの面前で，伴侶の持つ神聖な役割
をけなすようなことがあれば，それはとりもなおさず，
息子，娘たちに芽生えてきた男らしさや女らしさをも
ないがしろにすることになります。夫婦の間には常に
意見の相違があるものだと思いますが，それは夫婦の
間だけにとどめておくべきものです。

永遠の結婚生徒用手引き

『夫たる者よ。キリストが教会を愛してそのために

ご自身をささげられたように，妻を愛しなさい｡』（エ
ペソ5：25）

「そうすれば，彼女たちは，若い女たちに，夫を愛
し，子供を愛し，慎み深く……あるように教える〔よ
うになる｡]j(テトス2:4)

教会員は，崩壊しつつある家族生活を救う最も効果
的な治療法を知っていると思います。それは，男性と
女性，そして子供たちが，家庭での父親と母親の神聖

決意123

な役割を尊び，敬うことです。そうすることによって，

にあふれた関係にあるのか分かるようになります。……

家庭の中に義があるおかげで，すべての教会員の心に
互いへの尊敬と感謝の念がはぐくまれるでしょう。こ

びをもってみもとに帰るための道を備えておられます。

うして，マラキによって告げられ，エリヤによって回

この永遠の真理をイエス・キリストの御名により証し

復された偉大な結び固めの鍵が効力を表すのです。「先
祖の心を子孫に，子孫の心を先祖に向けさせ、全地が

ます。アーメン｡」（｢義の戦士」『聖徒の道』1992年7

かぎ

神殿の儀式と聖約を通して，天父はわたしたちが喜
みな

あかし

月号，84）

のろいをもって打たれることのないようにする。」（教

義と聖約110:15．マラキ4:6も参照)」（｢父親よ，家
庭に戻りなさい」『聖徒の道」1993年7月号,39‑40参

わたしたちの神聖な責任
第一副管長

照
）

ゴードン.B･とンクレー

ラッセル･M・ネルソン長老
『聖徒の道」1992年1月号，

「結婚という庭の手入れをよくし，怠慢という雑草
が生えないようにするには，愛のこもった時間と献身

56‑60（神権部会ノ

が必要なのです。それは，楽しい特権であるだけでは

なく，永遠の栄光という約束を伴う，聖文の中でわた
したちに求められていることでもあるのです｡」（｢耳を
傾けて学ぶ」「聖徒の道」1991年7月号、23)
ジョー・』・クリステンセン長老
「いつまでも新婚時代の気持ちを忘れないでくださ
い。一緒に二人だけで，何かをする時間を作ってくだ
さい。家族として子供たちと一緒に過ごす時間ももち
ろん大切ですが，それと同じように，二人だけで毎週
定期的に時間を過ごす必要もあります。きちんと時間
の調整をしておけば，『夫婦問系はとても大切なものだ
から，それを大切に育てていこう」という両親の気持
ちを子供たちに分かってもらえるはずです。そのため
には，決意と計画と時間の調整とが必要です｡」（｢幸福
の偉大な計画と結婚」「聖徒の道」1995年7月号,70)

兄弟の皆さん，今晩の神権部会はすばらしいもので
した。人生で覚えておくべきこと，実践すべきことが

多く話されました。わたしは，幹部の兄弟たちが語っ

た事柄に同意し，それを生活に取り入れるようにお勧
めします。これらの話をどこで聞いていようとも，す
べての男性および青少年の皆さんが，この集会を終え
るに当たり，自分たちに与えられている尊い神権に以
前にも増してふさわしくなろうという望みと決意を抱
いていただければと願っています。……

悲しい経験

･…副管長として働いたこの10年の間に悲しいこと

も多く経験してきました。これらの経験から，少し話
したいと思います。ちょうど10年になりますが，わた

アーデス．G・カップ姉妹

「神と聖約を交わし，自分の限りない可能性を理解
するのは重要です。そのような信仰を持つとき，主の
宮である神殿は何よりも大切なものとなります。神殿
では，天と地を結ぶ儀式と聖約にあずかります。それ
みまえ
によっていつの日か神の御前に帰り，永遠の家族，永

遠の命という祝福にあずかる備えをするのです。
わたしは世界中の若い女性が様々な言語で，次のよ
うな誓いの言葉を述べるのを聞いてきました。『わたし
たちは｡…･･神聖な聖約を交わして守り，神殿の儀式を
受け，昇栄の祝福にあずかる備えができるようになる

と信じます｡』(YbImgWomenHandbook,3)この祝
福には天父の子供であるわたしたちすべてがあずかれ
ます。救い主イエス・キリストを信仰の中心に置いて
初めて，……自分が何者であり，救い主とどれほど愛

しは、破門されて教会に戻ることを願う人々のふさわ
しさを判断する責任に携わってきました。いずれの場
合も，教会の標準に対する重大な違背があったことが
原因でした。姦淫を犯したケースが多く，その中でも，
かんいん

夫が罪を犯したためというケースがほとんどでした。

そのような人々に対しては，宗紀上の処置が取られま
す。そのような人々は，何か月かたつと，以前持って
いたものを切望するようになります。悔いる霊が心を
訪れるのです◎

たまもの

ある人は言いました。「聖霊の賜物が自分から取り上

げられるまで，そのありがたさが分かりませんでした」
と、

不幸を女性

わたしは，この10年の間に教会の女性の皆さんに対

永遠の結婚生徒用手引き
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して3度か4度話をする機会があり，それらの話に対し
て反応の手紙をかなり受け取りました。中には，「不幸
な女性」というファイルに保管した手紙もあります。
手紙が出された場所は様々です。しかし，いずれも
同じような調子で書かれています。先週受け取ったば
かりの手紙の一部を読んでみたいと思います。手紙の
差出人から，読んでも差し支えないという許可をもら
っています。名前はすべて伏せます。

「わたしが夫と出会ったのは，彼が大学1年のとき
でした。教会にそれまで長年仕えてきた非常に活発な
家庭で育った人でした。彼は伝道に出ることを熱心に
望んでいました。わたしは，この人となら，この世で
最も大切なものとして福音を分かち合うことができる
と思いました。二人とも，音楽と自然を楽しみ，知識
を増すことを優先順位の上の方に置きました。数か月
のデートの後，恋に落ち，彼が栄えある伝道に行って
いる間手紙のやり取りをしました。彼は帰還してから
学校に戻り，そしてわたしたちはソルトレーク神殿で

結婚しました。教会の指導者たちの勧告に従い，子供
をもうけ家庭を築きました。わたしは奨学金で大学に
通いましたが，妊娠し，体調が悪かったので，夫と幼
い息子の世話に打ち込めるように学校をやめました。
それから18年間，彼が学校を卒業し，仕事で経験を
積んで，自分の事業を始められるようになるまで，わ
たしは夫を支えてきました。二人とも教会や地域社会
で指導的立場に立って働きました。5人のすばらしい子
供を授かり，わたしは子供たちに福音を教え，働くこ
とや奉仕すること，人との接し方，ピアノなどを教え
ました。パンを焼き，桃やリンゴ，トマトを瓶詰めに
し，服を縫い，キルトを作り，掃除をし，庭の花々や
野菜の手入れなどをしました。多くの点で，わたした
ちは理想的な家族のように見えました。夫との関係は，
いい時もあれば難しい時もありました。すべてが完壁
だったわけではありません。わたしにしても，夫にし
ても，完壁な人間ではなかったからです。しかし，ほ
とんどうまくいっていました。わたしは完壁を望んで
はいませんでした。ただ一生懸命やっていただけです。
かんぺき

ところが，何もかもめちゃくちゃになってしまいま
した。1年ほど前に，彼が，わたしを愛してなどいなか
った，わたしたちの結婚は初めから間違っていたと言

はどうなったの。二人で交わした聖約を忘れてしまっ

たの？やめて,絶対にやめて｡離婚が答えではないわ｡』
けれども主人は耳を貸そうとはしませんでした。わた
しはこのまま死んでしまうのではと思いました。

わたしは独りで子供を育てることになってしまいま

した。ひとり親という言葉の背後には，言いようのな
い心痛と，苦しみと悲しみがあります。10代の息子た
ちの苦悩と怒りもそのためです。幼い娘たちの涙もそ
のためです。眠れない夜が続くのも，家族の要求や必
要が多いのも，そのためです。どうしてこうなってし
まったのでしょう。どこで選択を間違ったのでしょう
か。どうしたら子供たちを学校に通わせられるという
のでしょうか。どうしたら，今週，無事に過ごせるの
でしょうか。夫はどこにいるのでしょう。子供たちの
父親はどこにいるのでしょうか。わたしは，今，夫に
見捨てられて疲れ切った女性たちの一人になってしま
いました。お金もなく，仕事もありません。残された
ものといえば，手のかかる子供と請求書だけで，希望
もあまりありません｡」

彼女の前のご主人がこの話を今聞いているかどうか
分かりません。もし聞いているのでしたら，自分のし
たことを弁明するための手紙を送ってくるかもしれま
せん。どのような問題にしろ，両方に言い分があるこ
とは分かっていますが，神聖な神権を携えた人，主の
みまえ

御前で神聖な結び固めの聖約を交わした人が，どうし
て,18年間連れ添った妻と5人のわが子，自分の骨肉
を分けたわが子に対する責任を放棄して，神の御前に
正しいとされることがあるでしょうか。

これは今に始まった問題ではありません。有史以来
存在している問題です。確かに，ニーファイ人の間に
も存在しました。ニーファイの弟ヤコブは預言者とし
て自分の民に次のように宣言しています。
「見よ，主なるわたしは，エルサレムの地に住むわ
たしの民の娘たちと，わたしの民が住む全地の娘たち
が，夫の悪事と忌まわしい行いのために悲しむのを見，
嘆くのを聞いた。

……あなたがたは妻子の前に良くない手本を示して，
感じやすい妻の胸を張り裂けさせ，子供たちの信頼を
失った。彼らの心のむせび泣きが神のみもとに上って，
あなたがたを訴えている｡」（モルモン書ヤコブ2:31,

い出したのです。彼は，わたしとの間には何も残って
いないと言い張るのです。彼は離婚を要求し，出て行

3
5
）

ってしまいました。『待って』と何度言ったことでしょ

激しい気性を制する

う。『やめてちょうだい。そんなこと言わないで。どう

もう1枚の手紙を読みたいと思います。その人は次
のように書いています｡「わたしの夫は善良な人で，多
くのすばらしい特質と人格を備えています。しかし，

して出て行くの。わたしのどこが悪いの。お願いだか

ら言って。子供たちのことを考えて｡わたしたちの夢
永遠の結婚生徒用手引き
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その反面，どこかに横暴な性格を潜めています。とも

葉を口にすることを男らしいことだと思っている人が

すると彼の激しい気性が燃え上がり，彼の内にあるあ

いるかもしれませんが，それは間違いです。それは弱

らゆる醜さを感じさせるのです。

さの表れにすぎません。怒りは力の表れではなく，自

ヒンクレー副管長，……女性を肉体のうえで，また

分の思いや，言葉，感情を抑制できないことの表れな

言葉のうえで虐待するのは許せないことであり，決し

のです。怒ることは簡単です。怒りに支配された人は

て受け入れられないことであり，意見の相違に対処す
る方法としては最低の方法であることを兄弟たちが心
に留めるようにしていただけないでしょうか。特に，

力を自分の中に養ってください。

虐待する人が神権者の場合は，嘆かわしいことだと思

理性の力を失ってしまいます。自己訓練という大きな

結婚の聖約の神聖さ
次に，多くの人の結婚生活を脅かすもう一つの恐ろ

うのです｡」

教会内の結婚の多くは幸せなものであり，そのよう

しい要素について述べたいと思います。十戒のうち二

な結婚では夫と妻がともに安らぎと愛を感じ，お互い

つの戒めが，この点について触れているということは
かんいん

を信頼し，重荷を平等に分担するという気持ちがある

興味深いことだと思います｡「あなたは姦淫してはなら

のではないでしょうか。そのような家庭の子供たちは，

ない｡」「あなたは……隣人のものをむさぼってはなら

少なくともそのほとんどが，平安と安心感を抱き，お
互いに愛し合っている両親から自分も愛され，大事に
されていると感じながら，成長していくのだと思いま

ない｡」（出エジプト20:14,17)以上の二つです。米
国ABCテレビ局の番組「ナイトライン」の司会者，テ

す。しかし，兄弟の皆さん，わたしが今語っているこ
ととは相反する考えの人が大勢いることも確かなので
す
。

しんらつ

怒ったときに口から出てくる辛辣で卑劣な言葉が残

す傷は，一体どれほど深い苦痛を人に与えるのでしょ
うか。それは計り知ることができません◎何をさせて
もそつのない男性が，何か小さなこと，それもほとん
どの場合まったく取るに足りないようなことで平静を
失い，抑制が利かなくなって怒りに身を任せることが
ありますが，このような光景を目にするのは実に嘆か
わしいことです。どのような結婚生活においても，も

ちろん様々な意見の相違は付き物です。しかし，だか
らといってささいなことでかんしゃくを起こすような
気の短さを正当化することはできないのです。
しんげん
筬言の作者はこう言っています。「憤りはむごく，怒
りははげしい……｡」（筬言27：4）
激しい気性は実に恐ろしく，人の心を傷つけるもの
です。悲しいことにこのような気性には何の良いとこ
ろもありません。ただ憎しみと反抗心と苦悩で，害悪
を増大させるだけです。わたしの話を聞いている男性，
青少年の皆さんの中に，自分の舌がなかなかコントロ
ールできないという人がいれば，自分の弱点を克服す
ることができるように主に嘆願してみてください。ま

た自分が傷つけてしまった人々に謝罪し，自分の舌を

ッド・コッペルは，薬物の使用や不道徳な行いを減ら
そうというスローガンに関して，デューク大学の学生
たちに次のように言ったそうです。

「わたしたちは，スローガンを唱えるだけで救われ
ると実際に信じてきました。……しかし，現実はそう
ではありません。それは，見苦しく，分別のないこと
だから救われないというものでも，それによって，最
後には監獄に入れられたり，エイズの病棟で臨終を迎
えることになったりするから救われないというのでも
ありません。そうではなく，それが真理に背く，間違
ったことだから救われないのです。人はこれまで5,000

年間にわたり，理性を備えた人間として，この真理を
求め，道徳の基準を求めることで，本能のまま生きる
次元から抜け出そうと努めてきました。真理とは，本
しっせき
来，単なるささやきではなく，ほえるような叱責です。
シナイ山からモーセが携えて来たものは『10の提案」
ではなかったのです｡」（デューク大学での講演,1987
年5月10日）

考えてみてください。モーセがシナイ山から下りて
来るときに携えて来たものは10の戒めだったのです。
それは，救いと安全のため，イスラエルの子らの安寧
と幸せのため，そしてまた，その後に続く世々の子孫
のために，エホバ御自身の指で石の板に刻み込まれた
ものでした。

朝，妻を家に置いて仕事に出かけ，職場で魅力的に
装い美しく化粧をした若い女性に囲まれているために，

制する力を養ってください。

ここにいる少年の皆さん，今このとき，人格形成の

自分は若くハンサムで，最高にいい男だとうぬぼれて

時代に自分の性格に気を配るようにしてください。へ
イト兄弟が言ったように，今こそ自分自身を訓練する

しまう男性があまりにも多いようです。そのような男
性に限って，自分の妻は結婚した20年前の姿とはすっ
かり変わってしまったなどと不平を漏らすのです。わ

み な

能力を養うときです。怒りに燃え，主の御名を汚す言
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たしに言わせてもらうと，そのような夫と20年も一緒

自分は価値のない存在だという思いが募り，それが当

に暮らしていたら，無理もないことではないでしょう

然のことながら，表情にも表れてくるからです。

か。

自分の妻に対して権勢を振るい，その品位を下げ，

悲劇は，自分の愚かさや弱さに負けてしまう男性が

辱め，あれこれと要求ばかりする夫は，妻を傷つけて

いるという点にあります。彼らは，最も神聖かつ厳か

いるのみならず，自分自身を軽んじていることになる

な聖約，主の宮において，聖なる神権の権能の下に交

のです。そして多くの場合，その人は自分の息子たち

わした聖約を投げ出してしまいます。そのような男性

の心に将来同じような言動をする性質を植え付けてい

は，忠実で，自分を愛し，世話をしてくれた妻，貧し
かった時代にともに苦労してくれた妻を，豊かになっ
たときに投げ捨てるようなことをしているのです。そ

るのです。

女牲まくして永続する幸福は得られない

の結果，子供は父親のいない子供となってしまいます。

神の神権を授かっている兄弟の皆さん，知っている

しかも，ありとあらゆる策略を駆使して，裁判所の提
示する慰謝料や子供の養育費の支払いを回避しようと

平安，家庭でしか感じることのできない穏やかな気持

するのです。……

ち，これらは善良な妻がともにいなければ得られない

わたしの言っていることは厳しすぎるのでしょうか。
しかし，何件もの事例に，長年にわたって接している

ものなのです。妻が自分たちより劣っていることはあ

と，そう感じずにはいられないのです。パウロは使徒
にあてて書いた手紙の中で次のように忠告しています。
｢もしある人が，その親族を，ことに自分の家族をかえ
りみない場合には，その信仰を捨てたことになるので
あって，不信者以上にわるい｡｣(1テモテ5:8)また
同じ章で，「自分をきよく守りなさい」（22節）とも忠

自らの徳高い生活によって妻の尊敬を勝ち得ること
ができず，「アダムはエバを治める」と告げられたこと

告しています。

なるほど，結婚それ自体がどう考えても耐えられな
い，という場合が時にはあるかもしれま

と思いますが，永続する幸福，尽きることのない心の

りません。

を引き合いに出して自分の行動を正当化する人がいま
かいしよう

す。甲斐性のない男性が，卑劣な行為を正当化する聖
句として，この言葉を用いてきたことで，何世紀にも
わたって一体どれほど多くの女性が悲しみ，悲劇的な
経験をし，心を痛めたことでしょう。そういう男性は，
同じ箇所に「エバはアダムの助け手として与えられた」
と記されていることに気がつかないので
戒り決戊

蕊

鱒をもう
p 超 L y

朕

吻倒を

鮒〃

御前ｲg
ど報昌
lか〃〕弓

いなどと不平を言う夫は，わたしの判断するかぎり,iときに，口を開かずにはいられなかったのです。次の
神の御前で交わした聖約を破る次元の低い言い訳をし；ような古いことわざがあります。「人のふり見てわがふ
みまえ

ているとしか考えられません。そのような夫は，わた：り直せ｡」

したちの属する社会にあって欠くことのできない責任；これまでわたしが話したことは，何かの役に立てれ
というものを回避しているのです。最終的に離婚にま；ばという願いから出てきたものです。また，たとえひ
で至るあら探しをするようになるまでには，通常，長；とたび叱責しても，後でその人によりいっそうの愛を
期にわたって，ささいな失敗を厳しく感情的な言葉で：示す精神に基づいているものです。
しっせき

指摘するという行為が繰り返されているものです。も：

ぐら塚のように小さな意見の相違が，いつの間にか山；幸せな緒婚の美しさ
のように大きな意見の衝突に変わってしまうのです。＃若い男性と女性が，主の宮の中でともに聖壇の前に
妻というものは，不親切な扱いを受ければ受けるほど，；ひざまずき，この世においても永遠にわたってもお互
その魅力を失っていくものです。自尊心がなくなり，；いの愛と忠誠を誓い，二人の生活を始める光景は何と
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も美しいものです。このような男女の家に生まれた子

堪え忍び，高く上げられる

供たちは，大切に育てられ，愛され，父親が母親を愛
しているという実感を祝福として与えられるのです。

十二使徒定員会会員

そのような環境にあって，子供たちは平安と力，そし

ラッセル．M.ネルソン
峯謹当睡か蔓

て安全を見いだすことになります。子供たちは自分の
父親を見ているうちに女性に対する尊敬の念をはぐく

『聖徒の道」1997年7月号，
81‑85

んでいくのです。そして，後々の悲劇を避けるための

力となる自己抑制や自己鍛練を身に付けていくのです。
時は流れていきます。子供たちも，最終的には，一

人，また一人と家を去っていきます。父親と母親は，
再び二人だけになるのです。しかし，二人はお互いに

｢ポートに乗りJ続ける

話をし，信頼し，成長し，励ましと祝福を与え合うこ
とができます。人生の秋が到来し，満足と喜びを胸に

結婚初期のミネアポリスに住んでいたころの話です

過去を振り返る時がやって来ます。二人は生涯にわた
はんI）よ
って伴侶に対する忠節を守り通してきたのです。お互
いに敬意を表し，礼儀を尽くしてきました。どことな

が，ある日の午後，時間ができたので，2歳になる娘と

く円熟して，丸みを帯びた柔和な雰囲気，清められた
人と人とのつながりを感じさせる雰囲気，そのような
ものが漂っています。死がいつ訪れても不思議でなく，
どちらか一方が先に死に，しばしの間，あるいは長い

からかなり離れた所までこいで行き，オールを置いて

間，別々に暮らすことになる，と悟ります。しかし，
このことも知っているのです。すなわち，二人の夫婦
関係は永遠に続く神権の権能によって結び固められて
おり，祝福を受けるにふさわしい生活を送ったのだか
ら，きっとすばらしい再会が自分たちを待っている，
と
。

神権者の皆さん，これこそまさに天の御父の送られ
るような生活です。これこそまさに主の指し示される
道なのです。主が，預言者の口を通してそのように教
えられたのです。

この道を歩むには努力が必要です。自己抑制が必要
です。自己犠牲も必要です。また，ほんとうの意味で
はんりょ
の愛がなければなりません。伴侶の福利と幸福に心か
らの関心を示す愛が求められるのです。どの人にとっ
てもこれよりすばらしいことは望めないでしょう。皆
さん一人一人のうえにこのような祝福が注がれますよ
み な

うに，イエス・キリストの御名により祈ります。アー
メン。

遊ぶことにしました。わたしたちはミネソタのある美

しい湖を訪れ，小さなボートを借りました。そして岸
穏やかな景色を楽しんでいました。すると突然，娘が

片足をボートから出してこう言うのです。「パパ，降り
る時間だよ｡」

わたしたちはとっさに娘をつかまえ，説明しました。

｢あのね，まだ降りる時間じゃないんだよ。無事に岸に
着くまでは降りちゃいけないんだよ｡」娘は，岸に着く
前に降りれば大変なことになると何度も言われて，よ
うやく納得しました。

子供たちがそのような危険を冒すのは，単に親が持
っている知恵を身に付けていないからです。天の御父
の子供であるわたしたちも同じように，御父が望んで
おられる終着点に到着する前に，愚かにも「ボートか
ら出よう」と考えることがあります。主は最後'まで堪
え忍ぶ2ようにと何度も繰り返し教えておられますし，
これは聖典を貫くテーマでもあります。このメッセー

ジを伝える聖句はたくさんありますが，次の一つを例
に出せば十分理解できるでしょう。

「わたしのシオンを起こそうと努める者は幸いであ
る。彼らは聖霊の賜物と力を受けるであろう。また，
たまもの

彼らは最後まで堪え忍ぶならば，終わりの日に高く上
げられて，小羊の永遠の王国に救われるであろう｡」3
神からの祝福が得られるかどうかは常に，その祝福
がかかわる律法に従順かどうかに左右されますO4先ほ
どのわが家の話に当てはめてみましょう。わたしたち
はまず，主とともに「ポートに乗る」必要があります。
それから，主と一緒にボートにとどまらなければなり
ません。こうして，決められた時が来るまで「ボート

から降りる」ことをしなければ，主の王国に着き，高
く上げられて永遠の命を得ることができます。
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あきらめなかった者にだけ与えられる

堪え忍ぶなら感高く上げられる

仕事がくっついてくるまで，仕事にくっついていろ
「高く上げられる」という言葉は一つ

、骨惜しみせず｝汗を流し，笑顔で働け

の物理的法則にかかわるものですが5，ち主
は最後 堪 え 忍 ぶ
主は最後まで堪え忍ぶ

ようにと何度も繰り返
も繰り返
難上欝罵蕊轤鱒ようにと
し教えておられます｡
ます。この糸巻きの穴に息を吹き込みま

し教えて

L

努力と汗と笑顔から
やがて人生の勝利か訪れるのだから7

,れ童す．ﾉ上鰯臓塑繊震蕊

す。すると，息の力によってティッシュ

病や年齢から来る肉体的な弱さで苦しん

ペーパーが飛んで行きます。次に，ごく普通のメモ用

でいる人々は，その試練を最後まで堪え忍びたいと願

紙とピンを取り出します。そして，ピンをカードに通

いますO8そして，厳しい肉体的な試練には霊的な試練

します。そのピンを糸巻きの穴に入れ，カードを糸巻

が伴うことがしばしばです。

きに付けるようにして持ちます。それから，同じよう
に息を吹き込み，それと同時にカードを持っていた手
を放して，カードが物理的な力にどう反応するか見て
みます。実験する前にどうなるか予想してみてくださ

西部への入植の試練に最後まで堪え忍ばなかったらど

い。このカードは吹き飛ばされてわたしから離れてい

うなっていたでしょう。今年の150年記念祭はあり得ま

くでしょうか。それとも，落ちないでそのままとどま

せんでした。彼らは確固として耐えました。迫害9，追
放'0，政府による撲滅令117財産の収用'2など，たくさん

っているでしょうか。いいですか。（ネルソン長老，実
験をする。糸巻きの穴に息を吹き込むと，カードは落
ちないで糸巻きに吸い付いたようになる｡）
見えましたか。息を吹き込んでいるかぎりカードは

落ちませんね。でも，息が続かなくなるとカードは落
ちてしまいます。息が続かなくなると，重力という反
対の力に負けてしまうからです。絶えず息を吹き続け
るエネルギーがわたしにあれば，カードはいつまでも
落ちなかったはずですねo6

このように，反対の力に打ち勝って落ちないように
するには,常にエネルギーを注がなければなりません。
この法則はわたしたちの生活にも当てはまります。何
かを行うときには必ず，エネルギーと耐える意志の両
方が必要です。5,000メートル競走の勝者は5,000メート
ルを走り切った時点で勝者となるのであって,1,000メ

堪え忍ぶには，確かを改心刀泌要である
初期の開拓者のことを考えてみてください。彼らが

の試練に耐えたのです。主に対する彼らの最後まで堪
え忍ぶ信仰が，彼らを高く上げたのです。皆さんもわ
たしも同じ経験を味わうことができるでしょう。
主が最も心にかけておられるのは，わたしたち一人
一人が救いと昇栄を得ることです。使徒パウロの改宗
が最後まで堪え忍ぶような改宗でなかったら，どうな
っていたでしょうか。彼が伝道の終わりに述べたあの

あかし

証はとうてい聞かれなかったでしょう。こうあります。
｢わたしは戦いをりつばに戦いぬき，走るべき行程を走
りつくし，信仰を守りとおした｡」]3
みこころ

もしイエスが御父の御心を行うという決意を鈍らせ
しょくざい

ておられたら，どうなっていたでしょうか｡脇蹟罪は行
われなかったはずです。死者の復活もあり得ませんで
した。不死不滅と永遠の命の祝福もありません｡喝しか

ートルや2'000メートルの時点では勝負はつきません。

し，イエスは確かに耐えられました。その最後のとき

ボストンに行きたくてボストン行きのバスに乗った人
が途中のバーリントンで降りることはありませんよね。

に，イエスは御父にこう祈られました。「わたしは，わ
たしにさせるためにお授けになったわざをなし遂げて，
地上であなたの栄光をあらわしました｡」]6

教育を受けたいのに途中で退学することはしませんし，
一流レストランでのフルコースでサラダだけ食べて店
を出ることもしないでしょう。

地上での教導の業が始まったころ，イエスは御自身
に従って来る人々の信仰の持ち方に心を痛めるように
なられました。イエスは5,000人に食物を与えた後17で

どのような仕事でも，忍耐をもって始め，途中では
反対の力に耐え，そして最後まで堪え忍ばなければな
りません。仕事から得られる成果を味わうには，まず
仕事を完成する必要があります。ある詩人がこう書い

王国の教義を教えられたのですが，中には「これは，
ひどい言葉だ。だれがそんなことを聞いておられよう
か｣'8と不平を言う人々がいたのです。主から食物を頂

ています。

いた後でさえ，主とともに耐える信仰を持てない人が

仕事がくっついてくるまで，仕事にくっついている
始める者は多いカミ終える者は少ない
誉れ，力，地位，称賛は

永遠の結婚生徒用手引き

大勢いました。主は十二弟子にこう言われました。「あ
なたがたも去ろうとするのか｡」

すると，シモン・ペテロが答えました。「主よ，……
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ことば

の祝福はわたしたちに，日の栄えの王国において，「王

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，

位，王国，公国，および力｣25を受け継ぐ資格を与えて

また知っています｡」'9

くれます。

このペテロの答えこそ，わたしたちの福音への決意

主は，うわくだけ活動に参加している人としっかり

の真の核心を成すものです。イエスがキリストであら
れることを疑いなく理解するとき，わたしたちはイエ

した信仰に根ざしている人を簡単に識別されます。イ
エスはこのことを種まきのたとえで教えておられます。

スとともにありたいと願うものです。そして，確かに

｢自分の中に根がないので，しばらく続くだけである。
みことば

改心した人々には堪え忍ぶ力が授けられます。

そののち，御言のために困難や迫害が起こってくると，
すぐつまずいてしまうo｣26

結婚の聖3約の中で堪え忍ぶ
堪え忍ぶ力は，わたしたちの人生の中で最も大切な
二つの関係において欠かすことのできないものです。

一つは結婚，もう一つは主の教会の会員としての資格
です。この二つに共通するのは，単なる契約関係では
なく，聖約によって結ばれている関係だということで
す
。

結婚，神殿結婚とそれに伴う家族のきずなは，聖約
を基とした関係です。したがって，決して軽視してよ
いものではありません。離婚率が急上昇している今日，
はんりょ
多くの人々が伴侶への愛情を最後まで持続できないで
いることは明白です。また，自分の最も重要で優先度
の高い神権の義務が，妻を敬い支持することであるの
を忘れる夫がいるために，神殿結婚が破綻しています｡20
父親が子供たちにできる最良のことは，子供たちの母
はたん

親を愛することですo2」

最近ゴードン･B・ヒンクレー大管長は，すべての末
日聖徒の夫が守るべきこととして次のように語りまし
た。「〔奥さん〕を尊んで大いなるものとしてください。
そうすれば，神権を尊んで大いなるものとすることに
なります｡」22この大管長の賢明な勧告に，時を越えた
パウロの助言を付け加えましょう。「あなたがたは，そ

れぞれ，自分の妻を自分自身のように愛しなさい○妻
もまた夫を敬いなさいo｣23この永続する愛は，人生の
試練に遭ってもわたしたちを常に高めてくれます。ま
た，永続する愛とは，夫と妻の両方が二人の一致を最
も重要な二つの約束の一つと位置づけた結果として生
まれるものなのです。

神との聖約の中で堪え忍ぶ

永遠にまで影響を与えるもう一つの約束は，主に対
するものですO24残念ながら，主とともに最後まで堪え
忍ぶとの心からの約束をせずに，バプテスマという神
聖な儀式を通して神と聖約を結んでいる人がいます。
バプテスマは非常に重要な儀式ですが，ほんの始まり

にすぎません。教会員としての最高の祝福は，神殿で
の昇栄の儀式を受けて初めて実現するのです。神殿で

主に忠誠を尽くすということは，主から召された教
会の指導者にも忠誠を尽くさなければならないという
ことを意味します○主は人に力を与え，主の御名によ
り語るように聖任されました。 そのような彼らが主の
決して沈むことのない船を，救いという岸に向けて操
縦しているのですから，彼らとともにその船にとどま
る方が賢明です｡28「この船は沈め得ず，天地の主がい
みな

ますを｡」

それにもかかわらず，ある人々は船が岸に着くのを

待ち切れず，海に飛び込んでしまいます。また悲しい
ことに，人生の危険な旅路については自分の方が預言
者よりもよく知っていると主張する仲間にそそのかさ
れて，船を離れる人々もいます。人生で生じるいろい

ろな問題の中には，他人が原因のものもありますし，
信頼していた人から裏切られることもあります。しか
あがな
し，たとえそうであっても，わたしたちは蹟い主から
見捨てられることは決してありません○主はこう言わ
れました。「あなたがたがわたしの言うことを行うとき，
主なるわたしはそれに対して義務を負うo｣30
はんりょ
主に対して強い忠誠心を持っていない人は，伴侶に
対する忠誠心も弱くなる傾向にあります。そして，永
遠の聖約への忠誠心が薄れると，永遠にまで影響を及
ぼす過ちへと発展するのです。そのような人々の人生
を嘆き悲しむ心は後悔で満ちています○次の詩にそれ
がよく表れています。

舌力語りペンがつづる悲しい言葉の中で
最も悲しい言葉はこうだ。「ああしておけばよかった
のにO̲/3]

今，わたしたちが話しているのは，あらゆる祝福の
中で最も大切なものについてです○主は言われました。
「わたしの戒めを守り，最後まで堪え忍ぶならば，あな
たまもの
たは永遠の命を得るであろう。この賜物は，神のあら
ゆる賜物の中で最も大いなるものである｡」32

正しい優先順位は堪え忍ぶ助けとまる
天の御父が予見された栄光の終着点を目指して心か
ら堪え忍びたいと望む皆さんは，個人としての優先順
永遠の結婚生徒用手引き
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位をしっかりと決める必要があります。皆さんの心を
奪おうとたくさんの興味あることがひしめき合ってい

注

る中で，まず第一に気をつけなければならないのは，
｢船から決して降りない」ということです。だれも二人

1.マタイ24:13;マルコ13:13;2ニーファイ33:4;

の主人に兼ね仕えることはできませんo33皆さんがもし

14:7;18:22;20:29参照。この約束は天の御父

サタンの誘惑によって，最後まで堪え忍ぶと聖約を交
はんりょ

と主イエス・キリストの双方から確認を得ている。

わした伴侶や主をないがしろにして，ほかのもの，つ
まり娯楽や浮気，名声，財産などを愛するようになる
ほんろう
と，サタンに翻弄されてしまいます。そのような誘惑

いる。「まことに，わたしの愛する者の言葉は真実
であり，確かである。最後まで堪え忍ぶ者は救われ

に遭ったときに分かるのは，十分前もって決心をして

る｡」（2ニーファイ31:15)また，救い主からは次

おけば力が得られるということです。主は言われまし

の約束を受けている。「悔い改めて，わたしの名に

た。「わたしがあなたがたに教え，戒めることを行うよ
うに心に決めなさいo｣34また主は，預言者エレミヤを通
してこう宣言されました。「わたしは，わたしの律法を
彼らのうちに置き，その心にしるす。わたしは彼らの
神となり，彼らはわたしの民となる……O｣35
優先順位が正しければ耐える力も増し加えられます。
そして，その優先順位が心に深く刻まれると，船から
足を踏み外すことがなくなります。結婚や教会や人生
にあって欺きがないように守ってくれるのです。
もし皆さんが，ほかのいかなる人や物をも差し置い
て主のようになりたいと望むのであれば，「イエスへの
賛美は，イエスの模範に従うというわたしたちの行動
に最もよく表される」ことを覚えておかなければなり
はんりよ
ません。それから，いかなる愛も皆さんの伴侶や家族，
そして創造主への愛を越えることがあってはなりませ
ん。皆さんを治めるのは啓示された真理の原則です。

よってバプテスマを受ける者はだれであろうと，満

他人が決めた規則に左右されないようにしましょう。

主力朔え忍ぶのを助けてくださる
堪え忍ぶ責任は皆さん自身に与えられたものです。
でも，皆さんは決して独りではありません。わたしは

あかし

オムナイl:26;3ニーファイ15:9;教義と聖約

わたしたちは偉大なエロヒムから次の宣言を頂いて

たされるであろう。そして，最後まで堪え忍ぶなら

ば……わたしが立って世の人々を裁くその日に，わ
みまえ

たしの父の御前で罪のない者としよう。」（3ニーフ
アイ27:16)

2．「堪える(endure)」はラテン語の二つの言葉を語源
に持つ複合語である。接頭辞のenは「内」の意味。

残りは動詞durareからの派生で，「確固とする，硬
くなる」の意味である。したがってendureは「心
の内が確固となる」という意味となる。この意味は
聖書の原語にも見られる。

旧約聖書のヘブライ語で，amanという語幹は
「確固とする」または「忠実になる，信頼する」の
意味である。この言葉はよく「忠実な(faithful)」
と翻訳されるが，「信仰(faith)」とだけ訳される
ことはない。amanは信仰以上のものである。これ

は受動態ではない。「忠実になるようにとの固い決
心」の意である。amanはまた，「確かめられた」
「信じる」「長く持続する」「確信」「確立（された)」
「確か」「信頼」「確固とした」「確固として立つ」
などの関連語の語源となっている。

証します。「キリストのもとに来て，キリストによって

新約聖書のギリシャ語では,hupomenoという動

完全に」なろうと努力すれば，皆さんは主によって高
<上げられるでしょう。そして皆さんは，「神の御心に
添わないものをすべて拒み，勢力と思いと力を尽くし
て神を愛する」36ようになるのです。
主の生ける預言者は声高らかにこう呼びかけていま
す。「この教会の会員はどこにいようとも，力強く自分
の足で立ち，心に歌を忘れずに前進し，福音に生き，
主を愛し，王国の建設に歩むようにお勧めします。と
もにこの道を歩み続け，信仰を保〔とう〕ではありま

詞が用いられている。これは「残る(remain)」
「とどまる(stay)」「続く(continue)」の意味であ

みこころ

せんか｡｣37
みな
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(hypodermic)」「低体温(hypothermia)」に通じ
る。つまり，「堪え忍ぶ(endure)」は内（皮層の
下つまり内部）なる決意を表した言葉なのである。
3．1ニーファイ13:37｡モーサヤ23:22;アルマ13:
29；36：3；37：37；38：5；3ニーファイ27：21−

22；エテル4：19；教義と聖約5：35；9：14；17：

8;75:16も参照。強調のため，聖文ではこの戒め

わたしたち一人一人が堪え忍ぶことによって終わり
の日に高く上げられるよう，イエス．キリストの御名
により祈ります。アーメン。

る。hupo(hypo)は「下」の意味で，「皮下

に従わなかったときの否定的な結果についても教

えている。例えば次の聖句である。「もし彼らが，
悔い改めて神の御名を信じることをせず，またそ
み な

決意131

み な

の御名によってバプテスマを受けることなく，最

13．2テモテ4:7

後まで堪え忍ぶことをしなければ，彼らは罰の定
めを受ける。イスラエルの聖者である主なる神が，

14．3ニーフアイ27:13参照

そう言われたからである｡」（2ニーファイ9:24｡
2ニーファイ31:16;モルモン9:29も参照）

16．ヨハネ17:4,強調付加。ヨハネ4:34も参照

4．教義と聖約130:20‑21参照
5．この物理のベルヌーイの原理のデモンストレーシヨ

15.モーセ1:39参照
17．マタイ14:21;16:9;マルコ6:44;8:19;ルカ

9:14;ヨハネ6:10参照
18．ヨハネ6:60
19．ヨハネ6:67‑69

ンは，1996年8月17日，当時カリフオルニア州サク
ラメント在住の教会地域幹部ノーマン･C･ポエム

20．教義と聖約42：22参照

長老が著者に見せてくれたものである。

21.この言葉は多くの教会指導者が語っている。例え

6．揚力の法則は航空機が飛ぶときにはいつも作用する。

ば，ハワード･W・ハンター「義にかなう夫，父

「翼や航空機全体，または翼のあるミサイルに作用
する空気力学上の分力で，相対する空気の流れと
は垂直に，通常は重力に逆らう形で上方に動く。」

親」「聖徒の道」1995年1月号,57;デビツト．

(AmeriCanHeritag℃Dictionary,第3版[1992年],
"
l
i
f
t
,
"
1
0
4
0
)

7．著者不詳'ISticktoYourTask,"ジャック．M・リ
オン他による共同編集のBest‑LovedPoemsofthe

LDSPeOple,255‑256に掲載。
8．ジョセフ・フイールデイング・スミス大管長は95歳
のとき，「この世での生活を最後まで堪え忍びたい」
との希望を公に述べた(ConferenceReport,1970

O・マッケイ，ゴードン.B・ヒンクレーによる引

用「愛と親切の手を差し伸べよう」『聖徒の道』
1983年1月号,137参照
22.1996年ll月9日に行われたペルーのリマ市での教
会員のためのファイヤサイドの最初の部会
23．エベソ5：33

24．加えて，ふさわしい男性は神権の誓詞と聖約にあず
かる特権を受ける。これは彼らが仕えるすべての
男性，女性，子供を祝福するためのものである
（教義と聖約84：33‑48参照)。

年10月,92;ImprovementEra,1970年12月号，
27)。生涯を通じて忠実かつ立派に仕えた彼は，わ

25．教義と聖約132:19

たしたちのだれもが従うべき模範を示した。

27．教義と聖約l:38;21:5;68:4参照
28．使徒27:30‑31;lニーフアイ18:21‑23参照

9．ジョセフ・スミスー歴史l:20,22‑24,27,58,

60‑61,74参照。

10.開拓者はオハイオからミズーリ，イリノイへと追
われ，最後にグレート・ソルトレーク盆地に着い
た。

ll．初期の開拓者たちはミズーリ州知事が発行した
「モルモンは敵と見なし，撲滅するかまたは州外に
追放しなければならない」との署名入りの命令に
より，ミズーリを追われた(HIStoryoftheChurch,
第3巻,175)。

12.アメリカ合衆国議会は1887年，教会に対する法人

認可を取り消すことにより教会の宗教法人として
の存在を抹消するという前例のない行動に出た。
そして，礼拝の家（ローガン，マンタイ，セント
ジョージ，ソルトレークの各神殿）を含む教会の
事実上すべての資産を没収する権限を連邦管財人
に与えたのである(TheLateCorporationofThe

26．マルコ4:17

29．「主よ，嵐すさび」『賛美歌』59番
30．教義と聖約82:10
31．ジョン・グリーンリーフ・ウイッテイア,"Maud

Muller"TIleCompletePbetica/WorksofWhittier
(1892年),48

32．教義と聖約14:7．預言者ジョセフはこの堪え忍ぶ
という概念を信仰箇条第13条にこう含めている。
「わたしたちはすでに多くのことを堪え忍んできて
おり，またすべてのことを堪え忍べるようにと望
んでいる｡」

33．マタイ6：24参照

34．ジョセフ・スミス訳ルカ14:28[英文〕
35．エレミヤ31:33

36．モロナイ10:32

37．「この道を歩み続け，信仰を保つ」『聖徒の道』
1996年1月号,78,強調付加

C伽rchofJesusCh㎡stofLatter‑DaySaintsv.
肋立edStates,136U.S.1[1890年〕参照)。
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結婚生活における幸福
結婚生活:は人の想像を絶する大きな喜び
ゞ号

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「この人生で得られる喜びの最大の源は家族です。

永遠の世においてもそうでしょう｡」（｢今日は犠牲の日」
『聖徒の道」1979年10月号,49)
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ボイド．K・パッカー十二使徒定員会会長代理

す子ざての人々の手に入るものなのです｡■

エス・キリストを信じる信仰の中で，親と子を一つに

一一スペンサー．W･§ゴキンボール大管長

結びつけることです。それは彼らが家庭で幸福になり，
永遠の結婚による結び固めを受け，世代同士を結びつ

「教会の教えが最終的に目指しているものは，主イ

％＆'､'{！》#〃『…i";Ⅱ',f､;"f,…ﾙ戸…ミー"〜…＝戸〃:ゞγ§i《w,： …』〃〃 }HⅣ

け，天の御父のみもとでの昇栄を確信できるようにす

精選された教え

るためです｡」（｢信仰の盾」『聖徒の道』1995年7月号，
8
）

幸福と喜びをもたらす緒婚
ボイド。K・バッカー長老

デビット．O・マッケイ大管長

「キリストの教会の教えでは，家族は個人の成長と社
会の発展においてこの上なく重要な役割を担っていま
す。『何よりも幸福なのは，途切れることのないきずな
を享受し，どんな不満によっても壊れない愛を終わり
の日まで保ち続ける人です｡』ふさわしい男女が聖なる
神権の権能によって永遠に結び固められるならば，そ
れが解かれることはないでしょう。このようにして結
び固められるとき，結婚の儀式はこの世におけるほか
のいかなる経験にも勝る幸福と喜びを生み出すので
す｡｣(ConferenceReport,1966年4月,1
08)
はんりょ
「皆さんはこう尋ねます。『それでは，伴侶との交わり
において密接な結びつき〔愛情〕があるかどうか，少
なくとも気性が合っていると感じさせるようなものが
あるかどうか，どうすれば分かるのですか｡j『何か規
準がありますか｡』愛は必ずしも真の規準とはなりませ
んが･･･…愛なしには幸福になれないことも確かです｡」
(GoSpe/"eaﾉS,459)
スペンサー。W・キンボール大管長

「誉れある，幸せな，実り多き結婚生活は，普通の
人ならだれでもが目指す大切な目標です。結婚とは，
恐らく人が決心することの中で最も大切なものであり，
また最も大きな影響を及ぼすものでしょう。なぜなら
ば，結婚は目前の幸せばかりでなく，永遠の喜びをも
たらすからです。……

……そして結婚生活は人の心で推し測ることもでき

ない大きな喜びとなり得るのです。しかもその喜びは
すべての夫婦，すべての人々の手に入るものなのです｡」
(｢結婚によって一つとなる」『リアホナ』2002年10月号，
36,38）

永遠の結婚生徒用手引き

「確かに中にはゆがんだ結婚もあり，破れた結婚も
あります。しかし，だからといって，結婚に対する確
信を失ったり，敬遠したりしてはなりません。

すべての結婚が失敗に終わるわけではないのです。

もめ事は人の注意を引き付けやすいものです。高速
道路を走っているとしましょう。何千台という車がそ
れぞれの方向に走っていますが，だれもほかの車には
あまり関心を示しません。ところが，一度交通事故が
起こるや，人々の目は一斉にそちらに集まるのです。
しかもそのような事故がもう1件でもあろうものな
ら，この道を安全に走り抜けられる人はだれもいない
のではないかと誤った考えを持ってしまいます。

交通事故の記事ならたった1件でも新聞の第1面に載
ることがありますが，何百万台もの車が安全に走った
ことは特筆に値することではないと見なされているの
です。

著作家たちは，幸福で安定した結婚では小説や芝居，
映画で扱う格好の題材にはならない，人の注意を引き
付けられないと考えています。そのようなわけでわた
したちの耳に入ってくることといえば崩壊した家庭の
話ばかりということになってしまいます。こうしてわ
たしたちは将来への希望を次第に失っていくのです。
わたしは結婚のすばらしさを信じています。結婚こ

そ，人間生活の理想の形であると信じています。結婚

は，神がお定めになったものです。そして結婚に伴う
制約は，わたしたちの幸福を守るために計画されたも
のなのです。

世界のどの歴史を取ってみても，成年に達し，備え
をし，互いに愛し合っている若い二人が結婚について

考えるときほどすばらしいときをわたしは知りません。
それはあをたにしか与えられない特別な時間だからで

結婚生活における幸福133

す
。

た家庭があります。かつて結婚へと導いた愛が，どこ

今の時代が非常に問題の多い時代であることはよく
分かります。こういった問題のうちでも，こと結婚に
関する問題はきわめて深刻なものです。
結婚に対する確信を失わないようにしてください。
たとえあなたが不幸にして離婚したとしても，また周
囲に破綻を来した結婚が幾つあろうとも，確信を失わ
ないようにしてください｡」（｢結婚」『聖徒の道』1981

かで蒸発し，代わって憎悪が感情を支配しています。
心が砕け，子供たちは涙に暮れています。何か方法は
ないのでしょうか。もちろんあります。こうした悲劇

はたん

年9月号,18‑19)
ブルース。R・マッコンキー長老

「家族を作り，完成の域に到達させることが，この
世で最も大切なことです｡」("SalvationlsaFamily

の大部分は，利己主義から生み出されています。もし，
はんりょ
耐える気持ちがあり，赦す気持ちがあり，自分の伴侶
ゆる

の幸福を心から思いやる気持ちがあったら，愛が育ち，
花を咲かせます。

将来に目を向けるとき，アメリカの家族を見ても，

世界中の家族を見ても，それほど楽観的な気持ちには
なれません。麻薬やアルコールの犠牲者が恐ろしいま
でに増え続け，一向に減少する気配も見えません。互

道』1980年3月号,77)

いに傷つけるような言葉を投げ合ったり，他人の必要
に関心を持とうとしない傾向も，皆，増大しているよ
はんりょ
うに思えます。子供に対する虐待も，伴侶に対する虐
待もあまりに多く，今は，高齢者に対する虐待も増え
始めています。こうしたことが起こり，事態が悪化し
続けているのは，基本となる認識が欠如しているから
にほかならないのです。そうです。家族というのは全
能の神の御手の中にあるものだという，強い，燃える

ジェームズ。E・ファウスト長老

ような確信が欠如しているからです。家族制度は，神
が創造されたものです。また，同時に，社会の基本単

Affair,"ImprovementEra,1970年6月号,43‑44)
「この福音の目的は，実に，主にあって一つに結ば
れた男女に永遠の家族を得させることです。日の栄え
の結婚は，この世で知ることのできる最大の喜びと幸
福を得，来るべき世では永遠の命を受けるためにわた
したちを備えるものです｡」（｢モルモニズム」「聖徒の

「結婚し親となることによって得られる幸福は，ほ
かのいかなる幸福より数千倍も大きなものです｡」（｢結
婚生活を豊かにするもの」『聖徒の道』1978年2月号，
1
3
)

聖文の研究

次の聖句は結婚生活における幸福に洞察を与えてい
ます。それぞれの原則を明らかにしてください。
ヨブ6：25

筬言15:1
マタイ12:34‑37
1ニーファイl:20
アルマ41:10

み て

位でもあります。

わたしは，わたしたちの民に向かって，警告の声を
上げます。今申し上げた点に関して，わたしたちは社
会の主流に向かって歩み寄りすぎています。もちろん，
立派な家族はあります。世界中に立派な家族は存在し
ます。しかし，問題を抱えている家族があまりにも多
いのです。しかし，これは治療可能な病気です。必要
な薬は，簡単で，実に効き目があります。それは愛で
す。単純で明解な，毎日示す愛と敬意です。愛は，繊
細な植物ですから，養いが必要です。しかし，この植
物は，あらゆる努力を傾けたとしても，十分にそれに
見合うだけの価値のあるものなのです｡」（｢将来に目を
向けて」『聖徒の道』1998年1月号,79)

教義と聖約42：22−23；50：28

「時には，正当な理由があって離婚することもある
でしょう。離婚が絶対に悪いとは言いません。しかし，

幸福を失わせようとするサタン

各地でなお増えつつあるこの災いは，神から来るもの
ではなく，義と平和と真理の敵である者の働きによる

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

ものであると，はっきり言えます｡」（｢神が合わせられ
たもの」『聖徒の道」1991年7月号,75)

「恐らくわたしたちの最大の関心事は家族に関する
ことです。今，世界中で家族が崩壊しています。かつ
て父親と母親と子供たちをつないでいたきずなが，あ
らゆる所で，解け始めています。同じことが，わたし
たちの中でも解決しなければならない大きな問題とな
っています。教会員の中にもほんとうに多くの崩壊し

ボイド．K・パッカー長老

「ルシフェルの計画はただ一つ，偉大な幸福の計画
に反対して，人生の中で最も純粋で美しく魅力ある経
験，すなわちロマンスと愛と結婚，そして子供の養育
永遠の結婚生徒用手引き
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という体験を汚すことでした（2ニーフアイ2:18;

28：20)。悪魔の後には失意と罪という亡霊が付きまと
っています（アルマ39：5；モロナイ9：9）。その傷を
癒すのは悔い改めしかありません｡」（｢この世から永遠
にわたって」『聖徒の道』1994年1月号,25)
「サタンは『自分の時が短いのを知り，激しい怒り
いや

を』（黙示12:12)抱いています。彼の究極の目的は，
家庭と家族をかき乱し，分裂させ，破壊することです。
世の人々はかつて自分をつなぎ留めていた家族のきず
かじ

なから離れ，舵もコンパスもない船のように漂流して
います。人々を取り巻いている潮流は非常に激しいの
で，進路を正さないかぎり，今ある文明は必ず崩壊し
てしまうでしょう。」（｢父親と家族」『聖徒の道jl994
年7月号,21)

永遠の結婚生徒用手引き

ジョセフ．B・ワースリン長老

「わたしたちはルシフェルの影響力がかってないほ

ど大きな時代に生きています。この世の罪や悪，不正
について言えば，現代は洪水前のノアの時代にたとえ
られるほどです。経済的にであれ，情緒的にであれ，
霊的にであれ，その苦悩や困難を免れることのできる
人はいません。不道徳や暴力，離婚が，それに付随す
まんえん
る悲しみとともに世界中に蔓延しています｡」（｢主なる
救い主」『聖徒の道』1994年1月号,5)
ヘンリー．B・アイリング長老

「信仰深い人々にとって，預言者の勧告の中に安全へ
の道を求めるのは当然のことです。」（｢助言の中に安
全を見いだす」『聖徒の道』1997年7月号,28‑29)
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結婚生活における親密な関係
利己心を避けｳ■J三愛情と尊敬を
夫婦間の親密な関係をばぐくむ
原則とLなければな■りません･
‐J

：金§…j:：

:〒§

にかなわず，死へと落ちて行きますが，与えられた機
能を正しく使う人は，この世と来るべき世において，

命と幸福と昇栄に導かれます。これはほかの多くの事
柄と同じです｡」(GoSpe/KIngdom,61)

…

ジョセフ。F・スミス大管長

；、Ⅷ: ‐↑…:‑‑、： ，f:『 〆 ← ;1m ,，ふ ::，：：−，":心:"

‑圭一,ハヮードifW"･■ハンタ壼大管長

「律法に基づいた性の交わりは神が定められたもの
です。それは人類を永続させる唯一の方法であるばか
りか，人間のより高度な能力と高貴な特質を発達させ
る手段でもあります。これは愛に基づく男女の交わり
によってのみ得られるものです｡｣("Unchastitythe
DominantEviloftheAge",ImprovementEra,1917

精選きれた教え

年6月号，739）

関連聖句
スペンサー。W・キンボール大管長

神力淀められた肉体的に親密な関係

「男性と女性は一体となることにより，永遠の家族
の単位を築くよう定められました。合法的な結婚の中
でのみ性的に親密な関係は正当化され，神の承認を受
けることができます。性的な交わりそのものは不浄で
も堕落したものでもありません。というのも，男女は
この手段によって命の創造の過程に加わり，愛の表現
を知るからです｡｣(PresidentKImba"SpeaksOut,2)
「二人の者，すなわち夫と妻（夫と妻のみ）が一体
となることの第一の目的は，子供たちをこの世に送り
出すことです。主は決して，性関係を単なる慰めや，
欲望や情欲を満足させるものとして意図されたのでは
ありません。夫婦間の正しい性関係は，出産のために
のみ限定しなければならないという主の指示はありま
せんが，アダムの時代から今日に至るまで，主が放縦
な性関係を認められたことがないという証拠は，数多
く挙げることができます｡」（｢人類への主の計画」『聖
徒の道』1976年4月号,186‑187参照）

ジョン・テーラー大管長

パーリー・P・プラット長老

「わたしたちの特質の中には，生まれながらに多く
の偉大な原則が与えられています。それらは正しいも
のですが，聖めを必要としています。神は人にこう言
われました。『生めよ，ふえよ，地に満ちよ，地を従わ
せよ。また海の魚と，空の烏と，地に動くすべての生
き物とを治めよ｡」（創世1：28）この聖句に従って，女
性の中には男性に対して，また男性の中には女性に対
して，それぞれ自然な欲求が神によって植え付けられ，
男女の間には愛や尊敬，思いやりの感情が存在します。
それは人がこの世に携えてくるものですが，何事につ

「人が生来持つ愛の感情は，賢明な目的があって神
の御霊により人に植えられました。この愛の感情は，
人生と幸福を大きく左右するものです。それは徳高い，
崇高な社会のきずなであり，……慈愛，すなわち愛の

lコリント7：2−5

「しかし，不品行に陥ることのないために，男子は
それぞれ自分の妻を持ち，婦人もそれぞれ自分の夫を
持つがよい。

夫は妻にその分を果し，妻も同様に夫にその分を果
すべきである。

妻は自分のからだを自由にすることはできない。そ
れができるのは夫である。夫も同様に自分のからだを
自由にすることはできない。それができるのは妻であ
る。

いのり

たがい

互に拒んではいけない。ただし，合意の上で祈に専
心するために，しばらく相別れ，それからまた一緒に
なることは，さしつかえない。そうでないと，自制力
のないのに乗じて，サタンがあなたがたを誘惑するか
も知れない｡」

きよ

いても言えるように，聖められなければなりません。
これらの感情や思いを不法に満足させる人は，神の目

こんにち

みたま

本質です。……

はんりょ

徳高い男性が伴侶に対して抱く愛の感情ほど，純粋
で神聖な原則は存在しません。……

確かに神は人を男と女に造り，その胸中にこの愛の
感情を植え付けられました。それは彼らがざらに幸せ
になり，一体となることができるように促すためです。」
(
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結婚生活でのみ認められる肉体的を親密さ

でなく，霊的な魅力も含まれます。それは互いの信仰
であり，信頼であり，理解です。完全なパートナーシ

ボイド。K・パッカー長老

ップです。思いと標準を共有する夫婦の交わりです。
はんりょ
利己心を捨てて伴侶のために払う犠牲です。思いと行
いの清さであり，神と神の計画に対する信仰です。神
性と創造の業，そして霊の子供たちの両親としての役
割に目を向けながら，肉における両親としての役割を
果たすことです。それは広大で，すべてを包括し，限

137‑143ページの引用を参照。
ダリン。H・オークス長老

「神は人が生殖の力を用いることを喜ばれますが，
それは結婚というきずなの中でのみ行使するよう命じ
られたものです｡」（｢人に幸福を与える偉大な計画」
｢聖徒の道」1994年1月号,83参照）
リチャード。G・スコット長老

「結婚のきずなで結ばれていない男女の間で行われ
るすべての性的接触，すなわち衣服の上からであって
も意図的に相手の体の神聖な部位に触れることは罪で
あり，神から禁じられています｡」（｢正しい選択をする」
『聖徒の道」1995年1月号，43参照）

親密を関係の目的

りがありません。このような愛は決して衰えることも，
弱まることもありません。病気のときも悲しみのとき
も，富むときも貧しいときも，成功したときも落胆し
たときも，すべての時を越えて永遠に続くのです｡」
(肋肋PrecedestheMIracle,130‑131)

肉体的を親密さに関する過ち
デビッド。O・マッケイ大管長

「わたしたちのもとに来る若人，まず教会の若い男
性に，女性が彼女自身の体の女王であることを理解で
きるように教えましょう。結婚の聖約は，女性を奴隷

ロレンゾ・スノー大管長

にしたり，虐待したり，自分の欲情を満足させるため

「神殿における結婚の聖約を交わすための，美しく，
輝かしい儀式の中で与えられる約束について考えてく
ださい。二人の末日聖徒が結婚によって一つに結ばれ
るとき，その約束は永遠から永遠に至る子孫にまで及
びます。彼らは，子孫の救いと昇栄と栄光を永遠に支
配し，治める権利と権能を保持すると約束されます。
たとえこの世で子孫に恵まれなくても，来世では必ず
子孫をもうける機会があるでしょう。これ以上に何を
望めるでしょうか。来世で日の栄えの体を持つ者は，
男性も女性も病気から解放され，言い尽くし難い栄光
と美しさに包まれて子孫の中に位し，彼らを統治し，
終わりのない世界で命と昇栄と栄光をとこしえに享受
するのです｡｣(TeacllingsofLorenzoSnow,138)

の対象としたりする権利を男性に与えるものではあり
ません。結婚の儀式を受けても，そのような権利が与

スペンサー。W・キンボール大管長

「愛は，花のように，育てなければなりません。や
がて二人の間には大いなる愛と相互依存が生まれるで

しょう。愛は神聖なものだからです。それはすべてを

包み込む，深くて広い感情です。世の中で間違って愛
と呼ばれる，肉体的な魅力による交わりとは違います。
結婚がそのようなものだけに基づいているとすれば，
お互いすぐにうんざりしてしまい，別居や離婚に至る

でしょう。新たな肉体的な魅力を感じて別の人と結婚
しても，それもまた，新鮮さが失われるまでしか続か
ないのです。主が語られる愛には，肉体的な魅力だけ
永遠の結婚生徒用手引き

えられるわけではないのです｡｣(ConferenceReport,
1952年4月,86)
スペンサー。W・キンボール大管長

「もしそれが不自然であれば，ただ行わないことで

す。それだけです。すべての家族生活は，清く，ふさ
わしく，非常に高い水準に保つべきです。寝室の扉の
向こうでは何をしてもよいと言う人がいますが，それ
は正しくありません。主はそれを許されないでしょう｡」
(TeachingsofSpencerW:KImba",312)
「わたしたちはペテロとともに，『たましいに戦いを
いどむ肉の欲を避けjるよう(1ペテロ2:11)勧めま
す。見苦しい露出行為やポルノグラフィー，そのほか
心と霊を汚すような逸脱した行動を避けてください。
正しい結婚関係にある場合以外は，自分の体であれ人
あいぶ
の体であれ愛撫してはなりませんし，性交渉を持って
はなりません。これはいかなるときにも，いかなる場
所においても，造り主がはっきりと禁じておられるこ
とであり，わたしたちはこれを改めて断言します。結
婚生活においても，度を過ぎた行為やゆがんだ形があ
り得ます。反することをして幾ら正当化に努めても，
天の御父の失望を取り繕うことはできません｡」（｢神の
みわざを清く押し進める」「聖徒の道」1974年8月号，
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372参照）

を形造り，男と女に形造られた。そして，神々は，『彼

ハワード．W･ハンター大管長

『彼らに，生み，増え，地に満ち，地を従わせるように

らを祝福しよう』と言われた。また，神々は言われた。
ごうまん

「夫婦問の愛情のこもった親密な関係を損なう傲慢
ふそん

で不遜な行動を避けてください。結婚は神が定められ

させよう。また、海の魚と，空の烏と，地に動くすべ

ての生き物を治めさせよう。』」（アブラハム4：27‑28）

たので，夫婦間の親密な関係は神の目にかなった，尊

こうして人類の命のサイクルが地上で始まりました。

いものです。神は夫婦が一体となり，子孫を増し，地

｢アダムはその妻を知り，彼女は彼に息子，娘たちを産

に満ちるように命じられました（モーセ2：28；3：24

んだ。そして，彼らは増えて，地を満たし始めた。そ

参照)。皆さんはキリストが教会を愛して，御自身をさ
さげられたように，妻を愛さなければなりません（エ

のときから，アダムの息子，娘たちは二人ずつ地に分
かれて，土地を耕し，家畜の群れを飼い始めた。そし

ペソ5:25‑31参照)。

て，彼らもまた，息子，娘たちをもうけた｡」（モーセ

利己心を避け，愛情と尊敬を，夫婦間の親密な関係
をはく、くむ原則としなければなりません。夫婦は互い

の必要と望みに対し，常に敏感で思いやり深くなけれ
どうまん

ばなりません。夫婦の親密な関係における，傲慢で分
しっせき

5：2−3）

撤回されることのない戒め
増えて地を満たすようにという戒めは，一度も撤回
あがな

別のない行いは，主の叱責を招くでしょう。」（｢義にか

されたことがありません。それは贈いの計画に不可欠

なう夫，父親」『聖徒の道」1995年1月号,58)

であり，人類の幸福の源なのです。この力を正しく行
使することにより，わたしたちは天の御父に近づき，
完全な喜び，そして神性さえも経験することができま

スペンサー･W・キンボール長老

「性は結婚生活において重要であり，満足をもたら

す。これはほかのいかなる方法でもなし得ないことで

すものであるが，人生は性のためにのみあるのではな
いことも銘記すべきである。結婚生活にあっても過度
たんでき
に性に耽溺することは正しくない。エペソ人に向かっ

す。生殖の力は，幸福の計画に後から付け加えられた
かぎ

てパウロは適正な結婚生活を呼びかけている。「それと

命を生み出す力は，男女が成長し成熟するにつれて
それぞれの体に現れ，男性に父親となる能力を，女性

同じく，夫も自分の妻を，自分のからだのように愛さ
ねばならない。自分の妻を愛する者は，自分自身を愛
するのである｡」（エペソ5：28）主が次のように言われ
たのは，恐らく結婚生活においてひそかに犯す性的な

ものではありません。それは鍵です。まさに鍵なので
す。

に母親となる能力を与えます。

人の中の不変性
配偶者を求める欲求は不変で，とても強いものです。
この世の生活における幸福や喜び，そして昇栄は，人

罪をも含んでのことだと思われる。『..…清らかでない
のに自分は清らかであったと言う者は滅ぼされる，と
主なる神は言う。』（教義と聖約132:52)｣(｢赦しの奇

を常に駆り立てる，この肉体的欲求にどうこたえるか

跡」73）

に懸かっています。

若い男女に宿る生殖の力が成熟するにつれて，どの

ような肉体的な経験とも異なる，非常に個人的な感情
が自然にわき起こります。命を宿すプロセスを繰り返

命の源

し行いたいと思わせるため，それに伴う感情が非常に
深く，魅力的なものとされたことには意味があります。

一

麓
：
鱗
鶏
竃

十二使徒定員会会員

理想を言えば，交際はロマンスから始まります。習

ボイド･K･パッカー

蕊鱸
言壼鐸澤

ThingsoftheSoul,105−"7

慣は異なるかもしれませんが，ロマンスによって興奮
と期待というよく知られた感情が花開き，時には拒絶

審譽薑孟

さえ味わいます。月夜の散歩，バラの花，ラブレター，

〈だ

時の初めにさかのぼりましょう。「そこで，神々は降
って行って，御自分の形に人を組織し，神々の形に人

愛の歌，詩，手をつなぐことなど，若い男女はふさわ
しい方法で互いへの愛を表現します。周囲の世界は消
えうせ，二人は至福の時を味わいます。愛し合うカッ
プルは皆，自分たちと同じような気持ちを感じた人は
アダムとエバ以来だれもいないに違いないと信じてい

永遠の結婚生徒用手引き
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かぎ

ます。

ロマンスには別の形もあります。ある人々にとって

はあまりに分別があり，穏やかで，単調すぎると思え

権の鍵を授けられるのである｡」（教義と聖約124:34)
｢その栄光とは，とこしえにいつまでも子孫が満ちて続
くことである｡」（教義と聖約132:19)

るかもしれませんが，それは愛情と思いの深さを表し

しかし，ロマンチックな愛は不完全であり，前奏曲

ているのです。思い詰めている人や盲目になっている

にすぎません。愛は，結婚した夫婦に託された創造の

人，現実を見失っている人は，成熟するまでそのよう
な一面を経験することはないでしょう。

力を用いて，子供をこの世に迎えることによってはぐ
くまれます。妊娠は，夫婦間の結婚の営みの中で起こ
るのです。崇高で複雑な過程を経て，小さな胎児が形
成されます。子供は出産という奇跡によって世に生ま

成熟した愛

愛し合う若者同士が互いに抱く．甘くかく、わしい感
情こそ最も崇高な愛の表れであると考えている人は，
長い結婚生活における献身や慰めをまだ経験したこと

れ，地上の両親に似た体を受け，その五感を通して見
たり，聞いたり，感じたりすることができます。その

肉体の中に宿る霊は，霊的な事柄を感じ，認識するこ

のない人です。結婚した二人は，誘惑や誤解，別居，
金銭問題，家族の危機，病気などを乗り越えながら愛
を強めていきます。そのようにして育てた成熟した愛
により，新婚者には想像もできないような，無上の喜

「霊と体が人を成す｡」（教義と聖約88:15)このゆ
えに，わたしたちが幸福になるには，霊の律法と肉体

びを味わうのです。

の律法に従わなければなりません。

真の愛を育てるには，互いへの尊敬の念が必要です。
また，命の源である神聖な力を解き放って二人の愛を
分かち合うのは，結婚まで待たなければなりません。
これは，結婚前の二人の関係が肉体的な欲求に支配さ
れないようにするためです。交際期間中は，相手の高
潔さや道徳的な強さ，ふさわしさを評価し，吟味する
時です。「わたしを愛するなら，わたしの自由にさせな
さい」と誘うような人は，人格的に大きな欠陥がある
ことを表しています。そのような誘いには次のような
答えがふさわしいでしょう。「ほんとうにわたしを愛し
ているなら，罪を犯すように求めないでしょう。福音
を理解しているなら，そんなことはできないはずです｡」
純粋な愛が前提としていることは，永遠の貞節の聖
約を交わし，正当で合法的な儀式，理想的には神殿で
の結び固めの儀式を受けるまで，愛を完全に表現する
ために生殖の力を使わないということです。この力は，
はんりょ
結婚した伴侶とだけ分かち合うべきものです。
性的な交わりは，人生においてほかでは得られない
経験を与えてくれます。ふさわしい状態で行うならば，

愛という言葉に関連する最上で最高の肉体的，情緒的，
霊的な感覚や感情が一つに結ばれます。このような感
情を分かち合い，終生互いを必要とし続けることによ
って，夫婦は結婚生活において固く結び合います。そ
の中で男性のあらゆる属性が，女性のきわめて貴重な
徳により補われて完全なものになるのです。
人が経験することの中に，こうした生活に匹敵する

ものや，それに似たものはありません。聖約を結び，
それを守るならば，この生活は永遠に続きます。「あな
たがたは誉れと栄光を受けるために，そこで聖なる神
永遠の結婚生徒用手引き

とができます。そして子供の肉体には，自分自身の形
に子孫をもうける力が眠っているのです。

道徳の律法と自然の法則
わたしたちには命を与えるこの力に関する律法を含
め，不変の律法が与えられています。それは「創世の
前に天において定められ……すべての祝福はこれに基

づいてい」ます（教義と聖約130:20)。また，人類の
ために道徳的な標準を定めた霊にかかわる律法（ジョ
セフ・スミス訳ローマ7:14‑15;2ニーファイ2:5;

教義と聖約29：34；教義と聖約134：6参照)，人々をつ
なぎ，結び固め，守り，永遠の祝福の約束を与える聖
はんりょ
約，そして伴侶との交わりを求める気持ちや子供たち
への愛，彼らを守ろうとする本能などを支配する肉に
かかわる律法，いわゆる自然の法則が与えられている
のです。

あまたは殺してはならない

物理的な条件が整いさえすれば，結婚していても，
いなくても，妊娠は起こります。命が一度宿ったなら，
その命を滅ぼすのは，たとえ誕生前であっても，大き
な罪になります。例外は，強姦により妊娠した場合，
母親の命が危機に瀕している場合，胎児が誕生しても
生きる見込みがない場合です。霊がいつ肉体に入るの
かは分かりませんが，その命がどのような形であれ，
非常に貴重な存在であることを知っています。わたし
たちは命を生み出す力を与えられ，そうするように命
じられていますが，命を滅ぼす権利はありません。「主
ごうかん

ひん

は……人が造られて以来あらゆることにおいてそれを

禁じてこられた｡」（エテル8:19)そして，シナイ山で
与えられた戒めは，この神権時代において新たにされ
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ました。「あなたは殺してはならない」（出エジプト
20:13｡2ニーフアイ9:35も参照),「これに類するこ
とをしてはならない｡」（教義と聖約59：6）

えた存在であり，自分の行いに対して，また思いに対
しても責任があります（アルマ12:14参照)。

動物界における雄と雌は，発情期になると交尾本能
によって互いに引き寄せられます。受精が済むと雄と

伽制すべきもの

イエス・キリストの福音の永遠の律法は，神から与
えられた生来の性的な本能にこたえることを禁じては
いません。アルマは息子のシブロンにこう勧告しまし

た。「激情をすべて制し，愛で満たされるようにしなさ
い｡」（アルマ38:12)手綱を用いて馬を導くように，

激情を制さなければなりません。しかし，害虫のよう
に根絶することによって制するのでも，疫病のように
撲滅することによって制するのでもありません。電気
を制御するように制御して，力と命を生み出すのです。
生殖の力を合法的に行使するとき，祝福と幸福が与え
られることでしょう。（ジョセフ．F･スミス,Gospel

Doctrine[ソルトレーク・シティー:DeseretBook

Co.,1977年],309参照）

福音には，この神聖な力を安全に行使できる相手と
時について述べられています。しかし，すべての事柄
と同様，命の律法を適用できるあらゆる状況を網羅し
た細かい戒めが，何ページにもわたって聖典に記され
ているわけではありません。聖典には一般的な言葉で
書かれており，様々な生活に合わせて福音の原則を適
用するのは，わたしたちの裁量にゆだねられています。
聖文の勧告や戒めを無視するのは自由ですが，啓示
に「あなたは．…･･してはならない」というような率直
な言葉で書かれているときは，注意を払うべきです。
それに従うならば，結婚の聖約の中で命を与える力を
喜びをもって行使し，生殖の力によって子供をもうけ，
家族を築くことができるのです。夫婦の間の愛は不変
のものとなり，生涯を通じて達成感と満足を得ること
ができるでしょう。

神の子供たち

わたしたちは神の子であり，ほかのあらゆる生物と

雌は別れ，普通は雌だけが子孫を守り育てます。それ
が動物の方法だからです。しかし，人間の方法は違い
ます。動物は家族で生活するのはまれで，あったとし
ても通常は一時的なものです。例えば烏では，例外は
ありますが，親鳥同士が生活を共にするのは一時的で
あり，雄親と子供となると，ほとんど皆無に等しいの
です。

動物は，人間を裁く基準となる道徳的標準に対して

責任を問われることはありません。動物は自然界の肉
にかかわる律法に支配されています。性欲を満たすた
めに相手を限定することは一般的にありません。しか
し，交尾の慣習にはある一定の様式があり，幾つかの
不変のルールがあります。例えば，動物は性欲を満た
すために同性と交わることはなく，また自分の子孫に
性的な虐待を加えることもありません。

しかし神の子供たちは自ら進んで肉欲に身を任せ，
かしゃく
良心の呵責もなく道徳的な律法を無視し，獣以下にま
で身を落とそうとしているのです。
誘蔚讓考

この世では，常に誘惑があります。悪魔は生命を生
しっと
み出す力を備えている人に嫉妬しています。自分は生
命を生み出せないからです。悪魔にはその力がありま
せん。悪魔とそれに従った者たちは追い出され，肉体
を得る権利を失いました。そして可能であれば，人の
肉体を占有し，どのように用いるか指図しようとしま
す。悪霊たちは豚の体に入ることさえ願ったほどです
(マタイ8：31参照)。またモルモン害にはこのように啓
示されています。「悪魔は，すべての人が自分のように
惨めになることを求めているからである｡」（2ニーファ
イ2：27）悪魔は皆さんを誘惑し，できるならば堕落さ
せて汚し，わたしたちがふさわしければ永遠に増え続
たまもの

は異なった存在として創造されました。この崇高な真

けることができるという賜物（教義と聖約132:28‑31

理以上に偉大な概念が啓示されたことはありません

参照）を滅ぼそうとします。

(モーセ6：8−10，22，59参照)。「すべての肉が，同じ
肉なのではない。人の肉があり，獣の肉があり，鳥の
肉があり，魚の肉がある」(1コリント15:39)と聖典
は教えています。

男性と女性には，子供をもうけることにおいて比類
のない責任があります。「人は善悪をわきまえることを
十分に教えられている。また，人には律法が与えられ
ている｡｣(2ニーファイ2:5)わたしたちは知性を備

妄想

社会における様々な価値観が急速に低下しているこ

とは，性行為に対する妄想とも言える偏見からうかが
い知ることができます。結婚前の節制，結婚後の貞節
ちようしょう
は公然と潮笑され，結婚して子供を産み育てることは
煩わしく不必要なこととしてあざけられています。上
品な人や洗練された社会の徳とも言える「節度」はど
永遠の結婚生徒用手引き
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こにも見られなくなってしまいました。

なりません。さもなければ，疑惑の種が芽を出して信

道徳はもはや，政治家やスポーツマン，芸能人とい
った，青少年に大きな影響力を持つ人々の人格を表す
尺度ではありません。わたしたちが見たり，読んだり，
聞いたりするものは，どれもほとんど例外なく性が主
要テーマになっています。検閲は個人の自由を侵害す
るものとして，舞台裏に追いやられています。絶対に

仰の苗木を枯らし，その結果として渋い実を収穫する
ことになります。そして，その理論を若人に教えた人
は，悪魔に仕えたことになるのです。

公開すべきでないことまでも公衆の前にさらけ出され，
堂々と舞台の上で演じられています。またその陰では
ひそかに中毒症やポルノグラフィー，性倒錯，不貞，
そうかん
堕胎，近親相姦，性的虐待が横行しています。それと
ともに最近は，旧約聖書の時代に民を滅ぼしたような
疫病がはびこっています。しかも，これらは皆増加す
る一方です。

今や，すべてを収束する哲学には一つの共通点があ
ります。遠回しであれ，はっきりとした声明という形
であれ，彼らは創造主であり，天の御父であり，立法
者である神を拒絶しているのです。
邪悪な考え

わたしたちが神の子供であるという知識は，人を洗
練し，昇栄に導く気高い真理です。これに反して，人
間は神の子供ではなく単に進歩した動物であり，あら
ゆる肉欲に従うものであるという考え以上に人を不幸
にし，悲しみと失意，害悪をもたらし，

選釈の自由

リーハイは，人は自由であり，また自由でなければ

ならない，そして「大いなる終わりの日に律法に伴う
罰を受けるほかは，思いのままに行動することができ，
強いられることはない」と教えました（2ニーファイ
2：26)。

社会は妊娠や病気を防ぐ、ために，生殖が体の中でど
のように行われるかを学校の子供たちに教え，そのい
ずれからも守ってくれると思われる器具を10代の若者
に与えるだけで，責任を取ろうとはしません。こうし
た性教育の中で，わたしたちが価値観を少しでも教え
ようとすると，「あなたは宗教を押し付けようとして，
わたしたちの自由を侵害している」と抗議されます。
しかし，これらの価値観は，教会だけが信じる価値観
ではなく，文明や社会にとっても基本的，普遍的な価
値観なのです。

おかしなことに，不道徳を防護するために，自由と
いう一つの徳が誇張されたり，狂信的に強調されたり
して，もう一つの徳を打ち壊すのに使われます。不道
徳を正当化するために自由という徳を引

家族を破滅に追いやるものはありませ
わたしたちか誠の子供
ん。その考えから生まれるのは，人はあ
であるという知識は，
らゆる肉欲に従うものであり，道徳では
なく肉にかかわる律法に服従する存在で
人を洗練し，昇栄に導
あるという実に愚かな認識です。
く気高い真理で戎
人間が動物から進化したという理論
つもりはないが，そうする人の選択の自
は，長い年月にわたって教えられてきたため一般に受
由を守ることには賛成だ｡」それと同じ論理を当てはめ
さぐ
け入れられており，真理であるかのように公言されて
るならば，不注意な人を危険から守る交通信号や柵な
います。幾つかの事柄に関しては，この理論によって
どは，自分がどこまで危険に近づくかを選択する自由

一見論理的な説明がつくように思われていることから，
命のなぞを解く答えとして広く教えられ，一般に受け

があると主張する理論に倣って撤去すべきだというこ
とになります。

入れられています。

わたしはこの問題について二つの見方があるのを知

っています。一つはこの理論を知的，学究的な標準に
照らしてのみ評価することであり，もう一つは道徳的，
霊的，教義的な標準に照らして評価することです。し
かし，両者はまったく懸け離れたものであり，性格を
異にしています。

人間は動物の子孫であるという理論が若人の心に植
え付けられているときは，信仰が十分に根付くまでそ
れをわきに置いておくように慎重に教え諭さなければ
永遠の結婚生徒用手引き

より高い律法

救いの計画を教えられた人であればだれでも分かり
ますが，あらゆる道徳的な制約からの解放を唱導する
のは，神の御心に反する事柄を説くことです。聖典に
は「選択の自由」という言葉がありますが，これは本
来道徳的な選択の自由という意味です。主はこのよう
に述べておられます。「すべての人がわたしの与えた道
徳的な選択の自由に応じて，……各々が裁きの日に自
分自身の罪に対する責任を負うようにするためであ
みこころ
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る｡」（教義と聖約101:78)
ソドムとゴモラのような文明社会は，道徳の律法に
みたま

対する不従順によって自滅しました。「主の御霊はいつ
でも人を励ますわけではないからである。そして，御
霊が人を励ますのをやめると，速やかに滅びが来る｡」

(2ニーフアイ26:11．創世6:3;エテル2:15;教義
と聖約l:33;モーセ8:17も参照）

もしわたしたちが創造の力を汚すならば，肉体的な

快楽のすべてに値する以上の「激しい｣，「堪え難い」
(教義と聖約19:15)罰を受けることになります。アル
マは息子のコリアントンにこのように述べています。
｢わが子よ，あなたはこのことが主の目から見て忌まわ
しい行いであること，まことに，罪のない者の血を流
すことや聖霊を否定することを除いて，どのような罪
よりも非常に忌まわしい行為であることを知らないの
か｡」（アルマ39：5）人は罪を犯すとき，その結果から
逃れることはできません。

生殖の力を正当に用いることができるのは，ただ夫
婦のみ，すなわち法律的に正しい結婚をしている男女
問においてのみです。それ以外の関係はすべて神の戒
めを破ることになります。アルマの言葉を借りるとこ
うなります。「あなたがたはこれに対して，……たとえ
反論したとしても，大したことはない。神の御言葉は
必ず成就するからである｡」（アルマ5：58）
結婚で結ばれた皆さんは，親となる喜びを味わい，
家族生活に伴う責任を自覚するでしょう。子供たちを
光と真理の中で育てることを常に心に留め，それを生
活の中心に置いてください。人生において学んでいる
最善のものを皆さんの大切な子供たちに与えてくださ
い。そして，この警告を受け入れてください。結婚し
た夫婦は，二人の関係にふさわしくないものを取り入
れるように誘惑されるかもしれません。しかし，聖文
が警告しているとおり，「その自然の関係を不自然なも
のに代え」てはなりません（ローマ1：26)。もしそう
するなら，誘惑者が二人の間にくさびを打ち込むこと
でしょう。ふさわしくないものが夫婦関係の一部にな
っているなら，分別を働かせて，二度とそれを行って

い生活を送っている一方で，気まぐれで悪い行いを重

ねながら，あらゆることを楽しんでいるように見える
人もいます。

現時点でわたしに与えられる慰めの言葉はこれです◎
神はわたしたちの御父であられます。神はこの地上で

最も理想的な父親よりも，深い愛と思いやりを持って
あわ
おられます。神の裁きは公正で，憐れみは限りなく，
その力によってこの世のいかなるものとも比較できな
いものを補ってくださいます。

現世の生涯はつかの間であることを忘れないでくだ
さい。わたしたちは永遠に生きるからです。やがて十
分な−わたしはここで時間という言葉を使うところで
したが，永遠の世に時間は当てはまらないため−やが
て十分な機会があって，あらゆる不正とあらゆる不公
平は正され，孤独や損失はすべて補われ，わたしたち

が信仰を保つならば，あらゆるふさわしさに対して報
いが与えられるでしょう。「もしわたしたちが，この世
の生活でキリストにあって単なる望みをいだいている

だけだとすれば，わたしたちは，すべての人の中で最
もあわれむべき存在となる｡｣(1コリント15:19)死に
よってすべてが終わるのではありません。それは始ま
りにすぎないのです。

みことば

はなりません。

例外

結婚や家族生活について話すとき，必ず次のような
思いがわいてきます。「例外についてはどうだろう。何
にでも例外はあるものだ｡」生まれつき制限があって，

子供を持つことができない人もいます。また，自分に
は ん り ょ は た ん
は罪がないのに，伴侶の不貞によって結婚が破綻する
人もいます。結婚する機会のない人が独りでふさわし

悔い改め

わたしがすでに警告したように，サタンはすさまじ

い力を用いて全人類を誘惑し，神聖な生殖の力を罪深
いことに使わせようとするでしょう。誘惑に負けては
なりません。なぜなら，「最後の一コドラントを支払っ
てしまうまで」（マタイ5：26)，罪という負債をすべて
弁済しなければならないからです。正義の律法がそれ
を要求します。そしてそれは，「これらの苦しみがいか
につらいか，あなたは知らない。いかに激しいか，あ
なたは知らない。まことに，いかに堪え難いか，あな
たは知らない」（教義と聖約19:15)と書かれているほ
どつらい苦しみだからです。

人生の戦いで，サタンは無数のとりこと，逃れるす
べを知らずサタンの手下にならざるを得ない多くの
人々を味方につけます。しかし，罪人の収容所に押し
かぎ
込められた人は皆，自分でその門を開ける鍵を持って
います。その使い方を知っていれば，サタンはいつま
でも彼らを閉じ込めてはおけません。その鍵とは悔い
改めを指します。悔い改めと赦しという対になる原則
には，サタンの恐ろしい力に打ち勝つ力があります。
このような世の中にあって，もしも皆さんの中に過
ちを犯してしまった人がいるとしても，それはよく理
解できます。律法の下で見過ごしにはできませんが，
ゆる
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いや

理解することはできます。しかし，皆さんは不道徳な
行為をやめなければなりません。今，やめなければな

伴う癒しのプロセスから皆さんを解放しようとするな
ら，彼は皆さんへの務めを十分果たしているとは言え

らないのです。

ません。

あわ

神の憐れみや寛大さ，思いやりは，悔い改めにおい
て最も明白に示されます。神の御子であり，わたした
あがな
しよくざい
ちの救い主，蹟い主である御方によってなされた續罪
の完全な清めの力を理解しているでしょうか。主はこ
うおっしゃいました。「見よ，神であるわたしは，すべ
ての人に代わってこれらの苦しみを負い，人々が悔い

改めるならば苦しみを受けることのないようにした｡」
(教義と聖約19:16)道徳的な標準にかかわる罪で赦さ
れないものはありません。もちろん完全に悔い改める
ことが条件ですが，堕胎でさえ例外ではありません。
ゆる

ゆる

この悔い改めと赦しの基本原則は，聖文中で次のよ

うに簡潔に述べられています。「見よ，自分の罪を悔い
改めた者は赦され，主なるわたしはもうそれを思い起
こさない。人が罪を悔い改めたかどうかは，これによ

って分かる。すなわち，見よ，彼はそれを告白し，そ
してそれを捨てる｡」（教義と聖約58：42‑43）わたし
は，これ以上に美しい啓示の言葉を知りません。「悔い
改めた者は赦され，主なるわたしはもうそれを思い起
こさない｡」

告白一一監督

悔い改めの段階には告白が必要です。わたしたちは
まず，祈りの中で主に告白します。それが重大な過ち
ではなく個人的なものであれば，告白という方法で求
められるのはそれだけの場合もあります。
相手の性別を問わず，生殖の能力をみだりに用いる
ことが罪に含まれている場合は，祈り以外の告白が必
要となります。主は神権者の中から監督を一般判士と
して定められました。皆さんが犯した罪が重大である
なら監督のもとへ行ってください。皆さんの罪が重大
かどうかは良心が告げてくれます。
ゆる

監督は主を代理して，教会員に赦しをもたらします。
時に，罰を与えなければならないこともあります。ア
ルマはコリアントンにこう言いました。「さて，罰がな
ければ，人は悔い改めをすることができなかった｡」
(アルマ42:16)わたしは悔い改めのない世界に住みた
いとは思いません。もし罰が悔い改めの条件であるな
ら，わたしは喜んでそれを受けるでしょう。簡単な祈
りをささげただけで完全な赦しを受け，たちどころに
伝道や神殿結婚の備えができるという考えが広まって
います。そうではありません。済ませなければならな
い支払いがあります。もし監督が慰めだけを与えて，
心得違いの思いやりにより，悔い改めに必要な苦痛の
永遠の結婚生徒用手引き

ゆる

主からの赦しは，個人の多大な努力を通して得られ
ます。自分の罪の現実と向き合い，どのような罰が求
められても受け入れ，十分な時間をかけて悔い改めの
段階を歩むのは，勇気がいることです。しかしそれを
行うなら，再び罪のない状態になれるのです。主は次
のように言われました。「わたしこそ，わたし自身のた
めにあなたのとがを消す者である。わたしは，あなた
の罪を心にとめない｡」（イザヤ43：25）

主はもはやわたしたちの罪を思い出すことはされ
まい

「わたしが……彼らに対して立てようとする契約は
これである〔｡〕……わたしの律法を彼らの心に与え，
彼らの思いのうちに書きつけよう。……もはや，彼ら
の罪と彼らの不法とを，思い出すことはしない[｡]」
(へブル10:16‑17)

若いときに反抗的な心にとらわれたアルマは，悔い
改めがもたらす大きな平安について，自分自身の経験
から次のように語っています。「心にこの思いがはっき
りと浮かんできたとき，わたしは心の中で，『おお，神
の御子イエスよ 苦汁の中におり，永遠の死の鎖に縛
あわ
られているわたしを憐れんでください』と叫んだ。さ
て見よ，このことを思ったとき，わたしはもはや苦痛
を忘れることができた。まことに，わたしは二度と罪
を思い出して苦しむことがなくなった。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｡」（アルマ36：
18‑20)

時には，告白して罰を受けた後であっても，自分自
身を赦すことが悔い改めの最も困難な段階になること
ゆる

があります。ジョセフ・フィールディング・スミス大
管長は，不道徳な行為を悔い改めながら道を見いだせ
ずに苦しんでいた女性について話しています。彼女は
大管長に何をすべきか尋ねました。するとスミス大管
長は旧約聖書を開き，ソドムとゴモラ，ロト，そして
塩の柱になったロトの妻について書かれた部分を読む
ように彼女に言いました（創世19:26参照)。そして，
この聖句からどのような教訓が得られるかを尋ねまし
た
。

彼女は答えました。「主は邪悪な人々を滅ぼされると
いうことです｡」

「そうではありません｡」スミス大管長はこの悔い改
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めた女性に言いました。「あなたにとっての教訓は，

式は，結婚式よりはるかにすばらしいものです。なぜ

｢後ろを振り返ってはならない』ということです｡」

なら，この結婚は約束の聖なる御霊によって結び固め

みたま

られるからです。そして，聖文が約束しているように，

神殿

二人がふさわしさを保つならば，「王位，王国，公国，
けいけん

わたしは今，敬虐な思いで神殿という言葉を使いま
す。そうするときに，次の言葉が心に浮かんできます。

および力，主権……を受け継ぐであろう」（教義と聖約
132:19)からです。

｢ここに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。

ここに書くことはできませんが，結び固めの儀式の

あなたが立っているその場所は聖なる地だからであ

言葉について思い巡らすとき，人の内に秘められた命

る｡」（出エジプト3：5）わたしが心に描くのは，結び

の源の神聖さについて，少なくともその幾分かが理解

固めの部屋と聖壇，そしてそこにひざまずく若い男女

できます。そして，この崇高な賜物を受け入れて正し

の姿です。あるいは1年前に教会に加わったもう少し

く行使する人々が受けるであろう喜びが分かるのです。

たまもの

年配の夫婦の姿かもしれません。この神聖な神殿の儀
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結婚生活における信頼

さらをる敬意誠実さ，そして一致
エズラ・タフト・ベンソン長老
みまえ

信頼のないどころに平和はなlくり
…:̲皇=f…で:ゞ=三ヒヱヨ

ゞJ誠実さのないところﾉごﾐ■＆■
｛,i,｜1〆｢:Ⅲ,，〃『̲,､ゞ;: ＃％;；がj〃い,,'いふfい,J

J患自由はあり得ませんざⅢfﾘ&

「結婚は神の御前に取り交わされる神聖な聖約であ

るという認識がなければなりません。夫婦はお互いに
対してだけではなく，神に対しても義務を負っている
のです。神は，その聖約を重んじる夫婦に祝福を約束
されました。

一一ゴニドン■｡B=/ヒンクルー長素

愛と信頼と平安のためには，結婚の聖約を堅く守る
かんつう

ことがぜひとも必要です。神は姦通をはっきり禁じて
おられます。

精選きれた教え

互いに愛し合っている夫婦であれば，愛と誠実さは

相関関係にあるということに気づくはずです。そして，
この愛が，子供の情緒をはぐくんでいくのです。家族

信頼

生活は，幸福と喜びに満ちたものでなければなりませ
ハワード。W・ハンター大管長

「思い，言葉，行いにおいて，結婚の聖約に忠実で
あってください。ポルノグラフィー，妻以外の女性と
の戯れ，不健全な妄想などは，本人の人格をむしばみ，
幸福な結婚生活を根本から揺るがします。それによっ

て結婚生活における一致と信頼も崩れ去ります。自分
の思いを抑制せず，心の内に姦淫を犯す人々は，悔い
改めなければ，御霊を受けることなく信仰を拒み，か
つ恐れを抱くようになります（教義と聖約42：23；
かんいん

みたま

63:16参照)。」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒の道」
1995年1月号,58参照）

ん。子供が過去を振り返るとき，心温まる思い出や交
わりが浮かんでくるようでなければなりません｡」（｢家
族を永遠のものとするために」『聖徒の道jl983年1月
号,105)

ゴードン。B・ヒンクレー長老

「いかなる国家も，いかなる文明も，その人民の家
庭に力がなければ存続することはできません。この力
は，家庭を築く人々の高潔さから生まれるものです。
いかなる家族も，いかなる家庭も，道徳と誠実と互
いへの尊敬という基盤の上に立たなければ，平和を得，
逆境の嵐から免れることはできません。信頼のないと
ころに平和はなく，誠実さのないところに自由はあり
あらし

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「男女の結婚は神によって定められたものであり，
信頼と貞節のきずなによって結ばれた永遠の関係でな
ければならないと主は言われました。すべての末日聖
徒は世の人々よりもさらに，この神聖な目的を心に留
めて結婚する必要があります｡」（｢敬度さと道徳心」
『聖徒の道』1987年7月号,51‑52参照）
マービン・』・アシュトン長老

「秘密を守る。ささいな質問や意見にも，信頼され
るにふさわしい態度を執ってください。小さなことで

信頼されれば，重大な質問や大切な話を打ち明けても
らえるものです。胸深く畳んでいることを信頼して打
ち明けられたら，問題を大切に扱ってください。勝ち
得た信頼をさらに増していってください。信頼し，安
心して話せる相手のいる人はほんとうに幸せです。世
間の人以上に家族内に信頼できる人がいるのはすばら
しいことではありませんか｡」（｢家族の交流」『聖徒の
道』1976年8月号,368参照）
永遠の結婚生徒用手引き

得ません。愛の暖かい陽の光は，不道徳の沼には昇ら
ないでしょう｡｣(ConferenCeReport,1970年10月,66)
「不正直を伴わない姦淫などというものが存在した
でしょうか。言葉を換えて言えば，この邪悪な行為は
『だまし取る』ことなのです。わたしが，姦淫とはだま
し取ることと考えるのは，それが徳を奪い，貞節を奪
い，神聖な約束を奪い，自尊心を奪い，真理を奪う行
為だからです。さらに姦淫は欺くことでもあります。
かんいん

この行為は，個人の不正直な行いの中でも最悪のもの
です。それは，最も神聖な人間関係に対する裏切りで
あり，神と人の前で交わした聖約と約束を否定するこ
とだからです。これはまた信頼に対する卑劣な裏切り
であり，さらに，神の律法を利己的な動機でないがし
ろにすることでもあります。ほかの不正直な行いと同
様，こうした行為の結果として残るものは，悲しみと

苦しみ，そして悲嘆に暮れる配偶者と裏切られた子供
たちなのです｡」（｢正直な人一神の最高の傑作」『聖徒
の道』1976年8月号,377参照）
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ジェームズ．E・ファウスト長老

について注目すべきことが書かれています。『その夫の

「互いに完全な信頼を寄せることは，結婚生活を最

心は彼女を信頼してノとあります。心に残るこの聖句

も豊かにする要素の一つです。一方，不貞ほど，満ち

には，まず，その夫は心からの信頼を妻に寄せており，

足りた夫婦関係を保つのに必要な信頼のきずなを無惨

次いで，妻もそれを大切に擁護していると書かれてい

かんいん

に断つものはありません。姦淫を正当化することは決

ます。この夫婦は大切な真理をよく理解しているよう

してできません。時には姦淫の事実があっても，離婚

です。その真理とは，堅固な家庭を築くという誓いを

せず，家族生活を続ける人もいます。しかしそのため
はんりょ

した男女は皆，その愛を守るために安全な場所を作っ

ゆる

には，傷ついた伴侶が，相手を赦し，その行為を忘れ

ておかなければならないということです。

るほどの無条件の愛を持つ必要があります。同時に，

人はたいてい，自分の熱い思いを大切にしてほしい

罪を犯した本人は，心から悔い改めたいと望み，実際

と相手に願うものです。ウイリアム・バトラー・イェ

に罪を捨てる決心をしなければなりません。

ーツは，詩の中でその願いを次のように表現していま

はんりょ

永遠の伴侶に対して，肉体に関してだけでなく，精

す。愛する人に自分の心からの思いを打ち明けたばか

神的にも霊的にも忠誠を尽くす必要があります。結婚
しっと

りの男性が，こう訴えます。『そっと歩いておくれ，あ

後は他人に対するいかなる恋愛感情も嫉妬も許されま

なたが踏んでいるのは，わたしの夢なのだから｡』(He

せん。したがって，伴侶以外の人との不審に思われる

WishesfortheClothsofHeaven,'TheOxfbrd

ような交際は慎み，悪をその水際で絶つことが賢明で

DictionaryofQuotations,第3版，ニユーヨーク：
OxfOrdUniversityPress,585)
福音の生活に信仰が不可欠であるのと同様に，信頼
は人間関係に欠かせない重要なものです。それが出発
点であり，その基礎の上にさらに築き上げていくので
す。信頼という土地において，愛は豊かに育ち，花を

す｡」（｢結婚生活を豊かにするもの」「聖徒の道jl978
年2月号,12‑13参照）
バーバラ･B・スミス姉妹
しんげん

「筬言の第31章は，「宝石よりもすぐれて尊い」(10
節）高潔な女性が備える立派な特質を数々挙げている
ことで知られています。しかし11節には，夫婦の関係

咲かせます｡」（｢家庭を平安を得る場とするために」
『聖徒の道』1982年4月号,139参照）
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結婚生活における調整

の家庭はほんとうに幸せな場所となることでしょう。
大きな愛は，大きな犠牲の上に築かれるのです。そし

て，お互いの喜びを第一とする犠牲の原則が日々実践
される家庭には，大きな愛が宿ります｡」(Conference

Report,1947年4月,49)
配偶者の家族との調整
弓一幸スペ:ンサー．､Wざキンボ壁ル大管長

スペンサー｡W･キンボール大管長

「夫婦は自分自身の家を，すなわちどちらの義理の
親からも離れた別個の家を素早く見つけるべきです。

精選された教え

その家は非常につつましく，飾りけのないものでしょ

う。しかし，それでも独立した城なのです。結婚生活
スペンサー。W・キンボール大管長

は妻の親族からも夫の親族からも独立したものである

「異なる環境の下で育ってきた二人は，結婚式を挙
げると間もなく，避けることのできない現実の姿を知
ります。そこにはもはや，幻想や空想の生活はなく，
わたしたちはそれらを抜け出し，しっかりと現実を見
詰める必要があります。そして，責任を負い,新しい
義務を引き受けなければなりません。個人的な自由を

べきです。独立することによって彼らをこれまでにも

ある程度制限し，いろいろな面で私心をなくし，夫婦
の間で調整を図ることが要求されます。

結婚してしばらくすると，以前は明らかではなかっ

た，あるいは気づかなかった配偶者の欠点を知るよう
になります。結婚前にはいつも拡大されて目に映って
いた徳は次第にその姿を消し，交際期間中にはごくわ
ずかでそれほど気にならなかった欠点が，大きく頭を
もたげてきます。相手の心を理解し，自己評価し，良
識と分別を働かせ，計画を立てる時期が訪れたのです。

増して愛するでしょうし，彼らの勧告を大切にし，そ
の交わりをありがたく思うでしょう。しかし，あなた
は自分自身の生活をしなければなりません。あなたの
しか

決定と，然るべき人々から勧告を受けた後のあなた自
身の祈りを伴う熟考とによって，治められる生活です。
結び合うとは，単に同じ家に住むことではありません。
親しく支え，互いに忠実になることを意味するのです。
『それゆえ，．．…･彼ら二人が一体となることは正当
である。これはすべて，地がその創造の目的にかなう
ためであり，

世界が造られる前の人の創造に応じて，地が人の数
で満たされるためである｡』（教義と聖約49:16‑17)」

(｢結婚によって一つとなる」『リアホナ』2002年10月号，
4
1
)

長年の癖がその姿を現してきます。配偶者は倹約家か
あるいは浪費家でしょう。怠け者かあるいは働き者，
信心深いかあるいは不信心でしょう。夫は親切で協力
的かもしれませんし，あるいは怒りっぽくて気難しい
かもしれません。厳しい要求をする人かあるいは寛大
な人でしょう。自己中心的かあるいは控えめかもしれ
ません。義理の親との問題が明らかになってきますし，
彼らと配偶者との関係が再び大きく採り上げられるよ
うになります｡」（｢結婚によって一つとなる」『リアホ

「わたしたちは霊的な働きだけでなく俗世の働きに
も従事しています。この世の事柄と霊の事柄は混ざり
合って存在しているということを常に心に留めなけれ
ばなりません。分離してはいないのです。現世にいる
かぎり，だれも，どちらか一方の働きにかかわらずに

ナ』2002年10月号,36‑38)

生きていくことはできません｡｣(ConferenceReport,

経済的を面における調整
ジョセフ．F・スミス大管長

1900年10月,46)
ハロルド｡B･リー長老

「もし若い人々がその結婚当初から，正しい事柄に
ついて互いに相手を喜ばすためには，自分の楽しみ，
欲求，望みまでも犠牲にし，どのようなことでもする
という決心をするなら，結婚生活に伴って生じる相互
の調整を必要とする問題は，おのずと解決され，彼ら
永遠の結婚生徒用手引き

親密を関係における調整
ジョセフ．F・スミス大管長

「法律に基づいた性の交わりは神が定められたもの
です。人類を永続させる唯一の方法であるばかりでな
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く，人間性のより高度な能力と高貴な特質を発展させ
る手段でもあります。これは愛に基づく男女の交わり
によってのみ保証されています｡」("UnchastitVthe

DominantEviloftheAge,"ImprovementEra,1917
年6月号，739）
関連聖句

すべての人間関係の例にもれずプ結婚生活にお
=̲､ﾐｰ

いてもお互いの調整が必要となる。その調整を行
Ⅲ，‐‑̲皇ィ，Ⅲ

ううえで助けとなる技術；態度には，情愛にあふ
れる忠実な関係，心の交流，共通の目標，犠牲，
‐ ． ゆ る

悔い改め,赦しタ和解，信頼性などの事柄が含ま
れる6

?

関心の分野

聖典に見いだされる勧告

調整が必要となる様々な理由

マタイ16：26

誤った管理,利己心,負債,ｲﾝﾌﾚ,怠惰,金銭
どんよく
欲，賞欲，ねたみ，経済的な目標に関するコミユニ
ケー皇シヨンの欠如′≦室：暑さ：

家計

現実の生活と新たな責任

教義と聖約75:28二29
教義と聖約104：78き

学業,::仕事教会の責任などに起因する物理的に別

エペソ5：25 ゞ、

れ た 状
態 一 ゞ 尋 > ̲
ﾆﾐｰｰ

教義と聖約42:22

害,

現実的な問題に起因する精神的に別れた状態;‐
Ⅲ、『，,‐;−，

時間的に多忙な生活ド｣にj｝' !'州《;";:ﾂ#ﾙ"Wx:
性的な面における調整，
もしくは夫婦としての親密さ
しんせき

家族,親戚

不慣れな経験,無知,利己心,情欲,自制心の欠如,lｺﾘﾝﾄ7:3‑5
．

『 ，

：．‐．

倒錯行為，妊娠:ゞ…;" '%4,lヘブル13:4"，
過度の依頼心，親への依存心，時間的な調整の問題
異なる生活習慣,祖父母からの要求

マルコ10：6−9

3ニーファイ13:'24

子供

子供をもうけることを望まない，あるいは後回しに
する,子供に対する責任をおろそかにする，子供か

詩篇127:3=5

らの要求，親との調整：

教義と聖約68:25‑28

イザヤ54:13,＃

モーセ2:27−28‐
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元から抜け出そうと努めてきました。真理とは，本来，
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しっせき

単なるささやきではなく，ほえるような叱責です。シ
ナイ山からモーセが携えて来たものは「10の提案」で

結婚は神の前に敗り交わされる
:
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：

認識がなければなりません｡

はなかったのです｡」（デユーク大学での講演,1987年5
月10日）

考えてみてください。モーセがシナイ山から下りて
来るときに携えて来たものは10の戒めだったのです。

それは，救いと安全のため，イスラエルの子らの安寧

−−エズラ・タ■フルトd』パヅヅン長老

と幸せのため，そしてまた，その後に続く世々の子孫
のために，エホバ御自身の指で石の板に刻み込まれた
ものでした。

精選された教え

朝，妻を家に置いて仕事に出かけ，職場で魅力的に

装い美しく化粧をした若い女性に囲まれているために，
自分は若くハンサムで，最高にいい男だとうぬぼれて

貞節の教義

しまう男性があまりにも多いようです。そのような男
出エジプト20:14

性に限って，自分の妻は結婚した20年前の姿とはすっ

かんいん

「あなたは姦淫してはならない｡」

かり変わってしまったなどと不平を漏らすのです。わ

たしに言わせてもらうと，そのような夫と20年も一緒
アルマ39：5

に暮らしていたら，無理もないことではないでしょう

「わが子よ，あなたはこのことが主の目から見て忌
まわしい行いであること，まことに，罪のない者の血
を流すことや聖霊を否定することを除いて，どのよう
な罪よりも非常に忌まわしい行為であることを知らな

か。

いのか｡」

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「〔さて〕，多くの人の結婚生活を脅かすもう一つの
恐ろしい要素について述べたいと思います。十戒のう

ち二つの戒めが，この点について触れているというこ
とは興味深いことだと思います。「あなたは姦淫しては
かんいん

ならない｡」「あなたは……隣人のものをむさぼっては

ならない｡」（出エジプト20:14,17)以上の二つです。
米国ABCテレビ局の番組「ナイトライン」の司会者，
テッド・コッペルは，薬物の使用や不道徳な行いを減
らそうというスローガンに関して，デューク大学の学
生たちに次のように言ったそうです。

『わたしたちは，スローガンを唱えるだけで救われ
ると実際に信じてきました。……しかし，現実はそう
ではありません。それは，見苦しく，分別のないこと

だから救われないとうものでも，それによって，最後
には監獄に入れられたり，エイズの病棟で臨終を迎え
ることになったりするから救われないというのでもあ
りません。そうではなく，それが真理に背く，間違っ
たことだから救われないのです。人はこれまで5,000年
間にわたり，理性を備えた人間として，この真理を求
め，道徳の基準を求めることで，本能のまま生きる次
永遠の結婚生徒用手引き

悲劇は，自分の愚かさや弱さに負けてしまう男性が
いるという点にあります。彼らは，最も神聖かつ厳か
な聖約，主の宮において，聖なる神権の権能の下に交
わした聖約を投げ出してしまいます。そのような男性
は，忠実で，自分を愛し，世話をしてくれた妻，貧し
かった時代にともに苦労してくれた妻を，豊かになっ
たときに投げ捨てるようなことをしているのです。そ

の結果，子供は父親のいない子供となってしまいます。
しかも，ありとあらゆる策略を駆使して，裁判所の提
示する慰謝料や子供の養育費の支払いを回避しようと
するのです。……

結婚生活18年で,5人の子供をもうけておきながら自
分はもう妻を愛していないなどと不平を言う夫は，わ
たしの判断するかぎり，神の御前で交わした聖約を破
る次元の低い言い訳をしているとしか考えられません。
そのような夫は，わたしたちの属する社会にあって欠
みまえ

くことのできない責任というものを回避しているので
す｡」（｢私たちの神聖な責任」『聖徒の道』1992年1月
号，58‑59参照）

大管長会一ヒーバー・』・グラント,J・ルーベン・ク
ラーク・ジュニア，デビッド。O・マッケイ

「この教会の教義では，性的な罪，すなわち男女の
不義の性的関係は，その罪の重さでは殺人に次ぐ､とさ
れています。
かんつうかんいん

主は姦通，姦淫，売春の間に何らの根本的な区別を
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なさいませんでした。……

マラキ3：5

主の聖なる神殿において貞節という厳粛な義務を引

「そしてわたしはあなたがたに近づいて，さばきを
かんいん

き受けた夫や妻が，不義の性的関係によって神聖な誓

なし，占い者，姦淫を行う者･･･…にむかって，すみや

かんいん

いを破るならば，姦淫という恥ずべき忌まわしい罪を

かにあかしを立てると，万軍の主は言われる｡」

犯すだけでなく，結び固めのための聖壇へ行く前に，

あなた自身と主御自身との間で交わされた誓詞を破る

ガラテヤ6：7−8

ことにもなるのです。そして，主が御自身との聖約を

「まちがってはいけない，神は侮られるようなかた

破る人々に対して定められた罰を受けることになりま

ではない。人は自分のまいたものを，刈り取ることに

す｡｣(ConferenceReport,1942年10月,11)

なる。

エズラ・タフト・ベンソン長老

取り，霊にまく者は，霊から永遠のいのちを刈り取る

すなわち，自分の肉にまく者は，肉から滅びを刈り
みまえ

「結婚は神の御前に取り交わされる神聖な聖約であ

であろう｡」

るという認識がなければなりません。夫婦はお互いに

対してだけではなく，神に対しても義務を負っている

のです。神は，その聖約を重んじる夫婦に祝福を約束

教義と聖約42：23−24

「情欲を抱いて女を見る者は，信仰を否定するので
みたま

あり，御霊を受けることはない。もしも悔い改めなけ

されました。

愛と信頼と平安のためには，結婚の聖約を堅く守る
かんつう
ことがぜひとも必要です。神は姦通をはっきり禁じて

おられます｡」（｢家族を永遠のものとするために」「聖

れば，彼は追い出されなければならない。
かんいん

あなたは姦淫をしてはならない。姦淫をして悔い改

めない者は，追い出されなければならない｡」

徒の道』1983年1月号,105)
ハワード．W・ハンター大管長

「思い，言葉，行いにおいて，結婚の聖約に忠実で
あってください。ポルノグラフィー，妻以外の女性と
「背きを許容するよう神の戒めを変えるべきである
くらやみ
の戯れ，不健全な妄想などは，本人の人格をむしばみ，
との正当化は，霊的な暗闇へとつながっています。そ
幸福な結婚生活を根本から揺るがしま
してこの暗闇を払いのけることができる
かんいん
す。それによって結婚生活における一致
幸福な紹婚には，ロマ
のは，福音の光だけです。姦淫を犯した
はんりよ
と信頼も崩れ去ります。自分の思いを抑
ンスよりも伊侶の幸せ
女性に対し，キリストは，『姦淫しては
制せず，心の内に姦淫を犯す人々は，悔
いけない』という戒めを和らげたりはな
みたま
を願う心遣いの方が大
い改めなければ，御霊を受けることなく
さいませんでした。そうではなく，彼女
事であると，わたしは
信仰を拒み，かつ恐れを抱くようになり
に『もう罪を犯さないように』と勧告さ
確信していますb
ます（教義と聖約42：23；63：16参照)｡」
れました（ヨハネ8:11)。主はわたした
（「義にかなう夫，父親」「聖徒の道』
ちすべてに悔い改めを通じて赦しを約束
ロバート。D・ヘイルズ長老

かんいん

ゆる

しておられます。変わらなければならないのは，戒め
ではなく，わたしたちの方なのです｡」（｢もし命に入り
たいと思うなら，いましめを守りなさい」『聖徒の道』

8
）
1995年1月号， 5

1996年7月号,45)

「幸福な結婚には，ロマンスよりも伴侶の幸せを願
う心遣いの方が大事であると，わたしは確信していま

貞節の代価

す
。

筬言5：3−4

利己心は金銭問題の原因になることが多く，ひいて
は家庭生活の安定に悪影響を及ぼすきわめて重大かつ
みつ

「遊女のくちびるは蜜をしたたらせ，その言葉は油
よりもなめらかである。

しかしついには，彼女はにがよもぎのように苦く，
もる刃のつるぎのように鋭くなる｡」

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

はんりょ

現実的な要素となります。自分勝手な欲望を満たそう
として神聖な聖約を破る姦淫は，利己心に端を発する
ものです。利己心は愛の反対語です。それは貧欲の破
壊的な表れであり，自制心を失わせ，誠実さをなくし，
神聖な聖約を汚し，男女を問わず苦しみをもたらしま
かん'U，ん

どんよく

す
。
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結婚する人たちの中には，いつでも万事好都合でな

十分見合うだけのもの，あるいはそれ以上のものが必

ければならず，人生は楽しいことの連続で，その善悪

要とされる｡」（｢赦しの奇跡』353）『神が少しばかりの

にかかわらず欲望は何であれ満足させるべきだと，甘

懇願で重大な罪を赦してくださるとは考えられない。

やかされて思い込んでしまっている人が大勢います。

長い期間の継続した悔い改めがあるまで，神はお待ち

その分別を欠いた空虚な考えは，いかに悲惨な結果を

になるであろう。』(TheTeachingsofSpencerW

招くことでしょうか｡」（｢神が合わせられたもの」『聖

Kimba",85)｣(｢赦しを得る」『聖徒の道』1995年7月

徒の道』1991年7月号，74）

号，83）

ゴードン．B・ヒンクレー長老

不貞を行為への予防策

かんいん

「不正直を伴わない姦淫などというものが存在した
でしょうか。言葉を換えて言えば，この邪悪な行為は

『だまし取る』ことなのです。わたしが，姦淫とはだま

lコリント7：2−3

「しかし，不品行に陥ることのないために，男子は

し取ることと考えるのは，それが徳を奪い，貞節を奪

それぞれ自分の妻を持ち，婦人もそれぞれ自分の夫を

い，神聖な約束を奪い，自尊心を奪い，真理を奪う行

持つが良い。

為だからです。さらに姦淫は欺くことでもあります。
この行為は，個人の不正直な行いの中でも最悪のもの

夫は妻にその分を果し，妻も同様に夫にその分を果
すべきである｡」

です。それは，最も神聖な人間関係に対する裏切りで
あり，神と人の前で交わした聖約と約束を否定するこ

デビッド．O・マッケイ大管長

とだからです。これはまた信頼に対する卑劣な裏切り
であり，さらに，神の律法を利己的な動機でないがし
ろにすることでもあります。ほかの不正直な行いと同
様，こうした行為の結果として残るものは，悲しみと

「今日の世の中の性的な不純行為は，放縦を通して
真の人間性が失われた結果です。みだらな思いはみだ

苦しみ，そして悲嘆に暮れる配偶者と裏切られた子供
たちなのです｡」（｢正直な人一神の最高の傑作」『聖徒
の道」1976年8月号，377）

トーマス。S・モンソン副管長

らな言葉を生み，みだらな言葉はみだらな行為を生み
出します。教会の教えでは，殺人という犯罪の次に来
るのが姦淫の罪であり，性的な不貞です。もし教会員
が純潔における信条に忠実であるなら，そして他の面
でも自制心を働かせて真の人間性をはく、くんでいくな
ら，彼らは罪に満ちた世界を貫く光として，堅く立つ
かんいん

ことでしょう。」("Christ,theLightofHumanity,"

「性的に親密な関係は非常に神聖なものです。その
ために主は，すでに結婚している人々に互いの完全な
忠節を求めると同様，未婚の人々にも自制心と純潔を
求めておられます。……罪を犯せば悲しみを避けるこ
とはできません。男性の皆さん，女性を泣かせてはな
りません。神は彼女たちの涙をお忘れになることはな
いでしょう。」（｢天の力を受けるために」『聖徒の道』
1991年1月号,52)

リチャード．G・スコット長老
かんいん

「姦淫，不貞，同性愛，そのほか重大さにおいてこ
れらに類似した倒錯行為は，生き方の一つとして受け
入れられるようなものではありません。これらは重大
な罪です。肉体的また性的な虐待を行うことは，大き
ゆる

な罪です。このような重罪に対して赦しを得るには，
真剣な悔い改めが必要です。キンボール大管長はこう
教えています。『あらゆる赦しには条件がある。しっく
いはその落ちた箇所を全部覆ってしまうまで塗らなけ
ればならない。断食と祈りと謙虚な態度は犯した罪に
永遠の結婚生徒用手引き

こんにち

ImprovementEra,1968年6月号,5)
スペンサー。W・キンボール大管長
かんいん

「姦淫をしないだけでは不十分です。わたしたちは

結婚生活をもっと神聖なものとし，互いに犠牲を払い，
努力しながら，求愛期間に培った思いやりと尊敬を深
めてゆく必要があります。神は神権の権能によって結
び固められた結婚を永遠に存続するように定められま
した。したがって，わたしたちが日々，思いやりと愛
をもって互いに尽くし合うことは，主が望まれている
ところです｡」（｢鉄の棒をしっかりつかむ」『聖徒の道』
1979年2月号,8)

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「,思いをコントロールする。すぐさま不道徳に踏み
込む人はいません。不道徳の最初の種は，いつも心の
中にまかれます。心の中に俗悪な思いや不道徳な思い
がとどまるのを許すなら，不道徳への道を一歩踏み出
したことになるのです。わたしは特に，ポルノグラフ
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イーの悪について警告します。……救い主は，情欲を

社会に出て働いている独身の女性と一部の既婚女性

抱いて女を見る者は，言い換えれば，自分の思いを．

に警告の言葉をお伝えしたいと思います。あなたがた

かんいん

ントロールできなくなる者は，心の中ですでに姦淫を

は男性たちと一緒に働いています。仕事の打ち合わせ

したのであると教えられました（マタイ5：28；教義と

と称して一緒に昼食に出かける機会が増えてきます。

聖約63:16参照)｡･･…・

一緒に出張することもあり，同じホテルに宿泊するこ

……既婚者は，いかなる形であれ，ほかの異性に心
を移してはなりません。……

ともあるでしょう。このようにしてあなたがたは男性
と一緒になって働きます。

……既婚者はできるかぎり，異性と二人きりになる

このような状況をどうしても避けられないかもしれ

のを避ける。不道徳という悲劇の多くは，男性と女性

ませんが，あなたがたは信用を落とすような状況は避

が二人だけで職場や教会，あるいは車の中にいるとき

けられるはずです。自分に与えられた仕事をすること

に始まります。最初は罪を犯すつもりも，考えること

は差し支えありません。けれども男性との間に距離を

さえも，なかったかもしれません。しかし，環境が誘

置いてください。ほかの女性の家庭を崩壊させるよう
なことをしてはなりません。あなたがたは末日聖徒イ

ひよく

惑の肥沃な温床になります。……わたしたちにとって

エス・キリスト教会の会員です。あなたがたは末日聖

はるかに容易なことは，初めからそのような環境を避
けて，誘惑される機会を断ち切ることなのです｡」（｢純
潔の律法」『聖徒の道』1988年10月号,38‑39参照）

徒としてどのようなことを期待されているかを知って
いるはずです。誘惑から遠ざかってください。悪が見

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

え隠れするような状況からは遠ざかってください｡」
(｢主の光の中を歩む」「聖徒の道』1999年1月号,110)

「あなたがたを取り囲んでいる低俗で腐敗したもの
や誘惑に打ち勝ってください。

永遠の結婚生徒用手引き
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むやみに個人主義が強調されていますが，それはわが
ままや分裂を助長するばかりです。『一体となる』よう

にとの主の教えは，今日もなお生きています（創世2：
︒︸・・．︒．︸｜・︸︸︸・︸・︸｜・・．︒．︲︸一ロアケ︒王や雲︲・叩服・・︲・︲咄一︲︑．−︲．﹄．︒︲昭一匙．﹃︾可︲︲︸・︸

垂一そ唾謹

︲Ｉ︲Ｉ叱

︸﹄︼州叶い例い︲心必 門

一︲ｌ︲︲叩︲﹄︲

ロロ ︾

︲︲︲︲ｌ︲価Ｉ︲

冒冒■︲叱冒

登．．﹄一〆︐︸︲︲︲叩︲︲︲１︲︲︲︲︲︲

一・．︒．・・垂︶一︽一面︶・吋一●・一心・一●川口町町ＪⅧ︒．Ｆ・

24参照)。
ひけつ

幸福な結婚の秘訣は，神に仕え，また夫婦が互いに
仕え合うことにあります。結婚の目標は，個人の成長

だけでなく，一致，すなわち夫婦が一つとなることに
もあるのです。一見矛盾しているように感じられるか

−エズラ革タフト互夛ざンソン大管長

もしれませんが，相手に仕えれば仕えるほど，自分自
身の霊性が高まり，情緒的にも成長することができる

精選された教え

のです｡」（｢救い−家族で取り組む事業」『聖徒の道」
1992年ll月号,4)

エズラ・タフト・ベンソン大管長

ボイド．K・パッカー長老

「わたしが皆さんにお伝えしたいと思っているのは，
家庭に愛と安らぎ，幸福を約束する，神が定められた
原則に立ち返ることについてのメッセージです。……
……夫婦は目標，望み，行動において義にかなった
形で一致し，一つとならなければなりません。
結婚は，それ自体が，神の前に取り交わされる神聖
な聖約であるという認識を持たなければなりません。

夫婦はお互いに対してだけではなく，神に対しても義
務を負っているのです。神は，この聖約を重んじる夫
婦に祝福を約束されました。

愛と信頼，平安のためには，結婚の聖約を固く守る
ことがぜひとも必要です。神ははっきりと姦通を禁じ
かんつう

ておられます。

互いに愛し合っている夫婦であれば，互いへの愛と
誠実さは必ず報いられることに気づくはずです。そし
て，この愛が，子供の情緒的な成長をはく、くんでいく
のです。家庭生活は，幸福と喜びに満ちたものでなけ
ればなりません。子供が過去を振り返るとき，心温ま
る思い出や交わりが思い浮かんでくるようでなければ

「わたしたちは，どこを見渡しても悪魔が人々に目

先の満足を追い求めさせる時代に生きています。問題

の安易な解決をはじめ，何事につけ努力を要しない方
法を求める風潮があります。

とにかく骨を折らずにいつでも快適な気持ちでいな

ければならないという思想を吹き込まれ，そうでない

と不安になる人々がいます。そしてその結果，あまり
にも頻繁にカウンセリングや精神分析，果ては薬物に
まで慰めを求めるようになるのです。

人生は試しの期間となるように計画されました。不
安も失意も落胆も失敗も，ある程度は正常なのです。
時としてほんとうに苦しい日があっても，それがし
ばらく続いても，しっかり立ってそれを直視するよう
に，教会員に教えてください。そうすれば事は解決す
るでしょう。

苦闘の人生には大きな目的があります。……

監督の皆さん，あなたのところへ来る人は皆神の子
供です。彼らに主の方法によってカウンセリングを行
ってください。自分でよく考え，それから問題につい

なりません。

て祈るように教えてください。

夫婦の関係を維持するには，ぜひとも忍耐と自制が
必要です。夫婦は，言葉を慎み，感情を抑えることを

聖文を読むことには心を落ち着かせる効果があると
いうことを覚えておいてください。今度聖文を読むと
きに，状態がどれほど落ち着くか気をつけ，それによ

学ばなければなりません。

家庭での祈り，また夫婦が二人でささげる祈りは，
皆さんのきずなを強くすることでしょう。そして，お
互いの考えや望み，意見がだんだんと一つになってい

き，やがては同じ目的，同じ目標を目指すようになる
ことでしょう。特に見解の相違や問題が生じたときに
はそうですが，導きと助けを受けられるよう，主，預
言者の教え，そして聖典に信頼を寄せてください。
逃避するのではなく，ともに難関を乗り越えるとき
にこそ，霊的な成長が得られます。今日の社会では，
こんにち

永遠の結婚生徒用手引き

る平安を感じてください。．…・・
みな

イエス・キリストの御名によって，アーメン｡」（｢主

の方法によって情緒面の問題を解決する」『聖徒の道』
1978年10月号,148)
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幸福の偉大な計画と結婚

とが一般的に行われていたときのことですが，当時十

二使徒定員会会員であったスペンサー･W･キンボー
七十人会長会

ル長老は，伝道の終了を間近に控えた一人の長老と面

ジョー･J・クリステンセン

接をする機会がありました。

｢聖徒の道」1995年7月号，

すか｡」

「長老，あなたは解任されたら，何をするつもりで
68‑71

「大学へ戻るつもりでいます｡」そして，にこにこし

ながら，こう付け加えました。「それから，できれば恋
をして，結婚したいです｡」
これに対して，キンボール長老は次のような賢明な
わたしと妻のバーバラには恵まれて6人の子供がい

ます。何年か前のことですが，その6人全員を連れて
わたしの両親のところへ出かけました。父はわたしに

向かってこう言いました。「ジョー，おまえたち夫婦も，
いよいよ終わりのないことを始めたようだな｡」
この復活祭の季節に当たり，わたしたちは全世界の
人々に対して，イエスがキリストであられ，キリスト
の聖なる神権と結び固めの権能を通して，結婚や家族

が，決して終わる必要もなく，永遠に存続できる，と
いう真理を高らかに宣言します。

今日，わたしは皆さんに，わたしたちの結婚生活に
ついて話したいと思います。これから，8つの実用的な
提案をします。できればこの提案が，現在と将来にわ
たって結婚のきずなを強めるうえで，役に立つもので

アドバイスを与えました。「それでは，祈るときには，

愛する人と結婚できるように祈るのではなく，結婚す
る人を愛せるように祈ってください｡」
自分がもっと親切で，礼儀正しく，謙遜で，忍耐強
けんそん

く，人に対して寛容であり，そして特に利己的な心を
捨てられるよう，祈ることが大切です。
はんりょ

より良い伴侶になるための妨げとなる個人的な問題
や弱点を認めるためには，祈りを通して主のみもとへ

行き，モルモン書にある次のような力強い約束の恩恵
にあずかる必要があります。「もし人がわたしのもとに
来るならば，わたしは彼らに各々の弱さを示そう。…
…もし彼らがわたしの前にへりくだり，わたしを信じ
るならば，そのとき，わたしは彼らの弱さを強さに変
えよう｡」（エテル12:27)

あってほしいと願っています。

だからこそ，祈る必要があるのです。日々ともに祈
っている夫婦で結婚生活上の重大な問題を抱えている

結婚の重要催を心に留める

例は見たことがない，と数多くの教会指導者や結婚カ
ウンセラーが語っています。何か問題が生じ，結婚生
活に危機が訪れたときには，夫婦でともに祈ることが
最も効果的な治療法である場合が性々にしてあるので

l.結婚生活で最も重要なことは何か，常に心にとどめ
ておく。ブルース･R･マッコンキー長老が天父の「偉
大な幸福の計画」（アルマ42：8）の中で，結婚の占め
る重要性について，次のように語っていますので，よ
く聞いてください。

「この世に生を受けたその瞬間から，神殿で結婚す
るその時まで，わたしたちが教えられる福音の体系と
いうものは，どの部分を取ってみても，結婚の神聖な
きずなに入るための準備と資格獲得のために備えられ
たものです。そのきずなによって，わたしたちはこの
世においても，来世においても，夫婦であり続けるこ
とができます。・・…・

この世において，家族の創造と完成以上に大切なも

のはありません｡」（｢救いと家族」『聖徒の道』1970年
11月号,309)

結婚生活の成功のために祈る

2．結婚生活がうまくいくように祈る。何年か前，まだ
中央幹部が伝道部を巡回して，全宣教師と面接するこ

す。
ばんクょ

伴侶の声に耳を傾ける
はんIうょ

3．よく耳を傾ける。時間を作って，伴侶の声に耳を傾
けてください。できれば，定期的に話を聞いてあげて
ください。率直に話し合い，伴侶としての役割をきち
んと果たしているかどうか，評価し合ってください。
ブレント・バーロー兄弟が，あるとき神権者の兄弟
たちにこんな質問をしました。「皆さんの中で，啓示を
受けたいと思っている人はどれくらいいますか｡」全員
の手が挙がりました。すると，バーロー兄弟は，「それ
では，全員帰宅したら，奥さんにどうしたら自分はも
っとよい夫になることができるか，尋ねてみてくださ
い」と，提案したのです。彼自身は，その結果につい
て，次のように語っています。「わたしも自分の提案に
従ってみました。その日の午後は，〔妻の〕スーザンと
永遠の結婚生徒用手引き
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1時間以上にもわたって，実に有益な話し合いをするこ

皮をむいて，まるでオレンジでも食べるようにして食

とができたのです｡」("ToBuildaBetterMarriage",
Ensign,1992年9月号,17)このような会話はわたし

べるからです。わたしはそんなふうにグレープフルー

たちにとって，例外なく啓示となり得るものです。

ツを食べる人を見たことも，聞いたこともありません。

若い乙女が，グレープフルーツをオレンジのように食

兄弟の皆さんの中で，奥さんからこんな言葉を聞い
たことのある人はいないでしょうか。わたしは最近，

べる夫と生涯を，いや，永遠をともに過ごすなんて，
いかにも夢のない話でした。……

妻から「ジョー，ちゃんと聞いてくれているの？」と

わたしの方で〔5つ挙げ〕終わると，今度は主人が，

言われました。わたしがちゃんと聞いているのかどう

わたしの嫌いな点を挙げる番になりました。すると，

か，疑問に思ったのは妻だけではありませんでした。

〔主人〕はこう言ったのです。『実を言うと，ぼくは君

しばらく前のことですが，わたしが昼寝をしていたと

の嫌いな点が何一つ思い浮かばないんだよ｡』

き，孫娘のアリソンがやって来て，わたしの片方のま

息が止まりそうでした。

ぶたをこじ開けると，こう言ったのです。「おじいちゃ

わたしは急いで主人に背を向けました。自分の目に

ん，そこにいるの？」わたしたちはいつも「そこに」
いて，連れ合いの呼びかけにはこたえてあげたいもの

あふれた涙が頬を伝っていく理由を，どう説明したら
いいか分からなかったからです｡」

ほお

です。

ウオルターズ姉妹は，この話を次のように結んでい

ます。「性格の不一致をとなえる夫婦の話を聞く度に，
わたしはいつも，そうした夫婦もわたしが『グレープ

あら探しを避ける

4．「いたずらにあら探しをする」ことを避ける。お互
いの欠点に対して過度に批判的にならないことです。
だれ一人として完全な者はいない，という点を忘れな

いでください。わたしたちの目標として，指導者が説
いている，キリストのような者となるためには，まだ

フルーツ症候群』と名付けた病気で苦しんでいるので

はないかと，考えています｡」（｢グレープフルーツ症候
群」『リアホナ』1999年9月号,24)

そうです。時には何も言わない方がよいこともある
のです。

まだ長い時間が必要なのです。

キンボール大管長が言っているように，「いたずらに

新婚時代の気持ちを忘れまい

はたん

あら探しを」続けていると，どんな結婚生活でも破綻
してしまいます("MarriageandDivorce",1976
DevotionalSpeechesoftheYear[プロボ:Brigham
YoungUniversityPress,1977年),148)。一般的に言
って，わたしたちは皆，自分の欠点については痛いほ
ど承知しています。だから，人からそれについて度々

言ってもらう必要はないのです。絶えず批判されたり
小言を言われたりした結果，良い方に変わったという
人はほとんどいません。注意しないと，わたしたちが
建設的な批判のつもりで言ったことが，実際には人を
落ち込ませる結果になることもあるのです。
時には，何も言わずにいた方がよい場合もあります。
ローラ・ウオルターズ姉妹は，結婚後間もないころ，
ある雑誌で，結婚のきずなを強めるには，夫婦で定期
的に率直に話し合う時間を持ち，そのとき，お互いに

気に入らない癖があれば，それを指摘するとよい，と
いう記事を読みました。彼女は，その経験を次のよう
に書いています。

「わたしたちはお互いに気に入らないことを5つず
つ指摘することにし，わたしから始めました。……わ
たしは主人に，グレープフルーツの食べ方が嫌いだと

言いました。主人は，グレープフルーツを食べるとき，
永遠の結婚生徒用手引き

5．いつまでも新婚時代の気持ちを忘れないでください。
一緒に二人だけで，何かをする時間をつくってくださ
い。家族として子供たちと一緒に過ごす時間ももちろ

ん大切ですが，それと同じように，二人だけで毎週定
期的に時間を過ごす必要もあります。きちんと時間の
調整をしておけば，「夫婦関係はとても大切なものだか
ら，それを大切に育てていこう」という両親の気持ち
を子供たちに分かってもらえるはずです。そのために
は，決意と計画と時間の調整とが必要です。

お金をかける必要はありません。一緒に時間を過ご
すことが，いちばん大切な要素なのです。
あるとき，わたしの義父が昼食を終えて再び畑に戻
ろうとしたときのことです。義母が大きな声でこう言
いました。「アルバート，戻って来てちょうだい。わた

しに『愛してるよ』って言って｡」義父は，ニヤッとす
ると，冗談めかしてこう言い返しました。「エルシー，
結婚したとき，ちゃんと『愛してる』って言ってあげ
ただろう。もし気が変わったら，すぐ､に教えるから｡」
｢愛してるよ」という言葉を言いすぎることはありませ
ん。どうぞ，毎日使ってください。
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すく癖ににめんをさいJと言う

"plasticsurgery"が使われており，プラスチック製の

6．すぐ．に「ごめんなさい」と言う。この言葉を口にす

ように家計を大幅に見直すこととを掛けている。〕

クレジットカードを切り刻むことと，形成手術をする

ることがつらいと思うことがあっても，できるだけ早

("ThingsWeHaveLearned‑Together",Ensign,

ゆる

く「すまなかった。赦してほしい」と言ってください。

たとえ，自分だけに落ち度があるわけではないときで
も，そうしてください。真実の愛を育てたいと思った

1986年6月号,30)

家庭と家族の責任を分かち合う

ら，自分の過ちや間違いを素直に進んで認める者にな

8．家庭と家族の責任を平等に果たす。ただ座っている

ることです。

だけで，何でもしてもらうのを待っているような夫に
なってはいけません。そういう夫は，生活費を稼ぎ出
すのが自分の仕事で，家事や育児は妻一人の責任だと

実際に意見の食い違いが生じたときは，よく話し合
い，解決ができればそれに越したことはありませんが，
時には沈黙の時間を守るのがいちばんよい場合もあり
ます。く．っとこらえて,10まで，あるいは100まで数え
ることが大切です。場合によっては，日が暮れても，
怒りを胸に秘めたままにしておいた方が，翌朝目が覚
めたとき，問題を落ち着いて冷静に見ることができ，
解決のチャンスが広がる場合もあるのです。

時々，こんな話を聞くことがあります。「わたしたち
は結婚して50年になりますが，今まで意見の食い違い
など一度もありません｡」もしこれが言葉どおりだとし
たら，夫婦のうちのどちらかの意見が異常に抑えつけ
られているか，それともだれかの言うように，どちら
かが真実に対して無知なのでしょう。聡明な夫婦なら
そうめい

考えています。家庭や家族を維持する責任は，一人の
ものではありません。

このように家庭のことに関しては，共同責任を負っ
ているのだということを忘れないでください。バーバ

ラとわたしは，毎朝ベッドを整えるのに，二人ですれ
ば1分もかからないことを発見しました。しかも，そ
れだけでベッドが一日中整っているのです。バーバラ
は，わたしにそういう仕事をさせるのは，それによっ
てわたしに一日中気持ち良く過ごしてほしいからだ，
と言っています。それは確かに一理あるとわたしは思
っています。

一緒に聖文を勉強する時間を取ってください。そし

収入の範囲内で生活する

て，キンボール大管長の次のような賢明な勧告に従っ
てください。「夫婦がそろって度々聖なる神殿に行き，
家庭では家族とともにひざまずいて祈り，ともに教会
の集会に出席し，自分のすべての思いと望みと愛を
伴侶に向けるために，思いにおいても肉体においても
完全に清い生活を送り，さらに王国を築くために力を

7．収入の範囲内で生活するよう努める。結婚生活で起

合わせるならば，無上の幸福を味わうことでしょう。」

必ず意見の食い違いは存在します。問題は，その解決
法をはっきりと知っているかどうかです。そして，そ
ういう努力が，幸福な結婚生活をさらに充実させるた
めの過程の一部なのです。

はんりょ

きる最も大きな問題の中には，家計の問題にかかわっ

て起きてくるものが幾つかあります。「米国法律家協会
の調査によると……離婚全体の89パーセントが，その

原因をさかのぼると，金銭に関するけんかや非難に行
き着く」のだそうです（マービン．J･アシュトン，
@$OnefortheMoney",Ensign,1975年7月号,72)｡
予算の範囲内で生活するために，進んで購入を延期し
たり，差し控えたりしてください。まず什分の一を納
め，借金はできるかぎり避けてくだきい○毎月，自分
の収入よりも50ドル少ない予算で生活するのは幸福に
通じるけれども，収入より50ドル多く使うのは悲劇に
通じる，ということを忘れないでください。はさみと
じゅうぶん

クレジットカードを取り出して，ジェフリー．R･ホラ
ンド長老が言うように，カードを切り刻む「プラスチ

ックの手術」を施さなければならない時が来たのかも
しれません。〔訳注一原文では形成外科手術の意の

(MarriageandDivorce[ソルトレーク・シティー：
DeseretBookCo.,1976年],24)
要約しましょう。

o結婚生活で最も重要なことは何か，常に心にとどめ
ておく。

・結婚生活がうまくいくように祈る。
。よく耳を傾ける。

。「いたずらにあら探しをする」ことを避ける。
。いつまでも新婚時代の気持ちを忘れない。
。すぐ、に「ごめんなさい」と言う。
・収入の範囲内で生活するよう努める。
・家庭と家族の責任を平等に果たす。

あかし

わたしはイエスがキリストであられることを証しま

す。あの3日目に墓が空になり，「アダムにあってすべ
ての人が死んでいるのと同じように，キリストにあっ
てすべての人が生かされる」(1コリント15:22)こと
永遠の結婚生徒用手引き
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を証します。イエス。キリストの回復された福音の中

「同僚と意思の疎通を図る能力は，宣教師として成

に結び固めの権能があることに感謝しつつ，わたした

功するうえで欠かせません。同僚と計画会を開いてく

ちは，かの詩人とともに，確信をもってこう申し上げ

ださい。

なｵL

ます。「我は死してさらに汝を深く愛す｡」（エリザベ
ス・パレット・ブラウニング,SoImetsfromthe
み な

PortugueSe,43番,14行）イエス・キリストの御名に
よって，アーメン。

これは，伝道活動や同僚関係，個人の生活について
話し合い，目標を設定するための集会です。……

この時間を使って，同僚間の問題を話し合い，とも
に歩み寄ることによって，それらを解消してください｡」

(pp.25‑26;stockno.PBMI4201)

