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はじ め に

大管長会
からのメッセージ

愛する姉妹の皆さん
わたしたちは扶助協会が教会員の生活に祝福をもたらしていることを
知っています。そのことに対する感謝の気持ちから，
『わたしの王国の娘
─扶助協会の歴史と業』を作成するよう指示しました。この書物が皆さ
んと皆さんの影響を受ける人々にとって祝福となるよう祈っています。
姉妹の皆さんにわたしたちの愛と敬意を表します。皆さんは天の御父か
ら愛されている娘であり，主イエス・キリストの献身的な弟子です。世界中
に広がる姉妹たちの組織の一員です。「愛はいつまでも絶えることがない」
というモットーの下で家族を強め，地上に神の王国を築く手助けをしている
のです。
本書を研究し，その不変の真理と霊感あふれる模範から啓発を受ける
ことを願っています。
主が預言者ジョセフ・スミスを通して完全な福音を回復され，扶助協会
がその回復にとって重要な役割を果たしていることを証します。扶助協会
の姉妹は輝かしい受け継ぎを持っています。その受け継ぎを守るために
本書が大切なよりどころとなるよう祈っています。

大管長会

ix

序

「すばらしいこと」

今日の扶助協会の姉妹たちは，新約聖書のマリヤとマルタのようにイエス・キリストの忠実な弟子として奉仕しています。

扶助協会の創立集会で，エマ・スミス姉妹

は神の娘を永遠の命の祝福に備えるために設

はこう言いました。「わたしたちはすばらしい

立されました。扶助協会は信仰と個人の義を

1

ことを成し遂げるでしょう。
」 その言葉どおり

増し加え，家族と家庭を強め，困っている人々

になりました。扶助協会の歴史には，ごく普通

を見つけ出して助けることを目的としています。

の女性が，天の御父とイエス・キリストを信じ

姉妹たちは召しを果たすときや個人の生活の

る信仰を行使してすばらしいことを成し遂げた

中で，個人の啓示を求め，啓示を受け，その啓

模範を随所に見ることができます。扶助協会

示に基づいて行動することによってこれらの目
xi

的を成し遂げるのです。
本書は年代順に記された歴史書ではありま

の王国を築き，シオンの家庭を強めるために力
を尽くしています。

せん。また，扶助協会の業績をすべて解説す
ることを目指しているわけでもありません。扶
助協会の業を永遠という壮大な歴史的見地か

わたしの王国の娘 の個人学習

らとらえています。歴史的な出来事，個人の経

本書の持つ価値は日付や事実よりも，ここ

験，聖文，末日の預言者および扶助協会の指

で教えられている目的，原則，規範にあります。

導者の言葉を通して，天の御父の幸福の計画

それぞれの姉妹が本書を研究し，何度も参照

において末日聖徒の女性に与えられている責
任と機会を教えています。

なぜ扶助協会の歴史と業を研究するの
でしょうか。
第 12 代大管長であるスペンサー・Ｗ・キン
ボール大管長はこのように述べています。「過
去の出来事を正しく理解する女性は義にか
なった未来を築くことに関心を寄せます。
」2
本書を研究することによって，女性たちは過去
の出来事を正しく把握し，女性の持つ霊的な受
け継ぎについて理解を深めることができます。
扶助協会の歴史は神の娘が神性と無限の
価値を持っていることを教えています。それ
は，強く，忠実で，確固とした目的を持つ女性
たちによる人目に触れぬ奉仕を語る霊感あふ
れる物語です。末日聖徒はこの歴史を研究す
ることによって，天の御父が御自身の娘を御存
じで愛しておられること，彼女たちを信頼して
神聖な責任を任せ，それを成し遂げられるよう
導いてくださることが分かります。教会の女性
は神権を持つ男性と心を一つにして地上に神
xii

女性は個人学習によって，神の王国において果たすべき責任
を学ぶことができます。

することによって，扶助協会の受け継ぎとは過

さな，簡単なことによって大いなることが成し

去の女性たちに限らず，現在聖約を交わしてそ

遂げられるのである。
」4 姉妹たちは小さな，

れを守っている世界中の女性たちのことを指し

簡単なことを成し遂げることによって，主がど

ていることが分かります。これが理解できる

のような方法で力づけ，導いてくださるかが分

と，姉妹たちは過去の出来事から霊感を受け，

かるようになるでしょう。

平安な気持で未来に立ち向かっていくことがで
きるようになります。
するべき事項や行動を決める際の指針とする

ほかの人と一緒に扶助協会の業と歴史
を研究する

ことができます。そうすることによって姉妹た

本書は扶助協会の姉妹たちが日曜日その他

ちは，信仰と個人の義を増し加え，家族と家庭

に一緒に勉強することのできる重要な資料です。

を強め，困っている人々を見つけ出して助ける

ワードと支部の扶助協会指導者は現行の手引

ことができるようになるのです。

きと LDS.org から，扶助協会の集会で教える

本書の教え，物語，模範は生活の中で優先

中央扶助協会第 9 代会長であるベル・S・
こん にち

際の一般的な指示を見つけることができます。

スパッフォード姉妹はこう言いました。「今日

本書を扶助協会の集会で使う場合の具体的

の平均的な女性は，自分の関心がどこにある

な情報については，LDS.org および教会が発

かを吟味し，行っている活動を評価し，そのう

行するその他の補足指示を参照してください。

えで生活を簡素化するように努力し，最も大切

本書の及ぼす影響力は扶助協会の集会だ

なものを第一とし，最もすばらしく最も永続的

けにとどまるものではありません。本書に記さ

な報いがあることを大切にして，それほど価値

れている模範と教えを家族で学び，話し合って

のない活動は避けるようにするべきです。わた

もいいのです。また，扶助協会の姉妹は本書

3

を友人に紹介することができます。年齢を問

扶助協会の歴史を勉強していくと，姉妹た

わずすべての教会員はレッスンや話，評議会で

しはそう信じています。
」

ちは自分にとって特に大切な模範や言葉，原

参考書として活用することができます。

則を見つけることでしょう。これらの発見や古
代と末日の預言者の教えに啓発されて，個人
の啓示を求め，啓示を受け，そして行動するよ

謝辞

うになります。主が望んでおられるような人物

本書の作成，出版に携わった人々，扶助協

になり，主が求めておられることを実行しようと

会 の 未 刊の歴史 記 録を編さんするために

努力するならば，導きを受けることができます。

1996 年に召され，任 命されたルシール・C・

アルマの次の言葉は励ましとなります。「小

テートとその姪 エレイン・R・ハリスに感謝の

めい

xiii

かったとしたら，この歴史記録を執筆すること
はできませんでした。

姉妹たちは扶助協会の歴史と業について話し合うことにより，
互いに教化し合うことができます。

意を表します。二人が作成した資料は教会の
記録庫に保管されていました。中央扶助協会
会長の生涯と扶助協会のおもな出来事を文章
として残すという彼らの努力が本書作成の土
台となっています。
以下の方々にも感謝の意を表します。 2009
年に任命されて，テート姉妹とハリス姉妹の資
料を基に，全教会向けとしては初めての扶助
協会の総合的な歴史書を執筆したスーザン・
W・タナー。本書の完成図を想定し，完成に
向けて熱心に働いた編集者とデザイナーの
方々。本書末尾の注で出版物の引用箇所に表
記されているその他の執筆者，協力者，歴史家
の方々。
最後に，教会の歴史全体を通じて登場した
扶助協会の姉妹たちの信仰，献身，奉仕がな
xiv

第１章

扶助協会
古代の規範の回復
名称は近代につけられたものですが，
この組織は古代からありました。
殉教した預言者は
同じ組織が古代の教会に存在した
と語っています。
エライザ・R・スノー

第１章

扶助協会
古代の規範の回復

救い主は地上で教え導いておられた間，女性

新約聖書中の女性の弟子たち

に対して常に特別の愛と関心を示されました。

新約聖書の時代の正規の女性組織につい
み

十二使徒定員会のジェームズ・E・タルメージ

てはほとんど知られていませんが，救い主の御

長老は「女性と女性の地位を守る世界で最も

業 において女性が重要な役割を果たしたこ

偉大な擁護者はイエス・キリストである」と語

とを示す証拠があります。新約聖書には，有

りました。1

名無名を問わず，女性がイエス・キリストに対

わざ

救い主は群衆の中の女性にも個々の女性に

して信仰を働かせ，主の教えを学び，その教え

対しても，路上で，海辺で，井戸の傍らで，家の

に従って生活し，主の御業，奇跡，尊厳につい

中でお教えになりました。主は愛にあふれた

て証 したという記述があります。これらの女

優しさを女性に示し，女性とその家族を癒され

性は救いの業において模範的な弟子となり，

ました。多くのたとえの中で主は日々の働きに

重要な証人となりました。

いや

あかし

携わる女性について話されました。女性の生

イエスや十二使徒と旅を共にした女性もいま

活をよく御存じであることを示し，女性の日々

した。女性たちは主の御業を支援するために

の営みの中から不変の福音の教えを説かれま

自分の持ち物を差し出しました。主の死と復

した。主は女性を赦し，女性とともに涙を流さ

活の後も，変わることなく忠実な弟子でした。

れました。娘，妻，主婦，母，寡婦など，それぞれ

使徒たちと会い，ともに祈りました。教会員の

の状況にある女性に思いやりを示されました。

集会所として家を提供しました。女性たちは

女性を高く評価し，女性を大切にしておられま

物質的にも霊的にも，人を救う業に雄々しく携

した。

わったのです。

ゆる

救い主は十字架上で激痛に見舞われている

新約聖書に登場する女性の弟子としては，

ときでさえ，母親を気遣っておられました。母

マルタと妹のマリヤを挙げることができます。

親は寡婦で，世話をする必要があったと思われ

ルカ 10 章にはマルタがイエスに家を提供した

2

ます。 復活後の主に最初にまみえたのは一人
3

の女性でした。

ことが記されています。マルタは物質的な必
要を満たすことによって主に仕え，マリヤは主
の足もとに座って教えに聞き入っていました。
3

女性には物質面の奉仕のみが求められてい

ほかにも多くの女性の弟子たちはイエスや

た時代に，救い主は，その業には女性が霊的

十二使徒とともに旅をして，主から霊的な教え

面でも参加できることをマルタとマリヤにお教

を受け，物質的な面で主に仕えました。ルカは

えになりました。主は二人に弟子となって，

このように記しています。

救い，すなわち二人から取り去られることの

「そののちイエスは，神の国の福音を説きま

ない「良い方」を受けるようお勧めになったの

た伝えながら，町々村々を巡回し続けられた

でした。4

が，十二弟子もお供をした。

マリヤとマルタはこの世における主の業に積

また悪霊を追い出され病気をいやされた数

極的に参加するようになりました。新約聖書

名の婦人たち，すなわち，七つの悪霊を追い出

では後に，マルタが救い主の神性について力

してもらったマグダラと呼ばれるマリヤ，

強く証を述べる場面が出てきます。マルタは

ヘロデの家令クーザの妻ヨハンナ，スザン

イエスとの会話の中でこう言いました。「あな

ナ，そのほか多くの婦人たちも一緒にいて，自

たがこの世にきたるべきキリスト，神の御子で

分たちの持ち物をもって一行に奉仕した。
」6

み

こ

あると信じております。
」5

これらの女性は食事を用意するなどの奉仕
に加えてイエスと十二使徒を経済的に支援した
と思われます。彼女たちはイエスの教えと導
き，すなわち福音の喜ばしいおとずれと主の
癒しの力の祝福を受けただけでなく，自分た
ちの持ち物をささげ，献身することによって主
に奉仕したのでした。
使徒パウロは，教会の職と自分の意志の両
方で聖徒に仕えた女性について記しています。
義にかなった寡婦についての記述から，初期
の教会で多くの女性に見られた特質が分かり
ます。「また子女をよく養育し，旅人をもてな
し，聖徒の足を洗い，困っている人を助け，種々
の善行に努めるなど，そのよいわざでひろく認
められている者でなければならない。
」7 パウ
ロはまた知恵と経験の豊かな年配の女性の及

「マルタという名の女がイエスを家に迎え入れた。
」妹のマリヤは
みことば
」
（ルカ10：38−39）
「主の足もとにすわって，御言に聞き入っていた。

4

ぼす影響力についても記しています。年配の
女性は若い女性のために働き，妻として母親と

「キリストのような特質を身
に付けるのは，骨の折れる
過酷な仕事です。それは
時々，気 が 向 いたときに
行えばよいというものでは
ありませんし，常に自分を
成長させようと不断の努力
を重ねる覚悟のない人に
達成できるようなことでも
ありません。」
スペンサー・W・キンボール
救い主は地上で教え導いておられた間，女性に対して常に特別の愛と関心
を示された。

Ensign ，1978 年 11 月号，105

して果たすべき永遠の務めを彼女たちに教えるよう，
「若い女たちに，
〔大酒の奴隷になったりせず 〕
，夫を愛
し，
〔子供たちを愛する〕ように教える」よう勧めなさい
とテトスに勧告しました。8
使徒行伝には，パウロが述べた徳を実行していた女
性について書かれています。それはヨッパに住む，ドル
カスとも呼ばれていたタビタで，困っている女性のため
に衣服を縫っていました。
「ヨッパにタビタ（これを訳すと，ドルカス，すなわち，
かもしか）という女弟子がいた。数々のよい働きや施し
をしていた婦人であった。
5

ところが，そのころ病 気になって死んだ
……。

迎え，そして，彼女があなたがたにしてもらい
たいことがあれば，何事でも，助けてあげてほ

ルダはヨッパに近かったので，弟子たちはペ

しい。彼女は多くの人の援助者 で……あっ

テロがルダにきていると聞き，ふたりの者を彼

た。
」14 新約聖書に登場するフィベやその他偉

のもとにやって，
『どうぞ，早くこちらにおいで

大な女性たちが行った奉仕は，大勢の人々の

下さい』と頼んだ。

援助者すなわち助け手として働いている現在

そこでペテロは立って，ふたりの者に連れら
れてきた。彼が着くとすぐ，……やもめたちが

の指導者，訪問教師，母親，その他の扶助協
会会員に引き継がれています。

みんな彼のそばに寄ってきて，ドルカスが生前
つくった下着や上着の数々を，泣きながら見せ
るのであった。

終わりの時の女性の弟子たち
古代の教会において女性たちは威厳を持

ペテロはみんなの者を外に出し，ひざまずい
て祈った。それから死体の方に向いて，
『タビ
タよ，起きなさい』と言った。すると彼女は目
をあけ，ペテロを見て起きなおった。
」9
新約聖書には，ほかにも献身的な女性が記
されています。プリスカと夫のアクラは自分の
と

命を賭して使徒を救い，教会の集会のために
自分たちの家を提供しました。10 パウロはこう
書いています。「アクラとプリスカとその家 の
教会から，主にあって心からよろしく。
」11
マリヤという名の女性は使徒たちのために
「一方ならず労苦」しました。12 ルデヤという婦
人は家族と一緒にバプテスマを受けました。
それから自分たちに教えを授けてくれた人々
の世話をしました。13
フィベという女性は明らかに，教会において
奉仕する宗務上の職にありました。パウロはこ
う言いました。「……教会の執事 ，わたしたち
の姉妹フィベを，あなたがたに紹介する。どう
か，聖徒たるにふさわしく，主にあって彼女を
6

タビタは「数々のよい 働きや施しをしていた……。」
（使 徒
9：36）

ち，高貴であって，必要とされ，高く評価されて

子らにお与えになる御業の勝利，昇栄と栄光

いました。彼女たちは人々に仕え，個人の聖さ

を間違いなくともに手にすることになるでしょ

を増し加え，人の救いという大いなる業に携

う。
」18

きよ

わっていたのです。

女性は扶助協会に参加することにより，救

これらの規範は終わりの時に，扶助協会の

いの業においてイエス・キリストの勇敢な弟子

組織を通して回復されました。預言者ジョセ

として仕えるのです。彼女たちは古代の教会

フ・スミスはこのように宣言しました。「女性

の女性たちのように，信仰と個人の義を増し加

たちがこのように組織されるまでは，教会は決

え，家族と家庭を強め，困っている人々を見つ

15

して完全に組織されていませんでした。
」 中

け出して助けるために，神権者の傍らに立って

央扶助協会第 2 代会長を務めたエライザ・R・

力を尽くします。中央扶助協会第 15 代会長で

スノーはこの教えを繰り返してこう言いました。

あるジュリー・B・ベック姉妹はこのように教え

「名称は近代につけられたものですが，この組

ました。「扶 助協会を通して，わたしたちは

織は古代からありました。殉教した預言者は

キリストの弟子となれることを実 践します。

同じ組織が古代の教会に存在したと語ってい

主の望まれることを学び，主の望まれることを

ます。
」16

行い，主の望まれるような人になるのです。
」19

ジョセフ・スミスだけでなく，末日のそのほ
み

かの預言者も扶助協会が組織されたのは御
たま

霊に導かれた回復の一部であり，これによって
教会の女性は互いに仕え合い，教会全体に祝
福をもたらすために宗務上の職に召されている
と証しています。第 6 代大管長であるジョセ
フ・F・スミス大管長はこう語りました。「この
組織は女性と男性に救いをもたらすために，神
によって作られ，神によって承認され，神によっ
て組 織され，神によって聖任されました。
」17
第 5 代大管長のロレンゾ・スノー大管長は姉
妹たちにこう語りました。「神の王国の業を推
し進めるために，神権者の手を強め，また自分
の務めを果たす準備を整えて，皆さんはいつ
も神権者の傍らに立ってきました。これらの
働きをともに担ってきた皆さんは，主が忠実な
7

第 2 章

「さらに良いもの」
ノーブー女性扶助協会
み

な

かぎ

わたしは今，神の御名により鍵を回します。
この協会は喜びをもたらし，
今より後，知識と英知が流れ込むことでしょう。
きょう

今日はこの協会の躍進の日々の始まりです。
ジョセフ・スミス

第 2 章

「さらに良いもの」
ノーブー女性扶助協会

1842 年の春，イリノイ州ノーブーの末日聖徒
は，自分たちの町に神殿を建設するため熱心

支援を大管長とその周辺から強く求められてい
ました。

に働いていました。預言者ジョセフ・スミスは

〔マーガレット・〕クック姉妹はある日，……

すべての人に支援を呼びかけました。男性は

作業に携わっている人々とその家族のために食

神殿の実際の建設に携わり，女性は貢献でき

糧や衣類，寝具その他の物資を調達してほしい

る方法を積極的に探しました。サラ・M・キン

との呼びかけについてわたしと話していたとこ

ボールは次のように語っています。

ろ，できれば針仕事で貢献したいと言いました。

「ノーブー神殿の壁は約 1 メートルの高さま

そこでわたしは材料の提供を申し出て，同じよう

で達していました。作業を進展させるための

に考えている人がほかにもいるのではないかと
言いました。これがきっかけとなって，裁縫協
会の設立についての話し合いが開かれました。
目的は神殿の建設を支援することでした。
呼びかけに応じて，付近に住む 12 名ほどの
姉妹が次の木曜日に我が家に集まりました。
」1
当時は，女性の間で自分たちの組織を作る
ことが流行していました。組織を運営するため
に規約と付則を作ることが普通に行われていま
した。サラ・キンボール家に集まった女性たち
は規約と付則を決めることにしました。エライ
ザ・R・スノーがそれらを起草する責任を引き
受けました。その後女性たちは，ジョセフ・
スミスに内容の検討と意見を求めました。預
言者はそれらを読むと，
『これほどすばらしい
ものは見たことがありません』と言いました。

聖徒はノーブー神殿の建築を急がなければならないと感じていた。

『けれども，これは皆さんが望んでいるもので
11

はありません。姉妹たちに伝えてください。皆

ズ長老の二人の十二使徒定員会会員の指示の下

さんのささげ物は主に受け入れられており，主

3
で開かれました。

は皆さんに，記された規約以上に良いものを

預言者ジョセフ・スミスは当時女性の組織と

備えておられます。来週の木曜日の午後，わた

して広く行われていた形式を採りませんでした。

しと数名の兄弟が出席して集会を開きますの

末日聖徒の女性の組織は，神の啓示に基づく，

で，…… 全員集まってください。わたしは女性

正規の方法で組織されたのです。

たちを神権の下に，神権の規範に倣って組織
2

します。
』」

集会が始まると間もなく，預言者は姉妹たち
が「貧しい人の必要に気を配り，慈愛を注ぐ対
象を探し求め，必要なものを与えることによっ
て兄弟たちを善い行いへと駆り立て，
……地域

扶助協会を組織する

の人々の道徳を正し，女性社会の徳を強め，

翌 週の 1842 年 3 月 17 日木 曜日，20 名 の

兄弟たちを助ける」ことになると言いました。4

女性が「赤れんが造りの店」と呼ばれる建物

ジョセフ・スミスの妻であるエマが召され

の 2 階に集まりました。そこはジョセフ・スミ

て，この新しい協会の会長を務めることになり

スが執務室を置き，家族を養うための店を開

ました。そして預言者は，
「この協会を管理

いていた場所でした。集会はジョセフ・スミス

し，貧しい人に配慮し，すなわち彼らの必要な

とジョン・テーラー長老とウィラード・リチャー

ものを与え，この協会の様々な業務を執行する

エマ・スミス
中央扶助協会初代会長
み たま

「わたしは神の御霊が，わたしに心を留め，わたしを理解し
てくださることを願っています。そうしてくだされば，わたし
は永遠の世において昇栄の妨げとなる習慣や習性に打ち勝
しもべ
み こころ
つことができるでしょう。神がその僕を通して御心を明ら
かにされるとき，疑うことなくその目的を理解できるように，
建設的で活発な心が与えられるように願っています。
」

ジョセフ・スミスあての手紙，1844 年，教会歴史図書館
12

「扶助協会は霊感によって
設 立され，
〔以来〕その御
霊によって導かれ，無数の
善良な姉妹の心に主の喜
ばれる義を追求する望み
を植え付けてきました。」
ジョセフ・フィールディング・
スミス
Relief Society Magazine ，1970
年 12 月号，883
1842 年 3 月 17 日，エマ・スミスは扶助協会の初代会長に召された。

ため」にともに働く顧問を選ぶよう妻に勧めました。
スミス姉妹はサラ・M・クリーブランドとエリザベス・
アン・ホイットニーを選びました。後にテーラー長老は
二人の頭に手を置き，それぞれを会長会で顧問として働
く召しに任命しました。5
集会の中でジョセフ・スミスは妻の召しがおよそ 12
年前に啓示された預言の成就であることを明らかにし
ました。主はその啓示の中でエマを「わたしが召した，
選ばれた婦人」と呼び，また，
「あなたはわたしの御霊
により知らされるままに，聖文を説き明かし，教会員に
説き勧めるために，彼の手の下で聖任を受けなければ
ならない」と言われたのです。6 ジョセフ・スミスは出席
者の前で，現在は教義と聖約 25 章となっているその啓
7
示の全文を読み上げました。

主は啓示の中で，夫の筆記者を務め，聖徒のために
13

賛美歌を選定するなどエマに与えられる特権

に従い，この重要な召しに任じられる〔エマ・〕

について語られました。また，警告に耳を傾

スミス夫人にかつて与えられた啓示に添って

け，忠実で高潔であり，つぶやかず，夫を慰め，

組織されるのを目にし，すべてが栄光のうちに

助け，聖文を教え，教会員に説き勧め，筆記し，

進められるのを見て」テーラー長老は喜びを

学び，
「この世のものを捨てて，この世に勝る

覚え，
「神の祝福と天の平安がこの協会にとど

世のものを求め」
，聖約を守り，柔和な心を持

まるよう」祈ると言いました。この話の後で聖

ち，高慢に気をつけ，戒めを守るようにと勧告

歌隊が「いざ救いの日を楽しまん」を歌って

8

されました。

テーラー長老の喜びを重ねて表現し，閉会の

主は最後に，エマに告げたことは彼女だけ

祈りがささげられました。12

でなく，
「すべての者への……声」であると宣
言されました。9 ジョセフ・スミスはこの啓示が
新たに組織された協会の全会員に向けられた

6 週間後に開かれた扶助協会集会で預言

の権能によってこの点を繰り返しこう述べまし

者ジョセフ・スミスはしばらくの間姉妹たちに

た。「
〔エマ〕だけでなく，ほかの人々も同じ祝

教えを説いてから，こう言いました。「この協

10

福にあずかるためです。
」 この啓示は末日聖

会は，神が確立された秩序によって，すなわち

徒の女性にとっての基本原則となりました。

指導者として任じられた人々を通して指示を受

姉妹たちは話し合いの後に，自分たちの組

けます。わたしは今，神の名によって皆さんの

織をノーブー女性扶助協会と呼ぶことにしまし

ために鍵を回します。これから後，この協会に

た。エマ・スミスはこう言いました。「わたし

は喜びがあり，知識と英知が注がれるでしょう。

たちはすばらしいことを成し遂げるでしょう。

この協会にとって明るい未来が今始まったの

……思いも及ばない出来事に出遭い，緊急を

です。
」13

11

要する働きを求められるでしょう。
」

ジョセフ・スミスは主の預言者として，地上

集会の最後にジョン・テー

における神権の権能のすべての鍵を持ってい

ラー長老は自分の思いを次

ました。ですから，ジョセフ・スミスが自分の

のように述べました。「あら

全般的な指示の下で運営される組織として扶

ゆる徳を行使し，女性の心に

助協会を組織したとき，ジョセフ・スミスは教

あふれる慈愛の発露を促す

会の女性たちに，主の王国で重要な役割を果

そのような大義のために立ち

たす機会を開いたのです。その結果姉妹たち

上がったすばらしい人々を目にして，心に喜び

は神権の権能の下で奉仕を行い，すでに受けて

があふれました。
」また，
「この協会が天の掟

いた以上の祝福を約束されることになりました。

ジョン・テーラー

おきて

14

神権の権能，規範，祝福

ものであることを強調するため，預言者として

これらの祝福は各自の忠実さと勤勉さに応じ

上りました。当初，協会には教会の女性会員

て与えられます。神殿で神権の完全な祝福を

全員が自動的に加入したわけではなく，加入す

受けることによって，彼女たちに知識と英知が

るには申請しなければなりませんでした。そし

流れ込むことになりました。女性たちは儀式

て，申請者が善良であり，高潔な人物である場

を受け，聖約を交わすことになりましたが，こ

合に入会が認められました。ジョセフ・スミス

れは彼女たち自身とその家族にとって，永遠の

はこう言いました。「世のあらゆる悪から離

命を受ける備えとなるものでした。（扶助協会

れ，最高で，高潔で，聖 く，えり抜きの協会が

と神権について，詳しくは第 8 章を参照。
）

なければなりません。
」14

きよ

ノーブーの姉妹たちは我先にと扶助協会に
入りました。組織化された正規の方法で物質

扶助協会創設時の喜び
ノーブー女性扶助協会は急速な成長を遂
げ，1842 年 8 月には会員数が 1,100 人以上に

的な面でも霊的な面でも助けを与えることが
できることに胸を躍らせていたのです。さらに
高い霊的な知識と神殿の祝福に備えるため，
預言者から教わるまたとない機会であること
を知っていました。姉妹たちは姉妹同士が一
致団結し，また神権者とも一致してこの大義を
推し進めることに喜びを感じました。
この特権を手にした姉妹たちには，それに
ふさわしく生活する責任がありました。ジョセ
フ・スミスはこう言いました。「皆さんは神が
植え付けられた思いやりの精神に従って行動
できる状態に置かれているのです。これらの
原則に添って生活するなら，それはどれほど
偉大で輝かしいことでしょうか。
」15 それから
長い年月を経て，十二使徒定員会のボイド・
Ｋ・パッカー会長は言いました。「男性にとっ
て，神権によって養われる人格の規範を自分
の生活に生かすことが一つの義務であるよう
に，扶助協会によって養われる徳を自分の生

主はペテロ，ヤコブ，ヨハネを通して，ジョセフ・スミスに「〔主
の〕王国の鍵」を授けられた（教義と聖約 27：13 参照）。

活に吸収することは，女性の義務です。
」16
扶助協会は世の中で何か善いことをしよう
15

とする女性グループの一つではありませんでし

ジョセフ・スミスはこれらの議事録が協会の

た。それとは別のものでした。神権の権能の

「規約と付則」となるであろうと姉妹たちに言

下で組織されていましたから，
「さらに良い」

いました。17

ものでした。それは地上で神の業を展開する

ほとんどの扶助協会集会では，大半の時間

ために必要な一段階でした。神権の儀式と聖

が姉妹たちの指導に費やされました。姉妹た

約を受けるために教会の女性を備えさせ，家

ちは預言者ジョセフ・スミスから 6 回にわたっ

族の責任を果たせるよう助けるものでした。

て教えを受けるという祝福にあずかりました。
ジョセフが教えると，姉妹たちはあふれ出る
御霊を感じました。そのような集会の最後に，

ジョセフ・スミスの指導

スノー姉妹は次のように記しています。「主の

ノーブー女性扶助協会の創立集会で，書記

御霊が非常に力強くほとばしり，この興味深い

に任命されたエライザ・R・スノー姉妹は，集

場に居合わせた姉妹たちにとって，決して忘れ

会の内容を毎回，入念にまた詳細にわたって書

ることのできない出来事となりました。
」18

き留めました。それは議事録と呼ばれました。

スノー姉妹が記録したすべての議事録の
中で最も強い影響を与えたのは預言者の話で
した。預言者がこれらの集会で与えた教えは
扶 助協会の姉妹たちの働きと，姉妹たちと
一緒に奉仕する神権指導者の指針になりま
した。これらの教えは現代の教会の活動に引
き続き影響を与えています。
ジョセフ・スミスは扶助協会設立の土台と
なった「貧しい人に慰めを与え」
，
「人々を救
う」という原則を，扶助協会の姉妹たちが実
践することができるように教えました。19 この
土台のうえに築かれた扶助協会は存続し続
け，影響力を強めていきました。扶助協会創
設時の集会以来，姉妹たちは預言者の教えを
実践して信仰と個人の義を増し加え，家族と家
庭を強め，困っている人々を見つけ出し，助け
てきました。

扶助協会の集会を司会するエマ・スミス。

16

預言者ジョセフ・スミスは扶助協会の姉妹たちを指導した。

信仰と個人の義を増し加える

ようなことを許しておけません。悔い改めて，

ジョセフ・スミスは，姉妹たちには自分の救

神の愛を得なければなりません。
」21「皆さん

いの達成に努めるという神聖な義務があるこ

が大いなる者と〔なる〕のは，柔和と愛と純粋

とを教え，こう言いました。「わたしたちは神

さによるのであり，争いや口論，反対，反論で

を礼拝することによってのみ生きることができ

はないのです。
」22

るのです。人は皆これを自分自身で行わなけ
ればなりません。これはほかの人のためにで
20

預言者ジョセフは扶助協会のある集会で，
1 コリント12 章を採り上げて，姉妹が各々の

きることではないのです。
」 義にかなった人

役割を果たすことが教会全体にとって重要で

となり，聖なる民となり，神殿の儀式と聖約を

あることを強 調しました。 彼は「
〔教 会の〕

受ける準備をするよう教えました。また，主に

様々な職について教え，また，各自が与えられ

対しても，周りの人に対しても，自分自身に対し

た領域において行動し，それぞれが任命され

ても安らかな気持ちで生活するよう勧めてこう

ている職を果たすことの必要性」について教

語りました。「……姉妹の皆さん，皆さんの中

えました。また，
「教会における低い職を軽視

に争いがあってよいでしょうか。わたしはその

し，他人の地位を嫉 妬 の目で見る」性 癖が

しっ と

17

あることを指摘し，これは「愚かな考えであり，
神から任じられていないほかの地位を手に入
れようとすること」であると警告しました。23 こ
れらの教えを通して，預言者は姉妹たちが「主
の前を聖く」歩めるよう助けました。24
み まえ

ジョセフ・スミスは「神の御前に行くつもり
であれば，自分を聖くしましょう」と扶助協会
の姉妹に言いました。25

家族と家庭を強める
初期の扶助協会の姉妹たちは地域社会に
溶け込み，隣人に奉仕する心構えができてい
ましたが，自分の家族と家庭に対する責任を決
して見失うことがなく，母親として，養育者とし

「あなたがたの子供たちを光と真理の中で育てるように……。」
（教義と聖約 93：40）

たまもの

て，生来受けている賜物に忠実でした。また，
主がジョセフ・スミスを通じてお与えになった
家族の責任に関する啓示にも忠実でした。
「あなたが召された務めは，……あなたの夫
……を，彼が苦難に遭うときに，慰めの言葉を
26

もって柔和な心で慰めることである。
」

「シオンにおいて，または組織されているそ

ればならない。
また，彼らはその子供たちに祈ることと，主
の前をまっすぐに歩むことも教えなければなら
ない。
」27

のいずれかのステークにおいて，子供を持つ

「……わたしはあなたがたに，あなたがたの

両親がいて，八歳のときに，悔い改め，生ける

子供たちを光と真理の中で育てるようにと命

神の子キリストを信じる信仰，およびバプテス

じた。

あん しゅ

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

……まずあなたの家を整えなさい。……
わたしは一人に言うことをすべての者に言
う。……

の頭にある。
これが，シオン，または組織されているその
いずれかのステークに住む者への律法である。
ゆる

その子供たちは，八歳のときに罪の赦しの
18

ためのバプテスマを受け，また按手を受けなけ

…… 家族の者に，家庭でもっと勤勉に家庭
のことに携わり，常に祈るようにさせる必要が
ある。
」28

ノーブー女性扶助協会の議事録から，ジョセフ・スミ
スと姉妹たちはこれらの啓示に示されている原則を決し
て軽視していなかったことが分かります。彼女たちの言
葉と行動は自分やほかの人々の家庭を最も大切にしてい
たことを示しています。例えば，エマ・スミスは「母親は
娘たちを見守り，徳の道を守るよう強く勧める必要があ
る」と教えました。29 預言者ジョセフ・スミスは夫婦の関
係に特別な関心を寄せていることを伝えました。「夫に
対してどのように振る舞い，温厚と愛情をもってどのよう
に接したらよいかをこの協会で教えましょう。男性が苦
難によって打ちのめされるとき，また心配や問題を抱え
て途方に暮れているとき，口論やつぶやきではなく，ほ
ほえみに出会うことができるとしたら，もし優しさに出会
うことができるとしたら，心が穏やかになり，気持ちが静
まるでしょう。思いが絶望に向かっているときには，愛情
と優しさのこもった慰めが必要なのです。…… 家庭に
あって，夫に不機嫌な言葉や思いやりのない言葉を浴び
せてはなりません。これからは，優しさと慈愛と愛で皆
30

さんの行いを飾るようにしてください。
」 別の折に預言

「〔扶 助〕協会には明るい
未来があります。教会の成
長に伴い，その力が及ぶ分
野は広がり，善を行う力は
以前よりも増すでしょう。
姉妹たちがこぞって支援す
るなら，この協会は大きな
業を成し遂げ，教会にとっ
て常に祝 福となるでしょ
う。」
ロレンゾ・スノー
Deseret Evening News ，1901 年
7 月 9 日，1

者は，男性に対しても同じような勧告を与えて，夫には
「妻を愛し，いたわり，養い」そして「妻の気持ちに優しく
注意を払〔う〕
」義務があると語りました。31
地域社会の人々を助ける方法について話し合うとき，
扶助協会の姉妹たちは多くの場合家族と家庭に目を向
けました。次のような言葉が集会の議事録の随所に見
られます。「ホークス夫人の話によれば，ドルーリー家
族はまだ具合が悪く，わたしたちの祈りを特に必要とし
ている。
」32「ジョシュア・スミス姉妹 ……はマキューエ
ン姉妹とモドリー姉妹を訪問した。そして，この二人と
その家族が困っており，助けが必要なことが分かった。
毎日世話をする必 要がある。
」33「 P・M・ウィーラー
19

……はフランシス・ルー・ロー姉妹に協会か
ら施しを与えるよう提案した。ロー姉妹は病
気で，住む家がなく，老齢の寡婦で，現在お金

「わたしの名のために一つの家を建てなさい
……。
それは，いと高き者が来て，失われたもの，

がなくて生活できない。
」34「ペック姉妹の報

すなわちいと高き者が取り去ったもの，すなわ

告によれば，ガイズ氏とその家族が病気で生

ち完全な神権を再びあなたがたに回復できる

活できなかったため，支援が行われた。……

場所が地上にないからである。

キンボール夫人によれば，チャールストン氏と

それは，彼ら，すなわちわたしの聖徒たちが

その家族が病気であり，妻の容体は非常に悪

死者の代わりにバプテスマを受けるバプテス

く，看護師がいなければどうにもならない。キ

マフォントが地上にないからである。

ンボール夫人は自分が看護したと言った。
」35
ノーブーに神殿を建設するため聖徒が心を
一つにしたのは，家族を愛していたからです。

すなわち，この儀式はわたしの家に属する
ものであ〔るからである〕
。
」36
彼らが神殿の建設を望んだのは結婚の新し

預言者ジョセフ・スミスは，亡くなった家族の

くかつ永遠の聖約を受けることができ，それに

ためにバプテスマを施すことができると教えて

よって家族が永遠に結ばれるからでもありま

いました。一時期，聖徒は神殿の外でこれら

した。37

の儀式を執行することを認められていました
が，主は次のようにお命じになりました。

ノーブーの教会員は死者のためのバプテス
マと永遠の家族の約束に大きな慰めを見いだ
していました。その一人がサリー・ランドルと
いう姉妹です。彼女は 14 歳の息子ジョージを
亡くし，親族に悲しい知らせを書き送りました。
しかし，その後間もなく死者のためのバプテス
マについて知り，もう一度親族に手紙を書きま
した。今度は平安と確信を新たに見いだした
ことを伝える次のような手紙でした。
「
〔ジョージの〕父親が息子のためにバプテス
の

マを受けました。わたしたちは今，宣べ伝えら
れている完全な福音を信じ，受け入れています。
亡くなったすべての友人のためにバプテスマを
受け，わたしたちの知るかぎり過去にさかの
ぼって彼らを救うことができるという教えは何
フィンランド・ヘルシンキ神殿のバプテスマフォント
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とすばらしいものでしょう。とにかく，わたし

あかし

神殿参入への備え
天の御父とイエス・キリスト，聖 霊を
信じる。

はこう証 しました。「お母さん，もしわたした
ちが第一の復活によみがえるとしたら，墓に横
たえたときとまったく同じ姿の子供たちを持つ
ことになるのです。
」38

しょく ざい

イエス・キリストの贖罪 と回復された
福音に対する証をはぐくむ。
生ける預言者を支 持し，その言 葉に
従う。
道徳的に清くあり，知恵の言葉を守り，
什分の一を完全に納め，教会の教えに
添った生活をすることにより神殿推薦
状を受けるにふさわしくなる。
じゅうぶん

主の王国の建設を助けるために時間，
才能，持ち物をささげる。
家族歴史活動を行う。
けい けん

教えに従い，敬虔である。
慎 みのある服 装をし，身だしなみを
整える。

助けの必要な人々を見つけ出し，助ける
1830 年に教会が組織されて以来，末日聖徒
の女性は奉仕を行う方法を無数に見いだして
きました。「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」と言われた主の言葉に忠
実に従ってきました。39
預言者ジョセフ・スミスの指導の下でオハイ
オ州カートランドに神殿を建設する作業が進
められていたとき，姉妹たちは作業に携わる
人々とその家族が多くの支援を必要としている
ことに気づきました。サラ・M・キンボールは
このように話しています。「女性たちはバター
を作り，神殿で作業に従事する人々に喜んでそ
のバターを届けました。このため，自分の家の
食卓からバターが 消えてしまいました。
」40
姉妹たちはまた，神殿でカーペットとカーテン

たちとつながりがある人全員，おじいさんおば

を必要とすることを知りました。ポリー・エン

あさんの時代まで，できるだけ過去にさかの

ジェルは，姉妹たちの働きを見たジョセフ・

ぼって彼らの名前をわたしに書き送ってくださ

スミスが述べたことを記録しています。「姉妹

い。親しい友を救うためにわたしにできること

たちはどんなときも，すべての善い業の先駆け

をするつもりです。…… 皆さんは奇妙な教え

となってきました。〔マグダラの〕マリヤは〔よ

だと考えるでしょうが，いずれ真実であること

みがえられた主に墓の前でまみえた〕最初の

が分かるでしょう。
」

人となりました。そして今 皆さんは，神殿の

子供を一人亡くしていた自分の母に，サリー

内装に取り組む最初の人となるのです。
」41
21

神権の権能の下で扶助協会が組織されたこ

ストリンガム姉妹は男性用の衣類を作り，ま

拡大しました。ある扶助協会集会では，神殿

た，神殿での仕事を引き受けることを申し出

で一生懸命に働く男性に役立つ実務に絞って

た。

話し合いました。「姉妹たちは一人一人その思
いを語り」
，
「神殿を建築してシオンの大義を推

フェルショー姉妹は石けんを寄 付すると
言っている。 …

し進めたいという望み」を皆同じく持っている

スタンレー姉妹は亜麻布の 10 分の 1 と毎

ことを表明しました。議事録には扶助協会の

日 1 リットルの牛乳を寄付することを申し出

姉妹たちがささげた多くの事柄が記録されて

た。

います。

ビーマン姉妹は衣類を作ると言っている。

「ジョーンズ姉妹は必要であれば，物資の調

スミス姉妹は，教会員ではないが友好的な

達に奔走し，さらに，神殿で働く人を一人宿泊

商人から，綿モスリンなどを手に入れることを

させることができると言った。

申し出ている。 …

ダーフィー夫人は協会の首脳部が望むなら，
作業を促進させるため，馬車を駆って，羊毛な
どを集めて来ることを申し出た。

ジーン姉妹は自分で紡いだ糸を寄付するこ
とを申し出た。
」42
これらの姉妹の心にわき上がっていたの

スミス夫人は，商売をしている家の妻たちか

は，善い業に携わりたいという大きな望みで

ら物資を寄付してもらい，それによって作業員

した。羊毛と馬車，石けんと裁縫，食糧と装

を雇うことを提案した。

飾品，時間と才能を差し出すことによってその

ウィーラー夫人は自分の時間なら幾らでもさ
さげると言った。
グランガー夫人は編み物，裁縫，看病など
役立つことは何でも喜んですると言った。
エルス姉妹は寄付などを集めて来たいと
言った。
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申し出た。

とにより，ノーブー神殿建設の支援の規模は

思いを表したのでした。教会の女性たちは，
主の教会を築き上げたいという自然な思いを
自分たちの新しい協会を通して行動に移しま
した。
預言者ジョセフ・スミスは困っている人々を
力づけるよう扶助協会の姉妹たちに勧めまし

エンジェル夫人は新しい材料が手に入らな

た。扶助協会のある集会で，預言者は 1 コリ

いならば，必要に応じて古い衣類の繕いを喜

ント12 章 から教えた後（ 17 −18 ページ参

んですると言った。

照）
，1 コリント13 章から愛に関するパウロの

スミス夫人は羊毛を手に入れて年配の婦人

教えを読み始めました。この章について預言

たちに渡し，毛糸の靴下を編んでもらって，冬

者はこう言いました。「隣人の徳については限

に神殿で作業に携わる人々に提供することを

界を設けずに見てください。……もしイエスの

ように行いたい……と思うなら，互いに対して

扶助協会の姉妹たちは慈善奉仕を組織の

心を広げなければなりません。…… 純真さ，

基本原則としていました。毎週開かれる女性

徳，善良さを増し加えるとともに，人々に対して

扶助協会の集会で，姉妹たちはそれぞれ困っ

広い心を持ってください。寛容であって，人の

ている人々について報告しました。財政担当

過ちや誤りを忍耐しなければなりません。人

書記は寄付を受け取り，それらは困っている

43

の魂は何と貴いものでしょうか。
」

扶助協会の別の集会で預言者はこう教えて

人々に慰めを与えるために配られました。金
銭，日用品，才能，時間がささげられました。

います。「人々に罪を捨てさせるには，手を

衣類や寝具を寄付する女性もいました。衣類

取って導き，優しく見守る以外にありません。

の原材料となる亜麻，羊毛，毛糸が提供されま

人々がわたしに少しでも愛と親切を示してく

した。リンゴや玉ネギ，粉，砂糖，パン，バター

れたら， わたしはどんなにか心強いことで

などの食品も寄贈されました。

しょう。ところがその反対の行為は，あらゆる

扶助協会会長のエマ・スミス姉妹は慈善奉

不快な思いを巻き起こし，人の心を憂うつにさ

仕のすばらしい模範でした。飢えている人，家

44

せます。
」

のない人，病人のために家を開放しました。

エマ・スミスとジョセフ・スミスは，イリノイ州ノーブーで飢えている人，家のない人，病人を支援する働きを導いた。
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助けに来てくれました。エレンはどのように助

「邸宅」と呼ばれていたスミス家の丸太作りの
家は居間と 2 部屋の寝室から成っていました。

けてもらったかをイギリスに住む家族に書き

扶助協会が組織されたとき，家にはエマとジョ

送っています。
「病状が快方に向かったので，町へ行って，

セフ，4 人の子供のほかに 11 人が住んでいま

アンの家を訪れ，そこで 2 晩泊まりました。

した。
初期の扶助協会の姉妹たちは困っている

……アンが住んでいた家の女性はわたしと家

人々を助けるだけでなく，時には自分たちも援

族が必要としていた衣類を支給してもらうよ

助を受けることがありました。例えば，エレン・

う，女性扶助協会に申請することを勧めてくれ

ダグラスは 1842 年 3 月に家族とともにノー

ました。わたしはそれを断りました。すると彼

ブーに到着して間もなく，扶助協会に加わり，

女は，わたしは長い間病気だったのだから助け

その 3 か月後に，夫のジョージが亡くなりまし

が必要であり，もし申請しないのなら，自分が

た。残された家族は力を合わせて暮らしてい

代わりに申請すると言いました。
」結局，ダグラ

ましたが，夫であり父親である人を失った生活

ス姉妹は援助を申請することに同意しました。

は苦しいものでした。それでもエレンは扶助

「わたしたちは一人の姉妹を訪れました。する

協会の活動に参加して，苦しんでいる人，病

と彼女はわたしがいちばん必要としているの

人，貧しい人を積極的に助けました。しかし

は何かと尋ねました。わたしは……多くの物

1844 年 4 月，エレンと何人かの子供たちは病

を必要としていることを打ち明けました。病気

に倒れ，援助を必要とする事態に陥りました。

の間針仕事ができなかったため，子供たちの

そこでアンという友人を訪ねると，扶助協会が

服は擦り切れていました。彼女はわたしの

ジョセフ・スミス
初代大管長
「〔扶助〕協会は貧しい者を助けるだけでなく，
人の霊を救うためにある。」

Relief Society Minute Book ，1842 年 6 月 9 日
イリノイ州ノーブー，教会歴史図書館，633
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ためにできるかぎりのことをすると言ってくれま
した。数日後，アンが馬車でやって来ました。
それまでに受けたことのないほどの贈り物を
持って来てくれたのです。
」45

「わたしたちすべてがともに天で座に着
けるよう」
十二使徒定員会のジョン・A・ウィッツォー
長老は扶助協会の基本となる働きについて説
明しています。「貧困，病気，疑い，無知など，
女性の喜びと進歩を妨げるすべてのものから
解放することです。何とすばらしい務めでしょ
うか。
」46
強い信仰と証を持つ末日聖徒の女性には

オンタリオ州トロント神殿
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「天使の務め」が与えられています。 十二使徒
定員会の M・ラッセル・バラード長老は次の
ように教えています。「主と聖約を交わした教

けられるよう力を合わせて働いています。ジョ

会のすべての姉妹は，人々の救いの手助けを

セフ・スミスの母ルーシー・マック・スミスが

なし，世の女性を導き，シオンの家庭を強め，

与えた勧告に喜んで従っているのです。「わた

神の王国を築くようにとの神聖な命令を神から

したちは慈しみ合い，見守り合い，慰め合い，

48

受けています。
」

サラ・M・キンボールとマーガレット・クッ

導きを得て，わたしたちすべてがともに天で座
に着けるようにしなければなりません。
」49

クは裁縫協会を始めることに決めたとき，人々
のために神殿建設の手助けをしたいと考えて
いました。しかし，預言者とほかの神権指導者
の霊感と指導の下で，彼女たちは結局，神殿に
入れるよう人々を備える手助けをしたのです。
この業は現在も続いています。扶助協会の
姉妹はジョセフ・スミスが教えた原則に従い，
女性とその家族が神の最も大いなる祝福を受
25

第 3 章

「聖約を固く守りなさい」
大移動，移住，そして定住
姉妹たちは，ジョセフ・スミス大管長が設けた制度も
与えた約束も決して忘れませんでした。
……いつでも助けの手と優しい思いやりをもって，
惜しみなく愛と慈愛の業を行いました。
多くの人々がそのような思いやりにあふれる行為を
必要としていました。
困難，苦しみ，欠乏，そして苦難の時代だったからです。
エメリン・B・ウェルズ

第 3 章

「聖約を固く守りなさい」
大移動，移住，そして定住

1844 年 6 月 27 日，武装した暴徒がイリノイ

大移動──聖約に支えられて

州カーセージの小さな監獄に押し寄せて来まし

初代扶助協会の姉妹たちは，古代のアンモ

た。ここにジョセフ・スミスは不当に監禁され

ンの民と同様，
「神……に貢献する熱心さで

ていました。兄のハイラム，そしてジョン・テー

……秀で」
「確固としてキリストを信じ」ていま

ラー長老とウィラード・リチャーズ長老も一緒

した。2 預言者ジョセフ・スミスから教えを受

でした。暴徒が去ったとき，ジョセフとハイラ

け，神権の権能の下で設立された公的組織を

ムは亡くなり，テーラー長老は負傷していました。

通じて祝福を受けました。彼女たちにとって次

ジョセフ・スミスとハイラム・スミスが殉教し

に必要なものは神殿の祝福でした。

ても，聖徒の信仰と献身に終止符が打たれるこ

ノーブー神殿が奉献されると，5 千人以上の

とはありませんでした。また，それがきっかけと

大勢の聖徒が次々に神殿を訪れました。未知

なって，教会員に対する迫害がやむこともありま

の未来に旅立つ前にエンダウメントと結び固め

せんでした。迫害が続いたために，教会の新し

の儀式を受けるためです。彼らは一日中，夜に

い指導者となったブリガム・ヤング大管長は，安

なっても神殿にやって来ました。ブリガム・ヤ

心して生活し礼拝することのできる新天地を求

ング大管長は次のように記録しています。「神

めて，ついにイリノイ州ノーブーを離れるよう聖

殿の儀式を受けたいという聖徒の望みが非常

徒に勧告しました。多くの人々がヤング大管長

に強く，わたしは夜も昼も神殿で主の業に自分

に従い，1846 年 2 月に大移動を開始しました。

のすべてをささげました。睡眠時間は 1 日平

この困難な時期に至るまでの間，女性扶助

均 4 時間以下で，帰宅したのは週に 1 度だけ

協会の公的組織の活動は中断されました。し

でした。
」3

かしながら，苦しみを和らげ，家族を強め，忠

神殿の聖約からもたらされた強さ，力，祝福

実であり，信仰深くありたいという姉妹たちの

は，旅の間，寒さ，暑さ，飢え，貧困，病気，事

望みは，明るく燃え続けました。姉妹たちは初

故そして死を経験したときに末日聖徒の支えと

代扶助協会会長に主がお与えになった「あな

なりました。聖徒たちは強められ，力づけられ

たが交わした聖約を固く守りなさい」という命

ました。ノーブーを離れ，荒野へのつらい旅へ

令に従いました。1

と出で立つための霊的な備えができたのです。

い
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扶助協会の多くの姉妹と同様，サラ・リッチ

しています。「主のすべての定めに従って歩む

も神殿の祝福によって鼓舞され，大移動の試練

ことが，わたしたちの聖約となる。
」5 末日聖徒

に立ち向かうことができました。ノーブーを離

は，聖約によって神，家族，そして旅仲間と一つ

れる前に，ブリガム・ヤングから神殿で働く召し

に結ばれた状態で，荒野に歩み出したのです。

を受けました。後に，次のように語っています。
「わたしたちは主の宮でた
くさんの祝福を受け，それに
よってあらゆる悲しみのただ

サラ・リッチ

ノーブーを離れる前，ある末日聖徒の一団

中にあって喜びと慰めを得，

が，放棄された神殿の集会所の壁に次のような

神を信じる信仰を持つこと

メッセージを書き残しています。「主はわたし

ができました。これから直

たちの犠牲を御覧になった。わたしたちの後

面する未知の旅において，神が導き，支えてく

に続いてください。
」6 この言葉に聖徒たちの

ださることを知っていたのです。もしも主の御

献身と共同体としての努力が集約されてい

霊の影響力と助けにより神殿で授かった信仰

ます。聖徒は犠牲，奉献，神を信じる信仰の

と知識がなかったなら，真冬に始めるこの旅は

精神をもって，旅をしました。孤独な旅人とし

まるで暗闇の中に飛び込むようなものであり，

てではなく，
「イスラエルの陣営」
，すなわち部

貧しさの中で，死に向かって歩いているような

隊という小さなグループに組織された共同体

ものだったでしょう。しかし，わたしたちは天

として互いに支え合いながら旅をしたのです。

み

たま

くら やみ

の御父を信じる信仰を抱き，神を信頼し，自分

ブリガム・ヤングに与えられた「西部に向

たちは神の福音を受け入れた，神の選ばれた

かって旅をするイスラエルの陣営に関する」啓

民であると感じていました。悲しみではなく，

示の中で，主は開拓者に次のように命じておら

自分たちの解放の日が来たことに喜びを感じ

れます。「各部隊は，分配を受けた財産に応じ

ていました。
」4

て，貧しい者，やもめ，父のいない子供，および

リッチ姉妹の言葉から分かるように，忠実
な末日聖徒の女性にとって，大移動は「暗闇に
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移住──信仰，慈愛，そして支え合い

