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はしがき 

レッスンの構想 

本書はアロン神権者とメルキゼデク神権者の双方の使用に供するように企図 

されている。神権者が少ない小さな支部では，会員を一つのクラスに集める必 

要がある。神権者の数が多く，事情が許すならば，それぞれの年代の必要に応 

じて教師がレッスンを変えられるように年代別のクラスに分けることが望まし 

個人の学習 

本書は第一に個人を対象に書かれている。したがって，各神権者は1週の間に 

自分のテキストを予習し，話し合う準備をしたうえで，聖典とテキストを持っ 

てクラスに出席する。教師がこの準備を促す効果的な方法は，数人の生徒に割 

り当てを与え，次回のレッスンで用いる引用文や聖句を幾つか読んで，クラス 

で話し合う準備をさせることである。各神権者がレッスンに聖典を持参するこ 

とは大切である。教師はそれが生徒の習慣になるまで，絶えず注意を促すべき 

である。 

教師への提案 

本書の各レッスンには，教師への提案が小さな文字で記されている。この中 

には教師が用いるとよい質問，出席者への提案，写真ページの使用に関する指 

示が含まれている。本書を用いる教師は，提案されている方法や質問だけでな 

く，ほかにも効果的な教授方法やアプローチの仕方があればそれを用いてもよ 

い。ほとんどのレッスンで黒板とチョークを使用するので，教師は毎週教室に 

黒板とチョークを用意する。（各章で活用するよう提案されている多くの視覚 

教材は，黒板に張るとよい。） 

レッスンの回数 

本書に提案されているのは35回分のレッスンであり，神権指導者がそれぞれ 

の神権グループで話し合いたいと思うテーマや問題を採り上げてレッスンを行 

うことができるようになっている。そのような特別レッスンの例として次のよ 

うな点を挙げることができる。 
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1.神権指導者の指示の下に，地域の活動やプロジェクト，現在の特別な問題につ 

いて話し合い計画する。 

2.総大会や地域大会で与えられた中央幹部からのメッセージを『聖徒の道』から 

読んで話し合う。 

3.さらに学ぶ必要があるテーマについては，2回以上続けてレッスンを行う。 

4.主の御霊の導きのままに，神権者のために時間を使う。. 
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心身に障害のある会員を 
参加させるために 

この世での務めを果たしておられるとき，イエスはガリラヤの海に近い山に 

登って行かれた。 

「すると大ぜいの群衆が，足の不自由な人，目の見えない人，ロの利けない人， 

体の不自由な人，そのほか多くの人々を連れてきて，イエスの足もとに置いた 

ので，イエスは彼らをおいやしになった。 

群衆は，ロの利けない人が話すようになり，体の不自由な人が治り，足の不 

自由な人が歩き，目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き，そして 

イスラエルの神をほめたたえた。」（欽定訳マタイ15 ： 30-31より和訳） 

救い主は，障害を持つ人々に示す思いやりの模範を示された。復活後にニー 

フアイ人を訪れた救い主は，次のように言われた。 

「見よ，わたしの心は，あなたがたに対する哀れみに満たされている。 

あなたがたの中に病気の者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。足の不 

自由な者，目の見えない者，足の悪い者，手の不自由な者，らい病にかかって 

いる者，体のまひしている者，耳の聞こえない者，あるいはどんなことでも苦 

しんでいる者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。癒してあげよう。わた 

しはあなたがたのことを哀れに思い，わたしの心は憐れみに満たされている。」 

(3ニーフアイ17:6-7)教会の教師は，障害を持つ会員に思いやりを示すとい 

う点において非常に優れている。教師は理解と思いやりの気持ちをもって，そ 

のような会員をできるかぎりクラスの活動に参加させるべきである。障害を持 

つ生徒は，それがどのような障害であっても，特別な配慮を必要としている。 

教師は次に挙げる事柄を指針として，特別な援助を必要としている会員に手 

を差し伸べることができる。 

•生徒一人一人の能力と必要としていることを知る。 

•生徒に朗読や祈りを割り当てたり，活動に参加させたりする前に，「クラスで 

朗読したり，みんなの前で祈るのはどうですか」などと尋ねて確認する。 

參その人に特にどのような助けが必要か神権指導者や家族に尋ねる。時に応じ 

て本人に尋ねるのもよい。 

•できるかぎりレッスンに参画させるようにする。 

•生徒同士がそれぞれ尊敬と理解を示し合うように導く。 

•自然に親しみを込め，思いやりをもって接する。わたしたちはそれぞれ神の 
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子であり，障害の程度に関係なく，だれでも愛と理解を求めるものである。 

教会の教師は，すべての会員が肉体的，知的，情緒的，社会的能力に関係な 

く，昇栄を目指して成長するすばらしい可能性を備えていることを心に留めね 

ばならない。教師には彼らが現状で学び得ることをすべて教える義務がある。 

救い主の次の言葉を忘れてはならない。 

「わたしの兄弟であるこれらの 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」（マタイ25: 40)。 
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神 権 
第1課 

目的神権とは何か，またいかにして神権の召しを尊んで大いなるものとする 

かを理解する。 

導入 

あなたが神権を受けたときのことを思い出してみよう。神権者があなたの頭 

の上に手を置き，聖任の言葉を述べたとき，そこには主の御霊が確かに存在し 

ていた。権能を持つ者があなたに神権を授けたのである。実にすばらしい経験 

であった。そのときの経験を心に思い浮かべながら，次のように自問してみよ 

•その日わたしに何が起こったのか。 

•神権を受けてからわたしは変わったか。 

•神権を持つことにより，現在わたしは違う自分になっているか。 

•神権を使ってほかの人々に奉仕してきたか。 

•天の御父は，わたしの神権の行使の仕方を喜んでおられるか。 

神権は神の力である 

「わたしたちが神権者として主の名によって働くとき，それは天の父なる神の 

名の下に天の御父を代表して働くことである。神権とは，天の御父が人間を通 

して……働かれる力である。」（ハロルド• B •リー「教会指導者に従いなさい」 

『聖徒の道』1973年12月号，p.560) 

神権とは神の力である。神はこの力によって業を達成される。この力により 

万物を創造し，天地を統御しておられる。神権は神の力であるから，永遠の存 

在である。『高価な真珠』には，「初めにあったこの神権は，世の終わりにもあ 

るであろう」（モーセ6 ： 7)と記されている。 

神とイエス•キリストが人々に神権を授けられたのは，「人の不死不滅と永遠 

の命をもたらす」（モーセ1：39)ためである。すなわち神権とは，人類の救いに 

必要なすべての事柄を行うために人に与えられる神の権能である。 

神権者は神の名によって行動する権能を有している。主の預言者ジョセフ• 

フイ一ルデイング•スミスは，すべての神権者に次のように語った。 

「わたしたちは主の代理人すなわち主を代表する者である。主は，わたしたち 

自身と世のすべての人々が救いと昇栄を受けるために必要なあらゆる事柄を行 
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う権能をわたしたちに授けられた。 

わたしたちは主イエス•キリストの大使である。そしてその任務は主を代表 

することである。わたしたちは……主がこの地上におられたらなしたもうと思 

われるあらゆることを行うよう命じられているのである。」（「神権者の義務」『大 

会報告1970-72』p.180) 

神権の系譜 

すべての神権者は，自分の神権の系譜をイエス•キリストまでさかのぼるこ 

とができる。すなわち，だれから神権の聖任を受けたかを知り，さらにその人 

を聖任した人がだれかを知るのである。このように聖任した人を順にたどって 

いくと，ジョセフ•スミスに行き着く。彼はぺテロ，ヤコブ，ヨハネから聖任 

され，この3人はイエス•キリストにより聖任された。この系譜が神権の系譜と 

言われているものである。自分の神権の系譜の写しを持っていない神権者は， 

自分を聖任した人から入手できる。 

割り当てておいた神権者に，イエス•キリストまでさかのぼる神権の系譜を記したカードを 

ほかの生徒に見せてもらう。 

神権の力は義にかなった生活によりもたらされる 

「わたしたち神権者は皆，主の代理を務める権能を与えられている。しかしそ 

の権能の効力，すなわち権能を通じてもたらされる力は，わたしたちがどのよ 

うな生活を送っているかに左右される。それはわたしたちの義の度合いによる。」 

(H •バ一ク•ピ一夕一ソン「神権——その権能と力」『聖徒の道』1976年8月号， 

p. 342) 

神権の権能ばかりでなく，その力をも有するには義にかなった生活をしなけ 

ればならない。これは主が聖典の中で明らかにされたことである。「まことに， 

召される者は多いが，選ばれる者は少ない。では，なぜ彼らは選ばれないので 

あろうか。 

それは，彼らがあまりにもこの世のものに執着し，人の誉れを得ることを望 

んでいるために，次のような一っの教訓を学ばないからである。 

すなわち，神権の権利は天の力と不可分のものとして結びっいており，天の 

力は義の原則に従ってしか制御することも，運用することもできないというこ 

とである。 

なるほどそれらがわたしたちに授けられることもあろう。しかし，わたした 

ちが自分の罪を覆い隠そうとしたり，自分の高慢，自分のうぬぼれた野望を満 

たそうとしたり，あるいはいかなる程度の不義によってでも，人の子らを制御 
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第1課 

し，支配し，強制しようとしたりするとき，見よ，天は退き去り，主の御霊は 

深く悲しむ。そして，主の御霊が退き去ると，その人の神権，すなわち権能は 

終わりである。」（教義と聖約121：34-37) 

これらのことが神権の力を持つ妨げになるのはなぜだろうか。 

神権の力の源は，聖霊を通して業を進められる神である。聖霊の導きを得て 

神権を行使するには，戒めを守り，ふさわしく生活しなければならない。神権 

の系譜は神権者を順次たどってイエス•キリストにまでさかのぼるが，神権の 

力は聖霊を通して神からもたらされるのである。神権の力により主の業を行う 

ことができる。この力なしには不可能である。 

写真ページ1-a「神権者は古代にキリストが行われたように病人への癒しの儀式を施す」を 

見る0 

「わたしたちがふさわしい生活をするならば，わたしたちが持っ神権は，問題 

の多い家庭に平安をもたらす天よりの力となり，また幼い子供たちに祝福と慰 

めをもたらす力となり，涙にぬれた目に夜の眠りを与える力となる。また，家 

庭の夕べを楽しくし，疲れた妻の高ぶる神経を静める力となる。当惑した，感 

じやすい10代の若者たちには，指針を与える力となる。娘には，初めてのデ一 

トの前に，あるいは神殿結婚の前に祝福を与える力となり，息子には大学や伝 

道にたっ前に祝福を与える力となる。若い神権者の皆さん，わたしたちの神権 

は下品な会話に集まる少年たちの邪悪な思いを差し止める力となり，また病人 

を癒し，孤独な人を慰める力となる。これは神権の重要な目的である。」（「神 

権一その権能と力」『聖徒の道』1976年8月号，p.342) 

割り当てておいた神権者に，神権の力の現れを経験したときのことを話させる。 

神権の力を十分に発揮する 

神権の力を十分に発揮する幾っかの要素がある。 

望み 

まず，神権の力を十分に発揮したいという望みを持つことである。人はその望 

みに応じて主から祝福を受けると聖文は教えている（アルマ29 ： 4 ；教義と聖約 

4 ： 3 ； 6 ： 8 ； 7 ：1-3参照）。 

義にかなった生活 

天の御父のすべての戒めを守るように努力する。義にかなった生活をすれば， 
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第1課 

聖霊が常に伴侶となり，義務を果たすように導いてくださるであろう（2ニーフ 

ァイ32 ： 5参照)。 

謙遜 

「まことに，自ら進んで心からへりくだり，罪を悔い改め， 後まで堪え忍ぶ 

人は祝福を受ける。」（アルマ32 ：15)神権者は神権指導者から与えられる勧告に 

喜んで従い，与えられた責任を全うし，ほかの人の福利のために進んで働き， 

御霊の勧めに聞き従わなければならない。 

学習 

聖文を調べ，よく考えなければならない。個人的な聖文の学習によってのみ， 

神の御ふを知ることができる。神の御心を知らずに福音に従って生活すること 

はできない。同じ理由から，神権者としての義務を悟るために神権者用のテキ 

ストを学ぶ必要がある。 

祈り 

天の御父がわたしたちに何を望んでおられるかを尋ね求めなければならな 

い。神権を正しく行使するために導きを求めて常に祈るのである。わたしたち 

は「誘惑に陥らないように，常に目を覚ましていて祈らなければならない。サ 

夕ンは〔わたしたち〕を小麦のようにふるいにかけることを願っているからで 

ある。」（3 ニーフアイ18 ：18) 

人々に愛を示す 

神権の力は愛に基づき，神権者はすべての人を愛さなければならない，とキ 

リストは教えられた（教義と聖約121：41-42，45-46参照）。愛は家庭から始 

まる。妻と子供を愛し，家族の幸福を心にかける必要がある。家族への愛を表 

す一つの方法は，彼らの生活に祝福と導きをもたらすために神権を行使するこ 

とである。 

神権の行使 

神権を行使するときに，その人はほかの神権者や世の人々，特にg分の家族 

に对する模範となる。神権を行使する姿を見れば，家族はあなたが神の僕であ 

ることを理解し，援助が必要なときにはあなたのところへ来るであろう。悲し 

いことであるが，父親と息子が家族のために神権を行使するときにもたらされ 

る祝福を一度も味わったことのない家庭を見受けることがある。 

l-a.神権者は古代にキリス卜が行われたように病人への癒しの儀式を施す 
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神権は家庭の中に変化を生み出すことができる。デビッド• 0•マッケイ大 

管長は次のように言った。「男性が神権を所有し尊重するならば，家庭は見違え 

るようになる。」("Priesthood" Instructor「神権」『インストラクター』1968年10月 

号，p. 378) 

神権者にとって義にかなった生活をするというのは，次のような事柄を行う 

ことである。 

•必ずしも自分の考えとは同じでないかもしれないが，家族の理にかなった要 

望には心からの関心を示す。 

•たとえ小さな子供の言うことであってもよく耳を傾ける。 

•自分自身のことよりも，まず家族の幸せを考える。 

•いつも愛と思いやりのある言葉を口にする。 

神権の召しを尊んで大いなるものとしていることを示すものとして，ほかにどのような事柄 

を挙げることができるだろうか。 

まとめ 

「この世において神の神権に勝るものは何一つないことを，わたしたちはすべ 

て認識すべきである」（N •エルドン•タナー「あなたは神権を尊んでいるか」『聖 

徒の道』1976年8月号，p. 354) 

N•エルドン.タナー副管長は次の話の中で，神権を受けるにふさわしい状態 

に身を保つことの大切さについて述べている。 

「わたしがかつて監督であったとき，ワードには長老に聖任される年齢の若者 

が6人いた。しかしそのうちの1人は用意ができていなかったため，5人しか推薦 

できなかった。わたしは彼とそのことで何回も話し合ったが，彼はわたしに， 

『自分には資格がありません』と言っていた。彼はそのことを気に病んでいたが， 

ステーク会長への推薦がもらえるとは期待していなかった。……彼のおじに当 

たる人がわたしのところへやって来て言った。『まさかあなたはほかの5人が前 

進するというのに，あの子ばかりを引き止めようとはなさらないでしようね。』 

彼はその若者を推薦するようにわたしに頼んだ。彼は『推薦しなければ，あの 

子を教会から追い出すことになります』とも言った。 

そこでわたしは彼に説明した。『わたしが彼に与えられるものでいちばん大切 

なのが神権です。わたしたちは神権をやり取りなぞはしません。……彼とわた 

しとはお互いに理解し合っています。彼は長老に聖任される用意ができていな 

いのです。』その若者はやはり推薦を受けなかった。 

数年前，このテンプルスクウェアで開かれた総大会に出席したとき，一人の 

若者がわたしのところへ来た。『タナー副管長，わたしを覚えておられますか。 
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長老に推薦されなかった，あのときの少年です。』彼は手を差し伸べながら言っ 

た。『あなたにお礼を言いたいと思っていました。わたしは今カリフォルニアで 

監督をしています。もしふさわしくないのに推薦を受けていたら，わたしはき 

っと神権の意味や神権者に求められていることを理解できないで，今のように 

監督になることもなかったでしょう。』」（「神権者の責任」『聖徒の道』1973年12 

月号，pp.565 —566。一部改訳） 

神権を効果的に行使するために，すべての神権者が次の重要な原則を学ばな 

ければならない。すなわち，「神権の権利は天の力と不可分のものとして結びつ 

いており，天の力は義の原則に従ってしか制御することも，運用することもで 

きないということである。」（教義と聖約121：36)神から力を授かるためには，自 

らをそれにふさわしくすることが必要である。 

神の権能と力を有し，神を代表していることを常に覚えるべきである。神権 

を行使するときには，次のように自問しなければならない。「イエス•キリスト 

は，この状況でわたしに何をするように望んでおられるのだろうか。わたしは 

行うように期待された方法で行動しているだろうか。」 

チャレンジ 

1.本書の指示を入念に学習し，各課のチャレンジにこたえる。このチャレンジ 

を達成するならば，神権の力を十分に発揮できるようになり，なおいっそう天 

の御父に近づき，ほかの人々にさらに奉仕できるようになるであろう。 

2.自分の神権の系譜を記録する。これはキリストまでさかのぼることができる。 

3.自分の神権の系譜を記したカードを用意し，だれかほかの人に神権を授けた 

ときには，それを渡す。 

参照聖句 

教義と聖約107 ：1-14 (メルキゼデク神権とアロン神権の相違点） 

教師の準備 

レッスンの前に以下の事柄を行う。 
1.『福音の原則』の第13章「神権」および第14章「神権組織」を研究する。 
2.教義と聖約121：34-36を研究する。 
3.一人の神権者に，イエス•キリストまでさかのぼる彼の神権の系譜を記したカードをレッ 
スンのときに生徒に見せるように依頼しておく。 
4.もう一人の神権者に，神権の力の現れを体験したときのことを話すように依頼しておく。 
5.毎週神権者全員が神権会に聖典を持参し，レッスンのときに聖句を読み，特別な箇所には 
印を付けるように促す。 
6.レッスンのときに，生徒に引用文や聖句を読ませるとよい。 
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アダムから回復の時代 
に至るまでの神権 

導入 

アダムは族長の神権を受けた 初の人であった。家族を導き，神のもとに戻 

るために必要な儀式を施行する権能を，神から授けられたのである。また，大 

管長会の鍵，すなわち地上の神の教会を導く権能を与えられた 初の預言者で 

もあった。この権能により，アダムは多くの男性に神権を授け，それを行使す 

る方法を教えた。アダムから現代に至るまで，大管長はすべてこれと同一の権 

能を有するのである。 

教会の全神権者をその職と義務において指導するこの権能は，一時にただ一 

人の人に与えられる。それは教会の大管長である（教義と聖約81：1-2 ；132 ： 

7参照）。今日もただ一人の人がこの特別な神権の権能を有している。しかし多 

くの人々が， 初アダムに与えられ，以来すベての預言者に授けられてきたと 

同じ神権を持っているのである。（神権の鍵について詳細は本書第11課を参照。） 

アダムは神権を受けた 

アダムとエバがエデンの園から追放されて程なく，天使が二人を訪れて福音 

を教えた（モーセ5 ： 4-9参照）。教会も組織され，アダムは，今日教えられてい 

ると同じ方法で水に沈めるパプテスマを受けた（モーセ6 ： 64-65参照）。アダム 

に神権が授けられ，家族のために福音のすべての儀式を執行できるようになっ 

た。この権能により，アダムは家族にバプテスマを施し，義にかなった息子た 

ちに神権を与えた。 

写真ページ2-a「あらゆる時代に連綿と続く神権」を見る。図が8つの神権時代に区分されて 

いることを説明し，図の下にある神権時代の定義を読む。これまで幾つの神権時代があったか 

は定かでないが，ここに挙げた8つの神権時代はその中の代表的なものである。 

レッスン中にそれぞれの神権時代について触れた箇所に来たら，図中のその神権時代を説明 

した部分を見させ，そこに書かれている聖句を読む。これらの聖句から，それぞれの預言者が 

メルキゼデク神権を持っていたことが分かる。 

2—a,「あらゆる時代に連綿と続く神権」 

「主は言う。この神権を受けるすべての者は，わたしを受け入れるのである。」（教義と聖約84: 35) 
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目的わたしたちが受けた神権は，アダムをはじめあらゆる時代の義人に与え 

られた神権と同じものであることを理解する。 



あらゆる時代に連綿と続く神権 
各神権時代の預言者は大神権を有していた（教義と聖約84:17参照)。 

紀元前約4〇0〇年 紀元前約3765年 紀元前約3000年 紀元前約2000年 紀元前約1500年 紀元前約600年 紀元約400年 _紀元約1830年_ 

アダムの 
神権時代 

エノクの 

神権時代 

ノアの 

神権時代 

アブラ八ムの 

神権時代 

モーセの 

神権時代 
•J一八イの 

神権時代 

時の中間の 

神権時代 

時満ちる 

神権時代 

背 教 _ 

洪水 

背教 背教 大背教 

^m^Kslgcil 
(教義と聖約 

107:52,53) 

(教義と聖約 

84:14; 

アブラハム 

1:16,18) 

(教義と聖約 

84:6) 

(へブル5:9，10; 

マ夕イ16 ：19 ； 

3ニーフアイ 

11:21,22 ； 

12:1) 

アダム エノク ノア アブラ八ム モーセ リー八イ キリス卜，使徒， 

アメリカ大陸における 

弟子 

ジョセフ•スミス 

神権時代：地上に住む神の子供たちを教え導くため,神により選ばれた人々に 
福音と神権の権能が特別な鍵とともに授けられている期間。 



族長の神権時代 

アダムは子供と孫に福音を教え，確実に必要な神権の儀式を受けて族長制度 

に従って教会を組織できるようにした。神権の族長制度とは，家族が教会の組 

織の中心となり，父親から息子に神権が与えられることを意味している。この 

神権時代の偉大な族長には，セツ，エノス，カイナン，マハラレル，エノクが 

いる（教義と聖約107 ： 40-52参照)。 

写真ページ2-a「あらゆる時代に連綿と続く神権」を参照する。図中のアダムの神権時代の部 

分を見て，そこに書かれている教義と聖約107 ： 40-41を読む。 

最初の大背教 

人間には常に選択の自由，すなわち選ぶ自由が与えられている。この選択の 

自由によって，アダムの子供たちのある者は戒めを破る道を選んだ。やがて大 

勢の子供たちが同じ選択をして真理に背を向け，「人々はそのときから，肉欲や 

官能におぼれ，悪魔に従う者となり始めた。」（モーセ5 ：12-13)このように人 

人が真理を捨てる状態が起こること，これを背教と呼ぶのである。 

アダムや戒めに従う人々は，これらの人々に福音を宣べ伝え，悔い改めに導 

こうとした。大多数は悔い改めなかったが，悔い改めた人々はエノクに従い， 

シオンと呼ばれた。聖典には次のように記されている。「エノクとそのすべての 

民は神とともに歩み，……シオンはなくなった。神が御自身の懐にそれを迎え 

入れられたからである。」（モーセ7: 69) 

図中のエノクの神権時代の部分を見て，教義と聖約107 ： 48 - 53を読む。 

エノクとシオンの民が地上から取り上げられると，悪人がおびただしい数に 

上った。主は，彼らに警告を与え悔い改めを呼びかけるために，預言者ノアを 

遣わされた。ノアは邪悪な人々に，悔い改めなければ大洪水によって地上から 

一掃されると警告した。しかし，彼の言葉に耳を傾け戒めに従ったのは，ノア 

の家族だけであった。ノアの警告どおりに洪水が起こり，彼と家族だけが助か 

つたのである。 

図中のノアの神権時代の部分を見て，モーセ8:19-20を読む。 

洪水後の神権 

洪水の後に，ノアは義にかなった息子と孫に神権を与えた。ノアより後の人 

で神権を受けた義人の一人にメルキゼデクがいた。彼はまことの義人であった 

ため，神権はその名によって呼ばれるようになった（教義と聖約107 ： 2-4)。 

メルキゼデクはアブラハムに神権を授け，アブラハムはほかの人々を聖任した。 
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こうして，メルキゼデク神権はモーセの時代まで続いたのである。 

図中のアブラハムの神権時代の部分を見て，教義と聖約84:14を読む。 

メルキゼデク神権，イスラエルから取り上げられる 

聖典によれば，アブラハムは息子のイサクに，イサクはその息子ヤコブにそ 

れぞれ神権を授けた。そして，ヤコブの名前がイスラエルに改められたので， 

ヤコブの子孫はイスラエルの子として知られた。 

モーセの時代に，エジプトから逃れたイスラエルの子らに，主は完全な福音 

を与えようとされた。しかし，彼らが拒んだので，主はメルキゼデク神権と福 

音のより高い儀式を取り上げられた。イスラエルには（犠牲の律法のように）福 

音の低い段階の儀式だけが残され，それらの儀式はモーセの兄アロンの名によ 

って呼ばれる小神権により執行された。 

主はまた，道徳と倫理に関する福音の原則をほとんど残された。これらの霊 

にかかわる律法に加えて，人々の物質面あるいは俗事に関する行動に指示を与 

える律法が幾つか与えられた。その多くは出エジプト記，レビ記，申命記に記 

されている。これらの律法は福音に取って代わるものではなく，残しておかれ 

た一部の福音を補うものとして与えられたのである。それらの部分的な福音は， 

後の日にイスラエルの子らに完全な福音に従う備えをさせるための一つの手段 

として残しておかれたのである。 

メルキゼデク神権は一つの民族であるイスラエルから取り去られたが，地上 

から永久に取り去られたわけではなかった。モーセの時代からキリスト来臨の 

ときまで，幾人かの預言者はメルキゼデク神権を所有していた。エリヤ，イザ 

ヤ，エレミヤ，リーハイ，ダニエル，エゼキエルなどがその例である。 

図中のモーセの神権時代の部分を見て，教義と聖約84: 6，19-27を読む。 

『モルモン書』の時代の神権 

エルサレムからアメリ力大陸への旅に出たリーハイとその家族は神権を持っ 

ていた。したがって，『モルモン書』の歴史を通じて，義人がその民に福音の儀 

式を執行できたのである。ベニヤミン王やアルマは『モルモン書』の中で神権に 

ついて語っている。 

図を見て，モーサヤ6 ： 3とアルマ13 ：1 — 2，8-9を読む。 

イエスの時代の神権 

イエスは地上に来て完全な福音を回復された。神権の鍵もしくは完全な権能 

を持たれ，使徒(マタイ10:1-4参照）と七十人を聖任された。主に従う人々の 

中に教会を組織し， 後に地上を去る前に，様々な神権の職に聖任する権能を 
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使徒たちに与えられた(使徒14: 23参照）。こうして神権は継承され，イエス*キ 

リストの教会の基盤として残されたのである。 

図を見て，マタイ16 ：19 ；へブル5 ： 5-10 ； 3ニーフアイ11：19 — 22 ；12 ：1を読む。 

大背教 

イエスが昇天されてからもしばらくの間，教会は真理を教え続け，多くの町 

から数多くの人々が教会に加わった。しかし，さほどの時を待たずに歴史は同 

じことを繰り返したのである。改宗者の中に，福音の儀式と律法に従うことを 

拒む人々が現れて，自分の思うままにそれらを変えてしまったのである。時を 

同じくして，使徒や神権指導者を含む多くの会員が迫害を受けて死に追いやら 

れた。指導者が殺され，ほかの会員は真理を捨て去り，教会は次第に神権の権 

能を失っていった。そしてついに教会内に神権の存在しない時が来たのである。 

何世紀もの間，暗黒が地上を支配した。大背教の時期に組織された教会には神 

権がなかった。その結果，彼らは神から導きを受けたり，救いの儀式を執行す 

ることができなかった。イザヤは次のように記している。彼らは「律法にそむ 

き，儀式を変え，とこしえの契約を破った。」(欽定訳イザヤ24: 5より和訳） 

写真ページ2-b「人は神から権能を受けた者の按手により神権を受ける」を見る。 

神権の回復 

この大背教は，1820年のある春の日に，一人の少年がどの教会に加わるべき 

か祈るそのときまで地上に続いていた。少年の祈りにこたえてその御姿を現さ 

れたのは，父なる神と御子イエス•キリストであった。イエスはいずれの教会 

にも加わってはならないと告げ，その理由を話された。「彼らは唇をもってわた 

しに近づくが，その心はわたしから遠く離れている。彼らは人の戒めを教義と 

して教え，神を敬うさまをするけれども神の力を否定している。」（ジョセフ* 

スミスー歴史1：19) 

ジョセフ•スミスを通して，主は再び地上に真実の教会を設立され，必要な 

すべての福音の原則と儀式を回復されたのである。そのために，主はジョセフ• 

スミスに聖なる神権を授けられた。これはアダムをはじめあらゆる時代の義人 

が所有した神権である。今日，わたしたちは神権を持っており，この時満ちる 

神権時代に，主は神権が再び取り去られることはないと約束された。キリスト 

の再臨のときまで地上に存在するのである。 

図中の時満ちる神権時代の部分を見て，教義と聖約20 ：1；13 ； 27 ： 8，12—13 ； 86 ：10を読む。 
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まとめ 

今日の神権者は，アダムに与えられ，イエスが持っておられた神権と同じ神 

権を有している。アダムやほかの預言者のように，わたしたちは地上における 

主の代表者である。主の代表者であるから，自分自身や家族や教会員が神のも 

とに戻れるように助ける力を持っている。監督または支部長から許可があれば， 

自分の子供にパプテスマを施し，聖霊の賜物を授け，息子を神権の職に聖任で 

きるのである。このような機会や様々な方法を通して，神権は自分の生活とほ 

かの人々の生活に喜びをもたらすのである。 

チヤレンジ 

1.家族で神権について話し合う。自分の息子が神権を受けるにふさわしくなれ 

るように，何か助けになることを考える。 

2.適切なときに認可を受けたうえで，子供にパプテスマを施し，息子に神権を 

授ける。 

教師の準備 

レッスンの前に以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則J第14章「神権組織」を研究する。 

2•各自の聖典を持参するように促す。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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神権の回復 

目的キリストの時代の後に地上から取り去られた聖なる神権の回復について 

理解する。 

しもべ 

神権者は，神が昔その僕に授けられたものと同じ神権を有している。 

写真ページ3-a「十二使徒を聖任し，神権の鍵を授けられるキリスト」を見る。 

次に挙げる儀式は，神権を用いてわたしたちが執行できるものである。 

•バプテスマのヨハネやニーフアイ人がしたようにバプテスマを施す（マタイ 

3 ：15 — 17; 3ニーフアイ11：19 — 26參照）0 

•イエスがされたように聖餐を執行する（ルカ22 ：19-20参照)。 

•パウロやニーファイ人がしたように聖霊を授ける（使徒19 ： 5 — 6 ； 3 ニーファ 

イ18 ： 37参照)。 

•ぺテロがしたように病人を癒す（使徒3:1-8参照)。 

これらの神権の儀式は，多くの忠実な神権者により過去の時代に行われた。 

神権者は，神が昔その僕に授けられたものと同じ神権を有している。 

今日もこれらの神権の義務を行うことができるのはなぜか。 

わたしたちが神権を行使できるのは，今日も地上に神の神権が存在するから 

である。主の教会のふさわしい男性には，古代の主の僕と同じく神権が授けら 

れており，神はそれを通してなされる業を承認される。 

大背教と回復 

第2課で学んだように，キリストの時代の後に大背教が起こった。人間の邪悪 

のゆえに，神権とイエス•キリストのまことの教えがほとんど変えられ，ある 

いは失われた。多くの偉大な預言者は，人々が真理から離れる時が来ることを 

預言した。その預言者の一人であるイザヤは，大背教について次のように述べ 

た。「〔人々は〕律法にそむき，儀式を変え，とこしえの契約を破った。」(欽定訳 

イザヤ24 ： 5より和訳）イザヤの預言は成就した。人々の罪のために，キリスト 
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の時代の後に神権の正しい秩序が地上から取り上げられたのである。それから 

しばらくの間，『モルモン書』の民が神権の祝福を享受する唯一の民であったが， 

結局彼らも真理から離れてしまった。この背教により，もはや地上で真実の福 

音を聞くことも，人に救いを得させる神権の儀式を受けることもできなくなっ 

たのである。 

しかし，天の御父はすべての子供たちがみもとに帰ることを望んでおられる。 

そのためには神権とその儀式をはじめ神のもとに戻るために不可欠なすべての 

真理が回復される必要があった。 

多くの預言者は，この回復の時を先見した。例えばイザヤは，主が「この民 

に再び驚くべきわざを行う，それは不思議な驚くべきわざである」（イザヤ29 ： 

13-14)と預言した。ぺテロも「万物更新の時」（使徒3 ：19-21)があることを預 

言した。回復とは，取り去られ，あるいは失われたものを元に戻すことである。 

神権と福音が回復されなければならなかった。さもなければ全人類が道を踏み 

誤っていたであろう。この回復は，父なる神と主イエスがジョセフ•スミスに 

御姿を現された1820年に始まるのである。 

ジョセフ•スミスと神権の回復 

ジョセフ•スミスは，天の御父の子供の中で「高潔で偉大な」霊の一人であっ 

た。アブラハムのように，非常に重要な使命を行うために地上に生を受ける前 

に選ばれたのである（アブラハム3 ： 22-23参照）。その結果，ジョセフ•スミ 

スの使命は古代の多くの預言者に知られていた。ヤコブの息子でエジプトに売 

られたヨセフや『モルモン書』の預言者リーハイなどは，ジョセフ•スミスとそ 

の使命について知っていた。リーハイは息子ヨセフに，エジプトのヨセフの預 

言を引用して，末日の預言者がヨセフ〔ジョセフ〕と名付けられると語った。 

2ニーファイ3 ： 6-15を読む。 

ジョセフ•スミスは年少のころに真理の探求を始めた。森に入り，いずれの 

教会に加わるべきか神に尋ねたのは，わずか14歳のときであった。祈りの結果， 

神とイエス•キリストは骨肉を有するまことの御姿をジョセフに現された。そ 

れから3年後の1823年，天使モロナイがジョセフ•スミスのもとを訪れ，『モル 

モン書』について告げた。後にモロナイは古代アメリカ大陸の先住民の神聖な 

記録をジョセフに渡した。神の助けを受けて，ジョセフはその記録を翻訳した。 

『モルモン書』とジョセフ.スミスに与えられた啓示により，背教の間失われて 

いた多くの真理が回復されたのである。 

3-a,十二使徒を聖任し，神権の鍵を授けられるキリス卜 
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しかし，神とその教義に関する真理の回復はまだ十分でなかった。ジョセフ-

スミスは地上に神権が存在しない時代に生を受けたが， 神権を持たずには託さ 

れた使命を遂行することはできない。したがって，神権の鍵すなわちジョセフ 

を聖任する権能を持つ人々が，神権を回復する必要があった。1838年，ジョセ 

フ•スミスはオリバー•カウドリとともにアロン神権を受けたときのことを次 

のように記している。 

写真ページ3-b「ジョセフ•スミスとオリバー•カウドリにアロン神権を授けるバプテスマ 
のヨハネ」を見る。 

「わたしたちは……翻訳の仕事を続けていたが，その翌月（千八百二十九年五 

月）のある日，わたしたちは，版の翻訳の中に述べられているのを見つけた罪の 

赦しのためのバプテスマに関して主に祈って伺うために，森の中に入って行っ 

た。わたしたちが……祈って，主に呼び求めていたとき，天からの使者が光の 

雲の中を降って来られた。そして，その使者はわたしたちの上に手を置き，… 

…わたしたちを〔アロン神権に〕聖任された。 

このときわたしたちを訪れて，わたしたちにこの神権を授けてくださった使 

者は，自分の名はヨハネといい，『新約聖書』の中でバプテスマのヨハネと呼ば 

れている者で，自分はメルキゼデクの神権の鍵を持つぺテロとヤコブとヨハネ 

の指示の下に働いていると言われた。また，ふさわしいときにメルキゼデクの 

神権もわたしたちに授けられ〔る〕と言われた。わたしたちがこの使者の手によ 

って聖任され，パプテスマを受けたのは，千八百二十九年五月十五日のことで 

あった。」（ジョセフ•スミス-歴史1：68-72 ；教義と聖約13章も参照） 

同じ年の1829年に，ジョセフ•スミスとオリバー•カウドリはメルキゼデク神 

権を受けた。古代のイエスの使徒べテロ，ヤコブ，ヨハネが二人に現れ，彼ら 

の頭に手を置いて神権を授けたのである（教義と聖約27:12参照）。こうして， 

ジョセフ.スミスにアロン神権とメルキゼデク神権の両方が授けられ，神権の 

権能が回復されたのである。過去にこの神権を持っていた人々が，神の力をこ 

の世に再びもたらしたのである。 

ア•ン神権 

アロン神権はメルキゼデク神権の一部であり，その指示の下に機能を果たす。 

バプテスマのヨハネは，ジョセフ•スミスとオリバー.カウドリにアロン神権 

を授けたときに，メルキゼデク神権の鍵を握るぺテロ，ヤコブ，ヨハネからニ 

人に神権を授けるように指示されたと告げた。 

3 — b,ジヨセフ•スミスと才Uバー•カウドUにア•ン神権を授けるパプテスマのヨ八ネ 
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アロン神権は，モーセの兄アロンにちなんで名付けられた。アロンはモーセ 

の指示の下に行動して神の業を遂行した。同様に，アロン神権者の持つ権能は 

メルキゼデク神権者の持つ権能に比べると限られたものである。このためアロ 

ン神権は小神権とも呼ばれることがある。「大神権，すなわちメルキゼデク神権 

に付属する」（教義と聖約107 ：14)からである。これはアロン神権が重要なもの 

ではなく，つまらないものであるという意味ではない。アロン神権を通して老 

若を問わず，偉大な業を遂行するのである。 

アロン神権者の力と義務は以下のとおりである。 

•天使の働きの鍵を保つ。これは神の業を遂行するために天使から助けを受 

ける権利を有しているという意味である。 

•他の人にアロン神権を授ける。 

•悔い改めを宣べバプテスマを施す。 

•神聖な聖餐の儀式を執行する 

•福音を教え，教会員の証を強める。 

•教会へのささげ物を集める。 

•神殿，礼拝堂，そのほかの建物の建築を助ける。 

•貧しい者，やもめ，孤児の世話をする。 

•監督や定員会会長の指示の下に，（礼拝堂の掃除など）教会の俗務にかかわる 

活動に参加する。 

アロン神権の中でも執事，教師，祭司の義務はそれぞれ異なっており，教義 

と聖約20 ： 46-59にその概要が記されている。 

教義と聖約20 ： 46-59を読む。 

要するにアロン神権は準備の神権である。メルキゼデク神権の祝福を施す人 

人のために道を備え，アロン神権者にメルキゼデク神権を受けるうえで必要な 

経験をさせるのである。 

アロン神権に伴う権能と力にはどのようなものがあるか。 

メルキゼデク神権 

メルキゼデク神権は，『旧約聖書』の預言者アブラハムと同時代の人，メルキ 

ゼデクにちなんで名付けられた。それ以前には「神の御子の位に従う聖なる神 

権」と呼ばれていた。しかし，神の名を頻繁に繰り返すのを避けるために，古代 

の教会はこれをメルキゼデク神権と呼ぶように指示された。「メルキゼデクはそ 

れほど偉大な大祭司であった」（教義と聖約107 ：1-6)からである。 

メルキゼデク神権は教会内におけるすべての職を管理する権能を有する，と 
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『教義と聖約』に記されている。すなわち，教会におけるすべての職はメルキゼ 

デク神権の一部なのである。それ以上の権能あるいは神権は存在しない。さら 

にこの神権は，天の御父のもとに帰るために必要な霊的なすべての儀式を執行 

する権能を有している（教義と聖約107: 8-19参照)。 

メルキゼデク神権に伴う権能と義務は以下のとおりである。 

•聖霊の賜物を授ける。 

•ふさわしい男性にメルキゼデク神権を授ける。 

•日の栄えの結婚を執り行う。 

眷生者と死者のために神殿活動を行う。 

•病人への癒しの祝福を施す。 

•すべての人の霊的，物質的福利に心を向ける。 

•教会員のために神から知識を得る。 

長老，大祭司，祝福師，七十人，使徒の職は，それぞれ特有の責任に関して 

のみ異なっている。メルキゼデク神権者はアロン神権者のすべての義務を執行 

できる。アロン神権に伴う義務はメルキゼデク神権の義務の一部だからである。 

わたしたちはメルキゼデク神権を通して，いつの曰か天の王国に入れるように 

自分自身とほかの人々を備えるのである。 

割り当てておいた神権者に，使徒19:1-6に記されているパウロがある弟子たちに再びバプ 

テスマを施したときの話を読ませるか，自分の言葉で話させる。なぜ弟子たちは再度パプテス 

マを受ける必要があったのか。 

まとめ 

もし神権が地上になければ，神の業を進めることはできず，まことの教会は 

存在しない。したがって，だれ一人として永遠の命を得られる人はいない。永 

遠の命は福音の原則と儀式を守る人にだけ与えられるが，神権なしに福音の儀 

式を執行することはできないのである。神権は人の力ではなく神の力であるか 

ら，人が自分に神権を授けたり，正統な権威を持つ人から受けずにほかの人に 

授けることはできない（教義と聖約42 ：11参照）。これらの理由により，神権が 

天の使者によってジョセフ•スミスを通して回復されたのである。今日，神権 

はまことのイエス•キリスト教会の中にある。神の業を進めて，全人類が幸福 

を得ることができるように回復されたのである（教義と聖約84 ：17参照)。 

神の神権を受けたすべての男性会員は，自分自身や家族，周囲の人々が永遠 

の命を得ることができるように力を尽くすという重大な責任を負っているので 

あるo 
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チヤレンジ 

1.神権を行使する機会とその義務について学ぶ。そのために聖文を勉強し，断 

食して祈り，神権者用テキストを研究し，神権指導者から指示を受けるとよい。 

2.自分の 善を尽くして神権の義務を遂行し，常に自分の行いを改善するよう 

に努める。 

3.自分を管理する権能を持つ人々を支持し，自分に与えられていない権能や力 

を装うことのないように注意する。 

教師の準備 

レッスンの前に以下の事柄を行う。 

1.神権について理解を深めるために教義と聖約13 ； 20 ； 84 ；107 ；121；124を読む。 

2.『福音の原則J第14章「神権組織」，第17章「現在のイエス•キリストの教会」を研究する。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

22 



神権定員会 

目的神権定員会が個人，家族，教会員を援助する方法を理解する。 

導入 

神権者には教会の指導者から言われなくとも自ら進んで多くの事柄を行う自 

由と責任がある（教義と聖約58: 26-29参照）。自分の仕事をし，家族を養い， 

従順を身に付け，自分や家族，ほかの人々のために善い業を行うのである。し 

かし，だれでも時には人からの助けを必要とすることもあることを忘れてはな 

らない。困難な状況に陥ったり，病気になって助けを求めに行く力もなくなっ 

たりすることがある。また，不従順な子供に心を痛めたり，自分を気遣ってく 

れる人はだれもいないように思え，落胆したりすることもあろう。 

ある日，一人の農夫が激しい暴風雨が接近していることを知り，干し草を集 

めて納屋に入れる支度を始めた。雨が降る前に集めなければ，干し草はだめに 

なってしまう。早急に援助が必要であった。近所の人に助けを求めると，彼ら 

は喜んで手を借してくれ，そのおかげで干し草は雨から守られた。近所の人々 

の助けによってそれを守ることができたのである。 

同様に，自分だけで解決できない個人的なまたは家族の問題があれば，恐れ 

ずにほかの人々の援助を求めるべきである。 

だれが助けてくれるだろうか。どこに援助を求めればよいだろうか。 

神権定員会の目的 

天の御父が神権定員会を設置された目的は，定員会会員が神権の召しを尊ん 

で太いなるものとし，助け合い，教会を築き上げる力とするためである。必要 

に応じて定員会会員が相互に助け合うことも意図されている。 

神権定員会は，同じ神権の職を持つ男性で組織されるグループである。神権 

者の数が少ない教会のユニットでは，それぞれがどの職にあるかにかかわりな 

く，すべての神権者が一つのグループを組織する。 

神権者が大勢いるユニットでは，大祭司，長老，祭司，教師，執事の各定員 

会を組織する。祭司定員会を除く各定員会は，1名の会長と2名の副会長が管理 

する。ワードの祭司定員会は，監督とその補佐である2名の祭司が管理する。 

ステ一ク会長と副会長はステーク内のすべての大祭司が所属する大祭司定員会 

第4課 
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を管理する。 

定員会会員が義務を果たして責任を教え合い，助け合うために，定員会の集 

会を毎週日曜日に開いている。この集会で定員会の用務を処理し，割り当てを 

与え，福音を教え，証を強め，各会員の霊性を高めるのである。 

聖典には，神権者がその責任と義務を遂行する方法が記されている。 

教義と聖約107 ： 99-100を読む。 

定員会の会長会またはグループリーダーの責任は，会員に神権の義務を教え， 

彼らがその義務を遂行するときに，教えられた事柄を体得できるような機会を 

与えることである。そして，義務を悟った神権者の責任は，任命された神権の 

職を熱心に務めることである。ほかの人々に仕え，定員会会長会からの割り当 

てを受け入れて神権の召しを尊んで太いなるものとするならば，理解力が高ま 

り，奉仕する能力も増し加えられるであろう。 

生徒たちに，自分_身が今までに学び，また遂行してきた神権者としての義務について話し 

合わせる。 

神権定員会の役割 

神権定員会は，主が預言者を通して明らかにされたあらゆる福音の原則を受 

け入れて実践する。中でも重要なものに正義，一致，援助，友情などの原則が 

める。 

正義 

主は次のように言われた。「神権の権利は天の力と不可分のものとして結びつ 

いており，天の力は義の原則に従ってしか制御することも，運用することもで 

きないということである。」（教義と聖約121：36)神権定員会の強さはその会員 

の力によって決まる。各神権者が義にかなう者となればなるほど，主は力と導 

きを増し加えてくださるのである。 

一致 

「定員会は，霊的な面だけでなく，財政的にも，またそのほかすべての面にあ 

っても，助け合えるよう一致を図るべきである。もし定員会内で和合一致の精 

神を得ることができるなら，わたしたちは教会の神権組織の持つ完全な意味を 

理解し始めたことになる。」（デビッド•〇•マッケイ“The Fundamental Basis for 

H o m e Teaching" Improvement Era「ホームティ一チングの基本」『インブルーブ 

メント.エラ』1963年7月号，p.615) 
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援助 

「すべての神権定員会は，御霊と神権の力の下に会員の能力を結集し，困って 

いる人たちがすべて，定員会からの援助を受けて自立するようになるまで心を 

配るように〔主から〕命じられている。」（ハロルド.B*リー"The Place of the 

Priesthood Quorum in the Church Security Program"「教会保全プロ グラムにおける 

神権定員会の位置」『インプルーブメント•エラ』1937年10月号，p.634) 

友情 

教会の初期の時代に，人々は定員会に心からの忠誠心を抱いていた。「これら 

の神権〔定員会〕は，わたしたちの想像以上に完璧で美しい友情を培い，固く団 

結していた。父親が伝道に召されると，家族は互いに助け合った。窮乏と悲哀 

を共にしながら……定員会に対する忠誠心が築かれていったのである。…… 

人々は生命をかけてでも助け合った。…… 

確かにわたしたちは，かつてのような身体の危険にさらされることはない。 

しかし，わたしたちは今，数え切れないほどの妨害に遭っている。わたしが懸 

念するのは，その妨害の窮極の状態を考えてみた場合，昔より今の方が悪質な 

のではないかということである。こうした状態に遭遇するとき，わたしたちは 

友を必要としないであろうか。絶対に必要である。」（スティーブン• L •リチヤ 

ーズ"The Priesthood Quorum ： A Three-fold Definition"「神権定員会：三重の定 

義」『インプルーブメント•エラ』1939年5月号，p.294) 

わたしたちが福音の中で励ましを必要とするならば，定員会の忠実なすべて 

の兄弟が力を合わせて警告し，霊的に力づけ，再び活発になれるように助けて 

くれるのである。これはわたしたちにとって慰めの源である。ボイド•パ 

ッ力一長老は次のように語った。「活発でなくなった会員であっても，定員会の 

籍は失わない。彼は定員会に興味を失うかもしれないが，定員会は決して彼に 

対する閨心を失ってはならない。活発でない会員を無視し，彼に関心を示さず， 

接触を図らないことは，神権者としての彼の権利を奪うことである。」（『王国の 

神権者』メルキゼデク神権者用個人学習ガイド1976-77年，pp.166-167) 

教会は「あらゆる部分を必要としていて，すべてがともに教化され，全体が 

完全に保たれる」（教義と聖約84 ：110)のである。教会の組織は現在地上で も 

完全な組織であり，神権定員会はその中でもきわめて重要な部分を成している。 

神権定員会はその責任の遂行に当たってはすべての定員会会員を考慮に入れな 

ければならない。ボイド• K •パッカー長老は次のように述べている。「神権定 

員会が正しくその機能を果たしていれば，定員会の兄弟たちが支持する兄弟は， 

生活のいかなる面にあっても責任を怠ることはほとんどあり得ない。」（同上， 
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p.167) 

定員会の各会員がその責任を果たすときに，定員会は正しく運営される。例 

えば，ホームティーチャーとして働くことにより，神権者は定員会会長と各会 

員の家族を結ぶ役割を果たすのである。ホームティーチャーの報告から問題が 

明らかにされると，定員会は行動に移ることができる。この情報により神権定 

員会は，会長会の指示の下に，援助を必要とする定員会の会員を助けるのであ 

初に援助の手を伸べるべきは家族であるが，それに次ぐのが定員会である。 

したがって，定員会の会員は，困っている会員を援助する要請に進んでこたえ 

るべきである。 

神権定員会の会員は，神権における兄弟として互いに仕えるために，特にどのような方法を 

挙げることができるだろうか。 

神権定員会の会員として責任を果たす 

教義と聖約108: 7を読んで線を引かせる。この聖句は，わたしたちが互いに強め合うために 

何をするように告げているか。 

この聖句に記されている方法を黒板に書く。 

神権者は言葉と教えによりほかの兄弟たちを強めることができると，主は特 

に指摘しておられる。J.ルーベン•クラーク•ジュニア副管長は，定員会の各 

会員が互いに愛を抱くことほど定員会を強める要素はないと語った。 

「〔定員会は〕実際に困窮や問題に迫られている兄弟に次のような援助を与え 

るとよい。家を建てる。簡単な仕事を始める。職人なら道具を与える。農夫で 

あれば種を与えたり，種まきや刈り入れを手伝う。返済を迫られている借金を 

支払う。衣食住や医療上の援助をする。子供の教育を助ける。そのほか多くの 

方法で助けを与えることができる。」（"Church Welfare Plan"『教会福祉計画』コロ 

ラド州エスティースパークで開かれた政府管理についての第1回市民大会におけ 

るJ •ルーベン•クラーク副管長の演説，1939年6月20日，p.20) 

定員会会員が心から愛し合うならば，定員会はどのようになるだろうか。 

神権定員会の目的は，各神権者が必要なときに神権を行使して
1
 同胞を援助で 

きるように助けることである。この目的を達成するには，特別な助けを要する 

人を見いだし，各会員が進んで手を差し伸べる必要がある。したがって，困窮 

者を見つけたら定員会の指導者に報告し，_分_身が困ったときには進んで援 

助を要請しなければならない。困窮者について知らなければ，助けることはで 
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きない。確かに自分の問題は各自が解決のための努力をすべきである。しかし， 

