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はしがき 

レツスンの構想 

本書は，教会が発展途上にある地域のアロン神権者とメルキゼデク神権者の 

使用に供するように企画されており，福音の基本的な原則と教義，ならびに神 

権の基本的な責任と義務を明らかにしたものである。 

個人学習とグループ学習 

本書は個人学習とグループ学習の双方に使用できる。小さな支部では，本書 

を日曜日の神権会の手引きとして用いるとよい。神権者が大勢いる支部では， 

メルキゼデク神権者とアロン神権者のクラスを設けて，それぞれの必要に応じ 

たレッスンを行う。 

神権者は皆，1週間で本書を予習し，本書のほかに聖典を持って神権会に出席 

する。こうして，レッスンの話し合いに参加する備えをする。各レッスンの終 

わりにある「チャレンジ」の項は，神権‘者が教えられた原則を応用できるよう助 

けるものである。 

教師への提案 

教師への提案は，各課の終わりにある「教師の準備」に記されている。そのほ 

かの提案は，本文中に小さな文字で記されている。この中には話し合いを進め 

るための質問，積極的に参加させるための提案，黒板や話，視覚資料などの使 

用に関する指示が含まれている。提案以外でも効果的な教授方法があれば，そ 

れを用いるとよい。ほとんどのレッスンで黒板を使用するので，黒板とチョー 

クを毎週教室に準備しておく。（本書で提案されている視覚資料の多くは，黒板 

に掲示できる。） 

『福音の原則』（31110 300)を本書とあわせて，特に「教師の準備」に提案されて 

いる章を研究する。 

レッスンの中で提示する話や聖句の割り当ては，生徒が十分な準備ができる 

ように前もって与える。 

各課で使用する視覚資料は，ほとんどのレッスンの終わりのページに載って 

いるので，本文中の指示に従って使用するとよい。神権の基本的な責任に関す 

る写真が巻末にカラ一刷りで収録されている。これらの写真は，本書や『神権 

の義務と祝福A』を教えるときに，適宜使用していただきたい。 
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本書のレッスンは可能なかぎりすベて教える。ただし，地元や国の状況に適 

応できない場合は，省略してもよい。レッスンは第1課より掲載されている順に 

行ぅ。 

青少年がレッスンに参加できるように特別な配慮をする。そうすれば，彼ら 

は神権の昇進を受け，神権を行使し，将来夫や父親という責任を負うときの備 

えができるであろう。 

レッスンの回数 

本書には35回分のレッスンしか用意されていない。神権指導者は残りの時間 

を使って，各神権グループで話し合いたいテ一マや問題を採り上げることがで 

きる。例えば，以下のようなレッスンを行う。 

參神権指導者の指導の下に，地元の活動やプロジェクトについて討議し，行動 

計画を立てる，あるいは特に問題になっている事柄を採り上げる。 

•総大会における中央幹部の説教を『聖徒の道』から採り上げて，話し合う。 

•深く研究する必要のあるレッスンを2週以上にわたって採り上げる。 

•主の御霊の導きに従って，神権者のために役立つよう時間を使う。 

本書を学び，教える各神権者のうえに主の祝福があって，知識と理解をさら 

に深め，聖なる神権とイエス•キリストの福音に対する証を強めることができ 

るよう願っている。 
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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。復活後にニ一 

ファ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ニーファイ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。教師は通常，障害を持つ生徒に専門的な援助を与えられるような訓 

練を受けていない。しかし，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。聴覚•視覚障害，精 

神的•肉体的•文化的（言語面も含む）障害，情緒的•社会的障害，学習障害， 

年齢上の問題，人前で話すことに対する問題を持つ生徒は，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。 

•その人に特にどのような助けが必要か神権指導者や両親，家族に尋ねる。時 

に応じて本人に尋ねるのもよい。 
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•できるかぎりレッスンに参画させるようにする。 

•生徒一人一人がほかのすべての生徒に尊敬と理解を示すようにあらゆる努力 

をする。 

•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 

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学べるよう助ける義 

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 も小さい者の一人にしたのは，すなわち， 

わたしにしたのである。」（マタイ25: 40) 
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神権の誓詞と聖約 

目的神権の誓詞と聖約について学び，召しを尊んで大いなるものとするに 

はどうすればよいか理解する。 

導入 

リード*スムート長老は，1900年から1941年に死去するまで十二使徒定員会 

の会員として務めた人である。彼は同じ時期に合衆国の上院議員として活躍し 

た。多くの人々から合衆国の大統領に立候補するように勧められ，そのために 

宗教を捨てるように忠告された。当時の人々は末日聖徒に投票しないと思われ 

たからである。そのときスムート長老は次のように述べた。「もしわたしが，末 

日聖徒イエス•キリスト教会の執事になるか，合衆国の大統領になるか，その 

どちらかを選ぶ必要に迫られたら，わたしは執事になる方を選びます。」（ブライ 

アン• S •ヒンクレーによる引用，The Faith of Our Pioneer Fathers『開拓者の信 

仰』p. 202) 

もしあなたが，執事になるか，実業界や政界で有力な指導者になるか，どちらかを選ばなけ 

ればならない立場に置かれたとしたら，どのような選択をするだろうか。また，それはなぜか。 

スムート長老がそれほど神権を重視したのはなぜだろうか。 

スム一ト長老は，合衆国の上院議員になるために特定の資格を備えていなけ 

ればならなかった。同様に，わたしたちが神権を受けるときにも，特定の資格 

を備える必要がある。神権指導者からの面接を通して，わたしたちは神権を受 

けるにふさわしく，聖なる神権の義務を進んで受ける姿勢があるかどうか判断 

されるのである。 

神権指導者が面接で尋ねる質問には，どのようなものがあるだろうか。 

上院議院として選出されたスムート長老は就任宣言を行い，政府における自 

分の義務を遂行することを約束した。わたしたちも神権を受けるときに，主に 

対する義務を遂行することを約束するのである。 

神権の誓詞と聖約 

わたしたちは「誓詞と聖約」によって聖なる神権を受ける。すなわち，わた 
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したちが特定の事柄を行うという聖約(約束）を立てるならば，天の御父が神権 

の力と祝福を授けるという誓詞（保証）を与えてくださるのである。「それゆえ， 

神権を受ける者は皆，わたしの父のこの誓詞と聖約を受け入れるのである。わ 

たしの父がこれを破られることはあり得ず，またこれが取り消されることもあ 

り得ない。」（教義と聖約84 : 40) 

マリオン•G•ロムニー副管長は，聖約の意味について次のように説明して 

いる。 

「聖約とは契約であり，契約とは2名以上の当事者間の協定である。もしわた 

しが皆さんと契約を結ぶとすれば，わたしは，皆さんが約束されることを考慮 

したうえで何らかの約束をするだろう。わたしがある金額で自動車を購入する 

ことに同意し，皆さんがその金額でわたしに自動車を売ることを約束する。そ 

こで契約は成立する。さて，神権の聖約においては，わたしたちが主に約束し， 

主はわたしたちが主のために行ったことの報酬として何かを約束されるのであ 

る。」（1975年韓国地域大会報告，p.36) 

神権の誓詞と聖約は，『教義と聖約』の第84章に説明されている。この聖句に 

は，メルキゼデク神権を受けるときにわたしたちがする約束と，主がされる約 

束とが明らかにされている。 

黒板に「わたしたちの約束」と「主の約束」と書いて，それぞれの約束を列挙する。 

教義と聖約84 ： 33を読む。 

主に対するわたしたちの約束 

33節から次の部分を読む。「だれでも忠実であって，わたしが語ったこれらニ 

つの神権を得て.自分の召しを尊んで大いなるものとする者は……I (下線付加） 

わたしたちはどのような聖約をするのだろうか。 

わたしたちは「召しを尊んで大いなるものとする」ことを聖約する。これは， 

神権の召しを受け入れて遂行するために全力を尽くすことを意味している。す 

なわち，わたしたちの奉仕を通して地上における主の王国を拡大し，発展させ 

るのである。また，神権を受けるときに，すべての戒めを忠実に守ることも約 

束する。 

わたしたちに対する主の約束 

教義と聖約84 ： 33-38を読む。 
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第1課 

主は，わたしたちが聖約に忠実であるならば，「I)•により鐽められて!:わた 

したちの1体が更新される1(教義と聖約84 ： 33.下線付加）と約束された。与え 

られた召しを尊んで大いなるものとするときに，わたしたちの肉体と霊は強め 

られるのである。 

また「モーセの息子たち，またアロンの息子たちとな」ると約束されている（教 

義と聖約84 ： 34)。モーセとアロンの息子たちは，イスラエルの子孫のために救 

いの儀式を執行した。今日わたしたちも，神権を通してこれらの神聖な儀式を 

執行する特権にあずかるのである。 

主はわたしたちが「アブラハムの子孫……となる」（教義と聖約84 ： 34)と約束 

しておられる。言い換えれば，アブラハムとその子孫に約束された祝福を受け 

るということである。 

アブラハム2 ： 8-11を一人の生徒に読んでもらう。 

神はアブラハムとその子孫に対し，彼らによりすベての国民がことごとく福 

音の祝福を得ると約束された。これらの祝福は，忠実な神権者の行使する力と 

権能を通して世の人々にもたらされる。 

主はまた，わたしたちが「神の選民となるI (教義と聖約84: 34,下線付加） 

と約束しておられる。すなわち，召しを尊んで大いなるものとし，神権にかか 

わる聖なる救いの儀式をことごとく受ける神権者は，天の御父の王国において 

すべてを受け継ぐのである。 

主は次のように述べておられる。「わたしの父が持っておられるすべてが， 

〔彼ら]に与えられるであろう。1(教義と聖約84: 38.下線付加） 

スペンサー•W•キンボール大管長は，この点について次のように説明して 

いる。「主が持っておられる力や祝福を数え尽くすことができるだろうか。すべ 

ての力，すべての影響力，すべての勢力が皆さんのものになるのである。それ 

は皆さんが受けている聖なる神権の誓詞と聖約によってである。」（1975年ブエ 

ノスアイレス地域大会報告，p. 51) 

忠実で従順な人々に対して，主がその約束を果たされることは，疑う余地の 

ないことである。したがって，すべての責任はわたしたちにある。主との約束 

を守らなければ，主がわたしたちのために用意されたすベての祝福を拒むこと 

になるのである。 

神権の召しを尊んで大いなるものとする 

わたしたちは天の御父との聖約において，召しを尊んで大いなるものとする 

3 



と約束した。 

わたしたちの神権の召しとは何だろうか。 

アロン神権を受けるときに，わたしたちは執事，教師，祭司のいずれかの神 

権の職に聖任される。これらの職は，それぞれ特定の義務と責任を伴う召しで 

ある。メルキゼデク神権には，長老，大祭司，祝福師，七十人，使徒の職があ 

る（各々の義務については『福音の原則』第14章，pp.80-83を参照する）。 

「神権とは，人の救いにかかわるすべての事柄を行うために，地上の人に委譲 

された神の力と権能である。神権の権能を行使するためには，鍵を有し，管理 

するよう任命されている人による承認が必要である。このようにして，神の秩 

序の家は維持されていくのである。」(Melcizedek Priesthood Handbook『メルキゼ 

デク神権手引き』p.l) 

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。 

「この神権は遊びではない。漠然と所有していて，忘れ去ってしまうような 

ものではない。神権はこの世で も重要なものであり，わたしたちは誓詞と聖 

約によってそれを受けるのである。…… 

主はわたしたちが弱い人間であり，誘惑を受けることを知っておられた。だ 

からこそ，朝晩そしていかなるときにも祈るよう命じられたのである。わたし 

たちがしばしば自らを振り返ることができるように家庭の夕べを授けられたの 

である。また，兄弟たちと交わってともに歩み，自分の責任を常に覚えるよう 

に神権会を授けられたのである。」（1975年韓国地域大会報告，pp.40-41) 

神権の召しを尊んで大いなるものとするには，主がわたしたちに期待してお 

られることをまず知らなければならない。神権者は 初に「自分の義務を学び, 

〔それから〕任命されている職務をまったく勤勉に遂行する」のである（教義と 

聖約107 ： 99)。 

キンボール大管長は，執事としてその義務を理解し，その召しを尊んで大い 

なるものとしたときのことを，次のように語っている。 

「わたしは自分が執事であったときのことを覚えている。……わたしは執事 

になることは非常に大きな栄誉であると思っていた。父はわたしの責任のこと 

にいつも心を配り，馬車で断食献金を集めることを許してくれた。わたしの責 

任は自分の住んでいた町の一角で献金を集めて回ることであった。しかし家々 

を回るとかなりの距離になり，そのうえ小麦粉の袋，果物の瓶詰，野菜，パン 

などが集まると，大変重かった。それで馬車を使うと非常に便利で快適であっ 

た。……天の御父のためにこの奉仕をすることは，大変な栄誉であった。…… 
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第1課 

この奉仕をすることは依然として大きな栄誉である。 

わたしは今も執事である。わたしはいつも自分が執事であることを誇りに思 

っている。聖会で使徒たちが聖餐を祝福し，ほかの中央幹部が聖餐のテーブル 

の所へ行ってパンと水を受け取り，集まったすべての人に配って空になった容 

器を返すのを見るとき，わたしは自分が執事であり，教師，祭司であることを 

大変誇りに思う。」（「ふさわしい神権者になろう」『大会報告1970-72』p.355) 

キンボール大管長は神権の召しに対してどのような気持ちで接しているだろうか。神権の召 

しを尊んで大いなるものとすると，ほかの人々にどのような影響を与えるだろうか。 

召しを尊んで大いなるものとするために助けを得る 

マリオン• G•ロムニー副管長は次のように述べている。「わたしたちが神権 

の召しを尊んで大いなるものとするには，少なくとも3つのことが必要である。 

1つは実行の動機となる望みを持つこと。もう1つは永遠の命の言葉を調べ.深 

く考えること。3番目は•ことである。」（『大会報告1973-75』p.40，下線付加） 

ロムニ一副管長の言葉から，神権の召しを尊んで大いなるものとするうえで必要な3つの事柄 

とは何か。黒板に書き出す。 

1.望みを持つ 

2.聖文を調べる 

3.祈る 

以上の事柄を実行して戒めを守るならば，神権の召しを尊んで大いなるもの 

とするときに天の御父から必要な助けが与えられるであろう。 

オーソン•プラット長老は，この約束を心から信じる偉大な宣教師の一人で 

あった。彼が伝道に召された地は，国全体でわずか80人の教会員しかいないス 

コットランドであった。以前スコットランドで伝道した宣教師たちは，石やご 

みを投げつけられ悪口を浴びせられて退去を余儀なくされたのであった。1840 

年の初め，伝道地に到着したプラット長老は，その足で「首都エディンバラに 

……向かった。そして，着任した翌日に，自然公園の中央にあるごつごつした 

岩肌の丘に登った。丘の上からは，古風な大都市を一望の下に見渡すことがで 

きた。地元の人々はその丘のことを『アーサー王の玉座』と呼んでいた。しか 

し今日の末日聖徒はその丘を『プラットの丘』として呼んで親んでいる。ブラ 

ット長老はそこで，200人の改宗者を与えてくださるよう主に嘆願した。主は彼 

の祈りを聞いて，それにこたえられた。」（ミューリエル•カスバート，“Strong 

Saints in Scotland” Ensign「スコットランドにおける信仰篤き聖徒たち」.『エンサ 

インJ1978年10月号，p. 36) 
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プラット長老は自分の召しを尊んで大いなるものとした。そしてほかの人々 

も彼の模範に従って祝福を受けた。ブラット長老が丘に登って主に助けを求めて 

からわずか13年後の1853年までには，スコットランドにおける教会員数は3,291 

人に達していた。 

まとめ 

「主の祝福は，聖なる神権を持つ人々の働きによって聖徒たちだけでなく，全 

世界の人々にもたらされる。……神権を持つということを決して軽々しく考え 

てはいけない。わたしたちは，主の力と権威を扱っているのである。それは， 

主が今日諸天を開いてもたらしてくださったものであり，その結果人類は再び 

あらゆる祝福を受けることができるようになったのである。」（ジョセフ•フイ 

一ルデイング•スミス「神権の祝福」『大会報告1970-72』pp. 265-266) 

救い主は神権の誓詞と聖約によって，わたしたちが神権の召しを尊んで太い 

なるものとするならば，天の御父の持っておられるすべてを受けることができ 

ると約束された。神がわたしたちに下さる も太いなるものは永遠の命である 

(教義と聖約14: 7参照)。わたしたちは自らその永遠の命を受け，同じ祝福を得 

られるようにほかの人々を助けることができるという約束を受けている。その 

ために主が約束された太いなる祝福についてしばしば考える必要がある。そう 

すれば，主と交わした聖約を守ろうとする望みが強くなり，その望みがわたし 

たちを永遠の命へと導くであろう。 

チヤレンジ 

神権の召しを尊んで大いなるものとすることを，今日決意する。霊感を受け 

るために聖文を研究し，助けを求めて熱心に主に祈る。神権の誓詞と聖約を常 

に心に留め，天の御父がすべてのものをあなたに与えたいと願っておられるこ 

とをよく覚えておく。寛大な心で奉仕し，神権の職と召しを活用して人々の生 

活に祝福をもたらす。 

参照聖句 

『モルモン書』ヤコブ1:17-19 (召しを尊んで大いなるものとする） 

モーサヤ2 ： 20-24 (わたしたちは神に恩を受けている） 

教義と聖約58: 26-29 (熱心に善いことに携わる） 

教義と聖約121：34-36 (神権は義の原則により制御する） 
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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.教義と聖約84:1-48を読み，特に33-34節に精通する。 

2.レッスン中に読み，参照するために生徒に聖典を持参させる。 

3.黒板とチョークを準備する。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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か ぎ 

神権の鍵 第2課 

目的神権の鍵が持つ意味とその活用について理解を深める。 

導入 

家のドアを開けるためには鍵が要る。鍵を持たずに，あるいは所有者の許可 

を受けずに家に入ることはできない。同様に，正しい夫または父親が自分の家 

族を祝福する場合を除き，神権者は適切な認可を得ずに神権を行使することは 

できない。例えば，祭司はほかの人をアロン神権のいずれかの職に聖任する権 

能を持っているが，監督または支部長の許可がないかぎりその儀式を執行でき 

ない。この許可を与える力を神権の鍵と呼んでいる。 

「この権能の下に執行されるすべての事柄は，適切なときに，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。」（ジョセフ• F •スミス『福音の教義』p.132) 

ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス大管長は次のように説明している。 

「これらの鍵とは管理する権利であり，地上で主の業のすべてをつかさどり，指 

示する力，権能である。これを保持する者は，ほかの人々が神権をもって働く 

仕事をつかさどり，制御する力を備えている。わたしたちはだれでも神権を持 

つことができるが，その神権は鍵を持つ者から指示と権能を与えられて初めて 

行使できる。」（「永遠の鍵と管理する権能」『大会報告1970-72』p.321) 

神権と神権の鍵との違いは何か。 

神権は神の力または権能である。神権の鍵はこの力または権能を具体的に行 

使するための権限である。 

だれが神権の鍵を有するか 

イエス•キリストは，すべての神権の鍵を常に有しておられる。 初に十二 

使徒を召されたとき，イエスは彼らに神権を授けられた（ヨハネ15:16参照)。 

視覚資料2-a「キリストは使徒たちを聖任し，彼らに神権の鍵を授けられた」を見せる。 

十字架にかけられる前に，キリストはぺテロ，ヤコブ，ヨハネの3人に神権の 

2-a,キリス卜は使徒たちを聖任し.彼らに神権の鍵を授けられた 
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鍵をゆだねられた。これは変貌の山で行われた(Teaching of the Prophet Joseph 

Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』p.158;マタイ17:1—9参照）。しかし， 

それから数世紀の間に使徒たちは次々と殺され，これらの鍵が失われてしまっ 

た。人々は再び神権の鍵が回復されるまで，神権を行使することができなかっ 

た。このため，主はぺテロ，ヤコブ，ヨハネを預言者ジョセフ•スミスのもと 

に遣わして，メルキゼデク神権と神権の鍵とを回復されたのである（教義と聖約 

27 ：12-13参照)。 

これらの神聖な鍵は，教会のすべての使徒と預言者に与えられてきた。現在 

の使徒と預言者もこれらの鍵を有している。 

視覚資料2-b「ゴードン.B.ヒンクレ一大管長」を見せる。 

使徒はそれぞれ神権のすべての鍵を有しているが，主の計画によれば，一代 

にただ一人の人が教会のためにこれらの鍵を行使する。そのため，生ける先任 

使徒（年齢順ではなく聖任順）が十二使徒定員会により教会の大管長に聖任さ 

れ，神権のすべての鍵を行使する権限が与えられる。大管長が死去すると，次 

席の先任使徒(十二使徒定員会会長)が教会の大管長として聖任され，使徒職の 

鍵を完全に行使できるようになる。 

したがって，神権のすべての鍵を行使する権限を持つ人は，地上においてた 

だ一人教会の大管長だけである（教義と聖約132: 7参照)。しかし，大管長は教 

会の管理役員（伝道部長，支部長，神殿長，監督，ステーク会長，メルキゼデク 

神権定員会会長など）に特定の鍵を委任することができる。管理役員はその権能 

(鍵ではない）の一部を様々な職や召しに任命することによって自分のユニット 

内の男女に委任する。 

ジョセフ• F •スミス大管長は次のように説明している。「すべての鍵は一時 

にただ一人の人，すなわち預言者であり，大管長である人だけが所有している。 

大管長はこの権威のいかなる部分でもほかの人に委任することができる。その 

場合，その人がその部分の鍵を所有するのである。それで，神殿長，ステーク 

会長，ワード監督，伝道部長，定員会会長はそれぞれ，その組織あるいは地域 

で行われる働きの鍵を持っているのである。しかし人の神権は先に述べたよう 

な特別な任命によって，増加するものではない。」（『福音の教義』p. 132) 

アロン神権またはメルキゼデク神権を受けると，幾つかの鍵が自動的に授け 

られる。それらの鍵は特定の権限から成り，その神権を保持するかぎり神権者 

に伴うものである。例えば，ある人がメルキゼデク神権に聖任されると，その 

人は父親の祝福，慰めを与える祝福，病人への癒しの祝福を施す鍵を与えられ 
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る。これらの鍵は，破門に値するような重大な罪を犯さなければ，たとえその 