意見の相違を克服する−結婚生活で一致を見

もちろん，宣教師の同僚は一緒に働くように割り当
てられたとき，多くの場合，まったく知らない人であ

いだすための公式

るか，たまたま面識のある程度の人です。ルームメー

肺 …

トもしばしば知らない人ですが，互いによく知ってい
セナ人第一定員会会員
ロバート･E・ウエルス

Ensign,1987年1月号,60‑

る友達のこともあります。しかし，十分な時間を取っ
て互いによく知り合った二人の結婚生活の場合は，う
まくいけば，より堅固な基盤の上に始めることができ
ると思います。

62

状況はどうあれ，宣教師の同僚計画会を支える基本
的な概念は，教義と聖約第6章19節に述べられていま
す。「〔同僚〕の過ちについて彼を計￨￨戒し，また彼から
二人の人が一緒に生活するときは必ず，意見の違い#もも訓戒を受けなさい。忍耐強くありなさい。まじめで
訓戒を受けなさい。忍耐強くありなさい。まじめで

があるはずです。子供のしつけ，家事，食事，家計の：あありなさい。自制しなさい。忍耐と信仰，希望，慈愛
りなさい。自制しなさい。忍耐と信仰，希望，慈愛
管理，装飾，ラジオ番組や映画の選択などのように，；を持
を持ちなさい｡」これらの概念を特に結婚生活に当ては
ちなさい｡」これらの概念を特に結婚生活に当ては
重要なことやささいなことを含め、誤解は二人の生活；めめる方法について，わたしの考えを幾つか以下に述べ
る方法について，わたしの考えを幾つか以下に述べ
たいと思います。
のほとんどすべての面で簡単に生じることがあります。：たい
と思います。

ある程度，わたしたち一人一人は過去の環境と経験；

の産物であるので，時折違いが生じるのはごく自然な：批判

ことです。都会で育った人は，田舎で育った人とは異：いかなる関係においても最も耐え難いことの一つは，
なるやり方をすることがあります。生まれた国が違え；直接的または暗示的な批判です。それにもかかわらず，
ば，物事のやり方も違ってきます。人種，教育，経済；次のようなとげとげしい言葉で妻や夫を問い詰める人
状態，宗教の違いは，日常生活のささいな事柄につい：がいます。「一体全体，どうして君はそんなことをした
て様々な違いを生み出します。また，男性と女性の考亨んだ｡」「わたしならそんなやり方はしないわ｡」「それ
え方には，当然のことながら違いがあります。#はぼくの出身地のやり方ではないぞ｡」「まったく開い
しかし，違うということは，一方が正しくて他方が；た口がふさがらないわ｡」こうした否定的で辛辣な批判
間違っているとか，一つの方法が別の方法よりも優れ1が繰り返されると，結婚生活の一致が弱まって破壊さ
ているという意味ではありません。結婚生活において；れるまで，愛のきずなは磨耗します。そして，夫婦に
一致するには，進んで歩み寄り，二人の関係を良くす！とって悲しい結果をもたらします。
るために献身し，主に頼ることが必要です。意見や習；多くの場合，批判は無防備で傷つきやすい感情を攻
慣，育った環境が異なっていても，夫と妻は「互いに1鑿します。わたしたちは批判をするとき，非難し，と
しんらつ

和合し，愛し合って結ばれた心を持」つことができるiがめ，糾弾し，異議を唱え，弾劾します。自分自身を
のです（モーサヤ18:21)。裁く立場に置いて，あたかも自分には人の失敗や弱点

現在教会では3万人以上の宣教師が世界各地で働い；を指摘する資格があるかのように振る舞うのです。
ていますが，同僚間で深刻な問題が起こることは比較：中には，辛辣な質問をすることや素早く言い返すこ
的少ないのです。その理由の一つは，すべての専任宣Iとが習慣になっている人がいます。彼らにとって，批
教師に配付される「宣教師の手引きj(Missionary;判は一種のユーモアで，人が不愉快に感じるのを見て
Handbook)に記載された優れた公式にあります。そこ；優越感を味わうのです。これは悲しむべき罪深い態度
しんらつ

には次のように記されています。jで，改めなければなりません。
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わたしがさらに提案したいことは，失敗のリストを

話し合いで解決する

作り上げるのは避けることです。この時間は，多数の
もちろん，夫婦のどのような話し合いであれ，その

不満を読み上げるよりも，記憶に頼って話す方が相手

形式には柔軟性があります。夫婦のどちらかが必要を

を思いやることができます。皆さんが決めておくとよ

感じたときにいつでも，自発的に行うことができます。

いもう一つのルールは，一度に伝える提案の数を多く

あるいは，フオローアップをするために定期的に，恐

ても2つか3つに制限することです。そうすれば，その

らく毎週，毎月，あるいは四半期ごとに，話し合う機

経験に圧倒されるようなことはないでしょう。

会を持つように計画することもできます。打ち解けた

皆さんが提案を受ける立場のとき，自分を弁護しよ

雰囲気で話し合うのを好む人もいます。ドライブをし

うとしないでください。次のように反論したくなる衝

ながら，散歩をしながら，またはデートをしながら，

動を避けましよう。「あら探しはやめてくれ。たまにし

こうした事柄について話し合うのです。もっと組織立

かないことじゃないか｡」自分が間違っている証拠を求

った方法を好む人は，開会と閉会の祈りをし，前週
(または前月）に行ったことを振り返り，今後の活動予
定を検討し，個人や夫婦の目標について話し合います。
いつどのような方法で開くとしても，話し合いの焦

めたい気持ちも抑えましよう。「いつわたしがそんなこ

点は，互いに相手の話を聞いて理解し，問題を解決し，
夫婦の間に起こっている善い事柄のために愛ある支援
を与えることにあります。

わたしは，善い事柄から始めるように提案します。
伴侶に対する感謝と祝福に対する感謝を表すことから
始めてください。皆さんが最も感謝していること，伴
侶についていちばん好きなことを話してください。具
はんりょ

体的に伝えてください。実例や出来事を詳しく告げて，
伴侶がしてくれた善いことをはっきりと説明してくだ
さい。そして，素直に感謝と愛の気持ちを伝えてくだ
さい。二人の関係は，積極的な考えや積極的な言葉，
積極的な行動によって強められていきます。
真心からの感謝と称賛の気持ちを分かち合った後，

皆さんは今こそ夫婦間の問題や欲求不満について話し
合う好機であると感じるかもしれません。そうすると
きには，パウロの次の言葉を忘れないでください。「夫
は妻にその分を果し，妻も同様に夫にその分を果すべ
きである｡｣(1コリント7:3)その話し合いの根底に
は温かい気持ち，相手への思いやり，敬意がなければ
なりません。

夫婦のどちらかが初めに次のように尋ねるとよいで
しょう。「より良い夫（または妻）になるために，わた
しは何ができますか｡」それから相手が優しい言葉で，
考えや提案を述べます。

はんりょ

皆さんが自分の気持ちを述べて，伴侶に提案をする
ときには，謙虚な気持ちで行い，決して相手を脅さな
いでください。傷つけられるのは常に自分で，罪を犯

すのは伴侶であると思い込んではなりません。また多
くの場合に，どちらが正しく，どちらが間違っている
かが問題なのではなく，単に互いの理解が問題になる
のです。

はんりょ

とを言った？」伴侶が口に出すほど重要であるなら，

それは伴侶を悩ませていることであると，悟ってくだ

さい。また，自分を犠牲者扱いするような態度は執ら
ないようにしましょう。「君は多くを求めすぎるよ」な
どと考えるのがそれに当たります。
はんりょ

伴侶から皆さんの成長を助ける提案を受けたら，次
のように答えるとよいでしょう。「あなたの言うとおり
よ。汚れた服は片付けて，寝室をもっときれいにする
わ。許してちょうだい。もし忘れることがあったら，

また言ってね。あなたの忍耐と助けに感謝するわ｡」
それから，もっと良い伴侶になるためにできること
がほかにないか尋ねて，伴侶がその場で話し合いたい
はんりょ

と思っていることを持ち出す機会を与えます。
これらのことをすべて話し終えたら，立場を換えま
はんりょ

す。今度はもう一方の伴侶が率先して，改善するため
の提案を聞く番です。

はんりよ

目的は，互いの気持ちを理解し，伴侶の視点から物
事を見詰め，問題を解決する方法について話し合うこ
とです。もう一度言いますが，多くの場合，どちらが
正しく，どちらが間違っているかが問題なのではあり
ません。問題なのはむしろ単なる習慣や生活の違いで
あることが多いのです。しかし，それらの事柄につい
て進んで話し合い，解決策を求めるならば，心からの
愛と思いやりを示すことができます。

歩み寄りが必要になることもよくあります。わたし
たちは歩み寄るときに，相手の気持ちを守り，互いの
違いを尊重します。しかし，大切な事柄は話し合って
解決するのです。

それでは，皆さんがよく考えて適用するために提案
した手順をおさらいしてみましよう。初めに互いに対
する愛と感謝を表した後，次のような話し合いに進む
とよいでしょう◎

夫がこう尋ねます。「ねえ，どうしたらもっと良い夫
になれるかな。正直に言ってほしい。どうしたら成長
永遠の結婚生徒用手引き
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そのような夫婦の話し合いにおいて，共同生活の多

できるかほんとうに知りたいんだ｡」

妻は思いやりを込めて次のような答えをするでしょ

くの細かい事柄が指摘されるのは普通のことです。中

う。「助けになることがほんの少しあるわ。例えば，あ

には非常に重要なものもあれば，つまらなく思えるも

なたは気づいていないようだけれど，最近何度か子供

のもあります。しかし，すべてが夫婦の一致のために

たちの前でわたしに反対したり，食い違う意見を言っ

大切なのです。

たりすることがあったわ。それは家庭の
中によい雰囲気を作らないし，子供たち
を混乱させてしまうの。わたしたちがも

っと一致したら，わたしたちにとっても，
子供たちにとっても，もっとよくなると
思うわ｡」

主に心を向ける

茸から言われている
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,『重要を言部です6m,リ

夫は，指摘された点について自分にほ

んとうに落ち度があったとは思えないかもしれません。

しかし，自分を守ろうとして，過去の具体例を3つ挙げ
るように求めるのは，少しもよいことではありません。

昔から言われているように，祈りは結
婚生活の重要な一部です。わたしたちは

自己弁護に陥ることなく互いに理解し合
い，問題を解決し，正しい決断に至るた

めに，主に助けを求めなければなりませ
ん。さらに大切なことは，行いや思いを変えるために

主に助けを求めることです。わたしたちが互いに心を

べきです。

和らげることができるように主に願い，自分の弱さを
誠心誠意で悔い改めるならば，主はわたしたちの思い
を変えてくださるでしょう。主はわたしたちから利己
心や狭い心，この世的な態度を取り除き，キリストの

夫はこのように言うことができます。「それはすまな
かったね。気をつけるようにするよ。もし同じような
ことが起こりそうになったら，『その問題はまだ二人で
話し合っていない』というような言葉で，合図を送っ

ような純粋な愛でわたしたちを満たしてくださいます。
主イエス・キリストを信じる信仰，悔い改め，従順な
どの真の福音の原則が結婚生活の基盤になるまでは，
いかなる話し合いもコミュニケーションも互いの違い

て助けてくれないか｡」

を真に解決することはできません。

次に妻は，夫が感受性の強い娘をボーイフレンドの
ことでからかいすぎると注意するかもしれません。あ
るいは，新年の目標として約束した毎週のデートが実
現していないことを指摘するかもしれません。
それから，妻が尋ねる番です。「あなた，わたしはど
うしたらもっとよい妻になれるかしら｡」

わたしたちが主に近づくとき，主は夫婦が互いに近
づけるように助けてくださいます。主の恵みを通して，
わたしたちはキリストのような愛とその能力，すなわ
ち次のことを行う能力を与えられるのです。「あなたは

もし妻が口に出すほど大切であると思っているなら，
夫はその行動を変えるのが大切なことであると理解す

夫は愛を込めて，妻が最近予定外の買い物を幾つか
したことを挙げて，衝動的な買い物を抑えるように励
ますかもしれません。あるいは，妻が最近読んだ記事
に油を使った料理に対する警告があったとしても，自
分はゆで卵よりも目玉焼きが好みであることに触れる
かもしれません。
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心を尽くして妻〔または夫〕を愛し，妻〔または夫〕
と結び合わなければならない。その他のものと結び合
ってはならない｡」（教義と聖約42：22）
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原則

号，26）

「組織，プログラム，手続き，方針，原則……これ
らはどれも皆重要ですが，その重要性の度合いはまっ
たく同じではありません。……

ここで言っている原則とは福音の原則，教義，啓示
として与えられているもののことです。そのような原
しっせき

あわ

則を知らないで，また正義や憐れみについて，叱責や
ゆる

赦しについて啓示として与えられていることを知らな
ーボイFpK･バヅカー十二使徒定員会会長代理

いで，どうしてあなたの裁決を必要とするそうした難
しい問題に霊感に満ちた決断を下すことができるでし
ょうか。……

精選きれた教え
エズラ・タフト・ベンソン大管長

「わたしたちは一生涯，日々の聖文の勉強を続ける

教会運営のすべての面の土台となっているものは，

福音の原則です。それは手引きの中にではなく，聖文
の中にこそ見いだせるものです。それはわたしたちに
啓示として与えられています。啓示の目的は福音の原

ようにしなければなりません。……

則を知らせることなのです。

．．…･皆さんにできる最も大切な事柄は，聖文を熱心
に読むことです。一生懸命に研究し，キリストの言葉
を味わってください。教義を学び，聖文の中に見いだ
される原則を自分のものにしてください｡」（｢神の性質」
『聖徒の道』1987年1月号,53)

手続き，プログラム，運営上の方針，組織の形態な
どはよく変更されることがあります。その時々によっ
てそれらが変更されるのはやむを得ないことですし，
少しも問題ではありません。しかし原則や教義は決し

ボイド．K・パッカー十二使徒定員会会長代理

「この啓示の中の『原則』という言葉は，非常に重
要です。原則は永続する真理，律法，規則であり，決
断をする際の指針となるものです。一般に原則は詳し
く説明されていません。皆さんが永続する真理や原則
をよりどころとして，自ら道を見いだす自由があるの

て変わることがないのです。……

．．…･確かに，わたしたちに求められていることは，
すべての末日聖徒の生活に福音の基本原則を復活させ
ることなのです。管理の職の真髄は手続きにあるので
はなく，原則の中に，教義の中にあるのです。 かぎ

です｡」（｢知恵の言葉−その原則と約束」『聖徒の道』

預言者ジョセフ・スミスはわたしたちにその鍵を与
えてくれました。彼は管理の職に関してこのように言
っています。『わたしは人々に正しい原則を教えて，
人々に自らを治めさせる｡』」（｢原則」『聖徒の道』1985

1996年7月号,21)

年11月号,13‑15)

ボイド．K・パッカー長老

ジェームズ．E・ファウスト長老

「わたしたちは教義から，行動の規範，日常生活の
問題に取り組む方法を学びます。教義の中には，失望
についても書かれているので失敗に対処する方法も学
べます｡」（｢父親と家族」『聖徒の道』1994年7月号,22）
「世の中には変えられないものがあります。教義も

この世的にも霊的にも大きな力が得られるでしょう。
主の生ける使節が教える永遠の原則に従うなら，個人
的な力が生じます｡」（「さびつかない鍵」『聖徒の道』

「この時代の神の王国の蕊を握る人々に従うなら，

1995年1月号,80)

変えることはできません。

ウィルフォード・ウッドラフ大管長は次のように語
りました。『人の子らの救いと昇栄のために啓示された
原則は，……無効にすることはできません。人がいか
に力を結集しても，それらの原則を崩すことはできま
せん。決して消滅しない原則なのです。……人が手を
下したり滅ぼしたりできるものでは〔ありません〕。』

ニール。A・マックスウェル長老

[JournalofDiscourses,第22巻,342．強調付加〕」
(｢この世から永遠にわたって」『聖徒の道』1994年1月

られたり」『聖徒の道』1993年7月号,80)

「正しい思いと行いは福音の力強く正しい種々の原
則をバランスよく守るよう導いてくれます。。…･･福音
の原則には調和が必要です。一つ一つバラバラに切り
離してしまうと，人々はそれぞれ勝手な解釈を下し，
実行するようになります｡」（｢敵する者は皆一つに集め

永遠の結婚生徒用手引き
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リチャード．G・スコット長老

ジョセフ・スミスの霊感ある言葉，「わたしは人々に

「霊的な知識を求めるには，原則を探求することで

正しい原則を教えて，人々に自らを治めさせる』は今

す。原則と，その説明のために用いられている枝葉的

でも生きています（ジョン・テーラーによる引用，

な事柄とを注意深く識別しましょう。原則は真理を凝

Mi"ennialStar,1851年11月15日付,339)。主もこの

縮したものであり，異なった状況に広く適応できるも

原則を用いられます。正しい原則は，救い主，預言者，

のです。真の原則は，最も混乱した，またどうしよう

聖文，特にモルモン書の教えの中に見つかるでしょう。

もない状況においても決定を明確なものにしてくれま

見つけるのは容易ですが，真の原則はそれが習慣と

す。集めた真理を組み立てて簡潔な原則を生み出そう

なるまでは，実行は易しくありません。過去の偏見を

と努めるのは，有意義なことです｡」（｢霊的な知識を得
る」『聖徒の道」1994年1月号，97）
「真の原則に従えば，人は必ず祝福を受けます。恐
れを知らぬポリネシア人たちは，小舟を操って何千キ
ロもある大洋を渡ります。このような離れ業は偶然に
果たせるのではなく，星の位置を見定める信頼できる

取り去る必要があるでしょう。心の秘密の部屋の中で

原則により可能になるのです。彼らは周到に準備し，
航路から外れたり船足を遅くしたりする誘惑に負けま
せん。同様に，皆さんもわたしも，啓示された真理の
正しい原則を知って，絶えず従えば，人生のいろいろ
な価値ある目標を達成できるのです。
原則は安全なハーケンです。登山家が使う鋼鉄製の
ハーケンです。彼らもそれなくしてはそそり立つ岩壁

を登ることはできません。原則は，新しい不慣れな環
境の中で自信を生む助けを与え，人生の試しの時期に
守りを与えてくれます。

主の戒めを破って引き起こされる現代のどのような
悲惨も，注意深く根気よく啓示された真理を守れば，
避けることができます。正しい原則の生産的な力によ
って，生活に喜びと満足が得られます。……

永遠の結婚生徒用手引き

つらい戦いがあり，誘惑，仲間の圧力，「適当にやれ』
という誤った誘いを克服しなければなりません。しか
し，決然と正しい原則に従えば，いざというときに必

要な人格の力が得られます。絶えず正しい原則を守っ
ていけば，魅力的でも誤った生き方を避けられるでし

ょう。正しい原則を忠実に守ると，周囲の批判ややじ
に遭うでしょう。しかし，結果はすべての犠牲に見合
う，永遠の報いが得られるでしょう。
さて，わたしが皆さんに伝えることのできるいちば
あがな
ん大切な原則はこれです。蹟い主，イエス・キリスト
を基とした生活を送ってください◎天の御父とその
あいし

愛子を生活の中で最優先しましょう。御父と御子の存
はんりょ
在は命より重く，愛する伴侶や子供たちよりも重いの
です。神の御心を皆さん自身の最も大きな望みとして
ください。そのような生活を送れば，皆さんが幸福に
なるために必要なすべてはおのずと満たされるでしょ
みこころ

う。」（｢正しい原則の力」『聖徒の道』1993年7月号，
35‑37）
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モルモンは「この国民，すなわちニーファイ人の民

高慢

は，悔い改めなければ高慢のために滅びてしまう」と
害いています（モロナイ8：27)。教義と聖約には「あ
なたがたは昔のニーファイ人のようにならないよう，

采とど.ろ．・

本来，高慢とは神の御2，を忘れ，

高慢に気をつけなさい」と書かれています（教義と聖

自分の考えに固執した

/ﾋﾐ&¥ﾐﾝi琴、Y

琴む︾︽・軸一再一・一章言︾一一二一一

物の考え労ぞ蕊1吋》f蕊熱聯
＝

約38：39)。

篝鱈鱈

二需薪悪癖職蕊泌議篇屋

みまえ

「神の御前にへりくだらをければならをい」
みこころ

本来，高慢とは神の御心を忘れ，自分の考えに固執
けんそん
した物の考え方です。高慢の反対は，謙遜，柔和，従
順（アルマ13:28参照),あるいは素直さと言うことが

器の内側を清める

できます。

回復された教会の初期に，主は二人の傑出した教会
大昔長
エズラ・タフノ＼・ベンソ＞

員に，高慢について警告をお与えになりました。一人
はオリバー・カウドリです。主は彼に「誘惑に陥るこ
とのないように，高慢に気をつけなさい」と言われま

『聖徒の道」1986年7月号,4,

した（教義と聖約23:1)。そして，もう一人エマ・ス

6−7

ミスに対しても「柔和な心を持ち続け，また高慢に気
をつけなさい」との御言葉を授けられたのです（教義
みことば

と聖約25:14)。

主はわたしたちに「あなたは心の中で高ぶってはなら

「夜回りよ 今は夜のなんどきですか｡」（イザヤ
21:11)わたしたちはこれに対して，シオンの中では，
万事がよいわけではないと答えざるを得ません。モロ
ナイの勧告のように，わたしたちは器の内部を清めな

ない」と警告しておられます（教義と聖約42：40)。ま
たモルモン書にも「神の御前にへりくだらなければな
みまえ

らない」と書かれています（モーサヤ4:10)。

終わりの時に地が火によって清められるとき，誇り
高ぶる人々はわらのようになります（3ニーフアイ25：
ければなりません（アルマ60：23参照)。まず自分自身I

から始め，次に自分の家族，最後に教会という順で進 il;教義と聖約29:9;64:24参照)。
めていく必要があります。

変化した人々

主の預言者は「良い枝が生長するに応じて悪い枝を

取り除き，良い枝が悪い枝を負かすようにしなさい」
と言っています（モルモン書ヤコブ5H66)。シオンの
社会を築くためには，シオンの民が必要であり，わた
したちはそのための備えをしなければなりません。……
高慢

ここで一つ，時間の制限を超えて考えなければなら

ない重大な問題について採り上げてみたいと思います。
高慢についてです。

聖文の中には，高慢を良いものだと害いたようなと
ころはlか所もありません。高慢はどのような場合で
も罪と見なされています。高慢と自尊心は別のもので
す。自尊心とは，神との密接な関係によって最も効果
的に築かれるものです。わたしが話したいのは，どこ
にでもある罪と言われている高慢についてです。

リーハイが見た広々とした大きな建物は，世の人々

の高慢の象徴であり，そこには数多くの人が集まって
みことぱ
，いました。まっすぐで狭い道を歩き，神の御言葉にし
っかりとつかまり，神の愛にあずかっていた人々は，
この建物にいた人々からあざけり笑われました（1ニー
iフアイ8:20,27,33;1l:25参照)。
「キリストに従う.… 謙遜な者たち」はごく少数し
｜かいません（2ニーフアイ28:14)。
けんそん

｢わたしの思いではなく，みこころ刀減るようにJ
高慢な人は神を仰ぎ見ることも，何が正しいか顧み
ることもしません。人を見下し，独善的に人のよしあ
しを言います。高慢さは，人と争う態度の中にはっき
りと表れるものです。

ルシフェルが悪魔と呼ばれるようになったゆえんは，

その高慢さにあったのではないでしょうか。悪魔は人
を自分の支配下に置こうとしましたが，キリストは御
自身のところにわたしたちを導こうとされたのです。
悪魔の望みは人間の上に立つことでした。

永遠の結婚生徒用手引き
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けんそん

キリストはその完全な生涯の中で，御自分の意志を
顧みることはなさいませんでした。御自分の思いでは

意味します。謙遜な人は，悔い改めを通して自分を変
えることができます。これは確かなことです。

みこころ

なく，御父の御心が果たされることが重要だったので

わたしたちはこれまでに，すばらしい歩みを進めて
きました。そして将来に向けてなおいっそう努力を続

す。

「わたしはこの人生で何をしたいのだろうか」とい

けていきます。それにはまず，目を覚まして奮い立ち，

う考え方は，高慢さを示すものです。その対にあるの

また道徳的に正しい生活をし，神にのろいを除いてい

が「主はわたしにこの生涯において何をするように望

ただくためにモルモン書を用い，最終的には，謙遜さ

んでおられるのだろうか」という考えです。利己的な

によって高慢を征服し，器の内側を清めなければなり

思いは神の思いとは相いれないものであり，結局神よ

ません。

けんそん

りも人を恐れることなのです。
けんそん

わたしたちにはそれができます。確かにできるので

みこころ

謙遜な人は神の御心にこたえようとします。そして

す。わたしは皆さん一人一人がそのようにすることを

神の裁きを恐れ，周りの人々が必要としている事柄に

祈っています。皆さんが現にしていること，またこれ

心を配ります。高慢な人が心にかけるのは世の賞賛で

からするすべてのことに対して神の祝福があるように

あり，謙遜な人にとっては神の賞賛こそが心の喜びで

祈っています。皆さん一人一人のうえにわたしの祝福

す。

を残したいと思います。主イエス・キリストの御名に

み な

このように言った人がいます。「高慢な者は何かを所

よって，アーメン。

有しただけでは喜ばない。人より多く持って初めて喜
ぶのである｡」主はある兄弟について次のように言われ

高ぶりを心せよ

たことがあります。「彼は抜きんでることを求めて，わ
たしの前に十分柔和になっていないので，主なるわた
しは彼を喜んでいない……｡」（教義と聖約58:41)
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蝿菫一塵蓋考一﹃幸三・霊騨ｒ王︲世

/言学毒物持ち」

高慢さという点において大きな問題を抱えていたモ

ルモン耆中の二つの民は，どちらも学問があり，富め
る人々でした（2ニーファイ28:15参照)。しかし神の

大管長
エズラ・タフト・ベンソン

『聖徒の道』1989年7月号，
4−7

＝血，

みことば

御言葉をもってすれば高'￨曼を抑えることができます
（アルマ4:19参照)。
けんそん

高慢は数多くののろいの基となり，謙遜さは豊かな
恵みをもたらします。例として主の御言葉を読んでみ
みことば

ましょう。「あなたは謙遜でありなさい。そうすれば，
主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き，あなた
の祈りに答えを与えるであろう｡」(教義と聖約112:10),
謙遜な人は「強くされ，高い所から祝福を受け，また；
折々知識を与えられる」とも書かれています（教義とI
聖約l:28)。主は「へりくだった心をもって自分の罪：

愛する兄弟姉妹の皆さん，教会の栄えある総大会で
再びお会いすることができ，うれしく思います。全世
界の献身的な教会員の愛と祈り，奉仕に心から感謝し
ています。

を告白する者たち」には藤れみ深い御方です(教義と：

モルモン書で地と自分自身の生活を洪水のごとく満
たすために努力している，忠実な聖徒の皆さんをほめ
たたえたいと思います。わたしたちは画期的な方法を
講じて，より多くのモルモン書を世に広めなければな
りません。しかし，求められているのは，それだけで
はありません。わたしたちは意を決して，この大いな

聖約61：2）。謙遜さは神の怒りをなだめることもでき

るメッセージを自分自身の生活に，ひいては地の隅々

るのです（ヒラマン11:11参照)。

に浸透させなければなりません。

器の内側を清めをければまらまい

愛する兄弟姉妹の皆さん。器の内部を清めるなら，
わたしたち自身の生活の中に，また家庭，教会の中に
変化が出てくるに違いありません。高慢から良い意味
での変化は生まれません。高慢から生じるのは，正当
化による自己弁護です。悔い改めとは，変わることを
永遠の結婚生徒用手引き

この神聖な書物は現代のわたしたちのために書かれ

ました。その聖文は自分たちに当てはめるものです(1
ニーファイ19:23参照)。

高慢という罪

教義と聖約には，モルモン書について，「ある堕落し
た民の記録」と記されています（教義と聖約20：9)。
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彼らはなぜ堕落したのでしょうか。これはモルモン害

かくます。確かにこれらは皆，高慢の罪の中に数える

の重要なメッセージの一つです。モルモンはモルモン

ことができますが，核心となるものが抜けています。
はらから

書の終わりの方の章にその答えを記しています。「この

高慢の中心を成すのは敵対心，すなわち神と同胞に

国民，すなわちニーファイ人の民は，……高慢のため

対する敵対心です。敵対心は「憎悪，敵意，反感」な

に滅びてしまう｡」（モロナイ8：27）主はさらに，わた

どを意味します。サタンは，この力によってわたした

したちがモルモン書の堕落した民から伝えられたこの

ちを支配しようとします。

重要なメッセージを見落とさないように，教義と聖約
の中で次のように警告されました。「あなたがたは昔の
ニーファイ人のようにならないよう，高慢に気をつけ
なさい｡」（教義と聖約38：39）

神への敵対心
高慢は本質的に闘争的な性質を持っています◎わた
みこころ

したちは，自分の思いを押し通して，神の御心に刃向

わたしは今からモルモン害のこのメッセージ，すな

かうことがあります。それは，「御心ではなくわたしの

わち高慢の罪とは何かについて明らかにしたいと思い

思いが成るように」と言っているのも同じことです。

ます。皆さんの信仰と祈りによる助けを心からお願い

パウロはそのような人についてこう言いました。「自分

します。このメッセージがここしばらくの間，わたし

のことを求めるだけで，キリスト・イエスのことは求

の心に重くのしかかっていました。主は今わたしにこ

めていない｡」（ピリピ2:21)

のメッセージを伝えるように望んでおられます。

神の御心に対する敵意は，欲望や欲求，激情の歯止
めを失わせてしまいます（アルマ38：12；3ニーファイ

みこころ

ﾉｰ高慢に気をつけをさい」

12:30参照)･

前世の会議において，あの「暁の子」ルシフェルが
投げ落とされたのは，その高慢さのゆえでした（2ニー

高慢な人は，自分の生活を律する神の権能を認める
ことができません（ヒラマン12:6参照)･自分なりに

ファイ24:12‑15．教義と聖約76:25‑27;モーセ4:

真理を解釈して，神の偉大な真理に挑むのです。また，
自分の能力をもって神権の力に対抗したり，自分の功
業を挙げて偉大な神の業に敵対したりするのです。
神への敵意は，反抗，かたくなな心，強情さとなっ

3も参照)。神がこの世の終わりに火で地を清められる

とき，誇り高ぶる者はわらのように焼かれますが，柔
和な人は地を受け継ぎます（3ニーフアイ12:5;25:
l;教義と聖約29:9;ジョセフ・スミスー歴史l:37;

主は教義と聖約の中で何度か，「高慢に気をつけなさ
い」と命じておられます。その中には，教会の第二の

て現れることもあれば，罪を悔い改めない，誇り高ぶ
る，すぐ、に怒る，しるしを求めるといった形で現れる
場合もあり，実に様々です。高慢な人は，神に対して，
自分の考えに同意するよう求めます。神の御心に合わ

長老であるオリバー・カウドリと，預言者の妻である

せて，自分の考えを変えるなどということは念頭にあ

エマ・スミスに対する警告もあります（教義と聖約
23:1．教義と聖約25:14;38:39も参照)。

りません。

マラキ4:1参照)。

高慢に対する神の定義

みこころ

ばらから

同胞に対する敵対心

所は一つもありません。高慢は常に罪と見なされてい
ます。ですから，世の中でこの言葉がどのように使わ
れているかは問題ではありません。わたしたちが理解
しなければならないのは，神がこの言葉をどのように
使われているかです。そうすれば聖文の言葉を理解し
て，その恩恵にあずかることができるのです（2ニーフ
ァイ4:15;モーサヤ1:3‑7;アルマ5:61参照)。
ほとんどの人は，高慢というと「自己中心｣，「うぬ

どこにでも見受けられるこの高慢という罪悪には，
もう一つ重大な要素があります。それは同胞に対する
敵対心です。わたしたちは，人よりも上に立ち，ほか
の人をおとしめようとする誘惑に毎日直面しています
（ヒラマン6：17；教義と聖約58：41参照)。
高慢な人は，自分の知性，意見，仕事，財産，才能
など，この世的な尺度をもって張り合い，すべての人
を敵に回します。C･S･ルイスはこう書いています。
「高慢な者は何かを所有しただけでは喜ばない。人より
多く持って初めて喜ぶのである。…･･･人を高慢にする
のは比較である。すなわち，自分は他よりも優れてい
るという優越感である。競争心という要素がなくなれ
ば，高慢もその姿を消すのである｡」(MereChristiani‑

ぽれ｣，「自慢｣，「尊大｣，「傲慢」などの言葉を思い浮

ty[ニューヨーク:Macmillan,1952年],109‑110)

はらから

高慢は，甚だし<誤った解釈をされている罪であり，
多くの人が無意識のうちにこの罪を犯しています（モ
ーサヤ3:11;3ニーファイ6:18参照)。聖文の中には，

義にかなった高ぶりというようなことを教えている箇

ごうまん
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ルシフェルは前世の会議で，イエス・キリストが擁

高慢な人の中には，自分の収入が生活の必要を満た

護される御父の計画に反抗して，自分の考えを押し立

しているかどうかよりも，ほかの人よりも多いかどう

てました（モーセ4:1‑3参照)。彼の願いは，すべて

かということに気を取られている人がいます。このよ

の人に勝る誉れを得ることでした（2ニーファイ24:13

うな人が望む報酬は，人より上に立つことです。これ

参照)。要するに，ルシフェルは高慢にも神をその位か

が高慢な思いのもたらす闘争心です。

ら退けようとしたのです（教義と聖約29：36；76：28
参照)。

高慢な思いにとらわれると，この世的なものに縛ら
れ，人にどう思われるかを恐れて自由を失ってしまう
みたま

高慢の紹栗
聖文には，この高慢の罪が個々の人間，あるいは民，
町，国家に悲惨な結果を及ぼした実例が数多く記録さ

ようになります。世の声は御霊のささやきよりもはる
かに大きいものです。そして，人の理論は神の啓示を

押しのけ，高慢な人は鉄の棒から離れて行くのです(1
ニーフアイ8:19‑28;ll:25;15:23‑24参照)。

れています。確かに「高ぶりは亡びに……さきだつ」
のです（筬言16：18)。ニーファイ人の国やソドムの町
を滅ぼしたのも，この高慢の罪です（モロナイ8：27；
エゼキエル16:49‑50参照)。

キリストを十字架につけたのも，この高慢でした。
パリサイ人は，御自身を神の子と主張されるイエスの

言葉に激怒しました。彼らにとってイエスのその言葉
は，自分たちの地位を危うくする大きな脅威でした。
それで彼らは，イエスの殺害を謀ったのです（ヨハネ
ll:53参照)。

サウルがダビデの敵になったのも，高慢のゆえでし
た。イスラエルの女たちが次のように歌うのを聞いて
嫉妬したのです。「サウルは千を撃ち殺し，ダビデは万
しっと

を撃ち殺した｡」（サムエル上18:7｡l8:6‑8も参照）
高慢な人は，神の裁きよりも，人にどう思われるか
を恐れます（教義と聖約3:6‑7;30:1‑2;60:2参
照)。彼らにとっては，「神にどう思われるか」よりも，
「人にどう思われるか」の方が重要なことなのです。
ノア王は預言者アビナダイを放免しようとしました

が，邪悪な祭司たちに高慢な心をかき立てられて，ア
ビナダイを火あぶりの刑にしました（モーサヤ17:
ll‑12参照)。ヘロデもバプテスマのヨハネの首を切る
ように妻から求められたときに，当惑しましたが，結
局は「列座の人たちの手前」良く見られたいという高
慢な思いから，ヨハネを殺してしまいました（マタイ
14:9．マルコ6:26も参照)。

人にどう思われるかを恐れる人は，人の賞賛を求め
て争うようになります。高慢な人は「神のほまれより

も，人のほまれを好」むのです（ヨハネ12:42‑43)。
どのような動機で行動するかによって，罪かどうかが
決まってくるのです。イエスは，「わたしは，いつも神
のみこころにかなうことをしている」と言われました

(ヨハネ8：29)。わたしたちは，人に勝ることではなく，
神の御心にかなうことをしたいという動機で，行動す
みこころ

べきではないでしょうか。

永遠の結婚生徒用手引き

高慢の現れ
人の高慢はよく目につきますが，自分自身の高慢の

罪を認めるのは非常に難しいことです。多くの人は，

高慢の罪を犯すのは金持ちや学者のように社会的地位
や権力があって，ほかの人を見下す人だと考えていま
す（2ニーファイ9：42参照)。しかし，それ以上にわ
たしたちの間に広がっている病があります。それは人

を見下すのとは逆に，自分より多くのものを持つ人を，
ねたみ心を持って見上げる高慢さです。これは，あら
探し，うわさ話，中傷，不平，収入以上の生活，そね
み，うらやみ，また，人を高める感謝の念や賞賛の言
葉の欠如，人の過ちを赦さない不寛容さ，嫉妬など
ゆる

しつと

様々な形で現れます。

不従順も本質的には，自分より上の立場にある人に

反抗するという，高慢のなせる業です。不従順な人は，
両親や神権指導者，教師，そしてついには神にまで挑
んでいきます。彼らは，自分の上にだれかが立つこと

を嫌います。それによって自分の立場が低くされると
考えるのです。

利己心は，高慢がさらに一般的な形を取って現れた
ものです。うぬぼれ，自己憐燗，この世的な願望の実
現，自己満足，利己主義などの根底にあるのは，「それ
れんぴん

は自分の得になるのか，損になるのか」という考え方
です。

高慢の行き着く結果として，利益と世の誉れと権力
を求めて作られた秘密結社を挙げることができます
(ヒラマン7：5；エテル8:9,16,22‑23;モーセ5:
31参照)。高慢の罪の実である秘密結社は，ヤレド人と
ニーファイ人の文明を崩壊させました。そしてほかに

も多くの国の堕落の原因となり，それは今後も続いて
いくことでしょう（エテル8:18‑25参照)。

高慢はもう一つ，争いという形でも現れます。論争，
けんか，不義な支配，世代の断絶，離婚，伴侶への虐
待，暴動，騒乱，これらはすべて高慢の範晴に加えら
はんりょ

はんちゅう
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れるべきものです。

約38：27；105：2−4；モーセ7:18参照)。

みたま

家庭内の争いは主の御霊を遠ざけます。また，家族
の多くを遠ざける結果にもなります。争いの範囲は，

高慢の代価

憎しみの言葉から，果ては世界的な紛争にまで及びま

高慢の罪が自分の生活や家族，教会に，これまで何

す。聖文には「高ぶりはただ争いを生じる」とありま

をもたらしてきたか，また今何をもたらしているか考

す（筬言13:10．筬言28:25も参照)。

えてください。

聖文には，高慢な人は容易に怒り，恨みを抱くと書

また悔い改めがもたらすものを考えてください。高

かれています(1ニーファイ16:1‑3参照)｡そして，

慢な思いで，罪の告白と悪い行いを捨て去るのを拒ま

ゆる

相手に責任を負わせたまま赦しを与えず，自分の傷つ
いた気持ちだけを正当化しようとします。

高慢な人は，勧告や矯正を容易に受け入れません

ないかぎり，わたしたちは生活を変え，夫婦のきずな

を保ち，家庭を強めることができます（教義と聖約
58：43参照)。

(筬言15:10;アモス5:10参照)。彼らは自分の弱点や

心を傷つけられて教会に来ていない多くの人々につ

失敗を正当化し，合理化するため自己弁護に終始しま

いて考えてみてください。彼らは高慢な思いのために，

す（マタイ3：9；ヨハネ6：32‑59参照)。高慢な人は，
自分に価値があるかどうかの判断を世の人々に求めま
す。彼らの自尊心は，世の人から自分がどれほど成功
していると思われているかということによって左右さ

人の過ちを赦すことができず，主の祝福を十分に受け

ゆる

ることができないでいるのです。

高慢を取り除けば伝道に出られる大勢の若い男性や
夫婦について考えてください。彼らは高慢のために，

れます。また，業績や才能，美しさ，知性などにおい

自分の思いを神に従わせることができません（アルマ

て，自分より劣る人が多いほど，その分自分の価値が
高いと感じるのです。高慢は醜いものです。高慢な思
いにとらわれている人はこう言います。「あなたの失敗

10:6;ヒラマン3:34‑35参照)。

はわたしの成功です｡」
みこころ

もし神を愛し，御心を行い，人の裁きより神の裁き
を恐れるなら，わたしたちは自尊心を持つことができ
るようになります。

/ 破滅をもたらす罪̲／

高慢は，確かに破滅をもたらす罪です。人の成長を
制限し，止めてしまいます（アルマ12:10‑11参照)。
高慢な人は，なかなか教えを聞こうとしません(1ニー
フアイ15:3,7‑ll参照)。心を入れ替えて真理を受け
入れようとしません。自分が間違っていることを認め
たくないからです。

高慢はあらゆる人間関係に悪影響を及ぼします。そ
しもべ

の影響は，神とその僕，夫と妻，親と子，雇用者と従
業員，教師と生徒，そしてすべての人間関係に及びま
す。高慢の度合いは，神や兄弟姉妹に対してどのよう

高慢な思いのままに様々なことを追い求めて時間を
浪費するよりも，死者のために働くことの方が大切で
す。それが理解されれば，神殿活動がどれほど活発に
なるか考えてみてください。

至る所に見受けられる罪

高慢は様々なときに，様々な強さで，すべての人に
影響を与えます。さて，これで皆さんは，リーハイが
夢で見た，人々の高慢を表す建物がなぜ大きくて広々
としていたのか，理解できたのではないでしょうか。
またなぜ大勢の人々がそこへ入って行ったのかも，分
かったと思います(1ニーファイ8:26,33;ll:35‑
36参照)。

高慢は至る所に見受けられる罪であり，大きな悪で
す。そうです。高慢は世を覆っている大きな悪なので
す
。
けんそん

謙遜一高慢の治療薬
けんそん

な態度を執るかによって測られます。キリストはどこ
にいても，人々を高めようとされました。わたしたち
もそれと同じ気持ちを持っているでしょうか。

高慢の治療薬は謙遜です。柔和と従順です（アルマ
7：23参照)。「打ち砕かれた心と悔いる霊」です（3ニ

高慢は，自分が神の子供であり，すべての人と兄弟
姉妹であるという意識を消し去ります。また「富」や
｢学問の機会」の多少に応じてわたしたちを分け，階級

詩篇34:18;イザヤ57:15;66:2参照)。ルドヤー

に区別します（3ニーファイ6:12参照)。高￨曼な人に
一致は不可能です。わたしたちは一つとならなければ
主のものではありません（モーサヤ18:21;教義と聖

ーファイ9:20;12:19;教義と聖約20:37;59:8;

ド・キプリングは次のように書いています。
けんそう

F喧喫と叫び声がやみ

司令官や王は世を去っても
いにしえの主の犠牲と，

へりくだり悔いる心は残る。
永遠の結婚生徒用手引き
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万軍の主なる神よ，我らとともにおりたまえ。

罪を告白して，悪を捨て，神によって生まれる人は，

あがな

我らが主の犠牲と償いを忘れぬために｡̲／

("GodofOurFathers,KnownofOld",「賛美歌』
〔英文〕80番）

自分の選びによってへりくだることができます（教義
と聖約58：43；モーサヤ27：25−26；アルマ5:7‑14,

49参照)。
みこころ

そして，神を愛し，自分の思いを神の御心に服従さ

へりくだる道を選ぶ

せ，神を第一にした生活を築き上げることによって，

けんそん

神は謙遜な民を求めておられます。わたしたちは自

ら進んでへりくだることもできれば，強制されてへり
くだることもできます。アルマは言いました。「やむを

得ずへりくだるのではなく，自らへりくだる人々は幸

わたしたちは進んでへりくだることができるのです（3

ニーフアイ1l:11;13:33;モロナイ10:32参照)。
自分からへりくだる道を選びましょう。わたしたち
にはそれができます。確かにできるのです。

いである｡」（アルマ32:16)

自分からへりくだる道を選びましよう。

シオンの大きをつまずきの石
あがな

わたしたちは，兄弟姉妹に対する憎しみを克服し，

愛する兄弟姉妹の皆さん。わたしたちはシオンを贈

彼らを自分自身のように尊び，また自分以上に尊重す

うために備えなければなりません。預言者ジヨセフ・

ることによって，進んでへりくだることができます

スミスの時代にシオンの建設を妨げたのは，本質的に

(教義と聖約38:24;81:5;84:106参照)｡
勧告と懲らしめを受け入れる人は，自分の意志で
けんそん
謙遜になる道を選べます（モルモン書ヤコブ4:10;ヒ

高慢の罪でした。ニーファイ人の中で行われていた奉
献制度を終わらせたのも，高慢の罪でした（4ニーフ

ラマン15:3;教義と聖約63:55;101:4‑5;108:

高慢はシオンの大きなつまずきの石です。もう一度
言います。高慢はシオンの大きなつまずきの石です。
わたしたちは高慢を克服して器の内側を清めなけれ
ばなりません（アルマ6：2−4；マタイ23：25‑26参

1;124:61,84;136:31;筬言9:8参照)｡
ゆる

わたしたちは，自分を傷つけた人を赦すことにより，
進んでへりくだる方を選ぶことができます（3ニーファ
イ13:11,14;教義と聖約64:10参照)。
また，無私の奉仕を行うことによっても，進んでへ

りくだることができますけ
（モ
ーサヤ2:16‑17参照)。
ん そ ん み こ と ば の
伝道に出て，人を謙遜にする神の御言葉を宣く伝え
るなら，自分からへりくだる道を選ぶことができます
(アルマ4:19;31:5;48:20参照)｡
もっと頻繁に神殿に参入することにより，自らへり
くだることができます。

永遠の結婚生徒用手引き

アイl:24‑25参照)。

照
)
。
みたま

「聖なる御霊の勧めに従い｣，高慢な「生まれながら
けんそん

の人」を捨て，「子供のように従順で，柔和で，謙遜」
になるのです（モーサヤ3:19．アルマ13:28も参照)。
皆さんがそれを行い，さらに前進して，神聖な使命
を果たすことができますように，イエス・キリストの
みな

御名により祈ります。アーメン。
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サタンの誘惑と
生まれながらの人
まず利己的な生まれをがらの人を垂

捨でまけえば■勝利ば淳ち海蚤せ'だ：
‑一言;二一〃･}ⅢA"｣記;ﾙヅﾘ￨クズ;ヴヱル長老

たちを自分の側に引きずり込もうとしているサタンの

よこしまな熱意は，天の御父がわたしたちを永遠の天
国へ引き寄せようとされている熱意に劣らないのであ
ゆる

る｡」（『赦しの奇跡』25）
ジェフリー．R・ホランド長老

「堕落の過程において多くのことが起こり，アダム

とエバの肉体に様々な変化が生じました。その一つと

して，彼らは「生まれながらの状態』になったのです。
アダムとエバが陥ったこの生まれながらの世界では，

精選された教え

それまでの朽ちることのない骨肉の体が，朽ちやすい

要素である血によって生かされる体に変わりました。
ブリガム・ヤング大管長

「悪魔は体と霊の両方を支配する力を持っていると
考える人がたくさんいます。しかし悪魔は，人の中に
ある霊が悪霊に屈服して体に支配されないかぎり，人
に対して何の力も持たないことを伝えたいと思います。
主が肉の幕屋に入れられる霊は全能の主の指揮下にあ

ります。しかし霊が幕屋を得て昇栄するように，霊と
体は結合しています。そして霊は体に影響され，体は

しかし，そのような肉体の変化よりもはるかに重要な
のは，霊に対する誘惑や脅しでした。堕落によって，
神から霊的および肉体的に切り離された状態がもたら
されました。人類は神のもとから切り離されて，アダ
ムとエバがエデンの園で享受していた神との直接の交
みたま

わりを失ったのです。その結果，人類は聖なる御霊か
ら遠く離れて，義にかなった事柄の多くにあまり反応
しなくなりました。……

初めに霊は清く，主の特別な統御下にあって主の影

この〔生まれながらの人の〕教義は救いの計画の基
本であるので，また非常に誤解されやすいものなので，

響を受けていました。しかし体は地のものであって，

わたしたちは次のことに注意しなければなりません。

霊に影響されるのです。

悪魔の力に支配されており，地を覆う堕落の強力な感
化を受けています。霊が体に屈すれば，悪魔がその人
の体と霊を征服する力を持ち，その人は体と霊の双方
を
失
い
ま
す
｡
」
(
D
i
S
c
o
u
r
s
e
s
o
f
B
I
f
g
f
l
a
m
Y
O
u
n
g
,
6
9
‑
7
0
)
「わたしたちは生まれながらの両親の生まれながらの
息子，娘であり，霊においては光の御父の生まれながら
の子供であり，御父の王国の生まれながらの相続人です。
わたしたちは罪悪を行うとき，自らの内にある真理の
みたま

御霊のささやきに逆らってそうするのです。神の最も
高貴な業である人は，その創造において，永遠に存在
するように計画され，そのためにあらゆる善を愛する
気持ちがその本性に組み込まれていました◎人が生まれ
ながらに罪悪を愛し，行うことなど，一度も計画されま
せんでした｡｣(JOurnalofDiscourses,第9巻,305)
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

本書123−127ページの「わたしたちの神聖な責任」
を参照。

すなわち，『生まれながらの』悪という表現は，決して
『本質的に』悪であることを意味するのではないのです。
この二つの間には重大な違いがあります。すべての死
すべき男女は，神の霊の息子や娘として，神聖な起源

と神聖な行く末とを持っています。教義と聖約第93章
38節から39節に教えられているように，すべての男女
と子供の霊は『初めに罪がなかった』のです。しかし，

堕落の結果，彼らは今や『生まれながらの』（堕落した）
世界にいて，そこでは悪魔が『光．．…･を取り去』り，
人間の世俗的な性質を含め，生まれながらの幾つかの

要素が訓練や抑制，精錬を必要としているのです。ま
るで神への道に沿って進歩成長するための次のステッ

プとして，自然のままの肉体的および霊的な要素，す
なわち『生まれながらの』資質が男女に与えられてい
るかのようです。これらの資質は自由奔放に用いるべ

きでなく，（ある意味で「生まれながらの」川や「生ま
れながらの」滝に対するのと同様,）その力と可能性が
正しい方向に向いてより多くの実りと恵みをもたらす
ように，制御，調節を加えながら利用すべきものなの

スペンサー。W・キンボール長老

です。

「サタンは間違いなく一個の存在である。しかし，
わたしたちと同じような肉体は持っていない。わたし

未熟で制御されていない可能性を持っているので，今

生まれながらの人は，新しくすばらしくても，まだ

永遠の結婚生徒用手引き
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、ゲ，7こま

なおわたしたちを高きに導いてくれる聖なる御霊に

薄れゆく礼節

｢服従」しなければなりません。……わたしたちの心の
底からの願い，前世で切望したことは，その起源にお

大管長

いても神聖なものとされ，わたしたちの魂に深く刻み

ゴートゃン

込まれています。「初めに罪がない』というこだまは今
でも鳴り響き，悪しき者を捨てる光は今なお輝いてい

るのです。わたしたちの心は，実に，その清さのゆえ
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に，肉欲的でみだらで邪悪なものよりも，霊的で神聖

4月お日

なものを願うことができるのです。もしそうでなけれ
ば，わたしたちは絶望的な状態に陥って，真の選択と

いう概念はいつまでも危険にさらされるでしょう。わ

この世の教育が意図するのは，世界経済の大市場に

たしたちは父なる神をほめたたえます。真の受け継ぎ

おいて皆さんに有利な機会を与えることです。皆さん

を神から与えられているからです。また，その永遠の

はほとんどの場合，社会が皆さんの技術に与える評価
に応じて報酬を受けます。

影響力に服従することにより，わたしたちを神から切
り離した敵を打ち負かし，これらの生まれながらの

しかし，皆さんが以前に聞いたように，ブリガム・

賜物をのろいでなく，祝福に変えることができるから
です｡」(ChristandtheNewCovenant,205‑207)

ヤング大学で習得する教育には別の一面があって然る

たまもの

しか

べきであり，また，なければならないのです。長年に
わたって大学の理事長を務めてきたデビッド･0･マツ

メリル･J・ベイトマン長老

ケイ大管長は，かつて次のように述べました。

「聖文には，男と女は神の『かたちに……かたどっ

て」創造されたと記されています（創世1：26−27；ア
ブラハム4：27‑28)。男と女はともに神の属性を内に
秘めていて，神聖な召しを成し遂げるときに祝福を受
けます。使徒ペテロとベニヤミン王が教えているよう
に，わたしたちは聖霊の助けによりキリストの贈罪を
通して神聖な特質にあずかるのです（2ペテロl:3‑
8；モーサヤ3:19参照)。天の両親から受け継いだ神聖
しょくざい

みたま

な種と，御霊の実との類似性に注目すると，興味深い
ものがあります（ガラテヤ5:21‑22;2ペテロl:3‑

8参照)。「光は光に｣，御霊は霊に結びつくのですから，
聖霊の光の部分によってわたしたちは生かされ，わた
したちの内にある神聖な種は芽吹いて花を咲かせます

(教義と聖約88：29，40参照)。光の程度と属性が花開
く度合いは，男と女がどれだけ自分の激情を制し，
神聖な原則に従順であるかによって決まるのです｡」
(
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J・リチャード・クラーク長老

「時代を問わず，悪の力は家族を攻撃してきました。
なぜサタンはそれほど執勘に家族を攻撃するのでしょ
うか。そこには，サタンが欲しくても得られないすべ
てのものがあるからです。サタンは夫や父親や祖父に
なれません。子孫を持つことも永遠にできません。神
のみもとから連れ出した人々を自分のものにすること
もできません。永遠の王国も，受け継ぎもないのです｡」
(｢私たちの親類家族」『聖徒の道j1989年7月号,61)
しつよう

永遠の結婚生徒用手引

「真の教育とは，単に科学，歴史，文学，芸術など
の限られた知識を習得するだけではなく，人格を形成
していくことです。真の教育とは，体を汚れのない清
い状態に保って健康を維持したいという願望を呼び覚

ますことです。真の教育とは，克己心と自制心を養う
ことです。真の教育とは，怒りを抑えて感情を制し，
社会の規律と道徳律に従うことを生活の信条にするこ
とです。それは理性を養い，すべての人の永遠の御父
である生ける神を信じる信仰を教え込むことなので
す｡」(ConibrenceReport,1928年4月,102)
皆さんの多くは学校で，文明の発達を年代順に学び
ました。それは実に驚くべき叙事詩であり，人々が互
いに尊敬と関心を示し合いながら地域社会で生活する
ときに，何世紀にもわたって社会が発展してきたこと
を表しています。これは文明に押された刻印です。そ
れにもかかわらず，わたしたちは時々，実際にどれだ
け進歩したのだろうかと思うことがあります。間もな
く終わろうとしているこの20世紀に，わたしたちは人
類の歴史上，ほかのいかなる世紀よりも多くの戦争や
殺裁，苦しみを見てきました。．．…･礼節や互いへの敬
意は，人々が民族の違いを理由に殺し合うときに消え
さつI）〈

うせてしまったようです。

礼節は以前にも増して家庭の周辺でも失われつつあ
ることが明らかです。礼節は人間関係において多くの
事柄を包含しています。礼節が存在すると，「礼儀」や

｢行儀作法」というような言葉で描写されます。しかし，
わたしたちの周りのどこを見ても，正反対のものが目

サタンの誘惑と生まれながらの人169

に入るのです。…

．

、える文化と，質の高い人生とを大切に思

それはすさまじいものであり，恐怖感礼節はわたししたちの
たちの

う人と見なされるでしょう。わたしたち

を抱かせます。とどのつまり，その苦痛裟活に鱈きめJを与
めJを与はこの世界の一員であり，磨かなければ
どんよく

はほとんどすべて，人間の負欲，抑制のえてくれるものです。
'ので式<すんだままの素材に，落ちついた光を
い味，与える存在なのです◎
ない激情そして人の権利に対する完全それはよい味，
い礼
礼儀
儀作
作救い主は群衆に次のように話されまし
な無視に起因すると考えられます。言いよい態麓よい
換 え れ ば ， 礼 節 の 欠 如 で す 。 あ る 作 家 は 法 に つ い てご
語語
るる た 。 「 あ な た が た は ， 地 の 塩 で あ る 。 も
次のように述べています。「礼節のある

ノー塩/をので説
で説し塩のききめがなくなったら，何によっ
〃てその味が取りもどされようか。もはや，

共同体とは，洗練された文化が存在する

社会であると考えるかもしれないが，必ずしもそうで

なんの役にも立たず，ただ外に捨てられて，人々にふ

はない。何よりも重要なのは，大多数の人々が公共の

みつけられるだけである｡」（マタイ5:13)

福利のために利己的な本能を抑制する社会なのであ

礼節はわたしたちの生活に「ききめ」を与えてくれ

る｡」(RoyalBankLert"1995年5‑6月号）彼はさら

るものです。それはよい味，よい態度，よい礼儀作法

にこう続けています。「最近，メディアは粗野な行為を

について語る「塩」なのです。

一つの芸術形式に引き上げてしまった。現代の映画で

礼節は黄金律が具体的な形で現れたものと言えます。

人気のあるヒーローは，だれであれじゃまする者をあ
ざけりけなすために，いわれのない非難を浴びせる。
無礼な行為が明らかに，売れ行きのよい日用品になっ

｢だから，何事でも人々からしてほしいと望むことは，
人々にもそのとおりにせよ｡」（マタイ7:12)

ているのである。テレビの喜劇番組は下品な笑いにお

｢激しい気性を抑える」

ぼれ，舞台に立つコメディアンは観衆に対する侮辱を
芸の基本にし，トークショーの司会者は参加者に毒々
しい言葉を発し，ゲストにぶしつけな質問をすること
により富と名声を手にしている｡」（同上）
ここで話されていることはすべて，決して上品とは
言えません。礼儀でもありません。礼節でもありませ
ん。むしろそれは無作法であり，無礼であり，人の感
情や権利に対するまったくの無神経さです。
現代の多くの言葉には，その問題があります。学校
や職場には，低俗で汚れた悪い言葉が氾濫しています。
わたしは皆さん一人一人がそのような言葉を克服する
はんらん

ように願っています。皆さんは今や，この偉大な大学
ご い

の卒業生です。皆さんは，語彙がとても貧弱なために，

自分の気持ちを表現するのに言葉の溝に落ち込むよう
なイメージを人に与えてはなりません。そのような洗
練されていない会話には，多くの不敬な言葉が使われ
ます。これも礼節に欠けているしるしです。主の御手
は石の板に次のように書き記しました。「あなたは，あ
なたの神，主の名を，みだりに唱えてはならない。主
は，み名をみだりに唱えるものを，罰しないでは置か
み て

ないであろう｡」（出エジプト20：7）

だらしのない言葉には，だらしのない行いが伴いま

す。わたしが信じたいのは，皆さんが在学中に，自然
科学や人文科学，法律，工学，芸術などの学問以上の
ものを習得してきたということです。そして，この神
聖な場所から洗練されたものを携えて行くことです。
それによって皆さんは，世俗的な世界に輝きを増し加I

第一副管長
ゴードン･B･ヒンクレー

灘

『聖徒の道』1992年1月号，
58−60

もう1枚の手紙を読みたいと思います。その人は次

のように書いています。「わたしの夫は善良な人で，多
くのすばらしい特質と人格を備えています。しかし，
その反面，どこかに横暴な性格を潜めています。とも
すると彼の激しい気性が燃え上がり，彼の内にあるあ
らゆる醜さを感じさせるのです。

ヒンクレー副管長，…･･･女性を肉体のうえで，また言
葉のうえで虐待するのは許せないことであり，決して
受け入れられないことであり，意見の相違に対処する
方法としては最低の方法であることを兄弟たちが心に
留めるようにしていただけないでしょうか。特に，虐
待する人が神権者の場合は，嘆かわしいことだと思う
のです｡」

教会内の結婚の多くは幸せなものであり、そのような
結婚では夫と妻がともに安らぎと愛を感じ，お互いを
信頼し，重荷を平等に分担するという気持ちがあるの
ではないでしょうか。そのような家庭の子供たちは，
少なくともそのほとんどが，平安と安心感を抱き，お
永遠の結婚生徒用手引き
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互いに愛し合っている両親から自分も愛′、供たちは，大切に育てられ，愛され，父

され，大事にされていると感じながら，怒ったときに口から鍔親が母親を愛しているという実感を祝福
しんらっ

成長していくのだと思います。しかし，

てくる辛辣で卑劣を言として与えられるのです。そのような環

兄弟の皆さん，わたしが今語っているこ葉が残す傷娩一体ど境にあって，子供たちは平安と力，そし
ととは相反する考えの人が大勢いることれほど深い苦蒲を人にて安全を見いだすことになります。子供
も確かなのです。与えるのでしょうか。たちは自分の父親を見ているうちに女性
怒っ た と き に 口 か ら 出 て く る 辛 辣 で 卑 そ れは計り知ることに対する尊敬の念をはぐくんでいくので
劣な言葉が残す傷は，一体どれほど深い
ができません。す。そして，後々の悲劇を避けるための
しんらつ

苦痛を人に与えるのでしょうか。それは、ノカとなる自己抑制や自己鍛練を身に付け
計り知ることができません。何をさせてもそつのないIていくのです。

男性が，何か小さなこと，それもほとんどの場合まつ！時は流れていきます。子供たちも，最終的には，一

たく取るに足りないようなことで平静を失い，抑制が；人，また一人と家を去っていきます。父親と母親は，
利かなくなって怒りに身を任せることがありますが,i再び二人だけになるのです。しかし，二人はお互いに
このような光景を目にするのは実に嘆かわしいことで；話をし，信頼し，成長し，励ましと祝福を与え合うこ
す。どのような結婚生活においても，もちろん様々な』とができます。人生の秋が到来し，満足と喜びを胸に
意見の相違は付き物です。しかし，だからといってさ：過去を振り返る時がやって来ます。二人は生涯にわた
さいなことでかんしゃくを起こすような気の短さを正；って伴侶に対する忠節を守り通してきたのです。お互
はんりょ3

当化することはできないのです。｜いに敬意を表し，礼儀を尽くしてきました。どことな
筬言の作者はこう言っています。「憤りはむごく，怒く円熟して，丸みを帯びた柔和な雰囲気，清められた

りははげしい……｡」（筬言27：4）｜人と人とのつながりを感じさせる雰囲気，そのような
激しい気性は実に恐ろしく，人の心を傷つけるもの：ものが漂っています。死がいつ訪れても不思議でなく，
です。悲しいことにこのような気性には何の良いとこどちらか一方が先に死に，しばしの間，あるいは長い

ろもありません。ただ憎しみと反抗心と苦悩で，害悪；間，別々に暮らすことになる，と悟ります。しかし，
を増大させるだけです。わたしの話を聞いている男性，；このことも知っているのです。すなわち，二人の夫婦
青少年の皆さんの中に，自分の舌がなかなかコントロ；関係は永遠に続く神権の権能によって結び固められて
一ルできないという人がいれば，自分の弱点を克服す；おり，祝福を受けるにふさわしい生活を送ったのだか

ることができるように主に嘆願してみてください。ま；ら，きっとすばらしい再会が自分たちを待っている，

た自分が傷つけてしまった人々に謝罪し，自分の舌を：と。

制する力を養ってください。：神権者の皆さん，これこそまさに天の御父の送られ
ここにいる少年の皆さん，今この時，人格形成の時；るような生活です。これこそまさに主の指し示される

代に自分の性格に気を配るようにしてください。ヘイ：：道なのです。主が，預言者の口を通してそのように教
卜兄弟が言ったように，今こそ自分自身を訓練する能；えられたのです。

力を養う時です｡怒りに燃え，主の純を汚す言葉を；この道を歩むには努力が必要です。自己抑制が必要

口にすることを男らしいことだと思っている人がいるiです。自己犠牲も必要です。また，ほんとうの意味で
かもしれませんが,それは間違いです｡それは弱さのIの愛がなければなりません｡純の福利と幸福に心か
表れにすぎません。怒りは力の表れではなく，自分のIらの関心を示す愛が求められるのです。どの人にとつ
思いや，言葉，感情を抑制できないことの表れなので；てもこれよりすばらしいことは望めないでしょう。皆
す。怒ることは簡単です。怒りに支配された人は理性：さん一人一人のうえにこのような祝福が注がれますよ
の力を失ってしまいます。自己訓練という大きな力をうに，イエスキリストの雄により祈ります。アー
自分の中に養ってください。．．….!メン。

幸せを結婚の美しさ

若い男性と女性が，主の宮の中でともに聖壇の前に
ひざまずき，この世においても永遠にわたってもお互
いの愛と忠誠を誓い，二人の生活を始める光景は何と

も美しいものです。このような男女の家に生まれた子
永遠の結婚生徒用手引き
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｢肉欲に従うことをすてて」

一人の心が利己心に満ちた結果生じたのです。こうし

た状態に追い込まれれば，現代の人々の心が恐怖と不
十二使徒定員会会員
ニール．A･マックスウェル

安におののくのは当然のことです（ルカ21:26;教義
と聖約45：26参照)。忠実な人々でさえ幾らか胸騒ぎを
覚えずにはおられません。

塞雲︾

｢聖徒の道」1991年1月号，
15‑17

善良な人々の中にも利己心は幾らか存在します。ジ
ェーン・オーステインの作品に登場するエリザベスは

こう語っています。「わたしの行いは理想と違って現実
にはいつも利己的なものだったわ。」(Prideand

Preiudice[ニューヨーク:AirmontBooks,1962年],58)
利己心の危険性

預言者たちは，過度な自意識である利己心の危険性
を何度となく警告してきました。際限のない自己満足
と自己崇拝との間の距離は思ったよりも短いのです。

利己心が高じると，神への反逆となります。預言者サ
ムエルはこう警告しました。「強情は偶像礼拝の罪に等
しい……｡」（サムエル上15:23)

利己心は決してありきたりの問題ではありません。
あらゆる重大な罪を引き起こす原因となるからです。

また，一瞬にして十戒を破るようにわたしたちを誘う
からです。

自己中心的な人は，自分の目的を達成するためなら

簡単にうそをつきます。両親に対しては，敬うよりも
無視するようになります。また簡単に物を盗みます。
自分の欲求を満たすことが最大の関心事になるからで

す。また，物をむさぼるようになります。欲しい物は
何でも手に入れないと気が済まなくなるからです。
利己的な人は簡単に性的な罪を犯します。快楽を得
ることだけが目的で，そのためにはほかの人を残酷な

方法で利用することもいとわないのです。安息日も簡
単に破られます。どの日もみな同じになってしまうか
らです。利己的な人はよく偽りを言います。彼らにと
って，真実はそれほど大切なものではないからです。
このように，利己的な人は神ではなく自分自身を喜
ばせようと努めます。自分の欲望を満たすためには聖
約をも破るのです。

利己的な人にはほかの人の苦しみを真剣に思いやる
時間がありません。それゆえ大勢の人の愛が冷えるの
です（マタイ24:12;教義と聖約45:27;モーセ6:27
参照)｡

末日はノアの時代と同じように，重大な罪がはびこ
る時代です。聖典によれば，ノアの時代の社会は「神
の前に乱れて，暴虐が地に満ち」ていました（創世6：
11．モーセ8:28参照)。堕落と暴力。よく耳にする言
葉ではありませんか。こうした恐ろしい状態は，一人

利己的な人は「わたし」という代名訶をよく使いたが

ります。「わたし」という代名詞をよく使う人は，「わ
たしたち」という代名詞を使う人よりひざまずくこと
が少ないのです。

また，利己的な人は，あまりにも自己中心的なので，
ほかの人が称賛に値し，それを必要としているときで
も，無視する傾向があります。称賛の言葉を与えるよ
ひぼう
りもむしろ，誹誇中傷に躍起となるぐらいです。

身に覚えがあると思いますが，わたしたち自身の中
にも様々な形を取った利己心が見られます。受ける資
格のない称賛を受けたり要求したりすること，実際以
上に自分をよく見せようとすること，人の失敗を喜ぶ
こと，人の成功を恨むこと，個人的に問題を解決する

よりも公の場で自分の正当性を証明しようとすること，
｢人の言葉に付け込んで」（2ニーフアイ28：8）利益を
得ること。これらはすべて，「自分」にとってどのよう
な利益があるかを第一に考えるところから生じるもの
と言えます。この考え方は高速道路上で行く手を遮る
障害物をどう処理するかというわたしたちの態度によ
く似ています。いらいらしながら運転していても，結
局は皆，じゃまものをよけて通るだけで，だれ一人停
車してまで片付けようとはしません。片付けても自分
にとって何の得にもならないからです。

預言者ジョセフは次のように断言しました。「人間は
生来利己的，野心的で，常に他に抜きんでようとする｡」
(TheWordsof〃sephSmith,アンドリュー･F･エ
ハット，リンドン･W･クック共編〔プロボ:Brigham
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利己心の塊であったサウルは，「たとい，自分では小
さいと思っても」（サムエル上15:17)という預言者の
言葉で，もっと謙遜だった過去を振り返らなければな
けんそん

りませんでした。

イエスか示された柔和の接鍵

利己心はしばしば，かたくなな心となって現れます
永遠の結婚生徒用手引き

172サタンの誘惑と生まれながらの人

｢かたくなな心」は，それがなければ最高の状態に到達

を知っている。それだから，社交というものがあれほ

することもできた優秀な人物をもつまずかせます（ダ

ど私たちを疲れさせる……｡」（『海からの贈物」吉田健

ニエル5：20参照)。最も優れた人にもよく欠けている

一訳，新潮社，29）

ものが「一つ」あります。それは柔和な心です。「キリ

このように，利己心はそのままにしておくと神から

ストの思い」を模範とした「喜んで事に従う精神」を

授けられたすべての特質，すなわち，愛や慈善，忍耐，

抱くのでなく，「かたくなな心」を持つようになると，

親切，寛容，善意，優しさなどを伸ばす道をかたくな

勧告を受け入れず，高い地位や権力を求めるようにな

に阻むようになります。こうした特質の柔らかな芽が，

るのです（歴代上28:9;lコリント2:16;教義と聖

鋭い利己心によって切り取られてしまうのです。兄弟

約64：34)。「すべてよりも英知が優れている」（アブラ

姉妹の皆さん，それに反して，福音の聖約はどれ一つ

ハム3：19）イエスは，同時にまたすべての人よりも柔

取ってみても，利己心をわたしたちから切り取らない

和なのです。

ものはありません。

イエスは何事も，人知れず，また無条件で祭壇にさ
しよくざい

しかし，ある人にとってそれは厳しい戦いです。わ

さげました。あの驚くべき贈罪の前後に，主はこう宣
言されたのです。「栄光はとこしえにあなたのものであ

たしたちは多かれ少なかれこの戦いに苦しんでいます。
問題は「利己心を乗り越えるためにどのように戦って
いるか」ということです。少しずつでも利己心を捨て
ようとしていますか。あるいは，生まれながらの人で

りますように｡」（教義と聖約19:19．モーセ4:2も参
照）イエスは驚くほどの能力の持ち主でありながら，
｢御子の御心は御父の御心にのみ込まれてしま」ったの
です（モーサヤ15:7・ヨハネ6:38も参照)。高慢でか
たくなな心の持ち主には，このようなことはできませ
みこころ

ん。

肉欲を捨てる

かたくなな利己心のために，善良な人々も家畜や少
しの砂地や牛乳のクリームなどのこの世的な物のため
に争うことがあります。これらはすべて，主が言われ

た「一滴のしずくにすぎないものをむさぼって，もっ
と重要なことをなおざりにする」ために起こるのです
（教義と聖約117:8)。また，近視眼的な利己心は,1

杯のスープのために貴重な生得権を売り渡したり，30
枚の銀貨をかけがえのない財産のように誇大視したり
してしまいます。物欲が高じると，わたしたちは「わ
たしにとって財産とは何であろうか」と言われた主を
忘れてしまうのです（教義と聖約117:4)。
これが，本来利己的である人間が肉欲を捨てるとい
う意味なのです（モーサヤ3:19参照)。わたしたちが
これほどまでに疲れるのは，事実，そのような不必要
な重荷を背負うからです。この重荷のためにわたした
ちはクリスチャンとしての務めを果たせなくなり，利
己心が高じて針の穴をくぐれなくなってしまうのです。
アン・モロー・リンドバーグはこう書いています。

｢私はいろいなことに就いて，今までのように気を造わ
なくなっている。……自尊心というものに悩まされな
くなったのである。．…･･私は交際上の偽善ということ
も捨て始めているのである。そしてそれでどれほど私
の気が楽になることだろう。私は，生きて行く上で一
番疲れることの一つは，体面を繕うことだということ
永遠の結婚生徒用手引き

あることから抜け出せずに，それが自分の性質の一部
となってしまっていないでしょうか。「いったい，父に
訓練されない子があるだろうか」（へブル12:7)と記
されているように，主はわたしたちがこの利己心を捨
てられるようにいろいろと教えてくださっています。
霊的を見方の重要魅
しょくざい

回復された聖典は，わたしたちがキリストの蹟罪を
通していかに赦されるかについて多くのことを告げて
あわ
います。蹟罪によって最終的に「憐れみは正義に打ち
勝〔つ〕」のです（アルマ34:15)。わたしたちは将来
に対する確実な希望があります。それは，生まれなが
らの人を捨ててさらに聖徒としてふさわしくなるため
に必要な信仰をはく．くむことができるという希望です。
さらに，神の計画の中心である蹟罪がすでに行われ
たことから，残りの計画のすべてが最終的には達成さ
れることをわたしたちは知っています。神は確かに御
ゆる

しょくざい

自身の業を成し遂げる力を持っておられるのです（2ニ
ーファイ27：20‑21参照)。人類家族のために創世の前
から作られた計画の中で，神は死すべき人間の犯す過
ちに対処するあらゆる方法を備えられました。主の目
的は，人の選択の自由を損なうことなくすべて達成さ
れるのです。さらに言えば，主の目的は主がお定めに
なった時に果たされるのです（教義と聖約64：32参照)。
しかしながら，すでに示されたこうした霊的な物の
見方が与えられなかったとしたら，わたしたちの態度
は随分変わっていたことでしょう。人は神の計画の存
在を認めなくなると，利己心が政治や経済の制度を変
え，人生を痛みのない，快楽に満ちたものにしてしま
います。そして心得違いをしている人々は収入の範囲
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を超える生活をして自分たちより後の世代にその負債

生まれながらの人は確かに神の敵です。なぜなら生
まれながらの人は神の大切な子供たちを永遠の真実の

を払わせようとするのです。

また隣人を同じ神の子だと思わなくなれば，隣人の

幸福から遠ざけてしまうからです。完全な幸福を得る
には，キリストに頼る者にならなければなりません。

財産に対して十分配慮しなくなります。

基本的な道徳の基準が失われると，すぐ、に寛容が放
縦に変わってしまいます。

家族や地域の一員であるとの神聖な意識が薄れると，
人々は自分の町のことを大切に考えなくなります。

十戒の第7の戒めがないがしろにされると，現在の

キリストに頼る人
キリストに頼る柔和な人はよく人を褒め，自分を抑
たまもの

えます。そのような人は，異言の賜物を行使するのと

同じように沈黙することも大切であることを理解して

おうか

ような性を躯歌する時代が訪れます。それは肉欲をあ
がめ，刺激的な音楽によって盛り上がるこの世の宗教
です。その教義は利己心です。現在のみを信じ，未来
はありません。その儀式は感覚を中心としたものです。
しかし皮肉にも，信奉者はだんだん感覚が鈍くなり，
ついにはまったく「無感覚」になってしまいます（エ

います。

キリストに頼る人は「容易に勧告に従い」ますが，

利己的な人は従いません。キリストは，ほかにもっと

大切なことがあるからと言って困っている人々を無視
するようなことは決してされませんでした。さらに，
キリストに頼る人は人が見ていようがいまいが，いつ

も同じです。神が一つの標準しかお持ちにならないの

ペソ4:19;モロナイ9:20)。

に，わたしたちは二つの標準を持つことはできません◎
このように，利己心は様々な形を取りながらゆっく
キリストに頼る人はおごり高ぶることなく召しを尊
りと，しかし着実に自己を滅ぼしていくのです。
んで大いなるものとします。生まれながらの人は「わ
利己的な行為を一つ一つ重ねるごとに，人を気遣う
たしを拝みなさい｣，「あなたの栄光を下
心が次第に失われ，だんだんと孤独にな
り，人間関係が狭くなっていきます。こ
主はわたしたちがこの
うして人は，自己の存在を確かめるため
利己心を捨てられるよ
になおいっそう感覚的な満足を求めるよ

うになります。愛情の欠如に対して自己
憐燗でいつぱいになり，その表れ方は人
により様々ですが，最終的には罪を犯す
れんびん

うにいろいろと教えて
くださっています。

ようになるのです。

利己心の高まりは，肉欲に満ちた人が自分の欲望を
満たそうとする姿となって現れます。要求をする人は
多くいます。でもそれに伴う義務を果たそうとする人
がいるでしょうか。要求する人は多くいますが，与え
る人はどこにいるのでしょう。また，話す人は多くい
ますが，耳を傾ける人は少ないのです。無視され，年
老いていく親が多くなる中で，世話をしようとする息
子や娘の数は減っています。そうであってはなりませ
ん。

勝利者となる
いのり

悪霊は「祈と断食」によらなければ追い出すことが
できないとイエスは言われました（マタイ17:21)。
｢生まれながらの人」を捨てるのもそう簡単にできるこ
とではありません。

主はこの心の戦いについて，「勝利者となる」ことを
求めるように言われました（教義と聖約10：5)。しか
し，まず利己的な生まれながらの人を「捨て」なけれ
ば，「勝利は得られ」ないのです。

らだたない」のです(1コリント13:5)｡
どんよく
生まれながらの人の心は負欲に満ちていますが，キリ
ストに頼る人は「自分の利益を求め」ません（1コリン
ト13:5)。生まれながらの人はこの世の快楽を拒むこ
とはめったにありませんが，キリストに頼る人は「一

切の欲を抑え」ようとします（アルマ38:12参照)。
生まれながらの人は称賛や富を求めますが，キリス

トに頼る人はそのようなものは「しずく」のようなも
のだと知っています（教義と聖約117:8)。人間の歴史
の中で最も予期せぬ出来事は，己をむなしくし，聖約
を守り，人のことを第一に考える人が最後には御父の
持っておられるすべてを得ることです（教義と聖約
84：38)。

自分の体は自分のものではまい

利己心の中でも，最後まで表面には出ないものの強
固なよりどころとなっているのは，自分の体は「自分
のもの」だという考えです。もちろんわたしたちには
選択の自由があり，自分の責任は自分で取るべきです。
そうです。個人の問題です。しかし，「キリストのみも
永遠の結婚生徒用手引き
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とに来る」ことを選んだ人は，自分の体は「自分のも

ある晴れた日，

の」でなく，主のものであることがすぐに分かります。

あなたは驚くだろう。

わたしたちは各自の才能とこの世で過ごす時間とわた

あなたの光は

したち自身を主に奉献するのです。したがって，かた

どの星よりも強く輝き，

くなに自己を「保持しようとすること」と，神にすべ

永遠を照らし出すからである｡」

てをささげることには明らかな違いがあるのです。古

[.$OnaClearDay,"アラン・ジェイ・ラーナー，

い自己にしがみつくことは自立ではありません。放縦

(ChappellandCo"1965年)]

です。
み な

利己心を捨てる祝福

イエス・キリストの御名により，アーメン

泓坤ｒ御搾り
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エルの父母とならなければなりません｡」(Confer‑ence

産児制限

Report,1942年10月,11‑12)

地上と天における最蒋的な宝は
豆 一

三 1 託 一ごﾇ

■■EJ子供と子孫である｡〃■『;■f¥!"
う一一ダリン･H･ヌオークス長老

ジョセフ．F・スミス大管長

「家庭の幸福と国家の繁栄の基は，母性にあります。

神は母性に関して，男と女にきわめて神聖な義務を課
しておられます。そしてそれらの義務を無視するなら

ば，例外なく神の不興を招くことになります。lテモテ

2:13‑15には次のように書かれています。『アダムが

精選された教え

さきに造られ，それからエバが造られた･･･…｡」彼女は

子を産むことなしに救われることができるでしょうか。
家族一世界への宣言

もし神によって宣言されている必要条件を故意に無視

「わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会の大
管長会と十二使徒評議会は，男女の間の結婚は神によ
って定められたものであり，家族は神の子供たちの永
遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すもので

するならば，彼女は実際に恐ろしい危険を冒すことに

あることを，厳粛に宣言します。……

「子供の誕生が制限されることなく，子供がこのう
えない喜びをもって迎えられ，親となる義務は永遠の

神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは，彼ら
が夫婦として親になる能力を持つことに関連したもの
でした。わたしたちは宣言します。すなわち，増えよ，
地に満ちよ，という神の子供たちに対する神の戒めは

今なお有効です。またわたしたちは宣言します。生殖
の神聖な力は，法律に基づいて結婚した夫婦である男
女の間においてのみ用いるべきです。

わたしたちは宣言します。この世に命をもたらす手
段は，神によって定められたものです◎わたしたちは
断言します。命は神聖であり，神の永遠の計画の中で
重要なものです｡」（『聖徒の道』1998年10月号,24)

大管長会一ヒーバー・』・グラント,J・ルーベン・ク
ラーク・ジュニア，デビッド。O・マッケイ

「教会の大管長会としてわたしたちに授けられた権
能を通して，民に警告します。……

なるのです｡｣(GoSpe/Doctrine,288‑289)
デビッド．O・マッケイ大管長

創造主と共同で果たす務めであると考えている家庭に
おいて，愛はその最も甘い幸福と最も神聖な完成を実
現します。

しかしこのすべてにおいて，母親の健康が守られる

べきです。妻としての務めの領域にあっては，女性が
主権を握るべきです｡｣(GoSpe/Ideals,469)
ジヨセフ・フイールデイング・スミス大管長

「家族は，この世と永遠にわたって最も大切な組織
です。この世にいるわたしたちの目的は，自分たちで
永遠の家族単位を作り上げることです。あなたの家庭
生活にとって，神殿での結び固めの祝福と，日の栄え
の結婚に関連して交わした聖約を守ること以上に大切
なものはありません｡」（｢聖徒と世の人々への勧告」
『聖徒の道』1972年12月号,536‑537)

主はアダムとエバへの最初の戒めの中で『ふえよ，

地に満ちよ』と言われました◎主はこの戒めを現代に
も繰り返されました。この結婚聖約の永遠性という原
則を，この最後の神権時代に再び明らかにされたので
す。……

主はアダムに授けられた『ふえよ，地に満ちよ』と

いう戒めに従うことが，すべての夫婦に与えられた義
務であると言われました。肉の幕屋を受けることを待
つ選ばれた霊の軍勢が地上に来て，神の大いなる計画
の下に進み行き，完全な者となるためです。肉の幕屋
がなければ，彼らは神が定められた行く末に到達でき
ないからです。このように，すべての夫婦は，聖なる
永遠の聖約の下に生まれた子供たちにとって，イスラ

スペンサー。W・キンボール大管長

「明日わたしがあなたがたを永遠にわたって結ぶ言
葉を口にするとき，わたしは主がエデンの園であのハ
ンサムな青年とその愛らしい花嫁に言われたのと同じ
感動的な言葉を述べることになります。『生めよ，ふえ
よ，地に満ちよ｡』……

あなたがたがやって来たのは，完全で不滅となる力
を持った死すべき体を自ら得るためであり，あなたが
たは自分がほかの霊たちに肉体を提供するために神と
協力して働くことを理解していました。。…･･ですから
あなたがたは親としての務めを先延ばししてはいけま
せん。合理主義者たちはあなたがたに向かって先延ば
永遠の結婚生徒用手引き
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しする理由を無数に並べ立てるでしょう。もちろん，

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

家族を持てば学位の取得や財政的なスタートはもっと

「わたしは，末日聖徒の女性がたどる唯一の道は

難しくなるでしょうが，あなたがたのような強さなら

『家にいて子供を産む』ことだという，人を迷わす主張

困難な障害に直面してもくじけることはないでしょう。

に憤りを感じます。これは巧妙な表現ですが，間違っ

主の意図されたような家族を持ってください。もちろ

ています。もちろん，わたしたちは子供を持つことを

ん費用がかかりますが，あなたがたは道を見いだすで

大切にしています。主はわたしたちに，子孫によって

しょう。それにまた，世の仕事を頑張って続けていく

喜びが得られるように『ふえよ，地に満ちよ』と告げ

のは，責任と苦難の中で育った子供であることが多い

られました。善い家庭で育つ幸せな子供たちは，ほか

のですc｣("JohnandMary,BeginningLifeTogether,"

の何よりも大きな喜びをもたらしてくれます。しかし，

NewEra,1975年6月号,8)

主は子供の数を指定してはおられませんし，教会もし

「結婚生活における至上の幸福は，ある主要な要因

ていません。それは夫婦と主に託された神聖な事柄で

によって相当に左右されます。−子供を産み育てる，

す。教会の公式声明には次のように記されています。

という要因です。あまりにも多くの若い人々が，もっ

『妻は子供をもうけるだけでなく，子供の成長過程を通

と自分たちが安定するまで，兵役期間が終わるまで，
学位を取得するまで，職業がもっと明確になるまで，
負債を支払うまで，またはもっと都合が良くなるまで
結婚をしない，あるいは子供をもうけないと決意して
います。彼らは最初の戒めが『生めよ，ふえよ，地に
満ちよ，地を従わせよ』（創世l:28)であることを忘
れています。ですから新婦は仕事を続け，夫はそれを

励まし，妊娠を防ぐ、ために避妊具が用いられます。
親戚や友人，母親さえもが若い新婚夫婦に産児制限を
奨励することがあります。言い訳は多々ありますが，
ほとんどは説得力のないものです。妻が丈夫でない，
家計的に今以上の人数を養えない，あるいは医師や病
しんせき

院にかかる費用やその他の付随的な費用が高すぎる，
社交的な生活が妨げられる，二人分の給料が得られな
くなる。そして正常でない生活の仕方が子供の出産を
妨げているのです。教会は家族を非常に大きく制限し
ている方策を是認することも大目に見ることもできま
せ
ん
｡
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ハワード。W・ハンター大管長
はんりょ

「イスラエルの母親という，皆さんの伴侶が持つ特
別な天与の役割，つまり子供をもうけ，育てるという
すばらしい能力を，尊重してください。わたしたちに
は子孫をもうけ，増やし，地に満たし，彼らを光と真
理のうちに養い育てるという，神の戒めが授けられて
います（モーセ2：28；教義と聖約93:40参照)。皆さ
んは愛ある伴侶として，一緒に子供たちの世話をしま
す。家を整え，家事を務める妻を手伝ってください。
二人で力を合わせて，子供を教え，しつけ，訓練して

ください｡」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒の道』1995
年1月号，58）

永遠の結婚生徒用手引き

じて世話をするという，より重い責任を負っている。

したがって夫はそうした妻を思いやり，妻が健康と体

力を保てるように助けなければならない。結婚した男
女は，夫婦関係のあらゆる面において，自制を心掛け
るべきである。また，夫婦へのチャレンジに立ち向か
い，福音の教えに従って子供を育てる際に，主からの
霊感を求めるべきである。』(GeneralHandbookof
Instructions[1983年],77)｣(Cornerstonesofa
HappyHome,6)

メルビン・』・バラード長老

「教会の聖文に，末日聖徒が神の言葉として受け入
れている一つの聖句があります。『人の不死不滅と永遠

の命をもたらすこと，これが神の栄光である｡』（モー
セl:39参照）この言葉を少々変えてこう言うこともで
きるでしょう◎神の息子，娘に肉体を与え，待ち受け
る御父の子らにこの世での命をもたらすこと，これが

男性と女性の栄光である。……女性の最も大いなる使
命は，正しい結婚をして，待っている霊たち，すなわ
ちこの死すべき世に住むことを心から願っている御父
の霊の子供たちに生命を与えることです。男性および

女性にもたらされ得るすべての誉れと栄光も，神の息
子，娘の母親となるという女性の第一の重要な義務と
使命を果たした女性に与えられる高き誉れ，永遠の光
栄，幸福に比べれば，薄れてしまいそうなかすかな光
にすぎません｡」（ヒンクレー,SermonsandMYSsion‑
aryServicesofMelvin.IBa"ard,203‑204)

エズラ・タフト・ベンソン長老

「人に与えられた最初の戒めは，増えよ，地に満ち
よというものでした。その戒めは変更されたことも，
修正されたことも，取り消されたこともありません。
主はもし都合がよければ，あるいはもし裕福であるな
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らば，あるいは学校教育を終えたなら，あるいは地に

音に則した家族計画ノというようなものはないのでし

平和があるならば，あるいは子供を4人持つまでは，

ょうか｡J

増え，地に満ちるようにとは言われませんでした。聖

活発で忠実な末日聖徒の女性から，わたしの専門外

書には次のように述べられています。『見よ，子供たち

ではありますが，このような質問をよく受けます。こ

は神から賜わった嗣業であり，……矢の満ちた矢筒を

れは，出産可能な年代にあるほとんどの夫婦が幾度と

持つ人はさいわいである｡』（詩篇127:3,5)神が栄光

なく自問してきた事柄かもしれません。そこで，この

を得ておられるのは，無数の子供たちと，彼らの完成

基本的な問題に適用できる原則と心構えについて，わ

のためのプログラムを持っておられるためであると，

たしの考えを述べてみたいと思います。

わたしたちは信じています。ですから神は，多くの子

わたしたちは幸いにも，救いの計画の基本的な事柄

孫を持ち，義のうちに育てようと努力した夫婦に栄光

について教えられています。すなわち，人がこの地上

をお与えになることでしょう。」(ConferenceReport,

に来たのは，完成に向かって進歩成長し，試しを受け

1969年4月,12)

るためです。その過程で結婚し，天父の霊の子供たち

に肉体を与えるのです。これが基本となる教えです。

めに与えられただけでなく，いちばん重要なものでし

この真理に照らして考えてみると，子供をもうけ，家
族を持つことは祝福であって，わたしたちの霊的な義
務でもあるということが分かります。わたしはこの教
会の前向きな考え方をうれしく思います。わたしたち
の目標として積極的な良い面が強調されていることに，

た。神の霊の子供たちにとってこの世に誕生して，死

深い感銘を覚えます。

ダリン。H・オークス長老

「地上で最初の男性と女性に，主は言われました。

『生めよ，増えよ，･･･…｡』（モーセ2：28．創世l:
28；アブラハム4：28も参照）この戒めは，いちばん初

すべき肉体を受け，永遠の命を目指して成長する機会
を得るのは絶対に必要なことなのです。だからこそサ
タンは，神の計画を妨害するに当たって，生命を創造
する力にかかわるあらゆる事柄を重点的に攻撃してく
るのです。……

幸福を与える偉大な計画について知っているので，

末日聖徒は，子供をもうけ育てることについて明確な
考えを持っています。

子供を，家計を助ける働き手と見なしたり，親の老
後の保証にすぎないと考えたりした時代や地域があり
ました。このような抑圧に憤りを感じていながら，同
じような態度を執って神の霊の子供たちの福利を平気
で親の慰安や都合の犠牲にする人々が，わたしたちの
周りにいます。

救い主は地上にではなく，天に宝を蓄えるように教
えられました（マタイ6:19‑21参照)。幸福を与える
偉大な計画の究極的な目的から考えると，地上と天に
おける最終的な宝は子供と子孫であると，わたしは考
えています｡」（｢人に幸福を与える偉大な計画」「聖徒
の道』1994年1月号,81,83‑84参照）
質疑応答
ホーマー・エルズヮース博士

『聖徒の道』IMO年6月号,3‑5参照
「健康上の理由がないかぎり，わたしたちはできる

だけ多くの子供を年取っても産むべきでしょうか。『福

わたしは救いの計画の中の最も基本的な原則が選択

の自由であると知って感謝しています。選択の自由を
行使することは非常に重要なことなので，天の御父は
すべての霊の子供から選択の権利を奪うよりは，3分の
1の霊から特権を取り上げる方をよしとされました。選
択の自由の原則は，この試しの生涯を正しく送るため
に欠くことのできないものです。わたしたちは人生の

中でいろいろな決定を下しますが，教会の手引きや集
会，あるいは聖文に，「イエスかノーか」という形で答
えが出ていない，原則の応用を求められる場合が随所
に見られます。

わたしたちの成長は，選択の余地ある事柄を熟考し，
慎重に事態を研究し，主からの霊感を求めるときに，
その結果としてもたらされるのです。これが福音の計
画の核心であると思います。主から霊感を受ける預言
者は，神の教えを述べるとき，各個人の選択の自由が
尊重されるという普遍的な計画を侵したりはしません。
むしろ，かなり選択の自由が認められる緩やかな指針
を与えます。

ここで，すでに亡くなったある大管長が流産した自
分の娘を病院に見舞ったときの話を紹介しましょう。
彼女には8人の子供があり，年齢も40歳を越えてい
ました。そこで彼女はこう尋ねました。「お父さん，も
う子供を産むのをやめてもいいかしら｡」すると大管長
は答えて言いました。「それはわたしに尋ねることでは
ない。おまえとおまえの夫と，天の御父とで決めるこ
とだよ。おまえたち夫婦が心安らかに御父とお会いし
永遠の結婚生徒用手引き

178産児制限

て，自分たちは最善を尽くしました，一生懸命に努力
しましたと言えるなら，やめるのもいいだろう。しか
し，それはあくまでも，おまえたち夫婦と御父との間

生活における愛のきずなを強め，夫婦の一致を促す強
い力を生じます。これは夫婦に与えられた神の正しい
たまもの

賜物です。使徒パウロは次のように述べています。

のことなんだよ。わたしには，御父にお会いしたとき

「妻は自分のからだを自由にすることはできない。

にお話ししなければならない自分の問題だけで精いっ

それができるのは夫である。夫も同様に自分のからだ

ぱいだからね｡」この話から明らかなように，子供を産

を自由にすることはできない｡それができるのは妻で

む時期やその人数について，またこれに類するあらゆ

ある｡」パウロはさらに続けています。「互いに離れて

る問題と疑問について決定を下すときは，その前に夫

はいけない。ただし，合意のうえで断食と祈りに専心

婦でよく話し合い，祈ることが必要です。

するために，しばらく相別れ，それからまた一緒にな

わたしたちがどのような特殊な状況下に置かれよう

ることは差し支えない。そうでないと，自制力のない

とも，正しい決定を下そうとするときに必ず役立つ基

のに乗じて，サタンがあなたがたを誘惑するかもしれ

本的な物差しとなるものがあります｡それは「利己的

ない｡｣(1コリント7:4;ジヨセフ・スミス訳lコリ

ではないだろうか」と問うてみることです。わたしは，
ほとんどの罪は利己心から生じると考えています。
じゅうぶん

ント7：5）結婚生活における禁欲は不必要な誘惑や緊

什分の一を納めないのは，利己心があるからです。
姦淫を犯すのは，利己心があるからです。不正直なの
は，利己心があるからです。聖文の中で，主は利己心
のある人々を何度も懲らしめておられます。
かんいん

したがって，家族の問題に関しても，自己中心的な

張感をもたらす，とパウロは述べています。
したがって，子供の数や出産の間隔，またこれに類

する問題については，夫婦が正義に基づいて熱心に話

し合い，主からの霊感を求めたうえで決定を下すべき
です。預言者は賢明な勧告を与えてきたと思います。

預言者は，夫婦に対して，母胎の健康を十分考盧した
うえで慎重に計画を立てるようにと勧めています。大

考えや物質欲から子供の数を制限しようとする人は，
利己心の上に自分の人格を築き上げていると言えます。
聖文が明らかにしているように，これは日の栄えの王
国を受け継ぐ､人の特質ではありません。わたしたちは

管長会のこの勧告を無視したり，知らずにいたり，誤
解したりすると，思わぬ悲劇を招くことになりかねま

自らの心をよく分析して，何が自分をそうした行動へ
駆り立てるのか突き止める必要があります。時には浅
薄な動機や口実がその原因となっていることもあるで

7人の子供を持つある夫婦の話を紹介しましょう。
妻は高血圧で，医者からこれ以上の妊娠は非常に危険
なので避けるように勧告されていました。しかし，こ

しょう。

の夫婦は地元の神権指導者から受けた教えを，いかな
る状況にあろうとも避妊は行うべきではないという意
味に解していました。その結果，彼女は8番目の子供

しかし，その一方で，幾つかの重要な観点から問題
を検討することも恐れてはなりません。父親や母親の

肉体的および精神的健康，子供の基本的な必要を満た
す両親の能力，その他様々な角度から検討を加えるこ
とが必要です。夫婦がよく祈り，何らかの個人的な理
由によりすぐ．に子供を産むのは賢明でないと判断した
としましよう。この場合，医学的あるいは肉体的な影
響を度外視すれば，子供を産むのをある期間延ばすの
に，どんな方法を用いようと大した違いはありません。
もちろん禁欲も一つの方法です。しかしこれには他の
方法と同様に副作用があります。時には夫婦の関係に
害を及ぼすことさえあるのです。

医者であるわたしは，精神衛生面で問題のある患者
を時々治療します。彼らの症状は実生活の様々な面と
深くかかわっていますが，そのような治療に携わるた
びに感銘を新たにすることがあります。それは，過去
および現代の預言者が，子供をもうけることが結婚の
唯一の目的であるとは決して教えていないということ
です。預言者の教えによれば，肉体的な交わりは結婚
永遠の結婚生徒用手引き

せん。

を出産中に脳いっ血で亡くなりました。

このほかいろいろな人とお会いして事情を聴く度に，
わたしは『教会指導総合手引き』(GeneralHandbook
ofIIIstructrOns)に記されている大管長会の言葉，すな
わち母親の健康と家族の福利を熟考しなさいという勧

告に鼓舞されます。わたしは現役の婦人科医として，
また末日聖徒の家庭を見守る者として34年間働いてき
ましたが，その問に，肉体的な健康だけでなく情緒的
な健康にも目を向けることが大切であるという教訓を
得ました。夫婦の中には，感情的な起伏や落ち込みが
ほとんどなく，大勢の子供を持つことに伴う圧力に容
易に耐えられる人々がいます。また，家族や友人から

多くの助けを受けている夫婦もいます。つまり，同じ
望みを持ち，同じ意欲を持っていても，夫婦によって
個人差があるのです。こうした責任に加えて，さらに
両親には子供を養育する義務が課せられています。も
ちろん，ぜいたくな生活をしたいという理由から子供
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の数を制限するのは正しくありません。ぜいたくには，

に類する問題について考えるときは，「生めよ，ふえよ，

正当な理由がありません。霊感された人は，ぜいたく

地に満ちよ」（創世l:28)という主の戒めに従おうと

か，そうでないかは，即座に見分けることができると

する意欲を持つべきです。天父が期待しておられるこ

思います。

とは，その過程においてわたしたちが選択の自由を行

要するに，夫婦は最も大切な事柄をささいなことの

使して，自分自身と家族のために賢明な方針を打ち立

ためにおろそかにしてはならないのです。何が最も大

てることです。それに必要な知恵は，研究と祈りによ

切かを判断する場合は，行為そのものだけでなく，動

り，また心の中にささやきかける静かな細い声に聞き

機に対しても責任を問われると，わたしは信じていま

従うことにより得られるのです。

す。したがって，子供の数や出産の間隔，その他これ

永遠の結婚生徒用手引き
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ブルース．R・マッコンキー長老

慈愛

「信心と完全のすべての属性に勝って最も熱心に追
求すべき属性は慈愛です。慈愛は愛以上のものです。

慈愛とは永遠の愛,完全凌愛であり，

ご:ﾐ永遠に続くf幸』
i堰;童…
lj認リス』卜の純粋凌愛のごとである。

愛よりもはるかに勝っています。慈愛とは永遠の愛，
完全な愛であり，永遠に続くキリストの純粋な愛のこ

とです。慈愛は義の中核を成すものであるため，慈愛
のある人は自分と自分の周囲の人々の永遠の福利以外
には，何の目的も望みも持ちません。（2ニーファイ

一一ブルース･R･マッコンキー長老

26：30；モロナイ7:47;8:25‑26)｣(Mormon
Doctrine,121)

精選された教え

Iジョセフ･B・ワースリン長老

！「すなわち慈愛とは，救い主がわたしたちすべての
聖句ガイド

！ためにしてくださったように，自分の関心や必要は二

「慈愛キリストの純粋な愛（モロナイ7：47)。キ Iの次にして，ほかの人の関心と必要を満たそうとする
リストが人の子らに対して抱いておられる愛，また人
ことなのです。使徒パウロは，信仰と希望と愛につい
の子らが互いに抱くべき愛（2ニーファイ26:30;33:

て述べ，『このうちで最も大いなるものは，愛である」
；と言っています(lコリント13:13)。またモロナイは，
最も気高く，尊く，しかも強い愛｡」（｢聖句ガイド」 ：『あなたがたに慈愛がなければ，あなたがたは決して神
114)
，の王国に救われない」と記しています（モロナイ10：
7−9；エテル12:33‑34)。単なる愛慕の情ではなく，

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「ペテロが〔2ペテロ1章の中で〕説明しているよう
に，神の性質を一つ一つ増し加えることが，永遠の命
へと導く知識を得る鍵となります｡」（｢神の性質」「聖

!21)。わたしは自分を捨てて奉仕することが福音の重要
：な要素だと思っています｡」（｢回復されたイエス・キリ
；ストの福音の実」「聖徒の道』1992年1月号,18)

かき･

徒の道』1987年1月号,54)

闘連聖句
マタイ5：46；1コリント13：13；コロサイ3：
12‑15;1ペテロ4:8;2ニーファイ26:30;アル

マービン・』・アシュトン長老

「ほんとうの慈愛は，相手に何を与えたかではなく，
自分がどのような特質を身に付けたかによって計られ
ます。この慈愛という徳が心に植えられると，二度と
元の自分に戻ることはありません。〔批判や言葉による
虐待〕など考えるのも嫌になります。
恐らく最も大いなる慈愛は，互いに親切にし，人を

裁いたり，格付けをしたりせず，相手の言動を良い方
向に受け止め，口を慎むときに示されるのではないで
しょうか。慈愛とは，人の異なった意見や弱点，欠点
を受け入れ，自分を落胆させた相手に忍耐し，人が自
分の望みどおりに対応してくれなかったために感情を
害したとしても，衝動的な怒りを抑えることです。慈
愛とは人の弱点に付け込むことをせず，自分を傷つけ
た人を赦すことです。そして，相手の最も良い点に心
を向けることです｡」（｢舌は鋭い剣となる」『聖徒の道」
ゆる

1992年7月号,20参照）

永遠の結婚生徒用手引き

マ7：24；34：29；エテル10:32;12:34;教義と
聖約18:19;31:9参照

モロナイ7：45‑47で挙げられている，以下の慈
愛の特質について考える。
。長く堪え忍ぶ
・親切である
・ねたまない
･誇らない

・自分の利益を求めない
・容易に怒らない

・悪事を少しも考えない
・真実を喜ぶ
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女性に託された神聖な役割

デビッド･O・マッケイ大管長
「母親としての務めは3つのおもな属性または特質

から成ります。すなわち,(1)子供を産む力,(2)育

と責任

たまもの

てる力，（3）愛する賜物です。……
子供を正しく育てる能力とそれをいとわない心，愛
たまもの

；

この世の書物や聖典の中で,≦

,

〆

f

!

:

F母親Jほと祁聖ま言葉ばありません。

する賜物，そして熱意，そうです，子供の成長を願う
熱烈な思い，それらが母親としての務めを世界で最も

高貴な職あるいは召しにするのです｡｣(GoSpelIdeals,
4
5
3
）

‑‑‑‑エズラ・■タフト･;fバンソン大管長
スペンサー．W・キンボール大管長

「結婚生活は協力関係によって支えられます。夫婦

精選された教え

が互いに生活の一部を担い合うのです。たとえ与えら

れた務めや機会を無視する男女がいたとしても，この

本書334‑337ページ「母親が家庭の外で働くこと」

計画自体は決して変わりません。

も参照。

結婚生活は協力関係によって支えられると言いまし
たが，完全な協力であると付け加えます。わたしたち

女魅の械聖を務め

は，末日聖徒の女性にこの永遠の業にあって，沈黙の
協力者，部分的な協力者にはなってほしくないのです。
どうぞ，獄身的に，そして全面的に協力してください｡」
（｢女性の特権と責任」『聖徒の道』1979年2月号，

預言者ジョセフ・スミス

「この協会では女性たちに，夫に対する接し方，優
しさと愛情をもって夫を遇する方法を教えてください。
男性が苦難に見舞われるとき，心配事や困難に巻き込

まれるとき，もしも口論やつぶやきではなく，笑顔に接
することができれば，すなわち温厚に出会えば，彼の心
は静まり，気持ちは和むでしょう。その思いが絶望に向

かうとき，愛情と思いやりのもたらす慰めが必要です｡」
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ヒーバー・J･グラント大管長

「わたしの判断では，子供の生活を形作る際に母親
の持つ力は，父親の力よりもはるかに勝っているよう

152‑153)

「主は初めに，すべての計画を立てられたとき，子
をもうけ，養い，愛し，指示を与える者として父親を，
子を宿し，産み，育て，食物を与え，訓育する者とし
て母親を定められました。主は別の方法をお採りにな
ることもできました。しかし，主は，子供たちが互いに
切蹉琢磨し，互いを愛し，敬い，認めるようになる単
位を設けられました。それには責任が伴うと同時に目
的を持った交わりがあります。家族とは，天の御父が
考え，組織された偉大な生命の計画です｡」(Confer‑
enceReport,1973年4月,151。または助sign,1973
せっさたくま

に思われます。これにはほとんど例外がありません。
…･･･結局，わたしたちが最高の事柄を成し遂げるのは

年7月号,15)

愛，すなわち同胞の真心からの真の愛によるのです。
母親の愛は，わたしたちが知っているいかなる愛より
も完全で，誠実で，強いものに思われます。わたし個

エズラ・タフト・ベンソン大管長

はらから

人としては，恵まれています。母親のすばらしい愛を
体験してきたからです｡｣(GoSpeIStandards,152)
ジョージ・アルバート・スミス大管長

「女性が行うべきことは神によって定められました
……。女性の神聖な業には，伴侶，主婦そして母親
であることが含まれています｡」("InHisSteps",64)
「神権者の皆さん，母親が家庭にとどまり，義の原
則のうちに子供たちを養い育てることの大切さを引き
続き強調したいと思います｡」（｢イスラエルの父親たち
はんりょ

「女性は人間社会の進歩においてすばらしい役割を
果たしてきましたが，この優しい性に課せられてきた
あらゆる義務の中で最も重要なのは，天の御父の子供

へ」『聖徒の道』1988年1月号,53)

たちをこの世にもたらして育てることです。」(S加加g

「母親の責任もまた神が定められたものです。母親
は子供をもうけ，産み，育て，愛し，教育します◎彼

theGoSpe/w肋O的ers,139)

永遠の結婚生徒用手引き

本書187‑192ページ「シオンの母親の皆さんへ」を
参照。

女性に託された神聖な役割と責任183

女たちは夫の助け手であり，相談相手となります｡」

(｢聖徒たちに与える勧告」『聖徒の道』1984年7月号,9)

……女性と子供には，夫であり父親である者に扶養

を要求する権利がある，と主は言われました（教義と

「女性が行うべきことは神によって定められました

聖約83章;lテモテ5:8参照)。エズラ・タフト・ベン

が，男性は自分の仕事を見つけ出さなければなりませ
はんりょ
ん。女性の神聖な業には，伴侶，主婦，そして母親で

ソン大管長も，夫が自分の都合のために，妻に外に出

て働くように勧めたり，強いたりするなら，『家族を悲

あることが含まれています。これら3つの分野での技

しませるばかりか，自分自身の霊的成長も止めてしま

術は，まず両親の家庭で学ぶことができれば，そして

うことになります』と，勧告しました（｢イスラエルの
父親たちへ」『聖徒の道』1988年1月号,53)｡」（｢義に

必要に迫られて，あるいは自ら望んで，それを学校で
補うことができれば申し分ありません｡｣("InHis

Steps",64)
「家庭を中心に据えた真理は今の時代の状況にはそ
く､わないものであると，皆さんを説きつけようとする

声がわたしたちの社会の中にはあります。それを聞き
入れて従うなら，皆さんは大切な責任を顧みないよう

かなう夫，父親」『聖徒の道』1995年1月号,58‑59)
家族一世界への宣言

「神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは，彼
らが夫婦として親になる能力を持つことに関連したも
のでした。わたしたちは宣言します。すなわち，増え

になるでしょう。

よ，地に満ちよ，という神の子供たちに対する神の戒

世の欺きの声は女性に向かって，『自分の好みに合っ
た生き方』なるものを盛んに訴えています。人によっ

めは今なお有効です。･･･…

ては結婚して母親になるより，仕事に生きる方が向い
ている場合があるというのです。

こういう人々は，家事よりももっとおもしろい，達
成感の味わえる仕事があると主張し，その不平不満を
まき散らしているのです。教会員も家事と育児だけの
『型にはまったモルモン女性』という姿から脱皮すべき
だなどと，平気な顔をして言う人もます。そのうえ，
自分の目標を達成し，好きなことをする時間をもっと
持つためには，子供はあまり持たない方がいいなどと

言い出す始末です｡」（｢栄えある女性の務め」『聖徒の
道』1982年4月号,178)
ハヮード．W・ハンター大管長

「母親は『人々の霊をもうける』という神聖な特権
を与えられています。『これによって，わたしの父の業
は続けられて，父は栄光をお受けになる』のです（教

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供
たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負
っています。「子供たちは神から賜わった嗣業であり』
しぎよう

(詩篇127：3）とあります。……

……神の計画により，父親は愛と義をもって自分の
家族を管理しなければなりません。また，生活必需品
を提供し，家族を守るという責任を負っています。ま
た母親には，子供を養い育てるという主要な責任があ
ります。これらの神聖な責任において，父親と母親は
対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を

負っています。心身の障害や死別，そのほか様々な状
況で，個々に修正を加えなければならないことがある
かもしれません。また，必要なときに，親族が援助し
なければなりません｡」（｢家族一世界への宣言」『聖徒
の道』1998年10月号,24)
エズラ・タフト・ベンソン長老

「女性解放運動の一つの確かな影響は，妻や母親と
いう役割を選んだ若い女性たちに与えた不満足な思い
大管長会はかつてこう宣言しました。『母親の務めは
でした。女性には家事やおむつ交換，子供たちの必要
神の業に近いものがある。それは人類にゆだねられた
を満たすことよりももっと刺激的で自己達成できる役
最も崇高で，最も神聖な務めである｡』（ジェームズ．
割があると，彼女たちにしばしば感じさせています。
R・クラーク編,MessagesoftheFYrstPresidencyof
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6 しかしこの考え方には，永遠の将来に対する見通し，
巻〔ソルトレーク・シティー:Bookcra仕,1965‑1975 すなわち神が母親という高貴な役割に女性を選ばれた
こと，そして昇栄は永遠の父親になり永遠の母親にな
年〕，第6巻,178)妻という助け手がいなければ，神
ることであるという見通しが欠けているのです(.To
権者はその神聖な務めを果たせず，神の目的も成就し

義と聖約132:63)。

ません。母親は神権者にはできない務めを果たします。
たまもの．

生命を世に送り出すというこの賜物のために，神権者
は，子供たちの母親である妻に，無条件の愛をささげ

theElectWomenoftheKingdomofGod,'イリノイ

州ノーブー扶助協会の奉献,1978年6月30日）。」
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る必要があります。……
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リチャード．G・スコット長老

であると信じています。わたしたちは何としても，『母」

「神の計画〔2ニーファイ9:13]や真実の幸福から

という言葉によってわたしたち女性が分類されるのを

あなたを引き離すためにサタンが用いる巧妙な方法に

許してはなりません。わたしは心から信じていますが，

注意してください。サタンが用いる非常に効果の高い

母という言葉は子供を何人持ったかという結果ではな

手段の一つが，家庭での妻と母親の役割を卑しめるこ

く，女性としての神聖な特質に関する最も重要な最初

とです。これは，夫婦の愛情を深め，子供たちを理解

の声明なのです。

と平安，感謝と支援の雰囲気の中で養育しようとする

・・…･女性の中には子供を産んで育てる人がいますが，

神の計画の根幹をねらった攻撃です。現代社会にはび

それによって彼女たちが『母」になるのではありませ

こる暴力の多くは，家庭が弱まった結果です。政府の

ん。一方，わたしが心から愛するほかの女性は生涯に

対策や社会施策では効果的な矯正は望めないし，学校

わたり『母」でしたが，一度も子供をもうけたことは

や教会からの最大限の働きかけも，家庭における愛情

ありませんでした。わたしたちは皆，既婚者も独身者

に満ちた母親や妻の優しい世話に，完全に取って代わ

も，子供がいてもいなくても，エバの娘です。男の

ることはできません。

神々となり女の神々となるために，神の形にかたどっ

今朝，ヒンクレー大管長は家庭における母親の大切

て創造されているのです｡」(";OneThingNeedful':

さについて語りました。そのメッセージを研究してく

BecomingWomenofGreaterFaithinChrist'',Ensjgn,

ださい。主の導きを受けた母親であるあなたは，配慮
の行き届いた指導とふさわしい模範により，真理の糸
を用いて，子供たちの人格を織り上げます。正直とい

1987年10月号,33)

助け手とは何か

う特質，神への信仰，義務感，人を尊重する気持ち，
親切，自信，貢献し，学び，与える望みを，あなたの

ハワード･W･ハンター大管長

信頼を寄せる子供たちの心と思いの中にはぐくむので
す。どんな託児所もそれはできません。それは母親の
神聖な権利であり，特権です。

もちろん女性であるあなたが職場で遺 ￨感なく力を発
揮することもできるでしょう。しかしそれが神の授け
られた才能と女性の特質を生かす最上の道でしょうか。
夫であるあなたは，避けられるものなら，家族を養う
という神が授けられた責任に対する助けを受けるため
に，妻に働きに出るように勧めないでください。預言
者の勧告にあるように，主の助けを受けながら，可能
なかぎり，母親が家庭にいられるように両方の親が協

力しなければなりません。あなたが家庭にいれば，子
供たちの自信は深まり，情緒的な問題が起きる可能性
は減るでしょう。しかもあなたが言葉と模範によって

真理を教えるなら，子供たちは自分が何者であり，天
の御父の子供として何を得られるのか理解するように
なります｡」（｢偉大な幸福の計画を実践する」「聖徒の
道j1997年1月号,85)

「神権を持つ男性は妻をパートナーと考えて，家庭
を治め家族を導くうえで必要な事柄をすべて知らせ，
相互に納得して決定します。教会と家庭には，必然的
に管理役員が必要になります（教義と聖約107:21参
照)。神の定めにより，家庭を管理する責任は神権者の

うえに置かれています（モーセ4：22参照)。主は，妻
が夫の助け手，つまり対等で全面的な協力者となるよ
う望んでいらっしゃいます。義にかなった管理をする
には，夫婦間の責任分担が必要となります。家庭のも
ろもろの事柄に知恵を出し合い、協力して取り組むの

です。これに反して，妻の気持ちや助言を無視するか，
尊重せずに家庭を管理する男性は，不義な支配をして
いるのです｡」（｢義にかなう夫，父親」「聖徒の道』
1995年1月号，58）

義なる女性の役割
大昔長
スペンサー．W・キンボ､−ル

パトリシア．T・ホランド姉妹

「エバは子供をもうける……前に，『すべての命ある
者の母』と呼ばれました。完全な園が死すべき世の苦
難の前に確かに存在していたように，子供をもうける
前からエバの母性が存在していたことは明らかです。
わたしは「母」という言葉が実に注意深く選ばれた言
葉の一つで，深い，深い，深い意味を持つ豊かな言葉
jく遠の結婚生徒用手引き

カミラ・キンボール姉妹代読

『聖徒の道」1980年3月号，
140‑143

愛する姉妹の皆さん，こうして再び末日聖徒イエ
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ス・キリスト教会の女性たちのために世界的な大会が

実な男性が神権にかかわるある種の責任に予任されて

開けることを，わたしは何か月も前から楽しみにして

いたのと同じように，忠実な女性にも何らかの責任が

いました。しかし，残念ながら，わたしはソルトレー

課せられていました。それが何であるのか今すぐには

ク・シティーの病院に入院することになり，皆さんと

思い出せなくても，かつてわたしたちが同意した栄え

同席できません。けれども，たとえ場所は離れていて

ある事柄を変えることにはなりません。皆さんには，

も，心は皆さんとともにあります。大会の模様は末日

わたしたちが預言者や使徒として支持している人々と

聖徒病院の一室でテレビを通して拝見させていただき

同じように，前世で与えられた務めを果たす責任があ

ます。

るのです。

昨年この大会で申し上げたことは今も変わりません。

たとえ男女の永遠の役割が異なっていても，1年前に

わたしは栄えある福音の真理にしばしば思いをはせる

申し上げたように，男性と女性がともに進歩するとい

のですが，そうするときにいつも，自分はこの栄えあ

う点で多くのなすべきことが残されています。このこ

る真理の持つ意味を理解しているだろうかと考えてし

とから，わたしは女性の方々にも聖文を熱心に学ぶこ

まいます。まず例を幾つか挙げてみましょう。

とを改めて強く訴えたいと思います。わたしたちは皆

聖典にも記されていることですが，預言者たちも，

さんが年齢を問わず，また既婚か未婚，夫に先立たれ

神が正義を備えた完全な御方であり，「人をかたよりみ
ないかた」（使徒10:34)であることをはっきりと教え
ています。神はまた愛においても完全な御方であり，

ているかどうかを問わず，家庭に聖文の知識を生かせ

神の霊の子供たち一人一人に愛を注いでくださってい
ます。わたしたちはこれが真理であることを知ってい

いっそう聖文の真理に精通するなら，自分自身のごと
く隣人を愛するようにという第2の大切な戒めをさら
に容易に守れるようになるでしょう。聖文に精通して
ください。人々を見下げるためにではなく，高めるた

るので，世において完全な愛や完全な正義に及ばない

事柄を経験するとき，この真理によって支えられます。
例えばある一時期に，周囲の不完全な人々からぞんざ
いに扱われ，傷つけられたとします。そうするとわた
したちは悩みます。しかしその悩みや失望が終生付き
まとうことはありません。世の方法は勝利を収めるこ
とはありませんが，神の方法は勝利をもたらします。
わたしたちは神の霊の子供として，まったく平等で
した。また，神が一人一人に注いでくださる完全な愛
を受け入れる者として，今も平等です。ジヨン．A・ウ
イッッオー長老はかつて次のように述べています。
「この教会における女性の立場は，男性の先に来る
のでもなければ後に来るのでもない。男性の傍らにあ
るのである。教会にあって男性と女性はまったく平等
である。教会の基である福音は，主が男性のためにだ
け用意されたのではない。女性のためにも用意された
のである｡」(ImprovementEra,1942年5月号,161)
とは言っても，役割と責任においては男性と女性の
間に大きな違いがあります。それは永遠に変わること
のない違いです。女性には母親として，また姉妹とし
て大切な責任があり，男性には父親として，また神権
者として重大な責任があります。ですから，主にあっ
ては男性なしには女性はないし，女性なしには男性は
ないのです（1コリント11:11参照)。義にかなった男
性も義にかなった女性も，彼らに接するすべての人に
祝福をもたらすことでしょう。

この地上に来る前のことを考えてみてください。忠

る姉妹となっていただきたいのです。

どのような状況に置かれていようと，皆さんがなお

めにです。養育の機会が多い女性や母親以上に，福音
の真理を「蓄える」必要のある人がいるでしょうか。
(｢蓄え」た真理は，必要なときにすぐ活用できるので
す｡)

義にかなった試みをするときに，また日々の生活に
あって，最高のものを求めるようにしてください。

姉妹の皆さん，このことを忘れないようにしてくだ
さい。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であるこ
とから得られる永遠の祝福はほかのどこで得られる祝
福よりもはるかに大きなものです。この世にあって得
られる誉れは，神の娘として認められることに比べた

ら，物の数ではありません。まことの姉妹，妻，母親
としての務めをはじめ，生活に潤いをもたらす数々の
責任を体験する神の娘となることほどすばらしいもの
がほかにあり得るでしょうか。

確かに一時的な事柄や環境に違いがあることは事実
です。夫に先立たれた人や離婚された人，結婚という
すばらしい特権にまだ浴していない人もいるでしょう。
しかし，永遠という物指しで測れば，このような祝福
にあずかれないのは，「つかの間にすぎない」のです
（教義と聖約121:7参照)。

姉妹の中には，年とともに訪れる苦しみを味わって
いる人もいます。また，物事を永遠の見地から眺めた

ときに，若いということで自分の置かれている立場が
おぼつかないものであると感じる人もいるでしょう。
永遠の結婚生徒用手引き
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どのような立場にあれ，このようなチヤ

レンジに直面している人は，福音の真理

女挫に与えられている

を深く味わい，自分に与えられた永遠の

約束の中で，イエス・

使命と個性を考えていただきたいと思い

キリストの福音と教会

ます。また，天の御父が皆さん一人一人

に完全な愛を注ぎ，期待を寄せておられ
ることを感じる必要があるでしょう。こ
の偉大な真理をよく思い計ってくださ

を通して得られるもの

ほどすばらしく輝かし
いものはありません。
ら授かっている才能を活用するなら，こ

い。特に個人的に悩み苦しむようなとき

にそうしてください。そうでなければ，悩みは深まり，

の世にあって，また永遠にあってさらに優れた母親と

途方に暮れてしまうことでしょう。

なり，妻となることでしょう。

また，わたしたちは家庭生活のすばらしさと大切さ

女性に与えられている約束の中で，イエス・キリス

を強調し，わたしたちすべてが天の御父の永遠の家族

トの福音と教会を通して得られるものほどすばらしく

に属する者であると申し上げます。

輝かしいものはありません。自分が一体何者であるの

主に忠実であり，自分に落ち度はないのに，第二の

かを，ほかのどこで学ぶことができるでしょうか。生

位にあってふさわしい男性と結び固められる特権に浴

命の本質について必要な説明と確信をほかのどこで得

していない姉妹は，永遠にあってその祝福を享受する

ることができるでしょうか。一人一人が特別な存在で

ことでしょう。この地上にあって家庭生活を営むこと

あり，特別な価値を持っていることを学べるところが

を切に望んでいる人について，天の御父はその苦しみ

ほかにあるでしょうか。天の御父の定められた栄えあ

を心に留められ，いつの日か言い表せないほどの祝福

る幸福の計画をほかのどこで学ぶことができるでしょ

を与えてくださいます。

うか。

時として試練を受け，一時的に落胆することもある
でしょうが，義にかなった女性，男性は将来御父の持
っておられるすべてを受けることができるのです。姉
妹たち，このことをよく心に留めてください。御父の
持っておられるすべてです。これはただ単に持ってい
るだけでは価値がなく，それにふさわしい生活をする
ときに価値のあるものとなります。

福音は，何世紀にもわたって人が抱き続けてきた，
生命や宇宙に関する様々な疑問に確かな答えを与えて
います。これらの真理のためにわたしたちは大切な永
遠の責任を背負うことになったわけですが，それでも
このような答えと確信がわたしたち全員に神から与え
られていることは何と喜ばしいことでしょう。
天の御父が下された崇高な務めを受けている末日聖
徒の女性は，何と恵まれていることでしょう。ことに，
この最後の神権時代のこの時に生を受けた皆さんは恵
まれた人々です。一般の女性は自分の興味あるものを

ところで，人は結婚し，母親にならなければ，イエ
スが律法全体と預言者とがかかっていると言われた第
一と第二の戒め，すなわち神と隣人とを愛するように
という戒めを守れないというわけではありません（マ
タイ22:37‑40参照)｡

追求しています。しかし皆さんはこの地上にあって，
愛と真理と正義のために必要な力を発揮することがで
きます。世の人は真の価値がないもののために力を注
いでいますが，神は皆さんに子供や友人，隣人を養う
という重大な責任をお与えになりました。それは男性
が家族に生活の糧を提供する必要があることと同じで

女性の中には，自分の力ではどうにもならない状況
に置かれているがために，労働に従事しなければなら
ない人もいます。わたしたちにはその人のことが理解
できます。子供を育てるのと同じように，神から授か
った様々な才能を，広く人々のために活用することが

す。夫と妻の両方がいて初めて両親となるのです。

できます。しかし，天の御父の霊の子供たちをもうけ，
養育するという女性に託された永遠の責任をなおざり

いことがあります。これは今まで言われたことのない

にさせるような仕事に心を引かれるという過ちは犯さ
ないでください。心からの祈りをもってすべての決定

愛する姉妹の皆さん，最後に，少し提案させてほし

このようなことからわたしたちは皆さんに，この世
の奉仕に役立つだけでなく，永遠に価値ある教育に力

ことですが，非常に大切なことです。この末日に当教
会において驚くべき発展が見られますが，その多くは
世の立派な（優れた霊性を備えている）女性たちが，
大勢この教会に入って来るおかげであると言えるでし
ょう。このことは，教会の女性が義にかなったけじめ

を注いでいただきたいと思います。ホームメーキング

のある生活をし，世の女性たちとは違った別の喜びを

を下すようにお願いします。
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味わうようになるときに現実となって現れることでし

シオンの母親の皆さんへ

ょう。

この先教会に入って来る，真実の意味でヒロインと

大管長
エズラ・タフノ、．ベンソン

言える世の女性たちの中には，自分のことはさておき，

まず義を求めることに心を向ける人たちがいるでしよ
けんそん

う。こういった女性たちは真の謙遜さを身に付けてい

1987年2月22日，ファイヤサ

ます。その謙遜さゆえに彼女たちは，人目を引くこと

イド

よりも高潔であることに，より高い価値を置いていま

す。このことを忘れないようにしてください。人に見
せるために物事を行うのは正しくありません。また，

優れた女性，また男性というものは，権力を手にする！家庭と家族は，わたしにとって何より好きな話のテ
ことではなく，人々に仕えたいという望みをいつも持：−マです。なぜなら，それはイエス・キリストの福音
っているものです。のまさに真髄だからです。教会はおもに，家族の救い
このように，教会における女性の良い模範は，末のと昇栄のために存在しています。
日に教会が数の面でも霊的な面でも成長するうえで多最近の総大会の神権部会において，わたしはアロン

大な貢献をすることになるでしょう。；神権を持つ若い男性の皆さんに，彼らの義務と責任に
しかしこれを妨げようと躍起になっている敵がいて，｜ついて直接話をしました。またそのすぐ後の女性の大
今もなおその働きを続けています。敵はいつの時代に 会において，教会の若い女性の皆さんに，彼女たちの
あっても，特定の人に的を絞ることなく，すべての人 機会と神聖な召しについて話をしました。

を「自分のように惨めに」（2ニーファイ2：27）しよ今晩，この両親のためのファイヤサイドでは，わた

うとしています。「全人類もまた惨めな状態にしようと」 しは天からの清らかな霊感を求めながら，この場に集
(2ニーファイ2:18),その機会をねらっているのです。；っている母親や教会全体の母親の皆さんに直接話した
敵はこのことをひたすら願い，あらゆる手段をもっていと思います。なぜなら皆さんは，家族にとって，心
これを達成しようとしています。のよりどころだからです。
わたしたちはやがて総大会を迎えようとしています。

総大会では神権部会が開かれますが，わたしたちは兄最も高貴な務め

弟たちを特にえこひいきして特別な指導を与えるとい，この世の書物や聖典の中で，「母親」ほど神聖な言葉
うようなことはありません。わたしたちは同じようなはありません。また，善良で義にかなった献身的な母
助言を与えるつもりです。親の務めほど高貴な務めはありません。

姉妹の皆さんを心から愛し，信頼しています。皆さ今晩，わたしはシオンの母親の皆さんに賛辞を送り
んの献身的な働きに感謝しています。今晩皆さんがこ，ます。これから話す事柄が御霊によって理解されるよ
の会に出席してくださったことで，わたしたちは大きうに，そして母親という神聖な召しにおいて皆さんの
な力を感じています。皆さんの才能と霊的な力は，こ：生活を高め，祝福することができるように，心から祈
みたま

の神権時代のこの時にあって，かけがえのないものです。っています。

神の祝福が皆さんのうえにあり，約束されている祝デビッド･O・マッケイ大管長は，次のように宣言
福すべてをこの世にあって，また来るべき世にあってしています。「母親は人の生涯に，よきにつけあしきに
享受されますように。
つけ，最も大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。
わたしは神が生きておられることを知っています。；母親のイメージは，幼い子供の心の真っ白なページに
あがな

また，イエスが神の独り子であり，世の蹟い主であらi最初に書き込まれます。子供たちは母親の世話によっ
れること，この教会はイエス・キリストの教会であり，1て初めて安心感を覚え，キスによって初めて愛情を知
イエス．キリストが教会の頭であられることを知ってり，優しさと思いやりによって世の中に愛があること
あかし

います。この証をわたしの愛と祝福を添えて皆さんにを初めて確信するのです｡」
み な

申し上げます。イエス・キリストの御名によって，アマッケイ大管長はこう続けています。「母親としての
−メン。務めは3つのおもな属性または特質から成ります。す

；なわち，（1）子供を産む力，（2）育てる力，（3）愛す
：たまもの

；る賜物です。……

永遠の結婚生徒用手引き

188女性に託された神聖な役割と責任

子供を正しく育てる能力とそれをいとわない心，愛

ています。わたしの愛する両親は「矢の満ちた矢筒」

たまもの

する賜物，そして熱意，そうです，子供の成長を期待

すなわちたくさんの子供を持っていたからです。わた

する熱烈な思い，それらが母親を世界で最も高貴な職

しはll人兄弟の長男として，無私の心，互いへの思い

あるいは召しにするのです。多くの人々に影響を与え

やり，誠実，そのほか多くの徳の原則を見てきました。

るすばらしい絵画を描いたり，書物を書いたりする母

それらは高貴な母親を家庭の女王とするすばらしい大

かっさい

親は，人類の称賛と喝采を受けるに値しますが，健全

で美しい娘や息子を育て上げて，その影響力を何世代

家族の中ではく、くまれてきたのです。

若い母親と父親の皆さん，天の御父の協力者となっ

にも及ぼす母親は，…･･･人が与え得る最高の栄誉と神

て子供を持つ機会を引き延ばさないよう，わたしは心

のえりすぐりの祝福に値するのです｡｣(GoSpelldeaﾉs，

から勧告します。

452‑454）

次のような世の中の考え方を利用しないでください。

わたしはマッケイ大管長の言葉に心から賛成します。

｢子供を持つのは待った方がいい，家計に余裕ができる
まで，生活がもっと安定するまで，ジョンが教育を終

母親の役割は神力淀められた

えるまで，給料の良い仕事に就くまで，もっと広い家

永遠の家族において，神は父親が家庭を管理するよ

うに定められました。父親には管理し，愛し，教え，
導く責任があります。

に移るまで，便利な生活用品を2，3そろえるまで，な
どなど｡」

これは世の中の考え方であり，神の目にかなうもの

しかし，母親の責任もまた神が定められたものです。

母親は子供をもうけ，産み，育て，愛し，教育します。
啓示はそのように宣言しています。

主は教義と聖約第132章において，妻に与えられる機
会と責任について次のように述べておられます。「彼女
たちはわたしの戒めのとおりに増えて地を満たすため
に，また創世の前に父によって与えられた約束を成就
するために，また永遠の世で昇栄を得て人々の霊をも
うけるために，彼に与えられているのである。これに
よって，わたしの父の業は続けられて，父は栄光をお

受けになるのである｡」（教義と聖約132:63)
夫と妻は協力音である

この神聖な言葉に従い，協力者である
夫と妻は，熱意と祈りをもって子供たち
を家庭に迎えるべきです。そうすれば，
子供が家族の輪に加わる度に，ハンナの
ように感謝の声を上げることができるの
です。「この子を与えてくださいと，わた
しは祈りましたが，主はわたしの求めた
願いを聞きとどけられました。それゆえ，

ではありません。健康な母親は子供を早い時期にもう
けます。そして夫は，子供を出産する妻にいつも思い
やりを示します。

個人的な理由や利己的な理由で子供の数を制限しな

いでください。物質的な財産，社会生活の利便，いわ
ゆる有利な職業などは，義にかなった子孫と比べれば
何の価値もありません。永遠の見地から見ると，わた
したちの最高の宝は，財産でも，地位でも，名声でも
なく，子供たちなのです。

ブリガム・ヤングは次のように強調しています。「肉
の幕屋を取る時を待っている清い汚れのない霊が無数
にいます。では，わたしたちにはどのような義務があ
るのでしょうか。これらの霊のために肉の幕屋を備え
ることです。そして，彼らが邪悪な家族

人生における最大の
喜びと祝福は，

家族を持ち,親とまり，
犠饗を猶うことに
関連していますb

わたしもこの子を主にささげます。この

ルトレーク・シティー:DeseretBook

子は一生のあいだ主にささげたものです｡」（サムエル

Co.,1954年],197)

上l:27‑28)

そうです，子供のいる家族を持つ夫婦は祝福されて
います。人生における最大の喜びと祝福は，家族を持
ち，親となり，犠牲を払うことに関連しています。こ
れらのいとしい霊たちを家庭に迎えることは，実際に

何と麗しいことでしょう。一人の母親が子供を産む
ことを願い求め，そしてその子を主にささげたのです。
わたしはソロモンの次の言葉が大好きです。「見よ，
子供たちは神から賜わった嗣業であり，……矢の満ち
た矢筒を持つ人はさいわいである｡」（詩篇127:3‑5)
わたしは幸福な大家族のもたらす特別な祝福を知っ
しぎよう
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妻に外に出て働くように求めているというようなこと

神の特別を祝福

が時々報告されてきます。わたしたちはそのような男
わたしたちが十分に理解しているように，女性の中

性に対し，たとえ理想的な仕事がなくて家計が苦しい

には自分に何の落ち度もないのに，子供をもうけるこ

にせよ，妻が家庭において子育てに励むことができる

とのできない人がいます。それらのすばらしい姉妹た

よう，自ら最善を尽くして働くよう強く勧めるもので

ちは，神のすべての預言者が約束してきたように，永

す
。

遠の世において子供に恵まれます。子孫を持つことを

否定されることはありません。

キンポール大管長の勧告

純粋な信仰，誠心誠意の祈り，断食，そして特別な

わたしたちの愛するスペンサー．W・キンボール大

神権の祝福を通して，これらのすばらしい姉妹の多く

管長は，家庭における母親の役割，召し，責任につい

はんりょ

が，傍らにいる高潔な伴侶とともに，自分たちの生活

て多くのことを話してきました。わたしは今晩，キン

の中に奇跡を起こし，子供に恵まれています。中には

ボール大管長の霊感あふれる言葉を幾つか紹介したい

祈りによって養子をもらう道を選んだ夫婦もいます。

と思います。わたしが危倶しているのは，この勧告の

きくﾞ

これらのすばらしい夫婦が自分の家庭に迎えた子供た

多くが顧みられてこなかったことと，そのために家族

ちのために注いできた愛と犠牲に，心から賛辞を送り

が苦しみを受けてきたことです。しかし，わたしは今

たいと思います。

晩，スペンサー･W･キンボール大管長の言葉が真実
あかし
であることを証する第二の証人として，この場に立っ
ています。キンボール大管長は，神の真の預言者とし

主の道に従って子供を育てる

さて，愛する母親の皆さん，子供を産んで育て，天
の御父のもとへ連れ帰るという神聖な役割を自覚して
いる母親は，どうしたら主の方法でこれを達成できる
でしょうか。わたしは「主の方法」と言いました。世
の中の方法とは異なっているからです。

主は，義にかなった子孫を扶養し育てる際に父親と
母親が果たす役割をはっきりと定義されました。時の
初めに，エバではなくてアダムが，顔に汗してパンを
得るように命じられました。月並みな知恵に反して，
母親の召しはビジネス界にではなく，家庭にあるので
す
。

もう一度，教義と聖約から読んでみましょう。「女た
ちは夫が取り去られるまで，夫に扶養を要求する権利
がある｡」（教義と聖約83：2）これは妻と母親の神聖な

権利です。母親は家庭で子供たちを世話して養います。
夫は家族のために生活の糧を稼いで，この養いを可能
にします。教会が常に勧めているのは，家計を支える
責任を夫に求めるとともに，妻は子供たちを養い育て
るためにすべての時間を家庭で過ごすようにすること
です。

て語ったのです。

キンボール大管長は次のように宣言しました。「女性

は，主が述べられたように，家族の世話をし，夫を助
け，夫と協力して働きますが，特殊な事情がある場合
を除き，生活の糧を稼ぐ、ことはしません。男性は一人
前の男として，通常の状況の下では生活の糧を稼ぐべ
きです｡」(TheTeachingsofSpencerW:KImball318)
キンボール大管長はさらにこう続けています。「あま
りに多くの母親が，子供にセーターや音楽のレッスン，

旅行，娯楽を与えるために家庭を離れて働いています。
あまりに多くの女性が，安全に子供を教え，訓練し，
受け入れ，愛するために家庭にいるべきときに，社交
や政治活動，公共活動に時間を費やしています｡」(The
T
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)
キンボール大管長がジョンとメアリーに与えた勧告
を思い出してください。「メアリー，あなたは地上で最
も偉大な仕事をするキャリアウーマンになるべきです。
それは主婦，妻，そして母親という仕事です。結婚し
た女性が職業において男性と競い合うのは，決して主
が意図されたことではありません。女性には，はるか

教会のすばらしい姉妹たちの中には夫に先立たれた

に重要で偉大な奉仕の業があるのです｡」(FaithPre‑

り，離婚したりして，やむを得ない特殊な環境下に置
かれている姉妹たちがいて，ある期間働く必要に迫ら

cedestheMIracle[ソルトレーク・シティー:Deseret

れています｡しかし，これらは例外であって，それが
普通であると考えてはいけません。

健康な夫のいる家庭では，夫が一家の稼ぎ手として
働くように期待されています。経済情勢の悪化によっ
て職を失った男性が，自分にまだ扶養能力があるのに，

BookCo.,1975年],128)

キンボール大管長は重ねて次のように述べています。

「夫は自分の家族を支えることを期待されますが，妻は
非常時にのみ，家庭外で仕事をするようにすべきです。
妻のいる場所は家庭の中であり，その務めは，家庭を
喜びにあふれる天国に築き上げることです。
永遠の結婚生徒用手引き
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非常に多くの離婚の原因は，妻が家庭を離れて仕事