定員会の援助が必要になることもある。助けを求めることを恥じてはならない。 

なぜなら，ほかの人々に奉仕の機会を与えることになるからである。 

次の話は，定員会が一人の会員をいかに助けたかを示すものである。 

「1918年の秋，その年は第一次世界大戦中で，スペイン風邪が引き起こす『黒 

死病』の恐ろしい災禍を被って1,400万以上の人々が死んだ も悲惨な年でした。 

……その年は冬が早く来て，大量のてんさいが収穫を待たずにそのまま凍りま 

した。父と弟のフランシスは必死になって凍った地面から1日1荷のてんさいを 

掘り出そうと，土をすき，表面を削り，てんさいを一本一本大きな赤いてんさ 

い運搬車の中にほうり投げ，荷を砂糖工場に運んで行きました。凍っていたう 

え，人手がなく，作業は遅々として進みませんでした。兄のフロイドとわたし 

が軍隊に入っていたからです。…… 

こうして父と弟が唯一の収入源のてんさいを収穫し，ある日夕食の席に着い 

ていたときのことです。長兄のジョージ•アルバ一トから電話がかかってきま 

した。……兄チャールズの9歳になる息子のケネスが，ひどい風邪がもとで数時 

間危篤に陥った後父親のひざで息を引き取ったとのことでした。それで父にオ 

グデンに行って遺体を家に連れて帰り，リーハイ墓地の代々の墓に入れてほし 

い，と言いました。 

わたしの父は……亡くなった孫の遺体を迎えにオグデンのファイブボインツ 

へ出かけました。家に着くとチャールズは，……熱で焼かれたような姿になっ 

た息子の冷たい遺体に取りすがっていました。 

息も絶えんばかりの若い父親は『この子を連れて帰って，家族の墓地に埋め 

てやってください。そして明日またここへ戻って来てください』とポソポソと 

言いました。 

父はケネスを家へ連れて来て，納屋でひつぎを作り，母と姉……がクッショ 

ンをあてがい，ひつぎに入れて，父とフランシスと近所の親切な二人が墓へ埋 

めに行きました。死者が大勢出たので，どこの家でも墓穴掘りをしなくてはな 

りませんでした。墓を囲んで簡単な葬儀をするのが精いっぱいでした。 

墓地から皆が帰らないうちに再び電話が鳴って，ジョージ•アルバ一トがま 

た悲しいニュースを知らせてきました。チャールズが死に，二人のかわいい娘， 

7歳のベス夕と5歳のエレインが重体で，二人の幼い子，4歳のレルドンと3歳の 

ポーリンも病気にかかったというのでした。 

いとこ……がチャ一ルズのひつぎを手に入れ貨車で家に送ってきました。父 

と小さいフランシスが遺体を駅から運びました。 

翌日，頑健で不屈な老父はまたも悲しい務めに呼び出されました。今度は黒 
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髪で大きな青い目の，いつもニコニコしていたベス夕を家に連れて帰ることで 

した。 

父がその家に行くと，悲しみに気も狂わんばかりの母親のジュリエットが金 

色の巻き毛をした青い目のかわいいエレインの寝台のわきにひざをついていま 

した。ジュリエットは疲労困憊してすすり泣きながら祈っていました。…… 

父がベス夕を連れて戻る途中で，また恐ろしい知らせが入っていました。エ 

レインも父親や兄のケネス，姉のベス夕のもとに旅立ったのです。こうして父 

はまたもや悲痛な旅をして，1週のうちに一つの家族から4人もの死者を葬った 

のでした。 

エレインを埋葬した晩に電話は鳴らず，その翌朝も悲しい知らせはありませ 

んでした。…… 

朝食が済むと父はフランシスに言いました。『なあ，フランシス，畑に出て， 

あまり力チカチにならないうちにてんさいを掘り出して，荷ごしらえしてしま 

おうじゃないか。馬を車につけて出発しよう。』 

フランシスが4頭立ての馬車を御して来て，父が飛び乗りました。二人はサラ 

トガ街道に沿って馬車を走らせました。途中で工場にてんさいの荷を運ぶ近所 

の農夫の馬車の列に出会いました。通り過ぎるときにだれもがあいさつを交わ 

しました。『やあ，ジョージおじさん』『お悔やみを言うよ，ジョージ』『大変だ 

ったなあ，ジョージ』『おまえには友達がいっぱいいるな，ジョージ』 

後の馬車は……ジャスパー• ロルフでした。彼は笑顔であいさつを送り， 

叫びました。『こりゃみんな，ジョージおじさんのものだせ！』 

父はフランシスの方を向いて，『あれがわしらのものだったらなあ』と言い 

ました。 

農場の入り口に着くと，フランシスが大きな赤いてんさい運搬車から飛び降 

りて門を開けました。そして馬車を中に引き入れてから，一息ついて，辺りを 

見渡しました。左から右，後ろ，前と。するとまったく驚いたことに，てんさ 

いが見当たりませんでした。ジャスパー• ロルフの言った言葉の意味が分かっ 

たのはそのときでした。『こりゃみんなジョージおじさんのものだぜ！』 

父も馬車から降りました。心から愛する豊かな茶色の土を手にすくい，親指 

のない左手にてんさいの葉を持った父は，この労働の象徴をわが目を疑うかの 

ように見詰めていました。 

そして父はてんさいの葉の山に腰をかけました。わずか6日間で愛する者を4 

人埋葬のために運び，ひつぎを作り，墓を掘り，衣装縫いまで手伝いながら決 

して動じなかった驚くほど強い父，苦しい目に遭いながら動揺しなかった父が， 

てんさいの葉の山に座って子供のようにすすり泣きました。 
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それから立ち上がった父は，大型の赤いハンカチで目をぬぐい空を見上げて 

言いました。『父よ，ワードの長老たちに感謝します』と。」（ボーン• J•フエ 

ザ一ストーンによる引用，レス•ゴーテス"Now Abideth Faith, Hope and Charity" 

Ensign「信仰，希望，愛があった」『エンサイン』1973年7月号，pp.36-37) 

みこころ 

教会の定員会はすべて，主の御心を達成するために組織されている。神権者 

としてわたしたちは，与えられた責任を完全に果たさなければならない。 

ジョセフ•フイ一ルデイング.スミス大管長は次のように述べている。 

「教会の歴史の中で今日ほど神権者に与えられた責任を果たすことが重要な時 

はない。主に仕え，主の戒めを守り，与えられた召しを尊んで太いなるものとす 

ることが今日ほど急務とされたことはこれまでになかった。」（『救いの教義』 

第3巻,p.105) 

チヤレンジ 

1.与えられた責任を果たす。 

2.定員会の困っている人に心を向ける。 

3.援助が必要なときは，所属する神権定員会に申し出る。 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.教義と聖約107 ： 21 -26，58-66, 85-100を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。この二つはレッスンのときは必ず用いるので，毎週使えるよう 

に手配しておく。 

3.レッスンの中で引用文ゃ聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

4.「世はよく働く人を求む」（賛美歌161番）を歌って開会するように計画する。 
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執事の義務 

目的執事の義務を理解する。 

導入 

教会の管理監督は，執事に次の勧告を与えた。 

「すべての人間は神の子供であるが，皆さんはそれ以上のものを持っている。 

それは，神の名により行動する権能である。これが世の人々と皆さんを明確に 

区別している。この権能は，皆さんを自動的にほかの人より優れた人間にする 

のではなく，より良い生活を送る責任を皆さんに課するのである。 

皆さんは自分が神権を持つ神の子供であることを知っている。したがって， 

この偉大な祝福にあずかれない人々よりいっそう多くの期待が皆さんに寄せら 

れているのである。」（ビクター• L •ブラウン「アロン神権——確かな土台」『聖 

徒の道』1973年1月号，p. 37) 

執事の義務 

執事は主の用向きを受けており（教義と聖約64: 29参照），主の業に携わる。 

義務を遂行して神権を尊重するならば，それは救い主を尊ぶことになる。救い 

主への愛を表す 善の方法の一つに，執事としての義務を遂行することがある。 

この義務には教会員を見守り，聖餐のパスを行うことが含まれる。 

黒板に「教会員を見守る」「聖餐のパス」と書く。 

教会員を見守るとは，特に教会員が物質面での必要を満たせるように助ける 

ことである。衣食住は物質面での必要である。執事は断食献金を集め，福祉事 

業で働き，困窮者に奉仕することにより，教会員の物質面での世話をする監督 

ゼ助ける。 

次に挙げるのは，一人の若い執事が断食によるささげ物を集めることを通し 

て，その責任の大切さを学んだ物語である。この話は，困窮者に分与するため 

食料，衣服，燃料を断食によるささげ物としてささげていた何年も昔のことで 

める。 

「執事であるわたしには，近所の家から断食によるささげ物を集める責任があ 

った。管理者のピー夕一•ライド兄弟は，類ひげのある中年の紳士で，彼の責 
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任は断食によるささげ物を集めて貧しい人に施す手配をすることであった。 

わたしの仕事は決められた家を一軒一軒訪問し，……貧しい人々のためのさ 

さげ物を受け取ることであった。ある家では大きな石炭の塊，ほかの家ではま 

き，そのほか小麦粉，果物，砂糖，ベーコンといったふうであった。…… 

ある土曜日のこと，わたしが属しているフットボ一ルチームは試合をするこ 

とになっていた。わたしは試合に出たくて仕方がなかった。ささげ物を集める 

のは自分の責任であり，それを怠るのは悪いことだというのも分かっていた。 

しかしどうしても試合に出場したかったのである。わたしは責任よりもフット 

ボールの試合を選んだ。…… 

翌朝早く，ライド兄弟が裏口の戸をたたき，わたしに会いにやって来た。わ 

たしは良心の呵責を感じ，逃げ出してどこかに隠れたいと思った。わたしは彼 

の前で顔を上げることができなかった。しかしライド兄弟は一言こう言っただ 

けであった。『ウイラード，少し散歩する時間はあるかい。』 

秋の肌寒い日であった。 

わたしは彼について行くと，初めに街角に近いある小さな板張りの家に向か 

った。ライド兄弟が入り口の戸を静かにたたくと，背の低いやせた婦人が出て 

た。 

『ライド兄弟，昨日食べ物を頂けませんでした。今は何も食べ物がありませ 

ん J 

ライド兄弟はすまなそうに答えた。『申し訳ありません。今日中に必ずお持ち 

します。』 

庭を渡って次の家を訪れた。戸をたたくと，『どうぞ』という声が聞こえた。 

家の中では老夫婦がべッドに横たわっていた。『ライド兄弟，石炭がないので， 

こうして寒さをしのぐしかありません。』 

別の家では，小さな子供たちと母親が体を寄せ合っていた。赤ん坊は泣き， 

子供たちの顔は涙でぬれていた。 

もう十分だった。…… 

わたしは務めを怠ったことを悔やみ，泣きたい思いだった。……その曰の午 

後には，食物と石炭が届けられた。わたしは貴重な教訓を学んだのである。」 

{Program Outline tor Teaching Observance of tne Low of the Fast『プロ 7 フムの概 

要，断食の律法遵守の教え方』1965年，卯.19-20) 

しかし，断食献金を集めることは，教会員を見守る方法の一つにすぎない。 

そのほかにも例えば，未亡人を助けて菜園に種をまき，水をやり，除草する。 
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収穫の時期には刈り入れや食糧の貯蔵の手伝いもできる。こうして，彼女の物 

質的な必要を満たせるように援助するのである。 

写真ページ5-a「断食献金を集めることは執事の義務の一つである」，5-b「福祉事業で定 

員会として働くことは，教会員を見守る執事の責任の一つである」を見る。 

教会員を見守ることには，会員が戒めを守れるように助けることも含まれて 

いる。 

会員が戒めを守れるように助けるにはどうしたらよいだろうか。（わたしたちの言葉と行い 

を通して福音を会員に教える。） 

生徒に教義と聖約20 ： 58-59を読ませる。警告し，説き明かし，勧め，教えて，キリストの 

もとに来るようにすベての人を招くために何ができるだろうか。 

警告し，勧め，教えるときに，教会員の霊的な必要を満たすのである。その 

ための一つの方法は，教会で話をすることである。十分な祈りをもって話を準 

備するならば，聖霊は，話す言葉が真実であることを会員に証してくださる。 

また，集会について会員に知らせたり，ホームティーチャーとして召された場 

合にその責任を果たすことも，執事の義務を遂行する方法である。 

会員の霊的な必要を満たす も神聖な義務の一つに，聖餐のパスがある。こ 

の責任を果たすときには，主の御霊を受けて儀式の重要性を_覚すべきである。 

主に代わって聖徒に聖餐を配るのであるから，主の代表者としてふわしく備え， 

主が望まれる態度と服装で臨まなければならない。 

ある中央幹部は，執事として働いたことを思い返して次のように語った。 

「わたしは，そのような神聖な〔聖餐〕式に参加することをいかに名誉と考えてい 

たかを覚えている。また，よく両親がこの儀式に仕えるにふさわしいよう手や 

心をいつも清潔にするように教えてくれたことを思い出す。」（ビクター• L •ブ 

ラウン「アロン神権——確かな土台」『聖徒の道』1973年1月号，p.37) 

正しい方法で聖餐のパスを行うならば，もう一つの執事の義務も果たすこと 

になる。それは，互いに教化し合うこと，すなわち強め合うことである（教義 

と聖約107: 85参照)。会員は熱心にパスを行う姿を見て教化され，それぞれの 

義務を遂行しようと強い望みを抱くであろう。 

写真ページ5-c「聖餐のパスは神聖な責任である」を見る。 

執事がその召しを完全に果たすためにはどのようなことをなすべきだろうか。答えを黒板に 

列記する。（「教師の準備」の項に記載された義務を含めるようにする。） 
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5—a,断食献金を集めることは執事の義務の一つである 

5-b,福祉事業で定員会として働くことは，教会員を見守る執事の責任の一つである 

5-c,聖餐のパスは神聖な責任である 









執事の義務を学ぶ 

執事がその義務を学ぶ方法や場所はたくさんある。一つの方法は，個人の勉 

強と祈りである。一人になれる時間と場所を決めて，自分に与えられた義務を 

学ぶために聖文を研究し理解力を求めて祈るのである。 

家庭で両親や兄から学ぶこともできる。家庭の夕べでこの義務について学び， 

日曜日の神権会で執事定員会の会長から指導を受けることもできる。執事定員 

会会長は定員会の執事を統轄し，その義務を教えるように主から命じられてい 

る（教義と聖約107 ： 85参照）。執事の職にあって取るべき行動と義務を理解で 

きるように助けるのである。そのために会長は神権アドバイザ一や監督会Z支 

部長会の一員から執事の義務について訓練を受ける。（アロン神権定員会が組織 

されていなければ，監督会Z支部長会または神権役員がアロン神権者を統轄し， 

各アロン神権定員会の会長としての義務を遂行する。） 

義務を学ぶ 善の方法は実行である。実際に義務を遂行するときに，さらに 

理解を深め主を喜ばせるのである。そして，主はわたしたちに聖霊を通して多 

くのことを明らかにされる。執事はいつも聖霊を伴侶とすることができるよう 

にふさわしい生活を送る必要がある。 

執事定員会が執事を助ける方法 

定員会の会員は様々な方法で助け合える。定員会の集会に集って友情を深め， 

執事の義務を互いに教え，それを果たすために活動を計画するのである。執事 

の義務には，教会員の物質面での必要を満たす，伝道に備え参加する，系図を 

調べて死者のためのパプテスマを受ける，定員会の会員となるにふさわしい年 

代の若い男性の活発化を図る，福音を学ぶ，などが含まれる。定員会は，これ 

らの義務を遂行するためにともに働く場を提供するのである。そして義務を果 

たすことによって，わたしたちは神の王国の建設を助けるのである。 

定員会での奉仕は，個々の会員に福音にあって成長する機会も与える。福音 

の中にあって責任を果たすときに知識を増し，定員会の役員として働くことに 

より指導力を伸ばすのである。 

生徒に教義と聖約107 ： 60-62，85を読んでもらう。執事定員会を管理する人はだれか。そ 

の責任は何か。 

管理する権能を持つ人々が定員会会長を選び，その職に召す。会長は2名の副 

会長を推薦し，彼らは権能を持つ人が承認したうえで召される。定員会アドバ 

イザ一は役員にその義務を教え，定員会集会で福音のレッスンを行う。定員会 

の役員は，会員に彼らの神権に関する義務について指示を与える。このように 
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して，定員会の会員は教会員を見守る方法を学ぶのである。 

また定員会は，必要な助けを与え友情をはぐくむ場を提供する。真理に対す 

る確信を失ったり落胆したりしたときには，定員会の会員から励ましを受けて 

問題の解決方法を見いだすことができる。次の話は，互いに関心を示すことに 

よってどれほど強め合うことができるかを表すものである。この話では，定員 

会のあまり活発でない会員に関心が向けられた。 

教会にあまり活発でない執事がいた。彼は神権会や教会の集会にまったく姿 

を見せなかった。日曜日には家の周りで仕事をするのが普通であり，そんなと 

きに彼はよく神権会について考え，友達が来てくれたらと思った。しかし，だ 

れも神権会に誘ってくれなかったので，行きたい気持ちにもならなかった。あ 

る日曜日に彼が部屋の壁を塗っていると，執事定員会の会長会が訪問した。彼 

らは次の日曜日の神権会に出席できるかどうか尋ねた。彼は，できないと答え 

た。その返事に3人はがっかりしたが，決してあきらめなかった。それから3人 

は毎週日曜日に，神権会に誘うために彼の家を訪問した。 

この少年は執事として教会に出席したことはなかったが定員会会長会の愛と 

関心に深い印象を受け，啓発された。このような関心が後に少年の心を動かし 

て教会に行きたいと思わせたのである。現在彼は教会に活発で，神権の義務を 

果たしている。 

まとめ 

執事としての義務を学び，神権の召しを尊んで大いなるものとするならば， 

自分自身を強め，ほかの人も同じことができるように助けるのである。これが 

「教会員を見守り，教会の常任教職者となる」（教義と聖約84 ：111)ということの 

意味である。 

チヤレンジ 

1.福音に従って生活し，模範的な神権者となる。 

2.執事の義務について教える聖句を研究し祈る。 

3.依頼を受けたら，断食献金を集める。 

4.聖餐の儀式の間，敬虔な態度を保つ。聖餐のパスは，主の代理人としてふさ 

わしい態度と服装で行う。 

参照聖句 

1テモテ3 ： 8-10 (執事の資格） 

教義と聖約84 ： 30-32 (小神権に属する執事の職） 
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教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.教義と聖約20 ： 38-60 ；107章を読む。 

2.クラスで話し合う間に，以下の執事の義務を黒板に書く準備をする。黒板が使えない場合は， 

表に""9る。 

執事の義務 

1.教会員を見守る。 

2.聖餐のパスをする。 

義務を果たす方法 

1.言葉と行いにより福音を教える。 

2.会員に集会について知らせる。 

3.会員の物質面での必要を満たす。 

A.断食献金を集める。 

B.福祉事業で働く。 

4.聖餐式でパスの責任を受ける。 
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教師の義務 

目的教師の義務を理解する。 

教師の義務 

教師の義務は執事の義務をすべて包含する。いかなる神権の職にあっても， 

神権者は執事の権能と責任を持つのである。同様に，祭司に聖任された人の義 

務には，執事と教師の義務が含まれる。したがって，現在教師の責任にある人 

も将来召される人も，ともにこの職の義務を学ぶ必要がある。 

教義と聖約20: 53を読んでもらう。教師にはどのような義務があるだろうか。答えを黒板に 

列挙する。（この課の終わりの「教師の準備」の項に記されている義務を含めるようにする0) 

教会員とともにいて彼らを強めるとは，彼らと親しくなり，ともに教会の活 

動や集会に参加し，彼らの必要が満たされてほかの人々に奉仕できるように助 

けることである。 

教義と聖約20 : 54 - 55を読んでもらう。教師には，ほかにどのような義務があるだろうか。 

答えを黒板に書く。 

54節に，教師は教会員の間の一致と愛を促進する責任があると記されている。 

そのために教会員の不和を鎮め，仕え合うように励ますのである。55節は，会 

員がその義務を果たすように助けることも教師の義務であると教えている。 

いかにして教師の義務を遂行するか 

教師は様々な方法でその責任を果たすことができる。正しい模範を示し，良 

きホ一ムテイ一チャーとなり，教会員を歓迎し，聖餐を準備し，家庭にあって 

助け，平和を作り出す人になるなどである。 

正しい模範を示す 

模範は教会員を強めるための一つの方法である。アルマは息子のコリアント 

ンに，ゾーラム人が彼の悪い行いを見て「わたしの言葉を信じなかった」（アル 

マ39:11)と語った。どんな場所にいても，また何をしていても，わたしたち 

の生活は，コリアントンのようにほかの人々に影響を与えるのである。いつど 
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こにあってもふさわしい義の模範を示すことが大切である。 

良いホ一ムティ一チャ一になる 

写真ページ6-a「ホ一ムティ一チングは教師の大切な義務である」を見る。 

ホームティーチングにより，教会員を教え強めるという教師の召しを尊んで 

大いなるものとすることができる。この義務を果たすに当たり，主の霊感を受 

ける権利が与えられていることを忘れてはならない。福音を宣べ伝えるために 

聖任された人々は，「御霊，すなわち真理を教えるために遣わされた慰め主」（教 

義と聖約50 ：13-14)によってその義務を遂行しなければならない。 

割り当てられた家族に教えるべきことを知るには，どうすればよいだろうか。 

預言者ジョセフ•スミスの家族を教えたホームテイ一チャーの一人が，次の 

話の中で，ホームティ一チャ一としてなすべきことを示している。 

「自分には教師として預言者の家庭を訪れるだけの力がないと感じた。わた 

しはこの責任を降りたいとさえ思った。しかし，わたしは意を決して預言者の 

家を訪れ，扉をたたいた。すると間もなく預言者ジョセフ•スミスが戸口に現 

れた。わたしは震える足でそこに突っ立ってこう言った。 

『ジョセフ兄弟，教師として参ったのですが，ご都合はよろしいですか。』 

『ウィリアム兄弟，どうぞお入りください。よくいらっしゃいました。そのい 

すにおかけください。今，家族を呼んで来ますので。』 

やがて家族が出て来て，皆席に着くと，預言者は，『ウィリアム兄弟，わたし 

たち家族はあなたのおっしゃるとおりにいたしますよ』と言っていすに腰を下 

ろした。『さて，ウィリアム兄弟，何でもお聞きになりたいことがあればお尋ね 

ください。』 

このときにはわたしの恐れは去り震えはすっかり止まって，わたしは次のよ 

うに尋ねた。『ジョセフ兄弟，あなたは御自分の宗教に従って生活しようとして 

いらっしゃいますか。』 

『はい。』 

『家族で祈っていらっしゃいますか。』 

『はい。』 

『御家族に福音の原則を教えていらっしゃいますか。』 

『はい，そのように努めています。』 
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『食事の前に祝福をしていらっしゃいますか。』 

『はい。』 

『御家族の皆さんと平安で一致した生活を送るように努めていらっしゃいます 

か J 

彼はそうしていると答えた。 

そこでわたしは，彼の妻であるエマ姉妹の方を向いて尋ねた。 

『エマ姉妹，教会の教えに従って生活しようと努めていらっしゃいますか。両 

親に従うように子供たちに教えていらっしゃいますか。祈るように子供たちに 

教えていらっしゃいますか。』 

彼女はすべての質問に，『はい，そのように努めています』と答えた。 

わたしはジョセフの方に向き直って言った。『わたしが教師としてお尋ねした 

いことはこれで全部です。何かわたしに教えてくださることがありましたら， 

喜んでお伺いしたいのですが。』 

『神の祝福があるように，ウィリアム兄弟。あなたが謙遜で忠実であるならば 

教師として働くときにいかなる困難に遭遇しても解決する力を与えられるでし 
ょう。』 

それからわたしは教師として預言者ジョセフ•スミスと家族に祝福を残し， 

舌辛云しに。」（"Recollections of the Prophet Joseph Smith" Juvenile Instructor「預 

ジョセフ•スミスの思い出」『ジユブナイル•インストラクタ一』1896年8月15 

日付け，pp.492-493) 

このホームティーチャーのように，担当家族を強めるために，彼らとともに 

祈り，家庭での責任を果たすように励まし，福音に従って生活するように助け 

るのである。担当家族が援助を必要とするときには，神権指導者に報告する。 

担当家族を訪問するときには，家長の許可を得て訪問することを忘れてはな 

らない。家長は主からその家族に対する責任を受けているので，常に彼の指示 

の下に教えるべきである。家長の指示に従って教えるときにのみ，教師として 

の義務を遂行できるのである。 

主が望まれる方法でホ一ムティ一チングを行うならば，教会員の中に愛と一 

致を築くことができる。次の話は，.教師としての召しを誠実に行うときに何が 

起こるかを示すよい例である。 

「 近……ある兄弟と教師の年齢のその息子が，わたしたち家族のホームテ 

ィーチャーに割り当てられました。わたしたちは少年の父親の福音に対する献 

身をよく知っていましたが，外見上，容貌も行動も父親に似て献身的に見える 

その息子がどんな少年かわたしたちは知りませんでした。そこで 初の訪問の 

間中，わたしはこの少年に注目していました。彼はつつましく控えめでしたが， 

42 



第1課 

その言動一つ一つから彼が神権を誉れに思っている気持ち力《伝わってきました。 

それからすぐにわたしたちは，1年前に息子を失い，また妻が現在身ごもってい 

ることを彼らに告げました。そのときから二人はわたしたちにとって特別な存 

在となりました。わたしたちのために祈り，わたしたちを励ましてくれたので 

す。 初の訪問を終わるに当たって，わたしはこの少年に祈りを頼みました。 

すると少年は祈りの中で，主に，子供を失ったわたしたちを支え，もうすぐ生 

まれる赤ちゃんを祝福してくださるように願ったのです。特にわたしの妻が無 

事に出産できるように祈ってくれました。それを聞いて妻もわたしもこの若い 

教師の誠意と配慮に心を打たれました。その日以後この兄弟たちは，しばしば 

(月に1度以上）わたしたちを訪ねてくれました。赤ちゃんが生まれると，この 

少年は贈り物を持って父親と訪れてくれました。そしてわたしたちが皆そろっ 

てひざまずいて祈ったとき，この教師は赤ちゃんが無事に生まれたことを主に 

感謝してくれたのです。」（H •バーク•ピーターソンによる引用「教師の役割」 

『聖徒の道』1974年11月号，pp. 494-495) 

より良いホ一ムテイ一チャーになるためには何をしたらよいだろうか。 

歓迎 

良き模範を示すという召しを尊んで大いなるものとすることの中には，教会 

に集う会員たちを歓迎することも含まれる。会員と握手をして近況を尋ねると 

よい。温かく親切な態度でアッシャーを務めるならば，会員の愛と一致を高め 

るであろう。 

聖餐の準備 

救い主は，まことの奉仕とは賞賛を期待せずに何かを行うことであると教え 

られた。聖餐の準備は，この原則に当てはまるよい例である。教師が聖餐を準 

備することを知らない会員がよくいる。ほとんどの場合，その準備をだれがし 

たかということに注意を払う人はいない。それでも責任は果たされる。そして， 

それがまことの奉仕であり，主に喜ばれるのである。 

聖餐を準備するためには物心両面において，どのような備えをしたらよいだろうか。（体を清 

く保つことを含めるようする。） 

家庭において助ける 

教師として自分の家族を助けることもできる。住居の掃除や修理，庭の手入 

れ，菜園の仕事などの手伝いは大切な責任である。さらに，神権者として家族 
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が福音に従って生活するように助ける責任もある。 

写真ページ6-b「神権の召しを尊んで大いなるものとする教師は，自分の家族を強める」を 

見る。 

平和を作り出す人になる 

家庭や教会に平和をもたらすのも教師としての責任である。それを果たすた 

めの一つの方法に，人の長所に目を向けることがある。そうするならば相手の 

自尊心を高めるであろう。また，人の評判を傷つける悪口やうわさ話を避け， 

いつも愛と親切をもって人と交わることである。このような態度を養い活用す 

るときに，ほかの人々の生活に平和をもたらすことができるのである。 

まとめ 

教師は，会員が義務を果たすように助け，愛と一致を促進し，教会を強める 

ために常に努めなければならない。たとえ年が若くとも，あるいは新しい改宗 

者であっても，ほかの人々によい影響を与える力を持っているのである。「主 

が命じられることには，それを成し遂げられるように主によって道が備えられ 

ており，それでなくては，主は何の命令も人の子らに下されないことを」（1ニ 

ーフアイ3: 7)常に忘れてはならない。 

自分の属する教会のユニットでの愛と一致を強めるために，クラスで何か特別な計画を立て 

チヤレンジ 

1.ホームティーチングの担当家族の必要について祈りをもって考える。 

2.御霊の導きに従って各家族の必要に見合ったメッセージを準備する。 

3.ホ一ムティ一チングの同僚と毎月早いうちに担当家族を訪問する。 

4.担当家族とともに祈る。 

5.担当家族が必要とする奉仕を，できる範囲で行う。できないことがあれば， 

定員会の指導者と連絡を取る。 

参照聖句 

『モルモン書』ヤコブ1：17_19(教師がその召しを尊んで大いなるものとする方 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 
1.教義と聖約20 ： 53-60，および本書第4課「神権定員会」を読む。 
6-b,神権の召しを尊んで大いなるものとする教師は，自分の家族を強める 
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2.黒板とチョークを用意する。 

3.次に挙げる教師の義務をレッスン中に黒板に書くか表にする準備をする。 

教師の義務 

1.執事のすべての義務を遂行する。 

2.教会員とともにいて彼らを強める。 

3.教会内の愛と一致を促進する。 

4.会員が義務を果たせるように助ける。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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祭司の義務 

目的祭司の義務を理解する。 

導入 

主はすべての神権者に「それぞれの職に就かせ，それぞれの召しにおいて働 

かせ」るように命じられた（教義と聖約84 ：109)。そのために，まず神権にか 

かわる各々の責任を学び，次いで実行する必要がある。祭司の義務には教え， 

パプテスマを施し，聖餐を執行し，会員の家庭を訪れ，神権を授けることなど 

がある。これらの義務を果たすことにより，神の王国の建設を助けるだけでな 

く，メルキゼデク神権を受けるために自らを備えるのである。メルキゼデク神 

権を受け，長老の職に聖任されれば，専任宣教師の召しを受けることもできる。 

しかし，有能な宣教師になるには，十分な準備が必要である。祭司の召しを尊 

んで大いなるものとするならば，立派な宣教師になる備えができるのである。 

祭司の義務 

主が祭司に与えられた義務は，執事と教師の義務も含めて数多くある。祭司 

の特別な義務が『教義と聖約』に記されている。 

教義と聖約20: 46-48を読んで線を引いてもらう。祭司の義務とは何か。答えを黒板に列記 

する。（この課の終わりの「教師の準備」に記されている義務を含めるようにする。） 

教える 

祭司には「説き，教え，説き明かし，勧め」る義務がある（教義と聖約20: 

46)。人々に福音の原則を教えるのである。福音の原則を教えるためには，まず 

それが何であるかを学ばなければならない。主は次のように言われた。「わたし 

の言葉を告げようとしないで，まずわたしの言葉を得るように努めなさい。そ 

うすればその後，あなたの舌は緩められる。それから望むならば，あなたはわ 

たしの御霊とわたしの言葉，すなわち人々を確信に導く神の力を受けるであろ 

う。」（教義と聖約11：21) 

家庭にあっては両親，定員会においては指導者から，また日曜学校，聖餐会 

など，神の言葉を得る方法は様々あるが， も効果的な方法は毎日自分で聖文 

の勉強を行うことである。定期的な聖文の学習ができないほど多忙な神権者は 
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いない。聖文を学び，よく考えるならば，主が理解の目を開いてくださるであ 

ろう。そして，一度福音を理解すれば，ほかの人々に教えることができるので 

める。 

また，義にかなった模範を通して福音を教える責任を果たすこともできる。 

多くの場合，良い模範は福音に従って生活するようにほかの人々を励ますもの 

である。 

福音を教えるために何か特別にできることはないだろうか。 
写真ページ7-a「祭司が施すパプテスマを受けた人は，神の王国に入る」を見る。 

パプテスマを施す 

パプテスマを施すことも祭司の義務である（教義と聖約20 ： 46参照)。正当な 

権能の下に執行されるパプテスマは，教会で も重要で神聖な儀式の一つであ 

る。なぜならば，人はこの儀式によって神の王国に入るからである。管理者の 

立場にある人の承認を得て，この救いにかかわる儀式を執行することは，祭司 

の神聖な責任である。 

写真ページ7-b「祭司には教会員のために聖餐式を執り行う神聖な責任がある」を見る。 

聖餐を執行する 

聖餐を執行するという栄誉に浴するのはおもに祭司である。この儀式は聖餐 

の祈りをささげることによって執り行われる。したがって，祭司は祈りの言葉 

に精通し，服装をふさわしく整え，儀式の前に手を洗うべきである。何にも増 

して，主の代理人として儀式を執行するのであるから，それにふさわしくなけ 

ればならない。 

会員の家庭を訪問する 

主は祭司に命じて，「各会員の家を訪れて，彼らが声に出して祈り，ひそかに 

も祈るように，また家庭におけるすべての義務を果たすように勧める」べきで 

あると言われた（教義と聖約20 ： 47)。割り当てられた家族のホームティーチン 

グを行うことにより，この義務を達成できる。家庭を訪問して家族の必要を見 

いだし，ともに祈り，福音の原則を教え，家庭の務めにいそしむように励ます 

のである。また，教会や近所で会ったときに優しい態度を示し，教会や学校， 

地域の活動に一緒に参加するのもよい。 
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聖任 

祭司はほかの祭司，教師，執事を聖任する権能を持っている（教義と聖約20: 

48参照)。しかし，鍵を持つ神権指導者または許可を与える権能を持つ人から認 

可を受ける必要がある。ほかの人に神権を授けるこの神聖な権能は，パプテス 

マのヨハネがジョセフ•スミスとオリバー•カウドリにアロン神権を授けたと 

きに地上に回復された（教義と聖約13章参照)。パプテスマのヨハネは，神の名 

により働く天使から権能を受けた(教義と聖約84: 28参照)。したがって，神権 

を授ける権能は神からもたらされたのである。この重要な儀式を執行するには， 

自らをふさわしく整え，聖霊の導きを受けなければならない（詳細は本書第3課 

「神権の回復」を参照)。 

写真ページ7-c「宣教師への援助は義務でもあり，名誉でもある」を見る。 

宣教師になる 

伝道活動への援助も祭司の召しに含まれている。この召しは古代の教会に存 

在したが，ジョセフ•スミスが主から指示を受けて，現在のアロン神権者も同 

様に長老の伝道を手伝うようになった。特に彼らの責任は長老のために約束を 

取り，道を備えることである（教義と聖約84 ：107-108参照)。自分の住む地域 

で伝道する専任宣教師を助け，レッスンを受ける家族を見いだして約束を取る 

ことにより，今日の伝道活動に協力できる。また，専任宣教師になるために自 

ら備えることも，伝道活動への援助である。 

神権の召しを尊んで大いなるものとする 

祭司は，教え，パプテスマを施し，聖餐を執行し，会員の家庭を訪れ，伝道 

活動を助けるといった自らの義務を学ぶべきである。これらの義務を学び行う 

ときに，主の守りと導きを受けるのである。ウイルフォード.ウッドラフ大管長 

は，祭司のときに長老の同僚と伝道した経験について，次のように述べている。 

「わたしは祭司であり，同僚は長老だった。わたしたちは何千キロも旅をし， 

多くのことがわたしたちに現された。神権の召しを尊んで大いなるものとする 

ならば，その人が祭司であれ使徒であれ，何ら違いはないという事実を心に銘 

記していただきたい。祭司は，天使の働きの鍵を握っている。わたしは使徒，七 

十人，長老として生活したときにも，祭司の職にあったときほど主の守りを受 

けたことはなかった。主は啓示や示現，また聖なる御霊によって，前途に待ち 

受ける多くの事柄をわたしに現されたのである。」(Millennial Star『ミレニアル 

スター』1891年10月5日，p.629) 

7-b,祭司には教会員のために聖餐式を執り行う神聖な責任がある 

51 





第10課 

ビクター• L •ブラウン監督は，祭司がいかにその召しを遂行すべきかについ 

て，彼の経験を語った。 

「ある青年が……わたしに次のような手紙をくれたのである。『かつてあるワ 

一ドに出席していたときのことです。そのワ一ドにはメルキゼデク神権者がほ 

とんどいませんでした。でも，どう見ても霊性が欠けている様子はありません 

でした。それどころかむしろ，会員の多くは，神権の力がそれまで見たことも 

ないほど見事なまでに発揮される光景を目にしていました。 

力の中心は祭司でした。彼らは生涯で初めて，祭司の持つすべての義務を果 

たし，ワードの会員の必要を満たす仕事をするよう召されたのでした。彼らは 

ほんとうの意味でホ一ムテイ一チャーに召されたのです。ただ訪問する長老に 

黙ってついて行くのではなく，兄弟姉妹に自ら祝福をもたらすよう召されたの 

です。 

それまでのこれら4人の祭司からはとても考えられないことでした。そこいら 

の不良と変わりませんでした。彼らはセミナリーの教師を2，3か月で次々と追 

放してしまいました。またスカウトの旅行のとき，ある地方で大暴れをしまし 

た。でも彼らが必要とされたとき，そして彼らの精力的な働きに全幅の信頼が 

置かれたとき，彼らは神権の奉仕の業の中で も輝きを放つ存在に数えられる 

ようになったのです。 

この秘訣は，監督がアロン神権者たちに，天使の現れを受けるような人物に 

成長してほしいと訴えたことにあります。そして彼らはそのような人間にまで 

成長しました。助けを必要としている人々に援助の手を差し伸べ，強さを必要 

としている人々に強さを与えました。その結果，ワードのほかの会員の成長を 

助けただけでなく，定員会の会員たち自身も成長したのでした。ワード内には， 

偉大な一致の精神がみなぎりました。会員たちは皆，人々が思いと心を一つに 

することによりどれほどの成果が上がるのか，知り始めました。この成果の中 

には説明のつかないものは一つもありませんでした。ただアロン神権を適切に 

行使しただけなのです。』」（「アロン神権の展望」『聖徒の道』1976年2月号，pp. 

98-99) 

神権者としての義務を遂行して良い報いを得たという体験をだれかに話してもらう。 

有能な宣教師になる備えをする 

祭司としてのすべての責任を果たすならば，まさに宣教師として行うことを 

体験するであろう。つまり，宣教師として福音を教え，改宗者にパプテスマを 
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施し，折に触れて聖餐を執行し，会員の家庭を訪れ，ほかの人に神権を授ける 

のである。これらの義務を遂行すれば，霊性が高まり，伝道に召されるときの 

ためによりよい準備ができるであろう。 

アロン神権の目的の一つは，メルキゼデク神権を受けるための備えをさせる 

ことである。アロン神権を尊んで太いなるものとする立派な祭司は，メルキゼ 

デク神権を受けて長老の職に聖任される。 

今日ほとんどの地域で，専任宣教師の伝道活動は長老が行っている。現在ア 

ロン神権を持つ資格ある神権者は，ほとんど18歳になると長老に聖任される。 

そして1年の間，祭司は長老の義務を学び遂行し，専任宣教師として働く備えを 

するのである。自分自身をささげて神に関する事柄に心を向け，主の業に仕え， 

人々を義にかなった方法で管理するのである（教義と聖約121：34-38参照)。 

そのようにして主を信頼することを学んでいくのである。そして，主に信頼を 

置くならば，試練や苦難のときに主はわたしたちを支え守ってくださるのであ 

ウィルフォード•ウッドラフは，彼の命が主によって守られたときのことに 

ついて述べている。彼はある日，『モルモン書』は悪魔から来たと主張する背教 

者，へィクマン神父に警告するように御霊に動かされた。ウッドラフ兄弟は次 

のように語っている。 

「わたしはヘイクマン神父のところへ行って警告するように，3度心に強く感 

じた。……3度目にわたしは彼に会いに行った。彼の家は悪しき霊で満ちている 

ようであり，霊の現れに悩まされた。警告の言葉を終えるとわたしは家を出た。 

すると彼はわたしを殺そうと追いかけて来た。彼に殺意があったことは疑う余 

地がない。示現の中でわたしに示されたからである。彼はわたしのいる所まで 

来ると，わたしの足もとに倒れて死んだ。まるで天からの雷に打たれたようで 

あった。当時わたしは祭司であったが，神はわたしを守り，命を救ってくださ 

つたのである。」(The Discourses ofWilford Woodruff『ウィルフォード*ウツドラ 

フ説教集』pp. 297-298) 

義にかなった神権者であっても，その生涯のうちにこのような顕著な出来事 

を経験することはまずないであろう。しかし，わたしたちが知る知らないにか 

かわらず，主は様々な方法で忠実な僕を守り続けておられるのである。 

祭司が伝道を計画し，それに備えることはなぜ大切だろうか。 

まとめ 

スペンサー•W•キンボール大管長は次のように述べている。 
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「若い人は皆伝道に出るべきですか，という質問をよく耳にする。主はそれに 

答えておられる。『然り。』若人はすべて伝道に出るべきである。主は言われた。 

『わたしの教会の長老たちを，遠くにいるもろもろの国民に，海の島々に遣わし 

なさい。諸外国に遣わしなさい。まず異邦人へ，次いでユダヤ人へと，すべて 

の国民に呼びかけなさい。』（教義と聖約133: 8)」（「全世界に出て行って」『聖 

徒の道』1974年11月号，p. 483) 

チヤレンジ 

アロン神権の義務を忠実に遂行する0 

1.所属する定員会あるいはワード/支部の会員を強める。 

2. メルキゼデク神権を受けて伝道に出る備えをする。 

3.聖餐の祈りを覚える。 

教師の準i — 
レッスンの前に以下のことを行う。 

1.教義と聖約20 ： 46-49を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.次に挙げる祭司の義務をレッスン中に黒板に書くか，または表にする準備をする。 

祭司の義務 

1.執事と教師の義務を遂行する。 

2.福音を教える。 

3.バプテスマを施す 

4.聖餐を執行する。 

5.会員の家庭を訪れる。 

6.ほかの人をアロン神権に聖任する。 

7.伝道を行う。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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監督と支部長の義務 

目的監督と支部長の責任を理解し，彼らを支持する方法を学ぶ。 

導入 

教会員が組織する も小さなユニットは「家族」である。教会員が広く散在 

する地域では，それぞれの家族が教会のユニットとして機能する。ふさわしい 

神権者の指示の下に，家族で聖餐会や日曜学校などの集会を開き，大きな教会 

ユニットが行うような活動をすることができる。 

2人以上，あるいは2家族以上が住む地域で，そのうち少なくとも一人がふさ 

わしい祭司かメルキゼデク神権者である場合は，教会の支部が組織される（『支 

部手引き』P.1参照)。支部はいわば小規模のワードであり，会員数が十分に増え 

ればワ一ド組織になる。 

支部長は支部を，監督はワ一ドをそれぞれ管理する。教会が成長を続けると， 

次第に資格ある神権者が，この責任ある指導者の職に召されるようになる。彼 

らの多くは教会歴が浅く，福音の知識もわずかしかない。しかし，謙遜であっ 

て，彼らが仕える教会員の信仰と祈りと支持を必要としているのである。 

監督と支部長の任命 

だれが監督を任命するか。監督の有する神権は何か。 

監督は主の霊感により召され，大管長会と十二使徒評議会の指示の下にステ 

ーク会長が聖任する（教義と聖約68 ：14-15参照)。ワード監督会は3名の大祭 

司，すなわち監督と2名の副監督で構成される。監督は管理大祭司であり，ワ一 

ドの全会員を管理する。加えて，祭司定員会の会長であり，ワードの若い女性 

の物心両面での福利に責任を持つ神権指導者でもあ奴教義と聖約107 ：13-17， 

71 - 72 参照)。 

支部長は，伝道部長またはステ一ク会長により霊感を通して召され，その支 

部を管理する権能が与えられる。支部長はメルキゼデク神権者で，副支部長と 

ともに働き，監督と同様の責任を持っている。監督について述べている聖句の 

多くは，一般に支部長にも当てはまる。 

多くの教会員は，監督Z支部長をワードや支部の単なる管理者としてしか見 
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ていない。したがって，そのほかにも物心両面にわたり多くの責任があること 

に気づかない。しかし，監督Z支部長はそれらの義務を果たすときに，会員か 

ら支持を受けなければ，完全に仕えることはできないのである。 

物質的な事柄に関する監督/支部長の責任 

物質的な事柄に関する責任とは，ワードZ支部の会員の物質的福利にかかわ 

る義務のことである。 

什分の一と献金を集めることは，その具体例の中でも大切なものである。主 

の代理人である監督Z支部長は，これらの献金を正しく受領，記録，配付する 

責任がある。断食献金は，貧しい人のために忠実な教会員が毎月2食を続けて断 

ち，その金額をささげるものである。（健康上，断食できない人は断食献金をさ 

さげるだけでよい。）監督/支部長はワ一ド/支部の会員についてよく知り，助 

けが必要な場合には，断食献金を用いるか教会員に援助を要請する（教義と聖 

約84 ：112参照)。 

次の話は，監督がある貧しい家をいかに助けたかを示している。 

「ソルトレーク•シティ一の交通の激しい高速道路の下に，60歳になる老人が 

一人で住んでいる。足が不自由なため，1日として安らいだことはなく，長い間 

一人で寂しく暮らしていた。ある冬の日，わたしは彼の家を訪れた。ベルを鳴 

らしてもなかなか返事がなかった。しかし中に入ってみると，家の中はきちん 

と整頓されていた。暖かい所は台所以外にどこもなく，どの部屋も凍るような 

寒さであった。ほかの部屋を暖めるだけのお金がないのである。壁紙もなく天 

井は高すぎるし，食器棚には何も入っていなかった。 

わたしはこの友人のことが気がかりで，監督に話すと，監督は証に促されて 

早速愛の奇跡を起こしてくれた。ワードの会員たちが集められ，愛の活動が開 

始された。1か月後，友人のル一から電話があり，何が起こったか見に来てくれ 

ないかということであった。そこで目に映ったのは，まさに奇跡であった。大 

きなポプラの木を掘り起こしたままになっていた歩道はきれいに直され，玄関 

は補修され，ドアには真新しい取っ手が付いていた。天井は低くされ，壁紙も 

はられていた。柱や板にはペンキが塗られ，屋根も修理された。食器棚はいっ 

ぱいだった。もはや寒々とした人けのない家ではなかった。すべてが暖かく人 

人を迎えているようであった。 後にルーはとっておきのものをわたしに見せ 

てくれた。それは，扶助協会の姉妹たちが心を込めて作った，マクドナルド家 

の紋章の入った美しいしま模様のベッドカバーであった。また，毎週ヤングア 

ダルトの兄弟姉妹が温かい夕食を持ち寄って家庭の夕べを一緒に開いているこ 

とも知った。これまで寒々としていた家は暖かさを取り戻し，補修によって古 

い家屋は一変した。しかし，何よりも大切なことは，絶望的と思われた家に希 
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望の光がともり，愛が勝利を収めたことである。」（トーマス• S•モンソン「主 

の道」『聖徒の道』1978年2月号，pp. 9-10) 

教会の建物と備品の維持，あらゆる教会業務の記録なども監督/支部長の物 

質的な責任である。そのほか，教会員から宣教師の支援基金などの献金を集め 

ることも含まれる。 

監督/支部長の霊的な責任 

監督Z支部長は，教会員の霊的な福利について配慮するように求められてい 

る。また聖徒の一般判士として特別な義務を負っている（教義と聖約107 ： 74参 

照)。主は監督/支部長に，この義務を果たすうえで助けになる識別の賜物を約 

束しておられる（教義と聖約46: 27参照)。 

識別の賜物は，監督Z支部長が真理を知り，善悪を区別し，人の心を見抜く 

ことさえも可能にする。この賜物があるので，わたしたちは監督Z支部長に勧 

告を求め，霊的成長を遂げるために主が望んでおられることを聞くことができ 

るのである。 

次に挙げるのは，識別の賜物を用いてワ一ドの少年を助けた監督の話である。 

16歳の祭司クレイグは，傑出した少年だった。彼は監督から何を頼まれても， 

常に喜んで行う備えができていた。しかしある日，ウェルズ監督は，クレイグ 

が自分を避けていることに気づいた。神権定員会の集会でも，クレイグは目を 

そらしたままだった。ウェルズ監督は彼を祭司定員会の書記に召したいと思っ 

ていたが，何か良くない気持ちを感じた。そこで，クレイグを監督室に呼んで 

面接をした。クレイグはその面接で，道徳的な問題があることを告白し，神権 

者としてふさわしくないと感じて恥じていると言った。ウェルズ監督は彼と話 

し合い，悔い改めれば再び平安を取り戻せると励ました。この面接で，クレイ 

グは問題を克服する方法を学んだ。彼は悔い改めを通して赦しを受け，再び幸 

福感を味わい，熱意を取り戻すことができた。そこでウェルズ監督は，彼を祭 

司定員会の書記として召すことができたのである。 

クレイグの霊的成長を助けるために，監督は識別の賜物をどのように用いただろうか。 

監督Z支部長はイスラェルの一般判士であるから，罪の告白を聞き，悔い改 

めるように助けることができる。会員が重大な罪を犯して悔い改めなければ， 

教会員としての資格を失う。そのような場合，監督は宗紀評議会を開く責任が 

ある。監督はこれらの評議会で判決を下し，会員の悔い改めを促す。宗紀評議 

会は愛の中で行われ，罪を犯した人が悔い改めて再び福音の祝福にあずかるこ 

とができるように助けるのである（教義と聖約58 ： 42-43，14,17-18參照)。 
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この義務は真剣に果たさなければならない。なぜなら，監督は自分が下す判決 

に責任を負うからである。 

伝道部内の支部で重大な背きがあった場合は，伝道部長が宗紀評議会を召集 

する（『教会総合指導手引き』p.64参照)。 

以下の事柄も監督Z支部長の霊的な責任に含まれる。 

•聖餐会の計画を助け，管理する。 

•すべての家族にホームティーチヤーを派遣する。 

•集会の司会をする（福祉活動委員会など)。 

•ワード/支部の様々な責任で働く会員を選んで召す。 

參アロン神権の授与と昇進を許可する。 

• メルキゼデク神権に昇進する兄弟を推薦する。 

參神殿推薦状や祝福師の祝福を受けるための面接を行う。 

•什分の一年末面接を行う。 

參勧告と慰めの祝福を与える。 

•宣教師の推薦状を準備する。 

神権指導者を支持する 

監督Z支部長は主から召され，教会の大管長と主を代表している。したがっ 

て，彼のその召しを支持することは大切なことである。ボイド•パッカー 

長老は次のように語った。「教会の大管長や中央幹部は支持できるが，自分の監 

督は支持できないと言う人は，自分自身を欺いている。ワードの監督とステ一 

ク会長を支持していない人は，教会の大管長を支持していないのである。」（ボ 

イド.K .パッカ一“Follow the Brethren” Speeches of the Year, BYU「指導者 

に従う」『BYU年度講話』1965年3月23日，pp.4-5) 