人が死んでも取り去られることはない。 

これに反して，限られた間だけ与えられる特別な力や権限もある。例えば， 

支部長が持っている支部の鍵は，支部長として召されている間だけのものであ 

る。その責任から解任されると，もはやそれらの鍵を持つことはできない。 

神権の鍵の重要性 

人が教会の教師や役員など一時的な責任に召される場合，その召しに「任命」 

される。その際，その召しにかかわる鍵を有する教会役員が，召しの範囲内で 

職務を遂行する権限を任命時にその人に与える。それ以後は，その人がほかの 

人の責任に関する義務を引き受けることができないように，だれもその人の召 

しを代わって果たすことはできない。この権限は，解任されるまでその人が保 

有する。管理役員によって責任から解任されると，その責任を果たす権限も取 

り去られる。教会員は教会の責任に任命されて，数週間，数か月間，あるいは 

数年間にわたり奉仕を行う。奉仕の期間は，必要性や達成度，管理役員が主か 

ら受ける導きによる。 

召しへの「任命」は男女とも受けられるが，神権の職に「聖任」されるのは神権 

者だけである。執事，教師，祭司，長老，大祭司，監督，祝福師，七十人，使 

徒，これらはすべて神権の職である。これらの職に聖任されると，特別な方法 

で教会員に奉仕することができる。しかし，すでに述べたように，神権の鍵を 

有する人々からの許可が必要である。 

次の話は，正しく神権の鍵を行使することにより教会の秩序が保たれること 

を表している。 

教会初期の時代に，ハイラム•ページという会員がいた。彼は教会に対する 

主の言葉を明らかにする権能を自分が持っているかのように振る舞った。彼は 

自分の啓示を人々に語り始め，多くの教会員はその教えを信じた。預言者ジョ 

セフ•スミスは，どうすべきか祈りによって主に尋ねた。主は答えて言われた。 

「わたしの僕ジョセフ•スミス•ジュニアのほかに，だれもこの教会で戒めと啓 

示を受けるために任命される者はいない。」（教義と聖約28 ： 2)また，ジョセフ• 

スミスに対して，ハイラム•ページが教え記したことはサタンから来たもので 

あると彼に告げるよう命じられた。さらに主は，ハイラムが教会に対する啓示 

を受ける立場にはないと説明され，次のように言われた。「これらのことは彼に 

命じられておらず……すべてのことを秩序正しく……行わなければならない。」 

(教義と聖約28 ：12-13) 

預言者ジョセフは，主から命じられたとおりに行った。ハイラム•ページに 
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会って，主が語られたことを伝えた。謙遜になったページ兄弟は後悔の意を表 

し，これまでのようなことは二度としないと約束した。彼が悔い改めたのを見 

て，預言者ジョセフは伝道に出るよう彼に言った。その後の大会で，預言者ジ 

ョセフは主が啓示されたことを教会員に発表し，ハイラム•ページの教えたこ 

とを忘れるように説いた。全会員がそれに同意し，ジョセフをただ一人の預言 

者，聖見者，啓示者として受け入れることに賛意を表明したのである（ジョセ 

フ•スミス，History of the Church『教会歴史』1：109-115参照)。 

一人の人だけがすべての神権の鍵を行使することは，なぜ大切なのだろうか。 

主の教会は「秩序の家」である 

神権は神聖なものであるから，慎重に行使するよう勧告されている。したが 

って混乱を避け誤用を防ぐために，神権は秩序正しい方法で制御しなければな 

らない。「見よ，わたしの家は秩序の家であり，混乱の家ではない，と主なる神 

は言う。」（教義と聖約132: 8) 

このようにして秩序は，常に地上における主の王国の大切な一部を成すもの 

であった。例えば，モーセはイスラエルを導くように召されてすぐに，秩序の 

必要性を学んだ。イスラエルの民は自分たちを一つにまとめてくれる指導者を 

必要とした。しかし，モーセは一人ですベての民を導くことは不可能であると 

知っていた。そこで，「有能な人で，神を恐れ，誠実」な人を選び，長として召 

した。それぞれ百人の長，五十人の長，十人の長として任命し，担当する民を 

管理する方法を教えたのである（出エジプト18 ：17-22参照)。 

今日の神権指導者(監督，ステ—ク会長，地方部長，伝道部長，支部長，定員 

会会長）はそれぞれ神権の鍵を持ち，わたしたちが秩序正しく導かれ，福音の必 

要な儀式を受けられるようになっている。神権の鍵を有する神権指導者には以 

下のような責任がある。 

參儀式を受ける人と面接する。 

•儀式の重要性を説明する。 

•志願者が儀式を受けるにふさわしいか判断する。 

*必要な記録を保存する。 

•儀式を執行する人々のふさわしさを判断する。 

•教会における礼拝行事の管理を依頼する。 

•教会の会員に賛意の表明を求める。 

父親は家族を祝福する鍵を有する 

主は父親を家族の長として召された。父親が家族の霊的な頭として効果的に 
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その務めを果たすには，神権を尊ぶ必要がある。そうすれば，愛と調和の中で 

家族を導き祝福する力が得られるであろう。 

家長はどのような鍵を持っているだろうか。 

それらの鍵によって，家族のために何ができるだろうか。 

神権はわたしたちの生活に多くのすばらしい祝福をもたらしてくれる。H• 

バーク•ピーターソン監督は次のように述べている。「わたしたちがふさわしい 

生活をするならば，わたしたちが持つ神権は，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……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，初めてのデートの前に，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つ前に祝福を与える力となる。……また病 

人を癒し，孤独な人を慰める力となる。」（「神権一その権能と力」『聖徒の道』 

1976年8月号，p. 342) 

妻子を祝福する力と権能を持つ立派な父親について，どのように感じるだろう力、。あなたが 

家族からそのような祝福を求められたら，どのような気持ちがするだろうか。 

韓国のキユルン.リー姉妹は，神権の祝福によって家庭で慰めを得た。その 

ときの経験を次のように語っている。 

「あれは今からおよそ7年前， 初の子供が10か月になったばかりのころでし 

た。わたしの夫は韓国地方部長会の一員で，週末にはほとんどわたしと娘のポ 

—•ヒーを家に残して遠方に出かけ，教会の責任を果たさなければなりません 

でした。その週は，土曜日に約400キロ離れた釜山（電車で片道7時間の所にあ 

る）に行き夜のうちにソウルに引き返して，日曜日のソウル東支部大会に出席し 

ました。わたしは疲労している夫を見て，気の毒に思いました。 

ポー•ヒーは，普段と変わりなく 土曜日と日曜日を過ごしました。聖餐会で 

少しぐずりましたが，家に帰ってミルクを飲むと眠りました。夜の9時半ごろ， 

ポー•ヒーが突然泣き始めました。普段よりも激しく泣くので，抱き上げてみ 

ると，高い熱がありました。どうしてよいか分かりませんでした。近くにある 

たった一軒の病院は，日曜日で閉まっています。娘はしばらくの間激しく泣き 

続けました。そして，ようやく夫が帰って来ると，わたしも思わず泣きだして 

しまいました。 

夫は子供とわたしを一緒に抱いて，何があったのか尋ねました。ポー•ヒー 

はぐったりしていました。わたしが今までの状況を話すと，夫はコ一トとスー 
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ツケースを置いて，聖別された油を取り出しました。そして，娘に癒しの儀式 

を行いました。そのときの言葉を完全に覚えてはいませんが，儀式の言葉に続 

いて次のように言いました。『父なる神様，日々の生活に感謝します。妻と子供 

に感謝します。この回復された福音と奉仕する機会に感謝します。神様，あな 

たは釜山とソウル東支部で教会の仕事をするためにわたしを遣わされました。 

わたしは昨日と今日，与えられた責任を果たしてまいりました。そして今，子 

供が重い病気にかかっています。あなたは，これまでいつもわたしを助けてく 

ださいました。どうぞ，今晩もこのわたしをお助けください。』 

祈りが終わる前に，赤ん坊は眠り始めました。顔を上げると，夫が目に涙を 

浮かべて立っていました。 

その幼い娘も今小学校の2年生になり，健康で幸せな毎日を送っています。し 

かし，わたしは夫が主にささげたあの祈りの言葉を，今でもはっきりと思い出 

すことができるのです。『わたしは昨日と今日，与えられた責任を果たしてまい 

りました。』夫が主に対して常に従順であると言えるように，これからも夫を助 

けていきたいと思います。神権を尊ぶ夫を持つことは，何とすばらしい祝福で 

しょうか。」(£似/邪『エンサイン』1975年8月号，p. 65) 

視覚資料2-c「神権の祝福は家族全員にもたらされる」を見せる。 

特別な神権の祝福は家族全員に与えられる。問題を抱えて悩む子供や，慰め 

や導きを必要とする妻は，家長に特別な祝福を求めて，主から必要な助けを得 

る。その際忘れてならないことは，多くの試練はわたしたちの経験のためにあ 

ることである。わたしたちは自分自身の力で問題を解決するために 善を尽く 

すべきである。しかし，そのうえに援助が必要であると感じたら，家庭内の神 

権者，ホームティ一チャー，あるいはほかの神権指導者のもとに行き，特別な 

神権の祝福を求めるとよい。 

神権を通して家族が受けた祝福について簡潔に話してもらう。 

「父親というものは，何とか家族に祝福を与えたいと熱望し主の前にへりく 

だり，神の言葉に思いをはせ，御霊に従って生活すべきである。そうすること 

により，主の御旨と御4：、を知り，家族を導くために何をすべきかが分かるであ 

ろう。」（エズラ•タフト•ベンソン，God，Fami ly , Country『神，家族，国家』 

p. 185) 

このように家族を導く者としての責任のほかに，「メルキゼデク神権を持って 

いる忠実な父親は，自分の子供に命名の儀式を施し祝福を与えるように勧めら 
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れている。父親は家庭の中の病人に癒しの祝福を施し……子供たちに父親の祝 

福を与える。」 

A•セオドア•夕トル長老はこう語っている。「家族の長(祝福師）として，父 

親は家族に関する啓示者であり……この意味において，家族の福利と祝福のた 

めに主から啓示を受ける者である（『救いの教義』3 ：154参照)。」（A •セオドア• 

夕トル，"The Role of Fathers"「父親の役割」『エンサイン』1974年1月号,pp. 66-

67)また，ふさわしい父親は，自分の子供にパプテスマを施し，聖霊の賜物を授 

け，神権に聖任する。しかし父親の特権にかかわるものと違って，これらの儀 

式に関しては，父親は鍵を持つ神権指導者から許可を得なければならない。 

まとめ 

神権者として一定の儀式を執り行う権能があるとはいえ，儀式を執行するに 

は，教会指導者からの許可が必要である。この許可を与える権能が，神権の鍵 

である。預言者は神権のすべての鍵を持つ地上で唯一の人であるが，教会の各 

ユニットを管理する指導者に鍵の一部を委任している。そしてこれらの指導者 

が，わたしたち神権者に神権を行使する許可を与えるのである。 

一方で，メルキゼデク神権に聖任される際に，わたしたちは父親としての鍵 

を授かる。この鍵によって自分の家族を祝福する場合，特別な許可を受ける必 

要はない。 

チヤレンジ 

家族を祝福するために神権をどのように行使できるか祈りをもって考える。 

参照聖句 

教義と聖約65 ：1-6 (神の王国の鍵が人に託された） 

教義と聖約110 ：11-16 (この末日の神権時代とほかの神権時代の鍵が授けら 

れた） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.1コリント12 ：12-28を研究する。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 

2-c,神権の祝福は家族全員にもたらされる 
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神権を尊ぶ 

目的神権の聖なる力について理解を深め，神権を尊ぶ気持ちを増す。 

導入 

「香港で伝道している二人の宣教師が，ウォン兄弟姉妹のアパートに招待され 

夕食をごちそうになった。テーブルの上には，ブリキ製のどんぶりと皿がきれ 

いに並べてあった。ウォン姉妹は部屋の片隅で料理をしながら，宣教師たちに 

丁寧にほほえみかけた。間もなく，料理を盛った大皿とどんぶりがテーブルに 

置かれた。宣教師たちは驚いてしまった。ご飯は皿に山盛りによそわれ，その 

ほかエビ料理など中華風のごちそうがいっぱいに並んでいたからである。それ 

は，この貧しい難民の家族にはとても考えられないものであった。ウォン兄弟 

が祝福して，食事が始まった。しかし，ウォン兄弟姉妹は，自分からほとんど 

はしを付けようとせずに，二人の宣教師にごちそうを勧めた。長老たちはその 

態度に真心を感じた。今食べている食事は，ウォン家族がこれまで口にしたこ 

とのないようなごちそうで恐らくその費用は1か月分の給料に相当するだろう。 

そのことに気づいても，長老たちは家族の気持ちを傷つけたり，拒んだりする 

ことはできなかった。その食事には，彼らの払った犠牲がありありとうかがわ 

れたからである。 

食事がなかなかのどを通らなかった。彼らの真心からの贈り物を喜んで受け 

たいと思った。しかし，この贈り物のために，彼らが払った犠牲と空腹の日々 

のことが頭に浮がぶ。ウォン兄弟姉妹と息子たちは，ほんのしるし程度にはし 

を付けただけだった。それでも食事が終わると，みんなおいしかったと言い， 

長老たちが十分に満足のいくほど食べたかどうか熱心に聞いてきた。ウォン姉 

妹が皿を片付けるので全員が立ち上がったとき，長老の一人がウォン兄弟の手 

を取り；感激して言った。『どうして，こんなにたくさんのお金を使ってまで， 

わたしたちをもてなしてくださったのですか。』ウォン兄弟は穏やかなほほえみ 

をたたえた。祖国と家を離れ，慣れない土地で真理を受け入れた人だからこそ 

できるほほえみだった。そしてこう言った。『お二人は神権者ですし，わたした 

ち家族を教えるために神が遣わされた方だからです。』」、Life and Teachings of 

Jesus『イエスの生涯と教え』p. 134) 
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ゥォン兄弟姉妹は，神の神権を持つ人々に対する尊敬をどのように表しただろうか。 

わたしたちが持っている神権を尊ぶことがなぜ大切なのだろうか。 

神権——地上における最も大いなる力 

神権はこの地上において も太いなる力である。それは神の業を遂行するた 

めに地上の人々に授けられる力であり，天の御父とイエス•キリストが業を行 

われる力である。事実，救い主が地球を創造されたのは神権の力を通してであ 

った。 

視覚資料3-a「地球は神権の力を通して創造された」を見せる。 

神権とその力を授かることは，偉大な特権の一つである。 

教義と聖約107:1-4を読んで，神権の正式な名称を確認させる。 

神権の正しい名称は，「神の御子の位に従う聖なる神権」である。しかし，「神 

の御子」の名をしばしば使うことを避けるために「メルキゼデク神権」と呼ばれて 

いる。しかし神権はまさに救い主の神権である。 

多くの神権者は，神権の持つほんとうの力を理解していない。エノクの時代 

に，神は次のような約束を与えられた。「この位と召しに従って聖任された人は 

皆，信仰により，山々を崩し，海を分け，水を干上がらせ，その流れを変える 

力を持つであろう。また，もろもろの国の軍勢をものともせず，地を分け，あ 

らゆる緦目を解き，神の前に立ち，神の御^:、と命令のとおりにすベてのことを 

行〔つ J力を持つであろつ 0」（シヨン •テーラ一，The Mediation and Atonement 

『仲保と贖罪』p.85，下線付加。ジョセフ•スミス訳創世14:30-31も參照） 

神権を持つわたしたちは，キリストを代表する者である。したがって，主が 

その力を持つ人々に期待しておられることを行わなければならない。わたした 

ちが神権を行使するときには，常に主の戒めに従い，キリストがわたしたちに 

望まれるように神権を行使するよう努める必要がある。 

「神権の権能と神権の力との間に相違があることが分かる。……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， 

すなわちふさわしいときに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 •バーク•ピーターソン「神権——その権能と力」『聖徒の道』1976年8月 

号，P.342) 

わたしたちはふさわしければ，家族を祝福し，神権の召しに関する啓示を受 

け，奇跡を行い，サタンに打ち勝つ力を得ることができる。神権は儀式を執行 
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し，神殿活動を行い，福音をiベ伝える力である。この神権の力がなければ， 

わたしたちはいかなる儀式も祝福も受けることはできないのである。 

日常生活の中で，神権の力はどのように現れるだろうか。 

ある若い宣教師は，次のような経験を通して神権の力について理解を深めた。 

宣教師はレッスンをするために，同僚と二人である市の貧民街に入って行っ 

た。その日教えた求道者の若い夫婦はほんとうに貧しかった。彼らの も価値 

ある財産と言えば幼い女の子であった。しかし，その子も当時重い病気にかか 

っていた。小さな顔は血のけが引いて紫色になり，眠っているかのように目を 

閉じたままである。両親はただおろおろして泣くだけであった。この大切な子 

は死ぬかもしれない。とっさにこの若い宣教師に一つの強い思いが走った。「神 

権を使え！」彼は父親の許可を得て幼い子供をその手に抱いた。そして同僚と 

ともに小さな頭に手を置き，二人の信仰によって幼子を祝福した。御霊の声は， 

娘が健康を取り戻して立派な女性に成長するという祝福を授けるように告げた。 

この祝福は成就し，幼い娘は完全に健康を回復した。 

若い宣教師は，主の僕として働く機会に恵まれたことを喜んだ。それは心躍 

る経験であったが，あくまで厳粛なものであった。その経験から，彼は神権を 

通して神の僕が現す神の偉大な力の一端を学んだのである。 

神権の力を行使するときに，わたしたちの信仰が大切になるのはなぜだろうか。 

神権を尊重する 

神権は救い主の神権であるから，キリストが望んでおられるようにわたした 

ちは神権を尊ばなければならない。神の戒めを守り，神権において求められる 

業を行う人は，自分の持つ神権と主を尊重している。神権者として，わたした 

ちは常に義にかなった行動をとらなければならない。 

ジェームズ• E •タルメージ長老は，神権に聖任され，神権を尊重しようと 

努力したときのことを，次のように述べている。 

「わたしは聖任を受けるとすぐに，筆舌に尽くし難い思いに駆られた。幼い 

わたしが，神から神権の召しを受ける光栄にあずかるなど考えてもみなかった 

のである。……わたしは自分がわずか11歳の少年にすぎないことを忘れていた。 

わたしは主がわたしについていてくださること，わたしが求められてなすこと 

はすべて主が助けてくださると心に強く感じていた。…… 

こうしてわたしは〔執事に〕聖任されることによって，少年時代の生活が一 

変することとなった。わたしは自分が何者かを忘れることも何度かあったと思 
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う。しかし，幸いにも，わたしはこれまでしばしばそれを思い起こし，それに 

よって自分をさらに改善することができた。学校のグランドでの試合のさなか 

に不正な行為をする誘惑に駆られたとき，あるいは友達と大げんかをしたとき， 

わたしはいっも思い出した。『ぼくは執事なんだ。執事はこんなことをしてはい 

けないんだ。』この言葉は大声でどなられているような効果があった。また試験 

の日に，友達の答案を写し……そうになって，わたしは再びこう自分に言い聞 

かせる。『ぼくがこんなことをするのは，友達が同じことをするよりずっと悪い 

ことだ。ぼくは執事なんだから。』 

……わたしは聖任されたことを大きな栄誉だと思っていたので，どんなこと 

でも喜んで果たすことができた。…… 

こうして執事のときに心に覚えた感銘は，今もって色あせることなく，生き 

ている。神権者として，主の特別な業に働くよう召されたのだという気持ちは 

永年にわたってわたしの力の源となってきた。後にわたしは教会でさらに高い 

神権の職に聖任されたが，その度に同じような確信を得たのである。っまり， 

わたしはほんとうに天から力を豊かに受け，主はわたしがその権能を尊ぶよう 

に命じておられると感じたのである。そしてわたしは順次，教師，長老，大祭 

司， 後には主イエス•キリストの使徒に聖任された。しかも聖任を受ける度 

に，わたしはいっも新たな，心高まる思いを覚えたのである。それは，わたし 

が執事に召され，主の業に働くようになったときに初めて知ったあの感動と同 

じものであった。」(Course of Study for the Quorums of the Priesthood: Deacons『神 

権定員会用学習コース，執事』1914年，pp. 135-136) 

どのような方法で，神権を尊ぶことができるだろうか（『神権の義務と祝福AJ第1課参照)。 

プリガム•ヤング大管長は，かって次のように述べている。「聖なる神権〔を有 

し〕，永遠の命の言葉を全世界の人々にもたらす責任を負う者は，その言葉と行 

いにおいて絶えず向上に努め……いと高き神に仕える代理人として，神権の召 

しと職にかかわる偉大な権威を尊ばなければならないo」{Discourses ofBrigham 

Young『ブリガム•ヤング説教集』p.130) 

威厳をもって神権を担う 

ハロルド• B •リ一大管長は，次のように述べている。 

「あるとき，軍人の一人から，こんな話を聞いたことがある。彼は将校クラブ 

で開かれたカクテルパーティーに招待された。かなり酒も入り，人々はにぎや 

かに騒いでいた。ふと見ると，会場の中に皆から一人離れて，パーティーとは 

関係ないといった顔をしている人がいた。そこで彼は，自分と同じく輪の中に 
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入ろうとしないその男の方へゆっくりと近づいてこう言った。『君はこのような 

パーティ一がお気に召さないようだね。』するとこの青年は背筋を伸ばしてこう 

言った。『はい，おっしゃるとおりです。わたしがこのようなパーティーに加わ 

らないのは，わたしがイングランド王家の一員だからです。』それを聞いて末日 

聖徒の将校は誇らしげに言った。『わたしもそうです。わたしは神の王家の一員 

だからです。』」（IVA/rr/^Zig/zM/r/^V^rW『あなたがたは世の光である』p.22) 

ふさわしい神権者となるために，わたしたちは義にかなった生活をして神権 

を尊ばなければならない。ハロルド• B •リ一大管長は，さらに次のように述 

ベている。「神権者はこう明言すべきである。『生ける神の神権を持つわたしは， 

天の御父の代理人であり，天の御父はこの神権によりわたしを通して業を行わ 

れる。神の神権に関与する者として，わたしは自分の品位を落とすようなこと 

はできない。』……神権者は自分にこう言い聞かせなければならない。『神権者 

でありながら，世の人と同じように振る舞うことはできない。わたしたちは世 

の人とは異なるのである。』」（五“5/例『エンサイン』1974年1月号，p.97) 