も，また友達を連れて来るときでも，時間を取ってい

のために社会に出た日にまでさかのぼることができま

つも家にいるようにしてください。子供が6歳であろ

す。共稼ぎは，二人の生活水準を標準以上に高めます。

うと16歳であろうと，家にいてください。筬言にこう

しかし夫婦がともに働くと，完全で適切な家庭生活が

あります。「放任されていた子はその母に恥をもたら

妨げられ，家族で祈る習慣が中断され，協調性のない

す｡」（欽定訳筬言29:15から和訳）今のわたしたちの

自主性が生み出されて，ゆがんだ生活の原因になり，

社会が抱える大きな問題として，何百万もの鍵っ子が

子供の数を制限し，すでに生まれている子供たちをい

毎日だれもいない家に帰宅し，共働きの両親からは監

らだたせます｡」（テキサス州サンアントニオでのファ

督されていないということが挙げられます。

かぎ

真の友人になる。2番目に，母親の皆さん，時間を取

イヤサイド,1977年12月3日）
最後に，キンボール大管長は次のように勧告してい

って子供の真の友人になってください。子供の話をよ

ます。「子供を産んで育てることのできる，またそうす

く聞きましょう。しっかり耳を傾けるのです。よく話

べきである皆さんにお願いします。妻の皆さん，事務

をし，笑い，冗談を言い，歌を歌い，遊び，泣き，子

所やクリーニング店や保育所から家庭に戻ってくださ

供を抱き締め，心から褒めてください。そうです。子

い。工場や喫茶店から家庭に戻ってください。大切な

供と落ち着いた雰囲気の中で定期的に一対一の時間を

夫や子供たちのために食事を作り，Ⅲを洗い，ベッド

取り，真の友人になってください。

を整える妻，主婦，母親という仕事は，ほかのどのよ

子供に本を読んであげる。3番目に，母親の皆さん，

うな職業よりも重要です。妻の皆さん，家庭に，夫の
もとに戻ってください。夫のために家庭を天国にして
ください。妻の皆さん，家庭に戻ってく

時間を取って子供に本を読んであげてください。赤ち
やんのころから子供に本を読んであげましょう。ある
詩人がこう書いています。

ださい。すでに生まれた子供やこれから

あなたは目に見えると禄んな富をも手にす

生まれる子供のもとに戻ってください。
がいとう

ることができる

母親という外套を身にまとって，待ち焦
がれている不滅の霊のために肉体を創造
おく
するという重大な役割を臆せずに助けて

それこそ宝石をちりばめた黄金の棺も

ひつぎ

でも，あなたはわたしよりも豊かにはな
れない

ください。

わたしには本を読んでくれた母親がいた

皆さんが家庭生活において夫を補って完全にし，子
供たちをもうけて，信仰，高潔，責任，徳をもって育
て，匹敵するもののない最高の仕事を成し遂げるなら
ば，皆さんはこの世においても永遠にわたっても羨望
の的になるでしょう。」（テキサス州サンアントニオで
せんぼう

のファイヤサイド）

キンボール大管長は真理を語っています。それは預
言者の言葉なのです。

子供と時間を過ごす〃の方法
シオンの母親の皆さん，神が与えてくださった皆さ

んの役割は，皆さん自身の昇栄と，家族の救いと昇栄
のために欠くことのできないものです。子供は金で買
えるあらゆるもの以上に母親を必要としています。子
供と時間を過ごすことはあらゆる賜物の中で最大のも
たまもの

のです。

わたしはシオンの母親の皆さんへの愛を込めて，子
供と効果的に時間を過ごすための10の方法を提案した
いと思います。

いつも子供のそばにいる。最初に，子供が出かける
とき，また帰宅するとき，それが学校でも，デートで
永遠の結婚生徒用手引き

のだから

(ストリックランド・ギリラン,"TheReadingMother")
子供に定期的に本を読んであげるようにすれば，良
い書物，そして聖文への真の愛着を育てることになり
ます。

子供とともに祈る。4番目に，時間を取って子供とと
もに祈ってください。家族の祈りは，父親の指示の下
に朝夕行います。子供たちのために天からの祝福を呼
び求めることによって，子供たちに皆さんの信仰を肌
で感じさせてください。新約聖書のヤコブの言葉を言
い換えるとこうなります。「義人〔である母親〕の祈は，
大いに力があり，効果のあるものである｡」（ヤコブの
手紙5:16)子供たちが個人でも家族でも祈りをするよ
うに導いてください。そして，天の御父とのすばらし
い語らいのときに喜びを見いだすようにしましょう。
毎週家庭の夕べを行う。5番目に，時間を取って有意
義な家庭の夕べを行ってください。夫を管理者として，
霊的で心が鼓舞される家庭の夕べを毎週行いましょう。
子供たちを積極的に参加させてください。正しい原則
を教えましょう。家庭の夕べを家族の最大の伝統にし
いのり

てください。家庭の夕べが最初に導入されたときのジ
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ヨセフ．F･スミス大管長の驚くべき約束を思い起こ

をすれば報いがあることを教えましょう。罪には安ら

しましよう。「聖徒たちがこの勧告に従うなら，大きな

ぎがないことを教えてください。イエス・キリストの

祝福があることを約束します。家庭に愛が広がり，子

福音への愛とその神聖さへの証を教えてください。

あかし

供たちはさらに従順になるでしょう。イスラエルの若

息子娘につつましくあるように教えてください。男

者の心には信仰が宿り，彼らは周囲の悪や誘惑と戦う

性であることや女性であることに敬意を払い，道徳的

力を得るでしょう。」（ジェームズ.R・クラーク編，

に清くあること，デートの標準を守ること，神殿結婚，

MessagesoftheFirstPresidencyofTheC加rChof

宣教師としての奉仕，そして教会の召しを受け入れ，

JesusChriStofLatter‑daySaints,全6巻〔ソルトレー
ク・シティー:Bookcraft,1965‑1975年],第4巻,339)

それを尊んで大いなるものとすることの大切さを教え

このすばらしい約束は今も生きています。

てください。

彼らに働く喜びと優れた教育の価値を教えましょう。

一緒に食事をする。6番目に，時間を取って，食事は

適切な映画やビデオ，音楽，書物，雑誌を含め，正

できるだけ一緒にするようにしてください。これは子

しい娯楽の大切さを教えてください。ポルノグラフィ

供たちが成長して忙しくなると難しいことです。でも，

ーや麻薬がいかに邪悪なものであるかを説明し，清い

和やかな会話や一日の計画や活動の調整，それに特別

生活をすることの大切さを教えてください。

な教える機会は食事時に訪れます。父親も母親も子供

そうです。母親の皆さん。福音は皆さんの家庭で，

も一緒だからです。

皆さんの暖炉のそばで教えるのが一番です。これこそ

毎日聖文を読む。7番目は，毎日時間を取って家族で
一緒に聖文を読むことです。個人で聖文を研究するこ
とは大切です。しかし，家族での聖文の研究は欠かす
ことができません。モルモン害を家族で読めば家庭の

が子供たちが受けることのできる最も効果的な教育な

霊性が高まり，両親も子供たちも誘惑に対抗する力を
強め，聖霊を常に伴侶とすることができるようになり
ます。約束します。モルモン害は皆さんの家族の生活
はんりょ

を変えます。

のです。主の教育の方法です。教会は皆さんのように
は教えることができません。学校もできません。保育
所もできません。でも，皆さんはできます。主が助け
てくださるからです。子供たちは皆さんから教えられ
たことをいつまでも忘れないことでしょう。そして成

長しても皆さんの教えに背を向けることはないのです。
そして皆さんを，祝福された天使のような母親と呼ぶ

家族一緒の活動をする。8番目に，時間を取って家族
一緒の活動を行ってください。家族の外出やピクニッ

ことでしょう。

ク，誕生会，旅行などを，特別な思い出に残る行事に

の教育には時間がかかります。長い時間です。時折実
行するだけではうまくいきません。子供たちを救い，
昇栄に導くには，全時間を要するのです。神からの召

しましょう。また，いつでも可能なときには，家族の
一員が参加する行事，例えば学校の劇，スポーツ，講
演，リサイタルなどには家族みんなで参加します。教
会の集会にも家族で参加し，できるだけ一緒に座るよ
うにしましょう。家族が一緒に祈ったり，遊んだりす
るのを助ける母親は，子供たちと一緒にいて，彼らの
人生に永遠に祝福をもたらすのです｡

子供たちを教える。9番目に，母親の皆さん，時間を
取って子供たちを教えてください。教える時を捕らえ
てください。これは一日の中のどの時間でもできます。
食事のときも，気楽に話しているときも，特別に時間
を取って座って話しているときも，一日の終わりにベ
ッドのそばにひざまずいているときも，早朝に散歩し
ているときもです。母親の皆さん，皆さんは子供にと

って最良の教師です。この貴重な責任を保育所やベビ
ーシッターに任せないでください◎母親の子供への愛
と祈りを込めた思いやりの心は，子供たちを教えるう
えで最も重要な要素なのです。

子供たちに福音の原則を教えてください。いいこと

母親の皆さん，こうした天国のような，母親として

しなのですから。

子供たちを,Z､から愛する。最後の10番目は，母親の
皆さん，時間を取って子供たちを心から愛することで
す。母親の無条件の愛はキリストの愛に通じます。
ある息子が母親にあてた賛辞を紹介しましよう。「わ
たしは母が政治についてどんな見解を持っていたか，
また社会的地位がどのようなものであったか，覚えて
いません。また子供のしつけや食習慣，育児について

の母の考えを思い出すことができません。数々の成長
の経験から心に浮かぶおもな事柄は，母がわたしを愛
していたということです。母はわたしと一緒に芝生に
寝転んでよく物語を話してくれました。また，わたし
たちとかくれんぼをしてくれました。いつも抱き締め
てくれました。うれしかったです。いつも笑顔でした。
わたしにとって母の笑顔は神のようでした。聖徒たち
が神について語る徳をすべて備えていました。それに，
歌です。わたしの感覚に心地よいものとして残ってい
永遠の結婚生徒用手引き
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るものの中で，ロッキングチェアに座る母のひざによ

によって，アーメン。

じ登り，揺られながら母が歌う歌を聞いて，いつの間
にか眠りに就くあの心地よさに勝るものはないでしょ

う。そのことを考えながら，すばらしい考えや計画を

教会の女性
大管長

の力が自分にあることを自覚しているだろうかと思う

二宮冒冒室冒冒

苫ＰＦ侭尋迄腰蓑垂一．

るのでしょうか｡」

一⁝

のです。子供の人生において真実の愛と思いやりがど

れほど大きな価値を持つか，現代の女性は自覚してい

篝

持っている現代の女性は，子供の行く末を形作る万能

ゴードン･B・ヒンクレー

｢聖徒の道』1997年1月号，

母親の皆さん，皆さんの10代の子供たちも同じ愛と

76−79

思いやりを必要としています。多くの母親と父親にと

って，小さな子供に愛と思いやりを示すのは簡単なよ

うに見えますが，大きくなると難しくなります。祈り
をもって取り組んでください。世代間の相違は克服で
かぎ

女性は神の計画に不可欠である

きます。鍵は愛です。若人は愛と思いやりを求めてい

ます。甘やかされたいのではありません。共感と理解
ます。甘やかされたいのではありません。共感と理解！この教会の成人会員のうち，半数
いや恐らく半数
を求めているのであって，両親からの無関心を求めて
を求めているのであって，両親からの無関心を求めて1以上は，女性です。今朝，わたしは特にこの女性の
いるのではありません。両親が時間を割いてくれるこ
いるのではありません。両親が時間を割いてくれるこ
方々に向けて話したいと思いますoしかし，男性の
とを求めています。10代の息子，娘に対する母親の思
とを求めています。10代の息子，娘に対する母親の思i方々にも聞いていただきたいと思います。

いやりある教えと愛と信頼が，彼らを文字どおり世の
ぃやりある教えと愛と信頼が，彼らを文字どおり世のIまず姉妹の皆さんに申し上げます。皆さんは御父が
悪から救うことになるのです。
悪から救うことになるのです。その子供たちの永遠の幸福のために定められた計画の
中で，その重要性において劣る位置に置かれているわ

両親に与えられる主の祝福

iけではありません。皆さんは神の計画において，絶対

はんりょ

話の終わりに当たり，わたしの愛する伴侶であり，6；不可欠な位置を占めているのです。

人の子供たちの母親である妻に対して，この場で永遠I皆さんなくして，この計画は機能することができま

の感謝と愛をささげなかったなら，今晩のわたしは怠せん。女性がいなければ，教会の全プログラムが崩壊

慢のそしりを免れないでしょう。妻は母親としての務 してしまいます。前にもこの壇上から話しましたが，
めに献身することにより，言葉では表せない祝福をわ天地創造が始まったとき，創造主であるエホバは御父
やみ

たしと家族にもたらしてくれました。彼女はすばらしiの指示の下に，闇と光を分け，陸と海を分けられまし

い母親であり，自分の生活と使命のすべてを喜んで家，た･それに続いて，植物の創造が行われ，さらに動物
族にささげてきました。わたしはフローラにどんなにiの創造が行われました。そして，男性が造られ，神の
感謝していることでしょうか。：創造の最後として，女性の創造という最も大いなる業
わたしは，今晩この場に集っている父親や夫の皆さ：がなされたのです。

んにも，感謝の気持ちを述べたいと思います。わたし；皆さんは一人一人が神の娘であり，聖なる生得権を
たちが皆さんに期待することは，家庭において，家族ii授けられています。その権利は何ものにも侵されるこ
はんりょ

に対して，伴侶，すなわちあなたの子供たちの母親にとがありません。
対して義にかなった指導力を発揮し，家族を永遠の御
教会の女怪力詩つ猿犬を力

父のもとへ導くことです。

すぱらしい母親の皆さんが神によって祝福されます！わたしは行く先々でメディアの代表者たちのインタ
ように。わたしたちは皆さんのために祈っています。ビューを受けます。彼らは必ず，教会で女性が置かれ

皆さんを支持しています。子供をもうけ，育て、訓練ている位置について質問します。彼らは，わたしたち
べ‐つし

し，教え，愛する皆さんに，永遠にわたって敬意を表が女性を蔑視していると言わんばかりに，批判的な態
します。皆さんがシオンの母親という最も高貴な召し度を見せます。その度にわたしが答えているのは，世
を尊んで大いなるものとするなら，わたしは天の祝福iの中にこの教会ほど女性に対して，成長の機会，良い

と「父が持っておられるすべて」を皆さんに約束しま：交流の場，すばらしい善をなす機会，指導的な立場や
す（教義と聖約84：38参照)。イエス・キリストの御名：責任ある立場に就く機会を多く与えている組織はほか
み な 』
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にないということです。

自分の子供たちの姿を見ながら書いた詩を思い出しま

わたしはそのようなレポーターの方々が，先週の土
曜日にこのタバナクルで開かれた中央扶助協会集会に

出席できていたらと思っています。多くの神の娘がこ

す
。

「あなたたちは，わたしの歩んだことのない道
わたしが買えなかった真珠

のように集った姿を見るのは大きな感動でした。それ

あなたたちは，わたしが行けなかったイタリアの

は，信仰と才能を持ち，人生の目的をわきまえ，自分

青い湖

たちが創造された神聖な意義を理解している人々でし

わたしが行けなかった遠い国の空｡」

た。レポーターの方々に，ブリガム・ヤング大学の若

[,@ToMyChild",チャールズ．L･ウォーリス編,The

い女性たちのすばらしい合唱を聞いていただきたかっ

TreasureCllest(1965年),54に引用〕

たと思っています。その美しい歌声はわたしたちを感

どこに住んでいるかにかかわらず，姉妹の皆さんは

動させてくれました。また，中央扶助協会の会長会の

真の意味での国の基を築いているのです。なぜなら，

霊感あふれるメッセージを聞いていただきたかったと

皆さんは強く安らかで，安全な家庭を築いているから

思います。一人一人が，信仰，希望，慈愛というテー

です。そのような家庭こそ，どの国においても，真の

マについて話してくれました。

力となるのです。

この女性たちは，何と豊かな才能に恵まれているこ

とでしょうか。彼女たちは，力と確信と優れた説得力
をもって，自分自身を表現していました。そしてファ

ウスト副管長がすばらしい話でその会を締めくくって
くれました。

教会の女性の位置についてよく質問するレポーター

の方々が，あの大会に出席していたら，それ以上の質
問をしなくても，この教会の女性には強さと大きな能
力があることを理解したことでしょう。この主の王国
の一翼を担い，神権者と手を携えて前進する女性たち
の中には，指導力，確かな独立心，そして大きな充実
感があります。

国の基を築く者

しっせき

虐待する者への叱責
しかし，不幸にも，暴力的な男性と結婚してしまっ
た人も少なからずいると思います。そのような男性の

中には，日中は人々の前でにこやかな顔をしていなが
ら，夜になって家に帰ると，自制心を忘れ，ささいな
ことに腹を立て，怒りを爆発させる人がいます。
このような悪と野蛮な振る舞いをしている男性は，
神の神権者にふさわしくありません。そのようなこと
をしている男性は，主の宮に入る特権にふさわしくあ

りません。わたしは，自分の妻や子供から愛される資
格のない男性がいることを残念に思います。自分の父
親を恐れる子供，また自分の夫を恐れる女性がいます。
わたしの声を聞いている人の中に，このような男性が
いるとすれば，わたしは主の僕として，その人を叱責
し，悔い改めるよう求めます。自分自身を抑え，感情
しもく

その扶助協会の集会に出席した多くの人々が，今日
この大会に集っています。今日は，それぞれに愛し尊
敬し合うご主人とともに出席しています。この世にお
いて，また永遠にわたって伴侶となる善き男性と結婚
のきずなで結ばれた皆さんは，ほんとうに幸せな人々
です。皆さんは，様々な立場で人に仕え，家族を養い
育ててくる中で，幾度も嵐に遭いながらも，自分自身
はんりょ

あらし

を見失わず進んできました。多くの女性が母親として
の生活をしています。そして孫やひ孫を持っている人
も実に多くいます。親として，時に苦しく，時に喜び
に満ちた経験をしてきました。皆さんは，神の霊の子
が不死不滅と永遠の命への通過点である第二の位を経
験できるよう，彼らをこの世に迎えるという大切な働
きの中で，神と手を携えて歩んできました。子供を育
てるのは，決して易しいことではありません。多くの
人が犠牲を払い，生活を切り詰め，夜も昼も働いてい
ます。皆さんについて，また皆さんの置かれている状
況について考えるとき，わたしはアン・キャンベルが

しっせき

をコントロールしてください。あなたを怒らせている

原因の多くは，ささいなことのはずです。それに比べ
て，あなたが自分の怒りと引き換えに払う代価は実に
恐ろしいものなのです。主に赦しを請うてください。
妻に赦しを請い，子供に謝る必要があります。
ゆる

独身の女性への助言

教会には多くの独身女性がいます。ほとんどの場合，
彼女たちは自分の選びによって独身でいるわけではあ
りません。永遠を共にしたいと思う相手に出会う機会
に恵まれないでいる人々もいます。

最近このタバナクルで独身女性を対象に開かれた集
会で話したことを，もう一度，結婚を望んでいる独身
の女性たちに申し上げます。

「望みを捨てないでください。努力をやめてはいけ
ません。しかし，伴侶となる人を見つけることばかり
はんりよ
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に，気を取られてもいけません。そのことを忘れて，
ほかのことを一生懸命するようになると，良い相手に
巡り会える可能性が飛躍的に高くなります。……

わたしたちを愛し，『ワードの家族』がほんとうに大き

な影響を与えられるということの生きた証拠です。
神権指導者は，息子たちが教会やスカウトプログラ

いや

多くの人にとって，孤独を癒す最良の薬は，人のた

ムに活発に参加できるように助けてくれています。〔一

めに働くことだと思います。皆さんの問題を過小評価

人〕はイーグルスカウトの章を受け，今週にはさらに4

するわけではありませんが，それよりも深刻な問題を

つ目の達成章を受けることになっています。〔もう一人

抱えている人がたくさんいるということをあえて申し

の子〕もイーグルスカウトで，ほかに3つの達成章を

上げます。そのような人々に手を差し伸べ，助けと励

受けています。そして〔3番目の子〕は，今週イーグ

ましを与えてください。わずかな気配りや励ましがな

ルの申請害を出したばかりです。いちばん下の子もカ

いために，暗い学校生活を送っている少年少女が非常

ブスカウトが大好きです。

に多くいます。苦痛，孤独，不安の中で生活している

わたしたちはいつも優しい思いやりと温かな握手に

高齢者がいますが，その多くは簡単な会話があるだけ

包まれて生活しています。自分たちにはとても克服で

で，ある程度希望や喜びを感じられるのです｡」（ソル

きないと思える試練があっても，キリストの精神をよ

トレーク盆地独身成人ファイヤサイド,1996年9月22

く示してくれるステークとワードの皆さんが助けてく

日
）

れています。

夫を凌ぐした女控を助ける

生きていくことは大変なことです。･･･…しかしわた

したちは，ひざまずいて家族の祈りをささげて……助

教会の女性の中には，離婚や死によって夫をなくし

けと導きを求め，自分たちに与えられている祝福に感

た人や，扶養義務を果たさない夫を持つ人がいます。

謝の言葉を述べ，それによって神の武具で身を固めて

その方々に対してわたしたちは大きな責任があります｡
聖文には次のように宣言されています。「父なる神のみ

います。わたしは，息子たちに宣教師となるように，

まえに清く汚れのない信心とは，困っている孤児や，
やもめを見舞い，自らは世の汚れに染まずに，身を清
く保つことにほかならない｡」（ヤコブの手紙l:27)
ここに，自分は幸福だと思っている一人の姉妹から
の手紙があります。事実彼女は幸せな生活をしていま
す。こう書かれています。

また，福音と各自が受けている神権に忠実であるよう
に教えるときに，常に聖霊がともにいて導きを与えて
くださるように，毎日祈っています。

わたしは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であ
ることを誇りに思っています。この教会が真実である

ことを知っています。教会の指導者を支持しています。
わたしたちを愛し，わたしたちを温かく受け入れてく

「わたしは独りで4人の男の子を育てていますが，
……決して孤独ではありません。助け支えてくれる
『ワードの家族』がいるからです。．．…・

れる皆さんに感謝しています｡」

扶助協会の会長は，わたしがどうしようもない苦し
みを味わっているときにはいつもそばにいて，わたし
が霊的に成長し，祈り，神殿に参入できるように助け
監督は必要な食料や衣類を惜しみなく持って来てく
れ，二人の子供がキャンプに参加できるように助けて
くれました。また，わたしたち家族全員と面接し，一

なすべきかを，実によく物語っています｡わたしは，
この女性のような状況にあるすべての女性が，彼女と
同じように，理解があり，助けの手を差し伸べてくれ
る監督，また，どのように援助したらよいかをよくわ
きまえている扶助協会会長，自分の義務を理解し，実
行するホームテイーチャー，でしゃばることなく，助
けを与えてくれる多くのワード会員に恵まれるように

人一人に祝福と励ましを与えてくれます。またわたし

望んでいます。

が家計のやり繰りや，子育ての責任を果たせるように

わたしはこの手紙を書いた女性に会ったことはあり
ません。彼女の手紙には，元気に生活していることが
かっとう

てくれています。

助けてくれています。

ホームテイーチャーは定期的に訪問し，新しい学年
の始まりには息子たちに祝福も授けてくれます。
ステーク会長会の皆さんも，定期的に，時間を取っ
て教会で会ったり，電話をかけたり，家に訪問したり
して，心にかけてくれます。

この教会は真実です。わたしと子供たちは，神様が
永遠の結婚生徒用手引き

何とすばらしい手紙でしょう。この教会が全世界で
どのような働きをしているか，またどのような働きを

害かれていますが，多くの葛藤や孤独感，そして時に
は，不安に駆られることもあるはずです。自分も含め
て10代の子供の生活上の必要のために，彼女が働いて
いることも分かります。しかし，監督が食料や衣類な
どの世話をしているという文面から判断すると，収入
も決して十分ではないのでしょう。
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ほお

家庭外での仕事に関する助言
何年か前にベンソン大管長が，教会の女性に向けて

頬を涙でぬらしながら，長い時間ひざまずいて天の御
父に語りかけています。どうか，わたしたちも皆さん
のために祈っていることを忘れないでください。

メッセージを出したことがあります。ベンソン大管長

皆さんは自らなすべきことに加えて，教会での奉仕

はその中で，教会の女性に，仕事を辞め，子供のため

も要請されています。監督の方々が，皆さんに能力以

に時間を使うようにとの勧告を与えました。わたしも

上のことをするように求めることはないでしょう。そ

ベンソン大管長のその勧告を支持するものです。

して，奉仕をするときに，皆さんは自分の人生に，新

しかしながら，ベンソン大管長もそうでしたが，わ

たな広がりを得ることでしょう。また，友情，人々と

たしも，家族の生活のために働かなければならない女

の交わりを得，知識と理解と知恵，さらには行動力に

性がいることは認めています。（実際そのような女性が

おいても成長していくことでしょう。主の業の中で行

増えています｡）そのような人々に申し上げます。どう

う奉仕を通して，さらに良い母親となることでしょう。

か皆さんの最善を尽くしてください。フルタイムで働
いている皆さんは，基本的な必要を満たすためにそれ

年配の女性へ

をしているのであり，ただ単に，高価な家や自動車，

さて，最後に年配の女性の皆さんに少し申し上げた

ぜいたくのために働くことのないように望んでいます。

いと思います。皆さんの中にはご主人に先立たれた人

母親の最も大切な仕事は，義と真理のうちに，子供を

も数多くいます。皆さんは大きな宝です。皆さんはこ
あらし

育て，教え，助け，励まし，養うことです。母親の代

れまでに幾度となく人生の嵐を経験してきました。皆

わりになり得るものは，何もありません。

さんは，年下の姉妹たちが現在直面している様々な問

フルタイムの仕事と，専業主婦を両立させることは，

ほとんど不可能なことです。このことでいろいろと思
い悩んでいる女性がいると思います。もう一度申し上
げます。皆さんの最善を尽くしてください。皆さんは

題に耐えてきました。皆さんは，知恵，理解力，人を

思いやること，そして愛と奉仕においても円熟してい
ます。

自分の状況をよく御存じです。わたしは皆さんが，自
分の子供の幸せを，心から願っていることを承知して
います。皆さんには助言と助けを与えてくれる監督が
います。分別をわきまえた女性と話す必要があると感
じたときには，ためらわずに，扶助協会の会長に連絡

皆さんの表情の中には，輝くようなある種の美しさ
があります。それは心の安らぎがもたらす美しさです。
まだ，苦労することはあるかもしれませんが，それを
乗り越えていく円熟した知恵があります。健康上の問
題があっても，それに対処するある種の沈着さがあり
ます。過去の嫌な思い出はほとんど忘れています。そ

を取ってください。

の一方で，よい思い出がよみがえり，人生に喜びと安

教会の母親の皆さん，ここにおられるすべての母親
の皆さんに申し上げたいことがあります。時とともに，
皆さんは，義，善，正直，信仰に向けて子供たちを育
てるために自分がしたことにますます感謝するように
なるでしょう。子供に対して十分な時間を取ることが

らぎをもたらしてくれます｡

皆さんは聖文を愛することを学び，それに親しんで
きました。皆さんの祈りはその多くが感謝の祈りとな
っています。皆さんは温かな言葉であいさつを交わし
てくれます。皆さんの友愛の精神は，ほかの人が安心

できれば，恐らくそうなることでしょう｡

して頼れる，非常に強いものです。

独りで子供を育てている皆さんに申し上げます。皆
さんを助けたいと思っている人がたくさんいます。主
は皆さんを忘れてはおられません。もちろん，主の教

末日聖徒イエス・キリスト教会の女性は，すばらし
い恵みの源です。皆さんはこの教会を愛し，その教え
を受け入れ，教会の組織の中で自分が受けている責任
を誇りにしています。皆さんは教会員の中に輝きと強
さと美しさをもたらしてくれます。わたしたちは心か

会も皆さんを忘れてはいません。

ら皆さんに感謝しています｡皆さんを心から愛し，尊

独りで子供を育てている姉妹の皆さん，皆さんのう
えに主の祝福がありますように｡皆さんが，大変な責
任を果たせるように，健康と強さと活力を授けられま
すように。試練のときに支えてくれる優しい友と仲間
に恵まれますように。皆さんは，恐らくほかの人々は
知らない祈りの力を御存じでしょう｡皆さんの多くは，

敬し，誇りとしています。

ひとり親への助言

わたしは自分の妻をたたえたいと思います。互いへ

の愛を胸に，夫婦としてソルトレーク神殿の扉を出て
からもうすぐ60年になろうとしています。これまでの
歳月の中でわたしたちの愛はさらに強められてきまし
た。その間，数多くの問題に直面しましたが，ともか
永遠の結婚生徒用手引き

196女性に託された神聖な役割と責任

くも，主の祝福により，それらの問題をすべて克服し

ていました。あなたはこの地上での経験を，あなたに

てきました。

対する御父の計画の一部として選択しました。預言者
あわ

腰が少しは曲がってきましたが，お互いにまだまだ健

はそれを，「憐れみの計画｣2「偉大な永遠の計画｣3「救
いの計画｣4，そしてもちろん「偉大な幸福の計画｣5な
どと呼びました。あなたはこの地上に来る前にこの計

在です。別れの時が来たら，その悲しみはとても大き

画を知らされ，参加する特権を前世で喜びました。

肉体的には，若いころのようにはいかなくなってき
ています。しかし，それもさほど問題ではありません。

いと思います。しかし，永遠にわたって，妻がわたし

この人生で完全な幸福を得，幕を越えて永遠に続く

のものであり，自分は妻のものであるとの確信がもた

喜びを得るには，計画に対する従順が要求されます。

らす 慰 め も あ る こ とでしょう。

御父の幸福の計画に欠かせないものが，選択の自由，
すなわち個人で選び取る権利です。さらに基本となる

姉妹たちへの感謝

のは，合法的な結婚という結びつきの中で行使される

愛する姉妹の皆さん，わたしが皆さんに心から感謝

生殖の力という神聖な特権です。男女の間の結婚は，

していることを知っていただきたいと思います。皆さ

永遠の計画の根本です。家族は神によって定められま

んはわたしたちに力を与えています。皆さんが持って

した。6夫または妻であるあなたは，子供をもうけ，彼

いる力は偉大なものです。皆さんはその高潔さとすば

らを養い，霊的，情緒的，肉体的に訓練する責任を負

らしい能力をもって，扶助協会，若い女性，初等協会

っています｡7
こうかつ

などのプログラムを推し進めています。日曜学校で教
はんりょ

サタンにも計画があります。狡滑で，邪悪巧妙な，

えている方々もいます。わたしたちは皆さんの伴侶と

破壊の計画です｡8偉大な幸福の計画を無効にする，考

して，また兄弟として，敬意と愛と誇りと心からの称
賛の意をもって，ともに並び歩んでいきます。教会の

えつくあらゆる手段を用いて天の御父の子供たちを囚

男性が神権を受けるように定められたのは主御自身で
す。神の教会であり，王国でもあるこの偉大な驚くべ
き組織を完成させるための力を皆さんに与えられたの
も主御自身です。わたしは全世界に向かって，皆さん

の真価，皆さんの優しさと徳，すばらしい能力と貢献
を証します。天の祝福が皆さんのうえに注がれますよ
うに，主イエス・キリストの御名により祈ります。ア
あかし

みな

ーメン。

偉大な幸福の計画を実践する喜び

とら

われの状態に置くことが，その目的です。

神の計画の中で結婚する重要催
天の御父は御自分の息子，娘たちに，主の計画の中
で果たすべき個々の責任に見合った独特の特質を授け

られました。御父の計画に従うには，あなたが息子，
娘，夫，妻として御父に期待されている事柄を行う必
要があります。各自の役割は違いますが，それぞれが
完全に補い合っているのです。主の計画では，完全な
者となるには二人，つまり男性と女性が必要です。確
かに夫と妻はそっくりな状態に造られているわけでは
ありませんが，互いに補い合う能力と特質を神から授

十二使徒定員会会員

けられた,驚嘆すべき組み合わせです。

リチヤー人..G･スコット

こうした異なった特質は，結婚を通じて一つとなり，
調和して，夫と妻子供や孫たちにとって祝福となり
ます。人生で最大の幸福と豊かな実りを得るには，夫
と妻の両方が必要なのです。二人の働きは結びつき，
補い合っています。各人は，主が男女の幸福のために
定められた役割に最も合う，それぞれの特質を与えら
れています。主が意図されたとおりにこれらの特質を
行使するなら，夫婦は，一つとなって考え，行動し，
喜びを得ることでしょう。また，問題に一緒に直面し，

I

I聖徒の道』1997年1月号，
84−86

神の猿大を幸福の計画

一つになって克服するでしょう。愛と理解力をもって

聖文にはこう記されています。「神であるわたしは，
｡…･･人を創造し，男と女に創造した｡」】これはあなたが
天の御父のみもとで生活していた前世で，霊的に行わ
れたことです。地上に来る前にあなたの性別は決まつ
永遠の結婚生徒用手引き

成長し，神殿の儀式を通して結び合わされた二人は永
遠に一つとなるでしょう。これがその計画です。
アダムとエバの生涯から学ぶ
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みな

アダムとエバの生涯を研究するなら，

つまでも御子の御名によって神に呼び求

すばらしい親となるための道が見いだせ

主の計画では，

めなさい｡」'7二人はそのようにしました。

るでしょう。アダムは地球の創造を助け

完全を青となるには

しかも，子供たちにも幸福の計画を教え

たミカエルであり，栄光に満ちた，驚嘆

二人，つま〃男催と

ました。｣8二人は協力して問題の克服に

女控力泌要で戎

努め，」9「神に呼び求めることをやめ」

すべき人物です。エバもそれに似つかわ

しい人物で，成熟した，力強い，有為な

ませんでしたO20

はんりょ

伴侶です。二人が木の実を食べた後，主

アダムとエバは従順だったので，聖霊

が彼らに声をかけられました。彼らの答えは，男性と

の導きを受けました。あなたも夫または妻として，救

女性の異なった特質を幾つか明らかにしています。ア

い主の教えに従うことで聖霊の賜物を行使するにふさ

たまもの

ダムに対して主はこう言われました。「食べてはならな

わしい者となって，人生の指示を受けることができま

い……と命じておいた木から，あなたは取って食べた

す
。

のかo」9アダムの反応は できるかぎり自分が正しい状
態にあるように見られたいと願う男性の特徴を示して

妻と母親の役割

います○彼の答えはこうでした。「あなたがわたしに与

神の計画21や真実の幸福からあなたを引き離すために

えてくださって，わたしとともにいるようにと命じら
れた女が，その木の実をくれたので，わたしは食べま

サタンが用いる巧妙な方法に注意してください。サタ

した｡｣'0次いで主はエバに言われました。「あなたは何
ということをしたのか｡」uエバの反応は，女性の特徴
を示していました。その答えは非常に簡単で，率直で
した。「蛇がわたしをだましたのですOそれでわたしは

妻と母親の役割を卑しめることです。これは，夫婦の

食べました｡｣12

後に「アダムは神をたたえ，……地のすべての氏族
について預言し始めて言った。『神の御名がたたえられ
るように。わたしの背きのゆえに，わたしの目は開か
れた。わたしはこの世で喜びを受け，再び肉体にあっ
て神にまみえるであろう。』」l3アダムは自分の責任につ
いて考えていました。自らの行いを主の御心と調和さ
せようと努めていたのです○エバはこう言いました。
みな

みこころ

｢わたしたちの背きがなかったならば，わたしたちは決
して子孫を持つことはなく，また善悪も，蹟いの喜び
も，神がすべての従順な者に与えてくださる永遠の命
も，決して知ることはなかったでしょう。」]4エバの反
あがな

応は女性の特徴を示しています。エバの関心はすべて
の人に及び，すべての人が配慮を受けることを願って
いました。どちらの反応が正しいというものではあり
ません○二つの見方の違いは，男女それぞれに固有の

特質から生じています○主は，幸福，個人の成長，発
展を目的とした御父の計画を遂行するために，こうし
た違いを活用するよう意図されました◎二人が意見を
交わすことで，彼らはより広い視野に立った，さらに
正確な真理の理解に到達しました。

二人はともに働きました。15子供を持つようにという
戒めにも従いました。16時には困難を生じ，難しい状況
に陥っても，二人は幸福の計画を知り，それに従いま
したc

次のような戒めを受けていました。「悔い改めて，い

ンが用いる非常に効果の高い手段の一つが，家庭での

愛情を深め，子供たちを理解と平安，感謝と支援の雰
囲気の中で養育しようとする神の計画の根幹をねらっ
た攻撃です。現代社会にはびこる暴力の多くは，家庭
が弱まった結果です。政府の対策や社会施策では効果
的な矯正は望めないし，学校や教会からの最大限の働
きかけも，家庭における愛情に満ちた母親や妻の優し
い世話に，完全に取って代わることはできません。

今朝，ヒンクレー大管長は家庭における母親の大切
さについて語りました。そのメッセージを研究してく
ださい。主の導きを受けた母親であるあなたは，配慮
の行き届いた指導とふさわしい模範により，真理の糸
を用いて，子供たちの人格を織り上げます。正直とい
う特質，神への信仰，義務感，人を尊重する気持ち，
親切，自信，貢献し，学び，与える望みを，あなたの
信頼を寄せる子供たちの心と思いの中にはく、くむので
す。どんな託児所もそれはできません。それは母親の
神聖な権利であり，特権です。

もちろん女性であるあなたが職場で遺憾なく力を発
揮することもできるでしょう。しかしそれが神の授け
られた才能と女性の特質を生かす最上の道でしょうか。
夫であるあなたは，避けられるものなら，家族を養う
という神が授けられた責任に対する助けを受けるため
に，妻に働きに出るように勧めないでください。預言
者の勧告にあるように，主の助けを受けながら，可能
なかぎり，母親が家庭にいられるように夫と妻の双方
が協力しなければなりません｡22あなたが家庭にいれば，
子供たちの自信は深まり，情緒的な問題が起きる可能
性は減るでしょう。しかもあなたが言葉と模範によっ
て真理を教えるなら，子供たちは自分が何者であり，
永遠の結婚生徒用手引き
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天の御父の聖なる子供として何を得られるのか理解す

いの男性は，女性が直面しなければならない不確かな

るようになります。

状況を処理できないかもしれません。女性は社会的な
慣習のせいで結婚の申し込みを受ける立場にあります。

主の時に与えられる祝福

夫の転職や教会での召しのために，任地まで一緒につ

わたしは，自分が理想を言っているのは分かってい

いて行かなければなりません。女性の環境や近隣との

ます。あなたは生活がまだそうした理想の状況に至っ

付き合いは，貧しさや裕福さも含め，夫の扶養能力に

てはいないと思って，不安を覚えるかもしれません。

よって決まってしまいます。子供を出産する度に，自

しかしわたしは約束します。あなたが従順にイエス・

分の命を主の御手にゆだねています。男性はそのよう

み て

キリストを信じる信仰を保ち続け，幸福の計画全体を

な犠牲を払いません。子供を養育し夫の世話をすると

理解するなら，現時点の生活でたとえその重要な部分

いう祝福の間に，度々，日常の雑事も多くこなさなけ

が成就できていなくても，主がふさわしいと認められ

ればなりません。しかし女性の皆さんは，自分が女性

る時機に，それらはあなたのものとなります。またさ

であるという理由で，これらすべてを喜んで行ってく

らに約束します。今の境遇の中であなたは意義ある成

れます。一般的に女性は，自分がどれほど真実すばら

長を遂げ，幸福になることができます。神の娘または

しく，多くのことをこなし，いかに深い感謝と愛を受

息子として，計画のどの部分でもあなたに実行できる

け，どんなに必要とされているかを知りません。とい

箇所を実践し，最善を尽くしてください◎

うのもほとんどの男性は，求められているほど完壁に

妻または母親になりたいというあなたの願いはこの

地上で完全には満たされない可能性もありますが，そ
の祝福を受けるに値する信仰をもって従順に歩むなら，
主の時機にかなってそれは成就するでしょう。23わたし
たちの神の計画24から迷い出て，この世の道へ行って

はなりません。そこでは母親の務めは過小評価され，
女性らしさは軽視され，妻や母親の天与の役割は顧み
られないでいます。世の人々は好きなようにさせてお
きましよう。あなたは主の計画に従って，真実と永遠
の達成と完全な幸福を最大限に受けてください。ふさ

わしい状態にありながら受けていない約束された祝福
は，この世か次の世で，漏れなく与えられます｡25

女怪の特質と行いに対する血蒻謝
わたしは力ある神権指導者と頻繁に面接をします。
はんりょ

彼らは妻の話に及ぶと，伴侶への深い愛情と明白な感
謝の気持ちを示します。涙を浮かべることも，しばし
ばです。彼らはこう言います。「彼女はわたしよりもも
っと霊性が高く，清く，献身的です｡」「彼女のおかげ
でもっと良い人間になろうという気持ちがわいてきま
す｡」「彼女はわたしの人生の支えです｡」「彼女なしで
は務めを果たせませんでした｡」真実の気持ちを表現す
るわたしたち男性の能力のつたなさで，女性である皆
さんがどれくらい尊く，必要とされ，愛されているか

を判断しないでください。あなたは自分をささげて報
いを顧みない女性の天与の特質によって，自分の尊さ
を過小評価しているのです。

わたしはへりくだって天の御父に，その娘たちのこ
とを感謝します。女性たちはこの不確実な環境の中で
生活するために喜んで地上に来てくれました。たいて
永遠の結婚生徒用手引き

かんぺき

また頻繁にそれを伝えていないからです。

幸福に左る方法

どうすれば，地上の経験を通して，最も大きな幸福
と祝福を受けることができるでしょうか。
o聖文を研究し，その内容について深く考え，それらを
理解できるように祈って，偉大な幸福の計画に含ま
れる教義上の基礎を学んでください。大管長会と十
二使徒会が発表した家族に関する宣言26を入念に研究
して，活用してください。それは神の霊感によるも
のだからです。

・現在と過去との預言者の声に耳を傾けてください。彼
らの宣言は霊感を受けています。あなたの置かれて
いる具体的な境遇の中でそれを応用し，祈ることに
より，その勧告が真実であることを心と思いで知る
でしょう。自分の選択に対して主の確認を求め，そ
れに伴う責任を引き受けてください。

o聖霊のささやきとして与えられる内面の感覚に従って

ください。このような感覚は，義にかなった思い，
行い，主の御心を求め，それに従って生きようとす
みこころ

る決意から生まれます。

・必要なときには親や神権指導者から，助言と導きを求
めます。

ある優れた母親は次のように記しています。「開拓者
の女性たちは……当時の課題にどのように対処したの
でしょうか。彼女たちは預言者たちの声に耳を傾け，
預言者に従いました。預言者が神の御心を語っている
のを知っていたからです。彼女たちはその信仰と従順
によって課題と取り組み，大きな祝福を刈り取りまし
た。彼女たちが最初に望んだのは，安全でも，快適な
みこころ
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家でも，安楽な暮らしでもありませんでした。……大

21.2ニーファイ9:13

切な夫と子供たちのためなら，どんな犠牲も彼女たち

22．スペンサー．W･キンボール，サンアントニオで

の前には物の数ではありませんでした｡｣37

女性であることがどんなものであるか，明らかにわ

のファイヤサイド,1977年12月3日,32参照
23．ゴードン･B･ヒンクレー「神が合わせられたもの」

『聖徒の道」1991年7月号,72

たしたちには分かりませんが，このことははっきりと

知っています。すなわち，思いの丈を尽くして人を愛

24．2ニーフアイ9:13参照

することです。わたしが絶えずあふれるばかりに主に

25．ジョセフ・フイールデイング・スミス『救いの教

感謝しているのは，主の大切な一人の娘から，途切れ

義」ブルース･R･マツコンキー編，全3巻

(1954‑1956年),第2巻69参照

ることなく子供たちに，そしてわたし自身にも豊かに
注がれる祝福です。わたしたち夫婦が二人で見いだし

26．「家族一世界への宣言」「聖徒の道」1998年10月号，
24参照

た幸せが，あなたにも訪れるように願っています。あ
なた個人が地上で厳密に御父の計画に従えば，それだ

27．ジェニーン．W･スコット,BYUWomen'sCon‑

ference,1989年4月6日,1

けあなたの幸福も達成感も進歩も大きなものになり，

神が従順な人々に約束された報いを受ける資格も増す

でしょう。救い主が生きておられ，皆さんを愛してい
あかし
らっしやることを証いたします。イエス・キリストの
みな

而
f
#

中央扶助協会第二副会長
シェリー．Z,･デユー

御名により，アーメン｡

｢リアホナ」2000年1月号，

注

R･クラーク編,MessagesoftheFYrstPresidency

謹ま︾毒毒壼一垂蓉

1．モーセ2：27．モーセ2：28；3：5；ジエームズ.

皿6−皿9

灘鱗;

ofTheChurchofJesusChristofLatter‑day

Saints,全6巻(1965‑1975年),第4巻,303;ジ
ェームズ･E･タルメージ,M1llennialStar,1922年
8月24日付，539も参照

わたしたちは神の女性です

2．アルマ42:15

3．2ニーフアイ1l:5
4．モーセ6：62

5．アルマ42：8

6．「家族一世界への宣言」「聖徒の道』1998年10月号，
24参照
7．同上

8．2ニーファイ9：8−9；アルマ12:4‑5;ヒラマン
2：8；3ニーフアイl:16;教義と聖約10:12,23
9．モーセ4:17
10．モーセ4:18

11,モーセ4:19
12．モーセ4:19

13．モーセ5:10,強調付加
14.モーセ5:11,強調付加
15.モーセ5:1参照
16．モーセ5：2参照
17.モーセ5:8

18.モーセ5:12参照
19．モーセ5:13参照
20．モーセ5:16

最近わたしは仕事の関係で外国へ旅行する機会があ
りました。けれどもその旅行をすることについてあま
り良い気持ちを感じなかったので，出発する前に神権
の祝福をお願いしました。その祝福の中で敵対する者
がわたしの使命を妨げようとすること，肉体的にも霊
的にも危険な状態が待ち受けていることについて警告
を受けました。また，その旅行が観光や買い物の旅で
はないこと，しかし任務を果たすことに全力を尽くし，
御霊の導きを求めるならば，無事に帰国できるとの勧
みたま

告を受けました。

この警告はわたしにとって考えさせられるところが
たくさんありました。けれども旅行の先々で導きを求
めながら，任務を果たしているときに，わたしはふと
これが初めての経験ではないことに気づきました。御
父はわたしたちがみもとを離れるときに，このように
おっしゃったのではないでしょうか。「敵対する者があ
なたの使命を妨げようとするでしょう。あなたは肉体
的にも霊的にも危険な目に遭うでしょう。けれどもあ
なたが使命を果たすことに全力を尽くし，わたしの声
に耳を傾け，死すべき世の生涯をいたずらに観光や買
永遠の結婚生徒用手引き
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い物の旅行だけに終わらせないようにするならば，無

ち勝つ力をわたしたちに与えてくれます。「またあなた

事にふるさとへ戻って来ることでしょう｡」

がたが栄光，英知，終わりのない命を得ることを期待

敵対する者はわたしたちが観光客のように振る舞う，

しているならば，……この世のものに心を奪われては

みことぱ

つまり，御言葉を行う者でなく，ただ聞くだけの者と

なりません」とジョセフ･F･スミス大管長は述べてい

なることを喜び（ヤコブの手紙l:22参照),買い物客，

ます（『歴代大管長の教え−ジヨセフ･F･スミス』

つまり霊の成長を妨げるこの世のむなしいものに心を

27章「わたしたちの業は人々を救うことである」243，

ありざま

奪われている有様を喜びます。サタンは銀行口座の残

強調付加)。

高洋服ダンス，あるいは外見など，つかの間の喜び

わたしたちはシオンの姉妹として，家族と徳をくじ

や夢中にさせるものを使ってわたしたちを誘惑します。

こうとする敵を食い止める力を得られます。敵は永遠

なぜならば，サタンはわたしたちの宝のある所に，心

の栄光ではなくこの世の快楽で満足するよう誘いかけ

もあることを知っているからです（マタイ6:21参照)。

るに違いないのです。6人の子供を持つ45歳の母親が最

残念ながら，敵の誘惑が放つまばゆいばかりの輝きは

近語ったことですが，彼女は家や洋服ダンスをどのよ

わたしたちの目をいとも簡単にキリストの光から転じ

うに飾り立てたらよいかと頭を悩まさせる雑誌を読む

させる力を持っています。「たとい人が全世界をもうけ

のをやめたときに，心が安らかになったと話していま

ても，自分の命を損したら，なんの得になろうか｡」
（マタイ16:26)

す。彼女はこう言いました。「わたしは顔が丸々とした，
白髪交じりで，しわだらけの女性かもしれません。し

預 言 者 た ち は 世 を 捨 て て ， 心 を イ エ ーリゼ鑿孟簔謨､･ヂポ

、かし，わたしは顔が丸々とした，白髪交

ス・キリストに向けるよう勧告してきま−．

キリスト
キリストのもとへ来る
〉とへ来るじりで，しわだらけの，神の娘であって，

した。主はこのように約束しておられまと
は…． かならぬ神はわたしを御存じであり，また愛して
"とは…'…ほかをらぬ
キリストを生活の中心
話の中心くださる
ことを知っています｡」
皇?鵲鷺f戚鰯鰯'キリス
ト
扶助協会は世に対する関心を捨てよう
に据えて，世の人々か
の喜びは満たされるからである｡」（教義に
据えて fの人々がとするわたしたちを助けてくれます。な
と聖約101:36,強調付加）スペンサー．訴えるむをしい考えに
訴えるむ 'い考えにぜなら，扶助協会の目的は姉妹たちとそ

耳を貸さまいことで式
W･キンボール大管長はこのように語っ耳を貸さ
L一今当

ています。「もしわたしたちがこの世の王呈−−

国……を築くためにあらゆる時間と富を注ぎ続けるな
らば，わたしたちはまさしくそれを受け継ぐ、ことにな
るでしょう。」（｢偽りの神々」「聖徒の道」1977年8月

号，352）わたしたちはいわゆる快適な生活を追及する
あまりに，永遠の命への関心をおろそかにしてしまう
ことを幾度となく繰り返していないでしょうか。それ
はあっもののために長子の特権を売り渡すのと同じく
らい霊的に重大な過ちなのです。

主はそのような霊的に危険な状態への対応方法を明
らかにしておられます。主はエマ・スミスに「この世
のものを捨てて，この世に勝る世のものを求めなけれ
ばならない」と言われました（教義と聖約25:10)。キ
リストはケツセマネに向かうに先立って，「わたしはす
でに世に勝っている」と宣言して，模範を示されまし

た（ヨハネ16:33,強調付加)。わたしたちが世に打ち
勝つ唯一の方法は，キリストのもとへ来ることです。
キリストのもとへ来るとは，世に対する関心から遠ざ
かることです。ほかならぬキリストを生活の中心に据
えて，世の人々が訴えるむなしい考えに耳を貸さない
ことです。サタンはバビロンつまりこの世の神です。
キリストはイスラエルの神であり，主の贈罪は世に打
しょくざい

永遠の結婚生徒用手引き

黛驚蔦の家族ることだからです。この精神に基づいて
がｷﾘｽﾄのもとへ来るよう助け
ノ

わたしはスムート姉妹とジェンセン姉妹とともに，わ
たしたちがどのような存在であるかを皆さんに宣言し，
扶助協会をいっそう優美な女性を築く手段とすること
に喜びを覚えています。わたしたちや家族をキリスト
のもとへと導くうえで障害となるようなことにエネル
ギーを浪費することはできません。それは扶助協会に
とってもわたしたちの生活にとってもリトマス試験紙
の役割を果たします。キリストに対してうわくだけの
従順を示していても，最後まで堪え忍ぶことはできま
せん。

わたしは少女時代に，祖母の姿から不屈の精神を学
びました。祖母は，祖父がカンザスの大平原を開拓し
て農地の所有権を手に入れるために働くのを助けまし
た。祖父母は干ばつと砂嵐に絶えず悩まされるダスト
すなあらし

ポウルを征服し，大恐慌に耐え，グレートプレーンズ

を襲う竜巻に打ち勝ちました。わたしは祖母がわずか

な収入と激しい労働にどうして耐えられたのだろうか，
長男を悲劇的な事故で亡くしたときにどのように我慢
したのだろうかと不思議に思うことがしばしばありま
した。祖母の人生は決して平坦な道のりではありませ
へいたん

んでした。けれども皆さんは，わたしの記憶にいちば
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ん残っているのはどのようなことだと思いますか。福；成長をもたらす多くの機会への関心をおろそかにした

音を心から喜びとしていたことです。家族歴史の作業：りすることがあります。けれども主の行動の標準は常
をしているときや聖典を手にして教えているときほど；に世の標準よりも高く，多くのことを要求します。な

幸せそうな祖母はありませんでした。祖母はこの世のiぜならば，主がお与えになる報いは，真の喜び，平安，
ものをわきに置いて，もつと優れたものを追求しまし；そして救いを含め，無限の栄光に満ちているからです。
た。iではわたしたちは神の女性としてどのように創造の

世の標準からすれば祖母は平凡な女性でした。けれ；目的を達成すべきでしょうか。主は「ご自身を求める
ども，だれからも顧みられることがなくとも，祖母は1者に」報いてくださいます（へブル1l:6)。わたした
わたしにとって今世紀のヒロインでした。前世で与え：ちは研究や探求，嘆願祈り，そして誘惑に陥らない
られた約束を成就するために全力を尽くし，わたした；よう常に注意を払うことによるだけでなく，神と富と
ちのために信仰の基礎を築いてくれた人々の一人でしiの間の境をあいまいにさせるようなこの世の事柄を断
た･祖母は完全な女性ではありませんでしたが，神の：《ち切ることによっても神を求めることができます。そ

女性でした。この旗を21世紀に持って行くのは，皆さうしなければ「あまりにもこの世のものに執着」しす
んでありわたしです。わたしたちはこの世の女性では，ぎて（教義と聖約121:35),召されても選ばれない者
ありません。神の女性です。そして神の女性は21世紀；となる可能性があります。

で最も偉大なヒロインとして名を連ねることになるで：次の戒めが与えられた順序の中に教えられている基

1本原則について考えてみましょう。「あ
けれども主の行動の｜なたは,心､を尽くし,勢力と思いと力を尽

しよう。ジョセフ･F･スミス大管長が〆‑−−−−−−
宣言したように，わたしたちは「どのよ

うなことでも称賛に値する事柄……につ標準は常に世の標準よ
？

■

…

るのでなく，〔わたしたち〕が……世の

女性たちを導くのです｡」（｢歴代大管長
の教え−ジヨセフ･F･スミス』21章
｢扶助協会一聖徒のために神によって作

一

を要求します。
をぜまら嬢主がお与

｜

えにをる報いは，…… いるとしたら，選択する際にどのような
無限の栄光に

瀞ちて ，るか…｜鷺蕊鰯隻肖蔚凝

られた組織」184)

この言葉は世界中に数え切れないほど
いる善良な女性の生活を否定しているの k‐一一一−一一一一−一暑い日にどのような服装をし，家庭訪問
みたま

ではありません。わたしたちはほかの人々とは異なる；の召しをどのように受け止め，御霊を傷つけるような
存在です。わたしたちがほかの人と異なっているのは，：メディアにどう対応するでしょうか。

聖約のためであり，霊的な特権のためであり，これら：わたしたちは世の動きに惑わされずに，キリストの
に付随する責任のためです。わたしたちは力を授けら；もとへ近づくことによって，ますます神の女性らしく
れており，聖霊の賜物を受けています。また，わたし；生活します。わたしたちは永遠の栄光を生まれながら
たちを導いてくれる生ける預言者が与えられており,!;にして受け継いでいます。忠実な男性が神権を受ける
主とそしてお互いを結び固める儀式があり，神権の力；よう予任されたのと同様，わたしたちは神の女性とな
があります。わたしたちは偉大な幸福の計画の中でど；るように予任されました。わたしたちは信仰と徳とビ
のような位置にいるかを理解しています。また，神が：ジヨンと慈愛を持つ女性であって，母親であること，
たまもの

わたしたちの御父であり，御子は信頼できる仲保者で：女性であること，家族の一員であることを喜びます。
あられることをわたしたちは知っています。；完全にならなければならないことにうろたえるのでな
これらの特権には大きな責任が伴います。なぜなら幸く，さらに清くなるために努力を続けます。わたした
ぱ，「多く与えられる者からは多く求められ」るからで；ちは主の福音にすべてを託しているので，主の力によ
す（教義と聖約82：3)。そして弟子であるために要求：ってあらゆる義をなすことができると知っています
されるものは，時として重いのです。けれども永遠の；（アルマ26：12参照)。繰り返し申し上げます。わたし
栄光に向かう道中でもわたしたちは成長できるのでは；たちはこの世の女性ではありません。なぜなら，末日
ないでしょうか。わたしたちは時々，福音に従うため当の神の女性だからです。キンボール大管長が語つたよ
にそれほど時間と努力を費やす必要はないと自分やほ，うに「この世にあって得られる誉れは，神の娘として

かの人々を納得させ，世のものに執着したり，霊的なi:認められることに比べたら，物の数ではありません｡」
永遠の結婚生徒用手引き
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（｢義なる女性の役割」『聖徒の道」1980年3月号,141)

うにとの呼びかけです。「立って光を放ちなさい。それ

今年の夏にわたしは聖地で忘れられない経験をしま

は，〔わたしたち〕の光がもろもろの国民のための旗と

した。至福の教えの山にたたずんでガリラヤの海を眺

なるためで〔ある〕」との呼びかけです（教義と聖約

めたとき，はるかかなたの丘に築かれた町が目に入り

115:5)。神の女性として生活し，わたしたちが家族と

ました。隠れることのできない山の上にある町の眺め

ともに安全にふるさとに戻るようにとの呼びかけです。

は驚くほど美しいものでした。そして，その息をのむ

わたしたちには喜ぶ理由があります。イエス・キリ

ような光景から，神の女性であるわたしたちはその町

ストの福音は喜びの声だからです。わたしたちが世に

のような存在であることを考え始めました。世のもの

打ち勝つように救い主が世に打ち勝たれたからです。

みたま

を捨てて，キリストのもとに来るときに，御霊はわた

わたしたちが神の女性としてよみがえるように救い主

したちの生活とわたしたちの目を輝かせてくれます。

が3日目に復活されたからです。わたしたちがこの世の

その特異な存在は世を照らす光となることでしょう。

ものをわきに置いて，善きものを求めるように願って

扶助協会の姉妹であるわたしたちは，幕のこちら側に

います。今この瞬間にこの世のものを離れて，決して

いる女性たちにとって最も大切な団体に所属している

振り返らないと決意していただきたいと思います。イ

のです。わたしたちは山の上にある壮大な町です。わ

エス・キリストの御名により，アーメン。

み な

たしたちが世の女性たちの外見や行動から遠ざかるほ

ど，世の女性はわたしたちが希望と平安と徳と喜びに
あふれる泉であることを知るでしょう。

｢無くてならぬものは……一つだけである」

20年前にキンボール大管長がこの集会で語った言葉
は，それ以降ずっとわたしたちの間で引用されてきま

います。

先ごろゴードン･B･ヒンクレー大管長はこのように
述べました。「世界の永遠の救いは……この教会の肩に
かかっています。……わたしたちは，これまで世界の
歴史上のいかなる人々も受けたことのないような……
任務を受けています。… ･わたしたちはその実現に着
手すべきです｡｣("!ChurchlsReallyDoingWell'｡',
ChurchNews,1999年7月3日付,3)

神の女性、それはわたしたちのことです。今晩，皆
さん一人一人が世を離れてキリストに近づくためにで

きることを少なくとも一つ見つけるようお願いします。
そして，来月は別のことを見つけてください。その後
も，ずっとこれを続けてください。姉妹の皆さん．こ
れは武具を身に着けるようにという呼びかけであり，
行動を求める呼びかけであり，立ち上がることを求め
る呼びかけです。力と義という武具を身に着けるよう
にとの呼びかけです。肉の腕ではなく主の腕に頼るよ
永遠の結婚生徒用手引き

パトリシァ･T･ホラント

意

壺悔

の喜びを味わうようになるときに現実となって現れる
ことでしょう。」（｢義なる女性の役割」『聖徒の道』
1980年3月号,142‑143,強調付加）わたしたちはも
はや，キンボール大管長の言葉を引用しているだけで
満足していることはできません。キンボール大管長の
預言を成就する姉妹とならなければなりません。わた
したちはそれを実現できます。わたしはそれを知って

元中央若い女牲副会長

篝言：

した。「この末日に当教会において驚くべき発展が見ら
れますが，……このことは，教会の女性が義にかなっ
たけじめのある生活をし，世の女性たちとは違った別

Ensign,1987年10月号,26‑a3

h
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x
'
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−キリストを信じる確固とした信仰を持つ
女性になる

1986年4月に中央若い女性会長会から解任されたす
ぐ後に，わたしはイスラエルで1週間過ごす機会があ
りました。会長会の召しを受けていた期間は，わたし
にとって試練に満ちた多忙な2年間でした。わたしが
常に最優先したのは，その責任を果たすために十分な
時間を取りながらも，善い母親でいることでした。で
すから，小学生，高校生，そして伝道に備えている息
子の専業の母親であろうと努めました。また，並外れ
て多忙な大学長である夫の専業の妻であろうと努力し
ました。そのうえ，事務所から50マイル（約80キロ）
離れた場所に住みながら，中央会長会の副会長として
専業のように働かなければなりませんでした。しかし，
基本方針を定めてプログラムを始める大切な時期に，
わたしは十分な働きをしていないと悩むようになり，
それまで以上のことを達成しようと奮闘しました。
2年目の終わりごろには，健康に支障が生じてきま
した。体重は目に見えて減っていき，夜も熟睡できま
せんでした。夫や子供たちはわたしのことを気遣うよ
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うに努力し，わたしも同じように家族のことを気遣う

れ，疲れた魂を和らげ，静め，慰めてくれるのを感じ

ように努めました。わたしたちは疲れ切っていました。

ました。

それでもわたしは，どうしたらすべての事柄をもっと

わたしたちの愛する天の御父が，わたしに次のよう

よく管理できるかしら，と考え続けていました。中央

にささやいていらっしゃるように思いました。「多くの

幹部の兄弟たちはいつも思いやりをもって見守り，や

ことに思い煩う必要はない。なくてはならないもの，

がて愛をもって解任してくれました。わたしは奉仕の

ほんとうに大切なことはただ一つ。それは太陽の光，

期間が終わったことを家族とともに感謝しましたが，

すなわちわたしの独り子に目を向けることなのだ｡」そ

心から愛するようになった姉妹たちとの交わりを失っ

のとき，わたしは紛れもない平安に包まれました。そ

て寂しさを感じました。そして，正直に言うと，自分
自身の何かを失ってしまったと感じました。自分は何
者だったのでしょうか，要求がごった返す中で自分は
どこにいたのでしょうか。人生はこのように困難に満
ちているものでしょうか。互いに競合する様々な責任
をどれだけ首尾よく果たしてきたのでしょうか。それ

とも，すべてし損なってしまったのでしょうか。解任
されてからも，以前と同じように困難な日々が続きま
した。だれかを訪ねる力もありませんでした。わたし

の燃料タンクは空で，どこにガソリンスタンドがある
のか分かりませんでした。

それから数週間後に，夫は最初に話したエルサレム

へ行く責任を受け，同じ割り当てを受けて旅行する中
央幹部の兄弟から，わたしはその旅行に同行するよう
に求められました。夫はこう言いました。「さあ行こう，
生ける水と命のパンの地，救い主の国で力を取り戻す
ことができるよ｡」疲れ果てていたわたしは仕度をしな

がら，そこで藍される時間を持てるかもしれないとい
う信仰，言い換えれば，かすかな希望を抱いていまし
た。

雲一つない美しく晴れ上がった日に，わたしはガリ

ラヤ湖を見下ろす場所に腰かけて，ルカによる福音書
の第10章を読み返していました。しかし，そのページ
の言葉に代わって，「〔パットよ パットよ パットよ〕，
あなたは多くのことに心を配って思いわずらっている」
という言葉を心の目で見，心の耳で聞いたような気が
しました。そして，「しかし，〔ほんとうに〕無くてな
らぬものは多くはない。いや，一つだけ〔ただ一つだ
け〕である」という箇所を読んだときに（40‑41節)，
清らかな個人の啓示の力が注がれたのです。
5月のイスラエルの太陽はまばゆいばかりに輝き，
まるで世界の頂上に座っているかのような気持ちにさ
せられます，わたしは，ヨシュアのために「日がとど
まった」ベテホロンを訪れたばかりでしたが（ヨシユ
ア10:12参照),まさにその日，わたしのために同じこ
とが起こったように思えました。腰を下ろして自分の

問題について思い巡らしていると，その同じ太陽が放
つ心地よい光が温かい液体のようにわたしの心に注が

して，自分の生活が絶えず，時の初めから，主の手に
あったことを知りました。わたしの目の前に穏やかに
あらしほんろう

広がる湖には，嵐に翻弄されて危険なことが何度も何

度も起こりました。わたしが行う必要があったことは，
信仰を新たにして，主の手をしっかりと握ることでし

た。そうすれば，主とともに水の上を歩くことができ
たでしょう。

わたしの質問について各自で考えてほしいと思いま
あつ
す。わたしたち女性は，もっと信仰の篤い女性でなけ
ればならないという苦悩や不安から，どうすれば飛躍
できるのでしょうか｡確かに，一方の考え方は別の考
えを打ち消すようです。信仰と恐れは，長きにわたっ

て共存することはできません。わたしたちを悩ませて
いる幾つかの事柄について考えてみましょう。
わたしはこれまで4つのワードで扶助協会の会長を

経験しました。このうち二つは独身ワードで，後の二
つは若い母親の多いワードでした。わたしは独身の姉
妹の相談に乗る度に，彼女たちが打ち明ける寂しさや
失望感を聞いて，しばしば胸が痛みました。彼女たち
は，結婚と家族生活に非常に重きを置く教会の中で，
自分の生活には何の意味も目的もないと感じていまし
た。何より痛ましいのは，「独身でいるのは自分自身の
落ち度だ｣，もっと悪い言葉では，「利己的な願望のせ
いだ」と時々言われることでした。彼女たちは心の平
安や目的，自分の生活をささげることのできるほんと
うに価値ある何かを一心に求めているのです。
ところが，若い母親たちもそれに劣らぬたくさんの
悩みを抱えているようでした。彼女たちが話してくれ
たのは，ますます難しくなっていく世の中で子供を育
てることの苦労でした｡毎日を生き延びるためにぎり
ぎりの生活をしているので，自分が価値ある存在であ
ると感じる時間も，手段も，余裕もありませんでした。
自分のしていることが確かに成功に向かっているとい
う，目に見える証拠もほとんどありませんでした。給
料を上げてくれる人はいませんし，夫のほかに（夫が
忘れずにするかどうか分かりませんが）よくやった仕

事を褒めてくれる人もいませんでした。そして，彼女
たちはいつも疲れていました。これらの若い母親につ
永遠の結婚生徒用手引き
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いて鮮明に覚えていることは，彼女たちがいつも疲労

こんぱい

困臓していたことです。

ます。どうしても必要になれば縫いますが，やはり好
きではありません。これまでの25年から30年にわたり，

それから，自分には何の落ち度もないのに，家族の

扶助協会の活動で何とかごまかすときに，またレース

経済，霊性情緒，その他すべての問題を全部一人で

とリボンの付いた理想的な手製のエプロンドレスを着

支え，解決していかなければならない女性もいました。

た6人の小さな女の子が，同じような服に身を包んだ

わたしは彼女たちの抱える問題をちやんと理解するこ

母親に引き連れられて教会に入って来るのを見て，無

とさえできませんでした。明らかに，彼女たちは幾つ

理にほほえもうとするときに，わたしがどれほど重荷

かの点で，最も厳しい状況に置かれていると言えます。
はんりよ

長年にわたって，独身者や既婚者，離婚した人，伴侶
と死別した人，主婦，働く女性たちの悩みや問題を聞
いて分かったことは，彼女あるいは彼女たちは，ほか
のだれよりも多くの問題を抱えているということです。
いつも周囲にはたくさんのチャレンジがあるようです。
しかし，付け加えますが，すばらしい祝福もあるので
す。

を感じていたか想像できるでしょうか。わたしは自分

の態度が必ずしも「徳高いこと，好ましいこと，ある
いは誉れあることや称賛に値すること」であるとは思

いませんが，裁縫に対して抱いていた反感には正直で
した。

わたしは当時に比べると少なくとも二つの面で少し

は成長しました。今では，子供のためにそのようなこ
とのできる母親を心から称賛しますし，裁縫が自分に
特に報いをもたらさないことに対して罪悪感を抱かな

わたしたちのだれもが特権と祝福にあずかると同時
に，恐れと試練に遭遇します。これは大胆な言い方か
もしれませんが，常識から判断すると，末日聖徒の女
性を含め，女性たちがこれほど複雑な問題に直面した
ことは，世界の歴史においてほかに例がないのではな

くなりました。ポイントは，自分をクリスチャンと呼
びながら，その一方で相手や自分自身を厳しく裁くこ
とはできないということです。チェリーを詰める貯蔵
用のガラス瓶は，姉妹同士のきずなや同情をわたした

いでしょうか。

ちから奪う価値はないのです。

わたしは，母なるエバの時代からわたしたちが受け
てきた福音の原則について，すなわち選択の自由とそ
の権利について，女性解放運動が意識を高めてくれた

明らかに，主はわたしたちを個性だけでなく，能力
や興味，健康，才能，機会においても異なる存在とし
て創造されました。義のために献身し，忠実な生活を
送っている人は，これらの神聖な違いが神からの賜物
であることを自覚し，ほめたたえるのです。わたした

ことに心から感謝しています。

たまもの

しかし，この選択の自由においてわたしたちが直面
してきた最も不運な副作用の一つは，現代女性のライ
フスタイルがますます多様化したために，互いの不安
が増して安全が失われていることです。わたしたちは
互いに近づくのでなく，何世代にもわたってわたした

ちは驚きや恐れ，不安を感じる必要はありませんし，
価値ある女性であることを自覚するために，自分とま

ちを支え，励ましてくれた共同体意識や姉妹同士のき
ずなから引き離されています。そして競争意識が高ま

一致するために必要なのはただ一つ，神の生ける御子

り，互いへの寛大さが薄れているのです。

わたしは1963年に結婚しましたが，ちょうどその年
に，ベテイー・フリーダンの社会を揺るがした著書

自家製の果物や野菜を缶詰にして貯蔵するための時
間と能力のある人々は，技術を伸ばして，いつでも起
こり得る困窮や不安定な経済状態のときに十分に役立
てることができるでしょう。だからといって，桃を買
い求める人や35種類の料理法のどれで料理してもズッ
キーニ（訳注一カボチャの一品種）が嫌いな人に対し
て，あるいは自分の時間と能力をほかの重要な方法で
使うことを意識的に選んだ人に対して，見下すべきで
はありません。

では，わたしはどれに当てはまるのでしょうか。わ

たしは人生の4分の3において，自分は女性としての義
務を完全には果たしていないと感じていました。なぜ
なら裁縫が嫌いだったからです。今では，裁縫はでき
永遠の結婚生徒用手引き

ったく同じような女性の例を見つける必要もありませ
ん。わたしたちを分かつものはたくさんありますが，
の哀れみと思いやりなのです。

『新しい女性の創造』(TheF泊minineMystique)[訳注
一日本では大和書房が発行〕が出版されました。年を
重ねた女性であるわたしには，穏やかな1940年代から
50年代の子供時代のことが思い出されます。すでに確
立した生活様式があり，また模範となるような生活を
する隣人たちがいた時代でした。そのような中で暮ら
すのは，今よりはるかに気楽であったことでしょう。
けれども，自分に落ち度がないのに独身でいる人や働
はたん

かなければならない人，家庭が破綻して苦しんでいる
人にとっては，その時代の規範は，とてもつらい心の

痛みをもたらしたことでしょう。世の中がますます複
雑化して，当時の規範が崩壊する今日，わたしたちは
こんにち
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自分が何者で，どこに行こうとしているのか，いっそ

いはあらゆるメディア文化が，まやかしの商品や価値

う不確かになっているようです。

のをい商品を売りつけようとしても，惑わされてはな

確かに，20世紀の後半ほど，女性が自らの価値を厳
しく批判的に問うている時代は過去にありませんでし
た。多くの女性が，かつて見られなかったほど必死の
思いで，自分なりの人生の意味や目的を探し求めてい
ます。そして多くの末日聖徒の女性も，女性であるこ
とについて永遠の洞察と意義を探し求めているのです。

もしわたしがサタンの立場にいて，社会を滅ぼそう
とするならば，女性に対して電撃的な猛攻撃を仕掛け
ると思います。そして，女性を惑わし混乱させておい
て，女性本来の秘められた力や平静な心を見いだせな
いようにするでしょう。

サタンはそれを効果的に行ってきました。すなわち，
スーパーウーマンでなければいけないという切羽詰ま
った状態にわたしたちを追い込んで，多様性の中に秘

められている，神から授けられた独自の可能性を開花
させるための努力をやめさせるのです。サタンはわた
したちをからかい，あざけってこう言います。「名声，
幸運，家族，楽しみのすべてを手に入れなければ，し
かもそれを常に持っていなければ，人生というレース
で遅れを取った二流の市民だ｡」女性が悩み苦しむとき

に，家族が苦しみ，そしてわたしたちの社会が苦しむ
のです。薬物，10代の妊娠，離婚，家庭内暴力，そし
て自殺などは，完全な女性を求める現代社会の期待に
こたえようと苦闘するときに，ますます増大する副作
用として現れるのです。

あまりにも多くの姉妹たちが悩み苦しんでいます。

実に多くの人々が自らの力以上に速く走り，自分自身
に重すぎる期待をかけているのです。その結果，わた
したちはストレスに関連した，診断のつかない新しい
病気を経験しています。エプスタインーバーウイルス
はその一つで,1980年代の疾患として広く知られるよ

りません｡個人の価値や自尊心の探求が強迫感にとら
かんぺき

われてわき道にそれると，完壁な容姿や学位，職業上

の地位，完全無欠の母親としての成功の中にそれがあ
ると本気で信じるようになります。しかしわたしたち

は，そのような外面的な探求をしているうちに，内面
に永遠に存在する真実の自分から切り離されることが
あります。人の満足や業績について心配するあまり独

自性を失って，価値ある個人として自分自身を安心し
て完全に受け入れることができなくなるのです。そし
てひどく恐れや不安を感じるので，隣人の相違点や個
性，そしてそうです，問題に対して寛大になれないの

です。こうした不安を抱いている非常に多くの女性は，
自分を支えてくれる仲間から次第に離れていく自分自
身に対し，何もできずにいます。彼女たちは使徒パウ
ロが述べているように，舵や帆がないために「風に吹
きまわされたり，もてあそばれたりする」船に似てい
ます（エペソ4:14参照)。こうしてさらに多くの姉妹
たちが，完全な船酔いに陥ってしまうのです。
熟練した水夫が，どんな風が吹こうと，胸を張って
｢進路をそのまま保て」と叫びながら船を進めるときの
ような確信はどうしたら得られるのでしょう。わたし
たちがとても大切にしている，そして昔から女性の特
かじ

質とされてきた心の平静はどこにあるのでしょうか。
わたしたちは物質的な関心事やスーパーウーマンと
しての業績，絶え間ない人気競争などから離れて，自
らの魂を健全に保つことに心を向けることにより，ま
た，生活の中に生じる過酷で避け難い多様性のバラン
スを保って，一貫した生き方をすることにより，確か
な道と心の平安を見いだすことができるのです。わた
しはそう信じています。

うになった医学の専門用語です。「〔患者は〕微熱や関
節の痛み，時にはのどの痛みに悩まされるが，インフ

教会員ではありませんが，わたしの大好きな女流作
家は，アン・モロー・リンドバーグです。彼女は現代
女性が抱いている絶望感と一般的な苦悩について次の

ルエンザではない。極度に疲労し，体が弱り，衰弱す

ように記しています。

るが，エイズではない。しばしば頭が混乱し，物忘れ
をするが，アルツハイマー病ではない。多くの患者が
自殺の衝動に駆られるが，うつ病ではない。．．…･女性
の患者は，数において3対1で男性をしのぎ，その大部
分はストレスの多い生活の中で立派な業績を上げた
聡明な女性たちである｡」(Newsweekl986年10月27日

「男女同権論者は〔十分〕先まで……見通していな
かったので，行動のルールを何一つ定めませんでした。
彼らにとっては，特権を主張するだけで十分だったの

そうめい

付,105)

わたしたちは完全を目指して努力するときに，不完
全でいる勇気を持たなければなりません。自らの罪悪
感や男女同権論者の本，トークショーの司会者，ある

です。……〔ですから,〕現代の女性はいまだに探し求
めています。飢えと欠乏を感じていますが，それを満
たしてくれるものが何か分からずにいます。有り余る
自由な時間を持ちながら，わたしたちの創造の泉は，
補充されずに枯渇しそうになっています。わたしたち
は〔手に〕持った水差しで……庭にではなく広大な畑
に水をまこうとしているのです。様々な委員会や運動
永遠の結婚生徒用手引き
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に見境なく身を投げ出しています。霊を養う方法を知

きな別の箱に収められて鍵がかけられています。同様

らずに，乱れた心の要求を隠そうとしています。輪の

にして，美しく彫刻され厳重に鍵のかけられた箱に収

中心である軸を静める代わりに，生活に二次的な活動

められ，5重構造になっています。そして，箱を開ける

をさらに付け加えて，〔ますます〕バランスを崩す傾向

のに十分な知恵と技術を備えた女性が来るのを待ち受

があるのです。

けています。彼女が主と自由にコミユニケーシヨンを

わたしたちは前の世代において，機械的な面を獲得
しましたが，霊的な面を……失ってしまいました｡」

するためには，鍵を見つけて箱を開けていかなければ

彼女はさらにこう付け加えています。「いかなる時代
においても，〔女性にとっての〕問題はいかに魂を養う
かということなのです｡｣(G旋加mtheSea,ニューヨ

聖さ，そして神の娘としての賜物と恩恵が明らかにさ

ーク:PantheonBooks,1975年,51‑52)

たちはひざまずいて自分の責務のために助けを求め，

わたしは多くの厄介な問題に取り囲まれていたとき，
内面の自分自身を養うことについて，長い間懸命に考
えました。霊の養いについて話すことが，肉体の養い

そして立ち上がるときに，最初の鍵が開いていること

について話すことと同じであるのは，偶然の一致では

ありません。わたしたちは常に両方を養う必要がある
のです。……ベンソン大管長は最近，次のように述べ
ています。「肉体的な面での健康が霊に影響を及ぼすの
は疑いのない事実です。だからこそ，主は知恵の言葉
を啓示されたのです◎神が現世にかかわる戒めを授け
られたことは一度もありません。神の戒めはわたした

ちの肉体と霊の両方に影響を与えるものなのです｡」わ
たしたちは，体と思い，霊を統合して，一つの健康で
しっかりとした魂としなければなりません。

確かに神は完全にバランスの取れた御方ですから，
恐らくわたしたちはバランスの取れたときに，それだ
け神に近づくでしょう。・・…･環境の相違があってもわ
たしたちの魂を一つにし，心の平静を得ることは，ど
のような努力にも値します。

わたしたちはしばしば，自分自身の魂に秘められた

輝かしい可能性について考えるのを怠ります。神から
与えられた次の約束を思い出す必要があります。「神の
国は，実にあなたがたのただ中にあるのだ｡」（ルカ
17:21)恐らくわたしたちは，神の王国がわたしたち
の中にあるのを忘れているのでしょう。なぜなら，人
の外観や体，それらが存在するもろくてはかない世の
中に注意を向けすぎているからです｡

数年前に読んだ話からわたしが作ったたとえを紹介
したいと思います。それは内面の強さと霊的面の成長
を測るときに，その当時，そして今でも，わたしを助
けてくれたものです。

このたとえでは，光り輝く人の魂が，美しく彫刻さ
れ厳重に鍵のかけられた箱に収められています。この
最も内側の箱において威厳をもって統治し，わたした
かぎ

ちの魂を照らしている御方は，生ける神の生ける御子，
主なる蹟い主イエス・キリストです。この箱は少し大
あがな

永遠の結婚生徒用手引き

なりません。成功すれば，彼女自身の魂の美しさと神
たまもの
れるのです。
かぎ

わたしにとって，祈りが第1の箱の鍵です。わたし

に気づくのです。しかし，これは単なる都合のよい不
自然な奇跡のようであってはなりません。真の光と永
遠の確信とを求めるつもりであるなら，古代の人々が
祈ったように祈らなければならないのです。わたした
ちは女性であって，もはや子供ではないので，成熟し
た祈りをささげるように期待されています。緊迫した
祈りに伴う苦労を表現するために最も頻繁に使われる
言葉は，「苦闘する」「嘆願する」「叫び求める」「飢え
渇く」などです。場合によっては，祈りがこれまでで
最も苦しい経験になるかもしれませんし，それが本来
の姿なのかもしれません。祈りは守りの要であり，わ
たしたちがこの世の財産や名誉や地位にのめり込んで，
魂の探求に取り組む意欲を失うことのないように助け
かなめ

てくれます。

エノスのように信仰をもって祈り，内に秘められた

神性の新たな次元の扉を開く人々は，第2の箱に導か
れます。ここでは，祈りだけでは不十分なようです。
わたしたちは人の魂について長い間記録されてきた神
の教えを求めて，聖文を調べなければなりません。学
ばなければならないのです。確かにこの教会のすべて

の女性は，学習し，進歩し，成長するという神聖な義
務を課せられています。わたしたちはまだ磨かれてい
ない様々な神の才能を備えており，それらの賜物を埋
没させたり，光を覆い隠したりしてはならないのです。
たまもの

神の栄光が英知であるなら，学習，特に聖文からの学
習により，わたしたちは神に向かって成長していくこ
とができます◎

主は神聖な影響力を及ぼすために，「生ける水」や
｢命のパン」のように多くの比嶮を使われました。わた
ひゆ

しが発見したことは，自分自身の成長が止まっている

場合，それは神聖な書物から日々食べたり飲んだりす
るのを怠った結果，栄養不良に陥っているためである
ということです。わたしの人生には様々なチャレンジ
がありましたが，もし聖典を枕もとに置き，バッグに
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しっと

入れて，昼夜を問わずすぐ、に参照できるようにしてお

なります。競争や嫉妬やねたみは，今や何の意味もな

かなかったならば，わたしは完全に打ち負かされてい

くなっていきます。もしわたしたちが，救い主のよう

たでしょう。聖文の中で神とまみえることは，わたし

に，姉妹たちの中の最も小さい者の一人として数えら

にとって神聖な点滴，日の栄えの点滴のようでした。

れることを心から願うようになるならば，女性の社会

わたしの息子はそれを「天使の命綱」という言葉で表

にどれほど力強い御霊が存在するか想像してみてくだ

現しました。このように第2の箱は，「聖文からの学習」

さい。ここでの報いは，信仰がもたらすそのような深

を通して開きます。わたしは，何度も繰り返して聖文

遠な力と静かな勝利であり，それによってわたしたち

みたま

を研究することにより，心を奮い立たせるような神と

はいっそう明るい世界へ導かれるのです。したがって

の交わりがもたらされることを知りました。

第4の箱はほかの箱とは異なり，打ち砕かれた心のよ

しかし，わたしたちが魂を解放することに成功し始

うに，ふたが砕かれて開きます。植物が砕かれた地表

めると，特に第3の箱に近づくと，ルシフェルはさら

から芽を出して花開くように，わたしたちは生まれ変

に不安になります。わたしたちは非常に重要な基本的

わるのです。

な原則，すなわち自分自身を見いだすためには自分自
身を捨てなければならないという原則を学ぼうとして

たしたちの魂の美しさを神殿の聖ざと比較しなければ

いるのです。そのことを知ったルシフェルは，わたし

なりません。この世の状況とは異なり，そこでは流行

第5の箱を開けるときの気持ちを紹介するには，わ
きよ

や地位や職業は問題にされません。わた

たちが神や隣人や自分自身を愛するため

にさらに努力するのを妨害し始めます。
サタンは過去10年にわたり，情事や物欲，

行き過ぎた自己愛を追い求めることにほ
とんどすべての力を使うように全人類を
誘惑してきました｡そのような中でわた
したちが忘れているのは，人のことを第

一にすることによって，適切な自己愛や
自尊心が約束された報いとしてもたらさ
れるということです。「自分の命を救お
うとするものは，それを失い，それを失

わたしたちは弱点を克

服するときに，自分自
身に対して忍耐強くな
ければなりません。ま
た，わたしたちの持つ
あらゆる善について
喜ぶことを忘れては
なりません。

完全な聖さを見るのです。それはまさに

うものは，保つのである｡」（ルカ17:33) 第3の箱は，

｢慈愛｣という蕊によってのみ開くのです。

第5の箱のふたに記されている「聖きを主にささげる」
ことなのです。聖文には，「あなたがたは神の宮であ…
…ることを知らないのか」とも記きれています(1コリ
ント3：16)。わたしは皆さんが聖い存在であることを

慈愛により，真の成長と純粋な洞察が始まります。
しかし，第4の箱のふたは，突破するのがほとんど不
可能に思えます。残念なことに，しばしば臆病な人や
恐れる人はここで引き返してしまいます。前に進むの

話しします｡皆さんの内に永遠に存在する神の特質が，

は非常に困難に思え,蕊はあまりに厳重です。これは

現されるのを待っているのです。

おくびょう

自己評価のための時間なのです。自分自身をあるがま
まに見ることは，しばしば心の痛みが伴いますが，真
にへりくだって悔い改め，心を新たにすることにより，
わたしたちは神を知るようになるのです。主は次のよ

うに言われました。「わたしは柔和で心のへりくだった
者であるから……わたしに学びなさい｡」（マタイ11：
29）わたしたちは弱点を克服するときに，自分自身に
対して忍耐強くなければなりません。また，わたした
ちの持つあらゆる善について喜ぶことを忘れてはなり
ません。これは人の内面を強めてくれるので，わたし
たちは外からの称賛の声にあまり左右されなくなりま
す。わたしたちが人前で褒められることに関心を払わ
なくなると，人前で反対されてもほとんど気にしなく

覆いを取り除かれて解き放たれ，拡大され，実際に表
わたしは何人かの姉妹から，「教会の女性が自分自身
を知るために苦労するのは，神聖な女性の役割のひな
型がないからです」と言うのを聞きました。いいえ，
あるのです。わたしたちは天に母がおられると信じて
います。スペンサー･W･キンボール大管長が総大会
で話した説教を引用しましょう。

「｢高きに栄えて』（180番）という教義的……な賛美
歌を歌う度に，わたしたちは最も高貴な母親の気品と，
天に住んでおられる御母の女王としての優しさを感じ
ずにはいられません。この世の母親がわたしたちにど
れほど大きな感化を与えているかを知る･･･…ならば，
この世の母親がもたらす影響を過小評価することもな
いでしょう。」（｢生命と救いに至るまことの道」『聖徒
永遠の結婚生徒用手引き
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の道』1978年10月号,5)

ニーファイ，ルッ，ナオミ，エステル，ヒラマンの息
みすがた

わたしはなぜ天の御母が御姿を隠しておられるのか
疑問に思ったことは一度もありません。なぜなら，こ

子，イシマェルの娘のような気持ちを感じることがあ
るのです。

の点について主からほとんど啓示が与えられていない

ヨセフとマリヤが神の御子を育てたときに，ある意

のには，何らかの理由があると信じているからです。

味で，両親が示すべき献身の模範や前触れになったよ

さらに，わたしが確信していることは，わたしたちは

うに，これらはわたしたちにとって模範や前触れであ

自分が考えている以上に自らの永遠の特質について知

り，この世で受ける喜びや悲しみの予表なのです。こ

っているということです。わたしたちの神聖な責務は，

れらはすべて，より高度な原則や真理の象徴であり，

自分の知識を表し，若い姉妹や娘たちに教え，そうす

既婚や未婚，若人や老人，子供のあるなしを問わず，

ることによって，彼女たちの信仰を強め，この困難な

あらゆる人に道を示すために慎重に選ばれた象徴であ

末日において偽りに満ちた混乱から彼女たちを助け出

ると思います。

すことなのです。幾つか例を挙げてみましよう。

そして明らかに，神殿は非常に象徴的な場所です。

主は生活の青写真なしに，この荒涼とした寂しい世

言葉と象徴を注意深く選択することに関して，数か月

界にわたしたちを置かれたのではありません。教義と
聖約第52章には，主の言葉が次のように記されていま

前に神殿で経験したことをお話ししたいと思います。

す。「あなたがたか欺かれないために，わたしはすべて
のことに関して規範を与えよう。」(14節，強調付加）

主は確かに，この約束の中に女性を含めておられます。
聖書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠の中で，
主は様々な規範を与えておられます。また神殿の儀式
の中でも与えておられます。わたしたちがそれらの規

範を研究するとき，常にこのように自問する必要があ
ります。「主はなぜこれらの特別な言葉を選んで，この
ような言い方をされたのかしら｡」わたしたちは，主が
永遠の道を教えるために比嶮や象徴，たとえを用いら
れることを知っています。だれもが理解しているよう
に，アブラハムとイサクの関係は，御子イエス．キリ
ストを犠牲にされる神の苦悶を示しています。しかし，
わたしたちは女性として一歩踏み込んで，この経験に
おけるサラの苦しみについても尋ねているでしょうか。
ひゆ

くもん

わたしたちはこのような方法で研究し，さらに深い意
味を常に求める必要があります。対比されているもの
や象徴を探す必要があります。バッハやモーツァルト
の作品に対して行うのと同じようにテーマや主題を探
し，繰り返し出てくるパターン，すなわち規範を見つ
け出すのです。

一つの明らかなパターンは，聖書とモルモン書のど
ちらも家族というテーマ，それも家族の争いを含んだ
テーマで始まっていることです。これは単に特定の両
親や特定の子供たちの物語にとどまらず，家族につい
て永遠の何かを象徴していると，わたしはいつも信じ
てきました。確かにわたしたちは皆，既婚者も独身者
も，子供のいる人もいない人も，日常生活の中でアダ
ムとエバのような人々や，カインとアベルのような
人々を目にします。そしてすべての人は，伴侶や子供
の有無にかかわらず，リーハイやサライア，レーマン，
はんりょ

永遠の結婚生徒用手引き

わたしは，神殿外で話すのに不適切なことが一つもな

いように，慎重に言葉を選びました。引用はすべて既
刊の聖典から取っています。

恐らくあれは偶然であったと思いますが，（ある人は
「偶然は神が匿名で行われる小さな奇跡である」と言い
ましたが)，いずれにせよ，わたしが神殿の礼拝堂で待
っていたとき，隣に座っていた年配の男性が不意に振
り向いて，にこやかにこう言いました。「創造について
はっきり知りたければ，アブラハム害の第4章を読み

なさい｡」わたしがアブラハム書を開こうとしたときに，
たまたまモーセ書第3章5節が目に留まりました。「主
なる神であるわたしは，わたしが語ったすべてのもの
を，それらが地の面に自然に存在するに先立って霊的

に創造した｡」この世の創造に目的を与える，霊的な創
造に関するもう一つのメッセージでした。それからア
ブラハム書の第4章を注意深く読み，イニシャトリー
の儀式を受けに行きました。わたしはそこを後にした

とき，これまで理解してきたことについていっそう明
らかな啓示の光を受けました｡すなわち，たとえ男性
が神権の儀式を執行するという，より大きな責任を担
っていても，また女性が神権に関する責任を持ってい
なくても，男性と女性は神権の祝福を受け継ぐ共同の
相続人なのです。

それからエンダウメントのセッションに入ったとき
に，わたしは自分にこう問いかけました。「もしわたし

が主の立場にいて，自分の子供たちに彼らの役割や使
命について簡潔で力強い象徴的な規範を与えることが
できるとしたら，何を与えるかしら，そしてどこから

始めるかしら｡」わたしは一つ一つの言葉に耳を澄ませ，
規範やひな形に気をつけて見ました。
アブラハム書第4章27節から引用しましよう。「そこ
くだ

で，神々は降って行って，御自分の形に人を組織し，
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神々の形に人を形造り，男と女に形造られた｡」（強調；子供をもうけたことはありませんでした。わたしたち

神剰押秘誌腔雫札瞬緬

︾︾︽︾御拙啼部︾

れのの副命

稚紳蝿嘩蕊芒多が
︐き
性シ
をらダなすＩは女く
女かァ︒ｒすし婚間
てれ︲すがでた既存

そ中い彼か照な封

の何非

からです（モーセ4：26．創世3:20も参

照
)
。

一人のた

わたしは，多くの独身女性や子供のい備えてお

ない既婚女性が，何であれ母親に関する

錨っマ

々造↑﹃型どはめ独心共

彼女が「すべての命ある者の母」である愛してお

鋤椎函権罐犀か乱斗咋
々にたにともてままて

女健全

榊確わ稚莚家岬震電岬錘

います。なぜエバと呼んだのでしょうか。

例紳司伸誹唾乙跡躯爆
すにの世範境べここた
でめる の 模 環 伸 る う れ
娘たい後のなして行か
のるてて性う差育は裂
︵なれし母よを︐でり
エとさ そ や の 手 て り 切

の言︑︒る参いるる

話と勅あものすい
会ぶよで別供関て
た呼しｊ：子にめ

らとそ︵のセノ︑︐に

しそでま女ら北わいゞ胃

付加）神々は御自分の形に，神々の形に男を形造り，；は皆，既婚者も独身者も，子供がいてもいなくても，

教えを聞くときに非常に心を痛めている、
ことを知っています。わたしたちは女性の永遠の特質
について，すなわち女性の多様性の中での一致につい
て，この一つの可能性を考慮することができないでし
ょうか。エバは子供をもうける何十年も前に，恐らく
数世紀も前に，「すべての命ある者の母」と呼ばれまし
た。完全な園が死すべき世の苦難の前に確かに存在し
ていたように，子供をもうける前からエバの母性が存
在していたことは明らかです。わたしは「母」という
言葉が実に注意深く選ばれた言葉の一つで，深い，深
い，深い意味を持つ豊かな言葉であると信じています。
わたしたちは何としても，「母」という言葉によってわ
たしたち女性が分類されるのを許してはなりません。

わたしは心から信じていますが，母という言葉は子供
を何人持ったかという結果ではなく，女性としての神
聖な特質に関する最も重要な最初の声明なのです。
わたしは子供が3人しかいないので，もっと子供を
持てなかったことを嘆いてきました。しかし皆さんの
中には，子供がいないために嘆き悲しんできた人がい
らっしゃると思います。そして時には，多くの人々が
そのテーマ自体に怒りを感じていることがあります。
女性の持つ永遠の母性のために，わたしはそうではな
いと訴えたいと思います。女性の中には子供を産んで

同体が必要なのです。

わたしは神がわたしたちを個人として，また女性全
倣として愛しておられ，一人一人のために使命を備え
ておられることを知っています。わたしがガリラヤ湖

畔の丘で学んだように，わたしたちの望みが義にかな
ったものであるなら，神はわたしたちのために影響力
を及ぼされ，天の両親はわたしたちの必要を優しく満
たしてくださるでしょう。様々な相違や個性があって
も，わたしたちが一致できるように祈っています。わ
たしたちは予任されている特別な使命において一致し，
｢神の王国がわたしのために何をしてくれるか」ではま

く，「わたしが神の王国のために何ができるか」と自問
することにおいて一致するのです。わたしは，どうし
たらわたし刀創造された目的を達成できるのでしょう
か。わたしは自分が置かれている環境の中で，様々な
チャレンジに信仰をもって対処するとき，自分が創造
されている神の形を完全に理解するのです。

神を信じ，預言者を信じ，主の教会を信じ，自分自
身を信じ，自らの神聖な創造を信じることにより，心
に平安を得て，多くの事柄にかかわる不安や問題を克

服できますように。たとえ鯖の中にいても，少しも
疑うことなく，輝く光を信じることができますように。

育てる人がいますが，それによって彼女たちが「母」
になるのではありません。一方，わたしが心から愛す
るほかの女性は生涯にわたり「母」でしたが，一度も

永遠の結婚生徒用手引き
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も簡単に与えられているように思えます。教会員はま

自立

ず自分で問題を解決し，それが難しいときに初めて家
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族の助けを求めるようにすべきです。そして，それで
も適切な助けが得られないときだけ，教会に助けを求
めるようにすべきなのです。

わたしたちは同時に，あらゆる物質的な援助を必要

とするすべての教会員を完全に支えるために，福祉生

‐ ： ． 、

ふ:=1"〜……‐：←唾壽−−言L%p『ﾄ:ム,与謝ヌリ−長老％

産プロジェクトを拡大するのが愚かであることを承知

J

しています。また，あらゆる情緒的な援助を必要とす

一 蕊

る会員を完全に支えるために，カウンセリングを行う

自立

監督や支部長，ほかのすべての会員と広大なカウンセ
リングプログラムのネットワークを構築する前に，わ
ナニ使徒定員会会員
ボイド･K・パッカー

たしたちは慎重に考慮すべきであると思います。

わたしたちは注意していないと，自分で啓示を受け
る力を失うことにもなりかねません。主はオリバー・

篝
酌'蝋洲'蝿,｝

雛

『聖徒の道』1976年4月号，

カウドリに次のように言われました。この主の言葉は，

205−207

わたしたち全員に関係があります。

蛎柵＃

や

自立の原則が，精神面でも，霊的な面でも．．…．当て
はまります。

教会では，一見，多くのカウンセリングを必要とし
ているかのように見えますが，わたしはその量があま
りにも多く，また福祉プログラムの中で教えられてい
るような自立の原則が一度も強調されることなくカウ
ンセリング・サービス網だけが拡大し続けている現状

に大きな不安を感じています。教会には，精神的にも，
霊的にも，全面的に他人に依存しているように見受け
られる人々が多すぎます。そのような人々は，一種の
精神面の福祉制度に頼っているのです。決して自立し
ようとはしません。他人に頼ってばかりいるため，絶
えず他人からの精神的な支えを必要とし，また絶えず
激励を必要としているのです。そのうえ，自分から進
んで何かをするということはほとんどありません。
わたしたちは一生懸命働くことでこれまで何世代に
もわたって物質的な意味での依存を避けようとしてき
ました。しかし，今まさに，わたしたちは精神的な意
味での（ひいては霊的な意味での）依存に身をゆだね
ようとしているかもしれません。そのことをわたしは

憂慮しています。もし，精神的かつ霊的に自立する気
持ちを失ったとしたら，わたしたちは想像以上にひ弱
になる可能性があります。物質的に人に頼ることの比
ではなくなってしまうでしょう。一方わたしたちは監

督に，教会の福祉計画では安易な施しを避けるよう教
えています。しかしその一方では，助言や勧告がいと
永遠の結婚生徒用手引き

「見よ，あなたは理解していなかった。あなたはわ
たしに求めさえすれば，何も考えなくてもわたしから
与えられると思ってきた。

しかし見よ，わたしはあなたに言う。あなたは心の

中でそれをよく思い計り，その後，それが正しいかど
うかわたしに尋ねなければならない。もしそれが正し

ければ，わたしはあなたの胸を内から燃やそう。それ
ゆえ，あなたはそれが正しいと感じるであろう。
しかし，もしそれが正しくなければ，あなたはこの

ような感じを少しも受けず，思いが鈍くなり，それに
よって誤っている事柄を忘れるようになる｡」（教義と
聖約9：7−9）……

精神的かつ霊的な自立のためのガイドライン
教会の福祉計画の基礎となる根本原則は，精神的か
つ霊的な面の生活にも当てはまります。具体的な言葉
で言い換えると，独立心，勤勉，倹約，自立，自尊心
を確立すること，勤労を再び教会員の生活を貫く原則
とすること，精神的かつ霊的な施しのもたらす悪弊を
除くこと，人々の自立を助けることに教会の目的を置
くこと，などの原則がそうです。これらの原則に心か
ら同意できたならば，次にもう少し皆さんのために，
原則と提案を紹介したいと思います。

思い出してください。教会員がまず自分の持てる手
段と方法を使い果たし，その後，家族からの援助も使
い果たしてしまった場合，その会員が福祉援助を受け
るのに何の決まり悪さも感じさせてはならないという
原則があります。同様に，真に勧告を必要としている
教会員が助言を求めるのに何の決まり悪さも感じさせ
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てはなりません。時には，助言を求め，それを受け入

ります。旧約聖書で預言者は何と言っているでしょう

れることがきわめて重大なことかもしれないからです。

か。「預言がなければ民はわがままにふるまう」（筬言

皆さんが落胆し，自分の力では問題の解決ができな

29:18)と言っています。

いと感じるとき，それはそれでやむを得ないことなの

毎日少しずついろいろなことについて深く考え，一

かもしれません。しかし少なくとも，自分でチャレン

度に数多くの重大な決定をせざるを得ないような破目

ジするだけの責任はあります。次の段階へ進む前に，

に陥らないようにしてください。絶えず人生の先々を

自分で可能な限りの手段や方法を使ってみなければな

見通していれば，重大な問題が起こるときには，その

りません。皆さんには強い力が与えられています。モ
ルモン書にはそのことが書かれています。見落としが

かなり前の段階で予想ができるはずです。そして実際

ちな箇所ですが読んでみましょう。

準備が整っているのです。時折，不意に重大な決定を

みたま

「御霊は昨日も，今日も，またとこしえに変わらな
い御方だからである。人の堕落以来，方法が用意され

に問題を解決する必要が生じたときには，すでにその
迫られることもありますが，それほど度々あるわけで

はありません。すでに正しいことをする決心がついて

ており，救いは無料である。

いれば，必然的によい結果が生まれてきます。その過

人は善悪をわきまえることを十分に教えられてい
る｡」（2ニーフアイ2：4−5，強調付加）
自分が善悪をわきまえる存在であるということを理

程で傷つけられることもありません。

解することは，きわめて大切なことです。皆さんは生
来，本質的に善なる存在なのです。「できない。自分に
は問題の解決ができない」と言う人もいるでしょう。
そういう人に，わたしはこう叫びたいと思います。「自
分が何者なのか分からないのですか。自分が全能の神
の息子，娘であるということを教わらなかったのです
か。神から大いなる力を受け継ぎ，確固たる信念と勇
気，そして偉大な力とを求めて祈ることができるとい
うことを知らないのですか」と。

ですし，反応も敏感です。肉体的にも十分休息が取れ
ています。この時間帯こそ，物事について丹念に考え，

皆さんは福音を教えられています。皆さんは，善悪
の区別を知っています。では，今こそ正しいことをし
ようと決心する時ではないでしょうか。そうすること
により，皆さんは選択をすることになります。一般的
な選択ではなく，その問題にかかわる選択をするので
す。一度そのような決心をしてしまえば，子供じみた
まじないをかけたり，うわくを装ったり，隠しだてを

したり，迷ったりすることなく，すべての問題が解決
できるはずです。

ステーク会長，支部長，監督そしてその他わたした
ち中央幹部のところへも，勧告を求めて多くの人々が
やって来ます。しかしそのほとんどは，彼らが混乱し
ているからでも，善悪の区別がつかないからでもあり
ません。心の奥深い所では悪いと知りながらやってみ
たいことがあって，それを認める決定をしてもらおう
と思ってやって来るのです。

何か問題があれば，まず自分の心の中で考えてみて
ください。深く考え，分析し，熟考するのです。その
問題について祈るのです◎わたしは，重大な決定は強
制されるべきものではない，ということを経験から知
っています。将来を見通し，ビジョンを持つ必要があ

わたしは，経験から，早朝こそ重大な問題と取り組
む最適の時間帯だと考えています◎朝は心もさわやか

かつ個人的に啓示を受ける時なのです。

よく耳にしたのですが，ハロルド．B・リー大管長は
啓示を含む何か大切なことを話すとき，いつも決まっ
て次のように表現しました。「朝早く，その問題につい
て深く考えていたとき」といった表現です｡リー大管
長は，啓示を必要とする問題について考えるときには，
朝早く起きて，すがすがしい気分で取り組むのを習慣
にしていたのです。

主は教義と聖約の中で次のような指示を与えておら
れます。「必要以上に長く眠るのをやめなさい。疲れる
ことのないように，早く床に就きなさい。あなたがた
の体と精神が活気づけられるように，早起きをしなさ
い｡」（教義と聖約88:124)……

わたしは子供たちに，肉体的および精神的な疲労と
戦わなければならない夜よりも，さわやかで頭がさえ
た早朝に，大切な勉強をするように勧めています。わ
たしは「早寝早起き」という金言が効果的であること
を学びました。例えば，この話を準備するというプレ
ッシャーを感じているとき，わたしが夜遅くまで起き
ていることはないでしょう。それよりも，夜は早く寝
て，この業を導いておられる主に近づくことができる，
朝の早い時間に起きることでしょう。

今度は，啓示について話しましょう。啓示というも
のはわたしたち一人一人が個人的に受けることのでき
るものであると教えられています。わたしは啓示に関
してよく次のように尋ねられます。「啓示を受けたかど

うかはどうして分かるんですか。わたしはこの問題に
ついて祈り，断食し，また祈り，さらに祈ってみまし
永遠の結婚生徒用手引き
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た。でもどうすべきかまだ分かりません。過ちを犯さ

善に従うようになればなるほど霊的にも自立するよう

ないためにも，霊感を受けたということは一体どうし

になり，自由も独立心も確固たるものになってきます。

たら分かるんですか｡」

主はこう言われました。「もしわたしの言葉のうちにと

まず第1に，問題を携えて主のもとへ行き，あなた

どまっておるなら，あなたがたは，ほんとうにわたし

に代わって主が決定してくださるよう願ってはいませ

の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして

んか。自分で努力し，熟考し，祈り，そして自分自身
で決定を下しているでしょうか。善悪をわきまえてい

真理は，あなたがたに自由を得させるであろう。」（ヨ

るのですから，その観点から問題を分析し，決定を下

「どうしてあなたがたは，主の戒めを守ろうとしな

すことです。それから主に，その決定が正しいかどう
かを尋ねるのです◎主がオリバー・カウドリに「心の
中でそれをよく思い計り」と言われたことを忘れない

するのですか。主が言われたことを覚えていないので

でください。

これだけはよく覚えてください。監督や支部長や主
のもとへ行き，愚かにもわたしたちに代わって決定を
下すよう頼んだとしたら，そこには自立心のかけらも

ないということです。皆さんがだれかほかの人に，自
分の代わりに決定を下してもらう度に，犠牲を強いる
か，考えてみてほしいと思います。

もう一つのことを話す必要があると思います。でも，
この話を誤解しないでください。よく若い人々の中に
は，自分たちで思いのままに決定を下してもよいよう
な事柄について一生懸命祈る人々がいます。例えば，
ある夫婦が家を建てるのに十分なお金を持っていたと

仮定しましょう。この夫婦は，建築様式をアメリカ開
拓時代風にすべきか，牧場風にすべきか，現代風にす
べきか，あるいはまた地中海風にすべきか，いつ終わ
るとも知れない祈りをささげていました。しかし，恐
らく主はこのようなことにはまったく関心をお持ちに
ならないのではないかと思われます｡皆さんにもこの
ような経験はないでしょうか。自分たちの建てたいも
のを建てればよいのです。それは好みの問題です。多
くの点で，わたしたちは自分たちのしたいことができ
るのです。

ただ，主が非常に関心を持っておられることもあり
ます。自分でその家を建てるなら，それにかかわる経

費を正直に払わなければなりません。また立派な仕事
をしなければなりません。入居するとなったら，その
中で義にかなった生活を送らなければなりません。こ
ういうことこそ大切なのです。

時折，主が恐らく自分たちのしたいことを喜んで承
認してくださるような事柄に関してまでも，勧告を求
めに来る人々がいます。おかしなことですが，そうい
う人々は，自分たちがしたいと思ってすることに心の
とがめを感じているのです。たとえそれが義にかなっ
たことでもそう感じるのです。主は，御自分が与えら
れた自由にはきわめて寛大な御方です。わたしたちは
永遠の結婚生徒用手引き
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いのですか。なぜ心をかたくなにして滅びを招こうと

すか。主は，『もしあなたがたが心をかたくなにせず，
わたしの戒めを熱心に守りながら，答えを与えられる
と信じて信仰をもってわたしに求めれば，これらのこ
とは必ずあなたがたに明らかにされる』と言われまし
た｡｣(1ニーフアイ15:7‑ll参照）
結びに当たって申し上げたいと思います。わたした
ちが個人的な啓示の霊と力を失ってしまったら，この
教会では，多くのものを失うことになります。皆さん
には偉大な力を得る手段が授けられています。皆さん
は，この祈りを通して自分で問題を解決することがで
きるのです。ほかの人々を援助することに忙しい人々
のところまで何度も出かけていく必要はないのです。
ところで，もし皆さんが自分の管轄外のことで啓示

を受けるようになったら，それは天の秩序に反してお
り，しかもその啓示は間違ったところから送られてい
ることが即座に分かります。

皆さんの依存心が高まり，祈りと祈りの答えに対す
ちゅうちょ
る確信が薄くなって，祈りに頼ることを跨膳するよう
になったとき，それは皆さんが弱くなるときです。
一方では，福祉物資の注文を細かく調べながら，そ
の一方で，皆さんを自分自身の知識と霊感の倉へ送り
込まずに助言や勧告だけを与えていくならば，わたし
たちは皆さんを害することになるでしょう。
あかし

個人の証はこの教会の力です。したがって，教会員
は皆自分自身の証を持たなければなりません。そうな
って初めて，わたしと同じように，立って，神が生き
ておられることを，神がわたしたちの御父であられる
ことを，そしてわたしたちと神とは親子の関係にある
ことを知っていると言えるようになるのです。わたし

は神が身近におられることを，また神のもとに行き，
助けを願い求めることができることを知っています。
そしてさらに，わたしたちが従順であり，聞く耳を持
ち，あらゆる手段と方法を活用するならば，わたした
ちは確かに，祈りに対する答えを受けることができる
でしょう。

この教会は神の教会です。神は生きておられます。
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イエスはキリストであり，わたしたちにはこの教会を

あらがれで道具を造った｡｣(17:11,16)

管理する預言者がいます。わたしたちは言うに及ばず，

これは聖典の中でも大変興味深い話です。というの

この地上に住むあらゆる人々がそれを知ることができ

は，主は助けを与えられますが，その後は傍らで，天

あかし

ます。わたしはそのことを証します。わたしは神が生

の御父の子供たちが自分の力を発揮できるようにされ

きておられることを知っています。この証をイエス・

るということを述べているからです。ニーファイがあ

み な

キリストの御名によって，申し上げます。アーメン。

らがれのある場所を尋ねるのではなく，道具を与えて

くださるように主にお願いしていたらどうなっていた

だろうか，とわたしは時々考えます。主は恐らくニー
ファイの願いを聞かれなかっただろうと思います。ニ

自立

ーファイが道具を作れることを御存じだったからです。
十二使徒定員会会員

主はわたしたちが自分でできることを代わってなさる

L･トム・ペリー

ことは，めったにありません。

自立の重要催

『聖徒の道」1992年1月号，

主はわたしたちに助けがほんとうに必要なときに，

刀一万

みこころ

特に主の業を熱心に行い御心に従うときに，必ず助け
てくださいます。しかし主が助けてくださるのは進ん
で自ら行おうとする人だけです。主はその子供たちに，
できるかぎり自立するように望んでおられるのです。
ブリガム・ヤングは聖徒たちに勧めてこう言いまし

ニーファイの自京心

リーハイとその家族は,8年間も荒野をさまよった末，
果実と野蜜が豊かな，後にバウンテイフルと名付けら
れる土地にやって来ました。海に着くと，自分たちを
生かし守ってくださった主に感謝をささげました。バ
ウンテイフルに着いてから多くの日を経た後，主はニ
ーファイに「立って山へ行きなさい」と仰せになりま
のみつ

した(1ニーファイ17:7)｡

ニーファイは主の言葉に従い，山に登って祈りまし

た。すると主はニーファイにこう命じられました。「わ
たしがこれから示す方法に従って，一隻の船を造りな
さい。この大海を越えて，わたしがあなたの民を連れ

て行けるようにするためである｡」(1ニーファイ17:8)
そこでニーファイは主にこのように尋ねました。「主
よ，お示しくださった方法に従って船を造るための道
具を造るには，どこへ行ってあらがれを見つけたらよ

オー編〔ソルトレーク・シティー:DeseretBookCo.,
1941年],293)

他に依存せず自立することは，霊的な意味でも，こ
の世的な意味でも成長を遂げるうえできわめて大切で
す。自立が脅かされている状態では自由もまた危機に
瀕していることが分かります。人であれ物であれ主以
外のものに対するわたしたちの依存度が高まるにつれ
て，行動の自由が失われることに気づくでしょう。ヒ
ひん

ーバー･J･グラント大管長が言明したように，「大人
であれ子供であれ，自立できないことほど，人々の独
自性を破壊するものはありません｡｣("Address",
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わたしのこれまでの人生で，現在ほど聖徒のために

ろしいでしょうか｡」(1ニーファイ17:9)

主はあらがれのある場所を教えてはくださいました
が，あとのことはニーファイが自分でし〆−−−−−
なければなりませんでした。ニーファイ

た。「主がわたしたちに何をしてくださるかを知ろうと
するよりも，自分に何ができるかを尋ね求めましょう｡」
(DiscoursesofBrighamYOung,ジョン｡A・ウイッッ

自立について教え，また奨励する必要に迫られたこと
…はありません。わたしたちは変化の激し
扉．．､ 1.'.¥． ． ．、*" 峰熱，

竜ず%穂い時代に生きています"政府が樹立され

他
他に
に依存せず ､H寸'､" エご塔 争う。 壱へ川."，詞一一 ‐
たり，倒されたりしています。ある産業

=Lぼ#脅耀たり，倒されたりしています。ある産業
自立することは，
が栄えたかと思うと，たちどころに衰退
霊的表意味でも，

｣
…
…
…
庭
←
￨
蕊

て火を吹くためのふいごを作ってから，

この 凄意嫌でも』患蛍蝋灘巽霞鴬

さて，わたしは岩石から溶かし出した

一一一一一一｜しまうでしょう。ある調査によると，今

成を
長え
を遂げるうえです。理解力と視野も絶えず広めていない
二個の石を打ち合わせて火をおこした。成長
きわめて大切です。

，と，わたしたち自身も時代遅れとなって
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日仕事に就いても，就労可能な年限に3つから5つの異

勤勉について教えています。創世記第39章に記されて

なった仕事を探さざるを得なくなるそうです。

いるとおり，ヨセフの生涯から，道徳的清さが試され

自立をより確かなものにするために，わたしたちは
何をしなければならないのでしょうか。

るときにどのように振る舞うべきかを学ぶことができ
ます。

これらは聖典から学ぶことができる数例にすぎませ

家族の伝続

ん。こうした教えは，長きにわたって試され，その正

わたしの両親は家庭の中に，ある伝統を作りました。

しさが実証されたものです。家族にこういった教えを

それは幼いころのわたしには楽しいものであり，年月
を経てそれを回想するとき，さらに意義深いものとな

伝える責任を引き受けるとき，それが家族の心にしっ

っています。それぞれの子供が迎える最初の誕生日に

られます。

かり根付くようにすることが，わたしたちに強く求め

家族が居間に集まります。両親は居間の床の真ん中に

1歳の子供に選ばせるものを置きます。その子が何を

この世での自立
ほにゅう

選ぶかによって，その子が人生で何に興味を持って追

次に，ミルクの入った哺乳瓶は体に栄養が必要であ

求していくかを知ろうとするのです。置いてある品物
ほにゅう
は，聖書ミルクのいっぱい入った哺乳瓶，おもちゃ，
それに小銭の詰まった貯金箱などです。子供は部屋の
端っこに，家族はその反対側に場所を占めます。皆は
その子が這って行って品物を選ぶのを応援します。も
ちろんこれはまったくの遊びです。
わたしは貯金箱を選んだと聞かされていますが，仕

ることを象徴しています。教会の福祉プログラムは，
車輪にとってスポークが不可欠なように，この世での

は

事は金融関係に進みました。弟のテッドは聖典を選び，
法律関係の仕事に就いています。長年にわたって彼は
聖典を自分の判断の基としてきました。いちばん下の
弟のボブは家族の中でも多芸多才でした。彼は這って
行って聖書の上に座り，哺乳瓶を口にくわえ，おもち
は

ほにゅう

やを片手に，貯金箱をもう一方の手に持ちました。
霊的を養い

自立に欠かせない要素は何かを教えてくれています。

自立という車輪を支える要素としては，教育，健康，
職業，家庭における貯蔵，財政管理，および情緒の安
定と霊性の強化などが含まれます。

この夏，妻とわたしは80歳になるあるお年寄りを訪
問する機会がありましたが，その人はまさにこういっ
たことを自分の人生で実践していました。彼はアイダ

ホの小さな町に生まれ，学費を得るために長時間農場
で働きました。そして，小さな高校で英語とスペイン
語を教える教師として働きましたが，大家族の伝道資
金と教育費を蓄えるために，イチゴと木イチゴを栽培
し，近くの市場に出荷しました。夏はその仕事に掛か
り切りになりました｡

この楽しい家族の活動から，自立についての最も基
本的な原則を学び取れることを話したいと思います。
まず第1に聖典は霊的な糧が必要であることを表して
います。聖典の中で主は御自分の子供たちに御心を明
らかにしておられます。時の初めから主は，預言者に

この果物を作るには大変な労力を要するため，あえ
て栽培しようなどと考える人はほとんどなく，大きな
需要がありました◎彼がどれだけ収穫しても，必ずそ
れに見合った需要がありました。作物の取れ高に満足
できず，最高のものを栽培するために，彼は新しい品

お伝えになったことを，天の御父の子供たちのために

種を研究しました。彼の裏庭は文字どおり農業試験場

記録するよう命じてこられました。聖典は永遠に価値
あるものを明らかにしています。聖典は堅固な基盤で
あって，その上に立って，わたしたちは現世の生活を
成功させることができるのです。聖典はこの世での生
活の中心となるべき神聖な原則を教えてくれますので，
聖典を学ぶことによって，わたしたちは自立をますま

となり，与えられた環境の中で最も甘い果実をなるべ
くたくさん実らせる様々な種類の木が試されました。

みこころ

す確固たるものにすることができます。

わたしたちは過去，現在，未来を通じて最高の指導
書を手にしていることに，慰めを感じるべきです。列
王紀下第5章からわたしたちは従順について学ぶこと
ができます。ヨブの生涯を研究して，高潔について学
ぶことができます。ベニヤミン王はモーサヤ言の中で
永遠の結婚生徒用手引き

研究の結果，生産性が上がりました。農作業のおかげ
で，彼の健康状態は良好でした。夏が来るごとに，イ
チゴ畑は自動的に子供たちの働く場となりました。市
場に運ばれたイチゴはお金に換えられたばかりでなく，
家庭貯蔵に使う品物と交換されました。彼は手持ちの
資材を活用して立派な家を建て，同時に家族の必要を
満たしました。

この男性は，増え地を満たすという主のシステムを
見守ることに喜びを感じていました。そうすることに
より情緒の安定と霊性の強化とを図ることにもなった
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のでした。教師の仕事を退職した今も彼はイチゴを栽

経済的な安定

培していますが，それは利益のためではなく，心に満
足を得るためなのです。イチゴの収穫期になると，安

最後は，貯金箱です。これはわたしたちの経済的安

息日以外は毎朝,10台から12台の車を従えて町からイ

定を象徴しています。わたしは仕事を始めて間もない

チゴ畑に行く彼の姿を目にすることができます。多く
の家族がイチゴを摘んで家庭での貯蔵品に加えるため
にやって来るのです。自分でイチゴを摘んだ場合，
1箱幾らになるのか尋ねると，彼はこう答えました。
｢さあ，分かりません。自分で摘んだ果物を胸に抱えて
喜んで帰って行く人々の顔を見るのが，わたしの報酬

ころ，大切な教訓を学びました。上司がわたしを部屋
に呼びました。何か考えがあるのだとすぐ、に分かりま

ですから｡」

より高い生産性を求めて力を合わせることによって，

家族が自立を達成できる方法は数え切れないほどある
とわたしは確信しています。恐らく，家庭の夕べでよ
く話し合えば，家族としてもっとこの世的に自立する
ために役立つアイデアが出てくることでしょう。
資源を正しく用いる

第3に，先に話したおもちゃは，この世のものを獲
得することを示しています。今日わたしたちは，「今す
ぐ入手して，支払いは後日｣，つまり毎月簡単に支払い
こんにち

ができるという，大変説得力のある広告の渦の中にい
ます。何でもすぐ、に手に入れなければ気が済まないと

いう忍耐心の希薄な世の中にわたしたちは住んでいま
す。この世の品物は手に入れても長続きする満足が得
られず，かえってもっと欲しいという欲求が助長され
るだけのようです。

資源や品物を賢く用いて長持ちさせるなら，わたし
たちはさらに自立することができます。この夏，ある
若い家族が引っ越すのを見ていましたが，貯蔵室から
運び出される箱のラベルに興味を引かれました。そこ
には2歳女児服,3歳女児服などと書かれてありました。
明らかにこの家族は買った服を最大限活用するように，

した。彼は，「利子の定義を言ってみたまえ」と言いま
した。もちろんわたしはかつて研修で学んだことを思
い出して，教科書どおりの定義を答えました。しかし

彼はこう言いました。「いや，いや，わたしが聞きたい
のはそういうことじゃない。よく聞いて，覚えたまえ。
『利子とは，それが分かっている人間は稼ぎ，分かって
いない人間は，支払うものだ｡｣」
利子を得るにはまず貯金をしなければならないこと
はだれにとっても明白です。貯金をしながら生活の水

準を上げていくためには，一つの単純な実践方法を理
解したうえで，これを着実に実行する必要があります。
収入の10パーセントを主に納めた後，前もって決めて
おいた額を自分自身のために直ちに預金します。この
二つを差し引いた収入の残りのお金で，税金や食費，
衣料費，住居費，交通費などの予算を立てるのです。
ところが実際には実に多くの人々が，食料品店主，家
主，電力会社，自動車のセールスマン，銀行などに対
する支払いのために一生働いており，その努力が自分
には何ら還元されていない点に至ってはほとんど考え
てもいないことに，わたしは驚かされます。
投資計画をするに当たっては，分別を働かせて賢明
かつ慎重であってください。欠かさず定期的に投資を
増やしていくことにより，緊急時と退職後に備えて貯

蓄ができるのです。こうして，さらに自立への道を歩
むことができます。

自立の原則はこの世にかかわるものであると同時に，
霊的なものでもあります。それは，世の終わりに備え

周到な計画を立てているようでした。

るための計画ではなく，わたしたちの人生において

わたしたちは物にあふれる時代に生きています。受
けている資源を無駄にすることが決してないようにし

日々実践すべきものです。わたしたちが引き続き自立
という永遠の真理を基としていけるよう，イエス・キ

ましょう。

りストの御名により祈ります。アーメン。

みな
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聖約と義務

神殿参入に備える

ジョセフ・フィールデイング・スミス大管長
， か ぎ 、 、 ￥

この鍵,すなわち地上でつなぐ
．
デ ゞ

ことを

乳
唯ご》"
．｣i天でもつなぐ鍵は,: r"．: r'
､
：
神からの最もすばらしい贈り物です｡
一一テボイド5K･パﾂｶｰ十二使徒定員会会長代理

「人が聖約を破るなら，それがバプテスマであろう

と，聖任，結婚あるいはそのほかの儀式であろうと，
みたま
御霊は承認の印を取り下げ，祝福は得られない｡」（｢救
いの教義」第1巻，45）
ジェームズ．E・タルメージ長老

「エンダウメントの儀式では，各人が以下のような
義務を引き受けなければならない。すなわち，徳と貞
操の律法を守り，寛容で情け深く，清らかな心を持つ

精選された教え
神殿に参入するふさわしさ
ハワード．W・ハンター大管長

「この精神の下に，末日聖徒の皆さんが主の神殿を
教会員であることの崇高な象徴とするようにお勧めし
ます。わたしの心からの願いは，すべての教会員が神
殿に参入するふさわしさを身に付けることです。すべ
ての成人教会員が有効な神殿推薦状を受けるにふさわ
しくあり，しかもそれを所持するなら，主は喜ばれる
ことでしょう。神殿推薦状を得るのにふさわしくある
ためにすべきこととすべきでないことは，わたしたち
が個人として，また家族として，幸福になるのを約束

する事柄でもあるのです｡」（｢『尊く，大いなる約束』」
『聖徒の道』1995年1月号,9‑10)

ことを聖約し，約束する。さらに，真理を広め，人々
の精神を高揚させるために才能と財産とをささげるこ
と，真理のために身をささげること，王なる主イエ
ス・キリストを迎える備えを世の人々にさせるために
あらゆる努力を払うことを聖約し，約束する。各々の
聖約を交わし，義務を引き受けると，祝福の約束が宣
言される。そして，この約束が成就するには，その条
件を忠実に守らなければならない｡」(HoIJseofthe
Lord｡84)

微殿か象徴するもの
ヒュー．B・ブラウン副管長

「ここで我々は街の衣服を脱ぎ，俗的な考えを捨て，
清く白い布で肉体を包むだけでなく，心を清い思いの
中に置くのである｡｣(CbntmumgtheQuest,38)

ゴードン･B・ヒンクレー大管長

「これらのすばらしく，かつたぐいまれな建物，そ
して，そこで執行される儀式は，わたしたちの礼拝の
究極の姿を表しています。これらの儀式は，わたした
ちの神学の最も深遠な表現となっています。わたしは
すべての会員の方々に，神殿推薦状を持つにふさわし
い生活をし，それを貴重な財産と考えて大切にし，こ
れまで以上の努力を払って主の宮に参入し，そこで受
ける御霊と祝福にあずかるようにと，わたしの持てる
限りの力を込めて，強くお勧めします。誠意と信仰を
もって神殿に行くすべての人が，参入する度にさらに
成長した人となって出て来ることに，わたしは喜びを
覚えています。わたしたちは皆，常に，進歩を必要と
しています。時にはこの世の喧喋を離れて，神の神聖
な宮の中に足を踏み入れ，神聖さと平安の中に主の御
霊を感じる必要があります｡」（｢伝道と神殿，そして管
みたま

けんそう

理の職」「聖徒の道』1996年1月号,60)

ジョン．A・ウイッツォー長老

「わたしたちは，象徴の世界に住んでいるのである。
男性も女性も，象徴の裏にその象徴の表す広大な現実
を見なければ，受くべき天与の賜物を得て，神殿から
たまもの

出て来ることはできない｡」("TempleWorship,''62)
エンダウメントの目的
預言者ジョセフ・スミス

「兄弟の皆さん，皆さんは備えられて，すべてのこ
とを克服できるようになるために，エンダウメントが
必要です｡」(HIstoryoftheChurch,第2巻,309)
ブリガム・ヤング大管長

「簡単に定義づけてみよう。あなたにとってエンダ
ウメントとは，主の宮において必要なすべての儀式を

受けることであり，あなたがこの世を去った後に，番
永遠の結婚生徒用手引き
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人として立っている天使たちの前を通り過ぎ，……御

カーロス。E・エイシー長老

父のみもとに帰り，・・…･永遠の昇栄を受けられるよう

「何年か前に，新任の神殿長とメイトロンのための

にするものである｡」(DiScOursesofBrigf'amYりung,

セミナーが開かれました。その折に，当時十二使徒定

4
1
6
)

員会会員だったジェームズ．E・ファウスト長老は，自
分が中央幹部として働く召しを受けたときのことを語

ジョセフ・フイールデイング・スミス大管長

「教会に加入することはすばらしいことである。し
こんにち

ってくれました。ファウスト長老がハロルド.B・リ

ー大管長から受けた質問はたった一つだけでした。「あ

かし主の宮で聖約を交わし，主の宮以外に今日地上の
かぎ

なたはガーメントを正しく着用していますか｡』ファウ

ほかのいかなる場所でも与えられない鍵と権能を受け

スト長老は正しく身に着けていると答えました。そし

なければ，昇栄を得ることはできない｡」（『救いの教義」

て，彼はふさわしさについて質問をしないのかリー大

第2巻，232）

管長に尋ねました。するとリー大管長はその必要はな
いと答えました。大管長のそれまでの経験から，ガー

ジョン．A・ウイッッォー長老

メントをどのように着用しているかによって，その人

「神殿のエンダウメントは，人の永遠の旅路の物語
について述べ，その永遠の旅路における成長を左右す
る条件を定め，成長の律法を受け入れて適用するため
に参加する人々の聖約または同意を求め，わたしたち
の意志と義に対するふさわしさを測るための試しを与
え，最後に真理を愛し実践する人々の究極の行く末を

の教会と教会に関連するあらゆる事柄に対する思いが

明らかになるからでした。つまり，ガーメントをどの

ように扱っているかが，福音に対するふさわしさと献
身の物差しとなるのです。

示すものです｡｣(ProgramoftheChurchofJesus

神殿のガーメントの着用方法について，考えられる
あらゆる質問の答えとなる詳しい着用基準を作ってほ
しいと言う人々がいます。彼らは神権指導者に対して，
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ガーメントの長さがどれほどでなければならないか，

エンダウメントを理解する

いつどのように着用すべきか，そして着用すべきでな
いかを特定し，それらの標準を少しでも外れて着用し

た場合の罰を規定するよう求めているのです。このよ
ジョン。A・ウイッッォー長老

「啓示によって与えられたエンダウメントは啓示に
よって理解するしかないのである。最も熱心に，純粋
な心をもって求める人に，大いなる啓示がもたらされ

るのである｡」(.!TempleWorship,"63)
ハロルド。B・リー長老

「この聖なる神殿に入る人は，その過程において，

神の永遠の王国の聖徒たちとの温かな交わりを持つこ
とになります。そこには，時間という概念はありませ
ん。神の神殿において，皆さんが受けるのはこの世的
な宝の遺産ではありません。計り知れない価値を持つ，
永遠の富という財産なのです。

うな人々は細かいところだけに目を向けて，イエス・
キリストの福音の大切な部分を見失っているのです
(マタイ23：23‑26参照)。

しかしながら，ほとんどの末日聖徒は善悪を選択す
る自由を愛にあふれる天の御父から与えられているこ

とを喜びとしています。彼らは主と教会の指導者から
寄せられている信頼をこの上なく大切にします。つま
り，預言者ジョセフ・スミスが語った次の言葉に表さ
れている信頼です。『わたしは人々に正しい原則を教え，
人々に自らを治めさせる｡』〔ジョン・テーラーによる

引用,MI"ennialStar,1851年ll月15日付,339](｢神
殿のガーメント『内なる決意の現れ』」『リアホナ』
1999年9月号,33)

神殿の様々な様式は，知恵に満ちた天の御父によっ
て定められたものです。天の御父はそれらの儀式を，
わたしたちの生涯の導き，守りとしてこの終わりの時
に啓示されました。御父は，わたしたちが神とキリス
トの住まわれる，日の栄えの王国における救いを逃す
ことのないようにするためにそうされたのです。」

("EnteraHolyTemple,"ImprovementEra,1967年
6月号,144)
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神殿結婚のための準備

しかし,ほかの多くの国では，神殿で結び固めを受け
ようとする男女は，まず民事結婚をすることが求めら

末日聖徒は，神殿で結婚することの重要性を教えら

れます｡

れています。神殿で，花嫁と花婿の結婚は永遠に結び
固められます。

教会力淀めた手続き

皆さんは神殿で結婚する前に満たさなければならな
い項目が幾つかあります。その中には教会の律法に関

証人

するものと，国の法律に関するものがあります。神殿

有効な神殿推薦状を持つ二人の男性教会員が，皆さ

は多くの様々な国にあるので，法律の求める条件は異

んの神殿結婚の証人を務めます。神殿で結婚証明書に

なっています。

署名する証人は，皆さんが自分で選ぶこともできます

皆さんが特定の神殿で結婚することを考えているなら，
その神殿に連絡して必要な情報を得る必要がありま
す｡神殿の所在地については，監督に尋ねてください。
監督は最新の｢神殿住所録」を持っているはずです。
以下に挙げるのは,皆さんが考慮すべき幾つかの事
柄です6

国の法律
血液検査

地域によっては，結婚許可証を得るために血液検査
が求められます。

し，神殿が手配することもできます。
神殿結婚推薦状

自身のエンダヴメントや結婚の結び固めを受けるた
めに神殿に行く場合,2種類の推薦状が必要になりま

す。すなわち神殿推薦状と生者の儀式のための推薦状

です。前者は；死者のための儀式を行うために神殿に
再度参入するときに使用します。後者は，自身のエン
ダウメント,結婚または結び固めを受けるための推薦
状です。それには両親の氏名，自身のバプテスマ年月
日,すでに受けていればエンダウメントの年月日など，
会員記録の情報が記入されています。また，結婚する
ために神殿に参入することも明記されていなければな

結婚許可証

りません。

神殿結婚が民法によって認められている場合，神殿
所在地を管轄する行政区で有効な結婚許可証が必要に

結婚の招待状や通知状

なります。

合衆国とカナダでは，結婚を許可する合法的な許可
証を神殿に持参しなければなりません｡この許可証は，
神殿が所在する国または州で入手することができま
す。地域によっては,許可証の交付を受ける前に，住

何らかの理由で推薦状が発行されない場合に起こり
得る困惑を避けるために，神殿結婚の推薦状を入手す
るまで結婚の招待状や通知状を送ってはなりません｡
また，結婚の予定日が近づくと，フオローアップの面
接が行われる可能性があることを承知しておいてくだ

民登録を要する場合があります。

さい。

同意

1年未満

年齢によっては，結婚許可証を得るために両親から
書面による同意を受ける必要があります。

バプテスマと確認を受けてから1年が経過するま

で，神殿推薦状を受けることはできません。夫婦が神
殿外で結婚し,それから神殿で結び固められることを

待ち期間

行政機関によっては，許可証を申請する日から発行
される日まで一定の期間を要する場合があります。

決めた場合，神殿外で結婚した日から1年間待たなけ
れば結び固めを受けることはできません｡この制限は，
初めに神殿で結婚できたのにそれを選ばなかった人に
だけ適用されます。

神殿の結び固めに先立つ民事結婚の儀式
一部の国では神殿結婚が法律で認められています。

永遠の結婚生徒用手引き
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結婚の日時 Ⅱ■"■Ⅱ:〃"=:『;招待者の数一

結婚式の計画について神殿と調整し;二人の選んだ;■■結び固めの部屋は広さが限られているので,(予約
§

呈菫￨鱒騨罵を華毒し言苛． 矛■l鰯雲1慨室室夢噸鴦鬘雰会灘鴬
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エンダウメントと結び固め､：Ⅱ J〃〆；ことができます｡■ほとんどの神殿は,多くの人を収容
結び固めを計画している男女は,fまず自身のエンダ；することはできません｡したがって，招待者は家族と
；

ウメントを受けなければなりません｡自身のエンダウ;親しい友人に限るべきです。
メントは，結び固めの当日またはそれ以前に受けるこ；； § さ

とができます｡I招待者に伝える時間と服装に関する情報
§

自身のエンダウメントには3時間から4時間を計画；結婚式の日に自身のエンダウメントを受ける場合，
すべきです。結び固めには,儀式を執行する人から与：一緒にセッションに出席するように何人かを招待して
えられる助言を含めて，さらに45分かかります｡自身;もよいでしょう。その他の招待者は,結び固めに出席
のエンダウメントや結び固めを受ける場合，予定のセ；する時間に来ることができます。いずれの場合も,招
ツションや結び固めの1時間前に神殿に行く必要があi待者に神殿に到着すべき時間を伝える必要がありま
ります。』す｡この情報は念のために神殿に再確認してくだきい･
；

せいさん

i〃招待者には,聖餐会に出席するときの服装をしてく

神殿衣；るようお願いします｡タキシードやその他の礼服は適
神殿では特別な白い服を着ますo神殿衣は神殿で借；切ではありません。すべての招待者は有効な神殿推薦
りるか，個人のものを持参することができます｡；状を持っていなければなりません。
ウエディングドレス

儀式執行者

花嫁は結び固めを受けるために神殿で自分のウエデ
ィングドレスを着ることができます。ドレスは白で華
美な装飾がなく，長そでで,慎み深いネックラインで
なければなりません。また，透き通る生地にはすべて

f神殿長会または神殿の結び固め執行者は,神殿結婚
を執行するために正式に任命されています。中央幹部は
多忙なスケジュールをこなしているので,教会員は彼ら
に結婚式を執行するように依頼すべきではありません。

裏地を付け，長く引くすそは取り外しができるか，ピ
ンやホックで付けられるものでなければなりません。
ドレスの適否について質問があれば,そのドレスや生

地，デザイン画などを神殿に持参して許可を求めてく
ださい。花嫁はエンダウメントのセツションの間,自
分のウエディングドレスを着ることができますが，セ
ッションでは長いすそを取り外さなければなりませ
ん。神殿でドレスパンツの衣装を着用することはでき
ません。多くの神殿には,特別な機会に着る必要のあ
る人々のために美しい白いドレスが備えられていま
す。利用できるかどうか各神殿で確認してください。

言語■

ほとんどの神殿では，複数の言語でセッションが行
われます｡fエンダウメントと結婚の儀式が自分の望む
言語で受けられるかどうか神殿長に確認してください。
神殿の庭での写真撮影

神殿内での写真撮影は許可されていません。結び固
めの後,"花婿と花嫁の写真を神殿の庭で撮ることがで
きます6したがって，写真の撮影者は神殿推薦状を持
っている必要はありません｡

ウエディングドレスの保管

その他の情報

ほとんどの神殿では，結び固めの前にウエディング
ドレスの配達を受け付けることができます。ドレスは

各神殿は皆さんや監督に，神殿結婚を計画するため
に必要な情報をすべて提供します｡質問がある場合は，
いつでも神殿(結婚担当者)に電話をするか，神殿長

花嫁の部屋に運ばれ，そこで花嫁に渡されます。

に手紙を書いてください。
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聖なる宮

神殿結婚チェックリスト ：=
；完了したらチェックし ます･§

十二使徒定員会会長代理

口結婚することを神殿に連絡し,必要な情報を要

ボイト、.K･パッカー

Y。;":、
藷鐵簔雲霧

、"請します｡§完了日̲…−…

；､

: 『聖徒の道』1992年6月号，

口結婚式の日時を神殿に予約します6
予定日

灘 嬬

時間

14‑認参照

□ 招待者の数が予約した神殿の部屋の収容数を超

えていないことを確認します｡
■ 神殿の予約をするときに儀式を執行する言語を

指定します。
︸１Ｊ１
Ｆ﹂ Ｆ

神殿参入の服装に関する情報を招待者に伝えます。
：を"

,'

:

,

Y

まだエンダウメントを受けていなければ，自身

のエンダウメントの日時を予約します。
予定日̲L−Ⅷ

』 時時間
間3::"'

□"エンダウメントを一緒に受けてほしい人々を招

1
%
:
待
し
,
"
日
時
を
伝
え
ま
す
患【
1
L
,
＊
f
"
j
口必要であれば,̲血液検査を受けま#すも:心w!#､'i
、‑完了日皇,:;二、｡3.#該当しない "ZIII｣巽、1二%』 ;｡: ｣'

口結婚許可証 ､薫：−，，勢エ、ﾉ;､/if:…い …:､"
:,肇口住民登録が必要ですかb｣はい學？いいえ
′口両親の同意書が必要ですか。。はい二
i，

、

､職
ゞJi−いい寛一､《
‐j口発行までに期間を要しますかざはい, F房〒軍

了 前 一 。 ． ； 、

"',#.;3''、 " ｛ ： いいえ､『

人が神殿へ行きたいと思う理由は様々です。その外
観を見ただけでも，神殿には深遠で霊的な目的がある
ことが分かります。壁の内側ではなおさらそれが明ら
かになります。扉の内側へ一歩足を踏み入れれば，そ

こが「主にささげられた聖なる場所」であることを実

感できます。奉献された神殿に参入するということは，
主の宮に入るということなのです。

自らをふさわしく整えた教会員は，神殿で，人類に
啓示された最も貴い贈いの儀式を受けることができま
あがな

す。この神聖な式典において，わたしたちは洗われ，
油を注がれ，様々な事柄を教えられ，エンダウメント

を受け，結び固めの儀式を受けます。こうして自分自
身の祝福を受けた後は，このような祝福を受けずに世
を去った人々のために，儀式を執行できます。神殿の
中では，この地上の人々と同様，すでに世を去った

盲．‐

口神殿の結び固めの前に神殿外の結婚式が必要で
ゞすか6'はい:〆：iといいえ≦ﾋﾐもし必要であれ
ば,w日時と執行者は？日時、〔：

、執行者ゞ手配済み≦‑i‑F

口
神
殿
の
儀
式
の
証
(
'
穆
鶚
己
し
ま
す
層
{
;
ゞ
ゞ
"
Ⅶ
□Fエンダウメ､シトおよび／または結婚のための神
帝殿推薦状を受けます｡完了日；

口神殿外で結婚することを自分で選択した場合,
別 1 1 吟 1 坪 1 1 軋 訂 I 「 − 1

それから1年たっていますか。該当しない
‐．"・％〆:

，『−弓弓一一

口神殿のガーメント。まだエンダウメントを受け
，,，，､ム"I．

...