軍隊に入った者の家族を伴う割合を等しく負
担しなさい。
」7

飛び込む〔こと〕
」ではありませんでした。彼女

移住の間，女性や子供に対して男性の占め

たちは聖約によって支えられていました。古代

る割合が少ないことがしばしばありました。

におけるイスラエルの子らのように，解放される

1847 年の春，聖徒たちはウィンタークォーター

という希望をもって，預言者に従い，荒野に

ズと呼ばれる場所でその年の冬を過ごした

踏み出したのです。大移動に備え，ブリガム・

後，約 520 人の男性が，35 人の女性と 42 人の

ヤング大管長は聖徒に向かって次のように宣言

子供を伴い，モルモン大隊に加わりました。

「この世のいついかなる時
代にも，神は一人の人ある
いは一つの民に，ある特定
の業をなす召しあるいは命
令をお与えになりました。
彼女たちは決心と忍耐に
より，また神を信じる信仰
により，その業を成し遂げ
る力を与えられました。」
ソルトレーク盆地へと旅立つ前に，5,000 人以上の聖徒がイリノイ州ノー
ブーで神殿の祝福を受けました。

ウィルフォード・ウッドラフ
Deseret News: Semi-Weekly，
1881 年 7 月 26 日付，1

合衆国軍隊で働くようにという徴募に応じるためでした。
143 人の男性，3 人の女性，そして二人の子供から成る
別のグループが先陣の開拓者隊として先に進み，後に続
く人々のために道を備えました。プレセンディア・キン
ボールという名の女性が，当時のことを次のように振り
返っています。「穀類や野菜を育て，女性や子供を守れ
る男性はごくわずかしか残っていませんでした。……その
ようなわけで，残ったのは，年老いた者，ひ弱な者，女性，
そして子供ばかりでした。
」8

あんしゅ

聖徒は神権を保持する兄弟たちの按手による神権の
力によって祝福を受けました。また，神を信じる姉妹たち
の信仰，慈愛，強さ，そして祈りによって支えられました。
まんえん

病気が蔓延したとき，姉妹たちはノーブーで行ったよ
31

ソルトレーク盆地へと旅をしているときに，女性たちは互いに助け合い，自分たちの家族の世話をしました。

うに，自分の家族やほかの人のために医者や

1846 年 7 月 14 日──「病人にとってきわ

看護師としての役割を果たしました。ドラシ

めて不快な状況に置かれている。幌馬車の上

ラ・ドリス・ヘンドリックスは次のように当時

にじりじりと照りつける日中の太 陽と夜の

を振り返っています。「病人のいない馬車は一

冷気。あまりにも激しい変化で健康を維持す

つもありませんでしたが，ヨブの忍耐をもって

ることは難しい。
」

9

耐え忍びました。
」 死亡率は高く，特に幼児の
場合がそうでした。10

に移った。赤ちゃんが初めて住む家となる。

エライザ・パートリッジ・ライマンは，1846

火のそば に 座れ る特 権に心から感 謝して

年 7 月 14 日，幌 馬 車 の中で男の子を生みま

いる。 ここでは四方八方から風が吹くことも

した。開拓者の中の多くの乳幼児がそうで

ない。体の片側が暖まり，反対側も凍えること

あったように，この男の子は生き残れませんで

はない。この家には床がない。そのほかの多

した。日記の中で，エライザは自分の経験を次

くの快適さもない。しかし，草ぶきの屋根のた

のように記しています。

めに雨が入ってくることはあっても，壁がある

ほろ ば しゃ
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きょう

1846 年 10 月 15 日──「今 日，丸太 小屋

ので風からは守られる。
」

は自分たちが交わした聖約の力に頼りました。

1846 年 12 月 6 日──「赤ちゃんが 病 気

中央扶助協会第 4 代会長のバスシバ・W・ス

で，容態は悪くなる一方。一日中泣いている

ミスは，後に当時の経験を次のように振り返っ

が，病気の原因が分からない。
」

ています。

1846 年 12 月 12 日 ──

「わたしたちは雪，風，そして雨の中を旅し，

「赤ちゃんが亡くなり，喪失の

道や橋，いかだを作りました。哀れな家畜たち

悲しみに暮れている。あの

はわずかな食料しか与えられずに，来る日も来

子を失って悲しい。できるか

る日も重い荷物を引いて進みました。また，陣

ぎりのことはしたが，何のか

営の人々は貧困，病気，そして死に苦しみまし

いもなかった。病気にかかっ

た。このような有様について，わたしは語ろう

たときからずっと悪くなる一方だった。姉のキャ

とは思いません。わたしたちは…… 平安のう

ロラインと一緒に毎晩徹夜で看病をし，死なせ

ちに全体でも個別でも集会を開き，祈り，シオ

まいと努力した。別れは堪え難いことだったか

ンの歌を歌うことによって慰められました。迫

エライザ・パートリッジ・
ライマン

らだ。しかし，どうしようもなかった。……
でもわたしには親しい友人がいる。そのよ
うな友人がいなければ，わたしはこの世界に
別れを告げたいと願うことだろう。この世は
失望と悲しみに満ちているからである。しか
し，わたしは信じている。わたしたちを見守り，
あらゆることを正しく取り計らう力ある御方が
おられることを。
」11
エライザは自ら語ったように，思いやりのあ
る姉妹たちの友情によって支えられました。
後に同じような友情と哀れみを周囲に示し，自
分と似たような悲しみに直面しているほかの
女性を助けました。 1847 年 6 月 1 日には次の
ように書いています。「エルビラ・ホームズ姉
妹の赤ちゃんが亡くなった。一緒に一日を過ご
しに来てほしいと招かれたので，そうすることに
した。一緒に赤ちゃんのお墓にお参りした。
」12
そのようなつらい状況に置かれ，姉妹たち

多くの末日聖徒の女性がソルトレーク盆地への旅の途中で子
供を産みました。
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害者から遠ざかって行くことを喜びました。長

は，自分たちの力と可能性を使ってどのように奉

老たちの按手によって神の力が顕れ，病める者

仕するかということに対しビジョンがありました。

が癒され，足の不自由な人が歩く姿を目にし，さ

家庭と地域社会の確立に貢献し，信仰と慈愛の

らに慰められました。主がわたしたちとともに

行いを通して，人々を救いました。彼女たちの

あらわ

いや

13

いてくださり，主の力が日々顕されたのです。
」

また女性たちは，互いの愛と哀れみに霊的

きよ

犠牲には，自身を聖め，彼女たちのささげ物を
受けた人々をも聖める効果がありました。

な強さを見いだしました。旅の間中，病気や死

扶助協会の公式の集会はなくとも，開拓者

という試練に苦しみながらも，互いのために信

時代の女性たちは預言者の教えに従い，自ら

仰をもって祈り，慰め 合いました。 ヘレン・

が交わした神殿の聖約を守りました。そうす

マー・ホイットニーは次のように記しています。

ることによって，教会とアメリカ西部の歴史に

「神の愛が互いの心から心へと注がれ，その結

おけるほかに類のない章を書き記したのです。

果，わたしたちと主の関係を引き裂こうと働き

末日聖徒ではないある著名な歴史学者は次の

かける悪い者もまったく無力に思えました。ま

ように記しています。「彼女たちの信奉してい

た，時には，その無慈悲な矢に刺される痛みも

た宗教をわたしが受け入れないからと言って，

なくなりました。
」14

彼女たちがしばしば行った献身的で勇敢な奉

預言者ジョセフ・スミスの霊感あふれる教え
を忘れなかった忠実な開拓者時代の女性たち

仕を疑うわけではない。特に，この教会の女
性はすばらしい。
」15

バスシバ・W・スミス
第 4 代中央扶助協会会長
「福音を聞いたとき，それが真実だと分かりました。モル
モン書を初めて読んだとき，それが神の霊感によるもの
だと分かりました。ジョセフ・スミスに会ったとき，生け
る神の預言者と向かい合って立っていることが分かりま
した。彼の権威について心の中に何の疑いもありません
でした。」

Young Woman s Journal ，
1901 年 10 月号，440
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姉妹たちは「いつでも助けの手と優しい思いやりをもって，惜しみなく愛と慈愛の業を行いました。」
（エメリン・B・ウェルズ）

定住──「いつでも…… 惜しみなく愛
と慈愛の業を行いました 」

が，もしあなたがたがこれらのことのどれも行

最初の開拓者部隊は，ソルトレーク盆地に

むなしく，何の役にも立たない。あなたがたは

到着したとき，自分たちが生き残れるように，

うことがなければ，見よ，あなたがたの祈りは
信仰を否定する偽善者と同じである。
」16

作物を植え，小屋を建てました。次に，ほかの

エメリン・B・ウェルズ姉妹は，後に中央扶

人々の必要を満たすことを考えました。ブリガ

助協会第 5 代会長として奉仕しましたが，姉

ム・ヤング大管長は，聖徒たちに霊的にも物質

妹たちの善良さと奉仕について次のように語っ

的にも援助を必要としている人々を助けるよう

ています。「聖徒たちがノーブーを離れ，旅の

勧めました。彼の勧告は，モルモン書に記され

途中にあったとき，扶助協会の集会はやむを

ている貧しいゾーラム人に対するアミュレクの

得ず中止されました。しかし，姉妹たちはジョ

勧めに似ていました。「もし乏しい人や着る物

セフ・スミス大管長が設けた制度も与えた約

のない人を追い払ったり，病気の人や苦しんで

束も決して忘れることなく，いつでもどこでも

いる人を見舞わなかったり，自分には持ち物が

機会あるごとに，慈善活動を続けました。い

ありながら，それを必要としている人々に分け

つでも助けの手と優しい思いやりをもって，惜

与えなかったりするならば，あなたがたに言う

しみなく愛と慈愛の業を行ったのです。多くの
35

の南北に広がるこの入植地の奥地に定住する
よう人々に呼びかけました。姉妹たちはノー
ブー女性扶助協会の受け継ぎと基本原則を忘
れませんでした。人々に奉仕し，貧しい人々を
救済するために，それらの定住地に扶助協会
のグループが数多く設立されました。
例えば，ルーシー・メザーブ・スミスは，ユ
タのプロボで末日聖徒の女性グループを導き
ました。彼女とその他の姉妹たちはユタに到
着した末日聖徒を助ける召しにこたえました。
1856 年 10 月の総大会で，ブリガム・ヤング大
管長は，手車隊が何百マイルも離れた所で立ち
1856 年，扶助協会の姉妹たちは苦しんでいる手車隊の開拓
者たちのためにキルトを集めました。

往生していると発表しました。彼は次のように
宣言しています。「わたしが今教えている原則
を実行に移さないかぎり，皆さんの中で，その

人々がそのような思いやりにあふれる行為を

信仰，宗教，信仰の告白によって神の日の栄え

必要としていました。困難，苦しみ，欠乏，そ

の王国に救われる人はだれもいないでしょう。

して苦難の時代だったからです。
」17

行って，今平原にいる人々を連れて来てくだ

1854 年，マチルダ・ダドリーは，地元のアメ

さい。そして現世の事柄と言われている務め

リカインディアンが必要としている多くの事柄

または義務をきちんと果たしてください。そう

に気づきました。彼女は，まず自ら率先して行

しなければ，信仰は無に帰するでしょう。
」18

動し，後にはブリガム・ヤング大管長から命じ

スミス姉妹の自叙伝の記録によると，ヤング

られ，ビショップの指示の下に姉妹たちを組織

大管長の訓戒を聞き，出席していた人々は兄

し，インディアンの女性や子供たちのために衣

弟姉妹たちを救出するために行動を起こしま

類を作りました。同様のグループがほかの定住

した。女性たちは，
「ペチコート〔当時の流行

地にも生まれ成長しました。末日聖徒の女性た

でもあり保温の機能も持つ大きなアンダース

ちが自らの内にある慈愛の心に従って，周囲の

カート〕
，ストッキング，そして与えることができ

人々の必要を満たすために奉仕したからです。

るものは何でも，まさしくそのタバナクルの中

さらに多くの末日聖徒がソルトレーク盆地に

で脱ぎ捨て，幌馬車の中に積み込み，山中で

到着してからもこのような形で活動が続けられ
ました。教会指導者は，ソルトレーク・シティー
36

窮地に陥っている聖徒たちに送った。
」
さらに姉妹たちは，小さな手車にわずかば

かりの所持品を載せて到着する聖徒たちのた

なったと述べています。また次のように記して

めに寝具や衣類を集め続けました。スミス姉

います。「かつていかなる労働に従事したとき

妹は次のように記しています。「秋も深まった

も，これほどの満足感，これほどの喜びとも言

ころに手車を引いて到着した貧しい人々を慰め

える気持ちを感じたことはなかった。一致の

るために，善良な兄弟姉妹たちの助けを得て，

精神がみなぎっていた。店の中に入り，何が欲

できるかぎりのことをした。……当時，扶助協

しいのか伝えるだけでよかった。例えば，衣

会は資金不足で，大したことはできなかった。

類の生地が必要だと言うと，無料で生地を計っ

しかし，最初の集会で集めた寝具類と衣類は，

て切ってくれた。〔わたしたちは〕物資を集め

4 人のビショップ でも運 べ ない ほどの 量

るために雪の中をもがきつつ進んだ。わたし

だった。すべての人たちが落ち着いて生活で

たちの服はひざ頭あたりまでぬれた。
」19

きる状態になるまで働き続けた。
」スミス姉妹
は，手車隊が到着したとき，町にあった一つの
建物は「彼らに対する支給品でいっぱい」に

「進んで手を差し伸べて聞きます。次は
何をしましょうか。
」
これらの扶助協会の姉妹たちは，慈愛，す
なわち「キリストの純粋な愛」20 を示しました。
一度も会ったことのない，寒さと飢えに苦しむ
聖徒たちを救うために，自分たちの衣服を与
え，キルトを作りました。そのように奉仕する
ことにより大きな喜 び を見いだしました。
また，手押し車の開拓者たちを助けるために
できるかぎりのことをした後でも，人々を助け
続けました。ルーシー・メザーブ・スミスの言
葉から，当時の姉妹たちがどのような思いで奉
仕をしたか，うかが い知ることができます。
「進んで手を差し伸べて聞きます。次は何をし
ましょうか。
」21 この質問に，昔も今も変わらぬ
扶助協会の姉妹たちの善良さが要約されてい
ます。

扶助協会の姉妹たちは，ソルトレーク盆地に到着してからも，
続けて互いに奉仕し，励まし合いました。
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第 4 章

「広範囲に及ぶ活動領域」
イスラエルの娘や母親は，だれであれ，
現時点では何もできない
〔限られたことしかできない〕と感じていても，
やがては，惜しみなく天より授けられた善を行う力と能力を
遺憾なく発揮する十分な機会を見いだすことでしょう。
……ヤング大管長は姉妹たちが広範囲の分野にわたって
活動し貢献できるように道を開いたのです。
エライザ・R・スノー

第 4 章

「広範囲に及ぶ活動領域」

1866 年 12 月 26 日，大管長会と十二使徒定

を助けるための方法を見いだすでしょう。
」2

員会はブリガム・ヤング大管長の指示の下，集

再び，姉妹たちは神権の権能の下に組織さ

会を開きました。集会 が 終わりに近づいた

れ，預言者ジョセフ・スミスがかつて語ったよ

ころ，教会の第 2 代大管長であるヤング大管長

うに，
「神が姉妹たちの胸に植え付けられた思

は，教会全体において扶助協会を再組織した

いやりの気持ちに従って行動する立場に置か

いという望みを表明しました。1

れていま〔した〕
。
」3 彼女たちは，物質的にも

その翌年，ヤング大管長は助けの必要な人々

霊的にも，自分たちの家族と助けの必要な人々

を捜し出すという責任においてビショップを支

を強めました。そのような奉仕を通じて，彼女

援するのが急務であるという気持ちを強くしま

たちの信仰と義は増しました。エライザ・R・

した。あらゆるワードで扶助協会を再組織す
るという取り組みを指導する中で，ヤング大管
長はビショップに次のような勧告を与えました。
「
〔彼女たちに〕様々なワードで婦人扶助協会
を組織させてください。わたしたちの中には才
能豊かな女性が数多くいます。そしてこのこと
で彼女たちの助けを得たいと望んでいます。
中には，そんなことは無益だと考える人がいる
かもしれません。しかし，そうではありません。
皆さんは，姉妹たちがこの活動の中心的な力にな
ることを知らされるようになるでしょう。彼女た
ちに皆さんの知恵と経験という恵みを与えてくだ
さい。皆さんの影響力を与えてください。彼女た
ちを賢明かつ適切に導き，指導してください。
そうすれば，彼女たちは，ビショップよりも 10 倍
は早く，貧しい人々のために住む所を探し，彼ら

ソルトレーク神殿の建設，
1877 年
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スノー姉妹は次のように教えています。扶助

織 するようにビショップ に 指 示しました。

協会は「
〔姉妹たちを〕磨き高め，とりわけ，福

また，……この要請を繰り返し，すべての定住

音を信じる信仰を強めます。そうすることに

地に広め，貧しい人々を救済するためだけで

よって，姉妹たちは多くの人々を救う器となる

なく，あらゆる気高く善い業を達成するため，

4

姉妹たちに組織に参加するよう呼びかけま

のです。
」

した。
」5
イリノイ州ノーブーで最初に設立された女性

各ワードにおける扶助協会

扶助協会の書記として，スノー姉妹はジョセ

ヤング大管長は教会で奉仕するようスノー

フ・スミスの教えを含む（第 2 章参照）集会

姉妹を召しました。準州内を巡回し，ビショッ

の詳しい議事録をつけていました。ノーブー

プが扶助協会を組織するのを助けるためです。

からソルトレーク盆地へ旅するときも，自分の

彼女は次のように語っています。「ヤング大管

書いた議事録を大切に保管していました。当

長は，それぞれのワードで女性扶助協会を組

時の集会で姉妹たちに教えられたことがどれ

エライザ・R・スノー
中央扶助協会第 2 代会長
「わたしたちは感謝されることを好みます。しかし，当然受ける
はずの感謝をすべて受けなかったとしても，それが何だというの
でしょうか。わたしたちは，主がわたしたちに重大な責任を課し
ておられること，また，主が義にかなったわたしたちの心に植え
付けられたにもかかわらず，実現しないような願いあるいは望み
は存在しないことを知っています。自分自身と互いに対して行う
ことのできる最大の善は，あらゆる高潔で良いことに関して，自
分自身を磨き，養い，それらの責任にふさわしくなることです。
」

扶助協会議事録，1868 −1879 年，アルパインステーク，リーハイ
ワード，1869 年 10 月 27 日付，教会歴史図書館，27；句読点，語の
つづりは現代のものに修正されている
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「自分に与えられた領域で
役立つ者となり，途中で困
難のために落胆することな
く，神を信頼し，神を仰ぎ
見ること，これこそわたし
たちが姉妹たちの心の中
に植え付けたいと願ってい
ることです。そうするとき
に，主の驚嘆すべき祝福
が，皆さんのうえに降り注
がれることをわたしは約束
します。」
左から右──エリザベス・アン・ホイットニー，エメリン・B・ウェルズ，
エライザ・R・スノー

ほど重要かを理解していたからです。彼女は扶助協会

ロレンゾ・スノー
Young Woman s Journal ， 1895
年 9 月号，578

がどのように構築されるべきかを知っていました。また，
その設立の基となる原則は何かを忘れませんでした。こ
の組織が末日聖徒イエス・キリスト教会の重要な部分で
あることを理解していたのです。彼女は次のように述べ
ています。「このような性質の組織で集会を開くのは
並々ならぬことです。どの神権時代にも，キリストの教
会が完全な状態にあるときにはこの組織が存在していま
した。
」6 ワードからワードへと巡回するときに，彼女は
何度もこの議事録を使って教えました。
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扶助協会の姉妹たちを指導したエライザ・R・スノー姉妹

姉妹たちのビジョンと影響力を広げる
ヤング大管長はスノー姉妹に各ワードの神

もたらす自分たちの力に対し，姉妹たちのビ

権指導者とともに働くよう依頼したことに加

ジョンが広がりました。スノー姉妹は次のよう

え，彼女の割り当ての範囲をさらに大きなもの

に語っています。

としました。彼は次のように言っています。

「イスラエルの娘や母親は，だれであれ，現

「あなたに姉妹たちを指導してほしい。
」7 彼女

時点では何もできない〔限られたことしかでき

が後に中央扶助協会第 2 代会長として任命さ

ない〕と感じていても，やがては，惜しみなく

れたのは 1880 年のことでしたが，主がエマ・

天より授けられた善を行う力と能力を遺憾なく

スミス姉妹にお与えになったのと同じ責任を与

発揮する十分な機会を見いだすことでしょう。

えられました。それは「わたしの御霊により知

……ヤング大管長は姉妹たちが広範囲の分野

らされるままに，聖文を説き明かし，教会員に

にわたって活動し貢献できるように道を開いた

み たま

8

説き勧める」 という責任です。
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えが相まって，家庭，教会，そして世界に善を

のです。
」9

また，ヤング大管長は教会の女性たちに勧

1800 年代後半の扶助協会を特徴づける教

告を与えました。彼の勧告とスノー姉妹の教

えと取り組みについて改めて考えてみると，再

組 織された扶 助 協会 が 末日聖徒の女性の

美しいものを増やすようにしなさい。
」11 減らす

ビジョンと義にかなった影響をどのように増し

とは，何かを取り除くことです。ヤング大管長

加えたかが分かります。

が娘たちに減らすように勧告したとき，この世
的で，軽薄な，慎みのない行動や服装をやめる

慈愛
ノーブーでジョセフ・スミスとエマ・スミス
が確立した行動規範に従い，慈愛が霊的にも

ように言いたかったのです。ヤング大管長は
教会全体に対する節減や改革も説き勧めま
した。

物質的にも，あらゆる事柄の基となり続けまし

ヤング大管長は聖徒にこの世的な生活様式

た。慈愛を行うことは扶助協会の姉妹たちが

を捨てるよう勧告する際に，通常，日々の暮ら

組織された目的でした。ヤング大管長は次の

しに関連する実際的な勧告を与えました。倹

ように教えています。

約と勤労を奨励したのです。例えば，扶助協

「これらすべてがわたしたちの宗教に包含さ

会の姉妹たちに食事と家事のやり方を改める

れています。すべての善い言葉と業，すべての

よう勧告しました。しかし，節減には，より質

物質的なこと，すべての霊的なこと，天にかか

素な生活様式を取り入れる以上の意味があり

わること，地にかかわること，そして地の下に

ました。心の変化を意味したのです。姉妹た

かかわること，すべてがわたしたちの教会の領

ちは自らをこの世から区別し，真の意味で聖

域に含まれているのです。……わたしたちが

徒，すなわち主の民となる必要があったのです。

これらのことを行うなら，また喜んで正しいこ

エライザ・R・スノー姉妹は次のように語って

とを行うなら，わたしたちの足は〔確固たる〕

います。「わたしは何を減らす必要があるで

ものとなり，これら悠久の山々の礎と同様に不

しょうか。わたしの無知，神のものでないすべ

動のものとなるでしょう。わたしたちは義の原

てです。
」12

則に基づくのでなければ，いかなることも望ん
ではなりません。また，正しいことを望むなら，
ほかの人にも正しい行いをもって接し，すべて

個人の啓示
スノー姉妹は神権指導者の勧告に従いま

の人に対して思いやりを示し，愛と慈愛を心の

した。そして，扶助協会の姉妹たちに，同じ

中に満たしましょう。
」10

ように行うならば，祝福を受けると約束しま
した。また，一人一人の女性がそれぞれの生

この世的な影響を退ける
ブリガム・ヤング大管長は家庭で娘たちに

活，家庭，教会の責任において指針となる霊感
を受けられると教えました。彼女は次のよう

次のように教えました。「あらゆる悪いものや

に語っています。「姉妹たちに，出て行って，

価値のないものは減らし，あらゆる良いものや

謙 遜 に，また忠実にその務めを果たすように

けん そん
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言いなさい。そうすれば，神の御霊がともに

御霊に満たされているとき，わたしの霊は満

あり，働くときに祝福を受けるでしょう。力で

足します。そして，心の底から次のように言え

はなく知恵を求めさせなさい。そうすれば，自

ます。日々のささいな事柄は，何の妨げとも感

分が持つ知恵に従って実行する力が得られる

じられなくなる。しかし，そのような御霊や福

13

でしょう。
」

スノー姉妹の霊感に満ちた教えによって，

音の力を失い，ほんの少しでも，この世的な思
いを抱くなら，問題が生じます。何かがうまく

扶助協会の姉妹たちはその当時の試練に立ち

いかなくなり，疲れてくるのです。どうしたら

向かうことができました。彼女は，姉妹たちが

慰めが得られるでしょう。不滅の心を満足さ

聖霊から導きと慰めを求め続けるならば，逆

せてくれる慰めを人からは得られません。そ

境の中にあっても平安を享受することができる

れを与えてくれるのは天にある泉です。この泉

と教えました。彼女は次のように語っていま

からわたしたちの魂に，絶え間なく御霊を注い

す。聖霊は「人の心が抱くすべての望みをか

でもらえるような生活を送るのは，わたしたち

なえ，むなしい心を満たしてくれます。
」彼女は

の特権ではないでしょうか。
」14

続けて次のように語っています。「そのような

一夫多妻制を擁護する
初 期の 教 会で，一 夫 多妻 制がジョセフ・
スミスに啓示されました。15 当初は，この慣習
を受け入れられない人が大勢いましたが，忠実
な聖徒たちはジョセフ・スミスが神の預言者
であることを知っていました。彼らは預言者に
みこころ

啓示された主の御心に従いました。神と聖約
を交わし，それらの聖約を堅固に熱心に守りま
した。
扶助協会が 1860 年代後半に再組織された
とき，多妻結婚は依然として教会員の間で行
われていました。しかし，合衆国には，多妻結
婚の律法に従って生活している女性は品位を
おとしめられ虐待されていると信じている人が
大勢いました。末日聖徒とその信仰が世間一
扶助協会の姉妹たちは，個人として，また家族とともに祈る
ことによって，自分たちを導く霊感を受けることができる。
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般に誤解された結果，合衆国政府は一夫多妻
婚を禁じる法案を可決しました。

1870 年 1 月，この法案に対して，一団の末日聖徒の女
性がソルトレーク・シティーに集合しました。合衆国全
土からやって来た新聞記者の前で，これらの女性は生け
る預言者と教会の慣習への支持を表明しました。自分
自身と夫を擁護し，自らの信仰と聖約を宣言したのです。
エライザ・R・スノー姉妹は次のように語っています。

「聖文を調べなさい。わた
したちが公にしている啓示
を調べ，御子イエス・キリ
ストの名によって，真理が

き ぜん

「わたしたちの召しにふさわしく毅然として立ち上がり，
わたしたち自身を弁護するべき時が来ていました。……
世の人々はわたしたちのことを知りません。わたしたち
の兄弟とわたしたち自身に対して真理と正義が行われる
ように，口を開かなければなりません。……わたしたち
が世の女性よりも劣るということはありません。また，そ
のように見られたくもありません。
」16
一人の末日聖徒の女性が語った次の言葉に，ほかの

明らかにされるように天の
御父に求めなさい。一切
疑うことなく，神の栄光に
ひたすら目を向けながら
そうするならば，主はあな

多くの末日聖徒の女性の思いが表れています。「この

たがたに聖霊の力をもっ

広い地球のどこにも，ユタほど女性が思いやりと愛情に

てこたえてくださることで

恵まれ，女性の権利が神聖に守られている所はありま
せん。ここでわたしたちは互いに対する愛を表し，天の

しょう。そしてほかの人に

御父に対するわたしたちの献身を世界に示します。また

よらず，自分自身で知るこ

福音が求める要件に喜んでこたえる気持ちを伝えます。
日の栄えの結婚の律法は，福音が求める要件の一つ

とができるでしょう。それ

です。わたしたちはその律法を尊び，教え，実践しよう

によって，神に関する知識

と決心しています。そのように行う力を神がわたしたち
に与えてくださいますように。
」17
新聞記者は，そのときの集会について，
「すばらしい
集会」だったと語っています。18 一人の記者は次のように
記しています。「論理において，また，雄弁さにおいて，
品位をおとしめられていると言われているモルモンの女
性は，東部の女性と……まったく変わらない。
」19 次の

について人に頼ることは
なくなるでしょう。」
ジョセフ・スミス
History of the Church ，
第 1 巻，
282

数か月，さらに多くの女性たちが，ユタ準州の至る所でそ
のような集会に参加しました。
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1890 年，教会の第 4 代大管長であるウィル

の勧告を受け入れ，聖約を交わし守っていた

フォード・ウッドラフ大管長は，一夫多妻制を

ので，この新たな啓示を受け入れることは多く

中止するという啓示を受けました。彼はこの啓

の人にとって，またしても難しいことでした。

示を「公式の宣言」で知られる文書に書いて

しかし，忠実な末日聖徒はもう一度預言者に従

います。公式の宣言を書くことについて，次の

う決心をしたのです。教会の一般会員が公式

ように述べています。「天の神はわたしの行っ

の宣言を聞き賛意を表明したその日に，ジー

たことを行うようにわたしに命じられました。

ナ・D・H・ヤング姉妹は，中央扶助協会第 3

時が来て，それを行うように命じられたとき，

代会長として奉仕していました。彼女は次のよ

わたしにはそれはすべて明らかでした。そこ

うに述べています。「今日，すべての人は心に

でわたしは主の前に行き，主が書くように告げ

試練を受けたが，神を仰ぎ見て，従った。
」21

られたことを書き記したのです。
」20
人々は多妻結婚をするようにという預言者

末日聖徒の母親および娘たちの集会，1893 年
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きょう

啓示によって，多妻結婚を受け入れ，啓示に
よって，後に，公式の宣言を受け入れた教会の

女性たちは，称賛すべき立派な人たちです。
自分たちが交わした聖約と生ける預言者の勧
こん にち

告を厳密に守ったのです。今 日，これらの女
性たちは，その忠実な子孫たちから敬われて
います。
多妻結婚の律法に従って人生を送ったヘレ
ン・マー・ホイットニーは，次のように書いてい
ます。「わたしたちは殉教者や強大な征服者，
偉大で善良な男性や女性の歴史を読むことも
できますが，イスラエルの神の約束を信じる信
仰により自分に打ち勝ち，より高い律法に従
しもべ

い，神の僕がその律法をこの地上で確立する
ための助け手となることのできたシオンの高潔
な女性や美しい娘たちの歴史を読むこともでき

「キリストの言葉をよく味わ〔いなさい〕
。
」
（ 2 ニーファイ 32：3）

ます。……そのような人たちの業については
天使により記録されていること，また，それら

よう励ましました。人に頼らず，常に人を教え

の記録が，将来，黄金の文字で書かれた永遠

るよう励ましたのです。

の記録の中に見いだされることをわたしは確信
22

しています。
」

人前で話すのが嫌いで，自分にはできない
と感じている女性たちもいました。そのような
姉妹たちに，スノー姉妹は次のような勧告を与

信仰を言い表す

えました。「会長にすべて語らせることがない

エライザ・R・スノー姉妹は，ものを書いた

ようにしてください。……神はあなたに話す

り公の場で話したりする才能に恵まれていまし

才能をお与えにならなかったでしょうか。……

た。言葉を操る能力にたけていたことから，広

あなたが神の御霊を授かっているなら，あな

23

く「シオンの詩人」として知られていました。

たの考えがどれほど単純であっても，あなたの

知識が豊富で，物事をてきぱきとこなしまし

言葉を聞く人々は啓発されることでしょう。
」24

た。忠実で，疲れを知らず，ひるむことなく，賢

エミリー・S・リチャーズは，スノー姉妹に

明で，雄弁でした。また，御霊の導きに従い，主

助けられて人前で話せるようになったと語って

の王国建設に貢献しました。自分の知識と証を

います。「初めて彼女から集会で話すように言

よく分かち合いました。そして，扶助協会の集

われたときは，できませんでした。彼女は次の

会で末日聖徒の女性たちに同様のことを行う

ように言いました。『気にしないで。でも今度

あかし

49

ひと こと

話すように頼まれたときには，何か一言，言い

周囲の人々と分かち合っています。そうすること

たいことを言うように努力してくださいね。
』

で，末日の預言者の勧告に従っているのです。

25

そこでわたしはそうしました。
」 リチャーズ姉

教会の第 12 代大管長であるスペンサー・W・

妹は，公の場で話す能力を伸ばし続け，1889

キンボール大管長は次のように語っています。

年には，ワシントン D.C. の全国婦人参政権大

「わたしはすべての女性が聖文を研究しな
ければならないという大きな必要を……強調

会で話をしたのでした。
あるジャーナリストはリチャーズ姉妹につい

します。独身の方も結婚している方も，若い方

てこう述べています。「群衆にじっと見詰めら

も年配の方も，夫に先立たれた方も家族と住

れて，わずかながらたじろいだものの，控えめ

んでいる方も，すべての姉妹の皆さんに，聖文

で，冷静であり，堂々としていて，天使のように

に精通することによって家庭に祝福をもたらし

清く優しかった。……言葉そのものではなく，

ていただきたいのです。
どのような状況に置かれ

語る言葉からにじみ出て皆の心を魅了する優
26

ていようと，聖文の真理に精

しい雰囲気があった。
」

通すればするほど，自分を愛

今日，扶助協会の姉妹たちはスノー姉妹，
リチャーズ姉妹，そしてその他の初期の会員た

するように隣人を愛しなさい

ちが示した行動規範に従っています。彼女た

という第二の大切な戒めを

ちは熱心に福音の知識を探究し，その知識を

スペンサー・W・キンボール

しっかり守ることができる

ブリガム・ヤング
第 2 代大管長
「扶助協会の姉妹たちはすばらしい働きをしてきました。
イスラエルの母親と娘たちにできる善い働きが，どれ
ほどたくさんあるか，言えるでしょうか。それは不可能
です。彼女たちがこれから行う善い働きは，永遠に続く
のです。」

Deseret News Weekly，1869 年 6 月 16 日付，228
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ようになるでしょう。聖文の知識を深めてく
ださい。ほかの人を見下すためでなく，彼らを

自立する

高めるためにです。何と言っても，人を養い，

労働を愛し，怠惰を避けることを学ぶ。

教える機会が多い女性や母親以上に，
（必要

自己犠牲の精神を身に付ける。

とするときに頼ることのできる）福音の真理を

霊的に成長するために個人の責任を
引き受ける。

『心に留めてお〔く〕
』必要のある人がいるで
しょうか。
」
キンボール大管長は，扶助協会の姉妹たち
は，
「正しい生活を送り，自分の考えをはっきり
と述べるとき」
，
「世の善良な女性たち」に力

健康，教育，雇用，財政，食糧，そのほ
かの生活必需品のために個人の責任を
引き受ける。

強く良い影響を与えることができると証してい

人生で起こる試練に立ち向かうための
信仰と勇気が得られるように祈る。

ます。27

助けを必要としている人々を強める。

スノー姉妹，キンボール大管長，そして教会
のその他の多くの指導者は良い方向へ導く扶
助協会の影響についてビジョンを分かち合っ
ています。姉妹たちが 言葉と行いによって

みました。物心両面で，世の影響から離れて

信仰をはっきりと表すとき，天の御父とイエス・

いられるようにと望んだのです。

キリストを信じる互いの信仰を強め合うことが

これはすなわち，聖徒たちはすべての必要

できます。互いに助け合って，天の御父の幸福

に対処できるような技能を身に付ける必要が

の計画で受けることのできるあらゆる祝福を

あるという意味でした。この取り組みにおい

受ける備えができるのです。

て，ヤング大管長は女性の能力，才能，忠実
さ，そして積極性を心から信頼していました。

物質的な自立

扶助協会の姉妹たちに，家庭で夫や子供たち

末日聖徒は，幾度となく迫害を受け，家と地

に対する義務を果たすことについて思い起こ

域社会を追われた後，ソルトレーク盆地に集合

させました。28 また，物質的な自立に関するそ

しました。はるか遠く孤立した不毛の地に移

のほかの義務を教えました。その幾つかは以

住した今，ブリガム・ヤング大管長は，聖徒た

下に述べられています。多くの具体的な物質

ちが豊かになり，自分たちで永住の地を築いて

的義務は，当時と今日とでは異なっています

ほしいと望みました。物理的な被害を受けな

が，これらの義務の背後にある原則は今も変

いように，また，自分たちの信仰や証に害を及

わりません。末日聖徒は物質的に自分と家族を

ぼす世の影響を受けることがないようにと望

養うために全力を尽くすよう勧められています。
51

裁縫。ヤング大管長は姉妹たちに自分と家
族のために衣服を縫うよう助言を与えました。
彼は次のように語っています。「わたしは姉妹
たちに……自分なりの服装のスタイルを作り出
し，外部の影響にとらわれることなく満足でき
る衣服を作るように勧めます。
」29 エライザ・
R・スノー姉妹は，大管長が姉妹たちに「わた
したちが実際そうであるように，世界の頂点に
立つ分別をわきまえ，洗練され，知的な女性か
らの支援を受けるにふさわしい適切な服装の
スタイル」を確立するよう奨励したと報告して

絹を収穫する初期の扶助協会の姉妹たち，1890 年ごろ
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います。30

絹。ヤング大管長は，ジーナ・D・H・ヤング
を会長とし，デゼレトシルク協会を設立しまし
た。このグループは，桑の葉をえさとして与
え，蚕を飼育しました。ヤング姉妹は蚕が大
嫌いで，悪夢にうなされたほどでしたが，従順
に自分の養蚕所で蚕をふ化させ，飼育し，ほか
の人々に同様のことが行えるよう教えました。
彼女の指導の下，デゼレトシルク協会は 20 年
以上にわたって，蚕を飼育しました。彼女たち
の働きによって収入が得られることはありませ

まゆ

んでしたが，自分たちのために蚕の繭から美しい絹を紡
ぐことができました。

小麦。ヤング大管長は姉妹たちに次のように勧告して
います。「自分自身で生計を立てることを学んでくだ
き きん
さい。穀物と小麦を蓄えてください。飢饉の日のために
それを蓄えてください。
」31 後に中央扶助協会第 5 代会
長となったエメリン・B・ウェルズは，中央小麦委員会を
担当する責任を与えられました。
この冒険的事業において，女性たちは家族を飢えか
ら守りたいという母親としての願いに駆り立てられま
した。ウェルズ姉妹は次のように述べています。「この
ようなことを母親ほど深く願うことのできる人がいるで
しょうか。幼い自分の子供がパンを求めて泣くのを聞く
ほどつらいことはありません。
」32
ワードの扶助協会会長は，定期的に集会を開き，穀物
を調達し貯蔵する方法について話し合いました。ソルト
レーク・シティーでワード扶助協会会長を務めていたサ
ラ・ハワードの積極的な発言は，当時の多くの姉妹たち
の思いを代弁していました。彼女は次のように語ってい
ます。「これは主がわたしたちに与えてくださった特権だ
と思います。ですから，一致してやってみましょう。わた
しは自分にできるすべてのことを行うよう努力します。
季節は遅いですが，わたしたちが穀物を得られるように
主が道を開いてくださると感じます。
」33 サラ・M・キン
ボールも，ワードの扶助協会会長として奉仕していまし
たが，ある集会に出席したときには，すでに貯蔵計画に
ついて考えていました。このプロジェクトの初年度，彼
女の属するワード扶助協会は防火穀物貯蔵庫を建てま
した。この倉庫には 1,000 ブッシェル（約 2 万 7,000 キ
ログラム）の小麦を貯蔵する容量がありました。
十二使徒定員会のジョン・テーラー会長（当時）は，

「生ける神の力によって，
わたしたちは自立し，日の
栄えの世界で最も独立し
た者となる力があり，また，
そうなるでしょう。」
ハロルド・B・リー
Church News ，1944 年 2 月 12
日付，8
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を信じる信仰を持つようにと言って励まし，古
き良き書物を開くように言いました。聖書を読
み，慰めを得るように言ったのです。妻は夫に
聖書を渡しました。夫は聖書を開き，ページを
めくりました。するとそこから〔お金〕が落ち
てきたのです。
」 その話の最後で，テーラー会
長は次のように語っています。「姉妹たちが蓄
えているこの麦を必要とする時が来るかもしれ
ません。自分たちは大丈夫だと過信しないよ
うにしましょう。姉妹たちを助けることによっ
て，自分たちにできることをしましょう。
」34
エメリン・B・ウェルズ姉妹は，姉妹たちに，
勤勉にこの運動に取り組むことで，
「緊急時に
この民は物質的に救われる」でしょうと述べて
います。35 この言葉は 1898 年と 1899 年に成
ユタ州ソルトレーク・シティーの食料品店の上階にあった扶助
協会の集会所，1892 年

就されました。そのとき扶助協会の蓄えた小
麦のおかげで，ユタの南部を襲った深刻な飢
饉の間，食料が提供されたのです。
勤勉に小麦を保存したことにより，末日聖徒
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この取り組みにおいて姉妹たちを助けるように

の女性は自分の家族や仲間である聖徒以外の

ユタのケイズビルの兄弟たちを励ましました。

人々にも奉仕することができました。教会は

彼はある女性について話しました。その女性

扶助協会の小麦を，ユタ州のアメリカインディ

は自分の夫が家計に関して「少し大ざっぱで

アン，1906 年にはカリフォルニア州サンフラン

むとんちゃくすぎる」と感じていました。そこ

シスコで起こった恐ろしい地震と火事の生存

で彼女は毎週，家族が使う聖書に家計費の一

者，そして 1907 年の飢饉に苦しむ中国の人々

部を挟みました。「何年かたって，財政的な危

に送りました。36 また，この小麦は第一次世界

機が訪れ，夫は悩みました。妻はすぐに夫の

大戦の間も，数え切れないほどの人々に食物を

顔つきが変わっていることに気づき，その原因

供給しました。第一次世界大戦中，扶助協会

を尋ねました。夫は妻に，支払いの期限がき

は 20 万ブッシェル（約 550 万キログラム）の

ている 1 枚の〔請求書〕があり，払えないので

小麦を合衆国政府に販売しました。37 この保

はないかと心配していたのです。妻は夫に神

存と奉仕の受け継ぎは，どこであれ，人々が助

けを必要としているときに，世界中で人道的支

なわち出産を扱う医療行為のコースを受講しま

援を行う教会の現在の取り組みの活動形態を

した。そして，ソルトレーク盆地で数多くの赤

確立するうえで役立っています。

ちゃんを取り上げました。そのように奉仕する

健康管理と医療教育。 1873 年 9 月，エライ
ザ・R・スノー姉妹は，ブリガム・ヤング大管
長が「多くの〔姉妹たち〕に一般教養を身に付
け，次に医学の学位を取得して」ほしいと語っ
たと報告しています。38
ジーナ・D・H・ヤング姉妹は，扶助協会に
あって模範的な姉妹の役割を果たしました。
医学の分野で大いに貢献したのです。祝福師
いや
たまもの
の祝福で，癒しの賜物があると告げられ，この
賜物を活用するための準備として，産科学，す

中で，肉体的な養い，霊的な癒し，情緒的な慰
めを与えるという彼女の賜物は，実用的な教育
に補われていっそう完全なものになりました。
エメリン・B・ウェルズ姉妹は，彼女について
次のように語っています。「彼女が病人の間で
どのような働きをしたかについては，数え切れ
ないほどたくさんの事例を挙げることができる
でしょう。病人の周りにいる人々の勇気も信仰
もなえてしまったときに，彼女は自分の力より
も何か高い力に動かされているようでした。
…… そのようなときに，彼女は，まさしく文字
あわ

どおり，憐 れみに満ちた天使のように見えま
した。」39
ヤング姉妹は，自らの霊的な賜物と限られ
た教育に頼って，あらんかぎりの奉仕をしまし
たが，自分だけの力ではユタの人口が増加す
る中，医療面でのすべての必要は満たせない
と痛感していました。そこで，ほかの末日聖徒
の女性たちに，ヤング大管長の勧告に従って，
医療訓練を受けるように励ましました。
スノー姉 妹 は次のように 語 っています。
「今ここに，十分な志を持ち，その必要に気づ
き，シオンのために，この分野の勉強を始め
たい姉妹がいますか。生まれつき，看護師に
向いている人もいます。そのような人は，医
学を学ぶとよいでしょう。……自分で費用が
払えない場合には，教会に助ける手段があり
LDS 病院の看護学校卒業生，1911 年度生

ます。」40
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そのような励ましにこたえて，何人かの扶助

その約束は文字どおり成就した。重病患者

協会の姉妹が合衆国東部で医学を学びました。

の世話をするとき，何度も天の御父に助けを祈

そして，ユタに帰って来て，医者となり，助産術

り求めた。その度に，助けが与えられた。一つ

や在宅看護のクラスを教えました。エマ・アン

の例を挙げると，あるとき，赤ちゃんを出産し

ダーセン・リリェンクイストは，ユタ州で行われ

たばかりの女性が大量の出血を起こした。夫

たクラスに出席しましたが，そのときの幾つか

は医者を呼んだが，それほど深刻な状況とは

の経験についてこう記録しています。

気づかなかった。わたしは……主に助けてく

「
〔コース〕はとても楽しかった。ジョン・ヘ

ださるようにお願いした。大量の出血は止ま

ンリー・スミス使徒とその他の何人かの使徒

り，わたしは彼女に必要な処置をした。医者

から任命された後で，わたしは帰郷し，自分の

は，到着したとき，何が起こったのかまったく信

仕事を行った。使徒たちから，正しい生活を

じられないと言った。しかし，自分がその場

すれば，困難に遭遇したとき，いつでもなすべ

にいたら行ったであろう処置とまったく同じ処

きことが分かるという約束を頂いた。……

置をわたしが行ったと述べた。……

ジーナ・D・H・ヤング
中央扶助協会第 3 代会長
「わたしは，シオンの娘たちの信仰が強められるように，また，こ
の善き業が進展するように，シオンの娘たちの前で喜んで証をし
ます。いつもそうしていると思いますが，愛する姉妹の皆さん，
隠れたダイヤモンドを探すように，証を求めてください。もしだ
れかが，ある特定の場所を十分に長い間掘り続ければ，計り知
れないほど価値のあるダイヤモンドが見つかると言ったとします。
皆さんは，その宝を手に入れるために，時間，体力，あるいは手
段を使うことを惜しむでしょうか。……自らの心を奥深くまで掘
るなら，皆さんは，
主の御霊の助けによって，高価な真珠，すな
み わざ
わちこの御業が真実であるという証を見いだすことでしょう。
」

Young Woman s Journal ，1893 年 4 月号，319
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……わたしは 1,000 人 以 上の 赤ちゃんが
〔この世界に〕生まれる手伝いをした。もう一度，

ことは，力強く，品格のある，高潔な女性として
自己表現することが必要となったときに，祝福

わたしは主が自分を助け力づけてくださったこ

となりました。彼女たちの努力により，ユタ準

とを天の御父に感謝する。なぜなら，主の助

州がアメリカ合衆国の州としての地位を与えら

けや力添えがなければ，わたしの姉妹たち，あ

れたときに，投票する権利を取り戻しました。

るいは地域社会のために，このような奉仕をす

また，合衆国だけでなく世界中の女性運動家

ることなどできなかったからである。誕生に関

からも尊敬を勝ち得ました。

して最も感動的なのは，母親が真っ先に心配
するのは，自分自身ではなく赤ちゃんのことだ
ということである。
」41
1882 年，扶助協会はデゼレト病院を設立し

出版
エライザ・R・スノー姉妹の指導の下，扶助
協 会 は『ウ ーマンズ・エクス ポ ーネント』

ました。「ここで主の民の中の病める人々は， （Woman s Exponent ）という新聞の発行を
看護をしてもらい，優秀な治療はもとより，教

支援しました。この新聞は末日聖徒の女性が

会の儀式の恩恵〔神権の祝福〕にあずかるこ
ともできました。
」42 病院は，運営費がささげ
られた献金額を越え，ほかの施設が使用でき
るようになるまでの 10 年と少しの間，存続しま
した。

婦人参政権（投票する権利）
1870 年 2 月，ユタ準州政府は，女性に州政
府選挙で投票する権利を与えました。その当
時，合衆国で女性にこの権利が与えられてい
たのは，唯一，ワイオミング準州だけでした。
後に，合衆国政府は，多妻結婚の律法に従っ
て生活する末日聖徒への刑罰の一環として，こ
の特権を撤回しました。しかし，末日聖徒の
女性は，自分たちの権利についてはっきりと主
張し続けました。多くの姉妹たちは，積極的に
婦人参政権，すなわち投票する権利を要求し
ました。姉妹たちの明確な発言能力が増した

『ウーマンズ・エクスポーネント』
（ Woman s Exponent）
，1872 年
から 1914 年まで発行された扶助協会の姉妹たちのための新聞
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自分たちの仕事や生活，歴史について学ぶの

的な雑誌は，現在，
『リアホナ』
（Liahona ）
と

を助けるために執筆されました。エメリン・B・

呼ばれ，姉妹たちが福音に従って生活するの

ウェルズ姉妹は，新聞が発行されたほとんど

に役立つ記事を常時，提供しています。

の期間，編集長として奉仕しました。彼女は日

1987 年以来，家庭訪問メッセージは，
『リア

記に次のように記しています。「わたしの民，

ホナ』と『エンサイン』に掲載されています。

特に，女性の社会的地位を高めるために全力

また，家庭訪問メッセージは，教会の歴史が浅

を尽くしたいと望んでいる。
」43 彼女は後にこ

く，会員数が少ない地域では，単独の出版物と

う書いています。「わたしは教育の面だけでな

して配付されています。

く，道徳，霊性の面でも，女性を向上させ，こ
の地上における神の業の進展に貢献するよう
44

なことがしたいと心から望んできた。
」

42 年に及ぶ発行の後，1914 年，
『ウーマン
ズ・エクスポーネント』は廃刊となりました。
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子供や若い女性を神の王国における奉仕
に備えさせる
1800 年代後半，神権指導者および扶助協会
指導者は，子供と若い女性の生活を向上させる

翌年，扶助協会は毎週開かれる扶助協会集会

数々の取り組みを組 織しました。ブリガム・

のレッスンを含む『扶助協会機関誌』
（Relief

ヤング大管長の改革と節減の呼びかけにこた

Society Magazine ）の発行を開始しました。
この雑誌は，姉妹たちにとって大切な資料とな
りました。配付された写しを大切にし，それら
の写しから学び，教えました。 1971 年，
『扶助
協会機関誌』および英語圏の成人会員を対象
と する そ の 他 の 機 関 誌 が『エ ン サイン』
（Ensign ）と呼ばれる一つの機関誌にまとめ
られました。そのとき以来，
『エンサイン』は
扶助協会の姉妹たちを教え，鼓舞する記事を
提供しています。
教会は 1800 年代中ごろから英語以外の言
語で書かれた雑誌を発行し始めました。これ
らの雑誌は，その多くが，伝道部会長の指導
の下で発行されました。 1967 年，それらの雑
誌は，同じ形態と内容で，1 冊にまとめられ，多
くの異なる言語に翻訳されました。この国際

えて（ 45 ページ参照）
，扶 助協会指導 者は，
1870 年，シニア・ジュニア・リトレンチメント
協会女子部を設立しました。これが現在の若
い女性組織の先駆けとなりました。 1878 年，
初等協会が子供のために組織されました。当
初は，神権者の指導の下，扶助協会がこれら
の組織の業を監督しました。 1880 年，教会の
第 3 代大管長であるジョン・テーラー大管長
は，中央扶助協会会長会，中央若い女性会長
会，ならびに中央初等協会会長会を召し，これ
ら 3 つの組織の働きを区別しました。
それ以来，扶助協会の姉妹たちは，常に若
い女性と初等協会の組織を導き，そこで奉仕
してきました。また，日曜学校やセミナリー，
インスティテュートなど，ほかの組織における
奉仕を通じても，次の世代を強めてきました。