次の説教を読み，威厳をもって神権を担うにはどうすればよいか尋ねる。 

ロバ一ト• L •シンプソン長老は次のように述べている。 

「神の神権を受ける者として威厳を持つということは……聖餐のテーブルに立 

つときだけでなく，職場や学校で，また通勤の途中でさえも，穏やかな威厳を 

もって行動することである。わたしたちは神権者である。ほかの人とは違うの 

である。特別に優れているわけではない。しかし，違うのである。神を代表す 

る者はふさわしい服装をし.常に慎み深い。……そして，服装だけでなく肉体 

も汚れのない清レ、状mこ保っている。…… 

時折，言葉遣いを改める必要のある神権者もいる。俗語が頻繁に出てくるよ 

うでは威厳もない。神聖さを汚す言葉は，神に対する冒浣である。…… 

什分の一の律法を守らない者は，神のものを盗んでいる（マラキ3 ： 8参照）。 

神権者が主との財政的問題を精算し，什分の一を完全に納めているときほど威 

厳を増し加えることはない。 

逆に，神権者の威厳が も損なわれるのは，自分の肉体を神の宮としてふさ 

わしく保たないときである。……兄弟の皆さん，〔酒，たばこ，麻薬などを用い 

て〕健康に関する天の御父の戒めを破るならば.わたしたちの威厳は完全に失 

われるであろう。」（1976年メルボルン地域大会報告，p.38，下線付加） 

神権者として威厳を保つために，シンプソン長老はどのような提案をしているだろうか。生 

徒の意見を黒板に書く。（謙遜，ふさわしい服装，慎み，純潔，正しい言葉遣い，什分の一，知 
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恵の言葉に従うなどの答えが挙がるであろう。）神権者として威厳を保つために，ほかにどの 

ようなことができるだろうか。 

ボーン.J •フェザーストーン長老は，自分の体験を次のように語っている。 

「ある曰のことである。夜の7時ごろ仕事から帰ると，〔妻の〕マーリンがロー 

レルのクラスを教えるためにちょうど出かけるところだった。『ジルの具合が悪 

いの。そばにいてくださる。』そこで，わたしはジルと一緒に家に残ることにし 

た。本を読んでやり，30分ほど一緒にテレビを見た。それからゲームを1，2回 

した。9時半ごろだったと思う。『ジル，気分はどう？』わたしは尋ねた。 

『あまり良くないの。ママがね，良くならなかったらパパに祝福してもらいな 

さいって。ノ、。パ，祝福してくれる？』 

『もちろんだよ，ジル。』わたしは自分の部屋に行くと，白いワイシャツとスー 

ツを着てネクタイを締めた。それからジルの部屋に引き返し，ベッドの端にジ 

ルを座らせ，祝福を与えた。祝福が終わると，わたしはもう一度自分の部屋に 

戻り，ネクタイを取って白いワイシャツとスーツを脱ぎ，寝る仕度をした。 

皆さんは，ジルがこのことをやがて忘れてしまうと思われるだろうか。わた 

しにはそう思えない。確かに祝福の内容は忘れるかもしれない。しかし，わた 

しが神権を尊重し娘を敬って，あのときに十分ふさわしい服装で祝福を与えた 

ことは，決して忘れないであろう。」(AG^zび如•洲o/Exび//例び『卓越した世代』 

p.145) 

フェザーストーン長老は，神権者として威厳を持つためにどうしたであろうか。 

神の神権を授かり，神の王家の一員となることは，すばらしい栄誉である。 

わたしたちは威厳をもって慎重に神権を行使し，主の祝福を受けるにふさわし 

く自分自身を保たなければならない。 

まとめ 

神権は神の力である。すなわち，地上における も大いなる力である。わた 

したちがこの神権を尊重するためには，自分に神の権能が与えられていること 

と，その権威を尊ぶよう主から求められていることを忘れてはならない。神権 

者として威厳をもって行動するには，戒めを守り，義人となるためにできる限 

りのことをする必要がある。 

チャレンジ 

1.自分の持っている神権についてまじめに考え，こう自問してみる。「わたしは 

何か神権者としてふさわしくないことをしてはいないだろうか。自分のあらゆ 
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る行動に影響を与えるほど，この権能に重きを置いているだろうか。」 

2.夕ルメ一ジ長老が述べているような思いを持てるよう熱心に祈る。それから， 

改善点を一つニつ挙げる。 

3.生活を向上させることにより，神権者として威厳をもって行動できるように 

努力する。 

参照聖句 

1ベテロ2: 9 (選ばれた種族） 

教義と聖約121：39-43 (神権者のための指針） 

教師の準備 — — 
レツスンの前に以下のことを行う。 

1.『神権の義務と祝福A』第2章「アダムから回復の時代に至るまでの神権」を学習する。 

2.開会の賛美歌として，2番「山の上に」を歌うようにしてもよい（『福音の原則』p.297参照）。 

3.黒板とチョークを準備する。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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神権の儀式の目的 

目的神権の儀式と日常生活におけるその重要性について理解を深める。 

導入 

「わたしたちは，キリストの贖罪により，全人類は福音の律法と儀式に従うこ 

とによって救われ得ると信じる。」（信仰箇条1:3) 

儀式とは，神が定め，命じられたすべてのものを指す。し力、し，多くの場合, 

わたしたちはこの言葉を人々の救いと慰めのために主が与えてくださった儀式 

として使っている（ブルース• R .マツコンキー，Mormon Doctrirw『モルモン 

の教義』p.548参照)。そういう意味では，儀式は霊的な経験を表象する外的な 

行為である。儀式を受ける者は，生活を変えるために必要な霊的な力を得る。 

例えばパプテスマは，心からの悔い改めに続いて罪を洗い流すことを特に表し 

ている。 

これらの儀式の乱れや誤用を防ぐために，天の御父は神権の権能によって福 

音の儀式を執行するように命じられた。正しい権能により執行されたときにだ 

け，天の御父はその儀式を認可されるのである。 

神権の儀式には2種類ある。すなわち，昇栄に不可欠な儀式と，慰めと導きを 

与える儀式である。 

昇栄に不可欠な儀式 

聖文の教えによれば，神権の儀式を受けなければ，天の御父のもとに帰り， 

再び御顔を見ることはできない（教義と聖約84 ： 20-22参照)。 

昇栄に不可欠な儀式を列記した表を張るか，黒板に書き出す（「教師の準備」参照)。 

ウイルフオード•ウツドラフ大管長は次のように述べている。「だれでも， 

水と霊とから生まれなければ，神の王国に入ることはできない。……だれでも， 

神の宮の儀式を受けなければ，日の栄えの栄光を受け継ぐことはできない。」 

{Journal of Discourses 『Ifelfc 集』 1 9 : 3 6 1 ) 

ヨハネ3: 3-5を読む。この聖句が述べている儀式は何だろうか。（パプテスマと聖霊の賜物 

を授けるための按手） 
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パプテスマ 

視覚資料4-a「パプテスマは福音の第一の儀式である」を見せる。 

パプテスマの儀式は，天の御父とともに住まうことを願うすべての人が受け 

なければならない福音の第一の儀式である。天の御父のもとに帰るには，清く 

ふさわしくならなければならない。パプテスマは，悔い改めた罪に赦しを与え 

る。わたしたちを罪から清め，主のもとでともに生活することを可能にするの 

である（『神権の義務と祝福A』第29課「パプテスマ——永続する聖約」参照)。 

パプテスマを受けることは，なぜ新しい生活を始めることになるのだろうか。パプテスマは 

天の御父のもとに帰るうえでどのような助けになるだろうか。 

パプテスマを受ける人は，水中に沈められる。聖典ではこれを，過去の自分 

を埋葬することにたとえている。水から上がると，罪がきれいに洗い流されて， 

新たに生まれたかのようになるのである。しかも，過去の罪が洗われるだけで 

なく，偉大な霊的な力を授かるので，自身の生活を変えて天の御父にいっそう 

近づくことができる。 

パプテスマが生徒一人一人の生活に与えた影響について話してもらう。 

せいさん 

聖餐の儀式は，パプテスマを受けたときに交わした約束を思い起こすために 

ある。パンと水を取るときに，救い主の生涯とその犠牲についてもう一度考え， 

主に従うという約束を新たにする。ふさわしい状態で聖餐にあずかれば，それ 

が霊的な強さの源になる。また，戒めを守る力をさらに強めることができる。 

なぜなら，真心から悔い改めてふさわしい状態で聖餐を取るならば，パプテス 

マ後に犯した罪が清められるからである。以上が，パプテスマの聖約を新たに 

する方法である。 

聖霊の賜物 

視覚資料4-b「聖霊の賜物を授けるのは，メルキゼデク神権の儀式である」を見せる。 

ジョセフ•スミスは，次のように述べている。「水に沈めるパプテスマは，火 

すなわち聖霊によるパプテスマを伴わなければ，意味のないものである。この 
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二つは欠くことのできないものであり，互いに切り離すことはできないもので 

ある。人は神の王国に入るために，水と霊とから生まれなければならない。」 

{Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジヨセフ.スミスの教え』p. 360) 

昇栄を得るために聖霊の賜物が必要なのはなぜだろうか。 

罪を悔い改めてパプテスマを受け，末日聖徒イェス•キリスト教会の会員に 

確認された人には，按手を通じて与えられる聖霊の賜物が約束されている。こ 

の儀式はメルキゼデク神権者より執行される。そして，現世においてわたした 

ちを導いてくださる聖霊を受ける権利を与えて，わたしたちが福音の律法，原 

貝IJ，儀式に従えるよう助けるのである。聖霊は御父と御子のことを証し（3 ニ一 

ファイ28 ：11参照)，来るべきことを知らせ（ヨハネ16 ：13参照)，物事を思い起 

こさせ（ヨハネ14: 26参照），すべてのことの真理を教えてくださる（モロナイ10: 

5參照)御方である（『神権の義務と祝福A』第30章「聖霊の賜物」参照)。 

生活の中で聖霊の影響をどのように受けてきただろうか。生徒に経験談を話させる。 

メルキゼデク神権への聖任 

視覚資料4-c「メルキゼデク神権への聖任は昇栄に不可欠である」を見せる。 

教会員でふさわしい男性は，昇栄するためにメルキゼデク神権への聖任を受 

けなければならない。この聖任により神の力と権能を授かった者は，生者と死 

者を問わず，愛する人々のために儀式を施すことができる。また，神権は知識 

の源となり，わたしたちが霊的な事柄を理解し，同胞に仕え，地上において神 

の業を行えるよう助けてくれる。 

女性も，神権者の施す福音の儀式を受けたり，義にかなった神権者と結婚す 

ることによって，メルキゼデク神権の祝福にあずかることができる。男性が神 

権を尊んで大いなるものとするときに家庭にもたらす祝福は，男性だけでなく 

女性にも同じように及ぶ。恐らく，女性が神権の祝福にあずかる も大切な方 

法は，自身のェンダウメントを受けて神殿で結婚することであろう。 

エンダウメン卜 

視覚資料4-d「救いは神殿の儀式を通してもたらされる」を見せる。 

エンダウメントは，神殿の中でしか行われない神聖な儀式である。プリガム• 
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ヤング大管長は次のように述べている。「あなたにとってエンダウメントとは， 

主の宮において必要なすべての儀式を受けることであり，あなたがこの世を去 

った後，番人として立っている天使たちの前を通り過ぎ，彼らに聖なる神権に 

結びついている鍵の言葉としるしと形を示して御父のもとに帰り，地や地獄を 

越えて永遠の昇栄を得られるようにするものである。」 Cル『説 

教集』2 ： 31) 

神殿のエンダウメントを通して，わたしたちは天の御父のもとに帰るために 

必要な知識と行うべき事柄を学ぶ。また，主と幾つかの約束をする。例えば， 

純潔の律法を完全に守ること，主に対し従順であること，あるいは主の業のた 

めに進んですべてをささげることを約束する。そこで交わす約束は非常に神聖 

なものなので，天の御父の戒めに進んで従うことを表した人でなければエンダ 

ウメントを受けることはできない。エンダウメントを受けると聖なるガーメン 

トが与えられ，ガーメントを肌に直接着用することによってそれらの約束を常 

に思い起こすのである。 

これらの約束は，天の御父のもとに帰るうえでどのような助けになるだろうか。 

神殿結婚 

神殿結婚の儀式も，わたしたちが天の御父のようになるために欠くことので 

きない儀式である。家族が昇栄するには，家族として永遠に結び固められなけ 

ればならない。したがって，子供たちに神殿を尊重するように教え，神殿結婚 

に備えさせる必要がある。 

ソルトレーク神殿の警備員がハロルド• B •リ一大管長に語った次の話を読む。 

「さほど以前のことではありませんが，ある朝わたしは神殿の門にある守衛室 

で机に向かっていました。すると，外でドアをたたく音がします。ドアを開け 

てみると，そこに7歲か8歳ぐらいの少年が二人立っていました。二人ともみす 

ぼらしい服を着て，髪はボサボサ，顔も洗っていませんでした。まるで，親た 

ちが目覚める前に家を飛び出して来たかのような格好をしていました。少年の 

後ろには乳母車が2台あって，それぞれ赤ちゃんが寝かせてありました。何の用 

かと尋ねると，片方の少年が乳母車の中の小さな弟を指差して答えました。『こ 

の子は弟のジョーです。ジョーと握手してくれませんか。今日はジョーの誕生 

日で，2歲になるんです。それで，ジョーに神殿に触らせてあげたいんです。そ 

うすれば，大きくなっても，2歳のときに神殿に触ったことを思い出せるでしよ 

4-d,救いは神殿の儀式を通してもたらされる 
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ぅ。』 

もう一人の少年が別の乳母車の中の赤ちゃんを指して言いました。『この子は 

弟のマークです。マークも2歳になります。』そして，こんな小さな子供には想 

像もできないほど敬虔な態度で尋ねました。『これから神殿に触ってもいいでし 

ょうか。』『もちろんだよ』とわたしは答えました。二人の少年は乳母車を押して 

神殿のそばまで行き，赤ちゃんを抱き上げて，聖なる宮にその手を触れさせま 

した。わたしは傍らに立って見守りながら胸がいっぱいになりました。少年は 

幼い弟にこう言ったのです。『さあ，ジョー。二つのときに神殿に触ったことを， 

いつも覚えてなくちゃだめだよ。』少年たちはわたしにお礼を言い帰って行きま 

したJ (Improvement Era『インプルーブメント•エラ』1957年6月号，p. 406) 

一人の生徒に教義と聖約131：1-4を読ませる。 

この聖句によれば，神殿で結婚することはなぜ不可欠なのだろうか。 

神殿の中でしか行われない永遠の結婚は，家族が永遠にともに住むことを可 

能にする。そして神殿結婚の大いなる祝福の一つは，天の御父のように永遠の 

家族を持つようになることである。 

結婚が永遠に続くと自覚することによって，自分の結婚や家族関係にどのような影響を与え 
るだろうか。 

神殿結婚が重要な儀式であるのはなぜだろうか。 

慰めと導きを与える儀式 

慰めと導きを与える儀式を列記した表を張るか，黒板に書き出す（「教師の準備」参照)。 

子供の命名と祝福 

視覚資料4-e「幼児は一般に証会で命名と祝福を受ける」を見せる。 

子供の祝福は，通常断食証会で行う。メルキゼデク神権者(父親が望ましい） 

が，幼児を正式に命名し，祝福を授ける（教義と聖約20: 70參照)。 

自分の子供を祝福したことのある人がいれば，そのときの気持ちを話してもらう。次の話は， 

儀式を行うときに天の御父が助けてくださることを示している。 

「父親になって間もない神権者が，ワード会員の見守る中で霊感を受けた経験 

について語った。『わたしは今，とても心動かされています。マークを祝福する 
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ために立ち上がったとき，2，3心に浮かぶことはありましたが，実際に何と言 

ったらよいか分かりませんでした。しかし，マークを腕に抱いて祈り始めると， 

祝福の言葉が次々にわき上がってきました。祝福を授けたのはわたし独りの力 

ではありません。主がわたしに霊感を与えてくださり，聖霊の力を通して語る 

べき言葉を教えてくださったのです。』」（ジェイ• A •ペリー，” Miracles Today?" 

Ensign「今も奇跡が?」『エンサイン』1978年1月号，p. 53) 

病人への癒しの祝福 

視覚資料4-f「忠実な神権者は，病人に健康の祝福を与える力を持っている」を見せる。 

病人への癒しの祝福も，メルキゼデク神権者しか執行できない儀式の一つで 

ある。キリストが病人を祝福されたように，教会の忠実な神権者も病人を祝福 

して癒す力を持っている。しかし，長老たちは，病人を祝福するときには主の 

fflf心が行われることを忘れてはならない（教義と聖約42 ： 43 - 48参照）。 

病人への癒しの祝福について，生徒の経験を話してもらう。 

油の聖別 

病人への癒しの祝福に使う油の聖別は，メルキゼデク神権者が行う。純粋な 

オリーブ油を用いて聖別し，病人への癒しの祝福で使うよう奉献する。 

祝福師の祝福 

祝福師の祝福は，祝福師に聖任された神権者により，ふさわしい教会員に授 

けられる霊感された祝福である。この祝福は，個人に導きと勧告とを与え，イ 

スラエル王家における血統を霊感により明らかにする。聖任された祝福師が与 

える祝福師の祝福はすべて記録され，教会に保管される。これは個人に与えら 

れた神聖な祝福であるから，公表すべきものではない。 

父親の祝福 

父親の祝福は，特別なときに家族に与えられる。伝道，結婚，学校などのた 

めに家を離れるとき父親は子供に特別な祝福を授ける。また，家族が困難に直 

面するときや，重要な問題を解決しようとするときに，父親の祝福を与えて援 

助することもできる。 

4-f,忠実な神権者は，病人に健康の祝福を与える力を持っている 
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導きと慰めを与える祝福 

父親の祝福を得られない場合は，監督，支部長，ホームティーチャー，また 

は他のメルキゼデク神権者から導きと慰めを与える祝福を受ける。これは父親 

の祝福と同様のものである。この祝福によって，人生の特別な出来事に備え， 

または天の御父から必要な助けを得て問題を克服する助けを与える。 

このような祝福に関する経験を生徒に話してもらう。 

墓の奉献 

墓の奉献はメルキゼデク神権者が行う。一般に奉献の祈りでは，遺族に慰め 

の言葉を述べ，墓が守られるように願い，そのほか御霊の導くままに祝福を述 

ベる。 

まとめ 

わたしたちが天の御父のもとに帰れるように，数々の儀式が与えられている。 

しかし，正しい神権の権能によって執行されないかぎり，神はこれらの儀式を 

受け入れてくださらない。ロレンゾ•スノ一大管長は次のように述べている。 

「昇栄と栄光とを約束できるのは唯一の道しかない。罪の赦しを得るパプテス 

マを受け，聖霊の賜物を授ける按手を受ける必要がある。こうしたものを含ん 

だ幾つかの儀式は，昇栄と栄光とを受けるために絶対に欠くことができないも 

のである。」(Millennial Stor『ミレニアルス夕一』1895年6月27日，p. 405) 

そのほかにも，導きと慰めを与える幾つかの儀式がある。神権の儀式が正し 

く行われると，そこに偉大な霊の力が働いて，わたしたちの生活をよりよい方 

向へと変えていく。 

忘れてならないことは，儀式のときに約束された祝福が義にかなった生活を 

通して実現することである。 

チヤレンジ 

1.昇栄に必要なすべての儀式を受けるための具体的な計画を立てる。 

2.神権の儀式を執行するためにふさわしい生活をする。 

3.計画を立てて，家族のために儀式を行うよう特に神聖な時間を持つ。 

参照聖句 

ヤコブの手紙5:14-15 (長老は病人を癒す力を持つ） 

モーサヤ13: 30 (儀式を守ることの重要性） 

3ニーフアイ11：32-40 (バプテスマと聖霊の賜物の必要性） 
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第1課 

モルモン9: 24 (病人を祝福するための按手） 

教義と聖約20: 41(聖霊の賜物を受ける） 

教義と聖約105: 33 (エンダウメントが授けられる） 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行うO 
1.昇栄に不可欠な以下の儀式を書いた表を作成するか，または黒板に書き出せるように準備し 

ておく。パプテスマ，聖餐，聖霊の賜物を授けるための按手，メルキゼデク神権への聖任，エ 

ンダウメント，神殿結婚。 

2.慰めと導きを与える以下の儀式を書いた表を作成するか，または黒板に書き出せるように 

準備しておく。子供の祝福，病人への癒しの祝福，油の聖別，祝福師の祝福，父親の祝福，導 

きと慰めを与える祝福，墓の奉献。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 

注：儀式の詳しい執行方法についてこの課では述べない。これについては第5課で学ぶ。 
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神権の儀式の執行 

目的神権の儀式を執行する方法を学ぶ。 

導入 

主は次のように述べておられる。「それゆえ，今や人は皆，自分の義務を学 

び，任命されている職務をまったく勤勉に遂行するようにしなさい。」（教義と 

聖約107 ： 99)神権者は神権の儀式を執行する方法に熟知し，儀式を執行する際 

に聖霊の導きを得られるように自らをふさわしく保たなければならない。 

人々の生活に神権の祝福をもたらす能力は，わたしたちの忠実さと従順さに 

よって決まる。ジョセフ•フイ一ルデイング•スミスは次のように述べている。 

「もしわたしたちが〔教会の会員としての義務を果たして神に対する信仰を表 

し〕それらの根本的な真理にもう少し忠実に従って生活するなら，例えば病人 

の癒しなどの面でもっと豊かに神の御霊の現れを受けていたであろうと……確 

信している。」（『救いの教義』2:288) 