．､胃,.｝

ていなければfガーLヌントの目的について監督
i"'と話し合います。完了日…､ 』iﾐ:−，′、
r
‑
ガーーメ ン卜の購入、

人々に対してもこの神聖な儀式が行われるのです。

諏聖を事柄

聖文を注意深く読むなら，主は必ずしもすべての人
にすべての事柄を示していらっしゃるのではないこと
きよ

が分かります。聖い事柄について知るには，それなり
に必要な資格を備えていなければなりません。神殿の
儀式は，そのような資格を持つ人々の間でのみ執り行
われるものなのです。

わたしたちは神殿の儀式について，神殿外では話し

ません。そう言いますと，神殿の儀式に関連する事柄
はその恵みに浴するに足る，選ばれた少数の人々だけ
が学び得るものであって，そのほかの人々は決して学

□"ウエデ§イングドレス:甫白二一皇:長そで§1真

べないと思われがちですが，実際はまったくその逆で

〃,み深いﾈｯlクラインーー"生地が透ける部分の

す。わたしたちはだれもが神殿へ参入する資格を持ち，
神殿に参入する準備をするようにと，大きな力を傾け

"裏地

□必要に応じて神殿で白のドレスを借ります｡利
、用できるかどうか神殿に確認しますO.‑:
該当しない

永遠の結婚生徒用手引き

ています。神殿に参入した人は，物事の一つの理想の

姿を学んだことになります。いつの日か，生きた人も
死んだ人も福音を聞き，神殿で行われたことを受け入
れるか拒むかの機会を与えられます。もしこの機会を
失う人がいるとすれば，それは本人が自ら拒むからで
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す
。

ん。これは最も大切な点です。
しか

神殿で行われる儀式は，単純明解なものです。また，

監督の質問に対して然るべき返答をした人は，普通

美しく神聖なものです。そして，準備のできていない

の場合，神殿推薦状を受けるにふさわしい人です。も

人々に施すことがないよう，秘密にされています。神

し推薦状申請者が戒めを守っていなかったり，正さな

殿に参入するための準備とは，好奇心を抱くことでは

ければならない，あるいは解決しなければならない問

ありません。深い関心を寄せることも，それだけでは

題を抱えていたりした場合には，その人自らが真に悔

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

い改めたことを証明した後でなければ，神殿推薦状を
発行することはできません。

監督と上記のような面接が終わると，ステーク会長
会の一員とも同様の面接をし，その後，神殿に行ける

です。

ようになります。

あらゆる面でふさわしく，また資格を持った人であ
ればだれでも神殿に入ることができ，神聖な儀式を受

天からの教え

けることができます。

初めて神殿に参入する場合はもちろんですが，すで

わたしたちは神殿の祝福の価値や神殿

に何度も参入している人も，神殿で受ける教えが象徴
的なものであることを心に留めておくとよいと思いま
す。偉大な教師である主は，象徴という

で執り行われる儀式の神聖さを一度肌で

方法を用いて，教えを授けてくださいま

感じると，聖なる神殿に参入するために

す
。

主がなぜ高い標準を定められたのかとい

神殿は，偉大な学校です。学びの家な
のです。神殿の中には，霊的に深い事柄

参入するふさわしさ

う疑いを抱くことがなくなります。
神殿に参入するには，有効な推薦状を

を学ぶにふさわしい理想的な雰囲気があ
伸俳宗昌会の故ジョン．A・ウイッツォ
ります。十二使徒定員会の故ジョン．A･ウイッッォ

持っていなければなりません。推薦状には正当な教会
役員の署名が必要です。伝道部の場合は，当然のこと
ですが，支部長と伝道部長が神殿推薦状を発行する責
任を持っています。ふさわしい人だけが，神殿に参入

ー博士は，大学の傑出した学長で，世界に名を知られ
いけい
た学者でしたが，神殿の業に深い畏敬の念を持ってい

できます。監督または支部長には，個人的なふさわし

「神殿の儀式には，救いの計画全体が教えられてい

さについて質問する責任があります。教会員にとって，

る。時代から時代へ，教会の指導者が語り続けた教え
が教えられ，理解し難い問題を明らかにしている。神
殿の教えは，ゆがめたりこじつけたりすることなく，

この面接を受けることはとても大切です。なぜなら，
しもべ
それは聖任された主の僕とともに，皆さんの生き方に
ついて吟味する機会だからです。皆さんの生き方に何
か間違ったことがあれば，監督はそれを正す手助けを

ました。彼は，こう語っています。

偉大な救いの計画に当てはめることができる。エンダ

ウメントは哲学的見地から見ても首尾一貫しており，

してくれるでしょう。こうして皆さんはイスラエルの

神殿の儀式の真実性を示す強力な論拠の一つとなって

一般判士の助言を受け，自らの信条を表明し，主の承
認を得て神殿に参入するため，ふさわしい状態になれ

いる。加えて，神殿の儀式の概要，さらには福音の計
画全体を思うとき，神殿に参入して礼拝することは，
福音の体系全体を心を新たにして見渡す非常によい方

るよう助けを受けることができます◎

神殿推薦状発行のための面接は，監督と推薦状の交
付を希望する会員だけで行われます。この面接の折に，
会員は自らの品行やふさわしさ，そして教会と教会の
役員に対する忠実さを問われます。その人は，道徳的
に清いこと，知恵の言葉を守っていること，完全に
じゅうぶん
什分の一を納めていること，教会の教えに従って生活

法である。」(UtahGenealogicalandHIstoricaノ

プと親しい関係を持ったり，同情的な態度を執ったり
していないことを証言しなければなりません。監督は

Magazine,1921年4月号,58)
神殿で教えられることが象徴的なものであることを
心に留めて神殿に行くならば，必ずやビジョンは広が
り，少しなりとも高められたという気持ちを味わい，
霊的な事柄にかかわる知識を増し加えられるでしょう。
神殿の教えは壮麗なものです。人の霊を鼓舞するもの
です。偉大な教師である主は，絶えずたとえを用いて
弟子たちを教えられました。分かりにくい事柄につい

面接で話し合った問題については口外してはなりませ

ては，象徴を用いて話されました。

していること，教会の教えに反するもろもろのグルー
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神殿自体，一つの象徴です。夜，全景を照明で彩ら

の段階を踏んでこられたことと思います｡それから，

れた神殿を見たことのある方はお分かりでしょうが，

メルキゼデク神権を受けるにふさわしいと認められる

やみ

何と心を打つ光景でしょう。光を浴びて闇の中にそび

日がやって来ました。アロン神権よりも高いメルキゼ

え立つ主の宮は，霊の暗闇に深く沈んでいくこの世に

デグ神権は，神の最も聖なる位に従う神権，すなわち

かがり火として立てられたイエス・キリストの福音の
力と霊感の象徴です。

神の御子の位に従う聖なる神権です（アルマ13:18;

神殿に参入したら，普段の服を脱いで白い神殿衣を

は，この神権の中の一つの職を与えられ，現在は長老

着ます。着替えは更衣室でしますが，更衣室にはロッ
カーと着替えのための場所があり，終始だれにも見ら

ヒラマン8：18；教義と聖約107:2‑4参照)。あなた
です。

お二人は，すでにエンダウメントを受けられました。

れることなく着替えをすることができます。神殿では，
何事も慎み深い状態に保たれるように考慮されていま
す。ロッカーで着替えを済ませたら，それまで着てい
た服と一緒に，世の煩いや関心事，娯楽なども脱ぎ捨

結び固めを受ける準備にすぎません。あなたがたは今

てることになります。そして白い装いで更衣室を出る

や家族を構成し，自由に生命の創造に携わることがで

と，あなたと同じように白い服を着た周囲の人々と一

きます。そして，献身と犠牲を通して子供たちをこの

つになったと感じることでしょう。

世に迎え，はく､くみ，この世にいる間安全に生活でき

エンダウメントの儀式の中で，あなたがたは永遠の可

能性を賦与されました。これはある意味で，この世か
ら永遠にわたって夫婦となるために聖壇に進み出て，

るように助け，あなたがたお二人がこの神殿に参入さ

結び固めの力

れたように，いつの日か子供たちも神殿に参入して，
神殿の聖なる諸儀式を受ける光景を目にするでしょう。

神殿結婚を望んでいる人々は，そこで何が行われる
かを知りたいと思うでしょう。結び固め（結婚）の儀
式の言葉を神殿の外で言ってはいけませんが，部屋の
美しさや静かで穏やかな雰囲気，それにそこで行われ
た神聖な儀式に立ち会って心の清められる思いがした

重大な責任を負っており，この責任を果たすなら，限

ことなどを話すのはかまいません。

りない祝福を受けるでしょう｡」

聖壇にひざまずいて結び固めの儀式を受ける前に，
司式者は若い花嫁花婿に少し話をすることができます。
例えば，次のような話です。
きょう

「今日はお二人の結婚の日です。きっと胸がいっぱ
いでしょう。神殿はこのような儀式を執り行う聖なる

あなたがたは神殿に参入するにふさわしい者とされ，
自らの意志によって，この場に足を運ばれました。あ
なたがたは，お互いに結婚の聖約を受け入れるという

歴史的な面と教義的な面の双方から神殿の業につい
て理解したければ，結び固めの力とは何かを理解しな
ければなりません。また，少なくとも，なぜ結び固め
かぎ

場所として建てられたのです。わたしたちは，この世

を行う力を持つ鍵がそれほど重大なのかを考えてみな
ければなりません。結び固めの力は，神殿の儀式だけ
でなく，世界中の全教会で執り行われるすべての儀式

にいるのではありません。ここには世のものの力は及

にとって重大なのです。

びませんし，世のものはここで執り行われる事柄に何
の力も及ぼすことができません。わたしたちは世から

離れて，主の神殿にやって来ました。今日この日は，
お二人の生涯の中で最も大切な日となるでしょう。

あなたがたは，あなたがたの霊の宿る肉の幕屋を準
備してくださった両親に招かれて，この世に生まれ出
てこられました。そして，バプテスマを受けました。
聖なる儀式であるバプテスマは，罪の清め，死と復活，
そして新たな生命を得ることの象徴です。バプテスマ
には，悔い改めと罪の赦しが伴います｡聖餐式のとき
にはバプテスマのときに交わした聖約を思い起こしま
すが，その聖約に忠実であれば，罪の汚れから離れた
状態を保ち続けることができます。
ゆる

せいさん

花婿は，神権者として聖任されています。まずアロ
ン神権を授けられ，多分，執事，教師，祭司のすべて
永遠の結婚生徒用手引き

結び固めの権能は，神から人に与えられた霊にかか

わる権威を統括する非常に大切な力です。結び固めの
権能を持つ人は，この地上における，主の最高の代表
者，教会の大管長です◎主は，この地位にある人に最
も深い信頼を寄せられ，最上の権威をお与えになるの
です。

すでに述べてきたように，教会の霊的に深い事柄に

関する教え，特に神殿で教えられる教えの多くは，象
かぎ
徴的なものです。この「鍵」という言葉にしても，象
徴的な言葉です。また，神権の権威のもろもろの鍵と

いう言葉も，人が地上で神の名によりその業を行うた
めに，幕のかなたから死すべき人に与えられた力の行
使できる範囲を表しています。したがって，「結び固め」
｢鍵」「神権」という言葉は，互いに密接に関連のある
言葉です。
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かぎ

結び固めの権能の鍵とは，永遠の神権の鍵なのです。

きない。

｢イエスがピリポ・カイザリヤの地方に行かれたとき，

結び固めの権能があるからこそ，すべての事物は永

弟子たちに尋ねて言われた，『人々は人の子をだれと言

遠の力と効力を持つ。この権能は，非常に広範囲にわ

っているか｡』……

たる権能であり，生者と使者のために行われた諸儀式

シモン・ペテロが答えて言った，「あなたこそ，生け
る神の子キリストです｡』

を包含し，地上の子供たちを，すでに世を去ったその
先祖らに結び固め，昇栄した人々の間に永遠にわたっ

ナ・シモン，あなたはさいわいである。あなたにこの

て続く，永遠の族長の鎖を作るのである。」（ブルー
ス．R・マツコンキー,MormonDoctrine,第2版，ソ

事をあらわしたのは，血肉ではなく，天にいますわた

ルトレーク・シティー:Bookcraft,1966年,683)

しの父である。

教会には，すべての人類家族を贈い，昇栄へと導く
のに必要なすべての儀式を執り行うための，十分な権
かぎ

すると，イエスは彼にむかって言われた，『バルヨ

そこで，わたしもあなたに言う。あなたはペテロで
ある。そして，わたしはこの岩の上にわたしの教会を
よみ

建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。

わたしは，あなたに天国のかぎを授けよう。そして，
あなたが地上でつなぐことは，天でもつながれ，あな

あがな

能があります。また，結び固めの力の鍵があるので，

正しい秩序のうちに地上でつながれたものは，天でも
つながれるのです。この鍵，すなわち地上でつなぐ、こ
とを天でもつなぐ鍵は，神からの最もすばらしい贈り

たが地上で解くことは天でも解かれるであろう。』」（マ

物です。この権能によって，わたしたちはバプテスマ

タイ16:13‑19)

を施し，祝福を授け，エンダウメントを執り行い，結
び固めの儀式を行います。そして，そのときに主はわ
たしたちの執り行った事柄をよしとされるのです。
預言者ジョセフ・スミスは，度々次のような質問を
受けた，と語りました。「『このすべての儀式を受けな
ければ，救われないのでしょうか｡』わたしはよくこう
答えたものだった。そのとおり･完全な救いを得るこ

かぎ

ペテロは，この鍵を持つことになりました。ペテロ

が持つことになったのは，結び固めの力，すなわち，
地上でつなぎ，解く力を持つ権能であり，天でも同様
にする権能でした。それらの鍵は預言者，聖見者，啓
示者である教会の大管長に属します。その神聖な結び
固めの力は，現在教会にあります。この権能の重要性
を知っている人々にとってこれほど神聖視されている
ものはありません。また，これほど身近に存在してい
るものはありません。この結び固めの力を保有してい
る男性は，どの時代でも地上において比較的少数でし
た。しかし現在，どの神殿にも結び固めの力を授かっ
ている兄弟たちがいます。この力は，預言者，聖見者，
啓示者である末日聖徒イエス・キリスト教会の大管長
または大管長から委任された人々からしか授かること
はできません。

結び固めの権能は，生者と死者のためにわたしたち
が行うすべての事柄をつなぐ権能ですが，そのことが
以下の文の中ではっきり述べられています。

「主は，完全な福音がこの地上にあったときにはい
つも，仲介者を立てられ，地上でつなぐ、ことを天にお
いても永遠に結び固めることのできる権能を，彼らに
お与えになった（マタイ16:19;18:18;ヒラマン

とはできない。イエスはこう言われた。『わたしの父の

家には，すまいがたくさんある。もしなかったならば
わたしはそう言っておいたであろう。あなたがたのた
めに，場所を用意しに行くのだから｡」ここに書かれて
いる『家』という言葉は，『王国』という言葉に置き換
えられる。最高の家へ昇栄する人はだれであれ，日の

栄えの律法，しかもそのすべてに従わなければならな

い｡｣(HIStoryoftheChurcll,第6巻,184)
敵対する者

神殿は，教会の霊的な強さの中心です。敵は，教会
全体やわたしたち個人がこの聖なる霊感あふれる業に
携わるのを妨げようとするでしょう。神殿の業は末日
聖徒や教会全体に霊的な力を非常に豊かに与えるため，
反対する力も強く働きます。

ローガン神殿の定礎式のとき，ジョージ･Q・キャ

10:3‑10;教義と聖約132:46‑49参照)。……

ノン副管長は，このような話をしました。

この力によって結び固められないものはすべて，死
をもって終わりとなる。バプテスマも，この永遠の力
によってされなければ，人を日の栄えの王国に導き入
れる承認を与えるものとはならないし，永遠の結婚の
聖約も，この権威によって結び固められなければ，夫
婦は，日の栄えの世界の最高の位に昇栄することはで

「神殿の礎石が置かれるとき，そして主が主の聖な
る神権のために啓示された秩序に従って神殿が完成す
るときにはいつも，地上でのサタンの力は弱まり，神
の力と信仰心は増し加わる。また，わたしたちのため
に諸天は力強く揺れ動き，永遠の神々と神の前に住む
諸天使の祝福がわたしたちのうえにもたらされるので
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ある｡」(Mi"ennia/Star,1877年11月12日付,743)
悩み苦しむとき，また重大な決断に迫られるとき，

神殿のガーメント「内なる決意の表れ」
鋤脳錨『上上W州I)概丹

WWI!'!』珊蝿解J…IJI噸'肌fllL…

教会員は神殿に参入できます。神殿は，心配事を持っ

七十人第一定員会名誉会員

て行くのにとてもよい場所です。神殿の中では霊的な

カーロス.E・エイシー

目を持てるからです。儀式を受けている間中，わたし

昌
鳥

たちはこの世から抜け出しています。

す。そのような場合は一時にどっと不平不満がわき上

｢リアホナ」1999年9月号，

薯
f

問題を抱えて気が転倒しているときもあると思いま

量LDL−可､

32−39

蕪
蕊
と
､
脚
云

写、、

がってきて，何もはっきり考えられず，見ることもで
きないものです。神殿では，混乱する心の中に舞い上
がったほこりも地面に降り，霧やかすみもうそのよう

何年か前に，新任の神殿長とメイトロンのためのセ

に晴れて，混乱した心のままではとうてい見いだせな

ミナーが開かれました。その折に，当時十二使徒定員

かった道も，善悪の区別もつかなかった物事も，はっ

会会員だったジェームズ･E･ファウスト長老は，自分

きりと「見る」ことができます。

が中央幹部として働く召しを受けたときのことを語っ

神殿の神聖な儀式に出席するとき，主はわたしたち

てくれました。ファウスト長老がハロルド･B･リー

を祝福してくださるでしょう。神殿での奉仕の業に注

大管長から受けた質問はたった一つだけでした。「あな

がれる祝福には，限りがありません。わ

,
〆

手･‑寺…写､ニー莵・二二、,

たはガーメントを正しく着用しています

た
したちは，この世的な面でも霊的な面神殿
誠殿の諏聖を儀式に
のネ を儀式にj:･、か｡」ファウスト長老は正しく身に着け
でも祝福されるでしょう。
臨む』
.主主
霧鶯,ていると答えました｡そして,彼はふさ
臨
むと畿
はほ

−−わしさについて質問をしないのかリー大
わｱたしたちを祝福して
たした

神殿に参入してください

倉祝福して管長に尋ねました。するとリー大管長は

くださるでしよう。：
くださ
しよう。

神殿の業と，それを支える系図探求の

その必要はないと答えました。大管長の

、

仕事ほど，この教会にとって大きな守り

となるものはありません。またいかなる業もこの業ほ

それまでの経験から，ガーメントをどの

ように着用しているかによって，その人の教会と教会

どに，人の霊を磨き，人に力を与えることはできませ

に関連するあらゆる事柄に対する思いが明らかになる

ん。加えて，これほど高い標準が要求される業もあり

からでした。つまり，ガーメントをどのように扱って

ません。

いるかが，福音に対するふさわしさと献身の物差しと

神殿の業は，わたしたち個人にとっても，全体にと
っても盾となり守りとなります。

どうぞ神殿に参入してください。そして，祝福を受
けてください。神殿の業は，聖なる業なのです。

なるのです。

神殿のガーメントの着用方法について，考えられる
あらゆる質問の答えとなる詳しい着用基準を作ってほ

しいと言う人々がいます。彼らは神権指導者に対して，
ガーメントの長さがどれほどでなければならないか，
いつどのように着用すべきか，そして着用すべきでな
いかを特定し，それらの標準を少しでも外れて着用し
た場合の罰を規定するよう求めているのです。このよ

うな人々は細かいところだけに目を向けて，イエス・
キリストの福音の大切な部分を見失っているのです
(マタイ23：23‑26参照)｡

しかしながら，ほとんどの末日聖徒は善悪を選択す
る自由を愛にあふれる天の御父から与えられているこ

とを喜びとしています。彼らは主と教会の指導者から
寄せられている信頼をこの上なく大切にします。つま

り，預言者ジョセフ・スミスが語った次の言葉に表さ
れている信頼です。「わたしは人々に正しい原則を教え
て，人々に自らを治めさせる｡」」
レーマン人サムエルはこのように宣言しました。

永遠の結婚生徒用手引き
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こうかつ

はらから

「覚えておきなさい。わたしの同胞よ，覚えておき

ちの社会に脅威を与えている狡猜な力による激しい襲

なさい。滅びる者は自分で滅び，罪悪を行う者は自分

撃のことです。これらの身近に差し迫っている影響力

でそれを行うのである。なぜなら，あなたがたは自由

と切迫する危険が「悪魔の策略」（エペソ6:11)とな

であり，あなたがたは随意に行動することを許されて

るのです。わたしたちはこれらの「苦難の時代」（2テ

いるからである。見よ，神はあなたがたに知識を与え

モテ3：1）に立ち向かわなければなりません。

て，あなたがたを自由にしてくださったからである。

5

パウロはこのように勧告しています。「それだから，

神はあなたがたが善悪をわきまえられるようにして

悪しき日にあたって，よく抵抗し，完全に勝ち抜いて，

くださり，また，あなたがたが生でも死でも選べるよ

堅く立ちうるために，神の武具を身に付けなさい｡」

うにしてくださった。あなたがたは善を行って，善で

(エペソ6:13)パウロは預言の力によって，現代に邪

あるものに回復される。言い換えれば，あなたがたに

悪が蔓延する状態を予見することができたのでしょう。

回復された善であるものを持つことができる。また，

あなたがたは悪を行って，あなたがたに回復された悪

したがって，彼はすべての聖徒が守られるように，皆
｢真理の帯を腰にしめ」（エペソ6:14),「正義の胸当を

であるものを持つこともできるのである｡」（ヒラマン

胸につけ」(14節),「平和の福音の備えを足にはき」
すくい

まんえん

(15節),「信仰のたてを手に取り」(16節),「救のかぶ
ことば
みたま

14:30‑31)

神殿のガーメントに関連して知っておくべき非常に

とをかぶり」(17節),「御霊の剣，すなわち，神の言を

大切な事柄が幾つかあるとわたしは信じています。そ

取り」(17節),そして常に祈る(18節）よう強く勧告

の知識を得たときに，豊かな信仰を持つ末日聖徒はガ

しました。パウロは真理と正義，信仰，御霊，祈りと

ーメントを着用し，そして正しく身に着けます。だれ

いう武具が，サタンとその軍勢が作り出して放つ「火

かがそのような行動を規定したからではなく，聖なる

の矢」(16節）から人々を守ることができると知ってい

衣が持つ価値を理解し，「善を行って，善であるものに

ました。

回復される」ことを望むからです。これに対して，神
殿のガーメントが持つ神聖な性質を理解していない人

ができるでしょう。すなわち，神の武具と歴史的背景，

しかし，わたしたちが検討する価値のある武具がも
う一つあります。それは神殿のガーメントあるいは聖
なる神権のガーメントと呼ばれる特別な下着です。こ
れは神殿のエンダウメントを受けた末日聖徒イエス・
キリスト教会の会員が着用します。昼夜を分かたず着
用するこのガーメントには3つの大切な目的がありま
す。すなわち，主の聖なる宮で主と交わした聖約を思

そして近代の預言者たちの教えです。これから紹介す

い起こさせるものであり，体を守る覆いであり，キリ

る見解によって，聖徒たちがガーメントに対する認識

ストの謙遜な弟子たち全員の生活の特徴となるべき慎

を深め，喜んでまた正しく着用する決意をするように

み深い服装と生活の象徴です。

なることを願いながら，これらの分野を一つ一つ採り
上げてみたいと思います。

次のように記されています。「白いガーメントは清さ
を象徴し，慎みを促し，神の属性を尊ぶ気持ちに向か
わせ，パウロが考えていたように神の武具を身に着け

神の武具

ていることのしるしとするまでに尊ぶ気持ちを抱かせ

は，ガーメントをほかの衣類と同じように考えて，不
用意に扱う傾向があります。

聖なる神権のガーメントに関連して知っておかなけ
はんちゅう
ればならない事柄は以下の3つの範晴に分類すること

けんそん

わたしたちの目の前には戦いが繰り広げられていま

る（エベソ6:13．教義と聖約27:15と比較)。．…･･ガ

す。敵は隣国から侵攻して来る軍隊でもなく，海を渡
って攻めて来る外国の海軍でもありません。弾丸が頭
上を飛び交っているわけでもなく，家や周辺に爆弾が
落ちて来るわけでもありません。けれども，霊的に壊
滅させる力を持ち，わたしたちが油断していると霊的
な敗北にたたき落とす能力を持つ敵と，生死をかけた

ーメントには従順，真理，命，キリストの弟子である

戦いを展開しているのです。

もちろんわたしが言っているのは使徒パウロが述べ
やみ

たもろもろの支配と，権威と闇の世の主権者，また天
上にいる悪の霊との「戦い」のことです（エペソ6:12

参照)。不道徳や犯罪，薬物の乱用，そのほかわたした

ことに関する福音の原則を指し示す幾つかの簡潔なし
るしが付けられている｡」2

人の内面的な戦いと神の武具については語り尽くせ
ないほど多くの事柄があります。この戦いはアダムの

時代に地上で始まり，モーセの時代とイスラエルの子
らの時代を経て，時満ちる神権時代すなわち預言者ジ
ョセフ・スミスを通して啓示が与えられたことを契機
として始まった神権時代に至ってもなお続いています。
したがって，サタンの火の矢に耐えるための守りとな
る覆いは今後も大きな意味を持ち続けることになりま

永遠の結婚生徒用手引き
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しきをもたせなければならない。……祭司としてわた

す。

わたしたちは使徒パウロが語り，現代の啓示によっ
て再度確認された神の武具を身に着けなければなりま

しに仕えさせなければならない。」（出エジプト28:1‑
3
）

せん（教義と聖約27:15‑18参照)。わたしたちはまた，

旧約聖書の時代の選ばれた指導者たちが身に着けた

神殿のガーメントに象徴される「義の武具を身に着け」

アロンの衣服と祭服に関しては，このほかにも「貴い

(2ニーファイ1:23)なければなりません。これを怠

衣(preciousgarments)」「栄光ある装い(glorious
garments)」「誉れある衣(garmentsofhonor)」「栄え
ある下服(coatsofglory)」「救いの衣(garmentsof

るとわたしたちは戦いに敗れ，そして滅ぼされてしま
います。

昔の兵士たちが身に着けていたかぶと，盾，胸当て

salvation)」などの表現が用いられていますo3これらの

から成る重い武具は，戦いの経験から考案されたもの

言葉は特に幕屋または神殿の儀式を執行する人々が着

です。けれども，現代におけるわたしたちの人生の戦

用した衣類のことを指していると思われますが，「〔神〕

いに勝つには，霊的な武具を身に着けている必要があ

の名によって自分自身を呼んで，．….､聖徒〔になろう〕

ります。それは神を信じる信仰，自分に対する信仰，

と努めている者たち」（教義と聖約125:2)が日常生活

自分が心に抱いている目的を信じる信仰，指導者を信

で着用する神聖な衣を説明する際にも用いられていま

じる信仰で構成される武具です。神殿のガーメントと

す。神殿の中だけで着用する場合であっても，日常生

呼ばれる武具は体を覆う布によって安らぎとぬくもり

活で通常の衣服の下に着用する場合であっても，神聖

を与えるだけでなく，これを身に着けている人に誘惑

なガーメントはそれが作られている素材の価値をはる

を退ける力，邪悪な影響力に抵抗する強さ，正義をし

かに超えた誉れと栄光，貴い性質を持っています。「信

っかりと守る強さを与えてくれます。

仰の目」（アルマ5:15)によって見たときに初めて神

殿のガーメントが持つ完全な価値と美しさを悟り，貴

歴史的背景

くまた栄光あふれるものであることに気がつくのです。

「主に関すること」（2ニーファイ4:16)には，こ

ブリガム・ヤング大学の古代聖典学名誉教授のヒュ

の世の初めから神聖な衣も含まれていたことを理解し

ー・ニブレーはこのように記しています。「ガーメント

ておかなければなりません。古代の人々が特別な衣服

はそれが示しているものが欠如しているとしたら，ほ

を着用していたことについては聖文の随所にその記述

んとうの意味を持ちません。･･･…あなたが聖約に誠を

を見つけることができます。アダムとエバはエデンの

尽くさず，忠実でなければ，それは守りとはなりませ

園を追放される前に，聖なる衣を着せられました。こ

ん。それは，あなたがガーメントを汚さない程度に応

のように記されています。「主なる神は人とその妻との

じた重要性しか持ちません。あなたがガーメントを汚

ために皮の着物を造って，彼らに着せられた｡」（創世

さず，あなたが清く，聖約に誠を尽くし，忠実であっ

3:21)

て初めて，ガーメントは意味を持つのです｡」4

しょくざい

ゆる

二人は蹟罪と犠牲，悔い改め，赦しについて教えを

神権の儀式と神殿の儀式が人の子らの間で執行され

受けたときにこの衣を与えられました（モーセ5：5−8

ていた時代の預言者，そして義にかなった聖徒たちは

参照)。末日聖徒に与えられている神殿のガーメントも

必ずガーメントを着ていました。近代になって，教会

同じような状況の下であてがわれました。引き続き悔
い改める必要があること，主の宮で交わした聖約の持

が地上に回復されたとき，預言者ジョセフ．スミスは

聖なる神殿に関連する神聖な神権の儀式について改め

つ拘束力を尊重する必要があること，約束された祝福

て啓示を受けました。預言者が受けた啓示にはガーメ

を受けるために日常生活で徳を大切にし，分かち合う

ントに関する指示が含まれていました。

必要があることを，着用する人に思い起こさせるため
にガーメントは与えられました。
モーセはアロンとそのほかの人々に聖なるガーメン

聖文にはガーメントと衣に関する記述が数多くあり
ます。エノクはこのように宣言しました。「わたしは天
が開くのを見て，栄光に包まれた（訳注：英語では&6I

トと祭服を渡して，彼らが幕屋で儀式を執行するため
の準備をさせるように主から命じられました。主はモ

wasclothedwithglory"で「栄光をまとう」という表
現が用いられている)｡｣(モーセ7:3)ヤコブは裁き

ーセにこのように命じておられます。「イスラエルの

の日についてこのように述べています。「わたしたちは，

人々のうちから，あなたの兄弟アロンとその子たち，
……とをあなたのもとにこさせ，……またあなたの兄
弟アロンのために聖なる衣服を作って，彼に栄えと麗

自分に罪があること，汚れていること，裸であること

永遠の結婚生徒用手引き
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分の喜びと自分の義について完全な知識を得，潔白を，
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まことに義の衣をまとう｡｣(2ニーファイ9:14)イザ

の衣服の下にガーメントを正しく着用して行うことの

ヤは喜びを表してこのように言いました。「主がわたし

できる普通のレクリエーション活動に，わざわざガー

すくい

に救の衣を着せ，義の上着をまとわせ」られた（イザ

メントを脱いで参加してはなりません。水泳のように，

ヤ61:10)。アルマは「今清められていて染みのない，

ガーメントを脱ぐ必要のある場合でも，終わり次第で

清くて白い衣を着ている……すべての聖なる預言者」

きるだけ早く再び着用してください。

(アルマ5：24）について述べています。以上をはじめ

この聖約の中には身体を適度に覆うという慎みの原

とする預言者たちは，人の内の清さと純潔だけでなく，

則が含まれており，身に着ける衣服はすべて標準に合

人がまとう染みのない衣についても示唆しています。

ったものでなければなりません。神殿で聖約を交わし

染みのない衣とは，正しい生活と神への献身を表して

た教会員は，主と交わした神聖な聖約のしるしとして，

います。

また，誘惑と悪から身を守るものとしてガーメントを

身に着けています。ガーメントをと尋のように着用する

現代の預言音の教え
神殿のガーメントに結びついている守りと祝福の約

かにより，各自がと、れほと翻強〈救い主に従いたいとい
う気持ちを持っているかが分かります｡｣6

束をあまりに多くの教会員が深く考えることもなく安

ジョセフ．F･スミス大管長はガーメントを正しく

易に受け入れていることをわたしは心配しています。

着用することについて断固とした意見を持っていまし

ある人々はガーメントを正しい方法で身に着けていま

た。スミス大管長はこのように述べています。「主はわ

せん。周囲の状況に合わせてガーメントを脱ぐ人々も

たしたちに聖なる神権のガーメントをお与えになりま

います。このような人々は近代の預言者，聖見者，啓

した。あなたがたはそれがどのような意味を持つかを

示者から与えられている指示を無視しており，霊的な

知っているはずです。けれども，世の愚かで，むなし

守りを失う危機に自分自身を置いているのです。

く，そして（このような表現を許していただきたい）

1974年7月3日付けの手紙で，大管長会はガーメント

下品な習わしに迎合するために，ガーメントを意味の

の持つ神聖な性質について教会員に再確認しています。

ないものにしてしまっている人々がわたしたちの中に

｢ガーメントを着用している人々は，ガーメントが神聖
であり最も大切なものであることを常に心に抱いてい

います。彼らは流行を取り入れるために，この世のあ

なければなりません｡ ･…たとえ，何がしかの不都合
を生じることがあっても，わたしたちが聖約を守るこ

らゆるものの中で最も神聖であり，徳の次に大切な，

かつ清い生活の次に大切なものを，ためらうことなく
捨ててしまっているのです○彼らは神がお与えになっ

とによって与えられる祝福はそれを補って余りあるも

たこれらのものを神聖に保ち，神がお与えになったと

のです。聖約を破ることは，聖約に従順である者に約

おりの形を変えようとしてはならないのです。流行と

束された守りと祝福を失うことなのです｡」ヨ
大管長会はまた，神権指導者にあてた1988年10月10

いうささやき，特に，わたしたちに聖約を破らせ，悲
しむべき罪を犯させようとする流行に立ち向かう勇気

日付けの手紙で，ガーメントの着用方法について次の
ように大切な声明を行っています。「神殿の中でガーメ
ントを着用した教会員は，生涯それを身に着けるとい
う聖約を交わしています。この聖約は，昼夜を問わず
ガーメントを肌着として身に着けるという意味に解釈
されています。それは会員と主との間に交わされた神
聖な聖約です。ガーメントの着用に関して個人的な疑
問がある場合は，答えが得られるように自ら聖霊の導
きを求めなければなりません。……守りと祝福が与え
られるという約束は，忠実にまたふさわしい態度で聖

を持とうではありませんかO｣7

約を守る人々に与えられます。

基本原則は，ガーメントを常に身に着け，やむを得

十二使徒定員会のボイド･K･パッカー長老はその著

書『聖なる神殿』(TheHOlyTemple)の中で，ガーメ
ントを正しく着用することがなぜ大切なのかを簡潔に
説明しています。

「ガーメントは，神聖な聖約を受けたしるしです。

また，ガーメントを着る者に慎みを教え，盾となり守
りとなります。

ガーメントを着たからといって，世の人々が普通に
着ている流行の服が着られないというわけではありま

せん。ただ，ガーメントを着ると，慎みのない極端な
服装はできなくなりますo」8

ない場合以外は脱がない，というものです。したがっ

ガーメントや、その着用方法および扱い方について

て，庭仕事をしたり，家庭で水着や慎みのない服装で
くつろいだりするために，ガーメントの一部または全
部を脱ぐようなことをしてはなりません。また，通常

これ以上の言葉が必要でしょうか。原則ははっきりと
述べられています。その原則に従うかどうかは着用す

る人に，またその分別にゆだねられているのです○信
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仰を持つ人々はあらゆることについて命じられる必要

象徴的に言えば，わたしたちの救いはまさに，ガー

はありません。なぜなら，彼らはどんなささいな事柄

メントの扱いにかかっています。預言者アルマは当時

についても，またはモーセの時代のような行動規範の

の教会員に対して，彼らの衣が象徴的にイエス・キリ

ない事柄についても，自分自身の言動の言い訳をあえ

ストの血によって洗われ，清められ，白くされなけれ

てしようとしないからです。彼らはむしろ，神の正義
あわ

ば，彼らは救われないと告げました。アルマはこのよ

と憐れみと寛容が彼らの心の中で存分に力を振るえる

うに教えています。

ようにし，神と神の預言者が命じるままに自分たちの

服装と行動を律しています（アルマ42：29‑30参照)。

「だれも衣を白く洗い清められないかぎり，救いを
得られないからである。まことに，人の衣は，わたし

たちの先祖がこれまで語ってきた御方の血によって，

思い起こさせるものを持ち帰る

すべての汚れがきれいになるまで清められなければな
あがな

わたしたちが神殿を後にするとき，神殿の一部を持

ち帰ることができるようにしてくださった主の方法が，

らない。その御方は，御自分の民を罪から蹟うために
必ず来られる。……
みまえ

ガーメントであるとわたしは考えています。確かにわ

あなたがたは，罪のない状態で神の御前を歩んでき

たしたちは霊感あふれる教えと神聖な聖約を，思いと

たか。あなたがたは，もし今死ぬように召されたとし

心に刻み込んで主の宮から持ち帰ります。しかしなが

て，心の中で自分は十分にへりくだっていると言える

ら，わたしたちが世の中へ持ち帰ることのできる一つ

であろうか。また，自分の衣は，将来御自分の民を罪
あがな

の有形の記念がガーメントなのです。わたしたちはい

から煩うために来られるキリストの血によって清めら

つも神殿の中にいることはできませんが，その一部は
常にわたしたちとともにあってわたしたちの生活に祝
福をもたらしてくれます。

れ，白くされていると言えるであろうか｡」（アルマ5：

ガーメントという言葉は聖文の中で抽象的に用いら
れたり，以下のような言葉に特別な意味を添えている

められ，わたしたちが思いと心で「シオンは美しさと

ことを忘れてはなりません。すなわち，白い，清い，
義にかなう，慎み深い，覆う，儀式，聖をる，神権，
美しい，完成，救い，汚れをい，ふさわしい，白い衣，
盾，守り，染みのない，非難の余地のない，武具，聖
約，約束，祝福，尊敬，永遠の命，などです。これら
すべての言葉は，聖徒になることを心から求めている
人々にとって，彼らの語彙の中で特別な位置を占めて
ご ぃ

いるのです。

わたしたちのガーメントがキリストの血によって清
きよ

聖さを増し，……その美しい衣を着なければならない」
(教義と聖約82:14)という宣言を再認識することがで
きるよう祈っています。
注

1．ジヨン・テーラーによる引用,Mi"ennia/Star,
1851年ll月15日付,339
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FoundationforAncientResearchandMormon

Studies(1986年),13

勝利を得る者は，このように白い衣を着せられるの
である。わたしは，その名をいのちの書から消すよう
なことを，決してしない。また，わたしの父と御使た
ちの前で，その名を言いあらわそう｡」（黙示3：4−5）
すべての教会員が白い衣を着て神とともに歩み，サ
ルデスの聖徒たちとともに数えられるとしたら，それ
はどれほどすばらしいことでしょうか。
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たちは，自分たちの行く末にかかわる永遠の計画につ

救いの計画

いて告げ知らされたのです。わたしたちは肉体を受け
ず，地上での経験もない状態としてはこれ以上進歩で

神がその子供たちのために立てられた

計画を知
り,"それ
に協カナ息ごとぞ：
≠ …、
,:瀞 : ：" ゞ・ , ．t
：聖約したわたしたちには；ミ
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『!&も:'−4上'''''

明確な責任が課せられ,ています｡！
一今ダリン"#H:かオークス長老

きないところまで成長していました。満ちみちる喜び

を知るためには，前世の記憶がない状態にあっても神
の戒めに喜んで従うことを証明しなければなりません
でした。

この世の生活では必ず死を経験しなければならず，
罪を犯してしまうことも分かっていました。しかし天

の御父の計画には，わたしたちを死と罪から解き放つ
あがな

ために救い主が備えられていました。救い主は贈いに

｢人に幸福を与える偉大な計画」

より，全人類を死からよみがえらせ，主の定められた
条件に従うすべての人を罪から清めるため，必要な代

十二使徒定員会会員

価を支払ってくださいました（2ニーファイ9:19‑24

ダリン･H・オークス

参照)。

｢聖徒の道」1994年1月号，

自分は神の霊の子供をすべて救うと申し出ました。そ

一方，サタンは別の計画を持っていました。そして，
80−84

のためには，霊の子供たちから選択の力を取り上げて，
罪を犯す可能性をなくしてしまえばよいと主張しまし
た。サタンの計画が退けられると，サタンと彼に従っ

た霊たちは，天の御父の計画に敵対し，その結果追放

救いの計画永遠にわたる道路地図

されました。

これまでこの世に生を受けた数限りない人々は皆，

「わたしたちはどこから来たのか。なぜここにいる

天の御父の計画を受け入れ，この計画のために戦いま

のか。死んだらどこに行くのか｡」このような質問に，

した。また，わたしたちの多くは，この世でどのよう
な行いをするかについて御父と聖約を交わしたのです。
まだ明らかにされていませんが，前世での行いは，何

イエス・キリストの福音は答えを与えてくれます。預

言者たちはその答えを救いの計画あるいは「偉大な幸
福の計画」などと呼んでいます（アルマ42：8)。わた

らかの形で現世におけるわたしたちに影響を及ぼして

したちは，永遠にわたるこの道路地図を霊感によって

います。

理解し，この世の旅路の道標として生かすことができ
ます。

福音には，わたしたちは天の父母の霊の子供である
と説かれています。この世に生を受ける前，わたした

サタンは神の計画を破壊しようとする
しもベ

サタンとその僕たちは肉体を得る機会を失ったもの

Era,1912年3月号,417．エレミヤl:5も参照)。わ

の，霊の力を用いて神の計画をくじこうとするのを許
されています。それにより，人々がどのように選択の
自由を行使するか試すうえで必要な相反するものが生
じるのです。サタンは神の計画の中で最も重要な事柄

たしたちがこの世に存在しているのは，永遠の命とい

に最も激しく攻撃の矛先を向けています。サタンは救

う行く末を目指して進歩するためです。この真理があ

い主とその神聖な権威を愚弄し，贈いの効力を無にし，

るからこそわたしたちは，神の存在を信じない人々や，

人生は偶然の出来事によって左右されていると思い込

偽りの啓示を広め，人々を真理から遠ざけ，自らの行
いについて神に申し開きをする責任を否定し，男女の

んでいる人たちとは異なった物の見方や価値観を持っ

本来あるべき姿をゆがめ，結婚生活をないがしろにし，

ちは，「永遠の御父の息子，娘として霊の状態で存在し
て」いました（大管長会による声明,Improvement

て，それを人生の指針として歩んでいけるのです。

<・ろうあがな

(子供を義にかなって育てようとする両親には特に,）
子供をもうけることを思いとどまらせようとしていま

天上の会議

す。

人生の目的についてわたしたちが初めて知ったのは，

天上の会議のときでした。ここにおいて神の霊の子供
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盤肌緒蝋子供を産み育てることはこの計画に
不可欠である

らないので善も行わず，罪のない状態にとどまってい
たであろう｡」（2ニーファイ2：23）
しかし，この堕落は計画されていました。それはリ

偉大な幸福の計画にとって，男女の相違，結婚，子

ーハイの次の言葉からも明らかです。「すべての物事は，

供を産み，育てることはどれも不可欠な要素です。現

万事を御存じである御方の知恵によって行われてき

代の啓示によれば，この世に来る前の状態から，わた

た｡｣(2ニーフアイ2:24)

したちの世界で言う性別なるものがすでに定まってい
たことは明らかです。神が人を「男と女」とに創造さ

れたとはっきりと言っておられるからです（教義と聖

約20:18;モーセ2:27;創世l:27)。ジエームズ．

エバの知恵と勇気
エデンの園に設けられていた禁制を最初に破ったの

はエバでした。それによって死すべき体を受けること

E･タルメージ長老はこう説明しています。「男女間に

になりました。エバの行為は，どう解釈しようと形式

見られる相違は，永遠に比べれば短いこの世の生涯に

的には戒めに対する違背であったことは確かです。し

だけ見られる現象ではなく，前世でもわたしたちの存

かし，永遠の立場から見ればそれは永遠の命への扉を

在の本質的な属性でした｡｣(MMennia/Star,1922年8

開けるうえで必須の栄えある行為だったのです。アダ

月24日付，539）

ムはよく知恵を使った結果，同じ行為を選びました。

ひつす

地上で最初の男性と女性に，主は言われました。「生
めよ，増えよ……｡」（モーセ2：28．創世1:28;アブ

ラハム4：28も参照）この戒めは，いちばん初めに与え

このように，エバと「アダムが堕落したのは人が存在
するため」だったのです（2ニーファイ2：25)。
一部のキリスト教徒は，エバの行為を非難し，その

られただけでなく，いちばん重要なものです。神の霊

ためにエバとその娘たちは何らかの欠点があると考え

の子供たちにとってこの世に誕生して，死すべき肉体

ています。しかし，末日聖徒は違います。啓示を通し

を受け，永遠の命を目指して成長する機会を得るのは
絶対に必要なことだったのです。だからこそサタンは，
神の計画を妨害するに当たって，生命を創造する力に
かかわるあらゆる事柄を重点的に攻撃してくるのです。

て真相を知っているわたしたちは，エバの行いをたた

堕落の必要控

え，堕落と呼ばれている偉大な出来事に際して彼女が
示した知恵と勇気に敬意を表するものです（ブルー
ス．R・マッコンキー,"EveandtheFall",Wbman

〔ソルトレーク・シテイー:DeseretBookCo.,1979年],
67‑68参照)。ジョセフ・スミスは，それは神が定めら

この最初の戒めを与えられたとき，アダムとエバは

れたことなので「罪」ではなかったと教えています

霊の世界からの過渡的な状況にありました。肉体を受
けていましたが，死すべき体ではなく，生命を創造す

(TheWordsofJDsephSm肋，アンドリュー･F･エハ

る能力に欠けていたのです。そのため，御父の第一の
戒めに従うためには，どうしても無上の幸せに満ちた

StudiesCenter,ブリガム・ヤング大学,1980年],63

参照)。ブリガム・ヤングもこう宣言しています｡「母

エデンの園と，恐ろしい試練そしてすばらしい機会の

なるエバを，一言といえども責めてはなりません｡」

ット，リンドン･W･クック編〔プロポ:Religious

待ち受けるこの世との間にある壁を越えなければなり

(JOurna/ofDIScourses,第13巻,145)またジョセフ・

ませんでした。

フイールデイング・スミス長老はこう述べました。「堕

まだ啓示されていないある理由によって，「堕落」と
呼ばれるこの移行は，選択の自由を行使して自ら律法

落でエバの果たした役割をわたしは決して罪とは呼ば

を破るという背きなしには生じさせることができませ

．．…･これは律法に対する違背であったが，．．…･罪では

んでした（モーセ6：59参照)。これは計画的な違背で
あり，永遠の目的を達成するのに役立つようあらかじ
め定められていた手段だったのです。預言者リーハイ

なかった。これはアダムとエバがしなければならない

は，「アダムがもし背かなかったならば，彼は堕落をせ
ずにそのままエデンの園にいたであろう」が（2ニーフ
ァイ2：22)，創造されたときと同じ状態にとどまるこ
とになっただろうと語っています。
「そして，アダムとエバは子供を持たなかったであ
ろう。また，不幸を知らないので喜びもなく，罪を知

永遠の結婚生徒用手引き

ないし，アダムも罪を犯したと責めるつもりはない。

事柄だったからである。」（『救いの教義』ブルース．
R･マツコンキー編，第1巻,109‑110)

罪と背きとの組達
ここに述べられた罪と背きとの相違は，信仰箇条第2
条での慎重な言葉の使い分けからもうかがえます。「わ
たしたちは，人は自分の罪のゆえに罰せられ，アダム
の背きのゆえには罰せられないことを信じる｡」（強調
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付加）この相違は，よく耳にする法律用語の意味のう
えでの区別にも反映しています。例えば，殺人のよう

な行為は，本質的に悪いという意味から犯罪と呼ばれ
ていますが，無免許運転のような行為は，ただそれが

もあるからです。

創造の力の行使と誤用
この世に生命を送り出す能力は神がその子らに賜っ

法律で禁じられているから犯罪と呼ばれるのです。こ

た至高の力です。その行使は最初の戒めの中で命じら

の区別を基に考えると，堕落をもたらした行為は，罪，

れました。しかし，その誤用を禁じる別の戒めも与え

つまり本質的に悪いことではなく，背き，すなわちあ

られました。神が計画を実現されるうえで生命の創造

らかじめ禁じられていたことにあえて背くことなので

の力が果たす役割を理解すれば，教会がなぜ純潔の律

す。この二つの言葉は同じ意味で使われることもあり

法を強調するのかは明らかです◎

ますが，「堕落」について考察する場合，この区別は大

神は人が生殖の力を用いることを喜ばれますが，そ

切な意味を持つと言えるでしょう。

れは結婚というきずなの中でのみ行使するよう命じら
れたものです。スペンサー．W・キンボール大管長は

最初の両親は堕落の必要控を知っていた

次のように教えました。「合法的な結婚の中でのみ性的
に親密な関係は正当化され，神の承認を受けることが
できます。性的な交わりそのものは不浄でも堕落した
ものでもありません。というのも，男女はこの手段に
よって生命の創造の過程に加わり，愛の表現を知るか

現代の啓示によると，わたしたちの最初の両親であ
るアダムとエバは堕落の必要性を理解していたことが

分かります。アダムは次のように宣言しています。「神
の御名がたたえられるように。わたしの背きのゆえに，
わたしの目は開かれた。わたしはこの世で喜びを受け，
再び肉体にあって神にまみえるであろう。」（モーセ5：
みな

1
0
)

らです｡」(TheTeacl'ingsofSpencerW:KImball,311)
結婚というきずなを離れてこの創造の力をどのよう
に行使してもそれはすべて，男女に付与された最も神

これとは別のエバの考え方，優れた知恵をも心に留
めてください。エバは，人に幸福を与えるこの偉大な

聖な属性の誤用であり，不名誉な罪にほかならないの
です。モルモン書は「罪のない者の血を流すことや聖

幸福の計画の目的と影響に心を向けていたのです。「わ

霊を否定することを除いて，どのような罪よりも非常
に忌まわしい行為である」（アルマ39：5）と教えてい
ます。現代でも大管長会は次のような考え方をこの教
会の教義として宣言しています。「性的な罪，すなわち
男女間の不義は，その深刻さにおいて殺人に次ぐ、もの
です｡」（ジェームズ．R･クラーク編,Messagesof
theFirstPresidencyofTheChurchofJesusChristof
Latter‑daySaints,全6巻〔ソルトレーク・シティー：
Bookcraft,1965‑1975年],第6巻,176)救いの計画
を知らない人の中には道徳観念のない動物のような行
動を取る人々がいます。しかし末日聖徒，特に神聖な

たしたちの背きがなかったならば，わたしたちは決し
あがな

て子孫を持つことはなく，また善悪も，蹟いの喜びも，
神がすべての従順な者に与えてくださる永遠の命も，
決して知ることはなかったでしょう｡」（モーセ5:11)
ジヨセフ．F･スミス大管長は，死者の贈いに関する示

現で「偉大な力ある者たち」が神の御子とまみえるた
めに集まっており，その中に「栄光ある母エバ」がい
るのを目にしました（教義と聖約138:38‑39)。

救いの計画を理解すると，神が子供たちに与えられ
た戒めの目的と影響に対する理解を深めることができ
ます。神はわたしたちに正しい原則を教えて，自分自
身を治めるように招いておられます。現世で様々な選
択をすることにより，わたしたちは神のこの招きにこ
たえるのです。

現代社会には，男女の性差を混乱させ，男女間の相
違を均質化させようとする政治的，法律的，社会的な
圧力があちこちで見られます。人に幸福を与える偉大
な幸福の計画を実現するために不可欠な男女の特権と
務めの違いを変えようとする動きは，わたしたちの永
遠の観点とは相反するものです。わたしたちは男女の
扱いを変えるすべての動きに反対するわけではありま
せん。永遠の原則を無視した旧弊は法律や慣習を変え
ることによってどうしても正さなければならない場合

聖約を交わしている人々に，そのような意味での自由
はありません。人に授けられた生命の創造の力を破壊
したり，誤用したりするなら，神はその責任を厳格に
追及きれるでしょう。

堕胎

破壊の最悪の行為は命を絶つことです。堕胎が深刻
な罪である理由はここにあります。堕胎に対する教会
の姿勢は，生命の開始時期に関する法律上の見解によ
っているのではありません｡その根拠となっているの

は，永遠の計画に関する知識なのです。この計画によ
れば神のすべての霊の子供たちは栄えある目的を持っ
てこの地上に来ました。しかも，人の個性は胎内に宿
永遠の結婚生徒用手引き
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るはるか以前から存在し，永遠の来世に至るまで存続

が次のような預言的な警告を男性に与えたのはこのた

します。「ごくわずかな」例外を除いて，「自らの意志

めです。「結婚できる状態にありながら，結婚をしない

を持って行う堕胎は，根本的に主の戒めに背くもので

人は，自らの信ずる宗教に完全に従っているとは言え

ある。『あなたは……殺してはならない。これに類する

ない｡」（『福音の教義」267）ふさわしい末日聖徒の男

ことをしてはならない』（教義と聖約59：6)」（｢教会総

性が富の蓄積に奔走し，家庭を築く責任をしり目に気

合指導手引き・補遺」[1991年版]9。「教会指導総合手

ままな生活を楽しんでいて，30代になっても結婚を真

引き』11‑14参照）と言われた神の預言者をわたした

剣に考えようとしない，という報告を時々受けます。

ちは信頼します。

そのような兄弟たちは気をつけてください。神の御前

みまえ

偉大な幸福の計画に関するわたしたちの知識に照ら

に義務を怠っているからです。

して考えると，結婚や子供をもうけることについて独

特の見方が生じます。この点についても，教会の立場
は現代の慣習や法律，経済の強い影響力と真っ向から
対立するものです。

り，子供の数を厳しく制限したりする

人々が少なくありません。近年，世界各

国を襲っている経済不況のために，扶養

者は家族ごとに一人という伝統的な考え
方が薄れてきています。幼い子供を抱え
ていながら働きに出る母親の数が増加し

子供を，家計を助ける働き手と見なしたり，親の老

後の保証にすぎないと考えたりした時代

≦猿大を幸福の計画に

や地域がありました。このような抑圧に

ついて知ることにより，

憤りを感じていながら，同じような態度

末日聖徒は

子供をもうけ育てること

に対して明確を姿勢で

臨むことができま戎

ているため必然的に，親が子供たちと一

緒に過ごす時間は減少の一途をたどっています。それ
は明らかに，堕胎，離婚，子供の放任，青少年犯罪の
急増の一因を成しています。

結婚は神が計画を遂行されるために必要であり，こ
の世に生を受ける人々に試しの場を備え，家族が永遠
の命を受けられるようにする，と教会は教えています。
主は言われました。「結婚は人のために神によって定め
られているからである。……これはすべて，地がその
創造の目的にかなうためであり，世界が造られる前の
人の創造に応じて，地が人の数で満たされるためであ
る｡」（教義と聖約49:15‑17)
わたしたちの結婚に対する概念は，この世の社会学
に基づいて形成されたのではなく，啓示された真理に
基づいています。使徒パウロはこのように教えました。
｢主にあっては，男なしには女はないし，女なしには男
はない｡｣(1コリントll:11)スペンサー．W・キンポ
ール大管長は次のように説明しています。「正しく結婚
し，結婚を成功させなければ，昇栄にあずかることは
できません｡」(MarriageandDivorce[ソルトレー
ク・シティー:DeseretBookCo.,1976年],24)
昔から結婚に踏み切るのは男性の方から，というの
が一般的になっています。ジョセフ･F･スミス大管長
永遠の結婚生徒用手引き

幸福を与える偉大な計画について知っているので，
末日聖徒は，子供をもうけ育てることについて明確な
考えを持っています。

緒婚は神の計画に不可欠である
結婚を軽視する男女の数が増えていて，
結婚しても子供をもうけないようにした

子供をもうけて育てる

を執って神の霊の子供たちの福利を平気

で親の慰安や都合の犠牲にする人々が，
わたしたちの周りにいます。

救い主は地上にではなく，天に宝を蓄
えるように教えられました（マタイ6：
19‑21参照)。幸福を与える偉大な計画

の究極的な目的から考えると，地上と天における最終
的な宝は子供と子孫であると，わたしは考えています。
キンポール大管長はこう語りました。「結婚した夫婦
が健康であるにもかかわらず，子供をもうけようとし
ないのは，きわめて身勝手な行為である｡」（｢悪に対し
て家庭を堅固に築く」「聖徒の道』1979年10月号,5)
結婚した男女が子供をもうけることを，物質的な目標
を達した後にまで引き延ばすなら，無為に時を過ごし
て，必然的に天の御父が霊のすべての子供たちのため

に立てられた計画に参加する能力がひどく失われるこ

とになるでしょう。忠実な末日聖徒の親は子供が世に
言う「自己実現」の妨げになるとは考えません。わた
おさなど
したちの時間と愛，犠牲を必要とするこうした幼子ら
は，わたしたちが神と交わした聖約や人生の究極の目
的と結びついているからです。

夫婦は何人まで子供を持つべきでしょうか。世話の
できる人数までです。子供の世話とは，言うまでもな
く彼らをこの世に送り出す以上の意味を持っています。
子供には，愛，養育，指導，食物，衣服，家，そして
彼ら自身が立派な親になるためのよい環境が必要です。
戒めを守るなら祝福を受けるという神の約束に対する
信仰を行使して，多くの末日聖徒の親が子供を大勢迎
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えています。一方で，求めても子供に恵まれず，望む

ちに，幸福を与える偉大な計画の中で欠けているもの

人数の子供を授からない人々もいます。しかしこのよ

があれば，すべて実現するのがこの福千年なのです。

うなきわめて個人的な問題で，互いに裁き合うべきで

同じことは神殿で行われる諸儀式についても言えるこ

はありません。

ゴードン･B・ヒンクレー副管長は若い末日聖徒たち

を前にして，次のような霊感に満ちた勧告を述べてい
ます。

「わたしは，人生の意味と神聖さ，永遠の旅路の中

での現世の目的，父なる神の偉大な計画の下で必要な
この世での経験，家庭に子供がいるときにだけ味わえ

とをわたしたちは理解しています。さらに，家庭生活

を営む機会についても同様であるとわたしは信じてい
ます。

すべて賢明に秩ﾉ夷正しく行う
現世での一時的な苦難や迷いのために，わたしたち

の交わした聖約や永遠の目的を見失うことがないよう
に願っています。神がその子供たちのために立てられ

る喜び，立派な子孫が与えてくれる祝福といった事柄
の肯定的な面を考えるのが好きです。これらの価値に
ついて考え，そのような価値観が教えられ，実践され
ているのを見ると，わたしは，子供は何人まで必要か
といった問題は当事者の男女と主にゆだねようと思う
のです｡｣(@4IflWereYou,WhatWouldlDo?"

たちには，明確な責任が課せられています。すなわち，
正しいことを行いたいという望みを持ち，自分が置か

BrigflamYOungUniversityl983‑84Firesideand
DevotiOnaﾉSpeeches(プロポ:UniversityPublications,

そのすべてのことにおいて，ベニヤミン王の次の勧
告を心に留めておく必要があります。「これらのことは

1984年],11)

すべて，賢明に秩序正し<行うようにしなさい。人が
自分の力以上に速く走ることは要求されてはいないか
らである｡」（モーサヤ4：27）わたしは自分がふさわし
くないと感じたり，落胆したり，思いどおりいかなか
ったりしたときにはいつも，この霊感あふれる教えを

拒まれる祝福はない
わたしの話を聞いている人の中には，「でもわたしは

どうしたらいいのかしら」と思う人がきっといること
でしょう。わたしたちは，進歩を望んでいても現在は
理想的な機会と基本的な条件を欠いている，ふさわし
くすばらしい末日聖徒が大勢いることを理解していま
す。独身生活，子供を授からない生活，死，離婚は理
想を妨げ，約束された祝福の実現を遅れさせます。さ
らに，家庭にとどまって母親あるいは主婦としての務
めを果たしたいと願っていても，文字どおりやむなく
外に働きに出なければならない女性もいます。しかし，
このような苦しみは一時的なものです。戒めに従い，
聖約を忠実に守り，正しい望みを抱く神の息子，娘た
ちには，永遠の世界では何の祝福も拒まれないと，主

た計画を知り，それに協力することを聖約したわたし

れた現世の境遇の中でできるすべてを行う必要がある
のです。

思い出します。

自分にできることをすべて行ったとき，神が約束さ
あわ
れた憐れみに信頼を置くことができます。わたしたち
には救い主がいらっしゃいます。救い主は人の罪だけ

ではなく，「御自分の民の苦痛と病を身に受け」てくだ
さいました。それは「御自分の民を彼らの弱さに応じ

てどのように救うかを肉において知ることができるよ
うに，彼らの弱さを御自分に受けられる」ためです
(アルマ7:11‑12)。主はわたしたちの救い主です。わ
たしたちが自分にできることをすべて行えば，主は御

自身の方法と時間に従ってわたしたちの足りない部分

は約束されました。

を補ってくださいます。このことを，イエス・キリス

現世で得られなかった多くの重要な祝福は福千年で
実現するでしょう。御父のふさわしいすべての子供た

卜の御名によって証します。アーメン。

みな

あかし
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わたしはもう大人なの。もうわたしの人生を思いどお

成熟

りにはできないわ。わたしはもう大人なのよ｡』

『わたしはもう大人よ』と彼女が言う度に，わたし
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人め真の成熟度を示■するのでﾁ。

は身がすくむような思いでした。定義から言えば，大
人とは成熟の年齢に達した人のことです。人がある年
齢に達したとき，その人が法的に成人として見なされ

ることは事実です。しかし，今日ここでわたしたちが
−マービンBJずアシユトン長老

話している大人とは，行動および態度のうえで成人で
あるということです。

その人が大人であると宣言する権利や責任がだれに

精選された教え
スペンサー。W・キンボール大管長

あるのか，はっきりと分かりませんが，性々にして，
そうするうえで最も資格に欠けるのは大人であると告
げる本人です。もし本人が成熟していれば，自分でそ

「伝道の2年間は，若い男性の生活に驚くべき違い

れを表明する必要はありません。振る舞いこそ，人の

をもたらします。伝道に出る少年が，大人になって帰
還します。未熟なまま出て行き，成熟し，強く寛大に

真の成熟度を示すものです。大人であるということは，
振る舞いに関して言えば，年齢やしわ，あるいは白髪

なり，進んで奉仕する働き手となって帰還します。多
くの場合，大学に戻り，そこで伝道前より良い成績を
取るでしょう。人生に目的があるからです。すでに目
的のある生活を送っており，今や新しい目的を持って

いるのです｡｣(TeachingsofSpencerWKImba//,

とともにやって来るものではありません。大人として

の振る舞いは，一つの過程であると言っても過言では

ないでしょう。それは，自己鍛錬，立ち直る力，たゆ
まぬ努力によってはく、くまれるものだからです。
10代の女の子の『わたしはもう大人よ』という言葉

590‑591)

にあまり感心はしなかったものの，公平に見て彼女の
方がその部屋にいるだれよりも大人であると思われる

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

ことが時々ありました。年長の人が，議論の決着をつ

「わたしたち一人一人は自己を訓練し，努力を重ね
るならば，思いと行動を制御できるようになります。
これは霊的，肉体的，情緒的に成熟する過程の一部な
のです｡」（｢敬戻さと道徳心」『聖徒の道」1987年7月

けるために，『自分の方が年上なのだから』と言うのを
耳にしますが，それはあまり効果的であるとは言えま
せん。年齢の相違を主張するよりも，親としてのふさ

号,51)

よほど優れています。

マービン・』・アシュトン長老

「数週間前，教会で役職を務める人から特別な依頼
を受けました。友人の家族の母親と父親,10代の娘が
話し合いをするので立ち合ってもらえないだろうかと
いうのです。

4人がそろい，話し始めてすぐ、に分かったのは，コ
ミュニケーションのチャンネルが，偏見や脅し，批判，
憤りなどでふさがれていることでした。話し合いが激
しくなるにつれ，わたしは聞き手が自分だけであるこ
とに気づきました。彼らは一人一人，また家族全体と
しても，わたしが相談役，判士，仲裁者，審判となる
ことに同意をしていたものの，わたしは彼らが耳を傾
けてくれるのを辛抱強く待っていました。熱気を帯び
た，感情的な口論の最中に，10代の女の子が憤りを次
のように繰り返し表現しました。『そんな話し方をしな
いで。わたしはもう大人よ｡そんな扱い方をしないで。
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わしい振る舞いを通して，愛や尊敬を得ることの方が

全世界の若い男性および女性の皆さん，皆さんは自
分が大人であることを発表したり宣言したりする必要
はありません。両親にあっても同じことです。それは
信仰と働きによって示されるものです。皆さんの結ぶ
実によって明らかになり，そう呼ばれるのです。口汚
い口論や，感情的な態度，人を見下し傷つける批判，
意味のない反論，無礼はだれの益にもなりません。自
分を滅ぼすようなつまらない悪意，反抗，報復などは
やめて，良い羊飼いによって示された安全な道に戻ろ
うではありませんか。

口論をやめるには勇気が要ります。しかし，成熟ざ
が定着すると，生き方も大人のそれになります。「すべ
ての無慈悲，憤り，怒り，騒ぎ，そしり，また，いっ
さいの悪意を捨て去りなさい。
たがいなさけぷか

互に情深く，あわれみ深い者となり，神がキリスト
にあってあなたがたをゆるして下さったように，あな
たがたも互にゆるし合いなさい｡』（エペソ4:31‑32)

成熟

35

年を重ねた多くの人々が，ほんとうの意味で大人にな
ることなく人生を過ごしているというのは驚くべきこ

リチャード．G・スコット長老

とです。

て得ることができない経験をするためです。進歩成長

わたしは長年にわたり，ピラトの前に立たれるイエ
みすがた

「わたしたちがこの地上に来たのは，ほかでは決し
し，霊的に成熟するための機会が与えられているので

ス・キリストの御姿を心の中ではっきりと描いてきま

す。この機会を生かすには，真理を実践する方法を学

した。イエスが怒り狂った群衆のあざけりと非難の前
にお立ちになると，ピラトはイエスに対し，自分の質

悩みを解決するかが幸福を得るための決め手となるの

問に答えさせ，報復させようとしました。ピラトはイ
エスに御自分が王であると言わせようとしたのです。
しかし，イエスは口をお開きになりませんでした。そ
の生涯こそが説教だったからです。イエスは完全な御
方であり，天の御父の御心にかなった独り子でした。
イエスが完全であられたことは，それがおのずと物語
っています｡」（｢私はもう大人よ」『聖徒の道』1987年7
みこころ

月号，69‑70参照）
ニール。A・マックスウェル長老

「喜びを先送りにできることが真の成熟のしるしで
あるように，説明のない状態を喜んで待ち続けること

も，真の信仰と時を超越した信頼を示すものです｡」
(｢喜んで服従する」『聖徒の道』1985年7月号，72参照）

ばなくてはなりません。いかに困難な問題に対処し，

です｡」（｢祈りの答えを知る」『聖徒の道』1990年1月
号,31参照）
マリオン．D・ハンクス長老

「『わたしたちは道徳律の世界に住んでいます。わた
したちは悪を選んで今欲しいものを手に入れ，後でそ

の代償を払うことができます。あるいは，善を選んで
欲しいものを手に入れる前に，代償をまず払うことも

できます｡』（フォズディック）……それは正直で責任
感のある生活，性的に清い生活，高潔な生活，無私の
奉仕の生活を送るに当たっても同じことです。……
『清い心』から出てくる愛というパウロの言葉は，
道徳的，霊的な成熟のしるしである正直と無私の思い
やりについて述べているとわたしは信じています。
…･･･人を心から気遣い，思いやりを示し，親切にし，

責任感を持つことは，真の成熟さを表しているのです｡」
(ConferenceReport,1967年10月,59‑60)
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(創世l:28;モーセ2:28)この地球が創造された目

聖約と儀式

的は，御父の霊の子らが霊の住む幕屋として骨肉の体
を得て現世で生活する特権を得，続いてイエス・キリ
あがな

ストの蹟いにより復活し，霊と体が分離することのな

い状態に結び合わされて再び生きることができるよう
にすることであった。……

アダムに与えられた生めよ増えよとの戒めは，洪水

後ノアとノアの子孫に再び与えられた。主はノアに言
毒＝ざ:ボイド』J3Kみ』&パヅか声長老

われた。『｢あなたがたは，生めよ，ふえよ，地に群が
り，地の上にふえよ｡」神はノアおよび共にいる子らに

言われた，「わたしはあなたがた及びあなたがたの後の

精選された教え

子孫と契約を立てる｡｣』（創世9：7−9）

聖約に従う

の聖約を拒んでいるが，この聖約は今も効力を有して

人類は永遠の命の道から離れ，主が啓示された結婚
いる。……

ジョセフ・フイールディング・スミス大管長
みたま
「約束の聖なる御霊とは，すべての儀式，すなわち
バプテスマ，確認の儀式，聖任，結婚等に承認の印を
押す聖霊である。この約束とは忠実であれば数々の祝
福が得られるというものである。

人が聖約を破るならば，それがバプテスマであろう
と，聖任，結婚あるいはその他の儀式であろうと，
御霊は承認の印を取り下げ，祝福は得られない。
すべての儀式は忠実を条件に報いが与えられるとい
う約束をもって結び固められる。しかし聖約が破られ
た場合，聖なる御霊は承認の印を取り下げられる。」
みたま

みたま

(『救いの教義』第1巻，45）

「福音の計画の中に離婚はない。もし全人類が福音
に厳密に従って生活し，主の御霊によってもたらされ
る愛を享受するならば，結婚はすべて永遠に続き，離
婚はこの世からなくなるであろう。・・…・
みたま

離婚に対する主の罰……

教会の律法に沿って執行される結婚は，最も神聖な
儀式である。聖約を守るならば，二人は神の王国にお
いて全き昇栄を得るであろう。その聖約を破った者は，
永遠の不幸を身に招く。なぜならわたしたちは一人残
らず地上でなした行いに対して申し開きをしなければ
ならないからである。この儀式は決して軽率に扱うこ
とのできない儀式である。さらに神殿で交わした聖約
を破ると，罪を犯した者は必ず厳しい罰を受けること

性的な罪の重大さ……

したがって，主がこの結婚の聖約を破ることと，貞
潔を失うことを，罪のない人の血を流すことに次ぐ罪
とされたのもうなずける（アルマ39：5−9参照)。同様
にこの永遠の律法を破った者に科せられる罪が過酷で

あることも十分理にかなっている。にもかかわらず，
わたしたちは不貞の罪と結婚の聖約を破る罪の重大さ

をほとんと●忘れてしまっているのではないだろうか。
罪を犯した人は，生命の律法を故意に，悪意をもって

破る罪がどんなに重くとも，義の神がそれを見過ごし
にされると考えているのだろうか。彼らは罰せられる
むち
としても鞭をほんの数回打たれれば，律法に背いた
罪が消えると考えているのだろうか｡」（『救いの教義』
第2巻，73，76，78−79，83−84）
マリオン．G・ロムニー長老

「福音のこれらの実一すなわち永遠の命を得るとい
う確信，そのような確信に支えられたこの世における

平安，そして最終的には来るべき世における永遠の命
一は，わたしたち全員の手の届くところにあります。

人は生めよふえよと命じられた。結婚した夫婦は，
あらゆる点で主から与えられた戒めに基づく数々の義

しかし時々，そのことに対する理解と感謝の欠如から，
わたしたちはあまりにも当然のことのように思ってし
まっていることがあります。自分は教会員であるから，
福音のすべての祝福を当然受けるものと思い込んでい
るのです。神殿で交わした聖約を守ることに注意を払
っていないにもかかわらず，自分はすでに神殿に入っ
ているからそれらを要求する権利があると人々が主張
するのを，わたしは耳にしてきました。わたしはそう

務を負っている。

ではないと思います。

初めに主はアダムにエバを与えて次のように言われ
た。『生めよ，ふえよ，地に満ちよ，地を従わせよ。』

預言者によって与えられている復活に関する示現の
話から教訓を得ることができますように。その中で預

になる。……
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はんりょ

言者は，これまでに示現で見たことの中で最も悲しか
ったことの一つは，自分が思い込んでいたよりも低い

ものにも勝って伴侶を愛さなければなりません。主は

明確に宣言していらっしゃいます。『あなたは心を尽く

復活に出て来た教会員の悲しみであったと記録してい

して妻を愛し，妻と結び合わなければならない｡j(教

ます｡｣(ConferenceReport,1949年10月,43;強調付

義と聖約42：22)」（｢永遠の家族」『聖徒の道』1997年1

加
）

月号，72‑73）

ボイド．K・パッカー長老

ジェフリー。R・ホランド長老とパトリシア。T・ホラ

「わたしは，主と交わした聖約を破るような生活習
慣を始めたり，唱道したりするように誘惑を受けてい

ンド姉妹

「ジェフリー･R･ホラント霞。ですからわたしたちは

あらゆる種類の暗黒と危険と苦難を支配する神の力を

る人に向けて話したいと思います。そのような人はい
ずれ自分自身と愛する人に悲しみを招くことになりま

確かに知って，そのような確信をもって聖約を交わす

す
。

ことができるのです。わたしたちは自分がこれまでに

現在，ますます多くの人が，霊を危険にさらすよう
な生活習慣を法律的，社会的に許容しようと努めてい
ます。そうした生活習慣の中には，堕胎，同性愛，麻
薬などの問題があります。これらは討論会やセミナー，
各種の講座，そして日常会話の中で話題となり，また
世界中の会議や法廷で議論を巻き起こしています。ま
たその社会的，政治的側面は連日新聞などで報道され

犯してきたすべての個人的な間違いや，これまでに行

ています。

要点を端的に述べるなら，これらの問題には一般的
に無視されている道徳的，霊的側面があるということ
です。末日聖徒にとって道徳は，これらの問題を検討
するときに決して無視してはならない側面です。さも
ないと神聖な聖約を破るという危険を冒すことになり
ます。聖約を守っていれば安全ですが，破れば危険に
さらされることになります。

神の律法はわたしたちを幸せにするために定められ
ました。幸福は不道徳とは共存できません。預言者ア
ルマの言葉は簡潔です。『悪事は決して幸福を生じたこ
とがない｡』（アルマ41:10)｣(｢誓約」『聖徒の道」
1991年1月号,92‑95)
ロバート。D・ヘイルズ長老

「この聖句（教義と聖約123:19)から分かるように，
永遠のきずなは，神殿で結び固めの聖約を交わした結
果として，自然に生じるのではありません。この生涯
での行いの結果が，わたしたちの永遠の行く末を決め
るのです。天の御父が備えてくださった結び固めの祝
福を受けるには，戒めを守り，家族が永遠に一緒に暮
らしたいと願えるような方法で行動しなければなりま

せん。この地上で得ている現在の家族関係は確かに大
切です。しかしそれは，この地上で何世代も続き，ま
たとこしえにわたって継続する家族の影響を考えると，
なおさら大切です。

神から与えられた戒めによれば，配偶者はほかの何

ってきたすべての愚かな事柄から逃れる道を与えてく

れる幸福の計画に，心の底から感謝すべきです。すく
ての不安を取り除き，すべての傷を癒し，すべての欠
いや

点を補い，ついにはすべての涙をぬく、う力を持つ，純
粋で，二心のない，神聖な慈しみに，永遠の感謝を表
すべきです。それこそがラモーナイ王の見た神とキリ
ストと計画であり，それこそが彼にあのような衝撃を
与えたものです。わたしたちがほんとうに必要とし，
十分に強い信仰を持ち，視界が十分に澄んだときに，
わたしたちもまたその力と輝きに激しい衝撃を受ける
でしょう。きわめて困難な試練の中で，もしわたした
ちが聖約を守るならば，わたしたちは永遠にわたって
わたしたちの幸福のために尽くしておられる御父の手
によって暗黒の雲が取り払われ，不信仰の幕が取り除
ふたどころ

かれるのを見るでしょう。

パトリシア･T･ホランド。……聖約によってわたし

たちは神に対する揺るがい献身を約束しますが，聖約
はまたわたしたちに，神のわたしたちに対する献身は
決して揺るがいものであることを思い起こさせてくれ
ます。わたしたちはつまずいて間違いを犯すかもしれ
ませんが，神は決してつまずかれることはありません。
神は決して間違いを犯されません。神は常にわたした
ちに忠実でいてくださいます。それこそが，わたした
ちが神と交わす聖約に内在するすばらしい点であり尊
厳なのです。

ジェフリー．R･ホラント緑・聖約は神とその子らの間

の，拘束力のある神聖で完全な契約です。聖約は自分
たちの誓いの条件に忠実で，それらを尊ぶすべての人
に天から無限の祝福が注がれるという，神の厳粛な約
束です。−そして神は常に御自身の言葉を守られる御
方です。人は誓って約束することはできますが，神が
同様にこたえられるときにのみ聖約が成立します。
誓いは決して軽々しく口にしてはならないものであ
永遠の結婚生徒用手引き
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り，聖約の言葉はさらに高い等級に属するものである

わたしたちは神殿に参入して聖約を交わし，家に戻

ことをわたしたちは知っています。定義からも明らか

って自分たちの交わした聖約を守らなければなりませ

なように，聖約ではわたしたちがこの世で口に出すこ
とのできる最も神聖な言葉が用いられます。この言葉
は人間が経験する中でほかに類のないきずなと関係を
確立します。これこそ堕落した家族の一人一人が永遠
の輝きに戻るための手段なのです。これこそわたした

ん。家庭は試しの場です。家庭はキリストのような特

質を身に付けるための場所です。利己心を克服し，奉
仕に自分をささげることを学ぶ場所なのです｡」（｢神殿
は家族の務め」『聖徒の道」1995年7月号,12)

ちの一人一人が，主御自身の言葉によれば『すべての

民にまさ〔る〕，わたしの宝』（出エジプト19:5)とな

聖約に基づく主との関係

ることのできる手段なのです。聖文に述べられている

ように，聖約を守ることによって『とこしえに栄光を

福音の聖約を思い起こすことの大切さについて，

その頭に』付け加えられるのはそのためです（アブラ

M・ラヅセル?､バラード長老は次のように述べてい

ハム3：26)｡」（グリーンとアンダーソン,ToReioice

ます｡ ：『;",が､="f

asWひme",99‑100で引用）

｢しかし,〆ﾐわたしたちが主と交わした聖約を定
期的に思い起こすようにすれば,,優先順位を決め

J・バラード・ウオシュバーン長老

たり,::生活にバランスを保たせたりすることは容

「ここにあるように，夫と妻は結婚の新しくかつ永

易になってくるはずです｡1聖約に思いをはせるこ

遠の聖約と呼ばれる神権の位に入ります。この聖約に
は進んで子供をもうけ，彼らに福音を教えることも含
まれます。親がこの聖約に伴う責任を引き受けないた

とにより,わた:したちは,交わした聖約と聖なる｛

儀式に伴う約束にふさわしくなるために;どんな

点を反省し,挫活をどう変えていうたちよいかが

めに，現代の様々な問題が引き起こされています。親

分かってきます｡自分自身の救いを達成するには，

が健康な状態にありながら子供を持とうとしないのは，

しっかりした計画と，慎重ながら雄々しい努力が

この聖約に反しています。

必要なのです｡｣(｢人生の求めにバﾗﾝｽよく応じ

わたしが医師として開業し始めた35年前には，既婚
の女性が避妊の相談を求めて来ることはほとんどあり

る」「聖徒の道』1987年7月号,15)ゞ

以下の表から,‑わたしたちが交わす約束とうそ
れぞれの福音の聖約への従順さに対して用意され
̲ ! ｜ 弓 , ､ ‑ 弓 ､ ‑

ませんでした。わたしが医療の仕事から退くときには，
一部の忠実な末日聖徒の女性を除いて，既婚の女性が
一人または二人より多くの子供を望むのはまれでした。

中には子供をまったく望まない女性もいました。神殿
で交わした神聖な聖約を破るように仕向けるこの世の
偽りの教えに，教会員は捕らえられてはなりません。

こ −

ている祝福を読んでください。あなたは改善の必

要性を感じるでしょうか。わたしたちを永遠の結
婚へと備えてくれる聖約をさらに忠実に守るため

に｡あ雄 何ができるでしょうか。結婚の新
しくかつ永遠の聖約に関連する聖約をさらに忠実
に守るために，あなたには何ができるでしょ了;うか6，ヂ
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，たまもの

聖霊の賜物

権能

神と交わす聖約
､篭

約束された祝福

：蔦たまもの、

地元の神権指導者によ

」聖霊の賜物を受ける資

づて権能を与えられたメ

格を得るためには,わた

ルキゼデク神権者がｳ祈
あんしゅ，

したちはバプテズマの聖

りと按手によづて聖霊の

約を果たし，謙遜さと信

を受ける．6霊感，神の示し,霊の賜物，

仰を守り，そのほかの点

および聖霊の導きを絶えず受けることが

1j､末日聖徒イエス"・キリ;スト教会の会員と

‐して確認される:6：
， 旨 一

たまもの

賜物を授ける･、

けんそん、

,はんりょ

一 は ん り ょ ‐

2も聖霊を絶えず伴侶とする権利または特権
一 た ま も の

で聖霊を常に伴侶とする

できる6*また聖霊がｲ･エス．キリストと

にふさわしくなければな

:神の真理を証しぅ霊的な導きや警告を与
え,正'しいことと誤ったことを見分ける

らない(信仰箇条r:4

参照)｡f.･"：

・ あ か し

力を与えてくださるときにも，わたした
:ちは聖霊の賜物を受けるこどによ'る祝福
一を受ける。"㈹

3."忠実であり続けるとき:に聖霊の力による
き よ ‐
聖めまたは清めを受け，神から生まれる。

この火と聖霊によるバプテスマによって，
個人の心と望みは清めを受け，霊は清め
たまもの
'られる･聖霊の賜物を受けることは悔い

′改めとバプテスマの過程の頂点である（2
ニーフアイ31:13,,17g;3ニーフ易アイ273
20参照)職｡1〃
たまもの

46わたしたちは聖霊の賜物こそがﾀ預言と
啓示の賜物,§癒しの賜物異言を語る賜
． い や

"ゞ:物,異言を翻訳し解釈する賜物を含め，

教会に見られるあらゆる霊の賜物の蕊で
､あることを知っている。､
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神権の誓詞と聖約を受ける

権能

神と交わす聖約

と権能を持つメルキゼデ

ク神権者が，ふさわしい
，｜､･･あんしゅ

男性会員を祈りと按手に

約束された祝福

神権者は以下を聖約する6".

･アロン神権とメルキゼデク神
権の両方を善意と誠意をもつ

Ⅷふさわしい神権者は以下の約束を受
ける。ボト"､
〆 みたま、.： ・

きよ息，…

1.≦「御霊により聖められてその体が更
ﾔﾄ!!､‑!『

よってメ:ルキゼデク神権
に聖任する5

て受ける(教義と聖約84：33
̲参照)。 、。

亀匂‑

, 苫 ! 、 弓 』 ̲ ‑

::息;新される｡」(教義と聖約84:33）
2.,｢モーセの息子たち, またアロンの

・自分が召されている神権の職

i息子たちとなりｳ！≦アブラハムの子

， 7 鳶 ､ ‐ 』

に伴うすべての責任を果たす

''､．

『‐．．、聾

; : ： ! ' = 造 一 一 』 ' Ⅱ 恐 ｢ 『

一 ﾐ ｰ

"いなるもの；とする｡

・主の目的を前進させるために
1

孫とな」るゞ(教義と聖約84:34)｡'ﾐ

．．､

ことによって召しを尊んで大

、

全力を尽くして神の言葉を教

' 1 ' 一 』

3;帯｢神の教会と?… ･神の王国〔の一員〕
7 となり§神の選民となる｡」（教義と
､ 聖約84:34):好〒

4;､御父の王国を受け継ぎ,｡「わたし'の
｣ 4 辻 , ､ 』 , J , , L , " f

え,働く（モルモン書ヤコブ
l:19参照)｡,ゞ;

"

・福音の知識を得る::(教義と聖
約107:31参照)6

,?‑｜ｨ,弓‑：』,L:& 弓‑､‑

･上神の聖徒を慰め強めることに
宍．

.．"､

≠ゞ.､喬"'・

f,

,38)

、。

5＝御父の完全と栄光を受け;｢神々f
;＝すなわちﾈ岫子上(教義と聖約76f

§
う
8
)
:
と
な
る
,
i
:
/
̲
m
:
f
?
』
f
i

‑′よって仕える（モーサヤ18"&

§＆−9参照)｡f:工州‑

,!¥.f,.!

号父が持っておられるすべてが，彼
w
ご
'
,
に与えられる｡」≦(教義と聖約84:
畠 ‑‑‑: ．

き．．

6jだれでもこの聖約を拒んでi｢完全
＝ミー
一 鷺

●従順であって｢永遠の命の言
葉を熱心に心に留める6」（教
領：，,，,,
,群'‑‑‑,
に義と聖約84:43）〆、

●:主の啓示に耳を傾けて従う。
‐

ご ‐

:｢神の口から出る一つ一つの

言葉に従って生きなければな
らない｡」(教義と聖約84:44）

（"'に離れてしまう者は，この世でも
．

‐ゆる

* 来るべき世でも, 罪の赦しを受け
，≠t

"1．.

11

.

='」､'・・ハ

..↓

頁ゐことはない」(教義と聖約84:41)

Jを警告されている。=暴一：
："､ゞマリオン･G･ロムニー副管長

"は,教義と聖約84:41について以

:
‐

ゞ下のように説明している。｢ここで

' ' 庁 ' ｣ ! , 一 寸 , , ' と u , ' 亀 L J 些 , , ' Ⅱ ' ‑

エイシー長老

‐ 主が述べておられるのは必ずしも
:j'赦されない罪のことではなく,言こ

の′｢神権の誓詞と誓約」『聖徒

皇の神権を受けてしかも'なおその何

‐ゆる

カカーロス？.E

の道』1986年1月号,45‑47も
̲̲‑と

たるかを理解していながら,召し

．；．』.､端,』,‑,.,,,

≦:を尊んで大いなるものとしない者
はj後の世で取り戻そうと思って
‐も取り戻せないものを失ってしま
うということである｡」(｢汝ら主の

器を持つ者よ潔くあれ｣『聖徒の道』
1974年9月号,422)､‐
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神殿のエンダウメント

権能
､神殿のエンダウメント

鴨わたしたちは以下を聖

1.「条件を忠実に守ることを前提に，それぞ
れの聖約を受けそれぞれの義務を引き受

之 一

竃 一 三 ‑ ‑

福の賜物である。エンダ
巻 一 一

約束された祝福

約するb""I&丁Ⅲ
:
､;f,
乏一
：

は上からの霊的な力と祝
箸たまもの

神と交わす聖約

史

｛「厳格な徳と純潔の律
法を守り,,愛を示し,慈

と，救いの儀式を受ける
こと,‑雲および聖約を交わ

善を行い,§忍耐強くて情
.．,"'....、言.，．．

，＝‐．.：̲,

けるこ:とに対して約束されている祝福が

J
二

ウメ≦
ン卜は一連の教え
ｰ 署 ．

くあること。才能と物質

宣言されています｡」（ジェームズ･E･タ

ルメージ,HouseOftheLord,84)
2．預言者ジョセフ・スミスは，エンダウメ

‑ ㎡ 学 ‐

すことから成り，権能を

的手段の両方を,"真理を
． 三 ．

ントの目的は，わたしたちが「自分たち
の状態と神との真の関係について，広い

受けた司式者によ;っで,

広め人類を高めるために

奉献された神殿の中での

ささげること｡言真理の大
､き
.､

視野から見られる」ようにすることであ

み執行される皇(教義と聖

義に献身し続けること。

ると説いている(Teachingsofthe

．‐.：

．−：.．"．'14'．．、
『

iガ，'

4，

'

． ･ ‑ − 皇 ゞ ‐ .

』 ‑ ' ' Ⅱ , , ﾖ , ' 1 J , ,

ProphetノリsephSmith,324)｡また，「弟

約95:8;97:14;109:

地がその王である主イエ

13‑15参照)6，1"

ズ子dキリストを受け入れ

""神殿のエンダウメント

る備えができるように，

はバプテスマのとき,に交

rb大いなる備えにあら

Xp.274),わたしたちが「悪に打ち負かさ
れる」(p.259)のを防ぎ，「長子の教会に

ゆる方法で貢献しようと

用意されている祝福をことごとく受けら

れる」(p､237)ようにすることであると

聖約には｢義を行うこと

努めること6」（ジエーム
,ズノ6､E;･グルメ亭 ジ:,

に対するわたしたちの意

H
り
u
u
s
s
e
e
o
b
f
t
h
e
L
o
b
r
d
,
8
4
)

ラ ̲ ， ,

̲ 曙 '

わす聖約の続きおよび頂

‑

子たちがこの世で伝道するのに備えさせ」

． 舌 弄

jlIJ‑J'F,,

点と見なされるd神殿の

教えている。

3．ゴードン･B･ヒンクレー大管長は，ユタ

欲と適性を明らかにする

州バーナル神殿の奉献の祈りの中で次の

であるう試験」が含まれ

ように述べている。「わたしたちはあなた
がここを訪れられ，またあなたの聖なる

毛 ， 昌 一 篭 一 ゞ

1‑2《ざ,,‑!̲

でいる（ジョン･:A･ウ
,

Z

,

̲

み た ま 、

イツッォー,Programof

御霊がこの場所にとどまってここを聖別

theChurcかofJesus

し,その門をくぐるすべての人にとつて
きよ
聖いものとしてくださるように祈りま

ChrjstofLatter‑day

SamtS,:178)．､､:ミ

す｡｣("WeThankTheeforThisSacred

StrUcture,''ChurchNews,1997年11月8
日付，4）神殿のエンダウメントによって，
わたしたちは「聖霊の全き」（教義と聖約
109:15)を求めることができる。神殿の

儀式は御霊による霊感と教えを受けるた
めの手段であり，神のもとに戻る準備を
するための手段である。
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日の栄えの結婚

権能

神と交わす聖約

約束きれた祝福

： 神権の結び固めの力を持つ神

;日の栄えの結婚の律法に従う

1．夫婦は来るべき世において

殿の司式者が，‐この世において

ことを約束する男女は以下を行

永遠の命，日の栄えの王国

も永遠にわたっても効力を持つ

：：

￥ ､

ノ0，．

･農.ご§

の栄光を受ける（教義と聖

聖約が交わされることを宣言す
る。日の栄えの結婚は,聖なる

●永遠にわたって互いと神に忠

神殿で執り行われる儀式を必要

j実であり続けることを純粋な

IⅢ約88：4；モーセ6：59参
L,

とする(教義と聖約131:』−

愛のうちに聖約する。､

， ， ＊ ､ , ‑ ' ' 難 ､

3；ゞ132…:18=19参照)。

2.あらゆる力を持った神々と

fなりゥ「王位ぅ王国，公国，

●互いに,相手に対してのみ親

および力， 急…を受け継ぐ」

j密な愛情を持ち，相手とのみ

(教義と聖約132::19)6

≦性的な関係を持つことを聖約

3』日の栄えの栄光の最高の階

する。

僻

級における昇栄を得る（教

●幸福で実り多い家族生活に貢
献する生き方をすることを決

' ' 『 '

ｰ,;̲!,.』,

i意するd￨

！

／義と聖約131:1=4参照)。
， 、 『 ， 写 ，

4．父なる神とイエス・キリス

,

、卜を知るようになる(教義

・「『生〔み〕, ふえ, ･ﾐ;･･･，地
に満ち〔る〕』̲(創世l::28)

と聖約132:48‑50参照)。r

ことを聖約する。この世にお
‑ ' . , , =

ける神殿結婚の主要な目的と

3 してj義のうちに家族を育て
ることによって神の創造の業

をともに行い，それによって
成長し成熟することがある｡
‑1

手',f

神の霊の子供たちが宿る死す
べき体を創造する過程に参加
することによって，両親は神：
のパートナーとなる｡」（ラド
ー

'；

ロ−,‑E"cyclopediaOf

MormomSm,第2巻,859)f"
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聖約の下に生まれをがら不従順な子供たち

あります。･･･…軽率で反抗的な子供のために祈ってく

ださい。希望と信頼を捨てずに信仰をもって見守り，
預言者ジョセフ・スミス

神の救いの業を見届けてください｡」（オーソン･F･ホ

「父親と母親が結び固められると，彼らの子孫は安
全に守られます。すなわち，子供たちは失われること
がなく，父母の交わした聖約によって守られるのです｡」
(HistOryOftheChurCh,第5巻,530)

イツトニー,ConferenceReport,1929年4月,110で
引用）

神殿結婚の大切さ，結び固めの儀式により結ばれる

きずな，これらの儀式に必要とされるふさわしさの標
準は，幾ら強調してもしすぎることはありません。両

ブリガム・ヤング大管長

「この教会と王国の会員である父親と母親は，義の
道を歩んで，生涯悪いことは一切せず，善いことをす
るように全力を尽くして努めなければなりません。彼
らに子供が1人いようと,100人いようと，正しい態
度で子供たちに接し，信仰と祈りによって子供たちを
主に結びつけているなら，わたしは子供たちがどこへ
行こうとも心配はしません。子供たちは永遠のきずな
によって両親に結ばれており，地上はおろか地獄のい
かなる力も子供を親から永遠に引き離すことはできま

せん。子供たちは自分たちが出て来た源へ再び帰って
行くことでしょう。」（『歴代大管長の教え−ブリガ
ム・ヤング』191)

親が神殿の聖壇で交わした聖約を守るなら，子供たち
は永遠に両親に結ばれるのです｡」（｢現代の道徳的環境」
『聖徒の道」1992年7月号，72）
ジェームズ．E・ファウスト長老

「この教会の忠実な親たちにとって励みとなるすば
らしい霊的な約束があります。それは結び固めの儀式
を受けた子供たちが，神の聖約を大切に守った勇敢な
先祖たちに約束されたすばらしい祝福を受けることが
できるということです。親が聖約を守るならば，神も
その聖約を守ってくださいます。こうして子供たちは
これらのすばらしい聖約と祝福を受け継ぐ相続人とな
るのです。これは彼らが聖約の子であるからです｡」

(｢この世での最大のチャレンジ−良い親であること」
大管長会一スペンサー･W・キンボール,N･エルド

『聖徒の道」1991年1月号,38)

ン・タナー，マリオン．G・ロムニー

「家庭の神聖さが侵され，子供の世話が軽視されて
いる時代にあって，わたしたちは家庭の夕べの手引き
によって，家庭に愛を培うことの大切さを両親の心に
焼き付けようと努力してきました。将来そのように愛
の大切さを学んだ子供たちが道を離れた場合に，彼ら
が永遠の家族の環に自分の場所を失うことのないよう，
いつか再び戻って来るようにするためです｡｣(Family

HomeEvenmgLoveMakesOurHoIIseaHome,2)

聖約による結婚
七十人定員会
ブルース･C・ヘーフェン

鑿

『聖徒の道』1997年1月号，
29−31

ボイド．K・パッカー長老

「責任ある両親のもとで育った子供の一人がしばら
くの間両親から離れ，両親にはどうすることもできな
いような状況に置かれてしまうことは決して珍しくは
ありません。反抗的な子供のために両親は嘆き悲しみ，
すべきことを一生懸命にやってきたのに，どうして自
分たちはこんなに無力なのかと途方に暮れるのです。
わたしはこのような悪影響はいつの日にか打ち負か
せると確信しています。

預言者ジョセフ・スミスの表明した次の教えほど心
休まるものはありません。「忠実な両親が受けた永遠の
結び固めと，福音に従った雄々しい奉仕に対して授け
られた神の約束は，当人のみならず子孫をも救う力が

結婚は聖約であり，合意ではない
3年前の夏，わたしは花嫁，花婿になったばかりのト
レーシーとトムが聖なる神殿から出て来るのを見まし
た。親族や友人が集まって写真を撮るときも，二人は
ほほえみながら手をつないでいました。二人を祝福す

る招待客とあいさつを交わす彼らの顔には，幸福と未
来への希望が読み取れました。招待客たちは気兼ねな
く新しい家族の誕生を祝いました。「どんな結婚にも訪
れる『反対のもの』に彼らが出遭うのは，どれくらい
してからだろうか」とわたしはその晩考えました。そ
のときになって初めて彼らは，自分たちの結婚が単な
永遠の結婚生徒用手引き
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る合意によるものか，聖約に基づくものかを知るはず

状態にとどまっていたであろう｡」3鋭い親であれば，子
供がいなければ不幸も知らないという点に，うなずく
でしょう。しかし，園にとどまっていては，二人は決
して喜びを知ることはできませんでした。そこで主は

です。

別の花嫁は，式の当日に，うれしさのあまりため息
交じりにこう言いました。「ああ，やっと悩みから解放

された｡」「そうよ」と母親が答えました。−−−
「でも，新しい悩みが待っているわ｡」問
編婚は，本来は嬰約に
題が起きると，合意だけの結婚による当
よるものであり，勝手
事者たちは，離れ去ることで幸福を求め
に解梢できる個人的を
ます。彼らは利益を求めて結婚したので

あって，その報いがある間だけ，婚姻関
係を続けます。しかし聖約による結婚に

難

合意ではありません。

問題が起きた場合，夫と妻は協力して問題を解決しま
す。彼らが結婚したのは与え，成長するためであって，
聖約によって互いに，社会に，さらに神に，結ばれて
います。合意のうえの伴侶は結婚生活を守るためにわ
ずかな努力しかしませんが，聖約によって結ばれた伴
侶は全身全霊を尽くして結婚生活を守ります。
結婚は，本来は聖約によるものであり，勝手に解消
できる個人的な合意ではありません。イエスは「雇い
人」という言葉を用いて，合意によるだけの態度につ
いて説明していらっしゃいます。雇い人は報酬のある
はんりょ

場合に限って，世話をするために条件付きの約束を果
たします。雇い人は「おおかみが来るのを見ると，羊
をすてて逃げ去」ります。「彼らは．．…･羊のことを心に
かけていないから」です。これとは対照的に救い主は
こう言われました。「わたしはよい羊飼である。……よ
い羊飼は羊のために命を捨てる｡」！現在では多くの人が
雇い人の結婚をします。おおかみが来ると，彼らは逃

げ去ります。このような考えは間違っています。それ
によって地球はのろわれ，親の心を子供たちから離れ
させ，お互いからも離れさせますO2

結婚についての永遠の見方

結婚生活に入る前に，トムとトレーシーは聖約とお
おかみについて，永遠の見方を学びました。二人はア
しょくざい
ダムとエバの物語から，人生の目的，従順と續罪によ
みまえ
って神の御前に戻ることなどを知りました。キリスト
の生涯は續罪を果たすための物語です。アダムとエバ
の生涯は，續罪を受けるための物語であり，磧罪によ

って彼らは神との別離とあらゆる「反対のもの」を克
服する力を得，ついには主と，またお互いと，永遠に
｢一つ」になります。

堕落がなければ，アダムとエバは反対のものを決し
て知ることはなかったであろう，とリーハイは説いて
います。「アダムとエバは子供を持たなかったであろう。
また，不幸を知らないので喜びもなく，……罪のない
永遠の結婚生徒用手引き

彼らに，苦しみ，汗して，いばらの中で

生活し，子供をもうけるよう教えられま
した。

それでも地がのろわれたのは彼らのた

め4でした。苦しみに満ちた彼らの道は，
あがな
同時に，蹟われ，理解の目が開かれると
いう喜びへと通じていました。5おおかみ

が来ても，聖約によって結婚した夫と妻は，お互いに
支え，励まさなければならない理由がここにあります。
トムとトレーシーが，これらのすべてを理解していた
ら，エデンの園に似た神殿の庭を，アダムとエ（のよ

うにもっとゆっくりと，互いの腕を組んで歩み，荒涼
とした寂しい世界に出て行ったでしょう。
しかも結婚や子供の教育は，非常に価値ある様々な
宗教体験を，生活の中に与えてくれます。聖約による
結婚は大きな信仰を必要とします。どんな危険が自分
たちを待ち受けていても聖約を守らなければなりませ
ん。無条件で自己を捨て，神に従い，互いに犠牲を払
わなければなりません。そうして初めて，二人はアル
マが言った「計り知れない喜び｣6を知るのです。
もちろん結婚する機会のない人々もいます。避けら
れない離婚もあります。しかし主は，地上で祝福を受
けられなかった忠実な人々に，最終的には償ってくだ
さいます。

自然に生じる危機という／ おおか糸J
どんな結婚生活も繰り返し3種類のおおかみに襲わ
れます。最初のおおかみは自然に生じる危機です。デ
ビッドとフランは，何年も最初の子供を与えてくださ
るように神に願った後，心臓に深刻な欠陥を持つ子供

を授かりました。3週間，様々な手を施しましたが，こ
の新生児は息を引き取りました。昔のアダムとエ（の

ように，二人は悲しみを分け合い，悲嘆に暮れながら
も主を信頼しました。7

自分自身の不完全さという／ おおか糸」
2番目に，自分自身の不完全さというおおかみが二
人を試します。ある女性が涙ながらに話してくれたと
ころによれば，彼女の夫は絶えず彼女を批判し，結婚
生活をだめにしたばかりか，彼女の自尊心さえすっか
り奪ったと言います。最初は食事と家の掃除のことで

愚痴を言い，次いで彼女の時間の使い方，話し方，考

聖約と儀式247

え方，議論の仕方に至るまで不平を言いました。つい

は個人的な契約だからであると言います。'0しかし現代

に彼女は自信を失い，日常生活にも支障を来すように
なりました。わたしは彼女が哀れになりましたが，ご

の預言者が最近宣言したように，「結婚は神によって定

主人にも同じ気持ちを抱きました。

男性，女性，国家の3者間の契約ととらえられていま
す。社会は，あらゆる人々が実り豊かな結婚生活を送
り子孫を授かることに，大きな関心を抱いています。
結婚の社会的性格は，結婚をほかのいかなる関係とも
違うものにしています。ウェンデル・ペリーは述べて
います。「結婚式に来客があるのは，〔恋人同士が〕互
いに対してだけでなく，社会に対しても誓いを立てる
からである｡」それは相手にだけではなく，一般の福利
に対しても自分をささげるからで，「これは契約によっ

ここで，結婚したばかりのときはほとんど自信が持
てなかったある若い女性と比べてみましょう。彼女の
ご主人は彼女の良い点をたくさん見いだし，そのため
彼女は次第に自分が善い人間であると思うようになり，
大切な意見を言うようになりました。彼女を信頼する
ご主人の気持ちが，彼女の自尊心を強めたのです。

過度の個人主義という／ おおかみノ
3番目のおおかみは，現代の雇い人的態度を生んだ
過度の個人主義です。7歳になる一人の少女が泣きなが
ら学校から帰って来ました。「わたしお母さんの子じゃ
ないの？今日，先生がね，人はだれのものでもないっ
て，子供は親のものではないし，お父さんもお母さん
のものじゃないんですって。わたしはお母さんのもの
でしよ。」彼女の母親は彼女をしっかりと抱き締め，こ
うささやきました「もちろん，あなたはお母さんのも
のだし，お母さんはあなたのものよ･」確かに配偶者は
相手の個性を尊重する必要がありますし，家族は奴隷
でも，命のない品物でもありません。しかし教師が，
今日の多くの人々と同じように恐れたのは，親子関係
や結婚関係は人を結びつける貴重なきずなではなく，
むしろまったくの束縛であるという点です。現代は帰
こんにち

属意識が希薄な時代です。

敵は個人の自治に対するこの過度の強調を長期間に
わたって培い，今では，熱心にそれを利用しています。
自分を必要とし，支えてくれる人を求めるのは，神が
与えてくださった人の本性です。ところが敵は，不信
と疑いをもって，わたしたちの間を引き裂こうとして
います。また，場所を確保し，群れを去り，独りにな
ることの必要性を大げさに言い広めています。敵を信
じている人々もいます。それでいて自分の孤独感に悩
んでいるのです。しかも，立派な例外はあるにしても，
アメリカで増えつつあるひとり親の家庭に育った子供
は，両親がそろった家庭の子供たちより大きな危機に
瀕しています｡8さらに，離婚率や婚外子の出生率は，
今日非常に高く，「結婚生活の崩壊」がうかがえます◎9
ひん

こんにち

結婚についての最近の質問

現代では大勢の人が結婚の意味自体に迷っています。
同性同士の結婚を許すべきでしょうか。離婚手続きを
もっと難しくすべきでしょうか。ある人々は，こうし
た問題は社会的に対処すべきではない，なぜなら結婚

められたもの」皿です。民事結婚でさえ，歴史的には，

てはなし得ないことである｡」'2

聖約を守るとき，力が与えられる
犠牲という祭壇の前で交わした聖約を守るとき，わ
たしたちはそこに隠れた力を見いだします。かつてわ

たしは，妻のマリーに腹立ち紛れにこう言ったことが
あります。「主はアダムとエバを十分に成熟させてこの
地上に置かれたんだ。どうしてそばかすだらけで髪が
もじゃもじゃの，うちの息子もそうされなかったんだ
ろう｡」妻はこう言いました。「それは子育てを通じて，
親のわたしたちをもっといいクリスチャンにするため
よ
｡
」

ある晩，息子は宿題としてアメリカ先住民族の村の
模型を作っていました。マリーは息子が最後まで完成
できるように何時間も付き添っていたので，く．ったり
疲れてしまいました。雇い人では耐えられない試練で
した。最初，息子は完成することに意欲を示していま
せんでしたが，母親の励ましのおかげで，ベッドに入
るころには，自分で作ったという作品を誇らしげにテ
ーブルの上に置いていました。それから寝室に向かい
ましたが，戻って来て部屋を通り抜け，欠けた歯を見
せてにこにこしながら9歳の息子は母親に抱きつきま

した。すっかり感心したわたしは，後で妻にこう尋ね
ました。「よくやったね｡」「ええ，とにかく放ってはお
けない，見守らなくてはって覚悟を決めたのよ｡」そし
てこう言い添えました。「自分でもここまでやれるとは
思わなかった｡」彼女は自分の中に深い愛情の泉を見つ
けました。聖約によるきずなが，彼女の子羊のために，
時間ごとに自分の命を投げ出す力を与えてくれたから
です。

雇い人では凌ぐ，羊飼いのように

さて，トムとトレーシーですが，彼らも今年，自分
たちの泉を見いだしました。2番目の子供が早産になり
永遠の結婚生徒用手引き
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そうだったのです。雇い人のように簡単な選択をして
中絶し，それまでどおりの生活に甘んじることもでき
ました。しかし，二人は犠牲を払って聖約を守ること
に努めました｡13活発で活力のあるトレーシーは5週間，
自宅で横になったままほとんど身動きをせず，さらに5
週間を病院で過ごしました。トムは仕事と睡眠時以外
は，文字どおり片時もそばを離れませんでした。二人
の祈りが通じて子供が誕生しましたが，子供にはさら
にll週間の入院が必要でした。今，彼女は元気で両親

注
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3．2ニーファイ2：23

4．モーセ4：23参照
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トレーシーがある晩，病院で忍耐強く主を待ち望ん
でいたとき，彼女が自分の子供のために進んでささげ

月号，47参照

ようとしている犠牲は，あの良い羊飼いが自分のため
に払ってくださった犠牲と多少なりとも似ているので
はないかと，気づきました。彼女はこう言っています。
｢確かに簡単な犠牲ではありませんでしたが，でもなぜ
か，むしろ特権のような気がしたのです｡」シオンのほ
かの多くの親たちがそうであるように，二人は自分を
子供にささげることで，自らの心を神にささげました。
その過程で彼らが知ったことは，自分たちの結婚が聖
約による結婚であり，それによってお互いと主に結び
つけられている，ということでした。

どうか聖約としての結婚，すなわち結婚の新しくか
つ永遠の聖約という概念を，わたしたちが取り戻せま
すようにOl4そしておおかみが来たときに，雇い人では
なく羊飼いとなって，毎日，聖約によって結ばれた子

羊のために進んで命を投げ出せますように。そのとき，
わたしたちも，アダムとエ（のように，喜びを得るで
しよう。'5イエス・キリストの御名により，アーメン。
みな
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ことを喜び，キリストのことを説教し，キリストのこ
ゆる

とを預言し，また，どこに罪の赦しを求めればよいか

を，わたしたちの子孫に知らせるために，自分たちの

神はわたしたちに,子了子供は両親を敬う}べ

預言したことを書き記すのである｡」

= = 己 ざ / 手 三 三 こ

きであると教えておられます6℃

ふ』壺唖:■

ゞ 三 一

■わたしたちのどのようなところ（《唖
ゞゞ丁ご‐言Jﾙ,"Ⅷ､IH：，言了､〆"1万＃h:,丘…､『〃悪ﾙ::;訂

ざ高鼠誕多忠室琵JTJ鑑深ぎみ？〃

J骸産屋るでL""矛蛙 J■？

尊敬を受けぅ■？"彼らにと＃っ』て見習う価値が
＝ 豊

二 ざ 二 ‐ ： ＝ ： ミ ー 可

f《？"■あるのはと3のような点でしよ》う勿溶』↑ﾙ？■f§
−マリオンゥDFハンクス長老

エノスl:1,3

「さて見よ，わたしエノスは，父が正しい人であっ
たことを知っている｡父はわたしを父の言葉で，また

主の薫陶と訓戒によって教えてくれたからである。神
みな

の御名がほめたたえられるように。．…・・

見よ，わたしは森で獣を狩ろうとして出かけた。か
つてわたしは，父が永遠の命と聖徒たちの喜びについ
て語るのを度々聞いていたのだが，その父の言葉が，
そのときになってわたしの心に深くしみ込んできた｡」

精選きれた教え

教義と聖約68：25

マリオン。D・ハンクス長老

「さらにまた，シオンにおいて，または組織されて
いるそのいずれかのステークにおいて，子供を持つ両

「現代の辞書によれば，『伝統』の最初の定義は，
『世代から世代へ受け継がれてきた知識，教義，風習，
習慣など……jです｡｣(ConferenceReport,1968年10

親がいて，八歳のときに，悔い改め，生ける神の子キ
あんしゅ
リストを信じる信仰，およびバプテスマと按手による
たまもの
聖霊の賜物の教義を理解するように彼らを教えなけれ

月,116)

ば，罪はその両親の頭にある｡」

義にかなった伝満を守る

教義と聖約93：40

出エジプト20:12

「しかし，わたしはあなたがたに，あなたがたの子
供たちを光と真理の中で育てるようにと命じた｡」

こうべ

「あなたの父と母を敬え。これは，あなたの神，主
が賜わる地で，あなたが長く生きるためである｡」

悪しき伝続の具体例

lニーファイ1:1

lペテロ1：18

「わたしニーファイは善い両親から生まれたので，

「あなたがたのよく知っているとおり，あなたがた

父が学んだすべてのことの中から幾らかの教えを受けた｡」

が先祖伝来の空疎な生活からあがない出されたのは，

銀や金のような朽ちる物によったのではな[v,｡]」
lニーファイ3:19

「そしてまことに，これらの記録を手に入れるのは，
神の知恵です。そうすれば，先祖の言葉を子孫に残す

モーサヤ10:12

ことができ〔ます｡〕」

祖の言い伝えを信じていた｡」

lニーファイ5:21

モーサヤ26：1

「そしてわたしたちは，主が手に入れるようにと言
われた記録を手に入れ，また，それを調べて，それが

言い伝えを信じなかった」者が大勢いた。

「彼らは野蛮で残忍で，血に飢えた民であって，先

「さて，当時の若者の中には……自分たちの先祖の

望ましいものであることを知った。まことに，それは，

子孫に主の戒めを残すことができるものであ〔る｡]」

アルマ9：8

2ニーフアイ25：26

してあなたがたは先祖の言い伝えを忘れてしまったのか。

「見よ，おお，邪悪でよこしまな時代の人々よ，どう
「わたしたちはキリストのことを話し，キリストの

まことに，何と早く神の戒めを忘れてしまったことかc」
永遠の結婚生徒用手引き
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アルマ60：32

憎んでこられた。彼らの行いがいつも悪かったからで

「レーマン人の憎悪のもとになったのは，彼らの先
祖の言い伝えであ〔ったo〕」

あり，これは彼らの先祖の言い伝えが正しくなかった
ためである。ところが見よ，ニーファイ人の宣教によ

って，救いがレーマン人に与えられ，このために主は
教義と聖約93：39

彼らの時代を引き延ばされた｡」

「そして，あの邪悪な者が来て，人の子らから，不

従順によって，また先祖の言い伝えによって，光と真

ボイド.K･バッカー長老

理を取り去る｡」

「自分が子供のころにないがしろにされ虐待されたと

言って，自分もそのような行いを繰り返し，この悪循環
エズラ・タフト・ベンソン大管長

から逃れられないと感じている皆さんに申し上げます。

「言うまでもなく，「先祖の言い伝え」とは先祖の悪

どんな人でも，不道徳な行動をせざるを得ない状況

い模範と教えです｡」（｢『父たる者に大いなる事求めら

から抜け出せないということは，天の秩序に反してい

るる』」「聖徒の道」1981年9月号,58)

ます。

しかし，人を欺き，そう信じさせようとするのが，

悪しき伝統を克服する

悪魔のもくろみです。
おさなど

マタイ10:37

幼子に対する罪であっても，心からの悔い改めによ

「わたしよりも父または母を愛する者は，わたしに
ふさわしくない。わたしよりもむすこや娘を愛する者
は，わたしにふさわしくない｡」

って克服できるというのは，ほんとうに感謝すべきす
ばらしいことです。悔い改めの教えは真実であり，人
を束縛から解放し，自由に行動させる不思議な力を持
あかし
っていることを心から証します。

モーサヤ25：12

「さて，……アミュロンと彼の仲間の子供たちは，
自分の父たちの行為を快く思っていなかった。そして，

自分は何も罪を犯していないのに，子供のころに虐
待を受け，今も不当な罪の重荷にあえいでいる皆さん
に申し上げます。
ゆろ

彼らはもはや父たちの名で呼ばれることを望まなかっ

たので，ニーファイの名を受けた。それは，ニーファ
イの子らと呼ばれ，ニーファイ人と呼ばれる人々の中
に数えられるようにするためであった｡」
アルマ3:11

「そして，レーマン人の言い伝えを信じようとせず

まことの教え，すなわち悔い改めと赦しを学び，そ
の罪の重荷を降ろしてください。

なぜなら，わたしたちは皆，同じ天の御父の子供だ

からです。何歳であろうと，神の子供たちは一人残ら
あがな
ずイエス・キリストの贈いの犠牲がもたらす恩恵にあ
ずかり，完全な悔い改めを通して，まったく罪のない
子供のように清められ，新たに生まれ変わることがで

に，エルサレムの地から持って来たあの記録と先祖の

きるのです｡」（｢幼き子ら」『聖徒の道』1987年1月号，

正しい言い伝えを信じた者，神の戒めを信じて守った

19‑20参照）

者はだれであろうと，そのとき以降，ニーファイ人，
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アルマ37：9

識慧驚難慧鰐繕

「まことに，わたしはあなたに言う。もしこれらの

何千人ものレーマン人に，彼らの先祖の言い伝えが正
しくないことを納得させることはできなかったであろ
う。これらの記録と彼らの言葉は，レーマン人を悔い
改めに導いた｡」

＃

§

託

十二使徒定員会補助
マリオン.D･ハンクス

峰犠繕蝿礒

記録に載っている，すなわちこれらの版に載っている
これらのものがなければ，アンモンと彼の同僚たちは

雲霊雪識鑿簔議郷蝉雲雲識鑿霊議

すなわちニーファイの民と呼ばれた｡」

ConibrenceReport,1968年

譲

鞭…

加月，皿5−血8

鞠
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ヒラマン15：4
はらから

「しかし見よ，

わたしの同胞よ，主はレーマン人を
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最初に注目したいのは，「先祖の言い伝えがあるため
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に」という言葉と，「自分自身の家を整えなさい」とい

家庭における高潔さ

う訓戒です。

以前この説教壇から，両親が関心を示さなかったに

父親が人を出し抜いて巧みに取り引きしたことを自

もかかわらず自らを改善させてきた子供たちに敬意を

慢するなら，その息子はどうなるでしょうか。何年か

表しました。また，行くべき道に従って子供たちを育
てようと熱心に努めながらも，子供たちが選択の自由
を行使して別の道を行くのを見守るしかないえり抜き
の両親の皆さんに心からの同情の念を伝えました。主
は，子は父の悪を負わないし，父は子の悪を負わない，
と述べておられます。責任を負える人は，自分自身の
決定に対して最終的に自分で責任を負わなければなら

前に故ジョセフ・ウェルチは，「ファーザー・オブ・

ないのです｡

ただ一つ選択できるとしたら，わたしは高潔さを選び

ザ・イヤー」〔訳注一年間で最もすばらしい父親に与
えられる賞〕に指名されたとき，次のように話しまし
た。

「もしわたしが自分の力でこの国の若人にただ一つ
の特質を授けるとしたら，ユーモアや知恵，あるいは
たまもの

大いなる賜物である教育を選ぶことはないでしょう。

わたしたちのほとんどは子育て中であったり，孫が

ます。いつの日か，わたしの子供や孫たちが『高潔さ

いたり，家族や他人の子供たちに対して影響を与えた
りしています。大勢の若い男女が家庭を築き始めたば
かりか，間もなく家庭を持とうとしています。わたし
たちは皆，厳粛な思いで次の事柄を身に受けなければ
なりません。すなわち，子供たちは『神の前に罪のな
い者』だが，『邪悪な者』は子供から「不従順によって，
また先祖の言い伝えによって，光と真理を』取り去る

を大切にするように教えられたね』と互いに話し合っ

ことができるということです。

現代の辞書によれば，「伝統」の最初の定義は，「世
代から世代へ受け継がれてきた知識，教義，風習，習
慣など……」です。

てくれるなら，わたしはそれで大いに満足するでしょ
う
。

高潔さという特質は，家庭でどのようにして子供た
ちに受け継がれていくのでしょうか。それは，高潔で
正直な生活，そして信頼できる市民としての生活を送
ることによって受け継がれるのです。では，家庭でこ
のきわめて貴重な特質が子供たちに受け継がれていか
ないのはなぜでしょうか。それは，ちょっとした不法

行為や不正工作を行ったり，ごまかしたり，だました
りしているからです。少し前のことですが，わたしは
二人の息子の一人から次の話を聞いてはっとしました。

わたしたちの伝溌

皆さんの家庭にはどのような伝統があるでしょうか。
どのような「知識，教義，風習，習慣」が自分の世代
から子供や孫の世代へと現在受け継がれており，また

『小さいころ，父さんと母さんは，幸福な人生を送る方
法についてお説教を始めることがよくあったでしょう。
そんなとき，ぼくらはまた始まったかと耳をふさいで
心を閉ざしたんだ。いちばん大きな影響を受けたのは，

将来受け継がれていくのでしょうか。

父さんたちがまったく意識していないとき。ぼくたち

神はわたしたちに，子供は両親を敬うべきであると
教えておられます。わたしたちの生活，人格，振る舞
いのどのようなところが尊敬に足るのでしょうか。わ
たしたちのどのようなところが，高潔，誠実，忠実で，

がまねようとしたのは，二人について聞かされたこと
でも，ぼくたちが信じてきた姿でもなく，二人のあり

慈悲深く，信頼に足るでしょうか。子供たちの尊敬を
受け，彼らにとって見習う価値があるのはどのような

うなら，家庭の中で，そして皆さんの行いによって，
その模範を見せなければなりません。完全な高潔さに
取り巻かれて生活するならば，子供たちはそれを自分
の特質として受け入れ，その後も決して揺らぐことが

点でしょうか。

正直という原則を教えるために，自分自身が正直に
なっているでしょうか。わたしの好きな話の中に，あ
さく
る男が幼い息子と一緒に人里離れた田舎道で，柵に囲
まれたトウモロコシ畑の前で立ち止まったときの話が
あります。男は前後左右を見渡してから，農夫のトウ
モロコシを少し失敬するために柵によじ登ろうとしま
した。すると息子が言いました。「パパ，上を見るのを
忘れているよ｡」

のままの姿だったんだ｡』

もし皆さんが，子供たちに高潔であってほしいと思

ないでしょう。高潔さを身に付けることによって，自
由を見いだすでしょう。そして，自由を見いだした彼
らは，すべての人に喜んで高潔さを分かち与えようと
するに違いありません｡」

理想と価値観

すべての両親が次のように自問すべきです。「わたし
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の子供は，どのような理想や価値観を学んでいるだろ

両親，仲間，家族，時代や社会など，自分以外に責任

うか。自分自身についてどのような印象を抱いている

転嫁してもかまわないと教えられているでしょうか。

だろうか。家庭において，人に対するどのような見方

もしも自分の過ちに正直に立ち向かうことを教えられ

をはく､くんでいるだろうか。両親とのかかわりの中で，
『神の輝く光」が万物の上にあることを自覚し，天の御
父の前において自信を深めているだろうか｡」

ていなければ，子供はどうやって落胆や失敗を乗り越

ているのではありません。現実や直面すべき事実を教

わたしたちは，ニュージーランドでマオリ族の古い

え，公平なルールを理解し守れるように助け，それを

ことわざを学びました。「烏が飛ぶには羽が要る｡」両
親の第一の責任は，子供たちに飛ぶための羽を与える
けいくつ
ことです。軽蔑や批判や恥辱に満ちた環境の中で生活
する子供は，自尊心を持つことや自分を受け入れるこ

破ったときに与えられる罰を分からせることが必要だ

とが難しくなるでしょう。恥辱について次のように記
されています。「大虐殺を引き起こすのは，原子爆弾の
爆発だけではありません。大虐殺はどこであろうと，
一人の人間が恥辱を受けるときに起こるのです｡」（エ

(ヒーシェル，同上）

ーブラハム・』・ヒーシェル,TheInsecuritiesof
Freedom)

人に接する態度

わたしたちがどのように人と接するかによって，子
供たちの人に対する態度は間違いなく左右されます。
両親が心から人に関心を寄せ，親切や思いやり，無私
の精神を行動に表すのを実際に見て感じる子供たちは，
人類の幸福について考え，「弱い者を助け，垂れている
手を上げ，弱くなったひざを強めなさい」（教義と聖約
81:5)という聖文の言葉を実行したいと思うものです。
そのように祝福された若人は，人の権利や特権に関
する現代の不合理な主張に直面してもうろたえること
がありません。また，人は社会的，また心理的な要因
によって影響され，環境によって左右されるものであ
り，選択の自由や，自ら考え，信じ，選び，決めると
いう権利や能力は持たず，神から告げられた特有の属
性などあり得ないと教えられ，けなされても同様です。
行動主義者の唱える「条件反射」説は，人に与えられ

た栄光の神秘さや，それに対する皇 齢や驚異の念を抱
かせることはできません。しかし，すべての人が永遠
の存在であり，神になる可能性を備え，人の能力を超
えた深い愛と慈悲と憐れみを持てることを知るならば，
わたしたちは勇気と責任感をもって生活し，自立心や
自尊心，そして人に対する心からの敬意の念を深める
あわ

ことができるのです。

しつけの伝溌

皆さんの家庭には，どのようなしつけの伝統があり
ますか。わたしたちの子供は，過保護な環境で甘やか
されて育ち，大変な状況に陥ったときに，自分の罪を
永遠の結婚生徒用手引き

えるのでしょうか。非常識な罰を与えるべきだと言っ

ということです。ある人がこう言いました。「自尊心は
しつけの成果であり，高潔な心は，自分の欲望に対し
て『いいえ』と言える能力とともにはく、くまれます｡」

受け継がれるほかの伝競
わたしたちは子供に何を与えるべきでしょうか。ユ
ーモアのセンスを祈り求めてください。「笑いは生活を
活気づけ｣，明るい精神をもたらしてくれます。

また子供たちに，働く意欲や傑出することへの熱意，
義憤を感じる能力，独りで立つ勇気，悪を憎み正義を
愛する心，疑わずに無条件で愛する能力などを伝える
ことができるように祈ってください。ある8歳の少女
の話をしましょう。彼女は孤児院で育った人目を引か
ない子で，厄介な癖があり，教師や管理者から嫌われ
ていました。ある日の午後，彼女が規則を破ったので
施設から追放すべきだという報告がありました。彼女
は規則に反して，塀越しの木の枝にメモをつけている
のを目撃されたのです。回収されたそのメモには，次
のように書いてありました。「これを見つけてくれた人
へ，あなたがだれであっても，わたしはあなたを愛し
ています｡」

家瀝で愛国心を受け継ぐには
昨年，クリスマスイブの土曜日の夜のことでした。

南ベトナムのダナン近郊にあるチャイナビーチで，き
れいな身なりをしたハンサムな二人の青年が，武器を
きよ
近くに立てかけ，大勢の戦友たちの前に立って「聖し，
この夜」を歌いました。無伴奏でしたが，二人の甘く
透き通るような歌声と全員が感じた感動はいつまでも
忘れることがないでしょう。翌朝，まだ夜明け前に，
その青年の一人がわたしの宿舎にやって来て別れを告
げ，わたしたちは再び握手をしました。彼は部隊とと
もにジャングルに入り，索敵掃討作戦を行うことにな
ったのです。それは安息日に望んでいたことではあり
ませんでした。彼は予定されていた集会で戦友ととも
に礼拝できなくなったことを残念に思いましたが，そ
れでも自分の任務を果たすために出発しました。この
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少年が家庭でどのような伝統を受け継いできたかは明
らかです。

冒険，声に出して読んだ本，ともに歌った歌，達成し
た仕事について話してくれます。また，家族の祈りや
家族会議，心を込めて，大変な思いをして用意してく

家庭における自制

父親と母親の皆さん，わたしたちの家庭では自制に

れた小さなプレゼントといった健全で幸せな思い出に
ついて語ってくれます。その後にわたしがいつも尋ね

ついて，すなわち舌や怒りや欲望を制することについ

る質問を，今日皆さんに尋ねたいと思います。「子供た

て，次の世代にどのような伝統を伝えているでしょう

ちが成長したとき，今のわたしたちと同じ喜びと感謝

か。1884年，ヘンリー・ドラモンドはこのテーマにつ

の気持ちで昔を思い出すことができるように，わたし

いて何度も読み返す価値のある話をしています。

たちは今，彼らに何を与えているでしょうか｡」

「わたしたちは不機嫌や短気をそれほど罪のない弱
点であると考える傾向があります。単なる気質上の欠
点，血筋として受け継いだ弱さ，あるいは気性の問題
としてとらえるだけで，人格を評価するうえでの重要
な要素とは考えません。しかし……聖書の中では，人
間の持つ性質の中でも最も破壊的な要素の一つとして
繰り返し非難されています。

不機嫌や短気の特異な点は，善人の持つ悪徳である
ということです。高潔な人の唯一の欠点であることが
あつ
よくあります。……道徳心の篤い人が不機嫌や短気と
いう気質を併せ持つということは，倫理的に考えて最
も不可思議な，また悲しい問題の一つです。実際には，
罪は二つに大別されます｡すなわち肉体の罪と性癖の
罪です。．．…･世俗主義や金銭欲，酒浸りなど，いかな
る形の悪徳も，不機嫌や短気以上に社会をキリスト教
から遠ざけることはありません｡生活を恨みと憤りに

染め，地域社会をばらばらにし，最も神聖な関係を壊
し，家庭を荒廃させ，男女を弱らせ，子供たちから楽
しい経験を奪います。要するに，まったく不必要な苦
痛を生み出す力において，この影響力に並ぶものはな
いのです｡」（ヘンリー・ドラモンド,TheGreatest

ThingintheWorld,43‑46)

将来の家庭のための伝続
わたしたちは，すばらしい思い出となる伝統として

どのようなものを将来の家庭に受け渡しているでしょ
うか。わたしは折に触れて，大人の指導者が大勢集ま
った際に，次の文章を完成してもらい，それを発表し

てもらうのが好きです。「子供のとき，家庭で両親や家
族と一緒に経験したことの中でいちばんすばらしい思
い 出 は で す ｡ 」

皆さんは恐らく，わたしがこれまで耳にしてきたの
と同じような答えを書くことでしょう。ぜいたくな生
活や物質的な資産について述べた人は一人もいません。

人々はいつもわたしの答えと同じように，両親から受
けた思いやり，家族の交流，伝統，犠牲，一緒にした

子供の歌による受け継ぎ
前回の総大会の後，わたしと妻は海の向こうのサモ
アやほかの島々を訪問する機会に恵まれました。ある

日の午後，アメリカ領サモアのウポル島の山頂にある
サウニアツ村で，今日の話にぴったりのすばらしい経
験をしました。村には人影がほとんどなく，家にいる
のはほんの少数の幼い子供たちと子守りが一人か二人

だけでした。ほかの村人は畑で働いているか，別の仕
事に出ていました。サウニアツの一本道の両側には，
草ぶき屋根の小屋が並んでいました。わたしたちが記

念碑から新しい礼拝堂と学校へ向かってその道を歩い
ていたとき，子供たちの歌声が聞こえてきました。恐
らく4歳以下の子供が6，7人いるのでしょう。かわい
らしい声で歌っていました。何の曲を歌っているのか
すぐ、に分かりました。思わず立ち止まって聞きほれて
いると涙が流れてきました。彼らは「神の子です」を
歌っていたのです。

海に浮かぶ孤島の，人里離れた山の中で，曲がりく
ねった長く急な道を歩いた末に，わたしたちは褐色の
肌をした幼い子供たちに出会いました。彼らは自分た
ちが住む小さな村以外，ほかの世界を見たことはあり
ません。そんな彼らが，先祖からの受け継ぎを通して
学んだこと，すなわち，ただ一つのものを除けばこの
世で最も偉大な真理である「神の子です」を歌ってい
たのです。

では，もう一つの真理とは何でしょうか。それは，
神が実在して神の子供たちの声を聞いてくださるとい
うことです。

神の祝福を受けて，わたしたちが家庭を回復し，親
の務めを取り戻すことができますように。そして「邪
悪な者が．…･･先祖の言い伝えによって，光と真理を」
子供たちから取り去るのを防げるよう生活し，教えて
いくことができますように。イエス・キリストの御名
みな

によって，アーメン。
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すものなのです。

堕胎

わたしたちは堕胎に公然と反対してはいますが，場
合によっては，それが許される状況もあることは認め
そうかん

ます。例えば，近親相姦や暴行による妊娠の場合，母

堕胎は，紛れもなく正真正銘の

体の生命や健康が重大な危機にさらされていると資格

不快な悪であって,■全世界に
:■…蓑んえん

ある医療機関によって判断された場合，あるいは胎児

？『■.J蔓延しつつあります｡丁？？■JJ

に重大な障害があって死産が確定していると資格ある
医療機関によって確認された場合などです。

ーデー■ゴードン可B9ネヒシクルー大管長

精選きれた教え
スペンサー。W・キンボール大管長

「増加しつつある堕胎は罪悪行為であり，教会はこ
の行為に反対を唱えるものです。計画的堕胎という恐
るしい罪は正当化し難い行為です。外聞を恐れて面子
めんつ

のためとか，不都合を処理する，責任を逃れるなどの
ために堕胎を行うことは，もってのほかです。そのよ

しかし，そのようなケースはまれで，そのようなこ

とが起きる可能性はごくわずかです。それでも，そう
した事態に直面した場合には，地元の教会指導者と相
談して，真心から祈り，手術を実施する前に祈りを通
して確認を受けておくことが求められています。
しかし，それよりもはるかに良い解決法があります。
もし関係した男性と結婚する見通しがなく，母親が
遺棄されている場合には，赤ちゃんを愛し世話をして
くれる親たちにその子を養子として託すという非常に
喜ばしい選択肢が残されています。立派な家庭の中に
は，子供の誕生を望みながらもその希望がかなえられ

うな手術をどうして受けることができるでしょうか。
またどのような形であれ経済的な援助や励ましを与え

ずにいる夫婦が数多く存在しているからです｡」（｢人々
がわたしたちについて尋ねること」『リアホナ」1999年

ることで加担者となることなどどうしてできるでしょ

1月号，77）

うか。特殊な場合に容認されることはあっても，それ
はごくまれです。わたしたちは堕胎を罪の中でも重い

「妻であり母親である皆さんは家族にとって船の錨
のようなものです。皆さんは子供を産みます。それは
何と偉大で神聖な責任でしょうか。1972年から1990年
の間に行われた堕胎はアメリカ合衆国だけでも2,700万
に上るという話を聞いています。人の命の尊厳につい
てわたしたちの理解はどうなってしまったのでしょう
か。堕胎は，紛れもなく正真正銘の不快な悪であって，
まんえん
全世界に蔓延しつつあります。わたしはこの教会の女
性たちに訴えたいと思います。この悪を避け，この悪
を退けて，かりにそのときは望ましく見えてもあなた
を窮地に陥れるこれらの状況に近づかないでください｡
堕胎が容認される状況がまったくないわけではありま
せん。しかし，そのようなことは非常にまれであり，
ほとんどあり得ないのです。皆さんは神の息子と娘た
ちの母親です。彼らの命は神聖です。わたしたちは彼
らを守る責任を神から与えられており，この責任を
軽々しく放棄することはできません｡」（｢主の光の中を
歩む」『リアホナ』1999年1月号,110)

ものとし，断固，民に警告します。
こんにち

『堕胎は今日の最も忌まわしく，罪深い行為の一つ
である。なぜなら，このおぞましい堕胎容認が，現実

に性的な不道徳をもたらしているからである｡』（｢神権
会報』1973年2月,1)｣(｢神の御業を清く押し進める」
『聖徒の道』1974年8月号,372)
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「質問その3．堕胎に関して教会はと叡のような立場
を敬っているか。

疾病管理予防センターによると,1995年には合衆国
だけで120万件以上の中絶手術が行われたとのことで
す。人の生命を尊ぶわたしたちの考え方に何か変化が
あったのでしょうか。人はどうして，偉大でかけがえ
のない命という賜物を否定することができるのでしょ
うか。命とはその起源も成り立ちも神聖なものである
たまもの

いかり

はずです。

子供とは何とすばらしい存在でしょうか。生まれた
ばかりの赤ちゃんの何と麗しいことでしょうか。人の
生命の創造以上に偉大な奇跡がほかにあるでしょうか。
堕胎は醜悪な行為であり，人の価値を下落させる行
為です。最終的には，後悔と悲しみと失望とをもたら
永遠の結婚生徒用手引き

ボイド．K・パッカー長老

「人の作る法律でいかに許容されようとも，生殖の
力の濫用や，堕胎による罪なき命の破壊，また幼い子
供の虐待は，非常に大きな罪です。なぜなら，このよ
うな行いに，無力で罪のない子供たちの運命が左右さ
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れることになるからです｡」（｢幼き子ら」『聖徒の道』

ことですが，その数字も，毎年戦争犠牲者の数を上回

1987年1月号,19参照）

る死者を出している新たな戦争の前には，色あせてし

「堕胎ほど選択の権利が声高に擁護される問題はあ
りません｡その行いの結果が妊娠ならば，その結果を
受け入れるよりほかに道はありません。しかし，それ

でも別の選択が残されており，その中にも最善の道が

まうのです。

それは無抵抗の，声を出せない者の戦争，生を受け
ない者の戦いです。

この「堕胎』と呼ばれる戦争は，一種の流行のよう

あります。

に世界中で行われています。1974年だけでも，世界中

結婚の聖約が破られることもありますが，聖約自体
が交わされないことはもっと多いのです。夫婦か否か

界人口の64パーセントがこの行為を法的に認める国に

にかかわりなく，堕胎は一人だけの選択ではありませ
ん。最低3人の人生がかかわっているのです。

聖典にはこうあります。『あなたは……殺してはなら
ない。これに類することをしてはならない｡』（教義と
聖約59：6，強調付加）
そうかんごうかん

近親相姦や強姦という憎むべき犯罪に巻き込まれた

で5,500万の堕胎が報告されているのです。そして世
住んでいます。合衆国においては，年間150万を越える
堕胎が行われています。これは母親の胎に宿った子供
の約25‑30パーセントが堕胎によって生命を奪われる

ということであり，ある都市では堕胎数が出生数を上
回っています。ほかの国の場合も同様のデータがあり

ます｡」（｢生命を尊ぶ」『聖徒の道』1985年7月号，12）

場合や，母体の生命が危ういという権威ある医療機関
の証明がある場合を除いて，あるいはまた胎児に重度
の障害があって死産が確定している場合を除いて，堕
胎は禁じられています。たとえこうしたきわめて例外
的な場合でも，正しい選択をするために目を覚まして

「破壊の最悪の行為は命を絶つことです。堕胎が深
刻な罪である理由はここにあります。堕胎に対する教
会の姿勢は，生命の開始時期に関する法律上の見解に

祈る必要があります。

よっているのではありません。その根拠となっている

わたしたちは，神の子であるからこそよく考えて選

択するのです｡」（｢誓約」『聖徒の道』1991年1月号,93)
「道徳的な標準にかかわる罪で赦されないものはあ
りません。堕胎でさえ例外ではありません｡」（｢現代の
道徳的環境」『聖徒の道』1992年7月号,73)
ゆる