が狭いと嘆く必要はまったくありません。
姉妹の皆さん，皆さんが光に満たされ，シオ
ンの福利ほど大切なものはないということに気
づくよう，神が皆さんを祝福し励まされますよ
うに。家庭において義務を果たすことを最優
先してください。しかし，皆さんが賢い管理人
であるかぎり，社会的な義務を果たす時間も見
いだすことができるでしょう。なぜなら，これ
らの義務は，シオンの娘として，母親として，果
たさなければならない務めだからです。あら
ゆる義務を果たそうと努力することによって，
皆さんは自分の能力が増すことに気づき，自分
に達成できるものを知って驚くことでしょう。
」45
スノー姉妹が身をもって示した信仰と楽観
主義は，すべての末日聖徒に導きを与えてくれ
ます。彼女は次のように語っています。「わた
あらし

しは前進します。わたしはすさまじい嵐にあっ
てほほえみ，荒れ狂う大海を恐れることなく意
気揚々と進みます。……そして『イエスに対す
る証』は光をともし，わたしを永遠の入り口へ
「わたしは前進します。……『イエスに対する証』は，わたしを
……導いてくれます。」
（エライザ・R・スノー）

と照らし導いてくれます。
」46

前進する
扶助協会の再組織により，末日聖徒の女性
は，いっそう大きな責任と機会を与えられるこ
とになりました。エライザ・R・スノーは次のよ
うに宣言しています。
「わたしたちの活動範囲は増していることが
分かるでしょう。わたしたちの行動範囲は，ま
すます広がり，シオンの女性は自らの活動範囲
59
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「愛はいつまでも
絶えることがない」
慈愛は長く堪え忍び，親切であり，ねたまず，
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第 5 章

「愛はいつまでも絶えることがない」

エメリン・B・ウェルズ姉妹

ている人を助け，年老いた人を

は 1910 年に中央 扶 助 協会 第

慰め，無分別な人に警告を与

5 代会長に召されたとき，その

え，孤児を助けるという目的を

任務を果たす備えができていま

果たすことでした。
」1

した。ソルトレーク峡谷 へ移

それより 2 ，3 か月前，ウェル

住する旅に加わり，イエス・キリ

ズ姉妹と顧問たちはこのような

ストの福音に対する堅固な証

使命感から一つのモットーを作

を持ち，扶助協会の礎となる原

りました。それは扶助協会の礎

則を理解する姉妹たちとともに

となる原則と霊感による創設を

あかし

働いたからです。また 1888 年から 1910 年ま

絶えず思い起こすためのモットーとなりました。

で二人の中央扶助協会会長，ジーナ・D・H・

「慈愛はいつまでも絶えることがない」2 と宣言

ヤングとバスシバ・W・スミスの秘書を務めま

されている聖句です。この言葉は預言者ジョ

した。

セフ・スミスが扶助協会の姉妹たちに託した

ウェルズ姉妹と顧問のクラリッサ・S・ウィリ
アムズおよびジュリナ・L・スミスは，扶助協会

任務を表しています。その任務とは「貧しい人
を助け」
，
「人を救う」3 ことです。

創設の礎となった原則を守ることに全力を尽く

当時，開拓者の姉妹たちは身近な隣人たち

しました。 1913 年 10 月，彼女たちは次のよう

のために慈愛を実践しました。今 日，扶助協

に述べました。

会の姉妹たちは「キリストの純粋な愛」4 であ

「わたしたちの目的は，預言者ジョセフ・スミ
スが計画を発表したときの霊感された教えを

こん にち

る慈愛を世界中の隣人たちにも示すよう組織
的な活動をしたいと思っています。

堅く守り，この偉大な組織が創設された当初の

ウェルズ姉妹と顧問たちは比較的平和で豊

名称と精神，目的をそのまま維持することであ

かな時代にこのモットーを作りました。その

ると宣言いたします。預言者の計画は，姉妹た

後，このモットーが試されるような出来事が起

ちが適切な組織に振り分けられた神権の召し

きる時代が来るとは夢にも思いませんでした。

を通して権限を与えられ，病人を世話し，困っ
63
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戦時に平穏な生活を送る

ぼっ ぱつ

感じるように助け，自由のため，また国家や故

1914 年にヨーロッパ で 戦 争 が 勃 発 しま

郷を守るために武器を取る必要が生じた場合

した。 1918 年 11 月に戦争が終わるまで，多く

には，恨みや怒りの気持ちを持たずに従軍さ

の国が戦争に加わりました。第一次世界大戦

せるようにしましょう。……主の王国の平和な

として知られるようになった戦争です。この時

事柄を教え，困っている人をこれまで以上に熱

代，扶助協会の姉妹たちに期待される慈愛の

心に世話してください。
」5

気持ちは敵に対する怒りや偏狭心にかき消さ

このメッセージを送るに当たりウェルズ姉

れそうになりました。そこでエメリン・B・ウェ

妹は，70 年以上も前に預言者ジョセフ・スミ

ルズ姉妹と顧問たちは教会のすべての姉妹た

スが教えたように，慈愛を行動で示すよう姉

ちに次のようなメッセージを送りました。

妹たちに強く勧めました。愛する者たちに，

「愛と忍耐の精神で夫を助け，子供たちを世

忍耐し隣人のみならず敵にも親切にし，困って

話し保護してください。子供たちにいかなる国

いる人に奉仕するよう勧めました。扶助協会

や国民に対しても不寛容や憎悪の気持ちを抱

の姉妹たちはこの勧告に従いました。キリスト

かせないようにしてください。武器を手の届か

の純粋な愛を受け，分かち合おうとしました。

ない所に置き，戦争ごっこをしたり，戦死者の

そのような愛はいつまでも絶えることがない

まねをして遊んだりさせないようにしましょう。

と知っていたからです。6 この愛は戦争と平和

国家や国旗への忠誠心を植え付けてください。

の時代を通して彼女たちを支えることになり

ただし，自分は神の御心 に従う兵士であると

ました。

み こころ

エメリン・B・ウェルズ
中央扶助協会第 5 代会長
「〔わたしには〕今日の若者に初期の会員たちの働きを理
解してもらいたいという強い望みがあります。現在のよう
な施設もない当時，悲しむ者や失望している者を慰め，寡
婦や父親のない子供たちを見舞い，教え導く天使のような
働きをしたのです。」

扶助協会紀要，1914 年 5 月，3
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「わたしたちのこの 世 の
人々に対する思いは，一般
的に言って，救い主が抱い
ておられた思いと同じであ
るべきです。主は人々の繁
栄を拡大しようとされまし
たので，わたしたちのモッ
トーも主とまったく同じで
なければなりません。─
困っている家族のために産着を用意する扶助協会の姉妹たち

『地の上には平和が，人々
には善意があるように。』」

第一次世界大戦の間，合衆国の扶助協会は国防会議
や合衆国赤十字社などの地域団体と全面的に協力しま
した。姉妹たちは食糧の生産や貯蔵，募金運動，衛生，
児童福祉，その他の奉仕活動に参加しました。こうした

ジョン・テーラー
『歴代大管長の教え─ジョン・
テーラー」 27；ルカ 2：14 参照

地域活動に効果的かつ精力的に協力しました。しかし，
預言者は扶助協会が神の導きにより創設されたことを決
して見失ってはならないことを彼女たちに思い起こさせ
ました。
教会の第 6 代大管長ジョセフ･F・
スミス大管長は，この世の組織は「人
が作ったもの」であるが，扶助協会は
「神が作ったものであり，人々に救いを
もたらすために，神により承認，設立，
ジョセフ・F・スミス

聖任されたものである」と述べました。

大管長は，扶助協会が今後現れる，人の作った組織と
65

混同されることにより，人の組織に従い，混じ

ルトは「戦場で夫を亡くしたわたしにとって大

り合い，それ自身が持っている本質を見失うよ

変役立ちました」と書いてありました。 8 人の

うな時が来るのを望みませんでした。扶助協

子供を抱え，夫に先立たれ，働くすべもなかっ

会が姉妹たちの組 織となることを望んだの

たこの女性はこう述べています。「今のわたし

です。大管長は扶助協会の姉妹たちに，
「皆

にできる精いっぱいのこと，それは前に進み

さんの務めは，称賛に値する事柄，神聖な事

続けることです。
」8

柄，人々の霊を鼓舞し清める事柄すべてにお

イギリスの多くの姉妹たちはボランティアで

いて，世界，特に世界の女性たちの先頭に立つ

兵士たちのために裁縫をしましたが，生地を買

7

ことです。皆さんは尾ではなく頭なのです」

うお金がありませんでした。合衆国とカナダ

と述べました。エメリン・B・ウェルズ姉妹も

の扶助協会が緊急援助資金を集めるために

同じビジョンを持っており，ほかの組織と協力

熱心に働き，イギリスの各支部へ資金を送りま

するよう扶助協会を指導するとともに，扶助協

した。そのおかげで，イギリスの姉妹たちは

会独自の目的と神から与えられた特質を維持

シーツや枕カバー，洋服を作る生地を買うこと

するよう助けました。

ができました。

扶助協会の姉妹たちはほかの組織と協力す

1918 年に扶助協会は備蓄していた小麦を

るだけでなく，自分たち自身で，また各ワードと

合衆国政府に売りました（第 4 章参照）
。その

ともに，困っている人々を対象とする物資供給

とき，ウェルズ姉妹はこう述べました。「これ

と資金集めのための様々な活動を行いました。

まで何年もの間，意図された目的のために貯蔵

洋服やエプロン，子供服，キルト，手織りの帽

されてきた穀物を使う必要があまりありません

子や敷物を作って売る姉妹もいました。牛や

でした。でも黒雲が世界を覆う今になって，

羊を飼って売る姉妹もいました。

緊急時に備えて穀物を貯蔵するよう姉妹たち

ユタ州ツーウェルに住む姉 妹は，自分 が
作ったキルトが，戦争中にイギリスのある家族
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まくら

に勧めたヤング大管長が，預言者として知恵を
持っていたことが分かります。
」9

に慰めを与えたことを知りました。この扶助

小麦を売ったことは空腹の人々に食糧を与え

協会の姉妹は 1906 年にそのキルトを作りまし

るだけにとどまりませんでした。会長会でウェ

た。そして悲惨な地震の被災者を助けるため

ルズ姉妹の顧問の一人として奉仕したクラリッ

に，メモを挟んでカリフォルニア州サンフランシ

サ・S・ウィリアムズ姉妹は，売り上げを中央

スコへ送りました。 11 年後，そのキルトは赤

扶助協会の預金に入れ，その利子を使って女

十字を通してイギリスへ送られました。受け

性や子供たちの健康を改善するための活動資

取ったイギリス人がメモを見つけ，自分の感謝

金とするよう勧めました。後に，ウィリアムズ

の気持ちを表した手紙を書きました。そのキ

姉妹が中央扶助協会第 6 代会長を務めたと

き，彼女の監督の下でこの資金はその目的の

ディレクターを務めました。社会福祉部を通し

ために使われました。

て扶 助協会はワードやステークと協力して，
困っている女性や少女たちが仕事を見つけた
り，子供の養子縁組をあっせんしたりする活動

個人と家族を強める

を行いました。ただし，おもな目的は家族のた

第一次世界大戦が終わると，多くの家族や

めに実用的な訓練を与えることでした。ライマ

個人は経済面でも，身体や情緒，精神面でも

ン姉妹は家庭環境の調査，計画と予算の作

苦境に陥りました。こうした面での必要を満

成，末日聖徒の家族にかかわる援助の組織

たすために，扶助協会は 1919 年，教会の第 7

化，働く人の訓練を強調し，扶助協会社会福

代大管長ヒーバー・Ｊ・グラント大管長による

祉部は「援助機関」ではなく，
「奉仕部門」10

全面的な支持の下で扶助協会社会福祉部を

であると述べています。

設立しました。後に中央扶助協会第 8 代会長

この目標を念頭に置き，社会福祉部は 6 週

になったエーミー・ブラウン・ライマン姉妹が

間の家族福祉訓練プログラムを作成しました。

イギリスのキッダーミンスターに住む扶助協会の姉妹たち
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ステークの参加者がこのクラスを受講し，ワー

訓練を受け，扶助協会はプログラムを終了し，

ドや地域社会で教えました。 4,000 人を超え

赤十字の在宅看護コースを支援するようになり

る女性が訓練を受けました。

ました。その他の幾つかのプログラムと同様，

1902 年から中央扶助協会会長会は，看護

扶助協会はこのプログラムを用いて特定の一時

師を訓練するためのプログラムを後援しまし

的な必要を満たし，その後，ほかの機関へ仕

た。 1920 年までには，看護師のための専門

事を引き渡しました。

訓練はさらに広範囲になり，扶助協会は看護

扶助協会の指導者たちは姉妹たちがノー

師の助手のための訓練プログラムを設立しま

ブーで当初から行ってきたように，慈善奉仕と

した。この 1 年間のコースはユタ州ソルトレー

して引き続き互いに仕え合うよう姉妹たちを励

ク・シティーの LDS 病院で始まり，授業料は

ましました。姉妹たちは病人を世話したり，衣

無料でした。その代わり，生徒はそれぞれの

類が必要な人々のために裁縫をしたり，困って

地域で 30 日間，看護の奉仕をすることが義務

いる人々のためにその他の方法で助けを与えま

付けられていました。 4 年後，46 人の助手が

した。一例を挙げましょう。 1921 年にトルコ

1934 年，ユタ州ソルトレーク・シティーの LDS 病院で音楽を楽しむ看護師と子供たち
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に住むアルメニア人の末日聖徒のグループが家
から立ち退かなければなりませんでした。パ
レスチナ・シリア伝道部会長のジョセフ・W・
ブース兄弟はシリアのアレッポへ移るよう助け，
そこで支部を組織しました。扶助協会には約
30 人の姉妹たちが集いました。その大半は非
常に貧しい人たちでしたが，扶助協会の姉妹と
して自分より恵まれない人々に奉仕することを自
分の特権であり義務であると思っていました。
そこで，姉妹たちは集まって，ブース会長が購
入した 100 ヤード（約 90 メートル）の布地を
使って衣服を縫いました。また，栄養失調の

はらから

同胞の難民たちのために食事を作りました。
1921 年 4 月，クラリッサ・S・ウィリアムズ
姉妹はエメリン・B・ウェルズ姉妹から中央扶
助協会会長の職を引き継ぎました。ウェルズ

1920 年代初期にアルメニアから来たジョセフ・W・ブース兄
弟と扶助協会の姉妹たち

姉妹と一緒に会長会で奉仕してきたウィリアム
ズ姉妹は前途にある困難な課題に対処する備
えができていました。組織を動かす技能を備
え，すべての人に対する愛と友情に満ちた人と
して知られていました。

会の病院のネットワークの一つになりました。
ウィリアムズ姉妹は「わたしたちが接するす

ウィリアムズ姉妹は母親と乳児の死亡率が

べての人のために，健康と機会，普通の生活

高いこと，障がいを持つ人々のための機会が不

水準」という分野で大いに改善する必要性が

足していること，また多くの女性にとって生活

あることに気づき，こう述べました。「全般的

水準が低いことを心配していました。彼女の

な改善のためのそのような取り組みには，入

賢明で有能な指導力の下で，扶助協会はこうし

念な準備，訓練，教育，実践的な奉仕が含ま

た問題を取り除くための努力を続けました。

れます。」11 こうした努力は当面の需要を満た

1924 年，中央および地元の神権指導者とウィ

すのに役立ち，困っている家族に援助を与える

リアムズ姉妹からの援助と励ましを受けて，

ための道をビショップに示してくれました。ま

コットンウッドステークの扶助協会は妊婦のた

た，教会が 2 ，3 年後に直面することになる困

めの病院を設立しました。後にこの病院は教

難に対処する備えにもなりました。
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自立心をはぐくむ

央 扶 助 協会 第 7 代会長としてルイーズ・Y・

第一次大戦から 10 年余りの間，扶助協会

ロビソン姉妹を召しました。ロビソン姉妹に

は健康と雇用，教育に焦点を置きながら，女性

とって経済的な困難は目新しいものではあり

や家族の生活水準を向上させるために活動し

ませんでした。ユタ州スキピオの田舎町の質

ました。また，個人の義と慈愛に満ちた行い

素な丸太 造りの家に育った姉妹は，農作業

を奨励し続けました。その後，ほとんど何の

や裁縫を身に付け，勤勉に働き，わずかなも

前触れもなく，1929 年末に世界は大規模な経

ので暮らし，明るい生活を送ることを学びま

済恐慌へと突入しました。

した。

扶助協会で教えられ学んだ特質が，再び，

ロビソン姉妹は中央扶助協会会長の召しを

危機の時代にあって個人と家族を強めました。

受ける 7 年前，グラント大管長から中央扶助

末日聖徒の姉妹たちは天の御父とイエス・キリ

協会会長会の第 2 顧問に任命されました。自

ストを信じる信仰に強さを見いだし，自立の技

分はそのような召しにふさわしくないと痛感し

能を用い，慈愛の心を示すように努めました。

たことについて彼女の娘が次のように語ってい

こうした原則に導かれ，ほかの人に手を差し伸

ます。

べながら，自分自身と家族を養うことができま

「母は任命を受けるためにグラント大管長
の事務所へ行きましたが，大管長が母の能力

した。
1928 年，ヒーバー・J・グラント大管長は中

について間違った情報を得たに違いないと確

ルイーズ・Y・ロビソン
中央扶助協会第 7 代会長
み わざ

「もしわたしたちが御業の半分しか行わないなら，また義務
感から行うなら，喜びを得ることはないでしょう。けれど
も，自分がこのブドウの木の枝であると感じ，その枝の一部
になることがふさわしいと天の御父に認められ，目の前にあ
る御業を実行するなら，喜びを得るでしょう。」

Relief Society Magazine, 1933 年 11 月 , 649
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信していました。そこで，何を行うよ
うに頼まれたとしても喜んで最善を尽
くしますが，自分はほとんど教育も受
けておらず，お金や社会的地位も皆無
に等しく，扶 助協会の姉妹たちが指
ヒーバー・J・グラント

導者に期待するような模範にはなれ

ないと思うと述べました。そして最後に「わたしはごく
平凡な女性です」と言いました。グラント大管長は答
えました。「ルイージー姉妹，わたしたちの教会の姉
妹の 85 パーセントはごく平凡な女性です。わたしたち
はあなたを彼女たちの指導者になるよう召します。」12
グラント大管長の言葉に励まされて，ロビソン姉妹は
自分独自の才能を分かち合い，最初は顧問として後には
会長として，心から奉仕しました。賢明で思いやりが深

「わたしたちは皆さんにい
つも熱意を込めて強くお勧
めします。義にかなった生
活を送り，ぜいたくを避け，
節約や倹約，勤勉の習慣
を身に付け，収入の範囲内
で生活することを最優先す
る必要があります。また，
わずかずつでも貯蓄をする

く，勤勉でした。正式な教育や物質的な富がないため

必要があります。さらに大

に，似たような状況に置かれた人を理解し助けることが

きな苦難に遭うときに，そ

できました。家事をする人や子供のいる人に対して実用
的で相手の立場に立った助言をしました。少ない予算
で生活する苦しさを理解していましたが，家庭における
母親の影響の重要性を知っていました。そこで，外へ
出て仕事をするより，家庭にとどまり子供の世話をする
ためにできる限りの努力をするよう母親たちに勧めま
した。
合衆国政府は経済恐慌の流れを変えるために多くの
救済プログラムを作りました。しばらくの間，扶助協会

れが役に立つのです。」
大 管長 会（ヒーバー・J・
グラント，アンソニー・W・
アイビンス，J・ルーベン・
クラーク・ジュニア）
Deseret News, 1933 年 9 月 2 日，
教会欄，7，句読点は標準的なも
のに修正されている

社会福祉部はこうした地域社会の機関と協力して，困っ
ている家族のために奉仕しましたが，福祉部の対応能力
を超えるほど需要が増してきました。福祉部で働いてい
たある人の話では，1929 年には 78 件だった取り扱い件
数が，1934 年には 700 件を超えたとのことでした。13
教会は政府機関の取り組みを高く評価していました。
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大管長は次のように述べています。「わたし
たちの第一の目的は，可能なかぎり，忌まわし
い怠惰や施しのもたらす悪弊を排除し，独立
心，勤勉，倹約，自尊心を再びわたしたちの間
に確立する体制を築くことです。教会の目的
は，人々の自立を助けることにあります。勤労
が再び教会員の生活を貫く原則にならなけれ
ばなりません。
」15
何年もたってから，教会の第 16 代大管長
トーマス・S・モンソン大管長もこの教えに共
感してこう述べています。「教会の援 助は，
人々が自立するよう助けることを目的としてい
1940 年ころ，ステーク福祉プログラムで食糧貯蔵をするカリ
フォルニアの扶助協会の姉妹たち

ることを忘れないでください。会員の社会復
帰の責任は，神権定員会と扶助協会の援助を
受けた個人およびその家族にあります。わた
したちが伸ばそうとしているのは依存心ではな

合衆国政府は困っている人々を助けるために

く，自立心なのです。ビショップは，援助を受

「すばらしいことをしている」とロビソン姉妹は

ける一人一人の中に，誠実さ，自尊心，威厳，そ

述べています。しかし，教会員は自立の基本的

して健全な性格を築かせ，彼らが完全に自立

な価値観を養い続ける必要があるという考えで

できるように導かなければなりません。
」16

神権指導者と一致していました。ロビソン姉妹

福祉プログラムの指導原則の一つは，扶助

はこう述べています。「93 年間，扶助協会はわ

協会の姉妹と神権者が一致協力して働くこと

たしたちに，困っている人の世話をするべきで

です。教会の第 11 代大管長であるハロルド・

あると述べてきました。今ではあまりにも政府

B・リー大管長は，ステーク会長を務めていた

14

に頼りすぎているのではないでしょうか。
」

1936 年 4 月，大管長会は教会全体の福祉

管長はこう述べています。

プログラムを導入しました。この結果，教会は

「
〔教会の福祉プログラム〕が達成するべき

困っている会員をさらによく助けることができ

最も重要な目的は，教会全体に協力と一致の

るようになりました。 1936 年 10 月の総大会

精神を高めることです。……

で，ヒーバー・J・グラント大管長はこのプログ
ラムの目的を説明しました。
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とき，福祉プログラムの設立を助けました。大

ワードの扶助協会の組織が神権定員会やビ
ショップリックと協力して運営される程度に応

じて，そのワードにおける〔福祉〕プログラム

整は非常に重要なものとなりました。 1969

が運営されることになります。
」17

年，扶助協会社会福祉部は教会社会福祉部に

当時教会の管理ビショップだったジョセフ・

合併されました。

L・ワースリン兄弟は次のように述べています。
「ワード扶助協会会長の役割は特に重要です。
家庭を訪問し，その必要を見極め，賢明にその

慈愛のきずなを強める

必要を満たすことができるのはただ一人だと

1939 年から 1945 年まで，第二次世界大戦

わたしは考えています。それは家庭の管理人

が世界の大半を巻き込みました。教会のプロ

とも呼 べる扶 助協会会長です。……とにか

グラムの大部分もこの世界的な戦争の影響を

く，これらのすばらしい姉妹たちは自分自身の

被りました。 1940 年 3 月，ヒーバー・Ｊ・グ

家庭を持ち，子育てや家庭管理に関連した経

ラント大 管 長 の 第一 顧 問を務めていた J・

験を積んできたのです。
」18

ルーベン・クラーク・ジュニア管長は補助組

扶助協会はワード福祉活動の中で傑出した

織の会長たちと会合を持ち，すべてのプログラ

役割を果たすよう十分に備えられていました。

ムと活動を見直しました。教会の各分野に対

ビショップの指示の下で，家族の必要を見極

して 4 つの基 本目標を掲げました。それは

め，その後必要に応じて乾燥保存果物や野

「教会の活動を維持するために，増大し続ける

菜，衣類，寝具などを提供しました。しばらく

会員たちへの負担を削減し，ビショップの負担

の間，果物の瓶詰めを作っていた姉妹たちは
10 個のうち一つを福祉プログラムへ寄付する
よう求められました。中央扶助協会第 9 代会
長のベル・S・スパッフォード姉妹は，風で落
ちた果物を瓶詰めにして，困っている姉妹たち
に配ったことを覚えています。こうした奉仕の
機会を通して，扶助協会の目的をさらによく理
解できるようになりました。
扶助協会の指導者は教会福祉プログラム
に不可欠な人々です。一般的にステークや
ワードで福祉委員会の集会に参加し，決定に
影響を与え，活動を調整します。農場や工場，
配送センター，その他の施設から成る教会の
福祉システムが大きくなるにつれて，こうした調

1950 年ころ，テキサス州デル・リオで集う扶助協会の姉妹
たち
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を緩和し，大規模でお金のかかる集会所を必

な助けを受けずに家族を支えなければなりま

要とするプログラムを廃止し，教会の運営を収

せんでした。教会の指導者たちは子供のいる

入の範囲内にとどめる」というものでした。

母親に，できることなら家の外でフルタイムの

扶助協会とその他の組織は「大管長会と協力

仕事をせずに子育てをする方法を見つけるよう

して上記の目標を達成するために，活動の整

再び勧めました。また，扶助協会の姉妹たち

理，連携，削減，簡略化，調整」が求められま

に，キルト作り，洋裁，家庭菜園，果物や野菜

した。19

の保存など，自活の基本的な技能を身に付け
るように勧めました。さらに，家庭における母

家族の安全を守る

親の霊的な役割を強調しました。戦争で引き

教会プログラムの簡素化を目指す教会指導

裂かれた国々は，徳高く正直に生きることを母

者のおもな目的は，家族の安全を守ることで

親から学んだ善良な若い市民を必要としてい

した。神権指導者と補助組織指導者は，第二

ました。

次世界大戦が家庭や家族をばらばらにしてし
まったのではないかと懸念していました。男
性が従軍し，女性は夫や年長の息子から身近

地域の組織や神権者と協調する
第一次世界大戦のときと同様，合衆国の扶

クラリッサ・S・ウィリアムズ
中央扶助協会第 6 代会長
「わたしたちの組織を通して福音を教え，困っている人を世話
し，病人を慰め，落胆した人を元気づけ，扶助協会の働き手
から愛と祝福のメッセージを伝えてきました。……世界で最
も偉大なものは愛です。そしてもしわたしたちが常に心に愛
を抱き，そのメッセージを周囲の人に伝えるなら，わたしたち
は祝福され，交わる人々を祝福する器となるでしょう。」

Relief Society Magazine, 1922 年 6 月 , 312
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助協会の会員たちは，ほかの著名な組織のボ

族と一緒にしばらく生活する招きを受けまし

ランティア活動を支援するという要請に応じま

た。このプログラムはこうした青少年に経験を

した。 1942 年には，1 万人以上の扶助協会

広めるよう励まし，異文化間の理解を促進しま

の姉妹たちが，家庭看護，応急手当，栄養な

した。

どの赤十字のコースを修了しました。また，

扶助協会の指導者，特に中央扶助協会第

教会は従軍する末日聖徒の健康を守るため

9 代会長のベル・S・スパッフォード姉妹は，

に，禁煙・禁酒運動を提唱しました。こうし

キンボール長老の指示の下でこのプログラム

たプログラムの支援や慈善奉仕活動を通し

の運営を助けました。多くの姉妹たちがそれ

て，扶助協会の姉妹たちは健康管理と善意の

らの青少年に直接奉仕しました。彼らをあた

業を推進しました。

かも我が子のように養育したのです。この

当時，扶助協会の姉妹たちは地域の人々や

プログラムは 1996 年まで続きました。十二使

神権指導者と協調を深めなくてはなりません

徒定員会のボイド・K・パッカー会長は後にこ

でした。中央扶助協会第 8 代会長を務めた

う述べています。「インディアン学生修学プロ

エーミー・ブラウン・ライマン姉妹はこう述べ

グラムはその目的を達成し，解体されました。

ています。

そのようなことはよくあります。……建設が

「何よりも感謝している事柄の一つは，……

完了すると足場を外すのです。
」21

扶助協会の姉妹たちがいつも神権，すなわち
教会 幹部，地元の 神 権 者，特にワードのビ
ショップから受けた支援だと思います。

「キリストの純粋な愛」
：慈愛の実践

教会幹部は補助組織の女性指導者に教会

ヨーロッパの扶助協会の姉妹たちは，第二

内で特別な機会を与えてくれただけでなく，ほ

次世界大戦で荒廃した悲惨な状況を経験しま

かの人道援助機関と協力して働くよう励まして

した。彼女たちも苦難の状況にあるにもかか

くれました。
」20

わらず互いに奉仕するために，称賛に値する

このような協力の一例として，インディアン

勇気を示しました。信仰を保ち，自分の証とイ

学生修学プログラムがあります。これは当時

エス・キリストの贖罪に頼りました。この時代

十二使徒定員会会員であったスペンサー・W・

を生き抜いた彼女たちの生活と証はまさしく

キンボール長老の支援により1947 年に始まっ

人々を鼓舞するものです。

しょくざい

たものです。このプログラムを通して，小さな

戦後，ドイツのシュトゥットガルト地区の扶

町や村に住んでいたアメリカインディアンの青

助協会会長を務めていたマリア・シュパイデ

少年たちが，正規の教育を容易に受けられ，教

ル姉妹はこう書いています。

会が確立されている場所に住む末日聖徒の家

「この 5 年間は困難な年でした。わたした
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ちは非常に謙虚な気持ちになりました。主に

しょう。母が当時，扶助協会会長を務めるよう

対する信頼と主の教会に対する証がわたした

主の御手によって選ばれたということに今も疑

ちの強さの柱でした。主はわたしたちを憐れ

いはありません。
」

あわ

み深く守り，多くの苦しみの中で主の力を少し

さらに，ジプロ姉妹の息子はこう述べてい

与えてくださいました。わたしたちの中にはこ

ます。「きっと母は，どのような問題に遭遇す

の世の所有物すべてを，また自分にとってこの

るかも分からずに，主を心から信頼して，あの

上なく大切な物を失った人もいます。でも，

ような状況の中でもしばしば外出したので

『神の導きなくして光の中を歩むより，神ととも
やみ

に闇の中を歩む方がよい』と言うとき，何のこ
とを言っているか分かるのです。……

しょう。」23
デンマークでは，聖徒たちの状況は多くのほ
かの国よりも耐えられるものでした。食料があ

……わたしたちは喜びをもってシオンの歌

り，自分より恵まれない隣人と分け合っていまし

を歌い，主に信頼を置きます。主はあらゆるこ

た。デンマーク伝道部扶助協会会長のエバ・

22

とを良いものにしてくださいます。
」

別の地域の扶助協会会長を務めるガート

M・グレガーセン姉妹はこう述べています。
「戦時中，わたしたちは飢えに苦しむ同胞の住

ルード・ジプロ姉妹は，姉妹たちを愛し奉仕

むノルウェーを助ける活動に取り組みました。

するために多くの日々を暗闇の中で神ととも

伝道部本部と協力しながら，この目的のため

に歩みました。当時彼女が住んでいたオラン

にお金を寄付し，毎月，多くの食料が荷造りさ

ダは軍の占領下にありました。護衛兵が旅

れてノルウェーの兄弟姉妹へ送られました。

行者をしばしば引き留めて調べていたので，

彼らからは言葉に尽くせない感謝を示されま

彼女は地域の支部の扶助協会を訪問するこ

した。」24

とができるように身分証明書を携行していま
した。

ヒュー・B・ブラウン管長はそうした慈善奉仕
ま

を目の当たりにしました。 1937 年から 1939 年

ジプロ姉妹の息子のジョンはこう述べてい

まで 英 国 伝 道 部 会 長を務め，1939 年から

ます。「占領が 5 年間続き，夜の外出はますま

1945 年までヨーロッパの末日聖徒の軍人のた

す危険になってきました。
」そして，母親の献身

めのコーディネーターとして働き，1945 年から

的な奉仕を思い出し，こう続けています。「あ

1946 年まで再び 英国 伝 道部会長を務めま

のような状況をものともせずに，別の支部を訪

した。後に十二使徒定員会会員，そして大管

問するために夜，自転車で何度も外出した母

長会の一員となりました。第二次大戦中に扶

の姿を想像できるでしょうか。自分の気持ち

助協会の姉妹たちの間で目にした奉仕につい

や状況がどうあれ，母は義務を果たそうとした

て，次のように報告しています。

のです。何という偉大な女性であり指導者で
76

み て

「交戦地帯で働く扶助協会の姉妹が何百人

「わたしたちの永遠の幸福
は，ほかの人をどれほど献
身的に助けるかにかかって
います。」
ジョージ・アルバート・スミス
Conference Report ，1936 年
10 月号，71

中央──姉妹と子供たちと一緒のガートルード・ジプロ姉妹

もいます。戦士が戦場で経験するのに匹敵するような危
険や試練，苦難にさらされています。こうした勇敢な姉
妹たちは堪え難いほどの困難をものともせずに進んでい
ます。……
この姉妹たちと一緒にひざまずいて祈り，彼女たちが
小さな祝福について，また自分や愛する者の命が守ら
れ，わずかな食物と窓のない家があることについて神に
感謝するのを聞くと，たちどころに霊が鼓舞されます。
それに引き換え，ここにあるものをはるかに越える多く
の物質的祝福にあずかりながらも，わずかのぜいたく品
が奪われたことにしばしば不平を言うわたしたちの多く
はいさめられるべきだと感じます。
」25
東ドイツに住むヘトビッヒ・ビエレイヘル姉妹は飢え
77

に苦しむロシアの囚人に食べ物を与えました。 人として，エーミー・ブラウン・ライマン姉妹は
そのような慈善行為が見つかると，本人も家族

次のように断言しています。

も逮捕または処刑の対象とされかねない状況で

「わたしの証は，うれしく楽しいときにはわた

した。26 数年後，彼女はこの経験についてインタ

しを支え，心を満たしてくれました。悲しいとき

ビューを受けました。第二次大戦中に同様の

や失望しているときには，わたしを慰めてくれま

試練に耐えたほかの人々もインタビューを受け

した。……

ました。質問者は各インタビューの終わりに

扶助協会で…… 奉仕してきた機会に感謝し

「このような試練の間にどのようにして証を保ち

ています。わたしは成人してから大半の時を扶

ましたか」と尋ねました。質問者はすべての回

助協会で過ごし，何千人もの会員たちと一緒に

答を要約して，こう述べています。「あの当時， 喜びと充実感をもって奉仕してきました。姉妹
わたしが証を保ったのではありません。証がわ

たちの家を訪ね，一緒に眠り，食卓で食べ，姉

たしを守ってくれたのです。
」27

妹たちの麗しい人柄，無私の精神，思いやる心，

1945 年に第二次世界大戦が終わったとき， 忠実さ，犠牲について学んできました。姉妹た
世界中の扶助協会の姉妹たちは深い悲しみを

ちのこの偉大な奉仕のきずなに敬意を表す言

味わい，多くのものを失いました。しかし，それ

葉もありません。
」28

にもかかわらず，互いに奉仕し，家族を強め，証
を増し加えました。

試練と不安定な時代にあって，世界中の扶助
協会の姉妹たちは，
「最も大いなるものである慈

非常に多くの苦難と無私の奉仕を目にした証

愛を固く守りなさい」というモルモンの勧告に

エーミー・ブラウン・ライマン
中央扶助協会第 8 代会長
「扶助協会の初期の会員たちは，自分たちの愛する組織
が将来どれほど大きくなるか，ほとんど理解していません
でした。」

Relief Society Magazine, 1944 年 3 月 , 139
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「慈愛はキリストの純粋な愛であって，とこしえに続く。」
（モロ
ナイ 7：47 ）

従ってきました。そして，
「すべてのものは必
ず絶えてしまうからである。……この慈愛は
キリストの 純 粋な 愛 であって，とこしえに
続く」29 ことに対する確かな理解を実証して
きました。「愛はいつまでも絶 えることが
ない」という姉妹たちのモットーに何度も誠
実に従ってきたのです。
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第 6 章

全世界に広がる
姉妹たちの輪
この大きな姉妹たちの輪は
皆さん一人一人を，そして家族を守ってくれるでしょう。
扶助協会は安全と保護を約束する避け所，
古代の聖所にたとえられます。
その中にいる皆さんは安全です。
それは防護壁となって
姉妹たち一人一人を守ってくれるのです。
ボイド・K・パッカー

第 6 章

全世界に広がる姉妹たちの輪

預言者ジョセフ・スミスはノーブーで扶助協
会の姉妹たちと会合を持ったとき，物質的な養
いを与えるだけでなく，人々を霊的に強めなく
てはならないと教 えました（第 2 章 参 照）
。
この勧告を礎として，扶助協会の姉妹たちは互
あらし

いに仕えながら愛を見いだし，人生の嵐から安
全に守られてきました。イエス・キリストの福
音を互いに，また周囲の人々と分かち合ってきま
した。扶助協会は世の悪から守られる避け
所，そして世の光の中心となって影響力を及ぼ
す場所となってきました。
ユタ州オグデンで開かれた扶助協会の集会
で，中央扶助協会第 2 代会長エライザ・R・ス
ノー姉妹は，この世的な事柄においても霊的な
事柄においても互いに強め合う姉妹たちの努力

扶助協会の姉妹たちはともに奉仕するときに，愛を見いだし，
人生の嵐から安全に守られます。

を認めて感謝しました。そして困っている人々を
助けるために行われた寄付について，教会はす

音に対する熱意が冷めた人の心を温めてきた

べてを記録してはいないが，主は姉妹たちの救

のではないでしょうか。皆さんの信仰と親切，

いの業をすべて記録しておられると述べました。

善い行いや言葉は別の書物に一つ残らず記録

「決して記録されることのない多くのものが

されています。別の記録があるのです。忘れ

寄 付されていることをわたしはよく知ってい

去られているものは一つもありません。
」1

ます。ジョセフ･スミス大管長は扶助協会が

熱意が冷めた人，信仰と思いやり，善い行い

組織されたのは人を救うためであると述べま

や言葉を必要としている人に手を差し伸べる

した。道に迷った人を連れ戻すために，姉妹

扶助協会の姉妹たちの行いは，天で記録され

たちはどのようなことをしてきたでしょうか。福

ています。
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全世界に広がる姉妹たちの輪
1900 年代中ごろ，世界が戦争や自然災害
の影響に苦しんでいたとき，扶助協会の業は

扶助協会を訪問しました。当時を思い出して，
後にこう述べています。

広がり続けました。信仰と個人の義を深め，

「ビザの取得は容易ではなく，会員たちの安

家族と家庭を強め，困っている人を探して助け

全や生活を脅かさないよう細心の注意を払い

るという扶助協会の目的を果たすために，扶

ました。彼らは何世代にもわたり，言葉で言い

助協会は末日聖徒の姉妹たちに避け所を与

表せないほどひどい弾圧の下で，信仰を守る

え，永続する影響を及ぼしました。 1947 年に

ために戦ってきました。

中央扶助協会会長会（ベル・S・スパッフォー

最も心に残った集会は，ある建物の 2 階で

ド姉妹，マリアンヌ・シャープ姉妹，ガートルー

開かれました。ブラインドが下ろされ，夜にな

ド・ガルフ姉妹）はこう教えました。「わたし

り，出席者はばらばらの時間に，あちこちの方

たちの任務は，より寛容な心，より思いやりに

角からやって来ました。人目を引かないように

満ちた触れ合い，より堅固な意志をもって人々

するためです。

いや

2

を癒すことです。
」

当時，政府が政治的な障壁，さらには物理

12 人の姉妹が集まりました。わたしたちは
歌詞だけが印刷された 50 年以上前の本から，

的な壁を作る国もありました。こうした障壁や

シオンの賛美歌を歌いました。……レッスン

壁は「鉄のカーテン」や「ベルリンの壁」とい

は，手作りのテキストを使って敬虔に行われま

う名で知られており，その目的は一部の人々の

した。……

けいけん

自由を奪い，ほかを排斥することでした。それ

わたしはその姉妹たちへの話の中で，彼女

とは対照的に，扶助協会の姉妹たちは人々を

たちが地上で最も規模の大きい，あらゆる点で

守り，受け入れるために霊的な避け所の壁を

最も偉大な女性組 織に属していると言いま

作りました。姉妹たちの輪を全世界に広げ，

した。そして，預言者ジョセフ・スミスと兄弟

ほかの人々に加わるよう招きました。

たちが扶助協会を組織したときの言葉を引用

宗教活動に公に参加することを認めない政

しました。……
み たま

治的境界や法律を持つ国々でさえ，扶 助協

御霊がそこにありました。敬虔で上品な態

会の姉妹たちは世界中の姉妹たちとのつな

度で司会をしていた愛らしい姉妹が，声を上げ

がりを感じていました。回復された福音に対

て泣きました。

あかし

する証と扶助協会の目的に黙々と従い続けま
した。
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（現在のチェコ共和国とスロバキア共和国）の

わたしは，国に帰ると扶助協会の大会で話
す責任があることを彼女たちに伝えて，何か

1980 年，十二使徒定員会のボイド・K・パッ

メッセージがあるか尋ねました。数人がメモ

カー会長は妻のドナと一緒にチェコスロバキア

を書きました。どの言葉も，どの姉妹も，何か

「皆さんは，下品，陰口，わ
がまま，わいせつ，そのほ
かあらゆる罪深い行いの
まんえん

蔓 延 する現代の世にあっ
て，神に忠実に従う女性と
なるように 選 ば れ た の
です。天の御父の娘として
受け継いだ神聖な生得権
の意味をよく理解してくだ
扶助協会の会員はともに集い，姉妹たちの輪に加わっています。

さい。」
ハワード・W・ハンター

を求めるのでなく，与える精神にあふれていました。
一人の姉妹の言葉が忘れられません。『姉妹たちの小さ

『聖 徒 の 道』1993 年 1 月号，110
参照

な輪から，すべての姉妹たちに心と思いを込めて送り
ます。主の助けがありますように。
』
『姉妹たちの輪』という言葉に御霊を感じました。姉
妹たちがその部屋から全世界に広がる輪の中に立って
いるかのように見えました。
」3
その集会を思い出しながら，パッカー会長はこう述べ
ています。「わたしはその輪の中にしばし立ち，周囲か
ら押し寄せては返す信仰と勇気と愛の脈 動を感じま
した。
」4
そのような信仰と勇気と愛が一体となり，各地で扶助
協会の姉妹たちの業が受け継がれています。大管長会
顧問を務めるヘンリー・B・アイリング管長はこうした受
85

け継ぎを分かち合うよう扶助協会の姉妹たち

仰と技能に頼り，食料や衣類を分かち合い，

を励ましています。「人が心に慈愛の賜 物 を

扶助協会に避け所を見いだしました。これは

授かる手助けをするとき，皆さんは受け継ぎを

大平原を越え，ユタ地域に入植するときにも続

伝えていることになります。すると今度はその

きました。今や教会は全世界で成長していま

人たちが，さらに別の人に伝えることができる

すが，姉妹たちはやはり扶助協会に避け所を

ようになるでしょう。扶助協会の歴史は，言葉

見いだしています。

たま もの

や数字で記録されますが，その受け継ぎは心
5

ボイド・K・パッカー会長はこう述べてい

から心へと伝えられていきます。
」 このようなこ

ます。「この大きな姉妹たちの輪は皆さん一人

とが扶助協会の姉妹たちの輪の中で起きるの

一人を，そして家族を守ってくれるでしょう。

です。

扶助協会は安全と保護を約束する避け所，古
代の聖所にたとえられます。その中にいる皆さ
んは安全です。それは防護壁となって姉妹た
ち一人一人を守ってくれるのです。
」6

避け所
扶助協会の初期のころから，姉妹たちは避

1999 年，若い妻であり母親のボビー・サン

け所，すなわち癒し，愛，親切，世話，帰属の場

ドバーグ姉妹は家族と一緒に合衆国から台湾

所を提供してきました。ノーブーでは互いの信

へ移りました。引っ越してまだ半年しかたって

ベル・S・スパッフォード
中央扶助協会第 9 代会長
「何年もの間，扶助協会の目的はちょうど真理が不変であ
るように変わりませんでした。ノーブーのほんの一握りの
女性にとって大切だった目的は，世界中の女性にとって今も
大切です。それは扶助協会の驚異です。わたしは長い間
扶助協会で働いてきて，その偉大さをようやく知り始めた
ばかりなのです。」

『聖徒の道』1975 年 3 月号，112
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が れき

た唯一の交通手段を使いました。瓦礫の中を
自転車に乗ってワードの多くの姉妹を訪問し
たのです。
物理的には大変な混乱状態のさなかにあっ
て，サンドバーグ姉妹は扶助協会の安全な守
りの下にありました。彼女の扶助協会会長が
ワード内の姉妹一人一人の安全と必要につい
て心を配ってくれたのです。
サンドバーグ姉妹のように，世界中の多くの
末日聖徒は，パッカー会長の次の言葉が真実
であると証言することができます。「
〔家族〕
がどこに行こうと，教会員の家族が待ってくれ
ていると思うと，どんなに慰められることで
しょう。引っ越したその日から，夫は神権定員
「〔家族が〕どこへ行こうとも，教会の家族が待っています。」
（ボイド・K・パッカー）

会に，妻は扶助協会に所属するのです。
」7

影響を及ぼす場所
いませんでしたが，夫妻は英語のクラスを教え

1945 年 4 月，ベル・S・スパッフォード姉妹

ました。台湾の姉妹たちは，サンドバーグ姉妹

が中央扶助協会第 9 代会長に召されると，そ

に扶助協会の守りの力を及ぼしました。

の約 6 週間後，ジョージ・アルバート・スミス

この守りの力が特に顕著に現れたのは，台

大管長が教会の第 8 代大管長に任命されま

湾が恐ろしい地震に襲われたときです。震源

した。スミス大管長はスパッフォード姉妹と

地はサンドバーグ家の近くでした。夫妻の住

扶助協会の姉妹たち全員に，第二次世界大戦

んでいた学校の両側の建物が崩壊しました。

の被害にまだ苦しんでいる人々に物質的な支

最初の大きな揺れがあってから数時間以内

援を与えるよう勧めました。また，世界中の女

に，扶助協会会長が慈愛に満ちた天使のよう

性たちの間で自分たちの良い影響力を及ぼす

に家族のもとへやって来て，彼らに必要なもの

ように励ましてこう述べました。「預言者ジョ

を調べ，助けてくれました。道路や建物の多く

セフ・スミスは女性たちが束縛から解放され

が崩壊し，通信手段がすべて断ち切られたた

るための鍵 を回しましたが，それは全世界の

め，この思いやり深い会長は自分が見いだせ

女性のためでした。
」8

かぎ
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扶助協会ビル，影響力の中心
1945 年 10 月，扶助協会の建物を建設する
計画が発表されました。9 1947 年 10 月，大管
長会はベル・S・スパッフォード姉妹が提案し
た計画を承認しました。その計画は，当時 10
万人に達していた扶助協会の各会員に対し建
築プロジェクトに 5ドル献金するよう求めるも
のでした。世界中の姉妹たちが献金しました。
建物の内部を美しく飾るための手工芸品を故
国から送ってくれた姉妹もいました。ある年に
は，55 万 4,016ドルもの基金が集まりました。

ユタ州ソルトレーク・シティーの扶助協会ビル，1956 年

スパッフォード姉妹はこう明言しています。
「この業績は金銭的に大きな価値を表していま
すが，それだけではありません。ここには目に

1984 年以来，この建物は中央若い女性会

見えない多くの価値，この上ない価値が表され

長会と中央初等協会会長会の事務所としても

ています。すなわち，福音の計画の中で女性

使われています。

たちに与えられた名誉ある地位に対する認識，
扶助協会の業が神聖なものであるという証，
教会の姉妹たちに与えられた奉仕の機会に対

スパッフォード姉妹は教会の価値観を全世

する感謝……，指導者への忠誠心，大義のた

界 の女 性 たちと分 かち合うことについて，

めの無私の献身など，扶助協会に固有の偉大

ジョージ・アルバート・スミス大管長から大き

10

な価値の表れです。
」

な教訓を学びました。中央扶助協会会長に支

ソルトレーク神殿のすぐ北東にあるこの建

持されてから間もなく，
「全国女性協議会か

物は，1956 年 10 月 3 日に 奉 献されました。

ら，ニューヨーク市で年次大会が開かれる旨

奉献の祈りの中で，教会の第 9 代大管長デ

の通知が届きました。

ビッド・O・マッケイ大管長はこの建物から世

スパッフォード姉妹はかつてその集会に出

界に発せられる影響力についてこう語りまし

席した経験がありました。そこで扶助協会会

た。「教会の内外を問わず困っている人や苦

長会は以前の経験から，招待を受諾するべき

しんでいる人に対する奉仕をいっそう効果的

かどうかを何週間も慎重に検討しました。

に行うために，扶助協会は教会員の助けにより
この美しい扶助協会の家を建てました。
」11
88

ほかの宗教を持つ人々に及ぼす影響力

その結果，扶助協会は全国女性協議会から
の脱退を大管長に提案することとし，理由を

連ねて書類を作成しました。
体が震え，気持ちが定まらないままに，ス

『協議会は続けてください。皆さんの影響力を
ぜひ発揮してください。
』
」12

パッフォード姉妹は，ジョージ・アルバート・ス

スパッフォード姉妹は確かに自分の影響力

ミス大管長の机の上に書類を差し出し，
『扶助

を発揮しました。全国女性協議会と国際婦人

協会会長会は，この書面にある理由により，扶

連合に参加し，長年指導的な地位に就きま

助協会中央管理会が全国女性協議会と国際

した。イエス・キリストの福音の原則と扶助協

婦人連合から脱退することを提案したいと思

会の目的を強く擁護したのです。

います』と言いました。

ス パッフォ ード 姉 妹 は 国 際 婦 人 連 合

スミス大管長は書面を注意深く読んだ後， （ ICW）へ 行く度に，
「社会 道徳 福 祉」セッ
次のように尋ねました。『この組織は，半世紀

ションへ割り当てられます。姉妹はこう述べて

以上前から姉妹たちが所属しているものでは

います。

ないのですか。
』
スパッフォード姉妹は，ニューヨークまでの
旅費は高く，時間も取られ，侮辱された経験も
ありますからと説明しました。そして，
『協議
会からは何も得るものがない』ので脱退した
いと言いました。
すると知恵に満ちて円熟した預言者は，い
すの背に寄りかかり，困ったような表情をして
『何も得るものがないから脱退したいと言われ
るのですか』と尋ねました。
『そのとおりです』と姉妹は答えました。
大管長は，
『それでは，皆さんは協議会に
どのような貢献をしておられますか』と聞きま
した。そして，こう続けました。
『スパッフォード姉妹，驚きました。あなた
はいつも何を得られるかで物事を考えている
のですか。何を提供できるかと考えてもよい
のではないでしょうか。
』
大管長はその書類を返し，手を差し伸べま
した。そして確固たる口調でこう言いました。

写真左：国際婦人連合の大会に出席するベル・S・スパッ
フォード姉妹
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「一度わたしは社会道徳福祉〔セッション〕

すべての国々の女性たちの権利を守る』と

へ戻ることに抗議しました。当時は ICW 会長

いうわたしたちの〔扶助協会〕の開拓者時代

と懇意にしていました。……それでこう言いま

の指導者の言葉を思い出しました。……開拓

した。『わたしはいつもこのセッション担当

者時代の女性指導者たちは神の導きにより，

です。新鮮味がなくなってきていますから，変

扶助協会の行く末に関する知識を与えられて

化が欲しいですね。
』 すると会長は言いま

いたのです。…… 今や扶助協会の影響力が

した。『確かにそのとおりですね。検討しま

全世界の女性たちの間に広がる時が来たと確

しょう。
』

信しています。
」14

それから会長は彼女のところへ来て言いま

1987 年，大管長会は扶助協会に全国女性

した。『あなたの要望におこたえできません。

協議会と国際婦人連合から退会するよう勧告

なぜなら，あなた自身の国の評議会が社会道

しました。中央扶助協会はほかの国内外の団

徳福祉にとどまるよう主張していますので。そ
の理由を聞きたいかもしれないので言います
が，あなたの国の会長の話では，こうした問題
であなたはいつもご自分の教会の立場から発
言しておられるそうですね。モルモン教会の
立場はよく知られているので，あなたに担当し
ていただければ安心だと皆さんが感じておら
れるのです。
』
」13
これらの団体の女性たちは，彼女たちの友
人であるベル・スパッフォード姉妹が教会の原
則をいつも守っていることを知っており，そのよ
うな知恵と確固とした強さが必要とされていた
のです。 1954 年，スパッフォード姉妹はフィン
ランドのヘルシンキで開催された国際婦人連
合の合衆国代表団の団長に選ばれました。大
会の開会式で華々しく行進する女性たちの先
頭に立った姉妹は昔のことを思い出しました。
「多くの国々の人々から成る輝かしい観衆を
見ながら，……突然，
『世界の女性たちの先頭
に立って』……『シオンの女性たち，そして
90

扶助協会の姉妹たち，テキサス州サンアントニオで専任宣教
師とともに，1950 年ころ

体よりも，世界中で急速に成長する自分たちの組織に
もっと多くの力を注ぐ時が来たのです。しかし，教会が
成長するにつれて，末日聖徒の女性たちは，地域社会，
学校，適切な地元の組織など，世界中でその影響力を及
ぼし続けています。スミス大管長とスパッフォード姉妹
によって打ち立てられた模範に従い，何を得られるかで
はなく，何を提供できるかを考えているのです。