神権指導者を支持し助ける方法が聖典に記されている。 

次の聖句を一つずつ生徒に一緒に読んでもらう。各聖句を読む度に，その聖句は指導者を支 

持するために，どのようなことができると言っているかを生徒に尋ねる。 

聖句 

教義と聖約6: 9 

1ニーファイ3 ： 7 

教義と聖約60: 2 

マラキ3 ： 8 - 1 0 

へブル13 ：17 

教義と聖約64 ： 9-10 

勧告 

悔い改めを説き，福音に従って生活する。 

与えられたすべての責任を受け入れ遂行する。 

才能を隠さない。 

什分の一などのささげ物をする。 

指導者の勧告に従う。 

指導者も含めて他人の弱点を赦す。 
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監督Z支部長が立派にその召しを果たせるかどうかは，わたしたちの支持に 

よってほとんど決まる。監督/支部長が天の御父の導きを受けてわたしたちを 

正しい道に導けるように常に祈るべきである。 

まとめ 

監督/支部長が果たす役割は，わたしたちの霊的，物質的な福利にきわめて 

重要である。監督/支部長として働くふさわしい神権者は，教会員に指示を与 

えるために召されている。わたしたちに仕えて愛を示す監督//支部長がその責 

任を全うできるように，可能なかぎり助けるべきである。 

チヤレンジ 

1.個人や家族の祈りの中で，教会指導者のために祈る。 

2.指導者の批判やうわさ話を慎む。 

3.指導者の義にかなった勧告に従って，彼らを支持する。 

参照聖句 

1テモテ3 ：1-7 (監督の資格） 

テトス1：5-9 (監督の資格） 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.監督//支部長をクラスに招待して，彼の召しに関する生徒の質問に答えてもらう。 

2.神権会に聖典を持参するように促す。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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長老と大祭司の義務 

目的長老と大祭司の義務を理解する。 

導入 

自分に与えられた神権の義務を学んで遂行するならば，救い主の代理人であ 

る神権者はほかの人々の生活に祝福をもたらす。主から与えられた神権を用い 

てその義務を果たし，人々が永遠の命に向かって成長できるように助けるので 

ある。これは特に，「教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つ」（教義と聖約107: 

18) メルキゼデク神権を有する兄弟に言えることである。メルキゼデク神権者は， 

この神権に属する長老，大祭司のいずれかの職に聖任される。それぞれの職に 

は特別な義務があるが，多くの責任は共通している。 

メルキゼデク神権の責任 

アロン神権者は忠実にその義務を果たすことにより，メルキゼデク神権を受 

ける備えをする。聖任される時が近づいたら，権能を持つ人から面接を受ける。 

あるアロン神権者は，メルキゼデク神権昇進の面接を受けた感想を次のように 

記している。 

「ステーク会長はわたしの目をじっと見詰めたまま 後の質問をして，わた 

しの答えを聞いた。そしてこう言った。『ジョージ，わたしは君がメルキゼデク 

神権を受けて長老の職に聖任されるにふさわしい備えができていると感じます。』 

数分後にわたしは夜の空気の中を歩いていた。……このときほど心に高まりを 

感じたことはなかった。そして，それは平安な思いに満ちたものであった。… 

…やがて，わたしはベッドの横にひざまずいた。立派に神権を行使するために 

全力を尽くす覚悟であった。不敬な言葉や不道徳な話を口にせず，決して人を 

傷つけまいと思った。神の人となるために心からの努力をしようと決心をした。 

わたしはいつもその夜のことを忘れないようにしている。それはすべての始ま 

りであった。神権者として召されることは，何とすばらしいことであろうか。 

神権を行使する資格ある者として選ばれ，家族や……同胞を祝福するために， 

現在，心を尽くして努力できるのはすばらしいことである。」（ジョージ 

デュラント，Kentucky Louisville Mission News Letter!ケンタッキー州ルイスビル 

伝道部ニュース』1974年10月19日付け） 

第 里 
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この少年は面接の後にどのような決心をしたか。わたしたちがメルキゼデク神権を受けると 

きに負わなければならない責任にどのようなものがあるか。 

神権者は皆その義務を学び，神権を行使するのにふさわしくなるよう努力す 

べきである（教義と聖約107 ： 99-100参照)。メルキゼデク神権者はすべて， 

その職が何であるかにかかわらず一定の責任を持っている。 

写真ページ9_a「神権の権能は神の権能を与えられた人が施す按手を通して授けられる」を 

見る。 

メルキゼデク神権の責任には，以下の事柄が含まれている。 

個人の改心 

イエス•キリストの福音に自ら帰依し，その原則に完全に従って生活する。 

家庭と家族関係 

家族に福音の原則を教え，どのような責任を果たすに際しても愛と理解を示 

すことができるように導く。 

家族の歴史と神殿活動 

神殿推薦状にふさわしく生活し，自分自身と家族のために神殿の祝福を受け， 

先祖の名前を探求し，彼らのために神殿の儀式を執行する。家族の記録（日記， 

『家族の記録』家族の歴史など）を作り，家族のつながりを然るべき状態に保ち 

「先祖の心を子孫に，子孫の心をその先祖に向けさせる」ように促す(教義と聖 

約128 ：17参照)。 

福祉活動 

自分自身と家族を養い，貧しい人や苦しんでいる人を主の方法で援助する。 

伝道活動 

自分の実情に合わせて以下のような伝道活動を行う。家族のだれかが伝道に 

出る備えをしている場合その人を助ける。教会員でない人ににフレンドシッピ 

ングを行う。宣教師に友人を紹介する。専任宣教師として働く。伝道活動を財 

政面から援助する。 
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ホームティーチング 

ホームティーチャーとしての責任を十分に理解し，担当家族を「見守り，彼 

らとともにいて彼らを強める」ために熱心に働く （教義と聖約20 ： 53参照)。 

定員会や教会の活動への参加と奉仕 

神の王国を築くために教会の召しを熱心に果たし，定員会や教会のほかの責 

任を遂行し，出席すべき集会や活動に参加する。 

地域社会への協力と奉仕 

法律を守り，敬い，支え，忠実な市民となり，善良な隣人となって地域社会 

を改善する。0\rinual Guidelines 1978-79, "The Melchizedek Priesthood"「年刊ガイ 

ドライン1978-79年」『メルキゼデク神権』p.lより） 

写真ページ9-b「メルキゼデク神権は人々の霊的な生活を祝福する」を見る。 

メルキゼデク神権を受けると，人々の霊的な生活に恵みをもたらす力が与え 

られる。メルキゼデク神権は「福音をつかさどり，……鍵，すなわち神の知識 

の鍵を持つ。それゆえ，この神権の儀式によって神性の力が現れる。」（教義と 

聖約84:19-20) メルキゼデク神権の力を通して，油を聖別し，病人を祝福し， 

メルキゼデク神権や聖霊の賜物を授け，神権の職に聖任し，墓を奉献し，慰め 

の祝福や父親の祝福を子供に与え，より高い神殿の儀式にあずかるのである。 

神の力はこれらの儀式を通してどのように現れるだろうか。メルキゼデク神権を通してあな 

たが受けた祝福にどのようなものがあるか。 

長老と大祭司の特別な義務 

長老 

教会において「長老」という名称には二つの意味がある。まず，メルキゼデ 

ク神権者の総称として用いられる場合である。例えば，宣教師，教会管理役員， 

中央幹部の人々はすべて長老と呼ばれる。また，「長老」はメルキゼデク神権の 

特定の職も指している。 

教義と聖約124 ：137を生徒に読んでもらう。この聖句には長老の職に関する義務の一つとし 

てどのようなことが挙げられているか。 

教会の「常任教導者」として働くほか，長老は要求されるあらゆる職務を行 

う。ジョセフ• F •スミス大管長は，長老たちは神殿で働き，家庭にあってそ 
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の務めを果たし，世界に福音をiベ伝えるために援助するように求められる， 

と述べた（『福音の教義』pp.177-178参照）。 

大祭司 

大祭司は教会の霊的な力と祝福をつかさどる責任を持つ（教義と聖約107 ：10 

参照)。また，管理の責任にも召される。管理役員の召しとしては，特に中央幹 

部，伝道部長，ステーク会長，監督などの職が挙げられる。様々な召しを受け 

て管理する大祭司は，その召しに特有の霊的祝福を施す権能と，長老，あるい 

はアロン神権者の職務をすべて執行する権能を有する。 

まとめ 

メルキゼデク神権は，教会のあらゆる霊的な祝福の鍵を握っている。長老と 

大祭司にはそれぞれに特異な義務はあるが，これらはいずれもメルキゼデク神 

権にかかわる義務である。したがって，長老や大祭司として神権の職務を行う 

ならば，仕える人々の生活を物心両面にわたり祝福できるのである。 

チヤレンジ 

1.自分の神権の職に関する義務を明確にし，それをさらに達成するために計画 

を立てる。 

2.自分の家族が特に必要とする事柄を見極め，より良い父親あるいは家族の一 

員になるために家庭で正しく神権を行使する方法を決める。 

参照聖句 

モーサヤ18: 7-30 (教会員の義務） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.教義と聖約107章を読む。 

2.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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祝釋師と一 
祝福師の祝福 
目的祝福師の役割を理解し，祝福師の祝福を受けるために備える。 

導入 

主はすべての神の子供たちを愛し，祝福を与えたいと望んでおられる。しか 

し，わたしたちの行いと選択が，主から受ける祝福を決めるのである。ジョセ 

フ• F •スミス大管長は次のように述べている。「すべての人はその人の善行と 

すべての行為に対して公正な報いを受けるであろう。……しかし，わたしたち 

が現世と来世で受けるすべての祝福は，その祝福の基づく神の律法に従順であ 

ることによって得られることを覚えなければならないo」("What is to Become of 

Such As Me" Improvement Era「わたしのような者はどうなるのか」『インプル 

—ブメント•エラ』1912年11月号，p.71) 

祝福師の祝福を受けると，この世と永遠において天の御父がわたしたちのた 

めに備えておられる多くの祝福を前もって告げられる。これらの祝福は，真理 

に従って忠実に生活するならば実現する。前もって知ることにより，約束され 

た祝福を受けるにふさわしい人になるよう努力できるのである。 

祝福師とは 

祝福師は族長である。人類の族長であるアダムは 初の祝福師である。アダ 

ムは祝福師として子孫を祝福し，彼らが義にかなった生活をするように助ける 

責任があった。子供たちのためにアダムが 後に行った務めの一つは，祝福師 

の祝福を与えることであった。 

生徒に教義と聖約107 ： 53-57を読ませる。 

ジョセフ•スミスは示現の中で，アダムがその子孫たちを呼び集め，祝福を 

与えている光景を見た。それから，主が御姿を現され，アダムが彼の家族に起 

こることを預言するのを見た。この偉大な出来事について，ジョセフ•スミス 

は次のように語った。「これが，アダムがその子孫を祝福した理由である。すな 

わち，アダムは，彼らを神のもとに連れ戻すことを願ったのである。」{Teach-

ings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』pp.158- 159) 
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「祝福師」はメルキゼデク神権の職の名称でもある。イエスの時代の教会の組 

織の中では，祝福師は伝道者と呼ばれた（エペソ4:11参照)。教会が回復され 

たとき，この神権の職も回復された。ジョセフ•スミスは次のように述べてい 

る。「伝道者とは祝福師のことであり，……キリストの教会が設立される所どこ 

にでも，聖徒の子孫の利益のために祝福師がいるはずである。」（同上，p.151) 

写真ページ10-a「祝福師の祝福は血統を明らかにし義にかなった生活をすることで得られる 

祝福を約束する」を見る。 

教会のほとんどのステークには，十二使徒定員会の指示の下にステーク祝福 

師として召され，聖任された，資格あるメルキゼデク神権者が少なくとも一人 

いる。祝福師は大祭司であるから，大祭司のあらゆる職務を遂行する権能を有 

するが，祝福師として，祝福師の祝福を求めるステークの会員に祝福を授ける 

特別な責任がある。 

祝福師は主の名により祝福師の祝福を授ける権利を有し，そのために霊感を 

受ける。この祝福は，悩みや苦難のときに慰めをもたらし，信仰を強め，主が 

備えられた祝福に到達するよう人を動機づけるものである（『救いの教義』第3 

巻，p.143参照)。 • 

祝福師の祝福とは何か 

1957年に大管長会は，祝福師の祝福は霊感による血統の宣言を包含すること 

を明らかにした。そのほか，御霊に動かされて下される生涯の使命に関する預 

言的指示と約束を与えてくれる。これらのもろもろの祝福の中には，人生の使 

命を達成するために与えられる霊的な賜物の約束，物質的な祝福，忠告，警告 

などが含まれている（『教会指導総合手引き』p.5-5参照)。 

祝福師の祝福で重要なことの一つは血統の宣言である。これはわたしたちが 

イスラエルのどの部族を通して祝福を受けるかを告げるものである。アダム， 

アブラハム，ヤコブをはじめ神の偉大な預言者が受けたと同じ祝福にあずかる 

資格は，この先祖のゆえに，各自の義に応じて与えられるのである（エルドレ 

ッド• G •スミス「すべての人はアダムの祝福にあずかる」『聖徒の道』1972年2 

月号，pp.89-90参照)。 

わたしたちは，末日聖徒イエス•キリスト教会に加わったときに天の御父の 

相続人になった。すなわち，義にかなった生活を送るならば，天の御父がわた 

したちのために備えておられるすべての祝福を受ける権利が与えられたのであ 
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る。この権利を持つのはイスラエルの子孫だけである。教会の会員は，アブラ 

ハムの直系の子孫か，まことの福音を受け入れることによりイスラエルの部族 

の養子になったかのどちらかである（ローマ8 ：14-17 ；ガラテヤ3 ： 26-29 ； 

教義と聖約86 ： 8-10； 63： 20参照)。 

祝福のもう一つの重要な役割は，この世での使命について洞察を与えること 

である。祝福師の祝福を通して，天の御父はこの地上で生活する目的とそれを 

達成する方法を告げられる。しかし，祝福の成就は，必要な条件を満たすかど 

うかにかかっている。 

ジョン• A •ウイッツォー長老は，現世で成就しない約束もあると教えてい 

る。「与えられた約束の実現は現世だけでなく，次の世になることもあるという 

ことをいつも心に留めておかなければならない。約束された祝福が現世で実現 

しなかったことで，時折つまずく人がいる。このような人は，福音においては， 

様々の活動を伴う生活が永遠に継続し，地上での働きは天上へも継がれること 

を心に銘記していないのである0」{Evidences and Reconciliations『証言と和解』 

p.323) 

割り当てておいた生徒に，これまでの生活で祝福師の祝福から受けた導きと助けについて証 

を述べてもらう。 

祝福師の祝福を受ける 

祝福師の祝福を受けるためには，以下の条件を満たさなければならない。 

參バプテスマを受けた教会員としてふさわしい生活をしている。 

•主から導きを受けたいと願っている。 

眷福音を研究し，祝福師の祝福の目的を理解している。 

•祝福の意義を正しく理解し，そこから励ましを見いだすことができるだけ 

の能力を備えている。 

•監督または支部長から推薦状を受ける。 

•祝福を受けるために祝福師と会う約束をする。 

祝福を受けに行くときは祈り，できれば断食をして霊的な備えをする。また， 

祝福師がわたしたちのために霊感を受けられるように祈る。 

割り当てておいた生徒に祝福師の祝福を受けるためにどのような準備をしたか話してもらう。 

祝福師が与える祝福は記録され，わたしたちはその祝福文の写しを受け取る 

ことができる。この写しは，教会の公式記録としても保存される。こうして， 

万一祝福文を紛失することがあっても，また教会から写しを入手できる。 

祝福師の祝福は個人にあてた神聖なものであるから，手近で安全な場所に保 
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管する。その内容は，御霊の導きを受けたときに，親しい人々に話すだけにす 

る。祝福師の祝福から助けを得るには，何度も読み返してよく考える必要があ 

る。そうすれば，約束された祝福を受けるためには何をなすべきかが分かるで 

あろつ。 

まとめ 

次の物語は，祝福師の祝福の中で与えられた勧告に忠実に従い，恵みを受け 

た人の話である。 

「わたしは常々人生には目的があって，いつの日か自分が偉大な使命を達成す 

ると感じていた。しかし，それを実現する方法が分からなかった。わたしは大 

人になっても満足に読み書きができなかったのである。 

わたしは自分がほかの少年と同じ程度の頭を持っていると思っていたが，学 

校の成績の示すところは別で，すべてのクラスを落としていた。読む力を基本 

にした一連の試験では，恐らく自分一人では何もできないほどに知識に欠ける 

という結果が出た。ほかの少年には何でもないことでも，わたしには困難でで 

きなかった。10代のときに，ある友達から『gas (ガス）』という単語のつづり 

を尋ねられたが，何も答えられなかった。わたしはいつも間違えていたので， 

自分は頭が悪いに違いないと思い始めた。これまで何度かそのことをほのめか 

していた周囲の人々も，今やはっきりとロに出して言うようになった。 

わたしは高等学校を卒業した。わたしの読む力は，たかだか小学校3年生程度 

の能力にも及ばないというのが学校側の評価であったが，学校がそのような生 

徒の問題を片付けるには，卒業させるのが も簡単な方法だった。 

実に奇妙なことであるが，そんなわたしが初めて回復された福音に触れたの 

は，14歳のときに家の本棚で見つけた一冊の書物を読もうとしたときのことだ 

った。わたしは偶然，母親の『モルモン書』を見つけたのである。母はテネシ 

一州南部の田舎の教会で，何年も前にパプテスマを受けて教会員になっていた。 

しかし，ほかの教会員と接する機会に恵まれず，福音についてあまり学ぶこと 

もなく，やがて教会を離れてしまった。そんな訳で『モルモン書』に記されて 

いる福音についての知識も欠け，それを子供たちに教えようという気持ちもな 

かった。 

わたしは「ジョセフ•スミスの証」に取り組んだ。理解できない難しい言葉 

は飛ばして，簡単な言葉だけを拾って読んだ。少しも意味が分からずに読むこ 

とは，わたしにとって珍しいことでも驚くべきことでもない。しかし何らかの 

理由により，わたしは御霊に包まれ，自分が読もうとしている書物が真実であ 

ることを確信したのである。読んでいくうちに，教会についてもっと知りたい 
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という気持ちがわいてきた。そこで次の日曜曰に，わたしはヒッチハイクして 

自分のいる町を越えた所にあるモルモン教会に出席した。それからというもの， 

わたしは福音に対する証を増し加えていった。そして8年後，もう求道者生活に 

別れを告げてもよい時機だと思い，パプテスマの水に入った。22歳のときであ 

教会員となり，昇栄への道を歩み始めたわたしは，もはや現状に甘んじ自己 

啓発を図ることもない生活をしているわけにはいかなかった。わたしは神の王 

国で役立つ，価値ある人間になりたいと思った。そのためには，読む力も含め 

て身に付けなければならないことがたくさんあった。 

そこで，g分たちの永遠の進歩に影響を及ぼすような計画や決定をする際に 

は，常に勧告されてきたことを行った。主に心を向けて導きを求めたのである。 

その導きは，祝福師の祝福の中に次のように与えられていた。 

「あなたは神の目にかなって選ばれ，いにしえのパウロのように，善い業を 

達成するために力と能力を授けられた選ばれた僕である。あなたの英知をもっ 

て天の御父をほめたたえるように，引き続き知識を探し求め，知恵を求めて祈 

りなさい。』 

主がわたしに学ぶ能力があると考えておられるならば，学ぶことができる。 

しかし，わたしがさらに深く考えることも，自分のなすべきこともせずに，こ 

の祝福が自動的に成就することはない。祝福を実現するのは，すべての祝福師 

の祝福がそうであるように，自らをふさわしく整え，その祝福を受けるために 

必要な事柄を進んで行うかどうかにかかっているのである。 

毎週6日，朝6時から夜中までの時間を勉強に充てるならば，主はわたしの勉 

強を助けてくださると信じていた。そしてわたしは実際にそれを実行した。 

わたしは基本的な言葉のつづりを録音したレコ一ドのセットを300ドルで購入 

した。毎晩，音読をしながら，そのつづりを覚え，読み書きを独習した。まだ 

上手に書けなかったが，理解できるまで単語を発音どおりに区切って読むこと 

ができた。 

新たに見いだした読み書きの能力に十分な自信を持って，わたしはオハイオ 

州立大学に入学した。わたしは教授の講義をノートに取ろうとしたが，その一 

語一語をこれで十分と言えるまでにつづっていくにはまだ力が足りなかった。 

わたしは前と同じように，自分の知っているほとんどすべての単語を発音に即 

して分析するやり方を進めた。その結果，教授の話のほんの一部だけをノート 

に記録できるようになった。しかし，正確で完全なノートなしに，試験に備え 

て勉強することは不可能だった。再び学習への試みは失敗に終わり，わたしは 

大学を去らねばならなかった。 
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わたしは落胆し，自分の学習能力を疑い始めていた。しかし，わたしには『学 

ぶことができる』という祝福と約束が与えられていた。そして，約束の成就は 

ただわたしの信仰と行いにかかっているということを肝に銘じた。わたしは引 

き続き，読み書きの能力の向上に努めた。 

わたしが自分の責任を果たすならば，祝福を与えてくださるという主の言葉 

を信じて，アイダホ州レックスバーグにあるリックス.カレッジに入学した。 

わたしはホームティ一チンダを完全に行い，教会から任された責任はすべて忠 

実に果たした。そして，そのうえで毎日18時間勉強をしたのである。まだ読み 

方の訓練をしなければならなかったが，今では単語を分析しなくとも直ちに意 

味が理解できた。試験を受けたときには，ノートのすべての単語を暗記してい 

たので，時間内にそれを書くことができた。そして，リックスを卒業するとき 

には読み書きを身に付け，非常に優秀な成績を残して名誉学生になった。 

わたしは現在，望みの学問を優等で修めて，ブリガム•ヤング大学から文学 

士の称号を受けている。 

『善い業を達成する能力が授けられる』という主の約束は成就した。祝福師 

の祝福の中でわたしに与えられたほかの約束も，主を信じて，祝福を実現する 

ために努力するならば,成就するであろう。」（ドービス• ロジャーズ，“ You Shall 

Glonty Your Father in Heaven With \ our intelligence When Faith Writes the Story 

「あなたの英知をもって御父をほめたたえなさい」『信仰がつづる物語』pp.34-

この青年はよく準備をして従順だった。その結果，祝福師の祝福が彼に慰め 

と導きを与える源となった。わたしたちも同じ信仰をはぐくみ，祝福師の祝福 

の中で約束された祝福を自分のものとすべきである。 

チヤレンジ 

1.祝福師の祝福をまだ受けていなければ，受けるために準備する。 

2.すでに受けていれば，何度も祝福文を読み返し，努力して約束された祝福を 

得るにふさわしい生活を送る。 

参照聖句 

創世49:1-28 (族長イスラエルは息子たちを祝福した） 

教義と聖約107: 39-56 (十二使徒は教導者を聖任する。古代の祝福師の神権） 

教義と聖約124 ： 91-92 (祝福師は祝福を与える鍵を持つ） 

モーセ6 ：1-6 (アダムの子孫を祝福するために覚えの書が記された） 
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教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1•祝福師の祝福を受けた生徒に，これまでに経験した導きと恵みについて証をするように依頼 

する。（祝福師の祝福は個人的なものであり，ほかの人に読んで聞かせるべきものではないとい 

うことを言っておく。同じ理由により，祝福文に与えられた約束と指示について，あまり明確に 

述べてはならない。） 

2.もう一人の生徒に，祝福師の祝福を受けるためにどのような準備をしたか話すよう割り当て 

る0 
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中央幹部の必要性 

目的主が中央幹部を召された理由と，彼らを支持することから得られる祝福 

について理解する。 

導入 

救い主は地上におられたときに教会を組織し，人々に神権を授けられた。そ 

の中には，救い主について証を述べ，教会を見守るために召された十二使徒や 

ほかの神権の職に就く人がいた。死と復活の後に，キリストはアメリカ大陸の 

ニーフアイ人を訪れ，同じように教会を組織された。そして，旧世界の教会の 

十二使徒に倣って，ニーフアイ人に仕える十二弟子を召された。 

この終わりの時に，主は預言者ジョセフ•スミスを通してイエス•キリスト 

のまことの教会を再び設立された。この教会は啓示により組織され，救い主が 

地上におられたときの教会と同じく，十二使徒がいる。使徒に加えて，主は教 

会全体を導き管理する人を召された。これらの神権者が中央幹部である。 

中央幹部はメルキゼデク神権者で，主により次のいずれかの職に召されてい 

写真ページ11-a「末日聖徒イエス•キリスト教会中央幹部」を見る。 

大管長会 

大管長会は教会の大管長と，同じく中央幹部である2名の副管長で構成され 

る。大管長は末日に回復された教会のあらゆる権能と鍵を有している。また， 

副管長とともに教会全体を見守り，教会と神権に関するすべての職務を行う力 

と権能を持っている。 

教会の霊的および物質的なすべての事柄を管理する神権の「鍵」を有してい 

るのは大管長である。またそれぞれの地域にあって，ステーク会長や監督，祝 

福師などに，彼らの職に付随する「鍵」を与えるのも大管長の権限である。 

ジョセフ• F •スミス大管長は，この点について次のように述べている。 

「いかなる職であれ，神権を授けられたすべての男性は，この委任された権能 

を有する。しかし，この権能の下に執行されるすべての事柄は，適切な時に， 

適切な場所で，正しく，秩序に従って行われなければならない。これらの働き 

を指示する力が，神権の鍵である。」（『福音の教義』p.132) 
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末日聖徒イエス•キリス卜教会 
中 央 幹 部 

犬 管 長 会 

第一副管長 

I一マス• S •モンソン 
大管長 

ゴードン•B•ヒンクレー 
第二副管長 

ジェームズ •フアウス卜 

十二使徒評議会 

ボイド•!<•パッカー 
L -卜ム •ペリー デビッド • B •ヘイ卜 ニール•A•マックスウェル 

ラッセル’M•ネルソン ダリン * H •オークス M •ラッセル •バラード ジョセフ•ワースリン 

リチャード•スコッ卜 •バー卜 • • •ヘイルズ ジェフU—.R•ホランド ヘンリー•アイリング 
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十二使徒定員会 

十二使徒はキリストの特別な証人として主により召され，大管長会の指示の 

下で行動する。 

七十人 

七十人は，十二使徒定員会の指示の下で主の名によって働き，教会を築き上 

げ，すべての国々において教会の諸事をすべて整える(教義と聖約107 ： 34参照)。 

管理監督会 

管理監督会は，十二使徒定員会と大管長会の指示の下で働き，アロン神権を 

管理する。管理監督と2名の副監督は，教会の物質的あるいはこの世的な諸事 

を執り行う。 

中央幹部に加えて，多くの神権者が地域幹部七十人に召される。彼らは中央 

幹部ではないが，十二使徒を代表し，世界の各担当地域に教会を築き上げるた 

めに召されている。 

中央幹部の責任 

中央幹部はイエス•キリストの代理人である。救い主御自身は教会の頭であ 

り，啓示により預言者をはじめ中央幹部に指示を授けられる。これらの人々を 

通して，主は御自身の御ふを明らかにし，救いに必要なすべてのことを教えら 

れるのである。 

中央幹部は救い主を代表して，以下の事柄を行う。 

•全世界の教会を訪問し，会員と地方の指導者に援助と指示を与える。 

•教会の一致を保ち，教会が正しい教義を教えるようにする。 

•ステ一ク会長やステ一ク祝福師のような地域の神権指導者を聖任する。 

•総大会や地域大会，そのほかの集会で準備した話をする。中央幹部が聖霊に 

動かされて語るとき，それはキリスト御自身が語られるのと同じである。 

「主なるわたしが語ったことは，わたしが語ったのであって，わたしは言い逃 

れをしない。たとえ天地が過ぎ去っても，わたしの言葉は過ぎ去ることがな 

く，すべて成就する。わたし自身の声によろうと，わたしの僕たちの声によ 

ろうと，それは同じである。」（教義と聖約1：38)この方法により，教会員そ 

して教会員でない人々にも教えと霊感を与えるのである。 

•十二使徒は，全世界に対するイエス•キリストの特別な証人として召され 
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る。彼らの行くあらゆる場所で，キリストの神性を証するのである。ほかの 

中央幹部も救い主の証を宣べ伝える。 

•教会の管理運営全般に責任を持つ。 

•以上の責任を行うとともに，彼らは父親であり夫でもある。教会のほかの父 

親と同じく，g分の家族を日の栄えの王国に導く責任がある。 

中央幹部の必要性 

人類の歴史を通じて，天の御父は預言者により地上の人々にその御心を明ら 

かにされてきた。これは，モーセ，キリスト，ジョセフ•スミスなどいずれの 

時代についても言える真理である。世の中の状態が変わっても，真理は変わら 

ず，神から導きを受ける必要性も変わらない。主が預言者，使徒，そのほかの 

中央幹部を召して，今もわたしたちを導かれるのはわたしたちを愛しておられ 

るからである。 

次の物語は，預言者に従うことにより祝福を受けた人々の話である。 

「1959年7月，ついに計画は完了した。タヒチの忠実な会員30名が，ハワイの 

神殿訪問に必要な経費を得るために働き，節約し，犠牲を払ったのである。伝 

道部のヨット，パライタ号（意味は「大酋長」）をドックに入れて修理し，塗 

装をし直すために大変な労力が費やされた。当時，フランス政府との間に問題 

があった。〔 終的に船長の夕プ兄弟が港の責任者を説得し，2名の教会員がフ 

ランス政府を説き伏せて，パライタ号でハワイに航海する許可を得た。〕 

夕プ兄弟はフランス当局から許可を得るとともに，デビッド•〇•マッケイ 

大管長の承認を求めるためにソルトレークに手紙を書いた。この許可が下りれ 

ば，準備は万端であった。 

航海に参加する人が全員，出発前の打ち合わせをするために伝道本部に集ま 

っていた。そのとき，運命を決する電話が伝道部の事務所からかかってきた。 

その日，ソルトレーク•シティ一のマッケイ大管長から遣わされた……特使 

アーネスト• C • ロシターが到着した。彼がもたらした知らせに聖徒はがくぜ 

んとした。長い間願っていた航海を中止するように要請されたのである。夕プ 

兄弟によれば，マッケイ大管長は何の説明もしていない。大管長はロシ夕一兄 

弟に次のように語っただけである。『タヒチに行って彼らを止めなさい。実行に 

移すべきではない。彼らの航海を許せば，〔フランス〕政府との間に問題が起き 

て，教会が彼らのために責任を負うことになるだろう。だから，すぐに行って 

止めなさい。』 

クリスチャンセン伝道部長は，この話を出発の準備のできた聖徒に伝えるこ 
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とに不安を感じて，日記に次のように記した。 

『わたしの心はとても重かった。主の聖なる宮でエンダウメントを受けたいと 

いう気高い望みを抱く，謙遜で忠実なこの聖徒たちにどのように説明したらよ 

いか，主の助けが必要であると感じた。わたしは断食して祈った。1959年7月 

15日午前8時に神権者の集会を召集し，その30分前に忠実な6人の兄弟をわたし 

の部屋に招いた。わたしはロシ夕ー兄弟の助けを借りて大管長会の決定を伝え， 

8時に集まる神権者にこのメッセージを話すに当たり，彼らの信仰と祈りが必要 

であると告げた。ロシ夕一兄弟とわたしが話し終えると，6人の兄弟は順番にそ 

れぞれの考えを短く述べた。それを聞いてわたしの胸は喜びでいっぱいになっ 

た。彼らは，この地上にいる預言者の勧告に従いたいと言ったのである。 

わたしたちは神権者が集っている所に行った。大管長会からのメッセージを 

聞いた神権者は，これが教会の指導者からの言葉であれば，主の霊感を通して 

与えられたものであり，主の恵みに愛と感謝を示す唯一の方法は勧告に従うこ 

とであると，その確信を述べた。それから，わたしが提議をすると，全員が挙 

手をして大管長会の指示が受け入れられた。』 

そして航海は中止されたが，ロシ夕ー兄弟やクリスチャンセン伝道部長をは 

じめタヒチの忠実な聖徒たちは，神の預言者がなぜそのように勧告したのか， 

まったく分からなかった。彼らは預言者に対する信仰のゆえに，航海を断念し 

たのである。 

後になって船長の夕プ兄弟が船に戻ると，『小さなギアが破損していて，修理 

に100時間から150時間かかるでしょう』と機械工が言った。しかし，夕プ兄弟 

は船を進水させていかりを下ろした。…… 

『〔船長の夕プ兄弟にメッセージを伝えてから〕2，3日後に，わたしは電話を 

受けた。わたしは伝道本部で地方の教会機関誌を作成していた。電話は港の責 

任者からだった。 

「あなたの船が沈みかけています。」 

「何ですって。あの船はドックから出したばかりですよ。」それでも彼は言っ 

「船が沈んでいるんだ。とにかく急いで。」 

わたしが大急ぎで港に行くと，船体は半ば水に沈んでいた。一等航海士が船 

底に下りて，何が起きたのか調べようとした。彼はキッチンの排気管が腐って 

いるのを発見した。修理工が腐った木材とさびたパイプの上に塗装をしてしま 

い，そこが破損して浸水したのであった。 

300から400キロ離れた海上で救命ボートに取り残されたりしたらどうするだ 

ろうか。予定どおりに航海に出ていれば，腐ったパイプと木はちょうどそのく 
79 



らいの距離の所で折れていたのである。』 

タヒチの聖徒が預言者の勧告を受け入れたときには，マッケイ大管長の心配 

する理由が分からなかった。しかし，今や神の方法を悟ったのである。タブ兄 

弟は次のように証を述べた。『これが，マッケイ大管長は主のまことの預言者で 

あると，いつも証をする理由なのです。』」（R •レニエル，ジョアン.M•ブリ 

ッチ，’’A Prophet's Warning" A^w Era「預言者の警告」『ニューエラ』1976年3月， 

pp.12,14) 

中央幹部は，実際にキリストに代わって語るのである。主は次のように言わ 

れた。「何であろうと聖霊に感じて語ることは，聖文となり，主の心となり，主 

の思いとなり，主の言葉となり，主の声となり，救いを得させる神の力となる。」 

(教義と聖約68: 4) 

中央幹部は地上における救い主の代表者であるから，彼らが何を語っている 

かを知り，教えに従うことは大切なことである。現在，中央幹部により強調さ 

れている主の教えについて考えてみよう。まず家庭の夕べを開くように勧告し 

ている。神殿の建設を助け，系図の探求を行うように勧めている。また，個人 

と家族の備え（食糧貯蔵も含む）について教え，すべての会員が伝道活動に参 

加する必要を説いている。 

過去10年または20年間に，世の中がいかに急速に変化してきたか考えてもらう。預言者の声 

に聞き従うならば，今日直面するチャレンジに立ち向かううえでどのような助けになるだろう 

中央幹部を支持する 

主はわたしたちに主の僕に従うように強制されることはない。受け入れるこ 

とも，拒むこともできる。しかし，中央幹部やほかの指導者を受け入れて支持 

できるならば，それは大きな祝福である。わたしたちは特定の集会で，挙手を 

して教会の指導者を支持することを表明するように公式に求められる。そして 

わたしたちは彼らを喜んで支持することを右手を挙げて表すのである。しかし， 

中央幹部を支持するには，単に右手を挙げる以上のことが要求される。彼らの 

教えを受け入れ，勧告と指導に従い，真に中央幹部を支持するのである。 

これらの人々はイエス•キリストの代理人であり，主から引き続き啓示を受 

けている。主の代理人を敬うことにより，救い主を敬うのである。これら生け 

る預言者を敬い尊ぶには，彼らの教えを受け入れ，彼らのために祈り，彼らに 

従う力を求めて祈ることである（へブル13 ：17-18 ；教義と聖約107 ： 22参照)。 

また，監督や支部長は中央幹部の指示の下に働いているのであり，彼らを支持 

することによって中央幹部を支持することもできる。 
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中央幹部を支持する人々には大きな祝福がもたらされる。主は，預言者の教 

えを信じ 後まで信仰をもって堪え忍ぶ人々には神の持っておられるすべてが 

与えられる，と言われた（教義と聖約84: 36-38参照)。『モルモン書』は，神 

の預言者を受け入れたアミユレクという偉大な人について伝えている。天使が 

アミユレクに現れて，預言者アルマが彼のもとを訪れるであろうと告げた。天 

使は次のように言った。「あなたは彼を自分の家に迎え，食べ物を与えなさい。 

そうすれば，彼はあなたとあなたの家族を祝福し，主の祝福があなたとあなた 

の家族のうえにとどまるであろう。」（アルマ10 ： 7)アミユレクはアルマを家に 

迎え入れた。後にアミユレクは預言者を受け入れたことにより自分と家族にも 

たらされた祝福について証を述べた。 

アルマ10 ：10-11を読む。アミユレクが記した祝福を得るにはどうすればよいだろうか。 

中央幹部がわたしたちの家庭を訪れることはないであろうが，彼らの霊感さ 

れた勧告を家庭に受け入れるならば，同じ祝福を得ることができる。 

中央幹部に会うか，話を聞いたことがある生徒がいれば，その経験について，また中央幹部 

に聞き従うことが大切であると思う理由について話してもらう。 

まとめ 

中央幹部は，救い主を代表する人である。彼らは神権を持ち，主の教会の業 

を指導する鍵を持っている。信仰と従順と祈りをもって彼らの勧告に従い，彼 

らを支持するならば，太いなる祝福を受けるであろう。 

ハロルド.B •リ一大管長は次のように述べている。「だれか次のように言っ 

た人があるが，これはまさに真実である。『人は神の力が教会の指導者のうえに 

とどまるのを見て，それが胸の中で炎のように燃えるようになるまで，真実の 

意味で改心したとは言えない。』教会員は，自分たちが正しく導かれているとい 

う確信を得，神の人である幹部の兄弟たちが霊感を受け，神の手によって正し 

く任命されているという確信を得て初めて，真実の意味での改心をするのであ 

る。」（「神権の強さ」『聖徒の道』1972年7月号，p.100) 

チヤレンジ 

1.今晩の個人の祈りと家族の祈りで，中央幹部に祝福があるように祈る。 

2.預言者をはじめとする中央幹部に従う強さと証を求めて祈る。 
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参照聖句 みす 

民数12 ： 6 (主は預言者に御姿を現される） 

アモス3: 7 (主は隠れたことを預言者に示される） 

ルカ1：59-79 (主は常に預言者を通して人々に語られる） 

教義と聖約21：4-6 (預言者は神のロから出たかのように言葉を語る） 

教義と聖約43 ：1-7 (教会への啓示は預言者を通してのみ与えられる) 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.「感謝を神にささげん」（『賛美歌』11香）を開会か閉会で歌うように計画する。 

2.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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家族の福利に対する 
父親の責任 
目的父親には，よく計画を立てて，家族の必要を満たしていく責任があるこ 

とを理解する。 

導入 

主の預言者はこのように言った。「この世と永遠にわたって家族は も大切な 

組織である。この世におけるわたしたちの目的は，わたしたち自身のために永 

遠の家族単位を作り上げることである。」（ジョセフ•フイ一ルデイング•スミ 

ス「聖徒と世の人々への勧告」『聖徒の道』1972年12月号，pp.536-537) 

永遠の家族とは族長制度に基づく家族である。すなわち，父親が家族の長で 

あり，夫と妻が神殿で結び固められた家族である。すべての家族は，真に家長 

として行動する父親のいる永遠の家族に倣うべきである。 

父親は家族の必要を満たす 

聖典は，父親が家族の頭であると教えている（エペソ5: 23参照)。家長であ 

る父親は家族の物質的あるいは霊的な必要を満たす責任がある（モーサヤ4 ： 

14- 15参照)。これは主から与えられた神聖な義務であり，実際に，父親が行う 

も大切な仕事である。デビッド•0•マッケイ大管長は「いかなる成功も家 

庭における失敗を償うことはできない」と述べている(Conference Report『大 

会報告』1964年4月，p.4)。 

子供たちが育てられ，永遠の原則を教わるのは家庭である。「 も重要な主の 

業は，わたしたちの家庭の中で行われる」とハロルド• B •リ一大管長は語っ 

た（『地区代表セミナ一報告』1972年4月，p. 2)。両親ほど子供たちにたくさん 

の影響を与える教師はほかにいない。このゆえに，両親は模範と言葉によって 

子供を教えなければならない。妻や子供たちと神殿で結び固めを受け，福音の 

原則に忠実に従って生活するならば，日の栄えの王国で永遠の家族としてとも 

に住むことが約束される（『福音の原則』第47章「昇栄」参照)。 

家族の物質的な必要を満たす 

父親は家族の物質的な必要を満たすように求められている。そのために父親 

は以下のことを行う。 
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春正直な職業に就き，家族の必要を満たす。 

參妻と協力して家計の予算を立てる。 

•子供に働くことを教える。 

•家庭内での_給計画や貯蔵計画に指示を与える。 

近代の聖典には，働けるのに働かない人は「働く者のパンを食べてはならな 

いし，その衣服も着てはならない」（教義と聖約42 ： 42)と記されている。怠惰 

な者はそれを改めないかぎり，働く者が受ける祝福を得ることはできない。ま 

た，教会の中でいるべき場所を得ることもない（教義と聖約75: 29参照）。もち 

ろん，正直で満足できる仕事であれば，どんな職業であっても問題はない。 

夫は妻とともに家族の予算を立てる。夫が得た収入は夫一人のものではなぐ 

家族全体のものである。夫はその管理者であるから，自分ばかりでなく家族全 

員の財政上の必要を満たすように配慮する責任がある。夫が家族の物質的な必 

要を満たすために全力を尽くすならば主から祝福を受け，妻や子供は家庭内の 

それぞれの責任を果たすことができる。 

写真ページ12-a「協力して働く家族は，物質的にも霊的にも祝福される」を見る。 

子供が生涯の仕事に備えて可能な限りの教育を受けられるように励まし，必 

要な援助を与える。できるならば，仕事のために学業を離れることのないよう 

にする。これは家庭の中で働かせてはならないという意味ではない。ハロルド• 

B•リ一大管長は，両親が特定の家事を割り当てて子供たちから倦怠感を取り 

除き，働く習慣を身に付けさせるように，指示を与えた（「若人を備える」『聖 

徒の道』1971年8月号，pp.236-237参照)。 

子供たちに割り当てられる責任の一つに家庭菜園の手入れがある。わたした 

ちは家庭菜園を作って必要な食物の一部を白給し，できるだけ多くの食糧を貯 

蔵するように勧められてきた。スペンサー•W•キンボール大管長は各家庭に 

次のような勧告を与えた。「庭を利用してできるだけいろいろな作物を栽培す 

るようにお勧めしたい。……食糧保存および貯蔵の技術を高めていただきたい。 

教会がかねてから与えている勧告，すなわち1年分の生活必需品の貯蔵計画に 

従い，それを継続すべきである。」（「家族の備え」『聖徒の道』1976年8月号，p. 

439) 

子供に働くことを教えるために家族でできる仕事は何か。家族の物質的な必要を満たすこと 

ができない場合，どこから援助を得たらよいだろうか。（ 初に家族や助ける立場にいる親戚に 
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援助を求める。彼らが援助できなければ，教会の定員会の指導者と連絡を取る。政府の福祉機 

関に問い合わせるのは，教会が必要な援助を与えられない場合だけである。） 

家族の霊的な必要を満たす 

家族の霊的な必要を満たすために以下の事柄を行う。 

*妻子に福音を教える。 

*家族の祈りを毎日行う。 

•家庭を主の御霊が常にとどまる場所にする。 

•什分の一などの献金を主にささげる。 

*価値ある家庭の夕べを開く o 

以上はすべて神聖な責任である。『教義と聖約』には，特に一つの責任の重要 

性が強調されている。 

生徒に教義と聖約68 ： 25，28を読ませる。子供に何を教えるように命じられているだろうか。 

父親は家族が家庭で福音を学べるように配慮する責任がある。福音を教え始 

める 良の方法は家庭の夕べを使うことである。そうすれば，定期的に家族を 

指導しともに話し合う時間を取ることができる。大管長会は次のように勧めて 

いる。「両親の皆さんは，毎週月曜日の夜に家族を集め，聖文を教え，••…嫩 

述べるようにしてください。この集いは，子供たちと親しく交わり，彼らの問 

題や〔目標〕に耳を傾け，必要な指示を与える絶好の機会です。」（「大管長会メ 

ッセージ」『家庭の夕べ』1977年版，P.3) 

父親は子供を正しく教えるために，しばしば家族とともに過ごす時間を作ら 

なければならない。また，自身の生活を通して福音に生きる喜びを表すために， 

忠実に什分の一などの献金を納め，教会の召しを引き受けて全うし，さらにほ 

かの戒めを守る必要がある。 

子供を教えるために教会はどのような助けを与えるか。 

父親と家族への祝福 

写真ページ12-b「ベニヤミン王は家族の霊的および物質的な必要を満たした」を見る。 

『モルモン書』は，偉大な預言者，王そして父親であったベべニヤミン王につ 

いて教えている（モーサヤ2:12，14参照)。彼は国王であり預言者であったが， 

家族を養うために自らの手で働き，ほかの人から援助を受けようとしなかった。 

父親はこの模範に従って家族を養うべきである。 
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アブラハムも，わたしたちが模範とすべき父親である。彼は忠実さのゆえに， 

義にかなった家族と，子孫が大いに栄えることとを約束された(創世記17 ： 3-

8參照)。アブラハムは熱心に主に従い，妻子を正しく養ったので，主から祝福を 

受けた。アブラハムの子孫であるわたしたちも，家族の物質的および霊的な必 

要を満たすならば同じ祝福を得ることができる。さらに大切なことは，家庭内 

の愛が高まり，家族が霊的に成長することである。 

まとめ 

次の話は，ある父親が福音を受け入れて生活したときに，彼自身と家族にど 

のような祝福がもたらされたかを述べている。ジョセフ•ガルシアは教会に加 

わる以前は，友人と酒を飲むことを楽しみにしていたので，家にいることはほ 

とんどなかった。その結果，彼の妻は家族を養うお金を得るために，簡単なク 

リーニングの仕事をしなければならないことがしばしばあった。子供たちは父 

親についてほとんど知らず，彼を敬愛するどころか，恐れを抱いていた。 

しかし，ある日彼はモルモンの宣教師に紹介された。6か月間宣教師から学ん 

だ後に，彼の生活は完全に変わった。酒場の仲間から離れると，すぐに教会に 

加入した。彼は子供たちと時間を過ごすようになり，家庭の夕べを開き，妻子 

とともに外出をして楽しむようになった。さらに，家計管理を慎重に行い，妻 

は仕事を辞めていつも家で過ごせるようになった。 

彼はすぐに，以前の仲間から受ける以上の喜びを家庭や妻と過ごす時間から 

感じるようになった。子供たちも彼を愛するようになり，今では彼の義にかな 

った生活の模範に倣おうとしている。 

チヤレンジ 

1.家族の霊的，物質的な必要をいかに満たしているか評価する。 

2.家族の要望をかなえる決心をする。 

3.聖文や教会の指導者の勧告に従って生活するために，妻や子供とともに計画 

を立てる。 

参照聖句 

1テモテ5: 8 (父親は家族を養う責任がある） 

モーサヤ27 : M，22-24 (主は子供のためにささげる父親の祈りを聞かれる） 

教義と聖約68 ： 30-31(怠惰な子供は成長して悪事を行う） 

教義と聖約75: 25，28-29 (父親は家族を扶養する） 
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教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第27章「労働と個人の責任」，第36章「家族は永遠に」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.父親が家族の霊的，物質的な必要をどのようにして満たすかを，黒板か紙に書いて準備して 

おいてもよい。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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家族との面接 

目的妻や子供を強めるための面接を行う。 

導入 

「家庭の愛」（『賛美歌』181番）を歌う。 

神権者が家庭を導く 

地上での家族は天の家族の始まりである。親になるということは，ある意味 

で，神になるための訓練と言える。それを知る父親はまた，家族を義のうちに 

導き管理する神聖な責任が両親にあることも知っている。N •エルドン•夕ナ 

一副管長は次のように述べている。「すべての末日聖徒は模範的な家庭を築かな 

ければならない。父親は，家長として愛をもって家庭を治め，義を求める母親 

と完全に一致しなくてはならない。そして，夫婦が家族に関して同じ目標を持 

ち，家庭に愛と一致があることを子供たちが感じられるようにすべきである。」 

(“Fatherhood” Ensign「父親」『エンサイン』1977年6月号，p.2) 

結婚した神権者には，義にかなった家族を築く責任があるが，もちろん自分 

一人で行うわけではない。妻の助けを受けるのである。二人で堅固な結婚生活 

を築き，家族を神のもとに連れて帰るのである。すなわち，家庭の中で主の御 

霊を享受するためには，妻を愛しともに話し合う必要がある。 

妻に愛と関/Dを示す 

モ一サヤ4 ：14を読む。 

主はこの聖句で，愛と平和の家庭を築くように指示された。このような家庭 

を持つには，真心から愛を示し分かち合う習慣を結婚当初から確立する必要が 

ある。現在家庭内にそのような愛がなければ，築き上げなければならない。定 

期的に二人で祈り，愛と尊敬を示し合い，ともに聖文を学ぶのである。恐らく 

も重要なことは，神の戒めと結婚の誓約を守ることである。 

立派な神権指導者は，妻に優しく思いやりが深い（エペソ5 ： 25参照)。J •ル 

一ベン•クラーク•ジュニア副管長が述べているように，日の栄えの家庭を築 

くためには夫婦が互いに愛し，敬い，尊敬し，忍耐しなければならない。結婚 

の誓約に誠実でなければならない。また，信仰という「優しい光で家庭を包む」 
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ことである。このように行うならば，神に従順であることによって，導きと励 

ましを与えられるであろう(Immortality and Eternal Life『不死不滅と永遠の命』 

第2巻’ pp.14-15参照)。 

妻に愛と関心を示すためにどのようなことができるか。妻に愛と関心を示すことは，愛と平 

和の家庭を築くうえでどのような助けになるだろうか。 

妻との面接 

写真べ一ジ13 - a「妻との面接により，家族の指導がいっそう容易にまた効果的になる」を見る。 

妻との意思の疎通を図ることは大切なことである。結婚や家庭における多く 

の問題は，妻との面接を行い，主からの助けと導きを求めることによって解決 

できる。 

アルマ37: 37を読む。主の御心を知ることにより，どのような助けが得られるか。 

賢明な神権者となるためには，祈りをもって問題や目標について妻と話し合 

い，そのうえで決定を下さなければならない。妻を愛する神権者は，自分一人 

で家族の問題を解決しようとせずに，常に妻からの助言を求める。そのために 

家族の問題について話し合い,解決を図るための特別な時間を取るべきである。 

子供，家計，教会，家庭の夕べそのほか個人的なあるいは家族全体の問題につ 

いて話し合うのである。これは家族を導くうえで一致を図る唯一の方法である。 

妻は結婚生活における協力者であり，伴侶として重要な存在である。神権者 

にはこのことを妻に自覚させる責任がある。神権を持っているからという理由 

で，すべての決定を下すのは男性であると考える人もいる。しかし，聖文はこ 

の考えが誤りであることを指摘している。 

教義と聖約121:39，41を読む。 

「不義な支配」は神権の誤用である。メルキゼデク神権者は愛と_心をもって 

妻の言葉に耳を傾ける責任がある。その際，妻は同等の立場の伴侶であるから, 

妻の意見を優位に置く必要もない。次の話は，妻との面接を行ったある神権者 

の経験である。 

ジャクソン兄弟は教養と思慮分別を備えた人だった。家族に関する決定を自 

分一人で容易に下すことができた。しかし，彼はそうせずに，問題や可能な解 

決方法をいつも妻と座って話し合った。少なくとも1週間に1度，普通は日曜日 

の夜に，台所のテーブルに着いて家族の問題を話し合った。子供たちが話に加 
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わることもあった。助言し合うことにより，子供の育て方について常に意見が 

一致していた。論争や口論はなく，愛を示し合った。この賢明な兄弟は，妻か 

ら貴重な助言を常に求めたのである。今では6人の息子も家庭を持ち，彼が示し 

た曰の栄えに近い家族の模範に従っている。 

家庭での口論や問題を避けるうえで，夫婦が助言し合うことはどのような助けとなるか。ま 

た，それは結婚生活における愛をどのようにはぐくむだろうか。 

家族との面接 

写真ページ13-b「家族会議は，父親が子供を義のうちに導くうえで助けになる」を見る。 

妻との面接が終わったら，子供たちも交えて家族の目標と計画について話し 

合う。家族全体での会議は有益である。家庭生活を改善し，互いの愛を深める 

ことができる。前もって家族の計画を聞かされた子供たちは，両親や兄妹が何 

を行っているのか理解し，その結果，家庭の秩序と調和が保たれる。可能であ 

れば，決定を下す話し合いに子供を参加させ，意見を求めるのもよい。 

家族会議を開く理想的な時間はいつか。（家庭の夕べの時間がよい。しかし，家族会議をレッ 

スンの代わりに行ってはならない。）家族会議ではどのような分野のことについて話し合ったら 

よいだろうか。 

写真ページ13-c「父親は子供と定期的に面接すべきである」を見る。 

父親が子供と一対一で面接を行うことも大切である。「父親が息子や娘と定期 

的に面接することにより得られる結果は，すばらしいことばかりである。父親 

は子供たちが抱えている問題や希望を知ることができ，自分は何ら隠しだてを 

したりする必要のない友人であるということを示すこともできる。」(A •セオ 

ドア•夕トル“The Role of Father"「父親の役割」『エンサイン』1974年1月，p. 