ニール。A・マックスウェル長老

「最近堕胎が著しく増加しており，次のような問い
を投げかける人がいます。『わたしたちは神の第2の大
切な戒めである隣人愛からあまりにも遠ざかり，胎児
は少なくとも母親の隣人として，もはや愛される資格
はないと思われるようになったのでしょうか｡』たとえ
そうだとしても，まだ生まれていない子供に対する暴
力は，ほかの暴力を正当化することはできません｡」
(｢敵する者は皆一つに集められたり」『聖徒の道」1993
年7月号，78）

ダリン．H・オークス長老

のは，永遠の計画に関する知識なのです。この計画に
よれば神のすべての霊の子供たちは栄えある目的を持
ってこの地上に来ました。しかも，人の個性は胎内に
宿るはるか以前から存在し,永遠の来世に至るまで存
続します。『ごくわずかな』例外を除いて，『自らの意
志を持って行う堕胎は，根本的に主の戒めに背くもの
である。「あなたは……殺してはならない。これに類す
ることをしてはならない」（教義と聖約59：6)』（『教会
総合指導手引き・補遺』[1991年版]9。『教会指導総合
手引き』ll‑14参照）と言われた神の預言者をわたし
たちは信頼します。

人に幸福を与える偉大な幸福の計画に関するわたし
たちの知識に照らして考えると，結婚や子供をもうけ
ることについて独特の見方が生じます。この点につい
ても，教会の立場は現代の慣習や法律，経済の強い影
響力と真っ向から対立するものです｡」（｢人に幸福を与
える偉大な計画」『聖徒の道』1994年1月号,83)

ラッセル．M・ネルソン長老

「愛する者の生命が戦争で失われるのは悲しむべき

永遠の結婚生徒用手引き
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男性と女性の平等

ゴードン．B･ヒンクレー大管長
はんりよ

「わたしは52年間伴侶とともに歩んできました。妻

の貢献はわたしに比べて主の前に劣るでしょうか。そ

役割と責任においては男性と女性の間に
f 言
丘

大きな遠いがあります｡■■好？?"やですから,

うではないことを心からうれしく思います。妻はわた
しの傍らにあって，静かに歩みを共にし，わたしが

様々な責任を果たすのを支え，子供たちを育てその幸

注にあっては女性紅に 輝雄ぃ■

せのために尽くし，教会の多くの責任を果たし，どこ

,ffⅡ？■ⅡL ",し駒#〆『男性な＃しには女性はないのです。"

へ行っても，人々を力強く慰めてきました。わたしは

きき＝二J｢スペンサー61W"己キンボ學ル大管長

年を取るにつれ，半世紀以上も前に主の宮の聖壇でと
もにひざまずいたこの小柄な女性にいよいよ感謝の念

を深め，愛を深めてきました｡」（｢あなたの内なる神の

精選ざれた教え

たまもの

賜を伸ばしなさい」『聖徒の道』1990年1月号,98参
照
）

ジョージ・アルバート・スミス大管長

「預言者ジョセフ．スミスが女性解放の蕊を開けた
ことで，全世界のために鍵が開かれたのです。それ以
来，宗教の自由，公民の自由といった祝福を享受する
女性の数は時代とともに増えています｡｣(@.Addressto
theMembersoftheReliefSociety,"Re"efSociety
Magazine,1945年12月号,717)
スペンサー．W･キンボール大管長

「とは言っても，男女の役割と責任は異なっていま
す。それは永遠に変わることのない違いです。女性に
は母親として，また姉妹として多くの大切な責任があ

り，男性には父親として，また神権者として重大な責
任があります。ですから，主にあっては男性なしには
女性はないし，女性なしには男性はないのです。(1コ
リント11:11参照）……

たとえ男女の永遠の役割が異なっていても，……進
歩するという点で，多くのなすべきことが残されてい
ます｡」（｢義なる女性の役割」『聖徒の道」1980年3月
号,141参照）

「わたしたちは，末日聖徒の女性にこの永遠の業に
あって，沈黙の協力者，部分的な協力者にはなってい
ただきたくないのです。どうぞ，献身的に，そして全

面的に協力してください。」（｢女性の特権と責任」『聖
徒の道』1979年2月号,152‑153参照）

ボイド．K･パッカー長老

「教会には，明確な神権の系譜があります。わたし

たちは，自分を管理する人によって召された場所で奉
仕します。
はんりょ

家庭では，夫婦が対等の伴侶として一致し，決定を
共にし，常に協力し合います。夫や父親には，霊感を
受けてふさわしい指導力を発揮する責任があり，妻は
その夫の後ろでも前でもなく，横に並ぶのですc」（｢扶
助協会」『聖徒の道』1998年7月号,79)
ブルース。R・マッコンキー長老
みたまたまもの

「霊的な事柄に関する限り，御霊の賜物に関連する
あかし
すべてのこと，すなわち啓示を受けること，証を得る
こと，示現を見ること，そのほか聖なること，あるい
は義にかなっているためにもたらされるあらゆること
において男と女は主の前にまったく平等な存在である
と言えます｡」（｢歴史上の女性たち」「聖徒の道』1979
年6月号，7参照）

「主はその民を教え導くために使徒や預言者，義人
を遣わされるとき，必ずその傍らに同等の霊性を備え
た女性を置かれます。…･･･一方の昇栄は他方の昇栄に
依存しているのです｡｣(DoctrinaノNewTestament
Commentary,第3巻,302)
ボイド。K･パッカー長老

ハワード．W･ハンター大管長

「神権を持つ男性は妻をパートナーと考えて，家庭
を治め家族を導くうえで必要な事柄をすべて知らせ，
相互に納得して決定します。．．…･主は，妻が夫の助け
手，つまり対等で全面的な協力者となるよう望んでい
らっしゃいます｡」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒の道』
1995年1月号,58参照）

永遠の結婚生徒用手引き

「皆さんの妻は，家族を導くうえでのパートナーで

すから，家庭に関するあらゆる決定について十分な情
報と参加の機会を得るべきです｡」（｢父親と家族」「聖
徒の道』1994年7月号,22)
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「〔姉妹〕たちの望みは，意見を聞いてもらい，重ん
「家庭にあって，神権者は妻や家族の中の妻以外の「〔姉妹〕たちの望みは，意見を聞いてもらい，重ん
じられ，ステークやワードに，そして主に仕え，教会
女性にどう接したらよいでしょうか。奥さんを大切にじられ，ステークやワードに，そして主に仕え，教会
の使命達成を助けるであろう会員たちのために，意味
してください。奥さんは，夫が自分を祝福するのを間の使命達成を助けるであろう会員たちのために，意味
のある貢献をすることだといいます。……
き，子供たちは父親が母親をほめたたえるのを聞かな のある貢献をすることだといいます。……
兄弟の皆さん，評議会で姉妹たちの大切な意見を忘
ければなりません（筬言31:28参照)。主は娘たちを,;兄弟の皆さん，評議会で姉妹たちの大切な意見を忘
れずに求めるようにしてください｡」（｢評議の力」『聖
息子たちと同じく大切に思っていらっしゃいます。夫れずに求めるようにしてください｡」（｢評議の力」『聖
徒の道』1994年1月号,85‑86参照）
婦の間に上下はありません。それぞれ神から与えられ徒の道』1994年1月号,85‑86参照）
た異なった責任を持っているのです。妻に与えられた

責任の中心を成すのが，母親としての召しです。わたIエライザ．R・スノー姉妹

こんにち

しは，愛する忠実な姉妹たちがその召しに伴う特別な：「『女性の地位jは，今日の重要な話題の一つです。
御霊の恵みを受けられることを固く信じ，‑−−−−：、それ自体が社会的，政治的に，世の中の
みたま

ています｡」（｢誓約を守り，神権を尊ぶ」夫婦の間に注目を集めています。中には･･…･男性が
『聖徒の道』1994年1月号,46参照）気まぐれや思いつき，あるいは正義の名
上万はあり麦せん。

「父親も母親も子供たちに対して，そくの下に女性に与える権利以外は，いかな

れぞれ本質的に異なった役割を果たしまる女性の権利も認めようとしない入がい
す。どちらも子供を養育する能力を備えていますが，
その方法は同じではないのです。母親は，子供たちが
現在から将来にわたって家庭内で生活するためにしつ
け，備えるのに，父親より大きな役割を果たすと思わ
れます。一方，父親は子供たちに家族以外の社会へ適
応していく準備をさせるうえですばらしい特質を備え
ているようです｡」（｢父親よ，家庭に戻りなさい」『聖
徒の道」1993年7月号,38参照）
ダリン･H・オークス長老

「現代社会には，男女の性差を混乱させ，男女問の
相違を均質化させようとする政治的，法律的，社会的
な圧力があちこちで見られます。人に幸福を与える偉
大な幸福の計画を実現するために不可欠な男女の特権
と務めの違いを変えようとする動きは，わたしたちの
永遠の観点とは相反するものです。わたしたちは男女
の扱いを変えるすべての動きに反対するわけではあり
ません。永遠の原則を無視した旧弊は法律や慣習を変
えることによってどうしても正さなければならない場
合もあるからです｡」（｢人に幸福を与える偉大な計画」

ます･彼らは反論できない場合は，相手を非難し，あ

ざけります。これは，議論の余地のない正しい原則に
じようとう
反対する者が取る常套手段です。そうかと思えば，女
性の地位を向上させることを認めるだけでなく，女性
を男性に敵対させ，対立する存在であると決めつける，
極端で急進的な論理を展開する人々もいます。彼らは
女性が完全に自立していることを示すためには，男性
が持つふらちな特質を女性が取り入れなければならな
いと信じているのです。そのような特質は女性がまね
る価値などまったくなく，男性自身が遠ざけ，改善す
べきものなのです。こうした両極端の考えがあり，そ
の中間に「黄金の中庸」があるのです｡」(@｣Woman's
Status,''WomanisEXponent,1872年7月15日付,29)

『聖徒の道」1994年1月号,83参照）

永遠の結婚生徒用手引き
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男性と女性の本質的な相違点

善，親切，慈愛から成っていて，皆さんに女性として
の個性を与えています。また，より攻撃的で競争的な
男性の性質とのバランスを保っているのです。

■孵噌#"男性の性質に合づた役剖■■:Ⅳ』■』〆
女性の性質に合うた役割があります。
一一ポイドジKqパツカー長老

ビジネスの世界は競争が激しく，時には過酷です。

女性が男性に匹敵する知力と技能の両方を備え，場合
によっては男性を上回る能力を持っていることに，わ
たしたちは少しの疑いも抱いていません。しかし，女
性は競争によって，必然的に，攻撃的で競争心が強く
ならざるを得ません。その結果，自らの神聖な属性が

精選された教え

弱められ，女性は男性と同一の特質を身に付けるよう

ハロルド。B・リー大管長

Benson,547‑548)

になってしまうのです｡｣(TeachingsofEzraTaft
「わたしの経験から，忠実な母親には，わたしたち
たまもの
がしばしば母親の直感と呼んでいる特別な賜物がある
ように思えるのです。恐らく母性という偉大な祝福と
ともに，わたしたちの天の御父は母親にこの特質を授
けてくださったのでしょう。父親は神権の召しや生計
を立てる仕事に忙しくて，家庭で子供たちを育てると

いう，より身近で細かな務めに関する事柄において，
天の存在者にそれほど近づくことがないからです｡」
(TeachingsofHaroﾉdBLee,291)
スペンサー。W・キンボール大管長
あわ

「知恵と憐れみに富んでおられる御父は，潜在的な
力を十分に開花させるために，男性と女性を互いに依
存し合うように創造されました。男女の性質は幾らか
異なっているからこそ互いに補い合えるのです。また
多くの点で似通っているので，互いに理解することが
できます。互いの相違をうらやむことなく，表面的な
相違と本質的な相違を区別し，それぞれに合った行動
を取りましょう。」（｢扶助協会一その将来と可能性」
『聖徒の道」1977年3月号,183参照）
「わたしたちは神の霊の子供として，まったく平等
でした。また，神が一人一人に注いでくださる完全な
愛を受け入れる者として，今も平等です。……
とは言っても，男女の役割と責任は異なっています。
それは永遠に変わることのない違いです。女性には母
親として，また姉妹として多くの大切な責任があり，
男性には父親として，また神権者として重大な責任が
あります｡」（｢義なる女性の役割」「聖徒の道』1980年3

ハワード．W・ハンター大管長

「結婚生活の安定と喜びを持続させるために女性に

重荷を負わせるのは男性の考えから来たものであると，
皆さんはおっしゃるかもしれません。しかし，これは
女性の神聖な特質ではないでしょうか。女性は結婚と
いう関係においてより優れた霊性を備えていて，義に
かなった生活のために家族を励まし，高め，教え，模
範となる機会に恵まれています。男性と同等であるよ
りも卓越した存在である方がもっと大切であると自覚
するようになるとき，女性は主がその神聖な計画の中
で定められたこれらの原則に従って生きることに真の
喜びを見いだすことでしょう｡」(TeachingsofHoward
W:Hunter,139)

「女性が男性と対等の職業や仕事，社会的地位に就
き，男性と同じ服装をして同じように働こうとするの
は，奇妙に思えます。わたしは女性にそうする能力が
あるという事実を否定しません。しかし聖文を読むと
き，主が女性について話されたこと，家族や子供につ
いて話されたこととこれを調和させるのは難しいこと
が分かります。男性と女性に関しては，たとえ多くの
共通点があるとしても，両者の間にわたしたちが十分
に理解している区別があるように思われます。たとえ
世界中で．…･･開かれる集会においてこれらのことが要

求されているようであっても，わたしは女性が男性の
レベルまで引きずり降ろされる時が決して来ないよう

に願っていますc｣(TeachingsofHowardWHunter,
1
5
0
)

月号,140‑141)
ジェームズ．E・ファウスト副管長

エズラ・タフト・ベンソン大管長
「〔女性の〕皆さんは男性と同じように創造されたの

ではありません。皆さんの天賦の属性や情愛，個性は，
男性のものとはまったく違います。それらは忠実，慈
永遠の結婚生徒用手引き

「男性も女性も，この世に誕生する前に幾つかの約
束をし……，また，それぞれに異なる，すばらしい
賜物を豊かに授けられてこの地上に来ることに同意し
たのです。わたしたちは，男性も女性も，それぞれの
たまもの
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方法で，またそれぞれの割り当てを受けて，大いなる

を奪っていくのです｡」（｢扶助協会」「聖徒の道』1998

働きをなすように求められています。

年7月号，79）

……男性のようになるというのは，答えではありま
せん。むしろ，自分が一体何者であるかということ，

トーマス。S・モンソン長老

また，御父と交わした永遠の聖約を守り，神の子供と
して持っている力を十分発揮して生活するということ
が答えなのです。……

皆さんはいつか，自分自身が持つ女性としての自然
な本能にこたえなければならないことがあるでしょう。
預言者ジョセフ・スミスは，それは皆さんの天性と調
和の取れたものであると言っています。『皆さんが自分
に与えられている特権にふさわしい行動をするなら，
天使を友とすることもできるようになります。』
(TeachingsofthePmp/letﾉひsephSIn肋，ジョセフ・

「近代主義者，そして女性解放の運動家さえも，女
性が人であることに加えて一つの性に属しており，そ

してその働きや行動における男女の重要な違いが性に
おける違いに関連していることを忘れています。男女

の権利は平等であっても，それぞれの働きや義務は同
じではありません。使徒パウロが宣言したように，『…
…主にあっては，男なしには女はないし，女なしには
男はない』のです(1コリントll:11)｡｣("The
Women，sMovement：LiberationorDeception？

助sign,1971年1月号,20)

フイールデイング・スミス編，226）皆さんはこれらの

本能と善を行うようにとの促しに進んでこたえる必要
があります。心を静め，聖霊のささやきに耳を傾けて
ください。前世において，皆さんの心の奥深く神によ
って植え付けられた気高く直観的な感情に従ってくだ

ボイド．K・パッカー長老

さい。そうすることによって，皆さんは神の聖なる
きよ

そ，幸福の計画の鍵なのです。

みたま

「アダムとエバは生まれながらに互いに異なってい

なければ，増えて地を満たすという神の戒めは達成で
きませんでした（創世l:28)。互いを補い合う関係こ
かぎ

御霊にこたえ，真理によって聖められます。また，永
遠の誉れと愛を受けられるようになるのです。皆さん

男性の性質に合った役割，女性の性質に合った役割
があります｡」（｢この世から永遠にわたって」『聖徒の

のおもな仕事は，愛と憐れみを示す大きな力で，人々
を豊かにすることなのです｡」（｢天使に近い者となるた
めに」「聖徒の道』1998年7月号,104,106参照）

道』1994年1月号,25参照）

あわ

ジェームズ。E・ファウスト長老
257ページの引用を参照。

ボイド．K・パッカー十二使徒定員会会長代理

いや

ダリン．H・オークス長老
「姉妹たちの優しい手は，それが触れる者に癒しや
「現代社会には，男女の性差を混同し，男女問の相
励ましを与えます。それは，男性の手がいかに善意に
違をなくそうとする政治的，法律的，社会的な圧力が
満ちていても，決してまねのできないものです｡」（｢扶
あちこちで見られます。人に幸福を与える偉大な幸福
助協会」『聖徒の道』1998年7月号,77参照）
の計画を実現するために不可欠な男女の特権と務めの
「家庭と教会において，姉妹たちはその特質を尊重
違いを変えようとする動きは，わたしたちの永遠の観
されるべきです。男女の特性が生み出す男らしさと女
点とは相反するものです。わたしたちは男女の扱いを
らしさを消し去るような影響力や活動を，知らずに助
変えるすべての動きに反対するわけではありません｡
長しないように気をつけてください。父親である男性
永遠の原則を無視した旧弊は法律や慣習を変えること
は，一般に女性の仕事と思われている多くのことを行
によってどうしても正言なければならない場合もある
えます。逆に，母親である女性も，必要となれば，女
からです｡」（｢人に幸福を与える偉大な計画」『聖徒の
性としての役割をおろそかにせずに，男性の責任と一
道
j1994年1月号,83)
般に考えられている多くのことを行えます。たとえそ
うであっても，指導者と特に両親は，家
リチャード．G・スコット長老
庭と家族の土台に欠かせない明確な男ら
家庭と家族の土台に欠
「天の御父は御自分の息子，娘たちに，
しさと女らしさがあることを認識する必
かせない，明確な男ら
主の計画の中で果たすべき個々の責任に
要があります。何であれ，男女の違いを
しさと女らしさという
見合った独特の特質を授けられました。
乱したり，弱めたり，消し去ろうとした
ものが存在しますb
御父の計画に従うには，あなたが息子，
りするものは，家族をむしばみ，それに

かかわるすべての人から幸福への可能性

娘，夫，妻として御父に期待されている

永遠の結婚生徒用手引き
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事柄を行う必要があります。各自の役割は違いますが，

である神に従う女性を知っています。そのような女性

それぞれが完全に補い合っているのです。主の計画で
は，完全な者となるには二人，つまり男性と女性が必
要です。確かに夫と妻はそっくりな状態に造られてい

は男性を従順にし，教え，励ましてくれます。わたし

るわけではありませんが，互いに補い合う能力と特質

を神によって授けられた，驚嘆すべき組み合わせです。
こうした異なった特質は，結婚を通じて一つになり，
調和して，夫と妻，子供や孫たちにとって祝福となり
ます。人生で最大の幸福と豊かな実りを得るには，夫
と妻の両方が必要なのです。二人の働きは結びつき，
補い合っています。各人は，主が男女の幸福のために
定められた役割に最も合う，それぞれの特質を与えら
れています。主が意図されたとおりにこれらの特質を
行使するなら，夫婦は，一つとなって考え，行動し，

喜びを得ることでしょう。また，問題に一緒に直面し，
一つになって克服するでしょう。愛と理解力をもって

成長し，神殿の儀式を通して結び合わされた二人は永
遠に一つとなるでしょう。これがその計画です。
アダムとエバの生涯を研究するなら，すばらしい親
となるための道が見いだせるでしょう。アダムは地球

の創造を助けたミカエルであり，栄光に満ちた，驚嘆
すべき人物です。エバもそれに似つかわしい人物で，
成熟した，力強い，有為な伴侶です。二人が木の実を
食べた後，主が彼らに声をかけられました。彼らの答
えは，男性と女性の異なった特質を幾つか明らかにし
ています◎アダムに対して主はこう言われました。『食
はんりょ

べてはならない．．…･と命じておいた木から，あなたは

取って食べたのか｡』（モーセ4：17）アダムの反応は，
できるかぎり自分が正しい状態にあるように見られた
いと願う男性の特徴を示しています、彼の答えはこう
でした。『あなたがわたしに与えてくださって，わたし
とともにいるようにと命じられた女が，その木の実を
くれたので，わたしは食べました｡』（モーセ4:18)次
いで主はエバに言われました。『あなたは何ということ
をしたのか｡」（モーセ4:19)エバの反応は，女性の特
徴を示していました。その答えは非常に簡単で，率直
でした。『蛇がわたしをだましたのです。それでわたし

は食べました｡』（モーセ4:19)｣(｢偉大な幸福の計画
を実践する」『聖徒の道』1997年1月号，84）
ニール．A・マックスウェル長老

「兄弟姉妹，わたしたちは男性と女性の役割，なら
びに母親と神権者の役割がそれぞれ分担されている理
由をほとんど知りません。これらの役割は前世におい
て神によって定められたものです。．….、
わたしたち男性は，妻，母，姉妹，娘，同僚，友人
永遠の結婚生徒用手引き

たち男性は女性の皆さんに愛情と同時に尊敬の気持ち

を抱いています。義は役割に左右されることはなく，
善は性別に関係があるものではないからです。王国の

業を果たすのに男女はお互いになくてはならない存在
であり，またお互いをうらやむこともありません。役
割を逆にしたり，役割を放棄したりしては，男らしさ
や女らしさが損なわれてしまいます｡」（｢神に従う女性」
『聖徒の道』1978年10月号,12)
メリル・』・ベイトマン長老

「男性は女性がどんなに栄光ある存在であるか理解
するとき，女性に対して異なった接し方をするように
なります。女性は男性がその中に神格の種を有してい
ることを理解するとき，現在の姿だけでなく将来どの
ような人物になるかという可能性のゆえに，その男性
を尊敬するようになります。神性を理解することによ
って，各々が相手に対して尊敬の気持ちを抱くのです。
永遠の観点は男性と女性の心に，互いに学び合い，分
かち合いたいという願望を生じさせます。
男と女は，補い合う存在として創造されました。互
いに補い合って完全になります。パウロはコリント人
にこう言いました。『ただ，主にあっては，男なしには

女はないし，女なしには男はない｡l(1コリント11:11)
男と女は肉体面だけでなく，情緒面でも，霊的な面で
も，互いに補い合うのです。使徒パウロは，『不信者の
夫は妻によってきよめられており，また，不信者の妻
も夫によってきよめられている」ので，どちらの子供
も彼らによってきよくなる，と教えました(1コリント
7:14)。男と女は異なる長所と短所を持っていて，結
婚はその違いのゆえに霊的成長が促進される共同関係
なのです｡」("TheEternalFamily,"113)
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この世から永遠にわたって

エバが助け手として造られ，結婚が定められ,'9アダ

ムは（単に女性ではなく）妻に心を向け，「その他のも
十二使徒定員会会員
ボイド･K・パッカー

のと結び合ってはならない｣20と命じられました。

エバは選択を強いられたと言ってもいいでしょう。2］
だら〈
エバの決断は称賛すべきものでした。「アダムが堕落し

『聖徒の道」1994年1月号，
妬一調

たのは人が存在するため」だったのです｡2ユ

オーソン･F･ホイットニー長老は堕落をこう説明

しました。「それは上下両方の方向性を持っている。人
間をこの世に送り出しただけでなく，進歩するために

用意された道に立たせたからである｡」23

神はアダムとエバを祝福され，「彼らを祝福して言っ
た。『生めよ，増えよ……｡』」24こうして家族が誕生し

猿大を幸福の計画

ました。
愛する兄弟姉妹の皆さん，聖文および使徒や預言者：ました。
たちの教えは，前世におけるわたしたちのことを神の

霊の子供，息子，娘と呼んでいます｡Ⅲこの世に生を受i神の目には，男女は等しい価値を持つ
ける前に，性別は存在していたのです｡2啓示の中には，神の目から見て女性であるより男性
天上の大会議において,3神の計画4すなわち救いの：である方がよいとか，神が娘よりも息子に価値を置か
あがな

計画,，蹟いの計画,6偉大な幸福の計画7が提示されまiれたと示唆するものは，何もありません。

した。その計画によりわたしたちすべてが善悪のいず聖典に述べられているあらゆる徳すなわち愛，喜
れかを選ばなければならない試しの場が設けられまし，ぴ，平安，信仰，信心，慈愛は男女どちらにも備わつ
たo8蹟い主が用意され，贈罪と復活が可能になり，従ており,25この世で最高の神権の儀式は男女一緒でなけ
しよくざい

みまえ

順であれば神の御前に帰れるように定められています。；れぱ授けられません｡2

悪魔は反逆し，自分の計画を選びましたo9悪魔の計堕落の後は，自然の律法が肉体の誕生を支配するよ
画に従う人々は，肉体を得る特権を拒まれましたOlOわうになりました。そこには,J･ルーベン・クラ−
たしたちがこの地上にいるということは，御父の計画ク・ジュニア副管長が「自然のいたずら」27と呼んだも

に賛同したことを確証しています。】！のが存在していて，いろいろな異常や欠如，障害が見
ルシフェルの計画はただ一つ，偉大な幸福の計画に られます。しかし人間の理性の目にはいかに不公平に

反対して，人生の中で最も純粋で美しく魅力ある経験，｜映ろうと，それらは人類が通るべき試しの中で，とも
すなわちロマンスと愛と結婚，そして子供の養育といかく主の目的にかなっているのです。

う体験を汚すことでした｡!'悪魔の後には器意と罪といふさわしい本能の働きに従い,義にかなった衝動の

う亡霊が付きまとっています｡'ヨその傷を癒すのは悔いすべてにこたえ，人を高める至高の人間関係を完結さ
改めしかありませんoiせることは，イエス・キリストの福音の教義により定
められ，承認され，主の教会に啓示された戒めによっ

神の計画は，結婚し，家族を持つことを求める

iて守られています。

幸福の計画では男性と女性，夫と妻の義にかなった

結合が必要です｡, その教義は，ともすればわたしたち男女の投割
の行動を支配しがちな自然の衝動にどう対応するかをアダムとエバが生まれながらに互いに異なっていな
教えてくれます。ければ，増えて地を満たすことはできませんでしたO28
神の姿形に似せて造られた体がアダムに与えられ,'5互いを補い合う関係こそ，幸福の計画の鍵なのです。
アダムは園に導かれました｡'6最初，アダムは一人でし男性の性質に合った役割，女性の性質に合った役割
た。彼には神権がありましたが717−人では造られた目iがあります。男性が守り手，供給者であることは，聖
かぎ

的を遂げることはできません｡lS典からも自然の摂理からも分かります｡29
だれもできなかったのです。一人でも，ほかの男性：教会の管理に関連する神権の責任は，必然的に家庭

と一緒でも，アダムは進歩できなかったのです。エバ；外で機能するものです。それは神の命により男性に託
がほかの女性と一緒にいても同様でした。それは昔も；されました。世の初めからそうでした。神がこう啓示
今も変わりません。；されたからです。「この神権の位は，父親から息子へ継
永遠の結婚生徒用手引き
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承されるように確認されたものであり，．.…．この位は

不意を突かれた教師は，「どっちでもいいわ。ただの

アダムの時代に設けられ……たo｣30

猫よ」と答えました。

神権を持つ男性は昇栄の資格を得るうえで女性より
有利であるということではありません。女性も本質的
に創造における神との共同者であり，子供の第一の養
育者です。完成と昇栄のために必要な徳や属性は当然
女性にも与えられ，結婚と母性を通して洗練されます。
御父の幸福の計画に従うために，神権はふさわしい
男性のみに授けられます。自然の律法と啓示された神
の言葉を調和させることにより，それが最良の道とな

しかし，生徒たちは納得しません。すると，ある男
の子が言いました。「ぼく，雄か雌かどうやって分かる

ります。

か知ってるよ｡」

当惑した教師は答えました。「いいわ，雄か雌かどう
やって分かるか教えてちょうだい｡」

男の子は答えました。「投票すればいいんだよ｡」

世の中には変えられないものがあります。教義も変
えることはできません。

ウイルフォード・ウッドラフ大管長は次のように語

神権には重大な責任が伴います。「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」3]のです。

人が「いかなる程度の不義によってでも，人の子ら
を制御し，支配し，強制」すれば,32「神権に伴う誓訶
と聖約」は破られます。詔そして「天は退き去り，主の
みたま
御霊は深く悲しむ」のですo34悔い改めなければ祝福は

りました。「人の子らの救いと昇栄のために啓示された
ほ ご

原則は，……反故にすることはできません。人がいか

に力を結集しても，それらの原則を崩すことはできま
せん。決して消滅しない原則なのです。……人が手を

下したり滅ぼしたりできるものではなく，……全世界
の力を結集しても，その原則を滅ぼすことはできませ
ん。……この原則のごくわずかであっても，決して滅
びることはないのです｡｣36

男性と女性の異なる役割は，天で宣言されたもので
すが，もっと現実的で身近な家庭生活の中で最もよく

第二次世界大戦では，戦いのために人々が徴集され
ました。緊急時には，世界中の妻や母がかつて経験し
たことのない労働に駆り出され，戦争の最も悲惨な影
こんいち
響が家庭に及びました。それは今日の世代にまで引き

実証されます。

ずられています。

失われます。

せいさん

最近ある聖餐会で，孫たちがなぜ「おじいちゃんの

家」ではなく「おばあちゃんの家」に行くと言うのか
分からない，と話していた人がいました。わたしはそ
の大いなる不思議を解決してあげました。おじいちゃ
んはパイを焼かないからです。

自然と霊の律法は永遠である

人生を支配する自然と霊の律法はこの世が創造され

増えよ，地に満ちよ

1942年10月の総大会で，大管長会は世界のすべての
国や地域の聖徒たちに向けて，次のような声明を発表
しました。「教会の大管長会としてわたしたちに授けら
れた権能を通して，民に警告しますc」
そして次のように述べています。「主はアダムとエバ

授業中に子猫が教室に入って来て，クラスが 騒がし
くなりました。子猫は，全員が見える前の方に連れて

への最初の戒めの中で『増えよ，地に満ちよ」と言わ
れました。主はこの戒めを現代にも繰り返されました。
この結婚の聖約が永久不変であるという原則を，この
最後の神権時代に再び啓示されたのです。……
主はアダムに授けられた『増えよ，地に満ちよ』と
いう戒めに従うことがすべての夫婦に与えられた義務
であると言われました。肉の幕屋を受けることを待つ，
選ばれた霊の軍勢が地上に来て，神の大いなる計画の
下に進み行き，完全な者となるためです◎肉の幕屋が
なければ，彼らは神が定めたもうた行く末に到達でき
ないからです。このように，すべての夫婦は，聖なる
永遠の聖約の下に生まれた子供たちにとって，イスラ

来られました。

エルの父母とならなければなりません。

る前から設けられていましたo35律法は永遠であり，律
法への従順，不従順がもたらす結果も永遠です。それ
は社会的，政治的に考慮すべき事柄に基づくものでは
ありません。不変のものであり，どのような圧力，抵
抗，法律をもってしても変えられません。
だいぶ以前に，アメリカ先住民のセミナリーを監督
していたときのことです。アルバカーキの学校を訪問

すると，校長が1年生のクラスでの出来事を話してく
れました。

すると一人の生徒が尋ねました。「この猫は雄ですか，
雌ですか｡」

永遠の結婚生徒用手引き
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供たちと主の双方に対し，最も神聖な義務を負うこと
になります。なぜなら，それらの霊が来るべき永遠の
世界でどのような運命を迎えるか，すなわち来世で祝
福を受けるか，それとも罰を受けるかは，かなりの部
分において，両親がその霊に与える扶養と教育と訓練
に左右されるからです。

いかなる両親もその義務と責任から逃れることはで
きません。主はその義務の遂行に関して，わたしたち
に厳格な説明の義務を課しておられます。人間に課せ
られた義務の中でこれほど気高いものはありません｡」

度がないにもかかわらず一人で子供を育て養わなけれ

ばならない人々は，戒めを守るかぎり，永遠の世にお
いていかなる祝福も拒まれることはありません｡39ロレ

ンゾ・スノー大管長は，「それは確かで疑いのないこと
である」と約束していますO40
かぎ

宝と鍵のたとえ
最後に，たとえ話をしましょう。
かぎ

昔ある人が，遺産として鍵を二つ受け取りました。
最初の鍵はどんな犠牲を払ってでも守らなければなら

ない倉の鍵であると言われました。2番目の鍵はその倉

母親とをることは神聖な召しである
母親について，大管長会はこう語っています。「この
ようにして，母親となることは神聖な召しなのです。
それは主の計画を達成するための献身であり，前世で
第一の位を保ち，第二の位を得るためにこの世へ来て
『何であろうと，主なる彼らの神が命じられるすべての
ことを彼らがなすかどうかを見』られる（アブラハム
3：25）霊たちの，体と心と霊を養い育てる業に自分を
ささげることです○彼らが第二の位を保てるように導
くのも母親の仕事です。「第二の位を守る者は，とこし
えに栄光をその頭に付け加えられるであろう。』（アブ
ラハム3：26）

子供をもうけ育てるという，この神から与えられた
務めを果たせるのは母親だけです。ほかの人にゆだね
ることはできません。看護師にも保母にもベビーシッ
ターにもできません。母親だけが，父親や兄弟姉妹の

愛の手に助けられて，注意深く十分に世話することが
できるのです｡」

そして大管長会はこう勧告しています。「金銭や名声，
あるいは社会奉仕のためであっても母親の仕事でない
仕事のために子供の世話を他にゆだねる母親は，『わが
ままにさせた子はその母に恥をもたらす』（筬言29：15）
との言葉を思い起こす必要があります○主は今日，両
親が子供に教会の教義を教えなければ，『〔その〕罪は
その両親の頭にある』と教えておられます（教義と聖
約68：25)･

母親の役割は神の役割に近いものです。人間が行う
最も高貴な業です。その業はその聖なる召しと務めを
敬う母親を天使の次に置くものです。」37
大管長会のこの声明は，発表された当時よりも現在

の中の金庫の鍵で，その金庫には宝が入っていました。
彼はこの金庫を開けて中の宝を自由に使ってよいと言
われました。また多くの者が鍵を盗もうとしているか

ら気をつけるようにとも忠告されました。有意義に使
えばその宝は殖えて，永遠にわたって決してなくなら
ないという約束を受けました。つまり彼は試されるわ
けです。ほかの人のためにその宝を使えば，自分の祝
福と喜びは増し加えられるとのことでした。

かぎ

その男は一人で倉に行きました。初めの鍵で扉を開
けました。そして2番目の鍵で宝の箱を開けようとし
ましたが開きませんでした。金庫には錠が二つかかっ
ていたからです。彼の鍵だけでは開きませんでした。
どんなに頑張っても，開きません。彼は当惑しました。
鍵をもらい，宝は自分のものだとも言われました。指
示にも従いました。でも金庫は開きません。
すると，一人の女性が倉に入って来ました。彼女も
鍵を持っていました。明らかに彼の鍵とは違います。
それは，もう一つの鍵穴にぴったり合いました。男は
けんそん
謙遜になりました。彼女なくして宝は手に入らないこ
とが分かったからです。

二人は，一緒に宝の箱を開けること，そして指示ど
おり，男は倉を守り，女は宝を守ることを誓いました。

女は倉の番人である男が二つの蕊を持っていることを
気にかけませんでした。なぜなら，二人にとって最も
大切なものを守る自分を保護してくれることが男の役
目だからです。二人は一緒に金庫を開け，宝を手にし
ました。そして約束どおりに殖えていく宝のことを，
ともに喜びました。

彼らは，その宝を子供たちが受け継げることを知っ
て大いに喜びました。子供たち一人一人が，末代に至

においてさらに必要性を増しています。教会のいかな
るレベルのいかなる組織の見解も，この大管長会のメ

るまでそのままの形で宝を受け継げるのです。

ッセージに取って代わるものはありませんo38

を持った伴侶やふさわしい伴侶，宝についての聖約を
喜んで守ろうとする伴侶を見つけられない者も出てく
るでしょう。しかし，戒めを守れば，ごく小さな祝福

生まれつきまたは置かれた境遇のために結婚し子供
をもうける祝福を得られない人々，また自分には落ち

たぶん子供たちの中には，自分の蕊と補完し合う鍵
はんりょ
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でさえ拒まれることはないのです。

−セ4：3参照

宝を乱用するように誘惑する者がいたので，彼らは
かぎ
子供たちに鍵と聖約について注意深く教えました。

時がたち，子孫の中に一方が二つの蕊を与えられ，
他方が一つしか与えられていないことに惑わされ，
嫉妬し，利己心をあらわにする者が出てきました。「宝
は自分だけで好きなように使ってもよいではないか｡」
しっと

利己的な者はそう考えました。

10.TeachingsofthePmphetJOsephSm肋,181,297
参照

11.TeachingsofthePrOphetJOsephSm肋,181参照
12．2ニーファイ2:18;28:20参照
13.アルマ39:5;モロナイ9:9参照

14.教義と聖約130:2;131:2;lコリント11:11;Jz‑
ペソ5:31参照

中には自分に与えられた蕊を相手の鍵に似せて作り
変える者が出てきました。そうすれば両方の鍵穴に合
うと考えたのでしょう。金庫は開きませんでした。彼
らの鍵は使いものにならず，遺産は失われました。
感謝をもって宝を受け，宝に関する律法を守った者
たちは，この世から永遠にわたって限りない喜びを得
たのです。

15.モーセ6:8‑9参照
16.モーセ3:8参照
17.モーセ6:67参照

18.モーセ3:18参照
19.モーセ3:23‑24参照

20.教義と聖約42：22
21.モーセ4:7‑12参照

わたしは御父の幸福の計画について，その計画が効
しょくざい
みな

力を持つように蹟罪を成し遂げてくださった主の御名
によって証します。イエス・キリストの御名によって，
あかし

アーメン。

22．2ニーファイ2：25

23.CbwleyandWIIimeyonDoctrine,フオレイス・グ

リーン編，ソルトレーク・シテイー,Bookcraft,
1963年,287

24.モーセ2：28．創世l:28;9:1も参照
注

25．ガラテヤ5：22−23；教義と聖約4：5−6；アルマ

1．教義と聖約76：24参照。民数16:22;へブル12:9
も参照

2.教義と聖約132:63参照。大管長会,"TheOriginof

7：23‑24参照

26.教義と聖約131:2参照
27.J・ルーベン・クラーク,"OurWivesandOur

Man''(1909年ll月),ジェームズ．R･クラーク編，

MothersintheEternalPlan"(1946年10月3日扶助

Messag℃softheFYrstPresidencyofTheChurchof
JesusChriStofLatteredaySaints,全6巻，ソルト
レーク・シティー,Bookcraft,1965‑1975年，第4

Education,andYouth,デビッド．H・ヤーン・ジュ

巻，203；スペンサー･W・キンボール,"The

1984年),62参照

協会大会説教),SelectedPapersonReligion,
ニア編（プロボ,BrighamYoungUniversityPress,

BlessingsandResponsibilitiesofWomanhood",

28.創世1：28参照

Ensign,1976年3月号,71;ゴードン･B・ヒンク

29.教義と聖約75:28;lテモテ5:8参照
30.教義と聖約107:40‑41．教義と聖約84:14‑16も

レー「天父から受け継いだ資質に恥じない生き方」
『聖徒の道』1984年1月号,146‑151も参照
3.TeachingsoftheProphetJOsephSmitfl,ジヨセ

参照

31.教義と聖約121:41‑42,強調付加

フ・フイールデイング・スミス選，ソルトレーク・

32.教義と聖約121:37

シティー,DeseretBookCo.,1938年,348‑349,

33.教義と聖約84：39

357,365参照

34.教義と聖約121:37

4.アブラハム3：24‑27参照

5．ジェロムl:2;アルマ24:14;42:5;モーセ6:62
参照

6.モルモン書ヤコブ6：8；アルマ12:25‑36;17:
16;18:39;22:13‑14;39:18;42:11,13参照
7．アルマ42：8

8.アルマ42：2−5参照

9．2ニーファイ9：28；アルマ12:4‑5;ヒラマン2:

8；3ニーフアイl:16;教義と聖約10:12,23;モ
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35.TeachingsoftheProplletJOsephSm/的,308,367
参照

36.JOurnalofDiScourses,第22巻,342,強調付加
37.ConferenceReport,1942年10月,7,11‑12
38.教義と聖約107:8‑9,22,91参照
39.教義と聖約137:7‑9参照
40."DiscoursebyPresidentLorenzoSnow
M1"enn"Star,1899年8月31日付,547
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女性であることの喜び

分かります。

神は女性を，特に優れた能力を備えた存在として地
中央若い女性会長

上に送ってくださいました。ファウスト副管長は若い

マーガレット･D･ナドール

女性への話の中で次のように述べています。女性らし

｢リアホナ』2001年1月号，

力，霊性，繊細さ，輝き，感受性，創造力，魅力，気

さは「人間性を飾る神聖な特質です。それは愛する能
17‑19

品，優しさ，威厳，内に秘めた力……の中に見ること
ができます。それがどのような方法で表現されるかは，
それぞれの少女あるいは女性によって異なります。し

かしそれは女性がそれぞれ持っているものです。女性

信仰深い女催には輝かしい使命が与えられている
今日，神の娘であることはすばらしい祝福です。わ
たしたちはイエス・キリストの完全な福音を頂いてい

らしさは内なる美しさの一部なのです｡」2

外見に心を配る
わたしたちの外見は，内なる自分を反映します。わ

ます。わたしたちは地上に回復された神権から祝福を
かぎ

たしたちの人生も自分が求めているものを反映します。

受けており，すべての神権の鍵を持つ神の預言者によ

そしてもし，心を尽くして救い主を知り，救い主のよ

って導かれています。わたしはゴードン･B･ヒンクレ

うになることを求めるなら，そうなれることでしょう。

ー大管長と，ふさわしい神権者であるすべての兄弟を

主はわたしたちの神聖な，永遠の兄であられるからで

愛し，尊敬しています。

えてくれます。時の初めから，主は彼女たちに多大な

す。しかし，主はそれ以上の御方です。主は貴き救い
あがな
主であり，わたしたちの蹟い主です。わたしたちはい
にしえのアルマとともに尋ねます。「あなたがたの顔に

信頼を寄せてこられました。主はこのようなときに壮

神の面影を受けているか｡」（アルマ5:14)

また善良で忠実な女性の生活は，わたしに霊感を与

大で輝かしい使命を果たすように，わたしたちを地上

自分が神の娘であることを感謝している女性は，外

に送ってくださったのです。教義と聖約は次のように

見で見分けることができます。そのような女性は自ら

教えています。「まことに，彼らは生まれる前に，ほか

の体を管理するよう任されていることを理解し，敬意

の多くの者とともに，霊の世界において最初の教えを

をもって体を扱います。彼らは自分の体を聖なる神殿

受け，主の定められたときに出て行って人々の霊の救
いのために主のぶどう園で働く準備をしたのである｡」
(教義と聖約138:56)わたしたちの地上での目的を教

のように気遣います。彼らは主の次の教えを理解して
みたま

が自分のうちに宿っていることを知らないのか｡｣(lコ

えてくれる，とてもすばらしい示現です。

リント3:16)

いるのです。「あなたがたは神の宮であって，神の御霊

多く与えられる者からは多く求められます。天の御

神を愛する女性は，自分という神殿に落書き，つま

父はわたしたちが人生での使命と神の目的を果たせる

り入れ墨をすることで肉体を粗末に扱ったり汚したり

ように，娘たちに徳高く，また義にかなって生活する
よう求めておられます。天の御父はわたしたちの成功

するようなことは決してしません。奉献された神聖な
建物の扉を大きく開いて，世の人々に見物させたりも

を望んでおられ，わたしたちが求めれば助けてくださ

しません。わたしたちの体は神殿以上に神聖なもので

います。

す。それは人によってではなく，神によって造られた

女性には符別凌得質が与えられている

さと汚れなさの管理人であり守り手なのです。「もし人

女性が女性として地上に生まれてくることは，誕生
のずっと前から定められていました。男性と女性の神
聖な違いも同様です。わたしは『家族一世界への宣言」
にある，大管長会と十二使徒定員会の教えの明快さが

が，神の宮を破壊するなら，神はその人を滅ぼすであ
ろう。なぜなら，神の宮は聖なるものであり，そして，

ものだからです。わたしたちは，天から携えて来た清

あなたがたはその宮なのだからである。」(1コリント
3:17)

とても好きです。こう述べられています。「性別は，人
ひつす

感謝に満ちた神の娘は注意深く体を守ります。体は

の前世，現世および永遠の状態と目的にとって必須の
特性･… です｡」」この言葉から，すべての少女は地上に

生命の泉であることを知っており，生命を尊んでいる
からです。世の人々に気に入られるために自分の体を
あらわにしたりはしません。天の御父に喜んでいただ

生まれるはるか前から霊において女性であったことが
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けるように慎みをもって歩みます。天の御父に深く愛
されていることを知っているからです。

思いやりと優しさを行いに示す母親を見るとき，そ
こには偉大な影響力を感じることができます。そうし
た母親とともに過ごす家族は，そばにいると愛と敬意

他の人々を教え導く

はんりょ

と心の安らぎを覚えます。母親が聖霊を伴侶とし，そ
みたま

自分が神の娘であることを感謝している女性は，態

の御霊の導きを求めているからです。家族は母親の知

度で分かります。彼女たちは女性には天使の務めが与

恵と的確な判断力によって祝福を受けます。そして，

えられていることを知っており，神の使いとなって神

母親からの祝福を受ける夫や子供たちは，この世のあ

の子供たちを愛して教え導き，救いの教義を教え，悔
い改めさせ，危険な状況にあって彼らを助け，神の業

神の娘たちは母親や祖母やおばから真理を学びます。

を進めるように彼らを導き，神のメッセージを届けた

そして自らも自分の娘に，家庭作りの楽しい知恵を教

いと望んでいますo3家庭や近隣，社会において，神の
子供たちに祝福をもたらすことができると理解してい

えます。さらに，子供のために洗練された教育の機会

るのです◎神の娘であることを感謝している女性は，
みな
主の御名に栄光をもたらします。

ちは子供たちが技術を磨き，それを奉仕に生かせるよ

らゆる社会の安定に寄与します。また，感謝に満ちた

を求めるとともに，自らも知識を渇望します。彼女た
うに助けます。彼女たちは自分が選んだ道が楽な道で
はないものの，最大の努力を傾ける価値のある道であ

たまもの

賜物を尊んで大いなるものとする

ることを知っています。

自分が神の娘であることを感謝している女性は，能
力で分かります。彼女たちは神から与えられた潜在能
力を発揮し，神から授かった賜物を尊んで大いなるも
のとします。能力と強さを持つ彼女たちは家族に祝福
をもたらし，人々に仕え，「神の栄光は英知である」こ
とを理解しています（教義と聖約93：36)･天の御父が
望まれるすべてを備えた女性となれるように永遠の徳
を受け入れ，それに従います。預言者ヤコブはこれら

の徳について次のように語っています。彼女たちは
みまえ
｢神の御前にあって非常に感じやすく，清く，繊細であ
る。これは神にとって喜ばしいことである｡」（モルモ

彼女たちはニール．A･マックスウェル長老のこの言
葉の真意を理解しています。「人類の真実の歴史がすべ
て明らかにされるとき，脚光を浴びるのは砲火の響き

でしょうか，それともかすかに聞こえる子守歌の調べ

でしょうか。軍人の偉大な停戦条約でしょうか，それ
とも家庭や地域社会で女性たちが作り出す平和でしょ
うか。議会で起きることよりも，ゆりかごや台所で起
きることの方がもっと大きな影響を与える力があるこ
とを知るでしょう｡」4

女性本来の養い育てるという特性が永遠に続く祝福
をもたらすことを，神の娘たちは知っています。そし

ン書ヤコブ2：7）

て，神から授かったこの特性を高めるこ

母親の務めに駁意を私う
自分が神の娘であることを感謝してい

る女性は，母親の務めに対して敬意を払

神の女控方泄の女挫の

ようになることは決し
？うてありません。t〃

う姿で見分けることができます。それは，
たとえ一時的にその祝福にあずかることができない場
合にも当てはまります。そのような場合には，彼女た
ちの義の影響力が，その愛する子供たちにとって祝福
となるのです。その模範に裏打ちされた教えが忠実な
家庭に反映され，証を求める子供たちの心に真理を伝
あかし

えるのです◎

感謝に満ちた神の娘たちは神を愛します。そして子
供たちにも，嫌々ながらではなく無条件に神を愛する
ように教えます。それはまるでヒラマンの若き勇士た
ちを育てた母親たちのようです。ヒラマンの若き勇士
たちは強い信仰を持ち，「母親から，疑わなければ神が
救ってくださると教わっていた」のです（アルマ56：
4
7
)
。
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とに努力します。確かに女性が母親の務
めに敬意を払うとき，子供たちは立ち上

がって彼女を祝すでしょう（筬言31：28
参照)。

世の女佳のようになることなく
神の女性が世の女性のようになることは決してあり
ません。世には強情な女性は十分います。必要なのは

心の優しい女性です。粗暴な女性は十分います。必要
なのは思いやりのある女性です。無礼な女性は十分い

ます。必要なのは品のある女性です。名声と財産を手
あつ
にしている女性は十分います。必要なのは信仰の篤い
どんよく

女性です。貧欲はもう十分です。もっと慈しみが必要
です。うぬぼれももう十分です。もっと徳が必要です。
流行ももう十分です。もっと清さが必要です。

すべての若い女性が身に付けるべきものをすべて身
に付けて成長するように願わずにはいられません。母
親と父親が，若い女性に正しい道を示すことができま
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すように。神の娘が神権を尊び，ふさわしい神権者を

姉妹の皆さん，年齢にかかわりなく，自分が何者で

支持できますように。女性が自由を得たと思われてい

あり将来どうなるはずであるかを，また高き王の宮廷

る現代の世の中にあって，時にあざけりを受ける永遠

に入れるように神御自身があなたに用意されたものの
たまもの

の徳の中に大いなる力が得られることを，彼女たちが

すべてを理解しましょう。与えられている貴重な賜物

理解できますように。

を感謝の念をもって用いて，人類がより高逼な考えを

可能性を理解し,はく翻くむ
母親と父親が，自分の娘が天の家から受け継いでい
るすばらしい可能性を理解できますように。わたした
ちは彼女たちの優しさ，養い育てるという特性，持つ
そうめい
て生まれた霊性と感受性，そして聡明さを育ててあげ
なければなりません。少女が少年と異なることをたた

えましょう｡神の大いなる計画で彼女らが占める位置
に感謝しましょう。そしてヒンクレー大管長の次の言
葉をいつも覚えていましょう。「神はまず地を造り，次
に昼と夜，水と陸を分かち，植物と動物を，そして男
性を創造されました。しかし，『良し』との宣言をされ
たのは，女性を創造されたその後なのですo」5
父親，夫，若い男性の皆さん，皆さんが女性と，女
性が持つ可能性のすべてを理解できますように。与え
られている神の聖なる神権にふさわしくあり，神権を

こうまい

持ち，より気高い人々となれるよう助けることができ
みな
ますように。イエス・キリストの御名によって祈りま
す。アーメン。

注

l.「家族一世界への宣言」「聖徒の道』1998年10月号，
24

2．ジェームズ･E･ファウスト「女性であること−最

高の栄誉」『リアホナ』2000年7月号,117
3．ブルース･R・マツコンキー,MormonDoctrine,第
2版(1966年),35参照

4．「神に従う女性」『聖徒の道』1978年10月号,14
5．ゴードン･B・ヒンクレー「若い女性に対するわたし
たちの責任」『聖徒の道』1989年2月号,116

尊んでください。それはわたしたちすべてに祝福をも
たらすものなのです。
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男性の神聖な役割と責任
父親という呼び名は神聖をものであり，

麦た永遠に続くものです琴?ご勿称号がい

かに意味深長であるJかば禅が自らfを
天の父ととをえるようにわたしたちに

■f■言われたことで分かｸ妾ず8℃『？』？

言=弓父よ，あなたは正しい道を歩んでいるか

父よあなたは正しい道を歩んでいるか
パンフレット

兄弟の皆さん，立派な父親になるというチャレンジ
について考えたことがあるでしょうか。子供を正しく

育て，奥さんと心を一つにして家庭内に愛と一致の雰
囲気を保つことはなかなか難しいことです。計画的に
行わなければなりません。では，ほとんどすべての男
性にそのようなチャレンジがあるのはなぜでしょうか。
主が定められた救いの計画により，あなたはこの死
すべき世にあって，数々の試練を経験しなければなり
ません。その中で父親になるという試練ほど困難なも

精選された教え

のはほかにないと言ってよいでしょう。でも考えてく

ハロルド。B・リー大管長

ださい。父親としての務めを果たすということは，あ
る意味で，神になるための備えをするということにな
るのです。このパンフレットは，父親とはいかなるも

「どの女性も交際を望んでいます。妻となることを

願い，母となることを願っています｡しかし，男性が

正当な理由もないのに結婚の責任を回避してしまえば，
女性は結婚することができないのです。兄弟の皆さん，
適齢期に達していながら，これらの愛らしい女性との
誉れある結婚を避けている男性は，神権者としての義
務を果たしていません。彼女たちは夫や家族や家庭を
持ちたいという女性最大の願いを実現しようと努めて
いるのです｡｣(ConferenceReport,1973年10月，

のかについてさらに深く考えようとするものであり，
天の御父にとってあなたがいかに価値ある存在かを知
っていただくためのものです。父親の皆さん，あなた
は正しい道を歩んでいるでしょうか。
天の御父は御子イエス・キリストを通して天と地と

を創造されました。そのとき，あなたは御父の霊の子
供として，この地球の創造をともに歌い喜んだのでし
た。あなたは，地球へ来て肉体を受け，数々の試練を

119‑120;またはEnsign,1974年1月号,100)

受ける必要があることを悟りました。また少なからず
間違いを犯すであろうことも知っていました。またあ

スペンサー．W・キンボール大管長

なたは，兄弟であり救い主である主イエス・キリスト
あがな

「主は初めに，すべての計画を組織されたときに，子
供をもうけ，養い，愛し，導く父親と，子供を宿し，
産み，育て，食物を与え，訓育する母親を定められま

の贈いにより，それらの間違いをすべて悔い改め，元
の罪のない状態に返ることができることを知りました。
そしてイエス・キリストが模範となって，御父のも

した。主は別の方法を採ることもおできになりました
せっさたくま

とへ帰る道を示してくださることも知らされたのです。

が，子供たちが互いに切蹉琢磨し，互いを愛し，敬い，
認め合うように，責任と目的のある交わりを伴う単位
を設けられました。家族は，天の御父が計画し組織さ

創世記を見てみましょう。次のように出ています。「神
は自分のかたちに人を創造された。すなわち･･…･男と
女とに創造された｡」（創世1:27)神はまた男性に地上
のすべてのものを統治する権利，言い換えれば管理の
職を授け，それらに対する責任を負わせられました。
中でも子供たちに対する責任は，彼にとって最大の管

れた，偉大な命の計画なのです｡｣(ConferenceReport,
1973年4月,151;またはEnsign,1973年7月号,15)
ハワード･W・ハンター大管長

「家庭内の霊的な雰囲気は，夫である皆さんと妻と
で作り上げているのです｡」（｢義にかなう夫，父親」
『聖徒の道』1995年1月号,59参照）
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理の職つまり最大の責任となったのです。

結婚は，神が定められたものであり，夫と妻がこの

世だけでなく永遠に結び合う合法的な取り決めです。
結婚の最高の目的はと言えば，それは天の御父の霊の
子供たちに肉体を与えることでしょう。初めての子供
の誕生。あなたはここで，父親になります。この父親
という呼び名は神聖なものであり，また永遠に続くも
のです。この称号がいかに意味深長であるかは，神が
自らを天の父ととなえるようにわたしたちに言われた

男性の神聖な役割と責任269

ことで分かります。

になる娘が，ご主人とまったく同じ言葉，同じしぐさ

家庭において，父親は管理者です。この地上におけ

でお母さんに向かって当たり散らしたのです。このご

る家族の父親としての最もすばらしい経験は，愛と忍

主人は真剣に考えました。「ほんとうに家族を愛してい

耐をもって管理することを学び，また子供たちに正し

るのなら，悔い改めて，家族の幸福のために生活を変

い原則を教えること，さらには善い父親，母親になる

えなければならないのではないだろうか｡」

備えをさせることでしょう。これらのことを，主がわ
たしたちに与えてくださった原則に従って行い，最後

であり義務であることでしょう。幸運にもあなたは，

まで堪え忍ぶならば，あなたの家族は永遠に増し加え
られることでしょう。義にかなった原則に基づいた家

すように求められているわけではありません。あなた

族は，永遠にわたって存在する一単位なのです。この
地上にあってこれらの永遠の目標を達成するに当たり，

神権定員会をはじめそのほかあらゆる組織が，父親で
あるあなたとあなたの家族とを援助します。

立派な父親になるということは，いかに大きな責任

だれの助けも受けずに家族を管理し，物事に判断を下
はんりょ

には，伴侶であり，相談相手であり，同僚であり助け
手であり友達である奥さんがいます。

奥さんはあなたと一つになっているでしょうか。奥
さんについて毎日主に感謝しているでしょうか。神殿

あなたは神とともに創造の業に携わる者となり，生

の中で奥さんと，また主と交わした聖約を守っている

み，増え，地に満ちるように権能を与えられました。

でしょうか。あなたは，思いと言葉と行いを常に清く

すなわち天の御父の霊の子供たちをこの地上にもたら

保つように生活しているでしょうか。たとえどのよう

し，ともに真理のうちに教える機会と責任を委託され

な方法であっても奥さんを傷つけるときは自分をも傷

たのです。

つけていることに気づいているでしょうか。なぜなら，

子供を教えることの大切さに気づいたあなたは，
けんそん

あなたと奥さんは一つだからです。

奥さんはあなたから愛されていることを知っている

謙遜にならざるを得ません。なぜなら，心から子供を
受け入れ，模範を示さなければ，この目標は達成でき
ないことにすぐ気づくからです。効果的に教えるには
これ以外に方法はありません。あなたは聖霊を常に
はんりょ
伴侶とできるように生活し，学び，祈らなければなり

でしょうか。あなたと奥さんとの関係は，今でも求愛
期間のようでしょうか。あなたは，定期的に奥さんと
二人だけの時間を持ち，そばにいてくれることに対す
る感謝と信頼を，言葉や行いで表しているでしょうか。

ません。またあなたの模範と指導の中にイエス・キリ

あなたは，奥さんに対して義にかなったリーダーシッ

ストの福音の光が満ちあふれるように，清い生活をし，

プを取っているでしょうか。

常に自らを改善する努力を続ける必要があります。
みたま
あなたは日々，主の御霊に導かれて生活できるよう
にしなければなりません。そのためには，ほかの事柄
で首が回らなくなってしまわないうちに，あなた自身
とあなたの家族の幸福を熱心に求める必要があります。
わたしたちの近代の預言者はこのように教えています。

｢いかなる成功も，家庭の失敗を償うことはできない｡」
(デビツド．O･マツケイ,ConibrenceReport,1964年
4月，5参照）そして「あなたが行う最も偉大な業は，
あなた自身の家庭という囲いの中で行われる｡」（ハロ
ルド．B･リー,StrengtlleningtheHome,1973年,7)
ここで強調しなければならないことは，父親として，

あなたは常に教えているということです。よしあしは
ともかくとして，あなたの家族はあなたのやり方，考

え，気持ち，関心事などに常に接しています。まねる
子供もいれば，まねない子供もいるでしょう。しかし，
あなたが示す模範は子供たちの将来を照らす光となる
ことは事実です。

あるとき，若いご主人が奥さんにつらく当たったこ
とがありました。3日たってご主人は驚きました。3歳

あなたは，結婚の目標を常に胸に描いているでしょ

うか。すなわち愛と権能と神権の儀式により結ばれた
永遠の単位を作り上げるということです。

父親の皆さん，あなたは家族について，またあなた
自身について主に報告することになります。あなたは
将来間違いなく主の前に立つのです。そのとき，家族
についてのあなたの報告はどのようなものになるでし

ょうか。あなたの家庭が愛にあふれた，天国のような
ところだったと報告できるでしょうか。日々家族の祈
りをささげるところであり，断食の家だったと言える
でしょうか。家庭の夕べをはじめ，折をみて子供たち
に福音の基本原則を教えたと言えるでしょうか。
また生ける神への信仰を培い，よく学ぶように勧め，
秩序と従順と犠牲を教えるような雰囲気を家庭の中に
作ったと報告できるでしょうか。また奥さんと子供た
ちに，天の御父が生きておられ，まことの福音が回復
あかし
されたことを証したと言えるでしょうか。そして生け
る預言者に従ったと報告できるでしょうか。そして最
後に，あなたの家庭が，小さな子供たちにとって安ら
ぎの場であり，両親の温かい愛と関心を受けるところ
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であったと言えるでしょうか。

いて，あなたは義にかなって管理することを経験し学

家族のこの地上での幸福に関するあなたの報告はど

うでしょうか。必要なものを得るために働くことは神

びます。家族全体に，また子供たち一人一人に王国の
教えを授けるのはあなたの責任です。

の意図されたことです。したがってあなたの職業は立

主の前に立ち，父親としての地上での管理の職につ

派なものであるはずであり，家庭の必要を十分に満た

いて報告する日は必ず来ます。父親の皆さん，あなた

すものでなければなりません。あなたは喜び，感謝し

は正しい道を歩んでいるでしょうか。あなたはどのよ

て仕事をしているでしょうか。家族は，あなたが一生

うなことを報告するでしょうか。

懸命喜んで仕事をしている姿を見て，安心しているで
じゅうぶん

しようか。あなたは倹約を実践して借金を避け，什分
の一を納めた残りで生活しようとしているでしょうか。

気まぐれや不健全な理由で引っ越すことがないので，
奥さんと子供たちは伝統や安定を感じているでしょう
か。

まとめ

l.父親としての務めを果たすということは，ある意
味で，神となるための備えをするということである。
2．この地上での生活は救いの計画の一部であり，天
の御父のようになるための備えをするところである。

あなたは子供たち一人一人の永遠の幸福について責
任を持つよう決心したでしょうか。そして生きている

3．イエス・キリストが模範となって，天の御父のも

かぎり子供たちを愛し，子供たちのために努力しよう

4．義にかなった家族は永遠にわたる一単位であり，

としているでしょうか。

離れることがない。

父親は指導者です。それも最も大切な指導者です。
それは過去においてもそうでしたし，将来も変わりな
はんりよ
いでしょう。父親であるあなたは，永遠の伴侶から援
助と助言と励ましを受けて家庭を管理します。これは
ふさわしいからとか資格があるからとかにかかわりな
く，神が定められた律法であり神との約束なのです。

食卓で祈りをささげるとき，また家庭の夕べのときに，
あなたは家庭を管理します。そして主の御霊の導きに
みたま

より子供たちが正しい原則に従って教えられているか

どうかを見届けるのです。家庭生活全般にわたって指
導し，管理するのは父親の責任です。
あなたは家族に父親の祝福を与えます。また子供た
ちをしつけ，いろいろな規則を教えるに当たり，あな
たは積極的な役割を果たします。あなたは指導者とし
て，一致と愛に満ちた家庭に与えられる祝福を受けら
れるよう計画し，犠牲を払わなければなりません。こ
れを達成するには，生活を家庭中心に変えていく以外
にありません。

5．家庭にあって父親は管理者である。

6．教会は，あなたが家族とともに天の御父のもとに
帰るのを援助する｡

7．あなたとあなたの妻は，神とともに創造の業に携
わる者となり，神の霊の子供たちの永遠の福祉の
ために力を尽くさなければならない。
8．最も効果的な教育は，模範による教育である。

9．あなたが行う最も大切な業は，あなた自身の家庭
という囲いの中で行う業である。
みたま

10.家族を導く際には主の御霊を求めなければならな
いC

ll．母親は父親を支持し，援助者，相談相手としての
役割を果たす。

12．あなたとあなたの妻は目的において一致している。

13.あなたは子供たちの身体的，精神的，社会的，そ
して霊的福祉に対して責任を持っている。

14．家族を導くに当たり，あなたには以下の責任があ
る。

さて，あなたは神の息子です。そして肉体を受け，
数々の試練と経験を経て，天の御父のもとに帰るにふ
さわしいことを証明するためにこの地上に送られまし
はんりょ
た。あなたが一人の伴侶と永遠に結び固められること，
それは御父が計画されたことでした。あなたとあなた
の伴侶は，主の目的を達成するために努力するという
ことで一致した目標を持っています。すなわち創造の

協力者として子供たちをこの地上にもたらすのです◎
そして家族の一人一人と同胞のために働き，地上に
神の王国を建設する備えをさせるのです。家族に物質
的な幸福をもたらすのはあなたの仕事です。家庭にお
はらから

永遠の結婚生徒用手引き

とに帰る道を示してくださる。

A・義の原則に基づいて，柔和で優しく，愛をもって
管理し，正し，養育し，祝福を与える（教義と聖
約121章参照)。

B.家庭を秩序の家，祈りの家，礼拝の家，学びの家，
断食の家，幸福の家，主の御霊の宿る家とする。
C.救い主への信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の
たまもの
賜物，最後まで堪え忍ぶこと，声に出して祈り，
みたま

ひそかにも祈ることなどの原則を教える。

D.神を愛し，戒めを守る。
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イスラエルの父親へ；主は家族を養い，正しく育てるという父親の責任を
i明確にしておられます。初めに，額に汗してパンを得

大昔長；るようにと命じられたのは，エバではなく，アダムで
エズラ・タフト・ベンソン：した。

；使徒パウロは夫や父親という立場にある人々にこう

『聖徒の道』1988年1月号,:勧告しています。「もしある人が，その親族を，ことに
52‑55；自分の家族をかえりみない場合には，その信仰を捨て
：たことになるのであって，不信者以上にわるい｡」(lテ
；モテ5：8）

；この回復された教会においても，主は男性に対し，

，こうして神の神権者とともに，；妻子を養うようにと具体的に語られました。1832年1月
愛する兄弟の皆さん，こうして神の神権者とともに，：妻子を養うようにと具体的に詰られました。1832年1月

このすばらしい集会に出席することができ，心からう：に，主はこう言っておられます。「さらにまた，まこと
れしく思っています。今から非常に重要な事柄につい；に，わたしはあなたがたに言う。自分の家族を扶養す
て話をしたいと思いますが，その間わたしたちのうえ：る義務を負っている者には皆，扶養させなさい。そう
に主の御霊があるように祈っています。今晩，わたし；すれば，その人は決して冠を失うことはない。また，
はこのタバナクルと全世界の教会に集っている父親の：このような者には教会の中で働かせなさい｡」（教義と
皆さんに，父親という聖なる召しについて話したいと：聖約75：28）そして，その3か月後には再びこう言わ
思います。：れました。「女たちは夫が取り去られるまで，夫に扶養
ただし，若い人たちも注意して聞いてほしいと思い；を要求する権利がある。また，彼女たちは戒めに背く
みたま

ます。皆さんは今，将来父親となるための準備をして；者であるとされなければ，教会内で会員資格を持つ｡」

いるからです。、（教義と聖約83：2）これは妻子に与えら
ｲｰﾗｰｱｰ

‐、

二
であり，時が来ればやがて解任されます。しかし父親：悪化によって職を失った男性が，自分にまだ扶養能力
の召しは永遠であり，その重要性は時間を超越したもがあるのに，妻に外に出て働くように求めているとい
のです。この世と来世の両方にわたる召しなのです。Iうようなことが時々報告されてきます。わたしたちは
ハロルド･B･リー大管長は次のように言っていまiそのような男性に対し，たとえ理想的な仕事がなくて
す。「〔父親である〕あなたが行う最も大切な主の業は，家計が苦しいにせよ，妻が家庭において子育てに励む
あなた自身の家庭という囲いの中で行われる業である。；ことができるよう，自ら最善を尽くして働くよう強く
ホームテイーチング，監督の仕事，そのほかの教会に！勧めるものです。

かかわるすべての仕事はもちろん大切である。しかし，，また，教育費や何か必要な出費があるからといって，
最も重要な仕事はあなたの家庭の囲いの中にあるのでI家計の担い手として妻を外で働かせるために，子供を
ある。」(StrengthenmgtheHome[パンフレット,!もうけることを引き延ばすのは，正しいこととは言え
1 9 7 3 年 ] , 7 ) : ま せ ん 。
それでは，家庭という神聖な囲いの中における父親；

の責任とは具体的にどのようなものなのでしょうか。；キンボｰﾙ大管長の勧告
イスラエルのすべての父親に与えられている基本的な；わたしたちが愛してやまない先の預言者スペンサ

責任として，二つのことを挙げてみたいと思います。−･W・キンボール大管長は，すでに結婚している学
物質酌を必要を満たす

：生たちに対して，次のような勧告を与えたことがあり
｜ます。「わたしは数多くの若い人々に，結婚したら，学

まず初めに，父親には家族の物質的な必要を満たす；業を終えて経済的な準備ができるまで子供をもうける
という神聖な責任があります。；のを引き延ばさないようにと言ってきました。……互
永遠の結婚生徒用手引き
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いに普通の生活をし，子供をもうけるべきです。．…．．

するという大きな責任を与えられているのです。

……わたしの知る限りでは，若い妻が夫に学業を続
けさせるために，子供をもうけるのを差し控え，外に

出て働くことを認めているような聖句は一つもありま
せん。働きながら学業を続け，同時に妻子を養ってき

霊的を指導を与える
第2に皆さんは，家庭において霊的な指導を与える
という神聖な責任を受けています。

た男性が数多くいます｡｣("MarriagelsHonorable",
SpeechesoftheYe"19"[プロポ:BrighamYoung

トに次のように書かれています。「父親は指導者です。

UniversityPress,1974年],263)

それも最も大切な指導者です。それは過去においても

家庭における母親の役割

そうでしたし，将来も変わりないでしょう。父親であ
はんりよ

神権者の皆さん，母親が家庭にとどまり，義の原則
のうちに子供たちを養い育てることの大切さを引き続

んでいるか」5）

き強調したいと思います。

世界各地の教会を訪問して感じるのは，末日聖徒の

何年か前に十二使徒評議員会が発行したパンフレッ

るあなたは，永遠の伴侶から援助と助言と励ましを受

けて家庭を管理します｡」（｢父よあなたは正しい道を歩
しかし，この管理の責任には重要な義務が伴います。

教会の中にも，家長は何か偉い存在であり，家族に対

ほとんどの母親がこの勧告に忠実に従いたいと望んで

してあれこれ命令できる権利があると考えているよう

いるということです。しかし，夫の求めに応じたり，
強いられたりして外で働いている母親がいることも知
っています。余分な収入がないと買えないような品物
を，夫の方が欲しがっているのです。兄弟たち，その
ようなことをしていると，家族を悲しませるばかりか，
自分自身の霊的成長も止めてしまうことになります。
皆さんに申し上げたいと思います。主は，妻が家庭に
あって母親としての責任を全うできるよう，男性に家
族を扶養する義務を与えられたのです。

な人がいます。

緊急控力塙まる家族の備え
父親の皆さん，家族の物質的な必要を満たすという
点において，もう一つ大切なことがあります。それは，
家族のために，緊急時用の備えをするということです。
家族の備えは，これまで長い間にわたって訴えられて
きた原則ですが，今は以前にも増してその緊急性が高

使徒パウロは次のような指摘をしています。「キリス
トが教会のかしらで……あられるように，夫は妻のか

しらである｡」（エペソ5：23，強調付加）このような人
こそ，わたしたちが家庭を管理する場合に模範とすべ

き父親です。救い主は教会を指導する際に，過酷で無
慈悲な方法を取られたことは一度もありませんでした。
教会に対して無礼であったり，怠慢であったりされた
こともありません。またその御心を果たすために威圧
的な方法を取られたこともありません。救い主はいつ
も，啓発し，高め，慰めを与えるという方法を取って
こられました。兄弟たち，心の底から申し上げたいと
思います。救い主は，わたしたちが家族を霊的な面に
おいて指導する際に模範とすべき御方です。
これは特に夫婦関係について言えることです。
みこころ

まっています。

妻を愛しをさい

皆さんに，真剣に尋ねたいと思います。家族のため
に1年分の食糧や衣類，可能な場所にあっては燃料も
貯蔵しているでしょうか。ノアの時代の人々にとって，
箱船に乗り込むことはきわめて重要な意味を持ってい
ました。それと同じように，食糧を生産，貯蔵するよ
うにとの啓示は，現代のわたしたちの物質的な福利に

ここでもう一度使徒パウロの要領を得たすばらしい
勧告を読んでみたいと思います。非常に簡潔な言葉で

欠かすことのできないものなのです。

皆さんは収入の範囲内で生活し，少しずつ貯金をす
るようにしているでしょうか。
じゅうぶん

主に対して正直に什分の一を納めているでしょうか。
この神聖な律法に従う人には，霊的にも物質的にも祝

す。「夫たる者よ。キリストが教会を愛してそのために

ご自身をささげられたように，妻を愛しなさい｡」（エ
ペソ5：25）

主は末日の啓示において父親の責任に関して，再び
次のように言われました。「あなたは心を尽くして妻を
愛し，妻と結び合わなければならない。その他のもの

と結び合ってはならない｡」（教義と聖約42：22）わた
しが知る限りでは，心を尽くして愛するようにと聖文
の中で命じられているものは，ほかにただ一つしかあ

福が注がれます。

りません。それは神御自身です。このことについてよ

そうです，皆さんはイスラエルの父親として妻子の
物質的な必要を満たし，緊急時のために必要な備えを

く考えていただきたいと思います。
はんりょ
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ざんあります。何よりもまず，神御自身のほかには，

奥さんだけでなく子供たちに対しても，神権者とし

仕事，レクリエーション，趣味などいかなるものをも，
自分の伴侶に優先させてはなりません。皆さんの奥さ
んは，かけがえのない，永遠の助け手であり，永遠の

てこのような愛情に満ちた導き方をするとよいでしょう。

連れ合いなのです。

母親は家庭の中心として，非常に重要な役割を担っ
ています。しかしだからといって，子供を養育し愛す

「心を尽くして」愛するとはどういう意味でしょう

家庭における父親の役割

か。それは心の底からすべてをささげて愛することで

るという点において，家長としての父親の役割の重要

す。心を尽くして自分の妻を愛する人は，決して妻の
品位を傷つけたり，非難やあら探しをしたりはしませ
ん。また傷つけるようなことを言ったり，不機嫌な態

性が減じられるわけではありません。

度を取ったりするようなことはありません。

「結び合わなければならない」とはどういう意味で
はんりょ
しようか。それは自分の伴侶との間に親密な関係を築
き，忠実であり心を通わせ合い，自分の愛を伝えるこ
とです。

愛するとは，相手の気持ちや必要としていることに
心を配ることです。皆さんの奥さんは，夫が自分に関
心を向け，大切にしてくれるようにと願っているので

す。そして自分のことを魅力的なすばらしい女性であ
り，大切な存在であると考えてほしいと望んでいるの

です。妻を愛するとは，彼女の幸福と誇りを何よりも
大切なものとして考えることです。
はんりよ

皆さんは自分の伴侶が子供たちの母親，家庭の女王
として働いていることに感謝しなければなりません。
また彼女が，子供を生み，養い育て，愛し，訓練する
ために，何よりも貴い召しとして，家の中の仕事と母
親としての責任を選んだことに感謝しなければなりま
せん。

兄弟たち，家族の計画，活動，家計管理などについ
はんりょ

て，自分の妻がまことの伴侶として賢明な助言を与え
る知恵と能力を持っていることを認めるようにしてく
ださい。自分の時間や力を与えることを惜しんではな
りません。
はんりょ

伴侶が霊的な面だけでなく，知的にも，また情緒的
にも社会的にも成長できるように，その機会を与えて
ください。

兄弟たち，愛は小さな行いによって養い，はぐくむ
ことができることを忘れないでください｡何か特別な
機会に花を贈るのは，確かにすばらしいことです。し
かし自分から進んでⅡ洗いや子供のおむつを替えるこ
とも同じようにすばらしいことです。また夜泣きする
子供の世話をしたり，新聞やテレビを見ずに夕食の準
備を手伝ったりするのもすばらしいことです。わたし
たちはこのような行いを通して，「愛しているよ」と伝
えることができます。そのようなささいな行為が大き
な実を結ぶのです。

夫は子供を導き育てることに関して，族長としての
みたま
重大な責任を負っています。皆さんは家庭を主の御霊
の宿る所としなければなりません。皆さんには家庭生
活のすべてにおいて家族に導きを与える責任が与えら
れています。父親は家庭の中の規則や規律を定める場
合に，自ら積極的に事を進めなければなりません。
家庭は家族にとって平和と喜びに満ちた安らぎの場
でなければなりません。子供が父親，特に神権を持つ
父親を恐れるようなことがあってはなりません。父親

の責任は，家庭を幸福と喜びの場とすることです。家
庭をそのような場とするためには，口論，不和，不正
な行いがあってはなりません。正しい模範を示し，し
つけや訓練を行い，養い育て，愛を与えるという面に
おいて，正しい父親が及ぼす大きな影響力は，子供の
霊的な福利にとって非常に大切なものです。

霊的な指導を与える
ここでわたしは心からの愛を込めて，イスラエルの

父親の皆さんに，子供に霊的な指導をするうえで役に
立つ10の具体的な方法を提案したいと思います。
1．子供に父親の祝福を与えてください。またバプテ
スマと確認の儀式を施してください。さらに神権
への聖任も自ら行うようにしてください。これら
の事柄は，子供たちの人生にとって，霊的に非常
に大切な意味を持つ出来事となります。
2．家族の祈り，毎日の聖文勉強，週に1度の家庭の夕
べを，父親として自ら指導してください。皆さん
が積極的に進めることにより，これらの大切さを
子供たちに理解させることができます。

3．できるかぎり，家族一緒に教会の集会に集うよう
にしてくだきい。父親の指導の下に家族として礼
拝をささげることは，子供たちの霊的な成長に非
常に大切な意味を持っています。

4．父親と娘のデートや，また父親と息子たちで出か
けるなどの機会を作ってください。また，家族全
員でキャンプやピクニックに出かけたり，野球の
試合や音楽会，学校のプログラムなどに行ったり
するようにしてください。父親がいると，随分大
永遠の結婚生徒用手引き
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きな違いが出てきます。

ください。子供たちが話したいと思っていること

を話せるようにしてください。そして福音の原則，
正しい価値観を教え，彼らを愛していることを伝

えてください。このようにして個人的に話し合う
時間を取ることにより，あなたが何を大切に思っ
ているかを，子供たちに伝えることができます。

7．子供たちに働くことを教え，価値ある目標に向け
て働くことの大切さを教えてあげてください。子
供たちの伝道資金や教育資金を準備することによ
って，父親として何を大切に考えているかを子供
たちに教えることができます。

8．家庭の中で良い音楽や芸術，文学を鑑賞するよう
に励ましてください。教養や，美を大切にする家
庭は，子供たちの生活にいつまでも消えることの
ない祝福をもたらします。

9．参入可能な距離に神殿があるならば，定期的に夫
婦で神殿に参入するようにしてください。そうす
れば子供たちも神殿結婚，神殿の聖約，家族の永
遠のきずなをもっとよく理解するようになるでし
ょう。

10.教会の責任を果たす楽しみと喜びを子供たちに理

解させてください。親のそのような気持ちは子供
たちにも伝わり，彼らも教会の中で働き，教会の
中で召しを果たし，神の王国を愛するようになる
でしょう。

最も大切表召し

‑‑葺

蕊

磁

鍵

大管長

鶏

ハワード･W･ハンター

二毛画ユ﹃

6．定期的に子供たちと一対一で話し合うようにして

‐． ̲墓苫‑,,,．藍‑菅'−．̲ 昌

零融避寒一簔垂軍議

中に残ることでしょう。

崇・壽．︸﹄聿琴麹仏一︲湿需・叱弐雪簔︸菫

5．家族一緒に休暇を過ごしたり，旅行に出かけたり
する楽しい伝統を築くようにしてください。これ
らの楽しい思い出は，いつまでも子供たちの心の

義にかなう夫，父親

鍵

『聖徒の道」1995年1月号，
57−59

わたしの兄弟である愛する神権者の皆さん，今宵，
神権部会で皆さんにお会いできることを光栄に思いま
す。神権者の集いには，この地上で最も崇高な兄弟愛

のきずながあります。わたしは皆さんの忠実さ，愛，
そして支持の挙手に大きな力を感じます。今晩この会

場に父親やアドバイザーとともに出席してくださった，
大勢のアロン神権者の兄弟たちに特に感謝します。

結婚は械聖を特権であり責任である
今晩のテーマは夫であり，父親である皆さんを特に
対象としたものです。アロン神権者の皆さんも，やが
て結婚し父親となる日が訪れるでしょう。ですから，
今晩のわたしの話はここに集っているすべての人に適
用できます。

わたしは神権を持つ男性が妻子とどのような関係を
築くべきかお話ししたいと思います。救いの計画とい
う観点を基礎に持つ神権者は，結婚を神聖な特権であ
り，責任であると考えています。男性であろうと女性
であろうと，人が一人でいるのはよいことではありま
せん。男性は女性なしに完全な者にはなれませんし，
男女のいずれかが欠けても，人はその造られた目的を
満たすことはできません(1コリント11:11;モーセ

3:18参照)。男女の結婚は神が定められました（教義
と聖約49:15‑17参照)。結婚の新しくかつ永遠の聖約
皆さんが家族の昇栄と救いのためにできることは，数； を通してのみ，人は永遠の祝福を享受できます（教義
多くあります。皆さんの責任は非常に大切なものです。； と聖約131:1‑4;132:15‑19参照)。神権者の責任と
イスラエルの父親という神聖な召しを心に留めてく； いう面から考えれば，男性は普通の状況の下であれば，
ださい。それはこの世においても来世においても，最
結婚の時期を不必要に引き延ばすべきではありません。
も大切な召しです。皆さんは決してその召しから解任， 兄弟の皆さん，主はこの点に関しては明白に語ってい
イスラエルの夫，また父親の皆さんに申し上げます。：

されることはありません。
はんりょ

らっしゃいます。主の勧告と主の預言者の言葉に従う

皆さんが永遠の伴侶とともに，家族の物質的な必要： のは，皆さんにとって神聖かつ厳粛な責任です。
を常に満たし，家族を霊的に導くという神聖な責任をi
しかし，この世で結婚の機会に恵まれない人々もい
果たすことができるように願っています。
ます。過去の預言者たちはそのような人々についても

この話を終えるに当たり，イエスキリストの闇も｜
によって祈ります。アーメン。

語っています。ロレンゾ・スノー大管長はこう教えま
した。

「主に忠実な生涯を送って亡くなった末日聖徒が，
永遠の結婚生徒用手引き
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機会を与えられなかったがためにある事柄をなし得な
かった場合，それだけの理由で来世で失うものは何も

最も崇高で，最も神聖な務めである。」（ジェームズ．

ない。言い換えれば，若い男性や女性が結婚する機会

TheChurchofJesusChriStofLatter‑daySaints,全6

がないまま，死に至るまで忠実に生活をするならば，

巻〔ソルトレーク・シティー:Bookcraft,1965‑1975

この機会を得て成長した男女が受けるであろう祝福と
昇栄と栄光のすべてにあずかるであろう。それは疑い
のない確かなことである。」(TheTeaChingsof
LorenzoSnow,クライド･J･ウイリアムズ編〔ソル
トレーク・シティー:Bookcraft,1984年],138)
わたしもスノー大管長の言葉が真実であると確信し

年〕，第6巻,178)妻という助け手がいなければ，神
権者はその神聖な務めを果たせず，神の目的も成就し
ません。母親は神権者にはできない務めを果たします。
たまもの
生命を世に送り出すというこの賜物のために，神権者
は，子供たちの母親である妻に，無条件の愛をささげ

R･クラーク編,MessagesoftileRrstPresidencyof

る必要があります。

はんりょ

イスラエルの母親という，皆さんの伴侶が持つ特別

ています。

道徳的に完全を忠誠を尽くす
神権を持つ男性は妻に対し，道徳的に完全な忠誠を
尽くします。自分の誠実さに対し妻に一点の疑いも与
えません。夫は心を尽くして妻を愛し，妻と結び合う
べきであり，その他のものと結び合ってはなりません
(教義と聖約42：22‑26参照)。スペンサー･W・キン
ボール大管長はこう説いています。

「『その他のもの』という言葉は，ほかのあらゆる人，
あらゆる物を排除することを意味する。配偶者はその
生活で最も優先するものであって，社交，職業，政治，
そのほかの利害，人，物が自分の配偶者に優先するよ

うなことがあってはならない｡」（『赦しの奇跡』250）
主はどのような形であれ配偶者以外の者との親密な
関係を禁じられ，教会は罪ありとしています。男性の
側の不貞は，妻の胸を張り裂けさせ，妻，
子供たちの信用を失わせます（モルモン
書ヤコブ2：35参照)。

思い，言葉，行いにおいて，結婚の聖
約に忠実であってください。ポルノグラ

な天与の役割，つまり子供をもうけ，育てるというい
うすばらしい能力を，尊重してください。わたしたち
には子孫をもうけ，増やし，地に満たし，彼らを光と
真理のうちに養い育てるという，神の戒めが授けられ
ています（モーセ2：28；教義と聖約93：40参照)。皆
さんは愛ある伴侶として，一緒に子供たちの世話をし
ます◎家を整え，家事を務める妻を手伝ってください。
二人で力を合わせて，子供を教え，しつけ，訓練して
ください。

また，妻に対する尊敬の気持ちを本人にだけでなく
子供たちにも定期的に伝えてください。確かに，父親
が子供たちのためにできる最もすばらしいことの一つ
は，子供の母親を愛することです。

家族を最も大切なものとして優先する
神権を持つ男性は，家族は神によって

思い,■言蓼嵩行いにお
ゞ ご ‐

いミ
てﾀ
r;？■■結婚の聖約に忠
ー f ＝ 1 ! : i 1
実であってください｡〆

フィー，妻以外の女性との戯れ，不健全

な妄想などは，本人の人格をむしばみ，幸福な結婚生
活を根本から揺るがします。それによって結婚生活に
おける一致と信頼も崩れ去ります｡自分の思いを抑制
せず，心の内に姦淫を犯す人々は，悔い改めなければ，
御霊を受けることなく信仰を拒み，かつ恐れを抱くよ
うになります（教義と聖約42:23;63:16参照)。
かんいん

みたま

母親の務めを尊重する

神権を持つ男性は母親の務めを尊重します。母親は
｢人々の霊をもうける」という神聖な特権を与えられて
います。「これによって，わたしの父の業は続けられて，
父は栄光をお受けになる」のです(教義と聖約132:63)。
大管長会はかつてこう宣言しました。「母親の務めは
神の業に近いものがある。それは人類にゆだねられた

定められたと考えています。家族を教え
導く務めは，皆さんの最も重要で神聖な
務めです。家族はこの世と永遠の世にお
いて最も大切な単位であり，ほかのあら
ゆる関心事に優先します。

デビッド．O・マッケイ大管長の言ったことを，もう

一度強調したいと思います。「人生におけるいかなる成
功も家庭の失敗を償うことはできない｡」（デビッド．
O・マッケイによるJ・E・マッカロック,Home:the
SaviorofCivilizationの引用,ConferenceReport,

1935年4月,116)またハロルド･B･リー大管長はこ
う述べています。「あなたが行う最も大切な主の業は，
あなた自身の家庭という囲いの中で行う業である。」
(StandYeinHolyP/aces[ソルトレーク・シティー：
DeseretBookCo.,1974年],255)兄弟の皆さん，効果
的に家族を導くには，そのために充実した時間を多く

取る必要があります。家族を教え管理する責任を，妻
一人にゆだねてはいけません。社会，学校，たとえ教
会であっても，それらだけにゆだねてはいけません。
永遠の結婚生徒用手引き
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対等のパートナーとして妻を受け入れる
ていれば，人は決してだれかを傷つけたりはしない。

神権を持つ男性は妻をパートナーと考えて，家庭を
治め家族を導くうえで必要な事柄をすべて知らせ，相
互に納得して決定します。教会と家庭には，必然的に
管理役員が必要になります（教義と聖約107:21参照)。
神の定めにより，家庭を管理する責任は神権者のうえ
に置かれています（モーセ4：22参照)。主は，妻が夫
の助け手，つまり対等で全面的な協力者となるよう望
んでいらっしゃいます。義にかなった管理をするには，
夫婦間の責任分担が必要となります。家庭のもろもろ
の事柄に知恵を出し合い，協力して取り組むのです。
これに反して，妻の気持ちや助言を無視するか，尊重
せずに家庭を管理する男性は，不義な支配をしている
のです。

愛情のこもった親密を関係
ごうまん

夫婦間の愛情のこもった親密な関係を損なう，傲慢
で不遜な行動を避けてください。結婚は神が定められ
たので，夫婦間の親密な関係は神の目にかなった，尊
いものです。神は夫婦が一体となり，子孫を増し，地
に満ちるように命じられました（モーセ2：28；3：24
参照)。皆さんはキリストが教会を愛して，御自身をさ
さげられたように，妻を愛さなければなりません（エ
ふそん

ベソ5:25‑31参照)。

利己心を避けて愛情と尊敬を，夫婦間の親密な関係
をはく、くむ原則としなければなりません。夫婦は互い
の必要と望みに対し，常に敏感で思いやり深くなけれ
どうまん
ばなりません。夫婦の親密な関係における，傲慢で分
別のない行いは，主の叱責を招くでしょう。
しっせき

虐げ武愛する

妻を肉体的，精神的に虐待し，虐げる男性は悲しむ
べき罪を犯しているのであり，真心からの真剣な悔い
改めを必要とします。互いの相違は愛と親切，一致の
精神で，解決すべきものです。男性は愛に満ちた親切
な心で妻に語りかけ，最高の敬意を払うべきです。兄

弟の皆さん，結婚とは麗しい花のようです。愛を伝え
ながら，たゆまず養い育てていかなければなりません。
神権を持つ皆さんは，子供たちにもつらく当たって
はなりません。啓示に示された神権管理の原則を行う
ように常に努めてください（教義と聖約93:40;121:

されているときである｡｣(ConferenceReport,1950年
10月,8)

神の神権を授かっている人は，妻や子供を傷つけて
おいて裁きを免れることはできません。子供への性的
虐待は，長い間，教会からの破門の原因になっていま
す。

兄弟の皆さんにお勧めします。神権は義にかなった
状態のときにだけ力を発揮する権威であることを忘れ

ないでください。子供たちとの間に愛のこもった関係

を築いて，彼らの尊敬と信用を勝ち得てください。義
にかなう父親は子供たちの社交活動，教育，霊的な活
動や責任のために時間を取り，一緒にいて彼らを守り
ます。子供に心からの愛と関心を示すのは，母親ばか
りでなく父親の責任でもあります。どうか子供たちに
皆さんの愛を伝えてください。

妻子を扶養する

神権を持つ皆さんは，身体的に支障がないかぎり，妻
子を扶養する責任があります。この責務を，妻はもち
ろん，ほかのだれかに肩代わりしてもらうことはでき

ません。女性と子供には，夫であり父親である者に扶
養を要求する権利がある，と主は言われました（教義
と聖約83章；1テモテ5：8参照)｡エズラ・タフト・ベ

ンソン大管長も，夫が自分の都合のために，妻に外に
出て働くように勧めたり，強いたりするなら，「家族を
悲しませるばかりか，自分自身の霊的成長も止めてし
まうことになります」と，勧告しました（｢イスラエル
の父親たちへ」『聖徒の道』1988年1月号,53)。
夫である皆さんが家族を養うために最善を尽くして
いる間妻が家庭にとどまり子供の世話ができるよう，
全力を尽くしていただきたいと思います◎さらに強調
したいのは，家族を見捨て，自分の子供を養う責任を
ないがしろにする男性は，神殿推薦状を受ける資格ば
かりか，教会員としての資格さえ危うくする可能性が
ある，という点です。離婚あるいは別居している男性
が主の祝福を享受する資格を得るには，法律によって
義務づけられ，神権の原則に定められたとおりに，家
族の生活費を支払う必要があります。

家族を連れて教会に出席する

34‑36,41‑45参照)。

ジョージ・アルバート・スミス大管長は次のような

賢明な勧告を残しています。「かんしゃくを起こして，
みたま

互いに傷つけ合ってはならない。…･･･主の御霊を受け

永遠の結婚生徒用手引き

人を傷つけるのは，御霊以外の何かほかのものに支配

神権を持つ男性は家族を連れて教会に出席します。
家族が福音を理解し，聖約と儀式を通じて保護を得ら
れるようにするためです。主の祝福を受けたいと願う
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ました。

なら，自分自身の家庭を整えなければなりません。家
庭内の霊的な雰囲気は，夫である皆さんと妻とで作り
上げているのです。まず最初に皆さんがしなければな
らない務めは，定期的に聖文を学び，日々の祈りを通
して自分自身の霊性を整えることです。自分に与えら

輝いています。能力があります。忠実です。清く，誠

れた神権と神殿で交わした聖約を守り，尊んで，家族

並べるあなたがた若い男性の皆さんに話したいと思い

彼女たちはさわやかで活発です。美しく，そして，
実です。すてきで楽しい若い女性たちです。
こよい

そこで今宵，この偉大な神権会で，彼女たちと肩を

ます。テーマは「いつか結婚する女性にふさわしく生

にも同様にするように励ましてください。

活する」です。

福音を家族に教える

皆さんと結婚する女性は，大きなかけをするような

定期的な家庭の夕べ，家族の祈り，聖文の学習，そ
のほかの教える機会を通じて家族に福音を教える責任
を真剣に果たしてください。伝道と神殿結婚のための

準備については，特に強調してください。家族の族長
として，家族のために適切な儀式を行い，妻子に祝福
を授けて，神権を行使してください。兄弟の皆さん，
自らの救いを別にすれば，妻と子供たちの救いよりも

ものです。彼女は結婚する若者にすべてをゆだねるこ

とになります。その男性は彼女の残りの生涯にかなり
の影響を及ぼすでしょう。将来彼女は，今の姓さえ捨
てて，夫の姓を名乗るようになるのです。
アダムはエデンの園でこう語りました。

「これこそ，ついにわたしの骨の骨，わたしの肉の
肉。… ．

それで人はその父と母を離れて，妻と結び合い，一

大切なものはほかにありません。

兄弟の皆さん，聖なる神権の保持者としての皆さん
の責任について，わたしはこれまで率直に話をしてき
ました。もし皆さんの生活に改善の必要な部分があれ
ば，その点について祈りを込めて真剣に考えるようお

体となるのである｡」（創世2：23‑24）
皆さんは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員とし

勧めします。

のことについて今はあまり考えていないかもしれませ

今このとき，主が以上の点を神権を持つ兄弟たちに
伝えるよう望んでおられることを証します。義にかな
う夫，父親になろうと努める皆さんのうえに，主の祝
福が注がれるように願っています。今晩ここで話され
た事柄がすべて真実であるという厳粛な証を込めて，
あかし

て，とりわけ神の神権を持つ若い男性として，結婚す
る女性に対してとても大きな義務を負っています。そ
ん。でも，そのことについて考えるようになる日は，
遠からずやって来るでしょう。妻として，そして主の
前にあって対等な伴侶として彼女を迎えるその最も大
はんりょ

切な日のために，今は準備をする時なのです。

あかし

みな

主イエス・キリストの御名により，アーメン。

いつか結婚する女性にふさわしく生活する

絶対的を忠誠

義務の第一は絶対的な忠誠です。古代英国教会の結
婚式の言葉にこうあります。「豊かでも貧しくとも，病
気のときも健やかなときも，恵まれたときもそうでな
いときも」あなたはその人を妻とするのです。どのよ

雲簔雲一一

一驚

ゴードン･B･ヒンクレー

うな生活を送ろうと，彼女は皆さんのもの，皆さんだ
けのものとなります。そして皆さんも彼女のもの，彼
女だけのものとなるのです。ほかの女性に目を移して

｢聖徒の道」1998年7月号，

はなりません。互いに絶対的な，妥協のない忠誠がな

大管長
＝

層

議

＃

塞識

鑿

56−58

ければなりません。皆さんは主の宮で永遠の神権の権
能により，彼女と永遠の結婚をすることでしょう。そ
して生涯北極星のように互いに不動の誠実さを持た
なければなりません。

1週間前，〔ジェームズ･E]ファウスト副管長と中
央若い女性会長会がこのタバナクルで教会の若い女性
の皆さんにお話をいたしました。

集まってくださっている美しい若い女性の皆さんの
お顔を拝見して「彼女たちにふさわしい若い男性を育
てているだろうか」という思いがわたしの胸をよぎり

徳高い若い男催になる

皆さんが結婚しようとしている女性は，皆さんが完
全に清い状態で結婚の聖壇にやって来ることを期待し
ています。思いと言葉と行いのすべてに徳高い若い男
性を待っているのです。
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こよい

今宵若い男性の皆さんに訴えたいのは，世の汚れに
染まらないようにしてほしいということです。学校で
軽薄な話に時間を費やしたり，みだらな冗談を言った

れなければいいのです。

りしてはなりません。インターネットでポルノサイト

います。たちの悪いひどい方法で皆さんを奴隷にして

をあさるようなことがあってはなりません。長距離電
話をかけて卑わいな話を聞いてはなりません。種類を
問わず，ポルノビデオを借りてはなりません。そのよ
うなわいせつなものは皆さんのためのものではありま
せん。疫病を避けるようにポルノグラフィーを避けて
ください。それらは破壊的です。習慣となります。そ
のようなものにふけっているとそこから離れられなく
なります。病みつきになってしまうのです。
ポルノグラフィーは制作する人々にとって50億ドル
のビジネスです。人々の気持ちをくす〈、るような魅力
的なものにして，その犠牲者を誘い，滅ぼすのです。
どこにでもあります。わたしたち皆の周りにあります。
若い男性の皆さん，こうしたものに決してかかわらな
いでください。そのようなことにかかわっている時間

いきます。そして皆さんの心と体を滅ぼし，望むもの

を誇りに思っているようです。これはたちの悪い習慣
で，若いうちに慣れてしまうと一生抜けなくなります。
汚れた冒濱的な言葉遣いをする人をだれが結婚相手に

などないはずです。

望むでしょうか。

皆さんと結婚する女性は，こうした汚れた，心をむ
しばむものに染まらなかった人を夫にするほどの価値

今怒りを抑えることを学ぶ

ある存在なのです。

知恵の言葉に従って生活する
知恵の言葉を在りきたりのものと考えないでくださ
い。健康に関する最も優れた文書だとわたしは考えて
います。知恵の言葉は1833年，人の食生活についてあ
まり知られていなかった時代に預言者ジョセフ・スミ
スに与えられました。そして今日において科学的研究
が進めば進むほど，知恵の言葉の原則の真実性が証明
されてきています。今やたばこの有害性の証拠には圧
倒されるほどです。しかし，若い男女の喫煙者数は，
驚くべき増加を見せています。アルコールについても
こんにち

同様に，不法な薬物を避けてください。不法な薬物
は間違いなく皆さんを滅ぼします。理性を奪ってしま

は何としてでも手に入れようという思いを募らせるの
です。

麻薬を常習し，アルコールの奴隷になり，ポルノグ
ラフィーにふける若い男性を夫に望む人が，正しい心
を持った女性の中にいるでしょうか。

畿的を言葉を避ける
ぼうとく

冒涜的な言葉を避けましょう。学校ではどこでも聞
かれます。若人はわいせつな話をしたり冒涜的な言葉
みな
を使ったり，主の御名をみだりに口にしたりすること

多くの若人にとって習慣となっている重大なことが
もう一つあります。怒りです。小さなことでも，怒り
を抑えられなくなってかんしゃくを起こしてしまうの
です。そのような意志の弱い人を見るとかわいそうに
なります。でもそれが高じると理性をまったく失い，
後で嘆くようなことをしてしまうことが多いのです。
最近は車を運転しての争いが多く見られるようにな
りました。少しのことで怒りをあらわにし，かっとな
って殺人にまで発展するのです｡そして，後悔の人生
が始まります。
しんげん

筬言の作者はこう言いました。「怒りをおそくする者
は勇士にまさり，自分の心を治める者は城を攻め取る

同じです。

者にまさる｡」（筬言16:32)

わたしにとって，ガソリンスタンドでビールを売る
のは皮肉なことです。ビールを飲めば，ほかのアルコ
ール類と同じように酔っ払い，車を運転するには危険
な状態になります。単に飲む量の問題です◎車の運転
ができるようにガソリンを売るガソリンスタンドが，
ビールを売って酒気帯び運転をさせ，道路上での脅威
の原因を作っているのは，まったく矛盾しています｡
そのようなものを避けましょう。何もいいことはあ
りません。取り返しのつかない害を受ける可能性があ
ります。飲んで車を運転して死亡事故を起こすとどう
なるでしょう。生きているかぎり苦しむでしょう。四
六時中悩みは去りません。すべきことは簡単です◎触

短気な人は，今からコントロールの仕方を学んでく
ださい。若ければそれだけ直すのも簡単です。この教
会の会員であれば，自分をコントロールできなくなる
ような不必要で見苦しい態度は避けましょう。そして，
結婚生活を平安で落ち着きのある言葉で満たしましょう。

永遠の結婚生徒用手引き

わたしは神殿で結婚したにもかかわらず，後に離婚

し，神殿の結び固めを解くための申請をしてくる会員
の問題を，絶え間なく取り扱っています。結婚当初，
彼らは期待で胸を膨らませ，幸福に満ちていました。
しかし，この愛の花は，批判と不平，乱暴な言葉，抑
制の利かない怒りという空気にさらされてしおれてし

まいました。愛は窓から飛び去り，代わりに憤りが姿
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を現します。兄弟たち，繰り返しますが，皆さん若人｜さんを債権者の奴隷にしてしまうのです。家を初めて
の中に短気で困っている人がいれば，それを改める努i持つときには，お金を借りる必要があるかもしれませ
力をぜひとも今から始めてください。そうしないと，；ん。しかし，昼も夜もそのことで頭がいっぱいになって
皆さんが将来築く家庭に涙と悲しみをもたらすことにしまうほどの多額のローンを組むべきではありません。
なるでしょう。モルモン書の中でヤコブは，結婚生活！わたしは結婚したときに，賢明な父親からこう言わ
における邪悪な状況について民を戒め，こう言っていれました。「あまり大きくない家にして，借入金を完済
ます。「見よ，あなたがたは，同胞であるレーマン人よ：しなさい。そうしておけば，経済的に難しい状況になつ
はらから

りもひどい罪悪を犯した。あなたがたは妻子の前に良 ても，妻子を路頭に迷わすようなことにならないから｡」
<ない手本を示して，感じやすい妻の胸を張り裂けさ皆さんと結婚する女性は，皆さんが度を過ぎて出費
せ，子供たちの信頼を失った。彼らの心のむせび泣きIを抑えるような生活をすることを望まないでしょう。
が神のみもとに上って，あなたがたを訴えている。ま！また浪費の多い生活も望まないと思います。妻となる
た，あなたがたを責める神の御言葉が厳しいために，；女性には，家の財政状態のすべてを知っておく権利が
多くの者が心に深い傷を負って，死んだようになってiあります。彼女はあなたのパートナーなのです。この
いる｡」（モルモン書ヤコブ2：35）ことについて，夫婦の間に完全な理解がないと問題の
みことば

種になる誤解や疑いが生じ，さらに大きな問題に発展

教育を受けるために努力する，していく可能性もあります。
教育を受けるために努力してください。受けることi

のできる訓練はすべて受けてください｡社会は，皆さ｜伝道に行き，神殿で結婚する
んの力にふさわしい報いを与えてくれることでしょう。｜彼女が結婚相手として望むのは，自分を愛して，信
パウロはテモテに次のようにはっきりと言っています。頼し，歩みを共にする人であり，最高の友，連れ合い
「もしある人が，その親族を，ことに自分の家族をかえIとなる人です。また自分の才能を伸ばし，人々のため

りみない場合には，その信仰を捨てたことになるのでにさらに貢献するのに役立つ教会や地域社会の様々な
あって，不信者以上にわるい｡｣(1テモテ5:8);活動への参加を勧めてくれる人です。奉仕の精神を持
自分の家族を養うことは，皆さんにとって何よりも1ち，教会やほかの有意義な事柄のために献身する気持

;
i

しよう。分の利益をまったく考えずに世界のどこへ遣わされよ

教育は経済的に恵まれた機会を得るための蕊です。』うとも平和の福音を説き広めるために出て行くことが，

主はわたしたちに「研究によって，また信仰によって」I一人一人の若い男性に勧められているのです。宣教師
学問を得るようにと命じておられます（教義と聖約；として良い働きをするなら，皆さんは続けて主に仕え，
109:14)。皆さんはこれから社会の一員になっていき；戒めを守り，御心を果たしたいという望みをもって，
ますが，その中で何か価値あることをするために頭と1故郷に戻って来ることでしょう。そのような行いは，
手を鍛えるなら，家族を養う者としてより良い機会を；皆さんの結婚生活に計り知れない喜びをもたらします。

得られるようになるでしょう。これまでにも述べたように，皆さんはある一つの場
つましい生活をする

：所，たった一つの場所で結婚したいと思うようになる
；でしょう。そのたった一つの場所とは主の宮です。皆
はんりょ

いろいろと欲しいものがあっても，つましい生活を；さんが自分の伴侶に贈れるもので，永遠の結婚に伴う
心がけてください。結婚生活を始めるときから，大き：結び固めの聖約という守りの翼の下に，神の聖なる宮
な借金をして大きな家を買う必要はありません。大き；で結婚すること以上にすばらしいものはありません。
な負債はしないで済ませることができますし，そうす：それに代わり得る適切なものはありません。ほかに取
べきです。大きな負債以上に，結婚生活に過大な緊張；るべき道はありません。
をもたらすものはありません。そのような負債は，皆；
永遠の結婚生徒用手引き
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；い女性が現れることでしょう。

義にかまう父親にまるために備える

：いずれ皆さんは家庭の中における幸福以上に大きな

注意深く，そして賢明な選択をしてください。その；幸せはないということが分かるようになります。また，
結婚相手は，皆さんの永遠の連れ合いとなる人です。；皆さんが持つようになる責任で，家庭における責任以
どんなことがあっても，晴れの日にも嵐の日にも，互；上に大切なものはありません。人生の成功を示す最も
いに愛し合っていくのです。そしてその女性は，皆さ；確かなしるしは，皆さんの結婚生活そのものなのです。
んの子供の母親になります。天の御父の娘，息子であ；親愛なる若い男性の皆さんのうえに，神の祝福が注
る貴い子供の父親となること以上にすばらしいことが，；がれますように。わたしが皆さんに望む最もすばらし
この世の中に何かあるでしょうか。わたしたちはそれ；いもの，それは皆さんの伴侶に対する愛，絶対的で純
ぞれの子供に対して，この地上における管理の責任を粋な愛です。伴侶となる女性をあらゆる点で誇りに思
果たす権利と責任を与えられています。；うとともに，彼女にあらゆる点でふさわしくなって<
小さな子供は，ほんとうに大切な存在です。また驚：ださい。この選択は，皆さんが人生の中でするあらゆ
あらし

はんりょ

くべき存在です。家族は最高のものです。妻や子供に：る選択のうち最も大切なものです。皆さんの選びのう
誇りにしてもらえる父親になれるよう，それにふさわ；えに天のほほえみがありますように。皆さんが導きを
しい生活をしてください。−−一得られますように。悔いることのない生
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一致の中でともに暮らし，子供をもうけ，イエス・キリストの御名により祈ってい
人生の中でする

神聖な方法で育てるようにお定めになります･アーメン。
ました。

あらゆる選択のうち

愛する若い男性の皆さん，皆さんはま，最も大切参ものです。
だそのことを深く考えないかもしれませ

L』，,W,‑'1,命'7=』 ：'幽占1瓦一三』‑‑ ‐

ん。しかし，いずれ皆さんは恋をするようになります。
そして，寝ても覚めても，その相手のことだけで頭が
いつぱいになります。世界でいちばんすてきなその女
性にふさわしい人間となるように努力してください。

そして生涯，その努力を続けてください。お互いに，
親切で誠実であり，優しくしてください。世の中には
憎しみが満ちみちています。怒りに任せた言葉から生
じる苦しみや悲しみであふれかえっています。不実な
行為が原因の涙があふれています。しかし，伴侶を喜
ばせようという努力と，幸せにしようという強い望み
があれば，大きな喜びがあふれるようになるのです。

垂
̲
｣
女
性
を
敬
う
神
聖
な
義
務
十二使徒定員会会員
ラッセル･M・ネルソン

｢リアホナ」1999年7月号，
45−48

はんりょ

結局のところ，福音はそれらの大切さを教えている
のです。家族は神が造られたものであり，非常に重要
なものです。国家を強めるには，人々の家庭を強める

今晩，兄弟たちとともに集えることは喜びであり，
多くの青少年が父親と一緒に参加しているのを見るの
は，すばらしいことです。わたしたちが集まったのは，
教会の指導者の言葉を聞きたいと願っているからです。
しかし，これはユニークな集会です。母親が一人もい

のがいちばんの方法です。

ません。母親なしにこの場に来られた人はいないのに，

わたしたちが罪悪ではなく，互いに徳を求めるなら
ば，家庭がはるかに幸福な場になると確信しています。
そして離婚，不貞，怒り，恨み，反目が影を潜め，赦
し，愛，平安，幸福が増し加えられるようになるでし
ょう。それが主の望まれていることなのです。

わたしたちは母親なしの集会を開いています。
今宵，わたしは息子や義理の息子，孫たちと出席し

ゆる

今こそ将来への備えををす時

若い男性の皆さん，今こそ将来への備えをなす時で
す。将来，永遠に絶えることのないきずなによって皆
さんと結ばれることを最大の望みとするすばらしい若
永遠の結婚生徒用手引き

こよい

ています。彼らの母親はどこでしょう。家庭のキッチ

ンに集まっています。何をしているのでしょう。ドー
ナツをたくさん作っています。わたしたちは家に帰る
と，そのドーナツを頂きます。そして食べている間，
わたしたちは今晩の集会で学んだことを伝え，母親や
姉妹や娘たちは，熱心に耳を傾けるでしょう。これは
すてきな家族の伝統です。わたしたちが神権者として
学び行うすべてのことが，家族に祝福をもたらすとい
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助言そのものが，皆さんが尊重すべき導きなのです。

う事実を象徴しています｡】

これから，ふさわしくてすばらしい姉妹たち，特に

母親に感謝し，愛を伝えてください。そして，もし父

母親について話し，女性を敬う神聖な義務について考

親なしに苦労して皆さんを育てているのであれば，彼

えてみましょう。

女を敬う義務はなおさら大きくなります。

母親を汚す君い男牲の罪

子供を救う母親の手祇

わたしがまだ若い大学生のとき，同級生の一人が末

母親の影響は，生涯を通じて皆さんに祝福をもたら

日聖徒の友人たちに，母親のために大至急献血をして

します。特に，伝道に出るときがそうです。何年も前

ほしいと頼んできました。彼女はおびただしい出血を

に，フランク・クロフト長老は，アラバマ州で伝道し

していたのです。わたしたちはすぐに病院へ駆けつけ，

ていました。福音を宣く伝えていたとき，ならずもの

血液の検査を受けました。あのとき受けたショックは

に無理やり連れ去られ，背中を鞭で打たれることにな

忘れられません。一人の血液が性病に感染しているの

りました。クロフト長老は，木に縛りつけられる前に，

で使えないと言われたのです。それは献血を頼んだ彼
自身の血液でした。幸いなことに，母親は助かりまし
たが，彼の悲しみはいつまでも残るでしょう。彼は罪
悪感にさいなまれていました。自分の不道徳な行いの
ために，母親に必要な助けを与えることができず，母
親をさらに悲しませたからです。わたしは大切な教訓
を得ました。神の戒めを汚す人は母親を汚すのであり，
母親を汚す人は，神の戒めを汚しているのですO2

上着とシャツを脱ぐ、ように命じられました。それに従

の

むち

ったとき，最近母親から受けた手紙が地面に落ちまし
た。ならずものの卑劣な首領が，その手紙を拾い上げ
ました。クロフト長老は目を閉じて，心の中で祈りま

した。首領は，クロフト長老の母親からの手紙を読み
始めました。その手紙の写しから引用しましょう。

「愛する息子へ，……救い主の次の言葉を忘れない
でください。『わたしのために人々があなたがたをのの

しり，また迫害し，あなたがたに対し偽って様々の悪
母親を敬う
医学博士として専門的な職業に就いて
いたとき，わたしは時々，なぜ難しい仕
事を選んだのですかと聞かれました。そ
んなときは，「この人生で最も気高い最
高の仕事は母親です」と答えました。わ

たしは母親にはなれないので，病人の世

神の戒めを汚す人は

母親を汚すのであり，
母親を汚す人は，
神の戒めを

汚しているのですb

話をすることがそれに近いと考えまし
た。わたしは，母親がしてくれたように，愛情をもっ
て十分に患者の世話をするように努めました。

何年も前に大管長会は，わたしに限りない影響を与
えた声明を発表しました。「母親の務めは神の業に近い
ものがある。それは人類にゆだねられた最も崇高で，
最も神聖な務めである。……その神聖な召しを敬う母
親を天使の次に置くものであるo」3
母親は，神の偉大な幸福の計画になくてはならない

存在なので，その神聖な業は，家族の崩壊と女性の価
値の下落を目指すサタンに対立するものです。
若い男性の皆さんに知っていただきたいのですが，
立派な女性の影響がなければ，最高の可能性に到達す

さい。彼らは何をしているのか，わからずにいるので

す｡』確かに，あなたを虐待する人たちは．…･･何をして
いるのか，あるいは何をしないでおこうとしているの
か分からないのです。いつか，どこかで，自分のした
ことを理解し，後悔して，あなたが行っている輝かし
みわざ
い御業のゆえに，あなたを敬うでしょう。ですから，
忍耐しなさい。あなたを虐待し，様々な悪口を言う
人々を愛しなさい。そうすれば，主はあなたを祝福し，
強めてくださるでしょう。……そして忘れないでくだ
さい，昼も夜も，お母さんがあなたのために祈ってい
ることを｡」

クロフト長老は，手紙を手にした悪意に満ちた男を

ることはできません。それは皆さんのお母さんであり，

見ました。彼は少し読むと，座って考え込んでいるよ

何年後かには，皆さんの妻のことです。尊敬と感謝を
示す方法を今学んでください。皆さんの母親が皆さん
の母親であることを忘れないでください。母親は息子
に何かを命じる必要はありません。母親の願いや望み，

うでした。やがて立ち上がり，長老に近づいて言いま
した。「おい，おまえにはすばらしい母親がいるようだ
な。分かるか，おれにもいたんだ｡」それから，仲間に
向かって言いました。「このモルモンの母親の手紙を読
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んだら，これ以上，何もできなくなった。放してやっ

できません。妻なしに，わたしはすばらしい子供たち

た方がいいだろう。」クロフト長老は，危害を受けずに

の父親にも，かわいい孫たちの祖父にもなれません。

解放されました｡4

わたしたち父親は，子供たちの母親を限りなく愛す

わたしたちは，すばらしい宣教師の忠実な父親と母
親に心から感謝します。彼らが子供に対して抱いてい

るべきです。母親が受けるに値する感謝と，尊敬と，
称賛を与えてください。夫の皆さんは，結婚当時のロ

るのは，崇高な愛なのです。

マンチックな雰囲気を保ち，結婚生活の親しい交わり
の中で思いやりと優しさを示してください。皆さんの

姉妹を駁う

思いと行いにより，自信や信頼を感じさせるようにし

聖なる神権を有するわたしたちには，姉妹たちを敬
う神聖な義務があります。わたしたちは，からかうの
が悪いと分かる年齢ですし，その知恵があります。家

族の中だけでなく，人生で出会う，すべてのすばらし
い姉妹たちを敬います。神の娘として，女性には神聖
な可能性があります。女性なしに，永遠の命はあり得

ましょう。言葉遣いを正しくし，二人で精神を高揚さ
せる時間を過ごしましょう。仕事やレクリエーション

や趣味など，生活の何よりも，妻を最優先しましょう。
理想的な結婚とは，不完全な二人の真の協力関係で
あり，それぞれが互いを補い合い，戒めを守り，主の

みこころ

御心を行うために努力します。

ません。

女性に対する高い敬意は，神への愛から，また神の
偉大な永遠の計画において女性の果たす高貴な目的へ
の理解からもたらされます。ですから，

家族は神により定められる
会と教会の最も大切な単位で，神によっ
家族は，社会と教会の最も大切な単位で，

て定められました。それは，「神の子供

ポルノグラフィーについて警告します。

たちの永遠の行く末に対する創造主の計

それは女性を汚します。罪悪です。伝染

画の中心を成すもの」6です。「神が家族

し，破壊的で，習慣性があります。人体
には，汚染された食物や飲み物の有害な
作用を取り除くシステムがあります。し

を確立されたのは，御自身の子供たちに

幸せをもたらすため，また愛を感じられ
る場所で正しい原則を学べるようにする

かし，ポルノグラフィーの毒は，吐き出

ため，そして永遠の生活の備えをさせる

ひとたび

すことはできないのです。一度記録され
すことはできないのです。一度記録されると，記憶の

ためです。」7

中にいつも残り，ゆがんだイメージを心に浮かべ，そ
の力は人生の健全なものから皆さんを遠ざけます。疫
病のようにそれを避けてください。

父親は愛のうちに家族を管理する

妻を敬う
まだ結婚していない人は，将来の自分の結婚につい
はんりょ

て考えてください。伴侶をよく選んでください。神殿
結婚の大切さを教えている聖句を心に留めておきまし
ょう。

「日の栄えの栄光には，三つの天，すなわち三つの
階級がある。

その最高の階級を得るためには，人はこの神権の位
(すなわち，結婚の新しくかつ永遠の聖約）に入らなけ
ればならない。

そうしなければ，その人はそれを得ることができな
い｡」5

主の宮における最高の儀式は，夫と妻が一緒に等し
く受けます。

振り返ってみると，わたしの人生で最も大切な日は，
愛するダンチェルと聖なる神殿で結婚した日です。妻
なしに，神権の最も高い永遠の祝福にあずかることは

永遠の結婚生徒用手引き

両親は子供の福利について主要な責任を負っていま
すO8教会は，両親に代わってその責任を果たすもので
はありません、理想的には，末日聖徒の家族は，神権
を持つふさわしい男性によって管理されます。この族
長の権能は，あらゆる神権時代の神の民が尊重してき
ました。家族には神聖な起源があって，そのきずなは，
正しい権能によって結び固められるならば，永遠に続
きます。この権能の源であり，わたしたちすべての御
父である神は，愛と義によって家庭を管理するように
求めておられます｡9

父親の皆さんは，Ⅲ洗いや子守り，おむつの取り替
えなどを手伝うことができます。そして日曜日には，
子供たちの教会に行く支度をし，奥さんの方が車で待
って，クラクションを鳴らしてせかすようにすること
もできます。

「夫たる者よ。キリストが教会を愛してそのために

ご自身をささげられたように，妻を愛しなさい｡｣'0こ
のような愛によって，わたしたちはもっと善い夫とな
り，父親となり，思いやりのある霊的な指導者になる
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トの教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違
聖文の研究，家庭の夕べを確実に行うことです。また，
じゅうぶん

子供たちが救いと昇栄に必要な儀式を受け，什分の一
を納める者に約束されている祝福にあずかれるように
いや

備えをさせることです○癒しや慰め，導きなどの神権
の祝福は，わたしたちに与えられた特権です。
家庭は愛のすばらしい実験室です○利己心や欲とい
う原料を，協力というるつぼの中で融合して、互いへ

｢家族一ガイドブック』（パンフレット,1992年）

８９０
１１
１２
１

いありませんO」uわたしたちの責任は，家族の祈りや

10参照
７

のです。「家庭生活における幸福は，主イエス．キリス

1V

教義と聖約68：25‑28参照

教義と聖約121:41‑45参照
エペソ5：25

『聖徒の道』1996年6月号,10参照
モーサヤ4:14‑15;教義と聖約68:25‑31参照

父親らの手で
琴彗一

の愛と思いやりという製品を作り出すのですOl2

ナニ使徒定員会会員

4『¥ ……

妻や母親や姉妹に愛を伝える

ジェフリー･R・ホラント

兄弟の皆さん，生活の中で特別な姉妹たちを敬って

ください。妻や母親や姉妹たちに，皆さんの愛を伝え

『リアホナ』1999年7月号，

てください。皆さんが最善の行いができないときも，

16‑19
、職

忍耐してくれる姉妹たちをほめたたえましょう。天の

御父のように，現在の姿だけでなく，将来の可能性を

も含めて，わたしたちを愛してくれる姉妹たちに感謝
しましょう。わたしはへりくだって，わたしの母や姉，
はんりょ

父参る神への感謝

妹，娘，孫そして特別な伴侶であり，友である妻が
この復活祭の週末にわたしは，復活された主イエ

いることに感謝します。

神の祝福があって，すべての徳高き女性たちを敬え

ス・キリストだけではなく，主のほんとうの父であり，

るよう，イエス・キリストの御名によって祈ります｡

わたしたちの霊の父であって神である御方にも感謝を

み な

アーメン。

在Ｌ２
；

じてすべての人の子らを祝福してくださっているので
教義と聖約23：3参照

す。主から愛されたヨハネによる次の宣言がとりわけ

親を敬うように教えている聖句は多くある。出エジ

意味を深めるのは，復活祭の時期をおいてほかにない

プト20:12;申命5:16;マタイ15:4;19:19;

でしょう。この宣言では，御子だけでなく御父も次の

マルコ7:10;10:19;ルカ18:20;エペソ6:

ようにたたえられています。「神はそのひとり子を賜わ

2；1ニーファイ17:55;モーサヤ13:20;JST,

ったほどに，この世を愛して下さった。それは御子を

Matt、19:19,TheHolyScriptures:Inspired

信じる者がひとりも滅びないで，永遠の命を得るため

Version;JST,Mark7:12,Bibleappendix参照

である｡」」

み こ

178｡1935年，大管長会は次のような声明を出して

未熟ではあっても，わたしも父親の一人です。しか
し，あのような方法で自分の愛する息子の深い苦しみ
とはりつけを見守らざるを得なかった天上の神の苦し
みを理解することなどとうていできません。御父の本

いる。「末日聖徒イエス・キリスト教会が掲げる真
の精神は，女性に人として最高の栄誉を与えるも

能と衝動が，苦しみとはりつけを阻止し，御使いを遣
わして妨げようと叫んでいたことでしょう。しかし御

のである｡｣(MessagesoftheFYrstPresidency,

父はそうなさいませんでした。目の前に展開されたす
べてを堪え忍ばれました。それがアダムとエバに始ま
り世界の終わりに至るすべての御父の子供たちの罪に
対して，救いの代価を払い得る唯一の方法であったか
らです。完全である御父と御子に，わたしはとこしえ
に感謝することでしょう。御二人は苦い杯に臆するこ

ジェームズ･R･クラーク編,Messagesofthe

FYrstPresidencyoftheChurchofJesusChristof

Latter‑daySaints,全6巻(1965‑1975年),第6巻，

第6巻，5）
アーサー．M・リチャードソン,TheLifeand

4

ささげたいと思います。神は，完全であった独り子の
あがなしよくさい
犠牲を受け入れ，主の何時間にも及ぶ贈いと犢罪を通

MmistryofJOhnMo轌an(1965年),267‑268参照
●

貝︺ハリ

教義と聖約131:1‑3

｢家族一世界への宣言」『聖徒の道」1996年6月号，

みつか

おく
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とはなさいませんでした。また，不完全で力に欠け，
容易につまずき，すぐ、に失敗するわたしたちを見捨て

であるように，彼らも一つになるためであります｡｣6

られなかったのです。

ようとした弟子たちを制止して言われました。「父がわ

主は十字架に向かわれるときでさえ，それを阻止し

たしに下さった杯は，飲むべきではないか｡」7言葉に表

御父とイエスの関係

現し難いほどの試練が終わると，主は最も平安にあふ

あがな

最初の復活祭の時期における，「蹟い」のこのような

れ，現世での教導の業の報いに値する言葉を口にされ

すばらしさについて考えるとき，わたしたちはこの御
父とキリストとの関係が，救い主が教導の業に携わら

ました。苦痛の最後に，主はこう言われたのです。

｢『すべてが終った〔｡〕』……父よ，わたしの霊をみ手

れた時代に一貫した，最も優しく，感動的なテーマの

にゆだねます。｣8そしてすべてが終わり，主は御父のも

一つであったことに気づきます。イエスの存在の意義，

とに戻られたのです。

イエスの目的と喜びはすべて，御父に喜びをもたらし，
みむね

わたしは正直幾度もその瞬間について，そしてその

御父の御旨に従うことに集中していました。イエスは

後すぐ、に起こった復活について考えました。そして御
父と御子との再会はどのようなものだったのかと思い

常に御父のことを考え，御父に祈りをささげられてい
たことでしょう。わたしたちとは異なり，主は，御自
身の望みを天へと向けるために，日々の中でどんな危
機も，落胆するような変化も必要とされませんでした。
主は常にその本能から，心からの熱意をもって天を仰

抱擁はどのようなものだったでしょう。神である同僚

ぎ見ておられたのです｡

同士として，今どのように過ごされているのでしょう

現世で主が教導の業に携わられた期間を通じ，キリ
ストは一瞬たりとも虚栄心や私欲に駆られることはな
かったでしょう。一人の若者が主を「よき者」と呼ぼ
うとしたとき，ただ一人，天の御父だけがそのような
称賛に値するとして，そのような称賛を自らのものと

か。わたしたちはただ想像し，敬服するほかありませ

幾分か自分でも体現できるような生活をしたいと切に

はされませんでした。

子供との関係を強める

ました。あれほど御子を愛しておられた御父，そして

すべての言葉と行いで御父に栄光を帰して尊ばれた御
子。それまで一つであった御二人が再会されたとき，

ん。わたしたちは復活祭の週末に，そのような関係を
望んでいます。

主が教導の業を始めて間もないころ，主はへりくだ

父親として，わたしはわたしやほかのすべての父親

ってこのように言われました。「わたしは，自分からは

たちが，地上で息子や娘たちと，より親密な強い関係
を築くため，さらに何かできないものかと考えていま

何事もすることができない。．．…･わたし自身の考えで
するのではなく，わたしをつかわされたかたの，み旨

す｡御子が御父に抱かれていたような思いのごくわず

を求めている……｡」2

かでも，世の父親が子供から示されたいと望むのはお

聞く者をその力と権能で圧倒した教えに続いて，主
おしえ
は言われます。「わたしの教はわたし自身の教ではなく，
わたしをつかわされたかたの教である。……わたしは
自分からきたのではない。わたしをつかわされたかた
は真実である･･･…c」3そして後に再びこう言われます。
｢わたしは自分から語ったのではなく，わたしをつかわ
された父ご自身が，わたしの言うべきこと，語るべき

こがましいでしょうか。天の御父が御子に愛を注がれ

た姿に倣おうとさらに努めるならば，わたしたちも子
供から同じような愛情を得られるかもしれません。い
ずれにせよ，若人の中に形成される神の概念は，地上
での両親に見いだされる属性が中心となっていること

をわたしたちは確かに理解していますo9

ことをお命じになったのである｡」4

父親不在が子供を傷つける

御父にまみえたいと望み，イエスがその言われると
おりの御方であると直接御父から聞きたいと望む人に
対して，主はこのようにお答えになりました。「もしあ
なたがたがわたしを知っていたならば，わたしの父を

先に述べたもののほか，理由はまだありますが，最
近読んだ本の中で『父親不在のアメリカ』(Father/ess
America)という書物ほど衝撃を受けたものはありま
せん。この研究の中で，著者は「父親不在」が「人口

も知ったであろう。．… わたしを見た者は，父を見た

統計学上この世代において最も有害な傾向」であり，
子供を傷つける最たる要因である，と述べています。
彼は確信をもって，それが貧困から犯罪，未成年の妊
娠，幼児虐待，果ては家庭内暴力に至る，最も切迫し
た社会問題の主因であると断言します。この時代のお

のである｡｣sイエスが弟子たちの中に一致を保ちたいと

望まれたとき，主は御自身と神との関係を例に取って
祈られました。「聖なる父よ，わたしに賜わった御名に
みな

よって彼らを守って下さい。それはわたしたちが一つ
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もな社会問題には，子供の養育から逃避する父親の問
題も含まれます｡10

物理的に家を空ける父親より深刻なのは，霊的に，
あるいは感情的に家族から離れている父親の問題です。

がありました。

わたしの父はただの人，毎晩疲れた顔をして，
務めを総えて家に着く。……

額に汗をにじませて，来る日も来る日も努力して，

幾ら父親が家庭にいても心が家族から離れていれば，

何か起きても立ち向かう。……

その罪は，物理的に家を空けているという罪以上に破

父の支えはただ一つ，自分の帰りを待つ家族。

滅を引き起こしかねません。あらゆる年代層から，

家に戻った父を見て，父力語る声を聞き，…･･･

様々な家庭環境で育つ子供2,000人を対象に，お父さん
にいちばん感謝しているのは何かと尋ねたところ，皆

家族は喜び満たされる。

わたしの父はただの人，だけと令自分にあるものは

一様に「一緒にいてくれること」と答えました。この

何でも家族に分かち合う。

答えを聞いて，なぜわたしたちは驚かないのでしょう

小さい子には道示し，大きな勇気で事をなす，

かOll

祖父が父にしたように。

最近，ある大会を訪問した際に出会った一人のロー
レルの少女が，後で手紙をくれました。手紙にはこう

わたしの父はただの人一一だけどだれよりすばらしい｡'3

書かれています。「せめて父が，わたしにとって霊的に
も感情的にもどれほど必要な存在か分かってくれたら
と思います。どんな形でもかまわないので，わたしに

優しく話しかけ，温かく接してほしいのです。わたし
の普段の生活で何が起こっているか積極的に関心を持
ち，祝福を与え，あるいは少しの時間ただ一緒にいて
くれるだけでも，それがわたしにとってどれほど大切
なことか，父は分からずにいると思いま
なことか，父は分からすにいると思いま

この詩は父への贈り物

父親としての神の模範に従う
兄弟の皆さん，たとえわたしたちが「だれよりすば

らしい」人とは言えず，力の限界や欠点があっても，
聖なる御父が備えられ，聖なる御子によって模範を示
された力強い教えゆえに，わたしたちは正しい方向に
向かって進んで行くことができるのです。御父の助け
により，わたしたちは親として，想像以

す。父が不器用で，気持ちをうまく表現
できないために気後れするのは分かりま

上の受け継ぎを残すことができます。

す◎でも，ただ努力してくれるだけで，

記しています。「息子がわたしの方を見

父が思うよりもずっとわたしにとっては

ているのに気づくと，わたしは父と過ご

意味があるのです。わたしを愛してくれ
ていることは知っているので，まるで感

になりたいと望んでいた当時が目に浮か

最近父親になったある人が次のように

した日々をよく思い出し，父のような人

謝していないように受け取ってほしくありません。以
前，父から小さなメモをもらいました。そのメモの最
後には「父より』(Love,Dad)と書いてありました。
(訳注：『父より』の部分は英語では"Love,Dad''で

專用
用の
のひ
ひげ そ り と シ ェ ー ビ ン グ ク リ ー ム
びます。自分専

あるが，これは本来手紙の締めくくりの決まり文句で
あって「愛しているよ，お父さんより」というほどの
意味はない｡)そのメモを宝物にしています。これから

今，わたしは自分の導きに息子が従うよう望んでい
ます。しかし，息子がわたしに従うだろうと思うと怖
くなります。この小さな男の子を腕に抱いていると，
『天国への郷愁』に駆られます。それは神と同じように
愛し，安らぎを与え，守ることを望む気持ちです。ま
だ青少年のころ，どのような恐れを感じても，答えは
いつも，『お父さんならどうするだろう』という思いで
した。今，わたしには養う子供がいます。わたしは天
の御父に対し，父に抱いたような思いで，自分がすべ
きことを学べるよう，頼りにしているのです｡｣'4

もかけがえのないものの一つとして大事に残していき
ます｡｣'2

ほとんどの父親はすばらしい

彼女が書いているように，彼女を父親に対する感謝
を欠いた娘だと思わないでいただきたいと思います。
また同時に，父親たちの至らなさを責めるためにこれ
が書かれたのでも，ここで引用されたのでもないこと
を理解していただきたいと願っています。ほとんどの
父親はすばらしく，すてきな人々です。作者は分かり
ませんが，若いころに読んだ物語に，このような一節

を持って，毎朝父の横でひげをそり，夏，父が芝刈り
をする後をついて，行き来していたこと思い起こすの
です。

父親の愛の影響

最近，大学時代の友人から次のような手紙が届きま
した。「わたしの少年期は混沌とした，不安定な時期で
こんとん
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したが，確かなことが一つあります。それは，父から

人類史上最も耐え難い苦難に遭ったとき，主の体の

愛されていたことです。その確信は，若いころの支え

すべての毛穴から血が流れ出，苦悩に満ちた叫びが主

でした。わたしは主を知り，主を愛するようになりま

の口から発せられ，キリストはそれまでいつも頼って

した。なぜなら父も主を愛していたからです。わたし

いた御自分の父により頼み，「アバ」と叫びました。今

みな

は決して人を愚か者呼ばわりしたり主の御名をみだり

の言葉では，「お父さん」か，幼い子供は「パパ」と呼

に唱えたりしたことはありません。それは，聖書の中
で禁じられていると父から学んだからです。また父か
じゅうぶん

ぶのでしょう◎2，

ら，什分の一を納めるのは特権であると教わったため，
ずっと納めてきました。父が自分の誤りに対し責任を
取ったように，わたしも自らの失敗についてそのよう
に努めてきました。一時期父は教会から離れていまし
たが，年老いてから伝道にも出，神殿で忠実に働きま

聖さを汚すような気がします。癒されることのない苦

これは非常に個人的な事柄で，引用するだけでも神
いや

痛にさいなまれた子供と，真の力の源であったその父
が，一晩中苦難をともに耐えたのです。

父親の皆さん，この復活祭の週末に，わたしたちが

親としての務めを再確認できますよう，また自分の子

した。父は遺言で，家族が暮らしていける以上の財産
が残ったら，教会に納めるようにと言い残しました。

供を抱き締め，子供を永遠に信頼するうえで，御父と
御子を思い起こして力を得られるよう，イエス・キリ
みな

父はこよなく教会を愛していました◎父のおかげで，

ストの御名により祈ります。アーメン。

この話はまさにバイロンの詩を福音の中でかいま見
たような気がします。「君の顔を見ていると，君のお父
さんを思い出す｡｣!6

父親の影響力に関する聖文の中の模範

あがな

10.

ll.

●

●

を守るために全力を尽くすことです。
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ヨハネ18:11

デビッド・ブランケンホーン,FatherﾉessAme‑

r/ca:ConfrontingOurMostUrgentSociaノ

御父は偉大な族長であるアブラハムにこう言われま
した。「わたしは彼が後の子らと家族とに命じて主の道
を守らせ，正義と公道とを行わせるために彼を知った

父親に求められる」21と証します。その中でも最も大い
なることは，父親が養い育てる子供の幸福と子供の霊

ヨハネ17:11

Probﾉem(1995年),1

14.

この復活祭の週末に，わたしは主が預言者ジョセ

ヨハネ14：7，9

ImagesofGod,"JburnalibrtfleScien"cStudy
ofReligibn,1997年3月号,25‑43参照

15.

フ・スミスに宣言されたように，「大いなることが……
あかし

ヨハネ7:16,28
ヨハネ12:49

"Parent‑ChildRelationshipsandChildren's

けたのです。

のである｡｣20

ヨハネ3:16

ヨハネ5：3O

ヨハネ19:30;ルカ23:46

２
３
１１

まだ若かったニーファイが成長過程にあったころに，
｢わたしは，父がこれまでに語った言葉をすべて信じ
た｣'7と話したことから，その後預言者となる彼の将来
がうかがえます。また，預言者エノスが人生の転換期
に語った「父が．…･･語るのを度々聞いていた」'8という
言葉はモルモン書に記されている偉大な啓示の一つで
す。そして，悲しみに打ちひしがれていた罪深い青年
アルマは，自分の多くの罪を思い出してひどく苦しん
でいたとき，「かつて父が……預言するのを聞いたこと
を思い出し」ました。それは「イエス・キリストは神
の御子であり，世の罪を贈うために来られるという」
ものでした。'9父親がこれ以上諭しても無駄に思えたと
あかし
きに述べた証が，アルマの記憶にかすかに残っていた
ため，息子アルマの霊が救われただけでなく，モルモ
ン書に登場する人々の歴史も永遠にわたって影響を受

注Ｌ２ａ４ａ６孔８９

わたしも教会を愛しています｡｣15

16.

@$BecomingaBetterFather,"Ensign,1983年1月
号，27参照

個人的な書簡

エドガー．A･ゲスト,"OnlyaDad",Best‑
LovedhemsoftheLDSPeople,ジャック．M･
リヨン他編(1996年),90‑91
個人的な書簡
ロバート･A・リースからの個人的な書簡
PariSina,第13節,285‑286行

17. lニーファイ2:16

18. エ ノ ス l : 3
19. アルマ36：17
20.

創世18:19,強調付加

21.