求道者と新会員を養い教える
教会が全世界で発展するのに伴い，扶助協会は求道
者と新会員に影響を及ぼす場所となってきました。この
影響力には奉仕し指導する機会を新会員に与えることも
含まれています。中央扶助協会会長会の顧問シルビア・

「わたしたちがふさわしい
状 態に身を置き，信仰を
もって揺らぐことなく託さ
れた召しを全力で果たし，
またその責任につける働き
について全能者からの霊
感を求めるとき，わたした
ちは奇跡を起こすことがで
きるのです。」

H・オールレッド姉妹は，エルサルバドルのサンサルバド
ルにある支部の扶助協会会長を務めていた自分の母親
のヒルダ・アルバレンガ姉妹についてこう述べています。
「わたしの母がサンサルバドルの小さな支部で扶助協
会会長に召されたのは，教会に改宗して間もなくのこと

トーマス・S・モンソン
Conference Report ，198 8 年
4 月，52 または『聖 徒の道』
1988
年 6 月号，46

でした。自分には経験も，準備も，能力も不足している
ことを支部会長に説明しました。当時，母は 30 代で，正
規の教育はほとんど受けておらず，夫と 7 人の子供の世
話に自分の生活のすべてをささげてきました。それでも
支部会長は母を召しました。
わたしは母が召しを十分に果たして
いくのを見ました。務めを果たす中で
指導技術を学び，人を教えたり，人前
で話したり，集会や活動，奉仕プロジェ
クトを計画してまとめたりするなど，新
ヒルダ・アルバレンガ

しい才能を伸ばしていきました。母は

支部の姉妹たちに良い影響を与え，姉妹たちに自ら仕え
ました。また互いに仕え合うことを教えました。姉妹た
91

ちから愛され尊敬されました。また，ほかの

ある大学の大学院生でした。その大学では学

姉妹たちが賜物や才能を見つけ，使い，伸ばす

生に無神論の教えを課していました。オルガ

のを助け，主の王国と堅固で霊的な家族を築

は，学生も周りの人々も皆，進むべき方向を見

けるように助けました。神殿で交わした聖約

失っているように思いました。もっと霊的に深

に忠実でした。亡くなるときには，安らかに創

い人生を渇望しており，自分の友人や同僚たち

造主とお会いする用意ができていました。

も同様に渇望しているように感じていたの

母が亡くなって何年も後に，扶助協会で母

です。

の顧問として奉仕していた姉妹からこのような

オルガは大学にいる間，75 歳の末日聖徒オ

手紙を受け取りました。『今わたしがあるのは

タカール・ボイクブカ兄弟に会いました。後に

あなたのお母さんから道を教えられたおかげ

当時を思い出し，こう述べています。「彼の外

です。彼女から慈愛，親切，正直，召しを果た

見は 75 歳でしたが，心は 18 歳に近いと言え

す責任を学びました。わたしの良き相談相手

るくらい喜びに満ちていました。これは皮肉な

であり模範でした。わたしは今 80 歳ですが，

ものの見方が風潮のチェコスロバキアでは非

救い主と主の福音にずっと忠実に生きてきま

常に珍しいことでした。……彼は教養がある

した。伝道の奉仕を通して，主から豊かな祝

だけでなく，喜びに満ちた生き方を知っていま

15

福を頂きました。
』」

した。
」 オルガはオタカールとその家族に人生

この献身的な扶助協会会長はすでに支部

の意味について尋ねました。それからほかの

の会員であった姉妹たちの証を強めることに

教会員に紹介されました。どのようにして喜び

貢献しました。また，求道者や，バプテスマと

を見つけたか，神についてどこで読んだのかを

確認の儀式を受けて間もない姉妹たちの信仰

知りたいと思いました。そこでモルモン書を

をはぐくみました。扶助協会をそのような人々

もらい，熱心に読み始めました。

を歓迎し養う場所にするために率先して努力
したのです。

オルガは回復された福音に改宗し，バプテス
マを受ける決心をしました。宗教活動に対す
る注目を引くのを避けるために，夜森でバプテ
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福音を分かち合うことによりほかの人に影
響を及ぼす

スマを受けなくてはなりませんでした。ところ

パッカー夫妻がチェコスロバキアのあの小さ

り人がいました。しかし，オルガと友人たちは

が残念ながら，バプテスマの夜は森に多くの釣

な姉妹たちの輪を訪れてから間もなく，霊的な

じっと待ち，最後の手段として熱心に祈ると，

避け所，愛，人生の意味を探していた若い女性

釣り人は去って行きました。

が，まさにその輪に加わりました。オルガ・コ

オルガのバプテスマに同席したある教会

バルジョバという名の姉妹で，当時ブルノ市に

員は彼 女にこう尋ねました。「今 晩湖のそ

救い主に従った古代の使徒たちのように，扶助協会の姉妹たちは神の御手にある器になれます。

ばに多くの釣り人がいたのはなぜか分かり

オルガはまさしくそのとおりに行いました。

ますか。」 そしてこう言いました。「思い出し

真理と幸福を探し求めている多くの人に影響

てください。イエスはガリラヤ湖畔を歩いてお

を及ぼしました。国内では伝道が許されてい

られるときに，湖に網を打っていたシモン・

なかったので，オルガとその家族は「知恵の

ペテロとアンデレに言いました。『わたしにつ

学校」と呼ばれる教室を開きました。そのよう

いてきなさい。あなたがたを，人間をとる漁師

な状況の中で，人々が生活の中で霊性と喜び

にしてあげよう。
』
」 オルガは「若者たちを教

を見いだすのを助けるために，道徳的倫理的

会へ連れて来るために，自分はまもなく神の御

な価値観を教えました。生徒の多くが御霊の

手にある器になるべきだという意味だ」と思い

力を感じました。また，選ばれた生徒たちが

ました。

天の御父やイエス・キリストの福音について

み

て
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話し合う機会がしばしば生まれました。16
後に，バーバラ・W・ウインダー姉妹が中央
扶助協会第 11 代会長を務めていたとき，若い
ときに宣教師だった夫のリチャード・W・ウイ

を与える助けをしました。キリストのもとへ導
くことによって，人々を救う助け手となったの
です。
コバルジョバ姉妹の改宗談と伝道活動は，

ンダー兄弟と一緒にチェコスロバキアへ旅行す

第 12 代大管長スペンサー・W・キンボール大

る機会がありました。集会が開かれる家に入

管長が次のように述べた預言の一部を成就す

ると，活発な若い女性が元気よく近づいて来て

るものです。「末日に当教会において驚くべき

こう言いました。「ようこそいらっしゃいま

発展が見られますが，その多くは世の立派な

した。わたしの名前はオルガです。扶助協会

（優れた霊性を備えている）女性たちが，大勢

会長をしています。
」ウインダー夫妻は彼女の

この教会に入って来るおかげであると言えるで

表情が光り輝いており，主の御霊にあふれてい

しょう。これは，教会の女性が義にかなった

るのに気づきました。小さな支部の扶助協会

生活を送り，自分の考えを明確に表す度合い

会長としてオルガ・コバルジョバは，政治的な

に応じ，また幸福な生活を送り，世の女性たち

弾圧と宗教的な迫害の世界にあって消えるこ

とは明瞭に異なっていることが人目にも分かる

とのない影響を及ぼしていました。また，教会

度合いに応じて起きるでしょう。
」17

めいりょう

に入り扶助協会の会員になった人に，避け所

イレイン・L・ジャック
中央扶助協会第 12 代会長
「わたしたちは姉妹たちの大きな輪を作っています。完全な
輪を作るには姉妹一人一人が必要なのです。手を伸ばして
姉妹たちの手をしっかりと握り締めるとき，この輪はあらゆ
る大陸を貫いて広がります。わたしたちに国境はないので
す。主がわたしたちにどのようなことを語られ，どのような人
になるのを望まれているかを理解しようとするときに，わた
したちは一つに結ばれます。語る言葉は違いますが，心は
一つに結ばれた家族なのです。」

『聖徒の道』1992 年 7 月号，100
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奉仕を通してほかの人に影響を及ぼす
1992 年，世界中の姉妹たちは地域社会で
奉仕プロジェクトに参加し，扶助協会 150 周

域の奉仕活動を行うことは，姉妹たちにとって
も，また地域にとってもすばらしいことだと思
います。
」18

年を祝いました。中央と地元の神権指導者の
妹たちは扶助協会の影響力を世界中で発揮し

読み書きの能力を通してほかの人に影響
を及ぼす

ました。当時，中央扶助協会第 12 代会長を

扶助協会の姉妹たちが地域社会の奉仕プ

務めていたイレイン・L・ジャック姉妹はこう述

ロジェクトを行うときに，ジャック姉妹とその

べています。

顧問たちは，読む能力が身に付くように姉妹た

指示の下で組織されたこの活動を通して，姉

「わたしたちは地元の各ユニットにそれぞれ

ちを助ける世界的な奉仕活動に焦点を置きま

の地域の必要性を見極め，いちばん必要とし

した。ジャック姉妹はこう述べています。「わ

ている地域の奉仕は何かを判断するよう要請

たしたちは世界中の姉妹たちが読む能力を身

しました。その結果，この世の中がどうなった

に付ける必要があると思いました。その能力

か想像できるでしょう。
扶助協会の会長会の一人がカリフォルニア
の市議会へ行き，こう言いました。『この地域
で必要だと思われることで，わたしたちにでき
ることは何ですか。
』 するとこう聞かれました。
『世界中にある 2 万のグループがこれと同じこ
とをするのですか。
』 そうですと答えると，市
議会議員の一人がこう言いました。『皆さんは
世界を変えるでしょう。
』 確かにそう思います。
わたしたちは世界をより良くしたと思います。
それが一致して行うことの一つです。様々な
奉仕がありました。……〔姉妹たちは〕南アフ
リカではホームにいる高齢者のためにひざ掛
けを作りました。サモアでは時計塔の周囲に
花を植えました。そのほか，ホームレスの収容
施設で多くの手伝いをする，子供たちのため
に書籍を提供する，未婚の母親のための施設
でペンキを塗るなどです。世界中でこうした地

奉仕は世界を良い方向へ変えることができます。
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のない人が大勢いたのです。読む能力がない
と，どのようにして子供たちを教え，生活環境
を改善し，福音を勉強することができるでしょ

扶助協会の忠実な姉妹たちは地域社会や

うか。ですからわたしたちは，読み書きの能力

世界各地で影響力を及ぼしてきましたが，自分

を向上させる取り組みを推進することほど有

たちのワードや支部で互いに強め合うことを忘

益なことはほかにないと考えました。……でも

れてはいませんでした。後に中央扶助協会第

わたしたちが目指すのは，姉妹一人一人が生涯

15 代会長を務めたジュリー・B・ベック姉妹

19

にわたって学ぶのを励ますことです。
」

は，自分がまだ若く，子育てや家事の経験が

教会の第 16 代大管長トー

浅かったときに，扶助協会に姉妹たちのきず

マス・S・モンソン大管長は，

な，避け所，影響力を見いだしました。ベック

かつてルイジアナ州モンロー

姉妹は当時を思い出してこう述べています。

で一人の姉妹に会いました。

「扶助協会は家族を強めるために組織され，

扶助協会の奉仕によって祝

その力を結集し，家庭をこの世からの神聖な

福を受け，その祝福をほかの

避け所とするための手助けをする必要があり

人と分かち合った姉妹です。空港で大管長に

ます。何年も前の新婚時代にそのことを学び

近づき，こう言いました。「モンソン管長，わた

ました。隣に住んでいた両親から，突然外国

しは教会に入って扶助協会の会員になるまで

に引っ越すことになったと聞かされました。

は読むことも書くこともできませんでした。

わたしを養い，知恵と励ましに満ちた模範を示

家族の中で読み書きができる者はいませんで

してくれた母と長い間会えなくなるのです。

した。
」 彼女はモンソン管長に，扶助協会の

当時はまだ，電子メールもファックスも，携帯

姉妹たちが読むことを教えてくれたこと，今で

電話も，テレビ電話もありませんでした。また

は彼女が，ほかの人が読めるようになる手伝

郵便の遅さは周知のことでした。母が出発す

いをしていることを話しました。モンソン管長

る前のある日，わたしは泣きながら母に尋ねま

はこう述べています。「わたしはその姉妹が聖

した。『だれがわたしのお母さんになってくれ

トーマス・S・モンソン

み こと ば
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ワードや支部で影響を及ぼし，姉妹たちを
強める

書を開いて主の御言葉を初めて読んだときに，

るの。
』 母は深く考え込んでいました。そして

どれほど大きな幸せを感じたかを想像してみ

御霊の導きとこのような女性特有の啓示の力

ました。……その日，ルイジアナ州モンロー

をもって言いました。『もしわたしが二度と帰

で，姉妹たちの間で読み書きの能力を向上さ

らず，二度と会えないことになり，あなたに何も

せるという皆さんが掲げている目標がどれほ

教えられなくなるとしたら，扶助協会から離れ

ど崇高な目標であるかに関して，御霊の確認を

ないようにしなさい。扶助協会があなたのお

得ました。
」20

母さんになってくれます。
』

「皆さんは世界で最も偉大
な女性の組織の一員です。
この組織は地上の神の王
国の重要な一部であり，忠
実な会員が御父の王国に
おいて永遠の命を得るの
を助けるように作られ運営
されています。」
ジョセフ・フィールディング・
スミス
Relief Society Magazine, 1970
年 12 月 , 883
読む能力は女性たちが環境を向上させ，福音を学び，子供たちを教える
助けとなります。

わたしが病気になったら姉妹たちが世話をしてくれ，
出産のときには手伝ってくれることを母は知っていまし
た。でも母のいちばん大きな望みは，扶助協会の姉妹た
ちがわたしにとって力強く霊的な指導者となってくれる
ことでした。以来わたしは，気高く信仰深い姉妹たちか
らたくさんのことを学ぶようになりました。
」21

広がり続ける姉妹たちの輪
ボイド・K・パッカー会長がチェコスロバキアの扶助
協会の姉妹たちと経験したことを初めて公に話したの
97

ソルトレークタバナクルで歌う扶助協会の聖歌隊，1956 年

ボイド・K・パッカー

扶助協会の姉妹たちは神の霊感を受けた

集会のときでした。会長はこ

組織に属しています。それは預言者ジョセフ・

う述べました。「姉妹たちの

スミスが神権の権能の下で設立したものです。

非常に大きな輪を見ることが

姉妹たちが扶助協会に参加して献身的な努力

できます。
」22 1998 年にはそ

をするとき，扶助協会は避け所と姉妹のきずな

の経験について再び話しま

を与え続け，いつまでも力強い影響を及ぼすこ

した。今度は総大会で教会全体に向けてこう

とでしょう。パッカー会長はこの目的を達成す

述べました。「今や扶助協会は，単なる輪で

るために奉仕する姉妹たちに大きな祝福を約

はなく，大陸中に広がるレースの織物のように

束しています。

なっています。
」23
98

は，1980 年の中央扶助協会

「皆さんのすべての必要が今も永世にもわ

たって満たされ，皆さんが受けた不履行や不

相手の立場になって考え，同情し，慈しみを

正がすべて正されるのです。これらはすべて，

示すことです。

皆さんが自らを扶助協会にささげるときに速

忘れ去られている人に目をかけ，落胆してい
る人に希望を与え，苦しんでいる人を助ける

やかに成就するのです。
扶助協会における奉仕は，姉妹一人一人を
高め，清めてくれます。扶助協会の会員として

慈愛が大いに必要とされています。
必要とされているのは，当事者のためにな

の資格をいつも失わないようにしてください。

る場合を除き，他人の不幸なうわさを聞いたり

扶 助 協会に自らをささげ，組 織し，運営し，

人に話したりすることを喜びとしない慈愛

それに参加するときに，皆さんはそこに集う

です。……

すべての姉妹に祝福をもたらす扶助協会を支
24

持していることになります。
」

慈愛とは，自分を打ちのめす者に忍耐する
ことです。ささいなことに腹を立てないように
気持ちを抑えることです。人の欠点や失敗を
受け入れることです。人をありのままに受け入

慈愛を表すことにより姉妹のきずなを
強める

れることです。外見の奧にある，時が過ぎて

トーマス・S・モンソン大管長は扶助協会の
姉妹へ向けた説教の中で，慈愛を表すことが
いかに扶助協会の姉妹たちのきずなを強める
かについて，このような考えを述べています。
「慈愛，すなわち『キリストの純粋な愛』は，
批判することや裁くことの対極にあるとわたし
は考えます。慈愛といっても，ここでは物資を
与えて苦痛を和らげるということには触れま
せん。もちろんそれは必要で，行うべきこと
です。しかし今晩，寛大になり，人の行動をお
おらかな心で受け止めるときに示す慈愛につ
ゆる

いて考えています。赦すという慈愛，忍耐する
という慈愛です。
わたしが考えている慈愛とは，病気のときや
悩み苦しむときだけでなく，相手の欠点があら
わになったときにも，間違いを犯したときにも，

「真の慈愛は，行動する愛です。慈愛は至る所で必要とされて
います。」
（トーマス・S・モンソン）
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も衰えることのない特質に目を向けること

ます。扶助協会でぽつんと独りでいる姉妹に

です。レッテルをはろうとする衝動を抑えるこ

『一緒に座りましょう』と声をかけるときに慈

とです。

幾つもの小さな方法で，皆さんのだれもが

ドの若い姉妹たちが，自分たちの扶助協会の

慈愛を示すことができるのです。完璧な人生

会員の母親の葬儀に出席するために一緒に何

を送っている人などいません。互いを裁かず

百マイルも行くときに表れます。慈愛は，献身

批判せず，この人生を一緒に旅する人たちにキ

的な訪問教師が，興味を示さず多少批判的な

リストの純粋な愛を示そうではありませんか。

姉妹を何年にもわたって毎月訪問する姿の中

だれでも自分に降りかかる問題に全力で取り

に示されます。夫を亡くした年配の女性が忘

組んでいるのです。そのことを認めて，助け

れ去られずにワードの行事や扶助協会の活動

るためにわたしたちにできる 最善を尽くしま

に連 れて来られるとき，そこに慈 愛 があり

しょう。

「一緒に座りましょう」と声をかけるときに慈愛が感じられます。
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愛が感じられます。

キリストの純粋な愛である慈愛は，独身ワー

慈愛は『最も気高く，尊く，しかも強い愛』
と定義されています。慈愛は『キリストの純粋
な愛であって，…… 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』です。
『愛はいつまでも絶えることがない。
』長年
にわたって引き継がれてきたこの扶助協会の
モットーは永遠の真理です。このモットーが，
何を行うときにも皆さんの 指 針となります
ように。このモットーがまさに皆さんの魂に刻
み込まれ，皆さんのすべての思いとすべての
行動に表れますように。
」25
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第 7 章

「清い信心」
家庭訪問による見守りと教え導く務め
わたしたちの周りには，
……わたしたちの注目，励まし，支え，慰め，親切を
必要としている人が大勢います。
み

て

わたしたちは地上で主の御手に使われる器であり，
わたしたちには御父の子供たちに仕え，
彼らを高める責務があります。
主はわたしたち一人一人を頼りにしておられるのです。
トーマス・S・モンソン

第 7 章

「清い信心」
家庭訪問による見守りと教え導く務め

イエス・キリストは地上におられたとき，どの
ように生きるべきかを示してくださいました。

家庭訪問の始まり──寄付集めと組織
的な奉仕

「
〔主は〕道を示し，……導きます」とエライザ・

1843 年，イリノイ州ノーブーでは人口の増加

R・スノー姉妹は書いています。1 主はどのよう

に伴って末日聖徒が 4 つのワードに分かれま

に教え導けばよいか，つまりどのように互いに

した。その年の 7 月 28 日に開かれた集会で，

見守り合い，強め合えばよいかを示してくださ

扶助協会の指導者は各ワードに 4 人の姉妹か

いました。主は一人一人を，一人ずつ教え導か

ら成る訪問委員会を設けました。訪問委員会

れました。 99 匹を残しておいて，道に迷った 1 匹

の責務で最もよく知られていたのが，人々の

を救うべきであるとお教えになりました。2 一人

必要を見極め，寄付を集めることでした。

いや

一人を癒 し，教え，2,500 人の群衆の中にいた

寄付には金銭のほか，食料や衣類も含まれ

ときにも一人一人と時を過ごして，御自分が神

ました。毎週，訪問委員会は集めた寄付を扶

の御子であることについて各自が証を得られる

助協会の会計係に渡します。扶助協会はこの

あかし

3

ようにされました。
救い主はその務めにおいて御自分とともに働
く弟子たちを召し，人々に仕えてさらに主のよう
な者になる機会を彼らにお与えになります。扶
助協会では，家庭訪問を通して，姉妹一人一人
を見守り強める機会がそれぞれの姉妹にあり
ます。中央扶助協会第 15 代会長であるジュ
リー・B・ベック姉妹は次のように述べていま
す。「イエス・キリストの模範と教えに従ってい
るわたしたちは，主の代わりに愛し，知り，仕
え，理解し，教え，導くために与えられた，この
神聖な割り当てを尊んでいます。
」4

救い主はどのように見守り合い，強め合えばよいかを模範に
よって教えてくださいました。
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寄付を用いて，助けを必要としている人を援助

訪れる機会がありました。わたしたちは何日

しました。

もの間旅をして，夜 遅く開 拓地に到着しま

この責務を果たすことについて，ある姉妹は

した。ステーク会長に案内されて，病人を何人

自らの信念を次のように述べています。「わた

か見舞うことになりました。一人の姉妹がベッ

したちの救いは貧しい人にどれだけ物惜しみ

ドに横たわっていました。非常に危険な状態

しないかにかかっています。
」別の姉妹はその

でした。恐ろしい病に苦しむ妻のベッドの傍

考えに賛成して次のように述べています。「主

らに座っている夫は，気も狂わんばかりに悲し

はそれが真実であることを繰り返し示しておら

み，大勢の幼い子供たちが母親を取り囲んで

れます。主はわたしたちの慈愛の行いを喜ん

いました。極貧の状態にあえいでいる家族の

でくださっています。
」5

様子がうかがわれました。

この活動は 20 世紀に入っても続きました。

来ました。苦しむその家族のために栄養価の

を持って出かけて行き，マッチ，米，重曹，果物

高い食物とごちそうがいっぱいに入ったかご

の瓶詰めといった品々を受け取りました。寄

を抱えていました。尋ねると，ワードの扶助協

付の大半は地域の人々の必要を満たすために

会から指示を受けて，その夜，病気の姉妹を

用いられましたが，何千マイルも離れた場所に

世話し看護するために来たとのことでした。

いる人の援助に用いられることもありました。

幼い子供たちの世話をし，体を洗い，食べさ

例えば，第二次世界大戦後，合衆国の扶助協会

せ，寝かしつけるために，また家を片付け，病

の姉妹たちは 50 万点以上の衣類を集め，分類

気の姉妹と家族ができるだけ心地良くいられ

し，修繕し，梱包してヨーロッパに送りました。

るようにしようとやって来たのです。わたした

こんぽう

寄付を集めるほかに，訪問委員会は訪問先

ちはさらに，翌日には別の善良な姉妹が同じよ

の家庭がどのような必要を抱えているかを見

うに指示を受けてその母親を助けに来ること

極めました。その結果を扶助協会の指導者に

になっていることが分かりました。そして，来

報告し，指導者は助けるための取り組みを計

る日も来る日も，扶助協会の姉妹たちがやって

画しました。

来て，母親が苦痛から解放され健康を取り戻

第 6 代大管長であるジョセフ・F・スミス大
管長は，扶助協会の姉妹たちがある家族にキ
リストのような無私の愛を示すのを見たときの
ことについて，次のように語っています。
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間もなく，落ち着きのある女性が家に入って

通常，訪問を割り当てられた姉妹は手にかご

すまで，気の毒な家族のために心のこもった
世話をしたのです。
また，この扶助協会は非常によく組織され，
訓練が行き届いていたので，開拓地内のすべ

「最 近 わたしは，遠 隔 地にあるシオンの

ての病人が同様の関心と世話を受け，慰めと

ステークで，多数の病人が出ている開拓地を

安らぎを得ていたことが分かりました。そこで

「互いに思いやりを示し合
いましょう。強い人は弱い
人を優しくいたわって，強
めましょう。見ることので
きる人々は，目の見えない
人々を，彼ら自身で道を見
られるようになるまで道案
内をしましょう。」
ブリガム・ヤング
『歴代大管長の教え─ブリガム・
ヤング』241

訪問委員会は地域の人々の必要を満たす手助けをするために寄付を集めました。

見た模範ほど，この偉大な組織の有用性とすばらしさを
はっきりと示すものはほかにありませんでした。そして
わたしは，教会にこのような組織を設立するよう預言者
ジョセフ・スミスに霊感をお与えになったことに，主の
大きな恵みを感じたのでした。
」6

霊的な務めとしての家庭訪問
訪問教師はいつの時代も個人や家族の物質的な必要
に心を配ってきましたが，同時に，より高い目的もありま
した。中央扶助協会第 2 代会長であるエライザ・R・ス
ノー姉妹は次のように教えています。「わたしは，教師の
107

務めは気高く，聖なる務めだと思います。その

会の指導者は，訪問教師には「資金を集める

仕事は単に貧しい人のために施しを求めること

だけでなく，福音の原則を教え，説き明かす」

だと姉妹たちが思わないように願っています。

務めがあることを強調しました。10 1916 年，訪

神の御霊と，知恵と謙遜と愛の精神に満たされ

問教師は物質的な奉仕を行うほかに，毎月一つ

ているようにしてください。そうすれば，人々は

の福音のテーマについて話し合うよう公式に要

何も寄付するものがない場合でも，皆さんの訪

請されました。 1923 年には，中央扶助協会会

問を嫌がることがないでしょう。
」

長会により毎月すべての訪問教師が同じメッ

み たま

けんそん

スノー姉妹は，訪問を受けた後で姉妹たちが

セージを伝える方式が取り入れられました。

「家の中の違いに気づく」ことを願っていま
した。7 スノー姉妹は訪問教師に，物質的な必
ができるように，家庭を訪問する前に自らを霊

「新しい家庭訪問の誕生」──「女性
にとってすばらしい経験」

的に備えるよう勧めました。「教師は，……家

教会の福祉計画（第 5 章参照）の実施か

に入ってその中の霊的な状態を知ろうとすると

ら 8 年が経過した 1944 年，中央扶助協会第

き，必ず主の御霊を豊かに受けているようにす

8 代会長であるエーミー・ブラウン・ライマン

るべきです。……その家の霊的な状態に対処

姉妹は，寄付を集めるという訪問教師の従来

要とともに霊的な必要を見いだし，満たすこと

できるように，
〔御霊を〕得るために神と聖霊の

の責務に疑問を抱くようになりました。ライマ

前に懇願してください。……そうすれば，平安

ン姉妹と顧問たちはこの問題を検討し，管理

と慰めの言葉を語りたいと感じることでしょう。

ビショップリックに「資金集めの件……は扶

そして姉妹が寒さを覚えているのを知ったとき

助協会よりも教会の中央幹部によって解決さ

には，子供を抱き締めて温めるようにその姉妹

れるべき」であると提言しました。

8

を温かく受け入れたいと感じることでしょう。
」

管 理ビショップ であったリグランド・リ

1860 年代後半にワード扶

チャーズビショップはその提言を大管長会に

助協会会長として働いたサ

報告しました。大管長会と管理ビショップリッ

ラ・M・キンボールは，ワード

クは「扶助協会は訪問教師による慈善基金集

の姉妹に同様の助言をしてい

めを取りやめることが望ましい」と感じたと，

ます。「教師には〔担当の姉

リチャーズビショップは後に述べています。11

妹〕を月に 1 度訪問し，会員

当時ライマン姉妹の第二顧問として働いてい

たちが恵まれた幸せな生活を送っているかを

たベル・S・スパッフォード姉妹は，家庭訪問に

尋ねる義務があります。そして，知恵と慰めと

関するこの変更について次のように語っています。

平安の言葉を語る義務があります。
」9 扶助協

「幹部の兄弟たちがこう言いました。『扶助

サラ・M・キンボール
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協会の訪問教師による慈善基金集めはもう行
いません。皆さんは慈善救済活動の資金を調
達する組織ではなく，奉仕を行う組織になる
のです。
』
……ある日，扶助協会の会長会と書記，そ
して 2 ，3 人の役員で集会を行ったときのこと
をよく覚えています。一人の姉妹が言いまし
しゅうえん

た。『家庭訪問の終焉を告げる鐘が鳴ってし
まいました。もし貧しい人のための寄付を集
めてはいけないというなら，だれがただ訪問す
るだけのために家を回りたいと思うでしょう。
』
……わたしははっきりと言いました。『終焉を
告げる鐘だとは思いません。新しい家庭訪問
の誕生だと信じています。社会福祉の調査は

訪問教師は訪問先の姉妹の霊的および物質的な必要を満た
そうと常に努めてきました。

行わずに，親切な訪問者として助けを必要とす
る家庭の状況を見に行くのであれば，また，お
金を請うているように感じる必要もないのであ

すべての姉妹の生活にもたらす恵みについて

れば，これまで訪問教師として働くのを拒んで

無数の例を目にしました。スパッフォード姉妹

いた数え切れないほどの女性がきっと喜んで

は次のように証しています。

行くことでしょう。彼女たちは自分がその家

「訪問教師と扶助協会会長によって，非常に

庭の霊的な状態を高めに行くのだということを

すばらしい業が行われます。受けている召し

知るでしょう。そして，それを必要としている

の精神の下に出かけて行く彼女たちは，扶助

女性にとってすばらしい経験となるでしょう。

協会の使者だからです。……彼女たちは母親

……これが家庭訪問の終焉を告げる鐘だとは

であり，ほかの女性とその悲しみを人として理

まったく思いません。
』

解しています。ですから，わたしたちは社会福

それは終焉を告げる鐘とはなりませんで

祉の概念を飢えている人や貧しい人に限定す

した。以降，このプログラムはとても活発に行

るべきではありません。救い主は心の貧しい

われるようになり，以前は参加していなかった

人を思い起こすようにおっしゃらなかったで

12

しょうか。また，富んでいる人も貧しい人と同

スパッフォード姉妹は後に中央扶助協会第

じように病気にならないでしょうか。そして看

9 代会長として働き，家庭訪問が扶助協会の

病してくれる人がなかなか見つからないことが

女性も訪問教師になることを希望しました。
」
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ないでしょうか。……それこそ扶 助協会が

一の方法は，助けの必 要な人の近くにいる

行っているべきことです。訪問教師が召しを

個々の僕 たちを介するという方法でした。主

果たすことによって家庭の問題を軽くする見事

はそのことを，扶助協会が創立されたときから

な働きをした話なら，幾つでも紹介できます。
」13

御存じでした。

しもべ

主は一つの規範を設けられました。二人の
扶助協会の姉妹が，別の姉妹を訪れるという

特 権，義 務，決 意── 家 庭 訪 問 のビ
ジョンを世界中で共有する

割り当てを主からの召しとして受け入れます。
それは最初からそのとおりでした。……

大管長会の顧問であるヘンリー・B・アイリ

扶助協会の会員は，常に神権を持つ地元の

ング管長は，家庭訪問は世界中の人々に助け

羊飼いの信頼を受けてきました。すべてのビ

を与えるための主の計画の一部であると証し

ショップとすべての支部会長には，信頼できる

ています。

扶助協会会長がいます。そして扶助協会会長

「とても多様な世の中にあって，とても大き

には，すべての姉妹が直面している試練と抱

な教会のあらゆる場所で支援し慰められる唯

えている必要を知る訪問教師がいます。訪問
教師を通じて，個人と家族の心の内を知ること
ができます。必要を満たし，ビショップが個人
と家族を養うという召しを果たすのを助けるこ
とができます。
」14
アイリング管長が述べているように，家庭訪
問は世界規模で成長する教会に大変適してい
ます。この見守りの制度を通して，末日聖徒の
女性一人一人に主の手に使われる者となる機
会があります。
扶助協会の姉妹は，世界中で家庭訪問を確
立するために熱心に働いてきました。例えば，
ようらん

ブラジルで教会が揺籃期にあったころ，ほとん
どの支部には扶助協会がなく，扶助協会を組
織する方法も知られていませんでした。地元
の指導者が扶助協会についてよく知らなかっ
たため，当時伝道部会長であったウィリアム・
担当の姉妹を訪問しに行く中央アフリカの訪問教師
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グラント・バンガーターは，妻のジェラルディン・

の数少ない姉妹たちに，
『この日の晩，この時
刻にわたしたちが借りた建物に来てください』
と事前に連絡しました。
」
バンガーター姉妹と顧問の一人は「 1,200 万
人が住む町を車で横断しました。二人が支部
に着くと，そこには…… 7 人の謙遜な女性がい
ました。
」
歌と祈りで集会を始めた後，バンガーター姉
妹の顧問が家庭訪問について教えるために立
ち上がりました。「その姉妹は小さな紙を持っ
ていましたが，とても震えていたので紙も揺れ
ていました。姉妹は立ち上がり，メッセージを
読み上げました。 5 分ほどで終わりました。
ジェラルディン・バンガーター姉妹（前列左）と，ブラジルで
扶助協会の確立に貢献した地元の姉妹たち

顧問の姉妹が座ると，全員が〔バンガーター
姉妹〕の方を見ました。バンガーター姉妹は
『わたしはポルトガル語ができません』と言い
ましたが，皆，彼女から学びたいと思っていま

バンガーターを伝道部扶助協会会長に召しま

した。 部 屋には英 語を話 す人はいません。

した。バンガーター姉妹はこの国をよく知ら

バンガーター姉妹は立ち上がると，知っている

ず，まだ言葉も分からず，しかも 7 番目の子供

ポルトガル語をすべて言いました。 4 つの文

を出産したばかりでした。それでも，顧問や書

から成る短い話でした。

記と一緒に働き始めました。通訳を務める姉
妹宣教師の助けを借りて，会長会の姉妹たち
は，
「まず行う必要があるのは，どのようにして
互いに訪問し合い，相手の必要を知るかを女
性に教えること」であると判断しました。「そ

『 Eu sei que Deus vive. わたしは神が生
きておられることを知っています。
Eu sei que Jesus é o Cristo. わたしは
イエスがキリストであられることを知っています。
Eu sei que esta é a igreja verdadeira.

こで姉妹たちは言いました。『家庭訪問につ

わたしはこの教会がまことの教会であることを

いて教えましょう。
』……

知っています。

サンパウロ〔にある〕小さな支部から始める
ことにしました。支部は町の工業地区にあり，
住民の大半は貧しい人でした。会長会は支部

Em nome de Jesus Cristo, amém. イエス・
み な

キリストの御名により，アーメン。
』
これがその支部で開かれた最初の扶助協
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会の集会でした。すなわち，訪問教師がいた

あります。主はわたしたち一人一人を頼りにし

ことも，訪問教師を見た ことも，訪問教師に

ておられるのです。
」18

なったこともない姉妹による家庭訪問について
の 5 分間の話と，福音についての証でした。
……その小さな集まりや，同じようなほかの
集まりから，ブラジルで活気と信仰に満ちたす
ばらしい女性の組織が育っていきました。彼
そうめい
女たちは有能で，教養があり，聡明なすばらし
い指導者です。イエス・キリストの福音と自身
の信仰がなかったならば，今の彼女たちは決
してなかったでしょう。
」15
家庭訪問は世界中の末日聖徒の女性が愛
し，養い，仕えるための手段，すなわちジョセ
フ・スミスが教えたように，
「神が植え付けら
れた思いやりの精神に従って行動」するため
の手段となっています。16
献身的な訪問教師は，キリストのような奉仕
を行うようにという末日の預言者の呼びかけに
こたえます。 第 12 代 大 管 長であるスペン
サー・W・キンボール大管長は次のように教え
ています。「神は人を心に留め，見守っておら
れます。しかし，神が人の必要を満たされるの
は，通常はほかの人を介してです。だからこ
そ，神の王国にあって互いに仕え合う必要があ
るのです。
」17 第 16 代大管長であるトーマス・
S・モンソン大 管長は次のように述べてい
ます。「わたしたちの周りには，……わたした
ちの注目，励まし，支え，慰め，親切を必要とし
ている人が大勢います。わたしたちは地上で
み て
主の御手に使われる器であり，わたしたちには
御父の子供たちに仕え，彼らを高める責務が
112

こん にち

今 日 の家庭訪問──イエス・キリスト
に従うための絶え間ない努力
末日聖徒の女性がイエス・キリストに従うと
いう聖約を果たすとき，家庭訪問の物語はあ
らゆる地にいる姉妹の生活の中でさらに続い
ていきます。大 管長 会の顧問であるディー
ター・F・ウークトドルフ管長は次のように述
べています。「すばらしい姉妹の皆さんは，自
分の利益を求める代わりに，周囲の人々に哀
れみ深い奉仕を行っています。こうして救い主
の模範に従っているのです。救い主は，王であ
りながらも，地位を求められませんでした。ま
た，人の目に留まるかどうかに関心を示されま
せんでした。人との競争で頭を悩ますこともな
さいませんでした。救い主の思いは，常に，周
囲の人を助けることに向いていました。救い主
は，教え，癒し，言葉を交わし，人の話に耳を
傾けられました。真の偉大さは社会的な成功
や地位とはほとんど関係ないことを御存じで
した。次の教義を教え，御自身の生活でも実
践されました。『あなたがたのうちでいちばん
偉い者は，仕える人でなければならない。
』
」19
長い年月の間に，姉妹たちは家庭訪問には
決意と献身と犠牲が求められることを学んでき
ました。御霊の導きの下で訪問する必要がある
ことを学んできました。真理を教え，証を述べ
るときに，愛をもって物質的な助けを与えるとき

に，また，進んで担当の姉妹とともに悲しみ，慰め，重荷を
負うのを助けるときにもたらされる力を目にしてきました。

決意，献身，犠牲
キンボール大管長は，訪問教師には完全な決意と献
身が求められると強調しました。大管長は次のように述
べています。「皆さんの義 務は多くの点で〔ホーム〕
ティーチャーの義務と相通じるものがあります。簡単に
言えば，
『常に教会員を見守り』
─ 1 か月に 20 分間では
なく常にです─『彼らとともにいて彼らを強め』
─ド
アをノックすることではなく，彼らとともにいて，彼らを高
め，励まし，力づけ，強めるのです─『罪悪がないよう
に，……かたくなになることのないように……，陰口，悪
口のないように取り計らう』のです。
」20 キンボール大管

「慈愛にあふれた行為がど
れほど行われてきたか，想
像力をいっぱいに働かせ
ても，推し量れる人がいる
でしょうか。何もないテー
ブルには食物が置かれ，重
病人は信仰が養われ，傷口
には包帯が巻かれ，苦しむ
人は愛に満ちた助けの手

長は妻のカミラがそのように献身的に働くのを見ていま

と静かな励ましの言葉に

した。カミラ姉妹は訪問教師としての自分の取り組みに

よって慰めを受け，愛する

ついて次のように述べています。「温かい言葉をかけ，

人を亡くして孤 独の中に
いる人は，慰めを受けてい
ます。」
ゴードン・B・ヒンクレー
Ensign ，1992 年 3 月号，4

思いやりに満ちた奉仕を行うことによって，扶助協会の姉妹はイエス・
キリストの模範に従います。
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を閉めたままにしてい〔ました〕
。そして決して
口を開こうとせず，ただ玄関にじっと立ってい
ました。わたしはできるだけ快活にこう言うの
でした。『こんにちは。訪問教師のキャシー
よ。
』 そして何の反応も得られないまま続け
きょう

ます。『今日のレッスンを伝えるわね。
』 親し
みを込めて手短に霊的な言葉を伝えると，彼
女は短く礼を言いドアを閉めるのでした。
訪問は気が進みませんでした。……けれど
も従順でいたかったので……訪問していま
した。このような訪問が 7，8 か月続いた後，
ビショップから電話がありました。
『キャシー，君が訪問しているあの若い姉妹
が出産したんだが，赤ちゃんが数日で死んでし
訪問教師と彼女たちが仕える人々は，強め合い，高め合うこと
ができます。

まったんだ。ご主人と二人で略式の葬儀をす
るので，君に参列してもらえないか聞いてほし
いと彼女に頼まれたんだよ。君は彼女のたっ
た一人の友人だそうだね。
』 わたしは葬儀に

寛大な行いをしたいという気持ちにいつも

参列しました。墓地にいたのは，彼女と夫，

素直であるように努めてきました。
」21

ビショップとわたし，それだけでした。

家庭訪問は生涯の割り当てであり，決して

彼女に会うのは毎月 1 度，それもほんの数

終わりがありません。訪問教師はしばしば犠

分間にすぎませんでした。網戸越しだったの

牲を払い，落胆を乗り越えるように求められる

で，妊娠していることにすら気づきませんで

ことがあります。努力してもまったく前進して

した。けれども，十分とは言えないものの望み

いないように思えるときは特にそうです。キャ

を持ち続けた訪問は，彼女にもわたしにも祝

シー・ハンフリーの話を紹介しましょう。

福となっていたのです。
」22

「初めて訪問 教 師に召されたときのこと
〔です。
〕……教会に来ていない若い姉妹を訪
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霊的な導きを求める

問するよう割り当てられました。……わたしは

忠実な訪問教師は霊的な導きを求め，幾度

毎月忠実に彼 女の家を訪ね，戸をたたきま

も導きを受けてきました。ブラジルのある

した。彼女はいつも内側の扉だけ開き，網戸

扶助協会の姉妹は，主の助けを受けたときの

訪問教師がするとよい
質問
次のような質問をすることによって，
訪問教師は慰めを与え，参考になる福
音の教えを分かち合い，意義深い奉仕
をする機会を得ることができます。
心配なことや気になっていることは
何ですか。
福音や教会について，どんな質問を
お持ちですか。

知っていました。そこで姉妹たちに集まっても
らい，赤ちゃんの服を作りました。彼女が赤
ちゃんを新聞紙に包んで帰宅せずに済むよう
にしたかったのです。電話はできないので，祈
りました。すると，いつこの服を病院に持って
行けばよいかを告げられました。病院に着く
と，姉妹はちょうど出産を終えたところで，扶
助協会の姉妹たちからの服をプレゼントする
ことができました。
」23
姉妹たちの状況はそれぞれ異なるため，訪
問教師は個々の姉妹を助ける最善の方法を知

……するのを手伝わせていただけま
せんか。

るために聖霊から具体的な導きを受ける必要

このような質問をする際，訪問教師は
具体的な助けを申し出るようにします
（例えば，少しの間子供の世話をする，
家事を手伝う，出かけて用事を済ます，
など）
。「何か必要なことがあれば電話
してください」と言ってもあまり有効で
はありません。

クウラーは，ある姉妹の訪問教師に割り当て

があります。ナイジェリアのフローレンス・チャ
られたときにそのような導きを受けました。
「その姉妹は夫婦関係と家庭に問題を抱え，自
宅で訪問を受けることができなかったため，市
場で家庭訪問を行わなければなりませんで
した。姉妹が直面する試練について話を聞
き，状況を把握したチャクウラー姉妹は，苦境
に立つこの姉妹を助ける方法を知るために夫
に神権の祝福を求めました。祝福の後，チャ
じゅうぶん

ことを次のように語っています。

クウラー姉妹は什分の一の重要性について話

「姉妹たちに電話で連絡を取ることはできま

し合うよう促しを受けました。『彼女は，十分

せん。わたしたちには電話がないのです。で

な収入がないため什分の一を納めていないこ

すから，その週に自分を必要としている姉妹を

とを涙ながらに教えてくれました。
』チャクウ

見いだすために，ひざまずいて祈ります。そう

ラー姉妹はそう回想します。『わたしの家で一

すると必ず見つかります。〔例えば〕
，ワードの

緒にマラキ書第 3 章 10 節を読んで話し合うこ

若い姉妹は，生まれてくる赤ちゃんに着せる服

とを提案しました。そうすれば，リラックスし

を持っていませんでした。わたしは出産の予

てだれにもじゃまされずに話 ができるから

定日は知りませんでしたが，もう近いことは

です。彼女は同意しました。話し合いの後，
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信仰を働かせてとにかく6 か月間だけでも

わたしの見るところ，このプログラムには何

什分の一を納めるよう勧め，御霊の導くまま証

の強制もありません。あるのはただ励ましと

を述べました。
』

愛のみです。わたしたちの愛によって改心し，

数か月後に，この姉妹の環境に劇的な変化

愛によって励みを得る人々が多いことに，ただ

が訪れ〔ました〕
。娘は奨学金を受け，高校を

目を見張るばかりです。わたしたちは主が啓

卒業することができました。夫はビショップの

示の中でおっしゃっているように，
『警告し，説

助けで教会に活発に集うようになり，教会の責

き明かし，勧め，教え，またキリストのもとに来

任を引き受けました。そして夫婦で協力して

るように…… 招』かなければなりません（教義

家計と夫婦関係を改善し，やがて周りの人々を

と聖約 20：59）
。……

霊的に鼓舞するまでに至りました。
」24

ただ訪問し，友人になるだけで満足しては
なりません。もちろん友情は大切です。しか

真理を教え，証を述べる
キンボール大管長は，訪問教師は福音と自分

し，友情を築くのに，命と救いの永遠の原則を教
えることに勝る方法が果たしてあるでしょうか。

の証を分かち合うときに，担当の姉妹が救い主

あなたの証が強力な手段となります。……

に従うのを助けることができると教えています。

いつも改まった形で証をする必要はありま

「姉妹たちには二人で家庭を訪れるすばらし
い特権があります。……

せん。証にはいろいろな仕方があります。
訪問教師は……活力とビジョンと真心にお
いて，また証において，卓越した女性となるこ
とが必要です。
」25
ある若い母親は，福音に従った生活に戻れ
るように助けてくれた訪問教師への感謝の気
持ちを次のように述べています。
「わたしを愛し，決して裁かなかった訪問教
師に今でも感謝しています。二人はわたしが
ほんとうに大切な存在であることを感じさせて
くれました。また，教会に行けば歓迎されるこ
とを確信させてくれました。
二人が我が家を訪問してくださる度に，いろ
いろなことを話し合いました。……彼女たち

訪問教師は真理を分かち合い証を述べることによって人々が
救い主に従うのを助けます。
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は…… 毎月メッセージを残していきました。
毎月訪ねて来る度に，わたしは自分がほんと

うに価値ある人間であり，二人がわたしのこと
を心から心配しており，わたしを愛し，認めてく
れているのを感じました。
わたしたちを毎月訪問してくださるこの二人
によって，今こそ教会へ戻るべきだと決意しま
した。どのようにして教会に戻ったらよいかが
分からなかったわたしに，二人は訪問して，手
を差し伸べることによって，その方法を与えて
くれました。
主はわたしたちを愛しておられます。たとえ
わたしたちがどのような者であってもです。
わたしたちはそのことをはっきり理解する必要
があります。わたしの訪問教師はそれがほん
とうのことであると教えてくれました。
今では夫とわたしは神殿で結び固めを受け
ています。
」26

訪問教師は助けを祈り求めるときに聖霊の導きを受けること
ができます。

家庭訪問はイエス・キリストの福音を姉妹と
その家族の生活にもたらす手段です。中央扶

「ぼろを着ている姉妹たち，すなわち霊のぼ

助協会第 13 代会長であるメアリー・エレン・

ろを着ている姉妹たちが大勢います。……彼

スムート姉妹は次のように述べています。「姉

女たちは豪華な霊の礼服を着るに値する人々

妹の皆さんにお願いしたいのは，電話や毎月

です。…… 皆さんには，家庭を訪問してぼろ

あるいは四半期ごとの訪問がきちんと行われ

を礼服と交換する特権があるのです。……

るかについて心配するのはやめ，何よりも，芽

…… 皆さんが訪問する目的は人を救うこと

生えたばかりの柔らかな霊を養うことに心を尽

なのです。また，皆さんの訪問を受けて，新た

くしていただきたいということです。わたした

な視野と新たな理解を得たおかげで，今日教

ちの責任は，彼らの心にともった福音のともし

会に活発に集っている人々も大勢います。皆さ

びが明るく燃え続けるように見守り，助けるこ

んはカーテンを引き開け，彼女たちの展望を広

とです。わたしたちに託された責任は，いなく

げたのです。……

なった羊を見つけ出し，彼らが救い主の愛を感
27

じられるように助けることです。
」

キンボール大管長は次のように教えています。

こん にち

お分かりのように，皆さんはこの姉妹たちを
救っているだけでなく，恐らくその夫や家庭を
も救っているのです。
」28
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愛をもって物質的な助けを与える

ある日，娘のノーダ・エメットが手伝いに来

訪問教師による物質的な奉仕と見守りの根

ると，訪問教師が来ていたことを知りました。

底にあるのは慈愛です。姉妹とその家族は，

訪問教師は家をきれいに片付けてくれていま

しばしば自分たちだけでは物質的な必要を満

した。ファイフ姉妹は声も明るく，元気づけら

たすのが難しい状況に直面することがあり

れた様子でした。ノーダは訪問教師に働かせ

ます。子供が生まれたときや，家族が病気に

てしまったことを恥ずかしく思いました。母親

なった，あるいは亡くなったときかもしれま

に，掃除してくれる人を家族で雇うから訪問教

せん。ノーブーの姉妹たちやソルトレーク盆地

師に手伝わせてはいけないと説明しました。

に向かって西へと旅していた姉妹たちなど，初

ノーダと話をした訪問教師は，家族の気持

期の扶助協会の姉妹たちはだれよりも先に

ちを理解しました。その後，自分たちがどれ

困っている人の助け手となりました。現代の訪

ほど楽しくファイフ姉妹を訪問しているかを説

問教師も同じです。そのような助けを受けた

明しました。ファイフ姉妹の前向きな態度を通

姉妹の一人に，ベアラ・ファイフという姉妹が

して，二人はより高い所から物事を見られるよ

います。両足を切断しなければならないと医

うになっていました。また，ファイフ姉妹に系

者に診断されたときのことでした。

図を手伝ってもらっていました。『どうかこの

「ファイフ姉妹は他人の重荷になるまいと決
意しました。家族の人たちは車いすをうまく扱
えるようファイフ姉妹を励ましましたが，家事
や食事の用意が心配でした。

祝福を奪わないでください』と，訪問教師は
言いました。
」29
ファイフ姉妹の訪問教師は，ファイフ姉妹が
自分ではできない肉体労働をすることで愛を示

メアリー・エレン・スムート
中央扶助協会第 13 代会長
「わたしたちは互いを必要としています。訪問先の人
たちに心から関心を持ち，自分の召しの重要さを理
解して手を差し伸べようと努める……訪問教師を必
要としています。」

Ensign，2002 年 2 月号，47
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「〔わたしたちは〕助けを必
要としている人に気づいた
らいつでも，相手がこの教
会の人であろうと，あるい
はほかの教会の人や，どの
教会にも属していない人で
あろうと，飢えている人に
食物を与え，裸でいる人に
着せ，やもめに必要なもの
献身的な訪問教師は「清い信心」を実践します（ヤコブの手紙 1：27 参照）
。

を与え，孤 児の涙をぬぐ
い，苦しんでいる人を慰め

しました。そして仕え合うことで，皆が情緒的にも霊的に
も強められたのです。

悲しむ者とともに悲しみ，慰め，重荷を負うのを
助ける

なければなりません。」
ジョセフ・スミス
『歴 代 大 管長の 教え ─ジョセ
フ・スミス』426

中央扶助協会第 12 代会長であるイレイン・L・ジャッ
ク姉妹は次のように教えています。「わたしたちは家庭
訪問によって互いに手を差し伸べます。わたしたちの手
は，口で伝えられないことを時には伝えることができ
ます。優しい抱擁は多くのことを伝えます。ともに笑うこ
とがわたしたちを一つにしてくれます。分かち合うひとと
きが心を活気づけてくれます。わたしたちは必ずしも，苦
しむ人の重荷を持ち上げて軽くしてあげられるわけでは
ありません。けれども，重荷に耐えられるようにその人を
119

家庭訪問が訪問教師にもたらす祝福
訪問教師として人に仕える姉妹は自身も祝
福を受けます。中央扶助協会第 11 代会長で
あるバーバラ・W・ウインダー姉妹は次のよう
に教えています。「どの姉妹にも訪問教師が
いることが重要です。つまり自分が必要とされ
ていて，だれかが愛と関心を持っていると感じ
させてくれる人が必要なのです。しかし，訪問
教師自身にとっても慈愛をはぐくむ良い方法で
あるということも同様に大切な点です。女性
に家庭訪問をするよう割り当てることは，人生
で最も大いなる祝福であるキリストの純粋な
家庭訪問を通して，扶助協会の姉妹は自分のことを気にかけ
てくれる友人がいることを知ります。