子供との個人面接ではどのようなことを話し合ったらよいだろうか。そうすることで，子供 

とどのように親しくなることができるだろうか。（面接の時間を使って子供の関心事に耳を傾け 

るように兄弟たちに勧める。） 

子供との面接は，必ずしもかしこまった形で行う必要はない。子供が抱えて 

いる問題を知るためには時や場所にかかわらず，あらゆる機会を利用すベきで 
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ある。面接の際には子供の立場になって問題を見詰め，ささいなことを心配し 

たり考えたりしていても笑ってはならない。愛をもって話を聞き，子供を理解 

して助けるように努めるのである。 

「父親や母親が子供たちの傍らに座って個人的な問題を話し合うことは，すば 

らしいことである。（賢明な両親は，子供の問題を過小評価したりはしないもの 

である。）息子や娘には取り組まなくてはならない精神的圧迫や誘惑，不正な非 

難さえある。……このように親子が心を開いて話し合うことにより，両親は子 

供たちが目標を設定できるように助け導くことができる。」（エルレイ• L •ク 

リスチヤノ セノ ‘Successful Parenthood — A Noteworthy Accomplishment 「良さ 

両親—— も価値ある務め」『エンサイン』1972年7月，p.55) 

若い男性は両親とどのようなことについて話し合ったらよいだろうか。また父親は子供たち 

と何について語ったらよいだろうか。（生徒にほかの人の物の見方を受け入れるように注意する 

とよい。ある人の問題は別の人の問題と必ずしも同じではない0) 

リチャード.L •エバンズ長老は，子供との話し合いについて次のように述 

ベている。「親と子はひざを交えて互いの意見を述べ合い，決断した事柄につい 

て考える特権と権利，義務がある。この特権，権利，義務を行使するときに， 

お互いに相手の話に耳を傾け，尊敬し合うようになることであろう。そしてと 

もに祈り，計画し，働くことにより，永遠にわたる完全な幸福を得ることがで 

さるので、あ々 。」(As Parents and Children Come to Common Ground Improvement 

Era「両親と子供が共通の場に立つとき」『インプルーブメント•エラ』1956年 

5月，p.342) 

まとめ 

日の栄えの王国では平和と調和の中に生活することが約束されている。しか 

し，一致と愛に到達するためには今始めなければならない。これは偶然に生じ 

るものではないからである。デビッド•0•マッケイ大管長は次のように述べ 

ている。「家庭の中の愛と一致の欠如ほど人の心を傷つけるものを思い浮かべ 

ることはできない。その反対に，一致と互いの協力，そして愛に満たされた家 

庭は，まさに地上における小さな天国であることをわたしは知っている。」（“Uni 

-ty of Purpose Important to the Accomplishment of God's Work 「神の業ゼ達成す勻 

うえで重要な目標の一致」『インプルーブメント•エラ』1967年12月，p.34) 

妻子との面接を行うならば，彼らや自分g身を強め，家族の一致と愛をはぐ 

くむことができる。 
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チヤレンジ 

1.定期的に妻と祈り，面接する。 

2.家族会議を開く。 

3.子供と個人面接を行う時間を取り，祈りと思いやりの気持ちをもって話すよ 

うに心がける。 

参照聖句 

ガラテヤ5: 22 (御霊の実） 

『モルモン書』ヤコブ2: 35 (悪い模範が家族に及ぼす悪影響） 

『モルモン書』ヤコブ3: 7 (夫婦間の愛の重要性） 

教義と聖約121：36-38 (神権の権能を得，管理するにはどのようにしたらよ 

いか） 

教師の準備 
レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第37章「家族の責任」を読む。 

2.クラスに各自の聖典を持参するように促す。 
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家族の祈り 

目的家族の祈りを毎日行うように奨励する。 

導入 

写真ページ14-a「日に2度，家族の祈りをする」を見る。 

父親は家族を集め，天の御父に感謝と導きを求める家族の祈りをささげる。 

スペンサー• W•キンボール大管長は次のように述べている。 

「わたしはこれまで家長と呼ばれる人と何人も面接をした。……その中で家 

族の祈りが定期的に行われておらず，しかも祈りをした日よりもしなかった日 

の方が多いことを認めた人がかなりいた。一日に1回は家族で祈るように心がけ 

てはいるが，なかなかできなくてと言う人もいれば，家族を一か所に集めるの 

は大変だからと言って合理化してしまう人もいた。わたしは祈りという大切な 

事柄に対するこのような実に気楽な態度に接して，非常に遺感に思ったもので 

ある。……教会では毎日，朝と夜に家族の祈りを行うように強く勧めている。 

それはひざまずいて行う祈りである。……多くの人々は，朝食時と夕食時がこ 

の祈りを行うのに もふさわしいときだと言っている。それは家族を集めるの 

に も問題のないときだからである。この祈りは，特に小さな子供が一緒のと 

きは長くなくともよい。小さな子供も含めて家族全員が交代で祈るべきであ 

る。」（’’I Kneeled Down before M y Maker" /似fn/ctor「わたしは造り主の前にひざ 

まずいた」『インストラクター』1966年4月号，p.132) 

家族の祈り：誘惑に抗するための力 

わたしたちは天の御父に祈るように，特に家族で祈るように命じられている。 

3ニーフアイ18:18-21からキリストの言葉を読む。救い主は祈ることの大切な目的は何で 

あると言われたか。 

祈りは，家族がサタンの誘惑と戦ううえで助けとなる。祈りを通して，わた 

したちは力を得て問題を克服できるようになる。 
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14—a,曰に2度，家族の祈りをする 





父親は家族を集めて祈り，模範を示さなければならない。 初に祈る方法を 

家族に教えるように求められるのである。『教義と聖約』の中で，両親は子供に 

祈りを教えるように命じられている（教義と聖約68 ： 28参照)。子供に祈りの原 

則を教える 善の方法は模範である。子供と一緒に祈るように努めるならば， 

子供は祈りの重要性を認識し，生活の中で実行するようになる。 

子供を教え導くことは，すべて父親の責任である。家族の祈りを指導するの 

に，メルキゼデク神権を持つ必要はない。 

家庭で行う家族の祈り 

末日聖徒は「常に祈」る（教義と聖約10 ： 5)ように戒められている。ある預言 

者は，ひざまずけないときでも，常に祈るためにはどうすればよいか説明して 

いる。 

アルマ34: 27を読む。絶えず心の中で主に祈るとは，どういう意味か。 

いつでもわたしたちの思いと願いを主に向けることにより，絶えず心の中で 

祈ることができる。 

家庭の中で家族の祈りを行うには，特別に祈りの時間を決める必要がある。 

教会の指導者は1日に2回家族を集めるように勧めている。そのためには，家族 

が集まるのに も都合の良い時間を見つけなければならない。子供たち全員が 

家にいる決まった時間である。通常，仕事や学校に出かける前の朝の時間と， 

夜子供たちが寝る前の少しの時間を利用する。 

長く祈る必要はない。事実，小さな子供たちに祈りの気持ちを起こさせるの 

は，短い祈りである。一般に子供の祈りは大変短いからである。朝にはその曰 

の計画を含めて祈り，夜には主から受けた導きと守りに感謝をささげる。食事 

の祝福は定期的な家族の祈りに取って代わるものではないが，家族の祈りを食 

事の前に行う場合は同時に祝福もできる。 

『モルモン書』の預言者アミユレクは，祈りの中で求める祝福について述べ 

ている。 

アルマ34 ： 23 —25を読む。 

わたしたちが祈り求めることは，アミユレクが挙げたものとは異なるかもし 

れない。しかし，彼が語った原則は同じである。一つの原則は，毎日の行動に 

ついて祈ることである。また，悪魔の誘惑に立ち向かう力を求めて祈ることも 
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挙げられる。家族の目標と必要を吟味し， も必要とするものを真心から祈り 

求めるのである。そうすれば，祈りは誠実で効果的なものとなり，単に言葉を 

毎日繰り返すというようなことにはならないであろう。父親は小さな子供が祈 

る度に同じ言葉を繰り返さないように助ける責任がある。それには，御霊の導 

きを求めなければならない(教義と聖約42:14)。子供に祈りを教える際に，決 

して強制したり当惑させたりしてはならない。 

たとえ効果的な家族の祈りを行ううえで間題があっても，落胆してはならな 

い。しばしば，問題の背後にサタンがいるからである。 

2二一ファイ32 ： 8を読む。 

サタンは家族が行う定期的な祈りを妨害しやすくするために，個人と家族の 

祈りを妨げようとする。したがって，家族で祈る習慣を確立して，たとえ父親 

が家にいなくとも，母親が家族を集めて祈るようにすべきである。両親が不在 

の場合は，年長の子供に家族の祈りを指導する責任を与える。 

アロン神権を持っ少年は，家族の祈りを行ううえでどのような力となれるか。 

家族の祈りによって得られる霊的な祝福 

家族の祈りを行うならば，偉大な祝福がもたらされる。家庭の中に愛と理解 

が増し，サタンの影響は少なくなる。戒めを守っていることを自覚し，心は安 

らぎに満たされる。 

家族の祈りは，永遠の家庭を築く一段階である。スペンサー’W•キンボー 

ル大管長は次のように述べている。「家族の祈りでひざまずくとき，……子供 

たちは，生涯持ち続ける習慣を身に付けているのである。もしわたしたちがこ 

の祈りのために時間を取らなければ，事実上，次のように言っているのと同じ 

ことである。『そうだね。この祈りはいずれにしても大して重要なことではな 

い。』……これに反して，家族の祈りが家庭の習わしとして確立されていて，後 

年子供たちが結婚してから，両親が彼らの家庭を訪問したとき，彼らがごく自 

然にひざまずいて家族の祈りをささげるのに接したときの喜びはどれほどであ 

ろうか。」（『赦しの奇跡』pp.262-263) 

まとめ 

子供たちがキリストにっいて学び，家族の祈りの中で実際にキリストの存在 

を感じているのかどうかいぶかしく思うことがある。しかし，子供は時々，わ 

たしたちが考える以上に御霊を身近に感じているのである。ヒーバー•J•グ 

ラント大管長は，子供のころにブリガム•ヤング大管長の家で祈ったときの経 
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験を次のように記している。 

「わたしは子供のときも，青年になってからも，……〔ブリガム•ヤングの〕 

家庭で，しばしば家族の祈りに加わった。わたしは幼い子供のころ，ブリガ 

ム•ヤングが……神に導きを願い求めているとき，主が彼に霊感を与えておら 

れたので，一度ならずわたしは頭を起こして，ブリガム•ヤングが祈っている 

方に目をやり，主が……そこにおられるのではないかと見た。ブリガム•ヤン 

グは，人が人と話をするように，主と話しているようであった。」（ヒーバー• 

J •グラント，Gospel Standards『福音の標準』pp . 223 — 224) 

ヒーバー• J •グラントにとってそうであったように，わたしたちの子供に 

とっても祈りは胸を躍らせる経験である。次の話は，適切な方法で家族の祈り 

を行うときに何が起こるかを表している。 

「物静かで控えめな父親がいた。彼は家族に愛を表すのが苦手であった。し 

かし，妻の励ましによって始めた家族の祈りが，彼にとって心の思いを語る機 

会となった。また父親を無関心だと思い込んでいた娘は，父親の意外な面を知 

ることができた。父親の祈りは簡潔で，時にはぎこちなかったが，『善い行い 

ができるように愛する娘を祝福してください』という言葉に，娘は胸が熱くな 

る思いだったという。 

自分は臆病者だと思っていた内気な息子は，両親が『親切で優しい息子に感 

謝します』と祈るのを聞いて，新たな自尊心を持った。さらに弟が『大きくて 

強いお兄さん』がいることを天の御父に感謝して，絶えず彼の自信を強めた。 

家族で外出する準備をする際に，夫は家族がけんかをせずに楽しく過ごせる 

ように主の祝福を求めて祈った。これまでどんなお説教にも耳を傾けなかった 

子供たちが，この敬虔な祈りにより協力するようになった。 

10代の息子は，両親が彼の問題について話そうとすると緊張した顔つきにな 

り不機嫌になった。そこで両親は，彼が も受け入れやすい時間に話し合うこ 

とが大切であると考えた。それには，朝の家族の祈りの時間がよいと思われた。 

その時間は家が静かであり，互いに謙遜で誠実な気持ちを感じた。話し合いの 

始めに祈ったときに，緊張がほぐれて楽になったのが分かった。 

家族で祈る安らかなひとときに，家族相互のそして天の御父との親密な関係 

を維持したのである。」（アン.H •バンクス，"The Extra Blessings of Prayer" 

Ensign「家族の祈りによる祝福」『エンサイン』1976年1月号，p.37) 

家庭の中で定期的に祈る習慣を確立するために何を行ったか，話してもらう。さらに効果的 
に祈るためのアイデアについて話し合う。家族の祈りの成功例を紹介してもらう。 

チヤレンジ 

1.現在行っていなければ，家族の祈りを始める。 
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2.すでに家族の祈りを行っていれば，それを評価し，さらによいものとするた 

めにどうしたらよいかを妻子と話し合う。 

参照聖句 

マタイ5: 44 (迫害する者のために祈る） 

マタイ7: 7 (熱心な祈りに答えが与えられる） 

マタイ26: 41(誘惑に陥らないように祈る） 

アルマ13 ： 28 (耐えられない誘惑を受けないよう祈る） 

アルマ37: 36-37 (—切の働きについて祈る） 

教義と聖約88:119 (祈りの家を建てなさい） 

教義と聖約88:126 (常に祈る） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第8章「天父への祈り」を読む。 

2.家族の祈りに関する良い経験をクラスのだれかに話すように依頼してもよい。 

3.開会か閉会で賛美歌「父なる神よ」または「祈りは魂の」を歌う 

4.レッスンで引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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家庭：福音学習の中心 

目的家庭が福音学習の中心になるよう奨励する。 

導入 

預言者の息子であるエノスは，父親から永遠の真理について度々聞いていた。 

ある日，彼は獵をするために森に入った。そこでこのように述べている。「かつ 

てわたしは，父が永遠の命……について語るのを度々聞いていたのだが，その 

父の言葉が，そのときになってわたしの心に深くしみ込んできた。すると，わ 

たしの霊は飢えを感じた。それで，わたしは造り主の前にひざまず」いた（エノ 

ス1：3-4)。一日中神に祈ると，彼の罪は赦された，という声が天から聞こえ 

た。これはエノスにとって非常に重要な経験であった。彼は福音を教えること 

に残りの生涯を費やし，そこに喜びを見いだしたのである。 

エノスは，家庭で正しく福音を教えられた少年の一例である。『旧約聖書』に 

は次のように記されている。「子をその行くべき道に従って教えよ，そうすれば 

年老いても，それを離れることがない。」（箴言22 ： 6)父親がこの勧告に従うな 

らば，g分自身と主に忠実な子供に恵まれるであろう。 

家庭を学びの中心にする 

家族は教会と社会における も重要な組織であり，永遠に存在する唯一の組 

織である。この理由により，主はわたしたちに，大人も子供も福音を学び成長 

できる家庭を築くように命じられた。 

教義と聖約68 ： 25-28を読む。子供たちは世の中についての基本的な知識をどこで得るか。 

永遠の命についてはどこで学ぶか。 

子供は家庭の中で，学校で，また遊び仲間から世の中について学ぶ。しかし， 

公立の学校や友人は，子供に福音を教えることはできない。この神聖な責任は 

わたしたちに，神御自身から託されている。神が望まれていることを子供に教 

えなければ，子供を永遠に失う恐れがある。 

もちろん，子供に福音を教える前に，まず自分自身が学ばなければならない。 

マリオン• G • ロムニー副管長は次のように語っている。「神権者は各々，そ 

の召しの権威と権能において，自身の家庭を整えるべきである。家庭の夕べを 

定期的に行う一方，『子供たちを光と真理の中で」（教義と聖約93: 40)育てる 
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のである。」（“ Home Teaching and Family Home Evening” Improvement Era「ホー 

ムテイ一チンダと家庭の夕べ」『インプルーブメント.エラ』1969年6月号，p.97) 

したがって，神権者は妻とともに，福音の原則を子供たちに教える責任があ 

る。この責任を全うするためには，家庭の中で妻と一緒に福音の勉強をすると 

いう習慣を作ることから始め，子供たちがその模範に従えるように励ますこと 

である。ベニヤミン王は両親たちに次のように述べている。「あなたがたは，自 

分の子供たちが……神の律法に背くのも，互いに戦うのも，争い合うのもほうっ 

てはおかないであろう。また，罪の頭である悪魔……に仕えることも許さない 

であろう。 

むしろあなたがたは，彼らに真理の道をまじめに歩むように教えるであろう。 

互いに愛し合い，互いに仕え合うように教えるであろう。」(モーサヤ4 ：14-15) 

家族で福音を学ぶ計画 

預言者の勧告に従うには，どうしたら も効果的に子供たちに教えることが 

できるかということについて妻と一緒に計画を立てなければならない。この目 

襟を達成する方法は人により異なるであろうが，家庭を福音学習の場とするた 

めに 善の計画を進んで実行しなければならない。 

話し合いながら，以下の提案を黒板に書く。 

学びやすい雰囲気を作る 

家庭を子供たちが両親と_由に話せる場所にする。家庭の空気が張りつめて 

いると，子供は疑問や感情を素直に表そうとしなくなる。デビッド• 0 •マッケ 

イ大管長は次のように述べている。「両親は……子供の質問に喜んで答えるとい 

う気持ちを示さなければならない。あなたに問いかけている子供が，あなたの 

生活に幸福をもたらしているのである」（G卯/̂ //みa/5『福音の理想』p.480)子 

供に様々な質問，特に福音について尋ねるように励ます。常にすベての質問に 

答えられるとは限らないが，どんなときでも一緒に答えを探すことはできる。 

家庭で福音について話し合う機会を持つために，どのような方法があるだろうか。 

家族で祈る 

家族の祈りを通して子供に教えるのも一つの方法である。祈りの中で，家族 

の願いや関心事，計画などについて語ることができる。家族やほかの人のため 

に祈るならば，隣人がどのような助けを必要としているかということに心を向 

けるよう教えることができる。また，天の御父に感謝を表すならば，祝福に感 

105 



謝することを教えることもできる。 

食事や寝る前に福音について話す 

食事や寝る前の時間も，福音について話し合う良い機会である。一日の霊的 

な経験も含めて話し合って，子供たちに質問をさせ，大人が福音の原則を交え 

て説明するのである。このような話し合いをするのに 適な時間は，子供を寝 

かしつけるときである。子供から質問を引き出して，『モルモン書』や『聖書』， 

あるいは自分の霊的な経験などから福音に閨する物語をするとよい。 

写真ページ15-a「家庭は福音学習の中心である」を見る。 

定期的に聖文の学習をする 

定期的な福音の学習を促すために，福音ライブラリーとして，教会発行の書 

籍をそろえた本棚を備える。ここには，書籍，絵，テープ，テープレコーダー， 

そのほかの教材を保管し，家族全員が使えるようにする。教会の標準聖典と『福 

音の原則』のテキストは，家庭の図書館に備える基本的な書物である。できれば， 

子供が自分の『モルモン書』と『聖書』を持つようにする。 

聖文は個人と家族で勉強する。個人の勉強を促すためには模範を示さなけれ 

ばならない。 

以下のような方法で個人の勉強を進めるとよい。 

•毎日15分間，あるいは1章以上読んで聖典を読破する。 

•テーマ（祈り，従順など）を決め，そのテーマについて参照聖句をすべて調べ 

なo 

•自分が抱えている問題の答えを聖文の中に見いだす。 

•自分の霊を高めてくれる聖句の一覧表を作る。 

•毎日の聖文の学習をするときに，聖典に参照聖句などを書き込んでいく。 

個人的に聖文を勉強する方法で，ほかにどのような進め方があるかを生徒に考えさせる。 

家族で福音を学ぶために，父親は妻子とともに計画を立て，特別に全員が集 

まる時間を決める。以下に挙げるのは，家族で聖文を学ぶ方法の例である。 

•毎朝家族が会社や学校に出かける前に，15分間聖文を勉強する。または，子 

供たちが寝る前に短い時間を取る。 

眷幼い子供のために聖典から物語を話す。 

•特別な聖句を選んでカードに写し，家族全員が見られる掲示板か壁にはる。 
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•聖句を暗記するように家族を励ます。 

•聖句を選んで，そこに記されている原則を実践する方法を決める。例えば， 

マタイ25 ： 31-40から，困っている家族への援助，ヤコブの手紙1：26 —27と 

ガラテヤ6: 2から，年輩の人を助けるなど。 

• 近の総大会の説教を読み，中央幹部の指示を生活の中に応用する。 

どのような方法で行うにしても，天の御父に導きと理解力を求める祈りでそ 

の会を始めるべきである。そして会の終わりに，その日に読んだ聖句について， 

また福音の原則を生活に応用するにはどうしたらよいかなどを考える。 

管理監督会のH•バーク•ピーターソン副監督は次のように語った。「この教 

会には，毎日聖文を読むための時間を取らないという家族は一軒もないはずで 

あり，またあってはならないのである。その進め方は各家族によってそれぞれ 

の方法がある。」（"Helps for Parents，’ 例「両親への援助」『エンサイン』1975年 

5月号，pp. 53 - 54) 

聖文を読むだけでなく研究することに成果を収めている兄弟に割り当てを与え，その方法を 

発表してもらう。または，アロン神権者に割り当てを与え，少年のときに，特に伝道に行く前 

に，なぜ福音を学ぶ必要があると感じるのか話してもらう。（アルマ37 ： 35を読んでもよい。） 

写真ページ15-b「家庭の夕べは家族で福音を学ぶ絶好の機会である」を見る。 

定期的に家庭の夕べを開く 

月曜日の夜に通常開かれる家庭の夕べは，子供に福音を教える も良い機会 

である。家庭の夕べのテキストが手に入る人々は，それを使用する。テキスト 

を利用できない場合は，聖典や『福音の原則』を勉強したり，福音に関する録音 

テープを聞いたり，教会について感じていることを話し合ったりする。愉快で 

楽しい雰囲気を作り，子供たちが家庭の夕べを楽しみ，さらに積極的に参加で 

きるようにする。家庭の夕べは，家族に説教をする時間ではない。 

子供に証を述べる 

機会あるごとに，子供に証を述べる。食事や聖文の勉強会，家庭の夕べ，子 

供と福音について話し合う時間などが良い機会である。両親の証を聞き，戒め 

に従って生活する姿を見れば，子供の福音に対する理解が深まるであろう。 

子供に福音を教えたときの経験を話してもらう。 

まとめ 

個人や家族で聖文を学ぶならば，わたしたちの証は強くなり，家庭は堅固に 
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なる。わたしたちはイエス•キリストゃ天の御父に近い生活を送ろうと努力を 

続けているのであり，問題の解答を見いだして心の平安はさらに深いものとな 

るであろう。ブルース• R •マッコンキー長老は次のように述べている。「わた 

したちはこの世で平安と喜びと幸福を得て，来るべき世では永遠の命を受け継 

ぐことを願っている。これは人間が享受できる二つの 大の祝福である。今す 

ぐに永遠の命の言葉を読んで研究し，戒めを守ることにより，その祝福を手に 

することができるのである。」("Drink from the Fountain"「その泉から飲みなさい」 

『エンサイン』1975年4月号，p.70) 

チヤレンジ 

1.定期的に福音を学ぶ。 

2.毎日家族の祈りを行う。 

3.家族に福音を教えるためにあらゆる機会を利用する。 

参照聖句 

ローマ15 ： 4 (すべての聖文はわたしたちを教えるために書かれた） 

2テモテ3 ：14-17 (聖典の必要性） 

2 ニーファイ4 ：15 (聖文について深く考えて子供に教える） 

教義と聖約1：37 (聖文を調べよ） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.本課の 後にある「参照聖句」をすベて読む。 

2.レッスンの中で「家族で福音を学ぶ計画」について話し合う際に，その方法を黒板に書き出 

せるよう準備しておく。 

3.福音の勉強をしたり，教えたりしたときに経験したことを話してもらうように生徒のだれか 

に割り当てを与えてもよい。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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教える備え 

目的福音を効果的に教えるために備えをするという責任を認識する。 

導入 

「わたしの言葉を告げようとしないで，まずわたしの言葉を得るように努めな 

さい。そうすればその後，あなたの舌は緩められる。それから望むならば，あ 

なたはわたしの御霊とわたしの言葉，すなわち人々を確信に導く神の力を受け 

るであろう。」（教義と聖約11:21) 

互いに教え合う 

教義と聖約88 ： 77-78を読んでもらう。わたしたちはだれに教えるのだろうか。 

福音を教える機会は至る所にあり，その状況もまた様々である。家族，友人， 

隣人，会社の同僚，学校の級友などに教えることができる。また，教会のクラ 

スで会員を教えたり，一緒に仕事をする非教会員に教えることもできる。 

写真ページ16-a「父親は子供に福音を教える責任がある」を見る。 

家庭で教える 

地球の創造から今日に至るまで，主はわたしたちに，子供に福音を教える責 

任を授けてこられた。家族を教える 良の時間は月曜日に開く家庭の夕べや， 

日曜日であるが，ほかにも適切な機会がたくさんある。ある父親がどのように 

して家族を教えるようになったか紹介しよう。 

家庭の夕べについて研究している父親は多いが，そのほとんどが次のように 

感じていた。「わたしは教師ではない。今まで教えたことがないし，これからも 

できないだろう。」しかし彼らには約束が与えられていた。それは，くつろいだ 

温かな雰囲気の下に毎週家族を集めるならば，家族を教える責任について何ら 

心配するような問題は起こらないという約束だった。 

ジェリーという父親は，その要請にあまり熱意を示さなかった。「教えること 

ができない」と言って断ろうかと思った。しかし，彼は決心して約束し，それ 

を守り通したのである。 

3か月後にそれまでの経過を尋ねたとき，彼は非常に友好的で温和な態度であ 
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った。子供たちは家庭の夕べで起こったことに夢中になっていた。 

彼の妻はこのように言った。「それはすばらしい経験でした。わたしたちは  

高のレッスンをジェリ一から受けたのです。」 

ジェリーはうつむいたまま，しばらく黙っていた。それからロを開いて言っ 

た。「いいや，そんなに良いレッスンは教えられなかった。」 

彼の妻は心を込めて力強く言った。「ジェリー，あなたが教えてくださったと 

きに，とても強い力を感じたわ。わたしたちが一つの家族であるとほんとうに 

思えたし，あなたが話してくださったことは，決して忘れないわ。」 

ジェリーは心からの言葉にいたく心を動かされた。彼は頭を上げるとこのよ 

うに言った。「うまくやれたと思います。わたしが家庭の夕べを開きたくなか 

ったのは，単にできないと感じていたからにすぎません。しかし，ある晩に妻 

がレッスンを教え，次の週には娘が教えました。わたしは一度やってみようと 

決心しました。」 

彼は目に涙をためながら話していた。「家族に善いことを話したときの気持 

ちを忘れることはできません。わたしが心に描いていた父親に初めてなれたよ 

うに思いました。」（ジョージ• D •ダラント，Love at Home Staring Father『父 

親の見る家庭の愛』pp.41-43参照） 

この話は，父親が家族を教える責任を果たすならば，どのようなことが起こ 

るかを語っている。 

数人の兄弟に，子供に福音を教えたときの経験を話してもらう。 

ボイド• K •パッカー長老は次のように述べている。「わたしたちの行いの多 

くは教えることである。子供にくつひもの結び方を教え，……娘の新しい料理 

を手伝い，教会で話し，証を述べ，指導者会を管理し，もちろんクラスで教え 

る。これらはすべて教えることである。わたしたちは絶えず教えている。…… 

集会で話し，意見を述べ，答えるときにも教えているのである。」{Teach Ye 

Diligently『熱心に教えなさい』pp. 2 - 3) 

教会で教える 

正式でなくとも語り合う中で教えることは多い。しかし，教会では組織され 

たクラスで教えるという機会を数多く提供している。 

ボイド.K •パッカ一長老は次のように述べている。「すべての教会員は生涯 
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のほとんどの時間を教えることに費やしている。……教会のあらゆる組織には 

そこで働く教師がいる。その大部分は神権定員会の中で教えている。実際に， 

すべての神権者は神権ホームティ一チャ一として召される資格がある。……教 

会は，そのようにして遂行されている教育の力に支えられて前進するのである。 

もし，教育が効果的に行われなければ，王国の業は〔遅れる〕であろう。」（同上） 

時には教室の中ではなく，教会員との交わりを通して教えることもある。次 

の話は，教室外で教えた例である。 

「わたしがフレッド•キャロル監督と初めて会ったのは，家族で彼のワードに 

転入したときでした。当時，わたしは14歳で，アロン神権の執事の職に召され 

ていました。この偉大な監督がわたしに直接話しかけたのは，恐らく 50字くら 

いの短い言葉だったと思います。それでも，そのうち25文字は今もわたしの心 

に鮮明に焼きついています。彼自身は，その輝く 25文字がわたしにどれほど大 

きな影響を与えたか気づいていなかったと思います。それは，わたし個人への 

さりげない言葉でした。『あなたは，集会でいっも敬虔な態度をとっていますね。 

ほかの人にとって良い模範ですよ。』 

ほんの短い言葉でしたが，どんなに大きな励みになったことでしょう。それ 

以後の幾多の責任よりもはるかに多くの影響をわたしに与えてくれました。そ 

れまで，自分が特別敬虔だなどと考えたことはありませんでした。恐らぐキ 

ャロル監督は，小心者のわたしを見て敬虔だと勘違いしたんだと思います。し 

かし，そんなことは問題ではありませんでした。わたしが人生における敬虔の 

意味についてよく考えるようになったのは，そのときからです。わたしは，そ 

れから間もなく敬虔な気持ちを感じるようになりました。結局，わたしはキャ 

ロル監督の思ったとおりの人間になることができたのです。キャロル監督があ 

のときわたしの心にまいてくれた種が今では成長し，わたしの人生に強い影響 

を与えています。」（リン• F •スタッグ一ド，“The Magic Touch” /似びi/c如r「不 

思議な力」『インストラクター』1970年9月号，pp.326-327) 

トーマス• S •モンソン長老は次のように述べている。「献身的な教師は『わ 

たしに学びなさい』という主の招きに応じて学ぶのである。また彼らは主の聖 

なる力を授かるのである。わたしは幼いころこのような教師に教えられたこと 

がある。わたしたちは日曜学校のクラスで教師から，地球の創造とアダムの堕 

落，イエスの贖いの犠牲について学んだ。彼女はモーセやヨシュア，ぺテロ， 

トマス，パウロ，イエス•キリストを主賓としてクラスに迎えた。その人々は 

肉眼には見えなかったがわたしたちは彼らを愛し，敬うことを学び，また彼ら 

のようになろうと思ったものである。 

ある日曜日の朝，彼女は級友の母親の死を悲しげに発表したが，そのときほ 
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ど感動的で，いつまでも忘れられない教えとして残ったことはなかった。わた 

したちはその朝，ビリーのいないのに気づいたが，休んだ理由は知らなかった。 

その日のレッスンは，『受けるよりは与える方が，さいわいである』（使徒20: 

35)というテーマであった。レッスンのさなかに，彼女は本を閉じ，神の栄光 

にわたしたちの目と耳と心を開かせた。彼女は『わたしたちのクラスのパーテ 

ィー資金は幾らありましたか』と尋ねた。 

クラスの雰囲気が沈んでいたので，かえって『4ドル75セントです』という返 

事が元気よく聞こえた。 

彼女は静かに提案した。『ビリーの家族は悲しみに暮れています。今朝は家族 

の人々を訪問して，皆さんの資金を差し上げたらどうでしょうか。』 

わたしたち小さな一団は3ブロックほど歩いてビリーの家に行き，彼と兄妹た 

ちとビリーの父親とにあいさつしたのを覚えている。特に，彼の母親がいなか 

ったのが心に残っている。またわたしは，大切なパーティーの資金を入れた白 

い封筒が教師の手から悲しみに沈んだ父親の手に渡されたときの皆の目に光っ 

た涙が忘れられない。わたしたちは教会堂に駆け戻った。かつてないほどにわ 

たしたちの心は軽くなり，喜びに満ち，理解が深まった。神より霊感を受けた 

教師は少年少女に神の永遠の真理について教えたのである。『受けるよりは与え 

る方が，さいわいである。』」（「たかが教師じゃないか」『聖徒の道』1973年10月 

号,p. 437) 

世の中で教える 

すべての教会員は宣教師であり，接触するあらゆる人々に言葉や行いを通し 

て福音を教える責任がある。わたしたちはパプテスマを受けたときに，「いつで 

も，どのようなことについても，どのような所にいても，死に至るまでも神の 

証人になる」（モーサヤ18: 9)という聖約を交わした。友人や隣人に福音を教 

えるときには，穏やかで柔和な態度で接しなければならない（教義と聖約38: 

40-41参照)。 

わたしたちには，子供や教会員にだけでなく，知り合うすべての人を教える 

という重大な責任が与えられている。 

写真ページ16-b「レッスンは，クラスの生徒一人一人を念頭に置いて準備しなければならな 

い」と16-c「レッスンの準備には聖文学習と祈りが含まれる」を見る。 

福音を教える準備 

優れた教師になりたければ，十分に準備しなければならない。「いかなる教 
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師も知らないことを教えることはできない」とデビッド• 0•マッケイ大管長 

は述べている。また，「見ていないこと，感じていないことを教えることので 

きる教師はいない。」(Treasures of Life『人生の宝』p. 476) 

青少年を含めてすべての人にとって，十分に教える準備をすることが大切なのはなぜか。レ 

ッスンの準備をするうえで役に立つ概念を次の文章の中から見いだすことができるか。 

「レッスンの準備をする場所と時を確保し，聖典，レッスンテキスト，参考文 

献，紙，鉛筆などの教材を，いつも利用できるようにしておきなさい。神の計 

画を主催しておられる主の導きを求めてあなた自身の計画に着手すべきである。 

これはその御方の福音であり，あなたは主の子らを教える主の教師である。主 

がどのように教えることを望んでおられるか尋ね求めなさい。特に必要と感じ 

れば，主の御霊との一致が得られるよう，祈りとともに断食すべきである。」 

(『教師養成プログラム基礎コース』p.137) 

レッスンに必要な準備と教材を黒板に列挙する。 

デビッド• 0•マッケイ大管長は，中央幹部に召される前に教師を職業にし 

ていた。彼はレッスンに備えるための4S階を提案している。 

レッスンの目的を決める 

目的とは，生徒が学んで行動に移してほしいと思う概念である。レッスンの 

準備をするときには，目標を書いて，それについてよく考える。 

テキス卜に通じる 

自分の言葉で教えられるように，レッスンの内容を十分に把握しておく。も 

ちろん，聖句ゃ引用はテキストから読んでもよい。 

研究と努力により視覚教材を整える 

レッスンに対する関心を高めるために，実物，図表，絵，そのほか効果的な 

教材を使用する。レッスンへの関心を高めることは，あらゆる年代の人に教え 

るうえで大切である。 

教材などをレッスンのときに効果的に使えるようにしておく 

チョ一ク，黒板消し，紙，鉛筆，視覚教材など，レッスンに必要なすべての 

ものをすぐに使えるように用意しておき，レッスン中に混乱を招かないように, 

使用する順番に整理しておく。 

16-c.レッスンの準備には聖文学習と祈りが含まれる 
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教える人々を愛する 

ボイド* K •パッカー長老は次のように述べている。「良い教師は，前もって 

レッスンの内容を研究する。しかし， 上の教師は生徒にっいても熱心に，ま 

じめに研究する。……生徒の顔立ちや表情を注意深く観察すれば，クリスチャ 

ンとして人を思いやる温かい気持ちがわいてくる。……思いやりは霊感にも似 

た感情であり，主の羊を養うという業にあなたを駆り立てる愛である。」（“Study 

Your Students"「生徒を知る」『インストラクター』1963年1月号，p.17) 

一方，教師から愛される生徒はさらに自尊心を高め，自分自身の向上を願う 

ようになる。クラスの生徒に気を配り，協力し，援助するようになる。愛され 

る生徒の多くは，人を愛する方法を学ぶのである。 

御霊によって教える 

生徒を愛するためには，教師は主から与えられる霊感に敏感でなければなら 

ない。この方法によってしか，生徒が必要とすることをほんとうに理解するこ 

とはできない。ブリガム•ヤング大管長はこのように語った。「 良の書物など 

から知恵を得るためにどんなに努力しても，すべての人々が自由に飲むことを 

許されている泉がまだ残っている。『知恵に不足している者があれば，……神 

に，願い求めるがよいoJJtowcoMr仗ぶり/Br/g/^mr洲耶『ブリガム•ヤング説教 

集』p. 262) 

教える能力は天の御父から授けられる賜物である。わたしたちが主に願い求 

めるならば，霊感によってレッスンを準備し，生徒を知り，生徒を愛し，教え 

ることができる。御霊によって教えるとは，力によって教えるということであ 

る（詳細は本書第18課「聖霊の力によって教える」参照)。 

まとめ 

「デビッド• 0 •マッケイ大管長はかって，『人の魂を鍛えること以上に大きな 

責任はこの世にない』と語った。教え，鍛えること，これは教会の親と教師の 

全員に与えられた大切な管理の職の一部である。」（ボーン• J •フエザースト 

ーン「感化力のある教師」『聖徒の道』1977年2月号，p.139)わたしたちには 

自分の子供や教会員，そして会員でない隣人にイエス•キリストの福音を教え 

る責任がある。そのためには福音を学び，福音に従って生活し，自分自身を備 

えなければならない。 

福音をより効果的に教えるうえで，義にかなった生活をすることはどのような助けとなるだ 

ろつか。 
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チヤレンジ 

次回の家庭の夕べのレッスンについて勉強し，聖霊の導きを求めて祈り，よ 

く準備を整えて教える。 

参照聖句 

申命6:1—7 (絶えず子供に教えることの大切さ） 

モーサヤ4:14-15 (子供を教える適切な方法） 

教義と聖約68 ： 25-28 (両親は子供に福音を教えなければならない） 

教義と聖約130 ：18 (この世で得た知識は復活のときにともによみがえる） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.各自の聖典を持参するように促す。 

2.数人の生徒に子供を教えたときに味わった良い経験を話すよう割り当ててもよい。 

3.レッスンの中で聖句や引用文を読む割り当てを生徒に与える。 
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聖文から教える 

目的教会で教える際に聖文から教えるべきことを理解する。 

導入 

写真ページ17_a「聖文から教えるには，聖文を学ばなければならない」，17-b「福音を教え 

るには，聖文からの知識が必要である」を見る。 

J•ルーベン•クラーク•ジュニア副管長は教会の教師たちにかつて次のよ 

うに語った。「あなたの重要な……使命は，……主イエス•キリストの福音を 

教えることにある。……この終わりの時に主の民を導くために神が召された人 

人の言葉と教会の標準聖典とを権威ある源として用いて教えるのである。」（77^ 

Charted Course of the Church in Education『教育における教会の指針』p. 9) 

聖文に通じ，聖文を用いて教えることが，わたしたちに利用し得る 高の教 

授法である。 

聖文から教えることの重要性 

主は聖文を学んで教えることの大切さを明らかにされた。ニーフアイ人を訪 

れた主は次のように言われた。「まことにわたしは，これらのこと〔聖文〕を熱 

心に調べるようにという戒めを，あなたがたに与える。」（3ニーフアイ23:1) 

聖文を研究しなければならないのは，それがイエス•キリストについて教えて 

いるからである。また，「これらは真実であり，確かであって，これらの中にあ 

る預言と約束はすべて成就するからである。」（教義と聖約1:37。1ニーフアイ 

19 ： 23も参照) 

教義と聖約68 ：1-4を読む。今曰，標準聖典以外にどのような聖文があるだろうか。それら 

の聖文は何で読むことができるだろうか。（『聖徒の道』など） 

聖文を効果的に教える 

リ一ハイの家族が約束の地に着いたとき，ニーフアイは兄たちに理解できる 

方法で聖文を教えた。彼はこのように言った。「すべての聖文を自分たちに当て 
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はめて，それが自分たちの利益となり，知識となるようにするためであった。」 

(1ニーファイ19 ： 23)聖文を効果的に教えようとするならば，それを現代の人々 

に当てはめるのは大変重要なことである。預言者ジョセフ•スミスは次のよう 

に教えている。「聖文を調べなさい。預言者の言葉を調べ，それらのうちあなた 

にかかわりのあるものを学びなさい。」(Teachings of the Prophet Joseph Smith『預 

言者ジョセフ•スミスの教え』p.12)優れた教師は過去の出来事が現代にどの 

ように当てはまるかを示しながら，聖文と現在の状況を対比させることがしば 

しはあるO 

写真ページ17-C「ニーファイとリーハイがリアホナを見つける」を見る。 

スペンサー.W •キンボール大管長は『モルモン書』から次の物語を引用し 

て話をした。 

「父親が天幕の入りロのすぐ前である品を見つけ，興奮した様子でみんなを呼 

び集めた，その声を聞いたニーファイの立場にあなた自身を置いていただきた 

い。それは丸い球であり，……『純良な真鍮』でできた『入念な造りの』品で， 

彼らはそのようなものを見たのは初めてであった（1ニーファイ16 ：10)。 

……この珍しい細工の球の働きを注意深く見るならば，それが『信仰と熱意 

と注意力に応じて』働き，進むべき方向が示されることに気づくであろう（1ニ 

一ファイ16: 28)。……もっとよく調べてみると，言葉が『読みやすく』球に 

書き記されていて，…“•主の道が説き明かされていることが〔分かる〕。〔その 

指示は主の御心に従って，家族の信仰と熱意に応じて書き替えられた（1ニ一 

フアイ16 ： 29)。〕 

……球すなわち羅針盤を意味すると解釈されているリアホナは，リ一ハイが 

荒れ野を旅するときにその道を示すために，特に主によって備えられたもので 

ある。あなたはこのような球を持ちたくはないだろうか。過ちの中にあるとき， 

あるいは誤った道にいるときにいつもそれに気づくように，正しい道を示し， 

メツセ一ジを記してくれる球を。 

若い兄弟たち，皆さんは全員それを持っている。主はすべての少年，すべて 

の人に，誤った道へ入るときにそれを告げてくれる『良心』というものを与え 

られた。耳を傾けるならば，いつでも聞くことができるのである。しかし言う 

までもなく，そのささやきを聞くことがあまりにも習慣化して無視するように 

なるならば，やがて聞こえなくなることだろう。 
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皆さんは自分自身の内に，羅針盤のような，リアホナのような何かがあるこ 

とを認識しているに違いない。すべての子供にはそれが与えられているのであ 

る。……自らの内にあるリアホナを無視するならば，ついにはそのささやきを 

得られなくなることだろう。しかしわたしたち一人一人は正しく導いてくれる 

〔リアホナ〕を持っているということを心に留めるならば，すなわち自分のリア 

ホナ，良心とも言われるリアホナの指示に聞き従うならば，船は誤った航路に 

迷い込むことは……ないであろう。」（「わたしたちのリアホナ」『聖徒の道』1977 

年2月号，pp. 109-111) 

キンボール大管長は，今日も活用できる真理を教えるために聖文をどのように用いただろう 

か。 

聖文を理解すれば，その中で教えられている原則を自分の生活の状況に応用 

できる。次の話は，聖文を用いて父親が子供に教えた例である。 

「人をさばくな。自分がさばかれないためである」 

ララとトッドは，道路に自転車を放置しないように何度も注意されていた。 

ある日父親が家に帰ると，道路に二人の自転車が置いてあった。そこで父親は 

まずトッドのところへ行って尋ねた。「トッド，ララの自転車が道路に置いてあ 

るのを見つけたけれど，どうしたらいいかな。」 

「お父さんが言っていたように，友達との外出を1週間禁止すればいいよ」と 

トッドは答えた。 

それから父親はララのところへ行って尋ねた。「トッドの自転車が道に置いて 

あるのを見つけたけれど，どうすればいいかな。」 

「もう1度チャンスをあげて。この次はきっと忘れないわ」とララは答えた。 

父親は二人を呼んでマタイ7 ：1—2を読ませた。 

マ夕ィ7 ：1-2を読む。 

二人が読み終えると父親は言った。「トッド，君は1週間友達と外出してはい 

けない。ララ，今すぐに行って自転車を動かすならば，今回は注意するだけに 

しょぅJ 

「働き人がその報いを得るのは当然である」 

ロンは父親と約束をして，10ドルで家中の窓をふくことになった。弟のリッ 

クは，やはり10ドルで台所の壁を塗る約束をした。ロンは窓をふくのに半日か 
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かり，リックは壁を塗るのに2日かかった。父親が二人に10ドルずつ渡すと，リ 

ックは自分の方が長い時間働いたから余計にもらうはずだと言って抗議した。 

それに答えて，父親はマタイ20 ：1-15を読んだ。 

マタイ20 ：1 — 15を読む。 

父親はリックに次のように言って話を結んだ。「わたしは約束を守ったのだか 

ら，自分のお金をもらって行きなさい。怒ってはいけない。」 

次の聖句は今日の生活の中でどのように適用できるだろうか。マタイ25 ：1-13 ；エノス1： 

2-8 ；教義と聖約40 ：1—3を読んで話し合う。 

聖文から教えるための準備 

ハロルド.B •リ一大管長は次のように述べている。「わたしたちは人々に， 

聖文に答えを探せと教えなくてはならない。……しかし残念なことに，わたし 

たちのうちの多くは聖文を読んでいない。聖文に何が書いてあるかを知らない 

ので，聖文自体の中に見つかるはずの事柄をあれこれ推測するのである。わた 

しはそこに，わたしたちにとって現在 大の危険の一つが存在すると考える。」 

(「聖文の中から答えを見つけなさい」『聖徒の道』1973年12月号，p.529) 

聖文の勉強を強要される人はいない。もし望むならば，聖文を学び研究でき 

ない言い訳としてたくさんのつまらぬ理由を挙げることもできる。だからこそ， 

聖文を学ぶ決意をして毎日の学習計画を立て実行するのである。そうすれば， 

聖文，ニュース，スポーツ雑誌のいずれを読むか選択に迫られても，聖文を選 

択するであろう。 

聖文を読んで味わい，教える能力を得るには，計画だけでなく，準備と祈り 

が必要である。 

モロナイ10 ： 3を読む。聖文を読むことについてモロナイは何と言っているか。 

聖文を読むときには，心の中で深く考えなければならない。マリオン 

ロムニー副管長は次のように述べている。「わたしは聖文を読んでいて……『深 

く考える』という言葉に心を動かされた。……『深く考える』ことは，思うに， 

祈りの一つの形である。少なくとも，多くの場合に主の御霊に近づく方法とな 

る。」（「神権の召しを尊んで大いなるものとすること」『聖徒の道』1973年12月 

号，p. 570) 

モロナイ10 ： 4にはこう記されている。すなわち，聖文について深く考えた 

(読んだ聖句を心の中でよく思い計った）後に「真実かどうか」を天の御父に問う 
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ならば，「神はこれが真実であることを，聖霊の力によって〔わたしたち〕に明 

らかにしてくださる。」 

まとめ 

聖文を効果的に教えるには，それを毎日読んで準備しなければならない。読 

んだことについて考え，感じ取り，誠心誠意で祈るのである。そして，御霊を 

通して学び理解したことを実践するのである。そうすれば，力と確信をもって 

聖文を教えることができる。 

チヤレンジ 

1.毎日聖文を読み，自分にとって重要な部分に印を付ける。その聖文を，どの 

ように「自分たちに当てはめ」ることができるか考える。 

2.家庭の夕べや夕食の席など全員が集まる場で，家族の必要に合った物語を聖 

文から引用し，それをそれぞれの生活に当てはめながら教える。 

参照聖句 

2ニーファイ4 ：15—16 (聖文を喜びとするニーファイ） 

教義と聖約11：21-22 (教える前に学ぶ） 

教義と聖約42 ：12-15 (聖文から教える） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第10章「聖文」を読む。 

2.各自の聖典を持參するように生徒を促す。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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聖霊の力によって 
教える 
目的福音は聖霊の力によって教えるべきであることを理解する。 

導入 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は次のように述べている。「教師の皆さん， 

祈りによってレッスンの準備を始めなさい。祈りの心をもって教えなさい。そ 

して，聖き御霊の力を通して……あなたの伝えるメッセージが高められるよう， 

神に祈りなさい。」(GospelIdeals『福音の理想』p.223) 