教義と聖約29：48

2
2
．

マルコ14:36
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デートに関する標準
‐正しい話婚は■
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正しいデートから始まる。
−スペンサー．W･キンボール長老

れたらと思いますか｡」（｢独身の兄弟たちに」『聖徒の

道』1988年6月号,52)
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「心も体も清く身なりの整った若い女性は，何と麗
しいことでしょう。そのような若い女性は，まさしく
永遠の父なる神が誇りとされる神の娘です。身なりの

整った若い男性は，何とりりしく見えることでしょう。
そのような若い男性は，神の聖なる神権を保持するに

精選された教え

値する神の息子であり，体のどこにも入れ墨やイヤリ

ングを着ける必要はありません。大管長会と十二使徒
スペンサー．W・キンボール大管長

「『気の合う同士』とは作り話であり，幻想です。あ

定員会は，全員が声を一つにして，これらのものを身
に着けないよう勧告します。……

らゆる努力を払い，よく祈って，最も麗しく一致のあ

さて，若人の皆さんにとって，最もありふれたもの

る生活を営める相手を見いだすように努めるとき，確

でありながら最も対処の難しい問題があります。それ

かにほとんどの善良な男女は，幸福を得，実り多い結

は，皆さんとほかの人々との関係についてのものです。

婚生活を営むことができるのです。しかしそのために

皆さんは人間の本能の中で最も強力なものと日々かか

は，二人が進んで代価を払わなければなりません｡」
(｢結婚によって一つとなる」『リアホナ』2002年10月号，

本能を凌駕します◎

わっています。正しく生きようという意志のみがその
りょうが

主は，偉大な目的のために，わたしたちを互いに引

3
8
）

かれ合うようにされました。しかし，よくコントロー
エズラ・タフト・ベンソン大管長

「伝道は神権者の義務だと考えるだけでは不十分で
す。すべての若い男性は，心からの喜びと期待をもっ
て，伝道の機会を待ち望むべきです。……
これ以上に大切なものはありません。学業は先に延

ルしないかぎり，この魅力は危険をはらんだものとな

るのです。正しく扱えば，すばらしいものとなります。
しかし，手に負えなくなると，命取りになります。

早い時期のデートは避けるように教会の指導者が勧
告しているのもこの理由によるのです。このルールは

ばすこともできます。仕事のことでもそうです。神殿
結婚も高潔な専任宣教師として主に仕えた後からでき
ます。デートをする場合は，忠実な若い女性で，伝道
の大切さを理解し，皆さんに伝道を勧める人だけを相
手にしてください｡」（｢高貴な生得権を持つ若人へ」
『聖徒の道』1986年7月号,47
)
はんりょ
「さて，兄弟の皆さん，伴侶を選ぶときは完全さを
期待しないでください。また，あまりに偏った見方を
して，最も大切な以下の特質を見落とさないでくださ
あかし
い。すなわち，強い証を持ち，福音の原則に従って生
活し，家庭を愛し，シオンの母親になることを望み，
夫が神権の責任を果たせるように助けることなどです。
もちろん，皆さんにとって魅力のある人でなければ
なりませんが，単に楽しむためにいろいろな女性とデ
はんりょ
−トし，永遠の伴侶の選択について主の確認を求めよ

皆さんをいじめるために作られたのでは決してありま

うとしないのは，間違っています。

ち，神の息子，娘として受け継いだものに誇りを持っ
てください。理解力と導きを求めて主に頼ってくださ

相手が自分にふさわしい伴侶かどうか判断するため
に，次のような良い判断基準があります。その女性の
前では，最も気高い思いを抱いていますか。最高の行
いをしようと思いますか，今よりもっと善い人間にな

せん。皆さんを助けるために作られたのです。ルール
に従えばルールによって守られるのです。

早い時期の親密な交際が悲劇に至ることは，よくあ
ります。若い男女が二人だけで長時間デートをすれば

するほど，トラブルに巻き込まれやすくなるというこ
とは，調査によっても明らかです。

わたしの友である皆さん，望ましいのは，結婚する
備えができるまでは様々な人と広範囲にデートするこ
とです。そしてすばらしい時間を過ごしてください。

でも，親密な関係になるのは避けてください。相手の
体に触れないようにしてください。簡単ではないかも
しれませんが，必ずできます。……

……皆さんは教会にとって非常に重要な存在です。
皆さんなしでは今の教会はありません。確固として立

い。主の教えと戒めに従って歩んでください。

楽しい時間を過ごしてもかまいません。それは当然
のことです。わたしたちは皆さんに人生を楽しんでい

永遠の結婚生徒用手引き
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ただきたいと願っています。しかし，独善的にはなら

つけられていない人や信仰のない人とデートしてはな

ないようにしてほしいと思っています。皆さんには快

らない。「この人と結婚するつもりなんかないわ。単な

活に喜び，歌ったり踊ったり笑ったりして幸せになっ

る遊びのデートよ』と言う女性がいるかもしれない。

ていただきたいと思うのです。
けんそん

しかし，それと同時に謙遜になり，よく祈ってくだ

しかし，決して福音を受け入れない人と危険を冒して
ゆる

まで恋に陥る余裕などない｡」（『赦しの奇跡」241参照）

さい。そうすれば，神の祝福が皆さんのうえに注がれ

ることでしょう。」（｢若人への預言者の勧告と祈り」

｢リアホナ』2001年4月号,37‑40参照）

M･ラッセル・バラード長老

「あらゆる年齢層の女性に対して，思いやりのある

「伝道地から最近帰還した若人の皆さんについて，

態度で振る舞えるようにしなければなりません。先に

わたしは心配していません。皆さんはわたしと同じよ

述べた若い女性たちは，女性に敬意を払い，当たり前

うに，自分が何を行うべきか知っているからです。デ

の礼儀を真心から示してくれるよう，若い男性の皆さ

ートや求婚期間という自然なプロセスを通して，すば

んに伝えてくださいと言っていました。ドアを開けて

らしい伴侶を見つけて主の宮で結婚することは，皆さ
んの責任であり，特権です。急ぎすぎてはいけません

女性が部屋に入って来たら起立したりするといったよ

はんりょ

あげたり，こちらの方からデートに誘ってあげたり，

し，遅らせすぎてもなりません。『急いで結婚して，ゆ

いマナーを，ためらわずに実行してください。信じら

っくり後悔しなさい」という古いことわざは，今でも
生きています。しかし，フラストレーションを引き起

れないかもしれませんが，この男女同権の時代にあっ

こす，実りのない，浮ついたデートケームに時間を浪

費してはなりません。それは期待を抱かせるだけで，
落胆や，場合によっては心痛をもたらすことになりま
す｡」(:@ToSingleAdults,''E"sIgn,1989年6月号,72.

ても，若い女性たちは男性からのこうした簡単な礼儀
を期待しているのです｡」（｢力に先駆ける清さ」「聖徒
の道」1991年1月号,41)

若人の強さのために−神への務めを果たす

73‑75も参照）
小冊子

スペンサー･W・キンボール長老

「男の子は，化粧をしていないという理由で女の子
を批判することはめったにありません。こういう声を
時々聞きます。『あの子はすてきだけど，きちんとした
服装をしてくれたらなあ。それに化粧が濃すぎるんだ｡』
着飾りすぎたり，派手すぎたり，挑発的だったり，め
かしすぎたりする服装は，控えめに言っても趣味が悪
いものです。適度のパウダーと口紅だけで，大切なの
は決して化粧ではなく『ありのままの自分』だという
ことを周囲に納得させられる若い女性は，賢明です。
若い男性はひげをそり，髪をとかし，適度で控えめ
なヘアスタイルにし，つめを清潔に保たなければなり
ません。体にぴったりしすぎた挑発的なズボンは，若
い男性を低俗に見せます。若人は，スタイルを気にし
ながらも極端に走らないような服装を心がけることに

選択の自由と責任

￨
若
人
の
強
ざ
の
た
め
に
繩ヘの聯めを 恥たす

rそして人は，すべての人
の偉大な仲保者を通じて自由

と永遠の命を選ぶことも，あ
るいは悪魔の束縛と力に応じ

て束縛と死を選ぶことも自由

である｡J(2ニーファイ2．.2刀
あなたの天の御父は，選択
の自由という，善悪を選び，

望むままに行動する能力を与えてくださいました。善
悪を選ぶ助けとしてあなたには聖霊が与えられていま
す。あなたはこの地上にいる間，戒めを守ることによ

って神への愛を示すために，自分の選択の自由をどう
使うか試されています。

あなたは自由に自分で選ぶことはできますが，自分
の行いの結果を自由に選ぶことはできません。一度選
ひとたび

より，賢くて品位があり，人に好かれる魅力的な人物
になれるのです。」(@:SavetheYouthofZIon,''

べばその選択に伴う結果を引き受けることになるので

ImprovementEra,1965年9月号,761)

す。それはすぐには現れないかもしれませんが，良い

「正しい結婚は正しいデートから始まる。一般に，
人は自分が交際している人……の中から結婚の相手を
見つける。したがって，次に述べる警告は非常に重要
である。教会員でない人や，教会員であってもよくし

ことであれ悪いことであれ，必ずやって来ます。悪い

永遠の結婚生徒用手引き

選択はあなたの成長を遅らせ，心痛や悲嘆を招きます。
正しい選択は幸福や永遠の命につながっています。だ
からこそ，生涯を通じて正しい事柄を選択することは
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とても大切なのです。

あなたは自分の選びに対して責任を取らなければな

りません。神の戒めに背く選択をして，それを自分の
環境，家族，友達のせいにすることはできません。あ
なたは神の子供であり，大きな力を与えられています。

を与えてくれます。あなたは競争社会の中で生活して

おり，そこでは良い教育がほかの手段では得られない
機会の扉を開いてくれます。

どのような環境の下に置かれていても，正義と幸福を

一生涯，学ぶ意欲を持ち続けてください。自分につ
いて，ほかの人々について，周囲の世界について学び
続ける喜びを知ってください。主の言葉を研究し，天

選ぶ力があなたにはあります。

の御父の計画について学び続けましょう。セミナリー

さらにあなたには，天の御父が与えてくださった能

力や才能を伸ばす責任があります。自分に与えられた
能力を用いて何を行い，時間をどのように使ったのか，
あなたは御父に報告しなければなりません。時間を無
駄にせず，一生懸命に進んで働いてください。ほかか
ら強いられてではなく自分の意志でたくさんの善いこ
とを行う選択をしてください。
マタイ妬:14−〃

を，あなたの総合的な教育の大切な一部としてください。
教義と聖約88：77−80

家族
r家庭生活における幸福は，主イエス・キリストの
教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いあ
りません。実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い
ゆる

改め，赦し，尊敬，愛，，思いやり，労働，健全な娯楽
活動の原則にのっとって確立され，維持されます｡J

感謝

(/ 家族一世界への宣言̲/ノ

「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｡J徴義と聖約78:19ノ
主はあなたのすべての行いや言葉に感謝の気持ちが
宿るよう，願っていらっしゃいます。感謝の心を込め
て生活するなら，幸せで満たされた気持ちがいっそう
大きくなります。大きな試練に遭っているときでさえ，
感謝すべきことは見つかります。そのようにするなら
あなたは力を増し，祝福されるでしょう。
祈りの中で祝福を求める前に，自分がすでに受けて
いる祝福について神に心からの感謝を述べてください。
あなたの家族について，友達や愛する人々について，
指導者や教師について，福音について，御子イエス・

家族がいるというのは，とても大きな祝福です。家
族がいるおかげで，親しみのある交わりや幸福があり，
愛に満ちた雰囲気の中で正しい原則を身に付けたり，
永遠の命を得る準備をしたりする助けが得られます。
家族全員が同じ性格ではないかもしれませんが，天の

キリストについて神に感謝してください。

主に対する感謝の気持ちは自分の生活の仕方によっ

ても表すことができます。戒めを守り人々に仕えるな
ら，あなたは主を愛し感謝していることを示している
のです。どのようなことでもあなたを助けてくれる人
に対し，感謝を示してください。
ルカ17:12‑19

教育

′若いうちに知恵を得なさい｡J(アルマ37:35ノ
主はあなたに知性を磨き，技能を伸ばしてほしいと
願っておられます。教育はこの世で良い影響力を発揮
する助けになります。自立し，愛する人々や助けの必
要な人々を養うために，さらに大きな力を与えてくれ
ます。

自分から熱心に働いて勉強のために進んで代価を払
ってください。教育は投資であり，とても大きな報い

御父の計画では一人一人皆大切です。

幸せな家庭を築くために，あなたは自分の役割を果
たしてください。明るく，いつでも相手を助け，思い
やりを示してください。家庭内の問題の多くは，家族
の自分勝手で不親切な言動から生まれます。家族の必
要に心を配ってください。いじめたり，けんかをした

り，口争いをしたりするのではなく，平和をつくり出
す人になるように努めてください。教会では家族がい
ちばん神聖な単位であることを忘れてはなりません。

親には愛と尊敬を示し，従うことによって尊んでく
ださい。しなければならない家事を自分から進んで手
伝ってください｡家族の活動や伝統，例えば家族の祈
り，家庭の夕べ，家族でする聖文の輪読などに加わっ
てください。こうした習慣は家族を強め，一致を促し
ます。家族にとって良い模範となりましょう。
弟や妹，兄や姉との関係を強めましょう。彼らはあ
なたのいちばん身近な友達になるはずです。彼らが関

心のある事柄を追求できるよう助け，直面している問
題を解決できるように力になってあげてください。
エベソ6:1‑3

友達

「わたしの兄弟であるこれらの最も小さい者のひと
りにしたのは，すなわち，わたしにしたのである｡」
永遠の結婚生徒用手引き
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(マタイ25：40ノ

どのような場合にも決して服装の標準を下げないで

友達は慎重に選んでください。彼らはあなたの思い

ください。標準を下げる行為は自分の身体を利用して

や行いに強い影響を与え，あなたがどんな人物になる

人の注意を引き，認められようとしているというメッ

のかを決定づける助けにさえなります。高い標準を守
るために励まし合い強め合えるような，価値観を分か
ち合える友達を選んでください。ほんとうの友達はあ
なたが最高の自分になれるように力を与えてくれます。
良い友達を持つにはあなた自身が良い友達になって
ください。人々に関心を示し，あなたが心にかけてい
ることを彼らに伝えてください。親切に尊敬を込めて
人に接し，引っ込み思案な人や仲間外れになっている

セージとともに，慎みを大切にするのは都合のよいと

す。若い男性も慎み深い外見を保つ必要があります。

と感じている人には，あなたから友達になってあげて

極端な服，外見，整髪はどの若い男性も避けてくださ

ください。

い｡いつも身だしなみを整えて清潔にし，だらしなく，
不適切な服や身だしなみ，態度は避けるようにしまし

同じ信仰を持っていないあなたの友達を，教会の集
会や活動に招待してあげてください。彼らはそこで福
音を知るでしょう。彼らが歓迎され，必要とされてい

ると感じられるようにしてください。多くの人々が友
達の模範やフェローシップによって教会員になってい
ます。福音についてもっとよく知ってもらおうと働き
かけたとき，友達に断られてもがっかりしないでくだ
さい。これまでどおりの友達でいればいいのです。
特に新会員やあまり活発でない人々には努めて助け
の手を差し伸べてください。彼らがあなたの友達の輪
に温かく迎え入れられていると感じられるように助け
あかし
ましょう。あなたは，証を伝え，良い模範となること
によって彼らを助けることができます。
アルマ17:1‑2

慎みのない服装とは，ショートパンツや丈の短いス
カート，体にぴったりとした服，おなかを露出したシ

ャツ，そのほか肌があらわになるような衣装です。若

い女性は肩を覆う服を着用し，胸もとや背中が見える
ローカットのえりや露出度の大きい服を避けるべきで

ょう。「主の前に出てもおかしくない外見だろうか」と
自問してみてください。
いつの日かあなたは神殿で自分のエンダウメントを

受けるでしょう。あなたの衣服や行動がその神聖なと
きのための備えに役立つものでなければなりません。

自分の体に，入れ墨を彫ったりボディーピアスを着
けたりして，自分自身を傷つけてはなりません。少女
や女性が耳にピアスをしたいと思うのであれば，控え
めなイヤリング（訳注一耳に着けるピアスを含む）を
一組だけするのがよいでしょう。

日曜日であろうと週日であろうと教会の集会や活動
に出かけるときは，適切な服を着用することで主と自

分自身を尊んでいることを示してください。何が適切
かよく分からないときは，指導者や親に尋ねてみまし

服装と外見
みたま

rあなたがたは神の宮であって，神の御霊が自分の
うちに宿っていることを知らないのか。……神の宮は
聖なるものであり，そして，あなたがたはその宮なの
だからである｡J(Iコリント3:16‑")
あなたの体は神の神聖な創造物です。神からの贈り
物としてこれを尊び，決して汚してはなりません。あ
なたは，自分の体がどれほど尊いか知っていることを，
服装と外見を通して主に示すことができます。あなた
は自分がイエス・キリストの弟子であることを示せる
のです。

神の預言者はいつも神の子供たちに慎み深い服装を
するよう勧告してきました。身に着ける服によって人
柄が示されます。あなたの服装や身だしなみはあなた
についてのメッセージを人々に伝え，自分や周囲の
人々の行いに影響を与えます。適切な身だしなみや慎
み深い服装を心がけるなら，御霊が常にとどまり，周
囲の人々に良い影響を与えることができます。
みたま

永遠の結婚生徒用手引き

きだけだというメッセージを送っているのと同じです。

ょう。
アルマI:27

娯楽とメディア

rと等のようなことでも，徳高いこと，好ましいこと，
あるいは誉れあることや称賛に値することがあれば，
わたしたちはこれらのことを尋ね求めるものである｡｣
信仰箇条I:13ノ

どのようなものであれあなたが読み，聞き，目にす
るものは，あなたに影響を与えています。ですから自
分を高める娯楽やメディアだけを選んでください。ふ
さわしい娯楽はよい思いや義にかなった選択をする助
みたま
けになり，主の御霊を失わずに楽しむことができます。
良い娯楽はたくさんありますが，中には義にかなっ

た生活からあなたを遠ざける恐れのある娯楽もありま
す。良くない内容がインターネット，コンサート，映
画，音楽，ビデオ,DVD,書籍，雑誌，写真，そのほ
かのメディアにしばしば出てきます。サタンはそうし
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た娯楽を使って正しくないことや邪悪を普通でおもし

的で邪悪な行いを促すような音楽は聴かないようにし

ろいと思わせ，あなたをだまします。

ましょう。

いかなる形であれ，下品で，暴力的な娯楽，また，

ダンスも楽しいものであり，新しい人との出会いの

不道徳で，わいせつな娯楽に心や，目を向けたり，加
わったりしないでください。不道徳や暴力行為を少し
でも受け入れられるものとして扱っている娯楽には加

機会を作ってくれます。しかし，これも誤って利用さ

わらないでください。

な動きをしたり，位置を取ったりしないようにしまし

ポルノグラフイーはどのようなものであれ特に危険

で，中毒になりやすいものです。最初は何げない好奇
心だけであっても生活を振り回すほどの恐ろしい習慣
になりかねません。そのために性的な罪に陥ったり，
犯罪行為にまで発展したりすることもあります。ポル
ノグラフイーは自制心を弱める毒物であり，人に対す
みたま

るあなたの見方を変え，御霊の導きを失わせ，将来の
伴侶と正常な関係を持つ能力に影響を与えることさえ
あります。ポルノグラフィーに出遭ったら，すぐ､に顔
はんりよ

れる場合があります。踊りながら相手と全身を接触さ
せるのは避けてください。性的な動作を挑発するよう

ょう。服装や身だしなみ，照明，歌詞，音楽が健全な
雰囲気を醸し出すダンスパーティーを計画し，参加す
るようにしてください。主の御霊はそのような場所に
宿るでしょう。
教義と聖約":12

言葉遣い

仮悪い言葉をいっさい，あなたがたの口から出して
はいけない。……人の徳を高めるのに役立つような言

を背けてください。

葉を語〔り〕なさい｡J（エベソ4：29ノ

暴力描写は悪い行いを魅力的に見せることがよくあ
みたま
ります。それは御霊を傷つけ，敏感に思いやりのある
方法で人々に対応する能力を弱めます。互いに愛し合

言葉遣いには人柄がよく表れます。知性ある清い言
そうめい
葉は聡明で健全な心の持ち主であることの証明です。
人を高め，力づけ，称賛する言葉を使ってください。
たとえ冗談でも，人をけなしたり，おとしめたりして
はなりません。互いに愛し合いなさいという主の戒め
を実行できるように，人に対して親切で肯定的な話を
みたま
してください。品位ある言葉遣いをすれば，主の御霊

いなさいという救い主の教えにも反します。

天の御父の標準に合わない内容に出遭ったときには，

映画鑑賞会やビデオパーティーから立ち去り，コンピ
ューターやテレビのスイッチを切り，ラジオの番組を

替え，雑誌を閉じる勇気を持ってください。ほかの人
たちが何もしなくても，あなたは行動を起こしてくだ
さい。あなたが神の標準を守る決意をしていることを，
友達や家族に知らせてください。あなたには聖霊の
たまもの
賜物があります。聖霊の賜物はあなたに力を与え，良
い選択ができるように助けてくれるでしょう。
モロナイ7:12−m

がともにあるでしょう◎

みな

けいけん

神とイエス・キリストの御名をいつでも敬度に，敬
意を込めて用いてください。みだりに御二方の御名を
用いるのは罪です◎神聖さを汚す野蛮で粗野な言葉や
しく､さは，卑わいな冗談と同じで，主やほかの人々を
傷つけます。汚れた言葉はあなたの霊に害を与え，品
位を下げます。人々の影響を受けてそのような言葉を
使ってはなりません。

音簗とダンス

「あなたは楽しければ，歌と，音楽と，踊りと，賛
美と感謝の祈りをもって主をほめたたえなさい｡J徴
義と聖約136:銘ノ

品位ある言葉を使う友達を選んでください。あなた
自身が模範を示し，別の言葉を使うように優しく促す
ことで，周囲の人が清い言葉を使えるように助けてく
ださい。彼らが悪い言葉を使うときには，失礼のない
ようにその場を立ち去るか話題を変えてください。

音楽は生活の中で力強い大切な位置を占めています。
人に良い影響を与えて，天の御父に近づくのを助けて
くれることもあります。ところが悪い目的のために使
われることもあり得ます。ふさわしくない音楽は無害
のように思えても，あなたの思いや霊に良くない影響

い。悪いと知っている言葉を使いそうになったら，口

を与えることがあります。

を閉じるか，言わなければならないことを別の表現を

どのような音楽を聴くか慎重に選んでください。耳
に入ってきたときにどのような気持ちになるか考えて
ください。御霊が離れ去るような音楽，不道徳を奨励
し，暴力をたたえ，汚れた攻撃的な言葉を用い，悪魔

使って言ってみてください。

仮にあなたに汚れた言葉遣いをする習慣があったと
しても，その習慣は変えられます。変わると決心する
ことから始めてください。助けを求めて祈ってくださ

ヤコブの手紙3：2−13

みたま

永遠の結婚生徒用手引き

292デートに関する標準

それは子供をもうけるため，夫婦の間で愛情を表現す

デート

るために，神によって定められました。性的な親密さ

／主は，偉大な目的のために，わたしたちを互いに

引かれ合うようにされました。しかし，よくコントロ
ールしまいかぎり，この魅力は危険をはらんだものと

をるのです。……早い時期のデートは避けるように教
会の指導者が勧告しているのもこの理由によるので
す｡」（ゴードン．B･とンクレー大管長ノ
デートやコートシップが普通に認められている文化
の下では，デートはいつまでも続く友情をはぐくみ，
はんりょ
やがては永遠の伴侶を見いだす助けとなることがあり

ます。高い標準を持つ人，また一緒にいてあなた自身
高い標準を守れる人とだけデートをしてください。若
い男性も若い女性も，デートの最中はお互いに標準に
従えるように助け，相手の名誉と徳を守る責任があり
ます。神権の神聖さ，女性であることの神聖さを敬う
必要があります。

少なくとも16歳になるまではデートをしないでくだ
さい。それより低い年齢でのデートは，不道徳な行い
につながり，出会う若人の数が少なくなり，自分の永
はんりよ
遠の伴侶を選ぶうえで助けとなる経験を奪う恐れがあ
ります。

すべての10代の若人にデートの必要があるわけでは
ありませんし，デートを望んでいるわけでもありませ
ん。まだそのようなことに関心がなかったり，機会が
なかったり，単にまだ真剣な関係に発展させたくない
と思ったりしているために，デートをしていない10代

の若人は大勢います。ただ，どの年齢にあってもすば
らしい友情をはく、くむことはできますし，またそのよ
うにすべきです。

は結婚の中でのみ用いるよう，神は命じられました。

性的な清さを保つという神の戒めに従うとき，あな
たは神殿で神と聖約を交わし，それを守る備えをして
いるのです。また結婚を強いきずなで結ばれたものと
し，愛に満ちた家族の一員として子供たちをこの世に
招く準備をしているのです。結婚というきずなの外で
ほかの人と身体的な親密さを持てば必ず感情のうえで
ダメージが伴いますが，あなたはそれからも守られま
す
。

結婚する前にどのような性的な関係も結んではなり
はんりよ
ません。結婚した後は伴侶に対して完全に誠実であっ
てください。二人が愛し合っていれば結婚前に性的な
親密さを持つことは認められる，とサタンは誘惑する
かもしれません。それは真実ではありません。神の目
から見て，性的な罪は非常に重いものです。命を生み
出すために神が与えてくださった力を汚してしまうか
らです。預言者アルマは，性的な罪は殺人と聖霊を否
定する罪を除いて最も重い罪であると教えています
（アルマ39：5参照)。

結婚の中でしか表現してはならない強い感情を引き
起こすどのようなことも，結婚するまでしてはなりま
せん。情熱的なキスをしたり，人の上に覆いかぶきっ
たり，服の上からであれ服を脱いでであれ人の隠れた

神聖な場所に触れてはなりません。あなたに対しても
ほかの人にそのようなことをさせてはなりません。自
分の体に対してもそのような感情を刺激してはなりま
せん。

デートやコートシップが認められている文化の下で

デートを始めるときはグループ交際かダブルデート

にしましょう。同じ相手とばかり頻繁にデートをする
のは避けましょう。デートの相手が親と会えるように
してください。家族も一緒にできる活動にデートの相
手を誘うのもよいでしょう。建設的であまり費用のか
からないデートを計画してください。お互いを知る助
けになるものがいいでしょう。あなたもあなたの相手
も自尊心を保ち，主の御霊に近くあることができるよ
みたま

うな事柄をしてください。

は，相手を常に敬い，自分の卑わいな欲望の対象とし
て相手を利用することは決してあってはなりません。
自分の体の中によぎる思いが容易に抑制できる安全な
場所にいてください。性的な思いを刺激する会話や活
動に加わらないでください。

同性愛行為は重い罪です。同性に魅力を感じて苦し
んでいるときは，親や監督に相談してみてください。
必ず助けを与えてくれます。
ごうかん
そうかん

仮生殖の神聖な力は，法律に基づいて結婚した夫婦
である男女の間においてのみ用いるべきです｡J(｢家族

強姦，近親相姦，そのほかの性的虐待の犠牲になっ
た人に罪はありません。もしあなたがこうした犯罪の
犠牲者であったとしても，次のことを覚えておいてく
ださい。あなたは潔白であり神はあなたを愛していら
っしゃるということです。すぐ、に監督と相談して<だ
さい。監督は心を癒していく過程であなたを導き，助

一世界への宣言̲/ノ

けてくれるでしょう。

2コリント6:14

盤的な清さ

夫婦間の身体的な親密さは美しく神聖なものです。
永遠の結婚生徒用手引き
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性的な罪を犯すように誘惑されている場合は，親，
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監督，信頼できる友達に助けを求めてください。主に
祈ってください。主はあなたが誘惑に抵抗し，ふさわ
しくない思いや感情を克服できるように助けてくださ

正直

います。

て，偽証してはならない｡J出エジプト加:15‑16)

rあなたは盗んではならない。あなたは隣人につい

性的な罪に陥ってしまったときは，悔い改めのプロ

自分自身に対して，人に対して，主に対して正直で

セスを踏み出してください。内面の平安を見いだし，
ゆる

あってください。あらゆる点で正直であれば，あなた

みたま

御霊を十分に受けられるようにするためです。主の赦
しを求めてください。監督に相談するなら，監督は真
心から悔い改めた人にだけ与えられる赦しをあなたが
得られるように助けてくれるでしょう。

は神と人に大いに仕えることを可能にしてくれる人格

上の長所を伸ばしていることになります。心の平安と
自尊心という祝福も受けるでしょう。正直であれば，
主と周囲の人々に信頼されるでしょう。

不正直はあなた自身を傷つけ，普通は周りの人をも

創世39:1‑12;教義と聖約M:42

傷つけます。うそ，盗み，万引き，不正はあなたの霊

悔い改め

を損ない，善いことを行う力を弱めます。仕事は正直
ゆる

／児よ，自分の罪を悔い改めた者は赦され，主なる
わたしはもうそれを,思い起こさをい｡J(教義と聖約

に行ってください。報酬に見合う十分な働きをしてく
ださい。

不正直でも悪くはない，と周囲のだれもが思ってい

58：42）

救い主はわたしたちのために命をささげ，わたした
ちの罪のために苦しまれました。この偉大な犠牲は

たとしても，善くないことを正しいと正当化しないで
ください。正直であるには自分が正しいと知っている

續罪と呼ばれています。蹟罪によってあなたは赦しを
受け，悔い改めるときに罪から清めていただくことが
できます。あなたが赦しを得るために必要なことを行

ことを行う決意と勇気が必要です。

し

ょ

く

ざ

い

ゆ

る

うなら，蹟罪の力と，神があなたに対して抱いておら
れる愛を自分ではっきりと知るでしょう。あなたは主
イエス・キリストが与えてくださる平安を感じるので

す。それは大きな力をあなたに与えてくれます。
サタンはあなたが悔い改めはできないと考えるよう
に望んでいますが，それは絶対に真実ではありません。

救い主はあなたが必要なことを行うことを条件に赦し
を約束されました。悔い改めが早ければ早いほど，赦
しによって得られる祝福も早くあなたのものとなるで
しょう。

ある人々は故意に神の戒めを破り，神殿に参入した
り伝道に出たりする前に悔い改めようと考えます。故
意に罪を犯すことは救い主の蹟罪をあざけることであ
り，サタンの影響を生活の中に招くことになります。
そのような行いを悔い改めるのは容易ではなく，時間
も長くかかります。このようにして罪を犯せば，霊的

な導きや祝福に満ちた長い歳月を失うかもしれません。
罪深い行いのわなにはまって，引き返すことさえ難し
くなる恐れもあります。

アルマ27：27

安息日を守る

r安息日を覚えて，これを聖とせよ｡J(出エジフ・ト
〃：8ノ

きよ

主はあなたの利益のために安息日を定め，それを聖

く守るように命じられました。安息日を守ることによ
ってあなたは主に近づき，家族とのきずなを強めるこ
とができるでしょう。また必要な休息を得，活力を回
復させることができます。

安息日にふさわしい，精神を高揚させる活動はたく
さんあります。主を礼拝し，教会に出席し，家族と静
かに時間を過ごし，福音を研究し，手紙を書き，日記
を記し，家族歴史活動に参加し，病気の人や寝たきり
の人を訪問してください。教会の集会で，またその前
や後も，安息日を敬う服装をしてください。
仕事を探すときには，日曜日の集会に出席し安息日
きよ
を聖く守りたいというあなたの望みを雇い主になるか
もしれない人に話してください。多くの雇い主がそう
した個人的な確信を持つ従業員を大切に思うでしょう。
可能なときには必ず，日曜日に働かなくて済む仕事を

罪は必ず主に告白する必要があります。また悪いこ
とをしてしまった相手にも罪を告白すべきです。性的

選んでください。

な事柄に関する罪のような重大な罪を犯しているとき

ーツ行事に参加する日でもありません。この日に娯楽
に興じたり，お金を使ったりすることは避けましょう。
安息日にふさわしくない活動に加わる誘いを受けるこ
とがないように，友達にはあなたがどんな標準を守っ

は，監督に告白する必要があります。
アルマ36：6−24

日曜日はただの休暇でも，レクリエーションやスポ

永遠の結婚生徒用手引き
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ているのか知らせてください。

教義と聖約〃:9‑13

什分の一と献金

約89:18‑"ノ

主はあなたの体を大切に扱うよう命じられました。

そうするためには教義と聖約第89章にある知恵の言葉

を守らなければなりません。栄養のある食物を取り，

「十分の一全部をわたしの倉に携えてきをさい。こ

定期的に運動し，睡眠を十分に取ってください。これ

れをもってわたしを試み，わたしが天の窓を開いて，
あふるる恵みを，あなたがたに注ぐか否かを見なさい

らのことをすべて行うなら，有害な常習癖を避け自制

心を維持することができます。健康な体，機敏な精神，

と，万軍の主は言われる｡J(マラキ3:10;3ニーフア

聖霊の導きなどの祝福も得られるでしょう。

/r24:10ノ

紙巻きたばこ，かぎたばこ，かみたばこ，葉巻，刻

什分の一の律法はあなたが生涯を通じて守っていか

みたばこなど，たばこ製品には決して手を出してはな

なくてはならない大切な戒めです。什分の一とは収入

りません。これらは非常に常習性が高く，あなたの体

の1割を指します。

を損ない，寿命を縮めます。コーヒーや茶のたぐいも

什分の一を納めることにより，あなたは神が与えて
くださったすべてのものに対して感謝を示します。そ

れは神の王国をこの地上に築く助けをするための方法
です。什分の一は神殿や集会所を建て，聖典を翻訳・
出版し，教会の様々な資料を会員たちに配付し，伝道
活動を行い，神殿・家族歴史活動を推進し，セミナリ

口にしてはなりません。これらも常習性があり，有害
だからです。

アルコール性飲料はどのようなものであれ，あなた

の肉体と霊に有害です。アルコールの酔いが回ると判
断力や自制心が弱まり，純潔の律法やそのほかの戒め
を破る結果になりかねません。飲酒はアルコール依存

ーやインスティテュートを支援するために使われてい

症に結びつく恐れがあり，個人や家族を破滅に追いや

ます。

ります。

什分の一を納めるときにはあなたの態度が大切です◎
主を愛し，神に対して信仰を抱いているという動機で，
什分の一を納めてください。自分から進んで，感謝の
気持ちを込めて納めてください。ほかの出費に充てる

余分なお金がなくなってしまうと思ったときでも，什
分の一を優先してください。そうすることにより，利
己心を克服し，御霊を受けやすくなるでしょう。
毎年年末には，監督と什分の一年末面接を行うため
の時間を取ってください。これはあなたの献金記録を
見直し，什分の一が完全であるかどうかを申し出る機
みたま

会となります。

麻薬，薬物，そのほか感覚を刺激したり興奮状態を

招いたりする危険な行為はあなたの肉体，心，霊の健
康を損なう恐れがあります。そのようなものの中には
違法な薬物，処方薬や売薬の乱用，家事用の薬剤も含
まれます。

知恵の言葉を破ればもっと幸福で魅力的になれるな
どと，サタンやそのほかの人々によって思い込まされ
ることのないようにしてください。
ダニエルI:3−〃

人々への奉仕
たがい

通常は月の第1日曜日に（健康の許す範囲で）毎月1
回断食を行うことによって，断食の律法を守ってくだ
さい。断食日の適切な守り方とは，2食分続けて飲食を
断ち，助けの必要な人々の世話に役立てるために惜し
みなく断食献金をささげることです。断食の初めと終
わりには祈りをささげ，具体的な必要に対する特別な

荷を負い，慰めの必要な人を慰めます（モーサヤ18:

助けを願ってください。

8−9参照)。天の御父はしばしばあなたをお使いになっ

教義と聖約H9：3−4

身体の健康

にれらの言葉を守って行う……すべての聖徒たち
は，そのへそに健康を受け，その骨に髄を受けるであ
ろう。また，知恵と，知識の大いなる宝，すなわち隠
された宝さえ見いだすであろう。また，走っても疲れ
ることがなく，歩いても弱ることばない｡」（教義と聖

永遠の結婚生徒用手引き

仮互に愛し合うならばそれによって，あなたがた
がわたしの弟子であることを，すべての者が認めるで
あろう｡」（ヨハネ13:"ノ

人々への奉仕はイエス・キリストに仕える弟子の最
も大切な特質の一つです。弟子は喜んでほかの人の重

てほかの人の必要を満たされるでしょう。

奉仕をするときは救い主を仰ぎ見て模範にしてくだ
さい。主は神の息子としてこの地上に来られたにもか
かわらず，へりくだって周りの人々に仕えられました。

人々に仕えるには様々な方法があります。教会の責

任，家庭，学校，地域社会などで奉仕ができます｡奉
仕の必要な相手，その人たちの必要を満たす方法が分
かるように，聖霊の導きを毎日求めてください。日々
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のささやかで親切な行いが，いちばん大切な奉仕であ
る場合がよくあります。

バプテスマのときに交わした聖約を覚えて守り，毎
せいさん

週聖餐を受けてそれを新たにしてください。若い男性

人々への奉仕に専念するなら，あなたは天の御父に

の皆さんは神権を受けたときに交わした聖約を守らな

近づくことができるでしょう。心には愛が満ちてきま

ければなりません。今これらの聖約を守るなら，あな

す。能力は増し，自分の生活ばかりか周囲の人々の生
活にまで祝福をもたらすことができるでしょう。

たが将来神殿で聖約を交わす準備になります。

ルカ10:"‑37

どのような環境の中にあっても主と主の教会に忠実
であってください。教会の中央幹部は，あなたを幸福
の道へと導いてくれます。神の偉大な王国の会員であ

信仰をもって前進する

ることに感謝してください。
けんそん

みたま

この小冊子に紹介された標準はあなたが正しい選択

謙遜であり，御霊のささやきに進んで耳を傾けてく

をするのに役立つでしょう。何度も見直して，こう自

ださい｡あなた自身の知恵よりも主の知恵を優先させ

分に尋ねてみてください。「わたしは主が望まれている
ような生活をしているだろうか｡」
主があなたになってほしいと望まれるすべてにこた

てください。

えられるように，毎日ひざまずいて主にあなたの心の
願いを伝えてください。主はあらゆる知恵の源であり，
あなたが助けを必要とするときに，あなたの祈りに耳
を傾け，答えを与えてくださいます。

聖文を毎日読んでください。聖文は個人の啓示を受
あかし
けるための豊かな源であり，あなたの証に絶えず力を
注いでくれます。

これらのことを行うなら，主は自分の力だけで築く
以上の人生をあなたにもたらしてくださるでしょう。

あなたの機会を増し，視野を広げ，あなたを強くして
くださいます。また試練や問題に取り組むために必要

な助けを与えてくださるでしょう。あなたは天の御父
とその御子イエス・キリストを知るようになるとき，
真実の喜びを見いだし神と御子の愛を感じるようにな
るでしょう。
2ニーファイ31:16‑21
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どうせい

なるべきです｡」（｢神は欺かれず」『聖徒の道』1975年2

同棲

月号，82‑83参照）

r:"正式な結婚をしていない二人が一緒に

生活すれば』互いの心の中にある何かが
、、"§"‑

'‑鳶

,『

,』

‑‑'､

F,雪，用､【,

".‑

』ざ,『&，侭1

『

r打ち壊されてしまいます｡ツⅨf"
一一ボイド．K･パッカー長老

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「神が承認された男女の結婚は何千年にもわたって

文明の基礎となってきました。結婚の定義を覆す根拠

は存在しません。わたしたちには結婚の定義を覆すよ

うなことをする権利はありません。彼らは神御自身の
前でそのような行為について説明を求められることで
しょう｡」（｢わたしたちはある種の事柄についてなぜそ
うしているか」『リアホナ」2000年1月号，68）

関連聖句
ボイド．K・パッカー長老

しんげん

どうせい

筬言6：27−33

「人は火を，そのふところにいだいてその着物が焼
かれないであろうか。

また人は，熱い火を踏んで，その足が，焼かれない
であろうか。……
かんいん

女と姦淫を行う者は思盧がない。これを行う者はお
のれを滅ぼし，

傷と，はずかしめとを受けて，その恥をすすぐこと
ができない｡」

「同棲という偽りの結婚が関心を集め，広く流行し
ているのが現実です。同棲をしている人々は，結婚に
伴う責任を負うことなしに，結婚生活がもたらし得る

すべてを楽しもうとしているのです。実に誤った考え
方です。

このような関係にどれだけ期待したとしても，はる
かに多くのものを失うことになるのです。正式な結婚
をしていない二人が一緒に生活すれば，互いの心の中

にある何かが打ち壊されてしまいます。すなわち，純
潔，自尊心，洗練された人格などが失われていくので
す。

精選された教え

そんなことはないと言ったところでそのような損失

を食い止めることはできません。これらの諸徳は一度
スペンサー･W・キンボール大管長

「この放縦の世における罪は何も若人に限られたこ

失うとそう簡単には回復できないものです。

ある日，二人が気の向くままに生活習慣を変え，
同棲を始めたとします。この二人が結婚を侮辱するよ
うなことをしておきながら，通常の結婚から得るべき

どうせい

とではありません。最近わたしは雑誌の記事を読んで

いて驚いたことがあります。ある男性が結婚について，
紙切れに署名するだけの，単なる法律尊重主義の慣例
にすぎないと述べ，次のように語っていたのです。「結
婚制度は廃止すべきである。そうすれば社会的圧力の
ない，ユートピアのような国になるだろう。」彼から質
問を受けたある女性はこう答えていました。「結婚なん
て廃止すべきですわ。わたしは，結婚せずに二人で静
かに暮らしている人々を知っています。でも，そうし
た関係の中で成長した子供が悪い影響を受けるなんて
見たことがないわ｡」

こういった考えを持っているのは，結婚をせずに
同棲することを唱道している人だけではありません。
どうせい

わたしは力の限りを尽くして，このことにわたしたち
の民の注意を向けさせたいと思います。

もう一度申し上げます。わたしたち教会員は結婚し
ます。すべて正常な人は結婚すべきです。（多少の例外
はあるでしょう。）すべて正常な結婚をした二人は親と
永遠の結婚生徒用手引き

祝福がすぐに手に入ると考えるならば，まったくの見
当違いというものです。

やがていつの日か，我に返った二人は，失望を刈り
取ることになるのです。

結婚を無意味なものと考える人は，少年，少女，男
らしさ，女らしさ，夫，妻，父親，母親，赤ちゃん，
子供，家族，家庭といった言葉も同じように軽視する
人です。

そのようなとき，自分を捨てて人のために尽くす，
犠牲などという言葉はどこかに行ってしまうでしょう。
自尊心は消えうせ，愛さえもそのようなところにはと
どまりたくはないでしょう。

こうした関係に入ろうかと思っている人や結婚せず
に生活を共にしている人がいれば，今すぐやめなさ
いIそういった関係を立ち切りなさい！だらだらと
続けてはなりません。できることなら，そうした関係
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を断ち切って今すぐ正式な結婚をしなさい｡」（｢結婚」
『聖徒の道』1981年9月号,17‑18参照）

的象徴と肉体上の交わりだけを共有し，義務全体のほ
かのあらゆる側面から逃避し，退き，離れることを意
味します。

ジェフリー．R・ホランド長老

「〔結婚〕の一致が完全なものだからこそ，永遠に続
く約束を表現するために『結び固める』という言葉を
使うのです。預言者ジョセフ・スミスはかつて，ある
いはそのような神聖なきずなを，互いに対する『固い
つながり』（教義と聖約128:18参照）と表現できるだ
ろうと語りました。

しかし，そのような完全な一致，そのような男女問
の固いつながりを得るためには，結婚の聖約によって

得られる親密さと永続性が欠かせません。この結婚の
聖約には，夫婦がその所有するすべて，すなわち思い
と心そのもの，時間と夢のすべてを差し出すという神
聖な約束と誓いが伴います。

道徳的な偽善という言葉が理解できるでしょうか。
それは，見せかけの一致と，神の御前で神聖な約束を
交わすことを装いながら，偽りの結びつきにより肉体
みまえ

肉倣的な交わりに関しては，絶対に待たなければな
りません。すべてを与えることができるようになるま
で待たなければならず，法律と律法に基づいて結婚す
るまではすべてを与えることができないのです。自分
の所有物ではないもの（『あなたがたは，もはや自分自
身のものではないのである』という言葉を思い起こし
たまもの
てください）を与え，自分の全人格という賜物を伴わ
ない形で自分の一部のみを与えることは，情緒的な破
壊という危険を冒していることになるのです。もし天
の承認を受けることなく肉体的な満足を追い求めるこ
とに固執するならば，後になって霊的かつ心理的な損
失を被る恐ろしい危険を冒すことになります。そして，
後に出会う心から愛する人との肉体的な交わりを求め
る気持ちも，心からの献身もともに損なってしまうの
です｡」（｢個人の清さ」『リアホナ』1999年1月号,84
参照）

永遠の結婚生徒用手引き

298

1999年1月号,77)
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家族一世界への宣言

性別は,=人の前世〆現置および
永遠の伏讓と目的にとって／
ひつす

＝必須の拝性なのです｡ゞr

「すべての人は，男性も女性も，神の形に創造され
ています。人は皆，天の両親から愛されている霊の息

子，娘です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な
行く末とを受け継いでいます。そして性別は，人の前
世，現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性
なのです｡」（｢家族一世界への宣言」「聖徒の道』1998
ひつす

｢家族一世界への宣言」

年10月号,24)

精選された教え

同性への誘惑
…i:I
‑i:I'

ゴードン・B｡ヒンクレー大管長

「同性愛について，教会はどのような立場を取って

十二使徒定員会会員
ダリン．H・オークス

いるか。

まず第1に，わたしたちは，男女の結婚は神によっ
て定められたものであると信じています。わたしたち
は，結婚というものは，主の宮において永遠の神権の
権能を行使することによって永遠のものになり得ると

『聖徒の道』1996年3月号，
14‑25

信じています。

人々は，自分のことをいわゆるゲイやレズビアン，
すなわち同性愛者だと考えている人たちについて，わ
たしたちの教会がどのような見解を持っているか，尋
ねます。それに対するわたしの答えはこうです。わた
したちはそうした人たちを神の息子，娘として愛して
いるということです。そういう人たちは，強力で，恐
らくは抑制し難い性癖のようなものを持っているのか
もしれません。大部分の人々は，それぞれに，何らか
の性癖を持っているものです。そうした性癖に従って
行動を起こさないかぎり，その人は，ほかのあらゆる
教会員と同様に，前進を続けることができます。しか
し，教会で説かれている貞潔の律法や道徳の標準を犯
すようなことがあれば，ほかの違背行為と同様に，教
会にあって宗紀の対象となります。

わたしたちはそのような問題を抱えている人々を助
け，強め，援助の手を差し伸べたいと考えています。
しかし，そのような人たちが，不道徳な行為にふける
ようになったり，あるいは，いわゆる同性結婚を唱導
し，擁護し，また実際にその趣旨に従って生活するよ
うになれば，わたしたちとしてはそれを見過ごしにし
ておくわけにはいきません。そのようなことを許容す
るということは，神が定められた重大で神聖な結婚の
基盤やその真の目的，すなわち家族を養い育てるとい

う目的を軽視することにもなりかねないからです｡」
(｢人々がわたしたちについて尋ねること」「リアホナ1
永遠の結婚生徒用手引き

末日聖徒であればだれでも，結婚というきずなを超
えたいかなる性的な関係をも神が禁じられたことを知
っています。また多くの人は，男が女を見て情欲を抱

くのは罪であるという救い主の教えを承知しています
（マタイ5：28；教義と聖約42：23；63：16参照)。
男女間の互いを引き付ける力は，創造主によって植
え付けられたものです。その目的は肉体の誕生を確実
に永続させることであり，子育てをはじめ，主がその
目的を果たすために定められた家族という舞台に夫と

妻を引き寄せることです。これとは対照的に，この生
殖の力の使用に関する神の戒めからの逸脱は，重大な
罪です。ジョセフ･F･スミス大管長はこう教えていま
す。

「性の結合は結婚生活において合法であり，正しい
意図を持って行うならば誉れ高く聖いとされる行為で
す。しかし結婚の契りがなければ，性的耽溺は卑しむ
きよ

たんでき

べき罪であって，神の目には憎むべきものです｡」！

さて，末日生徒の中には同性との性行為，もしくは
そうした行為に至る可能性を秘めた同性への性愛的な
感情のために混乱と心痛を覚えている人がいます。こ

の行為や感情がもたらす宗教的，情緒的問題，そして
家族へのチャレンジに対して，教会の指導者や親，そ
して一般の教会員はどのように対処したらよいのでし

ょうか。同性に引かれるものがあるとか，性愛的な感
情を覚えるなどと若い人たちから打ち明けられたとき，
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わたしたちは何と言ってあげたらよいのでしょうか。

自分はホモセクシャルまたはレズビアンであって，「生
まれつきそうであることは科学的に証明されている」
と言う人に対して，わたしたちはどう答えるべきでし
ょうか。わたしたちは，同性への性愛的な感情は正当
ではなく，この種の性行為はすべて罪であると主張し
ていますが，それに対して教会員でない人々から，そ
れは不寛容であり無慈悲であるとの非難を受けたとき，
どう対応したらよいのでしょうか。
福音の教え

こうした疑問に対してどのような態度を執るべきか
について，わたしたちが真実であると信じる福音の教
えの中には次のように述べられています。
l.神はわたしたちを「男と女」（教義と聖約20:18;
モーセ2：27；創世l:27)に創造された。わたした
ちが性別と呼ぶものは，この世に生を受ける前のわ
たしたちを特徴づけるのに欠くことのできないもの
であったo2

2．この世の人生の目的であり，末日聖徒イエス・キリ

スト教会の目的を成すのは，神の息子，娘をその行
く末のために備えさせること，すなわち天の両親に
似た者となるように備えさせることである。

3．わたしたちの永遠の行く末は日の栄えの王国での昇
しょくざい
栄であるが，それはイエス・キリストの蹟罪を通じ
てのみ可能になる。（わたしたちは磧罪を通しての

み『神の前に罪のないもの』〔教義と聖約93：38〕
となり，その状態を保持することができる｡）そし
て，実際に昇栄にあずかれるのは，神の宮である神
殿で永遠の結婚の聖約を交わし，しかもその聖約に
忠実であった人だけである（教義と聖約131:1‑
4;132章参照)。

4．正しいことをしようという望みがあるにもかかわら

ず，自らの過ち以外の理由でこの世における永遠の
結婚ができない人は，天の御父の慈悲深い計画によ
り，神の戒めを守り，バプテスマやそのほかの聖約
に忠実であれば，後の世で永遠の命を得る資格を授
けられる。3
しょくざい

5．蹟罪という清めの力に加えて，神はわたしたちに選
択の自由を授けてくださった。善（命の道）と悪
（霊の死と破滅の道〔2ニーフアイ2：27；モーセ
4：3参照〕）のいずれかを選ぶ力である。もちろん
この世での諸条件によりわたしたちの自由には制限
が加えられるが（例えば，ある選択をしてもそのと
おりに動けないとか，それを実行する力がないな

ど)，一度責任能力のある年齢もしくは状態に達す

れば（モロナイ8:5‑12;教義と聖約68:27;
101:78参照),いかなる物理的，霊的な力もわたし
たちから選択の自由を奪うことはできない。

6.この世での生活の目的の一つを果たすために，わた
したちは反対のものによる試しを受け，神の戒めを

守るか否かの確認を受けなければならない（2ニー
ファイ2:11;アブラハム3:25‑26参照)。その反

対のものを提供するために，サタンとサタンに従う
者たちはわたしたちを誘惑することを許された。選
択の自由を用いて悪を選び，罪を犯すように誘惑す
るのである。

7.サタンは「すべての人が自分のように惨めになるこ

とを求めている」（2ニーファイ2：27）ので，神の
子のための計画を妨害する選択や行動へと人々を
執勤に誘惑するOそして，個人が自らの行動に責任
を持たなければならないという原則をゆがめ，生殖
という神聖な力を乱用するように誘惑し，ふさわし
い男女が結婚し子供をもうけることを思いとどまら
せ，男性であり女性であることの意味を混乱させよ
しつよう

うと躍起になっている。

8.これらすべてのことにおいて，肉体を持たない悪魔
は，この世の人間が「肉の思い……に従って，永遠
の死を選」ぶことによって自分たちの肉体を堕落さ
せるように説得しようとしている。「肉の思いは，
悪魔の霊に力を与え，〔人々〕を捕らえて地獄に落
とし，悪魔は彼自身の王国で〔それらの人々〕を支
配する[｡]｣(2ニーフアイ2:29)

9．大管長会は次のように宣言している。「(1)不道徳
な思いや感情を抱くことと（2）異性や同性と不道
徳な関係を結ぶこととの間には，はっきりとした違
いがありますO｣4もちろん，不道徳な思いは不道徳
な行為に比較して重大さの程度は軽いが，そうした
思いも抑制し悔い改めるようにしなければならな
い。「わたしたちの思いもわたしたちを罪に定める」
（アルマ12：14）からである。不道徳な思い（なら
びに重大ではないものの，そうした思いのきっかけ

となる感情）は，罪深い行為をもたらす可能性があ
るからである。

10.神の子であるわたしたちへの神の愛は偉大であるの
で，最もひどい罪人といえども（あるいは，そのよ
うな人たちのうちの大多数が)，最後には栄光の王
国の一つを受け継ぐ、という報いを受ける。5この世で
善良な生き方をし，救いの儀式をほとんど受けなが
ら，永遠の結婚を通してもたらされる昇栄へのふさ
わしさに欠けていた人は，日の栄えの王国の低い階
級に救われるであろう。そこには，永遠の増加はな
永遠の結婚生徒用手引き
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い（教義と聖約131:1‑4参照)。

ll.問題や選びの連続であるこの世の人生にあって，す
べての人は救い主の「互に愛し合いなさい」（ヨハ
ネ15:12,17)との戒めの下にある。大管長会は最
たがい

近のメッセージの中でこう述べている。

「わたしたちは互いにもっと親切であるように，も
っと優しく，もっと人を赦すように求められています。
また，怒るにもっと遅く，助けるのにもっと早くある
ゆる

ように言われています。さらに，友情の手を差し伸べ，
報復の手を抑えるように求められています。そしてキ
リストの真の弟子となり，心からの思いやりをもって
互いに愛し合うように言われています。それこそキリ
ストがわたしたちを愛される方法だからです｡」6
親切と思いやりと愛は，自分には何の過ちもないに

もかかわらず負わされている重荷に耐えられるように，
また，自分で正しいと知っていることを行えるように，
わたしたちを強めてくれるものです。

福音の教えとわたしたちに課せられた義務の応用
こうした教えと戒め，そして義務は，本稿の初めに

提起された質問への答えとしてわたしたちを導いてく
れるものです。

わたしたちの教えが，いわゆる「ゲイ・バッシング」
（ホモセクシャルまたはレズビアンの行為にかかわって
いる人々を物理的に，また言葉で攻撃すること）にか
かわる人々を非難していることは明らかです。
わたしたちは健康を害している人々に対して思いや
りを示さなければなりませんが，それにはHIV(ヒト
免疫不全ウイルス）に感染している人やエイズにかか
っている人も含めて然るべきです。（エイズの場合，性
交渉によって感染したとは限りません｡)わたしたちは
こうした人々に対しても，教会の活動に参加するよう
しか

奨励すべきです。

同性による性関係の問題に大管長会の見解を応用し
てみましよう。まず,(1)ホモセクシャル（レズビア
ン）の「思いや感情」（これは抑制し，気持ちを切り換

える必要があります）と（2）「ホモセクシヤルの行為」
（これは重大な罪です）に分けなければなりません。
ここで注意しなければならないのは，ホモセクシャ
ルやレズビアン，ゲイという言葉は，ある特定の思い
や感情，行動を表す形容詞であることです。したがっ

て，こうした言葉をある特定の状況や具体的な人物を
指す名詞として用いることはやめなければなりません。
わたしたちの教会には，こうした言葉の使い方を規定
する教えがあります。こうした言葉を，状況を示す言
葉として使うのは誤りです。なぜならそれは，性に関
永遠の結婚生徒用手引き

する行動というきわめて重要な事柄について，その人
が生まれながらにして選択の余地のない，ある状況に
拘束されていることを暗示することになるからです。
もう一つは感情です。中には生まれつき備わってい
る感情もありますが，ほかはわたしたちのこの世での
経験に起因するものです。また，「生まれつきのものと
この世で養われたもの」とが複雑に絡み合って生じる
こともあります。わたしたちには皆，自分で選んだの
ではない感情が存在します。しかし，イエス・キリス
トの福音は，わたしたちには感情に抵抗し，（必要に応
じて）それを変形させていく力があると教えています。
感情がわたしたちを導いて，不適切な思いを抱かせた
り罪深い行動を取らせたりしないためです。
人によって体の特徴は異なります。そして，子供の
ころまた大人になってから遭遇する様々な肉体的，情

緒的圧力に対する感受性も人それぞれです。感受性も
わたしたち自身が選んだものではありません。しかし，
その感受性の上にわたしたちが植え付けた態度や優先
順位，行動，そして「生活様式」はわたしたち自身が
選んだものであり，自ら責任を取るべきものです。
こうした事柄へのわたしたちの教義的な立場を考え
るうえで欠かすことができないのは，単なる自由と選
択の自由の違いです。わたしたちの自由は，この世の
様々な条件によって制限を受けますが，神の賜物であ
る選択の自由は，外的な力の影響を受けません。それ
たまもの

は，選択の自由が人の責任能力の根幹を成しているか

らです。この単なる自由と選択の自由の違いは，感情
から思い，思いから行動，行動から習慣という進行の
過程を想定するとよく見えてきます。この進行の過程
は，ギャンブルやたばこ，アルコールなど，いろいろ
なものの中に現れてきます。

さて，普通の人とは異なった感情を抱く人々がいる

ように，ある特定の行動や反応，習慣に対して異常な
感受性を示す人々がいます。恐らくそうした感受性は
生まれつきのものであるか，もしくは個人の選択や過
ちによらずに獲得したものでしょう。使徒パウロが次
のように呼んだ名前の分からない病気と似ています。
｢わたしの肉体に一つのとげが与えられた。それは，高
慢にならないように，わたしを打つサタンの使なので
ある｡｣(2コリント12:7)ある人にギャンブルに引き
付けられる感情があるとします。普通の人ならちょっ
と楽しむ程度で止まるのに，その人は何かに取りつか
れたようにギャンブルにのめり込んでしまいます。あ
る人はたばこに魅力を感じ，たばこへの感受性が強く
て習慣になってしまいます。また，アルコールに強い
魅力を感じる人が，弱さからたちまちのうちにアルコ
つかい
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−ル依存症になってしまうのです。短気や議論好き,i分である。わたしの力は弱いところに完全にあらわれ
強欲などもその例です。；る｡』パウロは従順な態度で次のように結論づけていま
どのケースも（ほかの例も同じですが)，単なる感受；す。

性を特定の行動にまで高じさせてしまう感情やそのほす『それだから，キリストの力がわたしに宿るように，
かの性格的特徴というものは，遺伝的性質とある程度｜むしろ，喜んで自分の弱さを誇ろう。
関連するのではないかと考えられます。しかし，この；だから，わたしはキリストのためならば，弱さと，
関連性は恐らく非常に複雑なものでしょう。また，遣；侮辱と，危機と，迫害と，行き詰まりとに甘んじよう。
伝的要素だと考えられているものは，もしかしたら,iなぜなら，わたしが弱い時にこそ，わたしは強いから
個人の成長期に特定の影響力に遭遇して獲得した強い；である｡』（2コリント12:9‑10)

傾向にすぎないかもしれません。しかし，この世でわ：わたしたちの感受性や傾向〔感情〕がどうあれ，神
たしたちに与えられた自由の様々な形態である感受性；の戒めにより禁じられていることを行ったり考えたり
やわたしたちの持つ人間的な弱さがどうあれ（わたしIすることにわたしたちの方で選択の自由を行使しない
たちはこの世では「肉においては自由」であるにすぎ；かぎり，感受性や傾向がわたしたちの永遠の行く末を

f

「わたしたちのほとん 生まれつき，（葎'′"…

『肉体に一つのとげ」を持っています。
(あるいは生まれた後に形成します｡)また，人より目
立つものもあれば，人と比べて深刻なものもあります。

のです。

そして，わたしたちは皆，何らかの障害に対して感受
性を持っているようです。しかし，その感受性がいか
なるものであれ，わたしたちには自分の思いと行いを

……『人間には特定の行動に駆り立てる強い力があ
って，これは人間の選択の力を超えるものである。し
たがって，人間は自分の行動に責任を持つことはでき
ない』という主張に気をつけてください。この主張は，
イエス・キリストの福音の最も基本的な教えに対抗す

コントロールする意志と力があります。そうでなけれ

るものです。

ばなりません。神はわたしたちに対して，思いと行い
に責任を持つように言ってこられました。ということ
は，わたしたちの思いと行いは，与えられている選択
の自由によりコントロールできるはずのものであると
いうことです。一度責任を負う年齢や状態に達したな
らば，『生まれつきそうなんだから』という主張をもっ
て神の戒めに合致しない思いや行いを正当化すること

サタンは，この世でわたしたちが責任を持つべきこ
とは何もないと教え込もうとしています。これこそ天
上の戦いでサタンが勝ち取ろうとしたものなのです。

はできません。わたしたちは死すべき肉体から来る弱

って悪魔の宣伝活動に荷担していることになるでしょ

さが永遠の目標の達成を阻むことのないように，生活

う
。

の仕方を学んでいかなければなりません。

個人が責任を取ることは人生の法則です。これは人
間の法律にも神の律法にも適用されます。文明社会の
中では，自分の衝動をコントロールすることが義務づ
けられています。同じように神はその子供たちに対し
て，戒めを守って永遠の行く末を確かなものとするに
は衝動を抑えなければならないと教えられました。法
律はその人が短気だからといって，自分を苦しめる相
手に，衝動のままに発砲することを許してはくれませ
んし，負欲だからといって，衝動から盗みを働くこと

神はわたしたちの苦難を聖別してわたしたちの益と
してくださると約束されました（2ニーファイ2：2参
照)。親から受け継いだ〔もしくは生まれた後に形成さ
れた〕弱さを克服するための努力が，永遠にわたって
わたしたちの力となる霊的な強さを築き上げてくれる

のです。したがって，パウロが『肉体〔の〕一つのと
げ』を取ってくださるように3度祈ったとき，主はこ
う答えられました。『わたしの恵みはあなたに対して十

『自分は生まれつきこうだから』という理由で選択の自
由の行使に責任を取らない人は，天上の戦いの結果を
無視しようとしています。わたしたちには責任があり
ます。もし反対の主張をするなら，人はその努力によ

どんよく
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も許しません。あるいは，幼児に対して異常な性欲を
持っているからといって，衝動から実際にその欲望を
満足させることを許してくれません。……
現世でわたしたちに影響を及ぼす肉体上の様々なと
げについて考えてみた場合，わたしたちにどれだけの

自由が与えられているかは不明な部分が多くあります。
しかし，これだけは分かっています◎すなわち，わた
したちには皆選択の自由があり，それを思いと行いに
おいてどう使うかに対して，わたしたちは自分で責任
を取らなければならないということです。これは基本
的なことです｡」7

という仮説を立てることは簡単です。しかし，重要な

こととして心に留めておかなければならないのは，こ
のアプローチに対して認められている二つの主張です。

すなわち，「基本的な遺伝性と必然的な遺伝性を混同し
てはならない。・・…．また，恐らくほとんどのメカニズ

ムは，生得的な性質と環境による形成との相互作用で
あろう」'0ということです。

性志向が遺伝によって決定されるかどうかについて
は，まったくの否定から完全な受容まで科学者の意見
は様々ですが，大まかな点で一致しているのは，現段
階で得られる証拠では不十分であり，確固とした結論
に至るにはほかの多くの科学的研究を待たなければな

科学的洞察

らないということです。

わたしたちの教義的なアプローチとは対照的に，多
くの人々はこの同性愛の問題に単に現代科学の立場か
らアプローチしようとしています。わたしは科学者と
しての資格を有しませんが，『自らをホモセクシャルや
レズビアンであると自認する人々は生まれつきそうで
あることが最近の科学上の発見で分かった』とする
人々の主張が誤っていることを，科学文献による知識
と資格ある科学者や医師の助言に基づいて立証しよう
と思います。

わたしたちは人体に関する科学的な発見が加速度的
になされている時代に生を受けています。わたしたち
は，自分の身体的特徴の多くが親から受け継いだもの
として説明できることを知っています。同時に，わた
したちの行動が親や兄弟関係（特に成長期において)，

また育った地域の文化などの社会的，心理的要素に大
きく影響されることも分かっています。ある特定の行
動が『生得的なものであるあるか後天的なものである
か』また『その程度はどれほどのものか」との議論は
何世紀もの間続けられてきました。この議論を，『同性
に対する特別な感情や行動』というテーマにも適用し
ようとすることは，この非常に複雑なテーマに対する
科学的知識がまだ揺篭期にあることを物語る一例にす
ようらん

ぎないのです。

科学者の中には，人間の行動が遺伝的な影響を受け

男性の一卵性双生児で一方が「ケイ」を自認する56

組を調査した結果，その52パーセントの組が他方もゲ
イであることが分かりました。'」女性の一卵性双生児の
場合も，双方が同性愛者である比率はほぼ同じです
(71組中34組で48パーセント)｡'2これらの調査は，自分
をホモセクシャルまたはレズビアンと分類する基とな
る遺伝的な影響力が何かしら存在することを示すもの
かもしれません。しかし，たとえそうであったとして

も，その影響力が決定要因となっていないことは明ら
かです。ある著名な科学者はこう述べています。「まっ
たく同一の遺伝子を持ち，同じ両親に育てられたにも
かかわらず，一卵性双生児の一方が同性愛者，他方が
異性愛者になる確率は50パーセント以上である｡」13も
う一つ注目しなければならないのは，これらの研究
(ほかの研究も後述）の結果は自分から名乗り出た人々
だけを対象にしているということです。「起源に関する
議論の一致は言うまでもなく，臨床医学者や行動科学
者の間に同性愛についての普遍的に認められた定義が
いまだに存在していない」!↓という状況の下での科学的
ぜいじゃく
結論としては，いささか論拠が脆弱ではないでしょう
か。

新たな知識の分野で最も歓迎されるのが，新たな資
料に基づいた証拠です。1993年7月，デイーン・ヘイ

マー博士が世界の注目を集めました。「染色体領域Xq28

ることを否定している人々がいますO8一方，『性志向へ

上の遺伝子マーカー〔特定可能なDNAの帯〕の遺伝的

の遺伝的な影響については十分な証拠がある」として，
その証拠や理論を示そうとする科学者もいますo9
もちろんわたしたちも，ある種の癌や糖尿病のよう
な特定の疾病に対しては，遺伝を裏付けるものがある
ことを知っています。また，人間の行動様式に関連す
る障害，例えば攻撃性やアルコール依存症，肥満など
の傾向の中にも遺伝的性質を認めるとの理論や証拠も
出されています。性志向に遺伝的性質が役割を果たす

特徴と18歳以上の男性同性愛者とその親族の性志向と
の間に統計上重大な関連性」を発見したと発表したの
です。言葉を換えて言えば,｢Xq28には男性を同性愛に
向かわせる遺伝子が含まれているように思われる」'5と
いうことです。ヘイマー博士が自説に対して最も明確

がん
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に述べている部分を後に出された著書から引用してみ
ましょう。

「一般人に対するXq28の重要性については，経験に
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よる推測を適用せざるを得ない。高い方の推測で言え
ば，この染色体領域が影響を与える可能性は，最大で
男性同性愛者の67パーセントである。これは，厳密に
選び出した同性愛者ならびにその兄弟がこの染色体領
域を有する比率である。低い方の推測の場合，同性愛
の多くが環境的な要素によって，もしくは相互に関連
する数多くの遺伝子によって生じるとすると,Xq28が
男性の性志向を決定するケースはわずか数パーセント
にすぎない。そこで，わたしたちの関連性を示すデー
タと双生児，そしてその家族についての入手可能な研

究データから平均を取ってみると,Xq28が男性同性愛
者に何がしかの影響を及ぼしている比率は5ないし30パ
ーセントとなる。推測におけるこの大きな比率の幅は，

さらに多くの研究がなされる必要があることを物語っ
ている｡」'6

「同性愛者」を自認する人々の「5ないし30パーセ

ント」という数字は，科学が「同性愛」は遺伝的性質
に「起因する」ことを証明したとの主張を正当化する
にはいかにも低い数字です。ある著名な科学者は二つ
の不確実な要素を挙げています。
「同性愛の根本となる生得の生物学的傾向が存在す
るとしてこれまで取りざたされてきた証拠には，すべ
て不備がある。．．…･同性愛が遺伝によるものであるこ
とを示そうとする遺伝研究を確かめてみると，遺伝的
に伝わるものが何であるかも，またそれが性志向にど
う影響するのかも明らかにしていないc｣'7
コロンビア大学精神医学部のパイン博士とパーソン

ズ博士は，人間の性志向に関する生物学的理論への優
れた再評価の中で，以下の重要な警告と提案を提供し
てくれています。

「重要なのは，臨床医学者や行動科学者が性志向の
複雑さを理解し始め，社会心理学もしくは生物学から
の単純な説明を求めようとする主張に対して抵抗を示
しているということです◎

性志向の原点を探る理論のほとんどに目立って欠け
ているのは，自己のアイデンティティーを形成する際
の個人としての積極的な役割である。．…･･我々が提唱

するのは，遺伝子やホルモンそれ自体が性志向を特定
することではなく，ただ特定の性格的特徴を強化する
という相互作用モデルである。その結果個人と個人を
取り巻く環境とが相互に作用して，性志向やそのほか
の性格的特徴が形成されていく。」l8
この見方は科学者からの数多くの提言の一つにすぎ

ませんが，特に説得力のあるものです。わたしたちが
この世での状態として真実の原則であると考えている，
個人の選択という大切な要素を考盧に入れているから

です。

教会役員をらひVご教会員の責任
1991年ll月14日の純潔の律法に関する手紙の中で，
大管長会は次のように宣言しています。「正しい性関係

は，結婚というきずなの下で夫と妻が適切に表現する
ときに初めて成立します。これ以外のいかなる性的な
交わりもすべて罪であり，それには独身者による私通，
かんつう
既婚者による姦通，同性愛による行為も含まれます｡」
教会役員は以上の指示にのっとり，この律法に背い
た人々に悔い改めを呼びかけ，預言者サムエルが邪悪
なニーファイ人に教えた原則を思い起こさせる必要が

あります。「あなたがたは手に入れることのできないも
のを，生涯をかけて求めてきたのである。あなたがた
は，罪悪を行いながら幸福を求めてきた。それはわた
したちの大いなる永遠の頭の内にある，あの義の本質
に反することである｡」（ヒラマン13:38)
人は重大な罪を犯し続けながら，教会員としてとど
まることはできません。また罪を奨励する人々に対し
ても宗紀上の処置が科せられます。もちろん不正な思
いや感情に対する宗紀上の処置はありませんが（改善
への励ましはある)，行動には必ず結果が伴います。だ
れも「追い出す」べきではないと教えた説教の中で，
救い主は弟子たちに「だれであってもふさわしくない
ままでわたしの肉と血にあずかることを，承知のうえ
で許してはならない[｡]……ふさわしくないと分かっ
たならば，あなたがたはその人に禁じなさい」（3ニー
ファイ18:28‑29)とおっしゃっています。また救い

主はこうも命じておられます。「しかし，悔い改めなけ
れば，その人がわたしの民を滅ぼすことのないように，
あなたがたはその人をわたしの民の中に数えてはなら
ない｡」（同31節。モーサヤ26:36;アルマ5:56‑61も
参照）すなわち，律法に背いた人々が悔い改めの呼び
かけにこたえようとしないならば，教会員の群れの羊
飼いは神から託された責務を全うするために宗紀上の
措置を講じなければなりません。

同時にわたしたちは，罪深い行いと不適切な思いま
たは危険性をはらんだ感受性との間の違いを常に明確
にしておかなければなりません。わたしたちは，誘惑
に抵抗しようと苦しんでいる人に愛をもって手を差し
伸べなければなりません◎大管長会は1991年ll月14日
の手紙の中でその模範を示しました。「独身者による私
かんつう
通，既婚者による姦通，同性愛による行為」が罪であ
ることを確認したうえで，こう付け加えています。
「このような問題について援助を望む個人や家族は，
監督や支部長，ステーク会長，地方部長に助言を求め
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る必要があります。教会の指導者や会員の皆さんは，
いかなければならないのです。苦難の中にある彼らに
こうした問題で苦しむ人々に，愛と理解をもって手を
対して，キリストの純粋な愛がほとんど示されないこ
差し伸べていただきたいと思います。正しい道に立ち
とがしばしばあります。このような大きな誤解を受け
しょくざいいや
返るようにとの招きを受け入れ，救い主の蹟罪と癒し
ている天の御父の子供たちの立場を改善するために，
の力（イザヤ53：4−5；モーサヤ4：2−3参照）を身
力を尽くしていただけたら幸いです。もし中央幹部の
に受けるとき，多くの人がキリストの示
何人かがこの問題についてもっと繊細な
されたような愛と霊感に満ちた助言にこ
心を示してくださるなら，自殺や家族の
正しい性関係は，
たえてくれるでしょう｡」
分裂を回避することができると思いま
結婚というきずなの下
同様に，同じテーマの大会説教の中で，
す。教会員が彼らを『邪悪な民』と決め
で夫と妻力樋切に表現
ゴードン．B･ヒンクレー大管長はこう
つけるために，彼らは同性愛者だけの生
するときに初めて
述べています。「以上の事柄を申し上げた
活様式に慰めを見いださざるを得ませ
庇立します。
うえで，特に知っていただきたいのは，
ん。この現実に，やるせない気持ちでい
わたしたちは罪の苦い結果について考え
る人がたくさんいるのです｡｣20
るとき，罪のあるなしを問わずその犠牲者に対してキ
こうした手紙を見ますと，問題を抱えて苦しんでい
リストと同じ同情心を感じるということなのです。罪
る兄弟姉妹との意思の疎通を改善しなければならない
はとがめても罪人を愛した主の模範に従ってください。
のは確かです。あらゆるタイプの問題についてそれが

苦しんでいる人には，いたわりと慰めをもって手を差
し伸べ，必要を満たし，問題を解決できるように援助

言えます。キリストの教会の会員一人一人には，愛と
理解を示し，助けの手を差し伸べなければならないと

しなければなりません｡」l9

いう，明確な教義上の責任があります。罪を犯した

こうした招きや言明にもかかわらず，教会ならびに
教会員は今もなおこうした問題に対する立場について
誤解を受けています。昨年秋にテレビレポーターとの
インタビューで，ある教会役員がこういう質問を受け
ました。「教会ではホモセクシャルの人々に対して嫌悪
感を抱く雰囲気をなくすためにどのようなことがなさ
れていますか｡」わたしは，9年前にも同じテーマのテ
レビインタビューで，幾つかの報道に対する意見を求
められました。「同性愛者は落ちこぼれとでも言うべき
人間である」と，教会が教えたり暗示したりしている
というのです。そして，「彼らは自己嫌悪に陥っており，
そうした状態は教会がもたらしたものである」とも報

人々も，ふさわしくない思いを退けようと苦しんでい

る人々も，追放されるべき人々ではなく，愛と助けを

受けるべき人々なのです（3ニーフアイ18:22‑23,30,
32参照)。しかし同時に，教会の指導者と会員は，たと
え一部の人に不快感を生じさせようとも，正しい原則
と義にかなった行動を教えるという責任を回避しては
なりません。（あらゆる事柄に関してです｡)
末日聖徒イエス・キリスト教会の中でホモセクシャ
ルやレズビアンの傾向や思いを持つ人々のいる場所は
ないのかと，教会指導者は時々聞かれます。もちろん

道されていました。

あります。抱えている問題の程度や，行動を慎み，思
いをコントロールするためのパターンなど，それぞれ
個人差があります。しかし，教会が提供する希望のメ

もっと重大なことは，そうした質問が忠実な教会員
の方々からも寄せられているということです。最近届

人に同等に与えられます。

いた1通の手紙にそのことが如実に表れています。
「もう一つ懸念していることは，わたしたちの息子
や娘たちが常軌を逸したわいせつな行動を取る者たち
であると決めつけられていることです。中にはそのよ
うな人々もいるかもしれません。でもほとんどは違い
ます。この若い男女は生き残りたいだけなのです。霊
的な生活をし，家族と教会から離れずに生活したいと
思っているのです。特に彼らを傷つけるのは，あのよ

うな否定的な言葉が説教壇から語られるときです。あ
のような説教は仰うつ状態に拍車をかけ，途方もない
罪悪感と恥辱と自己嫌悪をもたらすのではないでしょ
うか。彼らはこの世の生涯の間ずっとそれらに耐えて
永遠の結婚生徒用手引き

ッセージとフェローシップの手は，努力するすべての

「これらの人々は落ちこぼれとでも言うべき人々で
ある」と教会が教えている，などとほのめかしたテレ
ビリポーターに対して，わたしは重要な違いを次のよ
うに説明しました。

「そうした傾向に対して〔歯止めをかけようと〕努
力している人は，自分を落ちこぼれであると考える必
要はありません。さて，これとまったく異なるのが結
婚関係以外で行われる性関係です。そうした行動にか
かわった人は罪悪感を覚えて然るべきです。そうした
行為をしないようにとの戒めを与えられた神から隔絶
されると感じて当然です｡わたしは，彼らが教会から
隔絶された気持ちになることに対して別に驚きは覚え
しか
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ほ ご

ませんo驚くべきことは，神の戒めを教会が反故にす
ることができると彼らが考えることです。……姦淫の

選択できるようにしてくださいました。わたしたちに

かんいん

罪を犯して連れて来られた女がいました。（これはわた
したちにとっていい先例となります｡)……〔救い主は〕

は次のような約束が与えられています。「あなたがたの
会った試錬で，世の常でないものはない。神は真実で
ある。あなたがたを耐えられないような試錬に会わせ

慈悲深く愛に満ちておられましたが，こう言われまし

ることはないばかりか，試錬と同時に，それに耐えら

た。『お帰りなさい○今後はもう罪を犯さないように｡』
主は罪人を愛し，罪を非難されたのです。わたしは教
会も同じだと思います。もちろん不完全ではあります
が，罪を犯した人々を愛し，罪を非難することをわた

れるように，のがれる道も備えて下さるのである｡」(1

したちは教会員に教えています｡」2】

科学的な証明と宗教上の教義の見方の違いは，車の
動きを観察し，部品の一つ一つを分解し分析していく
方法と，メーカーが作った使用者用マニュアルを読む
方法との違いにたとえられます。観察と分析からも多
くのことが学べるでしょう。しかし，その方法は機械
の機能や可能性について部分的な知識が得られるにす
ぎません。機械の操作と可能性についての完全な知識
は，メーカーが書いたマニュアルを研究することによ
って明らかになります。わたしたちの霊と体について
の使用者用マニュアルは聖文です。わたしたちを創造
された神によって書かれ，神の預言者が解釈を加えて

同性愛の問題を抱えた人々の悩みは独特のものでは
ありません。誘惑は性的なものに限らずいろいろあり
ますOそして，罪を拒む義務はこれらの人々すべてに
当てはまります。

罪に陥った人々や罪を拒もうとして格闘している
人々に教会が提供できる最も大切な助けは，真実の教

義を教え，回復された神聖な儀式を執行することによ
り，教会の使命を果たすことです。福音はすべての人
に同じ基準の下に適用されます。その中心を成す真理
しょくざい
は救い主の蹟罪と復活であり，それを通してわたした
ちは不死不滅と永遠の命を享受できるようになりまし
た。この永遠の行く末を全うするために，この世にお
いてまた次の世において，神のすべての子供たちに定
められた神聖な目標が，永遠の結婚です。しかしなが

コリント10:13)

緒論

いるマニュアルです。聖文は人生の目的についての，

また幸福な生活を送り永遠の行く末に到達するために
培わなければならない態度や思いについての最良の知
識の源なのです。

この世の苦難に悩むすべての人々は，ニーファイの

ら，この神聖な目標は主の方法で達成しなければなり
ません。例えば，ゴードン･B･ヒンクレー大管長は
｢結婚を，同性愛の傾向や習慣を治癒するための一手段

詩の嘆きに自己を見いだします。「『おお，わたしは何
と惨めな人間なのだろう』と叫ぶ。まことに，わたし

と見なしてはいけません｣22と述べました。

の心はわたしの肉のために苦悩し，わたしの霊はわた

苦しんでいる人々は，キリストと教会を通して助け
を得ることができます。こうした助けは断食と祈りを
通して，福音の真理を通して，教会への出席や奉仕を
通して，霊感を受けた指導者からの勧告を通して得ら
れます。問題によっては，必要に応じて専門的な援助
が得られます。もう一つの重要な力の源は，愛に満ち
た兄弟姉妹の励ましの力です。だれもが理解しなけれ
ばならないのは，同性愛の問題で苦しんでいる人々
(やその家族）は愛と励ましを特に必要としている人々
であり，しかもそのような人々を愛し励ますことは，
聖約によって，進んで「互いに重荷を負い合」い（モ
ーサヤ18:8),「キリストの律法を全うする」（ガラテ
ヤ6：2）と言明した教会員の明白な責任であるという

しの罪悪のために嘆く。

わたしは，非常にたやすくまとわりつく誘惑と罪に
取り囲まれている｡｣(2ニーファイ4:17‑18)
罪に抵抗する意志と強さを身に付けるには，神を信
頼し，助けを求めて祈らなければなりません。ニーフ
ァイは苦難の間自分を守り導いてくださった神に感謝
しています（20節参照)。そして，「わたしの肉のこと
で，どうして罪に負けてよいだろうか」（27節）と問う
あがな
たニーファイは，自分を贈い，「わたしが罪の兆しに震
えおののくようにしてください」（31節）と主に祈るの
です。

そしてニーファイは，本稿で述べた問題を抱え，そ
の解決を求める人々に直接当てはまる言葉で締めくく

ことです。

っています。

福音の第一原則は主イエス●キリストを信じる信仰
ですが，イエス●キリストはわたしたちに光と力を与
え，わたしたちがこの世での障害を克服し，神から授
かった選択の自由を用いて永遠の行く末に導く行動を

「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。わたしは肉の腕に頼る者はのろわれることを知っ
ているので，肉の腕には頼りません。まことに，人に
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頼る者，すなわち肉を自分の腕とする者はのろわれま

9．R・C･フリードマンとJ・ダウニー,"Neuro‑biolo‑

す。

gyandSexualOrientation:CurrentRelation‑

まことに，わたしは，神は求める者には惜しみなく
与えられることを知っています｡｣(34‑35節）

ship5',JOurnaノofNeuropsychiatry5(1993年),

わたしたちに完全になるようにと命じられた御方は，
血を流すことによりわたしたちが神となる目的を達成

する機会を与えてくださいました。わたしたちの永遠
の命を得る能力に対する主の信頼は，次の驚くべき招
きの言葉に表れています。「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ニーフアイ27：27）
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同性の結婚

法制化しようと考えています。これは市民としての権

利の問題ではなく，道徳の問題です。家族の将来にと
ってきわめて大切な問題に声を上げることについて，

生殖の力を正当に用いることができるの

教会が憲法上の権利を保証されているかどうかに疑義
を唱える人がいます。伝統的な結婚を擁護するために

は，夫婦，すなわち法律的に正しい結婚

働きかけることによってこの神聖な制度を守ることは

をしている男女間においてのみです。

明らかにわたしたちの宗教ならびに憲法上の特権であ

ると，わたしは信じています。実際にわたしたちは教
一ポイド．K・パッカー長去

義上それをはっきりと主張しなければならないのです。

しかしながら，同性結婚の法制化に反対するからと

いって，個人としてもグループとしても，同性愛の性
向があることを告白する人々に対して，憎しみを抱い

精選きれた教え

たり，不寛容な態度を執ったり，虐待したりしてよい

末日聖徒イエス・キリスト教会

「同性愛行為は重い罪です。同性に魅力を感じて苦
しんでいるときは，親や監督に相談してみてください。

必ず助けを与えてくれます｡」（『若人の強さのために−
−神への務めを果たす』27）
ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「もう一つの質問についてお話しする時間がありま
す。教会はなぜ道徳の問題について，それが立法府や
選挙民に提議されるのを待たずに，関与しているので

ということではないと強調しておきたいと思います◎1
年前にこの壇上からお話ししたように，わたしたちは
自らをゲイとかレズビアンと呼んでいる人々に思いや
りを寄せています。わたしたちは彼らを神の息子娘と
して愛し敬っています。彼らが教会に来ることを歓迎
します。けれども彼らは，独身者であれ既婚者であれ，
あらゆる人に対して同じように適用される神の行動規

範に従うよう求められます｡」（｢わたしたちはある種の
事柄についてなぜそうしているのか」「リアホナ』2000
年1月号，68）

しょうか。

わたしたちは厳密な意味で，道徳に関する，また教

会の福祉に直接関係する立法上の問題に介入していま
す。わたしたちは賭博やアルコール飲料に反対してき
ましたし，今後もそうすることでしょう。社会を道徳
面から弱体化させると考えられるそれらの勢力に反対
するのはわたしたちの権利であるばかりでなく，義務
であると理解しています。わたしたちの努力の多くは，
またそのほとんどは，同じ関心を持つ人々との協調の
下で行われています。わたしたちはこれまでユダヤ教
の団体，カトリック教徒，イスラム教徒，プロテスタ
ント教徒，そして特別な宗教色を持たない人々と連携
して，道徳的に重要な問題について意見を明らかにし
てきました。現在カリフォルニア州では，伝統的な結
婚という神聖な制度の定義を覆そうとする社会的な力
から結婚制度を守るために，末日聖徒がほかの団体と
協力して運動を展開しています。神が承認された男女
の結婚は何千年にもわたって文明の基礎となってきま
した。結婚の定義を覆す根拠は存在しません。わたし
たちには結婚の定義を覆すようなことをする権利はあ
りません。彼らは神御自身の前でそのような行為につ
とばく

ボイド。K・パッカー長老

「生殖の力を正当に用いることができるのは，ただ
夫婦のみ，すなわち法律的に正しい結婚をしている男
女間においてのみです。それ以外の関係はすべて神の
戒めを破ることになります。アルマの言葉を借りると
こうなります。『わたしはあなたがたに言う。たとえ反
論したとしても，大したことはない。神の御言葉は必
ず成就するからである｡』（アルマ5：58）…･･･
すでにわたしが警告したように，悪魔の恐るべき力
が行使されて，生殖の神聖な力を罪深い行為に用いる
ように全人類を誘惑するでしょう。それに屈してはな
りません。罪という負債はすべて，必ず返済しなけれ
ばならないからです｡｣(ThingsoftheSoul,113‑114)
「世の指導者や判事たちも，わたしたちが生き残る
には家族の存続が不可欠であることを認めています。
しかし同時に『自由』や『選択』という言葉を盾にし
て過去の安全装置を取り除き，結婚や堕胎，性に関す
る法律を緩めています。そうすることによって，家族
みことぱ

を脅かす事柄を助長しているのです｡」（｢父親と家族」
『聖徒の道』1994年7月号，21）

いて説明を求められることでしょう。

一部の人々はいわゆる同性結婚を市民の権利として
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ダリン。H・オークス長老

「現代社会には，男女の性差を混乱させ，男女間の
相違を均質化させようとする政治的，法律的，社会的
な圧力があちこちで見られます。人に幸福を与える偉

大な幸福の計画を実現するために不可欠な男女の特権
と務めの違いを変えようとする動きは，わたしたちの

永遠の観点とは相反するものです｡」（｢人に幸福を与え
る偉大な計画」『聖徒の道』1994年1月号,83)
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ないと言っても，これらすべて罪であることに変わり
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はないのです。主の預言者たちは，これらの行いが正
しくないと断言しています。

漠吾睦毒褒■毎乳鐸盟〃,く■川J
〔■J土協を態度を表しま;す溌口
ﾆｰ

= SN･エルドン・』タナニ副管長
ｰ ﾆ ｰ

この世にはこの世の標準がありますが，教会の標準
はそれとは異なります。……世の中では婚前交渉を承

認していても，主と主の教会は，結婚関係以外のいか
なる性関係も罪に値するとはっきり述べています。……

結婚を前提とした交際は結婚の序曲であり，親しい

関係を奨励するため，多くの人々が肉体的に親密な関

精選された教え

係も交際の一部として正当なものであると思い込んで

スペンサー．W・キンボール大管長

える行為に走ってきたのです。ある人々は愛情をごく

きました。そして大勢の人々が手綱を緩め，制限を越
かんつう

「不道徳が姦通や性の倒錯から始まることはありま

簡単な形で表現する代わりに，ネッキングと呼ばれる

せん。性について考えたり，話したりすること，それ

愛撫行為により相手の体に触れたり，欲情をそそるよ

に感情的なキスやペッティングなど，小さい軽率な行
為が発端となり，それがあらゆる行為へと発展してい
くのです。このようなほんのちょっとした行為は，最
初の誘惑に屈した若人の頑強な体や強い精神力，それ
にはつらつとした霊からすれば取るに足りないものと
思えるでしょう。しかしすぐ、に，強さは弱さに，主人
は奴隷に変わり，霊的な成長は止まってしまうのです。
ただし，この最初の不義な行いを，根を張らせること
なくやめてしまえば，その人は立派な大人に向かって
成長を続け，青春時代は父なる神に向かって成長する
時代となるでしょう。……

古代の使徒や預言者たちが非難すべき罪として挙げ
たものは数え切れないほどありますが，その多くは性
的な罪で，姦淫，無情，肉欲，不義，無節制，恥ずべ
き言葉，汚れ，情欲，不品行などという言葉で表され
ています。また性に関する罪には，結婚関係以外で行
われるあらゆる性関係，すなわちペッティング，性倒
かんいん

たんでき

錯，自慰，それに性に耽溺するあまりそれが思いや言
葉を支配してしまうことも含まれます。またあらゆる
隠れた罪，汚れた不潔な思いや行いもそうです。……
わたしたちが禁じられた世界に足を踏み入れたとき，
良心はそのことを告げてくれます。そして意図的にま
たは罪の繰り返しによって沈黙させられるまでわたし
たちの胸を刺すのです◎

悪いことだとは知らなかったと心から言える人がい
るでしょうか。こうした汚れた行いは，その口にする
のも汚らわしいような名称が何というものであれ，ま
たその行為に到達するまでの過程やその行為の現れが

どのようなものであれ，主と主の教会により罪ありと
定められているのです。ある罪は他の罪と比べてもっ
と憎むべきものであるかもしれません。しかし，自分
には知識があると偽って主張する人々が幾らそうでは

あいぶ

うなキスをしたりしてきました。ネッキングは，汚れ

た行為という名の家族の中ではまだ子供の方です。こ
のネッキングのお姉さんに当たるのがペッティングで

す。肉体的な親密度がこの段階まで来ると，救い主が
定めておられる次の罪に明らかに当てはまります。……
ペッティングをしていながら自分は情欲を抱いてい
ないと言える人がいるでしょうか。これは，近代にお
ける十戒として与えられた啓示の中で，最も忌まわし
しっせき

い行為として主が叱責されたものではないでしょうか。
｢あなたは盗んではならない。姦淫をしてはならない。
殺してはならない。これに類することをしてはならな
い｡』（教義と聖約59：6）
皆さんに尋ねたいと思います。ペッティングが姦淫
に類さないとしたら一体何でしょう。主はこの忌まわ
かんつう
しい罪が，姦通や私通という最終的な罪に至らせるた
めに悪魔が企てた懐柔策であることを御存じだったの
ではないでしょうか。主の聖文に照らしてみるとき，
かんいん

かんいん

人は明らかな良心をもってペッティングという道を歩
めるでしょうか。これは重大な罪ではないと確信をも
って言える人はいるでしょうか。

わたしたちは以前に何度も話したことをもう一度話
さなければなりません。すなわち，アダムの時代にも，
モーセやパウロの時代，そして現代においても，姦淫
はネッキングやペッティングを含め邪悪なものであり，
主はこれを完全に非としてこられました。教会はこう
した性の倒錯を，いかなる形態を取るものであれ，決
して許容しません。主御自身もこう語っておられます。
「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｡』（教義と聖約1:31)
聖典にこのようにはっきり述べられているのに，ど
かんいん

うして不道徳を正当化し，それを愛という言葉で呼べ
るのでしょうか。黒は白でしょうか。悪は善でしょう
永遠の結婚生徒用手引き
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か。清さは汚れでしょうか。

描写するビデオを，お金を出して借り，見るようなこ

道徳に対する教会の立場を理解できたとしても，わ

とがあってはなりません。神の神権を有する若い男性

たしたちは，それが決して流行遅れの，色あせてすり

が，神聖な神権と汚れを同居させることがあってはな

切れた衣服のようなものでないことを，断固として宣

りません。……

きょう

言しなければなりません。神は昨日も今日も，また永

また，これらのことについて触れる一方で，わたし

遠に変わらない御方であり，その聖約や教義は不変で

はもう一度ポルノグラフィーという問題について強調

す。ですから，たとえ太陽がその熱を失い，星が輝き

したいと思います。ポルノグラフィーは今や100億ドル

を失うようなことがあっても，純潔の律法は，神の世

産業となり，一部の人々が，えじきとなったおびただ

界と主の教会にあって基本を成すものとして存続する

しい数の人々を犠牲にして財を成しています。ポルノ

でしょう。古くから価値あるものを教会が支持するの

グラフィーを遠ざけてください。それは，刺激的であ

は，その古さからではなく，その価値が時の流れの中

っても，あなたを破壊させるものだからです。感覚を

で明らかにされてきたからです。このことは，いつの
時代にあっても決して変わることがないでしょう。」

ゆがめます。皆さんの心の中に，自分が満足するため

なら何でもするといった欲望を植え付けるのです。ま

(｢キンボール大管長，道徳について語る」『聖徒の道』

た，有害なインターネットのホームベージやチャット

1981年4月号,180‑183参照）

ルームを通して悪い仲間を作らないようにしてくださ

エズラ・タフト・ベンソン大管長

からです。

「『夜回りよ 今は夜のなんどきですか｡」わたした
ちはこれに対して，シオンの中では，万事がよいわけ
ではないと答えざるを得ません。モロナイの勧告のよ
うに，わたしたちは器の内側を清めなければなりませ
ん（アルマ60:23参照)。まず自分自身から始め，次に
自分の家族，最後に教会という順で進めていく必要が

伝道に出ることを計画している若い男性は，性的な
罪によってその機会が奪われてしまうことに注意して

い。皆さんを悲しみと苦い経験の深みに陥れるものだ

あります。……

現代にはびこっている罪として，性的な罪がありま
す。預言者ジョセフは，イスラエルの長老たちはほか

ください。隠しおおせると思うかもしれません。しか
し長年の経験から申し上げますが，それは不可能です。
みたま
効果的な伝道をするには，主の御霊が必要です。真実
を隠したままで御霊を感じることはできません。そう
した人は，遅かれ早かれ過去の罪を告白せざるを得な

くなるでしょう。ガラハ師iはこう言っています｡『わ
たしの力は十人力，わたしの心が清いからだ｡』（アル

のいかなる人々よりも，多くの誘惑，攻−−−−−−−−
のいかなる人々よりも，多くの誘惑，攻

撃，困難に遭うであろうと言っています
(JDurnalofDiScourses,第8巻,55参照)。
ジョセフ．F・スミス大管長は，性的
な罪を，教会に脅威をもたらす3つの危
機の一つとして挙げていますが，確かに
そ
りで
です
す(
(G
Go
os
sp
pe
eノ
ノD
Do
oc
ct
tr
ri
in
ne
e,
,3
31
12
!‑313参照)。
その
のと
とお
おり
こんにち

今日の社会は，性的な罪で汚し尽くされています｡」
(｢器の内側を清める」『聖徒の道』1986年7月号,5)

わたしの愛する友である若人の皆さ
ん，性に関して皆さんは何が正しいか知
っています。皆さんはいつ自分が危険な
場所を歩んでいるか，また，いつ，つま
ずいたり罪の落とし穴に落ちたりしやすいかを知って

います｡皆さんがよく注意して,転落しやすい罪の笙
っぶちから遠ざかり，安全な道を歩むよう，切に願っ
ています。性的な罪という，人を落胆させる害悪，
暗闇から遠ざかって，自らを清く保ってください。主
の戒めに従うことからもたらされる平安という，日の
くらやみ

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「わたしたちは道徳的に腐敗に満ちた世界，悪臭を
放つ世界に住んでいます。この道徳的腐敗は至る所で
わたしたちを取り巻いています。それらは，テレビの
画面，映画，人気を博している書物，インターネット
などの形を取って，わたしたちの周囲に蔓延していま
す。愛する若い友である皆さん，皆さんにはこのよう
なものを見る余裕はありません。このような汚らわし
い毒に身を任す余裕などありません。このようなもの
から離れてください。避けてください。下品な事柄を
まんえん

永遠の結婚生徒用手引き

フレッド・テニソン卿,S/rGa/ahad,
[1842年],スタンザ1)

光の中を歩んでください。

さて，一線を越えて，もうすでに罪を犯した人はど

うなるのでしょうか。希望はないのでしょうか。もち
ろんあります。心から悔い改めれば，その罪は赦され
ます。悔い改めのプロセスは祈りから始まります。主
は言われました。『自分の罪を悔い改めた者は赦され，
主なるわたしはもうそれを思い起こさない｡」（教義と
聖約58：42）できれば，その重荷を両親と分かち合っ
ゆる
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てください。そしてどのようなときでも，皆さんを助

て幸福を生じたことがない」と比較してください。

けようと待ち構えている監督に告白してください｡」

(｢若人への預言者の勧告と祈り」『リアホナ』2001年4

3ニーファイ6:16‑18

ニーファイ人は道徳的にひどく堕落していたので，

月号，36−37，39）

「ポルノグラフィーに足を踏み入れたいと思うなら，

｢悪魔が行かせたいと思う所へはどこへでも誘いに乗っ

実に簡単にできます。電話の受話器を取って，よく知

て行き，また悪魔が行わせたいと思う罪悪はどんなこ

っている番号に電話すればよいのです。あるいは，コ

とでもするようになって」いました。

ンピユーターの前に座って，卑わいなサイトを楽しめ
教義と聖約121:45

ばよいのです。

わたしは，こういうことが，ひょっとしたら皆さん
の家の中に入り込んで来ていないかと心配しています。
わいせつで不潔な悪徳です。魅惑的であり，習慣性が
あります。若い男女を必ずや破滅に陥れるものです。

慈愛や信仰と結びついた徳を身に付けるならば，「神
の前においてあなたの自信は増し，神権の教義は天か
らの露のようにあなたの心に滴る」でしょう。

搾取する者を富ませ，被害者を貧しくさせる，薄汚い

スペンサー．W・キンボール長老

低俗なものです。

「若い人たちの間で最も一般的に見られる性的な罪
は，ネッキングとペッティングである。このような不
健全な関係はこれだけにとどまらず，時には私通，妊
娠，堕胎へと進む。これらはいずれも邪悪な罪である。
しかし，これら一連のことを考えなくとも，それぞれ
が恐ろしい悪であって，若い人々は，いったん足を踏
み入れてしまうと，ずるずると流されてしまうことが
性々にしてある。そしてこれらは欲情を燃え上がらせ，
悪い考えと性的な欲求に火をつける。しかし，このよ

残念なことに，多くの父親自身が，不道徳を売る者
の誘惑の言葉を聞くのを好んでいます。彼らの中には
インターネットを利用して，みだらでわいせつなもの
を探し求めている人もいます。わたしの声の届く範囲
にいる人々の中に，こういうことをしていたり，こう
いう方へ向かっていたりする人がいるなら，どうかそ

れを自分の生活から取りのけてください。それを遠ざ
けてください。そうしないと，頭から離れなくなって，
あなたの家庭生活を破壊するでしょう。あなたの結婚
を破滅させ，家族関係から美しく良いものを奪い取り，
代わりに醜悪と疑いを残すことでしょう。
若い男性の皆さん，そして皆さんと交際する若い女
性の皆さん，どうか皆さんの心をこのような醜い悪徳
で汚さないようにしてください。それは皆さんを快く
刺激し，わなにはめようとするものです。皆さんの人
生から美しいものを取り去ってしまい，暗闇と醜悪へ
導くのです｡」（｢『あなたの子らの平安は深い｡』」『リア
くらやみ

ホナ』2001年1月号,62)

従順と不従順のもたらす結果
モルモン書ヤコブ2：28−29，33

ニーファイ人は，純潔の律法を守らなければ約束の

地で繁栄することはないと警告されました。主は純潔
の律法を破る人々に「ひどいのろいを下し，彼らを減
ぼ」されます。
ヒラマン13:38

肉欲の中に幸福を求める人々は，それを見いだすこ
とはないでしょう。なぜなら，罪悪を行うことは幸福
の本質に反するからです。アルマ41:10「悪事は決し

うなことはこの行為に端を発するすべての罪と不道徳
な行為のほんの一部なのである。．｡…・

この罪は非常に重大であるため，悔い改めない人に
は重い罰が科せられる。ヘビー・ペッティング，姦淫，
密通，そのほかこれに類する罪を犯して，それを悔い
はくだつ
改めない罪人に対しては，正会員資格の剥奪，もしく
は破門が罰として与えられることはよく知られている。
しかし，異性との間に性的交渉がなかったから，自分
は罪を犯していないと言う人がいるかもしれない。こ
のため同性愛の罪はその忌まわしさにおいて密通や姦
淫のそれに勝るとも劣らないことを，ここで明確にし
かんいん

ておこう。主の教会では悔い改めをしない同性愛者に
は，悔い改めをしない密通者や姦淫をした人に対する
のと同じように，正会員資格の剥奪，もしくは破門の
措置か取られる｡」（『赦しの奇跡』66,81‑82)
ニール。A・マックスウェル長老

「伝統的な道徳的価値をあざ笑う人々は，デュラン

ト夫妻の語る歴史の教訓に耳を傾ける必要があります。
『情熱にあおられている若者は，自分の好き勝手に
性を楽しむことがなぜいけないかと思うであろう。そ
して，習慣，伝統法律などにより抑制されなければ，
性はまさに流れ出る溶岩の川のように，せき止められ
永遠の結婚生徒用手引き
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冷やされなければ，自分だけでなく社会をも焼き尽く

います。その中でキンボール大管長は，世の中の慎み

してしまうことを理解できるほど十分に成熟する前に，

のないスタイルに追従する人々の仲間入りをするので

自分の人生を破滅させてしまうであろう。』（ウイル・

なく，勇気を持って，わたしたちの基準は違うのだと

デュラント，アリエル・デュラント,TheLessonsof

いうことを示すような服装をするようにと励ましまし

HIStory,35‑36)

た。わたしたちの服装は，主なる救い主の福音の原則

欲望は感覚的な能力を過大評価するために，人々は

に基づいたわたしたちの生活態度を反映します。流行

感じる能力を失います。3つの異なる神権時代の3人の

の慎みのない服装を好むようずっと教えられてきた子

預言者がそれぞれ，感じることができなくなった人々

供に，教会の大学や宣教師訓練センターに入るから，

のことを嘆き悲しんでいます(1ニーファイ17:45;エ

あるいは神殿で結婚するから，安息日だからといって，
服装を突然すっかり変えるように望むのは無理という

ペソ4:19;モロナイ9:20参照)。……醜い罪は感受

性を鈍らせるだけでなく，知性の働きを損ないます｡」
(｢『敵する者は皆一つに集められたり』」『聖徒の道』

ものです。小さいときから慎み深い，きちんとした身

1993年7月号，79）

なりをするように教える必要があります｡」（｢子供を教
えなさい」『聖徒の道』1989年2月号,77)

慎み

ジェームズ。E･ファウスト長老

lテモテ4:12

「あなたは，… ･言葉にも，行状にも，愛にも，信
仰にも，純潔にも， 信者の模範になりなさい｡」

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「社会は慎みという偉大な原則を捨てるに当たって，
もっと重要な原則である純潔の律法を破るという代価
を払ってきました。関係を持った男女の品位を落とし，
非人間的にしてしまう無責任な性関係を唱導する人々
はまったくの偽善者であり，前世で神が与えてくださ
たまもの
った神聖な賜物の目的をことごとく見落としているので

「公立学校における性教育の是非をここで論じるつ
もりはありません。しかし，一言申し上げれば，

す｡」（｢個人の尊厳」『聖徒の道』1981年9月号,10参
照
）

｢U.S.A.トゥデイ』紙(USATbday)に掲載されたある
方の意見に，わたしは賛成します。『公立学校における
性教育にこれまで以上に力を入れたところで，婚姻前
の純潔と婚姻後の貞操についてはっきり教えないかぎ
り，性革命がもたらした有害な影響を排除することは
できない｡」（トッテイー・エリス,"Teachingabout
SexEndangersChildren,"1987年3月16日付,12A)」

モーサヤ4：29−30

(｢敬虚さと道徳心」『聖徒の道』1987年7月号，52参照）

ある。

N・エルドン・タナー副管長

思い，言葉，行いに注意を払わず，神の戒めを守らず，
主の来臨について聞いた事柄を生涯の最後まで信じ続
けないならば，あなたがたは滅びるに違いない。おお，
人々よ，覚えておきなさい。滅びてはならない｡」

償み深い思い

「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，数え上げられないほど多いからで
しかし，これだけは言える。もし自分自身や自分の

はらから

「慎み深い服装は，自分自身や同胞，そして万物の
創造主に対する敬意から生まれる心や思いの特質です。
慎みは謙虚で，礼儀正しく，上品な態度を表します。
これらの原則を踏まえ，聖なる御霊に導かれて，両親，
教師，青少年は，服装や身だしなみ，外見について話
し合い，選択の自由により責任を受け入れ，正しいこ
とを選びましょう。」("FriendtoFriend,''Friend,
みたま

1971年6月号,3)
L・トム・ペリー長老

「ずいぶん前に〔スペンサー･W・〕キンボール大

管長は，ブリガム・ヤング大学で「末日聖徒の生き方」
(AStyleofOurOwn)と題してとても大切な話をして
永遠の結婚生徒用手引き

教義と聖約121：45

「またあなたの心が，すべての人に対して，また信
仰の家族に対して，慈愛で満たされるようにしなさい。
絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そう
するときに，神の前においてあなたの自信は増し，神
権の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであ
ろう｡」
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ら，『女性が一組のイヤリングを着けるために，耳に最

慎み深い言雰識宣い

小限の穴を開けることは』問題ではありません。」

(｢『あなたの子らの平安は深い｡j」『リアホナ」2001年1

筬言15:26

「悪人の計りごとは主に憎まれ，潔白な人の言葉は

月号，67‑68参照）

彼に喜ばれる｡」
ジェームズ。E・ファウスト長老
マタイ12:36

「あなたがたに言うが，審判の日には，人はその語
る無益な言葉に対して，言い開きをしなければならな
いであろう｡」

慎み深い服装
スペンサー．W・キンボール大管長

「極端なスタイルは望ましくないと言われている。
しかし，程よい身だしなみをまったく無視していなが

ら，性的あるいはそのほかの満足に走らず，気持ちを
抑えることができるのであろうか。体を覆う部分の非
常に少ない水着は流行だから，あるいは人の目を引く
ため，あるいは刺激するため，あるいはまた誘惑のた
めに身に着けるのだろうか｡このような身だしなみを

「わたしは，多くの人々の服装に見られる自尊心の
欠如に大きな驚きを覚えました。人々の注意を引くた

めに，また着心地のよさとかインフォーマルの楽しさ
などという名の下に，大勢の人が単に慎みがないとい
う状態にとどまらず，不潔という言葉で表現しなけれ
ばならないような姿にまで下落しています。このよう

な人は，自分の利己心とは裏腹に，自らを最も劣悪な
方法で人に示していることになるのです｡」（｢個人の尊
厳」『聖徒の道』1981年9月号,10)
慎み深い行い
2ニーファイ15：20

やみ

「悪を善と呼び，善を悪と呼び，闇を光とし，光を
闇とし，苦いものを甘い，甘いものを苦いとする者は

まったく無害で節度があると言えるだろうか。……
わたしたち自身が誘惑を避け，自分自身を清く保た

災いである｡」

なければ，慎みのないことは一つの落とし穴であると

信仰箇条1：13

声を大にして言えなくなる｡」（『赦しの奇跡』226‑227）

「わたしたちは，正直，真実，純潔，慈善，徳高<
あるべきこと，またすべての人に善を行うべきことを
信じる。実に，わたしたちはパウロの勧告に従うと言
ってもよい。わたしたちはすべてのことを信じ，すべ
てのことを望む。わたしたちはすでに多くのことを堪
え忍んできており，またすべてのことを堪え忍べるよ
うにと望んでいる。どのようなことでも，徳高いこと，
好ましいこと，あるいは誉れあることや称賛に値する
ことがあれば，わたしたちはこれらのことを尋ね求め

ゆる

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「昨今，体に入れ墨を入れることがはやっています。
どうして若い男性や女性が苦痛を伴う過程を経てまで，
人や動物，いろいろなシンボルをかたどった様々な印
で美しい肌を傷つけようとするのか，わたしには理解
できません。入れ墨は，高い費用をかけて苦痛を伴う
処置を再びしないかぎり，永久に残ります。父親の皆
さん，ご子息が体に入れ墨を入れるようなことのない
よう注意してください。彼らは皆さんの話に反抗する
かもしれません。しかし，感謝される日が来るでしょ
う
。

同様に，体に穴を開けて，複数のリングを耳や鼻，
そして舌にまでしている人がいます。彼らはそれが美
しいと思っているのでしょうか。それは一時の気まく、
れでしょうが，その影響は永続します。中には極端に
走りすぎて，手術によってしかリングが外せなくなっ
てしまった人もいます。わたしたち大管長会と十二使
徒定員会はこう宣言しました。わたしたちは入れ墨を
入れることに反対します。『また，医療上の目的のほか，
体に穴を開けることにも反対いたします｡』しかしなが

るものである｡」

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「服装や言葉，振る舞いの面でのつつましさは洗練
ざのしるしであり，徳高い末日聖徒の女性の特質です。
不品行なこと，卑俗なこと，わいせつさをほのめかす
ようなことは避けましょう｡」（｢教会の若い女性の皆さ
んに」陛徒の道』1987年1月号,91)

永遠の結婚生徒用手引き
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神の完全な武具を身にまとう｜である不貞から，どのように皆さんを守ることができ

罫

｡好き
：の死すべき最初の両親に与えられた最初の戒めの一つ，

使徒パウロは霊感された教師としての偉大な能力を：「生めよ，増えよ，地に満ちよ」は，聖なる場所で結婚
表し，体の4つの部分を守るために必要な武具をまとiした忠実な末日聖徒の若い男女一人一人に対する神聖
った兵士としてわたしたち一人一人を描いています。；な指示として，繰り返されてきました。親という神聖
明らかにサタンとその手下たちは，絶え間なく働かせな目的を成就するために，創造主はすべての忠実な男
てきた捜査網により，最も無防備な部分を見つけ出し，；女の胸の内に，互いに強く引き合う力を与えられまし
そこから義の敵を「侵入」させて，人の魂を侵してい た。二人の関係は友情により，そして交際期間中のロ

くのです。パウロの霊感あふれる教えは次のとおりでマンスを通して成長し，ついには熟して幸福な結婚に
す。i至るのです。しかし，ここで注意すべきことは，締は
「すなわち，立って真理の帯を腰にしめ，正義の：そのような戒めを未婚の男女には一度も与えられなか
胸当を胸につけ，：ったことです。確かに，それとは反対に，神は十戒に
平和の福音の備えを足にはき，：おいて殺人に次ぐ重大な罪としてこの聖なる戒めを記
むねあて

また,職かぶとをかぶり……｡｣(エペソ6:14‑15,iされました。「あなたは雛してはならない｡」(主が性

17)'的不純行為を定義する際に「姦淫」と「不貞」を互換
守らなければならない体の4つの大切な部位に気づ，性のある言葉として使われたことから，この戒めは義
いたでしょうか。 に背くあらゆる性的関係を意味していると解釈して間
1．腰を守る帯違いありません。それはすべての神権時代において，
2．胸を守る胸当て権能を受けた教会指導者により厳しく非難されてきた
3．足を守る履物

ことです｡)

4．頭を守るかぶと：ふさわしい生活をし，神殿でこの世と永遠にわたる，

これらの教えの意味を完全に理解するには,鯉こ 結婚の新しくかつ永遠の聖約を交わす人は，日の栄え

とを駄出す必要があります｡すなわち，腰は肋骨下の王国でいつまでも存続する永遠の家族の最初の隅石
部と臂部の間に位置し，重要な生殖器のある部分です。を置くことでしょう。彼らは報いとして「とこしえに
また聖典やほかの霊感された書物において，腰は徳やI栄光をその頭に付け加え」られていきます（アブラハ
道徳的な清さ，生命力の強さを象徴しています。またム3：26)。これらの永遠の真理は，誠心誠意で信じる
胸は日常生活の行いを示唆しています。なぜなら，主；ならば，皆さんが自分の命を守るように，腰の帯とし
がこう教えられたからです。て皆さんの徳を守るでしょう。

「･…･･心からあふれることを，口が語るものである。しかし，ここでもう一度言いますが，皆さんを減ぽ
善人は……良い物を取り出し，悪人は……悪い物を取すために使われるサタンの手段に用心してください。
り出す｡」（マタイ12:34‑35)主は先ほどの真理を定義した後，こうおっしゃいまし
足は人生の旅路における進路を象徴しています。そた。「これ以上のこと，あるいはこれ以下のことは何で
して頭はもちろん，皆さんの知力を表しています。；あろうと，初めから偽り者であったあの悪い者の霊で
しかし，ここで様々な部位の武具を形作る素材に注：ある｡」（教義と聖約93：25）

意を払ってください。：慎みのない服装，汚れた話やわいせつな話，あるい
もし皆さんの徳や生命力が守るべきものであるなら，；はコートシップにおける不適切な行為に駆り立てられ
真理が皆さんの腰を守る帯の素材でなければなりませ：るとき，皆さんはサタンのケームで遊んでいるのであ
ん。真理は，あらゆる悪の中で最も有害なものの一つ；り，その偽りの言葉の犠牲者になっています。そのよ
永遠の結婚生徒用手引き

道徳と慎み315

うにして，人のむなしい理論により神との関係や結婚

いるのは，イスラエルの偉大な立法者モーセに神から

の神聖な目的，永遠にわたる繁栄に対して疑いを抱く

与えられた「あなたは･･…･してはならない」という直

ならば，偽りの父にだまされています。なぜなら，そ

接的な禁止を表す戒めであり，それに続くのは山上の

のようなものはすべて，皆さんを様々な危機から救う

垂訓において宣言された積極的な戒めです。そこには

真理に反しているからです。

人生の進路を示す正しい青写真があります。福音の計

では，皆さんの胸すなわち生活における行いを守る
胸当てはどうでしょうか。使徒パウロは，その胸当て
が正義と呼ばれる素材から成ると述べています◎義に
かなった人は，そうでない人よりはるかに優れていて

画がわたしたちに教えているのは，祈ること，まつす
きよ

けんそん

ぐに歩むこと，両親を敬うこと，安息日を聖<保つこ

と，そして怠惰にならないようにすることです。若い
ときからこれらの教えの備えを足に履いて邪悪な時代

も謙遜であり，人前で自分の義を見せびらかすことを
せず，裸を慎み深く隠すように自分の徳を隠します。
そして，悪い行いや怠惰な行いを日々悔い改める必要

に耐える人は，幸福になります。「世に打ち勝つこと」
によって平安を得る方法を見いだしているのです。岩
あらし
の上に自分の家を築き，嵐が来て風が吹いて雨が打ち

性を自覚して，自己改善のために努力します。自分が
何を得られるかよりも，人にどれだけ与えられるかに
深い関心を寄せます。それによって真の幸福を見つけ
られることを知っているからです。また毎日が最高の
日になるように努め，夜休むときには，その日に行っ
たことが何であれ，自分自身と神に対して，自らの最
善を尽くしたと証することができるのです。義人の体
ほうとう
は，放蕩生活に課せられる重荷によって浪費されるこ
とも，弱ることもありません。義にかなった人は若さ
ゆえの愚かさに左右されて誤った判断を下すことがな
きょうじん

つけても，岩を土台としているので倒れることはあり
ません（マタイ7：24‑25参照)･そのような人には恐
れがありません。どのような緊急事態にも備えている
ので，思いがけない攻撃に打ち負かされることもあり

あかし

<，明確なビジョンと鋭敏な知性と強靭な肉体を備え
ています。正義の胸当てを着けた人はこう宣言できる
のです。『わたしの力は十人力，わたしの心が清いから
だ
｡
』

皆さんが着ける武具はさらに続きます。人生の目標
や目的を象徴する足にも武具が必要です。足に履くも
のは何でしょうか。「平和の福音の備え」です｡この言
葉を書き記した使徒は，実際の経験から人生について
理解していました。「平和の福音の備え！」すなわち備
えが勝利に至る道であり，「永遠に警戒を怠らないこと
が安全の代価である」ことを知っていました。恐れは，
備えをしていない人や目的を持たずに機会を逃してし
まう人の受ける報いです。言葉であれ歌であれ，肉体
や道徳にかかわる戦いであれ，最後に勝利を収めるの
は備えている人なのです。

古代の哲学者たちは，人生の形成期にこの備えを始
めることの大切さを理解していました。なぜなら，わ
たしたちは次のように訓戒されているからです。「子を

その行くべき道に従って教えよ，そうすれば年老いて
も，それを離れることがない｡」（筬言22：6）この真理
を指摘して，古い格言は「河を下れば海に至る」と教
えています。また，別の格言はこう警告しています。
「人と河はいちばん楽な方向へ曲がる｡」
イエス・キリストの福音の中で具体的に表現されて

ません。備えられているのです。

それではいよいよ，預言者が教える最後の武具です。
わたしたちは頭にかぶとをかぶります。頭すなわち知

性は，体を制御する組織です。敵に対して十分に守ら
れていなければなりません。人はその心に思うままで

あるからです（筬言23：7参照)。しかし，このかぶと
が効力を発揮するためには，精巧に設計されている必
要があります。あらゆる義に反対する目に見えない敵
との永遠の戦いで使うかぶとは，最高の材質でできて
すくい
いなければなりません。わたしたちがかぶるのは「救
のかぶと」です。救いとは，この世における正しい生
活の報いとして，父なる神と御子の前で生活するとい
う永遠の権利を手にすることを意味します。
達成すべき最高の目標として救いをいつも心に留め

るならば，行動を左右するわたしたちの思いや決意は，
栄光ある将来の状態を危うくするすべてのものと常に
戦うことになるでしょう。知性を「救のかぶと」で守
っていない人は，確かに道に迷っています。彼らは死
が終わりであり，墓は命に勝利し，希望や大志，人生
で達成した事柄は打ち砕かれると告げられています。
そのような人は，「明日は死ぬ身なのだから，飲み食い
し，楽しみなさい」という結論に到達するのかもしれ
すくい

ません。

数年前に合衆国で「学生の自殺」が急増したとき，
著名な聖職者の委員会がその原因を究明するように任
命され，非常に重要な結論に至りました。彼らは調査
結果の要約で，次のように断言しています。「自ら命を
絶った学生たちの人生観は，これまで一度も宗教につ
いて真剣に考えたことがないことを示している。彼ら
は試練が訪れたときに，頼れる確かなものを何も持つ
永遠の結婚生徒用手引き
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ていなかった｡」｜うな警鐘を鳴らしました。「若人の皆さん，自分自身を
これらの悲劇的な状況とは対照的に，この世での働；清く保ってください。汚れて帰還するぐらいなら，清
きに対する永遠の報いを確信して待ち望む人は，過酷；いままで死んだ方がましです｡」勇気と決意と正しいこ
な試練にあっても常に屈することがありません◎愛に；とへの積極的な姿勢が，人生の戦いに不可欠な特質で

おいて裏切られても，自殺することはありません。愛；す。それらがなければ，わたしたちを守るために世の
する人が亡くなっても，絶望することなく，待ち望ん；中で提案される武具はすべて，まったく役に立たない

でいた競技に敗れても，つまずくことなく，戦争や破；でしょう。こうして内面と外面とを装備したときに，
壊行為によって自分の将来をめちゃめちゃにされても，；わたしたちは備えができるのです。

意気消沈することはありません。また，この世を超え：でも，ちょっと待ってください。戦うためには武器
て生活し，救いという目標から決して目をそらすこと；が必要ではないでしょうか。敵の攻撃をただ受けるだ
刷悠は，篇に砺首

暮準に従って知識甚
棚するに違いあり
らん。それは真実だ
か。潜神を高揚ざ

て決定しなければなりません。交際によ−

って相手を高め，霊的に鼓舞しようとするなら，わた
したちの思いは「太陽の光」のようでなければなりま
せん。殺人を避けたければ，怒りを抑えることを学ば
なければなりません。性的な罪に縛られたくなければ，
不道徳な思いをコントロールしなければなりません。
どんよく

窃盗罪で投獄されたくなければ，貧欲な思いをなくさ
なければなりません。わたしたちの救い主，偉大な教
師イエスは，そのように教えられました（マタイ5：
21‑28)。
あ

こうかつ

「おお，悪しき者のあの狡滑な策謀よ･おお，人の
虚栄と意志の弱さと愚かしさよ◎人は学識があると自
分は賢いと思い，神の勧告に聞き従わない。そして自
分独りで分かると思って神の勧告を無視するので，彼
らの知恵は愚かであって役に立たない。そして彼らは
滅びるのである｡｣(2ニーファイ9:28)
救いのかぶとをかぶった聖約の子は，そのような人
ではありません。勝利の感動は彼らの手の中にあるの
です。

しかし，わたしはここで，皆さんが今まで身に着け
てきた武具について重要な事実に注意を向けたいと思
います。皆さんは背後の敵から自分を守るための武具
は何も持っていないのです。これは，「天上にいる悪の

霊」に対する永遠の戦いに不可欠な，もう一つの特質
を示唆していないでしょうか。明らかに，敵から逃げ
ている人はこの戦いに勝つことはできません。面と向
かって対決するのです。一歩も退いてはなりません。
第二次世界大戦中に，大管長会は若人に対して次のよ
永遠の結婚生徒用手引き

軽蔑
この「信仰のたて」について簡単に説
たまもの

明したいと思います。信仰は神から与えられる賜物で
あり，それを持つ人に祝福をもたらします。産業界の
ある偉大な指導者は，仕事上の危機に関して次のよう
に記しています。「ランプの光を持つ者は，夜がどんな

に暗くても絶望することはない。わたしはこの光を信
仰と呼ぶ｡」人生の幾つかの問題を採り上げて，信仰の
盾がどれだけ効果的に働くか吟味してみてください。
わたしたちは巧妙な「挟撃作戦」とも言える方法で
敵軍に取り囲まれ，周囲には「ただで何かを手に入れ
ること」ができるという世俗的な考えがあふれていま
す。狂乱した現代社会の戦闘の煙を吹き払い，その結
果である大虐殺を注意深く調べるなら，わたしたちは
ただで何かを手に入れて繁栄し続けることが不可能で
あり，受ける代わりに与えるという習慣が幸福への道

であることを改めて確証するでしょう。そのときに，
節約，自己犠牲，質素という信頼できる確かな徳に対
する信仰が，無謀な出費，利己心，公民道徳のまとも
な標準に対する無関心などの悪徳に打ち勝つことでし
ょう。

わたしたちの先祖である開拓者たちが，野営して新
たな入植を開始し，その働きのうえに全能の神の祝福
があるよう謙遜に祈ることができたのは，信仰があっ
たからです。彼らは雨が降るように，土壌が豊かにな
るように，そして破壊的な力から守られて作物が育ち，
収穫が得られるように祈りました。豊かな収穫期にな
ると，彼らは神に感謝しました。愛する人々が守られ
たことに対し，全能者の力に感謝しました。死や悲し
けんそん

道徳と慎み317

あらし

みに直面したとき，また洪水や嵐に襲われたとき，そ

また，意気消沈して「ああ，なぜ頑張らなければなら

みこころ

こに神の御心が働いているのを認めました。そのよう

ないのですか」と絶望の叫び声を上げることもないの

な信仰から彼らの中に確信が生まれたのです。その確

です。神の言葉が教える信仰によって導かれる人は，

信，すなわち「主を信じてその戒めに従う人は、どの

魂を訓練する偉大なプロセスとして，人生をとらえま

ような状況でも成功できる」という確信を，皆さんも

す。愛にあふれた御父の絶えざる見守りの下で，わた

同じように持つことができます。

したちは「さまざまな苦しみによって」学び，障害を

偉大な創造主と自分との関係を信じる人は，人と人

克服することによって強さを身に付け，危険の潜む場

との関係も同じ理由により受け入れます。そのような
ふっしょく

所で勝利を得ることによって恐れに打ち勝つのです。
所で勝利を得ることによって恐れに打ち勝つのです。

信仰は，戦時の憎しみを払拭して，敵に対する思いや
りに取って代えます。人間社会のねたみや嫉妬は，信

神の言葉が教えているように，わたしたちは信仰によ

しっと

仰の透明な光の中では，子供たちが成長
の過程で経験する痛みにすぎなくなりま

〆

って次のことを理解します。すなわち，イエスが「そ
、れ
れだ
だか
から
ら，
，あ
あな
なた
たが
がた
たの
の天
天の
の父
父が
が完
完全
全で
で

信仰により,"わたした

す。彼らは成長して成熟し，大人として

あられるように，あなたがたも完全な者
となりなさい」（マタイ5：48）とおつし

ちは日々の障害や

こうまい

どのように行動すべきかもっとよく理解

やったように，この高逼な標準に従った

するのです。信仰により，わたしたちは
ざせつ
日々の障害や落胆を克服し，たとえ挫折

生活に寄与するものは何であれ，わたし

たちの幸福と永遠の福利のためにあるの

しても，それが自分の経験や成長に必要なものである
と考えます。また，自分自身の能力に頼らざるを得な
い状況の中で，思いがけない進歩成長の機会がもたら
されることを実感します。信仰により，わたしたちは
まだ生まれていない世代のための開拓者になり，たと
え殉教という冠がその報いであっても，同胞への奉仕
はらから

を予期して喜びを感じるのです。

みたま

では，「信仰のたて」と「御霊の剣，すなわち，神の

豊は,「義の武具｣を身にまとった人の手で武器とし
かんぺき

て完壁に操られるとき，どのように働くのでしょうか。
聖文はこのように宣言しています。「信仰は聞くことに
よるのであり，聞くことはキリストの言葉から来るの
である｡」（ローマ10:17)白兵戦において盾だけで剣

を持たない兵士がすぐ に敗れてしまうように，聖文や
啓示から得る神の言葉がなければ，自らを「自由主義
者」ととなえる現代の破壊者に直面するとき，わたし
たちの信仰は弱くなります。信仰の盾によって，シナ
イ山の十戒として知られる戒めは，賢者の単なる決ま
り文句から，いと高き権威者の雷鳴のような声に変わ
り，聖文の教えはわたしたちを日の栄えの家へと導く
啓示された神の言葉になるのです。法律を遵守するこ
とは市民の義務であるばかりでなく、道徳上および宗
教上の責務でもあります。わたしたちは次のように信
じているからです。「おおよそ存在している権威は，す
べて神によって立てられ……権威に逆らう者は，神の
定めにそむく者である。 …･」（ローマ13:1−2)
神の言葉で武装する人は，達成できなかった若いこ
ろの夢により，あるいは戦いのストレスや人生の奮闘
努力から来るフラストレーションにより，惨めな思い
になることも，大望を消し去られることもありません。

その渦稗に全知全能の神の厳しい懲らし
です。たとえその過程に全知全能の神の厳しい懲らし
めがあるとしてもそうです。「主は愛する者を訓練し，

受けいれるすべての子を，むち打たれるのである。」
(ヘブル12：6）

このように，暗黒の力や霊的な邪悪との戦いのため
に訓練され，繰り返し教え込まれているので，「わたし
かんなん

たちは，四方から患難を受けても窮しない。途方にく
れても行き詰まらない。迫害に会っても見捨てられな
い。倒されても滅びない｡」（2コリント4：8−9）
「夜はふけ，日が近づいている。それだから，わた
したちは，やみのわざを捨てて，光の武具を着けよう
ではないか。

いんらん

そして，宴楽と泥酔，淫乱と好色，争いとねたみを
捨てて，昼歩くように，つつましく歩こうではないか｡」
(ローマ13:12‑13)

シオンの青少年の皆さん，神の武具で身を固めてく
ださい。

純潔の律法
大管長
エズラ・タブ／、．ベンソン

BrighamYoungUniversity
1987‑88Devotionaland

FiresideSpeeches,51‑54

サタンの虚言に惑わされないでください。不道徳に
永遠の幸福はないのです。純潔の律法を犯すことから
永遠の結婚生徒用手引き
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喜びは得られません。まさにその反対です。一時の快

清らかで貞潔な人々のために，この罪に決して陥ら

楽はあるでしょう。しばらくは，何事もバラ色に見え

ないように備え，罪を防ぐ、ための6つのステップを紹

るかもしれません。しかし，そのつながりは，瞬く間

介しましよう｡

に崩れ去り，残るのは罪と恥辱だけです。自分の犯し

1．純潔を守ることを今，決,Z,する。純潔を守る決意は，

た罪が暴かれるのではないかと，恐れるようになりま

一度だけすればいいのです。その決心を今してくだ

す。人の目を盗み，隠れるようになり，うそをつき，
欺くようになってしまいます◎愛は，破局へと向かつ
しっと

に，深く決意してその決心を確実なものにしてくだ

て歩みだします。苦々しさ，嫉妬，怒り，それに憎し
みさえも頭をもたげてきます。これらすべてが罪，す
なわち律法を犯すことの典型的な結末なのです。
逆に，純潔の律法を守り，道徳的な清さを保つなら
はんりょ
ば，その祝福として，愛と平安が深まり，伴侶に対す
る信頼と尊敬が増し，互いに対する忠誠が深まり，そ
の結果，深遠でかけがえのない喜びと幸福を味わうで
しょう。

さい。そして，それが決して揺らぐ、ことのないよう

さい。止めた車の中で二人きりになるまで，あるい
は危険な状況に陥るまで，決心するのを待たないで
ください。今すぐに決心するのです。
2．思いをコントロールする。すぐ、さま不道徳に踏み込

む人はいません。不道徳の最初の種は，いつも心の

中にまかれます。心の中に俗悪な思いや不道徳な思
いがとどまるのを許すなら，不道徳への道を一歩踏

み出したことになるのです。わたしは特に，ポルノ

これらの罪は小さなもので，その結果はそれほど重

グラフィーの悪について警告します。深い罪に陥っ

大でないという考えに惑わされてはなりません。不貞
に関する最も厳粛な言葉の一つは，アルマが息子のコ
リアントンに述べたものでしょう。「わが子よ，あなた
はこのことが主の目から見て忌まわしい行いであるこ
と，まことに，罪のない者の血を流すことや聖霊を否
定することを除いて，と零のような罪よりも非常に忌ま

た人々から何度も聞くことは，罪に至る道への最初
の一歩は，しばしばポルノグラフィーによるものだ

わしい行為であることを知らないのか｡」（アルマ39：5，
強調付加）わたしたちの中に，殺人の罪や聖霊に逆ら
う罪を犯すような人は，まずいないでしょう。しかし，
純潔の律法はしばしば破られています。しかもこの罪
は，主の目から見て，二つの重大な罪の次に重い罪な
のです。

愛する兄弟姉妹の皆さん，わたしたちはこれらの聖

文の言葉に従って生活しているでしょうか。性的な罪
の重さをはっきりと理解しているでしょうか。この律
法に従うことによってもたらされる祝福をいつも強調
しているでしょうか。わたしは，以前のすべての預言
者たちと同じように，もう一度話しますが，貞節と純
潔には一つの標準があって，すべての人はこれに忠実
であるよう望まれています。主が一人に言われたこと
は，すべての人に言われたことなのです。「あなたがた
きよ

は絶えずわたしの前で徳高く聖くなければならない｡」
(教義と聖約46：33）

備えて防ぐための6つのステップ．

次のような古いことわざがあります。「後悔して償う
よりも，準備して防ぐ方がよい｡」これは純潔の律法に

何とよく当てはまることでしょう。道徳的な清さを保
つための最善の防御策は，誘惑に耐えられるように自
らを備え，罪に陥るのを防ぐ、ことです｡
永遠の結婚生徒用手引き

ということです。救い主は，情欲を抱いて女を見る
者は，言い換えれば，自分の思いをコントロールで
かんいん

きなくなる者は，心の中ですでに姦淫をしたのであ
ると教えられました（マタイ5：28；教義と聖約
63：16参照)。

3．誘惑に耐える力を求めて絶えず祈る。誘惑はわたし
たちすべての人を襲います。誘惑はいろいろな形や
見せかけの姿を取って現れますが，主はわたしたち
かぎ
に，それに抵抗する鍵を与えてくださいました。主
は預言者ジヨセフ・スミスに次のように告げておら
れます。「勝利者となるために，まことに，サタン
に打ち勝つために，またサタンの業を支えるサタン
の手下どもの手から逃れるために，常に祈りなさ

い｡」（教義と聖約10:5)わたしたちは日々の祈り
の中で，誘惑特に純潔の律法にかかわる誘惑に打
ち勝つ不断の力を主に願い求めなければなりませ
ん。

4．既婚者は，異性とのあらゆる軽率な行いを避ける。
結婚している男性が自分の秘書や事務所のほかの女
性と昼食に行くという話を時々耳にします。既婚の
男性や女性が異性をからかったり，異性とふざけた
りすることがあります。いわゆる無害な社交の場を
設けて，無節制に多くの時間をともに過ごすことも
あります。どの場合にも，人々は友情の自然な表現
であると言って合理化するのです。しかし，無害に
思える異性との単なる戯れや悪ふざけが，もっと重
大な罪にたやすく至り，ついには不貞を働くのです。
次のように自分に問いかけてみるとよいでしょう。
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はんりょ

自分のしていることを伴侶が知ったら，喜ぶだろう

ます。「ヨセフは着物を彼女の手に残して外にのが

か。夫が秘書と二人だけで昼食を取っているのを知

れ出た｡」（創世39:12,強調付加）ヨセフは逃れて

ったら，妻は喜ぶだろうか。妻がほかの男性とふざ

外に出たのです。愛する兄弟姉妹の皆さん，皆さん

けて注意を引こうとしているのを見たら，夫は喜ぶ

の道徳的な清さが失われつつある，あるいは失われ

だろうか。愛する兄弟姉妹の皆さん，これこそパウ

る可能性のある状況にいるなら，ヨセフの模範に従

ロの次の言葉が意味することなのです。「あらゆる

種類の悪から遠ざかりなさい｡｣(1テサロニケ5:22)
5．既婚者はできるかぎり，異性と二人きりになるのを
避ける。不道徳という悲劇の多くは，男性と女性が
二人だけで職場や教会，あるいは車の中にいるとき
に始まります。最初は罪を犯すつもりも，考えるこ

とさえも，なかったかもしれません。しかし，環境
ひよく
が誘惑の肥沃な温床になります○一つの行為が次の
行為の引き金となり，瞬く間に悲劇が起こり得るの
です。わたしたちにとってはるかに容易なことは，

初めからそのような環境を避けて，誘惑される機会
を断ち切ることなのです。

6．独身者はデートのときに，有意義で楽しい活動を念
入りに計画して，何もすることがないために欲望に
負けてしまうことがないようにする。繰り返します
が，これは否定的なものの入り込む余地がないよう
に，前向きな活動で生活を満たすという原則です。
若い男女が二人だけで長い時間，特別に計画された
活動なしで過ごす場合，その空白の時間を埋めるた
めに純潔の律法を破ってしまうことがよくありま
す。

生活を改善し，罪を悔い改める5つのステップ
しかし，今わたしの話を聞いている人の中にさえ，
備えて防ぎなさいという勧告が手遅れである人もいる
かと思います。すでに重大な罪に深くかかわってしま
ったかもしれません。もしそうであるなら，生活を改
善して罪を悔い改める以外に，今は選択の道がありま
せん。わたしはそのような皆さんに，道徳的に清い状
態に戻るための5つの大切な事柄を提案したいと思い
ます。

1．罪の原因になっている，あるいは原因になる可能性
のある状況からすぐに離れる。エジプトのヨセフが，

家の中に独りでいたポテパルの妻のわなに陥ったと
き，彼にとって妥協するのは簡単であったと思いま
す。ヨセフが誘ったわけではありませんし，ヨセフ
しもべ

は彼女の僕だったからです。また，拒めば彼女の気
持ちを傷つけることになるからです。もしヨセフが
妥協してその場にとどまっていたなら，容易に罪に
陥っていたことでしょう。彼の取った行動には偉大
な教訓が含まれています。聖文にはこう記されてい

ってください。そこから逃れて外に出てください。

罪の中にとどまりながら悔い改めを成し遂げること
は期待できないのです。

2．克服する力を主に願い求める。人々を罪へ誘い込む
サタンの最も効果的な戦略の一つは，あなたは祈る

にふさわしくないと耳もとでささやくことです。サ

タンは，天の御父があなたのことを喜んでいないの
で，祈りを決して聞いてくださらないと告げます。
これは偽りであって，皆さんを欺くための言葉です。
罪の力は強大です。もし罪から，特に重大な罪から
脱け出したいと願うなら，自分の本来の力よりも大
きな力を得なければなりません。天の御父以上に，
皆さんが罪から解き放たれるのを助けたいと願って
おられる御方はいません。御父に祈ってください。
自分の罪を認め，恥ずべき行為や罪を告白し，そし
て助けを願い求めてください。天の御父は皆さんを
助けて勝利に導く力を持っておられます。

3．罪を解決して主との完全な交わりに戻るために，神
権指導者の助けを得る。罪の中には，教会の会員資
格を危うくする重大なものがあります。性的な罪は
そのような重大な罪の一つです（教義と聖約42：24
参照)。そうした罪を完全に悔い改めるには，主と
の間で罪を告白して解決を図るだけでなく，教会と
の間でも同じことをする必要があります。これは適
切な神権指導者を通して行われます。監督とステー
ク会長は啓示によって任命され，教会の見張り人と
して，またイスラエルの判士として仕えています。
ゆる

罪を赦すことができるのは主だけですが，神権指導
者は悔い改めの過程において重要な役割を果たしま
す。たとえ会員資格を剥奪されたり破門されたりし
ても，それは悔い改めの過程の第一歩なのです。そ
の一歩を踏み出すのが早ければ早いほど，赦しの奇
跡がもたらす快い平安と喜びをそれだけ早く味わう
はくだつ

ことができます。

4．聖なる源から水を飲み，積極的な力で生活を満たす。
悪に抵抗し，生活から罪を取り除くように努力する
だけでは，十分ではありません。わたしたちは生活
を義で満たさなければなりません。また霊的な力を
もたらす活動に従事する必要があります。わたしが
話しているのは，ひたむきに聖文に打ち込むことで
す。毎日聖文を読んで研究するときに，ほかのどの
永遠の結婚生徒用手引き
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ような方法でも見いだすことのできない力が，生活

大管長会事務局

の中に流れ込んできます。日々の祈りは，偉大な力

をもたらすもう一つの源です。具体的な力や特別な

末日聖徒イエス・キリスト教会

祝福を求めて行う断食は，わたしたちに平常の能力

ユタ州ソルトレーク・シティー,84150

を超えた強さを与えてくれます。慈善奉仕，教会に

1991年ll月14日

出席すること，王国で仕えること，これらはすべて，
わたしたちの力と強さの蓄えを増し加えるもので

末日聖徒イエス・キリスト教会のすべての会員へ

す。わたしたちは単に悪い影響を生活から取り除く

だけでなく，それ以上のことをしなければなりませ

件名：道徳と貞潔の標準

ん。正しい生活に必要な強さと決意でわたしたちを

拝啓

満たしてくれる，義にかなった活動に置き換えなけ

教会員は新たな決意をもって，道徳的な行いに関す
る主の標準に添った生活を送ってください。親である

ればならないのです。

5．正しい悔い改めを通して再び清くなれることを忘れ

ない。モロナイは「絶望は罪悪のために生じる」
（モロナイ10:22)と教えています。不道徳な行為
に捕らわれている人は，絶望という破壊的な結果を
味わっているかもしれません。しかし，それに代わ

る道があるのです。真の悔い改めによって必要な代
価を支払うならば，約束は確かなものになります。
皆さんは再び清くなることができます。絶望を取り
去ることができるのです。赦しの快い平安が，皆さ
んの生活の中に流れ込んでくることでしょう。
ゆる

喜びを見いだす

イザヤを通して告げられた主の言葉は真実です。「主
は言われる，さあ，われわれは互に論じよう。たとい
あなたがたの罪は緋のようであっても，雪のように白
くなるのだ。紅のように赤くても，羊の毛のようにな
たがい

るのだ｡」（イザヤ1：18）

またこの神権時代において，主は同じように明確に
語っておられます。「見よ，自分の罪を悔い改めた者は
赦され，主なるわたしはもうそれを思い起こさない｡」
ゆる

(教義と聖約58：42）

すでに話したように，純潔の律法に関しては，後悔
して償うよりも，準備して防ぐ方がよいのです◎
愛する兄弟姉妹の皆さん，天の御父が願っておられ
るのは，わたしたちが幸福になることだけです。御父
が語られることはすべて，わたしたちに喜びをもたら

す事柄です。そしてこの喜びを見いだせるように神か
ら与えられた最も確かな原則の一つが，純潔の律法な
のです。

皆さんがこの律法を守るときの喜ばしい報いと，破
るときの悲劇的な結末について真剣に考えることがで
きるように，わたしたちの救い主イエス・キリストの
御名により，心から祈ります。アーメン。
みな

永遠の結婚生徒用手引き

皆さんは子供たちに生殖の力の神聖さについて教え，
思いと行いにおいて純潔を保ちたいという願いを，彼
らの心に植え付けなければなりません。神が定められ
た男女の役割を正しく理解していれば，罪深い行いに
対する抵抗力をすべての人が身に付けられるはずです。

肉体的な意味でも霊的な意味でも，唯一まことの安全
は，主の戒めを守ることによってのみ得られるのです。
道徳的な行いに関する主の律法とは，合法的な結婚
以外の性関係を避け，結婚生活にあって伴侶に忠誠を
尽くすことを言います。正しい性関係は，結婚という
きずなの下で夫と妻が適切に表現するときに初めて成
立します。これ以外のいかなる性的な交わりもすべて
罪であり，それには独身者による私通，既婚者による
姦通，同性愛による行為も含まれます。そのような行
為をやめようとせず，ほかの人にも同様の行いをする
ように促す人は，教会宗紀の対象となります。
思いと行いの関係を明らかにした聖句に心を留めて
いただきたいと思います。（マタイ15:19;モーサヤ
4：29−30；アルマ12:14;3ニーフアイ12:28;教義
と聖約121:45参照）単に不道徳な思いや感情を抱くこ
とと，実際に異性や同性と不道徳な関係を結ぶことと
の間には，はっきりとした違いがあります。しかし，
どのような原因から生じたにせよ，そのような思いや
感情を抑制することはできますし，また，そのように
はんりょ

かんつう

すべきです。こうして罪深い行いを防がなければなり
ません。神を信じる信仰，心からの悔い改め，たゆみ
ない努力によってこれは可能になります。また，周囲
の人の助けが必要かもしれません。わたしたちは，正
しくない思いや感情を抑制している人々を称賛し，力
づけたいと思います。不道徳な行いに陥っている人々
は，どうかそのような行いを捨て去ってください。わ
たしたちはそのような人々を愛しており，そのような
人々のために祈っています◎彼らが悔い改め，必要な
助けを得れば，神の教えにかなった生活から得られる
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平安を味わうことができると確信しています。

的を汚染があまりにひどいため，多くの人が「見知ら

このような問題について援助を望む個人や家族は，

監督や支部長，ステーク会長，地方部長に助言を求め

ぬ道」や「禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくな

ってしまった」のです(1ニーファイ8:23‑32参照)。

る必要があります。教会の指導者や会員の皆さんは，

命の泉である創造の力は徐々に汚染され，わたした

こうした問題で苦しむ人々に，愛と理解をもって手を

ちの道徳的環境は黒い霧に覆われています。現世での

差し伸べていただきたいと思います。正しい道に立ち

生活という賜物と新しい生命をこの世に誕生させる力

たまもの

しょくざいいや

返るようにとの招きを受け入れ，救い主の蹟罪と癒し

は，天から与えられた祝福です。それには計り知れな

の力（イザヤ53：4−5；モーサヤ4：2−3参照）を身

い価値があるのです。

に受けるとき，多くの人がキリストの示されたような
愛と霊感に満ちた助言にこたえてくれるでしょう。
敬具

霊的な環境
社会における様々な価値観が急速に低下しているこ

ゴードン･B･ヒンクレー

とは，性行為に対する妄想とも言える偏見からうかが
い知ることができます。結婚前の節制，結婚後の貞節
ちようしょう
は公然と廟笑され，結婚して子供を産み育てることは

トーマス･S･モンソン

煩わしく不必要なこととしてあざけられています。上

大管長会
エズラ・タフト・ベンソン

品な人や洗練された社会の徳とも言える「節度」はど
こにも見られなくなってしまいました。

現代の道徳的環境

誘惑者
しっと

ボイド･K･パッカー

悪魔は生命を生み出す力を備えている人に嫉妬して
います。自分は生命を生み出せないからです。悪魔に

『聖徒の道』1992年7月号，

はその力がありません。悪魔とそれに従った者たちは
追い出され，肉体を得る権利を失いました。悪霊たち

十二使徒定員会会員

？§
蕊
鍵

、一万

露

わたしは中央幹部として30年以上，十二使徒定員会
会員としては22年の間務めてきました。その間に面接
した教会員の数は正確には分かりませんが，きっと何
千人にも上ると思います。面接の中でわたしは，会員
たちと道徳的なふさわしさ，悲しみや喜びについて話
し合ってきました。このようなことを申し上げるのは，
これまでの経験からわたしたちが非常に憂慮している
事柄について皆さんにぜひ考えていただきたいからで
す。

道徳的環境
きょう

は豚の体に入ることさえ願ったほどです（マタイ8：31

参照)。またモルモン書にはこのように啓示されていま
す。「悪魔は，すべての人が自分のように惨めになるこ
とを求めているからである｡」（2ニーファイ2：27）
わたしたちが見たり，読んだり，聞いたりするもの
は，どれもほとんど例外なく性が主要テーマになって

います。検閲は個人の自由を侵害するものとして，舞
台裏に追いやられています。

絶対に公開すべきでないことまでも公衆の前にさら
け出され，堂々と舞台の上で演じられています。また
その陰ではひそかに中毒症やポルノグラフィー，性倒
錯，不貞，堕胎，近親相姦，性的虐待が横行していま
す。それとともに最近は，旧約聖書の時代に民を滅ぼ
したような疫病がはびこっています。しかも，これら
そうかん

は皆増加する一方です。

今日わたしは教会員の皆さんに環境問題の専門家と
して話したいと思います。わたしが問題とするのは物
理的な環境ではなく，家族を強めていくうえでの道徳
的，精神的環境です。道徳的環境を調べると，汚染の

社会は妊娠や病気を防ぐ、ために，生殖が体の中でど
のように行われるかを学校の子供たちに教え，そのい
ずれからも守ってくれると思われる器具を10代の若者

指数は上昇の一途をたどっています。

う様子が記され,その鯛は｢悪魔の誘惑」と定義さ

こうした性教育の中で，わたしたちが価値観を少し
でも教えようとすると，「あなたは宗教を押し付けよう
として，わたしたちの自由を侵害している」と抗議さ

れています（1ニーフアイ8:23;12:17参照)。道徳

れます。しかし，これらの価値観は，教会だけが信じ

モルモン書には，人類が「暗黒の霧」の中をさまよ

に与えるだけで，責任を取ろうとはしません。
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並日

る価値観ではなく，文明や社会にとっても基本的，
遍的な価値観なのです。

その地の法律を破ってはならない。神の律法を守る者

は，その地の法律を破る必要がないからである」（教義
と聖約58:21)と教えられています。

選択の自由
地球上の公害を減らす法律が制定される一方，道徳

発言する権利

的および霊的な環境を守るための提案は，自由と選択

道徳的な問題が起こったとき，教会の指導者には明

の権利を侵害するものだという反対者の声にかき消さ

確に発言する責任があります。例えば，かけ事は明ら

れています。

かに道徳的な問題です。命にかかわることも道徳的な

おかしなことに，不道徳を防護するために，自由と

問題です。道徳にかかわる場合には，警告の声を上げ

いう一つの徳が誇張されたり，狂信的に強調されたり

る権利と義務の両方があります。道徳にかかわる事柄

して，もう一つの徳を打ち壊すのに使われます。罪を

でなければ，わたしたちが教会の立場から政治的な問

犯してはばからない人々は，自分の生活様式を規制す

題について見解を述べることはありません。わたしは

るものに対しては，選択の自由を侵害するものと見な

30年間，何千人もの人と面接してきましたが，教会員

します。そして，自分の行為が見過ごしにされるよう

にどの政党を支持しているのか尋ねたことは一度もあ

な法律を認可させようとするのです。

りません。

ほかの点では良識のある人々も，「わたしは快楽にふ

けるつもりはないが，そうする人の選択の自由を守る
ことには賛成だ」と言うのです。

誤った論議

「妊娠中絶合法化賛成論」がどんなに高尚で道徳的
に思えたとしても，それは誤った論議にほかならない
のです。それと同じ論理を当てはめるならば，不注意
さく
な人を危険から守る交通信号や柵などは，自分がどこ
まで危険に近づくかを選択する自由があると主張する
理論に倣って撤去すべきだということになります。
なら

選釈の自由力竣い状態

聖典には「選択の自由」という言葉がありますが，
これは本来道徳的な選択の自由という意味です。主は
このように述べておられます。「すべての人がわたしの

与えた道徳的な選択の自由に応じて，……各々が裁き
の日に自分自身の罪に対する責任を負うようにするた
めである｡」（教義と聖約101:78,強調付加）
警告に注意する

そして主は御自身の教会の会員たちに次のように警
告しておられます。「わたしの設けたものが，わたしの
名にちなんで自分自身を呼ぶ者たちの同意によって，
わたしの敵により汚されることのないようにしなさい。
これは，……わたしに対しても，わたしの民に対して
も非常に嘆かわしくかつ重い罪だからである｡」（教義
と聖約101:97‑98,強調付加）

人間の定めた法律は概して道徳的な問題を採り上げ
てはいないので，わたしたちは「法律を守り，尊び，
支える」（信仰箇条l:12参照）ように，また「だれも
永遠の結婚生徒用手引き

物理的を法剛と道徳的な律法
「創世の前に天において定められた不変の律法」（教

義と聖約130:20)は人間の覆せないものであり，それ
には物理的な法則と道徳的な律法の両方があります。
例えば，重力の法則を廃止しようという採択を取っ
てみたところで何かの役に立つでしょうか。

実行不可能左法律
もし仮に，すべての子供は両親を離れ国家によって
育てられるものとする，という法律が定められたとし

ます。そのような法律は邪悪な法律ですが，実施しよ
うと思えば可能です。その実例もあります。
しかし，その法律に次のような条文があるとします。
｢15日以内に母親は子供に対するあらゆる感情を捨て去
るものとする｡」

そのような規定は絶対に実施不可能です。罰則がど
んなに厳しく，また施行させようとする者がどんなに
多くいたとしても，実施は不可能です。なぜならその
ような規定は自然の律法と道徳的な律法のいずれにも
反するものだからです。

15週間,15か月，あるいは15年与えられたとしても，
実施が不可能なことに変わりありません。動物に対し
てなら，可能かもしれません。聖典はこのように教え
ています。「すべての肉が，同じ肉なのではない。人の

肉があり，獣の肉があ〔る｡]｣(1コリント15:39)人
間の母親には当てはめることは決してできないのです。
母親と子供の愛を消し去る法律の施行が不可能であ
るように，自然に反する人為的な法律の遵守もできま
せん。
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神の子供たち
わたしたちは神の子供であり，ほかの生物とは異な

った存在として創造されました。この崇高な真理以上

に偉大な概念が明らかにされたことはありません（モ
ーセ6:8‑10,22,59参照)｡

うなります。「あなたがたはこれに対して，……たとえ
みことば

反論したとしても，大したことはない。神の御言葉は
必ず成就するからである｡」（アルマ5：58）……

悔い改め
人生の戦いで，サタンは無数のとりこと，逃れるす

べを知らずサタンの手下にならざるを得ない多くの

邪悪を考え

人々を味方につけます。しかし，罪人の収容所に押し
かぎ

人間は神の子供ではなく単に進歩した動物であり，

込められた人は皆，自分でその門を開ける鍵を持って

あらゆる肉欲に従うものであるという考え以上に人を

います。その使い方を知っていれば，サタンはいつま

不幸にし，悲しみと失意，害悪をもたらし，家族を破

でも彼らを閉じ込めてはおけません。その鍵とは悔い

滅に追いやるものはありません。

改めを指します。悔い改めと赦しという対になる原則

動物は道徳的な律法に従ってはいません。性欲を満
たすために相手を限定することは一般的にありません。
しかし，交尾の慣習にはある一定の様式があり，幾つ
かの不変のルールがあります。例えば，動物は性欲を
満たすために同性と交わることはなく，また自分の子
孫に性的な虐待を加えることもありません。

には，サタンの恐ろしい力に打ち勝つ力があります。
道徳的な標準にかかわる罪で赦されないものはあり
ません。堕胎でさえ例外ではありません。この悔い改

生殖の力は今や結婚していない人々にとっての楽し
みとなり，さらには金銭で売買したり悪魔の儀式とし
て汚したりする次元にまで堕落し切っています。神の
かしゃく
子供たちが自ら進んで肉欲に身を任せ，良心の呵責も
なく道徳的な律法を無視し，獣以下にまで身を落とそ
うとしているのです。

ゆる

ゆる

めと赦しの基本原則は，聖文中で次のように簡潔に述
べられています。

ゆる

「見よ，自分の罪を悔い改めた者は赦され，主なる
わたしはもうそれを思い起こさない。

人が罪を悔い改めたかどうかは，これによって分か
る。すなわち，見よ，彼はそれを告白し，そしてそれ
を捨てる｡」（教義と聖約58：42‑43）

わたしはもうそれを思い起こさをい

悔い改めの過程がいかに長く苦しいものであっても，
最も忌まわしい事柄

もしわたしたちが創造の力を汚すならば，肉体的な

快楽のすべてに値する以上の「激しい｣，「堪え難い」

主はこのように述べておられます。

「彼らに対して立てようとする契約はこれである
･･…･･わたしの律法を彼らの心に与え，彼らの思いの

(教義と聖約19:15)罰を受けることになります。アル
マは息子のコリアントンにこのように述べています。
｢わが子よ，あなたはこのことが主の目から見て忌まわ
しい行いであること，まことに，罪のない者の血を流

うちに書きつけよう……。

すことや聖霊を否定することを除いて，どのような罪

対する不従順によって自滅しました。「主の御霊はいつ
でも人を励ますわけではないからである。そして，御
霊が人を励ますのをやめると，速やかに滅びが来る｡」
(2ニーフアイ26:11．創世6:3;エテル2:15;教義

よりも非常に忌まわしい行為であることを知らないの
か｡」（アルマ39：5）

道徳的律法の基準は，聖文の中で次のように簡潔に
述べられています。「悪事は決して幸福を生じたことが
ない｡」（アルマ41:10)聖典は一般的な言葉で書かれ
ており，福音の原則を実生活の様々な状況に合わせて
応用するのはわたしたち自身に任されています。しか
し，「･…･･してはならない」と書かれている場合には，
注意を払うべきではないでしょうか。

生殖の力を正当に用いることができるのは，ただ夫
婦のみ，すなわち法律的に正しい結婚をしている男女
間においてのみです。それ以外の関係はすべて神の戒
めを破ることになります。アルマの言葉を借りるとこ

…･･･もはや，彼らの罪と彼らの不法とを，思い出す
ことはしない｡」（へブル10:16‑17,強調付加）
ソドムとゴモラのような文明社会は，道徳の律法に
みたま

と聖約1：33；モーセ8:17も参照）

わたしたちが本心に立ち返り，日々深まる暗黒の霧
から道徳的な環境を守れますように◎全人類の運命は，
いかに均衡を保った生活をしていくかにかかっていま
す
。

わたしたちの天の御父である神がわたしたちを見守
ってくださいますように。またわたしたちが御子であ
る蹟い主の愛と祝福にふさわしい者となれますように。
これらの祈りと証をイエス・キリストの御名により申
あがな

あかし

みな

し上げます。アーメン。
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個人の清さ

から学んでいきたいと思います。ウイル．デユラント
とエリエル・デュラントは次のように書いています。
そうめい

一喝:…熱

蕊 無蕊
鐘

十二使徒定員会会員

｢いかに聡明でいかに多くの情報を持っていようとも，

ジェフリー．R・ホラント

人は．

…歴史から〔学んだ教訓という〕……知恵を捨

て去って安全でいられることはない。情熱にあおられ
『リアホナ』1999年1月号

ている若者は，自分の好き勝手に性を楽しむことがな

83−85

ぜいけないかと思うであろう。〔しかし,〕習,,賞，伝統，

｡

法律などにより抑制されなければ，性はまさに流れ出

譲鐸

辨脅潮

る溶岩の川のように，せき止められ冷やされなければ，

自分だけでなく社会をも焼き尽くしてしまうことを理
解できるほど十分に成熟する前に，自分の人生を破滅

個人の清さ

させてしまうであろう｡」2
しんげん

不道徳の風が不気味なほど周囲に渦巻いている今，

筬言の著者は,さらに重要な言葉を聖文に記してい

わたしは教会の青少年やヤングアダルトー人一人のこ

ます。「人は火を，そのふところにいだいてその着物が

とを心配しています。それは彼らが，個人の清さの原

焼かれないであろうか。また人は、熱い火を踏んで，

かんぺき

かんいん

則，結婚前に完全な純潔を守り，結婚後も完壁に貞節
きく‐
を守る義務について混乱しているかもしれないと危 ￨具
しているからです。今，世の中で起きており，彼らが
見聞きしている事柄に反旗を翻し，子供たちにより高

その足が，焼かれないであろうか。….