神権者としての働きは，祈りによっても高められる。神権の儀式を執行する 

前に，わたしたちは祈りによって主に導きを求める。特別な状況のときには， 

断食が必要な場合もある（『神権の義務と祝福A』第31課「断食と祈り」参照)。 

祈りと断食の精神をもって主に近づき， 大の力を発揮できるように天の御父 

の教えに従って生活するならば，御霊は神権を行使するわたしたちを導いてく 

れるであろう。 

どのような儀式を執行するか 

神権の職を通してわたしたちはどのような儀式を執行できるだろうか。話し合う際に，以下 

の説明を参考にする。 

執事 

執事は聖餐の儀式で聖餐を教会員に配る。 

教師 

教師は聖餐の儀式のために聖餐の準備をする。また，執事がいない場合に聖 

餐のパスを行う。 
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第1課 

祭司 

祭司は聖餐の儀式で聖餐のパンと水を祝福する。また必要に応じて聖餐の準 

備とパスを手伝う。監督または支部長が認可した場合，パプテスマの儀式を執 

行し，アロン神権を授け，アロン神権の職に聖任できる。 

メルキゼデク神権者 

メルキゼデク神権者はアロン神権のすべての儀式を執行できる。そのほか， 

子供の命名と祝福，教会員への確認と聖霊の賜物の授与，油の聖別，病人への 

癒しの祝福，墓の奉献，家族に与える父親の祝福，慰めと導きを与える祝福な 

どの儀式を執行することができる。また，ステーク会長または伝道部長から認 

可された場合，メルキゼデク神権を授ける。長老は長老の職の聖任，大祭司は 

大祭司の職の聖任を行うことができる。 

神権者が執行する儀式の詳細については，『神権の義務と祝福AJ第5，6，7，9課を参照 

する。 

儀式の執行方法 

パプテスマと聖餐の儀式を除き，神殿の外で施される神権の儀式には執行す 

る際の定められた言葉がない。しかし，パプテスマ，聖餐，確認，神権の授与， 

子供の祝福と命名などの儀式は，鍵を持つ人の指示の下に威厳のある方法で行 

わなければならない。また，すべての儀式は，イエス•キリストの名と神権の 

権能により執行される（本書第3課參照)。わたしたちが神権の儀式を執行すると 

きは，救い主に代わって行動していることを自覚すべきである。 

以下の儀式の中から幾つか選んで詳しく検討し，実演する。生徒に儀式の執行方法を練習さ 

せる。クラスの中に近々儀式を執行する予定の神権者がいれば，その生徒のために該当する儀 

式を復習するとよい。 

注：アロン神権者は，メルキデゼク神権者が行う儀式を練習してはならない。 

以下に挙げるのは，神権者により執行される基本的な福音の儀式である。 

子供の命名と祝福 

管理する権能を持つ神権者の指示の下，メルキゼデク神権者のみが子供の命 

名と祝福の儀式を執行する（教義と聖約20 ： 70参照)。メルキゼデク神権を所有 

するふさわしい父親には，自分の子供に祝福を与えるよう奨励すべきである。 

新生児を祝福する場合は，神権者は集まって輪を作り，新生児の下に手を添 

える。子供が大きければ神権者は子供の頭に手を置く。祝福を施す人は以下の 

ようにする。 
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1.天の御父に呼びかける。 

2. メルキゼデク神権の権能によって儀式が執行されることを宣言する。 

3.子供に命名する。 

4.御霊の導くままに祝福の言葉を述べる。 

5.イエス•キリストの名により終える。 

パプテスマ 

パプテスマは，ふさわしい祭司あるいはメルキゼデク神権者が次の順序で施 

1.バプテスマを受ける人とともに水中に立つ。 

2.(便宜と安全のため)左手で志願者の右手首を持ち，志願者の左手で執行者の 

左手首を持たせる。 

3.右腕を直角に挙げる。 

4.志願者の姓名を呼び，パプテスマの祈りを言う（教義と聖約20 ： 73参照)。 

5.(便宜上)志願者の右手で鼻をつまませ，神権者は志願者の背の上部に右手を 

当て，志願者を完全に水中に沈める。 

6.水中から上がるのを助ける。 

パプテスマの儀式は，二人の祭司かメルキゼデク神権者の証人が必要である。 

証人は儀式が正確に執行されたかどうか確認する。パプテスマの祈りの言葉が 

正確でなかった場合，執行者は祈りの言葉を繰り返し，志願者をもう一度水に 

沈める。パプテスマを受ける人の体や衣服の一部が水に沈まなかった場合は， 

パプテスマの祈りの言葉をもう一度繰り返し，それから志願者を再度完全に水 

中に沈める。 

確認と聖霊の授与 

新会員の確認と聖霊の授与は，メルキデゼク神権者が次の順序で行う。 

1.確認を受ける人の頭に手を置く。 

2.その人の姓名を呼ぶ。 

3.権能（メルキデゼク神権）によって儀式が執行されることを宣言する。 

4.末日聖徒イエス•キリスト教会の会員に確認する。 

5.「聖霊を受けなさい」といった言葉で聖霊を授ける。 

6.御霊の導くままに祝福の言葉を述べる。 

7.イエス•キリストの名により終える。 
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聖餐 

聖餐式は非常に神聖な儀式であり，その集会を管理する神権役員の指示の下 

に執行される。 

聖餐のパンは清潔な皿に載せて小さなテーブルの上に置く。また，少量の水 

を入れた小さなコップか容器をテーブルの上に並べる。コップは出席人数分用 

意する。そしてパンと水を清潔な白の布で覆っておく。パンを祝福する前にそ 

の覆いを取り，パスを終えたら直ちに再び覆いをする。水についても同様であ 

神権者は聖餐の賛美歌が歌われている間に，パンを裂く。賛美歌を歌い終え 

たら，神権者はひざまずき，パンを祝福する（教義と聖約20: 77参照)。祝福さ 

れたパンを教会員に配る。 

パンを配り終えたら，神権者はひざまずき，水を祝福する（教義と聖約20 ： 

79参照。「ぶどう酒」を「水」と言い換える）。祝福された水を教会員に配る。 

聖餐の祈りは主が明らかにされたものであり，正確に述べられているかどう 

か神権指導者が確認しなければならない。万一神権指導者が間違いを指摘する 

必要がある場合は，執行者を戸惑わせたり儀式の神聖さを損なわないように注 

意を払う。 

聖餐は集会終了後速やかにテーブルから片付ける。残ったパンは食用にして 

もよい。 

祭司とメルキゼデク神権者は聖餐を祝福することができるが，教師と執事に 

はその権能が与えられていない（教義と聖約20 ： 58参照)。聖餐をパスする割り 

当ては，祭司やメルキゼデク神権者だけでなく，教師や執事にも与えることが 

できる。聖餐に携わるすべての人は，執行される儀式の神聖さを反映するよう 

な服装をすべきである。 

神権の授与と神権の職への聖任 

アロン神権の職への聖任は，神権指導者か，または彼の指示を受けた人が行 

う。祭司は，神権指導者の指示があれば，ほかの人をアロン神権の職に聖任す 

ることができる。メルキゼデク神権の職への聖任は，ステ一ク会長あるいは伝 

道部長か，または彼の指示を受けた人が行う。聖任は次の順序で行う。 

1.頭に手を置く。 

2.姓名を呼ぶ。 

3.権能（メルキゼデク神権またはアロン神権）によって儀式が執行されることを 

旦言ヲるo 

4.以前に授与されていなければ，メルキゼデク神権またはアロン神権を授ける。 
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5.アロン神権あるいはメルキゼデク神権の所定の職に聖任し，その職にかかわ 

る権利，力，権能を与える。 

6.御霊の導くままに祝福の言葉を述べる。 

7.イエス•キリストの名により終える。 

油の聖別 

病人に油を注ぐ際に使うオリーブ油をあらかじめ聖別しておかなければなら 

ない。純粋で良質のオリ一ブ油を入手し，メルキゼデク神権者がその聖なる目 

的のため聖別する。これ以外の油は使用してはならない。 

聖別は次のように行う。 

1.オリーブ油の容器を開けて持つ。 

2.祈りにおけると同じように天の御父に呼びかける。 

3.権能（メルキゼデク神権）によって油が聖別されることを宣言する。 

4.病める人や苦しむ人に注がれ，祝福を与えるべきものとして油(容器ではない) 

を聖別する。 

5.イエス•キリストの名により終える。 

病人への癒しの祝福 

この儀式は，二つの部分から成る。油注ぎと結び固めである。 

油注ぎは一人のメルキゼデク神権者が行う。 

1.少量の油を病人の頭に注ぐ。 

2.病人の頭に手を置き，名前を呼ぶ。 

3.権能（メルキゼデク神権）によって儀式が行われることを宣言する。 

4.聖別された油を注いでいることを宣言する。 

5.イエス•キリストの名により行っていることを宣言する。 

通常，二人以上のメルキゼデク神権者が病人の頭に手を置き，そのうちの一 

人が次のように結び固めの言葉を言う。 

1.病人の名前を呼ぶ。 

2.権能（メルキゼデク神権）によって儀式が執行されることを宣言する。 

3.すでに行われた油注ぎを結び固め，確認する。 

4.御霊の導くままに祝福を宣言する。 

5.イエス•キリストの名により終える。 

同じ病気で病人に何度も油を注ぐ必要はない。もし同じ病気で複数回儀式を 

請われたら，神権者は2回目以降は油を注ぐ必要はない力
5
，按手をして神権の権 
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能により祝福を施すとよい。 

墓の奉献 

これは家族と相談のうえ，監督または支部長に指名されたメルキゼデク神権 

者によって行われる。 

1.祈りにおけると同じように天の御父に呼びかける。 

2.権能（メルキゼデク神権）によって儀式が執行されることを宣言する。 

3.埋葬の地を遺体の休息の地として奉献し，聖別する。 

4.適当であると思われたら，その体が復活し，霊と再び結合するまで，この地 

が神聖にされ，守られるよう主に祈る。 

5.家族に慰めが与えられるよう主に願い，御霊の導くままに祈りの言葉を言う。 

6.イエス•キリストの名により終える。 

父親の祝福と，そのほかの慰めや助言を与える祝福 

父親(家族のために）やそのほかのメルキゼデク神権者は，慰めや助言を与え 

る祝福を授けることができる。子供が兵役や学校，伝道で家を離れるときなど， 

特別な状況にあるときに，父親は子供に祝福を与えることができる。家族は父 

親の祝福を家族の記録のために書き記すことができるが，教会の記録には保管 

されない。父親の祝福は慰めと助言を与える祝福と同様の方法で与える。 

この種の祝福を授ける際の手順は次のとおりである。 

1.祝福を受ける人の頭に両手を置く。 

2.その人の姓名を呼ぶ。 

3. メルキゼデク神権の権能によってその祝福が授けられることを宣言する。 

4.御霊の導くままに，感謝，助言，訓戒，約束を与える。 

5.イエス•キリストの名により終える。 

メルキゼデク神権者にそれぞれ自分か，または家庭で必要とする人のためにオリ一ブ油を 

聖別させる。 

まとめ 

神権者は必要なときに儀式を執行できるよう備えておかなければならない。 

神権の儀式に備えるとは，力の及ぶ限り戒めに従って生活し，儀式を執行する 

方法に熟知することである。そのような備えをすれば，自分ばかりでなく周囲 

の人々にも祝福をもたらすことができる。 

チヤレンジ 

1.儀式を執行する手順に通じる。毎週一つずつ学ぶ目標を立てる。 
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2.儀式を執行する神権者としてふさわしくあるために，生活の一分野で改善で 

きる点について考え，実際に改善することを決意する。 

参照聖句 

マタイ 3 : 1 3 - 1 6 (イエスのバプテスマ） 

マルコ6:13 (病人に油を塗って癒す） 

マルコ16:17—18 (病人に手を置く） 

ヤコブの手紙5 ：14-16 (病人に油を注ぐ教会の長老たち） 

3ニーファイ11：22-26 (バプテスマを施す方法） 

モロナイ2: 2 (按手により聖霊を与える） 

教義と聖約42 ：11(権能を持つ者によって聖任を受ける者） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.『神権の義務と祝福A』第4課「神権定員会」と第31課「断食と祈り」を研究する。 

2.純粋なオリーブ油の小瓶をクラスの家族数に合わせて用意する。これは各家庭に聖別された 

油を置き，メルキゼデク神権者が祝福を与えるときに使用するためである。 

3.近々儀式を施す予定のある生徒がいるかどうか確認する。いる場合は，その儀式について完 

全に説明できるように準備する。 

4.レッスンの 初の部分は速やかに終えて，儀式の執行方法に関する話し合いに十分な時間を 

取れるように計画する。 

5.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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ホームテイ一チング 

目的ホームティーチャーとしての召しを理解し，果たす。 

導入 

教師，祭司，それにメルキゼデク神権者は，ホームティ一チャ一として働く 

ように召される。わたしたちが尊んで大いなるものとする神権の召しには，教 

会員を教え，見守り，支えることが含まれている。ホームティ一チングは，そ 

の機会を提供するものである。 

ホ一ムティ一チャーは神権指導者によって召される。支部またはワードが組 

織されている所では，メルキゼデク神権定員会の指導者が監督または支部長と 

協議したうえで召す。2名の神権者がホームティーチングの同僚として働き， 

担当家族を定期的に訪問することが期待される。 

視覚資料6- a「ホームティーチャーは定員会の指導者により召される」を見せる。 

ボイド.K •パッカー長老は，次のように述べている。「教会でどんな責任を 

受けているかと聞かれて，『ただのホームティ一チャ一です』と答える人がいる。」 

それからパッカ一長老は，ホームティーチングが教会において も重要な神権 

の割り当ての一つであると説明している。ホームティ一チャ一は，群れを見守 

る守護者であり， も大切な責任に召されている。彼らは主の僕なのである（「神 

のもとに子らは安し」『大会報告1970-72jp.387参照)。 

ホームティーチャー：主の僕 

ホームティ一チングの大切さについて，アール•ストーウエル兄弟は次のよ 

うに語っている。彼とホームティーチングの同僚は，あまり活発でない家族を 

何軒か受け持っていた。以下はストーウエル兄弟の話である。 

「数日後に……わたしたちはある人の家のドアの前に立っていた。わたしは背 

が低いので，いつも相手の顔を見上げなければならない。しかし，ドアが開い 

たとき，わたしは見下ろす格好になった。そこに身長が150センチにも満たない 

老人が立っていたからである。」 

視覚資料6 —b「リトル•ベン」を見せる。 

第6課 

6-a,ホームティーチャーは定員会の指導者により召される 
6-b,リ卜ル•ベン 
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「彼はやせて〔年を取って〕いたが，まっすぐな姿勢ときびきびした物腰には， 

腰が曲がらないように一生懸命に努力していることがうかがわれた。小さく鋭 

い目の間隔は広く，ロは耳に達するかと思われるほど横に大きく割れていた。 

また，肌はなめし皮のようにザラザラしていた。 

わたしたちは，自分たちが近所に住む教会員で，知り合いになりたくて訪ね 

たことを告げた。彼は迷惑そうな表情をしながら，灰皿の備えてある狭い居間 

へ招き入れた。……彼がトラックを運転していると言ったとき，わたしは集配 

用の小型トラックを思い浮かべた。ところが，それが大型ダンプカーだと知っ 

て，驚いてしまった。 

『ダンプカーの運転手といえば，大柄でたくましい人が多いと思いますが，あ 

なたはどのように……。』 

彼はわたしの言葉を遮って言った。 

『運転席に30センチの大型レンチを置いておけばいいのさ。連中もそのことを 

知っているから，対等に付き合えるわけだ。』…… 

数か月もすると，わたしたちはベンを訪問する日を楽しみに待つようになっ 

た。〔ある曰の夕方訪問してみると，彼は仕事から帰っていたが疲れ切っていた。〕 

そこで2，3分で辞することにした。玄関に向かおうとすると，ベンはわたした 

ちを見上げて言った。『おまえさんがたはわたしに言いたいことがあるんじゃな 

いのかね。たばこをやめて，神権会と教会に行って，そのほかいろいろとやる 

ようにね。』 

『ベン，もしあなたがそうしてくれたら，どんなにうれしいでしょう。でも， 

それはあなたが決めることです。あなたはもう知っているのですから，わたし 

たちが行うように言えば，それはあなたを侮辱することになります。わたした 

ちがあなたに会いに来るのは，それは，あなたなしにはわたしたちの家族が完 

全にならないからです。』ベンはわたしの手をしっかりと握った。…… 

週末にベンから電話がかかってきた。『神権会は何時からだったかな。』わたし 

は，車で迎えに行くことを申し出た。 

すると彼は言った。『いや，道は知っているから，それには及ばんよ。』 

ベンは教会の外に立っていた。『たばこをやめるまでは，教会の中に入らん方 

がいいと思ってな。』わたしは，主の助けがあれば楽にやめられると言った。『8 

歳から吸っているんだ。とてもやめられるとは思えん。』わたしは，必ずできる 

と思、うと言った。 

やがて彼は『リトル•ベン』という愛称で呼ばれるようになった。学校教育， 

体格，年齢など，多くのハンデイはあったが，彼はすぐに親しい友人を作り， 

長老定員会が企画するほとんどのプロジェクトに参画した。 
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ある晩，彼から電話がかかってきた。『何てことなんだ。』今にもヒステリー 

を起こしそうな声だった。『ワードテイ一チヤ一になれと言うんだ。できるわけ 

がない。たばこは吸っているし，教会について何も知らん。知らないことをど 

うやって教えるんだ。……一体，どうすればいいんだ。』 

わたしも動揺していた。リトル•ベンは特別な存在であり，二度と失っては 

ならない存在である。心の中で，わたしは懸命に祈った。そして，深く息を吸 

うと話し始めた。『ベン，わたしたちがあなたに何かさせようとしたことがあり 

ますか。』 

『いや，君たちはわたしが大切な存在であることを態度で示してくれた。そし 

て，わたしもそう思うようになっていった。だからこそ，自分から教会に行く 

気になったんだ。』 

『あなたと会ったときに，わたしたちはあなたのために何かができると思いま 

した。ベン，あなたは担当する人々を訪問して，彼らがいかに大切な存在であ 

るか伝えることができませんか。時々一緒に過ごしたくなるほど大切な人であ 

ると言ってあげられませんか。自分にとって価値あるものを相手の中に見いだ 

して，それについて喜んで話し合いたいとは思いませんか。』 

しばらくの間沈黙が続いた。そして彼は言った。『分かった，やってみよう。』 

一日の仕事が終わると，わたしはよくベンの親戚の家が並んでいる通りを抜 

けて帰ることがあった。それぞれ，教会員でない夫か妻を持つ活発でない家族 

ばかりで，長い間教会に来ていなかった。ある日の夕方，わたしはその通りで 

リトル•ベンを見かけた。彼は実に見事なすいかを抱えていた。あれほど大き 

なすいかは見たことがなかった。彼はすいかの下で指を組み，やっとの思いで 

運んでいた。マーケットから3つ目の角を曲がるところである。わたしが車で近 

づいたときには，すでに一軒の家に入った後だった。 

次に彼と会ったときに，わたしはそのことについて尋ねてみた。彼はうつむ 

いて言った。『家に帰る途中，マーケットの前を通ったら，あの子たちの顔が浮 

かんできたんだ。父親が失業中でな……。今年はすいかが不作でとても高い。 

あの子たちは一度もすいかなど食べていない。だから，好きなだけ食べさせて 

やりたい。そう思って，店でいちばん大きなすいかを買ってしまった。』 

それから数日して，夕方の暑い中を意気楊々と歩いて行く彼の姿を見かけた。 

手には大きなバースデーカードを持っていた。彼は後に次のように説明してく 

れた。『この小さな女の子は男の兄弟ばかりで，だれにもかまってもらえないん 

だ。だから，カードを送らずに直接持って行ったら，あの子は自分が大切な人 

だと考えると思ってな。ほんの2，3週間前のことだったが，子供たちがふざけ 

て人形の腕をもぎ取ってしまった。だが，あの女の子以外，だれも気にも留め 
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なかった。わたしはその人形を家に持って帰り，夕ンスから古いホックとスプ 

リングを取り出して，人形の腕をくっつけた。完全に治ったが，そのために一 

晚中かかってしまった。しかし，それだけのかいはあった。人形を持って行っ 

て渡してやると，その子はわたしの目の前の床に座り，ずっとわたしにもたれ 

かかっていた。』わたしはベンの声が震えているのに気づいた。 

それから数日後に，すばらしい電話を受けた。『担当家族の女の子がパプテス 

マを受けるんだ！』ベンの〔ホームティ一チング〕が実を結んだのである。わた 

しも思わず歓声を上げた。…… 

それまでの5年間，これらの家族は，ワードティーチャーと時々訪れる〔扶助 

協会の〕訪問教師を除けば，教会とはまったく接触がなかった。ところが，それ 

から3年の間に，わたしは8回もリトル•ベンから電話を受けた。いずれも興奮 

した口調で，その家族のパプテスマや子供の神権昇進を知らせるものであった。 

わたしは，どのようにして彼らの生活に溶け込むことができたのか尋ねてみた。 

『君が教えてくれたことをしただけさ。わたしはあの家族よりも優れた人間では 

ないし，何かをさせようとして訪問するわけでもない。そのことが分かっても 

らえたんだ。主がその家族のために霊的な食卓を用意されたので，わたしは出 

かけていった。わたしたちがいなければ，その食卓に空席ができて，家族は完 

全になれないからね。』 

ワードティ一チングからホームティ一チングに移行しても，わたしたちのす 

ることはただリトル•ベンの功績を模範にすることだけである。」("Little Ben" 

Ensign「リトル•ベン」『エンサイン』1977年3月号，pp. 66 - 88) 

リトル.ベンのホームティーチャーが成功した鍵は何だろうか。ホームティーチャーとして 

働くときに，リトル-ベンはこの鍵をどのように使っただろうか。 

ホームティーチャーの責任 

視覚資料6-c「ホームティーチャーは家族を訪問するために召される」を見せる。 

ホームティーチャーの責任は，会員の家庭を訪れて，彼らが祈り，家庭での 

義務を果たすように勧めることである。これは主から与えられた責任である。 

ホームティ一チャーは，主の子供たちを助け守護する「見守る者」として召され 

ている（エレミヤ31：6 ；エゼキエル33 ：1-9参照）。 

ハロルド . B •リ一大管長の言葉によれば，ホームティーチャーが心に銘記 

すべき使命とは，各会員が自身の義務を果たせるように助け，励まし，見守る 

ことである。リ一大管長は神権指導者に対して，レッスンを教えるホームテイ 

6-c,ホームティーチヤーは家族を訪問するために召される 
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一チャーではなく，教会員を守護し家庭を「見守る者」としてのホームティーチ 

ャーに重点を置くよう勧告した。この意味を十分に理解してホームティ一チン 

グを行えば，そこから多くの成果が得られるであろう（地区代表セミナ一，1972 

年4月，p.8參照)。 

教会員を「見守る者」とはどういう意味だろうか。担当家族を教えようとする前に，彼らに対 

して抱いている関心を伝えることが大切なのはなぜだろうか（リトル•ベンの話を参照する）。 

ホームティーチャーは，担当する家族や個人にとって監督または支部長の代 

理である。したがって，訪問の状況や担当家族が必要とする事柄について，神 

権個人面接の際に神権指導者に定期的に報告しなければならない。もちろん担 

当家族に病気そのほかの問題が発生した場合は，面接を待つことなく直ちに神 

権指導者に報告する。 

家庭におけるホームティーチャーの必要性 

ホームティーチャーは，担当家族が必要とすることに常に心を配る。彼らの 

個人として，また家族としての必要を見極め，いたずらに訪問を重ねるのでな 

く，家族の成長を促すために訪問するのである。一人一人を愛し，進んで援助 

の手を差し伸べ，勇気と力とを必要とする人々を助けるのである。 

ほとんどの家族が必要とするものを生徒に挙げてもらい，それを黒板に書く。レッスン中に 

ほかの提案があれば，黒板に書き加える。 

教会のすべての家族は，天の御父の御霊を必要としている。デビッド•〇• 

マッケイ大管長は次のように述べている。「すべての家庭，すべての人の心に， 

神の御霊をもたらすことが，ホームティーチャーの義務である。」（マリオン. 