イエス•キリストの福音を教えるには，聖霊の導きを受けなければならない。 

これが真理を教える唯一の方法である。なぜなら，わたしたちの思いは神の思 

いと異なり，わたしたちの道は神の道とは異なっているからである（イザヤ 

55 ： 8-9参照)。 

聖霊の影響力により教える 

教義と聖約42 ：12-14を読んでもらう。この聖句は何を教えているだろうか。どこにこれら 

の原則が記されているか。教えるときに御霊を受けるにはどうすればよいか。聖霊の導きを受 

けない場合は，なぜ教えるべきではないのか。 

何を教え，いつ教えるかを知るために，聖霊からの働きかけを感じることが 

できるように注意を払わなければならない。セオドア• A •夕トル長老は，聖 

霊の力により語るときに，どのように感じるか述べている。 

「皆さんは啓示が与えられたときにそれを感じるだろうか。わたしの経験をお 

n占ししよつo 

ある集会が終わって〔マリオン• G • ロムニー長老とともに〕ソルトレーク 

に向かう途中，一人の兄弟が言った。『ロムニー兄弟，あなたは今晩，聖霊から 

霊感を受けて話しましたね。』 

するとロムニー兄弟が言った。『そのとおり，霊感を受けました。どうしてそ 

れが分かったと思いますか。わたしも自分が知らなかったことを学んだからで 

す。』」（『次の世代に教える言葉』BYUサマースクールでの未刊の話，1970年7 

月10曰，pp.9-10) 

聖霊はロムニー長老にどのような影響力をお与えになったか。聖霊はどのようにしてわたし 

たちの教える能力を高めてくださるのだろうか。 
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聖霊は教師を導くだけでなく，教師の言葉を聞く者の心に深くしみ込ませて 

くださる。「人が聖霊の力によって語るときには，聖霊の力がそれを人の子らの 

心に伝えるからである。」（2二一ファイ33:1) 

聖霊は教えを聞く人々にどのような影響をお与えになるだろうか。 
写真ページ18-a「ベニヤミン王は聖霊の力によって教え，多くの人々の生活を変えた」を見 

『モルモン書』の預言者べニヤミン王は，人生の終わりに近づいたころに民を 

呼び集め，特別な指示を与えて彼らの霊性を高めた。 

モーサヤ5 ：1-2を読んでもらう。ベニヤミン王の言葉を信じた人々に何が起こったか。モ 
一サヤ5 ： 3-4を読んでもらう。この民が聖霊の影響力を受けやすくなったのはなぜか。 

聖霊の導きを受ける 

『モルモン書』には，当時の多くの預言者や宣教師が聖霊の導きを受けて教え 

たことが記されている。モーサヤの4人の息子もその例である。 

アルマ17 ： 2-3を読んでもらう。モーサヤの息子たちが力をもって教えるために行った3段階 

は何か。この3段階（聖文の研究，断食，祈り）を黒板に列記する。 

マリオン.G • ロムニ一副管長は，彼の妻がこの3段階に従ってレッスンの準 

備をしたときの経験について語った。それは預言者ジョセフ•スミスが御父と 

御子にまみえたことを教えるレッスンだった。彼女のクラスに，教会員ではな 

いが大学卒の教養ある女性が出席していた。当時まだ経験の浅い若い女性だっ 

たロムニー姉妹は，この理知的な女性が自分のレッスンを受け入れないのでは 

ないかと不安になった。 

〔この問題について母親と話し合う中で，ロムニ一姉妹は〕こう言った。『お 

母さん，わたしレッスンできないわ。ジョセフ•スミスがほんとうに示現を受 

けたかどうか分からないの。』…… 

彼女の母親は別に学識があるわけではなかったが，証を持っていた。彼女は 

娘に言った。『預言者がどのようにして示現を受けたか知っているでしょう。』 

『ええ』娘は答えた。『知恵を受けられるように祈ったわ。』…… 

〔そこでロムニー姉妹は〕自分の部屋に行って試してみた。エノスのように神 

に『取りすがった』のである。そうして彼女は……確信に満ちたレッスンを行 

い，普段の能力以上の力を発揮できたのであった。どうしてそのようにできた 

のであろうか。それは，聖霊が降って彼女の疑問に答えてくださったからであ 

る。彼女は心の内に燃えるものを感じた。ジョセフ•スミスが示現を受けたこ 

とを，預言者自身が知っていたように彼女もはっきり知ったのである。預言者 
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が見たものと同じものを見たわけではなかったが，同じ知識を得た。彼女はジ 

ョセフ•スミスの言葉から，彼が見たものを知り，ジョセフの言葉が真実であ 

るという確証を聖霊を通して受けたのである。」（「証を得る方法」『聖徒の道』 

1976年11月号，p.511) 

ロムニー姉妹はレッスンのためにどのような準備を行ったか。彼女が自分で勉強しただけで 
はレッスンを教える自信が得られなかったのはなぜか。ロムニ一姉妹が受けた確証は何と呼ば 
れるものか。 

ただ単に真理の言葉を読むことと，その真理に対する証を持っことの間にはどのような違い 
があるか。生徒にモロナイ10 ： 4-5を読ませる。聖霊はどのような方法で真理を学ぼうとして 
いる人を助けてくださるだろうか。この確証を得るためにはどのようなことをしなければなら 
ないだろうカゝ 。 

証はその教えに力を添える 

証によって教えるとは，福音が真実であるという知識を持ったそのうえで教 

えることである。証をもって教えれば，それを聞く人々は御霊の力を感じて， 

福音をより深く理解するのである。わたしたちが真理に対する証を述べるとき， 

聖霊は証を聞く人々にその真実性を明らかにされる（教義と聖約50 ： 21-22參 

照)。 

写真ページ18-b「聖霊は福音の真理を宣べ伝える人々の証が真実であることを確認される」 
を見る。 

次に挙げるのはアルビン•R•ダイヤー長老の話である。 

「二人の宣教師が，夕暮れ時に一軒の家の戸口に立った。その家族はちょうど 

夕食を取ろうとテーブルに着いたところであった。これではとても宣教師の話 

に耳を傾けてくれそうにもなかった。奥さんがドアを閉めようとしたとき，宣 

教師たちは，福音が真実であることを証した。一人の長老は，家の中にいる家 

族にも聞こえるように大きな声で証した。それから雨が降りだしたので，急ぎ 

足でその場を立ち去った。半ブロックほど行くと，だれかの呼ぶ声が聞こえた。 

14歳ぐらいの少年が追いかけて来て言った。『父が戻って来てほしいと言ってい 

ます。』そこで，二人はっいさっき後にしたその家に引き返した。父親は，玄関 

先での話を聞いていたと告げた。父親はあまり関心がなかったが，一人の長老 

の証を聞いたとき，とても感銘を受けたのだった。さらに続けて，『何か不思議 

な気持ちになり，お二人を帰してはいけないように感じました。』こうして謙遜 

な長老が述べた証がきっかけで，この家族はパプテスマへと導かれたのである。」 

("When Thou Art Converted" Instructor「あなたが立ち直ったときには」『インス 

トラクター』1961年7月号，p.225参照) 

父親が宣教師を呼び戻したのはなぜか。前もって割り当てておいた生徒に，福音を学んだと 

きの経験を話してもらう。 

18-b,聖霊は福音の真理を宣べ伝える人々の証が真実であることを確認される 
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まとめ 

教会の両親と教師には，人々の生活を変える責任がある。しかし，この責任 

を果たすには，聖霊とともに教えなければならない。御霊によって教えるなら 

ば，その言葉を聞く人だけでなく自分自身も，知識と信仰において成長するの 

である。 

聖霊の力とともに教えなければ真理を教えることはできない。しかし，聖霊 

の力により教えるためには，自分自身をふさわしく備えなければならない。学 

習，祈り，神の戒めに従った生活などがそれである。 

「御霊は信仰の祈りによってあなたがたに与えられるであろう。そして，御霊 

を受けなければ，あなたがたは教えてはならない。…… 

あなたがたは慰め主によって声を上げるとき，わたしがよいと思うままに語 

り，預言するであろう。 

見よ，慰め主はすべてのことを知っており，父と子のことを証するからであ 

る。」(教義と聖約42:14,16,17) 

チヤレンジ 

1.教える準備をするときは，聖文を研究し，祈り，断食をして聖霊の導きを求 

める。 

2.子供，友人，隣人に福音を説く機会を見いだす。 

参照聖句 

ルカ24 ： 32 (聖霊による霊感を受けたときどのような感じがするか） 

ヨハネ14: 26 (慰め主はすべてのことを教える） 

2ニーファイ32: 7-8 (御霊は祈るように勧める） 

モーサヤ23:14 (神の戒めを守っている教師だけを信頼する） 

アルマ5 ： 43 - 52 (断食と祈りによって聖霊の導きを受けることができる） 

モロナイ10 ： 7-10 (神の賜物は信仰によって授けられる） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.本課に述べられている聖霊の導きを受けるための段階に従って，レッスンを準備する。 

2.二人の生徒に，福音を教わったたときの気持ちにづいて話す割り当てを与えてもよい。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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家庭で慎みと 
徳について教える 
目的家庭で慎みと徳についてどのように教えたらよいかを理解する。 

ボイド• K •パッカー長老は，慎みと徳の持つ道徳的な価値について次のよ 

うに述べている。「これらの神聖な事柄を教える責任と権利は，家庭の両親に 

ある。わたしは学校や教会の組織にその責任があるとは思わない。この点につ 

いて教会ができることは，主が明らかにされた道徳の標準を両親に教え，彼ら 

がこの神聖な事柄を子供に教える責任を果たせるように援助することである。」 

{Teach Ye Diligently『熱心に教えなさい』p.256) 

預言者モルモンは息子のモロナイにあてた手紙の中で，道徳的な清さの偉大 

な価値について教えた。モルモンは，純潔や徳がほかのどんなものにも勝る  

も大切で貴いものであると述べた（モロナイ9 ： 9参照)。わたしたちの肉体は神 

聖である。常に慎み深い服装をして，自分自身を清く徳高く保たなければなら 

ない。 

慎みと徳 

徳は主の目から見て非常に貴いものである。したがって，主の言われる慎み 

や徳の意味を理解することは大切なことである。一般に慎みは言葉や服装の標 

準を表し，徳は行為の標準を表している。スペンサー• W •キンボール大管長 

は次のように述べている。 

「不道徳へと導く多くのもののうち，もう一つの要素は，慎みのなさである。 

今日多くの若い男女は，実際の生活に対する考え方で独り善がりなところがあ 

る。自分にはすべての答えが分かっていると考え，車や靴や服について自由に 

話すように，性についての話をする。慎みのなさは，何一つとして神聖に思え 

るものがなくなるまで広がるのである。 

慎みのなさと道徳の低下を招く要因の一つに 近の服装がある。一部の若い 

女性や母親が着用する慎みのない服装が，直接あるいは間接的に現代の不道徳 

を助長していることは確かである。時には父親までもそれに加担することがあ 

る。体の一部を覆わずに外出している若い姉妹たちは，若い男性たちに与える 

誘惑について知っているのだろうか。…… 
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服装が，徳を愛し純潔を守る心を徐々に低下させる恐ろしい要因になり得る 

と，わたしは確信している。」{Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』 

pp.163, 168) 

人間の体が神聖であることを理解している人々は，どのような服装をし，行動をするだろう 

人間は天の御父の子供であるということを理解した人々の服装や行動はどのようなものとな 

るだろうか。 

ボーン• J •フエザ一ストーン長老は，自分が何者であり，どのように行動 

すべきか知っていた王子の話をした。フランスのルイ16世は王位を追われて投 

獄され，若い王子は革命軍に捕らえられた。王子が王位継承者であったため， 

彼らは王子を道徳的に堕落させようとした。そうすれば，フランスの国王に決 

してなれないことを知っていたからである。 

そこで王子は遠い町に移され，ありとあらゆる汚れたものにさらされた。早 

く自制心を失わせるためにごちそうがふんだんに与えられ，絶えず野卑な言葉 

を聞かされ，みだらな女たちに取り巻かれ，恥辱と不信の中に置かれた。王子 

は一日24時間，人の道徳観念を失わせるあらゆるものに取り囲まれて，半年間 

過ごした。しかしこの若者はただの一度も圧力に屈したことがなかった。考え 

られるすべての誘惑を受けた後に，ついに王子は引き出され，なぜそれらのこ 

とに手を染めないでいられたのか問われた。王子はこう答えた。「わたしは王に 

なる者だから，おまえたちの頼みには応じられない」と。（"The King's Son" New 

Era「国王の息子」『ニューエラ』1975年11月号，p.35より抜粋） 

わたしたちも王になる者である（1ぺテロ2 ： 9 ；黙示1：6参照)。しかし，こ 

の人生の目的は一国の王になることよりも大いなるものである。わたしたちは 

神の子供であり，神のようになるために生を受けたのである。慎み深く徳高く 

なければ，この目標に到達することはできない。 

模範の重要性 

神の教会の会員にとって も重要な責任の一つは，慎みと徳の模範を示すこ 

とである。心と体を清く保つだけでなぐ話し方やユーモア，愛読する文学書 

などにも肉体が神聖であるという思いが表されていなければならない。これは 

特に両親や年長の子供にとって大切なことである。適切な模範を示すならば， 

子供あるいは兄弟姉妹たちも同じ価値観を持ち，同じ行動をすることができる 

ようになる。 
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_第23課 

生徒に自分の態度と行為についてしばらく考えさせ，次のように自問させる。 

「わたしの態度や行動の中に，わたしが教えようとしている人々にとって妨げとなるようなもの 

はないだろうか。」「子供にしてほしくないことや考えてほしくないことを，自分でしたり，考 

えたりしていないだろうか。」 .せ、 

『モルモン書』ヤコブ2: 35を読む。ヤコブは悪い手本を示したニーファイ人を叱責した。良 

い模範を示すことがそれほど重要なのはなぜか。 

慎みと徳を教える 

慎みと徳を教えるには，高い霊性が求められる。ボイド* K •パッカー長老 

はこう言った。「道徳的，霊的な価値を教えるうえで一つの不可欠な要素がある 

とすれば……それは主の御霊とともに教えることである。」（『熱心に教えなさ 

け い け ん け ん そ ん 

敬虔で謙遜な態度で取り組むことも必要である。パッカー長老の話は，敬虔 

さの中で慎みと徳を教える良い模範である。 

「わたしたちの肉体には，神聖な創造の力が備えられました。さながら火に， 

ほかのものに火をつける力があるのと同じように。この賜物は，ただ神聖な結 

婚のきずなの中でのみ用いられるべきものです。この力を行使することにより， 

肉体が創造され，霊がそこに宿り，新しい人間がこの世に生まれるのです。こ 

の力は善いものです。それによって家庭が作られ，維持されるものであり，幸 

福の土台は家庭生活の中に見いだされるのです。それは事実上，この世に生ま 

れたすべての人に与えられています。それは神聖で重要な力です。…… 

この神聖な力を誤用し汚させようと，公然と邪悪な誘惑の手が伸びています。 

……ほかのだれにも，皆さんの体を少しなりとも触れさせてはなりません。た 

とえどのような人であってもです。そのように言う人は，自分の罪を皆さんに 

も負わせる人です。わたしたちは皆さんに，清さを保ちなさいと教えます。… 

…わたしたちは，結婚の聖約によらなければこの神聖な力を義のうちに行使で 

きないのです。これらの神聖な力を決して誤用してはなりません。」（『熱心に教 

えなさい』pp.259, 262) 

これらの原則を効果的に家族に教えるには，細心の注意を払ってあらゆる汚 

れたものから家庭を守らなければならない。A •セオドア•タトル長老は次の 

ように述べている。「父親は家庭を守護する人である。外部から来る悪の侵入を 

防ぐのである。昔は武器を備え窓を閉じて家庭を守ったが，現在の仕事はもっ 

と複雑である。板を打ちつけた扉や窓は〔有形なもの〕を防ぐだけである。〔悪 

の攻撃〕から家族の心や霊を守るのは容易なことではない。それらは自由に家 

庭の中に入り込んでくる。〔サタンは実に巧妙であり，〕扉を打ち壊す必要など 

ないのである。」("The Role of Father" Ensign「父親の役割」『エンサイン』1974 

年1月号，p.67) 
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今日，悪はどのようにして家庭に入り込んできているだろうか。（不道徳な雑誌，ラジオ， 

テレビ，書物などがその一例である。） 

父親がこれらのものから家族を守るために何をしなければならないか。（ラジオ，テレビの番 

組や書物を慎重に選ぶ。） 

教義と聖約93 ： 40-43を読んで話し合う。 

フレデリック• G •ウイリアムズは子供たちを光と真理の中で育てる責任を 

怠ったため，主から叱責を受けた。 

慎みと徳の大切さを子供たちに忠実に教えなかったと主から指摘されたら，どのように感じ 
る厂ころつ力、 

教えるために最適な時間 

写真ページ19-a「父親は子供と定期的に面接を行う」を見る。 

家庭の夕べは慎みと徳について教える絶好の時間である。また多くの父親が， 

子供や妻と正式な面接を行って良い結果を得ている。例えば，ある父親は毎月 

断食日曜日に子供一人一人と面接をする。彼は道徳的な清さについて尋ね，子 

供の抱えている問題に耳を傾け，教え，証を述べ，愛を示すのである。 

子供たちとこのような面接をすることには，どのような効果があるか。 

写真ページ19-b「教える機会は思わぬときに来ることがある」を見る。 

面接や家庭の夕べなど改まった場で子供に教えることはきわめて重要である 

が，わたしたちは子供が必要としていることに常に心を向けていなければなら 

ない。子供に知ってほしいと願っていることを， もよく理解させられるのは 

いつかを見定めなければならない。絶えず子供と話して愛を表すならば，自分 

の気持ちや問題について話す必要があるときには，子供は両親のもとへ来るこ 

とであろう。 

まとめ 

主はあらゆる機会を利用して子供を教えるように命じられた（申命6 ： 5-7参 

照)。教えるべき時を見定めるならば，まったく予期しない場で非常に効果的に 

教えられることがある。例えば，ピクニックで，聖餐会の後に，歩きながら， 

車の中で，旅行中，登校の途中，大きな苦しみに遭ったときなどにも，慎みと 

徳について大切な真理を教えることができる。 
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第16課 

子供または両親と実際に親しく語ったり，教えたりした経験を思い浮かべることができるか( 

それは，いつ，どこで行われたか。また計画されていたか，あるいは思いも寄らない場であっ 

たか。 

チヤレンジ 

1.家庭の夕べで，徳と慎みについて話し合うように計画する。 

2.服装や行いによって慎みと徳の模範を示す。 

3.まだ少年であれば，若い女性に慎み深い服装をするように言う。 

参照聖句 

1テモテ4 ：12 (模範の大切さ） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.レッスンの進め方を慎重に計画する。クラスに若い神権者がいる場合は，彼らに道徳的な説 

教をするレッスンにならないようにする。この微妙な問題について若人が両親と話し合う方法 

について討論するとよい。純潔と慎みがなぜ重要なのか，また良い模範を示すために何ができ 

るかについて話し合う。 

2.親子の間で心の通った話し合いをし，子供を教えた経験を話すように割り当ててもよい。そ 

の経験について討論し，意思の疎通ができた理由を考える。（この話し合いを行うのは，5番目 

の項目「教えるために 適な時間」を教えるときがよい。） 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

19-b,教える機会は思わぬときに来ることがある 
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家庭の問題を克服して 
一致を図る 
目的幸福な家庭生活を築くために問題を克服し，一致を目指すように励ます。 

導入 

写真ページ20-a「一致した家族の生活の基は愛である」を見る。 

ジョセフ• F •スミス大管長は，理想的な家庭を築くために行わなければな 

らないことを次のように述べている。 

「理想的な家庭……とは一体どのような家庭を言うのであろうか。それは… 

…父親が神の与えてくださった家族を第一に考えて献身し，家族が父親のこと 

をいっも心に覚え，父親と母親，子供と両親の間に信頼，一致，愛，神聖な献 

身がある家庭である。」（『福音の教義』p.293) 

すべての人は理想的な家庭を築こうと努めているが，時としていさかいを起 

こすことがある。預言者ジョセフ•スミスでさえ家庭の中に不一致を感じるこ 

とがあった。 

例えば，『モルモン書』の翻訳をしていたころのある朝，ジョセフは妻のエマ 

がしたことに心を乱されていた。それからジョセフは『モルモン書』を翻訳し 

ようとしたが，まったく進まなかった。そこでジョセフは森へ行って祈り，帰 

って来てエマに赦しを求めた。そして仕事に取りかかると翻訳はすべて順調に 

いった。（1882年9月15曰のデビッド•ホイットマ一の話より，Comprehensive 

History of the Church『教会概史』第1巻，p.131) 

家庭内の不和の原因を把握し，問題を解決するように主は望んでおられる。 

家庭不和の原因 

聖文によれば，不和と争いのおもな原因はサ夕ンの影響によるものである。 

3 ニ ー フ ァ イ 1 1 ： 2 9 - 3 0 を 読 む 。 

争いの心が家庭内に入り込むと，主の御霊は退いてしまう。そして家庭の中 

に主の御霊がなければ，主とその福音の喜びを味わって幸福になることはでき 
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20-a,一致した家族の生活の基は愛である 





ない。 

個人的な弱さが争いのもとになることもある（ヤコブの手紙4 ：1參照)。心に 

平安を感じていない人が，ほかの人と協調しながら生活することは非常に難し 

いことである。不和の原因になる弱点には，肉欲，金銭欲，不道徳な思い，党 

派心などがある。スペンサー•W•キンボール大管長は特に一つの弱点につい 

て述べている。「夫婦が貧困，病気，落胆，失敗，そして家族の死に遭遇しても， 

二人の平安を取り去ることはできない。結婚は，そこに自分本位な考えがない 

かぎり成功する。利己心を完全になくすならば，問題や苦難は崩れることのな 

V、一致へと夫婦を近づけるのである。」(Marriage and結婚と離婚』pp.19， 

スペンサー•w.キンボール大管長の言葉によれば，結婚生活の多くの不和と不幸の原因は 

何か。 

キンボール大管長が述べてレゝるように，一般に不幸の原因と考えられている 

貧困や病気などの問題が実際には家族のきずなを強めることがある。 

これまで話し合った中で，家庭に不和を招く 3つの要因とは何か。（答えを黒板に書く。サタ 

ンの影響，個々の争い，利己心などが挙げられるであろう。） 

家族の問題を処理する 

次に挙げるのは，家族の問題を克服あるいは解決するために主が与えられた 

方法である。 

責任を受け入れる 

両親と子供は互いに対して責任がある。 

エペソ6 ：1-4からこの責任について読む。若人は両親に対してどんな義務があるか。両親 

の子供に対する義務は何か。これらの責任を受け入れることは家庭の一致を促進するうえでど 

のように役立つだろうか。 

不親切な言葉を避ける 

怒りや不親切な言葉が家庭の中にあってはならない。ボイド• K •パッカー 

長老は次のように勧告している。「結婚の聖約を交わしたら，意地の悪い言葉 

を〔決して吐いてはならない。〕一言たりとも。それは必要な言葉ではないし， 

また好ましいものでもない。結婚生活には口論や問題，争いが付き物であって 

当然のことであるという人々は多い。……しかし，意地の悪い言葉を一言も吐 

かずに愛に満ちた生活をしていくことができる。わたしはこれを知っている。」 
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_第23課 

("Eternal Marriage" Speeches of the Year, BYU「永遠の結婚」『BYU 年度講話』 

1970年4月14日，p.6)柔らかく理解ある答えは人を静め，激しい言葉はさらな 

る争いを引き起こすだけである（箴言15 ：1参照)。 

意見の相違を話し合うことと論争との違いは何か。 

誤りを認める 

スペンサー • w .キンボール大管長は次の勧告を与えている。 

「人間であるあなたは，いつの曰か，たとえささいな口論であれ，意見の相 

違という状態に遭遇するであろう。……仮に，傷を負わせられたとしよう。悪 

ロを浴びせられたとしよう。あるいは心を傷つけられたとしよう。いずれの場 

合も，すべて悪いのは他人だと思い，傷をいやすための策を施さず，時が過ぎ 

ていく。夜もいらだつ心が収まらず，陰気で情けない，さらに誤解が募ってい 

く一日である。傷の上にさらに傷が重なり，ついに弁護士が登場し，家庭は分 

裂し，親子の生活に大きな破綻が生じる。 

しかし初期に服用すれば，数分間で正しい考えに戻ることのできる治療薬が 

ある。……それは，あなたの愛，あなた自身，家族，理想，昇栄，永遠をかけ 

て一か八かやってみるわけにはいかないことを知る薬である。プライドを制し， 

勇気を奮って〔あなたは妻に言う。〕『すまなかった。傷つけるつもりはなかっ 

た。どうか赦してくれ』と。すると〔妻は言う。〕『いいえあなた，わたしの方 

が悪かったのよ。どうぞ赦してください』と。そしてあなたがたは腕を組み合 

って，再び人生は〔穏やか〕になる。そして，夜休むとき，いさかいを忘れ， 

二人の間にはもはや一分の隔たりもなく，ともに家族の祈りをささげる。」(Faith 

Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』pp.134—135) 

誤解や口論の原因になるものは何か。問題の原因を明らかにすることは，問題を解決するう 

えでどのように役立つか。自分の誤りを認めることは，なぜそれほど難しいのか。 

スペンサー.W•キンボール大管長は，誤りを認めて「わたしが悪かった」と 

言うように勧めている。真心からこれを行うならば，家庭内の不和の解消に向 

かって一段と進歩するのである。両親は二人の間だけでなく，子供に対しても 

同様に行う必要がある。 

祈り 

家庭の一致は，不和が解消するようにと家族の祈りや個人の祈りの中で願い 

求めるときに強められる。 
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3ニーフアイ18 ：19-21を読む。家族の中で祈る義務があることに注目する。祈りは家族の 

問題の解決にどのように役立つか。 

親切 

家庭生活をいっそう幸福にするための原則の一つに親切があると聖文は教え 

ている。事実わたしたちは，愛し，赦し，親切にするように命じられており， 

家庭の中では大人も子供も，敬意と，キリストが示された親切心をもって互い 

に接するように勧告されている。以上の事柄において，わたしたちは常にキリ 

ストを模範とすべきである（エペソ4 ： 29-32参照）。 

割り当てておいたアロン神権者に，若い男性が家庭の一致を促すためにできることについて 

話してもらう。 

スペンサー•W•キンボール大管長は，家族の幸せを築く方法について次の 

ように述べている。「『幸せを得るための代償は何であろうか。』あなたはこの 

問いの答えを聞いたら，それが簡単であることに驚くことだろう。次のような 

鍵を使う人は，幸せの宝庫の錠を外し，その扉を開くことができる。まず第1 

に，イエス•キリストの純粋で明快な福音に従って生活すること。……第2に， 

自分のことを忘れ，自分を愛する以上に伴侶を愛すること。以上の事柄を行う 

ならば，あなたは決して損なうことなく豊かに幸せを刈り取ることだろう。」 

(『奇跡に先駆ける信仰』p.126) 

親切と祈りは，家庭の問題を予防し解決するうえでどのように役立つか。 

次に挙げるのは，家庭の中に一致を打ち立てた母親の話である。 

「それは，わたしたちが教会のインデイアン学生紹介制度を通じて10歳のウ 

ェインを我が家に引き取ってから1週間後の出来事でした。ウェインは賢いか 

わいい少年でしたが，御多分に漏れず，ほかの子たちに自分を証明して見せな 

ければなりませんでした。彼は少年たちとよくけんかをし，いちばん強い子に 

も負けませんでした。 

そんなウェインの担任の先生から電話が来たのです。先生は学校でウヱイン 

との間に問題があると教えてくださいました。ウェインは先生がたに対して乱 

暴を働くということでした。それは大きなショックでした。自分の子には一度 

もなかった問題なので，わたしは動転してしまいました。もう頭に血が上って 

しまって，ウェインが学校から帰ったらどう言おうかと，その下げいこを始め 

ました。わたしは大ごとになる前に是が非でも食い止めなければと自分に言い 

聞かせました。 
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第16課 

悪いことは重なるもので，ウェインは隣の子とけんかをして帰宅が遅くなり 

ました。バス停から道々ずっとけんかをしてきて，我が家の玄関先の芝生の上 

て二人は取っ組み合いを始めました。わたしは少しの間見ていましたが，けん 

かがひどくなってきたので，ドアの所へ行って家に入るようウェインを呼びま 

した。 

彼はわたしを無視し，相手の少年から離れようとしませんでした。それを見 

てわたしはますます怒りが募ってきました。わたしはウェインに，家に入りな 

さいと命令しました。かっとなっていたので，これではさっきの問題は話せな 

いと思い，読書をしなさいと言ってウェインを自室に行かせました。 

わたしは怒りに震えながら自分の寝室に退き，ひざまずいて祈りました。問 

題をどう処理したらよいかの知恵を求め，御霊によって言うべき言葉が分かる 

ようにお願いしました。祈り終えて立ち上がると，温かい静かな気持ちが広が 

るのを感じました。その気持ちは頭から始まって，ゆっくり足先まで満ちてい 

きました。 

ウェインの部屋のドアを開け，彼が本を手にしてべッドの端に座っているの 

を見たとき，様々な思いがわたしの頭をよぎりました。その部屋に座っている 

ウェインは場違いに見えてきました。彼はここに来るまで，野原を自由に駆け 

回っていたのです。瞬間わたしの胸には目の前の一人ぼっちの少年に対する思 

いが込み上げてきました。懐かしい土地から突然弓丨き離されて別世界に投げ込 

まれ，まるで違った規則の下での生活を強いられている少年。彼は仲間の少年 

たちに，それより優れはしなくても，せめて同じくらいに強い子であることを 

示して見せなければならなかったのです。 

わたしはベッドに並んで腰かけ，彼の肩に手をかけました。ロを突いて出た 

初の言葉に，わたしは自分でも驚きました。『ウェイン，怒ってごめんなさい 

ね』と言ったのです。わたしはそれから，先生からの電話のことを話し，説明 

の機会を与えました。とてもよい話し合いができました。ウェインはわたしを 

信頼してくれました。わたしたちはほんのささやくような小声で話をしたので 

す。その話し方は，わたしが助けを求めて天の御父に祈る前に下げいこをした 

ものとはずいぶん違っていました。ほんとうに霊的な経験で，ウェインとわた 

しの関係は何よりもそのことでとてもよくなりました。 

祈ることのありがたさと，求めたときにわたしたちを導いてくれる聖霊の賜 

物に感謝しています。」（マイナ• T •ベーニン「ささやくような声で話したの 

です」『聖徒の道』1976年10月号，pp.503-504) 
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まとめ 

家庭の問題を予防し，解決を促す要因 

•責任を受け入れる 

•不親切な言葉を避ける 

•誤りを認める 

•祈り 

*親切 

•福音に完全に従う 

*自分以上に伴侶を愛する 

チヤレンジ 

1.家庭内の不和の原因を明らかにして，さらに幸福な家庭を築く。 

2.家庭で不親切な言葉を使ったら，g分の誤りを認める。 

3.思いやりをもって家族と接する。 

参照聖句 

マタイ7:12 (ほかの人との関係） 

ガラテヤ5 ： 22 (御霊の実) 

教義と聖約88 ：119-126 (主から教会員への勧告） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第36章「家族は永遠に」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.アロン神権者に，家庭内の一致を促すために若い男性にできる方法について話す割り当てを 

与えてもよい。 

4.閉会に「家庭の愛」を歌う。 

5.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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財政管理 

目的賢明な金銭の管理の基本原則を学び実践する。 

導入 

聖文には金銭や富についての言葉がたくさんあるが，その多くが富に対する 

強欲を戒めている。このため多くの人々は，金銭はすべて悪であり，これを稼 

いで貯蓄するために時間と労力を費やすならば主の不興を買うと恐れている。 

しかし，これは真実でない。金銭そのものではなく，金銭を愛することが「悪 

の根」なのである（1テモテ6 ：10参照）。 

スペンサー• W•キンボール大管長は次のように述べている。「金銭はすべ 

てが汚れているわけではない。清いお金もある。衣食住やそのほかの生活必需 

品に充てるお金は清い。」さらに，誠実な労働に相当する報酬は清く，不誠実 

な手段で獲得した場合にのみそのお金が汚れていると述べた(Faith Precedes the 

Miracle『奇跡に先駆ける信仰』pp. 235-236参照)。 

富や貧しさは，その人の真価を示す尺度とは言えない。神に仕える偉大な人 

物の中には，裕福な人も貧しい人もいた。大切なのはどのような方法で富を得， 

用いるかであり，その額ではない。例えば，家族が必要とする物資を購入する 

ためにお金を使うのは，適切であるばかりでなく，神の戒めでもある（1テモ 

テ5: 8参照）。賢明な財政管理の基本原則を学び実践すれば，家族の必要を満 

たすという戒めに従うことはより容易になる。 

賢明な財政管理の原則 

地上の万物は主のものであるが（詩篇24:1参照），人間がその中から利用し 

所有することを主は許しておられる。しかし，利用を許されたものの管理方法 

に対し責任を問われると警告された•例えば，夕ラントのたとえの中で，救い 

主はこの世の財産を賢明に管理することの大切さを教えられた。 

割り当てておいた生徒にマタイ25 ：14-30から夕ラントのたとえを話してもらう。（イエス 

の時代に，タラントは通貨の単位であった。） 

賢明な財政管理には，幾つかの基本原則がある。 

話し合いを進めながら，賢明な財政管理の原則を黒板に書く。 
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主を第一とする 

も重要で 初に支払うべきものは什分の一である。忠実に什分の一を納め 

る人々に，主は「天の窓を開いて，あふるる恵みを，あなたがたに注ぐ」（マラ 

キ3 ：10)と約束された。什分の一やそのほかの献金を納めたからといって巨万 

の富が約束されるわけではないが，物心両面にわたる祝福が約束されているの 

である。 

労働 

労働は家族の必要を満たすために与えられた祝福であり，決してのろいでは 

ない。物質面での保証は，安定した仕事を通してのみ可能になる。（本書第23課 

に職業技術を改善し発達させるうえでの勧告が記されている。） 

不必要な借金を避ける 

わたしたちは同胞に正直でなければならない。もし借金があるならば，たと 

え一度に少額でも定期的に返済して借金をなくすことである。十二使徒評議会 

のエズラ•タフト.ベンソン会長はこのように述べている。「収入の範囲内で 

生活し，借金を避けようではないか。……教会の指導者の勧告を心に留め，借 

金を捨て去ろう。」("Pay Thy Debt, and Live” Speeches of the Year, BYU「借金 

を返済して生活する」『BYU年度講話』1962年2月28日，p.12) 

不必要な借金を避けるにはどうすればよいか。 

使う前に計画する 

ルカ14 ： 28を読む。費用を計算するとはどういう意味か。 

この聖句は，お金を使う前に慎重に計画しなければならないことを教えてい 

る。多くの人々は出費を抑制できずに借金をしてしまう。家族でお金の使い方 

を計画するならば，経済的な問題は避けられるであろう。 

貯蓄する 

多くの人々にとって，貯蓄は容易なことではない。しかし，教会員は収入の 

一部を定期的に貯蓄するように勧告されている。たとえ収入のわずかな額でも 

貯蓄する決心をすれば，それが金銭であれ品物であれ，いつの日かそのことか 

ら喜びを得るであろう。貯蓄計画を立てるに当たり，伝道に出ることや結び固 

められるための神殿訪問のように特別な目的をもって行えば貯蓄が容易になる 
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ことを忘れてはならない。 

慎重に使う 

品物を購入する前にその必要性を慎重に検討しなければならない。買い込ん 

だ品物が自分や家族にとって実際に何ら価値のないものであることが多い。購 

入する前にいかなる品物であれ将来の使い道について考える時間を取れば，実 

際には不必要な買い物を避けることができる。ほとんどの人は，以上のいずれ 

かの分野において改善できる。主を第一に置いて賢明な財政管理の原則に従う 

ならば，改善できるように主が助けてくださるであろう。 

2ニーフアイ9:51を読む。購買欲をそそる「価値のないもの」には何があるだろうか。 

財政管理について家族会議で話し合う 

支出が収入を上回ることがしばしばある。欲しいものは収入と同じ，あるい 

はそれ以上の速さで増加するようである。したがって，慎重に予算を立てるこ 

とが大変重要になる。家族によって必要や欲求は異なっているが，次に挙げる 

ような計画はほとんどの家族で役立つであろう。 

写真ページ21-a「家族会議は予算を立てる絶好の機会である」を見る。 

家族全員が家計について話し合い，お金の運用方法についての意見をまとめ 

ておくべきである。そのために，父親が管理し家族全員が参加する家族会議を 

開く。この会議で，家族のすべての収入源を表にまとめる。家族が働いて得る 

給料をはじめ，菜園で取れた野菜や穀類，家庭で製作した品物を売った代金な 

ど，あらゆる収入を挙げる。 

次に，必要なものと欲しいものを家族に書かせる。まず必要性の高いものを 

挙げ，それから必需品ではないが欲しいものを挙げる。教会への献金，貯蓄（神 

殿訪問，伝道，教育などのため），税金，住居費，食費，被服費，光熱費，交 

通費，娯楽費などが挙げられるだろう。 

後に，それぞれのものにどれだけのお金をかけるかを家族全員で決める。 

終わりの方に挙げられた品物は購入できないかもしれない。しかし，あまり重 

要でないものにお金をかけて，必需品が購入できなくなるよりもよい。ブリガ 

ム•ヤング大管長はかつてこのように言った。「欲しいものはたくさんあるが， 

ほんとうに必要なものはごくわずかである。必需品に応じて欲しいものを制限 

するようにしよう。そうすれば，不必要な出費を強いられることはないであろ 

う。」[Discourses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』p. 317) 
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写真ページ21-b「予算の例」を見る。 

慎重に計画して予算を立てるなら，豊かな祝福を受ける。主が命じられたよ 

うに家族を養うには，目標を定めて計画を立て，それらを達成するために家族 

で協力することである。この協力から得られるもう一つの祝福は，家族が享受 

する深い愛と一致である。 

割り当てておいた生徒に，南太平洋に住む末日聖徒バハイ•トンガ兄弟の話を発表してもら 

「わたしは4人の子供たちに，手伝ってくれればみんなで一緒に神殿に行ける 

よと約束しました。わたしは心の中で，『神殿で子供たちに結び固められなけれ 

ば，いい子になるようになどとどうして言えるだろうか』と思いました。子供 

たちは自分のものでないという気持ちがしていたのです。 

それから2年間，わたしたちはあらゆるものを切り詰めました。学校からも 

らう給料の中から家族分の貯金をしました。けれども什分の一や断食献金は納 

めました。毎月手もとに残るのは70セントでした。それで，月に70セントで2年 

間暮らしました。家庭で栽培したものや集めてきたものを食べました。妻が早 

く起きてバナナやココナツミルクでサラダを作っていたのを覚えています。子 

供たちは神殿訪問の資金をためるために，菓子や靴は買えませんし，映画も見 

られませんでした。…… 

このような犠牲によって，わたしたちは家族一緒にニュージーランドに行っ 

て，神殿で結び固めを受けました。わたしたちは目標を達成するために幾らか 

特別なことをしなければならなかったのですが，それもわたしたちにとっては 

ほんとうに大きな祝福でした。」（「神殿を目指して，月に70セントで生活しまし 

た」『聖徒の道』1976年7月号，pp.292, 301) 

まとめ 

天の御父は，わたしたちが家族を養い幸福になれるように財政管理を命じら 

れた。もし家族を養わなければ，主からその責任を問われるであろう。家族を 

養うためには，賢明な財政管理の基本段階と原則に従わなければならない。霊 

的なものを第一にすれば，主の助けを受けて家計を運営できるであろう。 

チヤレンジ 

レッスンで学んだ原則に従って出費を分析し，効率的な予算を立てる。 
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予算 

総収入  

什分の一• • •10パーセント  

そのほかの献金  

貯蓄  

食費  

被服費  

住居費  

医療費  

交通費  

水道光熱費  

その他  

その他  

その他  

総計  
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参照聖句 

箴言22: 7 (借りる者は貸す人の奴隸になる） 

マラキ3 ： 8-11(什分の一やささげ物は祝福をもたらす） 

『モルモン書』ヤコブ2:18-19 (富を求める前にまず神の王国を求める） 

教義と聖約56:16-7 (金持ちと貧しい人への警告） 

教義と聖約104 ：11-13 (すべての人はこの世の祝福を管理する責任がある） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第27章「労働と個人の責任」を読む。 

2.本書第23課「職業技術の向上と改善」を読む。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

21-b,予算の例 
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家庭における 
生産と貯蔵 
目的各神権者が家庭における生産と貯蔵の基本を理解し，実践する。 

導入 

スペンサー•w•キンボール大管長は，すべての末日聖徒が自立し独立する 

ように勧告した（「家族の備え」『聖徒の道』1976年8月号，pp.438-440參照)。 

この勧告には十分な理由がある。マリオン• G • ロムニ一副管長は次のように 

述べてぃる。「今は，末日である。……主イエス•キリストの再臨を待ち受ける 

時代に生活してぃるわたしたちは，日の栄えの王国におぃてほかのすべての造 

られたものから……自立できるように，よく備えて生活するようにと教えられ 

ていも。KConference Report『大会報告』1975年4月号，p.165 ；教義と聖約78 ： 

13-14も参照） 

写真ページ22-a「災害は思ぃも寄らなぃときに襲う」を見る。 

キンボール大管長は，古代の預言が成就しつつあることを示し，わたしたち 

に自立するように勧告してぃる。「さらに多くの災難，竜巻，洪水，……地震 

……に見舞われる時が近づぃてぃる。この世の終わりに近づくにつれ，さらに 

激しさを加えることであろう。そこでわたしたちは，備えをしなければならな 

ぃo」（『大会報告』1974年4月，p.184) 

また，次のようにも述べてぃる。「邪悪な時代が来ると，多くの人は瓶に果物 

を詰め，庭を耕し，果物の木を植えて，日用の食糧だけは自給できるようにし 

ておけばよかったと思うことだろう。主はわたしたちがすべての造られたもの 

から自立するよう計画された。だが農夫がミルクを買ぃ，家屋と土地を持って 

ぃる者が庭園野菜を店から買ってぃる。やがて店の棚に品物が載らなくなった 

とき，多くの人々が飢えることであろう。」（「神は欺かれなぃ」『聖徒の道』 

1975年2月号，p.80) 

商店が閉鎖されて，自分の貯蔵品だけですべてを賄わなければならなぃ状況を想像させる。 

実際にこのような事態が起こるとしたら，どのようなものを家庭で貯蔵し生産しておいたらよ 

いだろうか。 
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自らの必要を満たす 

キンボール大管長は次のような指示を与えた。「 も適切な栽培方法をよく研 

究していただきたい。……また子供のいる家庭では，責任を与えて，子供も参 

加させるとよいJ (「家族の備え」『聖徒の道』1976年8月号，p.439) 

ボ一ン• J*フエザーストーン監督は，自らの必要を満たすために身に付けて 

おかなければならない技術について述べている。「では次に家庭における生産 

についてお話ししよう。自治体の条例に触れない所では家畜を飼育しなさい。 

また果樹やぶどうの木，いちご類，野菜などを植えなさい。そうすれば，自家 

生産で家族の食事を賄うことができるようになり，しかも新鮮なものを食べる 

ことができる。家族で食べ切れなかった残りのものは保存して，家庭貯蔵の一 

部にすることができる。可能な所ではどこでも，食物以外の生活必需品を生産 

すること。必要なものは自分で作ったり建てたりしなさい。わたしはこれらに 

付け加えて，皆さんの所有物をすべて美しく手入れし，維持するように申し上 

げたい。」（「食糧貯蔵」『聖徒の道』1976年8月号，p.432) 

次の項目を大きな紙に書いて掲示する。 

家畜を飼う。 

果樹を植える。 

野菜を作る。 

食糧を貯蔵する。 

必要な品物を白分で作る。 

持ち物に適切な手入れをし，補修しておく。 

家畜を飼5 

写真ページ22-b「鶏は比較的飼いやすい動物である」を見る。 

十分な土地があり，法律に触れない地域では，家畜を購入して飼育すべきで 

ある。しかし，どの家畜を飼うか決める前に，正しい飼育方法を学ばなければ 

ならない。すなわち飼料，小屋，健康状態を保つために必要な世話について学 

ぶのである。比較的飼いやすい動物として，鶏，うさぎ，あひる，やぎなどが 

挙げられる。 

自分の住む地域で，広く飼育されている家畜の種類について話し合う。それぞれの家畜に必 

要な飼料，小屋，世話について話し合う。 

果樹を植える 

果樹は毎年または1年おきに実を結ぶので野菜のように毎年植える必要がな 
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い。しかし，木を植えてから実がなるまで数年かかるので必要なときに収穫で 

きるように，なるべく早く植えるべきである。植える前には，手入れ方法とと 

もに木が生長したときに必要な空間について学ぶようにする。 

自分の住む地域で栽培されている果樹にはどのような種類があるかを話し合う。また，必要 

な手入れの方法について話し合う。 

野菜を作る 

写真ページ22-c「すべての家庭で野菜を栽培するべきである」を見る。 

キンボール大管長は，すべての家庭で菜園を作るように勧めた。この計画に 

要する資金がないとしても，各家族はg給する方法を学ぶ必要があると述べて 

いる。菜園からは新鮮な食物が得られ，余剰分は保存し貯蔵できる。 

食糧を貯蔵する 

国によっては法律によって食糧貯蔵が禁じられている所もある。そのような 

国に住む聖徒は，国の法律を敬い守り支持し，食糧を貯蔵しないように，キン 

ボール大管長は述べている（「家族の備え」『聖徒の道』1976年8月号，p.438参 

照)。しかし，食糧貯蔵が許される地域では，主の勧告に従い，ほかから食物 

が供給されなくなる時代に備えて食糧を貯蔵しなければならない。1974年の秋 

にハリケーンがホンジュラスを襲ったとき，教会員は乾燥させた食品を貯蔵し 

ていたことに感謝した。そのわずか2，3か月前に，伝道部長は災害が切迫して 

いるという警告を与え，食糧の貯蔵を始めるようにチャレンジした。そして， 

蓄えられた大豆，小麦粉，米などが，聖徒を飢えから救ったのである。（ブル 

ース• B •チヤップマン，“Hurricane in Honduras” A^w Era「ホンジュラスのハ 

リケーン」『ニューエラ』1975年1月号，p.31参照） 

食物を保存し貯蔵するには，幾つかの方法がある。 

地中に埋める貯蔵する場所が涼しく乾燥していれば，この方法は根菜類や 

緑葉野菜に適している。雨が多く排水が悪い場合は，野菜はだめになってしま 

乾燥させる温暖で日がよく照る時期があれば，果物や野菜をひなたで乾燥 

できる。ただ面倒なことは，雨が降ってきたら覆いをかけるか取り込まなけれ 

ばならないことである。 

瓶詰めにするこの方法は簡単であるが，不適切な方法で行うと危険である。 
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瓶詰めは，食物を貯蔵して風味を保つために良い方法であるが，密封するとき 

には少なくとも低温缶詰法によって処理する必要がある。（そのための装置は数 

家族で共有するとよい。）また，瓶を破損しないように注意することも必要であ 

塩または塩水に漬けるこれは果物や野菜，肉を保存する安価な方法で，設 

備もほとんど要らない。 

必要な品物を自分で作る 

天災に直面することが分かっていれば，料理，暖房，洗濯，体や身の回りの 

衛生を保つために備えるであろう。このように，燃料や石けんの貯蔵をはじめ， 

いざというときにそれらを自作できるようになることも大切である。また，救 

急用品，処方薬品，石けんと洗濯用具，ろうそく，マッチ，そのほか家族のた 

めに必要な品物を備える。できるならば，これらの品物を貯蔵するだけでなぐ 

作る方法も学ぶべきである。 

持ち物に適切な手入れをし，補修しておく 

非常の場合には，家や納屋，さくなどを建て直す必要に迫られることもある。 

したがって，家族が木材をはじめ建築資材の利用法を学び，道具を用いて家具 

などを製作し修理できるようになることが大切である。自分の所有物を修理し 

て維持できるようになれば，お金と時間の節約になり，ほかの人に依頼する必 

要もなくなる。 

自分の所有物をよい状態に維持しておくことが大切なのはなぜか。 

新しい技術を学ぶ 

わたしたちの中には何らかの技術を修得して，それをほかの人々に教えるこ 

とのできる人がいる。そのような人がいなければ，本や雑誌，教室，学校のプ 

ログラムなどから学ぶことができる。 

何か技術を身に付けていて，それをほかの人に教えることのできるような人がだれかいるだ 

ろうか。わたしたちが学びたいと思っている技術を教えてくれる人がだれかいないだろうか。 

実際に役に立つ技術を修得するために，子供に学校で何を学ぶように奨励すべきだろうか。こ 

れらの技術を学ぶように家族に勧めるにはどうすればよいか。 

まとめ 

わたしたちが地上の生活の中で経験する問題や苦難というものは，起こるベ 

くして起こるものである。しかし，自ら食糧の生産を手がけ，自給できるなら 

ば，困難な時代への備えとなり，恐れを抱くこともない，主はこのように言わ 
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れた。「備えていれば恐れることはない。」（教義と聖約38: 30) 

チヤレンジ 

1.今週，家庭における生産と貯蔵について妻や家族と話し合う時間を取る。 

2.1年分の貯蔵を行うために必要なものを決める。 

3.まだ始めていなければ菜園作りに着手し，すでに行っている場合はさらに継 

続する，何か技術を修得する，ほかのプランに取りかかるなどして，家族の必 

要を満たすための計画を進める。 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.政府の関係者や経験者に次の事柄について聞く。 

A.あなたの住んでいる地域で飼われている家畜と も飼いやすい家畜の種類について。 

B.あなたの地域に適した果樹の種類とその手入れについて。 

C.家や家具，そのほか必要品の製作方法を家族に教えてくれる場があるかどうか。もしな 

ければそのような技術を喜んで教えてくれる人について。 

2.レッスンで使う大きな紙を用意する。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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職業技術の向上と改善 

目的主が労働を重視しておられることを理解し，賢明な職業選択をするには 

どうしたらよいか，また職業上の技術を伸ばすにはどのような方法があ 

るかを学ぶ。 

導入 

堕落後のアダムに与えられた 初の指示として記録に残されたのは労働に関 

する永遠の原則であった。主はアダムに告げられた。「あなたは顔に汗してパン 

を食べ，ついに土に帰る。」（創世3 ：19) 

天の御父はわたしたちにも同じ戒めを与えられた。大管長会は次のように宣 

言している。「わたしたちは働くように求められているが，これは祝福である。 

わたしたちは不平を言わずに進んで働くべきである。」("First Presidency Urges 

Frugality" Ensign「節約を説く大管長会」『エンサイン』1975年3月号，p.75)労 

働は永遠の命に至る鍵の一つである。知恵と愛に満ちた天の御父は，人間は楽 

な生活よりも働き続ける生活から多くの事柄を学び，達成し，さらに多くの成 

長と利益を得ることを知っておられる。 

写真ページ23-a「労働は天の御父から与えられた祝福である」を見る。 

賢明な職業選択 

職業の選択は非常に重要である。情報を集め，祈りをもって決定し，訓練と 

経験を積み，それから家族を養うために自分にできる職業を探すのである。 

次の锻階を黒板に書く。 

情報を集める 

若いうちに，自分の才能や能力や興味を考慮して自分に 適の職業を決める。 

楽しみながらできる仕事であれば，さらに良い結果が得られることも忘れては 

ならない。すでに仕事に就いていて職業を選択する余地のない人もいるが，職 

業人としての自分を向上させるために同じステップを踏むとよい。 

職業を決める前に，その仕事の将来性を考慮する。世の中は常に変化してお 

り，それとともに多くの職業が消え去り，別の職業が生まれている。仕事の将 
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23-a,労働は天の御父から与えられた祝福である 