愛を養う機会を与えることなのです。
」33
ある姉妹は，担当の姉妹に仕えたときに
自分に注がれた祝福について次のように語っ
ています。

30

高めることはできます。
」

ジャージー州に引っ越しました。医学部 1 年生

み，慰めてくれた訪問教師に感謝しました。次

だった夫は，午後 11 時半よりも前に帰宅する

のように書いています。「わたしはだれかと話

ことはめったにありませんでした。……わたし

したくて，だれかに話を聞いてもらいたくてたま

はすぐには友人ができませんでした。引っ越

りませんでした。……彼女たちは聞いてくれま

して以来，孤独でつらい日々を送っていました。

した。慰めてくれました。一緒に涙を流してく

新しいワードのビショップから，ワードにい

れました。そして抱き締めてくれました。……

るスペイン語を話す会員のためのプログラムの

独りぼっちになって最初の数か月間，深い落胆

責任者になるよう頼まれました。聖 餐 会で通

と絶望から抜け出すのを助けてくれました。
」31

訳し，福音の教義クラスを教え，扶助協会を監

せい さん

別の女性は，訪問教師から真の慈愛を示し

督することを意味しました。スペイン語を母語

てもらったときの気持ちを次のように述べてい

とする会員以外で，スペイン語を流 暢 に話す

ます。「自分が彼女にとって単なる訪問記録

女性はワードの中でわたしだけでした。

の数字以上の存在であることが分かりました。
大切に思ってくれていることが分かりました。
」32
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「結婚して間もなく，わたしたち夫婦はニュー

ある姉妹は，夫を亡くしたときにともに悲し

りゅうちょう

その責任に加えて，扶助協会会長から家庭
訪問の訪問先として 12 人の姉妹の名簿を渡さ

れました。町の向こう側にある，スペイン語を

ちは雑談し，彼女は訪問に対して何度も礼を

話す人々の居住地に住む姉妹たちです。正直

述べてくれました。

なところ，この新しい割り当てにあまり乗り気

帰り際に，ドゥメズ姉妹は 5 人の子供を呼

ではありませんでした。ほかの召しで 忙し

び，みんなで『神の子です』をスペイン語で

かったですし，どのように手を差し伸べればよ

歌ってくれました。そしてわたしを抱き締め，

いのか分からず不安だったのです。……それ

手をぎゅっと握ってくれました。……

でも家庭訪問の約束を取ったわたしは，気が
つけばドゥメズ家の居間に座っていました。

初めての訪問はどこも思ったよりうまくいきま
した。それ以降，姉妹たちに快く迎えてもらっ

『あなたがわたしの訪問教師ですか。
』部

ているうちに，訪問が楽しみになりました。で

屋に入って来たドゥメズ姉妹が尋ねました。

も，このすばらしい人たちと知り合う中で耳にす

『よく来てくださいました。 2 年間訪問教師が

る悲劇や逆境の物語に，わたしはショックを受

いなかったんです。
』 ドゥメズ姉妹はメッセー

けました。彼女たちの多くは経済的に苦しい状

ジに熱心に耳を傾けてくれました。わたした

況にあったので，せめて姉妹たちと家族の人た

家庭訪問を通して，扶助協会の姉妹は互いに仕え合うことで喜びを見いだすことができます。
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ざ せつ

ちがもっと快適に暮らせるように助けようと決意

られない自分の無力さに挫 折感を抱くように

しました。訪問するときには料理を持って行く

なりました。……

ようにしました。また，家族の外出に付き合い，
車で病院や食料品店に連れて行きました。

特に落胆していたある晩のこと，わたしはひ
ざまずいて祈り，進むべき方向を示してくださ

人のために働いていると，孤独だったことは

るよう主に嘆願しました。すると，主がわたし

すぐに忘れてしまいました。最初は自分とはま

に望んでおられるのは，姉妹たちがもっと自立

るで違うと思っていた姉妹たちが，大好きな友

して互いに仕え合えるように助けることだと感

人になりました。どんな小さな行いにも感謝し

じました。正直に言うと，こんなに大変な重荷を

てくれる，誠実で忠実な友人でした。そしてわ

負っている人たちに，互いに高め合えるだけの力

たしに必要なものを察してくれました。心のこ

があるだろうかと疑問に思いました。それでも

もった電話や贈り物を度々もらいました。ある

導きに従う必要があることは分かっていました。

姉妹はレースの花瓶敷きを編んでくれました。
誕生日に詩を作ってくれた姉妹もいました。
けれども，召しを受けて数か月たつと，友人
たちの暮らしをもっと安全で快適にしてあげ

まず，スペイン語を話す人たちの扶助協会
の家庭訪問プログラムを再編することにしまし
た。忠実な友人の一人であるモレイラ姉妹が，
独りで 6 人の姉妹を訪問すると買って出てくれ
ました。わたしは初め反対しました。『車がな
ければとても回れませんよ。歩くには遠すぎ
ます。
』 でも，姉妹たちが互いに仕え合えるよ
うにしなさいと感じたことを思い出しました。
そこで 6 人の姉妹全員をモレイラ姉妹の新し
い家庭訪問リストに入れました。
まるでマラソンコースのように長い距離を歩
いて家庭訪問を行ったモレイラ姉妹は，訪問か
ら戻ると電話をくれました。彼女は御霊に満
たされていました。……足は痛くても，主が彼
女の重荷を軽くし，心を晴れやかにしてくだ
さっていました。
モレイラ姉妹はさらに何度か訪問した後，
一緒に歩いてくれる姉妹を見つけました。……

はらから

「あなたがたが同胞のために務めるのは，とりもなおさず，あな
たがたの神のために務めるのである。」
（モーサヤ 2：17 ）
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わたしは一度探し始めると，姉妹たちが自
ら困難を切り抜け，また互いに助け合えるよう

にする様々な方法を見いだすことができま

訪問教師が姉妹を
愛し，見守り，強める方法

した。……
ワードの会員の間にすばらしい霊的な成長
を見ることができたちょうどそのとき，わたした

姉妹とその家族のために毎日祈る。

ち夫婦が引っ越すことになりました。……す

姉妹とその家族について知るために
霊感を求める。

ばらしい友人たちと離れるなど，考えたくもあ
りませんでした。一緒に働き続けたいと切に
願いました。わたしたちは互いにとても多くの
ものを与え合っていました。でも少なくとも，
姉妹たちの生活の中で福音の大義が力強く推
し進められ，彼女たちが互いに世話をし合って
いるのを見ることができました。しぶしぶ畑
で働き始めたわたしでしたが，たくさんの束を
背に戻ることができたのです。
」34
第 5 代大管長であるロレ
ンゾ・スノー大管長は，扶助
協会の姉妹たちは清い信心
を実 践していると教えてい
ます。大管長は次のように
ロレンゾ・スノー

述べています。「使徒ヤコブ

はこのように言いました。『神のみまえに清く
汚れのない信心とは，困っている孤児や，やも

状況を知り，慰め，強めるために定期
的に訪問する。
訪問や電話，手紙，電子メール，携帯
メール，簡単な親 切な行いによって
頻繁に接触する。
教会の集会であいさつする。
非常時や病気のとき，そのほか 差し
迫った必要が生じたときに助ける。
聖文や家庭訪問メッセージから福音を
教える。
良い模範を示すことによって鼓舞する。
自分の奉仕と姉妹の霊的および物質
的な福利について扶助協会の指導者
に報告する。

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。
』扶助協会の姉
妹たちはこの言葉が真実であると受け入れて，

しても見つけることができません。
」35

清く汚れのない信心を生活でまさしく実践して

清く神を畏れる扶 助協会の姉妹たちは，

います。姉妹たちは苦しんでいる人のために

ノーブーでの初期の時代から今日に至るまで，

奉仕し，父のいない子供や夫を亡くした人に大

愛と霊感に満ちた家庭訪問を通して互いに見

きな愛を示し，自らは世の汚れに染まらずに生

守り合い，強め合ってきました。それは一人

活しています。わたしは扶助協会の姉妹たち

ずつ，心から心へと伝えられていく務めなの

ほど純粋で神を畏れる女性を世界のどこを探

です。

おそ

123

第 8 章

神権の祝福はすべての人に
神権との切り離せないつながり
この教会の女性には
強さと大きな能力があ〔ります〕。
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。
ゴードン・B・ヒンクレー

第 8 章

神権の祝福はすべての人に
神権との切り離せないつながり

預言者ジョセフ・スミスによって，神の神権

できるわけではない。
」3

が完全な状態で地上に回復されました。神権
は神の永遠の力と権能であり，神は神権によっ
あがな

て御自分の子供たちを祝福し，贖い，高く上げ
て，
「人の不死不滅と永遠の命」をもたらされ
ます。1

「神権の霊的な祝福に十分あずかる者」
多くの末日聖徒の女性が生活の中で受ける
あかし

神権の祝福について証しています。中央扶助

天の御父のふさわしい息子は神権の職に聖

協会第 12 代会長であるイレイン・L・ジャック

任され，特定の義務と責任を課せられます。神

姉妹は，扶助協会の姉妹たちの気持ちを次のよ

の子供たちを世話し，人々が儀式を受け，聖約

うに言い表しています。「すべての教会員の生

を交わして尊ぶよう助けるために，神の御名に

活の中に神権の力が働いていることについて，

よって行動する権能が与えられます。天の御父

わたしは強い証を持っています。教義と聖約に

のすべての息子，娘は，神権の力にあずかると

は，メルキゼデク神権は『教会のすべての霊的

きに等しく祝福を受けます。

な祝福の鍵 を持つ』
（教義と聖約 107：18）と

み

な

かぎ

十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老

…… 書かれています。それは，わたしたちの生

は，総大会における説教で次のように教えてい

活を祝福してこの世での経験を永遠へと結び

ます。「わたしたちは神権を授けられた人を神

つける，地上における神の力であり権能です。

権者と呼びますが，神権がその人の所有物また

神権の祝福を受けるとき，わたしたちは神の力

はその人自身だと決して考えないようにしなけ

と恵みにあずかっているのです。
」 ジャック姉

ればなりません。神権は男性，女性，子供のた

妹は次のように続けています。

めに用いるように，神聖な信頼の下に託された
2

「姉妹たちが神権の権能の下で組織された

ものなのです。
」 オークス長老はその後，同じ

ことは，わたしにとって重要な意味があります。

く十二使徒定員会の会員として働いたジョン・

わたしたちは神権を支持し，神権の力によって

A・ウイッツォー長老の次の言葉を引用してい

支えられています。教会の姉妹たちは，……神

ます。「神権と神権を有することから来る祝福

権の霊的な祝福に十分あずかる者となる機会

について，男性は女性よりも多くの祝福を要求

を大切にするのです。
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わたしたち一人一人はこれらの祝福を受ける

聖約によって祝福を受けてきた女性たちで

ことにより，永遠に進歩していく中で導きと祝

した。彼女たちは罪の赦しのためのバプテス

福を受けることができます。儀式と聖約，結び

マを受けていました。聖霊の賜物を授かり，御

たま もの

ゆる

み

たま

はんりょ

固め，聖霊の賜 物 は，昇栄するために不可欠

霊を常に伴侶とする権利と個人の啓示による

です。そのほかにも，個人的に受ける神権の

導きを受ける力を与えられていました。イエス・

祝福がたくさんあります。神権の祝福はわたし

キリストを記念し，聖約を覚えるために聖餐を

たちに導きをもたらし，正しい物の見方を示

受けていました。御霊の賜物を授かっていま

し，勇気と霊感を与え，献身を促してくれます。

した。祝福師の祝福を受け，自分の賜物と，

わたしたちは皆，これらの霊的な祝福にあずか

可能性と，自分がイスラエルの家に属する者で

ることができるのです。
」4

あることを知っている人もいました。主は彼女

中央扶助協会会長会で顧問として働いた
シェリー・L・デュー姉妹もまた同じように教え

せいさん

み こころ

たちの必 要と信仰に応じて，御 心 のままに
癒し，慰め，導いてこられました。

ています。「姉妹の皆さん。皆さんの周りに

最初の扶助協会の集会に

は，女性が神権に聖任されないのは不公平だ

出席したエリザベス・アン・

と言い伏せようとする人たちがいます。そのよ

ホイットニー姉妹が回復され

うな人たちは間違っており，イエス・キリストの

た福音について知ったのは，

福音を理解していません。男性でも女性でも，

その 12 年前である 1830 年

神権の祝福は義にかなったすべての人に与え

エリザベス・アン・
ホイットニー

られます。わたしたちは皆，聖霊と個人の啓示

姉妹は次のように回想しています。「長老たち

を受けることができます。そして神殿でエンタ

が福音を宣べ伝えるのを聞いた瞬間，それが良

ウメントを受け，力を『帯びて』出て行くことが

い羊飼いの声であると分かりました。
」 ホイット

できます。神権の力はすべての義にかなった

ニー姉妹は「すぐにバプテスマを受け」
，夫の

人を癒し，守り，暗黒の力に抵抗する力を与え

ニューエル・K・ホイットニーも数日後にバプ

てくれます。何より重要なのは，主の宮で受け

テスマを受けました。6 この経験を振り返りな

る最高の儀式に含まれる完全な神権は，夫婦

がら，ホイットニー姉妹はバプテスマと確認と

一緒でなければ受けられないということです。
」5

いう神権の儀式を通して受けた祝福について

いや

のことでした。ホイットニー

の

次のように語っています。

儀式，聖約，祝福
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「もし何らかの原則によって力を得て，もっ

1842 年の春，イリノイ州ノーブーでジョセ

と誠実に人の役に立つ生き方ができるように

フ・スミスによって扶助協会が組織されたと

なったとするならば，この喜びと力を人に分か

き，その会員はすでに幾つかの神権の儀式と

ち合いたいと願うのではないでしょうか。福音

「神殿に参入し，主の宮に
関する儀式を執り行うと
き，皆さんには数々の祝福
が 授けられることでしょ
う。……神の知識の鍵を
受けることもできます（教
義 と 聖 約 84：19 参 照）。
どうしたら神のようになれ
るかが分かるようになりま
す。そして，神性の力さえ
末日聖徒の女性が聖約を交わして守るとき，主は彼女たちが主の王国で
働けるように強めてくださいます。

も現されるでしょう（教義
と聖約 84：20 参照）。」

を受け入れ，その律法に従って生活するようになって以
来，福音が自分にとってどのようなものとなってきたかを
伝えたいと願うのではないでしょうか。日々御霊により
新たな啓示を受け，以前は暗く，深く，説明がつかず，理
解できなかった奥義が明らかにされることについて，ま

エズラ・タフト・ベンソン
「神殿について子供たちに教える」
『聖徒の道』1986 年 4 月号，6 参
照

た，神の力と，父なる神から発せられる無限の真理に対
する絶対的な信仰について，伝えたいと願うのではない
でしょうか。
」7

御霊の賜物
1842 年 4 月 28 日，ジョセフ・スミスはノーブー女性
扶助協会の集会で話をしました。説教の一部は，1 コリ
ント12 −13 章に記されている御霊の賜物についての使
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徒パウロの教えに基づくものでした。ジョセ
フ・スミスは「すべて信じる者には，病人を癒
し，悪霊を追い出すなど，これらのしるしが与
えられる」ことを強調しました。8
末日聖徒の女性は聖霊の賜物を授かってい
るので，
「異言，預言，啓示，示現，癒し，異言
の解釈などの賜物」といった霊的な賜物を求
めて，それらの賜物によって祝福を受けること
ができます。9 教会歴史を通じて，末日聖徒の
女性は御霊の賜物を授かり，それを用いて家
族やほかの人々を祝福してきました。
アマンダ・バーンズ・スミスは，ジョセフ・
スミスが御霊の賜物について扶助協会の姉妹
に教えた 1842 年 4 月 28 日の集会に出席して
いました。アマンダはジョセフの教えが真実
であると知っていました。その約 4 年前，息子
を救うために主の助けを必要としたときに啓示

息子を介抱するために助けを祈り求めるアマンダ・スミス

の賜物を授かっていたからです。
1838 年 10 月下旬，アマンダと夫のウォーレ

「わたしはそこで命を落とした人，傷を負っ

州ファーウェストに向かっていました。一行は

た人とともに，長く恐ろしい一夜を過ごしま

馬車の修理のためにかじ屋に立ち寄りました。

した。わたしたちの医師，助け手は神だけで

彼らの滞在中，かじ屋で働いていた末日聖徒

した。

たちを暴徒が襲い，少年を含む男性 17 人が殺

わたしはこう叫びました。『ああ，天のお父

され，15 人が負傷しました。襲撃の間隠れて

様，わたしはどうしたらいいのでしょうか。

いたアマンダが戻ると，ウォーレンと息子の

あなたは，わたしのかわいそうな傷ついた息子

サーディアスは命を落としていました。もう一

を御覧になっています。また，わたしに何の経

人の息子アルマは重傷を負っていました。銃

験もないことを御存じです。天のお父様，何を

で腰を吹き飛ばされていたのです。そのとき，

するべきかお教えください。
』

アマンダは息子が癒されるにはどうすればよ
いかについて個人の啓示を受けました。後に
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アマンダは次のように語っています。

ンは子供たちやほかの教会員とともにミズーリ

するとそのとき，ある声によって導かれま
した。
」

あ

く

アマンダは火の灰で洗浄剤の灰汁を作って

うに息子を介抱すればよいかスミス姉妹にお

傷口を洗うように指示されました。次に，布と

教えになったのです。エリザベス・アン・ホ

にれ

楡の皮で湿布を作って傷口に詰めるように指

イットニーやほかの無数の姉妹たちと同じよう

示されました。翌日，アマンダは鎮痛剤のバル

に，スミス姉妹は忠実であったために「喜びと

サムを見つけ，アルマの痛みを和らげるため傷

力」と「御霊によ〔る〕新たな啓示」を受けた

口に注ぎました。

のでした。11

「わたしは言いました。『アルマ，あなたの
腰は主が作ってくださったの。そう信じている
でしょう。
』

神殿の祝福
主が扶助協会を組織された目的の一つは，

『はい，お母さん。
』

神殿の儀式と聖約にあるいっそう大いなる神

『主は今，腰のあった場所に何か代わりのも

権の祝福に向けて御自分の娘たちを備えるこ

のを作ってくださるのよ。信じられる？』

む

『お母さんはそうなると思うの？』 息子は無

じゃ き

邪気にそう尋ねました。
『そうよ。主はわたしに示現で示してくだ
さったの。
』
そして，彼をそっとうつ 伏 せに 寝か せま

とでした。初期のノーブーの姉妹たちは胸を
躍らせて神殿の完成を待ちました。預言者
ジョセフ・スミスがマーシー・フィールディング・
トンプソンに約束したように，エンダウメントが
くら やみ

自分たちを「暗闇から出して，驚くべき光の中
に」導いてくれることを知っていたからです。12

した。そしてこう言いました。『この姿勢で動
かないでいるのよ。そうすれば主があなたの
新しい腰を作ってくださるからね。
』
アルマは 5 週 間，うつ 伏 せになっていま
した。やがて吹き飛ばされた関節に代わって
軟骨ができてきて，……医師も驚くほどすっか
り快復しました。
アルマが再び歩いた日，わたしはバケツで
水をくみに家の外に出ていました。子供たち
の叫び声が聞こえたので驚いて家に駆け込む
と，アルマが床の上を踊るように歩き回り，
子供たちが驚きと喜びで大歓声を上げていま
した。
」10
啓示という霊的な賜物によって，主はどのよ

イリノイ州ノーブー神殿
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ソルトレーク神殿の階段に並ぶ神殿の儀式執行者，1917 年

預言者ジョセフ・スミスを通して，主はオハ

を教える場所と〔なる〕
。それは，彼らの務め

イオ州カートランドの末日聖徒に次のことを明

を理解することにおいて，理論において，原則

らかにされました。「わたしは，一つの家を建

において，教義において，
……地上の神の王国

てるようにという戒めをあなたがたに与えた。

に関するすべてのことにおいて，彼らが完全に

わたしはこの家の中で，わたしが選んだ者たち

なるためである」と宣言されました。15

に高い所から力を授けようと考えている。
」13

ノーブーで，主は再び聖徒たちに神殿を建て

14

主は忠実な聖徒に「多くの祝福」を約束され，

るように命じ，神殿で「完全な神権」を回復し

神殿は「すべての聖徒たちが感謝をささげる

「
〔御自分 の〕儀 式を示 す」とおっしゃいま

場所と〔なり〕
，またそれぞれの召しと職のす
べてにおいて奉仕の業に召されたすべての人
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した。16
扶助協会の姉妹は，神殿の儀式とそれに伴

う聖約に備えられるように互いに助け合いました。神殿
の建設に貢献し，扶助協会の集会で預言者から学び，ま
た互いに学び合い，慈愛をもって仕え合い，より清らかな
生活を送ろうと努めました。
神殿の完成が近づくと，36 人の女性が神殿の儀式執
行者に召されました。最初に召された儀式執行者の一人
であるエリザベス・アン・ホイットニーは，次のように回
想しています。「わたしは自分自身と，自分の時間と関心
をその使命にささげました。毎日神殿で閉館になるまで
休むことなく働きました。
」17
ノーブー神殿で聖徒たちが受けた大神権の儀式に
よって「神性の力が現れ」ました。18 当時もその後も，聖
徒たちは聖約を守るとき，試練の中でこの力によって強
められ，支えられました（第 3 章参照）
。
こんにち

今日の教会においても，世界中の忠
実な男女が神殿で奉仕し，神殿の儀式

「聖なる神殿は，神権の完
全な祝福を受けることが
できる地上で唯一の場所
です。神殿は，聖なる儀式
によって，日の栄えの王国
において昇栄するために必
要なものを受けられる唯一
の場所なのです。」
ハロルド・B・リー
Stand Ye in Holy Places（ 1974
年），117

を通してのみ受けられる祝福によって
強さを得ています。第 10 代大管長で
ジョセフ・
フィールディング・スミス

あるジョセフ・フィールディング・スミ
ス大管長は次のように述べています。

「この教会の姉妹には神の王国において昇栄を受け，
女王および女祭司として権能と力を受ける特権があり
ます。
」19

家庭における神権
扶助協会は姉妹が家庭と家族を強めるのを助け，そ
れを通して神権の基本的な目的の一つを達成するのを
助けます。十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長
老は次のように述べています。「神権の権能が回復され
たのは，家族を永遠に結び固めるためです。
」20 同じく
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神聖な衣服

は次のように述べています。「男性としての特

ジョセフ・スミスはノーブーの忠実な
女性たちに神殿の儀式で用いる神聖な
衣服を作るように頼みました。神殿衣
を縫うのはその後長年にわたって扶助
協会の責任となりました。今日，姉妹た
ちは神殿衣と神殿のガーメントに関して
引き続き主要な役 割を担っています。
姉妹たちはこの衣服に対して払われる
べき敬意と注意について教えます。ま
た，神殿のガーメントを着るときに保つ
べき慎みについて教えます。各ワード
や支部の扶助協会会長は，神聖な衣服
の使用や管理について教会の最新の手
引きを参照しながら質問に答えること
ができます。神聖な衣服を大切に扱う
ことは，神殿の祝福に対する敬 虔 さの
しるしです。

で表現されるのは，男女の間の結婚の新しく

質，女性としての特質が最も崇高な究極の形

こん にち

けい けん

かつ永遠の聖約においてです。この関係がな
ければ昇栄はできません。使徒パウロが教え
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。
」22 昔の聖
文に記されたアブラハムとサラ，イサクとリベ
カ，ヤコブとラケルの聖約による結婚の話はこ
のことを裏付けています。結び固めの儀式は
夫婦を互いに結び合わせ，また子供たちと，さ
らに天の御父と結びます。オークス長老は次
のように続けています。「このように，神権定
員会……と扶 助 協会……の共通の目的は，
『神のあらゆる賜物の中で最も大いなるもの』
である永遠の命に導く神聖な結婚と家族関係
に兄弟姉妹を至らせることなのです。
」23
親となる機会に恵まれた夫婦は，子供が神
権の儀式と聖約を理解し，それらを受けるよう
に助ける厳粛な責任をともに負います。24 わた

十二使徒定員会のリチャード・G・スコット長

したちの最初の先祖であるアダムとエバは，夫

老は次のように教えています。「家族と家庭は

婦が助け合いながら一致して子供を教えるこ

義にかなった生活の基です。主は家族を支え

との手本を示しました。十二使徒定員会の

るために，神権の力と，神権系統という手段を

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように

21

備えてくださっています。
」 扶助協会は，約束
されている神権の祝福を受けられるように女性
とその家族が福音を実践するのを助けること
によって，この神権の働きを支援しています。

教えています。
「これらの事柄に携わったのはアダムだけで
はありませんでした。……
エバも積極的に協力しました。エバはアダ
ムが語ったすべてのことを聞き，
『わたしたち

夫と妻
十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老
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の背き』と『贖いの喜び』について語り，自分
たちが授かることになる『子孫』について語り

ました。そして彼らのどちらも一人では得るこ

生活必需品を提供し，家族を守るという責任

とができず，常に男女が一緒に受けるものとし

を負っています。また母親には，子供を養い

て用意されている『永遠の命』について語りま

育てるという主要な責任があります。これらの

した。

神聖な責任において，父親と母親は対等の

エバとアダムはどちらも祈り，どちらも主の

パートナーとして互いに助け合うという義務を

名をほめたたえ，どちらも子供を教え，どちら

負っています。心身の障害や死別，そのほか

も啓示を受けました。主はアダムとエバの両

様々な状況で，個々に修正を加えなければなら

方に，イエス・キリストの名によってとこしえに

ないことがあるかもしれません。また，必要な

主を礼拝し，主に仕えるようお命じになりま

ときに，親族が援助しなければなりません。
」26

した。
」25

世界中の末日聖徒が，簡単でありながらも

末日の預言者と使徒たちは，家庭において

有効な方法でこの勧告に従っています。夫婦

この規範に倣うよう夫婦に奨励しています。

は子供を集めて祈り，聖文を読んでいます。多

「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，

くの家庭で，親は簡単な棚などを用意して聖典
や教会の資料を置く特別な場所としています。

アダムとエバは聖約によって一つとなっていました。
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言 葉と模 範によって 福音を教 えています。
子供が神殿の祝福を受け，専任宣教師として

独身の姉妹と神権
末日聖徒の中には未婚の人が大勢います。

働き，自分自身の家庭を築き，教会で奉仕を続

伴侶を亡くした人や，伴侶に置き去りにされた

けられるように備える手助けをしています。ア

り，離婚したりして独りでいる人もいます。教

ダムとエバのように，教え，祈り，仕え，主を礼

会のすべての会員と同じように，それらの会員

拝する責任をともに果たしているのです。

も聖約に忠実であり続け，永遠の家族の中で

はんりょ

時に，夫や妻は伴侶が聖約を交わしていな

暮らすという理想に向けてできることをすべて

いために，あるいは交わした聖約からそれてし

行うときに祝福を受けます。儀式を受けて聖

まっているために，これらの責任において孤独

約を守ることによって，生活の中で，また家庭

を感じることがあるかもしれません。しかし，

の中で，神権の祝福と力と影響力を享受するこ

たとえそのような状況であっても，忠実な人は

とができます。

孤独を感じる必要はありません。神権の儀式

ダリン・H・オークス長老は，若くして夫を

を受けて聖約を守ることによって，祝福と強さ

亡くした自分の母親の忠実さについて語ってい

を授かっているからです。また，親族やほかの

ます。神殿で夫と結び固められていたオーク

末日聖徒の支援を求めることもできます。

ス長老の母親は，自分のことを独りであるとは

バーバラ・B・スミス
中央扶助協会第 10 代会長
「神権者から絶えず助言があり，霊感によって主から召さ
れた扶助協会の指導者がいるので，教会の女性は自分
たちが行う業について神から導きを受けることができ，
扶助協会はその業を成し遂げる手段となっています。」

Ensign，1983 年 3 月号，23
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プをはじめ教会の指導者が持つ神権の権能
に敬意を抱いていました。母は家庭を管理し
ましたが，彼らは教会を管理しました。……
女手一つでわたしたちを育ててくれた信仰
深い母は，家族の永遠の特質について何の混
乱もありませんでした。いつも亡くなった父の
存在を敬い，身近に感じさせてくれました。父
との神殿結婚が永遠に続くものであることを
話してくれました。救い主が約束されたとお
り，永遠の家族になれるように，父が行うよう
に望んでいる事柄をよく思い出させてくれまし
た。
」27
別の男性は，母親が家庭を管理したことに
扶助協会は女性が子供を養い育てるのを助けます。

ついて次のように語っています。「ちょうどわ
たしが専任宣教師として奉仕する準備をして
いたとき，父が家族のもとを去り，教会からも

思いませんでしたが，それでも独りで 3 人の子

離れてしまいました。このような状況で 2 年間

供を育てなければなりませんでした。オーク

家庭を離れるのはつらいことでしたが，それで

ス長老は次のように回想しています。

もわたしは伝道に出ました。遠く離れた地で

「父は，わたしが 7 歳のときに亡くなりま

主に仕えている間，家庭における母の強さにつ

した。わたしは 3 人きょうだいの長男で，母は

いて耳にしました。祖父やおじ，ホームティー

独りで幼いわたしたちを苦労して育ててくれま

チャー，ワードのそのほかの神権者など，神権

した。執事に召されたとき，母は，家庭に神権

を持つ人たちが母に特別に心を配ってくれまし

者 が いてどんなにうれしいか 話してくれま

た。母はそのような配慮を必要としていました

した。しかし母は引き続き家族を導き，毎朝と

し，またそうした配慮に感謝していました。し

もにひざまずいて祈るときにも，だれが祈るか

かし，母に最も大きな力を授けてくださったの

を決めていました。……

は主御自身でした。母は家庭で神権の祝福を

父が亡くなってからは，母が家庭を管理しま

得るために神権者の訪問を待つ必要はありま

した。母には神権の職はありませんでしたが，

せんでした。また，訪問者が去っても，それら

残されたもう一人の親として，家庭の管理者と

の祝福が彼らと一緒に去ることはありませんで

なりました。同時に，母はいつでも，ビショッ

した。母はバプテスマの水に入るときに交わ
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した聖約や神殿で交わした聖約に忠実だった

能または職は，この 神 権に付属する』から

ので，生活の中で常に神権の祝福を受けまし

です。〔扶助協会〕は『神権の規範に倣って』

た。主は母に母自身の能力を超えた霊感と強

組織されました。……

さを授けてくださり，母が育てた子供たちも，
今，母を支えてきたのと同じ聖約を守ってい
28

ます。
」

この女性たちは，自分が交わし，守ってきた
聖約によって強さを増し加えられ，助けを受け
ていることを理解していました。

教会での奉仕
末日聖徒イエス・キリスト教会において公式
な立場で働く人は皆，ビショップやステーク会
長など神権の鍵を持つ人の指示と権能の下で
働きます。扶助協会でも，最初の扶助協会の
集会においてこの規範が定められました。預

兄弟たちは，自分が神権定員会に所属して

いることを自覚しています。しかし，実に多く
の姉妹たちは，扶助協会は出席すべき一つの
クラスにすぎないと考えています。単なる出席
でなく，扶助協会への帰属感 が一人一人の姉
妹の心に養われなければなりません。
」29
神権定員会は，奉仕を行い，義務を学んで
遂行し，福音の教義を学ぶために男性を組織
します。扶助協会は教会の女性のために同じ
目的を果たします。教会のすべての女性は，た
とえほかの責任を受けていて扶助協会のすべ
ての集会に出席するのが難しい場合でも，扶
助協会に所属しています。扶助協会の姉妹た
ちによって見守られ教えを受け続けます。

言者ジョセフ・スミスの指示により，十二使徒
姉妹とその顧問であるサラ・M・クリーブラン

一致 ──「すべての人が心を合わせて行
動しなければなりません」

ド姉妹，エリザベス・アン・ホイットニー姉妹

末日聖徒イエス・キリスト教会では，男性と

に順に按手を施しました。テーラー長老は彼

女性は互いに強め合い，励まし合い，一つと

女たちがその務めにおいて導きを受けるよう

なって働くように求められています。主は次の

に祝福しました。それ以来，扶助協会の召し

ようにおっしゃっています。「一つとなりな

や教会のあらゆる召しにおいて働いてきた姉

さい。もしもあなたがたが一つでなければ，

妹たち，そして訪問教師たちは，神権の鍵を持

あなたがたはわたしのものではない。
」30

定員会のジョン・テーラー長老がエマ・スミス

あんしゅ

つ人の権能の下で働いてきました。
十二使徒定員会のボイド・K・パッカー会長
は次のように述べています。
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預言者ジョセフ・スミスは次のように教えて
います。「すべての人が心を合わせて行動し
なければならず，そうでなければ何も行うこと

「扶助協会はメルキゼデク神権者の指示の

はできません。
」31 また，ジョセフは人々と心を

下に働きます。『教会における他のすべての権

合わせて働くことによって模範を示しました。

エライザ・R・スノー姉妹はその模範を生涯忘れず，大切
に心に留めました。そしてユタ州で扶助協会が再び設
立されたときには，地元の教会指導者にジョセフの模範
を紹介しました。スノー姉妹は，ノーブーでジョセフ・
スミスと扶助協会との間にあったのと「同じ関係」を，
ビショップはワードの扶助協会との間で持つべきである
と教えました。また，
「扶助協会は……〔ビショップの〕
助言なしには存在し得ない」と教えました。32
中央扶助協会第 4 代会長として働いたバスシバ・W・
スミス姉妹は，召しを果たすときにジョセフ・スミスの教
えと模範を思い起こしました。スミス姉妹は扶助協会の
姉妹に神権指導者と協調して働くように教えました。次
のように述べています。「わたしたちは主から与えられ

「わたしは教会全体に一致
の精神が広がるように祈り
ます。そのような精神がス
テーク会長会と高等評議
会，ビショップリック，
〔ホー
ムティーチャー〕，そして特
に教会の定員会と補助組
織の特徴となるように祈り
ます。そして，救い主の言
葉を借りて言えば，主と御
父が一つであられるよう
に，彼らが皆一つとなるよ
うに祈ります。」
デビッド・O・マッケイ
Conference Report ，1937 年
4 月，121 − 122 。 ヨ ハ ネ 17：21
参照

「扶助協会への帰属感が一人一人の姉妹の心に養われなければなりませ
ん。」
（ボイド・K・パッカー）
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けん

ている召しを尊んで大いなるものとしたいと謙

B・ヒンクレー管長から，神権の下で扶助協会

遜に願っています。受け入れていただけるよう

と若い女性，初等協会で働く姉妹たちを一つ

な形でそれを行うためには，大管長会と使徒，

にするように求められました。ウインダー姉妹

ステーク会長やビショップの信仰と支援が必

は一致について次のことを理解しました。「姉

要です。わたしたちはいつも彼らを支持した

妹たちが一緒に働けばそれでよいわけではあ

いと感じており，彼らと協調して働きたいと望

りません。わたしたちは神権を持つ兄弟たち

んでいます。
」33

のパートナーなのです。御 業 における同僚な

そん

この規範は何十年にもわたって続いてきま
した。大管長会の顧問であるヘンリー・B・
アイリング管長は次のように述べています。

み わざ

のです。
」35
ウインダー姉妹は次のように述べています。
中央扶助協会会長に召されて間もなく，ダリ

「神権者がこれまで常に扶助協会に敬意を示

ン・H・オークス長老から会合を持ちたいと言

し，また扶助協会から同様に敬意を受けてき

われました。オークス長老はある重要な問題

たことを見れば，この協会の受け継ぎの中でも

について教会の声明を準備する割り当てを受

34

ひときわすばらしいものが分かります。」

けていて，教会の女性の指導者たちから意見

バーバラ・W・ウインダー姉妹は中央扶助

を聞かなければならないと感じていたのです。

協会第 11 代会長として働き始めたとき，当時

オークス長老はウインダー姉妹の助けを求め，

大管長会の顧問として働いていたゴードン・

それを生かすことによって，彼女の知識と意見

バーバラ・W・ウインダー
中央扶助協会第 11 代会長
「わたしは皆が一致団結し，神権者と協力し，今日ここに神
の王国を建設するために働き，福音をとても必要としている
人々にその喜びを伝えることができるよう切に望んでいま
す。これは神の王国です。わたしたちにはそれを分かち合
う大きな責任があります。」

「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
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と霊感に敬意と感謝を示したのでした。
後にウインダー姉妹は，教会の男性と女性
は御業において互いの助けを必要としている
と教えました。ウインダー姉妹は次のように説
明しています。「会合に招かれるとき，期待さ
れているのは自分が抱えるすべての問題に不
平を言うことではなく，解決策を用意して参加
することだということを学びました。そうすれ
ば，アイデアについて話し合い，何がうまくいく
かを知ることができます。神権者の兄弟たち
は，教会の女性たちの観点を聞くことを期待し
ており，また必要としています。わたしたちは
準備し，彼らを助ける必要があります。
」36
目的における一致が見られる場に教会の評

教会で，男性と女性は一つとなって働きます。

議会集会があります。評議会で働く男性と女
性が互いに耳を傾け，御霊の導きを求め，一致
して働くとき，彼らは個人や家族の必要を満た

屋 が 破 壊され，15 万人 が 住 む 家を失 いま

す方法を知るために霊感を受けます。主は次

した。……

のようにおっしゃっています。「一つのことに

地元の神権指導者と扶助協会指導者は，負

ついて二人または三人がわたしの名によって集

傷者の有無や被害状況を調べ，復旧作業を支

まっている所には，見よ，わたしもその中に

援するために，速やかに結束して事に当たりま

37

いる。
」

第 16 代大管長であるトーマス・S・モンソン

した。 3 次にわたり延べ 5,000 人以上の教会
員がボランティアとして被災者と協力して働き，

大管長は，主の務めにおいて扶助協会の姉妹

3,000 戸の家屋，またユダヤ教の会堂，ペンテ

たちと神権者の兄弟たちがともに働くときにど

コステ教会，2 つの学 校の修 復を手 伝いま

のようなことが起こり得るかについて一例を紹

した。
」38

介しています。
「
〔 1992 年〕8 月 24 日にハリケーン・アンド
リューがフロリダ州南部マイアミの海岸地帯を

「神権者と手を携えて」──末日の預言者
の霊感に満ちた勧告

襲いました。突風は時速 200 マイル（約 320

末日の預言者は，忠実な神権者の兄弟たち

キロ）を超えました。…… 8 万 7,000 戸の家

と忠実な扶助協会の姉妹たちがともに働くと
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きに教会と家族にもたらされる祝福について
語ってきました。
第 12 代大管長であるスペンサー・W・キン
ボール大管長は次のように述べています。「こ
の〔扶助協会の〕組織には，シオンの家庭を
強め，神の王国を築くために，まだ十分に行使
されていない力があります。姉妹と神権者がと
もに扶助協会のビジョンをよく理解して初め
て，その力は完全に発揮されるのです。
」39
ジョセフ・フィールディング・スミス大管長
は，扶助協会と神権定員会の関係を次のよう
に要約しています。
「彼女たち〔姉妹〕には扶助協会など彼女
たち自身の集会があり，そうした集会において
たくさんの事柄を行う力と権能が与えられてい
ます。……
主はその知恵によって，神権者の助け手とな

「この教会の女性には強さと大きな能力があ〔ります〕。」
（ゴー
ドン・B・ヒンクレー）

るよう姉妹たちに求めてこられました。彼女た
あわ

ちの憐れみの情と思いやりと優しさのゆえに，
主は姉妹たちを御覧になって，助けを必要とす
る人や苦しむ人を世話する義務と責任をお与

父がその子供たちの永遠の幸福のために定め

えになります。主は姉妹たちが進むべき道を

られた計画の中で，その重要性において劣る

示し，この大いなる組織をお与えになってい

位置に置かれているわけではありません。皆

ます。この組織において，姉妹たちはワードの

さんは神の計画において，絶対不可欠な位置

ビショップの指示の下で，ワードのビショップと

を占めているのです。

協調して働く権能を持ち，わたしたちの民の霊
40

的および物質的な益を図ります。
」

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は第 15 代
大管長として働いていたとき，扶助協会の姉妹
に次のように述べました。
「姉妹の皆さんに申し上げます。皆さんは御
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皆さんなくして，この計画は機能することが
できません。女性がいなければ，教会の全
プログラムが崩壊してしまいます。……
皆さんは一人一人が神の娘であり，聖なる生
得権を授けられています。その権利は何もの
にも侵されることがありません。……

……この教会の女性には強さと大きな能力
があ〔ります〕
。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。
」41
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第 9 章

「家庭の守り手」
家族を築き，養い育て，守る
救い主の再臨に先立って，
この地上における最後の時期に
義にかなった女性となることは，
特別に気高い召しです。
…… そのような女性は，
社会の基本であって最も気高い組織である家庭を
豊かにし，守り，保護する手助けをするために，
この地上に置かれているのです。
スペンサー・W・キンボール

第 9 章

「家庭の守り手」
家族を築き，養い育て，守る

1995 年 9 月 23 日，第 15 代 大 管 長である

義とその実践についての宣言を再確認するもの

ゴードン・B・ヒンクレー大管長が，中央扶助

です。
」1 それから，
「家族─世界への宣言」

協会集会で教会の女性たちの前に立ちました。

を読み上げました。この宣言が公の場で読み

ヒンクレー大管長は，年齢にも，既婚未婚の別

上げられたのはそれが初めてでした。

にも，子供のあるなしにもかかわらず，末日聖

この宣言で，大管長会と十二使徒定員会は，

徒の女性が皆忠実で熱心に働いていることに

「家庭生活における幸福は，主イエス・キリスト

対して感謝の気持ちを伝えました。彼女たち

の教えに基づいた生活を送るときに達成され

が抱えている深刻な問題を理解したうえで，自

るに違いありません」と言い，
「男女の間の結

分の責任を果たし，人生で喜びを見いだせるよ

婚は神によって定められたものであり，家族は

う励まし，勧告と警告を与えました。そして，説

神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主

教が終わりに近づいたときにこう言いました。

の計画の中心を成すものであることを，厳粛に

「皆さんに警告したいこと

宣言」しています。また，夫と妻は「互いに愛

があります。現在起こってい

と関心を示し合うとともに，子供たちに対して

ることと，これから起こるこ

も愛と関心を示すという厳粛な責任を負ってい

との両方に対する警告です。 〔る〕
」ことを指摘しています。2
ゴードン・B・ヒンクレー

今の世の中には，真理という

宣言の題名にもはっきりと示されているよう

仮面をかぶったこじつけがあ

に，これは「世界への宣言」として発表され，

ふれており，偽りの倫理基準や価値観がはびこ

国の指導者を含むすべての人々の注意を家族

り，あまりにも多くの誘惑が，人々をじわじわと

の永遠の価値に向けさせました。この宣言が

世の汚れに染めているからです。このことを踏

発表されてから 8 か月後，ヒンクレー大管長は

まえて，わたしたち大管長会と十二使徒評議会

東京で行われた記者会見で次のように語って

は，教会員ならびに一般の方々に向けて一つの

います。「わたしたちはなぜ今，このような家族

宣言を発表いたします。これは，わたしたちの

の宣言を出すのでしょうか。それは，家族が

教会の預言者，聖見者，啓示者が歴史を通じて

今危機にさらされているからです。世界中，ど

繰り返し述べてきた，家族にかかわる標準と教

こを見ても家族が崩壊しています。社会の改善
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を始めるべき場 所は家 庭の中にあります。

のがわたしだけだとしても，それでも神の家族

子供は，おおかた，教えられるとおり行動する

の一員であり，ほかの家族を強めるのを助ける

ものです。わたしたちは，家族を強めることに

責任がある』と考えました。
」4

よって，世界をより良いものとする努力をしてい
るのです。
」3

あかし

扶助協会の姉妹たちの証から，この教義に

宣言を読み上げたときタバナクルにいました。

関する声明が全世界の人々に対する宣言であ

パーキン姉妹はこう語っています。「静まりか

るだけでなく，教会の各家族，各個人にとって

えった会場には一種の興奮が感じられ，
『そうで

重大な意味を持っていることが分かります。

す，わたしたちの家族には助けが必要です』と

この宣言に含まれている原則は，あらゆる状況

いう声が聞こえてくるかのようでした。宣言の内

にある姉妹に感銘を与えてきました。

容について，まさにそのとおりと感じたことは，
ほお

後に中央扶助協会会長会

忘れられません。涙が頬を伝いました。近くに

の顧問に召されたバーバラ・

座っていた姉妹たちを見回すと，同じ気持ちを

トンプソン姉 妹 は，ヒンク

感じているようでした。宣言の内容があまりに

レー大管長がソルトレーク・

濃かったので，早く手にして研究したいという気

シティーのタバナクルでこの

持ちでいっぱいでした。宣言には，女性の尊厳

宣言を読み上げたとき，その

についてはっきりと述べられています。すばらし

場にいました。トンプソン姉妹はそのときのこ

いのは，この宣言がまず中央扶助協会集会で

とを思い起こしてこう語っています。「すばら

女性に与えられたということです。
」5

バーバラ・トンプソン

しい集会でした。メッセージの重要性を実感

なぜ大管長会はこの家族に関する宣言を中

しました。また，そのときこのように考えま

央扶助協会集会で発表することにしたので

した。『これは親に対するすばらしい導きであ

しょうか。ヒンクレー大管長は宣言を読み上

ると同時に，大きな責任でもある』と。また，

げた後で，その疑問に答えて姉妹たちにこう

自分は結婚していないし，子供もいないから，

言っています。「皆さんは家庭の守り手です。

自分にあまり関係がないと，一瞬考えました。

子供たちの生みの母です。子供たちを養い育

しかし，すぐに考え直して『でもやはり自分に

て，生活の習慣を教え込むのは皆さんです。

も関係がある。わたしは家族の一員だ。娘で

神の息子，娘を養い育てることほど神に近い仕

あり，姉であり，おばであり，いとこであり，め

事はありません。
」6

いであり，孫娘なのだ。わたしにも責任があ
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後に中央扶助協会第 14 代会長を務めたボ
ニー・Ｄ・パーキン姉妹も，ヒンクレー大管長が

ヒンクレー大管長の第二顧問であるジェーム

り，祝福もある。なぜなら，わたしも家族の一

ズ・E・ファウスト管長は，次の説明を付け加え

員なのだから。たとえ家族の中で生きている

ています。「どの家族においても母親が中心で

「親である皆さんに，子供
たちを福音の原則の中で
教え育てることに全力を尽
してくださるようお願いい
たします。そのことによっ
て子供たちは教会に活発
であり続けるでしょう。家
庭は義にかなった生活の
基であり，ほかのどのよう
「どの家族においても母親が中心で〔す。〕」
（ジェームズ・E・ファウスト）

な手段も，家庭に代わる役
割を果たし得ませんし，神

あることを考えれば，それ〔
『宣言』
〕が，まず最初に中央扶

から与えられたこの責任を

助協会集会で読み上げられたのは適切なことでした。
」7

遂行するうえでの大切な役
割を果たしてはくれません。
」

「標準と教義とその実践についての宣言を再確
認」するもの
家族の宣言の教えは，1995 年に初めて与えられたも
のではありませんでした。ヒンクレー大管長が述べたよ
うに，それは「標準と教義とその実践についての宣言を
再確認」するものでした。8 その教えは，神が地球を創造

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）
『リアホナ』1999 年 12 月号，1

される前からすでに「創造主の計画の中心を成すもの」
だったのです。9
中央扶助協会第 15 代会長であるジュリー・B・ベッ
ク姉妹は次のように教えています。「末日聖徒イエス・
149

しょくざい

キリスト教会には，創造と堕落，贖罪に基づく

〔と〕
，神がすべての従順な者に与えてくださる

家族の教理があります。地球の創造によって，

永遠の命」について子供たちに教えました。11

家庭生活を可能にする場が与えられました。

リベカとイサクは，神権の聖約と祝福が家族か

……堕落の結果，家族が成長する道が備えら

ら決して失われることがないようにしました。12

れました。……贖罪によって，家族を永遠に

ザレパテの町に住む一人のやもめは，信仰を

10

結び固められるようになりました。
」

もって預言者エリヤに従ったために息子の世

福音がこの地上にあるときはいつでも，忠

話ができました。13 2,060 人の若い兵士たちは

実な男女はこの家族の教理を守り，これらの

「神が救ってくださる」という母親の約束を信

標準と教義，慣習に従ってきました。「わたし

じ，家族を守るために雄々しく戦いました。14

たちの栄光ある母エバ」と「父祖アダム」はそ

イエス・キリストは子供のころ，母親のマリヤと

あがな

の 子 供たちの 指 導 者であり，
「贖 いの 喜び

その夫ヨセフの愛と思いやりの中で成長し，
「ますます知恵が加わり，背たけも伸び，そして
神と人から愛され」ました。15
福音の回復に伴い，教会の初期の会員は，
家族の大切さについて理解を深めていきまし
た。16 神権の力によって，家族を永遠に結ぶ神
殿の儀式と聖約を受けられるということを知り
ました。この約束を励みに，末日聖徒たちは
神の息子，娘としての義務を果たしたのです。
初期の扶助協会の指導者は，家庭を生活の
中心にするよう姉妹たちを励ましました。中央
扶 助 協 会 第 2 代 会 長であるエライザ・R・
スノー姉妹は，自分には子供が一人もいません
でしたが，それでも母親の影響の大切さを理解
していました。スノー姉妹は扶助協会の姉妹
たちに，
「家庭での義務を果たすことを自分の
第一の務めとしてください」と勧めています。17
中央扶助協会第 3 代会長であるジーナ・D・
H・ヤング姉妹は，姉妹たちに次のように教え

アンタイ・ニーファイ・リーハイ人の息子たちは，母親の教えか
ら偉大な信仰を得ました（アルマ 56：47 参照）。
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ました。「家庭を最も魅力的な所にしてくだ
さい。愛と平和と一致の精神が宿り，悪事を少

しも考えないすばらしい慈愛が常にとどまる
場所にするのです。
」18
メアリー・フィールディング・スミスは，気丈
で愛の深い母親の模範でした。第 6 代大管
長となった息子のジョセフ・F・スミスはこう
語っています。
「わたしはノーブー時代の母を思い出すこと
ができます。暴徒によるノーブーの町の砲撃
が始まったとき，母が無力な子供とともに，家
から持てるだけのものを持ち出し，急いで舟に
向かったときのことをわたしは覚えています。
ノーブーで，またウィンタークォーターズへ向か
う道中で，さらにはミズーリ川で教会員が受け
た苦難，そして母が苦しい旅の間子供たちと
家族のために祈ったことを思い出します。……
イスラエルの陣営とともに脱出して，荷車を引

しもべ

アブラハムの僕と出会ったリベカは，聖約の下で結婚すること
の大切さを理解していました（創世 24：1 − 28 参照）。

かせる牛馬にも不足する状態で山の中のこの
盆地までやって来るという，わたしたちの壮大
な試みに付きまとった試練をことごとく思い出

の心に感動を与えるとは思いませんか。わた

すことができます。母は，旅に必要な牛を買う

しが母の模範を忘れられると思いますか。決

資力がなかったため，子牛と乳牛を仕立て，荷

して忘れることはありませんでした。それどこ

車を 2 台つなぎ，このように粗末で無力ないで

ろか，母の信仰と模範はわたしの記憶の中に

たちで，ユタへ向かって旅立ったのです。母は

今なお光り輝いています。わたしがこのことに

わたしたちにこう言いました。『主が道を開い

ついてどう考えているかというと，母が聖徒で

てくださいます。
』 けれども，主がどのようにし

あったこと，清く忠実な神の女性であったこ

て道を開いてくださるのか，だれにも分かりま

と，自分に寄せられた信頼を裏切るよりもむし

せんでした。わたしは当時幼い子供でしたが，

ろ死を選ぶ女性であったこと，バビロンに残る

牛を駆り，自分の務めを果たしていました。自

よりも荒れ 野で貧困と悲嘆に耐え，家族の

分の使命を果たすことができるようにしてくだ

一致を図る方を選んだことを，わたしは全身全

さい，と母が隠れて神に祈っている姿を偶然

霊をもって神に感謝しています。これが母と

見かけたことがあります。このようなことは人

子供たちの心にしみ込んでいた精神です。
」19
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この世での責任と永遠にわたる役割

教えました。ヤング姉妹は次のように勧めてい

家庭と家族が神聖なものだといういつの時

ます。「ここにいる母親たちの中に自分の子

代にも変わらない原則に従い，メルキゼデク神

供をきちんと教え，指導していない人がいるな

権の定員会では，男性が息子，兄弟，夫，父親

らば，……それをするようお願いします。子供

としてその責任を果たせるよう助けています。

たちを 集 めて……一 緒 に 祈ってください。

扶助協会では，女性が娘，姉妹，妻，母親とし

……わたしたちを取り巻く悪について警告して

てその責任を果たせるよう助けます。扶助協

ください。…… 子供たちがこのような悪のえ

会の姉妹たちは，家族を強め，家庭を住みよい

じきにならずに主の前に聖く純粋に成長でき

所にするために役立つ実用的な技術を学び，

るようにするためです。
」20 また，次のようにも

家庭を御 霊 の宿る所にするために常に助け

教えました。「妻として，母として，人生におけ

合ってきました。

るすべての責任を熱心に果たしてください。

み たま

きよ

……幼い子供たちの前では知恵をもって語る

家族を養い育てる

よう気をつけてください。人のあら探しを避

愛情を込めて子供を育てる母親であった

け，……心を高め，磨き，清めるような気高い

ジーナ・D・H・ヤング姉妹は，自分が家庭で

性質をはぐくみましょう。……あらゆる務めを

指針としていた原則を扶助協会の姉妹たちに

果たすに当たって正直で徳高く，公正で時間

ボニー・Ｄ・パーキン
中央扶助協会第 14 代会長
「教会の指導者や両親のためにわたしが願うことがあるとし
たら，それは，天の御父の子供たちを世話する中で，日々主
の愛を感じてほしいということです。……行うすべての事
がい とう
柄において，慈愛の外套を身にまとってください。キリスト
の純粋な愛によって家族を包み込んでください。」