G •ロムニー副管長による引用，"The Responsibilities of H o m e Teachers"「ホー 

ムティ一チャーの責任」『エンサイン』1973年3月号，p.15)担当家族が御霊を 

受けられるように助けるには，彼らが家庭の夕べを開き，家族の祈りと個人の 

祈りを行い，教会の集会に活発に集うよう励ますことである（教義と聖約20: 

53-55参照)。 

病気のときの援助も，すべての家族が必要とするものである。病気のときに 

は「教会の長老を招」くように，主は勧告しておられる。したがって，ホームテ 

ィ一チャーは担当家族の病気に心を配り，求められればいつでも儀式を行える 

ように自らをふさわしく備えるべきである（ヤコブの手紙5 ：14 -15参照)。 

人はだれでも生活の中で個人的なチャレンジや家族全体の問題に直面し，時 

には落胆することがある。ホームティーチャーは，祈りを通して担当する個人 

と家族の必要を見極め，両親や子供，独身会員を助け，励ますために，できる 
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限りの方法を探し求める。単に援助を申し出るだけでは不十分である。 

家族にとっても個人にとってもホームティ一チャーは必要である。そのこと 

に気づかない人がいるかもしれない力《，確かにホームティーチャーは必要とさ 

れている。担当する家族や個人を助けるために，その方法を求めて熱心に祈る 

ならば，わたしたちは霊感を受けて彼らが必要としている祝福をもたらすこと 

ができるはずである。 

リトル•ベンは担当家族の必要をどのように満たしただろうか。 

ある優れたホームティーチャーは，次のような方法で担当家族を援助した。 

「ロバートソン兄弟姉妹は……教会に活発な若夫婦であるが，『まだ二人きり』 

だということで，家族の祈りも家庭の夕べもしていなかった。わたしたちはそ 

のことについてレッスンを行い，励ましたが，効果は上がっていなかった。… 

それから2週間，同僚とわたしは何度か会って，担当家族に必要だと思われる 

ことについて話し合った。そして特別な注意がいると感じた事柄を幾つか確認 

した。そして，次の訪問ではこれまでと違う方法で話しかけてみることにした。 

ロバートソン兄弟姉妹には，『何か，お手伝いできることはありませんか』では 

なく，『来週の木曜日，わたしの家で家庭の夕べを一緒にしませんか』と誘った。 

……すると……『はい，お願いします』という返事であった。…… 

先日，聖餐会の後でロバートソン兄弟姉妹がわたしのところへ来て，家族の 

祈りと家庭の夕べを始めてから，ますます幸せを感じるようになったと心から 

証してくださった。」（ドン• B •センター「ほんとうのホームテイ一チングを始 

めた日」『聖徒の道』1979年5月号，pp.15- 16) 

父親を助ける 

視觉資料6-d「ホームティーチャーは，家族を導く父親を支援する」を見せる。 

イエス•キリストの教会が設立されたのは，個々の人だけでなく家族に救い 

をもたらすためであり，家長である父親には家族を昇栄へと導く主要な責任が 

ある。効果的なホームティーチングを行うには，この原則を理解しなければな 

らない。すなわち，ホ一ムティ一チャーは家族を完成へと導く父親，あるいは 

家長の立場にある人を支援するために召されているのである。 

家族を助ける方法を見いだす効果的な方法として， 初に父親または家長と 

個人的に会うことが考えられる。そして，家族が必要としていることや，その 

必要を満たすためにどのような援助ができるか尋ねる。 
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次の話は，ホームティーチヤーが父親を通して働きかける方法を示している。 

木下良治は教会員ではない。妻と子供たちが教会員であるため，木下家は補 

助組織やホームティーチングの訪問を受けることが多かった。この訪問は通常 

木下家の教会員を対象に行われていた。その結果，木下氏は訪問のときに席を 

外していた。…… 

2年前から，新しいホ一ムティ一チヤ一の松本兄弟が木下家を担当していた。 

松本兄弟は木下家の家族に会い，そして神権指導者と現状を話し合って，家長 

すなわち木下兄弟に注意を集中しなければと強く感じた。それから毎月，彼は 

慎重にこれを実行した。例えば，訪問の約束をするときは木下姉妹ではなく必 

ず木下兄弟に連絡した。……そしてこの訪問の際に，どうしたら家族の一人一 

人を助けることができるかという点について話すようにしていた。 初木下兄 

弟は，これまでのやり方と違うためしりごみしていたが，間もなく松本兄弟に 

感謝の気持ちを抱くようになった。心のこもった訪問が続けられた。けれども， 

直接的に福音に関する話をこの家族にすることはほとんどなかった。 

ある晩のこと，松本兄弟は木下兄弟を個人的に訪れ，居間でこう尋ねた。『木 

下兄弟，家族の皆さんがこうして教会で活発にやっておられるのに，どうして 

教会に入ることをお考えにならないのですか。』松本兄弟は彼の答えを聞いて驚 

いた。『わたしに興味があるかどうか聞いた人は一人もいませんでした。実のと 

ころ，わたしはあなたがたの教会の書物をたくさん読み，あなたと同じように 

信じているのです。』 

1か月後，木下良治はパプテスマを受けて教会に加入した。そして今ではもう， 

家族は神殿で結び固めを受けている。」（『あなたが立ち直ったときには，兄弟た 

ちを力づけてやりなさい』メルキゼデク神権テキスト，1974年，PP.224-225) 

一人のホームティ一チヤ一に，ホームティ一チングに関する証を述べてもらう。それから 

一人の父親に，家族が受けた効果的なホームティーチングについて証を述べてもらう。 

まとめ 

ホ一ムティ一チヤ一として，わたしたちは教会員の家族に責任を負っている。 

それは定期的に担当家族を訪問し，福音を教え，義にかなった生活をするよう 

に励ます責任である。この召しを果たすには，家族一人一人に対する愛を養わ 

なければならない。また，家族の必要を見極めてそれを満たすために，十分な 

祈りをもって家長と力を合わせることも大切である。 

チヤレンジ 

1.ホームテイ一チャーとして果たすべき責任について祈りの気持ちで考える。 

6-d,ホームティ一チャーは、家族を導く父親を支援する 
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2.以下の分野において自分が行うことを決める。 

a.ホームティ一チャ一としての働きを高める。 

b.同僚がより良いホームティーチャーになれるように助ける。 

c.担当家族の父親と力を合わせる。 

d.家族一人一人の必要を満たす。 

3.それぞれの家庭で，ホームティーチャーを助ける方法について話し合う。 

『神権の義務と祝福A』第6課「教師の義務」から，預言者ジョセフ•スミスの 

ホームティ一チャーに関する話を読むとよい。 

参照聖句 

ヨハネ21：15-17 (互いに教え合うようにという戒め） 

エペソ5: 23 (夫は家庭の頭である） 

2テモテ2: 2 (教えることのできる忠実な人々） 

1ぺテロ5 ：1-4 (長老の責任） 

教義と聖約46 ： 27 (ホームティーチャーに与えられる識別の賜物） 

教義と聖約84:106 (強き者は弱き者を教化する） 

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20 ： 46-47，51-55を研究する。 

2.まとめのところで以下のような証をするように依頼しておく。 

a.ホームティ一チングについて証を述べるホームティーチヤー1名。 

b.家族が受けた効果的なホームティーチングについて証を述べる父親1名。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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個人と家族の備え 

目的個人と家族の備えについて理解し，実践するための計画を立てる。 

導入 

1971年2月9曰の早朝，カリフォルニア州サンフェルナンド盆地一帯に地震が 

起こった。イナ•イーストン姉妹は，家族に起こったことについて次のように 

記している。 

「2月9日火曜日の早朝，地震が起こりました。その直後から2月12日の金曜日 

の夕方まで，我が家では17人から22人のお世話をしなければなりませんでした。 

一昼夜の停電，皆さんがいらっしゃる間は暖房や調理のためのガスもストップ 

し，また水も十分にありませんでした。 

……わたしたちの家はこぢんまりした家です。その限られたスペースにこん 

なに多く人を又容するのはほんとうに大変でした。このような状態でも，わた 

したちは上手な家庭の管理ができました。わたしの家に来てくださったすばら 

しい人々，そして教会の食糧と水の貯蔵計画に感謝しています。……近くの商 

店はほとんどが壊れ，道路はひび割れていました。ですから買い物に出かける 

ことはできません。わたしたちは，食糧と水を貯蔵しておいてほんとうによか 

ったと思います。…… 

わたしたちはいろいろなことを学びました。何を貯蔵すればよいかも分かり 

ました。石けん，冷たい水にも溶ける洗剤，古い夕オル，……トイレットペー 

パーやペーパー夕オル，歯ブラシと歯みがき粉。……家族全員の着替え1回分は 

どうでしょうか。救急箱も必要です。わたしたちは足に傷を作り，体のあちこ 

ちにけがをしました。ほとんどは大けがではありませんでしたが，包帯を巻か 

ず，手当てをしなかったため，ひどくなってしまいました。子供たちは空腹と 

不安で泣いていました。赤ちゃんは特にむずかりました。幼児食，哺乳瓶，毛 

布，ミルク，紙おむつなども大切です。……忘れがちなのが解熱剤や糖尿病な 

どの薬です。これらがないと，大きな悲劇をも招きかねません。 

携帯用ガスコンロはとても便利です。この燃料の貯蔵は安全でしかも簡単で 

す。携帯用のガス燈は停電のときにとても役立ちます。…… 

申し上げたいことはいろいろありますが，わたしたちが心に留めておかなけ 

ればならない大切なことは，主がわたしたちに，いつか必要となる日に備えて， 
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食糧や水，衣類，お金を蓄えるように言っておられることです。わたしたちは 

実際に必要でした。また，指導者の勧告に従った結果，家を出なければならな 

い友達やワードの兄弟姉妹とも助け合うことができました。」（『扶助協会テキス 

ト1978 - 79』pp.80 - 81) 

主の計画 

教会員に自立と安全とをもたらす主の計画は決して難しいことではなく，個 

人の必要と家族の必要を満たすために 善を尽くすことである。例えば雇用条 

件を改善する，儉約する，少なくとも1年分の生活物資を家庭に貯蔵する，将来 

の必要を予期してそのために計画する，自尊心を高める，などが挙げられる。 

主の計画の基盤は，労働の原則にある。主はすべての人がg分の必要を可能 

なかぎり自分で満たすように期待しておられる。つまり，教会のおもな目的は， 

教会員が自立できるように助けることにある。したがって，備えというものは 

家庭における個人と家族から始まるのである。 

一人の生徒に，『福音の原則』の中の「家族の責任」を読んで発表させる。 

愛する人々の必要を満たす責任は，まずだれにあるだろうか。 

「家族の備えについて語るとき，わたしたちは予見され，予期される必要，し 

かも賢明な準備をすることによって満たすことのできる必要について述べなけ 

ればならない。そうすればたとえほんとうに緊急事態が発生したとしても，十 

分な計画によってそれを緩和することができるのである。」(H •バーク•ピー 

夕一ソン，"The Family in Welfare Services" Welfare Services Meeting「福祉におけ 

る家族」『福祉部会』1975年4月，p.5) 

もしわたしたちが自分の必要を満たすことができなければ，まず親族に援助 

を求めなければならない。例えば，体の障害や自分で対処できない問題を抱え 

た教会員で，家族で与え得る以上の助けが必要な人もいる。この場合親族がこ 

の家族を助けるべきである。しかし，親族からの援助が十分でなければ，教会 

に対して援助を求めることができる。 

十分な備えをしておけば自分の家族を養うだけでなく，困っているほかの人 

人を助けることもできる。これが主の計画である。すなわち，霊的な成長は， 

無私の心でほかの人々のために自分の持てる時間や才能，あるいは自分自身を 

ささげることにより得られるのである。 

天の御父がわたしたち個人や家族に対して，できるかぎり自給自足するように願っておられ 

るのはなぜだろうか。わたしたちは自分の必要を満たすためにほかの人々から援助を受けるベ 

きだろうか。困っている人々を助けることにより，どのような霊的成長が得られるだろうか。 
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家族の備え 

視覚資料7-a「個人と家族の備え」を掲示する（黒板に書き写してもよい)。 

主は預言者を通じて，以下の6分野において現在と将来のために備えるよう指 

示しておられる。 

1.食糧の生産と貯蔵，そのほか必要物資の確保 

2.正しい食生活と運動 

3.互いに和合し，神と調和した幸福な生活 

4.読み書きと学習の能力 

5.技術の向上と雇用条件の改善 

6.賢明な財政管理 

食糧の生産と貯蔵，そのほか必要物資の確保 

国によっては食糧貯蔵が禁じられている場合がある。しかし，法律的に問題 

がなく可能な地域では，各個人または家族が 低1年分の必要を満たすに十分な 

食糧を貯蔵すべきである。これは食糧の生産と貯蔵を行うことを意味している 

(第16課の家庭菜園に関するレッスンを参照する）。また，それらの食糧を腐ら 

せないように定期的に利用して入れ替える必要がある。（すなわち，貯蔵食品を 

回転させる。）衣服の作り方を学ぶことや，可能であれば，燃料や医薬品を蓄え 

ることも大切である。生産と貯蔵を行えば，緊急時に自分_身や家族だけでな 

く，周囲の人々をも助けることができる（『神権の義務と祝福A』第22課「家庭に 

おける生産と貯蔵」参照)。 

家庭における生産と貯蔵を進めるために何ができるだろうか。 

正しい食生活と運動 

緊急事態に十分対処できるように健康で強じんな体力を養うには，栄養豊か 

な食物を取らなければならない。このために主から与えられているのが，知恵 

の言葉(教義と聖約89章参照）である。この聖句には，健康を維持するための勧 

告と，健康の律法に従って生活する人々に約束される祝福とが記されている。 

病気を避けるには，家の内外を清潔にし，地元で定められている予防接種を受 

けることである。定期的に運動をし，身体を清潔に保ち，そのほか健康維持に 

必要な習慣を身に付けることも大切である。 

家族の健康状態を向上させるために何ができるだろうか。 
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互いに和合し，神と調和した幸福な生活 

問題や不幸に打ち負かされることなく対処できれば，家族が社会的および情 

緒的な面でより備えられるようになる。ボイド• K •パッカー長老は次のよう 

に述べている。 

「人生は試しの期間である。不安も失意も落胆も失敗も，ある程度は正常であ 

ほんとうに苦しい日があっても，それがしばらく続いても，しっかり立って 

それを直視するように，教会員に教えていただきたい。そうすれば事は解決す 

るであろう。 

苦闘の人生には大きな目的がある。」（「主の方法によって情緒面の問題を解決 

する」『聖徒の道』1980年10月号，p. 146) 

家族に問題が生じた場合，互いに愛し，助け，理解し，励まし合うことが大 

切である。互いに助け合うことによってのみ，問題を克服する精神的な強さが 

養われる。次に挙げるのは，このような強さを培った家族の話である。 

その家族には両親と3人の息子，それに2人の娘がいた。いちばん下の娘は生 

まれつき脳に障害があり，正常に発達成長できないまま，17歳で死んだ。 

「愛にあふれた母親の休むことない世話と，優しい父親の忍耐と温かい心遣い， 

また気高い3人の兄たちの理解と姉の思いやりによって，その娘は家族の中で特 

別な存在になった。……父親はこのように語っている。『末娘を世話することに 

より我が家にもたらされた愛と忍耐と謙遜な心は，金銭では決して得ることの 

できないものでした。』これこそ，まさに悲劇を……祝福の機会に転じた人々で 

ある。」（マ—ビン.J •アシュトン，"Family Home Storage" Devが/湖a/处仅 

of the Year「家庭での貯蔵」『年度講話』1977年，p. 69) 

この話からも分かるように，親切で祈りと愛に満たされた家族のきずなは， 

家族一人一人の生活に大きな祝福をもたらす。そのようなきずなをすべての家 

族が求めるべきである。マービン.J •アシュトン長老は次のように述べてい 

る。「わたしたちが受ける 大の〔援助〕は，しばしば家庭という囲いの中から差 

し伸べられる。時には も必要とする助け手が，自分に も近い人である場合 

がある。……神は，家族が互いに助け合うように定められた。……わたしたち 

は家族の手を取り，家庭の愛が実在し永続することを示すべきである。」("He 

Took Him by the Hand" Ensign「彼の手を取って」『エンサイン』1974年1月号， 

p. 104) 

家庭内で互いに助け合う気持ちを育て，精神的に支え合うことが大切なのはなぜだろうか。 

人を助け，理解し，愛することが，平安と幸福に欠くことができないのはなぜだろうか。 

7-a.個人と家族の備え 

63 



『教義と聖約』の中で主は「神の栄光は英知である。言い換えれば，光と真理で 

ある」と言われた。そして「子供たちを光と真理の中で育てるように」と命じら 

れた（教義と聖約93: 36，40)。子供たちをこのように導くには，読み書きと基 

本的な計算能力が必要である。そこでわたしたちは定期的に聖文を研究し，同 

時に良書を読み，これらの能力を家族に修得させるためにあらゆる手段を利用 

する。すなわち，自分を含めて妻子が，公共機関などを利用して教育を受けら 

れるようにするのである。 

家族全員が読み書きを修得する必要があるのはなぜだろうか。なぜ教育は重要なのだろうか。 

技術の向上と雇用条件の改善 

わたしたちは可能なかぎり，家族を養うだけの収入があって自分の満足がい 

く仕事に就くべきである。また，教会の教えと調和し，教会員としての義務を 

果たす妨げにならない職業を選ぶ必要がある。若人は職業を選択するに当たっ 

て，助言に耳を傾けるべきである。現在職業に就いている人は，家族の必要を 

十分満たすようg分の職業についてよく勉強する必要がある。 

ある哲学者はこう言った。「魚を与えれば，その人は一食を得，魚のとり方を 

教えれば，その人は生涯食を得る。」個人と家族の備えに関するこの基本原則は， 

次の家族に当てはめて考えることができる。 

ジョンは失業中で，家には小さな子供が二人いた。以前に仕事を見つけてわ 

ずかな期間働いたが，自分の性に合わないことを理由に転職先も決まらないま 

ま辞めてしまった。現在ジョンは家賃の支払いを迫られており，妻は健康上の 

理由で働きに出ることもできない状態である。 

この家族は問題を解決するために何をすればよいだろうか。妻はどのような援助ができるだ 

ろうか。子供たちはどうだろうか。父親が現在の仕事に不満がある場合，別の職に就くために 

どのような備えができるだろうか。 

マービン.J •アシュトン長老は次のように勧めている。「継続して教育を受 

けていただきたい。また，正式な教育をできるだけ多く修めていただきたい。 

職業訓練校に通うこともこの中に含まれている。これは投資する価値のあるこ 

とである。さらに教育を受けて備えるために夜間学校や通信教育を利用するの 

もよい。こうして特殊な技能を身に付ければ，就職の機会が早く巡ってくるで 

あろう。……失業した人は，たとえ一時的でも職があればそれに就くべきで， 

『自分にあった職』が与えられるまで待つべきではないJ ("One for the Money" 

「お金を得るために」『エンサイン』1975年7月号，p.73) 

若人は職に就くために備える必要があるのはなぜだろうか。 
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賢明な財政管理 

財政的に備えるには，収入の範囲内で生活する方法を習得しなければならな 

い。それには，予算を組んで運用することである。実用的な予算には財政上の 

目標，什分の一とささげ物，借金を避けるための積み立てなどが組み込まれて 

いる。さらに，浪費をせずに出費を 小限に抑えたときの食費や生活費を計算 

し，可能であれば緊急時に備えて貯蓄することも必要である。 

ミズーリ州カンザス•シティ一に住むケイ.クリステンセン夫妻は，家庭の 

財政管理について次のように助言している。「ただ一つよくないことは，『これ 

はわたしのお金だから，わたしの好きなように使いたい』という考えです。夫で 

あれ，妻であれ，どちらが得たJ|又入であっても，お金はすべて二人の共有でな 

ければなりません。『これはわたしのお金だから』と言って自由に使う権利は， 

夫にも妻にもないのです。」（オーソン•スコット•カードによる引用「家庭経 

済」『聖徒の道』1979年5月号，p.18) 

賢明な財政管理が家庭に平和をもたらすのはなぜだろうか。個人と家族の備えの6分野にお 

いて，それぞれどのような備えができるだろうか。 

教会の備え 

個人と家族の必要を満たすことに加えて，主はわたしたちが助け合うように 

命じられた。 

教儀と聖約52: 40を読む。 

助け合うために，全教会員の労力と援助手段が「教会の備え」と呼ばれるプ 

ログラムに結集されている。教会全体の労力と生産が必要になった場合は，神 

権指導者が指示してそれらを利用する。次に挙げるのは，災害に襲われた人々 

を救助するために教会からの援助が必要とされた例である。 

「サウスダコタ州ラピッド.シティ一が大洪水に襲われたとき，その地域に住 

む末日聖徒は被災者を救援するために直ちに立ち上がった。教会の地元の組織 

が動いて.衣類や寝具，温かい食物などが供給された。その結果，ソルトレー 

ク•シティ一から送る必要があったのは，ベビーフード，おしめ，毛布など， 

わずかトラック1台分の荷物にすぎなかった。」（ジュニア•ライト*チヤイル 

ド，"Welfare Is the Church"「福祉こそ教会」『エンサイン』1973年9月号，p. 71， 

下線付加） 

1972年，中央アメリ力のニカラグアの首都マナグアが地震に襲われたとき， 

「ソルトレーク•シティ一から被災地の聖徒に送られたものは，腸チフスの血清 

だけであった。……そのほかの必需品はすべて地元で賄った。隣国のコスタリ 
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力の聖徒たちは救援物質を調達し，政府に働きかけて，このプログラムを運営 

した。」(同上) 

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。 

「これまでわたしたちは多くの災害を経験してきた。地震，洪水，暴風などの 

災害が1曰か2曰ごとに起こって，多くの人々を苦しめているようにも思える。 

このような状況にあって，末日聖徒とその指導者が自立というビジョンを持ち 

始めていることにわたしは感謝している。…… 

今や，さらに多くの災害が起こる時が近づいている。すなわち，さらに多く 

の洪水，暴風，……地震……がわたしたちを襲うその時がである。……恐らく 

終わりが近づくにつれて災害はますます増加の一途をたどるであろう。わたし 

たちはそのために備えなければならないo」{Conference Report『大会報告J1974 

年4月，pp. 183-184) 