来性を判断するための一つの方法は，友人や親戚，仲間である神権者，教会の 

指導者などに尋ねることである。自治体によっては職業カウンセラ一や紹介所 

があり相談に乗ってくれる。専門学校や高等学校，大学などで有利な職業につ 

いて聞くことができる。新聞を利用すれば，「求人広告」の欄からどんな仕事が 

求められているかが分かる。 

仕事を選ぶ際には，教会から離れることのない仕事を探すべきである。仕事 

によっては長い間家庭を離れたり，福音に従った完全な生活を送るうえで妨げ 

となるような労働条件が要求される。そのような状態は，慎重に仕事を選択す 

ることにより避けられる。もし現在の職場に満足できなければ，自分に適した 

ほかの職場で働くことができる。 

写真ページ23-b「主に求めるならば，職業に関するわたしたちの選択を確認してくださる」 

を見る。 

祈り 

職業を探すときに主の助けを求めることは非常に重要である。決定は自分自 

身が行うが，熱心に主に祈るならば，賢明な選択ができるように助けてくださ 

る。しかし，祈りだけでは十分でない。ブリガム•ヤング大管長は次のように 

述べている。「わたしは信仰をもって考えるに，主がわたしたちに焼いた豚肉や, 

バターを塗ったパンを与えてくださるとは思えない。……主はわたしたちに榖 

物を育て，地の産物を収穫し，住居を建てる能力を与えてくださるのである。」 

{Discourses ofBrigham Young『ブリガム•ヤング説教集』p.291) 

終的な決定を下すに当たってよく祈り，聖霊の導きを受けているときに感 

じる心の平安を得る必要がある。それから決定に従って行動するのである。日 

本のある兄弟は，この原則を適用して自分の生活と職業を変えた。 

次の話を読む。 

この兄弟は床屋で働いていた。ある日，宣教師の訪問を受け，後にパプテス 

マを受けた。 

福音を学ぶ中で安息日を聖く守ることについて学んだが，日曜日は床屋にと 

って も忙しい日だった。そこで彼は安息日の問題について祈ってから，学校 

に通って職業を替える決心をした。 

数人の生徒に，正しい決定をするうえで祈りがいかに役立つか話してもらう。 
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職業技術の向上 

写真ページ23-c「職業上の技術を向上させるには時間と努力が必要である」を見る。 

職業技術を向上させるには，時間と努力が要求される。雇用条件を改善した 

いと望むならば，必要な技術と訓練を受けるために進んで研究し，働かなけれ 

ばならない。 

職場実習，通信教育，現職訓練，専門学校，手引き類，書物などが技術の向 

上に役立つ。また，様々な経営者と話し合ったり，職場訪問やほかの仕事を実 

際に経験してみたりすることも知識や技術を高める。 

読み書きの能力は職を得るための基本技術である。職を探してはいるが，読 

み書きができないというような人は，その能力を身に付けるために援助を求め 

るべきである。家族や教会，地域社会においてほかの人々の知識や情報を活用 

することに躊躇してはならない。 

定員会の兄弟たちの間で教え合うことのできる技術や特技にどのようなものがあるか。割り 

当てておいた生徒に，地域で利用できる職業訓練機関について報告してもらう。 

目標を立てたら，それを達成するためには大きな犠牲を払う心構えをしなけ 

ればならない。すなわち，技術を向上させるために必要なすべての事柄を進ん 

で行うのである。成功は，求められるところを実行し，目標を目指して努力す 

る人だけに与えられる。「人は自分のまいたものを，刈り取ることになる。」（ガ 

ラテヤ6 ： 7) 

南太平洋に住むある教会員は，家族を養い職業技術を向上させるための努力 

をし，結果を収めた。 

ピリアミ•ハピリ兄弟は少年のころに，将来家庭を持ったときにその家族を 

養えるだけの技術を身に付け向上させるには，個人の努力が重要であることを 

学んだ。やがて結婚すると，ハピリ兄弟は一生懸命に働いて，安い農場を購入 

するだけの資金を蓄えた。 

彼が購入した農場は海に近い丘の上にあったので，風で作物が傷みやすく， 

ほとんど価値がないと思われていた。しかし，彼は作物を植えるために熱心に 

土地を耕した。また，あらゆる 新の農業技術を学ぶために多くの時間を費や 

した。彼が必要とする知識の中にはフランス語の書物にしか掲載されていない 

ものがあった。そこで，農業について記された書物を読めるだけのフランス語 

を彼は独力で学んだ。 
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彼はそれらの書物から土壌を肥やす方法を知ったが，その地域のほかの農民 

たちは自分からそれを知ろうとはしなかった。また，作物を病気から守って害 

虫を殺す農薬の使用法についても学んだ。どの作物が高い値段で取り引きされ 

輸出されるかも分かった。多大の努力と主の助けにより，ハピリ兄弟が農場経 

営に成功したことは，少しも意外なことではなかった。 

わたしたちの地域で将来性のある職業は何か。 

これらの仕事は，必要な技術を身に付けた人だけが得られるであろう。 

求職 

才能のある人も雇用主と接触しなければ雇われることはない。自営して製品 

やサービスを売ろうとする人は，買い手と接触しなければならない。したがっ 

て，職のない神権者は仕事を求めて出向かなければならない。 

もし仕事を見つけることが難しければ，神権定員会から援助を得る必要があ 

る。ある教会の指導者は次のように述べている。「求職者や雇用の状況に関する 

情報が流れるのは神権の系統を通してである。定員会は仕事を探している人や 

さらによい仕事に就きたいと願っている人々を知り，彼らが仕事を見つけるこ 

とができるように助けなければならない。」（ハワ一ド• W •ハンター，“Prepare 

for Honorable Employment"「誉れある仕事を得るために」『エンサイン』1975年 

11月号，p.123) 

仕事を探している兄弟を助けるために定員会としてどのようなことができるか。 

仕事の改善 

使徒パウロは教会の兄弟たちに「熱心で，うむことなく」（ローマ12 ：11)働 

くように勧告した。わたしたちは常に 善を尽くし，仕事のやり方を改善する 

方法を探すべきである。このためには，正しい態度で仕事に臨まなければなら 

ない。次のチヱツクリストは，より大切な仕事上の心構えを保つために役立つ 

であろう。 

•わたしは時間を有効に使っているか。 

•わたしは雇用主，管理者，同僚と協調して仕事を進めているか。 

•私用や教会の用で会社の設備や備品を，無許可あるいは代価を払わずに使っ 

ていないか。 

•出社時間や休憩から戻る時間をもっと早くできないか。 

•わたしは 善の方法で仕事をしているか。 
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•わたしは同僚や管理者，雇用主に気持ちよく接しているか。 

次の話を読む。 

ヒーバー• J •グラント大管長は，職業上の技術を伸ばし，人より余計に努 

力することの大切さを10代のときに学んだ。ある日友達とビー玉で遊んでいる 

と，一人の少年が銀行の帳簿係を見て言った。「あの人は月に150ドルもらうん 

だ。」ヒーバーは，それだけのお金を得るには1か月の間に毎日120足の靴を磨く 

計算になると思った。そして，いつの日にか銀行の帳簿係になろうとその場で 

決ん、した。 

当時の銀行の記録や帳簿はすべてペンで記入されたので，有能な帳簿係の条 

件の一つに書き方の能力が挙げられていた。この仕事に就くために，ヒーバー 

はまず習字の練習を始めた。 

初のうちはとても下手で，友達からあざけられた。彼は自尊心を奮い立た 

せてこう言った。「いつか君たちに習字を教えられるようになるよ。」この努力 

の結果，彼は大学では習字の教師になった。お祝いのカードや結婚式の招待状， 

保険証書，株券，法律書類などを代筆した。 

ヒーバーはこのように述べている。「わたしはある年の元日に40ダースのカー 

ドに“Happy N e w Year”という文とその人の名前を書いて，20ドルを手にし 

たことがある。次の年のおおみそかには，遅くまで事務所で名刺を書いていた。 

すると上司のワスワース氏が入って来て，仕事は順調だと愉快そうに言った。 

彼は，わたしが無報酬でほかの会社の帳簿を付けたことについて語った。彼の 

称讚の言葉を聞いて，わたしはとても幸福だった。それから，ワスワース氏は 

わたしに100ドルを手渡した。これは時間外の仕事量の2倍に当たる金額だった。 

雇用主から親切な思いやりと信頼を示されて，わたしが味わった満足感は100ド 

ルの2倍以上の価値があったのである。」（ブライアント• S •ヒンクレー，Heber 

J. Grant: Highlights in the Life of Great Leader ！ヒーバー• J •グラント，偉大な指 

導者の生涯における出来事』pp.39-42参照） 

まとめ 

働く能力があるのは祝福である。主は預言者を通じて，働いて家族を養う責 

任は神権者にあると告げられた。わたしたちは，経験を積んだ人々から，ある 

いは訓練によって仕事について良い心構えと技術を身に付けることができる。 

価値ある仕事を探すには，情報を集め，決定について祈り，職業上の技術を向 

上させなければならない。 
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チャレンジ 

この課で学んだ，働くうえでの心構えを改善するためのチェックリストの中 

から一つの項目を選んで向上を図る。 

参照聖句 

教義と聖約31:5 (働く者が報酬を受けるのは当然） 

教義と聖約42 ： 42 (怠惰な者は働く者の祝福を得ることができない） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第27章「労働と個人の責任」を読む。 

2.本書第12課「家族の福利に対する父親の責任」を復習する。 

3.黒板とチョークを用意する。 

4.働く機会を活用し，技術を向上させるうえで役立つ地域の学校や施設を生徒に探してもらっ 

てもょい。 

5.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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健康管理 

目的健康管理の重要性を理解する。 

導入 

地上に来た目的の一つは肉体を得ることである。ブリガム•ヤング大管長は 

このように述べている。「わたしたちがこの世で受ける肉体は非常に大切なもの 

である。肉体なしには，来るべき永遠の世において決して栄光を受けることは 

できない。」(Discourses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』p.56) 

わたしたちの肉体は永遠の世において栄光を受けるが（アルマ11：42-44参 

照），この世では病気や苦痛，傷などを被る。また一時的に障害を持ち，あるい 

は一生手足の不自由な人もいる。しかし，いかなる状態であっても，肉体はわ 

たしたちが完成に向かって成長するうえで助けとなる重要な存在である。 

人間は肉体と霊から成っており，両者を分けることはできない。霊的あるい 

は知的な能力を十分に発揮するには，肉体の助けと力が必要である（教義と聖 

約93 ： 33-34参照)。にもかかわらず，多くの神権者は霊性や知性の発達に力を 

入れ，肉体を養うことを見落としている。 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は次のように述べている。「自分の体を管理す 

る健康な人は，強靱で活力にあふれている。彼の肉体はその霊を宿すにふさわ 

しい。……したがって，肉体を管理し，健康と幸福の律法に従うことが必要で 

ある。」（“The Whole Man，，Improvement Era「完全な人」『インプルーブメント• 

エラ』1952年4月号，p.221) 

健康の恵み 

健康な肉体がもたらす恵みには次のようなものがある。 

よりいっそう奉仕の業を進める 

健康であればあるほど，よりいっそう人々に奉仕することができ，自他とも 

に幸福になる。 

より良い指導者になる 

指導者に要求されるものに，体力と活力がある。できるかぎり健康な状態で 

あることが召される条件である。 
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自分や周囲の人々により良い気持ちを感じる 

肉体が健康であればg分自身に対して肯定的になり，熱意をもって仕事がで 

きる。また，ほかの人々への忍耐と愛と親切がさらに深まる。 

自ら成長できる 

健康であれば，それだけ熱心に仕事ができるので_分や家族が豊かになる。 

健康状態の維持 

健康上の問題の多くは，不潔な生活環境，病気，肥満，栄養失調，疲労，運 

動不足に起因する。生活環境に無関心であれば，こういった健康上の問題を引 

き起こすであろう。もちろん，これらの問題を予防または解決するには，個々 

の持つ問題がどのようなものか明らかにしなければならない。それが分かった 

ら，健康を維持するために自分のスケジュールに合った計画を作成する。 

地元に住民の健康管理について助言を与えてくれる機関があれば，それを利 

用するのもよい。 

割り当てておいた生徒に，そのような機関を訪問した模様を報告してもらう。 

個人と家族の健康管理の計画には，以下の事柄が含まれる。 

知恵の言葉を守る 

主は体内に取り入れるべきではない物質について告げておられる。それには， 

たばこ，コーヒー，茶，アルコール，一部の食べ物などが該当する。その一方 

で，健康を維持するために用いるべき食べ物と飲み物を指示しておられる。知 

恵の言葉を守る人には，健康と知恵と守りが約束される（教義と聖約89:18-

21参照)。 

教義と聖約89 ：1-17に記されている「知恵の言葉」の内容について，一人の生徒に報告して 

もらう。 

次の話は，知恵の言葉を守ることから得られた祝福について述べている。 

「60年余り昔，わたしは12歳そこそこでしたが，それでも父親と肩を並べて 

立派に刈り入れの仕事をしていました。来る日も来る日も父が麦を刈ってわた 

しが〔束に〕する重労働が続きました。 

ある土曜日，夜明けとともに〔作業〕を始めて，夜の8時半まで働きつめたわ 

たしは，非常に疲れていたので夕食を取らずに眠りたいと思っていました。 

すると父はわたしを見て穏やかに言いました。『リー，今日刈った麦はきれい 
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な緑だ。月曜まで〔束ねずに〕放っておけばしなびてしまう。今晩中にしなくて 

はだめだ。明るい月夜だ。手伝ってくれるかい。』 

わたしは涙をこらえてうなずきました。 

すると父は『よし，急いで夕飯を済ませよう』と言いました。 

パンとミルクの食事はすぐに終わりましたが，わたしはそれでもぐったりと 

疲れていて，頭を上げるのさえおっくうでした。父が豚にえさをやりに出て行 

くと，わたしは食卓に着いたままつらい思いで考えました。『たばこもお酒も飲 

んだことなんてない。いつだって知恵の言葉を守ってきたんだ。「教義と聖約」 

には知恵の言葉を守れば走っても疲れず歩いても弱らないって書いてあるのに， 

ぼくはこんなに疲れて，頭を上げるのだってやっとなんだ。』疲れ切ってついあ 

ふれそうになる涙を懸命にこらえていると，唇がわなわなと震えてきました。 

そのとき何が起こったのか説明することはできませんが，とにかく白く美し 

い光がわたしの体にさし込んで，体中の組織を満たしたような思いがしました。 

そして父が戻って来ると立ち上がって，一緒に畑に出て行きました。 

父は非常に手さばきの早い人でしたが，その夜は幾ら頑張ってもわたしに追 

いつくことはできませんでした。わたしは走り回ってあちこちの刈り束を集め， 

自分の体重よりもずっと重い束を〔あっちの列からこっちの列へと〕ほうり投げ 

ました。そのときの父の驚いた様子を今でも忘れることはできません。」（レオ• 

W •スペンサー「走っても疲れることなく」『聖徒の道』1974年8月号，p.356参照） 

労働 

働くことはのろいではなく恵みである。労働は家族の健康維持に必要なもの 

をもたらすだけでなく，自分の心身を活動的かつ機敏な状態に保ってくれる（1 

テサロニケ4 ：11-12 ；詩篇128 ： 2-3參照)。 

十分な休息 

わたしたちの中には十分な睡眠と適切な休息とを取らない人がいる。また， 

必要以上に取る人もいる。主は，必要な睡眠時間を取るように言っておられる 

が，必要以上に眠ることのないように戒めておられる。わたしたちはそれぞれ 

に個人差があり，各自の必要に応じて休息しなければならない。しかし，主は 

早寝早起きをして，肉体と精神を活気づけるように（教義と聖約88 ：124參照） 

と言われた。 

清潔 

病気を予防するためには，きちんと入浴し，歯を磨き，手を洗う。また，衣 
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類や寝具の洗濯，皿洗いなども定期的に行わなければならない。 

病気は病原菌を駆除することにより予防できる。そのために，動物や昆虫は 

屋内に入れず，人や動物の排泄物は始末する。同じ理由から，食物は清潔で安 

全な場所に保存する。 

適切な栄養摂取 

適切な栄養を取るには，毎食次の3種類の食品を食べることである。成長に役 

立つ肉類と動物性食品，病気予防のために果物と野菜類，そして活力の源にな 

る穀類と根菜類である。 

病気と虫歯の予防 

予防接種により_分や家族を病気から守れる場合もある。ほとんど全世界の 

病院で，あるいは医者から予防接種を受けられる。また，定期的に歯の検査を 

受けることも必要である。 

運動 

写真ページ24-a「健康を維持するには定期的な運動が必要である」を見る。 

運動は一人でも，家族と一緒でも楽しめる。だれにでもできる優れた運動は 

ランニングである。ランニングは時間や場所を問わず， 少の時間で 大の効 

果を上げることができる。その場で駆け足をしたり，歩いたりするのもよい運 

動になる。バスケットボール，サッカー，ハンドボール，水泳をはじめとして， 

スポーツは健康とレクリエ一ションの両方に役立つ。 

激しい運動を始める前には準備体操を行う。医者から運動のプログラムにつ 

いて助言を受け，それに従うならば，健康に益するものとなり，体に悪いよう 

なことは避けることができる。 

写真ページ24-b「運動は家族にとってとてもよい活動である」を見る。 

レクリエーション 

運動は毎日の責任から来る緊張や圧迫感を解き放つので，レクリエ一ション 

には身体を動かす活動をしばしば取り入れるべきである。これは，精神と肉体 

の健康を維持するうえで助けになる。レクリェーションとして運動を行うこと 
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の一つの利点に，家族とともに過ごす時間が得られるということがある。家族 

全員がさらに運動への意欲を高めるだけでなく，互いの親密感が深まるのであ 

まとめ 

バランスは幸福な生活に不可欠である。すなわち，仕事，休息，レクリェ一 

ションのバランスを保つように努力しなければならないということである。ブ 

リガム•ヤング大管長は次のように勧告した。 

「現在の生活の幅をできるかぎり広いものとするために，健康に問するすべ 

ての律法を守り，仕事，勉強，休息，レクリェーションのバランスを正しく保 

ち，……より良い生活に備えるように努力しよう。子供たちが……健康と力の 

基を築けるように，この原則を彼らに教えよう。」（『ブリガム•ヤング説教集』 

P.186) 
教会は，霊的，知的，肉体的に備えられた神権者を必要としている。なぜな 

ら，多くの責任をよく果たしていくには，健康な体が求められるからである。 

チヤレンジ 

1.自分の健康状態をチェックする。 

2.自分と家族のための健康管理プログラムを作成する。 

参照聖句 

箴言23:19-23 (飲べ物と食み物を賢明に選択する） 

箴言31：1-4 (濃い酒や不道徳な行為で自分を汚してはならない） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第27章「労働と個人の責任」，第29章「主の健康の律法」を読む。 

2.地元に健康管理について助言を与えてくれる機関があれば，クラスの生徒のだれかにそこを 

訪問し，後で報告してもらうように割り当てる。 

3.別の生徒に，知恵の言葉(教義と聖約89:1-17)の内容について5分で報告する割り当てを与 

X•る。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

24-b,運動は家族にとってとてもよい活動である 
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社会と国家への奉仕 

目的社会と国家に対する責任について理解する。 

導入 

わたしたちはイエス•キリストの教会の会員として，国籍を問わず，世界中 

のすベての人々に対し，中でも隣人や地域社会の人々や同じ国民に対し，人間 

愛と兄弟愛を抱いている。わたしたちは祖国と国民に忠誠を尽くし，政府が国 

民の必要を満たせるようにできる限りの援助をすべきである。 

『教義と聖約』には次のように宣言されている。「わたしたちは信じる。すな 

わち，政府は人間のために神によって設けられた。そして，神は人々に，政府 

に関する彼らの行為に対して責任を負わせ〔られた〕。」（教義と聖約134:1) 

個人の責任 

多くの社会問題は，一部の人や家庭に見られる不誠実で不道徳な生活や，働 

いて自活しないことに起因する。したがって，社会や国家に奉仕する前に，自 

ら善良で正直な生活を営む必要がある。まず自分を含めて家族を養い，そこに 

ある問題を解決すべく努力するのである。 

いついかなるときも，わたしたちは福音に従って生きることを自己の責任の 

たるものとしなければならない。そうすれば，自分ばかりでなくほかの人々 

も助けることができる。生活を通しての模範は，わたしたちが口にするいかな 

る言葉よりも影響力がある。例えば，『モルモン書』の中の邪悪な町の人々は， 

主が彼らを滅ぼされないのはそこに住む義人の祈りによるのであると告げられ 

ている。 

アルマ10 ： 22-23を読んでもらう。 

主は時々，一握りの人々の義のゆえに地域社会全体を祝福されることがある。 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は教会員の示す模範の大切さについて次のよう 

に述べている。「わたしたちは『モルモニズム』を信頼，克己，純潔，正直，正義 

を表す〔言葉〕とすることに誇りを持つべきである。これらは末日聖徒イエス• 

キリスト教会の基本原則であり，毎日の生活の中でその模範を示すことにより 

社会〔の向上〕に貢献し，わたしたちの宗教をより良い社会環境の中に浸透させ， 
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今この場で人類に救いと平安をもたらすのである。」{Conference Report『大会報 

告』1927年10月，p.14) 

善良で正直な生活，自分の家族の扶養，正しい模範を示すために力を求める 

祈り，これらは社会と国家に大きな力となる。 

隣人や地域社会への責任 

主はわたしたちに隣人や友人を愛し，彼らのために働くように望んでおられ 

る。これは多大な犠牲を要求するものではなく，ほとんどの場合，友情という 

ものは，小さくても親切な行いの上に成り立っている。善き隣人になる第一歩 

は，未亡人や孤児も含めて周囲の人々に心を配ることであり，隣人のためにで 

きる 大の奉仕は，福音を紹介することである。しかし，隣人が福音を受け入 

れても受け入れなくとも，わたしたちは愛を示し仕える必要がある。 

わたしたちの社会は，正直で信頼でき進んで奉仕する市民を必要としている。 

生徒に教義と聖約58 ： 27-28を読んでもらう。自分が属する地域祉会の住民が直面している 

問題について少しの間考える。市や町を支えるためにわたしたちにできる「善いこと」は何か。 

写真ページ25-a「隣人に奉仕することも神に対する義務である」を見る。 

教育 

ある地域では，学校の建設と拡張が必要とされ，別の地域では，さらに充実 

した教科書や教材，教育課程が要求されている。次に挙げるのは，_分たちの 

子供の学校の教育の内容を充実させたある末日聖徒の話である。 

「わたしたちの大好きな都市，ワシントン州シアトルの特徴の一つに，地域 

の優れた公立学校制度があった。そこに20年住む間に，何度か郊外に移転する 

ことを考えたが，いつも 後の決定はその町にとどまることだった。その理由 

の一つは，3人の子供たちが通っていた公立学校の教育環境を高く評価してい 

たからである。…… 

しかし，ごく 近，学校の管理方針が変わり，以前の堅実でその実績も証明 

済みの財政や教育方針から離れ始めた。……教育方法や教化課程に極端な変更 

を加え始め……新たな方針が学生の意欲を低下させ，保安，道徳，薬物乱用な 

どが深刻な問題となった。 

この驚くべき悪化に刺激されて，わたしたちの多くはPTAや学校の選任諮問 

委員会の中で前にも増して活動に励み，力を尽くして働いた。高校の通学区は 

広域にわたり，大体わたしたちのワードの管轄区域に当たっていて，心配した 

父兄や友人たちは両方の組織の役員にわたしたちの中から何人かを〔選任した〕。 

教会の集会を通して，協力しながら物事を進めていくという経験を積んだ末 

日聖徒は，学校運営に影響を及ぼし始めるようになった。わたしたちは優れた 
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プログラムを支持する一方で，従来の伝統的な教化課程や教育方法を再び採用 

するという条項を取りつけることができた。また，学生たちが講堂や校庭で行 

っていた脅迫行為や暴力ざたをなくし，麻薬や不道徳な行為を締め出したこと 

で，より安全な環境を取り戻した。多くの父兄がわたしたちの組織に関心をも 

って参加し〔学生もそれに加わった〕。……〔わたしたち〕は，役人の決定に対し 

て市民が実際に影響を与えられることを証明した。…… 

さらにこの経験から，末日聖徒が一致協力して実際に主張するならば，多数 

の人々を動かす力が得られることも分かった。 

この証は，地域社会，そして事業や政治などほかの分野へ〔働きかけること〕 

にもわたしの目を向けさせた。末日聖徒には社会的な問題でその変革が急を要 

することに対して，力を尽くす義務があるだけでなく，実際にその力を持って 

いることをわたしは確信したのである。」（デビッド.L.トムリンソン，“We 

Changed Our Children's School" Ensign「わたしたちは子供の学校を変えた」『エ 

ンサイン』1976年6月号，pp.52-53) 

わたしたちの地域社会では，教育の分野でどのようなことが必要とされているだろうか。そ 

れに対して個人として，定員会としてどのような形で寄与することができるだろうか。 

道徳 

売春やポルノグラフィーをはじめ道徳上の問題は，住民の団結した働きかけ 

によって排除できる場合がしばしばある。すなわち，だれかが 初にグループ 

を組織しなければならない。神権者以上にこれらの悪との戦いを指揮する格好 

の人物がいるだろうか。例えばソルトレーク•シティ一の神権定員会は，ポル 

ノを上映する映画館に抗議する組織を作った。 

わたしたちの地域社会ではどのような道徳上の問題があるか。それらの問題を克服するため 

に何ができるだろうか。 

衛生と治安 

ほとんどの地域社会では，衛生状態や治安状態を改善する必要がある。ある 

市では交通規制や治安上の取り締まりの強化を必要とし，またある地域では水 

道や衛生設備の改善が必要である。 

地域社会で奉仕するには，その地域独自の問題について考えねばならない。 

も急を要する問題を挙げて，その中から一つを選び，解決するために必要な 

計画を立てる。教会員は多くの社会的な活動の中で活躍してきた。例えば，社 

25-a,隣人に奉仕することも神に対する義務である 
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会を改善するために行政職に就く人，地域社会で奉仕する人，ボランティア活 

動を行う人などがいる。 

カナダのカルガリーに住む神権者テッド.ブレワ一トンは，一人の人間が地 

域社会を改善するために何ができるか，身をもって教えてくれる。彼は薬物乱 

用の研究をして，州における 優秀薬剤師の栄誉を受けた。彼はパンフレット 

の配布，講演，学校訪問，薬物使用の規制を図る行政当局への援助などに努め 

た。そして，多くの人々の生活に大きな変化をもたらしたのである。（ジャニス• 

スミス，“Making a Difference"「相違をもたらす」『エンサイン』1976年6月号， 

P.50参照） 

末曰聖徒の中には，社会を改善することなどできない，あるいは忙しすぎる 

と言って，地域社会にかかわる事柄に時間を割かないことへの言い訳にする人 

がいる。しかし，主はわたしたち全員が教会での奉仕以外の活動に參加して， 

何かを行うように期待される。社会生活の改善も主の業なのである。 

わたしたちの地域社会で，衛生または治安の面で必要とされている事柄について話し合う。 

それらを解決するために，神権者としてどのようなことができるだろうか。 

福祉活動 

緊急事態に直面している人々に自発的な援助を与えることは，末日聖徒にと 

って特に大切なことである。そのような奉仕の好例が，1976年アイダホ州でダ 

ムが決壊し，レックスバーグやその付近の町々が洪水に襲われたときのことで 

ある。周囲の州に住む教会員は，破壊され損害を受けた町の復興に援助の手を 

差し伸べることに決めた。若い人々や定員会の会員がバスを借りて，洪水に襲 

われた地域を訪れた。そして，新しい家の建築，修理，掃除などを手伝った。 

数人の兄弟姉妹は，両親が壊れた家を直せるように，子供たちの世話をした。 

わずか2，3週間で後片づけはほとんど終わった。同胞のために奉仕することを 

願った末日聖徒のボランティア活動に感謝の言葉が寄せられた。 

隣人や地域社会を強める方法 

•友人や隣人と福音を分かち合う。 

•小さくても継続して親切を行って，隣人に愛を示し奉仕する。 

眷地域社会の健全な活動に「熱心に……携わ」る。 

•地域社会にある問題点を見極め解決する。 

•地域社会の指導的な立場で働く。 

国家への義務 

N•エルドン•タナー副管長はこのように述べている。「わたしたちはすべ 
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ての人に，祖国すなわちあなたが生まれた国，あなたが生活し，働き，家族を 

養っているその国に忠実であってほしいと願っている。」（「この地の神に仕えさ 

えすれば」『聖徒の道』1976年8月号，p.362)わたしたちは祖国と国民に愛を抱 

き，そのために 善を望む必要がある。そのような愛は，国民の歴史と犠牲に 

感謝するようになるときに，自然にわいてくる。 

国に忠実であるとは，政府を動かすすべての人に賛同するということではな 

い。しかし，ほとんどの政治家は正義にかなったことを行おうと誠実に努めて 

おり，わたしたちは彼らを支持すべきである。彼らが正しい決定を下し，正し 

いことを行えるように毎日祈らなければならない。かつてハロルド• B •リー 

大管長は，合衆国の大統領との会見の席で次のように語った。「大統領の名前と 

政党にかかわらず，わたしたち〔教会員〕はしばしば神の前にひざまずき，大統 

領とこの国をはじめとする全世界の指導者が，〔問題の多い現代〕にあってわた 

したちを導けるように祈っています。」(“A Time of Decision"「決断の時」『エン 

サイン』1972年7月号，p.29) 

国への奉仕には，国法の遵守も含まれる。すべての人が法律を遵守して初め 

て，平和は存続できるのである。信仰箇条第12節にはこのように記されている。 

「わたしたちは，王，大統領，統治者，長官に従うべきこと，法律を守り，尊 

び，支えるべきことを信じる。」 

若い神権者がクラスにいる場合は，権威を尊重し法律を尊守する方法について話し合う。若 

人が地域社会や国に貢献するために備えるにはどうすればよいか。 

法律の制定の仕方は国によって異なっている。ある国々では，市民が法律の 

制定に閨与する代表者を選出できる。特にこのような国の末日聖徒は，国民の 

利益にかかわる事柄について知り，その職にふさわしい候補者を支持する義務 

がある。公選制度がある国では，すべての国民が投票すべきである。 

まとめ 

末日聖徒は，地域社会と国に対する責任を持っている。義にかなった生活を 

し，問題を解決する援助を与え，社会全体の必要を満たす義務がある。 

国への義務を果たすための方法 

•国と国民に忠誠を尽くす。 

•指導者のために祈る。 

•法律を守る。 

*社会問題に通じる。 
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•正直で賢明な指導者を支持する。 

チヤレンジ 

1.隣人や地域社会のために尽力できる方法を一つ選ぶ。個人の計画を立て，今 

週それを実行し始める。 

2.神権者のグループとして，社会の改善のためにできることを，定員会で決め 

3.家族の祈りの中で，地域社会や国の指導者が義のうちに人々を導けるように 

祈る。 

参照聖句 

1テモテ1：8-10 (律法の必要） 

1テモテ2:1-2 (政府の指導者のために祈る） 

テトス3 ：1(政府に従う） 

1ぺテロ2 ：13-14 (政府が制定した律法に従う） 

モーサヤ29章（政治に関するモーサヤ王の説教） 

教義と聖約134章（法律の必要と政府の原則に関する宣言） 

教i^i備 一 — _ 
レツスンの前に以下のことを行う。 

1.自分の周囲や地域社会において，定員会が援助できる「善いこと」を探し出す。 

2.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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1エス•キリ不トの 
福音に対する証 

導入 

イエス•キリストの福音に対する証は，わたしたちが手にし得る も価値あ 

る財産の一つである。デビッド• 0 •マッケイ大管長は，これを青年のころに 

悟った。彼は次のように語った。「わたしは証に飢えていた。もし〔証が〕得ら 

れるならば，ほかのことはすべてまったくささいなことに思えるだろうと感じ 

ていた。」(“A Personal Testimony" Improvement Era「個人の証」『インプルーブ 

メント.エラ』1962年9月号，p.628) 

苦難や試練に遭っても，証は生涯を通じてわたしたちを支えてくれる。その 

ようなときに，ほかの人の証に頼ることはできない。信仰の試しに耐えるには 

自分自身で得た証に頼らなければならない。 

証とは 

宣教師と初めて出会い，福音を学んだときのことや，証を得られるように助 

けてくれた人のことなど，恐らく思い出に残っているであろう。あるいは，だ 

れかの証を聞いたときに感じた温かい気持ちを覚えているかもしれない。この 

気持ちは，聞いた言葉が真実であることを聖霊が証しておられるのである。安 

らかで揺るぎない確信，この気持ちにより，イエス•キリストが神の御子であ 

られ，ジョセフ•スミスが預言者であり，末日聖徒イエス•キリスト教会が地 

上における唯一まことの教会であることを知るのである。また，知恵の言葉や 

什分の一の原則，『モルモン書』の真実性についての証も得ることができる。 

末日の教会員にとって，生ける預言者に対する証を得ることも重要である。 

ハロルド.B •リ一大管長は，この証の大切さを次のように述べている。 

「わたしは，次のことを皆さんに強調したい。だれか次のように言った人があ 

るが，これはまさに真実である。『人は神の力が教会の指導者のうえにとどまる 

のを見て，それが胸の中で炎のように燃えるようになるまで，真実の意味で帰 

依したとは言えない。』教会員は，自分たちが正しく導かれているという確信を 

得，神の人である幹部の兄弟たちが霊感を受け，神の手によって正しく任命さ 

れているという確信を得て初めて，真実の意味で帰依するのである。」（「神権の 

187 

第26課 

目的イエス•キリストの福音に対する強い証を得，築き上げるにはどうすれ 

ばよいかを学ぶ。 



力」『聖徒の道』1973年3月号，p.100) 

自分の証について少しの間考えさせる。福音が真実であるという確信を得たときのこと，ま 

たはまことの教会，イエス•キリスト，『モルモン書』について霊的な証をいかに受けたか思い 

出してもらう。それらの経験から，証を得たことをどのようにして知ったのか尋ねる。 

証を得る 

証の基は聖霊から受ける啓示である。それは主の御霊がわたしたちの思いと 

心と霊に語りかけるときにもたらされ，真理を確信させる（教義と聖約8 ： 2 - 3 

参照）。キリストはぺテロに，彼の証は人から来たものではなくて神から来たも 

のである，と言われた（マタイ16 ：13—17参照）。 

パーリー• p •プラット長老は，『モルモン書』が真実であるという証を得た 

ときの経験を次のように記している。 

「わたしは〔『モルモン書』を〕熱意をもって開き，タイトルページを読んだ。 

わたしは次にどのようにその本が発見され，翻訳されたかという数人の証人の 

証を読んだ。……わたしは一日中読んだ。食事も煩わしかった。まったく食べ 

たいと思わなかった。夜になっても寝るのが惜しいほどだった。睡眠を取るよ 

り，読み続けていたかった。 

それを読むうち，主の御霊がわたしに降り，自分が生きていることを知って 

いるように，この本が確かに真実であるということが分かった。そして今まで 

の悲しみ，犠牲，苦労を十分補っても余りあるほどの喜びを得ることができた。」 

(Autobiography of Parley P. Pratt『パーリー• P •プラット自叙伝』p.37) 

人によっては非常に劇的な経験を通して証を得る場合もあるが，それほど強 

烈な経験をしない人もいる。しかし，得た証の価値や重要性に優劣の差はない。 

ローレン• C •ダン長老は次のように述べている。「（わたしは主が皆さんにど 

のような方法で伝えられるのか知らないが)それは目もくらむ閃光というような 

形で来ることはないだろう。それは心の中に繰り返し感じる確信であり，確か 

に知っていることを皆さんが悟るようになるまで，毎日毎日静かで自然な，し 

かし確実な方法で伝えられる証言である。」("Watch Therefore: For Ye Know Not 

What Hour" University of Utah Institute Devotional『だから，目を覚ましていなさ 

い。その日その時が，あなたがたにはわからないからである』ユタ大学インス 

ティテュート特別大会での説教，1972年11月10日，p.5) 

マリオン.G • ロムニ一長老は，どのようにして自分に証が与えられたかに 

ついて次のように述べている。 

「時々，証は長い間かかって与えられることがある。わたしは……証が突然も 

たらされたという記憶がない。……また証がまったくなかつたということもな 

188 



第24課 

い。言うまでもなくわたしの証は日々強められてきているのである。信じられ 

ないでいる自分の姿は金輪際記憶にない。証は，突然もたらされても，段階を 

踏んでもたらされても，その人に何かを生じさせる。証を受けると，受ける前 

とは異なった人物となるのである。」（「証を得る方法」『聖徒の道』1976年11月 

号，pp.511 —512) 

証を得るためにしなければならないことが幾つかある。次に挙げる515階に従 

うことは特に重要である。 

以下の5段階を黒板に書く。 

1.信じようとする望み。アルマは，真理を知る第一段階は信じようとする望み 

であると述べている（アルマ32 ： 26— 27参照）。 

2.聖文を調べる。預言者ジョセフ•スミスは次のような指示を与えた。「聖文 

を調べなさい。書物として公にされている啓示を研究し，真理が明らかにされ 

るよう御子イエス•キリストの名により天の御父に願い求めなさい。疑わずに 

主の栄光にひたすら目を向けてこれを行うならば，御父は聖き御霊の力によっ 

てあなたにこたえてくださるであろう。そうしてあなたはほかの人によってで 

なく，自分で知ることができる。あなたは神の知識について人に頼らなくて済 

むようになるであろう。また推測する必要もなくなるであろう。」{Teachings of 

the Prophet Joseph Smith『預言者ジヨセフ•スミスの教え』pp.11_12) 

3.神の御、を行う。救い主はある教えが神からのものかどうかを知るには，そ 

の教えに従って生活しなければならないことを明らかにされた（ヨハネ7 ：16-

18参照)。 

4.福音の原則について深く考える。聖文について深く考えるとは，聖文を研究 

して熟考し，それから自分の思いが正しいかどうかについて聖霊からの知識を 

得るために，キリストを信じながら祈ることである（モロナイ10 ： 3-5参照）。 

5.しばしば断食して祈る。預言者アルマは何日間も断食と祈りを行い，人の助 

けを借りることなく福音が真実であることを知るに至った。断食の後で，聖霊 

がアルマに神の教えを証されたのである（アルマ5 ： 45-46参照）。 

割り当てておいた生徒に，証を得たときの経験を話させる。 

より強い証を築く 

一度得た証は，いつまでも持っていられるだろうか。ハロルド• B •リ一大 

管長は次のように述べている。「証とは，今あるからといって永続するものでは 

ない。証はもろいものであり，月の光と同じようにつかんでおくことが難しい 
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ものである。証は日々得なければならないものである。」(Church News『チヤ一 

チニューズ』1972年7月15日付け，p.4) 

毎日証を強めて福音の中で幸福に暮らすには，義にかなった生活をし，神権 

の義務を遂行し，ほかの人々に仕えるために努力しなければならない。証の力 

をさらに力強いものとするためには，それを行動にして表さなければならない。 

写真ページ26-a「ほかの人々に証をすることによって，さらに強い証が得られる」を見る。 

証を分かち合うことによって，証をする人の証が強められるだけではなく， 

それを聞く人の証も強められるのである。月に1度の断食証会で証を述べる機会 

が与えられるが，わたしたちはあらゆる機会を利用して友人や家族に証を述べ 

るべきである。 

相手が教会員かどうかにかかわりなく，わたしたちは教会員として人々と証 

を分かち合う責任がある。わたしたちは毎日，言葉や行いを通して自らの証を 

表明している。証を分かち合うことによって，自分自身だけでなくほかの人々 

を強めることになるのである。わたしたちはイエスの証を述べるときに雄々し 

くなければならない（教義と聖約76: 79參照)。 

ぺテロは次のように勧告した。「あなたがたのうちにある望みについて説明を 

求める人には，いつでも弁明のできる用意をしていなさい。」（1ぺテロ3:15)証 

はほかの人々に真理に触れる機会を与え，さらに知りたいという望みを抱かせ 

る。そして，自分自身と証を聞く人々の両方を強めるのである。 

教義と聖約62 ： 3と84 ： 61を読ませる。証を述べる人に主が約束されたことは何か。 

証は家族を強めるための力の源である。1868年に伝道部で働いていたある父 

親は，息子への手紙に次のように記した。「わが息子よ，父の証がおまえの全生 

涯を導く道標とならんことを。」（レインハード•メーザーによる引用，KarlG. 

Maeser『カール.G • メーザー』p.57) 

父親の証がどのように生活の「道標」になっているか若い神権者に尋ねる。子供が証を得る 

うえで父親が証を述べることがどのように役立っているか父親に尋ねる。 

チヤレンジ 

1.イエス•キリストの福音に対する証を得，強め，述べるように努める。 

2.主に近く生活し，神権の召しを忠実に遂行することにより，なおいっそう真 
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理の証人としてふさわしい生活をする。 

3.証をテーマにした家庭の夕べを計画する。その会で自分の証を家族に述べる。 

4.断食証会で証する。 

参照聖句 

詩篇19 ： 7 (証の価値） 

1コリント12: 3 (証は聖霊によってもたらされる） 

2テモテ1:8 (証することを恥じてはならない） 

教義と聖約76 ： 22-23 (ジョセフ.スミスとシドニー •リグドンの証） 

教師の準備 — 一 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.黒板とチョークを用意する。 

2.一人の生徒に証を得たときの経験を話すよう割り当てるとよい。 

3.開会で「主は生けりと知る」（『賛美歌』75番）を歌うように手配する。 
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イエス•キリストを 
信じる信仰 
目的イエス•キリストへの信仰を強める。 

導入 

写真ページ27-a「イエス•キリストを信じる信仰は福音の第一の原則である」を見せ，レッ 

スンの間中掲示しておく。 

イエス•キリストを信じる信仰は福音の第一の原則である。イエス•キリス 

トを信じるならば，キリストに信頼を置き，キリストとその教えを受け入れる。 

使徒パウロは次のように書いている。「わたしたちは，見えるものによらないで， 

信仰によって歩いているのである。」（2コリント5: 7)すなわち信仰とは，目に 

見えないものあるいは耳に聞こえないものが確かに存在し，真実であるという 

霊的な証明である。例えば，キリストがわたしたちの罪のために苦しんで死な 

れたことを実際に目にすることはできないが，わたしたちは信仰を通してそれ 

を知る。アルマはこのように語った。「信仰とは物事を完全に知ることではない。 

したがって，もし信仰があれば，あなたがたはまだ見ていない真実のことを待 

ち望むのである。」（アルマ32: 21) 

イエス•キリス卜を信じる信仰 

キリストへの信仰のゆえに，人は犠牲を払い，困難な責任を果たすこともす 

る。例えば，アブラハムが進んで息子を犠牲にささげ，エノクが身を変えられ， 

ノアが洪水から救われたのも，彼らに信仰があったからである（へブル11章参 

照）。このほかたくさんの奇跡がイエス•キリストを信じる信仰によってなされ 

た。「奇跡が行われるのは信仰によるからである。」（モロナイ7: 37) 

また信仰があれば，困難や苦難，試練などに耐えることができる。例えば， 

ヨブが大きな苦しみに耐えられたのはキリストを信じていたからである。主が 

ヨブを強められたのである。なぜなら，主は御自身に頼る者を知り，助けの手 

を差し伸べられるからである（ナホム1:7参照)。 

ヨブが受けた苦しみはわたしたちの多くが経験する以上のものであったが， 

ヨブは決して証を否定せず，神に背くことはなかった。ヨブの子供たちは，大 

風で家が壊れたときに皆死んだ。体はできもので覆われ，友人や妻までもが， 

彼が苦しみを受けているのは罪悪のゆえであると言ってあざけった。しかし， 
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ヨブは信仰をもって試練に耐えた。その苦しみの極みのときにも，神を賛美し 

証する力を持っていたのである。「わたしは知る，わたしをあがなう者は生きて 

おられる，末の日に彼は必ず地の上に立たれる。わたしの皮のうじがこの体を 

滅ぼしたのち，わたしは肉にあって神を見るであろう。」（欽定訳ヨブ19: 25-

26より和訳）ヨブの信仰は 後に報われた。苦しみは終わり，主の豊かな祝福 

を受けたのである。 

ヨブの物語から，信仰は錨のようなものであり，試練が訪れてもわたしたち 

を証にしっかりと結びつけることが分かる（エテル12 ： 4参照)。わたしたちは病 

気や貧困，死，誘惑などに遭うかもしれない。しかし，イエス•キリストに対 

する信仰を実際に用いるならば，さらに力を与えられ祝福を受けるであろう。 

わたしたちの生活の中で生じる問題にどのようなものがあるだろうか。問題を持つ人を裁い 

てはならないのはなぜか。 

キリス卜への信仰を強める 

わたしたちは信仰を強めるために常に努力しなければならない。そうすると 

きに，主の近くにいる喜びを感じ，主の祝福を受ける。アルマはキリストへの 

信仰を養うことを木を植え，育て，実を収穫することにたとえている。 

写真ページ27-b「信仰は一粒の種をまくことに始まる」を見る。 

信仰をはぐくむ第一歩は，種をまくことにたとえられる。アルマは次のよう 

に述べている。「わたしの言葉を試し，ごくわずかな信仰でも働かせようとする 

ならば，たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。……その望みを育て 

てゆけ。……種を〔心の中に〕植えるように……。」（アルマ32: 27，28参照) 

心の中に信仰の種をまくにはどうすればよいか。 

神の言葉を聞いたり読んだりして，信じたいという望みを起こすのは，信仰 

への歩みを始めるきっかけの一つとして，よくあることである。見聞きしたこ 

とを実際に試してみるならば，すなわち教えられた原則に従って生活し信じる 

努力をするならば，心の中にその教えが真実であることを感じ始める（ヨハネ7: 

16 -17 参照)。 

写真ページ27-c「植物が光と空気と水を必要とするように，信仰も絶えず栄養を与える必要 

がある」を見る。 
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第2段階も植物の世話と似ている。植物が生長するために光と空気，水が必要 

であるように，信仰を育てるにも栄養が必要である。 

イエス•キリストへの信仰をはぐくみ，あるいは大きくするためにはどうすればよいだろうか。 

信仰をはぐくむには，聖文を読んで深く考え，断食と祈りを行い，主に仕え， 

教会の指導者を支持し，神の戒めを守る必要がある。水がなければ植物が枯れ 

るように，行いのない信仰も死ぬ。わたしたちは義を行って，絶えず信仰を養 

わなければならない（ヤコブの手紙2 ：14-26参照）。 

写真ページ27-d「信仰の実は平安，喜び，そして永遠の命である」を見る。 

信仰をはぐくむために勤勉に努めるならば，植物の世話から実りが得られる 

ように，すばらしい祝福を享受できる。 

イエス•キリストを信じる信仰がもたらす実または祝福とは何か。 

信仰がもたらすもの 

•「一切の善いものを固く守る」（モロナイ7: 28) 

•将来への不安はなく，平安と幸福を享受する。 

•祈りの答えを受ける。 

•神がわたしたちの重荷を軽くしてくださる（マタイ11：28-29参照)。 

•悔い改めるときに罪が赦される。 

•神権の権能を行使する。 

•聖霊を受ける（モロナイ7 ： 32参照)。 

•生活の中で奇跡を行う（2ニーファイ26 ：13参照)。 

•復活の後，天の御父のもとに帰ってともに住む。 

『聖書』の中に12年間重病を患っていた婦人について記されている。彼女は医 

者にかかるために全財産を費やしたが，病気は治らなかった。ある日，イエス 

が彼女の住む村にやって来られた。彼女はイエスのうわさを聞いており，衣に 

触れさえすれば治していただけると信じていた。そこで，彼女は信仰を行いに 

表し，そばを通り過ぎようとされた救い主に触れた。救い主の衣に触ると病気 

はたちまち癒された。イエスは振り返って言われた。「娘よ，あなたの信仰があ 

なたを救ったのです。安心して行きなさい。」（ルカ8 ： 43 — 48參照） 

この話の女性は，行動に移すことでキリストへの信仰をはぐくんだ。そして 
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衣に触れ，病が癒されるという信仰の恵みを受けたのである。 

病人を祝福したり，祝福されるときに，イエス•キリストを信じる信仰を行使することが大 

切なのはなぜか。 

割り当てておいた生徒に，次の話をまとめるか読ませる。 

ランドール•エルズワースは，グアテマラの地震で重傷を負いながら偉大な 

信仰を表した宣教師である。彼は地震が起きたときに建物の中にいたので，崩 

れた建物の下敷きになった。ある中央幹部は彼の経験を次のように語っている。 

「〔彼は〕恐らく12時間ほど，下敷きになったままであった。気がついたとき 

には腰から下は完全にまひし，腎臓の機能も停止していた。もう二度と歩ける 

望みはなかった。…… 

彼は飛行機で……メリーランドへ送られ……そこの病院でテレビのレポ一夕 

一からイン夕ビューを受けた。レポ一夕一が『医師は，あなたは二度と歩けな 

いと言っていますが，お気持ちはどうですか，エルズワース長老』と尋ねると， 

彼はこう答えた。『わたしは歩けるようになります。わたしには，グアテマラ 

で伝道するようにという預言者からの召しが与えられています。ですから，わ 

たしはグアテマラに戻って，その召しを全うします。』…… 

彼は医師の指示に従って2度，機能回復の訓練を受けた。そして信仰を働かせ， 

さらに神権者による祝福を受けた。その結果奇跡的に回復した。これには担当 

医や専門医たちも驚くばかりであった。そして彼はついに自分の足で立てるよ 

うになり，さらに，松葉杖を使って歩けるようになった。そこで，医師は彼に 

言った。『教会が許可するなら，伝道地へ戻ってよろしい。』彼は伝道地へ戻っ 

た。わたしたちは彼を再度グアテマラへ送り込んだのである。こうして彼は， 

自分が召された国へ，そして心から愛する人々のもとへ戻って行った。 

帰任したグアテマラでは，彼は両手に杖を持って歩き，時間表どおりに伝道 

した。〔ある日伝道部長は〕彼の様子を見て，こう言った。『エルズワース長老， 

あなたに信仰があるのなら，そんな杖は捨てて，自分で歩いたらどうだろう。』 

……彼はその場で杖を捨てたが，以来二度と杖を使うことはなかった。」（マリ 

オン• G • ロムニー「主を信頼しなさい」『聖徒の道』1978年2月号，pp.62-63参 

割り当てておいた定員会の会員に，改宗談または危険や試練に直面し信仰によって生きなけ 

ればならなかったときの経験を話させる。 

まとめ 

信仰を強めるには，絶えず養わなければならない。信仰はいつどこにあって 
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も必要な賜物であり祝福である。教会で行うすべての事柄にはイエス•キリス 

トへの信仰が要求される。例えば，什分の一，教会での奉仕，神殿訪問のため 

の資金作りなど，いずれも信仰が必要である。主に従い，主の福音を学び，祈 

り，断食し，集会に集い，教会で奉仕してイエス•キリストへの信仰をはぐく 

むならば，多くのすばらしい祝福を受ける。中でもわたしたちの信仰を強める 

大の祝福は，天の御父のもとに帰る資格を得ることである。 

チヤレンジ 

1.病人への癒しの祝福など神権の儀式を遂行するように頼まれたときに，イエ 

ス•キリストへの信仰を行使する。 

2.個人的な問題に信仰の原則を適用する。 

参照聖句 

マルコ6 ： 5-6 (信仰なくして奇跡は行われない） 

へブル11章（信仰の力について） 

1ぺテロ1：3-9 (救いは信仰によりもたらされる） 

エノス1:4-8，15 (信仰により罪が赦される） 

エテル12 ：12-21(信仰の力の例） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第18章「イエス•キリストを信じる信仰」を読む。 