『リアホナ』2006 年 6 月号，61 ，65
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を守るようシオンの子供たちに教えることに最

存在します。この組織で働く姉妹たちがその

大の労力を注ぐべきです。また，勤勉に働き，

若い母親を指導し，義務を果たせるように，ま

安息日を守るよう教えるべきです。…… 子供

た，さらによく果たせるように助けます。また，

はそばで見ていますから，母親は父親にとって

子供たちに栄養のある適切な自然食品を与え

不利益となるような言葉を子供の前で絶対に

る経験の不足している母親や，子供たちに霊

言ってはいけません。子供が幼く，精神が柔

的な指導や霊的な糧を与える必要を感じてい

軟なうちに善いことを教えてください。そして，

る母親がいれば，末日聖徒イエス・キリスト教

方針よりも原則を常に大切にしてください。こ

会の女性の扶助協会という偉大な組織とシオ

のようにすれば，あなたは天に宝を蓄えるよう

ンの母親と娘たちの組織の中に，そのような

になるでしょう。
」21

指導ができる人々がいるのです。
」22

バスシバ・W・スミス姉妹は中央扶助協会

養い育てる能力は，自身の子供を持つ女性

第 4 代会長を務めていたときに，家族を強め

だけが持つものではありません。シェリー・

る必要があると感じて，扶助協会の姉妹たち

Ｌ・デュー姉妹はこう語っています。「主以外

を対 象にした母親 教育のレッスンを作りま
した。レッスンには結婚生活や出産前の注
意，育児についての助言などが盛り込まれま
した。このレッスンは，扶助協会は女性が家
庭での役割を果たせるよう助けるべきだという
ジョセフ・F・スミスの次の教えを支持するも
のでした。
「家族の義務や，夫婦や親子が果たすべき
義務に関して無知であったり，理解が不足した
りしている人がいれば，そのような人のために
この組織が存在します。いつでも手の届くと
ころにあって，この組織が元来授かっている
たま もの

賜 物 と霊感によって，これらの大切な義務を
教える準備をいつでも整えています。子供を
育て，世話をした経験がなかったり，自分自身
や夫にとって楽しく魅力的で快適な家庭にす
るにはどうしたらよいか分からなかったりする
若い母親がいるとするならば，この組 織が

扶助協会は，母親がその神聖な責任を果たせるよう助けます。
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母親や祖母は，娘や孫娘に，養い育てる者となる準備をさせることができます。

には測り知ることのできない理由で，子供を持

ない子供に母親のような愛や影響を与える姉

つのを待たなくてはならない人もいます。義に

妹もいます。独身の姉妹はしばしば先頭に

かなった女性にとっては，この遅延はたやすく

立ってこのような働きをし，義にかなった女性

耐えられるものではありません。しかし，わた

からの影響が必要な子供たちの生活に祝福を

したち一人一人に定められた主の時刻表は，

注いできました。このように養い育てる働き

女性の天性を否定するものではありません。

は，何日も，何週間も，何年も続くことがあり

ですから，わたしたちの中には，単に母性を発

ます。無私の奉仕と個人の信仰によって，女性

揮するほかの方法を見つけさえすればよいとい

たちは多くの子供たちを情緒的，霊的，肉体的

う人もいるのです。周囲には，愛と導きを必要

な危険から救ってきました。

としている人がたくさんいるのですから。
」23
教会の姉妹には，指導者や教師の召しを受
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家庭を強さの中心とする

けたときや訪問教師として奉仕するときに人を

イリノイ州ノーブーで扶助協会が開かれてい

養い育てる機会があります。自分の子では

た初期の時代から，姉妹たちは集まって，自分

たちの慈善奉仕や実際的な責任について学んできま
した。信仰と個人の義を増し加え，家族を強くして家庭
を霊的な強さの中心とし，困っている人を助けるのに役
立つ技術を実践してきました。賢明な生活と霊的，物質
的な自立の原則を実践してきました。また，互いに教え
合い，助け合うことによって姉妹同士の友情と連帯感を
深めてきました。このような訓練によって，あらゆる境遇
にある姉妹たちが祝福を受けました。ボニー・Ｄ・パー
キン姉妹は，このような集会によっていかに自分が強く
なれたかを次のように語っています。
「末日聖徒イエス・キリスト教会の扶助協会の会員とし
て，家族という単位を養い育て，支えるのはわたしたち
の祝福であり，責任です。すべての人は家族に属してい
て，すべての家族が強められ，守られる必要があります。

「誘惑がわたしを大きく揺り
動かし，誘いの手を伸ばして
きたときに，わたしの心に最
初に浮かんできたのは，この
ような考えでした。母の愛を
忘れてはならない。あなたが
幸福になるように母がどれほ
ど努力したか，あなたのため
に母がどれほど進んで自分

家庭を切り盛りするうえで，わたしが最も助けを得たの

の生活を犠牲にしたかを思い

は，まず母親と祖母からでした。次に，引っ越した先々

出しなさい。あなたが子供の

の扶助協会の姉妹たちからも学びました。技術を学び，
そこにいたいと感じられるような家庭を築くことからもた

ころに母が教えたことを忘れ

らされる喜びを，目の当たりにしました……。扶助協会

てはならない。……母に対

ま

の指導者の皆さん，計画する集会や活動は，必ずすべて
の姉妹の家庭を強めるものとしてください。
」24
中央扶助協会第 11 代会長であるバーバラ・W・ウイ
ンダー姉妹は，家庭を清潔で秩序のある所にするときに
霊的な祝福が与えられることを思い起こすよう女性たち

するこのような思いがわたし
を守り，わたしと誘惑を隔て
さく

る柵となりました。」

に言いました。「家事をこなす技術というものがあり
ます。わたしたちにとっても，家族にとっても，聖なる場
所があるということは大切なことです。この世を離れて
安らげる場所，ほかの人が来ても，同じように安らげる

ジョセフ・F・スミス
『歴代大管長の教え─ジョセフ・F・
スミス』35

場所が必要なのです。
」25
扶助協会の姉妹たちは，家庭と家族を強める働きに
おいて個人でも集団としても互いに模範を示し合ってい
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の皆さん，創世の前から神が皆さんに与えられ
た業をわたしたち兄 弟が 行うことはできま
せん。やってみようとしても，皆さんだけに与え
られた賜物をまねしようと望むことすらできま
せん。この世には，義にかなった女性の影響
力ほど個人的で，人を養い，人生を変えるもの
はないのです。……，神の属性として，すべて

の 女性には母親のように優しく人をいたわると
いう生来の能力と責任があるので〔す。
〕
」27
母親の務めという言葉は，女性の永遠の役
割を説明しています。養い育てる者という女性
の天性を表現しているのです。 養い育てると
は，奥の深い意味を持つ言葉です。訓練し，
教え，教育し，発達を促し，成長を促進し，栄
母親と父親には，子供を教え，養い育てるという神聖な責任が
あります。
養を与える，つまり食べさせることを意味し
ます。女性には，
「養い育てる」という言葉が
意味するすべてのことを行う偉大な特権と責
任が与えられてきました。そして扶助協会に
ます。中央扶助協会第 9 代会長であるベル・
は，女性が母親であり養い育てる者であるとい
S・スパッフォード姉妹は，扶助協会が神から
う神から定められたかけがえのない役割を果
与えられた組織であって，女性が妻として，母
たせるよう教え，助ける責任があります。28
としての役割を果たせるよう助ける役割を担っ
ていることを証しました。「扶助協会には家
ジュリー・B・ベック姉妹は養い育てる役割
庭に善をもたらす多大な影響力があると思い
について次のように教えています。「養い育て
ます。善い母親がいる所には良い家庭があ
るとは，養い，世話をし，成長させるという意味
り，扶助協会に属する善い母親がいれば，必
です。ですから，真理を知る母親は，家庭を霊
ず家庭は知恵と良い影響力に満たされるで
的および物質的に成長できる環境に整えます。
しょう。
」26
『養い育てる』に代わる別の言 葉は『家事』
です。家事には，料理，洗濯，食器洗い，家庭
すべての姉妹には養い育てる責任，つまり
を整えることなどが含まれます。家庭は，女性
「母親のように優しく人をいたわる」責任があ
がその力と影響力を最も発揮できる場所です。
ります。十二使徒定員会の M・ラッセル・バ
ですから，末日聖徒の女性こそ，世界一の主婦
ラード長老は次のように教えています。「姉妹
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であるべきです。子供と一緒に家事をすれ

は，母親は子供のそばにいるべきであると主

ば，子供たちに見習ってもらいたい資質を教

張しました。ライマン姉妹が会長を務めたの

え，模範を示す良い機会になります。養い育て

は第二次世界大戦のさなかでした。夫の従軍

る母親は博識ですが，どんなに高い教育が

中に国の経済を支えるため，女性が外に出て

あっても，霊的な成長を促す環境を作る家事

働くことを政府の指導者も市民団体の指導者

の能力がなければ何の役にも立ちません。

も奨励していた時代です。家族の必要を満た

……養い育てるためには，秩序と忍耐と愛と働

すために外に出て働かなければならない姉妹

きが必要です。養い育てることによって成長を

もいました。ライマン姉妹はこのような問題を

助けることは，まさに女性に与えられた力と影

承知のうえで，それでも家にいて子供を教えら

響力のある役割なのです。
」29

れるように，できることをすべて行うよう姉妹
たちに勧めたのです。

家族と母親の務めを擁護する

ライマン姉妹のメッセージは大管長会の教

家庭を内側から強めることに加えて，扶助

えに添ったものでした。大管長会は母親の務

協会は，家庭に襲いかかる外部からの影響力

めが「神に対する献身」だということを忘れな

に対しても強 靭 な防御を提供してきました。

いよう教会員に勧告していました。31 第 7 代

第 14 代大管長であるハワード・W・ハンター

大管長であるヒーバー・J・グラント大管長と

大管長は次のように言っています。

その顧問の J・ルーベン・クラーク・ジュニア

きょう じん

「現代の世の中を取り巻く悪の潮流を食い
み わざ

止め，救い主の御業を推し進めるために，中央
はらから

管長とデビッド・O・マッケイ管長は，次のよう
に宣言しています。

幹部の同胞として働く教会の女性の力を結集

「母性は神性に近いものです。人間が行う

する必要が大いにある，とわたしは感じるの

最も高貴で聖なる務めです。その聖なる召し

です。……

と業を尊ぶ母親は天使に次ぐ位置に置かれ

……そこでお願いですが，皆さんにもその

ます。わたしたちはイスラエルの母親である

力強い影響力を発揮して善のために奉仕し，

皆さんに申し上げます。神が皆さんを祝福

家庭と教会と地域社会を強めていただきたい

し，守り，皆さんに力と勇気，信仰と知識，義

のです。
」30

務に対する聖い愛と献身の気持ちを授けてく

扶助協会の指導者は，従来の家族の形態

ださり，それによって皆さんが自分に与えられ

を揺るがし，妻として，母親としての神聖な務

ている神聖な召しを十分に果たすことができ

めを軽視しようとする動きに対して反対する意

ますように。現在母親である皆さんと将来母

見を公に述べてきました。中央扶助協会第 8 代

親になる皆さんに申し上げます。皆さんの子

会長であるエーミー・ブラウン・ライマン姉妹

孫が最後の世代に至るまで皆さんを祝福され
157

た者と呼ぶことができるように，純潔と清さを

護しました。スミス姉妹とその顧問たち，それ

保ち，義にかなった生活を送ってください。
」32

に神権指導者たちは，当時の社会問題を熱心

第二次世界大戦後の数十年間，家族と家庭

に研究するうちに，多くの人たちが推進してい

に対する悪い影響は強くなる一方でした。第

る運動が，妻として，母親としての役割を果た

12 代大管長であるスペンサー・W・キンボー

す女性の特権を守っておらず，家庭を弱めるも

ル大管長がバーバラ・B・スミス姉妹を中央

のであることに気づきました。33

扶助協会第 10 代会長として奉仕するよう任命

ある新聞記者はスミス姉妹が繰り返し述べ

したとき，スミス姉妹は「家庭を守り，その神

たメッセージを次のようにまとめています。

聖な家庭で行う女性の働きを守る責任の重

「
『妻であり母親であり，主婦である皆さん，皆

さ」を感じました。会長の任にある間，スミス

さんは神聖な務めを果たしているのです。皆

姉妹は女性の神聖な役割と永遠の家族の祝

さんは命をこの世にもたらし，はぐくんでい

福について啓示されている真理を一貫して擁

ます。その大きな影響力を，はかない，うわべ

ジュリー・Ｂ・ベック
中央扶助協会第 15 代会長
「個人の啓示を受けるにふさわしくなり，啓示を受けてそれに
従うという能力は，この人生で身に付けられる技術の中で最
も大切なものです。……心を乱さないようにするには意識
的な努力が必要ですが，啓示の霊を受けていれば相反する
力に打ち勝ち，うまくいかない日が続いても，生活に欠かせ
ない決まり切った作業を繰り返す中でも，信仰を貫くことが
できるのです。……最善を尽くしていてもなお落胆を経験
み たま
することはありますが，自分に落胆してはなりません。御霊
があなたを通して働いていると感じるとき，主はあなたを喜
んでおられると確信できます。」

『リアホナ』2010 年 5 月号，10 −12
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だけのものと引き換えにしないでください。
その力を大切にし，伸ばし，尊んで大いなるも
のにしてください。皆さんは重要な務めに就い
ているのです。
』 これがモルモンの女性の指導
者バーバラ・B・スミスが語った趣旨です。
」34
母親の務めと家族の神聖さに対する攻撃
は，スミス姉妹が会長会で奉仕していたころ
からさらに激しさを増しています。しかし，あ
らゆる年代の扶助協会の姉妹たちは神を信
じ，自分たちの責任が永遠の見地から見て大
切なものであることを理解しており，家庭と家
族を強める真理を掲げてそれを守っています。
彼女たちは母親や祖母，娘や姉妹，おば，教会
の教師や指導者といった様々な立場から，家
庭の神聖さを守っています。女性は子供の信

扶助協会の若い姉妹たちは，経験豊かな姉妹たちから家事の
技術を学ぶことができます。

仰を強めることによって，現在と将来にわたっ
て家族を強めることに貢献しているのです。
はほっとしたのです。35 家庭と家族を強める扶
助協会の働きは，常に末日の預言者の教えと

家族に関する末日の預言者の教え

一致してきました。

ある父親と母親が，あるとき，最近の総大会

第 9 代大管長であるデビッド・O・マッケイ

でどんな話が良かったか子供たちに聞いてみ

大管長はよく，
「いかなる成功も家庭の失敗を

ました。 すると，16 歳 の 娘 が 言 いました。

償うことはできない」と教えました。36

「すばらしかったわ！ 霊感を受けた知的な預

第 11 代大管長であるハロルド・B・リー大

言者や指導者が，母性を擁護するのを聞けた

管長も同じような勧告をしています。「あなた

のはすばらしかったわ。
」この若い女性は心の

が行う最も大切な主の業は，あなた自身の家

奥底で，母親になりたいといつも思っていたの

庭という囲いの中にあります。
」37

ですが，母親の務めは世の中ではあまり好ま

家族に対する絶え間ない攻撃を憂慮して，

れておらず，侮辱する人さえ大勢いることを懸

スペンサー・W・キンボール大管長は次の預

念していたのです。自分のあこがれていること

言と警告を与えました。

を預言者と使徒が擁護するのを聞いて，彼女

「過去において家族の結束を強めるうえで
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少なからぬ働きをしていた社会規範というもの

会の交わりの中で強められる末日聖徒の女性

悪の力が押し寄せる中で，家庭の価値を深く

は，必ず家庭への攻撃に耐えられるように家

また積極的な気持ちで信じている人だけが自

族を助けることができると言いました。ヒンク

分の家庭を守ることができる，そのような日が

レー大管長は，扶助協会の姉妹たちは家族を

必ず訪れることでしょう。

守るために一致団結することができると述べ

……中には歴史的な背景などをことごとく無

ています。

視し，家庭などというものはもはや存在しない

「教会の女性が主の計画から見て適切かつ

のだといった奇抜な説を持ち出す人もいます。

正しいことのために力強く確固として立つの

……

は，この上なく重要なことです。この教会の扶

わたしたちは皆，家族という単位をこの地上

助協会に匹敵する組織はどこを探しても見当

における社会の進化の過程において，ある特

たらないとわたしは確信しています。……彼ら

定の局面にのみ結びつくものとするもっともら

が一つとなり，声を一つにして語るとき，その

しい議論に欺かれないようにしなければなり

力は測り知れません。

ません。わたしたちは，家族の重要性を無視

教会の女性の皆さん，歩みをそろえて義を

し，逆に利己的な個人主義の価値を前面に押

擁護してください。まず，自分の家庭から始め

し出そうとするこうした動きに対して，抵抗す

ることです。クラスの中で義について教えるこ

る自由を持っています。わたしたちは家族が

ともできます。社会の中で義を守るために発言

永遠のものであることを知っています。家庭が

することもできます。

うまくいかなければ，世の中のあらゆる機関が
38

うまくいかなくなるのです。
」
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ゴードン・B・ヒンクレー大管長は，扶助協

が，次第に影の薄い在存となってきています。

母親は自分の娘にとって教師であり，守護
者でなければなりません。皆さんの娘たちは

末日の預言者たちは，このような厳しい警告

初等協会で，また若い女性のクラスで，末日聖

とともに，福音の道から迷い出てしまった子供を

徒イエス・キリスト教会の価値観について学ば

持つ忠実な両親に希望の言葉をかけています。

なければなりません。一人の少女を救うとき

ジェームズ・E・ファウスト管長は次のように言

に，後に続く何世代もの人々をも救うことにな

いました。「悲嘆に暮れた両親は，不従順な

ります。この少女は力と義をまとって成長し，

子供たちを，義にかなって，勤勉に，祈りの気

主の宮で結婚します。そして自分の子供たち

持ちで教えてきました。わたしたちは皆さんに

に真理の道を教えます。その子供たちも母親

申し上げますが，良い羊飼いが彼らを見守って

の道を歩み，母親と同様に自分の子供たちに

くださいます。神は皆さんの深い悲しみを知っ

真理の道を教えるのです。そこには励ましを

て，理解しておられます。希望があります。
」39

与えるすばらしい祖母の姿があります。
」40

「シオンの母親の皆さん，
神から与えられている皆さ
んの役割は，皆さん自身の
昇栄と家族の救いと昇栄に
とって欠くことのできない
ものです。子供は，金銭で
買えるどのようなものより
も母 親 を 必 要 として い
ます。子供と一緒に過ご
す時間は，何ものにも勝る
たまもの

賜物なのです。」
エズラ・タフト・ベンソン
「男女の間の結婚は神によって定められたもので〔す〕。」
（大管長会および
十二使徒定員会）

The Teachings of Ezra Taft
Benson（ 1988 年）, 515

「天国の光景を見る」
スペンサー・W・キンボール大管長は，ある男性に
「天国に行ったことがありますか」と聞かれたことがあり
ます。ちょうどその日，キンボール大管長はある夫婦の
結び固めを執行したのですが，夫婦の片方は 8 人きょう
だいで，これで 8 人のきょうだい全員がこの神聖な儀式
を受けたことになったのでした。キンボール大管長は男
性の質問に答えて，その儀式を執行したときに天国の光
景を見たと言いました。「そこにいたのは心の清い人た
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ちでした。天国はそこにありました。
」次に，あ

親切，相互の助け合い，自分を度外視した行動

るステーク会長の家庭で天国の光景を見たと

であり，静かで穏やかな生活，個人の犠 牲，

きのことを話しました。小さな家に大家族が

心からのもてなし，人々に対する健全な関心

住んでいました。子供たちは一緒に働いて食

です。それは，虚飾や偽善なしに神の戒めを

卓を整え，幼い子供が食事の前に心を打つ祈

守ること。自分を忘れた思いやりです。天国

りをささげました。キンボール大管長はまた，

はわたしたちの周りに幾らでもあります。ただ

自身の子供を持つことはなかったものの 18 人

それに気がつき，それを喜ぶことさえできるな

の孤児を受け入れて家を「いっぱいにした」

らば，わたしは天国の光景をたくさん目にして

夫婦と話したときに，天国をかいま見たことを

いますよ。
」41

きょしょく

紹介しました。そのほかにも，言葉や行いで

世界中で，扶助協会の姉妹たちとその家族

証を表現する忠実な末日聖徒の生活の中に天

はふさわしい生き方をすることによって天国に

国の光景を見た経験を話しました。キンボー

近づいてきました。

ル大管長はこう教えました。「天国は場所を

合衆国のある姉妹は，不治の病に倒れた母

指しますが，状態をも指しています。それは家

親を 3 年間看病しました。ところが，母親をみ

であり，家族でもあるのです。天国は理解と

とってから 1 年もたたないうちに，今度は娘が
奇病に侵されました。この献身的な母親は 10
年間にわたって毎日娘を看病しました。娘が
17 歳という若さで亡くなるまで看病し続けた
のです。
トンガに住むある姉妹は，簡素な家で何人
かの子供たちを独りで育てていました。最大
の望みは，息子や娘が主に仕えて生活を改善
することでした。この優先順位に従い，子供
たちが福音に添った生活パターンを確立でき
るよう助けました。母親の指導のおかげで子
供たちは良い教育を受けました。彼らは一緒
に祈り，聖文を研究し，働き，礼拝しました。
合衆国のある姉妹は，14 歳に満たない子供
を 8 人抱えていました。毎日体力も，精神も，

義にかなった女性は，家庭を，御霊がとどまることのできる天国
にすることができます。
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霊性も知恵も試され，感情を抑えるのにも苦労
していました。しかし，正しいことを行いま

メキシコのある忠実な家族は，慌ただしく
騒々しい都会に住んでいましたが，家は高い塀
と金属の門の中にありました。母親は塀の内
側に木や花や泉のある美しい庭の絵を描きま
した。家庭では本 棚に本を並べ，家族が集
まって一緒に勉強したり遊んだりする場所が常
にあるようにしました。
ガーナのある姉妹は，家庭菜園を作ってい
さく

ました。柵の外ではノコギリソウを育て，柵の
中ではヤギを囲いに入れて飼っていました。
また，パームナッツの蓄えもあって，それをゆで
てパームオイルを作り，地元の市場で売ってい
ました。きれいに整えられた敷地内にあるど
んなものを取って見ても，この姉妹が家族を愛
していることがよく分かりました。彼女は庭に
熊 手をかけてきれいにし，ほうきで掃きま
義にかなった母親は，福音の光の中で子供たちを育てます。

した。マンゴーの木の下には手作りのベンチ
があって，家庭の夕べなどで家族が集まるとき
には，皆このベンチに腰かけました。
ホン コン

した。夫が教会で奉仕したり家族を養ったり

香 港 の高層ビルの 80 階に，体に障がいの

できるよう支えました。子供たち一人一人のた

ある独身の姉妹が住んでいました。独り暮ら

めに夫婦で祈り，彼らが自分の責任と目標を果

しで，家族の中でたった一人の教会員ですが，

たせるようにどう助けたらよいか，一人一人に

自分も訪問者も御霊を感じられる天国のよう

ついて夫婦で考えました。家では作る料理も

な家庭を作り上げていました。小さな棚には

けた外れに多く，やり繰りも大変で，考えるこ

聖典と扶助協会のテキストと賛美歌が並んで

とも祈ることもたくさんあり，この姉妹の負担

いました。先祖を探究し，神殿に行って先祖の

は相当なものでした。それに加えて，訪問教

ための儀式を行っていました。

師の責任を受けて，励ましが必要なワードの姉

インドのある姉妹は，自分の町の支部の発

妹を元気づけていました。そのような姉妹の

展に尽力しました。会員が 20 人ほどの支部

ために祈り，心を砕きました。彼女たちを訪問

で，夫は支部会長，彼女は扶助協会の会長で

し，月に何度も様子を見に行っていたのです。

した。彼らは 3 人の忠実な娘たちを育てま
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した。聖なる家庭では，福音の原則によって

払って交わした聖約を子供たちも交わし，それ

家族が安全に守られました。

を守ってほしいと思うからでした。

ブラジルのある母親は，赤れんがの塀に囲

ここで紹介した姉妹は代表であり，このよう

まれた赤土の敷地にある赤れんが造りの家に

な姉妹はほかにも数多くいます。彼女たちは

住んでいました。家の中には初等協会の歌が

確かに，ゴードン・B・ヒンクレー大管長の言

流れ，
『リアホナ』から切り抜いた神殿や神の

葉にある「家庭の守り手」であり 42 ，スペン

預言者や救い主の絵が壁いっぱいにはってあ

サー・W・キンボール大管長の次の言葉を受

りました。この母親は，夫とともに犠牲を払っ

けるに値する人たちです。

て神殿で結び固めを受けました。子供たちが

「義にかなった女性であることは，いつの時

聖約の中で生まれるようにしたかったのです。

代においてもすばらしいことです。救い主の再

子供たちを福音の光と真理と力の中で育てる

臨に先立って，この地上における最後の時期

ことができるよう，必要な力と霊感を与えてく

に義にかなった女性となることは，特別に気高

ださいと常に祈りました。自分と夫が犠牲を

い召しです。今日，義にかなった女性が持つ

こん にち

「この地上における最後の時期に義にかなった女性となることは，特別に気高い召しです。」
（スペンサー・W・キンボール）
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力と影響力には，もっと平穏であった時代に比

れますように。へりくだり，
〔お祈り〕申し上げ

べて 10 倍の威力があります。そのような女性

ます。
」44

は，社会の基本であって最も気高い組織であ
る家庭を豊かにし，守り，保護する手助けをす
るために，この地上に置かれているのです。
社会のほかの組織は揺らぎ，倒れることさえあ
るかもしれません。しかし義にかなった女性
あらし

は，苦難の嵐のただ中にあって死すべき者た
ちが知っている最後で唯一の聖所となって，家
庭を救う手助けができるのです。
」43

「今日のチャレンジに対抗できる強さを
身に付けることができますように」
家族に関する宣言が読み上げられたあの歴
史的な夕べに，ヒンクレー大管長は説教の最
後に教会の女性たちに向けて次のような祝福
の言葉を語りました。
「愛する姉妹の皆さんに主の祝福があります
ように。…… 今日のチャレンジに対抗できる
強さを身に付けることができますように。常に
直面する問題に対して，皆さん自身の知恵を超
えた力が授けられますように。皆さんの祈りと
願いが皆さんへの祝福として，また皆さんが愛
する人々への祝福としてこたえられますように。
皆さんの人生が平安と喜びに満たされたもの
となるよう，わたしたちの愛と祝福を残したい
と思います。必ずそのようになります。皆さん
の中の大勢の方々がそれを証してくださってい
ます。今もこれから後も主が皆さんを祝福さ
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家 族
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

わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会

神がアダムとエバに授けられた最初の戒め

結婚は神によって定められたものであり，家族

は，彼らが夫婦として親になる能力を持つこと

は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造

に関連したものでした。わたしたちは宣言し

主の計画の中心を成すものであることを，厳粛

ます。すなわち，増えよ，地に満ちよ，という神

に宣言します。

の子供たちに対する神の戒めは今なお有効

すべての人は，男性も女性も，神の形に創造

です。またわたしたちは宣言します。生殖の神

されています。人は皆，天の両親から愛されて

聖な力は，法律に基づいて結婚した夫婦であ

いる霊の息子，娘です。したがって，人は皆，神

る男女の間においてのみ用いるべきです。

の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。

わたしたちは宣言します。この世に命をもた

そして性別は，人の前世，現世および永遠の状

らす手段は，神によって定められたものです。

態と目的にとって必須の特性なのです。

わたしたちは断言します。命は神聖であり，神

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，
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となることを可能にするのです。

の大管長会と十二使徒評議会は，男女の間の

の永遠の計画の中で重要なものです。

永遠の御父として神を礼拝し，神の計画を受け

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うととも

入れました。その計画によって，神の子供たち

に，子供たちに対しても愛と関心を示すという

は肉体を得ることができ，また，完成に向かっ

厳粛な責任を負っています。「子供たちは神か

て進歩して，最終的に永遠の命を受け継ぐ者と

ら賜わった嗣業であり」
（詩篇 127：3）とあり

しての神聖な行く末を実現するために，地上で

ます。両親には，愛と義をもって子供たちを育

たま

しぎょう

の経験を得られるようになったのです。神の幸

て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，ま

福の計画は，家族関係が墓を超えて続くことを

た互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，

可能にしました。聖なる神殿において得られる

どこにいても法律を守る市民となるように教え

神聖な儀式と聖約は，わたしたちが個人として

るという神聖な義務があります。夫と妻，すな

神のみもとに帰り，また家族として永遠に一つ

わち父親と母親は，これらの責務の遂行につ

いて，将来神の御前で報 告することになり

わたしたちは，全地の責任ある市民と政府
の行政官の方々に，社会の基本単位である家

ます。
家族は神によって定められたものです。男

族を維持し，強めるために，これらの定められ

女の間の結婚は，神の永遠の計画に不可欠な

た事柄を推し進めてくださるよう呼びかけるも

ものです。子供たちは結婚のきずなの中で生

のであります。

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

この 宣 言 は，1995 年 9 月 23 日，ユタ州 ソルトレ ーク・シ
ティーで開催された中央扶助協会集会において，ゴードン・

リストの教えに基づいた生活を送るときに達

Ｂ・ヒンクレー大管長により，メッセージの一部として読み上

成されるに違いありません。実りある結婚と

げられたものである。

ゆる

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。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。
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，古今の預言者たちが預言し
た災いをもたらすことでしょう。
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第 10 章

「特権にふさわしく生きる」
皆さんは神が植え付けられた思いやりの精神に従って，
行動できる状況に置かれているのです。
もしこれらの原則に従って生活するなら，
皆さんは日の栄えの王国において
どれほど偉大で栄光あふれる報いを受けることでしょう。
もし与えられている特権にふさわしく生きるなら，
天使は皆さんの友とならずにはいられないでしょう。……
皆さんが純粋であるかぎり，
それを妨げるものは何もありません。
ジョセフ・スミス

第 10 章

「特権にふさわしく生きる」
ノーブー女性扶助協会の初期に開かれた集

れ，姉妹たちは聖なる女性として秘めている可

会で，ジョセフ・スミスは「
〔自分たちの〕特権

能性を発揮することができます。扶助協会の

にふさわしく生きる」よう姉妹たちに勧告しま

目的は信仰と個人の義を増し加え，家族と家庭

1

した。 この勧告の下，末日聖徒イエス・キリス

を強め，困っている人を見つけ出して助けること

ト教会の姉妹たちは，神の目的を果たすことに

です。姉妹たちは慈愛を胸に抱いてこれらの

よって神の娘として秘めている可能性にふさわ

目標を達成します。

しい生き方をするようにと教えられてきました。

回復になくてはならないものとして設立され

自分が実際に何者であるかを，すなわち，自分

た扶助協会は，末日聖徒の女性たちがその特

が神の娘であり，愛し，養い育てる能力を生ま

権にふさわしく生きるための助けとなってい

れ持っていることを理解するようになるにつ

ます。この組織を通して，姉妹たちは自分が神
の娘であるということについてビジョンと確信
を得ます。また，姉妹たちに奉仕の機会が与え
られ，その責任を果たすために必要な指示と
権能が与えられます。

神の娘
ジョセフ・スミスは扶助協会の姉妹たちに，
彼女たちは貴い神の娘であると教え，神が彼
女たちを愛し，彼女たちの果たすべき大きな目
的を備えておられることを姉妹たちが理解でき
るよう助けました。教会の姉妹たちは，天の御
父の救いの計画の中で欠くことのできない役割
を果たします。これは，聖なる神権を持つ男性
が重要な役割を果たすのと同じです。主は，人
神は御自分の娘たちに，愛し，養い育てるという偉大な力を
恵んでくださいました。

に奉仕したい，人に祝福をもたらしたいという
生来の望みを女性にお与えになりました。そし
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たま もの

て，この賜 物を使って神の子供たちを救いに
導くという神聖な責任を託されたのです。
女性は時として，自分が貴い存在であること
を忘れてしまい，ほかのことに気を取られたり，

神権を地上における神の権能として支持し
ます。
神殿の祝福を喜び，わたしたちの神聖な行
く末を理解し，昇栄に向かって努力します。
」2

この世の誘惑に負けてしまったりすることがあ

神権指導者も，姉妹たちには神から受け継

ります。中央扶助協会第 13 代会長であるメ

いだ特質と神聖な責任があることを思い出すよ

アリー・エレン・スムート姉妹とその顧問の

う言いました。十二使徒定員会の M・ラッセ

バージニア･U･ ジェンセン姉妹，シェリー・L・

ル・バラード長老は次のように言っています。

デュー姉妹は，教会の姉妹たちに自分がどのよ

「皆さんが，善良で強いこと，高潔さと勇敢さと

うな存在であるかを思い起こしてもらう必要が

いう性質を持っていること，思いやり，勇気，

あると感じました。彼女たちは中央扶助協会

強さ，立ち直る力を併せ持っていることを知っ

集会で，神の娘であるとはどういうことかを説

ていますし，そのような皆さんを頼みにしてい

明しました。

ます。また，皆さんには神の娘として果たすべ

「わたしたちは神に愛されている神の霊の娘

き使命があると信じています。…… 皆さんの

であり，わたしたちの人生には意味と目的と方

信仰と忠実さ，自分よりも他人の幸福を優先さ

向性があります。世界中の姉妹のきずなの中

せる生来の気性，そして霊的な力と粘り強さが

で，わたしたちは一つとなって，救い主であり

なければ，教会はなすべきことをとうてい果た

模範者であるイエス・キリストに献身します。

し得ないことを承知しています。神の計画によ

わたしたちは信仰と徳とビジョンと慈愛を持っ

れば，皆さんは女王となって，この世でも永遠

た女性として，以下のことを行います。

にわたっても女性が受けることのできる最高の

祈りと聖文の研究を通して，イエス・キリス
あかし

トへの証を増し加えます。
聖霊の導きに従うことにより，霊的な強さを
求めます。
結婚生活や家族，家庭を堅固なものとする
ために，自らをささげます。

祝福を受けるはずです。
」3
女性は，神の娘として与えられている特権と
秘めている可能性にふさわしく生きるときに，
永遠の命の祝福を受ける準備をします。永遠
の命とは，忠実な娘のために神が用意しておら
れる輝かしい行く末なのです。

母親としての務めに気高さを，女性であるこ
とに喜びを見いだします。
奉仕や善に喜びを見いだします。
人生と学問を愛します。
真理と義を守ります。
172

心から心へと伝えられる真の慈愛とい
う受け継ぎ
預言者ジョセフ・スミスは，
「女性は生まれ

「『できる限りのことを行う』
というわたしの言葉が引用
されましたが，それは，持
てる力のすべてを出し切る
という意味です。そのこと
を強調したいと思います。
わたしたちは，月並みな行
いで満足してしまう傾向が
あります。しかしわたしたち
には，はるかに優れたこと
を行う力があるのです。」
女性は神の娘として秘めている可能性にふさわしい生き方をすることに
よって，永遠の命という祝福を受ける備えをしているのです。

ゴードン・B・ヒンクレー
『世界 指 導 者訓練集会』2004 年
1 月 10 日，21

ながらに慈愛……の気持ちを抱いています」と教えま
した。そして，扶助協会が設立されたとき，姉妹たちに
こう言いました。「皆さんは神が植え付けられた思いや
りの精神に従って行動できる状況に置かれているの
です。
」4 心に秘めた真の慈愛を花開かせるために，女性
しょくざい

は生来の思いやりの精神をイエス・キリストとその贖 罪
を信じる信仰に結びつけなければなりません。大管長
会第一顧問であるヘンリー・B・アイリング管長は，この
真の慈愛こそ，扶助協会の受け継ぎであると説明してい
ます。
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「わたしは皆さんに，扶助協会において皆さ

慈愛の受け継ぎに支えられながら，末日聖徒

んの先人が残してくれた偉大な受け継ぎにつ

の女性たちは開拓地に定住し，政治的な迫害

いて話します。……最も重要で変わることが

や世界大戦に耐え，不況の中で希望を持ち続

ないのは，次のことではないかと思います。

けました。また，この受け継ぎに鼓舞されて，

すなわち，慈愛は扶助協会の中心にあるもの

姉妹たちは家庭で愛にあふれた優しさを持

であり，すべての会員の心に注がれて，まさに

ち，世界的規模で福祉活動を行ってきました。

人の性質の一部となるべきものであるというこ

病院で奉仕し，養子縁組，小麦粉の貯蔵，人

とです。彼女たちにとって，慈愛とは慈しみの

道支援，福祉の手伝いをしてきました。扶助

気持ちをはるかに超えるものでした。慈愛は

協会の姉妹たちは今もイエス・キリストの純粋

主イエス・キリストを信じる信仰から生まれる

な愛に導かれて，集まって互いに教え合い，奉

ものであり，主の贖罪が会員の心に作用してい

仕し合い，それぞれが強め合い，見守り合って

る結果なのです。……

います。

いつく

ヘンリー・B・アイリング

この扶助協会を構成する

末日聖徒の女性はだれでも，この愛を受け

姉妹たちの慈愛は，変化を経

継ぎ，それを人に伝える責任と特権にあずかる

験した心からわき出るもので

ことができます。

あり，その心の変化は，主の

ある家族の歴史を見ると，扶助協会の受け

まことの教会だけが提供す

継ぎが母から娘へと幾世代にもわたって受け

る聖約を交わすにふさわしい

継がれてきたことが分かります。どの姉妹も，

者となることによって，また，聖約を守ることに

「愛はいつまでも絶えることがない」という扶

よって生じるものです。姉妹たちの慈愛の気

助協会のモットーを心に刻みつけていました。

持ちは，主の贖罪によって主からもたらされま

その受け継ぎは，1837 年に教会に入った

す。姉妹たちの慈愛の行いは，主の模範に

エリザベス・ヘーベン・バーローから始まりま

よって導かれ，主の無限の憐れみの賜物に対

した。エリザベスは 1842 年 4 月 28 日にノー

する感謝から生まれます。また，憐れみの使

ブー女性扶助協会の会員になり，預言者ジョ

命を果たす御自分の僕たちに主が送ってくだ

セフ・スミスがこの組織の基本原則を教える

さる聖なる御霊によって導かれます。
」5

のを聞きました。彼女はその後 暴徒に襲わ

あわ

しもべ

み たま
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この慈愛という受け継ぎは，組織的に慈善

れ，迫害され，ソルトレーク盆地への旅の途中

奉仕を行い，神殿の聖約を交わしたノーブーの

で出産し，夫が伝道に出ている間，幼い子供

姉妹たちから始まりました。それはウィンター

のいる家庭を切り盛りしましたが，ジョセフ・

クウォーターズでも，ソルトレーク盆地に至る

スミスから聞いた教えは，生涯にわたって彼女

困難な旅の中でも受け継がれていきました。

の支 えとなりました。 彼 女は 1857 年から，

81 歳で亡くなる 3 年前の 1888 年まで，ユタ州

パメラはこの受け継ぎを娘のテレサ・トンプ

バウンティフルで，扶助協会の会長を務めま

ソン・コールに伝えました。テレサと夫は結婚

した。

後間もなく，メキシコに引っ越しました。人生

物語は娘のパメラ・バーロー・トンプソンに

の大半，パメラは扶助協会の会長と初等協会

引き継がれます。パメラと夫はネバダ州のパナ

会長会の顧問を兼任していました。彼女は

カに定住する召しを受け，その地でパメラは扶

困っている人に食事を届けるという思いやりに

助協会の会長に召されます。彼女は姉妹たち

満ちた 奉 仕をすることでよく知られていま

に家事の技術を教えました。当時驚異の機械

した。高齢の隣人たちの誕生日にケーキを届

として登場したミシンの使い方も教えました。

けることを習慣にしていたのですが，あるとき，

ネバダ州に住んでいたときに夫が殺害され，彼女

隣人の誕生日を忘れていたことに，夕食後に気

は大家族を連れてユタ州バウンティフルに移り，

づいたことがありました。「愛はいつまでも絶

そこで再び扶助協会の会長会に召されました。

えることがない」という原則を守り通していた

「扶助協会の歴史は，言葉や数字で記録されますが，その受け継ぎは心から心へと伝えられていきます。」
（ヘンリー・B・アイリ
ング ）
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テレサは，もう一度オーブンに火をつけて，

集会所の台所用品が 購入できたばかりか，

ケーキを焼きました。その晩遅く，隣人の玄関

1,000 ドルの余剰も出て，ビショップはワード

に着くと，その日誕生日だった姉妹は泣き崩れ

のそのほかの用事に使うことができたほど

てこう言いました。「一日中あなたを待ってい

です。

たのよ。でも，今回は忘れてしまったのだと自
分に言い聞かせようとしたところだったの。
」
テレサの娘，アセリア・コール・シアーズも，

シアーズ姉妹の娘であるアセリア・シアー
ズ・タナーは，若い母親だったころにワードの
扶助協会会長に召されました。彼女が行った

扶助協会が大好きでした。毎週火曜日は午前

思いやりに満ちた奉仕のほとんどは，新生児

中に急いでアイロンがけを済ませて，午後，扶

のいる母親を世話し，彼女たちに食事を届ける

助協会の集会に出られるようにしました。 70

ことでした。イエス・キリストを信じる強い信

代になって，ワードの扶助協会会長に召されま

仰を持ち，教えることにかけては天賦の才が

した。ワードの備品や活動のために資金作り

あった彼女は 13 人の子供を育て，ほかの人た

が必要になったときには，扶助協会の姉妹た

ちにも奉仕し，生涯を通じて様々な分野で扶

ちを率いて資金作りを行いました。その結果，

助協会の姉妹たちの救いに貢献しました。
この家族では，慈愛が綿々と受け継がれて
きました。タナー姉妹の娘は全員，扶助協会
で忠実に奉仕しており，孫娘たちも母親の模範
に従っています。6
慈善奉仕は，扶助協会のすべての姉妹たち
にとっての霊的な受け継ぎです。アイリング管
長の次の説明のとおり，
「人が心に慈愛の賜物
を授かる手助けをするとき，皆さんは受け継ぎ
を伝えていることになります。すると今度はそ
の人たちが，さらに別の人に伝えることができ
るようになるでしょう。扶助協会の歴史は，言
葉や数字で記録されますが，その受け継ぎは
心から心へと伝えられていきます。
」7

キリストの純粋な愛に絶えず導かれて，扶助協会の姉妹たち
は互いに教え合い，奉仕し合います。
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「わたしが奉仕する番です」
深い信仰を持つ人々の例をたくさん挙げた

後で，使徒パウロはこう言っています。「わたし
たちは，このような多くの証人に雲のように囲
まれているのであるから，いっさいの重荷と，
からみつく罪とをかなぐり捨てて，わたしたち
の参加すべき競走を，耐え忍んで走りぬこう
ではないか。信仰の導き手であり，またその
完成者であるイエスを仰ぎ見つつ，走ろうでは
ないか。
」8
教会の女性は，
「わたしたちの栄光ある母エ
バ」や「様々な時代に生きてまことの生ける神
を礼拝した多くの忠実な娘たち」を含む多く
の証人たちに囲まれています。9 忠実な神の娘
なら

母親は扶助協会の受け継ぎを娘に伝えることができます。

は，こうした証人たちの足跡に倣い，まとわり
つく問題や誘惑を退け，主が用意された自分
の参加すべき競走を走り抜くことによって，自

る話は，その一例です。この話に出てくるリン

分の特権にふさわしく生きるのです。

というヤングアダルトの人生は，一握りの女性

いつの時代にも，高貴で慈愛に満ちた忠実

たちのおかげで変わりました。この姉妹たち

で聖い女性がいます。そのような女性の名前

が奉仕する姿を見たリンは，自分が扶助協会

が歴史に記されることはまれですが，天の御父

の姉妹になったら同じことをしようと心に決め

は彼女たちをよく御存じです。そしてこれは，

たのです。

きよ

エライザ・R・スノー姉妹が言っているように，

リンが 10 代後半だったときのことです。遠

究極的に大切なことなのです。「その働きが

く離れた町で義父が重傷を負ったという知ら

自分の家の中でしか知られていない姉妹，そ

せがリンとその母親のもとに届きました。二人

して恐らくそこでも正当な評価を受けていない

はすぐに飛行機に乗って義父のところに駆け

姉妹がたくさんいます。しかし，それでもかま

つけました。しかし，着いたときには義父はす

いません。その働きが神に受け入れられてお

でに息を引き取っていました。リンはその帰り

り，どんなに簡単な務めであっても忠実に果た

の出来事を後にこう語っています。

しているのであれば，気落ちする必要はないの
です。
」10

しょうすい

「憔悴し切った母とわたしが飛行機のタラッ
プを降りると，滑走路に一人の男性と一人の女

忠実な扶助協会の姉妹が与える影響力の

性が立っていました。彼らは歩いて来てわたし

例は数え切れないほどありますが，次に紹介す

たちの肩に手を回してくれました。支部会長と
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扶助協会の会長でした。……
そのころのわたしたちは取り乱していて，
〔義父〕の死という事実とどう向き合えばいい

とがありました。会長会のもう一人の顧問とわ

のか分かりませんでした。……しかし，わたし

たしはアパートに行って彼女にまだ息があるこ

たちのそばにはいつも扶助協会の姉妹がいま

とを確認すると，救急車が来るまでの間に彼

した。さりげなく控えていて，伝言を預かって

女の体をきれいにしました。その後，アパート

くれたり，来客があると玄関に出てくれたりし

の壁や床の汚れをこすり落として消毒しま

ました。また，親族や友人に電話をかけるとき

した。再びわたしの番が来たのでした。

には手を握っていてくれました。いつもそばに

わたしの友人の一人であるワードの若い母

いて，荷造りを手伝い，何かしなければならな

親が突然一人娘を感染症で亡くしました。愛

いことがあると必ず手を貸してくれました。

くるしい 3 歳の娘でした。診断を待つ間もな

一連のことを通してあふれ出た感謝の念は

く亡くなったのです。この幼いロビンが亡く

あまりにも深く，この愛すべき姉妹たちにどう

なったことを聞いて，もう一人の顧問とわたし

お返しをすればいいのか想像もできませんで

は家に駆けつけました。網戸になっていたテ

した。必死に方法を考えましたが，疲れてし

ラスのドアに近づくと，ご主人（教会員ではあ

まって何も思いつきませんでした。
」

りませんでした）が泣きながら実家の母親と

数年後，結婚して幼い子供を 3 人抱えてい

長 距離電話で話しているのが聞こえてきま

たとき，リンは扶助協会の会長会で奉仕する

した。ご主人は目を上げてわたしたちの姿を

責任に召されます。この召しが果たせるのか

見ると，まだ泣いていましたが，電話に向かっ

どうか時々疑問に思いましたが，そのときリン

てこう言ったのです。「もう大丈夫だよ，お母

が思い出したのは，義父の死後に受けた奉仕

さん。モルモンの人たちが来てくれたから。
」

のことでした。「さあ，今度はわたしの番だ

もう一度，わたしの番がやって来ました。

わ」とリンは思いました。リンは次のような経
験を話してくれました。

リンは後に，扶助協会のことをどう思うか聞
かれたときには，奉仕をしたりされたりした経

「ワードのある女性が，14 歳の娘を亡くしま

験を話すようにしていると述べています。リン

した。その女性から，葬儀に備えて美しいドレ

はこう言っています。「これが，わたしが扶助

スを買って来て娘に着せてやってほしいと頼ま

協会について心の奥底で感じていることであ

れました。わたしはそのようにすることができ

り，なぜそう感じているのかもこれを話せば分

て，とても優しい気持ちになりました。〔ほか

かってもらえるからです。
」11

の姉妹たちに〕奉仕してもらったのですから，
今度はわたしが奉仕する番でした。
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独り暮らしの高齢の女性が薬を大量に飲ん
で 3 日間手の施しようのない状態に陥ったこ

世界中の末日聖徒の女性が，扶助協会に対
して「心の奥底で」同じように感じています。

彼女たちはリンのように扶助協会の奉仕に助けられてき
ており，次は自分が慈愛と信仰をもって奉仕する番だと
感じています。このような奉仕は，娘，妻，母親，姉や
妹，おば，訪問教師，扶助協会の指導者，隣人，友人な
ど，様々な立場から行われます。また，教会の指導者か
ら割り当てを受けて行われることもあれば，聖霊から
そっと促されて行われることもあります。彼女たちは「こ
のような多くの証人に雲のように囲まれている」ので，
「
〔自分の〕参加すべき競走を，耐え忍んで走りぬ〔く〕
」
用意ができているのです。

「天の御父である神の祝福に
よって，務めを成し遂げようと
決心するときに，神はその務め
を成し遂げる能力を与えてくだ
さると信じています。けれど
も，あきらめて落胆し，山の頂
上を見て，とてもあそこまで登
れないと言って，努力をしなけ
れば，決して成し遂げることは
できません。」
ヒーバー・J・グラント
『歴代預言者の教え─ヒーバー・J・
グラント』37

「このような時のため」
（エステル 4：14 ）
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「称賛に値する……すべての事柄につ
いて……世界を……導く」

の女性の弟子たちは常にこの標準に従って生

第 6 代大管長であるジョセフ・F・スミス

きてきました。エステルのように信仰と勇気を

大管長は，
「称賛に値する，神に近づくための
あらゆる事柄，人の子らを高め，清めるすべて

回復された主の教会の歴史を通じて，キリスト

もって難しい問題に立ち向かってきたのです。
「あなたがこの国に迎えられたのは，このよう

の事柄について……あなたがたが世界を，特

な時のためでなかったとだれが知りましょう」

に世の女性たちを導く」よう末日聖徒の女性

と親族のモルデカイから言われたときのエステ

に勧め，こう述べました。「あなたがたは神の

ルのように，彼女たちは人生に目的を見いだし

預言者の声によって，それを行い，最も優れ

てきました。13 また，旧約聖書に登場するネヘ

た，最も偉大で，善良で，また最も清く，義に献

ミヤのように，自分に与えられた聖なる責任を

12

身する者となるよう召されています。
」

捨てることがありませんでした。ネヘミヤは，

世代が新しくなるごとに，扶助協会の姉妹たちは「今度はわたしが奉仕する番です」と言うことができます。
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エルサレムの城壁を再建する務めから自分を引

歴史の新しい章を書く番です。
」 天の御父が

き離そうと誘惑してくる敵に向かってこう言いま

自分たちを愛してくださっていることを確信し，

した。「わたしは大いなる工事をしているから

イエス・キリストの贖罪の力についての証を持

下って行くことはできない。どうしてこの工事

つ彼女たちは，ありふれた考えや野望を捨てて

をさしおいて，あなたがたの所へ下って行き， 「すばらしいこと」を成し遂げる業の一端を担
その間，工事をやめることができようか。
」14

うことができるのです。16

それでも敵は続けてネヘミヤを誘い出そうとし

主は，扶助協会の初代会長にこう言われま

ましたが，ネヘミヤは頑として応じず，自分の大

した。「まことに，わたしはあなたに言う。

切な仕事を忠実に成し遂げました。この世は

わたしの福音を受け入れる者は皆，わたしの

教会の女性に神から与えられた使命を捨てさ

王国において息子であり，娘だからである。

せようとしてきましたが，忠実な扶助協会の姉

……この世のものを捨てて，この世に勝る世

妹たちは「下って行く」ことはしませんでした。

のものを求めな〔さい〕
。……あなたが交わし

称賛に値する，神に近づくためのあらゆる

た聖約を固く守りなさい。
」17 預言者ジョセフ・

事柄，人の子らを高め，清めるすべての事柄に

スミスが扶助協会の姉妹たちに「
〔自分たち

ついて世の人々を導くことは大変な努力を要す

の〕特権にふさわしく生きる」ように言ったと

る責任です。いつの時代でもそうでした。し

き，この 勧めには，次の 約束 が 伴っていま

かし，扶助協会の姉妹は独りでこの責任を背

した。「天使は皆さんの友とならずにはいられ

負っているわけではありません。彼女たちは，

ないでしょう。…… 皆さんが純粋であるかぎ

神権の権能によって設立され，預言者の教え

り，それを妨げるものは何もありません。
」18

と宣言によって強化された偉大な組織に所属
しているのです。彼女たちは，神聖な責任を
担った神の愛する娘たちです。彼女たちは小
羊の聖約の民であって，
「義と神の力とをもっ
て，大いなる栄光のうちに武装して」います。15
忠実なほかの聖徒たちと力を合わせ，先人た
ちの模範から学ぶならば，彼女たちはこの世
の問題に打ち勝つことができるでしょう。そし
て，神の王国を世界中に，また自分の家庭に築
く業に貢献することができます。彼女たちはこ
う言うことができます。「今度はわたしたちの
番です。わたしたちが奉仕して，扶助協会の
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扶助協会の歴史
の中の重要な出来事