このような災害を切り抜けていくには，個人や家族として備えるだけでなく， 

一教会員としても備えなければならない。各地域において教会が完全に組織さ 

れていれば，わたしたちは協力して非常用の食糧や衣料，生活必需品などを備 

えることができる。そうすれば，家族が全力を尽くしても自立できない人々に 

これらの物資を供給できる。あらゆる方法を駆使して互いに助け合うならば， 

自身が困窮したときに援助を受けるにふさわしい者となるであろう。 

まとめ 

主の定められた備えの計画を積極的に実践すると，家族やほかの人々に対す 

る愛が深まり，個人と家族の備えの必要性に対する証が強くなる。そしてその 

ような証を得ると，ほかの人の備えを助けたいという気持ちになるのである。 

『教義と聖約』には次のように記されている。「わたしにとってはすべてが霊に 

かかわるものであり，わたしはいまだかつて，現世の律法をあなたがたに与え 

たことがない。」（教義と聖約29 ： 34)教会における福祉計画の基盤は，兄弟愛と 

奉仕と慈愛にある。救い主はこのように言われた。「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) 

チヤレンジ 

1.次回の家庭の夕べで，家族の備えの現状を評価する。備えが不十分な分野 

について改善計画を立てる。 

2.ホームティーチングの担当家族の必要に心を配り，家族の備えを行うよう 

に励ます。 
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参照聖句 

1テモテ5: 8 (家族を養う責任） 

1ヨハネ3:17 (人を助けることの大切さ） 

アルマ34: 28 (人を助ける責任） 

教義と聖約56:16-18 (貧しい者と金持ちへの訓戒） 

教義と聖約68: 30-32 (怠惰な者は罰せられる） 

教義と聖約78: 7，13-14 (備えの重要性） 

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J第27章「労働と個人の責任」および第37章「家族の責任」を研究する。 

2.黒板とチョークを準備する。 

3.—人の生徒に，r福音の原則』から「家族の責任」について発表する割り当てを与える。 

4.個人と家族の備えの図表（視覚資料7-a)を準備する。 

5.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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家族の歴史と 
記録の保持 
目的家族の記録を編さんし，亡くなった親族のために神殿の儀式を執行する 

責任について学ぶ。 

導入 

自分自身の行動に責任を負える人は，パプテスマをはじめとするもろもろの 

儀式を受けなければ，日の栄えの王国に入ることはできない。しかし，この世 

で福音を耳にすることなく，また救いに必要な儀式を受けることなく死んでい 

った人が大勢いる。 

主はジョセフ•スミスや現代の預言者に啓示を与えられ，このような死者が 

霊界において福音を受け入れることができるという教義を明らかにされた（教 

義と聖約138章「死者の贖いに関する示現」参照)。死者であっても救いに必要 

な儀式を受けなければならない。これは生者によってのみ執行されるものであ 

る。したがって，わたしたちに課せられた責任は，先祖の名前を探し出して， 

彼らのために神殿で儀式を行うことである。この作業を家族歴史活動と呼んで 

いるo 

主は預言者ジョセフ•スミスに，この業が非常に重要であるという啓示を与 

えられた。 

教義と聖約128:15を読む。 

先祖について必要な情報が得られたら，神殿において彼らを永遠の家族とし 

て結び固めることができる。一つの世代が次の世代に結び固められていき，何 

代にもわたる家族が巨大な鎖のように永遠に結ばれるのである。ジョセフ•フ 

イールデイング•スミス大管長は，この点について，次のように述べている。 

「結婚した男性は……自分の家族の長となる。例えば，わたしはこの世にも永 

遠にも結び固められることにより自分の家族の長となり，自分の子供たちは自 

分に属するようになる。また，わたしは両親の家族の中では両親に属する。同 

様に，わたしの父は祖父の家族の中で祖父に属し，祖父はその前の曾祖父に属 

する。このようにして，すべての世代が鎖のように結ばれるのである。」（Sedル 

Earnestly『熱心に求めなさい』p. 225) 
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覚えの書 

主の民は常に覚えの書を記している。アダムの子孫はその記録を書き記し（モ 

一セ6 ： 4 —8参照），ニー ファイ人もまた神聖な記録を残すように命じられた（3 

ニーファイ23 ： 6-13参照）。この責任は，今日のわたしたちにも与えられてい 

る（教義と聖約128: 24参照)。 

覚えの書は，家族の一つの記録である。その中には，系図，家族の重要な出 

来事，そして先祖や自分たちの歴史が記されている。覚えの書を作るときは， 

情報を整理する箱などを都合の良い場所に置き，_分たちや先祖に関するあら 

ゆる記録を集めるとよい。 

どのような記録を集めればよいだろうか。（出生証明書，パプテスマと聖任の証明書，祝福 

師の祝福，結婚証明書，写真，日記，新聞の切り抜き，学校での記録など） 

覚えの書で も重要な部分は，自分自身の歴史である。この個人の歴史は， 

先祖に関する情報を集めたのと同じ方法を用いて書くことができる。これまで 

の生活に関する記録を集め，両親，親戚，友人などから話を聞けば，様々な経 

験についてそのあらましを記せるであろう。このような記録や情報によって， 

忘れていた出来事や経験を思い出すことがしばしばある。 

自分に関する情報をすべて入手したら，それらを幼年時代から始めて年代順 

に整理する。そして，人生の歴史を書き始めるのである。その方法としては， 

自分で書くか，ほかの人に依頼して書いてもらうか，あるいはテープに録音し 

てもよい。 

人生の歴史は，箱やバインダーに集めた系図に関する大切な書類とともに保 

管する。こうして覚えの書を作り始め， 終的には家族の神聖な記録が盛り込 

まれることになる。 

日記 

視覚資料8-a「すべての会員は日記をつけなければならない」を見せる。 

わたしたちが残す記録には，大切な経験や考え，そのときの気持ちなどを記 

した日誌や曰記が含まれている。わたしたちは毎日あるいは毎週時間を取って， 

そのときに起こった出来事を記す必要がある。キンボール大管長は，機関誌『ニ 

ユ一エラ』（New Era)で次のように述べている。 

「そこで，〔教会員の皆さん〕にお勧めする。今日から，自分の生活に起きる 

重要な出来事を……記録していただきたい。…… 

苦難を乗り越えたこと，挫折から立ち直ったこと，……目的を完遂した喜び， 
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これらを記した一生の記録を残すこと以上に，子供や孫のためにしてやれるこ 

とがあるだろうか。…… 

ノートを用意して生涯の記録を書き留めていただきたい。天使たちは永遠に 

わたってその記録から引用することもあり得るのである。今日から始めて，生 

活のあれこれや心に深く考えていること，達成したことや成功，失敗，交際お 

よび印象に残ったこと，そして自分の証を，そこにつづりなさい。」 

同じ記事の中で次のようにも述べている。「アブラハムが人生の記録をつづ 

り，世界史のあの大切な部分を書き残し，自分が受けた啓示や考え，気持ち， 

豊かな経験を記してくれたことは，わたしたちにとってどんなにありがたいこ 

とだろうか。」（「永世にわたる記録」『聖徒の道』1977年6月号，pp.300-301) 

先祖の記録 

わたしたちはそれぞれ，立派な遺産を受け継いでいる。今日わたしたちが様 

様な祝福を享受できるのも，わたしたちの先祖が多くの犠牲を払ってくれたお 

かげである。そこで，わたしたちは先祖に対する愛を深め，彼らに福音の祝福 

をもたらさなければならない。この先祖に祝福をもたらす業が可能になったの 

は，主が死者のための救いの鍵をジョセフ•スミスに回復されたからである。 

主は特別な神権の鍵を有する古代の預言者エリヤを遣わして，預言者ジョセフ’ 

スミスにそれらの鍵を授けられた。 

一人の生徒に，教儀と聖約2章またはマラキ4: 5-6を読ませる。子供たちの心を父に向けさ 

せるとは，どういう意味だろうか。 

自分の先祖について手に入る情報をすべて学んでいくと，彼らの成長を願う 

愛の気持ちがわいてくる。わたしたちの心が先祖に向けられるのである。わた 

したちは先祖についてもっとよく知りたいと思い，彼らの生活について考える 

ようになる。そして，先祖も福音の恵みを享受して，ともに永遠の家族の一員 

となれるように願うのである。 

死者の救いに関する神権の鍵が回復されたとき，エリヤは家族を永遠に結び 

固める力をジョセフ.スミスに授けた。アダムに至る切れることのない鎖に自 

分の家族をつなぎたいと思う気持ちは，「エリヤの霊」によりもたらされる。こ 

の霊を受けると，先祖の記録を探し出して，彼らができない事柄を代わって行 

いたいという思いに駆り立てられるのである。 

視覚資料8_b「家族歴史活動は家族の責任である」を見せる。 
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この業を始めるために，すべての教会員は「4代家族の記録プログラム」を行 

うよう預言者から勧告されてきた。4代家族の記録プログラムは，自分の家族を 

含めて4代にわたる家族の重要な情報を集め，「系図表」と「家族の記録」と呼 

ばれる特別な用紙にその情報を記録する作業から成っている。このプログラム 

を完全に行うには，以下の段階を追っていくとよい。 

1代目：g分と妻子の情報を記した家族の記録1枚 

2代目：自分の両親と妻の両親が，それぞれ夫および妻として記されている 

家族の記録2枚 

3代目：§分の祖父母と妻の祖父母の家族の記録4枚 

4代目：g分の曾祖父母と妻の曾祖父母の家族の記録8枚 

教師自身の家族の記録を生徒に見せる。それを作成した方法について話し，系図と家族の記 

録について証を述べる。 

わたしたちが探求するように求められているのは4代であるが，それ以前の先 

祖に関する情報を記録する際にも「家族の記録」の用紙を使うとよい。4代家族 

の記録プログラムで作成した記録は，すべて覚えの書にとじておく。 

家族のための神殿儀式 

家族の記録をまとめていくと，神殿で代理の儀式を行う必要のある先祖が明 

らかになる。そのような先祖の名前を家族歴史部に提出すると，彼らのために 

適切な儀式が行われるように手配してくれる。 

視覚資料8-c「死者のための神殿儀式は，代理人により行われる」を見せる。 

生者にとって必要なすべての儀式は死者のためにも執行されなければならな 

い。こうしてすベての人が同じように昇栄という祝福にあずかることができる 

のである。これらの儀式は，神権の力により神殿の中で行われる。ふさわしい 

教会員であれば神殿に参入して，死者のためにパプテスマ，確認，神権への聖 

任，エンダウメントの儀式を受けることができる。また，死者に代わって永遠 

の家族に結び固める儀式を受けることもできる。 

ウイルフオード•ウッドラフ大管長は次のように述べている。「わたしはこの 

業を，生者に福音を宣べ伝える業と同様に重要な業であると考えている。この 

世を去った人々は……神の名によって建てられた神殿において彼らのために儀 

式が行われなければ……復活の朝によみがえることはできない。この世を去っ 

た者の救いのためには，生ける者の救いと同じ過程を踏まなければならないの 

である。」(Discourses of Wilford Woodruff『ウイルフオード.ウッドラフ説教集』 

p. 160) 
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天の御父からの助け 

系図探求という神権の責任を果たすために全力を尽くすならば，わたしたち 

は必要に応じて天の御父から助けを得ることができる。これは通常，穏やかで 

自然な霊感として与えられる。しかし，時にはこの業に携わる教会員に奇跡が 

起こることもある。例えば，メルビン• J •バラード長老は次のような話を紹 

介している。 

「わたしの父が経験したことをお話ししよう。その当時，わたしたちはローガ 

ン神殿の完成を待ち焦がれていた。奉献式も近かった。わたしの父は着工当初 

からその宮の建設のために働いていた。採石所から岩を切り出す父に毎日夕食 

を運んだことが，今でも幼いころの記憶に残っている。わたしたちは神殿の奉 

献という偉大な行事をどんなに心待ちにしていたことだろうか。そうしている 

間にも，父は親族に関するあらゆる情報を入手するためにできる限りの努力を 

していた。朝な夕なに主の前にひざまずき，先祖の記録を得る道が開かれるよ 

うに祈っていた。 

奉献式の前日のことである。……ローガンの街角で二人の老紳士がわたしの 

妹たちの方に歩み寄って来た。そして年輩の紳士が妹に新聞を手渡して言った。 

『これをお父さんに届けなさい。ほかのだれにも渡してはいけない。さあ，急 

いで行きなさい。決してなくさないように。』 

小さな妹は言われたとおりにした。家に帰ると母親がその新聞を見ようとし 

たので，妹は言った。『だめよ，これはお父さん以外のだれにも渡しちゃいけな 

いの。』 

妹は父の部屋に入ると，今あった出来事を話した。わたしたちはその旅行者 

を捜してみたが無駄だった。影も形もなかった。だれも見た人がいないのであ 

る。そこで，新聞を開いて見ると，それは父の故郷英国で印刷された『ニュー 

ノくリ一•ウイークリー•ニューズ』(The Newbury Weekly News)だった。日付け 

は1884年5月15日木曜日であり，わたしたちが手にしたのは実に3日後の1884年 

5月18日だった。わたしたちは驚いてしまった。どのような手段を使っても，3 

日で届けることは不可能だったからである。わたしたちは好奇心に刺激されて 

新聞を調べ始めた。すると，あるページに……古い墓地を訪れたレポーターの 

記事が掲載されていた。そのレポ一夕一は珍しい碑文に興味を持ち，墓石に刻 

まれている文字を調査して記事を書いたのである。そこには死者の名前，生年 

月日，死亡年月日などが1ページのほぼ全面にわたって記載されていた。 

バラ一ド家の先祖代々の墓はその古い墓地にあったので，父の直系の先祖と 

親しい友人たちの名前がたくさん記されていた。 

ローガン神殿のメリル神殿長にその話をすると，彼は次のように言った。『バ 

8-c.死者のための神殿儀式は、代理人により行われる 
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ラ一ド兄弟，彼らのために儀式を行う権限はあなたにあります。なぜならあな 

たは主の御使いからそれを受けたからです。』 

霊界で福音を受け入れた死者がレポーターの心を動かしてあの記事を書かせ 

たこと，そして情報を求めていた父のもとにそれを届ける道が備えられていた 

こと，これらは疑う余地のない事実である 0」（77^ei)伐『光栄の3 

つの階級』pp. 23-24) 

先祖に関する記録を探し求めるときに霊感や導きを受け，その証を多くの教会員が述べてい 

る。信仰と祈りと断食をもって先祖の記録を探すならば，天の御父からの助けが与えられるの 

である。 

まとめ 

神権者であるわたしたちは，家族を永遠に結ぶために働くという重大な責任 

を持っている。この責任の一つが，覚えの書を記すことである。覚えの書には， 

生涯の出来事，先祖に閨して集めた情報，そのほか神聖な家族の記録を記載す 

る。系図に関する資料を集めれば，先祖が救いに不可欠な福音の儀式を受けら 

れるように道を備えることができる。そうするときに，わたしたちは「シオン 

山の救い手」になるのである。預言者ジョセフ•スミスは次のように述べてい 

「鍵がもたらされ，エリヤの霊が与えられ……聖徒たちがシオン山に救い手 

として立つ。しかし，どのようにしてシオン山の救い手となるのであろうか。 

この世を去った先祖のために神殿を建て……あらゆる儀式を……受けるのであ 

る。彼らが第一の復活によみがえり，ともに栄光の御座に昇栄できるように彼 

らを贖うのである。ここに父の心を子に，子の心を父につなぐ鎖がある。これ 

こそがエリヤの使命を完了するものなのである。」（ 7 >從似叩P r o p h e t Joseph 

Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』p.330) 

チヤレンジ 

キンボール大管長は，家族の歴史に関して次のように述べている。「神殿活動 

は主の業であり，わたしたちは主からこれを与えられたのである。この業を推 

し進めることは，わたしたちの責任であり，喜びであり，特権である。業が速 

やかに前進するよう，わたしたちは自らと業をよく組織しなければならない。」 

(「永遠の事柄」『聖徒の道』1977年5月号，p. 248) 

以下の項目の中から一つ以上選んで，今日から実行する。 

1.箱か容器を準備して，これまでの生活記録を書くうえで役立つ資料を集める。 

2.日記帳を入手して，今日から書き始める。日記帳はよく目につく場所に置い 
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ておく。毎日または毎週日記を書くという目標を定める。 

3.自分の家族について「家族の記録」を作成して，4代家族の記録プログラムを 

始める。このプログラムを完了するまで必要な記録を収集する。 

4.すでに覚えの書を作成していれば，別の目標を選んで家族とともに実行する。 

特別な家庭の夕べを開いて，子供たちが各自の覚えの書を書き始めるように助 

けるとよい。 

参照聖句 

1ニーファイ5 ：10-16 (リーハイの先祖の保存された系図） 

教義と聖約21:1(教会において記される一つの記録） 

教義と聖約127: 9 (神殿で記される記録） 

教義と聖約128: 8 (天において記される記録） 

教義と聖約110 ：13-16 (エリヤがジョセフ•スミスを訪れる） 

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128: 15-19，22-24およびジョセフ.F•スミスの「死者の贖いに関する示現」 

(教義と聖約138章）を読む。 

2.『福音の原則』第40章「神殿活動と家族の歴史」を復習する。 

3.クラスの中に定期的に日記を書いている人がいれば，その人に頼んで，日記をどのように書 

き始めたか，また日記を書くことがどのような助けになったかについて話してもらう。 

4.自分の家族について「家族の記録」を作成し，レッスンに持参する。記入方法が分からなけ 

れば神権指導者から援助を受ける。 

5.「できるだけ系図をさかのぼって4代にわたる先祖の名前を調べる」というチャレンジを生徒 

に与えるために準備する。自分の系図を見直すとよいであろう。 

6.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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福音を分かち合う 

目的もっと効果的に福音を分かち合うようになる。 

導入 

家族とともに改宗したある姉妹は，教会に引かれていった過程を次のように 

話している。 

「家族が新しい土地に引っ越してから間もないころのことでした。わたしが 

庭の手入れをしていると，お隣の方が来て，もぎたてのトマトを一抱えも下さ 

いました。それが永遠の友情を結ぶきっかけだったのです。 

それから数か月もたつと，〔お隣の方々〕は も親しい友人になっていました。 

何ら恐れる様子もなく心を開いて，わたしたち家族を自分の家族のように考え 

てくださいました。ほとんど毎週手作りのパンが届けられ，わたしが病気にな 

ったある晩などは，夕食がそっくり運び込まれました。ある夏の宵にはインデ 

ィペンデンスですばらしい野外劇を楽しみ，アイスクリームを食べながら帰っ 

たりもしました。…… 

わたしたちはいつも教会の集会に誘われましたが，強制されたことはありま 

せん。教会に行くことを決心すると，お隣のしっかりして気立てのよいお嬢さ 

んが，子守りに来てくれました。しかも，お礼を受け取ろうとしないことがし 

ばしばでした。 

家庭で嫌なことがあったある日，扶助協会に誘われました。わたしはとにか 

く家の外に出たかったので，行くことにしました。しかし行ってみて感じたの 

は，家の雑用からの〔解放感〕だけではありませんでした。姉妹たちから温かい 

歓迎の言葉をかけられ，わたしはそれからパプテスマを受けるまでの1年間，抉 

助協会に欠かさず出席しました。…… 

そうするうちに心の中では，彼らのようにもっと完全な生活を送りたいと思 

うようになりました。そこで，招きに応じて教会に出かけて行き，毎週求道者 

のクラスに出席し始めました。 

1976年の3月，わたしたち家族はパプテスマの水に入りました。 

それから間もなく，聖餐会である会員について特別な話を聞きました。その 

会員は，早すぎはしないかと恐れるあまり，ある家族に福音を宣べ伝えません 

でした。その結果，家族は再び福音を聞く機会に恵まれるまで10年間待たなけ 
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ればならなかったのです。10年間……わたしは心の中で考えました。もし，今 

教会に加わっていなかったら，10年後にはどうなっているのでしょうか。わた 

しは胸がいっぱいになって，集会後にお隣の人と会うのが待ち切れませんでし 

『ありがとう，福音を伝えてくださって。』わたしが言葉に出して言えたのは 

これだけでした。話したいことは山ほどありました。しかし，その必要はなか 

ったのです。愛に満ちた言葉と抱擁を交わしたとき，彼らの目にも涙があふれ 

ていました。『わたしたちは今も永遠にもわたって一緒なんだ。』わたしはそう 

確信したのでした。」（ジェイ• A •ペイリーによる引用，ドリス• E •ノヽ イド 

ン，"Converts Tell...What Brought M e In" £/25/卯「改宗者の言葉——何が自分を導 

いたか」『エンサイン』1978年2月号，p.43) 

あなたは今日，だれに福音を宣べ伝えられるだろうか。この家族が福音を受け入れる備えが 

できるように，隣人は何をしただろうか。隣人に対する働きかけを今すぐに始めなければなら 

ないのはなぜだろうか。 

福音を分かち合う——主からの召し 

主は神権者に対して，人々に福音を宣べ伝え，彼らを悔い改めとパプテスマ 

に導くよう繰り返し命じられた。また，地上におられる間に，自らその模範を 

示された。主はすべての人々に福音を受け入れるよう招かれたのである。そし 

て，昇天される前に弟子たちに 後の指示を与えられた。「全世界に出て行っ 

て，すべての造られたものに福音を宣べ伝えよ。」（マルコ16:15)わたしたち 

の中には，伝道は専任宣教師の仕事であると考えている人がいる。しかし，バ 

プテスマを受けたすべての人には，福音の恵みをほかの人々と分かち合う責任 

がある。主は次のように述べておられる。 

「さらにまた，わたしはあなたがたに言う。わたしはあなたがたに戒めを与え 

る。長老も，祭司も，教師も，また会員も，すべての人がわたしの命じたこと 

を準備して成し遂げるために，勢力を尽くし，その手の労苦を尽くしなさい。 

また，あなたがたの教えを説くことが警告の声となるように，各人がそれぞ 

れ隣人に，穏やかに，かつ柔和に警告するようにしなさい。」（教義と聖約38: 

40-41) 

天の御父がわたしたちに福音を分かち合うように望んでおられるのはなぜだろうか。（まだ 
福音を耳にしたことのない人々に伝道して，天の御父のすべての子供たちにその祝福をもたら 
す責任が，わたしたちに課せられているから。） 

わたしたちが福音から受けている祝福の中で，ほかの人々と分かち合いたいと願うものは何 

だろうか。（わたしたちは愛する天の御父の子供であり，問題に対して祈りを通して天の御父 

から助けを得ることができるという福音の教え。この世で幸福を得，来世で天の御父のもとで 

生活するにふさわしい備えをするのに福音が助けになること。福音によって家族が永遠に結ば 

れること。） 
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わたしたちの友人や親戚の中には，福音の恵みをまだ受けていない人々がい 

る。それはわたしたちが効果的な伝道に十分な閨心を払わないからである。彼 

らは尋ねられないかぎり，自分から福音を教えてくれとは決して言わない。摸 

範によって信仰を示すことも確かに一つの伝道方法であるが，わたしたちは信 

仰について直接話す機会を探すべきである。主は次のように述べておられる。 

「地上のすべての教派や宗派，門派の中には，欺こうと待ち伏せる人々の狡猾な 

悪巧みによって目をくらまされ，見いだす場所を知らないということだけで真 

理を得られずにいる多くの人がいる。」（教義と聖約123:12) 