い標準を教えようとする親たちを擁護したいと願って，

佳的を清さはまぜ大切凌のか

きょう

女と姦淫を行

う者は……おのれを滅ぼし，傷と，はずかしめとを受
けて，その恥をすすぐことができない｡」3

ひ ゆ

わたしは今日，道徳的な清さについて話したいと思い

火という比嶮が毎回のように使われ，情熱は炎とい

ます。このテーマはほかのテーマと同様にきわめて神
聖なものであるため，わたしは聖霊の導きを受け，自
分の望む以上に率直に話せるよう，真心から祈ってい
ます。今わたしは，モルモン書のヤコブが「ひどくあ
からさまに話さなければならないのは，わたしにとっ
て悲しいことである」]と語ったとき，どのように感じ

う言葉で生々しく描写されているように，性関係の問
題がこれほどまで重要なのはなぜでしょうか。その炎

が何の抑制も受けず，情熱が何ら制限されないままで
あれば，人の命を，ひいては全世界をも破滅しかねな

いほどの殺傷力を持つこの熱の中には，一体何が潜ん
でいるのでしょうか。コリアントンに対して，性的な

たか分かります。

背きは「主の目から見て忌まわしい行いであること，

話を進めるに当たって，わたしは社会の様々な病弊
を列挙しようとは思いません。統計上の数値は目を覆
うばかりのものであり，事例は言うに堪えないものが
多いからです。また，デートや男女関係においてした
方がよい，またはしてはならない事柄のリストを作成
して読み上げるつもりもありません。わたしがここで

まことに，罪のない者の血を流すことや聖霊を否定す
ることを除いて，どのような罪よりも非常に忌まわし

話したいことは，もっと個人的なことです。つまり，
皆さんの質問に答えたいと思っているのです。皆さん
の中には，次のようなことを疑問に思っている人もい
るでしょう。なぜ道徳的に清くなければならないのか。
まぜ道徳的に清いことが，神にとって大切なことなの
か。教会はその点について，なぜこれほどまでに厳し
くなければ､ならないのか。社会がこれほどまでに寛容
になり，美化しているものが，どうしてそんなに神聖
で重大なことなのか。

溶岩のﾉ〃

まず，文明社会が長い間経験してきた教司￨￨となる話
永遠の結婚生徒用手引き

い行為である」4とアルマに言わしめたこの行為の中に
は，何が潜んでいるのでしょうか。

すべての人に与えられている肉体的な欲求をそれほ
ど重大なものとしてとらえることにより，主は全人類
のために定められた計画の中で，何を教えようとして
おられるのでしょうか。主は，まさに命そのものの計
画について明確に述べようとしておられるのです。は
っきりしていることは，この死すべき世にあって，主
の最大の関心事の一つが，人がいかにしてこの世に生
を受け，いかにしてこの世を去って行くかということ
です。そして，この点に関して，主は非常に厳しい制
限を設けられたのです。

幸いなことに，生涯をどう閉じるかという点に関し
ては，大部分の人々が非常に重い責任を引き受けてい
るように思えます。しかし，命を与えることの重要性
について考えると，時には犯罪であるとさえ思えるほ
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どの無責任さが見受けられます。イエス・キリストの

語っています。「あなたがたは代価を払って買いとられ

福音において，この問題がなぜこれほどまでに重要視

たのだ。それだから，伽のものである〕自分のからだ

されているのか，また重大視されているのか，その理

〔肉体と霊〕をもって，神の栄光をあらわしなさい｡」'2

由を3つ提示してみたいと思います。

性的な罪を犯すときに，わたしたちの魂，すなわちわ
たしたちの肉体と霊は危険にさらされるのです。

人についての教義

第1は，人について啓示ざれ回復された教義にあり

完全な一致の究極的な象徴
第2に，人間の性的な交わりは，結婚した男女のた

ます。

この神権時代において回復された「分かりやすくて
貴い」真理の一つは，「霊と体が人を成｣5し，霊と体が
分離するときには，男も女も「満ちみちる喜びを受け
ることはできない｣6ということです。肉体を得ること
がとても重要で，どんな種類の罪であっても非常に重
大なのはこのためです（最終的に，肉体的にも霊的に
も死をもたらすものは罪であるため)。また，肉体の復
あがな
活がキリストの蹟いの偉大なる勝利の中心を成してい

めに取っておかれているものだということです。なぜ

ならそれが，神により定められた欠けるところのない

一体化，すなわち完全性と一致の究極的な象徴だから
です。エデンの園に始まり，結婚は一人の男性と一人

の女性が，その心，希望，生活，愛，家族，未来，そ
のほかあらゆるものに関し完全に合体するということ
を意味します。アダムはエバを「わたしの骨の骨，わ
たしの肉の肉」と呼び，二人は「一体」となりともに

るのもこの理由からです。

生活するようになりました。'3この一致が完全なものだ

肉倣は霊のきわめて重要な部分である。この特筆す
べき，また非常に大切な末日聖徒の教義は，性的な罪
がなぜそれほど重大なのかを明らかにしています。わ

からこそ，永遠に続く約束を表現するために「結び固
める」という言葉を使うのです。預言者ジョセフ・ス
ミスはかつて，あるいはそのような神聖なきずなを，
互いに対する「固いつながり」'4と表現できるだろうと

たしたちは次のように宣言します。神がお授けになっ
たほかの人の肉体を神の承認なしに不当に扱う人は，

まさしくその人の霊を傷つけ，人生の中心的な目的と
過程，すなわちボイド･K･パッカー長老が以前語っ

た,人生の｢真の蕊｣，を台なしにしているのです｡男
性であれ女性であれ，ほかの人の肉体，すなわちほか
の人の霊を利用する人は，人の霊を救い，永遠の命を
可能にしてくださったキリストの神聖な贈いを汚して
ちようしょう
いることになります。義の御子を噺笑する人が，真昼
の太陽よりも熱く神聖な栄光の世界に足を踏み入れた
とき傷つかないことがあるでしょうか。
次のような発言は決してしないでください。「だれが
傷つくというんだ。ほんの少し自由に振る舞ってどこ
が悪いんだ。今罪を犯しても後で悔い改められるざ｡」
あがな

そのような愚かで，慈悲のない人物にならないでくだ
さい。「神の御子を自ら十字架につけて，さらしものに

する」8者は必ずやとがめを受けることになるでしょう。
パウロも声を大にして「不品行をさけなさい｣9と告げ
ています。また教義と聖約には「これに類すること」'o
もしてはならないと付け加えています。なぜでしょう
か。第1の理由としては，世の救い主が耐えられた，
想像を絶する霊と肉体二つながらの苦しみから逃れら
れるようにするためです。!｣わたしたちはこの点で救い
主に恩を受けています。正確に言えば，わたしたちは
あらゆる面で救い主に恩があるのです。「あなたがたは，
もはや自分自身のものではないのである」とパウロは

語りました。

しかし，そのような完全な一致，そのような男女間
の固いつながりを得るためには，結婚の聖約によって

得られる親密さと永続性が欠かせません。この結婚の
聖約には，夫婦がその所有するすべて，すなわち思い
と心そのもの，時間と夢のすべてを差し出すという神
聖な約束と誓いが伴います。

道徳的な偽善という言葉が理解できるでしょうか。
それは，見せかけの一致と，神の御前で神聖な約束を
交わすことを装いながら，偽りの結びつきにより肉体
的象徴と肉体上の交わりだけを共有し，義務全体が示
すほかのあらゆる側面から逃避し，退き，離れること
みまえ

を意味します。

肉体的な交わりに関しては，絶対に待たなければな
りません。すべてを与えることができるようになるま
で待たなければならず，法律と律法に基づいて結婚す
るまではすべてを与えることができないのです。自分
の所有物ではないもの（｢あなたがたは，もはや自分自
身のものではないのである」という言葉を思い起こし
てください）を与え，自分の全人格という賜物を伴わ
ない形で自分の一部のみを与えることは，情緒的な破
壊という危険を冒すことになります。もし天の承認を
受けることなく肉体的な満足を追い求めることに固執
するならば，後になって霊的かつ心理的な損失を被る
恐ろしい危険を冒すことになります。そして，後に出
たまもの
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会う心から愛する人との肉体的な交わりを求める気持

神聖な力に対する尊敬の念から生まれる自制心です。

ちも，心からの献身もともに損なってしまうのです。

そのような人は，神の良しとされる，真の一致による

生殖の神聖な力をコントロールする

真の愛を知ったとき，守っておかなければならなかっ

愛する友である皆さん，特に若い友人の皆さん，個

たものを失い，あれほど気楽に少しずつ捨て去ってし

人の清さがなぜそれほど重要な事柄であるか分かるで

まった純潔を回復できるのは神の恵みしかないことを
がくぜん

はんりょ

知って悟然とするのです。結婚式の日に永遠の伴侶に

しょうか。大管長会ならびに十二使徒定員会が発表し

た宣言の中で「この世に命をもたらす手段は，神によ

ささげることのできる最良の贈り物，それは最良の自

って定められたもので」あり，「生殖の神聖な力は，法

分自身，すなわち清らかで，純粋な自分，そのような
清さの報いとして得られるふさわしさです。

律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においての

神との関係の象徴

み用いるべき」'5であるとされた理由が分かるでしょう
か。欺かれてはなりません。滅ぼされてはなりません。

そのような力を自制し，戒めを守らないかぎり，皆さ

第3に，夫婦間の親しい交わりは，単に心の一致を
象徴するのみならず，夫婦と天の御父とが共有する関

んの未来は破滅し，皆さんの人生は無惨にも打ち砕か
れてしまうでしょう◎罪を犯したその日に罰が下され

係をも象徴しています。天の御父は不死不滅であり，
完全であられます。人は死すべき存在であり，不完全
ですが，わたしたちは死すべき体を持ちながらも，天
の御父と霊的に一致できる方法を願い求めます。そう
することで，恵みと威厳に満ちた主の力を得る道が開
かれるのです。そのような特別な瞬間は，主の宮にお
いて結婚の聖壇にひざまずくとき，また，生まれたば
かりの幼子を祝福するとき，新会員にバプテスマと
あんしゅ
按手を施すとき，主の晩餐の象徴にあずかるときなど

ることはないかもしれませんが，罰は必ずや，間違い

おさなど

ばんさん

に訪れます。

このような機会に，わたしたちは文字どおり自分の
意志を主の御心と一致させ，自分の霊を主の霊に合わ
せることによって，人と主とを隔てる幕を通して真に
主と心を通い合わせます。そうしたとき，わたしたち
みこころ

は主の神性を知るだけでなく，まさにその幾分かを自
分自身の中に取り入れるのです。その神性の中で，実
際あらゆる男性と女性に与えられているのが，主の力
を使って人間の体を創造する力です。人類は驚異中の
驚異であり，遺伝学上，あるいは霊的にも地球史上か
つてない，ほかに類を見ない生物です。それが複製さ
れることは永遠にありません。子供は，目，耳，手足
の指を持ち，語り尽くせないほどすばらしい未来をそ
の手に抱いています。
おさなど

恐らく，生まれたばかりの幼子をその腕に抱いたこ

とのある親の皆さんには，わたしの話していることを
理解してもらえるでしょう。御自身の名として選ばれ
た中で神が最も好まれるのは御父という名であり、創
造の業，特に御自身の形にかたどった人の創造こそ，
主が最も心注がれる事柄です。皆さんもわたしも，そ
の神の性質の幾分かを授かっていますが，それには最
も重大で神聖な制約があります。わたしたちに課せら
れた唯一の制約は自制であり，それはこの賜物が持つ
たまもの
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なく訪れます。そして道徳的に汚れた人は，真の悔い
改めと慈悲深い神への従順なしには，ラザロに「その
指先を水でぬらし，わたしの舌を冷やさせてください。
わたしはこの火炎の中で苦しみもだえています」'6と懇
願した金持ちのように，いつかどこかで祈ることにな
るでしょう。

悔い改めによる平安と再生
わたしはここで，霊と肉体とが人の魂を作り上げて
あがな
いるという神聖な啓示の言葉と，キリストの蹟いによ

って肉体は墓から起き出て霊と一体になり，永遠の存
在となることを宣言しました。だからこそ，その肉体
を清く神聖に保つ必要があるのです。正直な労働で体
が汚れるのを心配する必要はありません。真理を擁護
し，正義のために戦うことで傷つくのを恐れる必要も
ありません。しかし，行うべきでないことを行い，行
くべきでない所に行くことによって皆さんの霊を傷つ
けることのないように注意してください。心して，主
と反対側での戦いで傷を負うことのないようにしてく
ださいol7

もしも皆さんの中にそのような傷を負っている人が
少しでもいるならば，そのような人には主イエス．キ
あがな
りストの贈いの犠牲を通して平安と悔い改めによる再
生の道が開かれています。そのような深刻な問題に関
しては，悔い改めの道を歩み始め，進み続けるのは決
して容易ではありません。しかし，世の救い主は，自
ら足を踏み出そうとするすべての人とともにその救い
に至る道を歩んでくださいます。くじけそうになると

き，力づけてくださいます。最も暗いと思えるときに，
あなたの光となってくださいます。すべての希望がう
せたと思えるときに，主はあなたの手を取り，あなた

道徳と慎み327

あわ

の希望となってくださいます。主の思いやりと憐れみ，
ゆる

注

いや

そしてすべての清めと癒しの力は，完全な赦しを得た
ての人に惜しみなく与えられているのです。

モルモン書ヤコブ2：7．同2，3章の純潔に関する
説教全体を参照

●３
●４
●５
●６
●７
●
２

いと望み，それに至る階段を1段ずつ上って行くすべ

l
.

TheLessoIIsofHIStory(1968年),35‑36

筬言6：27−28，32−33

肉体と霊をもって神の栄光を表す
わたしは偉大な命の計画，神の力，主イエス・キリ
あかし
あわ

ゆ る あ が な

ストの憐れみと赦しと蹟いについて証します。これら

の若人，またほかの人々にも同様に行うよう助けてく
れる若人たちのことを天に感謝しています。家庭にお
いてこの原則が教えられていることを天に感謝します。
すべての人が清く生きることの大切さを尊びますよう
に，主イエス・キリストの清き御名によってお祈りし
みな

ます。アーメン。

教義と聖約88:15

教義と聖約93：34

ボイド．K・パッカー「なぜ清くあるべきか」『聖
徒の道』1973年1月号,14‑16

●１
●２
●３
●４
●５
●
．９
・１
０
８
１１
１１
１

はすべて道徳的清さに関して深い意義を持つものです。
わたしたちは己の肉体と霊をもって神の栄光を表すべ
きであることを証します。そのように行っている大勢

アルマ39：5

へブル6：6参照
lコリント6:18

教義と聖約59：6，強調付加

特に教義と聖約19:15‑20参照
lコリント6：19−20，強調付加。13‑19節も参照
創世2：23‑24参照

教義と聖約128:18参照

｢家族一世界への宣言」『聖徒の道』1998年10月号，
●
６●１
７
１

24

ルカ16:24

ジェームズ．E・タルメージ,ConferenceReport,

1913年10月,117参照
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しかし近ごろでは，この金言はいわゆる『借金による

独立心

消費の拡大」に取って代わられました。多くの人々は，
繁栄するために消費しなければならないと教えていま

すべての人は自立することを真剣に考え
なければならまい。そのためには自活し
て精いっぱい芽力しなければならない。

す。皆さんはこの人生観をどのように考えるでしょう

か。立ち止まって，それが個人の独立心や自尊心，性

格にどのような影響を与えるか分析したでしょうか。
そして，その人生観が，自由を愛する男女の避け所で
あるこの国の存続そのものにどのような影響を及ぼし

二−3マリオン･Gbロムニー長老

得るか考えたでしょうか｡｣(...SoSha"YeReap,165)
マリオン．G・ロムニー長老

精選された教え

「第一に，すべての人は自立することを真剣に考え
なければなりません。そのためには自活して精いっぱ
い努力しなければなりません。これは主が，「あなたは

スペンサー．W･キンボール大管長

「夫婦は自分自身の家を，すなわちどちらの義理の
親からも離れた別個の家を素早く見つけるべきです。
その家は非常につつましく，飾りけのないものでしょ
う。しかし，それでも独立した城なのです。結婚生活
は妻の親族からも夫の親族からも独立したものである
べきです。独立することによって彼らをこれまでにも

増して愛するでしょうし，彼らの勧告を大切にし，そ
の交わりをありがたく思うでしょう。しかし，あなた
は自分自身の生活をしなければなりません。あなたの
決定と，然るべき人々から勧告を受けた後のあなた自
身の祈りを伴う熟考とによって，治められる生活です｡」
(｢結婚によってひとつとなる」『聖徒の道』1978年6月
しか

顔に汗してパンを食べ，ついに士に帰る」（創世3:19)
という厳しい戒めを与えて，エデンの園からわたした

ちの最初の両親を追われたときから，わたしたちに課
せられているものです｡」(ConferenceReport,1943年
4月，27）

ボイド．K・パッカー長老

「自立の原則は幸せな生活を送る基本となるもので
す。ところがわたしたちは，性々にしてこれを無視し
ていることが多いのです。

またわたしは，自立の原則が霊的面，情緒面にも当
てはまるということを申し上げたい。……

号，5参照）

わたしたちは，情緒面の独立と個人の自立の原則を
同時に強調することなく，カウンセリングの網を張り

マリオン．G・ロムニー副管長

巡らしてはなりません。

「この聖句〔教義と聖約29：34−35〕から，この世
的な戒めというものは存在しないことが分かります。
また，人間は「自ら選択し行動する者」でなければな
らないということも分かります。しかし，人間は自立
しなければ，自ら選択し行動する者となることはでき
ません。このことから考えてみると，独立や自立はわ
たしたちの霊的成長を左右する重要な鍵であることが
理解できます。自立を脅かされるような状況に陥った
人は，自由が脅かされていることに気づくでしょう。
すなわち，ほかへの依存度が高まれば，行動する自由
がたちまち失われていくことに気づくのです｡」（｢日の
光栄に至る自立の本質」「聖徒の道」1983年1月号,167)
かぎ

もしも情緒面の自立と霊的な自立ができなくなれば，
物質的に依存しいているのと同じく，いやそれ以上に
弱くなってしまう可能性があります。
注意していないと，個人の啓示を受ける力をも失っ
てしまうでしょう。……

霊的な独立と自立は教会を支える力です。それを奪
われた教会員は，どうして自分で啓示を受けることが
できるでしょうか。祈りの答えを得ることができるで

しょうか。確信を得ることができるでしょうか｡」（｢主
の方法によって情緒面の問題を解決する」『聖徒の道』
1978年10月号,145‑146)

ブルース。R･マッコンキー長老

エズラ・タフト・ベンソン長老

「男らしさと独立心を築くもう一つの立派な徳は，
質素あるいは倹約です。『浪費がなければ，貧困はない』
という言葉は，長い間，賢い標準になってきました。
永遠の結婚生徒用手引き

「絶対的な礼拝の自由には，物質的かつ経済的独立
が不可欠である。……ほかの人間あるいは機関から支
援を受けている人はだれでも，多かれ少なかれ，その
支援する側の意志と統制に従属している｡」(Mormo"
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Doctrine,378)

ニール．A・マックスウェル長老

ジェームズ．E・ファウスト長老

強固なよりどころとなっているのは，自分の体は『自

「利己心の中でも，最後まで表面には出ないものの

「教会員が『日の栄えの世界の下にある他のすべて

分のもの』だという考えです。もちろんわたしたちに

の造られたものの上で自立する』（教義と聖約78:14)

は選択の自由があり，自分の責任は自分で取るべきで

ことが大切であると，主は言っておられます。教会員

す。そうです。個人の問題です。しかし，『キリストの

もまた，自立するようにとも勧告されています。自立
という言葉には様々な意味があります。自立とは，人
を中毒にする麻薬や，束縛する習慣，苦しめる病気な
どから解放されることであり，個人的な借金がなく，
利息を支払う必要もなく，借金に伴う義務から一切解
放されることでもあります｡」（｢福祉の責任は個人とそ
の家族に」『聖徒の道』1986年7月号,21)

みもとに来る』ことを選んだ人は，自分の体は「自分

のもの』でなく，主のものであることがすぐに分かり
ます。わたしたちは各自の才能とこの世で過ごす時間
とわたしたち自身を主に奉献するのです。したがって，

かたくなに自己を『保持しようとすること」と神にす
べてをささげることには明らかな違いがあるのです。

古い自己にしがみつくことは自立ではありません。放
縦です｡」（「肉欲に従うことをすてて」「聖徒の道』
1991年1月号,17)
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長い歳月にわたる結婚生活

した。さらに驚いたのは次の言葉でした。彼女の承諾
を得たので，その言葉を紹介します。「少しも前と変わ

りません。こうなることが分かっていたら決して離婚

限りない友情と信頓誠実さ，
そして互いに助け合い,支え合うことで

など考えなかったでしょう。かえって悪くなったくら
いです｡」
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離婚

統計的に見て，離婚を避けることは簡単ではありま
一言アージエームズ･E,･ファウスト長老

せん。なぜなら，現在アメリカ合衆国では,100組の結
婚に対して50組が離婚しているからです(World
AImanac,1976年)。もし現在の上昇率で離婚が増加す

精選された教え

ると，1980年代の初めには,100組の夫婦のうち70組が
離婚することになります。

ブリガム・ヤング大管長

「第一の復活または日の栄えの復活の祝福にあずか
る人々は，清く神聖で完全な肉体を持ちます。この言

葉に尽くせない状態に到達する男女はすべて，神の
御座を取り囲む天使たちのように美しいでしょう。も
し皆さんがこの世における忠実さにより，復活の朝に
出て来る権利を獲得するならば，妻が夫に対して，あ
るいは夫が妻に対して不満を抱くことを心配する必要
はありません。第一の復活にあずかる人々は，罪がな
く，罪の結果や力から解放されているからです。」
みざ

離婚は特別な状況においてのみ正当化されます。そ
れはしばしば人々の生活を引き裂き，家庭の幸福を奪

い去るからです。また離婚は多くの場合，双方が得る
以上のものを失わせます。

離婚をした人々の悲痛な経験は，決して十分に理解
されているとは言えません。また十分に認識されても
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いません。この大きな悲劇を経験し，二度と元の生活
に戻ることのできない人々に対して，確かにもっと多
くの同情と理解を示す必要があります。離婚を経験し
た人々も，自己を忘れ，周りの人々のために奉仕する
ことにより，人生の幸福や達成感に対する希望や期待

月号,241)

をまだ十分に持つことができるのです。

結婚生活を豊かにするもの

困難を問題

『聖徒の道」I9沼年2月号，

結婚における幸福が，多くの人々にとって非常にも
ろくはかないものであるのに対し，豊かで満ち足りた
結婚生活を送っている人もいるのはなぜでしょうか。
悲痛と苦悩を運ぶ汽車は，なぜそんなにも長く，罪も
ない多くの人々までも一緒に乗せて行かなければなら

"‑13

ないのでしょうか。

ナニ使徒定員会会員
ジエームズ･E・ファウスト

多くの結婚生活を豊かにするうえで足りない要素は
何でしょうか。すべての人がそのような幸福と高い望
みを抱いて生活を始めたはずです。

数年前わたしは夫との離婚を考えているある女性
の相談を受けました。離婚の理由は正当であるように
思えました。離婚が成立した後，わたしは長い間彼女
に会うことがありませんでした。しかし，彼女と偶然
道で会ったときには驚いてしまいました。かつての美

わたしは長い間この困難な問題について深く考えて
きました。そして人生のほとんどをこの問題にかけて
きた結果，不幸な結婚生活や離婚，家庭崩壊について
幾分理解できるようになりました。また，偉大な幸福

しい顔には，孤独と失望の年輪が刻まれていたからで

おかげで，人生における最大の成功は結婚生活にある

す
。

少しあいさつを交わした後で，彼女はこれまでの人
生がむなしく，価値のないものであったこと，そして
これ以上独りで苦難に耐えることはできないと語りま
永遠の結婚生徒用手引き

についても知ることができました。愛する妻ルースの
ことを理解したのです。

離婚の理由

結婚生活における幸福という大変で複雑な問題は，

長い歳月にわたる結婚生活331

決して一言では答えられません。また，離婚の原因も

祈り

様々です。その中には利己主義や未熟さ，決意の欠如，
不十分な意思の疎通，不誠実など，深刻な問題もあり
ますが，それらは皆すでによく知られています。

しかし，わたしは自分自身の経験から，もう一つの

結婚のきずなは，より良い意思の疎通によって豊か

なものとなります。そのために大切な一つの方法が，
ともに祈ることです。そうすれば夫婦間に相違があっ

理由に気づきました。それはあまり採り上げられては

ても，眠りに就く前にすべて解決することができます。

いませんが，ほかのすべての問題の発端となるもので，
すべてに関連するものです。その理由とは，結婚生活
を絶えず豊かにしようとする気持ちの欠如です。すな
わち，骨が折れ，困難で，退屈にも感じられる結婚生
活を，貴重で，特別な，すばらしいものに変えようと
する前向きの努力が見られないのです。

相違があることを過度に強調するつもりはありません

結婚生活を豊か左ものにする
次のように思い悩むこともあるでしょう。「どのよう
にすれば結婚生活を絶えず豊かなものとすることがで
きるのだろうか｡」アダムはエバのことをこう言いまし

た。「これこそ，ついにわたしの骨の骨，わたしの肉の
肉｡」（創世2：23）

わたしたちは限りない友情と信頼，誠実さ，そして

困難な中にあって互いに助け合い，支え合うことで結
婚生活を築いていきます。

ここに，すでに結婚している人々，あるいは現在結
婚を考えている人々が「一体」となるために，正直に
自分に問いかけてみるべき簡単で適切な質問が幾つか
あります。

第1に，わたしは自分自身の望みよりも，結婚生活

はんりょ

と伴侶のことを第一に考えることができるだろうか。

第2に，わたしはほかの関心事を後回しにして，自
分の伴侶のために尽くす決心がどれほどできているだ
はんりょ

ろうか。

はんりょ

第3に，自分の伴侶は最良の親友だろうか。
はんりょ

第4に，わたしは伴侶を価値ある人間としてその人

が，それは現実に存在し，人を思いも寄らぬ方向へと
導きます。夫婦間の相違は一つまみの塩のようで，結
婚生活をいっそうすばらしくする隠し味となります。
人は様々な方法で意思の疎通をします。ほほえみかけ
たり，髪をといてあげたり，優しく体に触れてあげた
り，妻は毎日欠かさず「愛しているわ」と語りかけ，
夫は「きれいだよ」と言います。時に応じて使う「ご
めんなさい」という言葉も重要です。また耳を傾ける
ことも意思を疎通するためのすばらしい方法です。
信頼

互いに完全な信頼を寄せることは，結婚生活を最も
豊かにする要素の一つです。一方，不貞ほど，満ち足
りた夫婦関係を保つのに必要な信頼のきずなを無惨に
かんいん

断つものはありません。姦淫を正当化することは決し
てできません。時には姦淫の事実があっても，離婚せ
ず，家族生活を続ける人もいます。しかしそのために
は，傷ついた伴侶が，相手を赦し，その行為を忘れる
ほどの無条件の愛を持つ必要があります。同時に，罪
を犯した本人は，心から悔い改めたいと望み，実際に
はんりよ

罪を捨てる決心をしなければなりません。
はんりょ

永遠の伴侶に対して，肉体に関してだけでなく，精
神的にも霊的にも忠誠を尽くす必要があります。結婚
後は他人に対するいかなる恋愛感情も嫉妬も許されま
しっと

せん。したがって，伴侶以外の人との不審に思われる

ような交際は慎み，悪をその水際で絶つことが賢明で

格を尊んでいるだろうか。

す
。

第5に，わたしたちはお金のことで口論しないだろ
うか。お金はそれがあるからといって夫婦を幸福には

高潔

しないし，ないからといって不幸にもしない。けれど
もお金はよく利己主義の象徴とされる。
きよ

最後にわたしたちは，霊的に聖いきずなで結ばれて
いるだろうか。

キンボール大管長は『結婚と離婚j(Marriageand

DIvorce)の中で次のように語っています。これはわた
したちにとって非常に意義深い言葉です。「配偶者の片

方または双方の中にある力以外に，結婚関係を破壊で
きる力は存在しません。」(MarriageandDivorce,
DeseretBook,17)

ゆる

高潔は夫婦を堅く結ぶ強力な接着剤です◎主は次の
ようにおっしゃいました。「あなたは心を尽くして妻を
愛し，妻と結び合わなければならない。その他のもの
と結び合ってはならない｡」（教義と聖約42：22）
結婚生活に祝福をもたらすすべてのものの中で，特
別な要因が一つあります。それは夫婦を，何にも増し
て真実に，神聖に，霊的に結びつけるものです。すな

わち，結婚生活における神の存在です。シェークスピ
アは『ヘンリー五世』の中で，次のように述べていま
す。「すべての結婚のもっともよき結び手である神よ，
永遠の結婚生徒用手引き
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この二人の心を一つに．．…･結んで下さい｡」（シェーク

です。また互いに励まし合い，助け合って成長するこ

スピア「ヘンリー五世」第5幕，第2場，大山俊一訳，
筑摩書房『シェイクスピア全集』345‑346）神は結婚

とです。結婚生活とは，夫婦がともに，真実のもの，

の最も良き守護者でもあられます。

美しいもの，そして神聖なものを探求するところです。

結婚を豊かにするものは多くありますが，それらは

救い主は次のようにおっしゃいました。「見よ，わた
しは戸の外に立って，たたいている。だれでもわたし

すべてその外殻にすぎません。結婚生活がもたらす偉

の声を聞いて戸をあけるなら，わたしはその中にはい

大な幸福の中核を成すものは，夫婦愛をはく、くみ，神
が授けてくださる神聖な祝福を享受することです。霊
的な一致は結婚生活を不動のものとします。結婚生活
の神聖さが徐々に失われ始めると，結婚は破滅へと向
かうようになります。

離婚が増加しているのは，結婚生活を豊かにしよう
とする気持ちが欠けているからです。この気持ちは，
神の戒めを守ることで与えられる神聖な祝福によって
もたらされます。つまり結婚生活に霊的な養いが欠け
ているのです。

って彼と食を共にし，彼もまたわたしと食を共にする
であろう｡」（黙示3：20）
みたま

神の御霊が結婚生活と家庭生活に豊かさと祝福を与
えてくださいますように。特に神の永遠の計画の一部
として聖徒たちのうえに祝福がありますように。イエ
みな

ス･キリストの聖なる御名によってへりくだり祈りま
す。アーメン。

結婚60周年を迎えたヒンクレー夫妻

じゅうぶん

什分の一

デル・ノドン・オーデン

わたしは約20年間にわたる監督とステーク会長の経
験を通じて，什分の一を納めることこそ離婚から守る
ためのすばらしい保護手段であることを知りました。
什分の一を納めることで霊の電池が充電され，霊の発
電機が働かなくなったときにそれが力を発揮するので

ChurchNews,1997年4月19日付,3

す
。

従って生活してください。それはとても大切なことで，
多くの事柄を意味しています。時には犠牲を意味し，
愛と感謝と尊敬を意味します。また自制心や，怒りと
舌を制して自分の言葉に注意することを意味します。

偉大な愛の旋律によって生まれる音楽ほどすばらし
く荘厳な音楽があるでしょうか。二人の声が一つの霊
的なソロのように聞こえるとき，それは完壁な音楽と
かんぺき

ヒンクレー大管長と姉妹から，幸福な結婚に欠かせ
ひけつ
ない幾つかの秘訣を聞きました。

ヒンクレー大管長は次のよう勧めています。「福音に

言えるでしょう。結婚は互いに尊敬し合い，成熟し，
利己的でなく，慎み深くあり，責任を持ち，正直であ
るという基盤の上に，人間の最大の必要を満たすため
に神が定められた方法なのです。結婚生活の幸福と，
親となることによって得られる幸福は，ほかのいかな

す。

る幸福よりも数千倍も大きなものなのです。

夫！』」

親の務め

夫婦が親となったとき，結婚生活の基盤はますます
豊かになり，霊性はいっそう高まります。親の務めは

なぜなら言葉は，肉体を傷つけるあらゆるものとまっ
たく同じように，深く重い傷を相手に負わせるからで
そして，物事の明るい面を見て，楽観的な気持ちで
こう言わなければなりません。「必ずできるから大丈

ヒンクレー大管長は，互いへの尊敬の念をはく、くみ，

維持するために，次のように勧告しました。「結婚生活
では互いに譲り合う必要があります。さらに大切なこ
とは，声を抑えて『柔らかい言葉』で返答することで

最も大いなる幸福をもたらします。男性は父親となっ
て家族を養うことにより成長します。また，女性は母
親として無私の愛を示すことによって美しい花を咲か
せます。わたしたちは，両親になって初めて完全な愛

す。かんしゃくを起こしてはなりません。穏やかに話
してください。そうすれば状況が変わるでしょう。」ヒ

の意味が理解できるのです。

言葉で話し合ってください｡」

わたしたちの家庭は，この地上にある聖所の中でも
最も神聖な所とならなければなりません。

結婚生活を豊かにするうえで重要なのは小さな事柄
です。常に互いに理解し合い，心から感謝を示すこと
永遠の結婚生徒用手引き

ンクレー大管長はこう続けています。「感情的になって
はいけません。お互いに静かに，穏やかに，柔らかい
ヒンクレー姉妹はこう付け加えました。「結婚生活に
はんりょ

利己心があってはなりません。伴侶の幸福と安心を優
先順位の第一に置く必要があります。そのようにすれ
ば，自分自身も幸せになるでしょう｡」
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ヒンクレー大管長は言いました。「利己心は争いやあ

らゆる苦難を引き起こし，実に多くの結婚生活を悩ま

せています。単純で露骨な利己心が問題なのです｡」
さらにこう続けています。「〔結婚〕には自制心とい
う大変重要な尺度が必要です。結婚はロマンスばかり
ではありません。結婚には働きが伴います。努力が伴
います。互いに親切にし，気遣わなければなりません。
はんりょ
もう一つの大切なことは，伴侶が才能や素質を伸ばし，
機会を生かせるように，できることをすべて行うこと

「わたしたちの生活に並外れたものは何一つありま

せん」と大管長は断言しています。

インタビューの最後で，大管長はヒンクレー姉妹の
方を向いてこう言いました。「彼女は親として行ってき
そうそぼ

たことを，祖母として，曾祖母として行っています。
結婚して60年になる今，わたしたちは身の丈が以前ほ
どなく，少し縮んでいます｡」

「動きもゆっくりになりました」とヒンクレー姉妹
が付け加えました。

ヒンクレー大管長は，「動きもゆっくりになりました

です｡」

はんりょ

ヒンクレー姉妹は，「中には伴侶を変えようとする人
がいます」と述べています。

が，わたしたちは幸せで，互いに愛し合っています」
と語りました。

ヒンクレー大管長は言いました。「互いの違いを認め

てください。その違いが益となり，互いを鼓舞するも
のであることが分かるでしょう｡」
ヒンクレー大管長はまた，負債を避けるよう夫婦に

助言しています。「負債は恐ろしいものです。大恐慌を
経験した人であれば，負債が人を奴隷にすることを知
っています。負債を避けて，借金を速やかに返済して

ヒンクレー大管長と妙味へのインタビュー
ひけつ

幸福な結婚の秘訣
・福音に従って生活する。
。互いに愛し，感謝を示す。
・自制心をはく．くむ。

ください。

・怒りと舌を制する。

もう一つ挙げると，わたしたちはいつも話し合って
きました。夫婦間のコミュニケーションが不十分だっ

・物事の明るい面を見る。
・互いへの尊敬の念をはく、くみ，維持する。

たことはありません。実に多くの不幸せな結婚につい
て聞きますが，彼らは『夫婦間のコミュニケーション
ができない」と言うのです｡」
ヒンクレー大管長はこう言いました。「夫婦間のコミ

。柔らかい言葉で返答する。

ュニケーションが不十分だったことはありません｡」

・伴侶の才能を伸ばし，機会を生かす。

大管長はさらに続けています。「わたしたちはとても
幸せな結婚生活を送ってきました。振り返っても後悔
することはありません。夢見てきた以上の祝福をこれ

・違いを認める。

・穏やかに話す。
o利己的にならない。
・互いを気遣う。
はんりょ

・什分の一を納め，負債を避ける。
・夫婦間のコミュニケーションを改善する。

まで受けてきました。実に豊かに祝福されてきたので

す。正直に言って，生活に事欠いたことは一度もあり
ません。わたしたちは什分の一を納めてきました。ま
ずそれを優先しました。質素ですが快適でほどよい生
活をしてきました。結婚生活はつつましい環境で始ま
り，二人で協力してそれを改善してきました｡」
じゅうぶん

永遠の結婚生徒用手引き
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母親が家庭の外で働くこと

でそれを御覧になると思いますか。これらのぜいたく

品を購入しておきながら子供を持つ余裕のないという
人は，まさにそれを行っているのではないでしょうか｡」

フルタイムの仕事と，専業主婦を両立さ
せるのは，ほとんど不可能なことです。
−ゴードン．B'｡ヒンクレ号大管長

「わたしたちが頻繁に話してきたことですが，この
母親という神聖な務めは，母親だけが行うことができ
ます。ほかの人に任せることはできません。保育士は

それを行えませんし，公共の保育所もできません。雇
しんせき
われた子守りも，親切な親戚の人も，することはでき
ません。母親だけが，愛する父親や兄弟姉妹，ほかの
親族からできるだけ助けを受けながら，必要十分な注
意深い世話を与えることができるのです。」("The

精選された教え
スペンサー．W・キンボール大管長

「夫は自分の家族を支えることを期待されますが，
妻は非常時にのみ，家庭外で仕事をするようにすべき
です。妻のいる場所は家庭の中であり，その務めは，
家庭を喜びにあふれる天国に築き上げることです。
非常に多くの離婚の原因は，妻が家庭を離れて仕事
のために社会に出た日にまでさかのぼることができま
す。共稼ぎは，二人の生活水準を標準以上に高めます。
しかし夫婦がともに働くと，完全で適切な家庭生活が
妨げられ，家族で祈る習慣が中断され，協調性のない

自主性が生み出されて，ゆがんだ生活の原因になり，
子供の数を制限し，すでに生まれている子供たちをい

BlessingsandResponsibilitiesofWomanhood,''
EIIsign,1976年5月号,73)
エズラ・タフト・ベンソン大管長

「子供が出かけるとき，また帰宅するとき，それが
学校でも，デートでも，また友達を連れて来るときで
も，時間を取っていつも家にいるようにしてください。
子供が6歳であろうと16歳であろうと，家にいてくだ
しんげん
ざい°筬言にこうあります。『放任されていた子はその

母に恥をもたらす｡』（欽定訳筬言29:15から和訳）今
のわたしたちの社会が抱える大きな問題として，何百
万もの鍵っ子が毎日だれもいない家に帰宅し，共働き
の両親からは監督されていないということが挙げられ
かぎ

らだたせます。……

･･･…子供を産んで育てることのできる，またそうす
べきである皆さんにお願いします。妻の皆さん，事務
所やクリーニング店や保育所から家庭に戻ってくださ
い。工場や喫茶店から家庭に戻ってください。
大切な夫や子供たちのために食事を作り，Ⅲを洗い，
ベッドを整える妻，主婦，母親という仕事は，ほかの
どのような職業よりも重要です。

妻の皆さん，家庭に，夫のもとに戻ってください。

夫のために家庭を天国にしてください。妻の皆さん，
家庭に戻ってください｡すでに生まれた子供やこれか
ら生まれる子供のもとに戻ってください。母親という
外套を身にまとって，待ち焦がれている不滅の霊のた
めに肉体を創造するという重大な役割を臆せずに助け
がいとう

おく

てください。

皆さんが家庭生活において夫を補って完全にし，子
供たちをもうけて，信仰，高潔，責任，徳をもって育
て，匹敵するもののない最高の仕事を成し遂げるなら
せんぼう

ば，皆さんはこの世においても永遠にわたっても羨望
の的になるでしょう。」（テキサス州サンアントニオで
のファイヤサイド，27，32−33）

「血肉を分けた子供たちをピアノやテレビ，家具，
自動車と交換する人がいたら，主はどのような気持ち
永遠の結婚生徒用手引き

(TeachingsofSpencerW:KImba",329)

ます｡」(TbtheMothezsinZYOn,8)

「健康な夫のいる家庭では，夫が一家の稼ぎ手とし
て働くように期待されています。経済情勢の悪化によ
って職を失った男性が，自分にまだ扶養能力があるの
に，妻に外に出て働くように求めているというような

ことが時々報告されてきます。わたしたちはそのよう
な男性に対し，たとえ理想的な仕事がなくて家計が苦
しいにせよ，妻が家庭において子育てに励むことがで
きるよう，自ら最善を尽くして働くよう強く勧めるも
のです。…･･･

わたしは世界各地の教会を訪問して，末日聖徒のほ
とんどの母親はこの勧告に忠実に従いたいと望んでい
ると感じています。しかし，夫の求めに応じたり，強
いられたりして外で働いている母親がいることも知っ
ています。余分な収入がないと買えないような品物を
夫の方が欲しがっているのです。兄弟たち，もしもそ
のようなことをしていると，家族を悲しませるばかり
か，自分自身の霊的成長も止めてしまうことになりま
す。皆さんに申し上げたいと思います。主は，妻が家
庭にあって母親としての責任を全うできるよう，男性
に家族を扶養する義務を与えられたのです。……
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女性解放運動の一つの確かな影響は，妻や母親とい

う役割を選んだ若い女性たちに与えた不満足な思いで

銭よりも母親であることを，よく認識すべきです｡」
(｢家族をより強く」『聖徒の道』1971年5月号,138)

した。女性には家事やおむつ交換，子供たちの必要を

満たすことよりももっと刺激的で自己達成できる役割
があると，彼女たちにしばしば感じさせています。し
かしこの考え方には，永遠の将来に対する見通し，す
なわち神が母親という高貴な役割に女性を選ばれたこ
と，そして昇栄は永遠の父親になり永遠の母親になる
ことであるという見通しが欠けているのです。[@To
theElectWomenoftheKingdomofGod,'イリノイ

州ノーブー扶助協会の奉献，1978年6月30日〕」
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「家庭を中心に据えた真理は今の時代の状況にはそ
ぐわないものであると，皆さんを説きつけようとする

声がわたしたちの社会の中にはあります。それを聞き
入れて従うなら，皆さんは大切な責任を顧みないよう
になるでしょう。

世の欺きの声は女性に向かって，『自分の好みに合っ
た生き方』なるものを盛んに訴えています。人によっ
ては結婚して母親になるより，仕事に生きる方が向い
ている場合があるというのです｡

こういう人々は，家事よりももっとおもしろい，達
成感の味わえる仕事があると主張し，その不平不満を
まき散らしているのです。教会員も家事と育児だけの
『型にはまったモルモン女性』という姿から脱皮すべき
だなどと，平気な顔をして言う人もます。そのうえ，
自分の目標を達成し，好きなことをする時間をもっと
持つためには，子供はあまり持たない方がいいなどと
言い出す始末です｡」（｢栄えある女性の務め」『聖徒の
道』1982年4月号,178)

「女性にとって第一の優先順位は，いつ結婚するこ
とになろうとも，神聖な永遠の使命に自らを備えるこ
とです。一時的にお金を稼ぐ準備をするために無関係
な分野の教育を受けて，その備えをおろそかにするの
は愚かなことです。女性の皆さんが結婚すると，家族
を扶養するのは皆さんの役割でなく，夫の役割になり
ます。使うかどうか分からない金もうけの技術という
一時的な方便のために，聖任された永遠の使命に備え
ることを犠牲にしないでくださいc｣("InHisSteps,''
6
4
）

「今こそ，わたしたち父親の心を子に向け，子の心
を父親に向ける時です。そうしなければ，父親も子供
ものろいを受けます。母親が家を空けて外で働くとき
に，離婚の種がまかれ，子供によってもたらされる祝
福が引き延ばされることが多いのです。また，仕事を
持っている母親は，子供たちが必要としているのは金

ハワード．W・ハンター大管長
276ページの引用を参照。

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「姉妹たち，どうか子供たちを守ってください。彼
らは邪悪な世の中に住んでおり，様々な力が子供たち
を取り囲んでいます。わたしは，皆さんの子供たちの
多くが正しい生活をしていることを心から誇りに思っ
ています。しかし，その一方で，少しずつこの世的な
生き方に傾いている多くの子供たちのことをとても心
配しています。母親である皆さんにとって，子供たち
以上に大切なものは絶対ありません。子供たちは，皆
さんがこの世と永遠の世において授けられるものの中
で最も貴い存在です。皆さんは，これから年を重ねて

いく中で自分がこの世に招いた子供たちが正しい生活
をし，徳を備え，高潔な行いをするのを目の当たりに
するときに，心から幸せに思うことでしょう。
子供を養い教育する仕事は，片手間にできる責任で
はないと思います。女性たちの中にはどうしても働か
なければならない人々がいることは承知しています。
しかし，もう少しぜいたくをしたり，もうちょっとい
いおもちゃを与えたいために働いている人々があまり
ま

にも多いことを心配しています。

どうしても働かなければならないとすると，それに
よって皆さんの負担が大きくなります。子供たちの世
話をおろそかにすることはできません。子供たちは，
勉強，家の内外での仕事，また，愛，祝福，励まし，
子と母親との密接な関係といった通常母親にしかでき
ない子供の養育において皆さんの監督が必要です。
至る所で家族が引き裂かれています。女性たちがフ
ルタイムで二つの難しい仕事をしていこうとする中で，
家族関係にきしみが生じています。

わたしは，街の中の暴力集団や，子供による児童殺
害，子供たちが刑務所での生活か死にしかつながらな
いことに没頭していることに憤りを感じている指導者
たちと話をする機会が多くあります。わたしたちは，
父親がいない状態で生まれてくる子供の激増という事
態に直面しています。そのような子供たちの将来は，
ほとんど例外なく，彼らが生まれた日から暗い影がつ
きまといます。どの家庭にも善い両親が必要なのです。
この国では，犯罪の増加に刑務所の建設が追いつか
ない状態です。

わたしは，母親以外にこのような状況を変えること
永遠の結婚生徒用手引き
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ができる人々はいないとためらうことなく言うことが

況に置かれていると認識している人が大勢いることを

できます。これらの問題の根源はすべて家庭の中にあ

わたしは知っています。中には夫に捨てられて，扶養

ります。社会の崩壊の原因となるのは，家庭の崩壊で

しなければならない子供を抱えたまま離婚した人もい

す
。

ます。また，夫に先立たれ，扶養家族を持つ女性もい

今晩，わたしが愛する姉妹の皆さんにお伝えしたい

ます。誠実さと独立独行の精神に満ちた皆さんをほめ

メッセージとチャレンジ，そしてわたしの心の内の願

たたえ，尊敬しています。主が皆さんに強さと能力を

いは，皆さんが御自分の家庭を強めることを改めて確
認してこのことに献身していただきたいということで

祝福されますように，お祈りします。なぜなら，皆さ
んにはその両方が必要だからです。皆さんには扶養者
と主婦の責任があります。わたしは，それが困難な務
めであると知っています。また，落胆することの多い
ものであることも知っています。どうか主が皆さんを

す｡」（｢主の光の中を歩む」『リアホナ』1999年1月号，
llO‑lll)

「何年か前にベンソン大管長が，教会の女性に向け
てメッセージを出したことがあります。ベンソン大管
長はその中で，教会の女性に，仕事を辞め，子供のた
めに時間を使うようにとの勧告を与えました。わたし
もベンソン大管長のその勧告を支持するものです。

しかしながら，ベンソン大管長もそうでしたが，わ
たしも，家族の生活のために働かなければならない女
性がいることは認めています。（実際そのような女性が

増えています｡）そのような人々に申し上げます。どう
か皆さんの最善を尽くしてください。フルタイムで働
いている皆さんは，基本的な必要を満たすためにそれ

をしているのであり，ただ単に，高価な家や自動車，
ぜいたくのために働くことのないように望んでいます。
母親の最も大切な仕事は，義と真理のうちに，子供を

育て，教え，助け，励まし，養うことです。母親の代
わりになり得るものは，何もありません。

フルタイムの仕事と，専業主婦を両立させることは，
ほとんど不可能なことです。このことでいろいろと思
い悩んでいる女性がいると思います。もう一度申し上
げます。皆さんの最善を尽くしてください。皆さんは

自分の状況をよく御存じです。わたしは皆さんが，自
分の子供の幸せを，心から願っていることを承知して
います。皆さんには助言と助けを与えてくれる監督が
います。分別をわきまえた女性と話す必要があると感
じたときには，ためらわずに，扶助協会の会長に連絡
を取ってください。

教会の母親の皆さん，ここにおられるすべての母親
の皆さんに申し上げたいことがあります。時とともに，
皆さんは，義，善，正直，信仰に向けて子供たちを育
てるために自分がしたことにますます感謝するように
なるでしょう。子供に対して十分な時間を取ることが
できれば，恐らくそうなることでしょう。」（｢教会の女
性」『聖徒の道」1997年1月号,78)

「家にいたいのはやまやまだけれどもどうしても外
で働かざるを得ない主婦の皆さんに，簡単にお話しし
たいと思います。皆さんの中にも，自分がそうした状
永遠の結婚生徒用手引き

祝福され，特別な知恵と優れた才能を与えられて，皆
さんが子供たちに，ともにいる時間と，愛と，母親し
か与えられない特別な指導を与えることができますよ
うに。また，主が皆さんを祝福され，皆さんが家族や
友人や教会から助けを得られますように。そしてその
助けによって皆さんの肩から重荷が取り除かれ，困難
な時期に援助が受けられるよう祈るものです。
皆さんが時々孤独感に襲われるに違いないこと，ま
ざせつかん
た，時には能力を越えた問題と戦おうとして挫折感を
味わうに違いないことを，わたしたちはほんの少しは

知っているつもりです。時には食卓に食物が足りない
こともあるでしょう。そのようなときには監督がいて，
主が主の教会に設けられたすばらしいプログラムの下
に，食物や，その他の品物や，奉仕を提供してくれる
ものと思います。しかし皆さんがもっと必要としてい
るものが，多くの場合，理解や正当な評価，そして親
しい友達であることをわたしたちは知っています。わ
たしたちももう少し一生懸命そのような徳を伸ばすよ
う努力します。また，不幸な境遇にあると感じている

人々に，より大きな関心をもって手を差し伸べる立場
にある姉妹たちは，どうかそのようにしてください。
次に，必要がないのに働いている人，自分が働いて
いる間，不十分な代理しかできない人に子供を預けて
いる人に警告します。後で悔やむようなことは，しな
いでください。毎日働く目的が，単に，ボートや高級

自動車や，欲しくはあっても不必要なものを買うお金
を稼ぐ､だけのことであれば，またその家庭において子
供とともにいる時間や子供を育てる機会を失うのであ
れば，影をつかもうとしているうちに実態を逃してし
まったことに気づくでしょう｡」（｢天父から受け継いだ
資質に恥じない生き方」『聖徒の道』1984年1月号,150)
家族一世界への宣言

「神の計画により，父親は愛と義をもって自分の家
族を管理しなければなりません。また，生活必需品を
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提供し，家族を守るという責任を負っています。また

死別や離婚により働くことが必要になったら，報酬の

母親には，子供を養い育てるという主要な責任があり

良い立派な仕事に就いてもらいたいのです。もし姉妹
たまもの

ます。これらの神聖な責任において，父親と母親は対

が結婚していなければ，自分の才能と賜物を十分に発

等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負

揮できる仕事に就くのは当然の権利です。

っています。心身の障害や死別，そのほか様々な状況

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは仕事や職業に自ら

で，個々に修正を加えなければならないことがあるか
もしれません。また，必要なときに，親族が援助しな

を十分に備えるために，必要なことをすべて行う必要

ければなりません｡」（｢家族一世界への宣言」『聖徒の
道」1998年10月号,24)

があります。最善を尽くして備えるのはわたしたちの

義務であり，わたしたちは最善を尽くして家族を養う
のです｡｣(0@PrepareforHonorableEmployment,"
肋sjgn,1975年11月号,123‑124)

ハワード。W・ハンター長老

「わたしは生涯の仕事として何をすべきか決めた後
に，愛する妻とわたしが経験したことを自分なりに思
い出しています。わたしは薬に関する仕事に就くこと
を考えて薬学の単位を幾つか取りました。しかし多く
の人がするように，わたしは考えを変えて別の仕事，
銀行業に従事しました。わたしたちは安定した職業に

恵まれましたが，わたしは法律関係の仕事に魅力を感
じていました。これは重大な決定でした。なぜなら，
わたしは結婚して扶養すべき家族を持っていたからで

ボイド。K・パッカー長老

「大管長会はこう勧告しています。「金銭や名声，あ
るいは社会奉仕のためであっても母親の仕事でないも
ののために子供の世話を他にゆだねる母親は，「わがま
まにさせた子はその母に恥をもたらす」（筬言29：15）
こんにち
との言葉を思い起こす必要があります。主は今日，両
親が子供に教会の教義を教えなければ，「〔その〕罪は
その両親の頭にある」と教えておられます（教義と聖
約68：25)。…･･･』

す。しかし，断食と祈りの後に，進むべき最善の道に
ついて確信を得たわたしは，学部の履修を終えて法科
大学院に入りました。昼間は働く必要があったので，
夜間のクラスを取りました。わたしたちにとって決し
て楽な年月ではありませんでしたが，決心して進んで

大管長会のこの声明は，発表された[1942年〕当時
よりも現在においてさらに必要性を増しています。教
会のいかなるレベルのいかなる組織の見解も，この大
管長会のメッセージに取って代わるものはありませ
ん｡」（｢この世から永遠にわたって」『聖徒の道」1994

努力すれば，たいてい願いは達成できるものです。言
うまでもなく，妻がわたしを助け，支えてくれました。
彼女は主婦として家にとどまり，子供たちの世話をし
ました。愛や励まし，倹約，伴侶のきずなにおいて妻
が与えてくれたものは，彼女が仕事に就いていれば得

年1月号，27）

はんりょ

リチャード．G・スコット長老

られたであろう，いかなる物質的な貢献にも勝ってい

「ベンソン大管長は，子供を持つ母親は家庭にいるよ
うに教えています。さらにこう言いました。『教会のす
ばらしい姉妹たちの中には夫に先立たれたり，離婚し

ました。

たりして，やむを得ない特殊な環境の中に置かれてい

わたしたちの妻は，大いなる称賛を受けるに値しま
す。なぜなら，家庭の中で毎日重労働を行っているか

る姉妹たちがいて，ある期間働く必要に迫られていま
す。しかし，これらは例外であって，それが普通であ

らです。献身的な母親や妻以上に精魂を尽くして仕え
る人はいません。通常の家庭にあって，家族を経済的
に支える役割を主から与えられているのは，男性です。
しかし，姉妹たちが状況に迫られて仕事に就く計画
を立てなければならないこともあります。そのような
ときのために彼女たちが結婚前に可能な教育や職業訓
練をすべて受けるよう，わたしたちは願っています。

ると考えてはいけません｡』（エズラ・タフト・ベンソ

ン,TotheMothersinZion[パンフレット,1987年],
5−6）そのような特殊な環境の下にある皆さんは，主
から霊感と力を受けることができるでしょう。しかし，

それ以外の理由で家庭を離れる人は，受けられません｡」
(｢正しい原則の力」『聖徒の道」1993年7月号,37)
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はんりょ

伴侶となる人を選ぶ

スペンサー。W・キンボール大管長
「結婚生活の問題や障害は，二人の背景が異なる場

合に際立って増加します｡｣(TeachingsofSpencerW:
KImba",302)
「わたしは若人の皆さんに，宗教を異にする男女間

の結婚がもたらす多くの障害について警告してきまし

た。そして力の限りを尽くして，教会外の人との結婚

が引き起こす悲しみや幻滅，信者と不信者の結婚がほ
一一スペンサーgW≦・キンボール大管長

とんど例外なく至る不幸な状態を避けるよう警告しま

した。わたしが指摘してきたのは，教会が時間や労力

や資金において会員の協力を求めること，結婚後，ま

精選された教え

た家族が増えることで霊的なきずなが強められること，
そのような不釣り合いな結婚の自然な結果として対立

賢明に選ぶことの重要煙

が生まれることです。そのほかにも，教会員同士の結
婚を雄弁に主張する理由が数多くあることを指摘しま

スペンサー。W・キンボール大管長

「結婚とは，恐らく人が決心することの中で最も大
切なものであり，また最も大きな影響を及ぼすもので

しょう。なぜならば，結婚は目前の幸せばかりでなく，
永遠の喜びをもたらすからです。またこれは，当事者
二人だけでなく，その家族，特に子供や孫，さらにそ
の子孫に影響を及ぼすものです｡」（｢結婚によって一つ
となる」『リアホナ」2002年10月号,36参照）
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

した。教会員の夫婦は共通の背景を持ち，理想や標準，
信条，希望，目的を共有し，そして何よりも，義にか
なった目的で聖なる神殿に入ることにより，二人の結

婚を永遠に続くものとすることができるのです。･･･…
ひつす
…･･･わたしたちは……（すべてが必須ではありませ
んが好ましい条件として）経済的，社会的，教育的な

背景が同じ人と結婚するように勧めています。また何
にも増して，これは疑問の余地のないことですが，宗
教的な背景が同じであることを勧めています｡｣("Mar‑
riageandDivorce,"142‑144)

「皆さんが結婚する相手を選ぶことは，人生の中で
最も重要な決断です。……

理想の梱手

……ふさわしい人と，ふさわしい場所で，ふさわし

い時に結婚してください｡」（｢人生の責務」『リアホナ』

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

1999年5月号,4)

「皆さんの選ぶ相手にふさわしくあってください｡
相手を尊敬し，相手に励ましを与えてください。伴侶
を心から愛してください。皆さんが結婚する相手を選
はんりょ

ブルース．R・マッコンキー長老

「末日聖徒イエス・キリスト教会のすべての会員が
この世で行う最も重要なことは,1.ふさわしい場所で，
ふさわしい権能により，ふさわしい人と結婚すること，
2．この神聖で完全な結婚制度に関して交わした聖約を
守ることです｡｣(MormonDoctrine,118)
柑手の生い立ち
デビッド．O・マッケイ大管長
はんりょ

「伴侶を選ぶ際には，人生の旅路をともに歩もうと
考えている人の性質や，遺伝的，後天的な特性をよく
知らなければなりません｡｣(GoSpelldea/s,459)

ぶことは，人生の中で最も重要な決断です。

神殿結婚に代わるものはありません。永遠の結婚が
執り行われるのは，諸天の下で神殿だけです。自分自
身を裏切らないでください。皆さんの相手を裏切らな
いでください。妥協した生活をしないようにしましょ
う。ふさわしい人と，ふさわしい場所で，ふさわしい
時に結婚してください。

皆さんと同じ信仰を持った相手を選んでください。
そうすれば，もっと幸せになれるでしょう。いつも大
切にできる人，いつも尊敬できる人，生活する中で自
分に足りないところを補ってもらえる人，皆さんの心，
愛，忠節，誠意すべてをささげられる人を選んでくだ
さい。……

……わたしと美しい妻との間にあるきずな，これ以
永遠の結婚生徒用手引き
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上にわたしが皆さんに望むことはありません。

良い結婚には時が必要です。努力を必要とします。
積み重ねが必要です。養い育てなければなりません。

ろうと懸命に努力しているような男性を探し求めてく
ださい。

すべてを備えた人を探そうとするあまり，これらの

ゆる

赦し，忘れなければなりません。互いに対して絶対に

特質を伸ばそうとしている将来性を持った多くの人々

誠実でなければなりません。ほとんどの人は結婚し，

をないがしろにしないようお勧めします。完全な人を

子供を持つでしょう。子供たちは皆さんの最大の誇り

見つけることなどあり得ませんし，仮に見つけたとし

と幸福の源となるでしょう。……

てもその人があなたに関心を示すことはほとんどない

良いときも悪いときも永遠にわたって皆さんととも

でしょう。これらの特質は夫婦としてともに磨かれて

にいることになる愛する伴侶を選ぶ際に，祈りと直感

いくものなのです｡」（｢神殿の祝福を受ける」『リアホ

に導かれてこの最も重要な決断を下すならば，これら

ナ』1999年7月号,29参照）

はんりょ

すべてのことは実現するでしょう。」（｢人生の責務」
｢リアホナ』1999年5月号,4‑5参照）

外見と内面的を美しさ

ブルース。R・マッコンキー長老

デビッド。O・マッケイ大管長

「ふさわしい人とは，あなたがその人に対して自然
で，健全で，正常な愛情を抱くことのできる人です。
また，神殿に参入して聖約を交わせるように生活して
いる人です｡｣(ConferenceReport,1955年9月‑10月，

「確かに，男性は美しさに魅せられ，多くの人が誘
惑されます。自分の感覚を楽しませ情欲を満足させる

1
3
)

ことだけを探し求める男性が大勢います。外見の美し
さだけに心を向け，それによって満足を得るのです。
美しさが色あせると，彼らは別の人に満足を求めます。

リチャード．G・スコット長老

『美貌は皮一重jです。外見が少女のすべてであるとす
るなら，彼女の受ける賞賛は実際の美しさよりはるか

びぼう

「永遠の結婚の基盤となるのは，かわ
いらしい顔や魅力的な姿以上のもので

に薄っぺらなものです。……
はんりよ

あまた力城遠の伴侶を
す。人気や人を引き付ける個性以上に考
見いだそうとするとき，
慮しなければならないものがあります。
幸福にまるために
はんりょ
あなたが永遠の伴侶を見いだそうとする
不可欠な特質を伸ばそ
とき，幸福になるために不可欠な特質を
うとしている人を
伸ばそうとしている人を探してくださ
探してください。
い。それはすなわち，主と主の戒めに深
が，純潔を伴わない外見の美しさは，男
い愛を持ち，それに従って生きる決心を
性の目を引くだけです。真の女性の特質に秘められた
している人であり，思いやりをもって理解を示し，だ

蕊

ゆる

れをも赦し，喜んで自分をささげ，愛らしい子供たち
に恵まれた家庭を望み，家庭の中で真理の原則を子供
たちに教えるという決意を持った人のことです。
将来妻になる人にとっての最優先事項は，妻，そし

て母になりたいという望みでしょう。神が御自身の娘
たちに与えられた，より優れた妻や母となるための神
聖な特質を伸ばさなければなりません。忍耐，寛容，
子供を愛する心，また職業的成功よりも子供たちの世
話をすることを望むといった特質です。また，母親に
なったときに必要とされる事柄に備えて，良い教育を
受けておくべきです。

将来夫となる人たちもまた，神権を尊び，それを行
使して人々に奉仕しなければなりません。生活に必要
な物を与える稼ぎ手としての役割を受け入れ，そのた
めに必要な能力を持ち，その責任を果たせるようにな

純潔は，真実の愛を永遠にとどめることでしょう。」
(
G
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独身の姉妹たちへの勧告
ウィルフォード・ウッドラフ大管長

「シオンの娘が若い男性から求婚されたときは，「こ
の人は立派なれんが造りの家やすてきな車を持ってい

るだろうか，外見や能力はどうだろうか』と聞く代わ
りに，次のように尋ねるべきです。『この人は神の人だ
ろうか。神の御霊を宿しているだろうか。末日聖徒で，
祈りをささげ，王国を築くにふさわしい御霊に満ちて
いるだろうか｡』もし彼がそのような人であるならば，
れんが造りの家や車については心配せずに，神の律法
に従って結婚してください｡｣(DiscoursesofWIlfbrd
みたま

永遠の結婚生徒用手引き
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Woodruif271)

子供たちを義のうちに育てるよう，心から願い，祈っ
ています。立派な妻となり母となること以上に尊い召

エズラ・タフト・ベンソン大管長

しはありません。そのことを何にも増して優先させる

「愛する姉妹の皆さん，神殿結婚というこの神聖な

なら，皆さんは正しい判断をしていることになります｡」

目標を決して見失わないでください。祈りの気持ちを

(｢独身の姉妹たちに」『聖徒の道』1989年2月号，

もってそれに備え，生活してください。主の方法で結

101‑102参照）

婚してください。神殿結婚は昇栄に不可欠な福音の儀
式です。天の御父は御自分のすべての娘たちにこの永

独身の兄弟たちへの勧告

遠の祝福を受けてほしいと望んでおられます。

したがって，皆さんを神殿に連れて行く資格のない

エズラ・タフト・ベンソン大管長

人とかかわり合って，幸福を得る機会を危うくしては

「教育と仕事に精を出してください。主を信頼し・

なりません。自分が結婚する所は神殿なのだと今決心

信仰を持ってください。そうすれば，必ず良い結果を

してください。今はよく分からないかもしれませんが，
恋愛関係に発展してしまうまでその決心を引き延ばす
のは大変な危険を冒すことになります。

得るでしょう。主が戒めを与えられるときには，必ず

はんりよ

それを成し遂げる方法を備えておいてくださいます(1
ニーファイ3：7参照)。

そしてこのことを忘れないでください。伴侶を得る
ために皆さんの標準を落とす必要はありません。いつ

らわれてはなりません。そのような人は，様々な品物

も魅力的にし，高い標準を維持し，自尊心を保ってく
ださい。性的な関係を持ってはなりません。苦しみや
不幸を招くだけです。ふさわしい男性と出会えるよう
な場所に出かけ，建設的な活動に参加してください。
はんりょ
しかし同時に，伴侶を選ぶときに完全を期待しない
でください。外見や財産などに目を向けすぎて，それ

を手に入れることばかりを考え，簡単に満足を得よう
とし，結婚せずに仕事で成功を収めようとします。
誉れある結婚は，富や地位，身分よりも重要です。
はんりょ
夫と妻は，ともに人生の目標を達成できます。伴侶や
子供のために犠牲を払うとき，主から祝福が与えられ
て，あなたの主への献身と王国での奉仕はさらに高め

以上に大事なものを見落とさないようにしてください。
もちろん，皆さんにとって魅力のある人でなければな
りませんし，皆さんを養っていけるだけの経済力もな
ければなりません。それは言うまでもないことです。
しかし，その人は強い証を持っているでしょうか。福
音の原則に従って生活し，神権を尊んで大いなるもの

られるでしょう。

あかし

としているでしょうか。ワードやステークにおいて活
発で，家庭や家族を大事にしているでしょうか。誠実
な夫，良い父親になれる人でしょうか。ほんとうに大
事なのはこのような事柄なのです。
もう一つ，独身の姉妹の皆さんに注意したいと思い

ます 〕あまり自立意識が強くなりすぎて，結婚をくだ
らないものと決めつけたり，結婚しなくても自分でや
っていけるというような考えを持ったりしないように
してください。皆さんの中には，学位を取得するまで，
あるいは仕事をやり終えるまで結婚は考えたくないと
言う人もいますが，それは間違っています。確かに，
わたしたちは独身の姉妹が各人の可能性を最大限に伸
ばし，十分な教育を受け，現在従事している仕事で成
功することを望んでいます。皆さんは社会や近隣の
人々に貢献できるものをたくさん持っています。しか
し，わたしたちは皆さんが，たとえ学位や仕事が犠牲
になったとしても，ふさわしい人との神殿結婚を望み，
永遠の結婚生徒用手引き

また，現代人を毒する病の一つである物質主義にと

はんりょ

さて，兄弟の皆さん，伴侶を選ぶときは完全さを期
待しないでください。また，あまりに偏った見方をし
て，最も大切な特質を見落とさないでください。すな
あかし
わち，強い証を持ち，福音の原則に従って生活し，家

庭を愛し，シオンの母親になることを望み，夫が神権
の責任を果せるように助けることなどです。
もちろん，皆さんにとって魅力のある人でなければ
なりませんが，単に楽しむためにいろいろな女性とデ
−卜し，永遠の伴侶の選択について主の確認を求めよ
うとしないのは間違っています。
相手が自分にふさわしい伴侶かどうか判断するため
に，次のようなよい判断基準があります。その女性の
はんりょ

はんりょ

前で，最も気高い思いを抱いていますか。最高の行い
をしようと思いますか。今よりもっと善い人間になれ
たらと思いますか。

神が教会の独身の兄弟たちを祝福され，皆さんの優
先順位が正しいものでありますように。今晩，きわめ
て大切な事柄について提案しました。皆さんがこの提
案について真剣に考えるよう願っています｡」（｢独身の
兄弟たちに」『聖徒の道j1988年6月号,52参照）
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ゴードン．B・ヒンクレー大管長

(｢啓示」『聖徒の道』1983年12月号,40‑41参照）

「結婚できる状況にある若い人たちに望むのは，結

「主によって導かれたいと願うこと自体は強さです

婚をあまり遅らせることがないようにということです。

が，同時に，天の御父が多くの決断をわたしたち自身

わたしは女性よりも，この問題について積極的に動く

の個人的な選択に任せておられることも理解する必要

べき責任と特権を有する男性に対して強く話したいと

があります。個人的な決断は，わたしたちの成長のた

思います。軽薄な態度でむやみにデートを繰り返して

めにこの世で経験するよう定められた方法の一つです。

いるようではいけません。愛し，尊敬できるふさわし

あらゆる決断を主にゆだね，どんな選択にも啓示を願

い相手を求め，そして決心しなさい｡」（｢あなたはむさ
ぼってはならない」『聖徒の道』1991年2月号,6‑7)

う人たちは，やがて，導きを求めて祈っても答えを受
けないという状況に直面するでしょう。そのようなと
きに考えられるのは，選択が取るに足りない場合や，
いずれの選択でもよいという場合です。そのような状

祈りと個人的に授かる啓示の役割

況は幾らでもあります。

ブルース．R・マッコンキー長老

「選択の自由を行使し，祈りをささげてください。
どんなに熱心に主に願い求めようと，あらゆる問題や
心配事を，まったく悩んだり努力したりしないまま答
えを受けることは，主が意図されるところではありま
せん。それはどの時代でも同じことです。この死すべ

き現世は，試しの生涯です。この生涯において，わた
したちには選択の自由があります。わたしたちは，

様々な状況にどのように対応するか，またいかに物事
を決定し，見えるものではなく信仰によって歩く過程
でどの道を進むか試されています。そのため，自分自
身で問題を解決したうえ，祈りによって主に語りかけ，
自分の決定が正しかったという霊的な確信を受けるべ
きです｡」（｢主はなぜ祈りを定められたか」『聖徒の道j

わたしたちはまず，造り主が与えてくださった理性
を働かせ，心の中でよく思い計る必要があります。そ
れから導きを求めて祈り，導きを受けたならそれに従
って行動するのです。もし導きが与えられなかったな

ら，可能な限りの最善の判断に従って行動すべきです。
しつよう
主が指示を与えようとされなかった事柄について執勧
に啓示を求める人たちは，自分自身の空想や偏見から

答えをでっち上げたり，偽りの啓示によって答えを受
けたりするかもしれません。神からの啓示は神聖なも
のであり，ほかの清いものと同様，大いなる長所が悲
劇的な弱さに変わることのないように，大切に保って，
正しく扱わなければならないのです｡」（｢強さが堕落を
招くとき」『聖徒の道』1995年5月号,15参照）

1976年10月号,487‑488参照）

理想の相手を見つける

ダリン。H・オークス長老

スペンサー．W・キンボール大管長

「管理の枠を超えた事柄に関する啓示なら，それは
主から与えられたものではなく，何の拘束力もありま
せん。あなたが永遠の伴侶であるという啓示を受けた
はんりょ

ため，自分と結婚しなければならない，などと言う男
性がいることをよく耳にします。もしそれが真実の啓
示なら，相手の女性はほんとうに知りたいと思ったと
きに，啓示によって直接確認を受けられるはずです。
ですから，前述のような啓示に気を留める必要はあり
ません。女性も自分自身で導きを求め，決定を下すべ
きなのです。また，男性側も自分の取るべき行動につ

いて導きを求め，啓示を受けることはできますが，女
性に指示するための啓示を受けることはできません。
それは自分の管理外のことなのです。

事の重大さが分かっているか，いないかにかかわら
ず，生活に重大な影響を及ぼす選択の機会が訪れた場
合，御霊の勧めに従い，導きを求めている人には，目
的を達成するうえで必要な導きが必ず与えられます｡」
みたま

ざせつ

「結婚生活は容易ではなく，感情の行き違いや挫折
感を味わうことも多くあります。しかしその一方で，
永続する真実の幸福を得ることも可能です。そして結
婚生活は人の心で推し測ることのできない大きな喜び
となり得るのです。すべての夫婦，すべての人々がそ
れを手にすることができるのです。『気の合う同士』と
は作り話であり，幻想です。あらゆる努力を払い，よ
く祈って，最も麗しく一致のある生活を営める相手を
見いだすように努めるとき，確かにほとんどの善良な
男女は，幸福を得，実り多い結婚生活を営むことがで
きるのです。しかしそのためには，二人が進んで代価
を払わなければなりません｡」（｢結婚によって一つとな
る」『リアホナ』2002年10月号,38)
ジョセフ・フィールディング・スミス長老

はんりょ

「霊界において，わたしたちに親や生涯の伴侶を選
ぶ特権が与えられていたという考えを証明する聖句は
永遠の結婚生徒用手引き
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ありません。ある人々はこの考えを主張しており，そ

中にはどうしても出たいという人もいることでしょう。

れが真実だと考えられる場合もあります。しかしあら

そうであれば，両親や監督と相談してください。それ

ゆる場合に，あるいはほとんどの場合に当てはまるか

でも決心が変わらなければ，必要な手続きは監督が知

と言えば，それはあまりにも想像力を必要とすること

っています。

です。わたしたちは恐らくって定められた所に送られ

前にも言いましたが，伝道活動は本質的に神権活動

て来たのでしょう。わたしたちの選択の自由は，両親

です。若い男性が主たる重荷を負わなければならない

や子孫の選択をするところまでは及ばなかったのでは

のはそのためです。伝道活動は彼らの義務であり，責

ないでしょうか｡」(WaytoPerfもc加刀,31)

任だからです。

伝道か結婚か

可欠なプログラムであると考えるようには求めていま

わたしたちは若い女性の皆さんに，伝道を人生の不
せん。過去長年にわたって，姉妹宣教師として働ける
スペンサー．W・キンボール大管長

「一部の若い女性が専任宣教師として働くよう盛ん
に奨励されているという事実が度々報告されています。

たとえ若い女性が有能で効果的な働きをするとしても，
専任宣教師として働くことに対し，神権を持つ若い男
性と同じ責任があるわけではありません。専任宣教師
として仕えることを願う女性がいることに感謝してい
ます．けれども，彼女たちにその義務を感じさせる必
要はありません。具体的な結婚の話がある場合，もし
それを妨げるようであれば，若い女性を伝道に推薦す
べきではありません｡」(Bu"etin,1993年第2号,2)
ゴードン．B・ヒンクレー大管長

「さて，監督とステーク会長の皆さんに宣教師の奉
仕について少し話したいと思います。これは繊細な問
題です◎今教会の中に，若い男性だけでなく若い女性
もすべて伝道に出るべきであるという考えが出始めて
いるようです。わたしたちはある程度若い女性を必要
としています。姉妹たちはすばらしい働きをしますし，
長老たちが入れない家にも入ることができます。
告白しますと，わたしの孫娘も二人，伝道に出てい
ます。聡明で美しい若い女性です。一生懸命働き，す
ばらしい成果を上げています。彼女たちは監督と両親
に話し，自分の判断で伝道に出ました。申請書を出す
そうめい

まではわたしには何も言いませんでした。ですから，
彼女たちの伝道への決意には，わたしはいささかの関
与もしていません。

さて，告白をしたところで言いますが，大管長会と
十二使徒評議会は若い姉妹の皆さんに，皆さんには伝
道に出る義務がないことを知らせたいと思います。わ
たしのこの言葉に気を悪くする人がないことを望みま
すが，若い女性の皆さんは伝道に関して，若い男性の

皆さんほど義務感を抱く必要はないということです。

永遠の結婚生徒用手引き

ようになる年齢を高く設定してきました。それは，姉
妹の数を相対的に低く抑えるためです。もう一度言い
ます。姉妹の皆さん，皆さんは伝道に出る出ないにか

かわらず，高く評価され，立派に義務を果たしている

と見なされ，皆さんの努力は主と教会にとって受け入
れられるものとなるでしょう。

わたしたちは若い女性の皆さんから，伝道に出られ

る年齢が長老と姉妹でなぜ違うのかという問い合わせ
の手紙をよく受けます。わたしたちは理由を率直に説
明します。がっかりすることは分かっています。伝道
に出ようと心に決めている人もたくさんいることも分
かっています。結婚し成人としての生活を迎える前に
伝道に出ておきたいと思っている人も多いことでしょ
う。わたしは姉妹たちの働きが必要ではないと言いま
せんし，そのつもりもありません。ただ，彼女たちの
人生の中で，伝道は必須ではないと言いたいのです。
さて，このことは神権会で話すには少々おかしいこ
ひつす

とかもしれません。ここで話したのは，ほかに話す場
所がないからです。今，教会の監督とステーク会長の
皆さんが聞いてくださいました。この件に関して判断
を下すのは彼らです。

この件はこれで終わりにします｡」（｢神殿，改宗者の

定着，伝道活動について」「聖徒の道」1998年1月号，
61参照）

ボイド．K・パッカー長老

「学校を中断したり，就職結婚，バスケットボー

ルが遅れたりしても問題ではありません。大きな健康
上の問題がないかぎり，すべての末日聖徒の若い男性
は伝道への召しにこたえるべきです｡」（｢私の羊を養い
なさい」『聖徒の道」1984年7月号,77参照）
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選択の自由か，霊感か

ふさわしい時期に決断する

鐸

ハロルド．B・リー大管長

「わたしは若人の皆さんに，早すぎる結婚を勧める

つもりはありません。わたしは，そこに現代生活の障
協繊

害の一つがあると思います。わたしたちが若い男性に

灘

一︲碁・菫三

願うことは，家族を養い，自身の生活を確立し，自立
できるようになるまで，結婚を考えないようにするこ
とです。自分の目で選んだ女性を見つけ，互いに知り
合うまで十分に付き合い，互いの欠点を知り，それで

側蝋

J1i

ナニ使徒定員会会員
ブルース．R・マッコンキー

灘

課

『聖徒の道』19沼年5月号，

31‑38参照

も愛し合うようになる必要があります。（宣教師に対し先日，妻とわたしはこれまでに与えられた祝福を数
て『半年以内に結婚しなければ，宣教師として失格でえ上げ，真剣に語り合いました。教会や家族，またこ
す』と言う伝道部長がいるという報告を受けていたの，の時代に回復された永遠の真理のおかげで受けること
で,）わたしは伝道部長たちにこう勧告しました。『宣ができた数々の恵みを思い起こしました。最後に妻は
教師に対してそのようなことを言わないでください。こう質問しました。「これまで頂いてきた祝福の中で最
もし彼らが半年以内に伴侶を見つけられなかったとしIもすばらしいものは何？」
はんりょ

たら，あなたの助言を真剣に受け止める宣教師は，彼わたしは一瞬のためらいもなく答えました。「1937年
らにとって誤った結婚に走るかもしれません｡j10月13日午前11時20分に与えられた祝福だね。ソルト
わたしたちが話していることを誤解しないで<ださレーク神殿の主の聖壇にひざまずいて，君を永遠の
い。兄弟の皆さん，聖なる神権を持つ人々が結婚する：伴侶として頂いたことだよ｡」
責務について，もっと真剣に考えてください。責任をすると妻は言いました。「合格よ･」
はんりよ

理解できるすべての男性は結婚するようすべての末日聖徒にとって，この世で
に期待されています。なぜなら兄弟の皆
さん，忘れないでください，この世にお
いても永遠にわたっても，神殿において

結婚の新しくかつ永遠の聖約を交わす人
だけが，日の栄えの王国において昇栄を
得ることができるからです。これは主が
わたしたちに告げられたことです。」

(ConferenceReport,1973年10月,120,￨結婚することですbl正しい導きを受けながら,物事を選択す
EnsIgn,1974年1月号,100)

（‐‐一Jる際に応用できることを幾つか提案した
いと思います。これはあらゆる分野の選

大管長会一エズラ・タフト・ベンソン，ゴードン・；択に利用できますが，とりわけ，永遠の結婚という人
B・ヒンクレー，トーマス．S･モンソン：生最大の選択に役立ちます。

「専任宣教師は帰還するときに，教育や仕事を継続御父である神のもとに住んでいたとき，わたしたち
し，家族関係を強化すること，また教会に活発に参加：は選択の自由を与えられました。それによって，自分
し，什分の一と献金を納め，神殿結婚に備えるよう助Iのすることを選ぶ機会と特権を授かり，だれにも妨げ
言を受けるべきです。しかし，『具体的な期間に結婚すられることなく，自由に物事を選択できるようになつ
じゅうぶん

るように宣教師に勧めることは』賢明ではありません。たのです。父祖アダムはエデンの園に置かれたときに
『結婚に関する決定は非常に重要なので，自分自身で祈この力を与えられ，わたしたちも現在それを持ってい
りをもって慎重に考慮した後にのみ行うべきです｡」ます。そして，与えられている賜物と才能と能力，ま
〔『伝道部長手引き」(31153300),1990年,23参照〕」 た感覚と判断力と選択の自由を活用するよう期待され
たまもの

(Bu"etm,1993年第2号,2):ています。

みたま

；しかしその一方で，主に祈り，主の御霊を求め，自
i分の生活に啓示の霊と霊感を受けるよう命じられてい
：ます。教会に入る際，権能を持つ人はわたしたちの頭
永遠の結婚生徒用手引き
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の上に手を置き，「聖霊を受けなさい」と言います。こ
たまもの

の儀式によってわたしたちは聖霊の賜物，すなわち忠

て語られた部分を含むものである｡」

主はこのように具体的な問題に対処されてから，一

実さに応じていつでも神会の御一方である聖霊の導き

つの原則を明らかにされました。それはオリバーの問

を受ける権利を授かるのです。

題だけでなく，すべての事柄に役立ちます。「まことに
<だ

このように，わたしたちの前には二つの事柄があり

見よ，あなたに降ってあなたの心の中にとどまる聖霊

ます。一つは，霊感と啓示の霊に導かれなければなら

によって，わたしはあなたの思いとあなたの心に告げ

ないこと。もう一つは，選択の自由に基づいて，自分

よう。さて見よ，これは啓示の霊である｡」（教義と聖

のなすべきことを決めなければならないということで

約8:1‑3)

す。人生に喜びと満足，平安を見いだし，天の御父の
王国において永遠の報いを得る道を歩もうと思うなら
ば，この二つのバランスを取る必要があります。
前世で御父とともにいたとき，御父は観察と研究を
することで，わたしたちが御自身の前で律法にどう従
うかお知りになりました。わたしたちはその御方が御
父であり，教えが御父から出ていることを知っていま

した。見えるものによって歩いていたのです（2コリン
ト5：7参照)。今，わたしたちは御父のもとを離れて
信仰によって歩んでいます。そして御父は，人がその

中でどのように教えに従うかを御覧になっています。
この世において，人はかつて受けていた御父からの個
人的な助言ではなく，別なものに頼らなければなりま
せん。

ここで3つの事例を紹介したいと思います。これら
の例から，日々の生活の中で何をしなければならない

オリバーが取った行動は，わたしたちにも当てはま

ったことでしょう。彼は先ほど読んだ指示を受け，そ

の表面的な意味しか理解しませんでした。そして信仰
をもって神に願えば，翻訳の力が自動的に与えられる
と誤解したのです。オリバー・カウドリは霊的に未熟
な部分があったため，神に願い求めるすべをまだ心得
ていませんでした。信仰心をどのように起こしたらよ

いか，また祈りの答えを得るために何をしなければな

らないか知りませんでした。このような状態でオリバ

ーは神に願い求めました。そして，御存じのように失
敗に終わったのです。一字も翻訳することができませ
んでした。このことは，オリバーはもとより預言者の
心も悩ませました。再び主に祈り，主から与えられて
いた約束について尋ねました。そしてその答えが与え

か，非常に現実に即した，明確な答えを得ることがで
きるでしょう。この3つの例は，主がお与えになった

られました。なぜオリバーは翻訳できなかったのか，
その理由が明らかにされたのです。「見よ，あなたは理
解していなかった。あなたはわたしに求めさえすれば，
何も考えなくてもわたしから与えられると思ってき

啓示の中から取りました。

た｡」（教義と聖約9：7）

/ あまたは理孵していをかつたJ

事例1：オリバー・カウドリという人物がいました。
オリバーは教会の初期のころ，預言者の筆記者として
みたま

働きました。預言者が御霊の導きに従って口述翻訳す
る言葉を筆記したのです（当時はモルモン書が翻訳さ
れていました)。カウドリ兄弟はそのころまだ霊的に成
長しておらず，自分の霊性をはるかに上回ることを願
い求めました。彼は翻訳をしたいと願ったのです。オ
リバー・カウドリにしつこくせがまれた預言者は，そ
のことについて主に伺いを立て，啓示を受けました。
主はこうおっしゃいました。「オリバー・カウドリよ
まことに，まことに，わたしはあなたに言う。あなた
あがな

の神であり，あなたの贈い主である主が生きているよ
うに確かに，あなたが古い記録に刻まれたものについ

て知識を与えられると信じながら，信仰をもって，正
直な心で求めるものは何であろうと，その知識を確か
に与えられるであろう。その古い記録は昔のものであ
り，わたしの聖文のうち，わたしの御霊の現れによっ
永遠の結婚生徒用手引き

表面的に考えると，行うように命じられたのは信仰
をもって願い求めることだけのように思われます。し
かし，信仰をもって願い求めるということには，目指
す目標を達成するために最善を尽くすという前提条件
があるのです。そのとき，わたしたちは与えられてい
る選択の自由を使います。また，望みをかなえるため
に，与えられているあらゆる力，能力，才能を使うの

です。このことは，モルモン書の翻訳だけでなく，
伴侶を選ぶ場合も，職業を決める場合も，また生活の
中で生じる数多くの重要な問題を解決する場合も同様
はんりょ

です。

主は続けてこう言われました。

「……わたしはあなたに言う。あなたは心の中でそ
れをよく思い計り，その後，それが正しいかどうかわ
たしに尋ねなければならない。もしそれが正しければ，
わたしはあなたの胸を内から燃やそう。それゆえ，あ
なたはそれが正しいと感じるであろう。
しかし，もしそれが正しくなければ，あなたはこの

ような感じを少しも受けず，思いが鈍くなり，それに
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よって誤っている事柄を忘れるようになる。それゆえ，

持って行きました。すると主は解決方法を示してくだ

あなたはわたしから与えられなければ，神聖なことを

さいました。

書くことはできない｡」（教義と聖約9：8−9）

主に相談すると答えを与えてくださるという信頼を

「あなたはどのようにして妻となる女性を選びます

もったヤレドの兄弟は，もう一つの質問をしました。

か｡」ブリガム・ヤング大学をはじめ様々な場所でこう

しかしそれはただ主に尋ねるのではなく，ヤレドの兄

質問したとき，多くの若者から次のような答えが返っ

弟が自分で解決すべき問題でした。彼はこう尋ねまし

てきました。「霊感を受ける必要があると思います。何

た。「船の中に光がないのですがどうしたらよいでしょ

らかの啓示を受けなければなりません。断食と祈りに

うか｡」

よって，自分の妻となるべき人を主に示していただく

この質問に対して，主は少しヤレドの兄弟と話され

必要があります｡」皆さんはいささか驚くかもしれませ

た後，こう言われました。「あなたがたは，船の中に光

んが，わたしは自分の結婚相手を示してくださるよう

があるようにするために，わたしに何をしてもらいた

主にお願いしたことはありません。そのようなことは

いのか｡」（エテル2：23）これはすなわち，「なぜわた

一度も考えたことがありませんでした。わたしは出か

しに尋ねるのか。これはあなたが解決すべき問題であ

けて行き，自分の好む女性を見つけ，彼女もわたしに
好意を持ってくれました。それから彼女との結婚につ
いてよく考え,100パーセント正しいと思えましたし，
そうすべきだと感じました。すべてを完全に行うため
に，主に相談をする必要がありました。しかしわたし

る」という意味でした。そして主はさらにもう少し話

が行ったのは，ただ主に祈り，自分が下した決定につ
いての導きと指示を求めることだけでした。物事をさ
らに完全に行うためには，自分で決定したことを主の
もとに持って行き，選択の自由と能力によって導き出
みたま
したその結論が正しいという御霊の確認を得る必要が
あります。

された後，もう一度同じような問いかけをされていま
す。「あなたがたが海の深みにのまれるときに光がある

ように，あなたがたはわたしに何をしてもらいたいか｡」
(エテル2：25）換言すると，「モリアンカマー，これは
あなたの問題である。なぜわたしを煩わすのか。わた
しはあなたに選択の自由を与えている。また力と才能

を与えている。自分でこれを解決しなさい｡」
主の言われた事柄を理解したヤレドの兄弟は，シー
レムという山へ行きました。聖典にはこう記されてい
ます。「一つの岩から16個の小さな石を溶かし出した。

その石は白く，透き通っており，透明なガラスのよう

｢なぜわたしに尋ねるのか̲／

であった｡」（エテル3:1)

事例2：古代の記録の中では名前が明らかにされてい
ない一人の男性について話しましょう。この人はヤレ
ドの兄弟と呼ばれています。ほかの資料から，わたし
たちは彼の名前がモリアンカマーであることを知って

います◎ヤレドの民がバベルの塔のある地をたち，約
束の地であるアメリカ大陸に向かったとき，ヤレドの
民の霊的な指導者であった彼は主と親しく交わり，民
みたま

に必要な指示と御霊の導きを受けました。

このとき，非常に興味深い出来事がありました。民
が海を渡ることになったとき，主はヤレドの兄弟に船
を造るように言われました。しかし興味深いことに，
船の造り方は教えてくださらなかったのです。そこで
ヤレドの兄弟は以前に造った船に倣って，数隻の船を
造りました。彼は造り方を指示していただく必要も，
それについて啓示を受ける必要もなかったのです。こ
なら

うして船が出来上がりました。

しかし今回は以前とは異なった，困難な状況で船を
使うために，足りないものがありました。その一つは
新鮮な空気でした。これはヤレドの兄弟にとって手に
余る問題であったため，彼はこの問題を主のところに

ヤレドの兄弟はガラスのように透き通った16個の小

石を持って（これは両手に収まるほどの大きさでした)，
山頂に登りました。記録によると，「彼はそれらの石を
両手に持って山の頂上に登り」（エテル3:1),主に対
して「これをしていただきたい」というように願いを
伝えました。実際は主に対して何をしてほしいと言う
のではなく，霊感を受け，自分なりの決定を下してか
ら，そのことについて主と相談するのです。モリアン
カマーもそのようにし，主に願い求めました。「これら
の石にあなたの指で触れて，これらの石が暗闇の中で
光を放つものとなるようにしてください。そうすれば，
これらの石はわたしたちが準備した船の中でわたした
ちのために光を放ち，わたしたちは海を渡る間，光を
得ることができるでしょう｡」（エテル3：4）
すると主は，ヤレドの兄弟が願ったとおりのことを
してくださいました。このとき，ヤレドの兄弟は主の
指を見ました。また，それまでどの預言者も経験した
ことのない啓示を受けました。主はヤレドの兄弟に指
みすがた
だけでなく，その御姿も現されたのです。これはヤレ
ドの兄弟が自分にできるすべてのことを行い，さらに
くらやみ

永遠の結婚生徒用手引き
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しもく

主に相談したからこそ起こった出来事でした。

これは選択の自由と霊感のバランスが取れている良
い例です。わたしたちは何を行うにも，まずできる限

って，賢い僕ではない。したがって，彼は報いを受け
ない。

まことに，わたしは言う。人は熱心に善いことに携

りのことを行い，それから主に答えを求めて，自分な

わり，多くのことをその自由意志によって行い，義に

りに出した結論が正しいか確認を得るよう求められて

かなう多くのことを成し遂げなければならない。

います。すると，時として，思ってもみなかった真理
や知識を得ることがあります。

「彼ら自身とわたしとの間で協議する」
事例3：教会の初期の時代に，主は聖徒たちにミズー

人は自らの内に力があり，それによって自ら選択し
行動する者だからである。そして，人は善を行うなら
ば，決してその報いを失うことはない。

しかし，命じられるまで何事も行わず，疑いの心を

リ州内のある地に集合するよう命じられました。「集合」

もって戒めを受け入れ，それを不承不承守る者は，罰
の定めを受ける｡」（教義と聖約58：26‑29）

に関する指示が発せられ，また特に「管理監督がこの

預言者ジョセフ・スミスは「このように大勢の人生

地に来て義務を果たす」よう命じられました。このと

経験を異にする人々を，末日聖徒としてどのように治

き何が起こったかに注意していただきたいと思います。
主はこう言っておられます。

めるのですか」という質問を受けたとき，

しもべ

「……わたしの僕エドワード・パートリッジについ

て語ったように，この地は彼の居住の地，また彼が副
監督として任命した者たちの居住の地である。また，
わたしの倉を管理するようにわたしが任命した者の居
住の地でもある。

それゆえ，彼らに，彼ら自身とわたしとの間で協議
するとおりに，彼らの家族をこの地に連れて来させな
さい｡」（教義と聖約58：24‑25）
主はシオンに「集合」するよう言われました。しか
し，いつ，どのような方法で集合するかについての細
かいことは，当事者が選択の自由を働かせて決めるの
です。けれども彼らはそのことについて主に相談しな
ければなりませんでした。主に相談するとは，自分の

考えを語り，相談するということです。わたしが子供
と何かの問題について話し合うとき，わたしは「何々
をしなさい」とは言わず次のように言うでしょう。「自
分ではどう思うんだね？どう考えているんだい？
自分では何がしたいのかね？どうするのがいちばん
いいかな？」そして子供に自分の考えを言わせ，その
問題に関してわたしに良い知恵や考えがあれば，わた

しもそれを述べます。主は全知全能の御方であるので，
わたしたちを治め，導く完全な方法を御存じです。け

「わたしは人々に正しい原則を教えて，人々に自ら
を治めさせます」と答えました。

これが天の秩序です。これが全能者の治め方であり，
教会が行おうとしている方法です。わたしたちは正し
い原則を学び，自らを治めるのです。物事を選択する
場合，まず自分なりの答えを出し，それを主のもとへ

持って行き，承認の印を受ける必要があります。

「あまたのすべての行いについて主と柑談しをさ
い
̲
／

以上3つの事例から，啓示にかなった結論を出しま
しょう。アルマという優れた偉大な預言者がいました。
彼にはヒラマンという息子がいました。ヒラマンは心

の清い義にかなった人で，父アルマの立派な模範に従
いました。そのヒラマンにアルマはこう言っています。
｢わが子よ，忘れずに若いうちに知恵を得なさい。まこ
とに，神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさ
い。また，あなたの必要とするあらゆる助けを神に叫
び求めなさい｡」（アルマ37：35‑36）物心両面の援助
を主に求めて祈るように言われた場合，皆さんがなす
べきことはただ祈ることだけでしょうか。「わたしたち
の日ごとの食物を，きょうもお与えください｡」主の祈
りにはこう記されています。では，砂漠か，あるいは

れども，わたしたちに決定を任せてくださっているの

山に出て行ってそこに座り込み，「わたしたちの日ごと

です(，しかし同時に主に相談するよう期待されていま

の食物を，きょうもお与えください」とあらん限りの
思いを込めて祈るだけでよいのでしょうか。それとも，
出かけて行って作物の種をまき，家畜を飼い，望みが

す
◎

主はこのことを教会の管理監督に告げた後，このよ
うな場合の治め方として一つの原則を示し，どのよう
な場合でもこの原則を応用するようにと言われました。
これはわたしたちにとって実に大切な真理です。

「見よ，わたしがすべてのことを命じるのは適切で
はない。すべてのことを強いられて行う者は怠惰であ
永遠の結婚生徒用手引き

かなえられるよう，その時々に自分にできるすべての
ことを行う必要があるでしょうか。

聖典はさらに続けています。「あなたの行うことはす
べて，主のために行うようにしなさい。どこへ行くに
も主にあって行くようにしなさい。まことに，あなた
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の思いを常に主に向けるようにしなさい。まことに，

仕事ぶりがあまり気に入らないようでした。違うやり

あなたの心の愛情をとこしえに主に向けるようにしな

方で切るべきだと思ったのです◎母が家の中に戻ると，

さい｡」（アルマ37：36）そして次の聖句を心に留めて

数分もしないうちに弟がやって来ました。母から「裏

ください「あなたのすべての行いについて主と相談し

庭へ行って，ブルースの手伝いをしなさい。ちゃんと

なさい。そうすれば，主はあなたのためになる指示を

できるように助けてあげてね。あの子はあまり頭が良

与えてくださる｡」（アルマ37：37）

くないようだわ」と言われて来たのでした。そのとお

オリバー・カウドリの場合の問題点は何だったので

り，わたしはあまり頭が良い方ではありません。です

しょうか。「あなたはわたしに求めさえすれば，何も考

から，わたしは今の自分のレベルから始め，そこから

えなくてもわたしから与えられると思ってきた。……

自分の進歩を目指します。自分に与えられている才能

あなたは心の中でそれをよく思い計〔ら〕．．…･なけれ

を使い，永遠の真理の原則に従って生活を始めるので

ばならない｡」（教義と聖約9：7−8）

す。そして進む過程で主に相談します。どこにいよう

はんりょ

あなたは良き伴侶を得たいと思いますか。正しく，

適切な結論を出したいと思いますか。それならば努力
をしなければなりません。神から与えられた選択の自

と，福音はわたしを進歩させ，高め，祝福を注いでく
れます。そして来るべき世において栄光と誉れと尊厳
とをもたらしてくれるのです。

由と力と能力を使う必要があります。自分の能力を結
わたしたちには啓示の霊かある
集して，あらゆる角度から問題を考え，自分なりの結
必要なことはすべて語ってきました。原則はすべて
論を出してください。そして，誤っていないことを確
目の前にあります。しかし最後にもう一
認するために，それについて主に相談す
つさせてもらいたいことがあります。そ
るのです。「わたしはこう考えています
聖き御霊によってのみ
れは，わたしの友，アルマが行ったこと
が,お父様，あなたはどう思われますか｡」
もたらされる穏やかで
きよみたま
です。アルマは説教を述べた後，こう語
そして，聖き御霊によってのみもたらさ
快い確信を得たまら
りました。「そしてこれだけではない。
れる穏やかで快い確信を得たならば，あ
なたは自分の結論が正しいと分かりま

す。しかし，不安を感じ，確信が得られ
ない場合には，もう一度初めからやり直

ば；あなたは自分の
結論が正しいと
分かりますも

み て

す必要があります。そこには主の御手がー
ないからです。聖霊の賜物を授かり聖霊を受ける権利
を持つ教会員として，主の承認の印を得られていない
たまもの

からです。

「･…･･夜寝るときは，眠っている間も主が見守って
くださるように，主に身を託して寝なさい。そして，
朝起きるときに，神への感謝で心を満たしなさい。こ
れらのことを行うならば，終わりの日に高く上げられ
るであろう。」（アルマ37：37）皆さんが神から与えら
れた選択の自由の使い方を学び，自分なりの決定を下
してそれが適切であるという結論を出し，主に伺って

承認の印を得られたら，そのとき皆さんは啓示を受け
たことになります。すべてのことをこのような方法で
行えば，永遠の命という偉大な報いを受け，終わりの
日に高く上げられるでしょう。わたしたちは皆，あら

ゆる点で異なっています○人に与えられた才能や能力
は様々です。しかし，わたしたちは自分に与えられて
いる才能を生かせばそれでよいのです。

ある祝日の月曜日のことでした。わたしは母から言
いつけられて裏庭で丸太を切っていました。わたしの
様子を見に母が家から出て来ましたが，母はわたしの

あなたがたは、わたしが自分でこれらの
ことについて知っていることに気づかな

いのか｡」（アルマ5：45）このように，
アルマは人々に事例を挙げ，啓示を引用
あかし

し，それに関係することを話してから自分の証を述べ
ました。これこそ，わたしたちが教会にあって行うく
きことです。わたしたちはどうやって御霊の力によっ
て教えればよいかを学ばなければなりません。そうす
みたま

ることで，福音について話し終えた後に自分の語って
いることが正しいかどうか分かります。また，真理と
みわざ

御業の神聖さだけでなく，わたしたちが述べる教義と
永遠の真理が確かなものであり，それらが主の御心で
あり声であるということも証することができます。こ
みこころ

の業とこれらの教義についての栄えあるすばらしいこ
とは，これらが真実であるということです。わたした
ちの携わっている業が真実であり，主の手がこの業に
あるという真理に勝るものはこの世になく，これ以上
の真理を見いだすことはできません。これは，わたし

たちが聖霊の蕩物と力を頂いているという事実を証す
るものです。わたしたちには啓示の霊，証の霊，そし
て預言の霊があります。これらは，なくてならないも
のであり，さもなければ，この教会は神の王国ではな
く，わたしたちは主の民ではありません。

実際に，わたしたちはこれらの霊を受けています。
永遠の結婚生徒用手引き
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啓示を受けているのです。啓示を受けることにしりご

啓示の霊です。

みしてはなりません。ジョセフ・スミスはこう言って

神はこれらについて知恵を与えてくださいました。

います。「神は何事もジョセフに啓示されただけでなく，

また，勇気を与えて<ださり，自らの足で立ち，与え

十二使徒にもお知らせになるからです。また，最も小

られている選択の自由と才能と能力を使いこなす力も

さな聖徒でさえも，耐えられる程度に応じてすべてを

与えてくださいました。ですから謙遜になり，御霊に

知ることができるのです｡｣(Teachingsofthe
Prophet
みたま
JOsephSm肋,152)わたしたちには啓示の御霊を受け
る権利が与えられています。しかし，そのためには方
法と手順と条件があるということをお伝えしたいので

喜んで従って自分の思いを主の御心に添わせ，主の承

す。わたしたちがなすべきことは，まず問題に取り組

を得，来るべき世にあっては栄光と誉れと尊厳とを得

み，主に相談し，自分なりに出した結論に対して御霊

られるからです。

けんそん

みたま

みこころ

の承認の印を得ることです。この承認の印を押すのが
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認の印を受け，啓示の霊に従って生活をしようではあ
りませんか。そのように行うなら，どのような結果に

なろうと心配には及びません。この世にあっては平安
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甘やかしすぎないでください。労働の意味を理解し，

ひとり親

労働に敬意を払うような子供に育てましょう。家の内
外の仕事をして家に貢献できるようにし，小遣いの一

Jたとえひとり親の家庭どなみwてもi

家庭生嗣続ざj家族底泉遠狩：
−−弓バン"91BBZミンクス長老

部は自分で稼ぐ、ようにさせてください。男の子たちに
は伝道に向けて貯金をさせ，財政面だけでなく霊的な

面や行動の面でも，あらゆる利己的な面を捨てて主に
仕えるために伝道に出るように備えさせてください。

わたしは何のためらいもなく皆さんに約束します。今
申し上げたことを行えば，皆さんは恵みを数え上げる

精選きれた教え

ことになるでしょう。」（｢世の策略に対抗して立つ」
『聖徒の道』1996年1月号,112)

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

「ひとり親の兄弟姉妹の皆さんに特別な感謝を申し
上げたいと思います。皆さんの重荷は大変なものです。

「子供を独りで育てなければならない若い母親への
負担は信じられないほど重く，身も細るほどです。…

わたしたちはそれを知っています。皆さんの悩みは深

…答えは簡単です。福音の原則と教会の教えに従えば
よいのです。自制心の問題です｡」（｢子供たちに救いを」

いことでしょう。経済的に楽になることはありません。

『聖徒の道』1995年1月号,61‑62)

時間的にも楽になることはありません。どうぞ最善を
尽くして，後はお子さんが恵みと理解と，そして最も
大切なこととして，信仰のうちに成長することができ
るように，主に助けを願ってください。それを行えば，
ひざまずいて目に涙をいっぱいためながら，主が授け
てくださった祝福に感謝する日が訪れることでしょ
う。」（｢独身成人との語らい」『聖徒の道』1997年11月

「わたしは，この10年の間に教会の女性の皆さんに
対して3度か4度お話をする機会があり，それらの話に

号，24）

「ひとり親の皆さんに申し上げます。皆さんがどの
ようにして今の状態に陥ったのかその理由はともかく，
わたしたちは皆さんに対して同情を禁じ得ません。皆
さんの多くは孤独感にさいなまれながら，安らぎのな
い悩みと恐れの日々を送っています。ほとんどの人は
お金が足りたということがありません。そしていつも，
子供を今どう育てたらよいのか，子供の将来はどうな

対して反応の手紙をかなり頂きました。中には，『不幸
な女性』というファイルに保管した手紙もあります。
……先週受け取ったばかりの手紙の一部を読んでみ
たいと思います。……

『ところが，何もかもめちゃくちゃになってしまい
ました。1年ほど前に，彼が，わたしを愛してなどいな
かった，わたしたちの結婚は初めから間違っていたと
言い出したのです。彼は，わたしとの間には何も残っ
ていないと言い張るのです。彼は離婚を要求し，出て
行ってしまいました。『待って』と何度言ったことでし
ょう。『やめてちょうだい。そんなこと言わないで。ど

うして出て行くの。わたしのどこが悪いの。お願いだ
から言って。子供たちのことを考えて。わたしたちの

るのかという不安が付きまといます。皆さんの多くは

夢はどうなったの。二人で交わした聖約を忘れてしま

働きに出なければならず，その結果，長時間子供を独

ったの？やめて，絶対にやめて。離婚が答えではない

りにしておかなければならない状況に甘んじているこ

わ｡』けれども主人は耳を貸そうとはしませんでした。

とでしょう。でも，子供がまだ小さいときに優しい気
持ちを示し，十分な愛を注ぎ，ともに祈るならば，子

わたしはこのまま死んでしまうのではと思いました。
わたしは独りで子供を育てることになってしまいま
した。ひとり親という言葉の背後には，言いようのな

供たちの心には平安が宿り，強い人格が植え付けられ
ることと思います。子供たちに主の道を教えてくださ
い。イザヤはこう述べています。『あなたの子らはみな
主に教をうけ，あなたの子らは大いに栄える｡』（イザ
おしえ

ヤ54：13）

皆さんの子育てがイエス・キリストの福音に添った，
愛と高い理想に基づいたものであればあるほど，子供
たちの生活に訪れる平安の度合いは大きくなります。
子供たちのために模範を示してください。それは子
供たちに対して口で教える以上のことを意味します。

い心痛と，苦しみと悲しみがあります。10代の息子た
ちの苦悩と怒りもそのためです。幼い娘たちの涙もそ
のためです。眠れない夜が続くのも，家族の要求や必
要が多いのも，そのためです。どうしてこうなってし
まったのでしょう。どこで選択を間違ったのでしょう
か。どうしたら子供たちを学校に通わせられるという
のでしょうか。どうしたら，今週，無事に過ごせるの
でしょうか。夫はどこにいるのでしょう。子供たちの
父親はどこにいるのでしょうか。わたしは，今，夫に
永遠の結婚生徒用手引き
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見捨てられて疲れ切った女性たちの一人になってしま

能を持っています。自分を忘れて奉仕するとき，皆さ

いました。お金もなく，仕事もありません。残された

んは慰めと力を見いだすでしょう。人の問題を解決で

ものといえば，手のかかる子供と請求書だけで，希望

きるように助けるとき，自分自身の問題を忘れること

もあまりありません｡』」（｢わたしたちの神聖な責任」

でしょう。虐げられた人や抑圧された人の重荷を取り

『聖徒の道』1992年1月号,57)

除いてあげるとき，皆さんの重荷は軽くなることでし

「離婚した皆さんに知っていただきたいのですが，
はたん
結婚が破綻したからといって，わたしたちは皆さんを

ょう｡」("ToSingleAdults,"Ensign,1989年6月号，
7
4
）

落後者とは考えていません。多くの場合，恐らくほと
んどの場合，皆さんはその失敗に対して責任はなかっ

マービン・』・アシュトン長老

たことでしょう。さらに，わたしたちの義務は非難す

「母親の中には，子供の洋服を作り，パンを焼き，
ピアノを教え，扶助協会へ行き，日曜学校で教え，
PTAの会合に出席するなど，何でもこなす才能と活力
を備えた人もいます。また中には，そうした女性を模
範と見なし，比較対照して自分の至らなさを感じ，落
胆し，自分は母親失格だと考えている人もいます。

ゆる

ることではなく，赦し，忘れ，励まし，助けることで

す。悲しみのときに，主に心を向けてください。主は

このように言われました。『すべて重荷を負うて苦労し
ている者は，わたしのもとにきなさい。あなたがたを
休ませてあげよう。……

わたしのくびきは負いやすく，わたしの荷は軽いか

わなに陥ってこのような有害な劣等感を抱いてはな

らである｡』（マタイll:28,30)

りません。これはサタンの使う道具です。多くの人は

主は皆さんを拒絶したり追い返したりはされません。
皆さんの祈りに対する答えは，劇的なものではないか
もしれません。すぐ、に理解できないことや，感謝でき
ないこともあるかもしれません。しかし，やがて時が
来れば，皆さんは自分が祝福されてきたことを知るで

『スーパーママ」や『スーパーウーマン」になろうとし
て，大変な重荷を負っているように見えます。

姉妹の皆さん，ほかの人が行っているようなことを
何でもかんでも自分ができないからといって，無力感
ざせつ
や挫折感に陥らないでください。それよりも，自分自

しょう。また，子供たちを義の中で育てることに苦労
している皆さん，子供たちが生涯を通じて祝福になり，
慰めになり，力になることを確信してください。
さて，伴侶を亡くした皆さん，わたしたちは皆さん
に心からの愛と関心を抱いています。ある人がかつて
このように言いました。『別離という剣で切り裂かれた
心を癒す方法はない｡』（ヒトパデサ,E/bertHubbardb
Scrapbook,ニューヨーク市:Wm.H.WiseandCo.,

身の立場や力，才能を評価してください。そして，家
族が一つになって互いに協力し助け合えるように，最
善の道を選んでください。皆さんの必要や能力，願い
は，天の御父と皆さんだけが知っています。この知識
に基づいて進む道を計画し，選択をしなければなりま
せん｡」（｢良い方を選ぶ」『聖徒の道j1984年7月号，

1923年,21)

リチャード。G・スコット長老

皆さんの多くは，先立たれた心の痛みと恐れを絶え
ず感じていることでしょう。主は皆さんにこのように
告げておられます。『悲しんでいる人たちは，さいわい
である，彼らは慰められるであろう｡』（マタイ5：4）
わたしたちは，多くの皆さんが昼には孤独を感じ，
夜には故人を慕って悲しんでいることを知っています。

「ベンソン大管長は，子供を持つ母親は家庭にいる
ように教えています。さらにこう言いました。『教会の
すばらしい姉妹たちの中には夫に先立たれたり，離婚
したりして，やむを得ない特殊な環境の中に置かれて
いる姉妹たちがいて，ある期間働く必要に迫られてい
ます。しかし，これらは例外であって，それが普通で
あると考えてはいけません｡j(エズラ・タフト・ベン

はんりょ

いや

しかし，すべては次のように言われた主からもたらさ
れるのです。『わたしこそあなたを慰める者だ｡』（イザ
ヤ51:12)

主は皆さんの力です。主は皆さんの求めに応じてく
ださり，招かれたときに，主の御霊によって皆さんを
みたま

訪れてくださるのです。

皆さんも他の人々の生活を豊かにするすばらしい才

永遠の結婚生徒用手引き

16‑17)

ソン，乃功eM0的ersinZiOn[パンフレット,1987年],

5−6）そのような特殊な環境の下にある皆さんは，主
から霊感と力を受けることができるでしょう。しかし，
それ以外の理由で家庭を離れる人は，受けられません｡」
(｢正しい原則の力」『聖徒の道』1993年7月号,37)
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ベン。B・バンクス長老

J・リチャード・クラーク長老

「親の務めと家族の大切さを強調しすぎるというこ

「教会には，……ひとり親の家庭がたくさんありま

とはありません。末日聖徒の家族の中にいわゆる『伝

す。彼らは人に頼ることを好まず，家庭の状態に関す

統的な家族』を見ることができます。親子が永遠の関

る無神経な言葉によってしばしば傷ついています。ま

係の中で全員そろい，夫婦が子供の養育の責任を分担

だ結婚していない独身成人にも同じことが言えます。

し合っています。親の一方が失われて，ひとり親にな

彼らは，モルモンの家族生活の主流から切り離されて

った家庭も多くあります。わたし自身もそうしたひと

いるとしばしば感じています。彼らに特に必要なのは，

り親の家庭で育ちました。父は，母と育ち盛りの子供7

福音の下にある親類家族の一員となることです。そこ

人を残し，工事現場の事故で亡くなりました。しかし，

でふさわしい神権者から祝福を得，定員会の兄弟や扶

たとえひとり親の家庭となっても家庭生活は続き，家

助協会の姉妹たちの中から父親や母親の役割を学ぶこ

族は永遠です｡」（｢子供のために時間を取りなさい」

とができます。ワードの家族は，彼らに手を差し伸べ

『聖徒の道j1994年1月号,34)

て思いやりを示すことができます。主の計画の中に無
視されてよい人は一人もいません。すべての人がキリ

ストの肢体の一部なのです｡」（｢私たちの親類家族」
『聖徒の道』1989年7月号,62)
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の兄弟たちが『負債から逃れ，負債に近づいてはなら

負債

ない』と言うのを聞いてきました｡」(Conference

Report,1975年4月,166)

家を整える時期が来'てfい'ろ6

「ほとんどの離婚は，わがままや，その他数々の罪
が原因です。使徒パウロはその解決策を知っていまし

た。夫はその妻を愛し，妻はその夫を愛するようにと
5審fリゴードン『"#B"･ﾙiビJンクル￨￨跨大管長

パウロは言っています。結婚生活を成功へと導くため

には，夫婦が協力して入念に予算を組み，そのとおり

に実践する必要があります｡」（｢実践の時代」「聖徒の
関連聖句

道』1976年2月号，36）

筬言22：7

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「富める者は貧しき者を治め，借りる者は貸す人の奴

「霊感を受けた教会の指導者たちは，常々わたした

隷となる｡」

ちに，借金を避け，収入の範囲内で生活するように勧

ローマ13：8

めてきました｡」（｢あなたの負債を払って暮らしなさい」
『聖徒の道」1987年10月号,2)

たがい

なんぴと

「互に愛し合うことの外は，何人にも借りがあっては

ならない。人を愛する者は，律法を全うするのである｡」

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

モーサヤ4：28

「人々は自分の欲望を満たすために借金をしますが，
高い利子の支払いで資産を浪費し，それを完済するた
めに働く奴隷のようになっていきます。･･･…

「また，あなたがたはだれであっても，隣人から物
を借りたなら，その物を約束どおりに返すようにしな
ければならないことを覚えておいてほしい。そうでな
ければ，自分が罪を犯すばかりでなく，隣人にも罪を

わたしは皆さんに，倹約と勤勉の徳を養うようお勧
めします。．．…･家族を自立させるのは労働と倹約です｡」
(｢あなたはむさぼってはならない」『聖徒の道』1991年

犯させることになる｡」

2月号，4，6）

教義と聖約64：27

トーマス。S・モンソン副管長

「見よ，あなたがたの敵に対して負債を抱えること
は，わたしの律法の中で言われている，つまり禁じら

「わたしたちは末日聖徒の皆さんが慎重に計画を立
て，支出を控えめにして，過度なあるいは不必要な負

れている｡」

債を負わないように強くお勧めいたします｡」（｢学び，
行ない，人格を築く」『聖徒の道』1992年7月号,52)

教義と聖約104:78

「さらにまた，まことに，わたしはあなたがたの負
債に関してあなたがたに言う。見よ，わたしの思いは，
あなたがたがすべての負債を返済することである｡」

マービン・』・アシュトン長老
76‑80ページの引用を参照。
L・トム・ペリー長老

教義と聖約136:25

「あなたは隣人から借りたならば，借りたものを返
さなければならない。また，返済できなければ，隣人
があなたを罪に定めることのないように，すぐ、に行っ

「現在，あの『大きく広々とした建物」から聞こえ
てくる声は，われ先にこの世のものを手に入れるよう
わたしたちを誘惑します。･･･…一方支払いのためには，
将来の必要をいっさい考えず，借金することがよくあ

て彼に告げなさい｡」

ります。……

精選された教え
スペンサー．W・キンボール大管長

「わたしは子供のころから生涯を通じて，中央幹部
永遠の結婚生徒用手引き

．.…･わたしたちは，疫病を避けるように負債を避け
なさいという賢明な勧告を受けてきました。……
。…･･財産管理のよくできる家族にとっては，利子は
払うものではなく，稼ぐ．ものです｡」（｢『備えていれば
恐れることはない｣」『聖徒の道』1996年1月号,39‑41)
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ジエームズ。E･ファウスト副管長

若い兄弟たちに，そして成人の兄弟たちに

「わたしたちは信用を誤用することのないように注
意しなければなりません。様々な場所でクレジットカ

大昔長

ードを使用しているために，支払い切れないほどの負

ゴート、ン．B・ヒンクレー

債を負っている消費者が増えています。このような話
を思い出しました。『一人の年老いた農夫が通信販売の

『リアホナj1999年1月号，

会社に次のような手紙を書きました。「787ページに載

61‑62

っているガソリンエンジンを1台送ってください。使

えるものだったら，小切手を送ります｡」

しばらくして彼はこのような返事を受け取りました。
｢どうか小切手を送ってください。使えるものだったら，

成人の兄弟たちに

エンジンをお送りします｡｣」（ジェイコブ･M･ブラウ

デイー,Braude'sTreasureofWrtandHumor[1964

では兄弟たち，次に成人の方への話ですが，若い
方々にも教司￨￨としていただければと思います。

年〕，45）

現代社会はこの世にかかわるものを増やすためにが
むしゃらに突っ走っています。こうした社会の風潮は，

従来の収穫の法則を変えることができるという思いを
多くの人々に抱かせています。すなわち，正当な労苦
と労働という対価を支払わずに収穫を刈り取るという
法則に換えてしまうのです。瞬時に成功を勝ち取るた
めに，彼らは短期間で金持ちになれると約束している，
高リスク型の財政計画に投資しています。これらの投

資は，損失を招くことがしばしばあり，時には経済的
な破滅を迎える人もいます。筬言にはこのように書か
れています。『忠実な人は多くの祝福を得る，急いで富
を得ようとする者は罰を免れない｡」（筬言28：20)」
（｢わたしたちはこれらのことを尋ね求める」『聖徒の道」

実務的な事柄についてお話ししたいと思います。

まずは話の背景として創世紀の第41章から読ませて
いただきます。

エジプトの支配者であるパロは，自分が見た夢で心
を悩ませていました。宮殿の知者は解き明かすことが
できません。そこでヨセフが呼ばれました。

「パロはヨセフに言った，『夢にわたしは川の岸に立
っていた。

その川から肥え太った，美しい7頭の雌牛が上がつ
あし

てきて葦を食っていた。

その後，弱く，非常に醜い，やせ細った他の7頭の
雌牛がまた上がってきた。 …・

そのやせた醜い雌牛が，初めの7頭の肥えた雌牛を
食いつくしたが，．．…・

1998年7月号,50)

わたしはまた夢をみた。1本の茎に7つの実った良い
ジェームズ。E･ファウスト長老

「欲しい物と必要な物とを区別できるようになるこ
とが大切です。それには「買い物は今，支払いは後で」
の考えを避けて，『今は貯金，買い物は後で」の習慣を
身に付ける訓練をする必要があります。……
．…･･倹約して計画性のある生活をする大きな目標は，
家を借金なしで持つことです。．．…･家が抵当に入って

おらず，しかも先取特権を有していれば，担保権を行
使されることはありません。．….．

……自立という言葉には様々な意味があります。…
…個人的な借金がなく，利息を支払う必要もなく，借

金に伴う義務から一切解放されることでもあります｡」
(｢福祉の責任は個人とその家族に」『聖徒の道』1986年

穂が出てきた。

その後，やせ衰えて，東風に焼けた7つの穂が出て
きたが，

そのやせた穂が，あの7つの良い穂をのみつくした。
･
･
…
･
」

ヨセフはパロに言った，「．．…･神がこれからしようと
することをパロに示されたのです。

7頭の良い雌牛は7年です。7つの良い穂も7年で，
夢は一つです。…･

……神がこれからしようとすることをパロに示され
たのです。

エジプト全国に7年の大豊作があり，
おこ

その後7年のききんが起り，．…・・

……神がすみやかにこれをされるからです｡」（創世

7月号，20）

41:17‑20,22‑26,28‑30,32)

ジョー･J・クリステンセン長老
81‑84ページの「貧欲，利己心，甘やかし」を参照。
どんよく
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た。1992年と比較すると,50パーセントの増加です。