2.へブル11章を研究する。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

201 



悔い改め 

目的悔い改めが天の御父のもとに帰るうえでどれほど重要であるか理解する。 

導入 

預言者ジョセフ•スミスは，かつて次のようにチヤレンジした。「今日この曰 

に新たに始めよう。そして，罪を捨て，義人になろうと，今心の底から言おう。」 

{Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』p. 364) 

わたしたちがこの地上にいるのは学び成長するためであり，すべての人が失 

敗を経験する。失敗にも様々な種類がある。不親切に振る舞ったりほか人のも 

のを取るなど，いけないと分かっていながら行うことがある。これは作為の罪 

と呼ばれる。什分の一を納めたり隣人と親しくなるなど，行うべきであると知 

りながらやらないこともある。これは不作為の罪と呼ばれる。 

悔い改めの必要 

悪い行いをしたことに気づいていながら，幸せな気持ちでいることはできな 

い。失敗を恥ずかしく思い，主に正しく仕えることができないと感じる。時に 

は不愉快な気持ちが，人に不親切な態度で接する原因にもなる。天の御父はわ 

たしたちが不幸になることは望んでおられない。すべての人が用意された祝福 

を受けるように望んでおられる。しかし，受ける資格のない人に祝福を与える 

ことはなさらない。これはわたしたちを顧みられないとかあまり愛しておられ 

ないという意味ではなく，天の御父はわたしたちに弱点を克服するように求め 

ておられるということなのである。もし悪い行いをしても祝福されるならば， 

わたしたちは弱点を克服する努力をしないであろう。したがって悔い改めは， 

弱点を克服して天の御父とともに住む資格を得られるように神が定められた計 

画である。 

以上の理由から，神はわたしたちに§分の生活を吟味して改善を要する点を 

見いだすように言われたのである。ジョセフ.フイ一ルデイング•スミス大管 

長は次のように教えている。「わたしたちは昨日よりも今日，今日よりも明日と 

善くなっていく義務がある。なぜだろうか。それは……わたしたちは完成に向 

かう道の上にいるからである。従順であって，〔自分の罪に〕打ち勝ちたいとい 

う望みが心にあって初めてその道に立つことができるのである。」（『救いの教 

義』第2巻，p.17) 
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アルマ11:37を読む。悔い改めが必要なのはなぜか。1ヨハネ1：8 —10 ；アルマ34 ： 33-

34 ； 3 ニーフアイ30章を読む。できるだけ早く悔い改めるべきなのはなぜか。 

どのように悔い改めるのか 

罪は体に付いた汚れのようなもので，わたしたちの霊を汚す。悔い改めは， 

その汚れを石けんと水で洗い流すことに似ている。悔い改めると晴れ晴れとし 

て清い気持ちを感じる。A•セオドア/夕トル長老は次のように述べている。 

「悔い改めは石けんのようなものである。悔い改めは人生の石けんである。石 

けんのように人生の罪を洗う。その石けんは必要に応じて何度も使うべきであ 

る。しかし，十分に洗わずいいかげんに済ませていたら，白い洗濯物は『灰色』 

になってしまうことを忘れてはならない。人生の石けんも，正しく用いるとき 

に，完全に永久に罪を洗い流す。…… 

いつの日かわたしたちは……主の裁きの法廷に出る。わたしたちは汚れて不 

潔なままそこに立つであろうか。それとも，人生の石けんであるすばらしく偉 

太な清めの賜物を受け入れて，主の前に赦され，清く美しく立つであろうか。 

この次にあなたが石けんを用いるときには，人生の石けん，すなわち悔い改め 

という普遍の律法によりあなたの霊を清めたいと願うことであろう。」（「悔い 

改め」『聖徒の道』1969年4月号，pp.234-237参照） 

悔い改めるには，必要な段階を踏まなければならない。 

写真ページ28-a「まことの悔い改めは時間と努力を要する」を見る。 

『福音の原則』第19章に述べられている悔い改めの7段階について話し合う。できれば，各段 

階をそれぞれ生徒に割り当てておき，よく準備したうえで話してもらう。悔い改めの7段階を 

表にして，話し合いの際に提示する。（その7段階とは，罪を認める，罪を悲しむ，罪を捨てる， 

罪を告白する，罪を償う，罪を赦す，神の戒めを守る，以上の7項目である。） 

まことの悔い改めは容易ではない。時間と努力が必要である。だから悔い改 

めの時を引き延ばしてはならないのである（アルマ13 ： 27参照）。 

悔い改めの喜び 

写真ページ28-b「イエス•キリストはわたしたちの罪の代価を払ってくださり，その結果， 

わたしたちは悔い改めることができるようになった」を見る。 

わたしたちは罪の赦しを受けるために悔い改める。しかし，もしイエス•キ 
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リストが人類の罪の代価を払ってわたしたちのために死んでおられなければ， 

罪の赦しはあり得ない。キリストの贖いの犠牲を通してのみ憐れみは正義を満 

たし，わたしたちは罪を洗い清めることができる（アルマ34 ：10-16参照)。こ 

れは大いなる祝福であり，いつも感謝を忘れてはならない。 

キリストはわたしたちの罪の代価を支払われたが，わたしたちが悔い改めな 

ければ罪は消え去らない。息子アルマは自分に罪があることを悟って次のよう 

に語った。「わたしは自分のあらゆる罪と不義を思い出し，そのために地獄の苦 

しみを味わった。  

……わたしは……かつて父がイエス•キリストという御方の来臨について民 

に預言するのを聞いたことを思い出した。イエス•キリストは神の御子であり， 

世の罪を贖うために来られるというのである。 

心にこの思いがはっきりと浮かんできたとき，わたしは心の中で，『おお，神 

の御子イエスよ，……わたしを憐れんでください』と叫んだ。 

さて見よ，このことを思ったとき，わたしはもはや苦痛を忘れることができ 

た。…… 

おお，何という喜びであったことか。何という驚くべき光をわたしは見たこ 

とか。まことに，わたしは前に感じた苦痛に勝るほどの喜びに満たされたので 

ある。」（アルマ36:13，17-20) 

一人の生徒に放蕩息子のたとえを話させる（ルカ15:11-32参照)。放蕩息子は悔い改めの段 

階を踏み始めたときに何を感じたか。父親の気持ちはどうか。 

人間は絶えず罪を犯し，悔い改めを必要とするので，放蕩息子のたとえは次 

の話のように何度も繰り返される。 

割り当てておいた生徒に，次に挙げる現代における放蕩息子の話をさせる。生徒に，その話 

を聞きながら，彼が従った悔い改めの段階を心の中で見極めさせる。 

「わたしは17歳のときまで，出るべき集会には全部出席し，神権の責任を果た 

し，活発に教会に集っていました。当然のことでした。教会や教会のプログラ 

ムが大好きだったのですから。 

しかし，17の年に『10代特有の独立欲』に駆られ，家族の生き方に逆らって 

自分の『選択の自由』を主張するようになりました。親友の一人が別の宗教で， 

彼に言われるままアルコールやたばこのわなにはまっていったのです。わたし 

は教会員ではない少女たちとデ一トをし，すぐにすてきな少女を愛するように 

なりました。彼女の両親が何回も週末に海の別荘にわたしを招待してくれたの 

で，無論のこと，わたしは教会の活動からは遠のいていきました。 
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そのうち第二次世界大戦がやって来ました。監督に伝道に出たいと思いませ 

んかと聞かれたとき，わたしは，それよりも軍に入って国のために働きたいと 

答えました。祖国のために働くことは大切だと思いますが，今考えてみると， 

まず伝道に出て天の御父のために働いた方が賢明だったと感じています。 

またちょうどこのころ，わたしの非常に尊敬していた教会員が教会の標準を 

破っていることを知り，わたしは彼らを裁くようになりました。わたしの目か 

ら見れば，彼らは偽善者でした。わたしは，もし教会の標準を守れないなら， 

言葉と行いが違う偽善者でいるより，教会から離れてしまう方がましだと心に 

誓いました。これがもう一つの重大な間違いでした。わたしはそのとおり実行 

して，サタンの望みどおりになったのです。 

海軍パイロットとしての4年間とセールス業であちこち回った15年間は容易に 

不活発でいられましたが，その間も，心に深く根ざした真理の教えは信じてい 

ました。わたしが38歳になった年に，末弟のトムが6週間ほど家に居候をしまし 

た。トムが毎日曜日，朝から神権会やほかの集会に一人で出かけるので，わた 

しは良心の呵責を覚え始めました。いい気持ちがしませんでした。何かが悪い 

のだと分かっていましたが，次第にその気持ちを頻繁に感じるようになりまし 

た。昔ならこうと思えばいつでもたばこがやめられたのに，そのときはそれが 

できないのです。トムを会社に訪ねると，知らず知らず教会批判の言葉が出て， 

トムには言ったことがないのですが，後でいつも罪の意識を感じていました。 

わたしは危機の坂を登り詰め，カントリークラブのカクテルダンスパーテイ 

一から帰った晩にそれが頂上に達しました。夜遅くべッドに入ったのですが， 

これまでになく寝つけません。ついに愛する妻を起こさないようにしてべッド 

から出ると，部屋の中を行ったり来たりしました。こんなことは初めてでした。 

そしてとうとう，自分は変わらなくてはならないと悟ったのです。 

わたしは泣いたり自分を卑下したりして感情をむき出しにしたことがー度も 

なかったのですが，そのときはひざまずいて，19年目にして初めて天の御父に 

助けを請うていたのでした。祈っていると，愛と憐れみと幸福感が圧倒せんば 

かりに体中を満たし，聖霊が力強く迫って，わたしはかなりの間激しくすすり 

泣いていました。やがて立ち上がったときには，心地よさを感じました。感謝 

が胸に満ちました。あのように温かい気持ちはそれまで一度も経験したことが 

ありませんでした。心に熱く燃えるものが体中を巡って，その強烈さに，まる 

で自分が燃え尽きてしまうのではないかと思ったほどです。 

わたしは寝室に戻ると，妻を起こしました。わたしはまだ泣いていたので， 

妻はどうしたことかと尋ねました。それで，自分の生活を変えて，イエス•キ 

リストの福音を取り入れたいと話すと，妻は即座にわたしを援助すると言って 
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くれました。そのとき以来，たばこや酒やコーヒーを飲みたいという気持ちは 

一度も感じません。 

主はわたしを祝福し始められ，今も祝福は絶えません。1年もしないうちにわ 

たしの手で子供たちにパプテスマを施し，その後すぐに，妻にも施すことがで 

きました。それから1年してローガン神殿へ行き，永遠の結婚をして子供たちと 

の結び固めをしました。 

主は迷い出た羊が帰って来るのを心から喜ばれると，わたしは証いたします。 

わたしたちが罪を悔い改めて戒めを守るときに，主はだれにでも愛と親切を示 

されるのです。」（ルイス.w •コトル「帰って来た放蕩息子」『聖徒の道』1974 

年8月号，pp.355-356) 

この話の中で現代の放蕩息子は悔い改めたときにどのような気持ちを感じただろうか。ルカ 

15 ：10を読む。天の御父はわたしたちの悔い改めをどのような思いで見ておられるであろうか 

(教義と聖約58:42;イザヤ1：18参照）。わたしたちは悔い改めた人にいかに接するべきだろう 

まとめ 

天の御父のようになって，再び御父とともに住むためには，悔い改めなけれ 

ばならない。イエス•キリストが罪の贖いによって悔い改めを可能にしてくだ 

さったのはそのためなのである。わたしたちが罪を悔い改めるなら天の御父と 

ともにその喜びを分かち合うことができる。 

ハロルドリ一大管長は次のように教えている。「神のあらゆる戒めの中 

で も大切なものは，今日あなたがいちばん守りにくい戒めである。それが正 

直の戒めであろうと，純潔の戒めであろうと，あるいは偽ってはならないとい 

う戒めであろうと，それを克服できていなければ，今日がそれを克服する日で 

ある。そしてそれができたら，守りにくい次の戒めに取り組むのである。」 

(Church News『チャーチニューズ』1973年5月5日付け，p. 3) 

チヤレンジ 

1.個人の祈りの中で，今取り組んでいる問題を克服できるように主の助けを求 

める。g己の改善に努め，過去の過ちの赦しを求めて絶えず主に祈り，成長の 

度合いを毎日主に報告する。 

2.ほかの人々，特に家族が悔い改めたときに喜びを表す。 

参照聖句 

詩篇51：10 (赦しを求めるダビデの祈り） 
イザヤ1：16-18 (わたしたちは悔い改めるよう戒められている） 
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ルカ15: 7 (人が悔い改めるとき天に喜びがある） 

2コリント7 ：10 (神の御心に添った悲しみは悔い改めに導く） 

モーサヤ4 ：1-3 (キリストの贖いにより罪は赦される） 

アルマ7:15 (悔い改めのしるしであるバプテスマ） 

アルマ12 ：14-15 (信仰と悔い改めは救いをもたらす） 

アルマ34: 8 - 9 (キリストは世の罪を贖われた） 

教義と聖約19 ：16-17 (キリストは悔い改める人々に代わって苦しみを受けられ 

教義と聖約76 ： 40-42 (イエスは世の罪を贖うために死なれた） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第19章「悔い改め」を読む。 

2.各gの聖典を持参するように生徒を促す。 

3.『福音の原則』第19章に述べられている悔い改めの7段階について話し合う割り当てを数人の 

生徒に与えてもよい。 

4.レッスンの中で引用文ゃ聖句を読む割り当てを生徒に与える。 

5.定員会会員の個人的な問題について話し合わないようにレッスンを準備する。 
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バプテスマ 

一永続する聖約 
目的パプテスマのときに交わした聖約に従った生活を続けるように励ます。 

導入 

パプテスマを受けた人々は，生活を変え，救いへと導く原則に喜んで従うし 

るしとしてパプテスマを受けた。しかし，パプテスマを受けるだけでは十分で 

ない。そのとき，新たな生活が始まり，そこからもたらされる祝福を受け始め 

たのであり，引き続き自己を改善して成長しなければならない。 

預言者アルマは，パプテスマを受けて神権を受けた兄弟たちに次のように述 

ベた。「さて見よ，教会の同胞よ，わたしはあなたがたに尋ねる。あなたがたは 

霊的に神から生まれているか。あなたがたの顔に神の面影を受けているか。あ 

なたがたは心の中に，この大きな変化を経験したか。」（アルマ5:14)この質問 

は今日においても重要な意味を持つ。わたしたちは，イエス•キリストの教会 

に入るパプテスマを受けてから，心の中に変化を感じ，霊的に生まれ変わって 

いるだろう力、。 

多くの人々はパプテスマを受けるときに霊的な気持ちを感じる。ある会員は 

次のように述べている。「わたしは，あのときの感激を忘れることはできませ 

ん。自分が清められ，神の子供として新たに生まれ変わったと実感しました。 

……ほんとうに何とも言いようのない気持ちでした。」(No More Strangers『も 

はや異国人でもなく』第3巻，p.175) 

バプテスマの聖約 

写真ページ29-a「パプテスマのとき，わたしたちは戒めを守るという聖約を神と交わす」を 

見Oo 

聖約とは2名以上の当事者の間で交わされる同意である。バプテスマのとき 

にわたしたちは非常に重要な聖約を神と交わす。スペンサー•W•キンボール 

大管長は次のように述べている。「パプテスマを受けることは行動する聖約を 

〔神と〕交わすことである。……単に悪を避けるだけではなくて正義を行うとい 

う約束を含んでいるのである。」（『赦しの奇跡』p.101) 
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29-a,パプテスマのとき，わたしたちは戒めを守るという聖約を神と交わす 





教義と聖約20 ： 37とモーサヤ18 ： 8-10を読んで印を付けさせる。パプテスマのときに主と 

交わす特別な聖約とは何か。（黒板に答えを書く。） 

わたしたちの聖約 

•イエス•キリストの教会に加わる。 

參主の名により呼ばれる。 

眷神に仕え，神の戒めを守る。 

•助け合い，重荷を負い合う。 

•キリストとその教会の証人になる。 

この聖句には，パプテスマの聖約における神の約束も記されている。 

わたしたちがパプテスマを受けたときに主はどのようなことを約束されたか。（黒板に答え 

を書く。） 

主の約束 

•罪を赦す。 

參聖霊の導きを与える0 

•第一の復活に出て来させる。 

•永遠の命を与える。 

パプテスマは，天の御父のもとに帰るためにだれもが経なければならない「大 

きな変化」の始まりである（アルマ5 ：13-14 ；モーサヤ5 ： 7-9参照)。ほとん 

どの人はパプテスマを受けたそのときに変わるのでなく，聖約に従って生活す 

るときに心の望みや行動が変化し，次第に天の御父のようになっていくのであ 

る。パプテスマは新たな始まり，霊的に生まれ変わる機会を与えた。わたした 

ちは，キリストのようにパプテスマの水に葬られ，新しい命によみがえった（ロ 

一マ6: 3-4参照)。この新しい命は神との永遠の契約によって始まり，わたし 

たちが聖約を守るならば，主は約束を果たされる。主に従順であれば，主はわ 

たしたちが変わり神のもとに帰れるように助け導いてくださるのである。 

割り当てておいた2名の生徒に，パプテスマを受けたときの気持ちと，それから生活がどの 

ように変わったか話させる。ここで青少年が参加できるようにするとよい。 

パプテスマ後の成長 

ある人はパプテスマを受けるだけで救いがもたらされると考えている。しか 

し，パプテスマは始まりにすぎない。永遠の命に到達するには，パプテスマを 

受けてからも義において成長しなければならない。わたしたちがそうできるよ 

うに，主はバプテスマ後に守るべき戒めを与えられた。 
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モロナイ6 ： 4-9を読む。パプテスマ後に受ける義務は何か。（黒板に答えを書く。答えの一 

つに聖霊の導きに従うことがあるが，これについては第30課で学ぶ。） 

パプテスマ後の義務 

參常に祈る。 

*必要に応じて断食する。 

眷教会の集会に出席する。 

•定期的に聖餐にあずかる。 

•互いの福利に関心を持つ。 

•過ちを犯したときには悔い改める。 

•聖霊の導きに従う。 

パプテスマと聖霊の賜物を受けると，神は幾つかの約束をされ，わたしたち 

が聖約に忠実に生きるかぎりそれらの約束を果たされる。しかし，生計を立て， 

学校に通い，求められている分を果たすなど義務の遂行に努めるときに，しば 

しばこの世的な問題にとらわれて聖約を忘れてしまう。したがって，わたした 

ち全員が直面する問題は，どのようにして霊性を保ち，新しい命のうちに歩む 

かということである。モロナイが述べたことは，パプテスマに始まる新しい命 

を永続させ，霊がまことに生まれ変わるように助けることを意図している。 

祈り 

福音の戒めに従って生活するために必要な力を得るに欠かせないものに心か 

らの祈りがある。祈りを通してわたしたちは天の御父に近づき，問題について 

話すだけでなく御父に感謝を表すこともできる。したがって，毎日の生活を祈 

りで始めて祈りで終えることは，すばらしい祝福と考えるべきである。 

断食 

少なくとも月に1度，断食をして祈る。教会員は通常，断食安息日に2度の食 

事を断つ。特に霊的な力や慰めを必要とするときには，個人的に断食するとよ 

い（本書第31課参照)。 

教会の集会に出席する 

わたしたちは皆，教会の集会に定期的に出席して福音を学び証を強めること 

により，霊的な力を得る。したがって，家族にすべての教会の集会に出席する 

ように励まさなければならない。集会では賛美歌を歌い，瞑想し，会員の前で 

話し，敬虔にする。 
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写真ページ29-b「聖餐にあずかるとき，パプテスマの聖約を新たにする」を見る。 

聖餐にあずかる 

聖餐会に出席する一つの目的は聖餐を頂くことである。聖餐式のときに交わ 

す聖約は，バプテスマの聖約と同じである。毎週の聖餐式でバプテスマの聖約 

を思い起こし，それらを守ることを再び約束する。 

割り当てておいた生徒に，教義と聖約20 ： 37と20 ： 77を比較させる。 

助け合う 

パプテスマを受けたときに，わたしたちは「互いに重荷を負い……悲しむ者 

とともに悲しみ，慰めの要る者を慰めること」（モーサヤ18: 9)を主と約束し 

た。困っている人を助け，家族を教え，すべての人々の幸福に関心を持つこと， 

すなわち同胞への奉仕は，バプテスマで主と交わす聖約の中に含まれる。また， 

パプテスマを受けてから自分の力で築いていかなければならない新たな生活の 

重要な部分でもある。 

罪を悔い改める 

確かに人は皆，過ちを犯す。したがってパプテスマの聖約を守るには悔い改 

めが必要である。自分が犯した罪を自覚し，正しい権能を持つ人にそれを告白 

し悔い改める（本書第28課参照)。悔い改めを通して，再び罪から清められ，聖 

霊の導きを受けるにふさわしくなるのである。 

完成への道 

パプテスマの聖約がもはや必要とされない時代が来るであろうか。答えは， 

わたしたちが神のように完全になるまでは，もちろん「否」である。そのとき 

まで，悪い習慣を善いものに変えて生活を改善し続けなければならない。スぺ 

ンサー•W•キンボール大管長は次のように述べている。「確かに克己は継続 

するプログラムである。旅を続けることであって，単なる出発だけではない。 

小さなドングリが突然大きなカシの木になれないように，人間も急に義人にな 

れるはずがない。しかし，わたしたちが目標に向かって断固として歩めば，完 

成への歩みも早くなる。」（『赦しの奇跡』p.220) 

預言者ニーフアイは，パプテスマを受けてからも「力強く進み， 後まで堪 

え忍ぶ」必要があると教えている。また，神に従うことにより愛を表すならば， 

29-b,聖餐にあずかるとき，パプテスマの聖約を新たにする 
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神は永遠の命を授けてくださると約束した（2ニーファイ31：19-21參照)。主 

に従い，パプテスマのときに交わした聖約を守るなら，わたしたちは現世にお 

いて幸福を味わい，来るべき世において永遠の喜びを受けるのである。 

ジョセフ.フイ一ルデイング.スミス大管長は，聖約を守って 後まで堪え 

忍ぶことの必要性を次のように述べている。「まことの教会の太いなる目的の 

一つは，福音の完全な祝福を得るためにパプテスマ後に行うべきことを人々に 

教えることである。……わたしたちは 後まで堪え忍ばなければならない。バ 

プテスマの後，もろもろの戒めを守り，自分の救いを全うしなければならない。 

……また，神の属性を身に付け，日の栄えの王国の栄光と不思議とを享受できる 

者になれるような生活を送らなければならない。」("The plan of Salvation" Ensign 

「救いの計画」『エンサイン』1971年11月号，p.5) 

まとめ 

元力トリックの修道女で教会に改宗した姉妹が，パプテスマの意義について 

次のように語っている。 

「この教会で見聞きしたことは，すべてわたしの心を強く打ちました。会員同 

士が深い関心を寄せ，愛を示し合う姿を見て，この宗教には何か特別なものが 

あるに違いないと感じました。…… 

わたしは自分が誤った教会に所属していたことを知りました。.末日聖徒イエ 

ス•キリスト教会こそこの地上における唯一まことの教会であることが分かっ 

たのです。わたしは……この教会に改宗すべきであると思いました。 

以前の生活を改めるのは，そうたやすいことではありませんでした。しかし， 

毎週，聖餐会でパプテスマのときに交わした主との聖約を新たにすることが， 

これまでのすべての経験において，また今もわたしを支えています。つまり， 

主の名を身に受け，主をいつも覚え，その戒めを守るならば，わたしが忠実で 

あるかぎり，主の御霊は常にわたしとともにあるという聖約がわたしを支えて 

きたのです。 

次に，全身を水に沈めるバプテスマを思い起こします。このバプテスマはわ 

たしがそれまでの罪や，利己的な行動を断ち切り，神の子供として新たに生ま 

れ変わったという象徴です。わたしはパプテスマそのものが，自己に打ち勝ち， 

誘惑をはねのけて生きるようにという天の御父の願いを象徴しているのではな 

いかと考えています。このようにしてわたしたちは，利己主義と罪におぼれる 

我を『死なせる』ことにより，新たな命を得てよみがえり，御父のもとへ戻る 

ために日々進歩するのです。 

そこでわたしは今も心ひそかに，イエス•キリストの名を身に受け，主と交 
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わした聖約を再び新たにします。そして主と，福音の原則，および教会と教義 

を受け入れ，神の名によりわたしたちの導き手として召された預言者や中央幹 

部を支持するという約束を新たにすることを主に告げるのです。また，主を常 

に忘れないという聖約を新たにします。例えば，特にひどく疲れたり誘惑に陥 

りそうになったときに，神が生きてましますことを思い起こすようにしていま 

す。そして 後に，主の戒めを守るという聖約を新たにします。わたしが忠実 

に主の戒めを守るならば，御霊が常にわたしとともにいてくださることをわた 

しは確かに知っているからです。」（『もはや異国人でもなく』第3巻，pp.154— 

159) 

チヤレンジ 

バプテスマを受けてからの生活を吟味する。バプテスマのときに，恐らく心 

の中に「変化」が始まるのを感じたであろう。預言者アルマは「今でもそのよう 

に感じられるか」（アルマ5 ： 26)と尋ねている。聖文に記されている「新しいい 

のち」を今も感じられるだろうか。もし何かが欠けていれば，今日悔い改めて 

その問題を正しなさい。 

参照聖句 

ガラテヤ3 ： 27-29 (バプテスマのときにキリストの名を身に受ける） 

1ぺテロ3 ： 21(バプテスマは救いに不可欠である） 

教義と聖約27: 2 (キリストの記念に聖餐を頂く） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第20章「パプテスマ」を読む。 

2.本書第28課と第31課を読む。 

3.黒板とチョークを用意する。または，大きな紙にパプテスマの聖約とモロナイ6 ： 4 —9の勧 

告を書く。 

4.任意：一人の生徒に，パプテスマと聖餐の聖約を比較するよう依頼する。 

5.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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た ま も の 

聖霊の賜物 

目的聖霊の賜物を通してもたらされる偉大な祝福について理解する。 

導入 

教会に加わる前に，時として聖霊がわたしたちに降られたことがあるかもし 

れない。例えば，宣教師の言葉を聞いたときに心地よいのは，福音を理解して 

受け入れるように聖霊の力が働いていたのである。しかし，パプテスマと確認 

の儀式を受けるまでは，絶えず聖霊と交わる資格はない。そこで，メルキゼデ 

ク神権の権能を通して，按手により聖霊の賜物を授かったのである。 

ロレンゾ•スノー大管長は次のように勧告している。「わたしたちは御霊の 

本質を学びその導きを理解し，常に正しい行いをするように努めるべきである。 

……〔聖霊の賜物を受けた〕そのときから，悪い行いをして自ら追い出さないか 

ぎり，わたしたちには一人の友人がいる。その友人とは聖霊である（Om/び胡び 

Report『大会報告』1899年4月，p.52) 

写真ページ30-a「聖霊の賜物とは，常に聖霊を伴侶とする権利である」を見る。 

聖霊はどうして友人のような存在なのであろうか。ヨハネ14:16,17，26;16:13を読む。 

伴侶または友として聖霊が必要なのはなぜか。（黒板に答えを書く。） 

聖霊がわたしたちを助けてくださる方法 

•真理を明らかにする。 

*福音を学ぶ助けをする。 

•物事を思い出させる。 

*悲しむときに慰めを与える。 

眷悪から守る。 

•話やレッスンを通して福音を教えるときに霊感を与える。 

參危険を知らせる。 

•行うべき事柄を告げる。 

2ニーファイ32 ： 5を読む。 

リグランド•リチャーズ長老は次のように述べている。「わたしは子供や孫 
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30-a,聖餐の賜物とは.常に聖霊を伴侶とする権利である 





たちにこの世のいかなる交わりよりも聖霊との交わりを享受させたいと思う。 

なぜなら，聖霊のささやきに耳を傾けるなら，聖霊はあらゆる真理へと彼らを導 

き，天の御父のもとに帰れるように見守ってくださるからであるJ {Improvement 

Era『インプルーブメント•エラ』1966年6月号，p. 540) 

聖霊はこのようにすばらい伴侶であられるから，友または伴侶として聖霊と 

交わるためには，自分にできるすべてのことを行うべきである。 

常に聖霊とともにいる 

常に聖霊とともにいるためにできることは多くある。一つの方法は，ふさわ 

しい状態で聖餐にあずかることである。聖餐にあずかる度に，主の戒めを守る 

ことを約束する。わたしたちが約束を守れば，「いつも御子の御霊を受けられる」 

と主は約束された(教義と聖約20 ： 77参照)。 

聖霊とともにいるためのほかの方法は，わたしたちの肉体を道徳的に清く保 

つことである。主はわたしたちの体を神の宮にたとえ，汚してはならないと告 

げられた（1コリント3 ：16-17参照)。聖霊は清くない宮にはお住まいになれな 

い。したがって，体を清く保ち，清い思いや言葉遣い，服装，行動をし，あらゆ 

る種類の悪から遠ざかることが大切である。メルビン• J •バラ一ド長老は「聖 

霊はわたしが知るかぎり も鋭敏な霊であられる」と語っている（1967-68 

Priesthood Study Course, Deacons Quoruml 1^7 ~ 68年神権学習ガイド，執事定員 

会用』P.70)。聖霊は非常に鋭敏な御方であるから，わたしたちが重要でない物 

事にとらわれて，聖霊を傷つけてしまうことがある。 

聖霊と常にともにいるには，周囲の人々と仲良く生活しなければならない。 

キリストはニーフアイ人に向かって，争いの心は悪魔から来ると語っておられ 

る（3ニーフアイ11：29参照)。聖霊は一致と調和のない所にはお住まいになれな 

い。したがって，妻と口論したり，兄弟や姉妹とけんかをするとわたしたちや 

わたしたちの家庭から聖霊を遠ざけることになる。 

例えば，預言者ジョセフ•スミスはすべての人に対して正しい思いを抱かな 

いかぎり，主から霊感を受けることができなかった。ある朝，ジョセフは妻の 

エマがしたことに腹を立てていた。ジョセフは『モルモン書』を翻訳しようとし 

たが，まったく進まなかった。そこでジョセフは森へ行って祈り，帰って来て 

エマに赦しを求めた。そして翻訳に取りかかるとすべて順調に行った。（1882年 

9月15日のデビツド•ホイツトマ一の話より，Comprehensive History of the Church 

『教会概史』第1巻，p.131) 

わたしたちは預言者ジョセフ•スミスと同じように切実に聖霊を必要として 

いる。与えられた責任，特に家族を導くために聖霊の助けが必要である。した 
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がって，過ちを犯した子供を正すときでも，感情に任せるようなことはせず， 

聖霊の導きを求めるべきである（教義と聖約121：43参照)。 

聖霊を友とするうえで妨げになることは何か。聖霊との交わりを保つにはどうすればよいか。 

(黒板を二つの欄に分けて，答えを書く 0) 

ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス大管長は次のように述べている。「神の 

戒めに心から進んで従っていない人……のもとには聖霊はとどまりたまわない。 

聖霊の御霊は，このような人の内には入ることができない。 

この偉大な賜物は，謙遜と信仰と従順を通してのみもたらされる。……神会 

の御一方と親しく交わることが，どんなに偉大な特権であるかということを忘 

れたことはないだろうか。また，そのように考えたことがあるだろうか。聖霊 

の賜物はわたしたちの特権である。ただし，主が与えられた戒めを守ることが 

条件である。」(Church News『チャーチニューズ』1961年11月4日付け，p.14) 

聖霊はどのようにして人を助けられるか 

聖霊を自分の伴侶とする願いを忠実さによって表すならば，わたしたちが幸 

福でよりよい生活を送れるように，聖霊は以下の方法で助けてくださるのであ 

より善い人問になれるように助ける 

聖霊は「徳，親切，慈しみ，優しさ，思いやりの心，慈愛を呼び覚まされる。」 

(パーリー• P •プラット，Key to the Science of Theology『神学への鍵』p.101) 

行うべきことを示す 

聖霊は重要な決定を下すときに助けてくださる。 

教義と聖約6 ：15 ； 8 ： 2を読む。聖霊はどのようにしてわたしたちの決定を助けてくださる 

のだろうか。 

教会で成長できるように助ける 

フランクリン• D •リチャーズ長老は，聖霊が彼をどのように導かれたかに 

ついて次のように述べている。「わたしには，静かな細い声，すなわち御霊のさ 

さやきを聞いた経験がある。あなたたち兄弟姉妹に助言を与えたとき，人を神 

権の職に聖任したとき，人を教会の役職に任命したとき，病気の人に祝福を与 

えたとき，教会員にも教会外の人にもわたしの証を述べたとき，説教をしてい 

たとき，またそのほか様々なときに，わたしは御霊のささやきを聞いた。」 
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(「聖霊の絶えざる力」『聖徒の道』1974年3月号，p.132) 

警告する 

聖霊は危険や誘惑に対する警告をお与えになることがある。フランクリン• 

D •リチャーズ長老は若い父親の経験について述べている。「ある晚彼は，『起 

きて，階下に降りなさい』というはっきりした声を聞いて，目を覚ました。そ 

の警告に従って，1階の台所へ行ってみると，壁が火に包まれていた。彼は急い 

で家族を起こすと，消防署へ電話し，家族とともに消火活動に努めた。こうし 

て，消防車が来る前に火を消すことができたのである。 

この父親は，この警告が聖霊による守護の現れであったことを少しも疑わな 

かった。これは，御霊を受けるにふさわしい生活を送っている人々が受けるこ 

とのできる守りなのである。」（『聖徒の道』1974年3月号，p.132) 

割り当てておいた生徒に，誘惑や危険に対する警告を聖霊から受けたときの経験を話させる。 

慰めを与える 

聖霊の一つの役割は，苦しみや悲しみのときに慰めを与えることである。そ 

のような状態のときに，聖霊は平安と理解力が得られるよう助けてくださる。 

フランクリン• D .リチャーズ長老は次のように述べている。「わたしは二人の 

すばらしい婦人に会う機会があった。二人は親しい友人同士であり，ともに悲 

惨な飛行機事故で夫を亡くしたばかりであった。わたしが二人に会ったとき， 

二人はひどく絶望し，力を落としていただろうか。いや，まったくそんなこと 

はなかった。わたしは，これまで見たことのない勇気と強さを目にしたのであ 

る。二人はともに，御霊の慰めをはっきりと感じることができたこと，……そ 

して，常に教会に固くつき，主の戒めを守って生活するなら，自分たちや家族 

のことも含め何もかもうまくいくという確信を得たこと，などを証してくれた。」 

(『聖徒の道』1974年3月号，p.132) 

割り当てておいた生徒に次の引用文を読ませる。 

ヒ ー バ ー • j •グラント大管長は，彼の家族が聖霊から知恵と慰めを受けた 

ことについて次のように述べている。 

「妻が死ぬ1時間ほど前に，わたしは病室に子供たちを呼んで，母親が危篤で 

あり別れを告げるように言った。すると12歲になる娘がわたしに言った。『パパ， 

ママが死ぬのは嫌。6か月の間……わたしはパパと一緒に病院に来たわ。…… 

ママが苦しんでいても，パパが祝福してあげると，痛みがなくなって静かに寝 
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ついたわ。お願い，ママの頭に手を置いて，病気を治してあげて。』 

わたしは小さな娘に，人間はいつか死ななければならないこと，母親の死ぬ 

時が来たと心に感じていることを話した。そして娘とほかの子供たちは病室か 

ら出て行った。 

それから，わたしは（すでに意識を失っている）妻のべッドの傍らにひざまず 

いて祈った。生と死，喜びと悲しみ，繁栄と逆境いずれにも主の手があるのを 

認めていることをわたしは主に告げた。わたしは妻が永遠にわたってわたしと 

ともにいることを知っており，その知識を与えてくださったことに感謝した。 

……しかし，わたしは自分に妻の死んでいく姿を見据える力がなく，また子供 

たちに母親の死を信仰によって受け入れさせる力もないことを主に話した。… 

…わたしは，母親が死ななければならないのは主の御心であるということを娘 

に理解させてくださるよう持てる力を振り絞って主に願い求めた。 

間もなく妻は息を引き取った。わたしは子供たちを病室に呼び入れた。5歳半 

か6歳になる息子のヒーバーは激しく泣きじゃくっていた。すると12歳の娘は弟 

を抱いて言った。『泣いてはだめ，泣いてはだめよ，ヒーバー。さっきこの部屋 

の外にいたときに，主の声が聞こえたの。そして「あなたのお母さんの死は， 

主の御心なのです」と言ったのよ。』…… 

神はわたしの祈りを聞き，それにこたえてくださった。末日聖徒は逆境にあ 

るときに，ほかの人には得られない慰めと祝福とを受けるのである。」(Gospel 

Standards『福音の標準』p.361) 

真理を証する 

福音に対する証は聖霊を通して与えられる。同様に，聖霊の力によって指導 

者が語っているということを告げるのも聖霊である。ヘンリー• D •モイル長 

老は次のように教えている。「わたしたちは聖霊の導きを受けているときにのみ， 

話者が聖霊により語っていることが分かる。したがって，教会員は指導者と同 

じように自らの信仰に熱心に取り組む必要がある。」（"Revelation; Yesterday and 

Today”「啓示，昨日も今日も」『インプルーブメント•エラ』1962年6月号，p.407) 

教会員が義のうちに願い求めるならば，聖霊の恵みを実際に得ることができ 

前もって割り当てておいた生徒に，聖霊がともにおられたとことを感じた経験を話してもら 

まとめ 

聖霊の賜物は，教会の会員として確認された人に授けられる偉大な祝福であ 
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る。わたしたちが聖霊とともにいるのにふさわしく生活するならば，聖霊は地 

上における使命を完全に果たせるように助けてくださる。聖霊はわたしたちを 

導き，守り，慰め，そのほか生活のあらゆる方面で助けを与えてくださるので 

める。 

チヤレンジ 

毎日の生活の中で聖霊とともにいることができるように努める。常に聖霊と 

ともにいるためには，どのような面で自分を改善する必要があるかを認識する 

ために，次のように自問する。 

•わたしはすべての戒めを守ろうと努めているか。 

•定期的に祈っているか。 

參救い主への愛をどのように表しているか。 

•隣人への愛をどのように表しているか。 

•思いと行いを清く保っているか。 

•聖霊の賜物も含めて主の祝福に感謝しているか。 

参照聖句 

使徒5: 32 (聖霊は従順な者に降られる） 

1ニーファイ10 ：17-19 (聖霊からの知識と力はキリストを信じる信仰を通し 

てもたらされる） 

2ニーファイ31:13 (聖霊を受けるには，それに先立つ信仰，悔い改め，パプ 

テスマが必要である） 

モーセ6: 61(聖霊の力と恵み） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第21章「聖霊の賜物」を読む。 

2.各自の聖典を持参するように生徒を促す。 

3.黒板とチョークが用意できなければ，大きな紙に提案されているリストを書く。 

4.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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断食と祈り 

目的断食と祈りによって家族と定員会を強めるにはどうしたらよいかを学 

ふ。 

導入 

割り当てておいた生徒に，『福音の原則』のテキストから断食と祈りの原則について簡単にま 

とめた話をさせる。 

断食と祈りはわたしたちと家族を強める 

断食と祈りは自分自身と家族を強めるうえで役立つ。断食は祈りに真剣さを 

増し加え，導きを求める祈りはさらに力強いものとなる。さらに，断食と祈り 

によって，この世の物事から離れ，自分たちは主の恵みに頼っているというこ 

とを思い起こすのである。そうして心を開いて自分や家族に対する神の御し心を 

知り受け入れるのである。 

断食と祈りは，神権を効果的に行使する能力をも高める。神権の力を制御す 

る方法を学ぶならば自他ともに祝福を受けるが，神権は正義の原則を行使する 

ことによってのみ制御し得るのである（教義と聖約121：34-36参照)。 

視覚資科31-a「断食と祈りは，神権者が病人に癒しの祝福を与える力を高める」を見る。 

次の話は，神権を行使するに当たって祈りと断食が助けになるということを， 

一人の神権者がいかにして学んだかを教えている。 

ジョンとボニーの幼い息子が重い病気にかかった。医者は脳脊髄膜炎と診断 

し，非常に危険な状態でたとえ助かっても体と精神に障害が残るだろうと両親 

に告げた。メルキゼデク神権者であるジョンは息子に祝福を与えることにした。 

しかし，油注ぎを結び固める準備をしているときに，息子に対する主の御心が 

分からないことに気づいた。そこで息子が楽になるように祝福だけを与えた。 

祝福の後でジョンとボニーは，主の御心を知り，それを受け入れることがで 

きるように断食を始めた。断食を終えるときには，主の御心を受け入れる心構 

えができた。ジョンは再び息子を祝福した。このとき御霊のささやきが聞こえ， 

息子が完全に治るという祝福を与えるように告げられた。息子の病気は治り， 

3日後に退院して家に帰ったのである。 
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もしジョンとボニーの祈りに対する答えが異なるものであったら，断食は二人にとって助け 

となったであろうか。 

断食と祈りを通して家族を教え強める 

両親は子供たちの必要を知り，それをどのようにして満たすかを知るために 

絶えず祈るべきである。例えば，子供が特別な問題に直面していたら，家族の 

祈りの中でその子供について祈るのである。しかし，これは常に積極的な方法 

で行うように注意しなければならない。ある父親は息子のために次のように祈 

った。「〔天の〕お父様，わたしたちはジョンが怒りたい気持ちを抑えようと一生 

懸命努力しているのを知っています。ジョンがあなたの助けを受けて立派に成 

長していることを感謝いたします。どうぞこれからもジョンを祝福してくださ 

い。そしてわたしたちがジョンを怒らせずに愛と親切を示して助けてあげられ 

るようにわたしたちも祝福してください。」（『聖徒の道』1973年10月号，pp. 

440-441) 

このような祈りは，少年が問題を克服するうえでどのような助けとなるだろうか。 

M•ラッセル•バラ一ド•ジュニア長老は，5歳の息子が幼稚園に行くのを嫌 

がったときの話をした。彼は息子の気持ちを理解するとこう言った。「クレイグ， 

君にはいつも一人の友達がついているだろう。一緒にひざまずいて，その友達 

に君を助けてくれるように祈ろう。」（『聖徒の道』1977年2月号，p.120) 

家族で行う断食と祈りには大きな力があり，次の話のように家族のきずなと 

一致を強める。 

アランは主の僕として外国で伝道する召しを受けた青年である。彼は伝道す 

る時を待ち焦がれていたが，語学の勉強を始めると非常に不安になった。言葉 

を修得できないからであった。 

アランの父親は息子の悩みを知ると，家族を集めた。そして，アランが問題 

を克服して伝道を立派に果たすことができるように断食して祈ることを皆に提 

し7ごo 

このような経験は子供たちにとってどのような助けになるだろうか。ともに行う断食と祈り 

は，家族の一致を図るうえでどのような助けとなるだろうか。3 ニー ファイ18 ： 21を読む。 

断食と祈りにより主の業を遂行する 

ある男がイエスのもとに来てひざまずいて言った。 

「主よ，わたしの子をあわれんでください。てんかんで苦しんでおります。 

何度も何度も火の中や水の中に倒れるのです。それで，その子をお弟子たちの 

31—a,断食と祈りは神権者が病人に癒しの祝福を与える力を高める 
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ところに連れてきましたが，なおしていただけませんでした。」 

イエスは直ちにその子から悪霊を追い出された。弟子たちはイエスのもとに 

きて言った。「わたしたちは，どうして霊を追い出せなかったのですか。」する 

とイエスは言われた。「あなたがたの信仰が足りないからである。」そして，こ 

う付け加えられた。「しかし，このたぐいは，祈と断食とによらなければ，追い 

出すことはできない0」（マタイ17 ：14-21参照） 

マシュー•カウリー長老は，断食と祈りの必要性を理解していた一人の監督 

の経験について話をした。 

「〔ホノルルの裕福で若い監督が〕ある日のこと，クイーンズ病院に来て小児 

まひの子供を祝福してくれるようにと依頼された。電話をしてきたのは地元の 

ある姉妹で，彼はその姉妹のワードの監督だったのである。その姉妹は彼に， 

『監督さん，急いで来てください。息子が小児まひにかかったのです。息子を祝 

福してやってください』と言った。彼女は日が暮れるまで待ったが，監督は病院 

に姿を見せなかった。その夜も，次の朝も来なかった。そして，やっとその日 

の午後になって彼は病院に現れた。彼女は怒りをあらわにして，思いつく限り 

の言葉でぶちまけた。『監督さん，あんまりです。息子がここで，小児まひで苦 

しんでいると言ったではありませんか。あなたはしようと思えば何でもできる 

方です。車もお持ちです。それに立派なヨットも。何でも欲しいものを持って 

いらっしゃる。時間だって自由に使えるはずです。それなのに，あなたは来て 

くださらなかった。もう丸1日たっているんですよ。』監督は彼女が全部話し終 

わってそれ以上彼にぶつける言葉を見つけられなくなるまで待ち，ほほえんで 

こう言った。『わたしは昨日電話を切ってから断食を始めました。24時間断食を 

し，祈りました。今やっとあなたのお子さんに祝福を与える準備ができました。』 

その日の夕方5時，子供は病がすっかり癒されて，退院した。『このたぐいは，祈 

と断食とによらなければ，追い出すことはできない。』 

彼がもし電話のあった日に病院に行っていたとしたら，このようなことが起 

こっただろうかと，わたしは大いに疑問に思う。わたしは，この断食と祈りは 

不可欠なものであったと思う。時には，神権者が神権を十分に行使しないこと 

もある。皆さんは自分自身を整え，この神権を絶えず活用しなければならない。 

そうすれば，神権の職務を行使して祝福を与えるために出かけるとき，常に備 

えができているであろうo」(Manhew Cowley Speaks『マシュー•カウリーは語 

る』p.150) 

病人を癒す前に必ずしもそれほど長時間待つ必要があるわけではない。しか 

し，いかなる神権の儀式でもそれを執行する前に，主からの霊感を受けられる 

ように常に求めるべきである。 
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神権の儀式を執行するときに，霊的な備えが重要なのはなぜか。 

神権者は儀式を執行するために備える必要があるが，同様に祝福を求める人 

人も，儀式を受けるために自分自身と家族を備えなければならない。次に挙げ 

るのは，祝福を受ける備えをするために断食と祈りを行った両親の話である。 

「1年余り前のこと，ある夫婦が一人の男の子を抱いてわたしのオフイスへや 

って来た。その父親はわたしにこう言った。『妻とわたしは2日間断食し，そし 

て今この子に祝福を与えていただくために連れて来ました。あなたに祝福して 

いただきたくてここまで来たのです。』 

『一体どうしたのですか』とわたしは聞きました。 

二人によると，この男の子は生まれつき三重苦でそのうえ筋肉の釣り合いが 

取れないため5歳になっても這うこともできないということであった。わたしは 

このとき，自分自身にこう言い聞かせたのを覚えている。『このたぐいは，祈と 

断食とによらなければ，追い出すことはできない。』わたしはこの夫婦の断食と 

祈りに対して確かな信仰を持つことができた。わたしはこの子供に祝福を与え， 

1週間後に1通の手紙を受け取った。『力ウリ一兄弟，今あなたにわたしの子供を 

見ていただけたらと思います。今，這い回っています。わたしたちがボールを 

投げますと四つんばいになってその後を追いかけるのです。この子は見ること 

ができるのです。またわたしたちがこの子の頭の上で手をたたくとこの子はび 

くっとします。耳が聞こえるのです。』医学は何らなすすべを知らなかったが， 

神はその代わりを果たしたもうた。」（マシュー•カウリー“Miracles" Speeches 

of the Year, BYU「奇跡」『BYU年度講話』1953年，p.8) 

多くの宣教師は同僚とともに断食し祈ることによって祝福を受けてきた。エ 

ズラ•タフト•ベンソン長老は，宣教師のときに同僚とともに行った祈りと断 

食について話している。 

「わたしは自分自身の経験から祈りの効力というものを知っている。1922年， 

わたしは宣教師として北部イングランドで伝道に従事していたが，当時この教 

会に対する反対は非常に激しかった。そして妨害が激しさを増し，きわめて険 

悪な状態になったため，伝道部長はわたしたちに一切の街頭集会をやめ，場合 

によってはちらし配りもやめるように指示した。 

同僚とわたしはサウスシールズに行って，そこの聖餐会で話をするように招 

かれていた。手紙には次のように書かれていた。『小さな礼拝堂ではありますが， 

わたしたちはこの礼拝堂をいっぱレ、にできると確信しております。この会堂に 

集う人々の多くは，わたしたちについての虚偽の印刷物を信じていません。あ 
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なたがたがおいでくださるならば，きっとすばらしい集会になると思います。』 

わたしたちはその招待に応じることにした。 

同僚とわたしは断食し，心からの祈りをささげて集会に出かけた。わたしの 

同僚は福音の第一の原則について話す予定であった。一方，わたしは背教につ 

いて話すため十分に勉強し備えた。集会はすばらしい雰囲気に包まれていた。 

まず同僚が話し，御霊に満ちたメッセージを述べた。次いでわたしはかつてな 

いほど，思いのままのびのびと話した。わたしは話し終えて席に着くと，背教 

についての話をしなかったことに気づいた。わたしは，預言者ジョセフ•スミ 

スについて話し，彼の聖なる使命と『モルモン書』が真実であることを証したの 

であった。集会が終わると，数人の人々がわたしたちのところにやって来て（そ 

の中の何人かは教会員ではなかった）こう言った。『今夜わたしたちはお二人が 

教えておられるときに，福音が真実であるという証を受けました。パプテスマ 

を受ける準備ができました。』 

この言葉は，わたしたちの断食と祈りに対する答えであった。なぜなら，わ 

たしたちは友人や求道者の心に触れることだけを話せるように祈っていたから 

である。」（「祈り」『聖徒の道』1977年10月号，pp.461 -462) 

まとめ 

このほかにも，主の業を遂行するために断食と祈りが助けを与えてくれる機 

会は数多くある。例えば，ホームティーチングの担当家族のために，また定員 

会の会員やその家族のために定員会で断食と祈りを行うこともできる。 

断食と祈りを通して肉体的にも祝福され，信仰と霊的な力を増し加えていく 

のである。そのような力が，責任を立派に果たし，自分自身やほかの人々を強 

めるためには不可欠である。 

チヤレンジ 

1.自分や家族の生活の中で断食と祈りが必要な事柄がないかを考える。 

2.定員会の会員が必要としていることについて考える。 

3.これらの中から一つの目的を選び，そのために断食と祈りを行う。 

参照聖句 

—祈り一 

マタイ6 ： 5-15 (救い主はいかに祈るかを教えられた） 

ルカ18:1-14 (続けて祈らなければならない） 

2ニ一ファイ32: 8 - 9 (主の業を行う前に祈る） 

アルマ34:17-28 (すべての行いについて祈る） 
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第25課 