効果的に福音を分かち合う 

視覚資料9-a「すべての会員は宣教師である」を見せる。 

主は預言者を通して，すべての教会員が伝道活動に参加するよう命じられた。 

スペンサー•W•キンボール大管長は，この責任を遂行するうえで役立つ助言 

を与えている。 

「父親である皆さん，あなたが先頭を切って歩むのです。そして家族が一体と 

なって努力することにより，わたしたちは大いなる業を成し遂げることができ 

るのです。家族全員で祈りをささげ，交際したいと思う家族を2，3選んでくだ 

さい。親戚や友人のだれに，教会を紹介するかを決めてください。月曜日以外 

の夕べに彼らを招いて家庭の夕べを開いてもよいでしょう。一緒にできる活動 

はたくさんあります。そして，その家族が関心を示したら，ワードもしくは支 

部の伝道主任を通じて，あなたの家でその家族に，宣教師から回復のメッセ一 

ジを伝えてもらうよう手配してください。このきわめて簡潔な手順に従うこと 

によって，多くのすばらしい家族を教会に導くことができるのです。」（『神権伝 

道活動により福音を分かち合う』フイルムストリップ〔51122 300〕） 

わたしたちの多くは，人々に対して愛と関心を持ち，ともに福音を分かち合 

いたいと願っている。しかし，その方法が分からないで，教会について話すこ 

とを恐れたり，躊躇したりする人もいる。以下に挙げるのは，人々を教会に導 

く一つの方法である。 

祈りにより家族を選ぶ 

視覚資料9-b「良い宣教師になるとは，良い友人になることである」を見せる。 

キンボール大管長の言葉にあるように，父親が先頭に立たなければならない。 

(父親が家族に不在の場合は，母親かそれに代わる家長が家族を導く。）まず  
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初に，友人や親戚の中で教会員でない人々について考える。 

あなたの知っている人で，教会に関心を持っているのはだれだろうか。 

以下の点に留意して，親しくなる家族を選ぶ。 

•環境が変わった家族（引っ越して来た人，子供が生まれた人，結婚した人， 

近家族を亡くした人） 

*教会に対して良い印象を持っている家族（神殿そのほか教会の施設を訪問し 

た人，教会の集会や活動に参加した人，テレビ番組で末日聖徒を見たことのあ 

る人，教会員を友人に持つ人，夕バナクル合唱団を聴いた人） 

•親戚に教会員がいる家族（家族の一員が教会員である人，親戚が 近パプテ 

スマを受けた人） 

參教会に対して個人的な関心や好奇心を寄せている家族（教会について質問を 

してくる人，教会員について肯定的な話をする人，教会の信条や教義に関心を 

示す人，新しい宗教を求めている人） 

ジョージ.アルバート•スミス大管長は，次のように勧告している。「あなた 

の隣に住む人から始めなさい。その人への信頼を呼び起こし，愛を表すのであ 

る。あなたの義を通して，すでに伝道活動が始まっている0」（a?«/び例び/^^/t 

『大会報告』1916年10月，p.51) 

家族と親しくなる 

家長である父親は，率先して教会員でない人と親しくなり，家族にも友好的 

な家族となるよう教えるべきである。 

教会員でない家族ともっと親しくなるにはどうすればよいだろうか。 

人と親しくなる方法はたくさんある。明るく元気に振る舞う，相手の話をよ 

く聴く，名前を覚える，親切な行いをする，相手が興味を持っている事柄につ 

いて話す，家庭を訪問する，g分の家庭に招待する，一緒に娯楽に出かける， 

そのほか様々な方法を用いて愛を伝える。 

教会について紹介する 

キンボール大管長は，月曜日以外の日に特別な家庭の夕べを開いて近所の人 

を招待するように勧めている。その家庭の夕べで，教会の教えを少し紹介する 

とよいo 

そのほか教会を紹介する方法として，パンフレットや『聖徒の道』を渡す， 
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『モルモン書』をプレゼントする，教会の集会に招く，を述べる，教会の活動 

に連れて行く，などが挙げられる。 

このほかどのような方法を使えば，入々の間心を教会に向けられるだろうか。 

家族を宣教師に紹介する 

視覚資料9-C「福音を分かち合うことは報いの多い経験である」を見せる。 

友人に準備ができたら，時を逃さず，主の助けを得て，宣教師に会うように 

伝える。できれば，自分の家庭に宣教師を招いてレッスンをしてもらうとよい。 

どのように知人を宣教師と引き合わせればよいだろうか。 

教会について知りたいかどうか友人に尋ねるには，次のように言うとよい。 

「わたしたち家族は，あなたのお隣に住むことができてうれしく思っています。 

明日の夜，7時にわたしたちの家庭の夕べにご家族皆さんでいらっしゃいません 

か。教会から二人の若者が来て，わたしたちの教会の起こりについて紹介して 

くれることになっています。」 

初めて会う人と教会について話すには，次のような方法を用いる。 

質問する 

自分の立場を 

述べる 

信仰の大切さ 

を伝凡る 

具体的な信条 

を述べる 

質問をする 

「どのような教会を御存じですか。」 

「どのような宗教をお持ちですか。」 

「わたしはモルモンです。」 

「わたしたち夫婦は，末日聖徒イエス•キリスト教会の会 

員です。」 

「わたしたちはモルモン教会に所属しています。」 

「宗教はわたしの生活の中で も大切なものです。」 

「わたしの家族にとって も重要なのは，教会について知 

ることです。」 

「わたしたちの教会が信じているのは……。」 

「わたしたち家族はこのように信じています。……」 

「イエス•キリストの教会では……。」 

「モルモン教会について何か御存じですか。もっと知りた 

いと思いませんか。」 

9-c,福音を分かち合うことは報いの多い経験である 
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「……について知りたいと思いませんか。」 

「……に参加してみたいと思いませんか。」 

福音のメッセージを聴くように勧める方法は数多くある。家族の歴史，青少 

年プログラム，福祉プログラムなど相手の興味を引く教会の活動について話す 

のもよい。そして，教会についてもっと知りたいかどうか尋ねるのである。相 

手の感情を害しはしないかと心配したり，否定的な反応に落胆したりしてはな 

らない。多くの人々は快く受け入れてくれるであろう。たとえ招きに応じなか 

ったとしても，夕食の誘いを辞退されたことぐらいに考えて，次のように言う 

とよい。「分かりました，田中さん。ではまたご都合のよい機会に。」このよう 

な質問をしても友情を損なうことはない。そして，次の機会が来れば，聖霊が 

必ず教えてくださるであろう。 

ローマ1:16を読む。わたしたちが「福音を恥としない」のはなぜだろうか。 

近改宗したばかりのある教会員は，友情がどのように教会への関心を引き 

起こしたかについて説明している。 

「わたしたちは仕事を通じてとても親しくなった。わたしは彼を心から尊敬 

していた。友情が深まるにつれて互いに家族や活動について話し合うようにな 

り，それは教会に関する話へと発展した。彼の家族が非常に良い意味でほかの 

人々と異なっているのは，教会があるからだとわたしは思った。やがて，教会 

の教義について話すようになったが，彼は決して押しつけたり，説き伏せたり 

しようとはしなかった。……ある日の午後の休憩時間に，わたしは教会につい 

てもっと知りたいかどうか尋ねられた。……わたしたちは彼の家で〔宣教師の 

レッスンを受けた。〕 

もしブルックス家の人々がわたしの家族に真心からの関心を寄せてくれなか 

ったら，真実の教会の会員にはなれなかったであろう。また，天の御父の光と 

知識，そしてわたしたちに対する御父の計画を知ることもなかったであろう。」 

(ジェイ• A •ペイリーによる引用，ケイス.ノブリッチ，「改宗者の言葉—— 

何が自分を導いたか」『エンサイン』1978年2月号，p.39) 

まとめ 

主は次のように述べておられる。「警告を受けた人は皆，その隣人に警告しな 

ければならない。」（教義と聖約88: 81)主が命じられたとおりに行うならば， 

多くの人々を真理に導くことができる。 

宣教師になる一つの方法は，模範を示すことである。正しい模範を示すなら 
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ば，ほかの人と異なる生活に多くの人が興味を持つであろう。 

しかし，模範だけでは，教会に対する人々の関心を引き出すことはできない。 

福音を紹介するための第一歩を踏み出す必要がある。教会員でない人は，様々 

な分野に興味を持つものである。宣教師のレッスンに招待する，教会の奉仕活 

動に招く，証を述べる，『モルモン書』や『聖徒の道』をプレゼントする，家庭の 

夕べに招待するなど。人により方法は異なるので，伝道活動においてはよく祈 

る必要がある。 

とりわけ，教会員でない人に愛と関心を示して，福音を教える機会が得られ 

るよう努力することである。アプローチに使う方法よりも，互いに抱く感情が 

大切である。人々は愛により動かされる。ある改宗者は，「改宗者を得る前に， 

友達を得る必要があります」と語った。教会に加わる人々は，その前に教会員 

と親しい友人になる場合が多いのである。 

チヤレンジ 

1.隣人に対して模範を示し，柔和な態度で彼らを警める。 

2.福音を宣べ伝える家族を祈りによって選び，その家族と親しくなって教会に 

ついて紹介する。 

3.あなたの家庭を訪れる人々に伝道活動を行う。 

4.友人に『モルモン書』を贈る。 

教師の準備 “ 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.一人の生徒に，伝道活動を行ったときの経験について話す割り当てを与える。 

2.—人の生徒に，自分の改宗談を話す割り当てを与える。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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フェロ̂“シップ• 
神権にかかわる責任 
目的神権者がフェローシップを行って，教会員を強めるようになる。 

導入 

教義と聖約18 ：10を読む。 

神の前で一人一人はどれほど大切だろうか。 

わたしたちは皆天の御父にとって非常に大切な存在である。だれであろうと， 

どこに住もうと，人種や言語が異なろうと，神の業と栄光は人の不死不滅と永 

遠の命とをもたらすことである（モーセ1:39参照）。この業を推し進めるため 

に，主は地上に神権を回復され，わたしたちに責任を与えられた。すなわち， 

主がわたしたちを愛されたように互いに愛し合うという責任である。 

聖典は，自分自身のように他の人々を思いやるようにと教えている（教義と 

聖約38 ： 24)。兄弟姉妹たちが天の御父に忠実な人々のために備えられた祝福 

を受けられるように援助するのは，わたしたちの責任であり特権である。 

「わたしたちがこの世にいるのは，お互いに成長を助け，お互いが愛を示し， 

良い業を行うよう励ますためであって，裁くためにいるのではない。活発でな 

い人や道を誤った人を励ますのはわたしたちの責任である。わたしたちには， 

『教会の中に罪悪がないように，互いにかたくなになることのないように，偽 

り，陰口，悪口のないように取り計らう』義務がある（教義と聖約20:54)。」（デ 

ルバ一ト• L •ステイプレー「永遠の栄えに至る道」『大会報告1973-75』p.52) 

ルカ22 ： 32を読む。 

ハロルド• B •リ一大管長は次のように述べている。「現在わたしたちの周囲 

には，霊的なg殺の危機にあって……苦悩の叫びを上げている人たちが大勢い 

る。わたしたちが遅れずにその苦悩の叫びに気づきさえすればわたしたち自身 

が彼らを救う手立てとなり得るのである。」（「神権の強さ」『大会報告1970 - 72』 

p.329) 

教会におけるフエ•一シップ 

フェローシップとは，福音の完全な祝福を享受するために，励まし合い助け 
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合うことである。すなわち，好意を示し経験を分かち合い，愛と奉仕の業を広 

げ援助の手を差し伸べ，親切な行いをすることである。親しい友人もしくは隣 

人となって，彼らの心に自分は大切で必要とされる存在であるという思いを抱 

かせることである。 

ほかの人々のために時間，才能，財産などを使うことにより，わたしたちの 

兄弟愛は深くなる。この兄弟愛についてパウロは次のように述べている。新し 

い教会員はもはや異邦人ではなく「聖徒たちと同じ国籍の者……なのである。」 

(エペソ2 ：19) 

わたしたちは良き友人や隣人となって，すべての人に努めて愛を示すべきで 

あるが，新しい会員やあまり活発でない会員に援助と友情の手を差し伸べるの 

は，神権にかかわる基本的な責任である。教会では神権者がこの責任を果たせ 

るように様々な援助手段を用いている。例えば，ホームティーチングなどのプ 

ログラムを行って，兄弟姉妹に対する奉仕を奨励する。集会を開いて，互いに 

交わる機会を提供する。わたしたちの愛と関心を的確に伝える方法について指 

導する。 

わたしたちは教会外の人々や教会になじめない人々に常に関心を寄せなけれ 

ばならないが，父親，母親，息子あるいは娘が教会員でない家族にも目を向け 

るべきである。このような家族にはわたしたちの援助が必要である。彼らをフ 

ェローシップして愛と理解とを示すことにより，家族全員が教会員ではない家 

族を福音において一つに結ぶ手助けができる。 

フェローシップを必要とする人々を黒板に列挙して，これまでの概念を要約する。 

フエ•一シップの方法 

周囲の環境や人間関係に影響されやすい人にフェロー シップするには，どう 

すればよいだろうか。ある家族は，フェロ一シップしたときの経験を次のよう 

に語っている。 

「わたしたちの隣に座った見知らぬ人は，何となく窮屈そうでした。まっすぐ 

前を見たままで，かすかに息をつく気配がするだけでした。いつもなら友達に 

なるきっかけを作ってくれる我が家の幼い子供たちに，ほほえむこともしませ 

んでした。集会が終わると，夫はそのいかめしい男性を家庭に招待し，デザ一 

トを一緒に食べるように勧めました。すると，彼の寂しげな顔に初めてほほえ 

みが浮かびました。『わたしは先週パプテスマを受けたばかりなのですが，こち 

らのワ一ドに転入することになりました。』それ以来，彼は一週間に幾度も我が 

家を訪れて，熱心に〔福音に関する知識を蓄え，〕聖文や個人的な問題について 
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話し合いました。わたしたちの兄弟が成長していく姿を見るのは大きな喜びで 

した。彼はもはや見知らぬ異邦人ではなかったのです。」（スーザン•スベンサ 

一•ズモレック，"The Strangers within Our Gates" 「門の内の宿り人」『エ 

ンサインJ1976年5月号，p.49) 

フェロ一シップはこのような方法ばかりでなく，ホームテイ一チングの中で 

も行われる。ホームティ一チャーの助けを受けて息子とともに活動に参加する 

ようになったある姉妹は，次のように述べている。 

「離婚を経験してひどく傷ついたわたしは，新たな生活を始めたいと思いまし 

た。そこで,幼い息子を連れて，大学を卒業するために南部に引っ越しました。 

南部の気候は温暖だと思ったので，セー夕一や毛布はすべて置いて行きました。 

ところが，冬になると避暑地の小さな別荘は透き間風が入ってとても寒かった 

のです。わたしは火をたくことも，毛布を借りに行くことも，怖くてできませ 

んでした。知っている人はだれもいないのです。わたしは離婚したので教会の 

方々とはうまくいかないと感じていましたし，〔困っていること〕をだれにも知 

られたくありませんでした。そこにホームテイ一チャーが訪問してくださいま 

した。どんなにうれしかったことでしょう。わたしたちを心から歓迎してくだ 

さり，それ以来，電話もなく留守がちな我が家を定期的に訪れ，しばしば家族 

の活動にも招いてくださいました。そして，わたしは何の気遣いもなく彼らか 

ら毛布を借りられるようになりました。」（スーザン•スペンサー•ズモレック 

による引用，「門の内の宿り人」『エンサイン』1976年3月号，pp. 47-48) 

この話の中で使われたフェロー シップの方法を黒板に書く。 

真心から人々と親交を深めようとする人は，日曜日の集会だけでなく週日の 

あらゆる機会と活動を通してフェローシップを行う。例えば，地域社会や教会 

の催し物，社交活動，あるいは家庭に人々を招待してその機会を作るのである。 

フェローシップはまことの聖徒を見分けるしるしでもある。イエスは次のよう 

に述べておられる。「あなたがたは，わたしが旅人であったときに宿を貸してく 

れた。」（マ夕イ25 ： 34 - 36参照） 

次の話は，まことのフェローシップを行う方法を示している。 

生活に喜びを見いだせずに孤独な毎日を送っていた青年がいた。教会への出 

席も途絶えがちで，教会の責任を果たすことが難しい状態だった。そうしたあ 

る日，彼は二人の兄弟から家庭の夕べに招待された。二人とも妻に先立たれた 

人だった。 

やがて，月曜日の夕べは彼にとって一週間のうちで も大切な時間となった。 
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毎週レッスンに加わり，福音についていろいろなことを話し合った。彼はこれ 

まで以上に熱心に祈るようになった。彼の証は，受け身の知識から真理に対す 

る燃える証に変わってきた。 

二人の兄弟は彼を受け入れ， 善を尽くしてフェローシップした。教会では 

いつも彼のそばに座り，よく夕食に招待した。また，一緒に買い物に行き，家 

の修理を手伝った。 

それから間もなく，彼はほかの人々に手を差し伸べ，教会の務めを果たすよ 

うになった。ある日，彼が自分の生活における喜びをあれこれ考えていたとき， 

ある兄弟から，「何が君をそうさせたのですか」と尋ねられた。 

彼は次のように答えた。「二人の友人が示してくれた愛です。それがいちばん 

大きかったと思います。わたしは彼らの愛を信じて安心感を覚えるようになり 

ました。そして，彼らのおかげで自分では思ってもみなかったことができるよ 

うになりました。」（『扶助協会テキスト1978-79』p.128より翻案） 

二人の兄弟が孤独な青年にフェロ一シップするために用いた方法を，黒板に書き加える。 

アーネスト •エバーハード .ジュニア兄弟は’フェローシップについて次の 

ような話をしている。 

「スーザン•マンソンは活発な姉妹であり，教会員ではない夫が教会に関心を 

持ってくれる日を忍耐強く待っていた。夫のジャックはいつもこのように言っ 

た。『君や子供たちが行くのはいいけれと，丨宏くは興味がないんだ。』 

彼はある程度本心を述べたのであるが，恥ずかしさも感じていた。……〔つ 

いに〕スーザンは，ワード伝道主任のコールドウェル兄弟に相談して，何かよ 

い方法がないか尋ねた。すると，伝道調整集会でこの問題を採り上げることを 

約束してくれた。 

集会では……近所の人が集まってパーティーを開くのがいちばん良い方法だ 

ろうという結論に達した。そこで近所に住む3家族に依頼して，マンソン家族 

と求道者のノーブル家族のために屋外パーティ一を開いてもらった。……そし 

て，3家族全員がそのパーティーに出席して，フェローシップを行った。 

初は行くのを嫌がっていたジャックも，打ち解けた自然な雰囲気に驚いて 

喜んでパーティ一に加わった。そして日が暮れるころには，次回のパーティー 

として2週間後にピクニックに行こうという提案を熱烈に支持していた。パー 

ティ一では教会へ出席することに関する話はまったくしなかった。しかし，ジ 

ャックの家を塗り変える件が話題に上ると，アレン•ウェストオーバー兄弟は 

その場で計画を話し合い，土曜日には自分のはしごを持ってジャックの家を訪 
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れた。そして夕方まで働いて仕事を終えると帰って行った。スティーブ•コー 

ルドウェル兄弟やグレン•リバーズ兄弟も何度か手伝いに来てくれた。 

翌月になって長老定員会があるプロジェクトを計画すると，ジャックは何と 

か手助けがしたいと思った。……夏になると，教会員と過ごす時間がますます 

多くなり，いろいろな事柄について楽しく語り合った。例えば，魚釣りの話や 

政治，子供の養育，庭造り，夫婦間の問題の解決，多忙な仕事の処理などがよ 

く話題になった。ジャックは聴くだけでなく，自分の考えを積極的に話した。 

ほかの家族を交えて開かれた社交の夕べでは，家庭の夕べと霊的なレッスンも 

行われた。スーザンにとって大きな喜びは，ある晚ジャックが宣教師のレッス 

ンを受けて……教会に入る気持ちになったと話してくれたことであった。」 

エバーハード兄弟は，さらに次のように付け加えている。「真心の伴わない 

フェローシップほど空虚なものはない。まず，親しくなろうという気持ちを抱 

くことである。」よい聴き手になって，相手の好みや家族の活動，仕事などにつ 

いて知ることも大切である。フェロ一シップを受ける人々は，わたしたちが彼 

らに関心を寄せていることを知る必要がある。（"That Part-Member Family"「教 

会員でない家族を持つ会員」『エンサイン』1978年7月号，pp.38-39) 

この話では黒板のリストのほかにどのようなフェローシップの方法が使われただろうか。答 

えを黒板に書き加える。視覚資料10-a「フェローシップ活動」について話し合う。生徒の提 

案があれば，そのほかの方法を書き加える。 

まとめ 

フェローシップは，神権にかかわる重要な責任である。新しい改宗者やほか 

の教会員が，求められ，必要とされていると感じられるように助け，彼らが教 

会に積極的になれるように励ますことである。人を助けて活発にするという責 

任を受け入れるならば，わたしたちは喜びと満足とを味わうであろう。主は， 

この喜びが永遠に続くことを約束しておられる。 

教義と聖約18 ：15-16を読む。 

割り当てておいた生徒に，自分が受けたフェロー シップについて証してもらう。 

チャレンジ 

1.新しい改宗者を一人決めて，フェローシップする。 

2.ホームティ一チングの担当家族に対してより良いフェローシップを行う。 

3.活発でない会員を一人選んで，教会に戻れるようにフェローシップする。 

4.すべての教会員，特に教会になじめない会員と親しくなる。 

5.家族全員が教会員ではない家族があれば，その人を含めた教会の活動を行う。 
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教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.一人の生徒にフェローシップについて証を述べる割り当てを与える。 近の改宗者や教会に 

再び活発になった会員，あるいは人を助けて活発にした経験を持つ会員の中から選ぶとよい。 

2.視覚資料10-a「フェローシップ活動」の表を準備する。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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フエ •一シップ活動 

自分の家庭で行う活動 

食事をする 良い音楽を鑑賞する 

レクリエ一シヨンを行う 良いテレビ番組を見る 

家族の写真を見る 屋外パーティーを開く 

形式ばらないパーティーを開く手伝いを依頼する 

相手の家庭で行う活動 

ケーキやごちそうを持って行く一緒にパーテイ一の計画を練る 

手伝いをする 「友達だから」と家に立ち寄る 

參庭の手入れ 子供の面倒を見る 

•引っ越し 

參修理 

地域社会で行う活動 

特別な映画やプログラムを見に行く 

学校に行く子供たちを車で迎えに行く 

(帰りに家でリフレッシュメントをごちそうする） 

ピクニックに行く 

家族のレクリェーション活動に参加する 

地域で行われる子供のための活動に参加する（球技大会など) 