家を整えをさい

今年の第2四半期の自己破産件数は36万2,000件で，四
さて，兄弟の皆さん，はっきりさせておきたいこと

半期単位では新記録です。

で
すが，わたしはこれから数年先に何年間にも及ぶ
ききん

わたしたちは宣伝の誘惑にだまされています。テレ

飢饅が起こると預言しているわけではありません。皆

ビでは持ち家の資産価値の125パーセントまで借金がで

さんに申し上げたいのは，家を整える時期が来ている

きると言って誘いの手を伸べています。でも，利子に

ということです。

ついては触れていません。

教会員の中でぎりぎりの生活をしている人が多くい
ます．中には借金生活の人もいます。

1938年，総大会の神権部会で,J･ルーベン・クラー
ク・ジュニア副管長はこの説教壇からこう語りました。

しんかん

最近数週間にわたしたちを震憾させるような広範囲

｢一度借金をすれば，利子は昼夜を問わずあなたに付き

にわたる世界市場の変動がありました。経済はもろい

まとうのです。あなたはそれを阻むことも，逃れるこ

はたん

ものです。ジャカルタやモスクワでの破綻が直ちに全
世界に飛び火します。そして，やがてはわたしたち個
あらし

人にも及ぶことでしょう。これから経済面の嵐が予想
されますから，注意する必要があります。
わたしは経済が恐慌に陥らないことを心から願って
います。子供のときに1930年代の大恐慌を経験したか
らです。大学を卒業したのが1932年で，この地域の失
業率は33パーセントを超えていました。

当時わたしの父は，この盆地にある教会最大のステ
ークの会長の任にありました。現在の福祉プログラム
が始まる前のことです。父はステークの会員たちのこ
とを憂慮するあまり，よく部屋の中をウロウロと歩き
回っていました。そしてほかのステーク役員たちとと

もに，暖炉による冬季の暖房を確保するために大規模
な薪割りプロジェクトを行いました。人々は石炭を買
うお金がなかったのです。当時裕福だったのは，薪割
まき

りをしていた人でした。

消費者負債に対する譽告

繰り返し申し上げますが，わたしは恐慌の再来がな
いよう，心から望んでいます。わたしが懸念している
のは，教会員も含めて国中に広がっている消費者割賦

とも，また忘れることもできません。利子は，懇願に
いかく
も，威嚇にも，命令にも応じません。そして，やり方
に口を挟んだり，反したり，要求に応じなかったりし

ようものなら，たちまちあなたを押しつぶしてしまう
のです｡｣(ConferenceReport,1938年4月,103)
収入の範囲内で生活する
借り入れをしなければ家が買えないことはもちろん

分かります。でも，支払い可能な家を買いましよう。
そして，30年のもの間，容赦も猶予もなく付きまとう
支払いを楽にしましょう。

緊急事態がいつ来るかはだれにも分かりません。仕
事でかなり成功していたある人のケースですが，大き
な家を建て快適な生活をしていました。ところがある
日突然，ひどい事故に遭ってしまったのです。あつと
ひんし

いう間の出来事でしたが，彼は瀕死の重傷を負い，手
足が不自由になってしまいました。生計を立てること
ができなくなり，高額の医療費に直面しました。ほか

にも支払いの必要が生じました。債権者に囲まれた彼
にはなすすべがありませんでした。裕福だった彼が，
一瞬にして破産したのです。

購入による莫大な額に上る負債のことです。1997年3
月の統計では，こうした負債の合計は1兆2,000億ドル
で，前年度に比べて7パーセントの増加となっていま

教会の初期の時代から，主は負債について語ってこ
られました。マーテイン・ハリスヘの啓示にはこうあ
ります。「印刷業者との契約によって生じた負債を支払
いなさい。束縛から自らを解放しなさい｡」（教義と聖

す
。

約19:35)

ばくだい

1997年12月の統計では，アメリカ合衆国の5,500万か
ら6,000万世帯がクレジットカードに負債があり，その
平均は7,000ドル以上，利子および手数料による年間の
経費は1,000ドルを超えています。可処分所得に占める
消費者負債の割合は1993年の16.3パーセントから1996年
には19.3パーセントに上昇しました。

お金を借りれば不利な条件として利子がつくことは
だれでも知っています。返済できなければ破産します。
昨年アメリカでは135万118件の破産や倒産がありまし
永遠の結婚生徒用手引き

ヒーバー･J・グラント大管長はこの説教壇から，繰
り返しこう語りました。

「人の心と家族に平安と満足を与えるものを一つ挙
げるとすれば，それはわたしたちが収入の範囲内で生
活することです。わたしたちを虐げ，落胆させ，希望
を失わせるものを一つ挙げるとすれば，それは返済で
きない借金を負い，果たせない義務を負うことです。」
(ヒーバー･J・グラント,GoSpeノStandards,G･ホー
マー・グラム選[1941年],111)
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自立する

んが，わたしから話します。彼はかつて4パーセント

の金利で家のローンを支払っていました。多くの人は，
わたしたちは教会全体に向けて自立を呼びかけます。

せっかく金利が低いのだから，一度に全額返済するの

家族に深刻な負債がまとわりついていては，自立はで

は愚かなことだと言ったものです。でも彼と奥さんは，

きません。人に負い目があっては，自立も束縛からの

お金ができたところで一括返済してしまいました。以

自由もありません。

来彼は，借金とは無縁の生活です。いつもにこにこし

わたしたちは教会の運営において模範を示すように

努力しています。方針として，緊急時のために毎年必
ず，献金や収益の特定の割合を蓄えることにしていま
す
。

て口笛を吹きながら働いているのは，そのためです。

負債の束縛から逃れをさい
兄弟の皆さんに強く申し上げたいのは，家計の状態

この場で，教会は管理運営から各事業，各部門に至

をよく調べて支出を抑えることであり，購買欲を抑え

るまで，借り入れをせずに機能していると申し上げら
れることをうれしく思います。維持できなければ，プ

債はできるだけ早く返済して束縛から逃れてください。

ログラムを縮小します。支出を抑えて収入の範囲内に

わたしたちが信じているこの福音には実務面が含ま

とどめます。借り入れはしません。

て，借り入れをできるだけ避けるということです。負

れています。神の祝福を受けて皆さんの家が秩序の家

ジョセフ．F・スミス大管長にとって最高に幸福だっ

となりますように。借金を返済し，少しでも貯金をす

たのは，教会が長年にわたって支払い続けてきた負債

れば，嵐が襲っても奥さんやお子さんを守る家があり，
心には平安が訪れます。この件について申し上げたか
ったのは以上ですが，わたしが何より強調したいと感

を完済したときでした。

借金がなく，しかもいざというときのために少しず
つ蓄えたお金があって使うことができるというのは何

じている事柄です。
みわざ

あかし

この業が神の御業であることを証し，皆さん一人一
あがな

とすばらしいことでしょうか。
ファウスト副管長はこのことを自分からはおっしゃ

人を愛していることをお伝えします。蹟い主である主

らないと思いますので，後でしかられるかもしれませ

イエス・キリストの御名によって，アーメン。

みな

永遠の結婚生徒用手引き

356

ことはない』」「聖徒の道』1996年1月号,40‑41参照）
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健康

教会が個人と家族の備えを
:W'"Ⅲ'、玉…印="↑〃靴沁M&いⅧ,いい:程言い
』．i

," W

,

：1−．… ‐
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■強調している背景には認
この自立の原則があります。

スペンサー。W・キンボール大管長

「わたしたちは聖徒に，健康の律法に従って生活す

るよう教えています。これに従うなら長命と健康とい

う大切な祝福を受けます｡」（｢『わたしを主よ，主よ，
=−スペンサー･W」6キンボニル大管長

と呼びながら，なぜわたしの言うことを行わないのか｣」
『聖徒の道」1975年8月号,376)

精選された教え

「教会が個人と家族の備えを強調している背景には，
この自立の原則があります。……適切な食物を取り，
健康を維持する習慣に気を配って，人生の数々のチャ

スペンサー．W・キンボール大管長

レンジにこたえられる健康と体力を保つように勧めま

「扶助協会が個人と家族の備えを『賢明な生活』と
して教えていることは大変好ましいことです。これに
は資源の節約，賢明な財政計画，十分な健康管理，教
育と雇用条件の改善に必要な準備，家庭における生産
と貯蔵に関心を払うこと，また情緒の安定を図ること

す｡」（｢心の清い者となる」『聖徒の道』1978年10月号，
1
2
7
)

「わたしたちは体に害になる食物を取らないように
しています。あらゆる事柄に知恵と節度をもって当た

が含まれます｡」（｢福祉活動：福音の実践」『聖徒の道』

ることにより，健康を保ち，心身の安定を得たいと願
っています｡」（｢鉄の棒をしっかりつかむ」『聖徒の道』

1978年2月号,119参照）

1979年2月号,8参照）

L・トム・ペリー長老

職業と家計

「絶えず大幅に上下するインフレの波，戦争や個人
間の争い，全国的な災害や異常気象，不道徳を強要す

ゴードン．B・ヒンクレー大管長

る無数の力，犯罪や暴力，家族や個人への攻撃や圧力，
技術の進歩の陰で数々の職種が時代遅れになっていく
ことなど，これらはすべて，わたしたちが日常的に目
の当たりにする事柄です。備えの必要性は実に明らか
です。教義と聖約の中で主がわたしたちに約束されて
いるように，備えがあれば恐れから解放されるという
大きな祝福にあずかることができます。『備えていれば
恐れることはない』（教義と聖約38：30）のです。
自らを霊的に備えることが大切であるように，この
世の必要にも備えなければなりません。だれもが次の
ように自問してみる必要があります。『自分自身と家族
の必要を満たすために，どのような備えをすべきだろ
うか｡』

わたしたちは何年も前から，将来に備えて少なくと
も次の4つの必要に備えるよう教えられてきました。
第1に，適切で十分な教育を受けること。……
第2に，必ず収入の範囲内で生活し，万一に備えて
貯蓄すること。……

第3に，過度の負債を避けること。…･･･

第4に，生命を維持するのに十分な食糧と日用品を
入手し，貯蔵することです。」（｢『備えていれば恐れる
永遠の結婚生徒用手引き

「兄弟の皆さんに強く申し上げたいのは，家計の状
態をよく調べて支出を抑えることであり，購買欲を抑
えて，借り入れをできるだけ避けるということです。
負債はできるだけ早く返済して束縛から逃れてくださ
い。

わたしたちが信じているこの福音には実務面が含ま
れています。神の祝福を受けて皆さんの家が秩序の家
となりますように。借金を返済し，少しでも貯金をす
れば，嵐が襲っても奥さんやお子さんを守る家があり，
心には平安が訪れます。この件について申し上げたか
ったのは以上ですが，わたしが何より強調したいと感
じている事柄です｡」（｢若い兄弟たちに，そして成人の
兄弟たちに」『リアホナ』1999年1月号,62)
あらし

ハワード。W・ハンター長老

「職業に関して，具体的に話しましょう。わたした
ちは，尊敬に値する，やりがいのある職業を選ぶべき
です。理想を言えば，自分の興味や適性，またそれま
で受けてきた訓練に合った職業を探す必要があります。
十分な収入が得られるというだけでなく，自尊心を持
って，毎日意欲的に取り組めるような仕事を選ぶとよ
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則として勤労を再び掲げなければなりません｡』(Con‑

いでしょう。……

姉妹たちが状況に迫られて仕事に就く計画を立てな
ければならないこともあります。そのようなときのた

ferenceReport,1936年10月,3)……
わたしたちは再び，労働を愛する心を生活の中で高

めに彼女たちが結婚前に可能な教育や職業訓練をすべ

く掲げなければなりません。この永遠の原則が家族一

て受けるよう，わたしたちは願っています。死別や離

人一人の人生に良い影響を与え，深く根ざすように，

婚により働くことが必要になったら，報酬の良い立派

各家庭で計画を立てて働く必要があります。．．…・
かぎ

兄弟姉妹，では第2の鍵である「計画」についてお

な仕事に就いてもらいたいのです。もし姉妹が結婚し
たまもの
ていなければ，自分の才能と賜物を十分に発揮できる
仕事に就くのは当然の権利です。」($'Preparefor

話ししましょう。計画とは，人生の目標をどのように

HonorableEmployment,"Ensign,1975年ll月号,122,

職業面での能力を高めるために計画を立てているでし

1
2
4
)

ょうか。さらに有能で力のある者となるために，時間
を取って具体的な目標を書き出したり，行動計画を作

ボイド。K・パッカー長老

ったりしたことがあるでしょうか。……

「生活が質素だからといって，決して自分を卑下し
たり，人をさげすんだり，落後者というレッテルを貼
ったりしてはなりません。賃金の低い労働者だからと
いって，その人を見下すようなことがあってはなりま
せん。どのような職業であろうと，正直な労働は尊く

えでも，家計の出費を抑えるうえでも重要です。後者
に関して教会の指導者は，ステークやワードの支出を
最小限に抑えて模範を示さなければなりません。また，

価値あるものです。社会の発展や人々の生活向上に役
立っている人の働きに対して，『卑しい』などという言
葉を使ってはなりません｡」（｢福音一職業の基盤とな
るもの」『聖徒の道』1982年7月号,150)

達成するかを前もって考えることです。わたしたちは，

第3の蕊は自制を働かせることで，これは仕事のう

教会員は以下のことを行うべきです。

l.数多くの少額のローンを返済するために，法外な手
数料がかかるローンを別に組むことのないようにす
る。負債は利子や支払い期間から言っても妥当な，
銀行や信用組合のローンに統合する。クレジットカ
ードの利用をやめることも検討する。

2．新たな負債を避けるために『とても返済し切れない』

M･ラッセル・バラード長老

「兄弟姉妹の皆さん，家計を改善するために何がで
きるでしょうか。わたしはここで3つの大切な鍵につい
て話したいと思います。その鍵とは，姿勢，計画，自
かぎ

制です。

第,の蕊は，自分自身に対して積極的な姿勢を持つ
ことです。

実りある人生を築くための土台として，わたしたち
の姿勢や態度といったものは重要な位置を占めてきま
す。次のように自問して，現在の自分の態度を評価し
てみましょう。『わたしは最高の自分になろうと努力し
ているだろうか。価値のある，しかも達成可能な目標
を立てているだろうか。生活の中で積極的な見方をし
ているだろうか。さらに多くの，より質の高い仕事を

するためにはどうしたらよいかを常に意識しながら働
いているだろうか。求められる以上のことをしている
だろうか……｡』

大恐慌とそれに続く時期を経験してきた人々の中に
は，政府から給付金を受け取った際，社会は自分たち
の生活を支える義務があるというような思いを抱いた
人もいました。1936年，そうした風潮の中にあって，
大管長会は次のように宣言しています。『教会の目的は，
人々の自立を助けることです。教会員の生活を貫く原

と自分自身に言い聞かせる。

夫婦が言い争いをしていました。一方が，他方の
浪費をたしなめてこう言いました。『お金が手に入
らないうちから物を買うのは悪いことだって，何度
言ったら分かるの｡』

すると相手はこう言いました。『それはどうかな。
金は手に入らなくても，とりあえず物を持っていれ
ば少しは金持ちに見えるよ｡』

債権者の奴隷になってしまうことのないように，
忍耐力を働かせ，注意して出費を抑えるようにしま
しょう。

3．予算を立て，その範囲内で生活する。

4．必要なものと欲しいものを区別して，出費を抑える
ようにする。物を大切にする。お金のかかるサービ
スは利用を控える。資源を節約する。

5．家事に関する技術の向上を図る。車や家の修理は可
能なかぎり家族のだれかが行うようにする。

6．賢明な投資を行う。投機買いや一獲千金をねらった
ような計画は避ける。

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは一人残らず，収入
を増やし，改善する可能性があります。もしも自分の
能力を高めて，今携わっている仕事においてさらに貢
永遠の結婚生徒用手引き
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献度を上げることができれば，副業を持ったり，妻を

家庭における貯蔵と生産

働かせたりするよりもずっと裕福になるはずです。

「失敗したらどうしよう」ではなく，「やればできる」

スペンサー．W・キンボール大管長

という気持ちで努力しましょう。そうすれば成功する
態度が身に付いてきます。

留めながら，わたしたちは世界各地の末日聖徒に申し

『一度成功すれば，おのずと成功がついてくる』と

上げます。家庭を強め，さらに麗しい場所とするため

いう言葉のとおりです。

積極的な姿勢，入念な計画，そして常に自制心を働
かせること，これがわたしたちの環境を改善していく

「家族こそ教会と社会の基本単位であることを心に

に心を新たにして，食糧生産，保存，貯蔵，食糧品以

外の物の生産と貯蔵を進めてください｡」（｢家族の備え」
『聖徒の道』1976年8月号,438‑439参照）

うえで大きな力となるのです。この蕊を日々の仕事に
応用すれば収入が増え，暮らしに応用すれば出費が減

っていくでしょう。またこれらの原則を神の戒めを守
ることと組み合わせて考えていけば，与えられた時間
と財力を上手に管理できるようになり，家計も安定し
てきます｡」（｢上手な家計管理の3つの鍵」『聖徒の道」
1981年9月号,141‑144参照）
ジョセフ。B・ワースリン長老

「自立するうえでまず大切なのは，熱心に働くこと
です。両親は子供たちに，立派な功績を上げ，成功を
収めるうえで，労働こそ欠かすことのできないもので
あると教える必要があります。子供たちは相応の年齢

に達したならば，安定した収入の得られる職に就き，
親に依存した状態から卒業しなければなりません。だ
れであろうと，自分でできることを他人にしてもらお
うと考えるべきではないのです｡」（｢回復されたイエ
ス・キリストの福音の実」『聖徒の道』1992年1月号，
19参照）

永遠の結婚生徒用手引き

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「皆さんに，真剣に尋ねたいと思います。家族のた

めに1年分の食糧や衣類，可能な場所にあっては燃料
も貯蔵しているでしょうか。ノアの時代の人々にとっ

て，箱船に乗り込むことはきわめて重要な意味を持っ
ていました。それと同じように，食糧を生産，貯蔵す
るようにとの啓示は，現代のわたしたちの物質的な福
利に欠かすことのできないものなのです｡」（｢イスラエ
ルの父親たちへ」『聖徒の道』1988年1月号,53参照）
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ポルノグラフィー

て子供たちを守っていただきたいと勧告します。わた

したちは何もかも許される世界に住んでいますが，許
す社会すなわち退化する社会に埋没しないようはっき
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ポルノグラフデーに手を染める
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という危険を冒してはなりま■せん。
‑一ヨゴードン･"Bgにンクレー大管長

りとした意識を持つ必要があります。自由を主張する

世の多くの人々が道徳的に堕落した状態に陥ってしま
っていることにわたしたちは驚いています。不道徳を
すうせい

許容しようとする趨勢が，この世代の人々の道徳意識
を破壊してしまうのではないかと恐れています。……
同性愛はいかなる形であれ罪です。ポルノグラィー

が罪に走らせるのです。ここにどっちつかずは存在し
ません｡」（｢神は欺かれず」『聖徒の道』1975年2月号，

精選された教え

デート，緒婚，家族に及ぼすポルノグラフィーの
影響
スペンサー．W・キンボール大管長

「わたしたちはペテロとともに，『たましいに戦いを
いどむ肉の欲を避け』るよう(1ペテロ2:11)勧めま
す。見苦しい露出行為やポルノグラフィー，その他心
と霊を汚す逸脱した行動を避けてください｡」（｢神のみ
わざを清く押し進める」『聖徒の道』1974年8月号,372
参照）

「わたしたちの民の両親，指導者はポルノグラフィ

ーに対して妥協を許してはなりません。これこそ実は
ごみであるのに，おいしい食物として売られているも
のです。多くの作家はそういった食物で社会を汚すこ

とに喜々としている観があります。これを法令で規制
することはできません。ポルノグラフィーと性の放縦，
倒錯には関連性があります。わたしたちは官能的な意
味での極度の興奮状態，ストリーキング，その他狂気
のさたを崇拝する世界に住んでいます。人間の低劣化
はどこまで進むのでしょうか。わたしたちは，この民
が世に染まらぬよう守りたまえと主に祈っています。
きちんとした人々が心と霊が汚染された地に投げ込ま
れている現状はまことに悲しむべきことです。わたし
たちの民すべてが全力を尽くしてこの醜悪な改革に対
抗するよう呼びかけたいと思います。
ポルノグラフィーが無害であるかのように主張する
人がいますが，実にばかげたことです。犯罪と関係が

81‑82参照）

「『ポルノグラフィーは性と人間性を堕落させるもの
です。性は人と人との関係にあって極度にデリケート
なものです。もしもこれに打撃を与え，堕落したもの
とするならば，性は動物的なものとなり，ひいては人
間性全般にも打撃を与えるものとなるでしょう。
ポルノグラフィーはあらゆる階層の人々に影響を及
ぼします。わいせつは文明に敵対するものであり，
我々の根本となる信念を揺るがすものです。これは，

家庭を基とした倫理観への攻撃と言えます｡j(ラリ
ー・パリッシュ，合衆国連邦地方検事補,"Waron
Pornography,''76)……
ポルノグラフィーから芽を出した罪の種が，堕胎を
はじめとするほかの重大な罪を引き起こしているので

す｡」（｢報告とチャレンジ」『聖徒の道』1977年2月号，
3
6
）

「わたしたちは，家庭と家族を堅固にして，離婚や
家族の崩壊，妻子に対する虐待や残忍な行為，いわゆ
る家庭内暴力から家族を守る必要があります。さらに，
老若を問わず家族の貞節を失わせる不道徳やポルノ，

性の解放などと戦っていかなければなりません｡」（｢悪
に対して家庭を堅固に築く」『聖徒の道』1979年10月号，
4
）

エズラ・タフト・ベンソン大管長

あることは明白です。ポルノグラフィーは，殺人，強
盗，婦女暴行，売春，営利目的の不道徳行為を助長し
ます。性犯罪の統計は，犯罪とポルノグラフィーの間

「徳は神の属性である神聖さに近いものです｡神権
者は徳高<好ましいものを積極的に探し求めて，汚れ
たものや卑しいものを求めてはなりません。神権者は
絶えず徳をもってその思いを飾るのです（教義と聖約
121:45参照)。ポルノグラフィー，冒涜，卑わいなど
の悪に身を任せていて，どうして自分自身を徳高い人
間と考えることができるでしょうか｡」（｢神の性質」

に一定の関係があることを物語っています。

『聖徒の道』1987年1月号，52）

ぼうとく

ポルノグラフィーは社会的な標準を下落させる以外
の何物でもありません。家族はあらゆる手段を尽くし
永遠の結婚生徒用手引き
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ハロルド。B・リー大管長

罪深い行動に駆り立てるポルノグラフィーを遠ざけて

こうかつ

はんりょ

「わたしたちの間に狡滑な力があって，扉をノック

ください。妻である皆さん，夫をかけがえのない伴侶

しようと絶えず試みて，教会の若い男性や女性，特に

として見詰め，ふさわしい生活をしてください｡」（｢神

世の中の方法に無用心で世慣れていない人々に対して

が合わせられたもの」『聖徒の道』1991年7月号,75)

わなを仕掛けようとしています。わたしはアルコール

「どのような形であれ，ポルノグラフィーに手を染

飲料やギャンブル，売春，ポルノグラフィーに対する

めるという危険を冒してはなりません。不道徳な行為

きよ

戦いについて，また安息日を一日中聖く保つためにさ

に加わったり，性的な欲望に身を任せたりする危険を

さげたいと願うクリスチャンを支援するわたしたちの
1970年4月,54)

冒すことがあってはなりません。心の中にわき起こる，
男性が女性に，女性が男性に魅力を覚える感情は神の
計画の一部ですが，皆さんはそれを抑制し，コントロ

ハワード。W・ハンター大管長

いによって，皆さんは汚され，主が備えておられる大

「思い，言葉，行いにおいて，結婚の聖約に忠実で
あってください。ポルノグラフィー，妻以外の女性と
の戯れ，不健全な妄想などは，本人の人格をむしばみ，
幸福な結婚生活を根本から揺るがします。それによっ

いなる祝福の多くを受けられなくなります6」（｢選ばれ
た種族」『聖徒の道』1992年7月号,76)
しゅうち

努力について話しています｡｣(ConferenceReport,

ールしなければなりません◎そうでないとこれらの思

て結婚生活における一致と信頼も崩れ去ります。自分
の思いを抑制せず，心の内に姦淫を犯す人々は，悔い
改めなければ，御霊を受けることなく信仰を拒み，か
つ恐れを抱くようになります（教義と聖約42：23；
63:16参照)。」（｢義にかなう夫，父親」『聖徒の道』

「差恥の念から無記名で送られてきた一人の兄弟の
手紙を読ませてもらいます。

1995年1月号,58)

『わたしは35歳の男性で,10年ほど前に改宗しまし
た。大人になってからずっとポルノグラフィーに煩わ
されてきました。まったく恥ずかしいことですが，ほ
んとうです。わたしのこの病気は，アルコール中毒や
麻薬中毒と，まったく同じようなものです。
ポルノグラフィーは子供のときに初めて目にしまし

ゴードン。B・ヒンクレー大管長

た。年上のいとこの男性に性的にいたずらされたとき，
彼はわたしの興味を引くためにポルノグラフィーを使

かんいん

みたま

まんえん

「現在，世界中で大きな邪悪が蔓延しています。そ
れは改めて言われなくても，だれもが知っていること
です。わたしたちはポルノグラフィーをはじめとする
みだらなものや邪悪な行いなど，下品で汚れたものに
常にさらされています。つまり，神の神権を持つ人の
標準にまったくそく、わないものに取り巻かれているの

です｡」（｢群れの羊飼い」『リアホナ』1999年7月号,60)
「わたしたちの周囲には，ポルノグラフィーという
疫病がますます広がっています。……多くの人がこの
禁断の実を食べてその後結婚生活に破綻を来し，自尊
心を失い，伴侶の心を引き裂きました。そして，自分
が歩いてきたわなの仕掛けられたジャングルの道は，
はたん

はんりょ

ポルノ雑誌を見たり読んだりしたときに始まったこと
を思い知らされているのです。……

性的倒錯，性的暴行，動物的な欲望などを描いたも
のが，それらの誘惑に屈した人々の手に入りやすくな
っています。そうなるにつれて，宗教活動は次第に魅
力のないものになるようです。なぜなら，この二つは
水と油以上に，決して混じり合うことはないからです｡」

(｢欺かれてはならない」『聖徒の道』1984年1月号,83)
「犠牲者になる必要はありません。その策略や訴え
に耳を貸さず，気をそそるような娯楽，邪悪な欲望や
永遠の結婚生徒用手引き

ったのです。年若くして誤った性関係やポルノグラフ

ィーを知ったことが，今の中毒の原因ではないかと思
います。皮肉なもので，ポルノグラフィーを商売にし
ている人々は，ポルノグラフィーは表現の自由だなど
と主張していますが，わたしにはその自由がありませ
ん。自分の選択の自由を見失い，克服できないからで
す。わなにかかったようで，抜け出せそうにありませ
ん。どうか，どうかお願いですから，教会の兄弟たち
に，このようなものを避けるのはもちろんのこと，生

活の中からあらゆるいかがわしいものを取り除くよう
勧めてください。……

また，最後になりましたが，ヒンクレー副管長，わ
たしやわたしと同じような悩みを持つ教会の兄弟たち
が，勇気をもってこの恐ろしい問題に打ち勝つことが
できるように祈ってください｡』

兄弟の皆さん、このように人を卑しめ，滅ぼす力の
あるものにふけり，自らの弱さに負けるなら，幸せや
平安を得ることはできません。テレビでそのような場
面が出てきたら，すぐ、に消してください。テレビを前
にして弱虫になってはいけません。汚らわしい病気を
避けるように，いかがわしいビデオには近づかないこ
とです。両方とも同じようなものです。ポルノ雑誌や

ポルノグラフィー361

は，見るべきもの，読むべきものが幾らでもあるので

マービン・』・アシュトン長老
「暴力やポルノは感覚を鈍らせ，さらにその度を増

す。このような下らないもので時間を浪費したり，人

し，深めます。そして間もなく無感覚になり，こまや

身を滅ぼす書籍から遠ざかりましょう。この世の中に

格を破壊し，意志を弱めたりすることほど惜しまれる

かな配慮，責任のある行動が取れなくなります。これ

ことはありません。

が特に自分の家庭において顕著になってくるのです。

正義を守る強さを示してください。現在わたしたち

善良な人々でもこのような卑わいな行為に侵されると，

の住む世界は，妥協と譲歩に満ちた世界です。日常遭

結局は恐ろしい破滅を招くことになるのです｡」（｢最高

遇するいろいろな状況の中で，正しいと知っていなが

の評価」『聖徒の道』1978年2月号,110)

ら仲間やわたしたちを説き伏せようとする偽りの声に
負けて，妥協したり譲歩したり悪を黙認したりしてし

まい，自分に対して恥ずかしい思いをすることがあり
ます。神権者として，信ずるところに従って生きる精
神力をはく．くまなければなりません｡」（｢あなたのタバ
ナクルを築きなさい」『聖徒の道』1993年1月号,60)
トーマス．S・モンソン副管長

「皆さんが見たり，聞いたり，読んだりするものは，
すべて皆さんに影響を与えます。

ニール。A・マックスウェル長老

「ほんの少しのポルノグラフィーでも妻子の虐待に

つながる恐れがあるだけでなく，少しずつその人の自

尊心をむしばんでしまいます｡」（｢心に決めなさい」
『聖徒の道」1993年1月号,74)
M・ラッセル・バラード長老

「最近処刑されたある殺人犯は，テレビや映画に現
れた性的な場面や暴力行為が自分の人生にどれだけ影

性的な背きに陥ってしまったりすることさえあります。
天の御父の定められた標準に添わないものであれば，
すぐにその映画館から外に出る，テレビを消す，ほか
のラジオ局に変えるという行動を取るようにしてくだ
さい。簡単に言えば，映画，本など，どのような形の
娯楽であれ，疑わしいと思ったら，それを見たり，読

響を与えたかを告白しました。わたしたちはこの事実
を軽視してはなりません。使徒パウロは，人は『自ら
無感覚になって，ほしいままにあらゆる不潔な行いを
して，放縦に身をゆだね』るようになることがある，
しんげん
と警告しています（エペソ4:19)。筬言には『ひとと
なりはその心に思うそのままであるからだ』とありま
す（欽定訳筬言23：7から和訳)。暴力や不道徳な場面
が心の中に入ってくれば，その悪影響から逃れること
はできません｡」（｢テレビの影響力」『聖徒の道』1989

んだり，関係したりしないことです｡」（｢天の力を受け

年7月号，83）

ポルノグラフィーは特に危険であり，習慣性もあり

ます。好奇心に引かれて手を出しただけでも，やがて
それが習慣となり，もっと下品なものに手を染めたり，

るために」『聖徒の道』1991年1月号,52)
映画とビデオ
ジェームズ。E・ファウスト副管長

「インターネットは使い方を誤れば，結婚生活や家
庭，そして命までも破壊することがあるのです｡」（｢わ
たしたちの時代」『リアホナ』1999年7月号,20)
エズラ・タフト・ベンソン長老

「主は，末日にサタンが家族を崩壊させようとする
こと，法廷からポルノグラフィーを許す判決が出るこ
とを御存じでした｡」（｢家族をより強く」「聖徒の道」
1971年5月号,137)

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「若い男性の皆さん，そのようなもので心を汚さな
いでください。一度汚されれば，決して前とまったく
同じ状態にはなれません。わいせつな映画やビデオを
見たり，それに類するどんなものにも手を出したりし
ないでください。音楽もそうです｡」（｢高貴な生得権を
持つ若人へ」『聖徒の道』1986年7月号,47)
ジョー・』・クリステンセン長老
「救い主が皆さんを頼りにしておられる点は，メデ
イアの中に氾濫している不道徳を避けることです。
サタンはメディアの中の悪によって，一部の末日聖
徒の生活を脅かしています。大半の皆さんは性的に深
刻な罪を犯してはいないと思いますが，しかしそうな
ってもおかしくない状況に自分を置いている人は多く
はんらん

トーマス。S・モンソン長老

「このポルノという虫は恐るべき力でわたしたちの
意志をくじき，免疫性を失わせ，上へ伸びようとする
力を抑えてしまいます｡」（｢魔の運び屋一ポルノ」『聖
徒の道』1980年3月号,90)

永遠の結婚生徒用手引き
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いるでしょう。ある監督の報告によれば，彼のワード

ビデオにもあります。それらを借りないでください。

に集う若い神権者の霊的な水準は下降しているといい

手にしてはなりません。とにかく手にしないでくださ

ます。個人面接によって知ったところによれば，多く

い。見てはなりません。人から誘惑されて，一晩中卑

の若者が準成人向けの映画を見ているそうです。どこ

わいなものを見るようにそそのかされても，こう言っ

へ見に行っているのか尋ねると，こう答えるそうです。

てください。「そんなことはしたくありません｡」どう

『どこへも行きません。家で見ます。有線放送があって，

かそのようなものから遠ざかってください……｡』（コ

親のいないときに，何でも見られるんです｡』

ロラド州デンバー，青少年大会,1996年4月14日）

父親の皆さん，家庭の中，特に子供の部屋で見られ

主と生ける預言者たちは皆さんを頼りにして，メデ
はんらん

る無防備な有線放送やテレビ番組を再検討する必要が

イアの中に氾濫している不道徳を避けるように望んで

あります。

います。生ける預言者の勧告を無視したり，挑戦的な

ぼうとく

冒涜，ヌード，性的行為，暴力などが人に悪い影響

態度を執ったりする人がいるなら，そのような人は危

を与えないと考えるのは，おかしなことです。泥の中
に転がって汚れない人がいるでしょうか。

うい土台の上に立っています｡」（｢救い主はあなたを頼

一部の若い末日聖徒が，そして親たちもですが，準
成人映画やそのたく、いの不適切なビデオをよく見てい
ることが，大きな不安材料になっています。ここにも
｢悪魔が笑い，悪魔の使いが喜んでいる』理由がありま
す（3ニーフアイ9：2参照)。
ほんの2，3か月前，ゴードン．B・ヒンクレー大管
長は主の預言者として，青少年と成人に向け，次のよ

うな明確な，誤解しようのない勧告を与えてくれまし
た
。

『……清くあってください。これを強調しすぎるこ
とはありません。清くあってください。これはきわめ
て大切で，皆さんの年代では絶えずこの誘惑に囲まれ
ています。テレビでその誘惑があります。書籍や雑誌，

永遠の結婚生徒用手引き

りにしています」『聖徒の道』1997年1月号,46)
H・パーク・ピーターソン長老

「もう一度言います。このようなものを遠ざけまし
ょう。離れましょう。焼いて，消して，捨ててしまい
ましょう。年齢制限のある映画の多くがサタンの影響
を受けて作られたものだと言えば，それは厳しすぎる
と言われるでしょう。しかし，わたしたちの標準は年
齢制限の有無に左右されるものではないはずです。繰
り返します。本来の意図から考えれば，こうした映画
や音楽やテープなどは，あらゆる暗黒の主の目的を満
たすためのもの以外の何物でもありません｡」（｢悪いた
まものまたは汚れたものにかかわってはならない」『聖
徒の道』1994年1月号,51)
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と，その後の不義によって証印が破られ，認可の承認

み た ま

約束の聖なる御霊

が取り消され，約束された祝福が失われないかぎり，

それは報いを伴う約束とともに承認されます（『救いの

教義」第1巻，54；第2巻，86‑90参照)。証印は，義

結び固めるとは，■

認可必義認し,承認することである。
−ブルース5R・マッコンキー長老

を通して契約に押されるのです。
みたま

約束の聖なる御霊の作用と力は，バプテスマの儀式
と聖約によって分かりやすく説明することができます。

ふさわしくないバプテスマの候補者は，長老たちにう
そを言って儀式を執行してもらえるかもしれませんが，

精選きれた教え

聖霊を欺いて看破されない人は一人もいません。した

がって，悔い改めていない，ふさわしくない人のバプ

テスマは，御霊により結び固められることも，聖霊に

ブルース．R・マッコンキー長老
みたま

「約束の聖なる御霊とは，聖徒に約束された聖なる

御霊，言い換えれば聖霊のことです。この称号は結び
固めて認可する権能と関連して用いられます。すなわ
ち，人の義にかなう行為が天においても地においても
結ばれるように，それらを認可し承認するために授け
られる権能です。『すべての聖約や契約，きずな，義務，
誓詞，誓言，履行，関係，交際，期待』は，『死者の中

より認可されることもないのです。ふさわしくない人

は，その行いにおいて御霊により義とされません。し

かしその後，悔い改めと従順を通してふさわしくなれ

ば，証印はそれから効力を持つようになります。同様
に，ふさわしい人がバプテスマを受けるなら，その儀
式の執行には聖霊の認可の承認が与えられますが，そ
の証印はその後の罪によって破棄されるかもしれない
のです◎

からの復活の時も，その後も．．…･効験や

効能，効力』を持つには，約束の聖なる
御霊によって結び固められなければなり
ません。『この目的で結ばない契約はす

べて，人が死ぬと終わる』からです（教
義と聖約132：7)。

結び固めるとは，認可し，義認し，承

みたま

約束の聖をる御霊によ
って結び固められた行

為は，……主によって
承認された行いで〔すも〕

鰯雲

には証印が押されます。もし二人がふさ

みたま

みたま

認することです。したがって，約束の聖なる御霊によ
って結び固められた行為は，聖霊により認可され，主
によって承認された行いであり，その責務を自らに引
き受けた人は，自分が行った事柄に対して御霊により

わしくなければ，御霊によって義とされず，聖霊の認
可は与えられません。その後にふさわしくなれば，証
印は効力を持つようになるでしょうし，不義を行えば，

義とされるのです。

たとえ人が完全に近い状態にまで成長して，自分の
召しと選びが確かなものにされ，『永遠の命に結び固め

その承認の証印は，契約の当事者が個人の義の結果
として神の是認を受けるにふさわしい場合にのみ押さ
れます。彼らは『御父が正しくかつ真実な者すべてに
注がれる約束の聖なる御霊により結び固められて』い
ます（教義と聖約76：53)。もし彼らが正しくなく，真
実でなく，ふさわしい者でなければ，証印は与えられ
みたま

ません。

みたま

何であれ儀式や契約が御霊によって結び固められる

いかなる証印も破棄されるでしょう。

られ』（教義と聖約131:5;132:18−26),『永遠の命
〔の〕……約束』を受け（教義と聖約88：3−4)，『贈い
の日まで結び固められる』としても（教義と聖約124：
124;エペソl:13),約束の聖なる御霊によって『履行』
が結び固められなければ，そのすべてをもってしても，
これらの偉大な約束は確かなものとはならないので
す。」(MormonDoctrine,361‑362)
みたま
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和とバランスを生み出すために，いずれは必要となる
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のです。そのため，わたしたちが様々な説教や集会を

通じて申し上げる事柄は，バランスの必要性を思い起

自分の心の中を探り,可勇駁に人生の
」：』≦:討式、:ル}％｛L ≦‑好悪〃;、

‑減認?い

l優先順位を評価しでifr#ぐださ蕊〃↓
二一M･ラッセル・バラ三ド長老

こさせ，あれもこれも何度でも強調することの必要性

を思い出させ，最も重要な事柄をしながらも，ほかの
事柄もおろそかにしないようにしなければならないと

いうことを思い出させてくれるのです｡」（｢少年たちは
身近に英雄を必要としている」『聖徒の道」1976年8月
号，360参照）

精選された教え
エズラ・タフト・ベンソン大管長
ニール。A・マックスウェル長老

「神を第一に考えれば，ほかのすべてのものは正し

「この世において最も重要なチャレンジは，選択の
自由を上手に行使して，時間と才能の相互作用の中で
正しい選択をすることです。時間はわたしたちに与え
られる祝福の一つです。一般的に言って，あまりに多
くの事柄に気をそらせているのは，わたしたち自身で

す。それは生活の中で確かな優先順位を確立して（そ
してそれらを最後まで守り抜いて）いない結果なので

す。わたしはチャレンジが実在することを否定しませ
んが，それが御し難いものであるとは思いません｡」
(
D
e
p
o
s
i
t
i
O
n
o
f
a
D
i
S
c
j
p
/
e
,
6
8
)
「これは世の中から離れていれば，優先順位を決め
るのが簡単であることを意味するのでしょうか。違い

ます。しばしばもっと困難になります。なぜなら，今
わたしたちがするのは，不道徳な行為Aと善良な行為B
との間の選択ではなく，重要で善良な行為Cと善良で重
要な行為Dに時間と才能を割り当てることだからです｡」
(Whereibre,YeMustPressForward,19)
「主が御自身の優先順位を非常に簡潔な言葉で，『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』と要約されたよう
に（モーセl:39),わたしたちも自分の真の優先順位
を自覚してそれに焦点を当てるような方法で，時間と
才能を管理できるようになる必要があります。何を優
先するか心に決めるならば，自分の財産だけでなく，
才能や時間もそのように配分されるでしょう｡｣(We
WMProveThemHerew肋,66‑67)

霊的を事柄における優先順位
スペンサー．W・キンボール大管長

「わたしの心に強く刻み込まれたのは，この教会の
様々なプログラムが，ちょうどピアノの鍵盤のような
けんばん

ものであるということです。鍵盤の一つ一つのキーは

使われる頻度が異なりますが，どのキーも，生活に調
永遠の結婚生徒用手引き

い位置に落ち着くか，またはわたしたちの生活の中か
ら消えていくかのどちらかです。主への愛は感情の欲
求や時間の要求，興味，物事の優先順位をコントロー

ルします｡」（｢偉大な戒め−主を愛する」『聖徒の道』
1988年6月号,4)
みたま

「良い働きをするためには，主の御霊を求めなくて
はなりません。御霊は清くない幕屋に宿られないと教

えられています。そこで第一に優先すべきことは，秩
序正しい生活を送ることです｡｣(ComeuntoChrist,
9
2
）

ダリン。H・オークス長老

「わたしたちの優先順位は，人生で何を求めるかを
決めます。イエスは弟子たちに次のように教えられま

した。「だから，この世のものを求めないで，まず，神
の王国を築き，神の義を打ち立てることを求めなさい｡』
(ジョセフ・スミス訳マタイ6：38）現代の啓示には次
のように記されています。『富を求めずに，知恵を求め
なさい。そうすれば，見よ，神の奥義はあなたに明ら
かにされ，そのとき，あなたは豊かにされる。見よ，
永遠の命を持つ者は豊かである｡」（教義と聖約6：7)」
(PureinHeart,6)
M・ラッセル・バラード長老

「時として，わたしたちは，内心重視していること
や大切に思っていることにさらに心を向けるようにな
るために，個人的な危機が必要なことがあります。聖

文には，危機に出会い，それから後それまで以上に神
と人々によく仕えるようになった人の例がたくさん出
ています。恐らく皆さんも，自分の心の中を探り，勇
敢に人生の優先順位を評価してみるなら，わたしのよ
うに，優先順位をもっとバランスの取れたものにして
いかなければならないことに気づかれるでしょう。」
(｢人生の求めにバランスよく応じる」「聖徒の道』1987
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年7月号,14)

してください。最も献身的であったブリガム・ヤング

でさえ，かつて主に次のように言われました。「あなた

家庭における優先順位

の家族の世話を特によくするように……｡」（教義と聖
約126:3)時には，このメッセージをいちばん必要と

スペンサー．W・キンボール大管長

するのは，最も忠実に働いている人なのです！」（｢汝

「主ははっきりと言っておられます。『あなたは心を
尽くして妻を愛し，妻と結び合わなければならない。
その他のものと結び合ってはならない｡』（教義と聖約

97‑98）

の家族を特に護るべし」「聖徒の道』1994年7月号，

42：22）

その他のものと結び合ってはならないという言葉は，
ほかのあらゆる人，あらゆるものを排除することを意

大管長会から教会員への手紙

味します。配偶者は生活で最も優先するものであって，

ゴート等ン．B・ヒンクレー，トーマス･S･モンソン，

社交，職業，政治，その他の利害，人，物が自分の配
偶者に優先するようなことがあってはなりません｡」
(TeachingsofSpencerW:KImba",310‑311)

ジェームズ．E・ファウスト

ChurchNews,1999年2月27日付,3
全世界の教会員各位

エズラ・タフト・ベンソン大管長

「わたしは若い神権者から『教会，家族，仕事のど
れを最優先すべきでしょうか』と質問されることがあ
ります。わたしはこの質問に答えて，家長には4つの
大切な責任があることを強調しました。確かに第1は，
家庭と家族に対する責任です。これに疑問の余地はあ
りません。その後に仕事や教会の召しが続くかもしれ
ませんが，家庭において失敗するならば，永遠の落胆
を味わうことになるでしょう。……家庭は，父親の最
大の影響力が及ぶ場所として主によって定められてい
るのです｡」(TeachingsofEzraTaftBenson,509‑
5
1
0
）

せり，さんかい

(聖餐会で読み上げるとともに，ホームテイーチャーが
担当家族の家庭で読んでください｡）
拝啓

わたしたちは親の皆さんと子供たちに，家族の祈り，

家庭の夕べ，福音の研究と指導，そして健全な家族活
動を最優先するようお勧めします。必要とされるその
他の事柄や活動がどれほど価値のある適切なものであ
ったとしても，それらは，親と家族だけが全うできる
天与の義務に取って代えられるものでは決してありま
せん。

ジョン．A・ウイッッォー長老

「教会は幾つかの家庭で構成されています。教会と
家庭は切り離すことができません。どちらが優先する
のでもありません。教会と家庭は一つなのです｡」(Evi‑
dencesandReconc伽"ons,318)
ニール．A・マックスウェル長老

「現在のきわめて深刻な状況の中で，子供を持つ人
は家庭外のことを進んで一つあきらめ，その時間と才
能を家族のためにささげることができるでしょうか。
子供や孫を持つ皆さんにお願いします。人生でいちば
ん大切な人間関係にいちばん貴重な時間を費やせるよ
う，皆さんのスケジュールと優先順位を念入りに調整

監督およびほかの教会役員の皆さんは，親を支援す
るためにできる限りのことをしてくださるよう切にお

願いします。子供たちを主の道にかなった方法で養い
育てるに当たり，必要なときはいつでも指導者が時間
を割き助けてくれるのだと，親たちが感じられるよう
にしてください。どの地域でも可能なかぎり，親が子
供たちとともにいられるように，日曜日の諸集会，す
なわち3時間プログラムや，日曜日早朝の評議会，夕
方遅くのうアイヤサイド以外の集会は避けてください。
わたしたちが家族を強めることによって，教会全体が
強められることになるでしょう。
敬具

大管長会
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シオンにおける親

教え合い，教化し合わなければならない」3と教えられ
ています。モーサヤとアルマは自分たちの民に，同じよ

蕊
蟻

ナニ使徒定員会会長代理
ボイト､．K･パッカー

うな指示を与えています｡』

わたしたちは「父の心をその子供たちに向けさせ，
子供たちの心をその父に向けさせる」ように命じられ

『リアホナ』1999年1月号，

ていますO5

主は，ジョセフ・スミスの名を呼び，こう言われま

23‑"

した。「あなたは戒めを守らなかったので，主の前に必

ず責めを受けなければならない｡｣6ジヨセフが子供たち
しっせき

に教えなかったからです。彼に対する叱責の中で「責
め」という言葉が使われたのはこのときだけです。
彼の副管長であったフレデリック･G･ウイリアムズ

シオンにおける親

1831年，主は，シオンにおける親たちに啓示を与え
られました。！わたしは，親の責任についてお話しした

も同じようなとがめを受けました。「あなたは，……あ
なたの子供たちに光と真理を教えてこなかった｡」7シド

いと思います。

ニー．リグドン，またニューエル･K・ホイットニー監

わたしはこれまで，十二使徒として28年，十二使徒
会補助として9年間働いてきました。両方合わせると

督sも同様のとがめを受けました。そして主は「わたし

37年で，わたしの人生のちょうど半分に当たります。
しかし，わたしは，もう一つの召しをそれ以上の年
月にわたり務めてきました。わたしは父親であり，祖
父です。この祖父という呼び方をされるようになるま
で，何年もかかりました。あと20年たてば，曾祖父と
呼ばれるようになります。父蔑，祖父，母親祖母，
などと呼ばれる人々には，それに応じた責任と権威が
伴います。その一部は経験から生じるものです。経験
は，人を動かさずにはおかない教師のようなものです。

れました。

そうそふ

家族と教会のバランスを保つ
わたしの神権の召しは，教会におけるわたしの務め

は一人に言うことをすべての者に言う」,と付け加えら

霊感による家族に対する教会の指導
こんにち

今日に至るまで，道徳の標準は際限なく低下してき

ました。しかし，それと同時に，両親や家族に対して，
霊感による指導が豊かに与えられています。

教会の教科課程や活動はすべてが再編成され，家庭
との相互調整が図られるようになってきました。
●ワードティーチングがホームティーチングになりま
した。

●家庭の夕べが再び行われるようになりました。

●「系図」が，「家族歴史」に改称され，すべての家族

を明確に示しています。それと同じように，祖父とい：の記録を集めるようになりました。

う呼び方は，家族の中におけるわたしの務めを明らか；・大管長会と十二使徒評議会によって家族に関する歴
にしています。この二つのことについてお話ししたい：史的な意義を持つ宣言が発表されました。
と思います。 ・「家族」は，集会，大会，評議会などの最も大切な

親としての務めは，末日聖徒が専心する数々の事柄：テーマとなりました。それは今も変わることがあり
の中でも，最も重要なことです。親としての責任を果：ません。

たすことと，教会の活動を忠実に行うことのバランス：。以上の事柄は，すべて，かつて例のない神殿建設時
をどのように保つべきかで思い悩んでいる会員が大勢；代の前触れです。神殿では，家族を永遠に結び固め
います。；る権能が行使されています。
しもべ

家族の幸せにとって欠かせないもので，霊感の霊が主の僕や両親に宿っている
教会に行くことによってしか得られない

ものがあります。一つは，神権です。神
権は妻や子供を導いて祝福をもたらす力
を男性に与えます。そしてもう一つは，
家族を永遠に結び固める聖約です。
教会の会員たちは「しばしば集まる」2

ゞ
f

ように命じられ「集まるとき……互いに家以外の所で家族のために何かをしよ
永遠の結婚生徒用手引き
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うとする場合，注意が必要です。そうしないと，家族

し以上のものですが，しばらくそのような見方をすれ

のためなら何でもしてやろうと決心していたある父親

ば，家族との時間を計画するとき，もっとよくバラン

のようになってしまうからです。その父親は，そのた

スを取ることができるでしょう。

めに自分の全力を尽くし，いろいろな成果を収めまし

た。ところが，最も必要としていたのは家族として一

家族に不必要を負担をかけまい

緒になることだったのに，結局それをおろそかにして

わたしの言うことを言い訳にして，霊感による召し

しまったのです。彼は喜びの代わりに悲しみを刈り取

を断ることのないようにしてください。しかし，指導

りました。

者の皆さん，親や家族に不必要な負担がかかるような

プログラムや活動を組むのに夢中になり，親として

召しを行ったりスケジュールを立てたりすることのな

の責任や，家族として一緒に過ごす時間を持つ責任を

いよう，家族のことに注意してほしいと心から願って

なおざりにしてしまうのは容易なことです。

います。

教会のプログラムや活動が，一部の家族の過度の負
担となることのないように注意しましよう。福音の原
則は，それが正しく理解され，応用される場合は，個
人と家族を強め，守りとなります。家族への献身，教
会への献身は，別個のものでも切り離して考えるべき

わたしは最近若い夫婦からの手紙を読みました。教

会の召しのために幼い子供たちの子守を雇わなければ

集会に出席できないことが頻繁にあるというのです。
また，二人が同時に，子供たちと一緒に過ごすのが難
しいとのことでした。どういう点でバランスが悪いの

ものでもありません。

か，お分かりいただけるでしょうか。
小さな子供たちのための活動を計画すると，必ず家

家族と教会を正しい見方でとらえる

族，特に母親もその活動の影響を受けることになりま

「あの人は赤ちゃんができてから，教会では何にも
していない」という話を耳にして，次のように自分の
考えを述べた女性に最近会いました。赤ちゃんを抱い
た彼女の姿が浮かぶようです。彼女は感情を込めて言
いました。「あの人は教会で大切なことをしていると思
うわ。赤ちゃんを産み，育て教えているのよ･彼女は，
自分が教会でできるいちばん大切なことをしているの

す
。

よ
･
」

次のような質問に，皆さんはどう答えますか。「障害
のある子供を抱えていて，彼女はいつも家に縛られ，
ご主人は，重なる出費を賄うために仕事を二つしてい
ます。あの人たちはめったに教会に来ません。彼らは
活発会員と言えるでしょうか｡」
「わたしの夫は，善い父親ですが，監督やステーク

会長になったことがなく，教会で何か大切な責任を果
たしたこともありません」と女性が言うのを聞いたこ
とがありますか。それに対して，ある父親は強い口調

自分自身の責任や夫の責任に加えて，子供たちの支
度をして，一つの活動が済んだらまた別の活動へと連
れて行かなければならない母親のことを考えてくださ
い。中には気持ちがくじけ，意気消沈してしまう母親
もいます。何もかもできないために「罪の意識を感じ
る」という言葉を使った手紙を読んだことがあります。
教会の活動への参加を通して，日常生活のプレッシ
ャーからの休息が得られるようでなければなりません。
それは安らぎと喜びとならなければなりません。もし
それがプレッシャーとなり，落胆をもたらすならば，
どこかバランスがおかしくなっているのです。

親の責任は教会だけではありません。家族にかかっ
てくるのはほかにもあります。学校，職場，地域社会
など，すべての面でバランスを保つ必要があります。
最近，ある母親の話を聞きました。その家族は，教
会員が広い地域に散在している，田舎のワードから引

でこう言いました。「父親としての責任をよく果たすこ
と以上に，大切なことが何かあるのでしょうか」と。
教会にまじめに出席すること，家族が必要としてい
ることに注意すること，この二つがそろえば，ほとん
ど完壁です。教会では，「偉大な幸福の計画」10が教え
られています。家庭では，学んだことを応用します。
教会での召しや働きは，家庭にも応用できる経験や物

っ越して来ました。そのような状況だったために，そ
のワードでは教会の様々な活動は，週日の一晩にまと

の見方を与えてくれます。

した。彼女は，「今では，火曜の晩，水曜日の晩，木曜
日の晩，金曜日の晩，土曜日の晩，日曜日の晩と，必
ず何かあるので，家族が大変です」と書いています。

かんぺき

例えば，少しの間，子育てを教会の召しとして見れ
ば，もっと分かりやすくなるでしょうか。実際は，召

めて行われていました。それは良いことでした。家族
として過ごす時間がありました。一緒にテーブルを囲
む姿が目に浮かびます。

その家族は，西部のもっと大きなワードに移りまし
た。ワードの会員たちは，集会所の近くに住んでいま
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小さな子供たちのための活動を計画すると，必ず家

族，特に母親がその活動の影響を受けるということを

我が子に教えなければならないと思ったのはこのとき
でした。

忘れないでください。

ほとんどの家族は一生懸命やります。しかし，健康

バランスを保つためにワーバ謡議会を使う

面や経済的な問題で苦しくなってくると，何とか頑張

ワード評議会は，家庭と教会のバランスを保たせる

ろうとは思いながらも疲れ果てて，不活発な状態にな

ための格好の場です。父親の立場にある神権者の方々

ってしまう人々もいます｡彼らは，光と真理の最良の

と，母親である補助組織の姉妹たちが，霊感による導

源を離れ，また家族のための助けの源を離れて，危険
と悲しみが待つ暗黒へと向かっていることに，気がつ

きを受けながら，組織間の調整をします。家族の各人
はそれぞれにいずれかの組織に登録され，その組織の

いていないのです。

助けを受けることができます。

わたしは，最も解決の難しい問題に触れたいと思い

評議会では，それぞれの組織が各会員のためにどの

ます。家庭の中で，あまり教えや支えを得られない子
供たちがいます。そうしなければならないことは分か
りきっています。しかし，そのような家庭でそれが行
われていないのを補うために，教会で常にいろいろ活
動を予定した場合，そうしようと心がけている親が自
分自身で子供に教えたり，一緒に時を過ごしたりする
時間が持てなくなってしまうことも考えられます。バ
ランスの取り方の難しいこの問題については，祈りと
霊感による導きに頼るしかありません。

ような助けをしているか，またどのくらいの時間と費
用がかかるのかなどを，比較検討することができます。
家族を分けてしまうのではなく一つに結び合わせるこ

家庭で学ぶことの重要性

「子供が不健全な場所に行かないようにするには，
おもしろい活動を頻繁にしなければならない」という
言葉をよく耳にします。そのような所に行く若人は必
ずいます。しかし，親たちに責任を果たすべきことを
教え，十分な時間の余裕を与えるならば，やがて子供
たちは家庭にとどまるようになるでしょう。
家庭では，教会や学校では効果的に教えられないこ
とを，学ぶことができます。家庭では，働くことと，
責任を取ることを学ぶことができます。将来自分に子
供ができたときに，どうしたらよいかについても学び
ます。
じゅうぶん

例えば，子供たちは教会で，什分の一の原則を学び
ます。しかし，原則が実践されるのは，家庭です。幼
い子供でも，家庭において，什分の一の額をどのよう
に計算し，どのようにして納めるのかを，見せてもら

とができるのです。ひとり親の家庭や，子供のいない

夫婦，独身者，高齢者，障害を持つ人々などに注意深
く関心を向け，単なる活動以上のものを子供や若人た
ちにも与えることができます。

ワード評議会は，人々に助けを与えるための源とな
る人材を見過ごしてしまうことがよくあります。例え
ば，年配の方々がそうです。彼らは，教会の召しはな
くても，自分たちがかつて歩んできたと同じ道を進ん
でいる若い家族に援助の手を差し伸べることができま
す
。

主は子供を持つ人々に対してこう警告されました。
｢シオンにおいて，……子供を持つ両親がいて，八歳の
ときに，悔い改め，生ける神の子キリストを信じる信
あんしゅ
たまもの
仰，およびバプテスマと按手による聖霊の賜物の教義
を理解するように彼らを教えなければ，罪はその両親
こうべ

の頭にある｡」、

ワード評議会は，わたしたちが現在必要としている

ことを満たすための理想の場です。この評議会は，家
庭と家族が適切なバランスを保って，落ち着けるよう
に助けることができます。また教会は，親に取って代
わるのではなく，親たちを支えることができます。そ
して父親と母親は，子供たちに教える義務を理解し，
教会を通して得られる祝福を理解するでしょう。

うことができます。

一度ハロルド．B･リー大管長と夫人を我が家にお迎
えしたことがあります。リー姉妹は，我が家の幼い息
子を前にして，一つかみほどの1セント玉をテーブル
に置きました。リー姉妹は息子に，ピカピカ光る1セ
ント玉を幾つか取り分けさせ，「これがあなたの払う
じゅうぶん

家庭で学ぶ最も大切をこと

什分の一◎これは主のものよ・残りは，あなたのもの」
と言いました。息子は，両方をじっくり見詰めてから

んのことを学んできました。それらの教えを通して，
わたしは一人の男性として，また父親として，多大な

こう言いました。「汚れた1セント玉はもっとないの｡」

影響を受けてきました。

永遠の結婚生徒用手引き

世の中の荒廃が進むにつれ，天の力は親たちと家族
にますます近づいています。

わたしは聖文の中から多くのことを学び，それを教
えてきました。預言者や使徒たちの言葉からもたくさ
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しかし，天の御父がわたしたち神の子供についてど

は，非常に基本的な事柄です。したがって注意してい

のように感じておられるかについては，そのほとんど

ないと，大切な概念を見逃しかねません。また，生活

を，自分自身が，妻や子供，孫たちについてどのよう

の中にそれらを取り入れていくには，よほど強い決心

に感じているか，ということから学んできました。こ

と自己訓練が必要であるということも心に留めておい

のことをわたしは家庭で学びました。わたしはそれを，

てください。

両親から，妻の両親から，愛する妻から，また子供た
あがな
ちから学びました。ですから，優しい天の御父，蹟い

永遠の見地から優先順位を決める

あかし

の主について証することができます。イエス・キリス

まず1番目は，自分の人生について考え，優先順位

みな

トの御名によって，アーメン。

を決めるということです。定期的に静かな時間を見つ

注Ｌ２３４５

け，自分はどこへ行こうとしているのか，また目的地
に着くためには何をしなければならないのかを深く考

教義と聖約68：25

えてください。わたしたちの模範であるイエスは，し

教義と聖約20：75

ばしば｢寂しい所に退いて祈」られました（ルカ5:16)｡
わたしたちも自らを霊的に活気づけるために，度々救
い主がされたと同様のことをする必要があります。毎

教義と聖約43：8
モーサヤ18:25;アルマ6:6参照
2：2−3も参照

日達成したいと思うことを吾き留めてください。そし
てその日の計画を書き込むときに，主と交わした神聖

教義と聖約93：47

な聖約を思い起こしてください。

マラキ4：6．3ニーファイ25：5−6；教義と聖約
ｐ■
６価８９ｍ皿

教義と聖約93:41‑42参照
教義と聖約93：44，50参照
教義と聖約93：49
アルマ12:32参照

教義と聖約68：25

人生の求めにバランスよく応じる

無理のない短期間の目標を設定する
2番目は，達成可能な短期間の目標を決めるという
ことです。多すぎも少なすぎもせず，高すぎも低すぎ
もしないバランスの取れた目標を定めるのです。自分
に達成可能な目標を書き留め，重要なものから順次努
力していくのです。目標設定に当たっては，神に導き
を願ってください。

皆さんはアルマが，天使になって「神のラッパのよ

ナニ使徒定員会会員

鍔､織一

M･ラッセル・バラート
弧

｢聖徒の道」1987年7月号，
15‑17

うに地を震わせる声で語り，すべての民に悔い改めを
叫ぶこと」を望んだのを覚えておられるでしょう（ア
ルマ29:1)。彼はこう続けています。「しかし見よ，わ
たしはただの人であり，このように願うことさえも罪
である。わたしは主から与えられたもので満足すべき
だからである。……

わたしたちが主と交わした聖約を定期的に思い起こ

すようにすれば，優先順位を決めたり，生活にバラン
スを保たせたりすることは容易になってくるはずです。

聖約に思いをはせることにより，わたしたちは，交わ
した聖約と聖なる儀式に伴う約束にふさわしくなるた
めに，どんな点を反省し，生活をどう変えていったら
よいかが分かってきます。自分自身の救いを達成する
には，しっかりした計画と，慎重ながら雄々しい努力
が必要なのです。

人生の求めにバランスよく応じたいと考えておられ

る方々に，ここで幾つか提案してみたいと思います。
きっとお役に立てると思います。ここで提案すること

……どうして自分の召された務めを果たすこと以上
に多くのことを望んでよいだろうか｡」（アルマ29：3，
6
）

経済的を責任を果たし安心を得る
3番目は，人生にあってはだれもが経済的な問題に
直面するということを認識することです。賢明な予算
を立て，真に必要なものと欲しいものとをはっきり区
別することが大切です。あまりにも多くの人々，家族
が負債を負いすぎています。わたしたちに差し伸べら
れている魅力的にも見える借金の機会に十分注意を払
ってください。支払いをするよりも，借金をする方が
はるかに容易だからです。経済的な安心を得るのに，
永遠の結婚生徒用手引き
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近道や一獲千金的な方法はないのです。この世の物質

という確かな知識を得られたのも，聖文を通してでし

的なものに目がくらんでしまった人ほど，人生におけ

た。エズラ・タフト・ベンソン大管長は教会員に，モ

るバランスの原則を必要とする人はいないのではない

ルモン書の探究を日々の習慣に，また生涯の課題にす

でしょうか。

るようにと呼びかけられました。使徒パウロがテモテ

いかなる投資の誘いがあっても，十分な評価をしな

に与えた忠告は，わたしたちにも当てはまります。彼

いまま他人に財産を託すようなことはしないでくださ

はこう書き送っています。「また幼い時から，聖書に親

い。他人に財産を託したために多額のお金を失ってし

しみ，それが，キリスト・イエスに対する信仰によっ

まった人々がいます。経済的な管理が上手にできない

て救に至る知恵を，あなたに与えうる書物であること

うちは，バランスの取れた生活を送ることができない

を知っている。

すくい

というのがわたしの意見です。

聖書は，すべて神の霊感を受けて書かれたものであ

預言者ヤコブは民に向かいこう言っています。「それ

ゆえ，価値のないものに金を使ってはならない。満足
を得られないものに労力を費やしてはならない。熱心
にわたしに聞き従い，わたしがこれまでに語った言葉
を覚えておきなさい。そして，イスラエルの聖者のみ
もとに来て，腐ることも朽ちることもないものを食べ
て，豊かなものによってあなた自身を喜ばせなさい｡」
(2ニーフアイ9：51）
じゅうぶん

兄弟姉妹の皆さん，常に完全な什分の一を納めるよ
うにしてください。

家族や友人と親密を関係を築く
はんりょ

航息，遵畝リラックス
6番目は，わたしを含め十分な休息や運動，リラッ
クスする時間を取れないでいる人が多いということで

す。健康でバランスの取れた生活をしたいと思うなら
ば，日々のスケジュールの中に，これらを取り入れて
いくようにしなければなりません。健康的な外見を保
っていれば，威厳や自尊心が高められるのです。

福音を教え合う
しんせき

第4は，皆さんの伴侶や子供たち，親戚，友人たち
と親密な関係を築くということです。このような人々
は，皆さんが生活のバランスを保つ手助けをしてくれ
る人々です。最近教会で，合衆国の成人を対象に，非
常に幸福に感じるのはどんなときか，その経験につい
て，また反対に非常に不幸であると感じるのはどんな
ときかについて調査が行われました。ほとんどの人々
に幸福である，あるいは不幸であると感じさせている
ものに人間関係が挙げられていました。健康や仕事，
お金や物質的なものもそれには及ばなかったのです。
腹を割った正直なコミュニケーションを通して家族や
友人とより良い関係を築いてください。
すばらしい夫婦関係，家族関係は，優しく思いやり
のあるコミュニケーションによって保たれるのです。
ちょっとした目<ぱせやうなずき，頭をなでるなどの
行為がしばしば言葉以上のものを伝えてくれることを
覚えていてください。ユーモアのセンスや良い聞き手
になることもすばらしいコミュニケーションを保つう
えで欠かせません。

7番目は，預言者たちが家族に対して，お互いに福
音を教え合うように，できればそれを毎週の家庭の夕
べの中で行うようにと繰り返し説いているということ
です。十分に注意していないと，このような家族の習
慣は次第にわたしたちから離れていってしまいます。
家族を永遠の命へと導いてくれる「王国の教義」を教
え合う，この特別な機会を失ってはなりません（教義
と聖約88：77)。
あかし

サタンは常にわたしたちの証を打ち砕こうとしてい
ます。しかし，わたしたちが福音を学び，戒めに添っ
た生活をしていれば，サタンに対抗する力を越えてわ

たしたちを誘惑し，混乱させることはできないのです。
度や祈る

最後に提案したいことは，個人で，また家族で度々
祈るということです。両親は，自らを訓練し，子供た
ちが定期的な家族の祈りに積極的に加わるよう導き，
動機づけていかなければなりません。若人はいつも熱
心に祈ることによって，何が正しいかを日々の生活の
中で判断できるようになります。

聖文を学ぶ

5番目は，聖文を学ぶということです。わたしたち
は聖文を学ぶことによって，常に主の御霊に近くある
ことができます。わたしが，イエスはキリストである
みたま

永遠の結婚生徒用手引き

って，人を教え，戒め，正しくし，義に導くのに有益
である｡｣(2テモテ3:15‑16)

預言者アルマは，祈りの大切さを次のような言葉で
みまえ
要約しています。「しかし，あなたがたは主の御前にへ
りくだり，主の聖なる御名を呼び，自分が耐えられな
いような誘惑を受けないように，目を覚ましていて絶
みな
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みたま

えず祈りなさい。そのようにして，聖なる御霊の導き

標達成に役立たないようなことは取り除く必要があり

けんそん

を得て，謙遜，柔和，従順になり，忍耐強くなり，愛
に富み，限りなく寛容になって」ほんとうに霊的な生
活をするならば（アルマ13:28),生活のあらゆる面で
もっと楽にバランスを保つことができるようになりま
す
。

ます。

妨げるのでなく助ける
指導者の皆さんに一言申し上げたいと思います。会

員たちに求めることが，彼らを永遠の命に向かわせる
ものであるよう十分に配慮してください。会員たちが

すべてのことを賢明に秩序正しく行う
兄弟姉妹の皆さん，これ以外にも提案したいことは

数多くあります。しかしわたしは，まず基本的な事柄
を重視しておけば，人生でわたしたちに求められる多
くのものにも対処しやすくなると思うのです。何事も
多すぎると，バランスを崩してしまいます。反対に重
視すべきものが少なすぎても同じことです。ベニヤミ
ン王はこう勧告しています。「これらのことはすべて，
賢明に秩序正し<行うようにしなさい｡」（モーサヤ4：

各々の生活の中にバランスを保てるよう，指導者の
方々は彼らに個人的な目標や家族の目標を達成する時
間が取れなくなるほど多くのことを要求しないように
気をつけてください。

毎日最善を尽くす

少し前のことですが，わたしの娘がこのように言っ
てきたことがありました。「お父さん，わたし自分でそ
れがほんとうにやれるのか分からなくなることがある

2
7
）

の｡」彼女に与えた答えを，同じような思いをしておら

目標や方向が明確でないと，費やす時間や労力が無
駄になり，生活のバランスが崩れやすくなります。バ
ランスの取れていない生活は，空気圧がばらばらな車

れる方々に差し上げたいと思います。毎日最善を尽く
して，基本的な事柄に当たってみてください。そうす
れば皆さんの生活は，知らない間に，天の御父が愛し
てくださっているという確信を与えてくれる霊的な理
解力で満たされることでしょう。このことが分かると，
人生はさらに目的のある意義深いものとなり，バラン

のタイヤに似ています。そのような車の動きは荒々し

く，安全性に欠けます。タイヤのバランスが完全な車
は，走りがスムーズで乗り心地も快適です。人生にお
いても同じことが言えます。人生のバランスを保つよ
うに心がけていけば，この世での生活はずっとスムー
ズになるのです。わたしたちの目的とするところは，

｢不死不滅と永遠の命」を得ることでなければなりませ
ん（モーセ1：39)。これが目的だとしたら，わたした
ちは自分の生活の中から，時間を浪費させること，目

スも保ちやすくなります。

兄弟姉妹の皆さん，日々，心に喜びを持って生活し
てください。人生はすばらしいものであることをへり
くだり，証します。イエス・キリストの御名により，
あかし

みな

アーメン。

永遠の結婚生徒用手引き

Qワワ
ン l

終わりがないようです。また，わたしたちに安全な道

預言者の勧告

を示してくださるその方法には一貫性があります。救

い主は複数の手段を用いて，進んで受け入れようとす

w邸耐『信仰深い人々にとって視､/:
預言者の勧告の中に安全への道を

けゞ求めるのは当然のこ:とでず.〃

る人々にその道が分かるようにしてくださっているの

です。そして，その手段にいつも含まれるのが，神の
預言者の口を通してメッセージを送ってくださること
です。これは，民が神の預言者を頂くにふさわしいと
しもべ

きにはいつも行われてきました。権能を受けた僕たち
一ヘンリー．B･アイリ:ング長老

は例外なく、民に警告を与え，安全への道を示す責任
を与えられています。

ミズーリ州北部で緊張が高まった1838年秋，預言者

助言の中に安全を見いだす

ジョセフ・スミスはすべての聖徒たちに安全のためフ
ァーウェストに集合するように呼びかけました。当時

十二使徒定員会会員

零

へンリー･B･アイリンク

聖徒たちの多くは，それぞれ点在する農場や定住地に
ばらばらに住んでいたのです。ジョセフは特にハウン

ズミルと呼ばれた定住地の創設者であるジェーコブ・

｢聖徒の道』1997年7月号，

ハウンに勧告を与えました。当時の記録にはこうあり

詔−31

ます。「ジョセフ兄弟は製粉所の所有者であるハウンを

通じてそこに住む兄弟たちに，そこを去ってファーウ
ェストに移るように伝えようとしたが，ハウンはそれ

を伝えなかった｡」（フィロ・ディブル,@#EarlyScenes

救い主はわたしたちを安全に導こうとされる

inChurchHistory"で引用。FolJrFaithPromotmg
CIassIcs[1こ9
68年],90)後に預言者ジヨセフはこう記
んにち
録しています。「今日に至るまで，神は勧告に従う人々

救い主からの守りを受け入れる人はいつも守られて
きました。主は何度もこう言われました。「めんどりが

を救う知恵をわたしに授けてこられた｡」(HIstoryof
theChurch,第5巻,137)そして，その後でジョセフ

羽の下にひなを集めるように，わたしはあなたがたを

は，人々が彼の勧告を受け入れ，それに従っていたら，

幾度集めようとしたことか。しかし，あなたがたは応
じようとしなかった｡｣(3ニーファイ10:5)
主はわたしたちの神権時代においても，いろいろな
方法でわたしたちを安全に守ろうとしてくださってい
ることを説明された後に，次のような同じ嘆きの言葉

ハウンズミルで罪なき者の命が奪われることはなかっ

を語っておられます。
しもべ

「わたしの僕たちの口により，また天使たちの働き
により，またわたし自身の声により，また雷の声によ
り，また稲妻の声により，また暴風雨の声により，ま
た地震と雷を伴う大嵐の声により，また飢鐘とあらゆ
る疫病の声により，またラッパの大きな音により，ま
た裁きの声により，また終日続く憐れみの声により，
また栄光と誉れと永遠の命の富の声により，わたしは
あなたがたを幾度呼び，永遠の救いをもってあなたが
たを幾度救おうとしてきたことか。しかし，あなたが
たは応じようとしなかった｡」（教義と聖約43：25）
ひよう

おおあらし

ききん

あわ

主は預言者を通して勧告される
わたしたちを安全に導こうとする救い主の願いには
永遠の結婚生徒用手引き

たとの悲しい真実を記しています。
わたしたちの時代においても，罪や悲しみから逃れ

る道を教える警告の声が発せられています。そうした
警告の声を聞き分ける一つの方法は，警告は繰り返し
述べられるという点です。例えば総大会において，わ
たしたちの預言者が前任の預言者の言葉を引用して第2
の，時には第3の証人となるのを一度ならず耳にした
ことと思います。わたしたち一人一人は，母親が家庭
にいることの大切さについての〔スペンサー･W･]
キンボール大管長の助言を聞きました。そして〔エズ

ラ・タフト・〕ベンソン大管長がそれを引用し，さら
に〔ゴードン･B･]ヒンクレー大管長がその両方を引
用しました。使徒パウロはこう書いています。「すべて

の事がらは，ふたりか三人の証人の証言によって確定
する｡｣(2コリント13:l)与えられた警告が主からの

ものかどうかを知る一つの方法は，証人，それも権威
ある証人の律法にかなっているかどうか考えることで
す。預言者の言葉が，あることを繰り返し述べている
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と思われるとき，その事実はわたしたちの心に深く刻

るか否かの選択を，良きアドバイスを受け入れて得を

まれるとともに，そのような祝福された時代に生を受

するか，それとも受け入れずに今の状態にとどまるか

けていることへの感謝の気持ちが胸に満ちるのです。

の選択と同列にとらえることです。しかし，預言者の
勧告を受け入れないという選択をすると，わたしたち

預言者に従うか，ほかからの影響を受けるか

が立つ土台が変わり，わたしたちは今までよりもっと

危険な状態にさらされます。預言者の勧告を受け入れ
信仰深い人々にとって，預言者の勧告の中に安全へ
なければ，後に与えられる霊感に満ちた勧告を受け入
の道を求めるのは当然のことです。預言者が語るとき，
れる力が弱まるのです。ノアが箱舟を造ろうとしてい
信仰の弱い人々は単に賢人が良いアドバイスを与えて
いると考えます。ですから，その勧告が
心地よく，理にかなっていて，自分の望
預言毒の勧告を受け入
みに合うようであれば受け入れます｡で
れをけれ感後に与え
もそうでない場合は，その勧告を誤りで

あると決めつけたり，自分の置かれた状

況はその勧告には当てはまらないと考え
たりするのです。また信仰のない人は預

られる霊感に満ちた

勧告を受け入れる力が
弱まるので戎

言者の言葉を，利己的な動機で人に影響

を与えようとしているとしか考えません。そしてコリ
ホルという名の人物がそうであったように，預言者を
あざけり，さげすむのです。モルモン書にはこう記さ
れています。

「このようにしてあなたがたは，先祖の愚かな言い
伝えによって，あなたがたの望むままにこの民を惑わ
している。そしてあなたがたは，この民の労苦で飽き
るほどに食べようと，まるで奴隷でもあるかのように
民を抑圧している。そのため，民はあえて勇気を奮っ
て頭を上げようとせず，またあえて自分たちの権利と
特権を享受しようともしない｡」（アルマ30：27）
コリホルの論拠は，世の初めから人が用いてきた偽
りの論理でした。神の僕の勧告を受け入れれば，神か
ら受けた自立の特権が奪われてしまうというのです。
しかし，この論理は偽りです。現実を誤って解釈して
いるからです。神から来る勧告を拒んだとしても，外
部からの影響力から解放されるわけではありません。
別の影響力の方を選んでいるのです。それどころか，
わたしたちに永遠の命を授け，御自身の持てるものを
すべて与え，主の愛の御手に導くことを目的としてお
られる，完全な愛と全知全能の天の御父とその愛する
御子の守りを拒むことになるのです。主の勧告を拒む
というのは，別の力から影響を受けるのを選ぶことで
す。それは，わたしたちを悲惨な状態にすることを目
的とする，憎しみの力です。わたしたちには神からの
賜物である選択の自由が与えられています。しかしこ
の選択の自由は，すべての影響力から解放される権利
ではありません。いかなる力であれ，わたしたちが選
択したものに従う何ものにも侵されない権利なのです。
もう一つの誤った考えは，預言者の勧告を受け入れ
しもく

み て

たまもの

た
。

自分の人生を振り返ってみると，霊感を受けた勧告
になかなか従わなかったり，自分の場合は例外だと決
めつけてしまったりしたときはいつも，自分を危険に
さらしていたことが分かります。逆に，預言者の勧告

に耳を傾け，祈りを通してそれを確認し，その教えに
従ったときには，自分が安全な方向に向かっているこ
とが分かりました。そして，その道が自分のために前
もって備えられていて，大変だと思われるような場所
でも難なく通過できることを発見してきました。神は
わたしたちのために愛をもって道を備えてくださり，
わたしたちを安全な方向へ導いてくださいました。時
にはその道は，かなり前から用意されていたのです。
かぎ

神権の鍵を持つ人々か安全へと導く
モルモン書の最初の記述は，神の預言者リーハイに
ついてのものです。彼も家族を導く人でした。彼は神
から，愛する人々を安全な所に移すように譽告されま
した。このリーハイの経験は，神が僕を通して民に勧
告をお与えになる典型的なものです。リーハイの家族
の中で迫り来る危険とそれを乗り越える安全への道の
しもく

両方を見ることができたのは，信仰を持ち，自分で確
認の啓示を受けた人たちだけでした。信仰のない人々
にとって，荒れ野への旅は愚かのみならず危険なもの
でもあったのです。リーハイはほかのすべての預言者
と同じように，安全な生活がどこで手に入れられるか
を，死ぬまで家族に伝えようと試みました。

リーハイは,神権の蕊を託した者に対して救い主が
責任を負ってくださることを知っていました。この神
権の鍵によって預言者たちは勧告をする力を得，わた
永遠の結婚生徒用手引き
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したちに安全に至る道を示すことができるのです。こ

ほかの人〃の安全のために勧告に従う

の鍵を授けられた人々は，たとえ自分たちの勧告に耳
を傾ける人がいなくても，絶えず警告の声を上げる義

神がわたしたちに勧告を与えてくださるのは，わた

務があります。その鍵は神権の系統を通して，預言者

したちの安全のためだけではありません。愛するほか

から次第に小さな教会員のグループを管理する人々へ

の子供たちのためでもあるのです。そして，ほかの

と受け継がれ，やがて家族や個人へと至るのです。こ

人々を安全な場所へと導くうえで自分が神の御手の器

み て

れは，主がステークを安全な場所となさる一つの方法
です。例えば，わたしと妻は監督が招集した親のため

の集会に集いました。監督はわたしたちの近所に住ん
でいる人ですが，子供たちが直面している霊的な危険

性について警告をしたいと思ったのです。その集会で
わたしが聞いたのは，賢い友人としての声以上のもの
しもべ
でした。鍵を持ったイエス・キリストの僕が警告を与
え，行動する責任をわたしたち親に託すことにより自
らに授けられた責任を果たそうとする声だったのです。
この神権の系統に属する鍵を，それを授けられている
人の声に耳を傾け，その指示に従うことにより尊重す
あらし
れば，わたしたちはどのような嵐に遭っても流される

ことのない命綱を得たことになります。

天の御父はわたしたちを愛しておられます。御父は
独り子を救い主として遣わしてくださいました。御父
はわたしたちがこの世で重大な危機に直面することを
御存じでした。その最たるものは，狡滑な悪魔からの
こうかつ

誘惑です。救い主がわたしたちに神権の鍵を授けてく
ださったのはそのためです◎聞く耳を持つ者，従う信
仰を持つ者が安全な場所に行けるようにしてくださっ
たのです。
けんそん

謙遜になって勧告を受け入れる
けんそん

聞く耳を持つには謙遜さが必要です。トーマス･B･
マーシユヘの主の警告を覚えているでしょうか。彼は

当時十二使徒定員会の会長でした。主はマーシュ会長
を含む十二使徒の兄弟たちが試されることを御存じで
した，そこで，勧告を受け入れることについて勧告を
お与えになりました。主はこう述べておられます。「あ
なたは謙遜でありなさい。そうすれば，主なるあなた
の神は手を引いてあなたを導き，あなたの祈りに答え
を与えるであろう｡」（教義と聖約112:10)
さらに主は，預言者に従おうとするすべての人に当
てはまる警告を与えられました。「自分を高くしてはな
らない。わたしの僕ジョセフに背いてはならない。ま
ことに，わたしはあなたがたに言う。わたしは彼とと
もにおり，わたしの手は彼のうえにある。そして，わ
しもく

たしが彼に授け，またあなたがたにも授けた蕊は，わ
たしが来るまで彼から取り去られることはない｡」（教
義と聖約112:15)
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となったことが分かったときの慰めほど麗しいものは

ないでしょう。この祝福にあずかるには普通，困難な
状況にあっても勧告に従う信仰を要求されるからです。
教会歴史につづられた一つの例は，レデイック・ニュ
ートン・オールレッドの物語です。彼はウイリーとマ

ーテインの手車隊の救出のためにブリガム・ヤングか

ら派遣された中の一人でした。救援隊は猛烈な吹雪に
遭いました。救援隊のグラント隊長はスイートウオー
ほろ

ター川のほとりに幌馬車を幾つか残して前進すること

を決めました。吹雪がさらにひどさを増し，天候が自
分たちの生命をも危険にさらすような状態になると，
スイートウォーター川のほとりに残った二人の兄弟が，
その場に残っているのは愚かなことだという結論に達
しました。彼らは，手車隊はどこかで越冬しているか
全滅したかどちらかだと考えたのです。そして，ソル
トレーク盆地に引き返すことに決め，ほかの人々をも
説得しました。

しかし，レディック・オールレッドはその提案を拒
否しました◎彼は，自分はブリガム・ヤングから派遣
され，自分の神権指導者からとどまるように言われて
いるのだから残るべきだと考えたのです。ほかの隊員
たちは幌馬車に必要な物資を積み，引き返し始めまし
た。さらに不幸なことに，ソルトレークから応援に駆
けつけたほかの幌馬車もすべて，戻る幌馬車と出会っ
た時点で引き返してしまったのです。戻った77の幌馬
車がリトルマウンテンに差しかかったころ，ブリガ
ム・ヤングはようやく事のいきさつを知り，戻って来
た隊に現地に引き返すように言いました。こうして，
ロッキーリッジを必死の思いで越えたウイリー隊が発
見されたとき，待っていたのはレデイック・オールレ
ッドと彼の幌馬車隊だけでした。（レベッカ・バーソロ
ミュー，レオナルド･J・アーリントン,Rescueofthe

1856HandcrafICbmpanies[1992年],29,33‑34参照）

皆さんはこの大会で，霊感に満ちた勧告を聞くでし
ょう。その一つには，新会員に手を差し伸べるように
という勧告があります。レデイック・ニュートン・オ
ールレッドのような信仰を持つ人々は，新会員と親し
くなるように努めることでしょう。たとえそれが必要
でないと思えたり，効果がないと思えたりするような
ときでもです。彼らは，決してあきらめません。新会
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にしてください。もしだれか信頼する人から，どう見

貝が霊的に疲れてきたときには，優しい言葉をかけ，
手を差し伸べます。そうすれば，オールレッド兄弟が

ても砂にしか見えないものを渡されて，金が入ってい

苦難に遭っている手車隊を発見したときに感じたと同

るよと言われたら，賢明な皆さんでしたらそれをしば

じ，主からの承認を感じることができるでしょう。自

らく手に持った後，そっとふるいにかけてみることで

分は困難なときにも勧告に従ったので，彼らに安全な
記録にこそ残されていないものの，わたしはオール
レッド兄弟は待っている間に祈りをささげたと信じて

しょう。わたしは預言者からの勧告を聞く度にこれを
実践してきました。そしてしばらくすると，金のかけ
らが見え始めるのです。そのことに感謝しています。
かぎ
わたしたちは恵まれて，神権の鍵が地上に存在する

います。そして，彼のその祈りは聞き届けられました。

ときに生を受けています。また恵まれて，わたしたち

そのとき彼は，信仰を堅固に保つという勧告が神から
のものであったことを知ったのです。わたしたちも，
そのことを知るために祈らなければなりません。その
ような信仰の祈りは必ず聞き届けられることを，わた

を安全な場所に集めるとの主の約束を成就する声を，
どこで見つけ，どこで聞けばよいか知っています。わ
たしも皆さんもへりくだった心をもって耳を傾け，祈

場所を提供できるという確信です。

しは約束します。

勧告が自分に当てはまらをいと感じるときに忍耐
する

時折わたしたちは，十分に祈って考えた後でさえ，
受けた勧告が理解できなかったり，自分には当てはま
らないと感じたりすることがあります。そのようなと
きでも，その勧告を無視せずに，心に留めておくよう

り，忠実であれば必ず訪れる主の救いを待つことがで
きるようにと祈っています。わたしは天の御父が生き
ておられ，わたしたちを愛してくださっていることを
あかし
証します。この教会はイエス・キリストの教会です。
主はわたしたちの教会の頭であり，わたしたちの救い

主です。また，ゴードン．B･ヒンクレー大管長が神の
神権のすべての鍵を保有していることを証します。イ
みな

エス・キリストの御名により，アーメン。
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利己心

位のために結婚する人は，必ず失望を味わいます。虚
栄心や自尊心を満足させるために結婚する人，あるい
はほかの人を困らせたり，傷つけたりするために結婚
する人は自分自身をだましているにすぎません。しか

し，幸福を受けるとともに与えるために，奉仕される
とともに奉仕するために結婚する人，二人の，そして

後の家族のために利益を求める人は，幸せな結婚とい

う良い機会に恵まれるでしょう。」("Marriageand
精選された教え

Divorce,"148‑149)

デビッド．O・マッケイ大管長｜ゴードン･B・ヒンクレー大管長

「わたしの知るかぎり，家庭や近隣や組織に一致を；「利己心は金銭問題の原因になることが多く，ひい
もたらし，わたしたちの国や世界に平和をもたらす最 ては家庭生活の安定に悪影響を及ぼすきわめて重大か
も良い方法は，すべての男女がまず心の中から，一致iつ現実的な要素となります。自分勝手な欲望を満たそ
ど ん よ く か ん い ん
や平和の敵である憎しみ，利己心，負欲，悪意，ねたうとして神聖な聖約を破る姦淫は，利己心に端を発す
みを消し去ることです｡」(Gospel"eals,292)るものです。利己心は愛の反対語です。それは負欲の
どんよく

；破壊的な表れであり，自制心を失わせ，誠実さをなく

スペンサー.W･キンボール大管長

し，神聖な聖約を汚し，男女を問わず苦しみをもたら

「すべては一つの言葉に帰結します。それは『利己します｡」（｢神が合わせられたもの」『聖徒の道」1991
心」です｡」(TeachingsofSpencerWBKImba",313)'年7月号,74)
「すべての離婚は，夫婦の一方または，‐−

双方が結婚の聖約に対して利己的になるすべての離婚は，夫婦ニール･A･マックスウェル長老
「わたしたちの失敗には通常，「はるか
ことに起因しています。中には自分本位の一方亥たは双方力辮

の慰めや都合，自由，ぜいたく，安楽に婚の聖釣に対して利己かなたの橋』のために人を出し抜くとい

ついて考える人がい,誠｡不満を抱いた にまることに起因し｜う，姿を変えた利己心があります｡財政

不機嫌でわがままな伴侶の絶え間のないや文明の崩壊であれ，不貞や離婚であれ，
ています。
意地悪が，ついには由々しい暴力へと発〔
展することもあります。非常に悪いことす。結婚の聖約から自らを解放するため
をしていても，それが正当化されるという誤った気持｜に，不信感をわざとあおってきた人々には，聡明な謙
ちに陥る人もいます。もちろん，正当化できる罪など虚さが欠けています。彼らが不平の種をアルマの説い
ありません。……，た信仰の種に代えていたら，とうの昔に証という大木
利己心に基づいた結婚はほとんど間違いなく失敗し；を育て上げていたことでしょう。」(MeekandLowﾉy，

帽…"高…厄…"ゞ
そうめい

あかし

ます。富のために結婚する人，または名声や社会的地 6−7）
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結婚は一つの契約であり約束です。それは全能者の計

雫勺一 ふ ゞ 心 必 ﹄ ゞ か 函 両 Ｈ 息 長

削口口口口口剛乍︽︽い斗一口■ＩＪＩ丑Ｊ一一一ＪＩ口毒認

三一︾三

離婚

画の下に，男と女が一つになることです。結婚は壊れ
やすい場合もあります。したがって常に努力して夫婦
愛を保つ必要があります。わたしは，夫たちの中に汚
い言葉でののしる人，思いやりがなく自分勝手な人，
また中には邪悪な行いに走る人がいることを聞いて非
常に悲しく思います。彼らはポルノグラフィーにうつ
つを抜かし，自分自身，家族，さらには最も神聖な関
係をも台なしにしてしまう状況を引き起こしています。
わたしは，かつては主の宮で美しい若い女性の目を

見詰め，祭壇を挟んで向かい合い，その手を取って神
聖かつ永遠の約束を交わしたものの，自制心に欠け，
自分を磨くことを怠ったために，不道徳と邪悪の中に
堕落し主から頂いた夫婦のきずなを壊してしまう男性
を哀れに思います｡」（｢主の光の中を歩む」『リアホナ』

精選された教え
関連聖句

1999年1月号,110)

創世2：24

一体となるのである｡」

「わたしは教会の家族の生活について心配していま
す。わたしたちはすばらしい民を擁していますが，家
族がばらばらになっている人があまりに多くいます。

マタイ19：4−6

それはきわめて憂慮すべき事柄です。わたしにとって

「それで人はその父と母を離れて，妻と結び合い，

「あなたがたはまだ読んだことがないのか。「創造者

最も由々しい憂慮すべき問題であると思います｡」

は初めから人を男と女とに造られ，

("Pres.HinckleyNotesHis85thBirthday,Reminisces

そして言われた，それゆえに，人は父母を離れ，そ
の妻と結ばれ，ふたりの者は一体となるべきである｡』
彼らはもはや，ふたりではなく一体である。だから，

aboutLife,"CllurchNews,1995年6月24日付,6)
みこころ

離婚の急激な増加は神の御心にかなうものではない

神が合わせられたものを，人は離してはならない｡」
ゴードン。B･ヒンクレー大管長
教義と聖約42：22，75

「あなたは心を尽くして妻を愛し，妻と結び合わな
ければならない。その他のものと結び合ってはならな
い。…･･･
かんいん

はんりょ

しかし，姦淫のために自分の伴侶を見捨てた者がい
て，罪を犯したのが本人で，その伴侶がまだ生きてい
ることをあなたがたが知ったならば，その者をあなた
がたの中から追い出さなければならない｡」

家族の生活に関する憂慮すべき事柄
ゴードン．B･ヒンクレー大管長

「結婚生活を実り豊かなものとし，愛を深めてくだ
さい。それを大切に守り，堅固で美しい関係を保つよ
うに努力してください。離婚が非常に多くなり流行と
さえ言える中，様々な調査によると数年のうちに現在
結婚している人々の半数が離婚するだろうと言われて
います。残念なことですが，主の宮で結び固められた
人々の間でもそのような事態が起こりつつあります。

「結婚する人たちの中には，いつでも万事好都合で
なければならず，人生は楽しいことの連続で，その善
悪にかかわらず欲望は何であれ満足させるべきだと，
甘やかされて思い込んでしまっている人が大勢います。
その分別を欠いた空虚な考えは，いかに悲惨な結果を
招くことでしょうか。……

時には，正当な理由があって離婚することもあるで
しょう。離婚が絶対に悪いとは申しません。しかし，
各地でなお増えつつあるこの災いは，神から来るもの
ではなく，義と平和と真理の敵である者の働きによる
ものであると，はっきり申し上げます｡」（｢神が合わせ
られたもの」「聖徒の道』1991年7月号,74‑75)
ジェームズ．E･ファウスト副管長

「では一体，結婚の聖約を破らねばならない『正当
な理由』とは何でしょうか。わたしはこれまでの人生
で人が抱える多くの問題に携わりながら，聖約を破る
のに「正当な理由』になり得るものは何かと考えてき
ましたが，わたしにはその答えを出す知恵も権利もな
永遠の結婚生徒用手引き
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いことを伝えておきます。それは当事者である夫婦だ

いる人々がたくさんいます。彼らは，神の子らに対す

けが決められることなのです。彼らは，聖約を遵守し

る永遠の計画を知らないのです。わたしたちは聖文か

なかった場合の必然的結果として生じる責任を負わね

ら，結婚が永遠の結びつきであり，永遠に続く家族の

ばなりません。わたしの考えでは，人間としての品位

きずなとともに存在するという神の御心を学んで知っ

が損なわれるような関係が続き，明らかに引き返せな

ています。

みこころ

い状態にある場合を除いて，「正当な理由」はあり得な
いと思います。

聖文には，地が創造された後，神は御自身にかたど

って人を造られ，人に地を治めさせられたとあります。

それと同時に強く感じていることは，神聖な結婚の

男アダムの傍らに女エバが立ち，ほかのすべての被造

聖約を破る『正当でない理由』について強く感じてい

物の統治者として神から付与された誉れと威厳を分か

ることがあります。『精神的苦痛』『性格の不一致』『心

ち合ったのです。神は言われました。「人がひとりでい

が離れていった』「愛が冷めた』などということは，明

るのは良くない。彼のために，ふさわしい助け手を造
ろう｡」（創世2:18)

らかに正当な理由ではありません。子供がいればなお

さらのことです｡」（｢父親よ，家庭に戻りなさい」『聖
徒の道」1993年7月号,40)

「神のかたちに創造し，男と女とに創造された。」
(創世1：27）

主はさらにこう教えられました。「それで人はその父

結婚と離婚

と母を離れて，妻と結び合い，一体となるのである。」
(創世2：24）これによって合法的な結婚による男女の
十二使徒定員会会員

結びつきが認められました。これが天上で立てられた，

デビット．．B･ヘイト

肉体の創造に関する計画です。

『聖徒の道」1984年7月号
20−23

家族のための主のフ・ログラム

アダムとエバに与えられた戒めの中で，記録に登場
する最初のものは，「生めよ，ふえよ，地に満ちよ」
(創世l:28)でした。
たまもの

きよみたま

聖き御霊の導きがあって，わたしの話す事柄が真理
と調和するよう，また同じ天からの力によって皆さん
に受け入れられ，理解されるようにと祈っています。

伝統的を家族への攻撃
四半世紀以上もの間，わたしたちは伝統的な家族と
いうものに，絶えることなく攻撃が加えられるのをこ
の目で見てきました。人間の美徳や礼儀にかなった振
る舞い，永遠の父なる神への愛と畏敬といった神聖な
価値基準が挑戦を受けてきたのです。
いけい

自己中心的な新しい世代は，家庭を絶えず冷やかし
の対象にしてきました。結婚は軽んじられ，避けられ，
親になることは退けられ，拒まれています。これらが
ほかの不穏な影響力と一緒になって，いわゆるつかの

間の満足を求める多くの悪い誘惑を生み、結婚や，妻
あるいは母としての神聖な役割にかかわる品位の低下
を招いたのです。

結婚に対する神の目的

不幸にして，世の中には善良な人物でありながら，
神の永遠の計画から懸け離れた生き方をしようとして
永遠の結婚生徒用手引き

わたしたちは子供を神から授かった賜物と考え，わ
たしたちの保護の下に愛し，育て、注意の行き届いた
訓練を与えるのです。

主はこのようにも言われました。「また，彼らはその
子供たちに祈ることと，主の前をまつすぐに歩むこと
も教えなければならない｡」（教義と聖約68：28）
子供たちを不当に扱ったり，虐待したりしてはなり
ません。彼らはその両親とともに永遠の関係を築く可
能性を持った家族の一員だからですo
スペンサー･W･キンボール大管長は，次のように
説明しています。

「主は初めに，すべての計画を立てられたとき，子
をもうけ，養い，愛し，指示を与える者として父親を，
そして，子を宿し，産み，育て，食物を与え，訓育す

る者として母親を定められました。主は別の方法をお
採りになることもできました。しかし，主は，子供た
せつきたくま
ちが互いに切蹉琢磨し，互いを愛し，敬い，認めるよ

うになる単位を設けられました。それには責任が伴う
と同時に目的を持った交わりがあります。家族とは，
天の御父が考え，組織された偉大な生命の計画です｡」
(EnsIgr],1973年7月号,15)

結婚は，本来夫と妻の間の，愛と調和のある強い結
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びつきを持った関係として定められたものであり，まiす。
たそうなり得るものです。

；成功のために備える

離贈は常に悲惨で痛ましい

；結婚の重要性を考えるとき，わたしたちが幸福な結

「見よ，人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと，；婚生活を送るための備えを十分にしていないというの
はむしる驚くべきことです。若い二人は

これがわたしの業であり，わたしの栄光
である｡」（モーセ1：39）主がモーセに

灘婚の裏に秘められた

宣言されたこの言葉を深く考えるとき，

大きを原因は，結婚や
家族か神がお定めに
をったるのであり，

離婚によって引き裂かれた家庭や家族の
深刻な現状を悲しい思いで見詰めざるを
得ません。

離婚の裏に秘められた大きな原因は，

結婚や家族は神がお定めになったもので
あり，神より与えられたものであるとい

神より与えられたもの
であるということへの
理解の欠如にある。

うことへの理解の欠如にあるようです。
この意味を十分に理解していたなら，離婚と，それに
伴う不幸は少なくなるでしょう。そして夫婦は神の教
えに基づいた，幸福な結婚関係を計画することでしょ

う。もし二人がお互いに愛を抱き始めたときから，結
婚関係とは，永遠にわたる約束と条件の下で祝福を受
け得るものであると理解していれば，問題が生じても，
その解決の手段として離婚を考えることはないでしょ

う。結婚がうまくいかなければ離婚すればいいという
現代の考え方は，結婚を初めから妨害しているのです。
離婚件数が倍加の一途をたどっている事実は，不幸
な結婚や期待外れの結婚の解決策として離婚が広く取
り入れられてきているよい証拠です。

しかし，たとえ離婚がどんなに容認され，容易にで
きるようになっても，離婚の悲惨さや痛ましさはその

直後だけではなく，その後何年にもわたって続きます。
離婚によってほんとうの終止符を打つことは決して
できません。父親や母親が自分の血肉を分けた子供か
ら，そしてまさに自分の一部となった，ともに過ごし
た日々の思い出から，どうして離れられるでしょう。

離婚が成立するとほとんど必ずと言ってよいほど心
理的，社会的，経済的に大きな動揺がもたらされます。
しかしながら，ほとんどの人が離婚した夫婦の間ある
いはその子供たち，友人，親戚の間に起こる疎外感，
苦痛，分裂，挫折感を軽く考えています。離婚によっ
て生じた心の痛手からまったく立ち直れない人もいる
しんせき

ざせつ

のです。

あらゆることの中で最も悲惨なことは，離婚の60パ
ーセント以上が,18歳以下の子供を巻き添えにしてい
ることでしょう。離婚した夫婦の子供は非行に走りや

すく，自信に欠け，成り行き任せのところがあり，彼
ら自身の結婚もまた不幸なものになることが多いので

たいてい数か月，あるいは1,2年デート
をしながらロマンスを楽しみ，互いをよ

く知り，結婚します。そして結婚してす
いんせき
く、に二人は，ロマンスに信仰や姻戚関係，
やり繰り，それに社会道徳や子供，家庭
管理についての真剣な話し合いといった
ものを加えていかなければならないこと
を悟るのです。

この気高い責任に対して粗末な備えし
かしていない人があまりにも多すぎます｡

「仕事は結婚ほど重要でも報いを約束するものでも
ないが，．．…．それでも……人は仕事の備えをするため
に何年も大学に行く。」（ローウェル･S・ベニオン，
"ConferenceonUtahFamilies,"SaltLakeTri伽､e，

1980年4月6日付,F‑9参照）
よい助言を求める

時折監督室で重大な過ちや傷ついた人生が打ち明け

られますが，どの告白からも明らかなのは，夫婦関係
が今よりはるかに深い関心，祈りを伴った関心を受け
るに値するものであるということです。もし夫婦が誠
意ある監督のもとを訪れ，監督から問題を乗り切る方
法を学び，自己修養や自制を上手に使って利己的でな
い愛をはく、くむよう励ましを受けることができれば，
暗礁に乗り上げる結婚の数は減り，幸福な夫婦がさら
に増えることでしょう。

数年前のことですが，ハロルド．B・リー大管長は
結婚しているある婦人から次のような手紙をもらいま
した。「もう終わりだ，離婚以外に方法はないと二人で
考えたとき，監督に相談しなさいと言われていたので
そうしようと思いましたが，監督はまだ若いため初め
は気が進みませんでした◎でもとにかく監督ですから，
二人で彼のところへ行きました。そして一部始終，心
の中を若い監督に打ち明けました。彼はじっと座って
黙って聞いていましたが，わたしたちの話の途切れた
ときにただ，『そうですか。わたしたち夫婦にも問題が
起きたことがあります。そして，どうしたら解決でき
るか，そのとき分かりました』と，たったそれだけお
っしゃったのです。若い監督のその言葉が心に残って，
わたしたちは部屋を出てから，『彼らに解決できたので
永遠の結婚生徒用手引き
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あれば，わたしたちにできないというのはどういうこ

でも，情欲をいだいて女を見る者は，心の中ですでに

となんだろうか』と話し合いました｡」(Ensign,1974

姦淫をしたのである｡」（マタイ5：28）

年1月号,100)

理想的な結婚には互いに対する誠実さがあります。
はんりょ

相手を伴侶として選んだときから誠実でなければなり

緒婚を守り，はく翻くむ

ません。筬言にはこう記されています。「あなたの泉に

ある著名なプロデューサーが最近こう言いました。

「映画やテレビでは．．…･喜劇や昼のメロドラマは別
として……結婚を採り上げることをあまり好みません。
どちらかと言うと子供のおとぎ話にあるような，一生

幸せに暮らしました，といった内容はもちろんのこと，
性的な事柄を強調したがります。……」（カール･E･
マイヤー,TheWIfbofYburYOuth)

祝福を受けさせ，あなたの若い時の妻を楽しめ｡」（筬
言5:18)いつも彼女の愛をもって満足し，彼女への愛
をもって常に喜ぶのです（筬言5:19参照)。
若いときの妻とともに暮らし，しわや白髪を気にせ
ずに深い愛と一致，それに今も永遠にわたっても分か

ち合える知恵を得て黄金の晩年をともに送ることは，
特権以外の何ものでもありません。

わたしたちの心配は，単にプロデューサーや劇作家
が幸せな実りある結婚生活を描いていないことではな
く，多くの夫婦が結婚を真剣に受け止めていないとこ

結婚は，それが神によって定められたことに対する

信仰と知識によって支えられ，愛の力によって日々維
持されています。ある学者はこう説明しています。「相
手の満足や身の安全が，自分の満足であり身の安全で

ろにあります。結婚生活のために努力し，これを守り，
きょう
養い育て，昨日よりも今日，今日よりも明日と，より
幸せな結婚を目指し，さらにそれを永遠にまで至らせ
ようという真剣な姿勢が見られないのです。
中年層の離婚は特に悲惨です。これは社会を支える
成熟した人たちが，自分たちの結婚を守るべく十分な
努力を払っていないことを表しています。45歳過ぎの
離婚が目立って増えてきました。中高年の人々，中に
はすでに子育ての終わっている人，あるいは孫までい
る人もいるかもしれませんが，そのような人々が離婚
を考え，別々の道を歩もうと決意するときに悟らなけ
ればならないことは，離婚はどれを取っても夫婦どち
らか，あるいは双方の自分本位な考え方の結果である

女はないし，女なしには男はない」(1コリントll:11)

ということです。

からです。

マラキ書にはこう記されています。

「これは主があなたと，あなたの若い時の妻との間
の，契約の証人だったからである｡彼女は，あなたの
連れ合い，契約によるあなたの妻であるのに，あなた
は彼女を裏切った。……

あなたがたはみずから慎んで，その若い時の妻を裏
切ってはならない｡」（マラキ2:14‑15)
理想的を緒婚

CbnceptsofModernPsychiatry,第2版〔ニユーヨー
ク:W.W.NortonandCo.,1961年],42)

神に助けを求める

結婚関係には永遠にわたる貴いものが存在するとい

う強い確信を二人が抱くときに，悪に対抗できる信仰
が築かれていきます。結婚は美しく満足のいくもの，
わたしたちの最大の夢以上に喜びのあるものでなけれ
ばなりません。なぜなら「主にあっては，男なしには

末日聖徒は離婚するには及びません。結婚問題に対
する解決策があるからです。もし夫婦の間に何か重大
な誤解があるなら，あるいはまた，結婚生活で，二人
の間に何か重苦しいものや緊張を蓄積しているのを感
けんそん
じるときには，謙遜な気持ちで天の御父の前にともに
<らやみ
ひざまずき，二人を覆う暗闇を取り除いていただける
よう誠心誠意祈ることです。そうすれば必要な光が与
えられて，自分の欠点がよく見え，悪い点を悔い改め
て互いに赦し合い，結婚したころの初心を取り戻すこ
とができるでしょう。神が生きておられ，皆さんの謙
遜な祈りにこたえてくださると心からへりくだり申し
上げます。主は「何であろうと自分の望むことをイエ
スの名によって求めると，それは行われる」（教義と聖
約50：29）と言っておられるのです。イエス・キリス
ゆる

結婚は聖約です。十戒のうちの二つは，結婚の神聖
さの維持に直接かかわるものです。「あなたは姦淫して
かんいん

はならない。あなたは……隣人の妻……をむさぼって
はならない｡」（出エジプト20:14,17)

イエスは貞操の律法の深い意味を説明してこう言わ
れました。「しかし，わたしはあなたがたに言う。だれ

永遠の結婚生徒用手引き

あると感じられるようになったとき，そこに初めて，
愛が存在する。」（ハリー・スタック・サリバン，

みな

トの御名により，アーメン。
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）

スペンサー･W･キンボール大管長は，次のような
考えを述べました。

霊的な知識が明らかにされたならﾉ燕?わ
，､4．

.，

‐ゞ雪､:，.…；､員一i・

ゞ 迄1",

，，

たしたちはそれを理解し,'大切にし鳥従
。 ‐ , ‐ 胃 ： . ‐

ぃｩ,記憶底広げなければ参りません6、

「霊的な学習が優先されるべきです。霊的な知識と

いう基礎を欠くこの世的な知識は．…..ミルクの泡，う
つるいやすい影のようなものです。 ･…どちらかを選
ぶ必要はありません。.．…．求めれば両方同時に得られ
るからです｡」(TheTeaChmgsofSpencerWXKimball

一三一§リチャー"ド･§≦G9スコット長老

390)

霊的を知識を得る方法
霊的な知識を求めるには，原則を探求することです。

霊的な知識を得る

原則と，その説明のために用いられている枝葉的な事
＝

蕊 識薑
＝里,,,琴ヨ

̲‑凸弓子＝

︐転昏﹁二二亘春

曹懲

一ｂ汀

柄とを注意深く識別しましょう。原則は真理を凝縮し

リチャード･G･スコット

たものであり，異なった状況に広く適応できるもので
す。真の原則は，最も混乱した，またどうしようもな

『聖徒の道』1994年1月号，

い状況においても決定を明確なものにしてくれます。

97−99

集めた真理を組み立てて簡潔な原則を生み出そうと努

薯一宮毒垂卜

︑

十二使徒定員会会員

I

めるのは，有意義なことです。わたしはそのような努
力を，霊的な知識を得るうえで役立ててきました。そ
の結果をこれからご紹介します。皆さんの研究のきっ
すばらしい義に満ちた教会員の皆さんから，わたし
は絶えず鼓舞され，動機づけられています。皆さんの，
人生への熱意と自らの持てるものを惜しみなくささげ
る献身的な態度，ふさわしく生きようとの決意に感謝

かけとなればと願っています。

霊的な知識を得，それに知恵をもって従うには，わ
たしたちは次のことを行わなければなりません。
けんそん

・謙遜に天からの光を求める。

いたします。またこの大会に参加してくださっている

・イエス・キリストへの信仰を実践する。

友人の方々に感謝しています。ここで述べられるメッ

・主の勧告に従う。

セージが，皆さんの人生に祝福をもたらすように願っ

・主の戒めを守る。

ています。

霊的な知識が明らかにされたならば，わたしたちは

それを理解し，大切にし，従い，記憶し，広げなけれ
霊的を知識の重要催

最近南アメリカで，ある若人からこう尋ねられまし
た。「救い主への理解を深め，その模範に常に従うには，
何をしたらよいか教えてください｡」わたしの「霊的な
知識を得る」と題したメッセージは，この意義深い質

ばなりません。

ではそのことを，聖文や預言者の言葉，困難が伴う
ものの貴い個人の経験を例に取って説明しましよう。
わたしの提案が皆さんの人生の中での霊的な真理の探
求にお役に立てば幸いです。そしていつの日か皆さん
が，ジョセフ･F･スミス大管長の挙げた次の目的を達

問およびそれに類する質問を土台にしたものです。
エズラ・タフト・ベンソン大管長もこの霊的な知識 I成することができるよう願っています。

；「人がこの世で達成し得る最大の事柄は，神の真理
によく通じて，この世のいかなる人の模範や行為を見
「一生涯，日々の聖文の勉強を続けるようにしなけ
ても，自分の得た知識から決して目をそらすことがな
ればなりません。

の大切さを強調して次のように語っています。

…・『皆さんにできる最も大切な事柄は，聖文を熱
心に読むことです。一生懸命に研究し，……教義を学
び，.．…･原則を自分のものにしてください。……
聖文を……研究することは，主から課せられた重荷
ではなく，すばらしい祝福の機会であることを… ･理
解する』必要があります｡」（｢聖徒の道」1987年1月号，

：いようにすることです。

･…

！わたしは少年のころから，だれが真理から脱落しよ

；うと …･自分の学んだ真理の中に揺るぎない基礎を築
；けるように福音の原則を学びたいと望んできました｡」
;(GospeノDoctrme[ソルトレーク・シティー:Deseret
;BookCo"1939年],3‑4)
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スミス大管長が述べているように，義を中心とした

人生を送り，この世の荒波にさらわれないようにする
いかり
ために，わたしたちにはしっかりとした錨が必要です。
けんそん

天からの光を謙遜に求める
次の聖句はなぜ天からの光が必要かを教えてくれま

よって判断されるべきであるから，彼はそれを理解す
ることができない｡｣(1コリント2:11,14)

価値ある知識を得，それを生かしていくには個人的
に多大な努力が必要となりますから，人生の魅惑に満
ちた様々な事柄を全部試してみることはできません。
したがって，全力を傾けられる重要な事柄のみを注意

す
。

深く選んで，そこから大切な真理を学び，実践してい

「あなたのみ言葉はわが足のともしび，わが道の光
です｡」（詩篇119:105,強調付加）
「主……であるわたしが，……わたしの言葉を聞く
彼らにとって，……とこしえに……光となるからであ
る｡｣(2ニーフアイ10:14,強調付加）
「今語っているのはわたしである。･･･…わたしは
くらやみ
暗闇の中に輝いている光であり，わたしの力によって

かなければなりません。大いに価値のある知識を身に
付けるには，計り知れない努力が必要です。霊的な知
識を得ようとするときは，特にそうです◎キンボール

これらの言葉をあなたに与える。

．．…･善を行うように導く，すなわち，公正に行動し，
へりくだって歩み，義にかなって裁くように導く御霊
みたま

を信頼しなさい。これはわたしの御霊である。
みたま

……わたしはあなたにわたしの御霊を授けよう。わ

たしの御霊はあなたの思いを照らし，あなたの霊に喜
びを満たすであろう。

大管長はこう語っています。

「物質的，霊的知識という宝はともに隠されていま
す。正しい探究方法でそれを見いだそうと努力しない

人の目には隠されているのです。……単に求めるだけ
の人に霊的な知識は与えられません。祈りだけでも十
分ではありません。生涯を通じた忍耐と献身が必要な
のです。……この知識の宝の中で最も大切なのは，神

にかかわる知識です｡｣(TheTeacl,ingsofSpenCerW:
KImball389‑390)

ブリガム・ヤングは，ジョセフ・スミスの話に注意
みたま
深く耳を傾け，言葉と模範と御霊によって教えられた

……これによってあなたは，わたしから与えられる

すべてを理解することによって，真理を学んでいきま

と信じながら信仰をもってわたしに願うことで，義に
かかわることは何であろうとすべて知るであろう。」
(教義と聖約11:11‑14,強調付加）
電気の光について考えてみると，霊的な光の力が理
解できます。暗い部屋で電気をつけると部屋は明るく
なります。しかし，黒いインクの入ったバケツに電球
を入れたときのように，闇が濃すぎると光は消されま
す。同様に，霊的な光は無知や不信仰の暗闇を明るく
します。また罪が人生をひどく曇らせても，悔い改め
という霊的な真理の光が当てられれば，レーザー光線
が黒いインクを通過するように，闇は切り開かれます。
霊的な知識を得るにはへりくだることが不可欠です。
へりくだるとは素直になることです。へりくだれば
御霊に訓練され，聖文など主からの霊感によるものか
ら教えを受けることができます。個人の成長と理解の
種は，謙遜という肥沃な士で芽を出し，花開くのです。

した。その結果，幾世代にもわたる人々が祝福を受け
ました。ブリガム・ヤングはさらに真理を学び，ジョ
セフから個人的に教わったことよりはるかに多くのこ
とを人々と分かち合いました。彼の模範に従おうでは

やみ

みたま

けんそん

ひよく

そしてその実こそが，この世から永遠にわたってわた
したちを導く霊的な知識なのです。

高慢な人には霊的なことが分からないものです。こ
の真理についてパウロはこう教えています。
「･･･…神の思いも，神の御霊以外には，知るものは
みたま

ない。
みたまたまもの

生れながらの人は，神の御霊の賜物を受けいれない。
それは彼には愚かなものだからである。また，御霊に
永遠の結婚生徒用手引き

ありませんか。

信仰を行使し，イエスの勧告に聞き従う
イエス・キリストへの信仰を実践することは絶対に
必要なことです。それは救いの計画の基となっていま

す。主の勧告に進んで耳を傾けるという誠実な努力に
信仰の実践が加わると，人は大きく成長し，祝福を受
けるのです。救い主は言われました。

「わたしは，今あなたがたに一つの戒めを与える。
．．…･永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさ
い。

あなたがたは，神の口から出る一つ一つの言葉に従
って生きなければならないからである。

主の言葉は真理であり，また真理であるものはすく
みたま
て光であり，光であるものはすべて御霊，すなわちイ
エス・キリストの御霊だからである。
みたま

御霊は世に来るすべての人に光を与え，また御霊は
その声を聰く全世界のすべての人を照らす。
みたま
そして，御霊の声を聴くすべての人は，…･･･父のも
とに来る｡」（教義と聖約84：43−47，強調付加）
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霊的を畑識を応用する

戒めに従う

ひとたび

次のジョセフ・フイールデイング・スミス大管長の

一度知識が与えられたならば，わたしたちはそれを

話にあるように，霊的な知識を得るうえで従順は欠か

理解し，大切にし，従い，記憶し，広げなければなり

せません。

ません。一つ一つについて説明しましょう。
たまもの

「主はわたしたちに賜物を与えられます。理解を速
めてくださいます。そして．…･･知識を下さいますが，

●理解する。真理の一つ一つの要素が示される度に，
今までに受けた知識に注意深く照らしてそれがどこ

それはあまりに深く心に根を張ったものですから，

に当てはまるかを検討します。熟考し，徹底的に吟

……抜くことはできません◎光を求めさえすれば，……

味してください。あらゆる視点から研究し，隠れた
意味を見いだすのです。誤った結論には至らないと

約束された理解が与えられます。それは，イエス・キ

リストの福音にかかわるすべての聖約と義務に誠実か
つ忠実に従うだけで得られるのです｡｣(Conference

Report,1958年10月,22)
戒めを守るには戒めを知らなければなりません。そ
れを学ぶ最良の手段は聖文です。ジョセフ・フィール
デイング・スミス大管長はこう勧告しました。
あかし

「今日わたしたちは，……教会員の証を滅ぼそうと
する悪意に満ちた人々から悩まされています。そして
みたま

多くの人々は．．…･理解がなく御霊の導きを得ようとし
ないため，危険な状態にあります。福音の基本的な真
理を……熱心に．．…｡学ぶことは，主が教会員に課せら
れた戒めです。．…･･バプテスマを受けたすべての教会
員には証がありますが，･･･…真理を研究し，それに従
い，また真理を知り理解しようと努力しなければ，
…･･･その証はしぼみ，やがて消えてしまうでしょう。」

(ConferenceReport,1963年10月,22)
豊かで霊的な真理は，人の心から心へと簡単に移せ
るものではありません。信仰と熱心な努力が必要です。

貴重な真理は，信仰と大いなる努力と，時には大変な
困難さとを少しずつ積み重ねて得られるものです。主
はそのような方法を通してわたしたちが進歩成長でき
るようにしてくださったのです｡モロナイは「あなた
がたは，自分が見ていないからということで疑っては
あかし
ならない。信仰が試されてからでなければ，証は得ら
れないからである」と言っています（エテル12:6)｡
この真理を説明するために，ハロルド･B･リー大管
長は賢明にもこう教えています。
しょくざい

「救い主の血と蹟罪によりわたしたちは救われるが，
それは戒めを守り，救いにあずかるためにできるあら
ゆることを行って初めて得られるのである。すべての

福音の原則は，約束を伴う原則であり，この原則があ
るからこそ全能者の計画はその効力を発揮するのであ

る｡｣(StandYeinHolyPlaces[ソルトレークシテイ
‑:DeseretBookCo.,1974年],246)

いう確信をもって眺めてみましょう。祈りながら考
えるとさらに理解が広がります。そのような姿勢は，
みたま

御霊の示しにより真理が与えられたときに特に重要
です。

●大切にする。知識を大切に思う心は感謝によって，

特に心からの感謝の祈りによって示されます。主は
言われました。「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。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｡」
（教義と聖約78:19)

●従う。真理を従順に適用することは，それを永遠に
自分のものにする最も確かな方法です。知識を賢明
に用いるならば，その貴重な実を存分に味わえるで
しょう。

・記憶する。たとえ力強い霊的な導きがあっても，そ
れを保つすべがなければ，ほかのものに押しのけら
れたり，忘れ去られたりします。ブリガム・ヤング
は「真理を愛する人は，それを記憶できる」と言い

ました(DiscoursesofBrighamYOung;ジョン．
A･ウイッツォー選〔ソルトレーク・シティー：

DeseretBookCo.,1941年],10)。しっかりと記録
された知識は必要なときに活用できます。霊的な情
報は，それを大切にしていることを主に理解してい
ただけるよう，神聖なものとして心にとどめなけれ
ばなりません。そうすれば，さらに光を受けられる
ようになるでしょう。

。広げる。これは，皆さんが真理に対する理解を深め，

増し加える努力をすると，豊かな恵みが得られると
いう意味です。聖文と預言者の言葉を用いて知識を
増やしましょう。また知識を分かち合うことにより，
思いと心に新たな光が投げかけられ，理解はさらに
深まります（教義と聖約8：2−3参照)。

総大会のメッセージを研究し，応用する
この偉大な総大会も終わりに近づきました。大会で
の説教のおかげで，皆さんはあまり努力を払わずに霊
永遠の結婚生徒用手引き
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感に満ちた真理を得ました。研究し，よく考えて応用

れる，すばらしい特権を味わっていただきたいと思い

し，ある総大会の最後に神の預言者，キンボール大管

ます。霊的な知識は機械的には得られません。それは，

長が述べた次の言葉に倣うことによって，それらの真
理を自分のものにしてください。

霊的な律法に基づく神聖な特権なのです。天からの光

を得られるよう，永遠の御父にへりくだって願い求め

「わたしは自分の席に座っていながら，今夜この大

てください。そうすれば，霊感に満ちた助けが皆さん

会を終えて帰宅してからのことを心に思い巡らしてい

に与えられることを証します。救い主への信仰を実践

ました。わたしの生活には，完全にする余地のある事
柄が非常に多くあります。わたしは心の中でそのリス

さい。そうすれば主は，時には欺かれることのあるこ

あかし

しましょう。主の勧告に耳を傾け，戒めを守ってくだ

トを作っていました。そして今，大会を終えたらすぐﾞ

の世にあって，わたしたちを祝福し導いてくださるこ

にそれを始めたいと思っています｡」（｢兄弟たちの説教」
『聖徒の道」1976年2月号,145)

とでしょう。

絶対的な真理を学ぶことは，わたしにとって神聖な
特権でした。天の御父とその愛子が御自分たちから学
おそ
んでほしいと望んでおられることを考えると，畏れを
覚えます。わたしがお話ししたことを心に留めて活用
してください。そして，わたしたちが永遠の真理を教
わるにふさわしくなろうと進んで努めるときに与えら

おいでになることを証します。主はわたしたち一人一

永遠の結婚生徒用手引き

わたしはイエス・キリストがこの主の教会を導いて
あかし

人を御存じで，愛していらっしゃいます。主に忠実に
歩めば，主は皆さんを祝福し，皆さんに霊感を与え，
さらに大いなる知識と力を授けてくださるでしょう。
主は生きておられます。イエス・キリストの御名によ
みな

り，アーメン。
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『若人の強さのために』（小冊子）
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結婚生活における貞節,148‑151
時代遅れではない,139
主の律法，320

永遠の結婚生徒用手引き

老,381
謙遜

勧告を受け入れる，374

高慢に対する−,161,165
霊的な知識に不可欠，382
強姦，254，255
高潔,251
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−の責任を伴侶と分かち合う，279

幸福

「偉大な幸福の計画を実践する喜び｣，リチャード．
G・スコット長老,196

親としての一，64

収入の範囲内で生活する,155

「自立｣,L･トム・ペリー長老,213
「人生の求めにバランスよく応じる」,M・ラッセ
ル・バラード長老，369

結婚生活における−,132‑134

「幸福な家庭の礎｣，ゴードン．B・ヒンクレー大管
長，52

サタン

「薄れゆく礼節｣，ゴードン･B･ヒンクレー大管長，
167

になる方法,320,198

「女性であることの喜び｣，マーガレット･D･ナド
ール姉妹，264

神殿結婚のもたらす,32,42,45,132‑134

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン･H・オー
クス長老，229

不幸な女性,123

家族を攻撃する,64,104,362

神の幸福の計画を破壊しようとする,133,229,321
結婚を攻撃する,89,321

に対抗する，40
の目的，229
の誘惑,139,167‑174
神殿活動に敵対する，223

高慢

「器の内側を清める｣，エズラ・タフト・ベンソン大

「聖約による結婚｣，ブルース．C・ヘーフェン長老，
245

管長,161

「高ぶりを心せよ」，エズラ・タフト・ベンソン大管

「肉欲に従うことをすてて｣，ニール．A･マックス
ウェル長老,171

長，162

子育て，「親としての責任一福音を基とする家庭を築

「激しい気性を抑える｣，ゴードン．B・ヒンクレー
大管長,169

く」参照。
言葉遣い

清い−,291,313

サタンの誘惑と生まれながらの人，167‑174
裁くこと，23
産児制限,175‑179

子供

と一緒の時間を過ごす,71,190,232

「幸福な家庭の礎｣，ゴードン．B・ヒンクレー大管
長，52

に責任を果たすことを教える,80,368
に福音を教える,65,67,191

「シオンの母親の皆さんへ｣，エズラ・タフト・ベン
ソン大管長,187

の授からない生活は束の間である，233
のしつけ，73

「質疑応答｣，ホーマー・エルズワース博士,177

への甘やかし,81

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン．H・オー
クス長老，229

聖約の子,316,75

不従順な−，38，59，245

よい結婚が一を祝福する，62

慈愛,180‑181

「愛と理解による一致｣，マーリン．K・ジェンセン
長老，9

子供をもうける，230

による一致,144

娯楽とメディア，290

最後まで堪え忍ぶ。「献身｣，「聖約と儀式｣，「長い歳月

「神聖な特質を養う」，ジョセフ･B･ワースリン長
老，55

にわたる結婚生活｣，も参照

「堪え忍び，高く上げられる｣，ラッセル．M･ネル

「どのように愛するのですか｣，ジェフリー･R･ホ
ランド長老，5

ソン長老,127

財政，76‑84。「負債」も参照。

「家庭における財政管理の指針｣，マービン･J・ア

ジェンセン，マーリン。K,

「愛と理解による一致」マーリン．K･ジェンセン長
老，9

シユトン長老，76

「幸福な家庭の礎｣，ゴードン．B・ヒンクレー大管
長，52

仕事，334
自制

における正直，54

怒りを制する,124,193

における備え，356

金銭における
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永遠の結婚生徒用手引き

392索引

激情を制する,11,139

幸福な結婚に不可欠，252，333

パトリシア．T・ホランド姉妹，202

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン･H・オー

「激しい気性を抑える｣，ゴードン．B･ヒンクレー
大管長,169

私通,309,310,311,314

クス長老，229
扶養，272

「わたしたちは神の女性です｣，シェリー．L・デュ

しつけ

愛をもって行う，69
困難なチャレンジ，73

ー姉妹,199
自立,210‑215,328‑329

「押せ，肩の力もて｣，ニール．A・マックスウェル

の伝統，252

使徒たちの証,18
至福の教え，49

宗教，伴侶の選択の要素，36，338
宗紀

長老，97

経済的な−,215,355

「自立｣,L・トム・ペリー長老,213

「自立｣，ボイド･K･パッカー長老,210
両親からの−,146

評議会,319

試練

什分の一

と献金，294

の目的,16

「どのように愛するのですか｣，ジェフリー･R・ホ

は離婚に対する保険333
−を正直に納める，77

純潔，「結婚生活における貞節｣，「道徳と慎み｣，参照。
正直，「結婚生活における信頼」も参照。

自分自身と人に対する−，293
−な金銭管理，54
食糧貯蔵，80，358
助言

ランド長老，5
神権

安全のために従う，373
−の誓詞と聖約，242

信仰「結婚生活における信頼｣，も参照。
イエス・キリストを信じる−，295，382

永遠の家族を信じる−,105
「家族一世界への宣言｣，85

「助言の中に安全を見いだす｣，ヘンリー．B･アイ

「神聖な特質を養う」，ジョセフ．B･ワースリン長

リング長老，372
よい−を求める，379

老，55

「無くてならぬものは……一つだけである」−キリ

預言者の勧告，372‑375

ストを信じる確固とした信仰を持つ女性となる，

女性の神聖な役割と責任,182‑209

「偉大な幸福の計画を実践する喜び｣，リチャード．

202

新婚時代の気持ちを保ち続ける

G・スコット長老,196

「家族一世界への宣言｣，85
「義なる女性の役割｣，スペンサー．W・キンポール
大管長,184

「教会の女性｣，ゴードン．B・ヒンクレー大管長，
192

「シオンの母親の皆さんへ」エズラ・タフト・ベン
ソン大管長,187

女性解放運動の影響，47

「女性であることの喜び｣，マーガレット･D･ナド
ール姉妹，264

女性の不幸,123

「女性を敬う神聖な義務｣，ラッセル･M・ネルソン
長老，280

「無くてならぬものは……一つだけである」−キリ
ストを信じる確固とした信仰を持つ女性になる，
永遠の結婚生徒用手引き

ことは結婚生活を豊かにする,123,154,331

「どのように愛するのですか｣，ジェフリー･R・ホ
ランド長老，5
神性

結婚制度はである，35
神聖

「神聖な特質を養う」，ジョセフ･B・ワースリン長
老，55

な行く末，85

親切，慈愛の象徴,13

｢神殿のガーメント『内なる決意の表れ』｣，224

神殿，「エンダウメント，神殿｣，「ガーメント，神殿｣，
｢聖約と儀式」も参照。

参入に備える,216‑228

「神殿のガーメント「内なる決意の表れ｣｣，カーロ
ス･E･エイシー長老,224
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の祝福,143,224

「聖なる宮｣，ボイド･K・パッカー長老,220
「なぜ神殿で結婚するのでしょうか｣，ジョン･A･
ウイッツオー長老，41

聖約と儀式，236‑248
結婚,125,30,41
神殿,216

「聖約による結婚｣，ブルース･C・ヘーフェン長老，
245

シンブソン，ロバート。L,91

の神聖さ,125

救いの計画

「偉大な幸福の計画を実践する喜び｣，リチャード．

「堪え忍び高く上げられる｣，ラッセル･M・ネルソ
ン長老,127

G・スコット長老,196

「幸福の偉大な計画と結婚｣，ジョー･J･クリステ

「わたしたちの神聖な責任｣，ゴードン･B･ヒンク
レー大管長，123

ンセン長老,153

幸福の計画，260
神殿儀式が達成する−,221

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン．H・オー
クス長老，229

スコット，リチヤード。G,vii,3,4,28,31,49,

責任

青少年の−，288
聖約を破る者の−，85
母親と父親の−，85

「わたしたちの神聖な責任｣，ゴードン．B･ヒンク
レー大管長,123

59,86,136,150,160,184,235,259,337,339,

責務，「聖約と従順」参照。

350

「偉大な幸福の計画を実践する喜び｣,196
「忌まわしい虐待の傷を癒す｣,116

先祖からの受け継ぎ，249‑253

「先祖からの受け継ぎ｣，マリオン．D･ハンクス長
老，250

「霊的な知識を得る｣,381
ステイプレー，デルバート。L,62
スノー，エライザ。R,257

選択の自由

青少年の−，288−289

スノー，ロレンゾ,31,136

「自由」ではない，322

スミス，ジョージ・アルバート,182,256

「選択の自由か，霊感か｣，ブルース．R・マッコン
キー長老，343

スミス，ジヨセフ,vii,182,216,245

は基本的な原則,177,140

スミス，ジヨセフ。F,135,145,175

スミス，ジョセフ・フイールデイング,4,86,175,

選択の自由,140,322

216,236,341

総大会，383

スミス，バーバラ。B,97,103,145

備え

聖餐,241

家族の−，272

成熟，234‑235

個人の，280

生殖

神殿参入のための−,216

の神聖な力をコントロールする,231,326
肉体的な交わりのおもな目的,135,136,292
夫婦の間でのみ行う，85

物質的な−，356
尊敬

「家族一世界への宣言｣，85

「幸福な家庭の礎｣，ゴードン．B・ヒンクレー大管

聖文

引用,1,20,86,95,135,147,148,150,249,
250,296,311,312,352,377

家族の勉強,155,191
個人の勉強,370,381

長，52

幸福な結婚に不可欠，333
の原則，92

大管長会

1912年，わたしたちは天の両親の霊の子供であると

性別

「女性であることの喜び｣，マーガレット．D・ナド

いう声明，48，229

ール姉妹，264

1915年，家庭の夕べを開始するための指示,61,190

前世の特性，85，229

1936年，働くことの必要性に関するメッセージ,96,

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン．H･オー
クス長老，229

357

1942年，子孫を増して地に満ちることに関する警告
永遠の結婚生徒用手引き
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のメッセージ，175

1974年，神殿のガーメントの神聖な性質に関する手
紙，227

1988年，神殿のガーメントの着用方法に関する手紙，
227

1991年，道徳と貞節の標準に関する手紙，299，303，
320

1996年，もっと親切であるようにという復活祭のメ
ッセージ，299

1999年，家族の養育を優先させることに関する手紙，
365

「生けるキリストー使徒たちの証｣,18
入れ墨と体に穴を開けることに反対する,313
エズラ・タフト・ベンソン，ゴードン．B・ヒンクレ
ー，トーマス．S･モンソン，伴侶の選択,343
清さを保つことに関する第二次世界大戦時のメッセ
ージ，327

ジョセフ．F・スミス，アントン．H・ランド，チャ
ールズ．W･ベンローズ，家庭の夕べ,60
神聖な奉仕である母親の務め,63,183,275,281
スペンサ−．W・キンポール,N･エルドン・タナー，
マリオン．G･ロムニー，道を離れた子供たち，
245

性的な罪の重大性,231
ヒーバー･J･グラント，アンソニー･W・アイビン

ズ，チャールズ．W・ニブレー，永遠の増加，30
ヒーバー・』・グラント,J･ルーベン・クラーク・

ジュニア，デビッド．O・マッケイ，産児制限，
175

ヒーバー．J･グラント,J・ルーベン・クラーク・

ジュニア，デビッド．O・マッケイ，
結婚生活における貞節,148
産児制限,175

堕胎，254‑255

−に対する赦しの可能性，90
−は深刻な罪,138,231

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン･H･オー
クス長老，229

タトル,A・セオドア,72

タナー,N・エルドン,64,65,309,312
タルメージ，ジエームズ・E,216

男性と女性の本質的な相違点，258‑267
「偉大な幸福の計画を実践する喜び｣，リチャード．
G･スコット長老,196

「幸福な家庭の礎｣，ゴードン･B･ヒンクレー大管
長，49

永遠の結婚生徒用手引き

「この世から永遠にわたって｣，ボイド．K･パッカ
ー長老，260

「女性であることの喜び｣，マーガレット．D・ナド
ール姉妹，264

男性の神聖な役割と責任，268‑286
「イスラエルの父親へ｣，エズラ・タフト・ベンソン
大管長,271

「偉大な幸福の計画を実践する喜び｣，リチャード．
G・スコット長老,196

「いつか結婚する女性にふさわしく生活する｣，ゴー
ドン･B・ヒンクレー大管長,277

「義にかなう夫，父親｣，ハワード･W･ハンター大
管長，274

「女性を敬う神聖な義務｣，ラッセル･M･ネルソン
長老，280

「父親らの手で｣，ジェフリー．R・ホランド長老，
283

『父よあなたは正しい道を歩んでいるか｣，268
「わたしたちの神聖な責任｣，ゴードン･B・ヒンク
レー大管長，123
知恵の言葉，278

父親，「男性の神聖な役割と責任｣，も参照。
「イスラエルの父親へ｣，エズラ・タフト・ベンソン
大管長,271
永遠の召し,271

家族の族長，273

神の模範に従う，285

「義にかなう夫，父親｣，ハワード．W･ハンター大
管長，274

義のうちに管理する，85
からの祝福，270

−と親としての責任，58
になるための備え，280

−の影響力，285

−の家族を扶養する責任,85,271,276,334
−の義務，68，268
−の面接，69
−不在が子供を傷つける，284

「父親らの手で｣，ジェフリー．R･ホランド長老，
283

『父よあなたは正しい道を歩んでいるか』，268
忠誠「結婚生活における信頼」も参照◎
による一致，28

伴侶に対する−，277
貯金，79
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の母親，40，284

罪

違背との対比，230
結婚せずに同棲する−，296

高慢の−,162,165
デートの標準，287‑295

に及ぼすポルノグラフィーの影響，359

「どのように愛するのですか｣，ジェフリー．R・ホ

ひとり親,194,349‑351
友達
慎重に選ぶ，289
バランスを保つ助け，370

貧欲

「貧欲，利己心，甘やかし｣，ジョー･J・クリステ
ンセン,81

ランド長老，5

『若人の強さのために−神への務めを果たす』，288
テーラー，ジョン,135

長い歳月にわたる結婚生活,330‑333

「結婚生活を豊かにするもの｣，ジェームズ．E･フ
アウスト副管長，330

テノリオ，ホラーシオ。A,69
デュー，シェリー。L

「わたしたちは神の女性です｣,199

「結婚60周年を迎えたヒンクレー夫妻｣，332
「幸福の偉大な計画と結婚｣，ジョー･J・クリステ
ンセン長老,153

テレビの視聴,361

「人生の求めにバランスよく応じる」,M・ラッセ

伝道

ル・バラード長老，369

姉妹は−に出る義務がない，342
か結婚か，342

「堪え忍び，高く上げられる｣，ラッセル･M・ネル
ソン長老,127

の祝福，234，279，342

同棲「結婚せずにする同棲｣，「同性の結婚｣，参照。
同性の結婚，307‑308

ナドール，マーガレット．D

「女性であることの喜び｣，264

同性への誘惑，298‑304

柔和,171

同性愛は重い罪,307,311,320

忍耐

「同性への誘惑｣，ダリン．H・オークス長老，298
道徳と慎み，309‑327

「器の内側を清める｣，エズラ・タフト・ベンソン大
管長,161

「神の完全な武具を身にまとう」，ハロルド．B・リ
ー大管長,314

「現代の道徳的環境｣，ボイド･K･パッカー長老，
321

「個人の清さ｣，ジェフリー･R・ホランド長老,324
「純潔の律法｣，エズラ・タフト・ベンソン大管長，
317

大管長会事務局，320
と価値,139

「人に幸福を与える偉大な計画｣，ダリン･H･オー
クス長老，229

意志の疎通における，23

勧告を受けるときの−，375
自制心の表れ,115

自分に対する−，207

ネルソン，ラッセル。M,4,120,121,123,255

「女性を敬う神聖な義務｣，280

「堪え忍び，高く上げられる｣,127
「耳を傾けて学ぶ｣，24

働く母親，「家庭の外での仕事」参照。
パツカー，ボイド。K,2,3,30,63,64,70,89,
132,133,136,152,159,216,236,237,245,250,
254,256,258,259,296，307，328，337，342，357
「命の源｣,137
「結婚｣，43

「現代の道徳的環境｣,321

「この世から永遠にわたって｣，260

徳
神の武具としての−，314
高い男性になる，277

と慈愛，317

は結婚生活を豊かにする,11,331

「シオンにおける親｣，366
「自立｣,210
「聖なる宮｣,220

母親，「女性の神聖な役割と責任」も参照
家庭の外での仕事，195,334‑337

独身
会員,31,63,198,274,351

−女性，38，193，339
男性，38，232，340

と親の責任，58
としての本分，69
の神聖な召し，262
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−を敬う，262

養育する責任，85

平等

「幸福な家庭の礎｣，ゴードン．B･ヒンクレー大管
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