モロナイ10: 3 - 5 (祈りを通してすべてのことの真理を知る） 

教義と聖約19: 28 (ひそかにも公にも祈る） 

教義と聖約88:119 (断食と祈りの家を建てる） 

—断食一 

出エジプ ト34 ： 27-28 (モーセは神から啓示を受ける前に断食をした） 

ルカ2 ： 36-37 (アンナは断食と祈りをもって神に仕えた） 

使徒13: 2 - 3 (断食によって聖霊の導きを受ける） 

モーサヤ27: 23 (断食と祈りがアルマの回復を助けた） 

アルマ6 ： 6 (ニーフアイ人は神を知らない人々のために断食し祈った） 

アルマ17: 9 (宣教師は御霊を求めて断食し祈った） 

アルマ45:1(断食と祈りは神に感謝をささげる一つの方法である） 

教師の準備 

レッスンの前に以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第8章「天父への祈り」を読む。一人の生徒にこの章の内容をまとめて3分間 

で発表する割り当てを与える。 

2.同じく第25章「断食」を読む。この章の内容をまとめて3分間で発表する割り当てを与える。 
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敬 虔 
第32課 

目的家族に敬虔を教え，またわたしたち自身が敬虔な態度をはぐくんでいく 

にはどうしたらよいかを学ぶ。 

導入 

写真ページ32-a「礼拝堂における敬虔な態度は神への愛と敬いとを表す」を見る。 

黒板に「あなたがたはわたしの安息日を守り，わたしの聖所を敬わなければならない。わた 

しは主である」（レビ19: 30)と書く。 

以下は，1976年に『敬虔な民』Should Be a Reverent People)と題して出版さ 

れたスペンサー•W•キンボール大管長の手になるものである。 

わたしたちは実に祝福された民である。主はわたしたちに，イエス•キリス 

トの福音，神権の力，パプテスマの約束，神殿の聖約，聖文の真理，家族，こ 

の世の所有物など，すべてのものを与えられた。したがってわたしたちは地上 

で も幸せな民と言える。また も敬虔な民でもあるはずである。しかし，こ 

のように求められているにもかかわらず，わたしたちの多くは時として，この 

敬虔さという点で問題を持っている。そこで時々自らを省みる必要がある。家 

庭や教会における態度は，造り主に対する敬虔さを示すものであろうか。 

敬虔とは 

敬虔とは，神に対する深い畏敬と愛，献身を表している。敬虔が人の も高 

い特質の一つであると，多くの教会指導者が述べてきた。なぜなら，敬虔とい 

うことの中には神に対するまことの信仰，高い教養，生活の中のより繊細なも 

のを愛する心などが含まれるからである。 

福音のほかの原則と同様，敬虔さは喜びを増し加え，日曜日のための取って 

付けたようなもったいぶった様子でもその場限りの行いでもなく，毎日福音に 

従って生活する中から生まれるのである。まことの敬虔は幸福感，愛，他を敬 

う心，そして感謝の念などを大きく育てる。人生の歩みの中で身に付けなけれ 

ばならない徳である。 

神に対する敬虔 

近代の啓示を通して，主はわたしたちが敬虔の意味と大切さを理解できるよ 
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うに助けを与えられた。例えば教義と聖約第76章では，ジョセフ•スミスとシ 

ドニー*リグドンが，敬虔は日の栄えの王国に入るために欠くべからざる特質 

であると述べている。 

「またこのように，わたしたちは日の栄えの世界の栄光を見たが，それはあ 

らゆる点で勝っている。ここにおいて，神すなわち御父は，とこしえにいつま 

でもその御座に着いて治めておられる。 

その御座の前に，すべてのものが恭しく身をかがめ，とこしえにいつまでも 

神に栄光を帰するのである。 

神の前に住む者は長子の教会である。彼らは神の完全と神の恵みを受けたの 

で，彼らが見られているように見，彼らが知られているように知る。 

また，神は力において，威勢において，支配において，彼らを等しい者とさ 

れる。」（教義と聖約76 ： 92-95) 

ほかの近代の啓示では，神の名に対しても敬虔さを示すように言われている。 

すなわち御父と御子の名を汚したり，あまり頻繁に繰り返したりしてはならな 

いと言われたのである（教義と聖約107 ： 2-4参照)。このことは十戒の中でも言 

われている。「あなたは，あなたの神，主の名を，みだりに唱えてはならない。 

主は，み名をみだりに唱えるものを，罰しないでは置かないであろう。」（出エジ 

ブト20 ： 7) 

神とその名に対する畏敬の念は，敬虔の中に含まれる も大切な特質の一つ 

である。また，主の聖なる宮に対する敬虔さもその一つである。主はジョセフ• 

スミスに与えられたカートランド神殿奉献の祈りとして知られる重要な啓示の 

中で，聖徒たちによって建てられたほかのすべての神殿もそうであるが，カー 

トランド神殿は主の目から見て敬虔な場所でなければならないと言われた（教 

義と聖約109 ：16-21参照)。 

教会の聖なる神殿について言われたこれらのことは，聖徒が礼拝に使用する 

所，ひいては末日聖徒の家庭も含めて，あらゆる「主の家」にもそのまま当ては 

まるのである。 

敬虔さと家庭 

では，敬虔の念はどのようなところに芽生え，どのようにして養われていく 

のであろうか。ほかのすべての神聖な徳がそうであるように，敬虔さについて 

もその鍵は家庭にあると言える。子供は個人の祈りや家族の祈りを通しで天の 

御父と語るときには頭を垂れ，腕を組み，目を閉じることを学ぶのである。家 

庭で祈ることを覚えた子供は，教会の集会のときも，祈りの間はじっと静かに 

していなければならないことをすぐに理解するであろう。 
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同様に，家庭の夕べの機会を通して，子供たちは教会だけでなく家庭でも， 

できるだけ行儀よくしなければならない特別な時間があることを理解するよう 

になる。 

音楽を通して子供に敬虔さを教えることもできる。音楽は子供たちにとって 

特に楽しいものである。家庭で賛美歌を歌えば，子供もそれになじみ，教会の 

集会でも歌うようになる。特に幼い子供には，両親が家庭で簡単な賛美歌を教 

えるとよい。そうすれば，子供たちは進んで歌うようになる。 

教会での敬虔さ 

言うまでもなく，両親は子供と一緒に日曜日の集会に出席する。妻と協力し 

て，教会に行く準備の時間を楽しいひとときにするよう心がけなければならな 

い。慌てて子供たちを集め，服を着せ，集会に滑り込むようであっては，敬虔 

でいることなどとてもできることではない。慌てて準備をすると，往々にして 

遅刻をしたり，声を荒立てて気分を害したりすることになり，子供たちも集会 

中騒いだり落ち着かなくなる。十分余裕を見て集会のための準備をし，集会が 

始まる前に教会に着き，家族そろって着席して前奏を聴き，救い主と福音につ 

いて考える時間を持つようにするなら，よりいっそう敬虔になれる。 

幼い子供のいる両親は，集会の間中子供を静かにさせておくのが大変な場合 

もある。しかし，家庭で適切な訓練を行えば，多くの場合この問題を解決でき 

るであろう。教会で子供を扱う方法について困惑している人は，子供を静かに 

させている会員に助言を求めるとよい。 

集会の前後に，教会員が礼拝堂に群がり，あいさつを交わしていることがよ 

くある。たとえ，安息日にしか会えない人にフレンドシップをするという気持 

ちから出たものであるにせよ，これは礼拝堂の雰囲気を落ち着かないものにし 

てしまうことがある。しかし，両親は集会の前後に玄関先や礼拝堂の外であい 

さつを済ませ，家族に模範を示すべきである。集会後，両親は子供たちと集会 

で話されたことや音楽，あるいは集会の良かった点などについて話し合い，集 

会のときに味わった御霊を家庭に持ち込むようにする。 

敬虔さを高めるため 

子供が教会の集会を楽しみ，さらに敬虔さを身に付けるようにするにはどうすればよいだろ 

うか。生徒の意見を聞いてから次の提案を読ませる。 

両親は，以下のことを行い，子供が楽しく教会の集会に出席できるようにす 

•良い模範を示す。 
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•楽しく，ゆっくりと教会に行く準備をする。 

•集会の開会時間の5分から10分前に教会に着くようにする。 

•家族そろって着席する。 

•集会の後，その集会での話や音楽，良かった点について語り合う。 

幼い子供に敬虔さについて教えるにはどうすればよいだろうか。生徒の意見を聞いてから次 

の提案を読ませる。 

幼い子供を持つ両親は以下のことを行う。 

•子供に，今何が行われているのかを理解させる。幼い子供は，塗り絵や学習 

帳などがあれば，静かにしていられるものである。しかし，できるだけ集会 

について子供に理解させることが大切である。ワ一ドのビジネスや話につい 

て，耳もとで少し説明を加えると，今何が行われているのかを子供に伝える 

ことができる。例えば，父親は「今話しているのは憲ー君のお父さんだよ。 

開拓者についてお話ししているよ」などとささやくとよい。 

*歌を強調する。歌うことは，集会の中で子供が も楽しめるものである。家 

庭で簡単な賛美歌を歌ったり，子供に教えたりすることによって，子供の興 

味を呼び起こすようにする。ワード音楽指揮者は今後の集会で歌われる賛美 

歌のリストを配付するのもよい。 

•家庭や初等協会，日曜学校で学んだ礼儀作法を強調する。祈りのときは腕を 

組み，頭を下げること，また聖餐式の間は静かに座っていることを，子供に 

思い出させる。集会中に通路で遊んだり，礼拝堂の外に出たり入ったりする 

ことは無作法であることを，子供に理解させる。 

•模範を示す。両親gら話によく耳を傾け必要なときにのみ小声で話し，子供 

には自分のまねをするように言う。 

•子供が集会に臨む準備ができているかどうかを確かめる。手洗いや水を飲む 

ことなどは，集会が始まる前に済ませる。 

自分が出席するクラスの敬虔な雰囲気を高めるためにできることは何か。 

まとめ 

ほんとうに敬虔さがはぐくまれるのは，各地域の指導者と家族が一体となっ 

て，障害となっている問題を克服したときである。教会本部からの励ましや提 

案は問題を解決する方法を知る手がかりになるが，実際にそれを進めるのは各 

地域の教会ユニツトと家庭である。 

天の御父に近づくためにはまことの敬虔さが必要である。しかし，悪の力が 
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全地を覆うにつれ，敬虔さは失われつつある。キリストのまことの教会の会員 

が模範となって敬虔な行いをするならば，自分自身でも計り知ることのできな 

い善を成し遂げることができる。模範を通して多くの人々の生活，特に自分の 

家族の生活を変えることができる。 

チヤレンジ 

1.教会でもっと敬虔になるためにどのようなことができるかを家族で話し合う。 

2.提案の一つを次の日曜日に実行する。 

3.幼い子供がいるならば，教会と家庭における敬虔さを教えるために計画を立 

てる。 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.各自の聖典を持參するように生徒を促す。 

2.黒板とチョークを用意する。 
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愛と奉仕 

目的人々への愛と奉仕は神権の召しを果たすに当たって重要なものであるこ 

とを理解する。 

導入 

写真ページ33-a「キリストは偉大な愛の模範であられる」を見る。 

キリストはすべての人を愛しておられる。そしてその愛する能力は完全であ 

る。その愛の完全さゆえに，聖典には主は愛であると記されている（1ヨハネ4 ： 

7-12参照)。キリストの愛は，人類のために成し遂げられた奉仕の業に もよ 

く表れている。 

神権者はキリストのようになる責任がある。しかし，そのためには，主が愛 

されたように愛し，主が仕えられたように仕えなければならない。H•バーク• 

ピーターソン監督は次のように教えている。「世界や周りの社会でサタンが人 

の子らに狂暴な攻撃を仕掛けている現在，わたしたちの武器としては純粋無私 

のキリストのような愛に勝る武器はない。」（「毎日の愛」『聖徒の道』1977年10 

月号，p.503) 

愛しなさい 

ある日キリストが教えておられる，一人の律法学者が質問した。「すべてのい 

ましめの中で，どれが第一のものですか。」イエスは答えられた。「第一のいま 

しめはこれである，『 I：、をつくし，精神をつくし，思いをつくし，力をつく 

して，主なるあなたの神を愛せよ。』第二はこれである，『自分を愛するように 

あなたの隣り人を愛せよ。』これより大事ないましめは，ほかにない。」（マルコ 

12 ： 28 - 31参照) 

この二つの戒めがほかの戒めより大事なのはなぜか。（愛があれば，神や人を喜ばすためにで 

きる限りのことを行う。したがって，ほかのすべての戒めをも守るのである。） 

救い主は愛を教えるために生涯の大部分を費やされた。時として主の福音は 

「愛の福音」と呼ばれる。主は互いに愛し合わなければキリストの弟子ではない 
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と教えておられる（ヨハネ13: 35參照)。また，敵さえも愛するように教えてお 

られる（マタイ5 ： 43-44参照)。十字架にかかるわずか2，3時間前に，イエスは 

このように言われた。「わたしは，新しいいましめをあなたがたに与える， 

互に愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように，あなたがたも互に 

愛し合いなさい。」（ヨハネ13: 34) 

N•エルドン•タナー副管長は，この戒めの大切さを次のように強調してい 

る。「わたしたちが幸福になるために必要な唯一のスローガンは……『互に愛し 

合いなさい』，この簡潔な言葉である。」（“The Great Commandment” Improvement 

Era「偉大な戒め」『インプル一ブメント•エラ』1967年6月号，p.29) 

慈愛：キリス卜の純粋な愛 

モロナイ7 ： 45-47を読ませる。慈愛とは何か。 

マーク• E •ピーターセン長老は，慈愛とは「わたしたちが神と隣人を愛す 

るように導く，キリストの純粋な愛である」と述べている（「そのとおり他人にせ 

よ」『聖徒の道』1977年10月号，P.510)。マリオン• D •ハンクス長老は，愛を表 

しはぐくむことを娘に教えたある父親について話をした。 

「重度の先天性身体障害を持った立派な婦人のことが思い出される。……〔彼 

女は〕子供のころの一つの出来事について語った。遊び友達から……冷やかされ 

た彼女は，傷つき，泣きながら家に帰った。すると父親が大きなたくましい腕 

で彼女をひざに抱き上げ一緒に涙を流しながら，『〔この経験が〕おまえの人生を 

充実した幸せな人生にするのだよ』と話して聞かせたという。父親はこう言った。 

……『おまえは背中にこぶがあるし，ほかにも重い障害がある。でも，それはお 

まえのせいではないんだよ。父さん，母さんのせいでもないし，天のお父様の 

せいでもない。……みんなの言ったことはほんとうだが，それは公正でないし， 

思いやりのないことだね。でもそれと反対に，おまえ自身が一生の間，ほかの 

だれよりもずっと公正に思いやり深くいろんな人に接するように努力したら， 

きっと幸せになれる。おまえの人生はきっと充実した，価値のあるものになる 

よ。』」（「大いなる喜び」『聖徒の道』1977年2月号,p.65) 

この話は，慈愛を深めるためにはどのようなことをしたらよいと教えているか。一人の生徒 

に1コリント13 ：1を読ませる。 

セオドア• M •バートン長老は次のように述べている。「慈愛とは……崇高な 

愛で，人はそのゆえに自らをほかの人々のために喜んでささげる。……『愛し 

ています』と言うのはたやすい。しかし，愛は言葉だけでなく，行動で証明さ 
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れるものである。行いに表れない愛は，やかましい鐘や騒がしい鐃鉢にすぎず， 

人に慰めを与えることはない。」（"If I Have Not Love—” The Instructor「もし愛 

がなければ」『インストラクター』1970年6月号，p.201) 

深い慈愛を抱く人々は，幸福で有意義な生活を送ることができる。慈愛をは 

ぐくむことを怠る人は，「精練する者たちが（価値のないものとして）捨てて， 

人が足で踏みつけるかすのようなものである。」（アルマ34 ： 29) 

キリス卜のように仕える 

写真ページ33-a「キリストは偉大な愛の模範である」を見る。 

わたしたちが天の御父とその子供たちに抱いている愛は，隣人への奉仕に現 

れる。ハロルド• B •リ一大管長はある晚，「まさに示現と思われるもの」を受 

け，その中で次のように告げられた。「神を愛したいと願うなら，人に愛を示し， 

仕えるようにならなければならない。それが神への愛を示す方法である。」 

{Stand Ye In Holy places『聖なる場所に立ちなさい』p.189) 

「キリストのように」仕えるとは，援助を必要とする人に真心からの，そして 

多くの場合，報酬を受けずに奉仕することを意味する。頼まれないこと，ある 

いはたくさんの犠牲を要する嫌なことかもしれない。それをするのが困難に思 

えるときに求められるかもしれない。しかし，仕える方法は問題でない。ただ 

天の御父の子供たちを愛するがゆえに奉仕するのである。 

なぜ奉仕すべきなのだろうか。だれに仕えるのだろうか。 

力の及ぶかぎり，助けを必要としているすべての人に奉仕しなければならな 

い。トーマス• S •モンソン長老は，だれよりも必死に助けを求める人がいる 

ことを思い起こさせている。「病む人，疲れた人，飢えた人，裸の人，傷ついた 

人，孤独な人，老いた人，さまよう人，みんなわたしたちの助けを求めている。」 

(「あなたが歩むエリコへの道」『聖徒の道』1977年10月号，p.505)次の話は， 

奉仕することの大切さを知った少年の物語である。 

割り当てておいた生徒に次の物語を話させる。 

監督は聖餐会の後でスティーブを監督室に呼んだ。スティーブは「いよいよ来 

たな」と思った。「ぼくは教師定員会の新しい会長に召されるに違いない。ワー 

ドのすべての会員がぼくに握手を求めて祝福してくれる。お母さんも誇りに思 

ってくれるだろうな。」 
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「スティーブ，君にしてもらいたい責任があります」と監督は言った。「それ 

は『良い隣人』になる特別な責任です。わたしたちはハスティ一•マクファーラ 

ンドにっいて心配しています。彼には友達になってくれる人が必要です。彼は 

教会員ではありませんが，神の愛はすべての人に向けられています。そしてわ 

たしたちにはその愛を行う特権があるのです。」 

スティーブはそれを聞いてびっくりした。彼は2週間前にその老人をからかっ 

たことを思い浮かべた。友達と一緒に調子のよい節に合わせて歌い，ありもし 

ないことを大きな声ではやしたてたのである。当てが外れ，罪の意識に襲われ 

た彼の耳に監督の声が聞こえた。「1週間に2，3回彼の家を訪問してほしいので 

すが。もし，この責任を果たすのが難しければ，遠慮なくそう言ってください。」 

スティーブはため息をっくと，やりますと言った。監督はこの責任にっいて 

さらに指示を与えた。「薪を切って，食事や毛布など彼が助けてほしいと望むこ 

とは何でもし，友達になってください。君のお父さんはこの責任にっいて知っ 

ているし，君を助けると言っていました。天の御父も君を助けてくださること 

でしよう。」 

15歳のスティーブは，フットボールや猢，魚釣り，友達と遊ぶことなどもっ 

とやりたいことを考えることもできた。しかし，その責任を受け入れたのであ 

ハスティ一は町外れの丸太小屋に独りで住んでおり，年に1度，保安官の支払 

いでホテルの風呂に入っていた。黒い眼帯を着け，頭にははれものがあった。 

ほとんどの子供たちがそうであったが，一部の大人でさえも，彼にっいて思い 

やりのない言葉を口にするのが常であった。 

ハスティ一の小屋を訪れたスティーブは非常におびえていた。戸をたたいた 

が何の返事もない。老人の名を呼ぶと，彼は意を決して戸を開いた。小屋の中 

は寒くてうす暗かった。ハスティ一は，しみとかびだらけの毛布にくるまって 

べッドに座っていた。 

「ハスティ一さん，何かお手伝いできることがありますか。」スティ一ブはだし 

ぬけに言った。それから，自分の名前と教会の監督から遣わされたことを話し 

た。老人は床を見詰めたままで何も言わなかった。スティーブは薪を切るため 

に外に出た。おのを振り下ろす度に，なぜ自分はこんな所にいるのかという疑 

問がわいてきた。しかし，心の中で声がした。「つぶやいてはいけない。この老 

人は寒がっているし，助けを必要としているんだ」と。 

スティーブは火をおこすと，ハスティ一と話そうとした。しかし，何の反応 

も示さなかったので，聞く気がないんだと思った。そこで，スティーブは暖か 

く清潔な毛布を持って明日来ることを告げると小屋を後にした。その翌日，約 
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束どおりに新しい毛布を持って訪問した。それから4週間，1日おきにハスティ 

一の小屋を訪れた。しまいには老人も話をするようになった。ある曰，このよ 

うに言った。「なぜ，おまえさんはここに来るんだ。おまえさんぐらいの年の子 

供は，わしのように病気で嫌われ者の老人を見舞うよりも，もっとすることが 

あるだろうに。」そして彼はほほえんだ。 

スティーブは，感謝祭の日に老人を夕食に招待したが，姿を見せなかった。 

そこで，スティーブの家族は彼のところへ夕食を運んだ。お礼を言おうとする 

ハスティ一の目には涙があふれていた。 

やがて，ハスティ一の羊飼いとしての生活について知った。彼の妻と子供た 

ちは悪性の熱病にかかって死に，彼もある病気で片目を失ったのであった。ど 

うしたものか，もはやこの年老いた世捨て人が醜く見えることはなかった。ス 

ティーブは学校が終わると，大急ぎでハスティ一の小屋へ手伝いに行き，彼の 

話を聞いた。 

クリスマスが来ると，もう一度ハスティ一を夕食に招待した。今度はやって 

来た。スーツを着て，清潔で立派な姿である。夕食後に老人はスティーブと家 

族に感謝を述べた。そして，それまではめちゃくちゃな生活をしていたが，ス 

ティ一ブたちの愛によって，自分は今新しい人間に変わりつつあると話してく 

れた。 

スティーブはハスティ一を見た。とても幸せそうだった。スティーブは心の 

中が次第に温かくなるのを感じていた。（"Hasty"「ハスティ一」『ニユ 

一エラ』1974年11月号，pp.48-49参照） 

ハスティ一への奉仕は，キリストが行われたような奉仕だろうか。この若人は奉仕すること 

によりどのような祝福を受けただろうか。 も祝福を受けたのはだれか。 

パプテスマを受けたときに，「互いに重荷を負い合〔い〕……，悲しむ者とと 

もに悲しみ，慰めの要る者を慰めること」（モーサヤ18 ： 8-9)を主と約束した。 

わたしたちには，助けを必要としている人々を見いだす責任がある。そして， 

命令や強要によらず，愛と親切のうちに援助する責任がある（教義と聖約58: 

26-29参照)。 

まとめ 

H •バーク.ピーターソン監督は次のように述べている。「ある国の少数の人 

や，また別の国の一握りの人，この家族，あの家族ではなく，あらゆる地に住 

む神の子らのすべてに対して，救い主は命じておられる。今，愛を表現しなさ 

い。今，愛を示しなさい。」（『聖徒の道』1977年10月号，p.503) 
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このような愛は，奉仕を受ける人ばかりでなく，奉仕する人にも利益をもた 

らす。スペンサー• W*キンボール大管長は，次のように語っている。「仕える 

方法を学ぶには，実際に仕えることである。同胞のために働くならば，彼らを 

助けるばかりでなく，自分自身の問題を新しい観点から眺めることもでき…… 

自分のことで思い煩う時間が少なくなる。……わたしたちは人々に仕えるとき 

に，さらに意義ある存在になるのである。」（「小さな奉仕の業」『聖徒の道』1976 

年12月号，p.541) 

「わたしたちは前にも増して，自分の家庭を，隣人に愛を示し，社会的な義務 

を果たし，一致と誠実を尽くし，隣人がそれを実際上見聞きできるようにする 

という大きな責任がある。……教会員であり神権者であるわたしたちは神の助 

けを受けて……愛と，……慈愛，……奉仕を輝かせるのである。」（デビッド. 

0 •マッケイ"Radiation of the Individual"「光を放つ」『インストラクター』1964 

年10月号，p.374) 

けんそん 

1.キリストが愛されたように愛する能力を求め，謙遜に真心から祈る。 

2.家族一人一人に親切な行いをして愛を表す。 

3.困っている人に親切にして愛を表す。 

4.神権定員会で，ある人のために奉仕活動を計画する際に援助する。 

参照聖句 

マタイ25 ： 31-46 (同胞に仕えることにより神に仕える） 

1コリント13章（愛は も偉大な特質である） 

モロナイ7: 45-48 (慈愛とはキリストの純粋な愛であり，神の賜物である） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第28章「奉仕」，第30章「慈愛」を読む。 

2.レッスンの中で引用文や聖句を読む割り当てを生徒に与える。 
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道徳的な清さ 

目的道徳的に清くあることの大切さを理解する。 

導入 

今日の世の中には，道徳に関して様々な標準が存在する。これらの標準は， 

時と環境の変化につれてしばしば変わる。それとは対照的に，神の標準は決し 

て変わることがない。神は昨日も今日も，永遠にわたって同じ存在であられる 

からである。神が常に求められる標準の一つは，道徳的に清く生活することで 

め^) o 

聖典には「清くない者は神とともに住むことができない」（1ニーファイ10: 

21)と記されている。使徒パウロは次のように述べている。「あなたがたは神の 

宮であって，神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。もし人 

が，神の宮を破壊するなら，神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら，神の宮 

は聖なるものであり，そして，あなたがたはその宫なのだからである。」（1コリ 

ント3 ：16-17)わたしたちの肉体は神聖なものである。主は神聖な目的のため 

にわたしたちに肉体を授けられ，主の御霊を受けるにふさわしく清い状態を保 

つように望んでおられる。 

肉体は神聖である 

神権者にとって自身を道徳的に清く保つことは重要である。なぜなら， も 

大切な祝福は道徳的な清さに関連しているからである。ボイド* K •パッカー 

長老は次のように語っている。「神が持っておられる多くの力のうち，非常に尊 

いものに，生命を与える力と取り去る力がある。神はわたしたちに生命を取り 

去る力を許してはおられないが，この世に子供たちをもたらすことを許され， 

生命を創造する力を与えてくださった。これは神聖な力なので，神はすべての 

神の子供たちにこれを正しく使い，結婚するまで用いないように命じられた。 

また，この偉大な力に潜む欲望を正しく抑え，神が定められた範囲内で用い， 

利己的な満足や快楽のために使ってはならないと言われた。……この世で〔わた 

したちに〕もたらされる幸福の多くは，この創造の力をどのように用いるかにか 

かっているのである。 

この創造の力は強い欲求と衝動を伴っている。人々に家庭と家族を築く責任 

を受け入れさせるために強いのである。けれども，これらの欲求が強いので， 
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時としてこの創造の力を誤って用いるよう誘惑されることがある。この力が誤 

って用いられると家族は崩壊し幸福は失われる。このため，〔わたしたちは妻〕 

以外のだれともこの力を用いてはならない。……創造の力と同じように，〔わた 

したちの〕肉体も神聖なものである。したがって，〔わたしたちの〕肉体を自分で 

も他人からでも，実験やそのほか不自然な方法で扱ってはならない。この力を 

正しく用いる場所は結婚のきずな以外にはない。」（"Why Stay Morally Clean?" 

The New Era「なぜ清くあるべきか」『ニュー•エラ』1972年7月号，pp.4 — 6) 

モロナイは，徳が「あらゆるものに勝って も大切で貴いもの」（モロナイ9 ： 

9)であると語っている。わたしたちは自らを道徳的に清く保たなければならな 

い。そうすれば義にかなった家庭を築き，仲むつまじく安らかな生活を送るこ 

とができるのである。 

清さに関する神の律法 

人間が自分の好みに合わせて性的な罪に閨する律法や戒めを変えようとして 

も，神は決してそれらを変えることはなさらない。純潔の律法とは，配偶者以 

外のだれとも肉体的な関係を持ってはならないことである。主はこのように命 

じられた。「あなたは姦淫してはならない。」（出エジプト20 ：14)しかし，純潔 

の律法は姦淫だけに限定されず，この神聖な力を不正に用いるすべての行為に 

適用されるのである。 

この力を誤って用いるのはどのような場合だろうか。（答えを黒板に書く。） 

神聖な力の不正な行使 

•姦淫と私通（同棲も含む） 

•同性愛 

•堕胎 

•自慰行為 

道徳的な清さには慎み深い服装と清い思いも含まれる。聖文によれば心の思 

いが行いに現れる（箴言23 ： 7参照)。したがって，g分g身を道徳的に清く保つ 

には，思いを高潔にしなければならない。思いが生活に現れる一つの例は服装 

である。慎み深い服装はその人が肉体を神聖なものと見なしていることを示し 

ている。 

割り当てておいた生徒に，キンボール大管長による次の話を読ませる。 

「旅と同じように,罪は初めの一歩から始まる。わたしたちの知恵と経験から, 

罪をいっそう大きくする形態が整ったときよりも 初の誘惑に抵抗する方がは 

246 



第24課 

るかにたやすいことを知っている。ひばりの話を例にとってこれを説明しよう。 

ひばりが安全な高い木の枝に止まっていると，何やら得体の知れない小さな箱 

を持った旅人が森の中をやって来るのが見えた。びはりは飛び立って旅人の肩 

に止まった。『その小さい黒い箱には一体何が入っているのですか』とひばりは 

尋ねた。 

『ミミズだよ』と旅人は答えた。 

『売り物ですか。』 

『そうだよ。しかもとっても安いんだよ。ミミズ1匹につき羽根1本だ。』ひばり 

はちょっと考えた。『ぼくの羽根は百万本はあるだろう。1本ぐらい抜いたから 

ってどうってことはない。働かずにうまい食べ物にありつけるわけだ。』それで 

ひばりは1匹だけ買うと言った。注意深く翼の下を探して小さい羽根を1本見つ 

けた。羽根を抜くとき少しためらったが，大きくておいしそうなミミズが痛み 

をすぐ忘れさせてくれた。また高い木の上に戻ってひばりは前のように美しい 

声で歌い始めた。 

次の日，ひばりはまた同じ男に会いミミズ1匹と羽根1本を交換した。何の努 

力もしないでおいしい食事にありつけるなんて。 

それからは来る日も来る日もひばりは羽根を1本ずつ抜いていった。そして羽 

根を抜くことにだんだん苦痛を感じなくなっていった。当初はひばりはたくさ 

んの羽根を持っていた。しかし日がたつにつれてだんだん飛ぶのが難しくなっ 

てきた。ついに，大きな羽根を1本抜いたら木の上まで飛んで行けなくなってし 

まった。空に向かって少し飛び上がるだけであった。事実，1メー トルぐらいバ 

夕バタしただけであった。そしてけんか好きでロうるさいすずめたちと競争し 

てえさを探さなければならないことになってしまったのである。 

ミミズを持った男はもう来なくなった。ひばりに交換する羽根がないからで 

ある。ひばりは自分の惨めな状態を恥じてもう歌わなくなってしまった。 

これはくだらない習慣がどのようにわたしたちの身に付いていくかを示して 

いる。 初は痛みを感じるが，だんだん平気になり，ついにはわたしたちは歌 

や高く飛ぶことができた能力をすべて失っている自分に気がつくのである。こ 

れはまたいかにして自由が失われていくかを示している。いかにして罪に陥っ 

ていくかを示している。」（『赦しの奇跡』pp.224 - 225) 

思いを制し，慎み深い服装をし，天の御父の戒めに聞き従うならば，くだら 

ない習慣を身に付けて純潔を失うことから自分自身を守ることができる。 

アルマは姦淫を犯した息子に次のように語った。「わが子よ，あなたはこのこ 

とが主の目から見て忌まわしい行いであること，まことに，罪のない者の血を 

流すことや聖霊を否定することを除いて，どのような罪よりも非常に忌まわし 
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い行為であることを知らないのか。」（アルマ39 ： 5) 

わたしたちは不道徳な行為のゆゆしさを十分に理解する必要がある。自ら清 

い生活を送るだけでなく，ほかの人々，特に子供たちにも純潔について教え， 

励まさなければならない。 

子供に慎み深い服装や道徳的に清い生活をするように促すには，どうすればよいだろうか。 

道徳的清さと神権の力 

純潔の律法を犯した人は，心からその罪を悔い改めないかぎり平安を得るこ 

とはできない。『モルモン書』には，聖霊は清くない幕屋にとどまられることは 

ないと記されている（ヒラマン4 ： 24參照)。聖霊の力を失うならば，わたしたち 

に授けられた神権の権能を行使できない。主は「また，すべてのことがわたしの 

前に清く行われるようにしなさい」（教義と聖約42: 41)と言われた。道徳的に 

清ければ，聖霊はわたしたちを通して働かれ，神権の権能を正しく行使できる 

ように助けてくださるのである。このように，神権は罪に対する堅固な防備に 

なる。神権を義にかなって行使する人は，ほかの人々に効果的に仕えるだけで 

なく，誘惑を退ける力も得るのである。A•セオドア•夕トル長老は次のように 

記している。 

「愚かな青年が伝道に出るための面接を受けた。彼は幾つかの率直な質問をさ 

れたが，うそをついた。……やがて彼は伝道に出て福音を教えようとした。も 

ちろん，それが 後のテストであり，彼はこのテストに失敗した。宣教師は主 

の御霊なしに伝道活動を行うことはできないことが分かったのである。……そ 

こで，この宣教師は悔い改めて……主の御霊を受けられるように，面接のとき 

にうそをついたことを告白した。」("Men With a Message"『メッセージを携えた 

人』BYUにおけるセミナリー，インスティテュート部会での説教，1958年，p.2) 

スペンサー•W•キンボール大管長は，この話の宣教師に役立つ勧告を与え 

ている。「皆さんの交際は広く浅くという状態にとどめ一対一の交際は少なくと 

も16歳まで待つべきである。また，たとえその年齢に達したとしても相手の選 

択は真剣に行わなければならない。また，男性は19歳になると伝道に出るので, 

親しく交際するのはもうあと数年にわたって控えるべきである。」（「結婚と人 

生」『聖徒の道』1976年7月号，p.282) 

さらにキンボール大管長は次のように述べている。「若い人たちの間で も一 

般的に見られる性的な罪は，ネッキングとペッティングである。このような不 

健全な関係はこれだけにとどまらず，時には私通，……堕胎へと進む。これら 

はいずれも邪悪な罪である。しかし，これら一連のことを考えなくとも，それ 

ぞれが恐ろしい罪であって，若い人々は，いったん足を踏み入れてしまうと， 
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ずるずると流されてしまうことが住々にしてある。」（『赦しの奇跡』p.71) 

キンボール大管長の勧告は若い宣教師にとって，どのように役立つだろうか。 

自分自身を道徳的に清く徳高い状態に保つならば，主は霊的な力を祝福して 

くださる。しかし，時には過ちを犯すこともある。その場合は，支部長か監督, 

あるいは伝道部長に話すべきである。赦しを得られるように勧告と援助を与え 

てくれるであろう。 

主はわたしたちが道徳的に清くあるように助けるとともに，わたしたちの告 

白する罪を赦すことを望んでおられる。わたしたちの弱さを御存じの主は，誘 

惑に耐える道を備えてくださる（1コリント10 ：13参照)。さらに，わたしたち 

を導き，主の標準に従って生活する方法を教える預言者も与えてくださったの 

である。 

主の前に道徳的に清くなるために必要なすべてのことを行うならば，「神の前 

で自信を持って，すなわち臆することなく，恥じることなく，戸惑うことなく 

立つことができる。これは徳を守るすべての男女に与えられた約束である。」 

(ゴードン.B •ヒンクレー「次代を担う人々へ愛をこめて」『大会報告1970-

72』p.122) 

道徳的に清い両親の模範は，子供の態度にどのように影響するか。正しい模範を示すために 

何ができるか。 

神権者は道徳的に清くなければ，霊的な責任を果たせない。そのための 善 

の方法は，いかなる形の不道徳も生活の中に取り入れないことである。両親が 

道徳の律法に従って生活するならば，子供たちは徳を守ることの大切さを学び, 

自らを清く保つために努力するであろう。 

まとめ 

主はわたしたちを幸福にするために戒めを与えられた。神の戒めに従うなら 

ば祝福を受けるが，戒めを破るならばその報いを受ける。道徳的に清い生活は， 

多くの祝福をもたらす。すなわち，清く道徳的な生活は幸福な家庭や結婚を築 

き，不信や自責の念を遠ざけ，主に仕えるにふさわしい状態を保ち，神殿に入 

ることもできる。さらに，神権者はほかの人々のために効果的に神権を行使で 

きるようになる。 も大切なことは，永遠に天の御父の前に住むにふさわしい 

生活を送るための助けになることである。 
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チヤレンジ 

1.道徳的に清くなるために必要な段階を踏む。 

2.道徳的な清さの大切さと，清くなるためにはどうしたらよいかについて家族 

と口舌しロ ノ。 

参照聖句 

マタイ5: 27-28 (心の中でも姦淫してはならない） 

1テモテ2: 9-10 (慎みの大切さ） 

2ニーファイ9: 36，39 (道徳的に清い者への報い，不道徳に対する罰） 

『モルモン書』ヤコブ2: 27-29 (主は貞節を喜ばれる） 

教義と聖約42: 22-24，80-81(不道徳な行為に対する処置） 

教義と聖約88: 86 (道徳的な清さは人の自由を守る） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第39章「純潔の律法」を読む。 

2.黒板とチョークを用意する。 

3.レッスンの中で引用文や聖句を発表する割り当てを生徒に与える。 
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永遠の家族 

目的永遠の家族を築くという責任を理解する。 

導入 

永遠の家族はイエス•キリストの教会の基本的な教義であり，主の計画にお 

いて も重要な部分を占めている。これなくしては，現世においてまことの幸 

福を得ることはできず，来世においても日の栄えの王国に昇栄することはでき 

ない。ジョセフ•フイ一ルデイング.スミス大管長は次のように記している。 

「末日聖徒の理解する結婚は……〔永遠の〕聖約である。結婚は永遠の昇栄を得 

るための基盤である。結婚なしでは神の王国において永遠に進歩することはで 

きない。」（『救いの教義』第2巻，p.53) 

スペンサー• W •キンボール大管長は次のように述べている。「わたしたちの 

天の御父は，人がその幼年期から神のような者となるまでの成長の計画を立て 

られた。……神は，すべての人々がふさわしい生活をして，この世においても 

永遠にわたっても続く結婚の儀式にあずかるよう教えられた。」（「人類への主の 

計画」『聖徒の道』1976年4月号，pp.185, 187)神殿結婚は永遠の家族の始まり 

である。神殿で結婚した夫婦は子供をもうけ，戒めを守り，永遠に喜びと幸せ 

をもたらす永遠の家族を築くのである。 

永遠の家族を築くための備え 

写真ページ35-a「永遠の家族は神殿から始まる」を見る。 

末日聖徒にとって，神殿は地上における も重要な場所の一つである。神殿 

内で執行される儀式によって，家族は永遠に神の前でともに住むことができる 

ようになる。家長や神権者には，家族を昇栄に導く責任がある。すなわち，神 

殿に参入するために家族を備える責任である。この備えをするには，自ら神権 

を尊重し，清い生活を送るように努力することから始めなければならない。 

男女が神殿で結婚するとき，その結婚はこの世だけのものではなく，結び固 

めによって永遠のものとなる。そして二人の間に生まれてくる子供たちは，自 

動的に両親に結び固められ，聖約の子となる。合法的な結婚をしてから神殿で 

永遠の結び固めを受ける夫婦の場合は， 初に夫と妻を結び固め，次に子供た 
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ちを両親に結び固める。結び固めを受けてから生まれた子供たちはそのまま両 

親と結び固められ，永遠の家族に属する。 

神殿で結婚する場合も，神殿で家族の結び固めを受ける場合も，準備の方法 

は同じである。まず，神殿に行くという目標を立てることである。準備を整え 

るために必要な事柄について妻子と話し合い，目標となる日付けを決める。こ 

の日付けを紙に書いて，それまでに達成できるように主に助けを求めて祈る。 

そして力の限りを尽くして備えるのである。神殿は非常に神聖な場所であるか 

ら，霊的な備えが必要である。神殿で交わす聖約は霊的に重要な意味を持つも 

のである。主のすべての戒めを守り，あらゆる点で主に従うことを約束するの 

である。したがって，これらの聖約を交わす備えをするには，義にかなった生 

活をして御霊の導きを受けることができるように努力しなければならない。 

自分自身をより霊的に備えるためにどのようなことができるか。（答えを黒板に書く。） 

霊的な備えをするための方法 

•度々心からの祈りをささげる。 

•聖文を定期的に読む。 

•道徳的に清い生活をする。 

•謙遜になり悔い改めをする。 

•忠実に家庭の夕べと家族の祈りを行う。 

霊的に備えるために心から 善を尽くすならば，聖霊の助けを受けることが 

できる。 

割り当てておいた生徒に次の引用文を読んでもらう。 

神殿で結び固めの儀式を受けるために家族で備えるときに，家庭内に築かれ 

た幸福について，ある姉妹が語っている。 

「まだ子供ながら，わたしは両親が口論する度に怒りと心痛とつらさを感じ 

ていました。理想とかけ離れた現実に，一人で泣いたこともよくありました。 

家族が福音によって結ばれている友人の家庭がどんなに違っているかを，感 

じることもできました。……〔監督とホームティーチヤーのおかげで，わたし 

たちの生活が変わり始めました。〕福音が生活の中に徐々に浸透していきまし 

た。……口論は少なくなり，ずっと遠のいていきました。……わたしたち家族 

は教えられたとおりの生活をする責任を感じました。特にそのときは〔神殿と 

いう〕目標がありました。急いでいて荒々しい言葉を使ってしまっても，わた 
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したちは穏やかに心から愛をもって言葉を返しました。……お互いに助け合う 

喜びも感じました。父母にいつもロをすっぱくして言われていた仕事も静かに 

てきぱきとスムーズに運びました。以前はお互いへの憎しみとプライドでいつ 

もけんかをしていたのに，それが愛や手伝いたいという気持ちに変わりました。 

何がそう変えたのでしょうか。いろいろなことがあります。きっとそれは， 

長く待っていた夢が現実になったせいでしょう。家族の祈りと家庭の夕べが生 

活に取り入れられてから，わたしたちはお互いを知り，お互いを愛することを 

学びました。そのような生活によって，わたしたちの証は大きくなりました。 

家族の祈りや聖文の勉強や家庭の夕べや教会に出席することの証が。中でもい 

ちばんの証は，悔い改めの原則についてです。わたしたちは神様が生きておら 

れることを知りました。しばらくして，その証と自分たちはふさわしいという 

確信が持てたとき，主の神殿に行ってこの世においても永遠にわたっても家族 

として結び固められる用意ができました。…… 

神殿の門に足を踏み入れたとき，わたしはのどにこみ上げてくるものを感じ 

ました。一瞬ためらいがあって，それからわたしたちは中に入りました。…… 

わたしたちは付き添いの人に連れられて結び固めの部屋へ行きました。そこに 

は，神殿衣を着けた父母が顔を輝かせて待っていました。わたしたちは手を握 

り，聖壇の周りにひざまずきました。付き添いの人が赤ちゃんを抱いて，赤ち 

ゃんも家族の輪に入れるようにしてくださいました。 

それから，家族をこの世と永遠に結び固める言葉が話されました。 

わたしは父母に愛されていることが分かります。なぜなら，わたしを永遠に 

も自分に結び固めてくれたからです。」（ブレンダ•ブロクサム「両親はわたし 

たちを神殿に連れて行ってくれました」『聖徒の道』1975年1月号，pp.16-18) 

経済的な面での準備も，神殿に行くために大切な備えである。時には，何年 

にもわたって計画し，貯蓄し，働くこともある。多くの家族が神殿に参入する 

ためにあらゆる犠牲を払っている。家族が自分にとってどれほど価値あるもの 

か，少しの間考えてみなさい。家族と金銭をはかりにかけることができるだろ 

つか。 

神殿に行くための費用として，往復の旅費と，宿泊費や食費などそのほかの 

経費を見積もる必要がある。費用の総計が出たら，毎月の貯蓄額を決める。こ 

うすれば， 終的には神殿に行くことができる（本書第21課のバハイ•トンガ 

兄弟の証を参照)。神殿に行くために自分自身と家族を備えるのに必要なことは， 

それが何であれ，今すぐに始めるべきである。その報いは，費やした時間やお 

金にはるかに勝るものである。 
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家族とともに神殿に参入したことのある定員会の会員に，そのときの準備と経験について話 

させる。 

預言者は，未婚の若人に神殿結婚に備えるように幾度も勧告してきた。キン 

ボール大管長は次のように述べている。「現在，まだ多くの若人は神殿の建てら 

れていない国に住んでいるが，それでもおおむね無理をしないで行ける距離内 

に神殿がある。……わたしたちは皆さんが正しい交際を経た後……いちばん近 

くの神殿に行くよう計画し，永遠の結び固めを受けるように心から望んでいる。 

そうすれば，生まれてくる子供たちはとこしえに皆さんのものとなり，皆さん 

も永遠に彼らの両親となるのである。そしてそれは，永遠の結婚となる。」（「結 

婚と人生」『聖徒の道』1976年7月号，pp.281-282) 

永遠の家族を築く 

写真ページ35-b「神殿で結び固められた家族は，忠実であれば永遠にともに住めるという 

約束を受ける」を見る。 

永遠の家族は神殿結婚から始まる。しかし，これは始まりにすぎない。永遠 

に続く家族閨係を築くには，神殿で交わした約束に忠実でなければならない。 

また，永遠の家族としてともに住むことを願うならば，互いにそのように接す 

る必要がある。家庭が地上における小さな天国となるように努力するのである。 

永遠の家族を築くために父親としてできることはたくさんある。富や教養は 

必要ないが，神権を尊重しなければならない。そうすれば，神権によりわたし 

たちは強められ，変えられて，永遠の家族を築く助けとなる聖霊の励ましを心 

の中に受けるであろう。以下は，永遠の家族を築くためにできる事柄の一例で 

める。 

•全員を集めて家族の祈りをする。 

•食事の祝福をだれかに頼む。 

•家族を教会に連れて行く。 

•什分の一などの献金を納める。 

•何事についても正直に行動する。’ 

•度々ひざまずいてひそかに祈り，妻子を教え愛するときに主の助けがあるよ 

うに願い求める。 

•あらゆる機会をとらえて，特に家庭の夕べで家族に福音を教える。 

以上の方法で家族を祝福するならば永遠の家族の一員としての喜びを享受で 

さ o々 

未婚の神権者も家族が幸福になり，永遠の家族として生活できるように助け 
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ることができる。わたしたちの家族のために主が計画されたことを理解すれば， 

わたしたちの生活の中で も大切なものは一人一人の家族であるということに 

気づくはずである。愛と親切な心で家族に接し，彼らを励まし強めるためにで 

きる限りのことを行うのである。 

クラスに未婚の若い神権者がいれば，神殿結婚に備える方法について話し合う。永遠の結婚 

が大切だと言われるのは，どのような理由によると思うかを尋ねる。家族を幸せにするために 

今できることを話し合う。 

まとめ 

割り当てておいた生徒に次の話を読んでもらう。 

メキシコから来た少年が，彼のおじとおばについて話をした。それは神殿結 

婚を基とする家族生活からもたらされる喜びを教えている。 

「わたしのおじのデビッドとおばのグアダルーペは……いつもけんかをして 

いた。二人の家庭はすさみ，子供たちは毎日けんかを目にして心を痛めていた。 

ついにグアダルーペは子供たちを連れて別居し，両親のもとで生活するようにな 

った。 

別居している間に，デビッドは宣教師に会い，数日後にパプテスマを受けた。 

新たに福音を理解した彼は，家族が永遠の単位であることを知った。そこで， 

妻子のところに宣教師を送ったが拒絶された。〔 後には〕彼らも福音を受け入 

れて教会員になり，再び一緒に生活するようになった。しかし，依然としてけ 

んかは絶えなかった。 

二人は神殿結婚の重要性について話し合ったが，経済的な問題と絶え間ない 

口論がその目標を遠ざけていた。〔しかし，多くの犠牲を払った後に，ついに神 

殿に参入できたのである。〕おじとおばが子供たちと結び固めを受けてメキシコ 

に帰ったときには，わずか15ぺソしか持っていなかった。……しかも，おじに 

は仕事がなかった。 

神殿での結婚は，これらの問題を消し去りはしなかったが，おじとおばに生 

活する力を与え，富はなくとも二人は幸福だった。 

次第に十分な生活の糧が得られるようになり，おじも仕事を見つけることが 

できた。 

二人の顔には大きな変化が見られ，その生活は変わった。彼らはかつてない 

ほど幸せであった。わたしが何よりも驚いたことは，けんかの声がもはや聞こ 

えなくなったことであった。愛の言葉が口論に取って代わった。…… 
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近，おじはわたしに次のように言った。『ジョージ，結婚してから24年間， 

苦しいことが多かった。しかし，やっと幸福を見つけた。まるでわたしたちは 

結婚したばかりの清らかな若者で，永遠のハネムーンを今楽しんでいるような 

気分がするよ。』」（ジョージ•カーロス•テシヤダ•ペラザ，“Eternal Honeymoon” 

Ensign「永遠のハネムーン」『エンサイン』1974年，pp.62 —63) 

永遠に続く家族関係からわたしたちは大きな喜びを受けることができる。試 

練や苦難も家族で分かち合えば軽くなる。愛を分かち合うことで生活はさらに 

豊かで楽しいものになる。永遠に一緒にいられるという確信は，心に平安と慰 

めを感じさせてくれる。 

チヤレンジ 

1.神殿結婚をしていなければ，家族とともに神殿で結び固めを受けるための準 

備を始める。できれば，神殿の写真を手に入れて，よく見える場所にはる。写 

真の下に家族の目標とする日付けを記入する。 

2.神殿結婚をしていれば，家族と水遠に生活するためになすべき事柄について 

考える。家族の成長に役立つ方法を一つ選び，今週から実行し始める。 

参照聖句 

教義と聖約131：1-4 (日の栄えの 高の階級に入るには結婚の結び固めを受け 

なければならない） 

教義と聖約132 ：19，55 (永遠の家族として結び固められた人々に約束された祝 

教師の準備 

レッスンの前に以下の事柄を行う。 

1.『福音の原則』第36章「家族は永遠に」を読む。 

2.レッスンの中で引用文ゃ聖句を発表する割り当てを生徒に与える。 

3.家族で神殿に参入したことのある定員会の会員に，そのときにした準備と経験について話す 

割り当てを与える。 
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写真の説明 

1.ソルトレーク神殿 

2.プロボ神殿 

3.ジョーダンリバ一神殿 

4.ワシントン神殿 

5.アリゾナ神殿 

6.オグデン神殿 

7. ローガン神殿 

8.サンパウロ神殿 

9.ハワイ神殿 

10.東京神殿 

11.スイス神殿 

12. ロサンゼルス神殿 

13.セントジョージ神殿 

14.アイダホフォールズ神殿 

15.オークランド神殿 

16. ロンドン神殿 

17.アルバ一タ神殿 

18. ニュージーランド神殿 

19.シアトル神殿 

20.マンタイ神殿 

21.サモア神殿 

22.オークランド神殿のバプテスマフォント 

23.プロボ神殿の日の栄えの部屋 

24.アリゾナ神殿の結び固めの部屋 

25.ソルトレーク神殿の結び固めの部屋 

26.ソルトレーク神殿の日の栄えの部屋 

27.古代エルサレムのへロデ神殿 

28.ソルトレーク•シティ一の教会本部ビル 

29.ソルトレーク•シティ一の教会執務ビル 

30.ソルトレーク•シティ一近郊のグラナイト•マウンテン記録保管庫 

31.世界各地の末日聖徒の集会所 
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