1830 年 4 月 6 日

1846 年 2 月

1872 年

教会が組織される。

聖徒たちのノーブー脱出が始まる。

扶助協会，Woman s Exponent の
出版を支援する。

1830 年
ジョセフ・スミス，
妻エマへの啓示を受ける
（教義と聖約 25 章参照）
。

1842 年 3 月 17 日
ノーブー女性扶助協会が組織され，
エマ・スミスが会長に選ばれる。

1846 年
ノーブー神殿が
奉献される。

18 43 年
エマ・スミスとその顧問
顧問
たち，イリノイ州ノーブー
ブー
のワードにて訪問
委員会を任命する。

1847
47 年 7 月

1873 年

開拓者の第
者の第 1 陣が
ソルトレーク盆地に
トレーク盆地に
到着する。
する。

扶助協会の姉妹たち，医療技術の
訓練を受けるよう奨励される。

1867
67 年
ブリガム・ヤング，すべてのワードで
ードで
扶助協会を再組織するよう
ビショップに要請する。

1844 年 6 月 27 日

1870 年

預言者ジョセフ・スミスと
兄のハイラム・スミス，
カーセージの監獄にて殉教する。

若い女性のためにシニア・
ジュニアリトレンチメント協会
会
女子部が設立される。

1876 年
デゼレトシルク協会 設立される。
デゼレトシルク協会が
会長はジーナ・D・H・ヤング。
会長はジーナ・D・H
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1878 年
子供のために
初等協会の組織が
設立される。

1913 年
「愛はいつまでも
絶えることがない」
が扶助協会の
モットーになる。

1936 年
大管長会，教会福祉プログラムを
立ち上げる。

1915 年
扶助協会，
『扶助協会誌』
（Relief Society Magazine ）
を発刊する。

1882 年
扶助協会，デゼレト病院を設立する。

1944 年
訪問教師は寄付集めをやめ，
訪問先の姉妹を教え導くことに
力を注ぐようになる。

1954 年
1890 年
ウィルフォード・ウッドラフ，
多妻結婚の実施を
やめるきっかけとなった啓示を
受ける。

1893 年
ソルトレーク神殿が奉献される。

1916 年

ベル・S・
ベル・S・スパッフォード，
合衆国の代表団を率いて
合衆国の
国際婦人連合に出席する。
国際
国際婦人

訪問教師が
福音のメッセージを
ジを
毎月姉妹たちに
伝えるようになる。
る。

1918 年
扶助協会，
20 万ブッシェルの
の
小麦を合衆国政府に
政府に
売る。

1921 年
扶助協会，
産科病院を設立する。
立
立す
立する。

1956 年
ソルトレー
ソルトレーク・シティーの
扶助協会
扶助協
会ビルが奉献される。
扶助協会ビルが奉献される。
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1969 年

1992 年

2004 年

扶助協会社会福祉課が
教会社会福祉部に統合される。

姉妹たち，それぞれの地域で
奉仕活動を行うことによって，
扶助協会創立 150 周年を祝う。

扶助協会，若い女性，初等協会の
中央会長会が，補助組織のための
最初の世界指導者訓練集会に
出席する。

1971 年
『扶助協会誌』
（Relief Society Magazine ）が
廃刊となり，代わって
『エンサイン』
（Ensign ）が 発刊される。

2009 年
1995 年 9 月 23
3日
ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長，
レー大管長，
中央扶助協会集会において
おいて
「家族─世界への宣言」
言」
を読み上げる。

扶助協会の会員数，
600 万人に達する。

1978 年
ノーブーにある
婦人記念庭園の
モニュメントが
モ
ニュメントが
奉献される。
奉
献される。

中央扶助協会集会に出席している
姉妹たち

2011 年
教会，福祉プログラム発足 75 周年を祝う。

1978
19
1
978
8 年 9 月 16
6日
第 1 回中央扶助協会集会が
開催される。

1987 年
国際機関誌（現在の『リアホナ』
）
と
『エンサイン』
（Ensign ）に
毎月の家庭訪問メッセージが
掲載されるようになる。
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1997 年
扶助協会，大祭司グループ，
ープ，
長老定員会が日曜日に
に
ことになる。
同じ教科課程で学ぶことになる。

中央扶助協会会長会
会長 ── エマ・ヘイル・スミス，1842 −1844 年。
第一顧問── サラ・マリエッタ・キングスレー・ク
リーブランド，1842 −1844 年。第二顧問──エリザ
ベス・アン・スミス・ホイットニー，1842 −1844 年。
会長──エライザ・ロクシー・スノー，1866 −1887
年。第一顧問──ジーナ・ダイアンサ・ハンティント
ン・ヤング，1880 −1888 年。第二顧問──エリザベ
ス・アン・スミス・ホイットニー，1880 −1882 年。
会長──ザイナ・ダイアンサ・ハンティントン・ヤン
グ，1888 −1901 年。第一顧問──ジェーン・スナイ
ダー・リチャーズ，1888 −1901 年。第二顧問──バ
スシバ・ウィルソン・スミス，1888 −1901 年。
会 長 ──バスシバ・ウィルソン・スミス，1901−
1910 年。第一顧問── アニー・テーラー・ハイド，
1901−1909 年。第 二 顧 問 ──アイダ・スムート・
デューゼンベリー，1901−1910 年。
会長 ── エメリン・ウッドワード・B・ウェルズ，
1910 −1921 年。第一顧問──クラリッサ・スミス・
ウィリアムズ，1910 −1921 年。第二顧問 ──ジュ
リーナ・ラムソン・スミス，1910 −1921 年。
会長──クラリッサ・スミス・ウィリアムズ，1921−
1928 年。第一顧問──ジニー・ブリムホール・ナイ
ト，1921−1928 年。第二顧問──ルイーズ・イェー
ツ・ロビソン，1921−1928 年。
会長──ルイーズ・イェーツ・ロビソン，1928 −1939
年。第一顧問 ──エーミー・ブラウン・ライマン，
1928 −1939 年。第二顧問──ジュリア・アレマン・
チャイルド，1928 −1935 年；ケート・モンゴメリー・
バーカー，1935 −1939 年。
会 長 ── エーミー・ブラウン・ライマン，1940 −
1945 年。第一顧問──マルシア・ノールトン・ハウ
エルズ，1940 −1945 年。第二顧問──ドナ・デュラ
ント・ソレンセン，1940 −1942 年；ベル・スミス・
スパッフォード，1942 −1945 年。

会長 ── ベル・スミス・スパッフォード，1945 −
1974 年。第 一 顧 問 ── マリアンヌ・クラーク・
シャープ，1945 −1974 年。第二顧問──ガートルー
ド・ライバーグ・ガルフ，1945 −1947 年；ベルマ・
ネベカー・シモンセン，1947 −1956 年；ヘレン・
ウッドラフ・アンダーソン，1957 −1958 年； ルイー
ズ・ウォレス・マドセン，1958 −1974 年。
会長──バーバラ・ブラッドショー・スミス，1974 −
1984 年。第一顧問──ジャナス・ラッセル・キャノ
ン，1974 −1978 年；マリアン・リチャーズ・ボイ
ヤー，1978 −1984 年。第二顧問──マリアン・リ
チャーズ・ボイヤー，1974 −1978 年；シャーリー・
ウィルクス・トーマス，1978 −1983 年；アン・スト
ダード・リース，1983 −1984 年。
会長──バーバラ・ウッドヘッド・ウインダー，1984
−1990 年。第一顧問──ジョイ・フレウィン・エバ
ンズ，1984 −1990 年。第二顧問──ジョアン・ブッ
シュマン・ドクシー，1984 −1990 年。
会長──イレイン・ロー・ジャック，1990 −1997 年。
第一顧問──チエコ・ニシムラ・岡崎，1990 −1997
年。第二顧問──アイリーン・ヘイルズ・クライド，
1990 −1997 年。
会長──メアリー・エレン・ウッド・スムート，1997
− 2002 年。第一顧問──バージニア・ユーリー・
ジェンセン，1997 − 2002 年。第 二 顧 問 ──シェ
リー・L・デュー，1997 − 2002 年。
会長──ボニー・ダンシー・パーキン，2002 − 2007
年。第一顧問──キャスリーン･ハースト･ヒューズ，
2002 − 2007 年。第二顧問──アン･ クラーク･ピン
グリー，2002 − 2007 年。
会長──ジュリー・バンガーター・ベック，2007 年か
ら。第一顧問──シルビア・エンリケス・オールレッ
ド，2007 年から。第二顧問──バーバラ・トンプソ
ン，2007 年から。
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序
1. エマ・スミス，Relief Society Minute
Book ，イリノイ州ノーブーにおける
1842 年 3 月 17 日 付 の 記 録，教 会
歴史図書館，12 で引用
2. ス ペ ン サ ー・W・ キ ン ボ ー ル，
Privileges and Responsibilities
of Sisters, Ensign, 1978 年 11 月
号，104
3. ベ ル・S・ ス パ ッ フ ォ ー ド，A
Woman s Reach（ 1974 年），23
4. アルマ 37：6

第１章
1. ジェームズ・Ｅ・タルメージ，Jesus
the Christ ，
第 3 版（1916 年）
，475
2. ヨハネ 19：25 − 27 参照
3. ヨハネ 20：1 − 18 参照
4. ルカ 10：38 − 42 参照
5. ヨハネ 11：20 − 27 参照
6. ルカ 8：1 − 3
7. 1 テモテ 5：10
8. テトス 2：4
9. 使徒 9：36 − 40
10. ローマ 16：3 − 5 参照
11. 1 コリント 16：19 ；強調付加
12. ローマ 16：6
13. 使徒 16：14 − 15 参照
14. ローマ 16：1 − 2 ；強調付加
15. ジョセフ・スミス，サラ・M・キンボー
ル著 Auto-biography, Woman s
Exponent ， 1883 年 9 月 1 日，51
で 引 用。『歴 代 大 管 長 の 教 え─
ジョセフ・スミス』
（ 2007 年），451
も参照
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16. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー， Female
Relief Society， Deseret News ，
1868 年 4 月 22 日，81 。 句 読 点は
標準的なものに修正されている
17.『歴代大管長の教え──ジョセフ・
F・スミス』
（ 1998 年），184
18. ロレンゾ・スノー， Prest. Snow to
Relief Societies, Deseret Evening
News ，1901 年 7 月 9 日，1
19. ジュリー・B・ベック，
「末日聖徒の
女性が秀でている事柄──力強く
確固として立つ」
『リアホナ』2007
年 11 月号，109

第2章
1. サラ・M・キンボール，扶助協会の
創立時から 1892 年 4 月 5 日の大会
までの議 事 録，第 2 巻，教会歴史
図書館，29 。語のつづりや大文字
の使用は標準的なものに修正され
ている
2. サ ラ・M・ キ ン ボ ー ル， Autobiography, Woman s Exponent ，
1883 年 9 月 1 日，51
3. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1842 年 3 月
17 日付の記 録，6 − 7 参照。創立
集会には 20 名の姉妹が出席し，欠
席した 7 名は，集会中に同協会へ
の加入を認められた
4. 預 言 者 ジョセ フ・スミス，Relief
Society Minute Book ，イリノイ州
ノーブーにおける 1842 年 3 月 17 日
付の記録，教会歴史図書館，7 で引
用。本書からの引用はすべて必要
に応じて語のつづりや大文字の使
用 が 標 準 的 なものに修 正されて
いる
5. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1842 年 3 月
17 日付の記録，8 − 9 参照

6. 教義と聖約 25：3 ，7
7. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 3 月 17 日付の記
録，8 での引用を参照
8. 教義と聖約 25：2 ，5 − 8 ，10 −11，
13 − 15 参照
9. 教義と聖約 25：16
10. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 3 月 17 日付の記
録，8 で引用
11. エマ・スミス，Relief Society Minute
Book ，イリノイ州ノーブーにおける
1842 年 3 月 17 日付の記 録，12 で
引用
12. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1842 年 3 月
17 日付の記録，14 参照
13. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，40 で引用
14. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 3 月 30 日付の記
録，22 で引用
15. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，38 で引用
16. ボイド・Ｋ・パッカー，
「扶 助協会」
『聖徒の道』，1979 年 2 月号，11
17. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 3 月 17 日付の記
録，8 での引用を参照
18. エライザ・R・スノー，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，41 で引用

19. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
に お ける 1842 年 6 月 9 日 付 の 記
録，63 参照
20. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
に お ける 1842 年 6 月 9 日 付 の 記
録，63 で引用
21. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
に お ける 1842 年 6 月 9 日 付 の 記
録，63 で引用
22. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，38 で引用
23. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，35 で引用
24. 教義と聖約 20：69
25. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，38 で引用
26. 教義と聖約 25：5
27. 教義と聖約 68：25 − 28
28. 教義と聖約 93：40 ，44 ，49 − 50
29. エマ・スミス，Relief Society Minute
Book ，イリノイ州ノーブーにおける
1844 年 3 月 9 日付の記 録，123 で
引用
30. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，40 で引用
31.『歴代大管長の教え──ジョセフ・
スミス』482
32. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1842 年 4 月
14 日付の記録，28
33. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1843 年 8 月
5 日付の記録，103
34. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1843 年 8 月
13 日付の記録，107

35. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブー第 3 ワードの女性扶
助協会集会，日付不詳，112
36. 教義と聖約 124：27 − 30
37. 教義と聖約 131 − 132 章参照
38. サリー・ランドル，ケネス・W・ゴッ
ドフリー共著 Woman s Voices: An
Untold History of the Latter-day
Saints（ 1982 年），138 − 139
39. マタイ 25：40
40.

R. S. Reports, Womans Exponent，
1876 年 9 月 1 日付の記録，50

41. ジョセフ・スミス，エドワード・W・
テ ュ リ ッ ジ 著 The Women of
Mormondom（1877 年）
，76 で引用
42. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブーにおける 1843 年 6 月
16 日付の記録，91 − 92
43. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
における 1842 年 4 月 28 日付の記
録，39 で引用
44. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー
に お ける 1842 年 6 月 9 日 付 の 記
録，62 で引用
45. エレン・ダグラス，1844 年 4 月 14
日付の手紙，タイプ原稿，教会歴史
図書館
46. ジョン・A・ウィッツォー，Evidences
and Reconciliations, G・ホーマー
ダ ラム 編，全 3 巻，第 1 巻（ 1960
年），308
47. エミリー・ウッドマンシー「シオンの
娘」
『賛美歌』195 番
48. M・ラッセル・バラード「義 に か
なった女性たち」
『リアホナ』2002
年 12 月号，39
49. ル ーシー・マック・スミス，Relief
Society Minute Book ，イリノイ州
ノーブーにおける 1842 年 3 月 24 日
付の記録，18 − 19 で引用
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3. ブリガム・ヤング，History of the
Church ，第 7 巻，567 で引用
4. サラ・デ アー モン・ピー・リッチ
Autobiography, 1885 − 93, 教
会歴史図書館，66；語のつづり，句
読点，大文字の使用は標準的なも
のに修正されている；リチャード・
G・スコット『リアホナ』2009 年 5
月号，44 − 45 で引用
5. 教義と聖約 136：4
6. チャールズ・ランマン，A Summer
in the Wilderness（ 1847 年），32
で引用
7. 教義と聖約 136：1 ，8
8. プレ センディア・ラスロップ・キ
ンボール A Venerable Woman,
Woman s Exponent ，1883 年 6 月
1 日付，2
9. ドラシラ・ドリス・ヘンドリックス
H istor ica l Sketch of Ja mes
Hendricks and Drusilla Dorris
Hendricks, Henry Hendricks
Genealogy， マーガレット・アレン
編（ 1963 年），28 で引用
10. ジル・マルベイ・ダー，ジャナス・ラッ
セル・キャノン，およびモーリーン・
アーゼンバッハ・ビーチャー，Women
of Covenant: The Story of Relief
Society（ 1992 年），67 参照
11. エライザ・パートリッジ・ライマンの
日 記，1846 年 7 月 14 日− 12 月 12
日付，教会歴史図書館，32 − 35
12. エライザ・パートリッジ・ライマンの
日記，38
13. バスシバ・W・スミス自叙伝，タイプ
原 稿，教 会 歴史 図 書 館，13；句 読
点，語のつづり，大文字の使用は標
準的なものに修正されている
14. ヘ レ ン・ マ ー・ ホ イ ッ ト ニ ー
Scenes and Incidents at Winter
Quarters, Woman s Exponent ，
1885 年 12 月 1 日付，98
15. ウォレス・ステグナー，The Gathering
of Zion: The Story of the
Mormon Trail（ 1981 年），13
16. アルマ 34：28

1. 教義と聖約 25：13
2. アルマ 27：27
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17. エメリン・B・ウェルズ After the
Days of Nauvoo, Record of the
Rel ief S ociety f rom First
Organization to Conference ，
1892 年 4 月 5 日，第 2 巻，教 会 歴
史 図 書 館，234 − 235 で 引 用；語
のつづり，大文字の使用は標準的
なものに修正されている
18. ブリガム・ヤング Remarks, Deseret
News ，1856 年 10 月 15 日付，252
19. ル ー シ ー・ メ ザ ー ブ・ ス ミ ス
Historical Sketches of My Great
Grandfathers 手 書き原稿，特別
蔵書，ユタ大学マリオット図書館，
53 − 54；語 のつづり，大文 字，句
読点の使用は標準的なものに修正
されている
20. モロナイ 7：47
21. ル ー シ ー・ メ ザ ー ブ・ ス ミ ス
Historical Sketches of My Great
Grandfathers, 54
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1. Journal of Wilford Woodruff ，
1866 年 12 月 26 日付，教会歴史図
書館参照
2. ブ リ ガ ム・ ヤ ン グ Remarks,
Deseret Evening News ， 1867 年
12 月 14 日付，2；『歴代大管長の教
え ─ブ リガム・ヤング』145 も
参照
3. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 4 月 28 日付，教 会 歴 史 図
書館，38 で引用；語のつづりは標
準的なものに修正されている
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7. ブ リガム・ヤング，The Personal
Writings of Eliza Roxcy Snow，
モーリーン・アーゼンバッハ・ビー
チャー編（ 1995 年），35 で引用

21. ジ ー ナ・D・H・ ヤ ン グ の 日 記，
1890 年 10 月 6 日付，教会歴史図書
館；語のつづりは標準的なものに
修正されている

8. 教義と聖約 25：7

22. ヘレン・マ ー・ホ イット ニー，A
Wo m a n s V i e w : H e l e n M a r
W h it ney s Rem i n iscences of
Early Church History， リチャー
ド・N・ホルツアプ フェル および
ジェニー・B・ホルツアプフェル編
（ 1997 年），140

9. エライザ・R・スノー Female Relief
Society, 81
10. ブ リ ガ ム・ ヤ ン グ Remarks,
Deseret News Weekly，1868 年
5 月 13 日付，3； 句 読 点の 使 用は
標準的なものに修正されている
11. スサ・ヤング・ゲーツ，History of
t h e Yo u ng L a d i e s Mut u a l
Improvement Association（ 1911
年），9 − 10 で引用
12. エライザ・R・スノー，シニア・ジュ
ニアリトレンチメント協会議 事録，
1875 年 2 月 20 日付，タイプ 原 稿，
教会歴史図書館で引用；句読点の
使用は標準的なものに修正されて
いる
13. エライザ・R・スノーからメアリー・
エリザベス・ライトナーへの手紙，
1869 年 5 月 27 日 付，教 会 歴 史 図
書館
14. エライザ・R・スノー An Address
by M i s s E l i z a R . S n ow,
Millennial Star， 1874 年 1 月 13
日付，18
15. 教義と聖約 132 章参照
16. エライザ・R・スノー，Relief Society
Minute Book ，ソルトレークステー
ク 第 15 ワ ー ド，1870 年 1 月 6 日
付，教会歴史図書館，140 で引用；
句読点，大文字の使用は標準的な
ものに修正されている

4. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー Female
Relief Society, Deseret News ，
1868 年 4 月 22 日付，81

17.

Great Indignation Meeting,
Millennial Star， 1870 年 2 月 22
日付，115 で引用

5. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー Female
Relief Society, 81

18.

The Mormon Question, New
York Times ，1870 年 2 月 8 日付，1

6. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー，Relief
Society Minute Book ，ソルトレー
クステーク第 3 ワード，1868 年 9 月
23 日 付，教 会 歴 史 図 書 館，17 で
引用

19.

Mormon Women in Council,
New York Herald ， 1870 年 １ 月
23 日付； Deseret News ， 1870 年
2 月 16 日付，23 で引用

20. ウ ィ ル フ ォ ー ド・ ウ ッ ド ラ フ
Remarks, Deseret Weekly ，
1891 年 11 月 14 日付，660

23. アンドリュー・ジェンソン，Latterday Sa int Biographica l
Encyclopedia ， 全 4 巻（ 1901 −
1936 年），第 1 巻，695 参照
24. エライザ・R・スノー，第 10 回ワー
ド 扶 助 協 会 議 事 録，1874 年 1 月
22 日付，教会歴史図書館，24 で引
用；句読点，大文字の使用は標準
的なものに修正されている
25. エミリー・S・リチャーズ General
C on ference Rel ief S o c iet y,
Woman s Exponent ，1901 年 12
月号，54 で引用
26.

Emily S. Richards, Brigham
Yo u ng Un ive r s it y B u l l et i n :
Dedicatory Services for Naming
a n d D e d i c a t i o n o f Tw e l v e
Buildings ，1957 年 5 月 7 日 付，21
で引用

27. スペンサー・W・キンボール「義な
る女 性の 役 割」
『聖 徒の道』1980
年 3 月号，141 参照
28.『歴代大管長の教え──ブリガム・
ヤング』183 − 184 参照
29. ブ リ ガ ム・ ヤ ン グ Remarks,
Deseret News Weekly， 1868 年
5 月 13 日付，3
30. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー Female
Relief Society, 81
31. ブ リ ガ ム・ ヤ ン グ Remarks,
Deseret News Weekly， 1868 年
5 月 13 日付，3
32. エメリン・B・ウェルズ Be Wise
a nd Hea rken to C ounsel ,
Woman s Exponent ，1876 年 11
月 1 日付，84；句読点は標準的なも
のに修正されている

33. サラ・ハワード General Meeting
of C ent ra l a nd Wa rd
Wo m a n s
Committees,
Exponent ， 1876 年 12 月 1 日 付，
99 で引用
34. ジョン・テ ーラ ー Discourse by
Prest . John Taylor, Deseret
News ，1879 年 4 月 9 日付，147
35. エメリン・B・ウェルズ Sisters Be
in Earnest, Woman s Exponent ，
1876 年 10 月 15 日付，76
36. ジル・マル ベイ・ダー，ジャナス・
ラッセル・キャノン，モーリーン・
アーゼンバッハ・ビーチャー共著，
Women of Covenant: The Story
of Relief Society（ 1992 年），165 −
166 参照
37.

Church Wheat to Be Turned
Over to Government, Deseret
Evening News ， 1918 年 5 月 20
日付，1 参照

38. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー An
Address, Woman s Exponent ，
1873 年 9 月 15 日付，63

46. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー，Poems:
Religious, Historical, and Political
（ 1856 年），148 − 149
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1. エメリン・B・ウェルズ，クラリッ
サ・S・ウィリアムズ，ジュリナ・L・
ス ミ ス， Resolutions of Relief
Society, Woman s Exponent ，
1913 年 11 月 , 79
2. 1 コリント13：8；モロナイ 7：46；中
央 管 理会議 事 録 , 1842 年− 2007
年 , 1913 年 7 月 3 日 , 教会歴史図
書館も参照
3. ジョセフ ･スミス，イリノイ州ノー
ブー扶助協会議事録 , 1842 年 6 月
9 日 , 教会歴史図書館 , 63 で引用
4. モロナイ 7： 47
5. エメリン・B・ウェルズ，クラリッ
サ・S・ウィリアムズ，ジュリナ・L・
ス ミ ス， Epistle to the Relief
Society Concerning These War
Times, Relief Society Magazine,
1917 年 7 月 , 364

39. エメリン・B・ウェルズ Zina D.H.
Young ─ A Character Sketch,
Improvement Era ， 1901 年 11 月
号，45

6. モロナイ 7：46 − 47 参照

40. エライザ・R・スノー An Address
by Miss Eliza R. Snow, 20； 語
のつづりは標準的なものに修正され
ている

8.

41. エマ・アンダーセン・リリェンクイス
ト，Our Pioneer Heritage ， ケイ
ト・B・カーター編（ 1963 年），第
6 巻，445 − 446 で引用
42.

Deseret Hospital, Woman s
Exponent ，1882 年 8 月 1 日付，36

43. エ メリン・B・ ウェ ル ズ の 日 記，
1878 年 1 月 4 日付，ブリガム・ヤン
グ 大 学 ハロルド・B・リー 特 別 蔵
書；句読点は標準的なものに修正
されている
44. エ メリン・B・ ウェ ル ズ の 日 記，
1895 年 8 月 1 日付
45. エライザ・R・スノー An Address
by Miss Eliza R. Snow, 21

7. ジョセフ ･F・スミス，扶助協会中央
管理会議事録 , 1914 年 3 月 17 日 ,
教会歴史図書館 , 54 − 55 で引用
Notes from the Field, Relief
Society Magazine, 1917 年 9 月 ,
512 で引用

9. エ メ リ ン・B・ ウ ェ ル ズ， The
Grain Question, 扶助協会紀要 ,
1914 年 9 月 , 1 − 2
10. エ ーミー・ブ ラ ウン・ ライマン，
S ocia l S ervice Work in t he
Relief Society, 1917 年− 1928 年 ,
タイプ原稿，教会歴史図書館 , 2
11. ク ラ リ ッ サ・S・ ウ ィリ アム ズ，
Relief Society Gives Hard Job
to General Head, Deseret News,
1925 年 9 月 23 日付 , セクション 2,
1 で引用
12 ．グラディス・ロビソン・ウィンター，
The Life and Family of Louise
Yates Robison, グラディス・ロビソ
ン・ウィンター編で引用，教会歴史
図書館

13. イブリン・ホッジス・ルイス，ロレッ
タ・ヘフナーによるインタビュー，
1979 年 9 月，筆記 録 参照，教会歴
史図書館
14. ルイーズ・Y・ロビソン， Oﬃcers
Meet ing, Relief S ociety
Magazine, 1935 年 5 月 , 272
15. ヒーバー・Ｊ・グラント，Conference
Report ，1936 年 10 月，3 で引用
16. トーマス・S・モンソン「個人と家族
の福祉に関する指導原則」
『聖徒の
道』1987 年 2 月号，7 参照
17. ハロルド・B・リー， Place of the
Relief S ociety in the Church
Security Plan, Relief Society
Magazine, 1937 年 3 月 , 143 ， 句
読点は標準的なものに修正されて
いる
18. ジョセフ ･L・ワースリン， Relief
S ociety ─ An Aid to the
Bishops , Relief S ociety
Magazine, 1941 年 6 月 , 417
19.

Memo of Suggestions, 1 − 6,
Church Union Board 役員会議事
録，教会歴史図書館

20. エ ーミー・ブ ラ ウン・ ライマン，
Mayola.R. Miltonberger, Fifty
Years of Relief Society Social
Services（ 1987 年）, 2 で引用，大
文字の使用は標準的なものに修正
されている
21. ボイド・K・パッカー，未出版原稿
22. マリア・シュパイデル， Notes from
t he Field , Rel ief S o ciety
Magazine, 1946 年 2 月 , 123 で
引用
23. ジ ョ ン・ ジ プ ロ， Life Story of
John Zippro, 未出版原稿，ジル・
マルベイ・デア，ヤナス・ラッセル・
キャノン，モーリーン・アーゼンバッハ・
ビーチャー，Women of Covenant:
The Stor y of Rel ief S o ciet y
（ 1992 年）, 301 − 302 で引用
24. エ バ・M・ グ レ ガ ーソン， Notes
from the Field, Relief Society
Magazine, 1946 年 2 月 , 118 で引用
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25. ヒュー・B・ブラウン， Notes from
t he Field , Rel ief S o ciety
Magazine, 1944 年 10 月 , 591 −
592 で引用
26. ヘ ト ビ ッ ヒ・ ビ エ レ イ ヘ ル，ロ
ジ ャ ー・P・ マイナ ート，Harm s
Way: East German Saints in
World War I I （ 20 09 年）, 209
参照
27. ジェニファー・A・ヘックマン，ネイ
サ ン・N・ ウ ェ イ ト， Steadfast
German Saints, BYU Magazine,
2010 年冬号 , 57 参照
28. エーミー・ブラウン・ライマン，In
Retrospect（ 1945 年）, 160 − 161
29. モロナイ 7：46 − 47
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1. エライザ・R・スノー，ウィーバース
テーク扶 助 協 会 議 事 録，1877 年
10 月 3 0 日，教会歴史図書館，2 7
− 28
2. ベル・S・スパッフォード，マリアン
ヌ・シャープ，ガートルード・ガルフ，
The New Year, Relief Society
Magazine, 1947 年 1 月 , 3
3. ボイド・K・パッカー，
『聖 徒の道』
1998 年 7 月号，77
4. ボイド・K・パッカー「姉 妹 の 輪」
『聖徒の道』1981 年 4 月号，210
5. ヘンリー・B・アイリング「扶 助 協
会の不朽の受け継ぎ」
『リアホナ』
2009 年 11 月号，124
6. ボイド・K・パッカー「姉 妹の輪」，
212
7. ボイド・K・パッカー，
『聖 徒の道』
1998 年 7 月号，79
8. ジョー ジ・ア ルバ ート・スミス，
Address to Members of Relief
S o c i et y, R e l i e f S o c i et y
Magazine, 1945 年 12 月 , 717
9. ベル・S・スパッフォード， A Relief
Society Building to Be Erected,
Relief Society Magazine, 1945 年
12 月 , 751 − 753 参照
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10. ベル・S・スパッフォード， Joy in
Full Measure, Relief Society
Magazine, 1948 年 11 月 , 725
11. デビッド・O・マッケイ， Dedicatory
Prayer of t he Relief S ociety
Building, Relief S ociety
Magazine, 1956 年 12 月 , 789
12. ボイド・K・パッカー，
『聖 徒の道』
1979 年 2 月号，11 − 12 参照
13. ベル・S・スパッフォード，ジル・マ
ルベイ・ダーによるインタビュー，
1976 年 1 月 20 日，筆記録，教会歴
史図書館，127

A
14. ベ ル・S・ ス パ ッ フ ォ ー ド，
Woman s Reach（ 1974 年）, 98；
段落変更
15. シルビア・H・オールレッド「扶 助
協会はすべての女性に必要です」
『リ
ア ホ ナ』2009 年 11 月 号，115 −
116 参照
16. オルガ・コバルジョバ・カンポラ，
Fruits of Fa it hfulness: The
S a i nt s o f C z e c h o s l o v a k i a ,
Wo men S t e ad f a st i n C h r i st
（ 1992 年）, 141 − 146 参照
17. スペンサー・W・キンボール「義な
る女 性の 役 割」
『聖 徒の道』1980
年 3 月号，142 − 143 参照
18. イレイン・L・ジャック，ジュリー・
B・ ベックに よる インタビ ュー，
2009 年 2 月 10 日，筆記録，教会歴
史図書館，句読点は標準的なもの
に修正されている
19. イレイン・L・ジャック，ジュリー・
B・ ベックに よる インタビ ュー，
2009 年 2 月 10 日，大文字の使用と
句読点は標準的なものに修正され
ている
20. トーマス・S・モンソン「扶 助 協会
の 偉 大な力」
『聖徒の道』1998 年
1 月号，111
21. ジュリー・B・ベック「扶 助協会の
目的を達成する」
『リアホナ』2008
年 11 月号，110 参照
22. ボイド・K・パッカー「姉 妹の輪」，
210
23. ボイド・K・パッカー『聖 徒 の 道』
1998 年 7 月号，77

24. ボイド・K・パッカー「姉 妹の輪」，
211 参照
25. トーマス・S・モンソン「愛はいいつ
までも絶えることがない」
『リアホ
ナ』2010 年 11 月 号，124 − 125；
モロナイ 7：46 − 47 も参照
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1. エライザ・R・スノー「高きに満ちた
る」
『賛美歌』112 番
2. ルカ 15：3 − 7 参照
3. 3 ニーファイ 11：13 − 17；17：5 −
25 参照
4. ジュリー・B・ベック「扶助協会──
神聖な業」
『リアホナ』2009 年 11
月号，113
5. Relief Society Minute Book ，イリ
ノイ州ノーブー，1843 年 7 月 28 日，
教会歴史図書館，101
6. ジョセフ・F・スミス， Address of
P resident Joseph F. Smit h ,
Woman s Exponent ，1903 年 5 月
号，93 。『歴 代 大 管長の教え──
ジョセフ・F・スミス』186 も参照
7. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー，Relief
Society Minutes ，ソルトレークス
テーク第 6 ワード，1868 年 8 月 16
日，教 会 歴 史 図 書 館，16 。 原 文
（英語）においては，つづりおよび
大文字は標準的なものに修正され
ている
8. エライザ・R・スノー，Mt. Pleasant
N o r t h Wa r d R e l i e f S o c i et y
Minutes ，1880 年 8 月 7 日，教 会
歴史図書館，56 。大文字は標準的
なものに修正されている
9. サラ・M・キンボール，15th Ward
Relief Society Minutes ，1868 −
1873 年，教会歴史図書館。句読点
の使用は標準的なものに修正され
ている
10. ジ ェ ー ン・ リ チ ャ ー ズ， R. S.
Reports, Woman s Exponent ，
1907 年 9 月号，24 で引用
11. Minutes of G enera l B oard of
Relief Society ，194 4 年 4 月 19
日，教会歴史図書館，39 − 40

12. ベル・S・スパッフォード，ジル・ム
ルバ〔・デル〕によるインタビュー，
1975 年 12 月 1 日，筆記録，教会歴
史図書館
13. ベル・S・スパッフォード，ジル・マ
ルベイ・ダーによるインタビュー，
1975 年 12 月 8 日，筆記録，教会歴
史図書館
14. ヘンリー・B・アイリング「扶 助 協
会の不朽の受け継ぎ」
『リアホナ』
2009 年 11 月号，123
15. ジュリー・B・ベック， Strengthen
Thy St a kes : St rong a nd
Immovable in Faith, Awake,
Arise, and Come unto Christ:
Ta l k s f r o m t h e 2 0 0 8 B Y U
Woman s Conference（ Deseret
Book ，2009 年），86 − 87 で引用。
ポルトガル語の訳は修正
16. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 4 月 28 日，38
17. スペンサー・W・キンボール「小さ
な奉 仕の業」
『聖徒の道』1976 年
12 月号，541 参照
18. トーマス・S・モンソン「今日われ善
きことせしか」
『リアホナ』2009 年
11 月号，85
19. ディーター・F・ウークトドルフ「幸
福，わたしたちの受け継ぎ」
『リア
ホナ』2008 年 11 月号，120
20. スペンサー・W・キンボール「家庭
訪問の理 想」
『聖徒の道』1978 年
12 月号，2 参 照。 教 義と聖 約 20：
53 − 54 も参照
21. カミラ・キンボール，キャロライン・
アイリング・マイナー，エドワード・
L・キン ボ ール 共 著，Camilla: A
Biography of Camilla Eyring
Kimball（ 1980 年），175 で引用

25. スペンサー・W・キンボール「家庭
訪問の理想」2 − 4 参照
26. バージニア・U・ジェンセン「波紋の
ように」
『リア ホ ナ』2001 年 1 月
号，108 で引用
27. メアリー・エレン・スムート「時 代
を越えて履き継がれる開拓者の靴」
『聖徒の道』1998 年 1 月号，13
28. スペンサー・W・キンボール「家庭
訪問の理想」4 参照
29. イレイン・ライザ ー・オル ダー，
V i s i t i n g Te a c h i n g : T h e
Multiplier Effect, Ensign ，1985
年 3 月号，19
30. イレイン・L・ジャック，ジャクリー
ン・W・ ソ レ ン セ ン， Visiting
Te a c h i ng ─ G iv i ng S e l f l e s s
Service in a Loving Sisterhood,
Church News, 1992 年 3 月 7 日
付，5 で引用
31. ビ ビ ア ン・D・ オ ル ソ ン， The
Visiting Teacher Who Made a
Diﬀerence, Church News ，1982
年 5 月 15 日付，2
32. ホ ープ・カネル・バ ーノン， The
Visiting Teacher Who Made a
Difference, Church News ，1982
年 6 月 12 日付，2
33. バーバラ・W・ウインダー「力を合
わせて戦う──中央扶助協会会長
会との 会見」
『聖 徒の 道』1985 年
10 月号，13 − 14 参照
34. ロビン・ロムニー・エ バンズ， In
the Vineyard, Ensign ， 2004 年
3 月号，21 − 23
35. ロレンゾ・スノー， Prest. Snow to
Rel ief S o ciet ies , Deseret
Evening News ，1901 年 7 月 9 日
付，1 。ヤコブの手紙 1：27 を引用

5. シェリー・L・デュー「人が独りでい
るのは良くない」
『リアホナ』2002
年 1 月 号，14 参 照。 教 義 と 聖 約
109：22 を引用
6. エリザベス・アン・ホイットニー， A
Leaf from an Autobiography,
Woman s Exponent ，1878 年 9 月
1 日付，51
7. エリザベス・アン・ホイットニー， A
Leaf from an Autobiography,
Woman s Exponent ，1878 年 8 月
1 日付，33
8. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 4 月 28 日，教 会 歴 史 図 書
館，36
9. 信仰箇条 1：7
10. アマンダ・バーンズ・スミス。エド
ワ ード・W・ テ ュ ー リッ ジ，The
Women of Mormondom（ 1877 年），
124 ，128 で引用。『わたしたちの
受け継ぎ──末日聖徒イエス・キリ
スト教会歴史 概 観』43 − 44 も参
照。かじ屋の所有者はジェイコブ・
ハウンという人物であった
11. エリザベス・アン・ホイットニー， A
Leaf from an Autobiography,
Woman s Exponent ，1878 年 8 月
1 日付，33
12. ジ ョ セ フ・ ス ミ ス。 マ ー シ ー・
フィール ディング・トン プ ソン，
Recollections of the Prophet
Jo seph Sm it h , Juven i le
Instructor，1892 年 7 月 1 日付，400
で引用
13. 教義と聖約 95：8
14. 教義と聖約 97：28

22. キャシー・ハンフリー「力強い手と
優しい心」
『リアホナ』2004 年 12
月号，26 − 27
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23. メアリー・エレン・スムートによる
引用。ジュリー・B・ベックによるイ
ンタビュー，2009 年 5 月 20 日，筆
記録，教会歴史図書館

2. ダリン・H・オークス「扶 助協会と
教会」
『聖徒の道』1992 年 7 月号，
40 参照

24.「力強い手と優しい心」29

4. イレイン・L・ジャック「栄光にあず
か る 者」
『聖 徒 の 道』1997 年 1 月
号，87，88 参照

15. 教義と聖約 97：13 − 14
1. モーセ 1：39

3. ジョン・A・ウイッツォー，Priesthood
and Church Government（ 1939
年），83

16. 教義と聖約 124：28 ，40
17. エリザベス・アン・ホイットニー， A
Leaf from an Autobiography,
Woman s Exponent ，1879 年 2 月
15 日付，191
18. 教義と聖約 84：19 − 22 参照

191

19. ジョセフ・フィールディング・スミス，
Relief Society ─ an Aid to the
P r ie st ho o d , Rel ief S o c iet y
Magazine ，1959 年 1 月号，5 − 6
20. ラッセル・M・ネルソン「結婚のき
ずなをはぐくむ」
『リアホナ』2006
年 5 月号，37
21. リチャード・G・スコット「補助組織に
関する基本的な教義」
『世界指導者
訓練集会』2004 年 1 月 10 日，5 −
6 参照
22. ダリン・H・オークス「扶 助協会と
教会」
『聖徒の道』1992 年 7 月号，
41 参照。 1 コリント 11：11 を引用
23. ダリン・H・オークス「扶 助協会と
教会」
『聖徒の道』1992 年 7 月号，
41 参照。教義と聖約 14：7 を引用
24. 教義と聖約 68：25 − 28 参照
25. ブ ル ー ス・R・ マ ッ コ ン キ ー，
Conference Report ，オーストラリ
ア・シドニー 地 域 大 会，1976 年，
34 。モーセ 5：11 を引用

34. ヘンリー・B・アイリング「扶 助 協
会の不朽の受け継ぎ」
『リアホナ』
2009 年 11 月号，123
35. バーバラ・W・ウインダー。スーザ
ン・W・タナーによるインタビュー，
2011 年 1 月 3 日，筆 記 録，教 会 歴
史図書館，1
36. バーバラ・W・ウインダー。スーザ
ン・W・タナーによるインタビュー，
2011 年 1 月 3 日，1
37. 教義と聖約 6：32
38. トーマス・S・モンソン「行動する神
権者」
『聖徒の道』1993 年 1 月号，
56 参照
39. スペンサー・W・キンボール「扶助
協会──その将来と可能性」
『聖徒
の道』1977 年 3 月号，182 参照

28. 未発表原稿。匿名
29. ボイド・K・パッカー「扶 助 協 会」
『聖 徒 の 道』1998 年 7 月 号，77，
78 参照。教義と聖約 107：5；サラ・
M・キンボール， Autobiography,
Woman s Exponent ，1883 年 9 月
1 日付，51 で引用されているジョセ
フ・スミスの言葉を引用
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11. 教義と聖約 138：38 − 39；モーセ
5：10 − 12 参照
12. 創 世 27 − 28 章 参 照。 ジュリー・
B・ベック「家族の教義を教える」
『リア ホ ナ』2011 年 3 月 号，36 も
参照
13. 列王上 17：8 − 24 参照
14. アルマ 56：47 − 48 参照
15. ルカ 2：40 − 52 参照
16. 教 義 と 聖 約 68：25 − 28；93：36
− 48；131：1 − 3 参照
17. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー， An
Address, Woman s Exponent ，
1873 年 9 月 15 日付，63

41. ゴードン・B・ヒンクレー「教会の女
性」
『聖徒の道』1997 年 1 月号，76

18. ジ ー ナ・D・H・ ヤ ン グ， First
General Conference of the Relief
Society, Woman s Exponent ，
1889 年 4 月 15 日付，172

第9章
1. ゴードン・B・ヒンクレー「世の策略
に対抗して立つ」
『聖徒の道』1996
年 1 月号，113 参照
2.「家族──世界への宣言」本書 166
− 167 ページ
3. ゴードン・B・ヒンクレー「霊的な思
い」
『聖 徒の 道』1997 年 8 月号，5
で引用

30. 教義と聖約 38：27

4. バーバラ・トンプソン「わたしはあ
なたを強くし，あなたを助ける」
『リ
アホナ』2007 年 11 月号，117

31. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 3 月 30 日，22

5. ボニー・Ｄ・パーキン「両親が持つ
神 聖な義 務」
『リアホナ』2006 年
6 月号，61

32. エ ラ イ ザ・R・ ス ノ ー，Relief
Society Minutes ，ソルトレークス
テーク第 11ワード，1869 年 3 月 3 日，
教会歴史図書館

6. ゴードン・B・ヒンクレー「世の策略
に対抗して立つ」
『聖徒の道』1996
年 1 月号，114

33. バ ス シ バ・W・ス ミ ス， Oﬃcial
A n n o u n c e m e n t , Wo m a n s
Exponent ，1902 年 1 月 1 日付，68

10. ジュリー・B・ベック「家族の教義
を教える」
『リアホナ』2011 年 3 月
号，32

40. ジョセフ・フィールディング・スミス，
Relief Society ̶ an Aid to the
Priesthood, 5

26.「家族──世界への宣言」本書 166
− 167 ページ
27. ダリン・H・オークス「家庭と教会
における神権の権能」
『リアホナ』
2005 年 11 月号，24 ，26 ，27

9.「家族──世界への宣言」本書 166
− 167 ページ

7. ジェームズ・E・ファウスト「扶助協
『聖 徒の
会の大いなる 鍵 の言 葉」
道』1997 年 1 月号，109
かぎ

8. ゴードン・B・ヒンクレー「世の策略
に対抗して立つ」
『聖徒の道』1996
年 1 月号，113

19. ジ ョ セ フ・F・ ス ミ ス，Deseret
Weekly, 1892 年 1 月 9 日 付，71 。
『歴代大管長の教え──ジョセフ・
F・スミス』31 − 32 も参照
20. ジ ー ナ・D・H・ ヤ ン グ， Relief
S o c i e t y Ju b i l e e , Wo m a n s
Exponent ，1892 年 4 月 1 日付，140
21. ジ ー ナ・D・H・ ヤ ン グ， First
General Conference of the Relief
Society, 172
22. ジョセフ・F・スミス，Minutes of
Relief Society General Board,
1914 年 3 月 17 日 , 50 − 51 。『歴
代大管長の教え──ジョセフ・F・
スミス』185 − 186 で引用
23. シェリー・Ｌ・デュー「わたしたちは
皆，母親ではないでしょうか」
『リア
ホナ』2002 年 1 月号，113
24. ボニー・Ｄ・パーキン「両親が持つ
神 聖な義 務」
『リアホナ』2006 年
6 月号，65
25. バ ー バ ラ・W・ ウ イ ン ダ ー，
Enriching and Protecting the
Home, Ensign, 1986 年 3 月号，20

26. ベル・S・スパッフォード，ジル・マ
ルベイ・ダーによるインタビュー，
1976 年 3 月 8 日，筆 記 録，教 会 歴
史図書館，238
27. M・ラッセル・バラード「母と娘」
『リアホナ』2010 年 5 月号，18
28. シェリー・Ｌ・デュー「わたしたち
は 皆，母 親 で は ないでしょうか」
112 − 114 参照
29. ジュリー・B・ベック『リア ホ ナ』
2007 年 11 月号，76 − 77 参照
30. ハワード・W・ハンター「教会の姉
妹たちへ」
『聖徒の道』1993 年 1 月
号，109
31. 大管長会のメッセージ，Conference
Report ，1942 年 10 月，12 。 J・
ルーベン・クラーク・ジュニアによ
り読み上げられた
32. 大管長会のメッセージ，Conference
Report ，1942 年 10 月，12 − 13 。
J・ルーベン・クラーク・ジュニアに
より読み上げられた
33. バーバラ・B・スミス，A Fruitful
Season（ 1988 年），55
34. ジョージ・W・コーネル, Homemakers
Get a Boost, Fresno [California]
Bee ， 1978 年 4 月 5 日 付，C − 5；
ジル・マルベイ・ダー，ジャナス・
ラッセル・キャノン，モーリーン・
ア ー ゼ ン バ ッハ・ ビ ー チ ャ ー，
Women of Covenant: The Story
of Relief Society（ 1992 年），361
で引用
35. スーザン・W・タナー「将来の母親
を強める」
『リアホナ』2005 年 6 月
号，16 参照
36. デ ビ ッド・O・ マ ッ ケ イ，J・E・
マッカロク，Home: The Savior of
Civilization（ 1924 年），42 か ら 引
用），Conference Report ，1935 年
4 月，116
37. ハロルド・B・リー， Be Loyal to
the Royal within You, Speeches
of the Year: BYU Devotional and
Ten-Stake Fireside Addresses
1973（ 1974 年），91 。『歴 代 大 管
長 の 教 え──ハロルド・B・リー』
140 も参照

38. スペンサー・W・キンボール『聖徒
の道』1981 年 4 月号，3 参照
39. ジェームズ・E・ファウスト『リアホ
ナ』2003 年 5 月号，68
40. ゴードン・Ｂ・ヒンクレー「力強く
確固として立つ」
『世界指導者訓練
集会』2004 年 1 月 10 日，20 − 21
41. スペンサー・W・キンボール『聖徒
の 道』1972 年 ４ 月 号，147 − 151
参照
42. ゴードン・B・ヒンクレー「世の策
略 に 対 抗して 立 つ」
『聖 徒 の 道』
1996 年 1 月号，114
43. ス ペ ン サ ー・W・ キ ン ボ ー ル，
Privileges and Responsibilities
of Sisters, Ensign, 1978 年 11 月
号，103
44. ゴードン・B・ヒンクレー「世の策
略 に 対 抗して 立 つ」
『聖 徒 の 道』
1996 年 1 月号，114

第 10 章
1. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 4 月 28 日，教 会 歴 史 図 書
館，38 。この議事録からの抜粋に
ついてはすべて，つづり，句読点，
大文字の使用が必要に応じて標準
的なものに修正されている

7. ヘンリー・B・アイリング「扶 助 協
会の不朽の受け継ぎ」
『リアホナ』
2009 年 11 月号，124
8. ヘブル 12：1 − 2
9. 教義と聖約 138：39
10. エライザ・R・スノー， Speech by
E.R. Snow, Woman s Exponent ，
1891 年 5 月 1 日付，167。大文字は
標準的なものに修正
11. リン・クリスティー， Now It s
My Turn, Ensign, 1992 年 3 月
号，25 − 27 参照
12. ジョセフ・F・スミス，Minutes of
t he G enera l B oa rd of Rel ief
Society，1914 年 3 月 17 日，教 会
歴史図書館，54 − 55
13. エステル 4：14
14. ネヘミヤ 6：3
15. 1 ニーファイ 14：14
16. エマ・スミス，Relief Society Minute
Book ，イリノイ州ノーブー，1842 年
3 月 17 日，12 より
17. 教義と聖約 25：1 ，10 ，13
18. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 4 月 28 日，38 − 39 より

2. メアリー・エレン・スムート「シオン
の 娘 よ，喜 び 歌 え 」
『リア ホ ナ』
2000 年 1 月号，110 − 111
3. M・ラッセル・バラード「義 に か
なった女性たち」
『リアホナ』2002
年 12 月号，37
4. ジョセフ・スミス，Relief Society
Minute Book ，イリノイ州ノーブー，
1842 年 4 月 28 日，38
5. ヘンリー・B・アイリング「扶 助 協
会の不朽の受け継ぎ」
『リアホナ』
2009 年 11 月号，121 参照
6. アセリア・T・ウーリー，アセリア・
S・ タ ナ ー 共 著， Our FiveGeneration L ove Affair with
Relief Society, Ensign, 1978 年
6 月号，37 − 39 参照
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絵画・写真リスト
ii ページ 「緋の衣のキリスト」ミネルバ・K・タイカート画，
© IRI 。教会歴史博物館の厚意により掲載

e. 聖地原産の「ベツレヘムの星」の花
f. キリストの時代に用いられていたランプのよう
な，オイルランプの複製。アンドリュー・ワトソン作

序

4 ページ 「マリヤは主の言葉に耳を傾けた」の一部，ウォル
ター・レーン画，© 2001 IRI

xi ページ 「マリヤとマルタをお教えになるキリスト」アント
ン・ドルフ画，© Hope Gallery

5 ページ 「生ける水」の 一 部，サイモン・デューイ画，©
Simon Dewey
6 ページ 「縫い物をするタビタ」ジェレミー・ウィンボーグ
画，© Jeremy Winborg

第１章
2 ページ

第2章

a

10 ページ

a
b
b

c
d

c

f

d
e

f

e

h
a. d マルコ 12：41 − 44 で述べられているような
小額硬貨
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g

b.「マリヤと復活されたキリスト」ハリー・アン
ダーソン画，© IRI

a. 開拓者時代のクロスステッチサンプラー。教
会歴史博物館の厚意により掲載

c. 糸巻き棒（糸を紡ぐ道具）。カーマ・デ・ジョ
ン・アンダーソンの厚意により掲載

b. 「ジョセフ・スミス」の一部，ケネス・コーベッ
ト画，© Kenneth Corbett

d. 新約聖書の時代に着られていた代表的な衣服
の布地。カーマ・デ・ジョン・アンダーソンの厚意
により掲載

c. 1830 年代の手書きの『戒めと啓示の書』
（ the
Book of Commandments and Revelations ）。
この書には預言者ジョセフ・スミスを通して与え

られた啓示の記録が載っていた。これらの啓示
のほとんどが現在では教義と聖約に収められて
いる。

第3章
28 ページ

d.「エマ・ヘイル・スミス」の一部，リー・グリー
ン・リチャーズ画，© 1941 IRI

c
a

e.「イリノイ州ノーブー，1859 年」ジョン・シュ
ローダー画，© IRI

b
d

f. 額。教会歴史博物館の厚意により掲載
g. ボタンと指ぬき。ユタ開拓者の娘たち国際協
会の厚意により掲載
h. 開拓者時代の針と糸とはさみ。教会歴史博物
館の厚意により掲載

e

f

11 ページ 「ノーブー神殿でのジョセフ・スミス」ゲーリー・
スミス画，© Gary Smith
12 ページ 「エマ・ヘイル・スミス」の一部，リー・グリーン・
リチャーズ画，© 1941 IRI
13 ページ 「扶助協会の設立」ナディーン・B・バートン画，
© 1985 IRI
14 ページ

a. 開拓者時代の人形。ユタ開拓者の娘たち国際
協会の厚意により掲載

ジョン・テーラーの肖像画。教会歴史図書館の厚
意により掲載

b. 扶助協会のシンボルであるセゴユリ。初期の
ユタ入植者はセゴユリの球根を食べて飢えをしの
いだ。

15 ページ 「メルキゼデク神権の回復」ウォルター・レーン
画，© IRI

c. 開拓者時代のキルト。教会歴史博物館の厚意
により掲載

16 ページ 「エマ・スミス」ロバート・バレット画，© 1991
Robert Barrett

d. アイスランド語の賛美歌。ユタ開拓者の娘た
ち国際協会の厚意により掲載

17 ページ 「さあ，喜びましょう」の一部，ウォルター・レーン
画。教会歴史博物館の厚意により掲載

e.「ノーブー神殿」ジョン・マクノートン画，© Jon
McNaughton

23 ページ 「回復の選ばれた女性，エマ・スミス，1839 年」
セオドア・S・ゴルカ画，© 1996 IRI
24 ページ 「ジョセフ・スミス」ケネス・コー ベット画，©
Kenneth Corbett

f. 額。教会歴史博物館の厚意により掲載
31 ページ 「イリノイ州ノーブー神殿」の一部，スコット・グッ
ドウィン画，© Scott Goodwin
32 ページ 「スウィートウォーター」ハロルド・ホプキンソン
画，© Harold Hopkinson
33 ページ

エライザ・パートリッジ・ライマンの写真。教会歴
史図書館の厚意により掲載
「平原の 聖 母」ロバート・バレット画，© 1987
Robert Barrett

34 ページ 「バスシバ・W・スミス」の一部，リー・グリーン・
リチャーズ画，© IRI 。教会歴史博物館の厚意に
より掲載
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35 ページ 「平原での洗濯日」ミネルバ・K・タイカート画，
1938 年。ブリガム・ヤング大学美術館の厚意に
より掲載。版権所有。複写は禁じられています
36 ページ 「エリザベス・H・ジャクソン，開拓者の母親」の
一部，ミーガン・リーカー画
37 ページ 「開 拓 者の菜園」の一 部，バロイ・イートン画，
© VaLoy Eaton 。ザイオン銀行の厚意により掲
載。複写は禁じられています

42 ページ 「エライザ・R・スノー」の一部。教会歴史博物館
の厚意により掲載
44 ページ 「扶助協会の姉妹たちを教えるエライザ・スノー」
マイケル・T・マーム画，© Michael T. Malm
46 ページ 「祈り」の一部，ウォルター・レーン画，© Walter
Rane
49 ページ 「安息日の学 習」の一 部，シェリー・リン・ボイ
ヤー・ドッティー画，© IRI 。シェリー・リン・ボ
イヤー・ドッティーの厚意により掲載
50 ページ 「スペンサー・W・キンボール」ジュディス・A・メ
アー画，© IRI

第4章
40 ページ

「ブリガム・ヤング」ジョン・ウィラード・クローソ
ン画

a
b
c

56 ページ 「ジーナ・ダイアンサ・ハンティントン・ヤング」の
一部。教会歴史博物館の厚意により掲載
59 ページ 「いなくなった羊を救う」の一部，ミネルバ・K・タ
イカート画

e
d

第5章

f

g

62 ページ

b
a
d
a. 肩掛け。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚意
により掲載

c

b. 扶助協会看護学校卒業生の写真。ユタ開拓
者の娘たち国際協会の厚意により掲載
c. 額。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚意によ
り掲載

e

d. 1852 年版ドイツ語モルモン書の復刻版

i

e. 扶助協会議事録，イリノイ州ノーブー，複製。
教会歴史博物館の厚意により掲載。（ 42 ページ
参照）
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f

g
h

f. 扶助協会のシンボルの一つである小麦。（ 53
ページ参照）

a. ビーバーウェストワード扶助協会ホールのはが
きに書かれたメモ，1909 年。教会歴史図書館の
厚意により掲載

g. 万年筆。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚意
により掲載

b. 第二次世界大戦中，ヨーロッパの聖徒への衣
類の寄付を呼びかけるために中央扶助協会管理

会が作成し，訪問教師が配布したちらし。教会歴
史図書館の厚意により掲載
c.「キリストの 絵」ハインリッヒ・ホフマン画。
C・ハリソン・コンロイ社の厚意により掲載

第6章
82 ページ

d. 写真。教会歴史図書館の厚意により掲載
e. 中央扶助協会管理会が発行する達成証に用い
られた扶助協会のシール。教会歴史図書館の厚
意により掲載

a
b

f. 赤十字のバッジ。教会歴史博物館の厚意によ
り掲載
g. 白 エンレイソウの 花 の 画 像，© Gerald A.
DeBoer, 2010 版権 所有。 Shutterstock.com の
許可を得て掲載

c

h. ハリエット・バーニー・ヤングが使用した小銭
入れ。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚意によ
り掲載

d

i. 赤いペイズリー模 様の肩掛け。カーマ・デ・
ジョン・アンダーソンの厚意により掲載

a. 写真／ジェフリー・D・オールレッド，マイク・
テリー，© Deseret News

64 ページ 「エメリン・B・ウェルズ」の一部，リー・グリー
ン・リチャーズ画。教会歴史博物館の厚意により
掲載

b. 扶助協会のシンボルを描いたニードルポイント
c. デゼレト産業の収集袋を持った女性の写真，
1940 年代。教会歴史図書館の厚意により掲載

65 ページ 「ジョセフ・F・スミス」の一部，アルバート・E・
サルツブレナー画

d. 開拓者時代のレース。教会歴史博物館の厚意
により掲載。（ 99 ページのボイド・K・パッカー
会長の言葉を参照。）

70 ページ 「ルイーズ・Y・ロビソン」の一 部，ジョン・ウィ
ラード・クローソン画。教会歴史博物館の厚意に
より掲載
71 ページ 「ヒーバー・J・グラント」の一部，C・J・フォック
ス画，© IRI
74 ページ 「クラリッサ・S・ウィリアムズ」の一部，リー・グ
リーン・リチャーズ画，© 1924 IRI 。教会歴史博
物館の厚意により掲載
78 ページ 「エーミー・ブラウン・ライマン」の一部，リー・グ
リーン・リチャーズ画。教会歴史博物館の厚意に
より掲載

85 ページ 「姉妹たちの輪」デビッド・ディブル画，© David
Dibble
86 ページ 「ベル・S・スパッフォード」の一部，アルビン・ギ
ティンズ画。教会歴史博物館の厚意により掲載
93 ページ 「ペテロとアンデレを召されるキリスト」ハリー・
アンダーソン画，© IRI
94 ページ

イレイン・L・ジャックの写真／© Busath.com

95 ページ

写真／© Jason Swensen

79 ページ 「盲人の男性を癒されるキリスト」の一部，デル・
パーソン画，© 1983 IRI
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122 ページ 絵／キース・ラーソン，© 1992 Keith Larson

第7章
104 ページ

123 ページ 「ロレンゾ・スノー」の一部，ルイス・A・ラムゼー
画。教会歴史博物館の厚意により掲載

a
b

第8章

c

d

126 ページ

e
a

f

a. ある女性のグループが友情のしるしに作った
友情の旗。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚意
により掲載

c

b

b. 家庭訪問記録帳。教会歴史博物館の厚意によ
り掲載
c. か ご の 写 真 ／© Joey Celis/Flickr/Getty
Images
d. カード。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚意
により掲載。「主はわたしのそばにおられます」
と書かれている。

b.「カートランド神殿の建設」ウォルター・レーン
画，© IRI

e. 皿とスプーン。ユタ開拓者の娘たち国際協会
の厚意により掲載

c. 再建されたイリノイ州ノーブー神殿に使用され
た太陽の石

f. 1900 年代初期の合衆国の硬貨。訪問教師に
よって集められた寄 付を表している。カーマ・
デ・ジョン・アンダーソンの厚意により掲載

130 ページ 「わたしは決して見捨てない」の一部，ジュリー・
ロジャーズ画，© Julie Rogers

105 ページ 「一人ずつ」の一部，ウォルター・レーン画。教会
歴史博物館の厚意により掲載
107 ページ 「開拓者の女性たち」ジュリー・ロジャーズ画，©
Julie Rogers
114 ページ 「義にかなった女性の影響力」の一部，ジュリー・
ロジャーズ画，© Julie Rogers
116 ページ 「家庭訪問」の一部，シャノン・ギギ・クリステン
セン画，© 2006 Shannon Christensen
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a. サラ・ジェーン・キャスツ・エバンズが自ら蚕
から取った絹糸で作った飾り帯。ユタ開拓者の娘
たち国際協会の厚意により掲載

133 ページ 「ジョセフ・フィールディング・スミス」の一部，
シャウナ・クック・クリンガー，© 1983 IRI
135 ページ 「子供を教えるアダムとエバ」デル・パーソン画，
© 1978 IRI
136 ページ 「バーバラ・B・スミス」の一部，クロイ・ケント，
© IRI
140 ページ バーバラ・W・ウインダー の 写 真 ／© Busath
Photography

第 10 章
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170 ページ

146 ページ

a

b

a

c

c

b
e
d
d

a. アビー・H・ウェルズの肖像。教会歴史図書館
の厚意により掲載

a.「ひまわりとバッファローのふん」ゲーリー・L・
カップ画。教会歴史博物館の厚意により掲載

b. ロケット。ユタ開拓者の娘たち国際協会の厚
意により掲載

b. 1920 年，アリゾナ州メサ神殿の外にいる女性
たちの写真／ジョージ・エドワード・アンダーソ
ン。教会歴史図書館の厚意により掲載

c.「家族──世界への宣言」のサモア語訳
d. エライザ・R・スノーが若いころに梳き，紡ぎ，
染め，織った格子縞の毛布。ユタ開拓者の娘たち
国際協会の厚意により掲載 s.
150 ページ 「さようなら，わたしの若い戦士」デル・パーソン
画，© Del Parson
151 ページ 「井戸の傍らに立つリベカ」マイケル・ディーズ画，
© 1995 IRI

c. 扶助協会のバッジ
d. 中央初等協会会長会のために作られた，クリス
ティーナ・フランコのデザインによるパッチワーク
キルト
e. 扶助協会議事録，イリノイ州ノーブー，1842 年
3 月 17 日のページ。教会歴史図書館の厚意によ
り掲載（ 42 ページ参照）

152 ページ ボニー・D・パーキンの写真／© Busath.com

173 ページ 「心を家族に向ける」アン・マリエ・オボーン画，
© 1997 Anne Marie Oborn

158 ページ ジュリー・B・ベックの写真／© Busath.com

175 ページ 写真／© 2000 Steve Bunderson
179 ページ 「王妃エステル」の一部，ミネルバ・K・タイカート
画，© William and Betty Stokes
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扶助協会の歴史の中の重要な出来事
182 ページ 「エマ・ヘイル・スミス」の一部，リー・グリーン・
リチャーズ画，© 1941 IRI
「扶助協会の設立」の一部，ナディーン・B・バー
トン画，© 1985 IRI
「開拓者の女性たち」の一部，ジュリー・ロジャー
ズ画，© Julie Rogers
「ジョセフとハイラムの殉教」の一部，ゲーリー・
スミス画，© 1984 IRI
「パーリー通りの行き止まり」グレン・S・ホプキ
ンソン画，© Glen S. Hopkinson
ブリガム・ヤングの写真／C・R・サベージ。教
会歴史図書館の厚意により掲載
「ブリガム・ヤングによるリトレンチメント協会の
設立，1869 年」の一部，デール・キルボーン画，
© IRI
「ジーナ・ダイアンサ・ハンティントン・ヤング」
の一部。教会歴史博物館の厚意により掲載
183 ページ 「初等協会の最初の集会」の一部，リン・フォー
セット，ゴードン・コープ画，© IRI
ソルトレーク神殿の写真。教会歴史図書館の厚
意により掲載
ソルトレーク神殿の奉献式のチケット。教会歴
史図書館の厚意により掲載
184 ページ 奉仕をする女性の写真／© Jason Swensen
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索

あ
アイリング，ヘンリー・B：家庭訪問の規
範は霊感により定められていることに
ついて，110；慈愛という扶助協会の
受け継ぎを伝えることについて，85
− 86 ，173 − 174 ，176；慈 愛とイエ
ス・キリストの贖罪について，173 −
174；扶助協会の姉妹と神権者が互
いに敬 意を示し合うことについて，
140
証：扶助協会の集会で＿を分かち合う，
49 − 51；＿を 通じて 得 る強さ，78
− 79
アダムとエ バ：＿ の 聖 約 による関 係，
135；＿はともに子供たちを教えた，
135 ，150
アルバレンガ，ヒルダ：＿は支部の扶助
協会会長として姉妹たちを養った，
91 − 92

い
イエス・キリスト：この世における＿の務
め，3 − 4；女性に対する＿の特別な
愛と関心，3；＿に対する証はわたし
たちを照らし導く，59；＿の教えは家
族 生 活 に お ける 幸 福 をもたらす，
147，167； ＿ の 模 範 に 従 う，105 ，
112；人々が＿に従えるように助ける，
95 ，116 − 117；人々が＿の愛を感じ
られるように助ける，117；扶助協会
の姉妹たちの＿への献身，172；＿は
子供のころマリヤとヨセフによって養
い育てられた，150；＿はマルタとマ
リヤに御自分の弟子となるようお勧め
になった，3 − 4；＿はわたしたちの
信仰の導き手であり完成者であられ
る，177。「イエス・キリストの贖罪」
「慈愛」
「信仰」
「弟子」の項も参照

引

ウークトドルフ，ディーター・F，扶助協会
イエス・キリストの贖罪：＿の助けによっ
の姉妹たちが救い主の模範に従って
てありふれた考えや野望を捨てる，
いることについて，112
181；＿は家族を永遠に結び固める
ことを可能にする，150；＿は慈愛に
『ウ ー マ ン ズ・ エ ク ス ポ ー ネ ン ト』
不可欠なものである，173 − 174；＿
（ Woman s Exponent ），57
を通して強さを得る，76
ウェルズ，エメリン・B：医学の分野にお
イサクとリベカは聖約が失われないように
けるジーナ・D・H・ヤングの働きに
した，150
ついて，55；過去の女性たちの模範
から学ぶことについて，64；小麦の
一 致，教 会 の 男 性と 女 性 の，15 ，73 ，
備蓄について，52 − 53 ，54 ，66；姉
138 − 143
妹たちが扶助協会の目的に忠実であ
衣服，神聖な，134
り 続 け たことに つ い て，27，35 −
医療と健康管理，姉妹たちは＿を学ぶよ
36；女性が霊性と教育の面で進歩す
うに奨励された，55
るのを助けることについて，57；＿と
顧問。戦時に平穏な生活を送ること
インディアン学生修学プログラム，75
について，64；＿と顧問。扶助協会
の礎となった原則を守ることについ
て，63；＿ は『ウ ーマンズ・エクス
ポーネント』の編集長を務めた，57；
う
＿は 顧 問とともに扶 助 協 会のモッ
ウィッツォー，ジョン・A ，扶助協会がも
トーを作った，63；＿は中央扶助協
たらす解放について，25
会会長となるために備えられていた，
63
ウィリアムズ，クラリッサ・S：愛によって
扶助協会が成し遂げることについて， ウッドラフ，ウィルフォード：神から召さ
74；困っている家族の生活を改善す
れたことを成し遂げることについて，
ることについて，69 − 70；＿は女性
31；公式の宣言を書くことについて，
や子供たちの生活環境に関心を寄せ
47 − 48；第一次世界大戦中に平穏な
た，66 − 67，69 − 70；＿ は中 央 扶
生活を送る，64 − 67；第二次世界大
助協会会長として働く備えができて
戦，73 − 78
いた，69
ウィンタークォーターズ，30
ウインダー，バーバラ・W：家事の技術に
ついて，156；家 庭訪問が 訪問教師
に祝福をもたらすことについて，120；
教会における女性と男性の一致につ
いて，140 − 141；姉妹たちが教会の
評議会集会に参加することについて，
141；＿は夫とともにチェコスロバキア
の扶助協会を訪問した，94 − 95

え
エステルは信仰と勇気の模範であった，
180
エ バ：＿とアダムの 聖 約 による関 係，
135；＿とアダムはともに子供を教え
た，135, 150；＿と忠実な娘たちは神
を礼拝してきた，177
『エンサイン』
（ Ensign ），58
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お
オークス，ダリン・H：結婚と家族関係の
神聖さについて，134；女性と男性が
等しく神権の祝福を受けることにつ
いて，127；父親が亡くなったときに
母親が 家族を導いたことについて，
136 − 137；＿は教会の女性に関する
問題についてバーバラ・W・ウイン
ダー姉妹と相談した，140
オールレッド，シルビア・H ，自分の母親
の奉仕について語る，91 − 92

か
改革，
「節減」の項参照
開拓者：ノーブーを離れるに際し＿は聖
約を固く守った，29 − 30；＿の間で
行われた 奉 仕，32 − 37；＿の生 活
状態，30 − 35
家事：＿と養い育てること，156 − 157；
＿の技術，156
家 族：義 に か な った 生 活 の 基，134 ，
149；神殿の 儀 式によって＿を強め
る，20 − 21；＿と神権，134 − 138；
＿ に 関 する世 界 へ の 宣 言，166 −
167；＿における義の模範，150 ，162
− 165；＿における夫婦間の聖約に
よる関係，134 − 136；＿に関する教
え，149 − 151 ，159 − 161；＿につい
ての啓示，18 − 20；扶助協会は＿に
おける姉妹たちの責任を教える，152
− 159；＿を強めるためのジョセフ・
スミスと初期の扶助協会の姉妹たち
の取り組み，18 − 21；＿を強めるこ
とは 神 権 の 基 本 的 な目的 である，
134 ，152；＿を強めることは扶助協
会 の 基 本 原 則 であ る，xi ，xiii ，7，
17，18 − 21 ，29 ，41 ，67 − 70 ，75 ，
79 ，84 ，86 − 87 ，96 − 97 ，117 −
118 ，134 ，152 − 159 ，171 ，172；＿
を物質的に養う，51；＿を擁護する，
157 − 159
「家族──世界への宣言」
：＿についての
言 葉，147 − 149； ＿ の 全 文，166
− 167
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て，162；キリストのような特質を培う
ことについて，5；姉妹たちの模範の
影響力によって教会が発展すること
について，95；人々が救い主に従うの
を助けるという訪問教師の働きにつ
いて，116；扶助協会が秘めている可
能性について，142；扶助協会の姉妹
たちが義にかなった生活を送り，自分
の考えを明確に表すときに及ぼす力
強い影響について，50 − 51 ，95；扶
助協会の姉妹たちの聖文研究につい
て，50；末日に義にかなった女性に
なるという 気 高 い 召し に つ いて，
145 ，165；＿ は 家 庭 訪 問をホ ーム
ティーチングと同等のものとみなし
た，113

家庭：＿における義の模範，161 − 165；
＿は強さの中心である，155 − 157。
「家族」の項も参照
家庭訪問：効果的な＿を行うための提
案，123；＿と愛をもって物質的な必
要 を 満 た すこと，117 − 118； ＿ と
人々がイエス・キリストに従えるよう
に助けること，116 − 117；＿と人々
がイエス・キリストの愛を感じられる
ように助けること，117；＿と人々を救
うこと，117；＿に対する感謝の気持
ち，116 − 117，119 − 120；＿に求め
られる決意，113 − 114；＿の当初の
方法の変更，108 − 110；＿のときに
する質問，115；＿のときに霊的な導
きを求める，114 − 116；＿の中で教
え，証する，116 − 117；＿の始まり，
105 − 106；＿は訪問教師に祝福を
もたらす，120 − 23；霊的な務めとし
ての＿，108 ，116 − 117
神の娘：＿が 持つ無限の価値，xii；女
性が＿であることを覚えることの大切
さ，171 − 172 ，181；＿ の 神 聖 な 生
得権，85 ，143；＿は神権の力によっ
て祝福を受ける，127；＿は前世で神
を知っていて礼拝していた，166

き
儀式を通して得る祝福，15 ，128 − 129 。
「聖約」
「神権」の項も参照
絹の生産，52
教会の評議会，141
キンボール，カミラ，訪問教師としての自
身の取り組みについて，113 − 114
キンボール，サラ・M：家庭訪問につい
て，108；＿と小麦を備蓄する取り組
み，53；＿と扶助協会の始まり，11 ，
25
キンボール，スペンサー・W：過去の出来
事を正しく理 解する女 性について，
xii；家族を弱める影響力に抵抗する
ことについて，160；家庭訪問が人を
救うための手段であることについて，
117；神がほかの人を介してわたした
ちの必要を満たされることについて，
112；義にかなった末日聖徒の生活
の中に天国の光景を見たことについ

キンボール，プレセンディア。末日聖徒の
開 拓 者 部 隊を助ける男性 が足りな
かったことについて，31

く
クック，マーガレット，と扶助協会の始ま
り，11 ，25
クラーク，J・ルーベン・ジュニア，は教会
のほかの指導者たちと会合し，プロ
グラムと活動の簡略化について話し
合った，74
グラント，ヒーバー・J：＿と顧問。自立
の原則について，71；＿と顧問。母
性は神性に近いことについて，157 −
158；福祉プログラムのおもな目的に
ついて，72；落胆を乗り越えることに
ついて，179；＿は扶 助 協会社会 福
祉部の設立を支持した，67；＿はル
イーズ・Y・ロビソンを中央扶助協会
会長会で働くように召した後，自信を
持つよう彼女を励ました，71
クリーブランド，サラ・M ，は最初の扶助
協会会長会の一員として任命された，
13
グレガーセン，エバ・M ，第二次世界大戦
中にノルウェー人を助けたデンマーク
の聖徒たちについて，76

け

し

啓示，個人の，個々の姉妹には＿を受け
る力がある，45 − 46 ，158

シアーズ，アセリア・コール，は扶助協会
の受け継ぎを家族に伝えた，176

健康管理と医療，看護師と看護師助手の
ための訓練プログラム，68；姉妹た
ちは＿を学ぶように奨励された，54
− 55

慈愛：エマ・スミスとジョセフ・スミスが
示した＿の模範，24；家庭における
＿，19 ，151；家庭訪問における＿，
116 − 120；主は＿を喜ばれる，106；
初期の末日聖徒が示した＿の模範，
21 − 25 ，30 − 37；シルビア・オール
レッドは母親から＿について学んだ，
92；試 練のときにおける＿の模範，
67 − 70 ，74 − 79；＿とイエス・キリ
ストの贖罪，173 − 174；＿について
のジョセフ・スミスの教え，23；＿に
ついて述べたトーマス・S・モンソン
の言葉，99 − 101；扶 助協会のモッ
トーで述べられている，63 ，174；奉
仕を通じて示される＿，176 − 178；
＿ は 姉 妹 のきずなを強める，99 −
101；＿は戦争と平和の時代において
人を支える力である，64 − 65；＿は
扶 助 協 会 の 受 け 継ぎ であ る，86 ，
172 − 176；＿は扶 助 協会の基を成
す 原 則 で あ る，45 ，63 ，70 ，171 。
「困っている人々を助ける」の項も参
照

権利，投票する，57

こ
公式の宣言，48
コール，テレサ・トンプソン，は扶助協会
の 受 け 継 ぎ を 家 族 に 伝 え た，175
− 176
子育て，
「家族」の項参照
この資料を使用する，xii − xiv
この世のものを捨てる，45
コバルジョバ，オルガ，の改宗と奉仕，92
− 94
困っている人々を助けることは扶助協会
の基本原則である，xi ，xiii ，7，17，
21 − 25 ，84 ，155 ，171 。「慈 愛」
「家庭訪問」の項も参照

ジプロ，ガートルード，は扶助協会での献
身的な奉仕の模範を示した，76 − 77

小麦：＿が多くの人々の救済に用いられ
た，54；＿が合衆国政府に販売され
た，54 ，66 − 67；＿についてジョン・
テーラーが兄弟たちに与えた勧告，
53 − 54；＿の備蓄についてのエメリ
ン・B・ウェ ルズの 言 葉，52 − 53 ，
54 ，66；ブリガム・ヤングは姉妹たち
に＿を栽培し収穫するように奨励し
た，52；

姉 妹，独 身 の：＿ が 家 庭を 管 理 する，
137 − 138；＿は聖約を守るときに祝
福を受ける，136 − 138

＿を備蓄する姉妹たちの取り組み，53

ジャック，イレイン・L：家庭訪問によって
手を差し伸べることについて，119；
神権の祝福について，127 − 128；扶
助協会 150 周年を祝って行われた奉
仕について，95 − 96；扶助協会の姉
妹の輪について，94；読み書きの能
力の向上について，96

さ
裁縫，51 − 52
産科病院，69
サンドバーグ，ボビー，は地震の後で扶助
協会会長に助けられた，86 − 87

社会福祉部：＿は援助機関ではなく奉
仕部門であった，67 − 68；＿は家族
福祉についての訓練を提供した，68；
＿は合衆国政府と協力した，72；＿
は 教 会 社 会 福 祉 部 に合 併され た，
74；

シュパイデル，マリア，逆境にあって主を
信頼することについて，75 − 76
女性：神の娘，171；新約聖書の中の＿，
3 − 6；＿に対するイエス・キリスト
の愛と関心，3；＿の神聖な役割と可

能 性，171 − 72；末日聖徒の＿の義
に満ちた影響力，90
初等協会の組織，58
自立，自立心：1800 年代後半に扶 助協
会の姉妹たちが示した＿の模範，51
− 58；世界大恐慌のときに＿をはぐ
くんだ，70 − 72；＿を養う，51
神権：義にかなった生活の基，134；忠
実 な 女 性 が 受 ける ＿ の 祝 福，15 ，
127 − 133；扶 助協会は＿の権能の
下で 組 織された，12 ，14 − 15 ，99 ，
138；＿は家族を永遠に結び固める，
134；＿は女性と男性に等しく祝福を
もたらす，127 − 128
神権定員会と扶助協会は同等のものとみ
なされる，138 ，152
信仰：試 練に立ち向かうための＿と勇
気，51；天の御父とイエス・キリスト
を 信 じ る ＿，xi ，3 ，17 − 18 ，29 −
32 ，51 ，70 ，159 ，173 − 174； ＿ を
増し加えることは扶助協会の基本原
則である，xi ，xiii ，7，17 − 18 ，84 ，
155 ，171
神聖な衣服，134
神殿：＿参入への 備え，21 ，133；初 期
の扶助協会の姉妹たちは人々が＿に
参入する備えをするのを助けた，25；
＿で忠実な女性が受ける祝福，133；
＿の儀式執行者，133；＿の儀式は
家族を強める，20 − 21；＿で神性の
力が現れる，129；＿で聖徒たちは高
い所から力を授かる，132；扶助協会
は姉妹たちが＿に参入する備えをす
るのを助ける，133；＿は感謝をささ
げ，教え，学ぶ場所である，132
新約聖書の中の女性たち，3 − 6

す
スコット，リチャード・G：家庭は義にか
なった生活の基であることについて，
133 − 134；神権は家族を支えること
について，134
ステグナー，ワレス，初期の末日聖徒の女
性たちについて，34 − 35
スノー，エライザ・R：イエスに対する証
によって得る強さについて，59；イエ

203

ス・キリストの模範に従うことについ
て，105；行った奉仕が公に認められ
る 必 要 は な い ことに つ い て，42；
177；行われた奉仕が天で記録され
ていることについて，83；家 庭を最
優先することについて，151；教会に
おける女性と男性の一致について，
139 − 140；個 人 の 啓 示 に つ いて，
45 ，46；姉妹たちが医学を学ぶこと
について，54 ，55；姉妹たちが服装
のスタイルを確立することについて，
51 − 52；節減について，45；扶助協
会の姉妹たちが自分の考えを述べる
ことについて，49；扶 助協会の姉妹
たちの広範囲に及ぶ影響力について，
39 ，44；訪 問 教 師の 影 響力につい
て，108；＿は姉妹たちを指導するよ
うに召された，44；＿は初期の扶助
協会の集会の議事録をつけた，16 −
17；＿は第 2 代中央扶助協会会長に
召された，44；＿はビショップがワー
ドで扶助協会を設立するのを助ける
ように召された，42；＿は扶 助協会
の最初の書記に召された，16；人々
を磨き高める扶助協会の影響力につ
いて，42；扶助協会が教会の組織に
属していることについて，43；扶助協
会が古代の規範を回復したものであ
ることについて，1 ，7；扶助協会の活
動 範囲が 増していることについて，
58；扶助協会の集会における御霊の
影 響力について，16；末日聖徒の女
性の威厳について，47；＿はノーブー
議 事録を残した，42；＿はノーブー
議事録を使って教えた，43；＿は女
性の裁縫協会の規約を起草した，11
スノー，ロレンゾ：善を行う扶助協会の
力について，19；扶助協会の姉妹た
ちが清い信心を実践していることに
ついて，123；扶助協会の姉妹たちが
ともに神の王国の働きを担い，報いを
手にすることについて，7；落胆せず
神を信頼することについて，43
スパッフォード，ベル・S：家庭訪問の当
初の方法の変更について，109；＿と
顧問。人々を癒す扶助協会の任務に
ついて，84；優先順位を決めること
について，xiii；＿ は果 物を集 めて
配った，73；＿は自分の良い影 響力
を及ぼすようにというジョージ・アル
バート・スミスの勧めに従った，88 −
91；扶助協会に属する善い母親の影
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響力について，156；扶助協会の不変
の目的について，86；扶 助協会ビル
について，88；訪問教師の影響力に
ついて，109 − 110
スミス，アマンダ・バーンズ，は息子を介
抱するために預言の賜物を授かった，
130 − 131
スミス，エマ：啓示により導かれたいとい
う望みについて，12；慈善奉仕の模
範，24；＿に対 する啓 示，13 − 14；
母親が娘を教えることについて，19；
扶助協会がすばらしいことを行うこ
とについて，xi ，14；＿は初 代 扶 助
協会会長に選ばれた，12 − 13
スミス，ジョージ・アルバート：女性たち
が 束 縛から解放されるための 鍵を
ジョセフ・スミスが回したことについ
て，87；奉 仕を通して得る幸福につ
いて，77；＿はベル・S・スパッフォー
ドに自分の良い影響力を及ぼすよう
に勧めた，88 − 91
スミス，ジョセフ：困っている人々を助け
ることについて，22 − 23 ，119；神殿
の祝福について，131 − 132；聖文を
調べることについて，47；天使が 扶
助協会の姉妹たちの友となることに
ついて，181；扶 助 協会会長 会の義
務について，13；扶 助協会がえり抜
きの協会であることについて，15；扶
助協会が古代の規範を回復したもの
であることについて，1 ，7；扶助協会
がさらに良いものであることについ
て，12；扶助協会の姉妹たちが自分
の特権にふさわしく生きることについ
て，169 ，171；扶 助協会の姉妹たち
が貧しい人に慰めを与え，人々を救う
ことについて，17，24 ，63 ，83；扶助
協会の姉妹たちには思いやりの精神
に従って行動する能力があることに
ついて，16 ，41 ，112 ，173；＿はカー
トランド神殿を建設する作業を指導
した，21；＿はノーブー神殿の建設を
支援するよう聖徒に呼びかけた，11；
＿は扶助協会の目的について姉妹た
ちに教えた，16 − 25；親切の力につ
いて，23；教義と聖約 25 章の啓示に
ついて，14；教会における一致につい
て，139；女 性 が良い業の 先 駆けと
なっていることについて，21 − 22；
女性には慈愛の気持ちがあることに
ついて，172；女性が御霊の賜物を授

かることについて，130；＿によって
神権が回復された，127；家族の責任
につ いて＿ に与えられ た 啓 示，18
− 20
スミス，ジョセフ・F：称賛に値すること
について扶助協会が世界を導くこと
に つ い て，65 − 66 ，179 − 180； 扶
助協会では家族の責任を学ぶことに
ついて，153 − 154；扶助協会の姉妹
たちが困っている家族のために奉仕
しているのを見たことについて，106
− 107；扶助協会が神の設けられた
組 織 であることについて，7，65 −
66；自分の母親の模範について，151
− 152；母親の影響力によって守られ
たことについて，155
スミス，ジョセフ・フィールディング：女
性が神殿の祝福を受けることについ
て，133；扶助協会が啓示によって設
立されたことについて，13；扶助協会
と神権定員会の関係について，142；
扶助協会は忠実な会員が永遠の命を
得るのを助けることについて，97
スミス，バーバラ・B：家族と母親の務め
を 擁 護 す る こ と に つ い て，158 −
159；扶助協会の姉妹たちが神権者
からの助言に従い霊感を受けること
について，136
スミス，ハイラム，の殉教，29
スミス，バスシバ・W：回復された福音に
ついて証を得たことについて，34；教
会における女性と男性の一致につい
て，140；初期の末日聖徒の開拓者が
受 け た試 練と祝 福について，33 −
34；＿は母親教育のレッスンを作っ
た，153
スミス，メアリー・フィールディング，は母
親としての模範であった，151
スミス，ルーシー・マック，扶助協会の姉
妹たちのきずなについて，25
スミス，ルーシー・メザーブ：進んで人々
に仕え続けることについて，37；ソル
トレーク盆地に到着した初期の聖徒
たちのために行った奉 仕について，
36 − 37
スムート，メアリー・エレン：忠実な訪問
教師が必要とされていることについ
て，118；＿と顧問。神の娘であると
は ど うい うこと か に つ い て，172；

人々が救い主の愛を感じられるよう
に扶助協会の姉妹たちが助けること
について，117

タビタは新約聖書の中の徳高い女性の模
範であった，5 − 6
タルメージ，ジェームズ・E ，女性に対す
る救い主の愛と関心について，3

せ
聖文研究，50 ，172
聖霊：家庭訪問において＿の導きに従
う，112 − 113 ，114 − 116；＿からの
導きと慰め，46；＿による個人の啓
示，128；＿の賜 物，128；＿を常に
伴侶とする，128
聖約：家庭訪問を通じてイエス・キリスト
に従うという＿を果たす，112；＿と
神権の力，127；扶 助協会の姉妹た
ちは聖約の民である，181；扶助協会
は女性が＿を交わす備えをするのを
助ける，16 − 17，131 ，133；＿ は旅
をする末日聖徒の開拓者を支えた，
29 − 30 ，33 − 34；＿を交わしたす
べての姉妹は人々を救うようにとの命
令を受けている，25；＿を通じて得る
力，15 ，128 − 129 ，137 − 138； リ
ベカとイサクは＿が失われないように
した，150
節減：＿の定義，45；ブリガム・ヤングと
エライザ・R・スノーは＿について教
えた，45
戦時に平穏な生活を送る，64 − 67

ち
地域社会への参加，扶助協会の姉妹た
ちによる，65 ，75 − 76

と
特権にふさわしく生きる，169 ，171
トンプソン，バーバラ・B 。家族に関する
宣言について，148
トンプソン，パメラ・バーロー，は扶助協
会の受け継ぎを家族に伝えた，176

ね

父なる神，
「天の御父」の項参照
チャクウラー，フローレンス，は訪問教師
として霊感を受けた，115 − 116

て
テーラー，ジョン：小麦の備蓄について，
53 − 54；扶 助協会が組 織されたと
きの喜びについて，14；人々の繁栄
を拡大することについて，65；＿は
ジョセフ・スミスとハイラム・スミス
の殉教の場にいた，29；＿は中央若
い女性会長および中央初等協会会長
を召した，58；＿は扶助協会の最初
の集会に出席した，12 − 14
弟 子： 今 日 の 女 性 の ＿，xi ，7，105 ，
180；新約聖書中の女性の＿，xi ，3
−6

ネヘミヤは信仰と勇気の模範であった，
180 − 181
ネルソン，ラッセル・M ，神権の力によっ
て家族が結び固められることについ
て，134

の
ノーブー：＿からの大移動，29 − 30；＿
で行われた奉仕，21 − 25；＿で扶助
協会が設立された，12；＿に神殿が
建てられた，11
ノーブー神殿：聖徒たちがノーブーを去る
とき，＿の壁にメッセージが書き残さ
れた，30；＿で何千人もの聖徒たち
がエンダウメントと結び固めを受け
た，29；＿の建設の支援，11 ，30

デゼレト病院，56

た
ダグラス，エレン，は助けの必要なときに
慈善奉仕を行い，自らも助けを受け
た，24 − 25
多妻結婚：合衆国政府は＿を禁じる法
律を可決した，46；
初期の末日聖徒の女性たちは＿を擁護し
た，46 − 49
ダドリー，マチルダ，は困っているアメリカ
インディアンを世話するために姉妹た
ちを組織した，36
タナー，アセリア・シアーズ，は扶助協会
の受け継ぎを家族に伝えた，176

デュー，シェリー・L：子供のいない女性
が母性を発揮する方法を見つけるこ
とについて，154；神権の祝福がすべ
ての忠実な教会員に与えられることに
ついて，128
天使，忠実な扶助協会の姉妹たちの友，
181
天の御父：＿に祈る，47，55 − 56 ，130
− 131；＿の愛，181；＿のもとで永
遠の命を得る，97；結び固めの儀式
は家族を＿と結ぶ，134；＿は御自分
の娘を御存じである，xii ，177；＿は
わたしたちが大いなることを成し遂げ
られるように助けてくださる，179；わ
たしたちが救いと幸福を得るための
＿ の 計 画，xii ，51 ，143 ，166 ，171 。
「神の娘」
「信仰」の項も参照

は
パーキン，ボニー・D：家庭で慈愛をはぐ
くむことについて，152；家族に関す
る宣言について，148；扶助協会の集
会を通して強められることについて，
155 − 156
バーロー，エリザベス・ヘーベン，は扶助
協会の受け継ぎを家族に伝えた，174
パッカー，ボイド・K：インディアン学生
修学プログラムについて，75；忠実な
扶助協会の姉妹たちにもたらされる
祝福について，99；＿夫妻はチェコス
ロバキアで姉妹たちの輪に迎えられ
た，84 − 85 ，98 − 99；扶 助 協会の
姉妹たちの輪の中で得る守りについ
て，81 ，86；扶 助協会の徳を身に付
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けることについて，16；扶 助 協会へ
の帰属感について，138；ワードや支
部という家 族 が 持 つ影 響力につい
て，87
母親，母親の務め：女性の永遠の属性の
一部である，156；女性は家庭にとど
まるように勧められている，75；＿の
霊的な役割，75；モルモン書の中の
若い戦士たちが受けた影響，150；＿
を擁護する，157 − 159 。「家族」の
項も参照
バラード，M・ラッセル：神の王国を築く
という姉妹たちの聖約について，25；
姉妹たちの強さと神聖な行く末につ
いて，172；養い育てるという姉妹た
ちの生来の賜物について，156
バンガーター，ジェラルディン，はブラジル
で家庭訪問を確立するために地元の
姉妹たちとともに働いた，111 − 112
ハンター，ハワード・W：家族を強めるこ
とについて，157；神の娘として受け
継いだ神聖な生得権について，85
ハンフリー，キャシー，は訪問教師として
自分が持つ影響力について知った，
114

ひ
ビエレイヘル，ヘトビッヒ，は勇気と信仰
の模範であった，77 − 78
人前で話す，49 − 51

ふ

へ

ファイフ，ベアラ，は訪問教師の奉仕を受
け，自分も奉仕した，118

べック，ジュリー・B：イエス・キリストの
模範に従う訪問教師について，105；
家族を強めるために扶助協会の力を
結集することについて，96 − 97；教
会 に お ける 家 族 の 教 理 につ いて，
150；キリストの弟子としての扶助協
会の姉妹たちについて，7；個人の啓
示を受けてそれに従うことについて，
158；養い育てることと家事につい
て，157；若い母親だったときに扶助
協会から力を得たことについて，96
− 98

ファウスト，ジェームズ・E：家族の宣言
が中央 扶 助協会集会で発 表された
理由について，149；道をそれた子供
を持つ親への慰め，160
フィベは新約聖書の時代の教会の僕で
あった，6
福祉プログラム：＿が大管長会によって
発 表された，72；＿ における協 力，
73；＿における扶 助 協会会長の役
割，73；＿の目的，72 − 73
扶助協会：＿に加入した初期の姉妹たち
の喜び，15；＿の活動が一時的に中
断される，29；＿の最初の集会，12
− 14；＿の再組織，41；＿の指導者
は神権の指示の下で働く，138；＿の
集会では慈善奉仕や実際的な責任，
家庭における責任について教えられ
る，155；＿の始まり，11 ，171；＿の
目 的，xi ，xiii ，7 ，16 − 25 ，84 ，
155 ，171；人々を癒す＿の任務，84；
＿は神が設けられた組織である，7，
65 − 66 ，171；＿は清い信心を実践
する，123；＿は回復の不可欠な部分
である，1 ，7，171；＿は家庭におけ
る責任について教える，152；＿は避
け所であり影響力を及ぼす場所であ
る，81 ，83 ，84；＿は神権定員会と
同等のものである，138 ，152；＿は
神 権 の権 能の下に，神 権 の 規 範に
倣 って 組 織 されて い る，12 ，14 −
15 ，99 ，138；＿はすばらしいことを
行う，xi；ワードや支部で＿が姉妹た
ちに及ぼす影響，96 − 98

ヒンクレー，ゴードン・B：行われてきた
奉仕について，113；家族の宣言の必
要性について，148；女性は家庭の守
り手であることについて，148 − 149 ，
『扶助協会機関誌』，57 − 58
165；神権者である兄弟たちとともに
扶助協会の姉妹たちのきずな，79 ，83 −
働く女性たちの強さについて，125；
101 ，139 ，155 ，172
天の御父の計画の中で姉妹たちが大
きな能力を持ち，不可欠な位置を占め
扶助協会ビル，88
ていることについて，142 − 143；＿
婦人参政権，57
と顧問。家庭は義にかなった生活の
基であることについて，149；持てる
ブラウン，ヒュー・B ，第二次世界大戦中
力のすべてを出し切ることについて，
の慈善奉仕の模範について，78
173；女性が義のために力強く確固と
して立つことについて，160；＿は教
会の女性たちを祝福した，165；＿は
中央扶助協会集会で家族に関する宣
言を読み上げた，147 − 149
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ベンソン，エズラ・タフト：神殿で現され
る神性の力について，129；母親が子
供と一緒に過ごす時間について，161
ヘンドリックス，ドラシラ・ドリス，末日
聖徒の開拓者の病気について，32

ほ
ホイットニー，エリザベス・アン：改宗に
ついて，128 − 129；神殿の儀式執行
者としての奉仕について，133；＿は
最初の扶助協会会長会の一員に任命
された，13
ホイットニー，ヘレン・マー：初期の末日
聖徒の開拓者の間に見られた神の愛
について，34；多 妻 結 婚 の 律 法 に
従った女性たちについて，49
奉仕，
「家庭訪問」
「困っている人々を助
ける」
「慈愛」の項参照
母性を発揮する：子供のいない女性が＿
機会を見つける，154 − 155；すべて
の女性の責任，156
本書を研究する，xii − xiv

ま
マッケイ，デビッド・O：いかなる成功も
家庭の失敗を償うことがないことに
ついて，160；教会における一致につ
いて，139；＿は扶助協会ビルの奉献
の祈りをささげた，88

マッコンキー，ブルース・R 。アダムとエ
バの聖約による関係について，135
マルタとマリヤはイエス・キリストの弟子
であった，xi ，3 − 4

み
御 霊の賜 物。 女 性は ＿を授 かる，130
− 131

も
モットー，扶 助 協会の：＿が 作られる，
63；試練のときに＿に従った姉妹た
ち，63 − 79 。「慈愛」の項も参照
物語：アマンダ・バーンズ・スミスが息子
を介抱するために預言の賜物を授か
る，130 − 131；アルメニア人の姉妹
たちが貧しい中で奉仕する，69；イ
エス・キリストがマルタとマリヤに御
自分の弟子となるようお勧めになる，
3 − 4；エステルが自分の民を救うた
めに信仰と勇気を示す，180；エマ・
アンダーセン・リリェンクイストが看
護師として霊感を受ける，55 − 56；
エミリー・S・リチャーズが人前で話
す自信を得る，49 − 50；エライザ・
パートリッジ・ライマンが子供の死に
際して慰めを受け，与える，32 − 33；
エリザベス・アン・ホイットニーが回
復 され た 福 音 に 改 宗 する，128 −
129；エレン・ダグラスが助けの必要
なときに慈善奉仕を行い，自分も助け
を受ける，24 − 25；オルガ・コバル
ジョバが福音に改宗し，王国で奉仕
する，92 − 94；ガートルード・ジプ
ロが試練と危険にもかかわらず扶助
協会会長として働く，76 − 77；家族
の中で扶助協会の受け継ぎが何世代
にもわたって伝えられる，174 − 176；
心を閉ざしていた姉妹が訪問教師の
助けを求める，114；困っている人々
を助ける方法について二人の姉妹が
霊 感を受 ける，114 − 116；サリー・
ランドールが死者のためのバプテス
マに慰めを見いだす，20 − 21；ジェ
ラルディン・バンガーターがブラジル
で家庭訪問を確立するために地元の
姉 妹 たちとともに働く，111 − 112；

地震後，扶助協会会長が姉妹たちを
助ける，86 − 87；姉妹が自分の作っ
たキルトが外国で人の役に立っている
ことを知る，66；姉妹が訪問教師とし
て自分が仕える多くの姉妹たちを愛
するようになる，120 − 123；姉妹た
ちが訪問教師への感謝の気持ちにつ
いて語る，119 − 120；ジョセフ・F・
スミスが扶助協会の姉妹たちが困っ
ている家族のために奉仕しているの
を見る，106 − 107；ジョセフ・スミス
がノーブー女性扶助協会を組織する，
12 − 13；スペンサー・W・キンボー
ルが天国の光景を見たときのことに
ついて 語る，162；聖 徒 たちがノー
ブー神殿の壁にメッセージを書き残
す，30；聖徒たちがノーブーを離れる
前に神殿の祝福を受ける，29 − 30；
ダリン・H・オークスが教会の女性に
関する問題についてバーバラ・W・ウ
インダー姉妹と相談する，141；ダリ
ン・H・オークスの母親が夫の死後
家族を導く，137；手車隊の開拓者の
苦境を聞いた女性たちがペチコート
を寄 付する，36 − 37；テレサ・トン
プ ソン・コール が 誕 生日の友 人に
ケ ー キ を 届 ける，175 − 176；デ ン
マークの聖徒がノルウェーの聖徒に
食料を分ける，78；トーマス・S・モ
ンソンが読み書きの能力を向上させ
るための扶助協会の取り組みを通し
て恩恵を受けた女性と会う，96；ネ
ヘミヤがエルサレムを再建するため
の自分の仕事を捨てることを拒む，
180 − 181；ハリケーンの際に女性と
男性がともに働いて支 援に当たる，
141 − 142；ヒルダ・アルバレンガが
支部の扶助協会の姉妹たちを養う，
91 − 92；独りで子供を育てている母
親が聖約を通じて強められる，137 −
138；扶助協会の姉妹が今度は自分
が 奉 仕する番だと決意 する，177 −
178；扶助協会の姉妹たちが一夫多
妻制を擁護する，46 − 49；扶助協会
の姉妹たちが創立 150 周年を祝って
奉仕を行う，95 − 96；扶助協会の始
まり，11 − 12；ヘトビッヒ・ビエレイ
ヘルがロシアの囚人に食べ物を与え
る，77 − 78；ベル・S・スパッフォー
ドが自分の良い影響力を及ぼすよう
にというジョージ・アルバート・スミ
スの 勧めに従う，88 − 91；ボイド・
K・パッカーとドナ・パッカーがチェ

コスロバキアの扶助協会を訪問する，
84 − 85；訪問教師が 苦しんでいる
姉妹のために働き，自分たちもその姉
妹に 助けてもらう，118；マチルダ・
ダドリーが姉妹たちを率いて困って
いるアメリカインディアンを世話する，
36；末日聖徒の家庭における福音の
実 践の模範，162 − 165；メアリー・
フィールディング・スミスが子供たち
を導き，養い育てる，151 − 152；ル
イーズ・Y・ロビソンが中央扶助協会
会長会で働くように召されたとき，自
信を持つようヒーバー・J・グラントに
励まされる，71；ルーシー・メザー
ブ・スミスが姉妹たちを率いて手車
隊の開拓者を支援する，36 − 37；若
い女性が母親の務めについての預言
者 の 教 えに 感 謝 の 気 持 ちを 表 す，
159；若い母 親 だったジュリー・B・
ベックが扶助協会から助けを受ける，
96 − 98
モルモン大隊，31
モンソン，トーマス・S：慈愛を表すことに
ついて，99 − 101；信仰によって奇跡
を起こすことについて，91；地上で主
の御手に使われる器となることにつ
いて，103 ，112；ハリケーン・アンド
リューの際に女性と男性がともに働い
て支援に当たったことについて，141
− 142；福祉プログラムの目的につい
て，72 − 73；読み書きの力を推進す
るための扶助協会の取り組みについ
て，96

や
養い育てることと家事，157
ヤング，ジーナ・D・H：証の価値につい
て，56；医学の分野における＿の働
き，54 − 55；家庭を最も魅力的な所
にすることについて，151；公式の宣
言に対する聖徒たちの反応について，
48； 母 親 の 責 任 に つ い て，152 −
153；＿はデゼレトシルク協会の会長
を務めた，52
ヤング，ブリガム：イスラエルの陣営に対
する主の命令について，30 − 31；思
いやりに満ちた奉仕について，107；
教会の女性たちに対する＿の信頼，
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51；この世的な影響を退けることに
ついて，45；慈愛について，45；姉妹
たちが医学を学ぶことについて，55；
姉妹たちが服装のスタイルを確立す
ることについて，51；主のすべての定
めに従って歩むと聖約することについ
て，30；ビショップが扶 助協会の助
けを求めることについて，41；扶助協
会の姉妹たちが成し遂げることにつ
いて，50；＿は困っている人々を助け
るよう聖徒に勧めた，35 ，36；＿は
小麦を蓄えるよう姉妹たちに指示し
た，52；＿は姉妹たちを指導するよう
エライザ・R・スノーを召した，44；
＿はシルク教会を設立するよう姉妹
たちに指示した，52；＿は聖徒が儀
式を受けるのを手伝うためにノーブー
神殿で長時間働いた，29；＿は節減
と改革を聖徒に勧めた，45；＿は立
ち往生している手車隊の開拓者たち
を支 援するよう聖徒に呼びかけた，
36；＿はノーブーを離れるよう聖徒
に勧告した，29；＿は扶助協会の再
組 織を助けるようエライザ・R・ス
ノーを召した，42；＿は扶助協会を
再組織する取り組みを指導した，41

リー，ハロルド・B：自立することについ
て，53；神権指導者と扶助協会の指
導者の一致について，73；神殿が神
権の完全な祝福を受けることができ
る地上で唯一の場所であることにつ
いて，133；最も大切な業が家庭にあ
ることについて，160
リチャーズ，ウィラード：＿はジョセフ・
スミスとハイラム・スミスの殉教の場
にいた，29；＿は扶助協会の最初の
集会に出席した，12
リチャーズ，エミリー・S ，は人前で話す
自信を得た，49 − 50
リッチ，サラ，ノーブーを離れるときに聖
徒たちが受けた祝福について，30
リベカとイサクは聖約が失われないよう
にした，150
リリェンクイスト，エマ・アンダーセン，看
護について学んだことについて，56

れ
霊的な賜物，
「御霊の賜物」の項参照

ら
ろ
ライマン，エーミー・ブラウン：証の力に
ついて，79；＿と家庭訪問の当初の
方 法 の 変更，108 − 109；扶 助 協 会
の規模について，78；扶助協会の指
導者として働く経験について，79；扶
助協会の指導者と神権指導者の間の
一致について，75；＿は，母親は家庭
にいるべきであると主張した，157；
＿は扶助協会社会福祉部のディレク
ターを務めた，67

ロビソン，ルイーズ・Y：神に仕えることに
喜びを見いだすことについて，70；政
府の取り組みを高く評価していること
について，72；＿の生い立ち，70 −
71；＿は中央扶助協会会長会で働く
ように召された後，自信を持 つよう
ヒーバー・J・グラントに励まされた，
71

ライマン，エリザベス・パートリッジ。子
供の死に際して慰めを受け，与えたこ
とについて，32 − 33

わ

ランドール，サリー，は死者のためのバプ
テスマに慰めを見いだした，20 − 21

ワースリン，ジョセフ・L ，扶助協会会長
の福祉の働きについて，73
若い女性の組織，58

り
『リアホナ』，58
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