10-a 



家長としての父親 

目的家長としての父親の役割に対する理解を深める。 

導入 

視覚資料11-a「主は父親が家族を導くように望んでおられる」を見せる。 

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。 

「主は初めに，すべての計画を立てられたとき，子をもうけ，養い，愛し，指 

示を与える者として父親を，子を宿し，産み，育て，食物を与え，訓育する者 

として母親を定められた。〔そして〕子供たちが……互いを愛し，敬い，認める 

ようになる単位を設けられた。……家族とは，天の御父が考え，組織された偉 

大な生命の計画である。」（「家庭の持つ影響力」『大会報告1973-75』p.58) 

キンボール大管長は，父親の責任として何を挙げているだろうか。 

「この『父親』という呼び名は神聖なものであり，また永遠に続くものです。 

この称号がいかに意味深長であるかは，神が御自らを天の父ととなえるように 

わたしたちに言われたことで分かります。」（『父よ，あなたは正しい道を歩んで 

いるか』〔パンフレツト〕p.3) 

「高きに栄えて」を歌うか，歌詞を読む（丨福音の原則J P.307参照)。 

救い主は地上での使命を果たしておられる間に，何度も天の御父について言 

及され，神聖な表現方法を用いて語られた。聖典に記されているように，主は 

天の御父と語られ天の御父の御心を行われた（マタイ26: 39参照)。主は天の 

御父についてよく知っておられたのである。天の御父を敬い尊ぶことにおいて 

も救い主は模範を示された。これはわたしたちが自ら従い，また子供たちに従 

うよう教えるべき模範である。 

天の御父を尊ぶにはどうすればよいだろうか。この世での父親に対してはどうだろうか。 

神権を持つ父親は，子供たちから「父親」という神聖な称号で呼ばれるにふ 

さわしい生活をしなければならない。そうすれば，永遠に父親となる資格が得 

第11課 
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られる。すべての神権者は，自分の家族を築いて永遠に喜びを共にする力を持 

つているのである。 

父親は家長である 

エペソ5 ： 23を読む。 

天の御父は，夫または父親が家族の頭となるように定められた。この父親を 

家長とする形式は，族長制度として現存している。天の御父は，わたしたち教 

会員が立派な家長となれるように神権という特別な祝福を授けられた。 

教会員の各家庭は，それ自体が一つの王国もしくは統治組織であり，父親が 

その頭である。父親は家庭における 高の権威者であり，家庭内の諸事を管理 

する（ジョセフ• F •スミス『福音の教義』pp. 278-280参照）。この点について 

ジョセフ•F•スミス大管長は次のように記している。 

「長老たちは時々家族から癒しの祝福の儀式を施してほしいと頼まれることが 

ある。このような長老の中に，ステーク会長，使徒あるいは大管長会の一員が 

いるかもしれない。そのようなときに，父親が背後に控えて，この大切な儀式 

の執行の指示を長老たちに求めることは正しくない。父親がその場にいれば，父 

親は管理する権利があり，また義務がある。父親が油を注ぐ人と祈る人を選ぶ 

べきである。家庭における福音の祝福の儀式を管理するのは父親である。」（『福 

音の教義』p. 278) 

父親は家族を統治するだけでなく，彼らに祝福をもたらすように期待されて 

いる。それには，神権を義にかなって行使して家族一人一人を祝福することで 

ある。大祝福師のエルドレッド• G •スミスは，特別な神権の祝福を求めて彼 

のもとに来たある女性について，次のような話をしている。 

「なぜ特別な祝福が欲しいのか尋ねても，彼女は答えようとしなかった。しか 

し話していくと，彼女の夫は教会員でメルキゼデク神権を持っていることが分 

かった。そこでわたしは十分な時間を取って，神権の秩序に関する原則を教え 

た。すなわち，家庭の中では父親が家族に祝福を与えるという原則である。… 

…そして，わたしからではなく，家に帰って夫から祝福を受けるように〔勧め 

た〕。 

数日後に，彼女が再びわたしの事務所を訪れた。わたしの頭に先日のことが 

よみがえってきた。そして，彼女はあの日とても憤慨して帰ったことを語って 

くれた。 

彼女の話によれば，祝福を求めた理由を話せなかったのは，夫との関係が良 
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くないので祝福してもらおうと思ったからだった。ところが，家に帰ってその 

夫から祝福を受けるように言われたのである。彼女が少々憤慨したのも無理は 

なかった。 

『でも，それからすばらしいことが起こりました。』彼女は家に帰ってからそ 

のことについて祈り，真剣に考えた。そしてついに勇気を奮い起こすと，夫に 

祝福を求めた。もちろん夫は仰天したが，彼女は忍耐強く待った。夫によく考 

えて祈る時間を与えたのである。そして，彼女は夫から祝福を受けた。『あの祝 

福を受けてからというもの，今まで味わったことがないほどすばらしい関係を 

保てるようになりましたoj」（"Family Unity through a Father's Blessing" Improve-

「父親の祝福がもたらす家族の一致」『インプルーブメント•エラJ1965 

年6月号，p. 534) 

家庭は家族が一緒になって，また個人として，成長進歩する場である。この 

成長を促すために，父親はいつも愛と知恵，理解，寛容，忍耐をもって家庭を 

管理する。また，家庭における 高の権威者として，家族の導きとなる模範を 

示す。忠実で従順な父親は，この世で義にかなった生活を送れるように家族を 

導いて，永遠に一緒に住むために必要な備えをさせるのである。 

家長であるわたしたちは，深い思いやりをもって妻子に接するべきである。 

エペソ5 ： 25-28を読む。 

わたしたちは妻とどのように接するべきだろうか。 

エペソ6 ： 4を読む。 

この聖句は，子供を育てる父親にどのような勧告を与えているだろうか。 

教義と聖約121：41-45を読む。 

この聖句は，わたしたちが立派な家長になるうえでどのような助けになるだろうか。 

聖典の中には，立派な家長であった父親の物語が数多く記されている。息子 

アルマは自分の息子たちを集めて，一人一人に勧告と祝福を与えた（アルマ35: 

16参照)。ベニヤミン王は，息子たちに聖文を説き明かした（モーサヤ1:2参 

照)。アダムとリーハイは，死ぬ前に自分の子孫一人一人に祝福を授けた（教義 

と聖約107 ： 53 ； 2ニーフアイ4 ：1-11参照)。これらの預言者は神権の力により， 

家族に対する家長の責任を果たしたのである。わたしたちも神権を通して，義 

にかなった家長となることができる。 

家族の基本的な必要を満たす 

家長である父親には，家族がそれぞれの必要を満たせるように助ける責任が 

める。 
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衣食住はだれもが求める物質的な必要である。このほか基本的にどのようなものを家族は必 

要としているだろうか。以下について話し合いながら黒板に列記する。 

愛され必要とされる 

この必要を満たすには，家族に対する愛を行いで表し，愛していることを言 

葉に出して伝えることである。ローレン• C •ダン長老は，次のような例を挙 

げている。 

「 近映画化されたある演劇についてお話ししよう。その劇は，戦争から戻 

った一人息子を持つ両親を扱ったものだった。父親と子供は心を開いて話した 

ことがなかった。お互いに対する愛を持ちながら，それをどのように表現して 

よいのか分からなかった。その結果，お互いに嫌われていると思い込み，反感 

を抱くようになっていった。…… 

この演劇の もすばらしい場面は，息子が父親にこのように言うところであ 

『お父さん，ぼくは小さいころからお父さんのことを恨んでいました。ぼくの 

ことを愛していると言ってくれなかったからです。でも考えてみると，ぼくも 

お父さんに愛しているとは言いませんでした。だから，今ぼくは言います。お 

父さん，あなたを愛しています。』 

次の瞬間，父親と息子はしっかりと抱き合った。何年もの間，抑えつけられ 

ていた愛と感謝が洪水のようにわき上がってきたのであった。」("The Growing 

Problem of Drug Abuse" 「増加する薬物乱用の問題」『インプルーブメント•エ 

ラ』1969年6月号，pp.52-53) 

家族を愛しているとロに出して言うことはなぜ大切なのだろうか。愛され必要とされている 

ことを家族に表すには，ほかにどのような方法があるだろうか。 

自尊心を持つ 

わたしたちは家族が達成したことを褒めることによって，彼らが自尊心を養 

えるよう助けることができる。神の子供であることを教え，才能を伸ばせるよ 

うに助けるのもよい。これらはすべて，家族一人一人の自信を培い，自己評価 

を高め，自尊心を築くうえで役立つであろう。両親は絶えず褒める事柄を探し 

て，子供を励ます必要がある。一方子供たちは，いつも両親に対して感謝を表 

すべきである。ある父親は次のように語っている。「わたしは家庭の夕べの時間 

を子供たちを責めるよりはむしろ褒めるために使います。わたしは彼らの悪い 

行いよりも良い行いについて話したいと思います。」（ジョージ•デュラントに 

よる引用，「天からの贈り物」『聖徒の道J1971年8月号，p.241) 
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人生に目的を持つ 

人はだれでも，人生の意義と地上に存在する目的とを知る必要がある。家族 

のこの必要を満たすには，福音を教えることである。この世の生涯は，わたし 

たちが成長して神のようになるためにある。人生の目的は平安と幸福を得るこ 

とであり，天の御父のもとに帰るために自らを備えることである。これらの目 

的を子共たちに教えなければならない。 

自己訓練と働く能力を身に付ける 

大きな石油会社の社長を務めているグレン•E•ニールソン兄弟は，生涯で 

良も影響を受けた教師について尋ねられたとき，次のように答えた。「わたしの 

父です。……父は仕事を上手に行うことの喜びを教えてくれました。あるとき， 

ピッチホークで干し草をたくさんかき上げる方法や，その干し草を荷車に投げ 

込むときの足の踏み込み方を教えて，こう言いました。『どんな仕事でも，それか 

ら逃げずに踏み込んでいけば，負担は軽くなるし易しくなるものだ。』」（CTm/r/i 

News『チャーチニューズ』1978年3月25日付け，p.2) 

視覚資料11-b「父親は子供たちに働くことを教える」を見せる。 

働くことを学ぶと，次の話に示されているような祝福がある。 

「隣同士に住んでいる二人の老人が，自分の人生と子供たちについて〔話し 

て〕いた。ジョンの長男は大学を卒業したばかりで，在学中に名誉ある責任を 

果たした。ジムの息子は重大な犯罪を犯して，州立〔刑務所〕に送られたばかり 

だった。ジムとジョンは隣同士で，互いに良い隣人として息子たちの成長を見 

守ってきた。息子たちは一緒に遊び，一緒に学校に通った。ジムは当時のこと 

を思い浮かべて，このように言った。『わたしたちの息子がこんなにも違ってし 

まったのは，ジョン，君が牛を飼っていたからだ。今でも思い出すが，君の息 

子は遊んでいるときにも早く帰って，牛の乳を搾り，飼料を与えていた。君は 

牛の世話をさせて，息子に責任を受け入れることを教えたんだ。』」 

hood Study Course: Aaronic Priesthood-Adult!アロ ン神権成人用学習コース，1967 -

68』p. 35) 

だれもが牛を飼えるわけではない。しかし，子供たちに仕事を与えることは 

できる。また，仕事に伴う問題を子供の選択の自由で解決させることもできる。 

子供の仕事を代わりに行ってはならない。ただし，子供が責任を立派に果たせ 

るように助けるべきである（第15課「家事を分担する」参照)。 
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「自分が神の霊の子供の現世における父親であると自覚している人は，自分の 

持てるすべての優しさと愛情を込めて子供を養うという責任を痛感せずにはい 

られないであろう。」(N •エルドン.タナー，『エンサインJ1977年6月号，p.2) 

家族の霊的な必要を満たす 

神権を持つ父親は，神権により家族を導いて祝福をもたらし，家族のために 

可能な神権の儀式を行う権利と責任がある。 

父親が家族を導き祝福する方法をまとめた表を見せるか，黒板にそれらの項目を書き出す 

(「教師の準備」参照)。 

父親は以下の方法を用いて家族を導き，祝福を与えることができる。 

1.家庭における管理役員になる。 

2.家族一人一人と個人面接を行う。（N •エルドン•タナー副管長は，少年の 

ころに父親から面接を受けたことについて語っている。「面接のときにいつも 

父は，神権がどれほど大切であるか，また神権者としてふさわしくあるにはど 

うすべきかについて説明してくれた。父はわたしにとって 良の友であった。」 

〔「面接のもたらす祝福」r聖徒の道』1979年2月号，p.59] 

3.妻や子供たちに慰めを与える祝福を授ける。 

4.病気になった家族のために癒しの祝福を行う（メルキゼデク神権者に限る）。 

5.家族のために啓示と霊感を受ける。 

6.朝と晩に家族の祈りを行う。 

7.祈りや食事の祝福をする人を決める。 

8.毎週月曜日の夜に家庭の夕べを開く。 

9.伝道活動，系図の探求，神殿の儀式に参加するよう家族を励ます。 

10.戒めを守って模範を示す。 

11.家庭の中に愛と理解にあふれた雰囲気を作り出す。 

割り当てておいた神権者に，親密で愛に満ちた家族の一員である喜びについて証してもらう。 

まとめ 

主の計画では，夫もしくは父親は家庭の頭であり，族長である。そのため父 

親は，妻や子供たちと正しい関係を築かなければならない。この関係は愛と信 

頼と協力に基づくものである。したがって，父親は家族一人一人の福利に関心 

を寄せる必要がある。以下の質問は，自己の成長を評価するうえで役立つであ 

ろう。 

1.わたしは家族について考える時間を実際に取っているだろうか。 
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2.わたしは家族一人一人を尊重し，彼らの考えや所有物に関心を払っているだ 

ろうか。 

3.わたしは家族一人一人を大切な存在であると考えているだろうか。 

4.わたしは家族に向かって，愛していると言っているだろうか。その愛を行い 

で表しているだろうか。 

「父親となり家長となることは，喜ばしい特権および祝福であり，重大な責任で 

ある。そこには，家族一人一人を教え導き，天の御父のもとでともに永遠の命 

を享受できるように備えさせるというチヤレンジが伴っている。」(N •エルド 

ン•タナー，"Fatherhood"「父親であること」『エンサイン』1977年6月号，p.2) 

チヤレンジ 

夫または父親は以下の事柄を行う。 

1.家長としての責任を理解する。 

2.今週中にこの責任について妻と話し合い，_身の義務を達成できるように妻 

の助けを得る。 

3.自分の父親を敬う。たとえ結婚していても，自分にとって父親は族長である。 

青少年または未婚者は以下の事柄を行う。 

1.自分の神権を尊重する。義にかなった家長となるために自らを備える。 
2.家長である父親を敬う。 

参照聖句 

申命6: 7 (両親は子供を教える） 

ヨシュア24 ：15 (あなたがたの仕える者を選びなさい） 

エペソ5: 22-25 (家族を治める秩序） 

1テモテ3: 4 — 5 (父親が家庭を治める） 

教義と聖約75: 28-29 (父親が家族を扶養する） 

教‘準備 一 一 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.r神権の義務と祝福AJ第12課「家族の福利に対する父親の責任」を研究する。 

2.黒板とチョークを準備する。 

3.父親が家族を導き祝福する方法について話し合うために，11項目を書き出した表を作成する。 

4.愛にあふれたむつまじい家族を持つ神権者を一人選び，家族から受ける喜びについて証する 

割り当てを与える。 

5.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 

103 



家族を効果的に導く 

目的家族を導くために聖霊から与えられる霊感を求め，それに従う。 

導入 

ブルース• R •マッコンキー長老は次の話の中で，御霊の声に従うことがな 

ぜ大切なのか述べている。 

「わたしのごく幼いころのことで，一つ覚えていることは，りんご園を馬に乗 

って散歩したことです。わたしの馬はよくならされており，よく仕込まれてい 

たので，安心して乗ることができました。 

ところが，ある日，その馬が何かに驚いて，急に果樹園の中を走りだしたの 

です。その拍子にわたしは鞍から浮き上がり，片方の足があぶみから外れてし 

まいました。そのとき，わたしはわらをもつかむ思いで……今にも切れそうな 

1本のなめし皮のひもにぶら下がっていました。わたしの体重では切れて当然 

でした。しかしどういうものか，そのひもは，しばらくの間切れませんでした。 

もう1歩か2歩馬が暴走し続けたなら皮ひもは切れてしまったに違いないし，さ 

もなければわたしは手を離してしまったでしよう。そして，片足があぶみにも 

つれたまま引きずられて，大けがをしたか，死んでしまったかに違いないので 

突然，馬は止まりました。そしてわたしは，だれかが手綱をしっかりと握り 

締め，興奮のため身をぶるぶる震わせている馬を落ちつけようとなだめている 

のに気づきました。わたしは，その人の腕の中にぐいっと抱き上げられました。 

父だったのです。 

何があったんでしよう。わたしを救うために，父をよこしてくれたのは何だ 

ったのでしよう。わたしが，暴走する馬のひづめにかかる前に，しかも，数秒 

を争うときに。 

父が家で，いすに腰かけて新聞を読んでいるとき，御霊がこうささやいたの 

です。『急いで果樹園へ走って行きなさい！』 

一刻も迷うことなく，理由を考えようともせずに，父は走りました。どうし 

て果樹園に来たのか分からないのでした。すると暴走する馬がいました。父は 

止めなくてはと思ったのです。 

父はそのようにして，わたしを見つけました。そうしてわたしは，大けがを 

第12課 
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するか，あるいは死んでしまったかもしれないところを救われたのです。」（「御 

霊の声に従う」『聖徒の道』1973年1月号，pp.24-25) 

マッコンキー長老の父親は，何に促されて果樹園に行ったのだろうか。また，直ちに御霊の 

声に従うことがなぜ大切だったのだろうか。 

割り当てておいた生徒に，父親として聖霊の助けを受けたときの経験について話してもらうC 

聖霊は家族を導かれる 

この世で も大切な責任の一つは，家族を導くことである。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（J • E •マツクローチ，Home: The Savior of Civilization『家庭一文 

明の救い手』p.42より引用，Conference Report『大会報告』1935年4月，p. 116)。 

この責任はいつの時代も大切なものとされてきた。しかも，世の中が悪くなる 

につれて，ますます重大なものとなっている。 

今日の両親が直面しているチヤレンジについて考えてみると，家族のために 

常に正しい決定を下すだけの知恵や力に不足していると感じる入がいるかもし 

れない。そのことを理解しておられた主は，わたしたちが必要な導きを得られ 

るように一つの方法を備えられた。それは，聖霊を通してもたらされる導きで 

ある。 

聖霊からの助けを受けるには，戒めに従って生活しなければならない。戒め 

を軽んずる人や守らない人には，聖霊が宿られないからである。この助けを受 

けたいと願う人は，誤った行いを常に悔い改め，主が望まれる事柄を行うよう 

に努めなければならない。 

「父親は，自分の生活にとっていちばん大切なものは家族であることを常に心 

得ていなくてはならない。……また，いちばん印象に残る教えを学ぶのも，子 

供の一生が決まるのも家庭であることを忘れてはならない。」(N •エルドン• 

タナー，Ensign『エンサイン』1973年7月号，p. 92) 

このような責任を果たすときに，両親は祈りによって聖霊の導きを受け，家 

族のために正しい事柄を行えると確信して慰めを得るのである。例えば，ある 

父親は，「主の助けを願い求めてから，ほかの町の仕事に就くべきかどうかを決 

めるために，家族全員を集めた。彼は引っ越すことについて家族の意見を求め 

た。そして，各自が主に尋ねて，どうしたらよいか答えを得るように言った。 

家族は祈るとそれぞれ霊感を受け，父親の言うように引っ越すべきであると感 

じた。こうして，父親の受けた御霊による答えを家族一人一人が受けられるよ 

うにしたので，家族は父親を信じて，その勧告に従うことができたのである。」 

105 



(ヘンリー• B •アイリング，"Family Followership”「家族の支持」『エンサイン』 

1973年4月号，p.32) 

2ニーファイ32: 5を読む。 

聖霊の導きに従う 

わたしたちは様々な方法で聖霊の助けを得て，問題の解決法や疑問の答えを 

見いだすことができる。聖文から問題を克服した人々の証を見いだすのも一つ 

の方法である。何か問題があるときは，聖文を研究してその答えを探すとよい。 

そうすれば，聖霊の導きを得て答えを見いだし，その解決法が正しいという証 

を受けるであろう。また，聖霊の助けにより，かつて学んだことを思い起こす 

こともできる（ヨハネ14 ： 26参照）。 

聖霊は確かにわたしたちの問題解決を助けてくださるが，それはあくまで助 

け手としてである。わたしたちが助けを求めたからといって，わたしたちに代 

わって問題を解決されることはない。教会の初期の時代に，オリバー•カウド 

リは答えを求める以上のことをしばしば行う必要があることを学んだ。 

教義と聖約9:1-9を読む。 

この聖句では，ある問題について主に尋ねる前に何をするように教えているだろうか。自分 

の下した決定が正しいかどうかは，どのようにして知ることができるだろうか。 

この聖句は，決定を下すことについて心の中によく思い計るように教えてい 

る。まず自分のとるべき行動を決めてから，それが正しいかどうか主に尋ねる 

のである。 

聖霊からの静かな細い声を直接聞いて，問題解決の助けを得ることもある（列 

王上19:11-13参照)。また，教会指導者や友人，良書などの勧告を通して答え 

られることもある。（別の人から祈りの答えを受ける場合，聖霊はそれが正しい 

という気持ちを与えてくださる。）そのほか，日常の活動をするうちに聖霊の促 

しを受けることもある。そのような促しは，家族のだれかのためにもっと時間 

を使いたい，特別なことをしたい，というような気持ちとなって表れる。 

祈りの答えはそのほか様々な経路でもたらされるが，主はそれが主からの答 

えであることを確認する方法を備えてくださった。主は聖典の中で，わたした 

ちの下す決定が正しければ，心の中に平安を感じると述べておられる（教義と聖 

約6 ：14一 16, 22-24参照)。 

わたしたちの望む答えが得られないかもしれない。また，わたしたちの望む 

ときにすぐそれが得られないかもしれない。しかし，主はわたしたちを愛して 

おられ，わたしたちにとって 良の方法で答えを与えてくださるのである。た 
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とえすぐに答えが得られなくとも，決して落胆してはならない。引き続き祈り， 

義にかなった生活をし，学び，そして聖霊の導きを求めるのである。 

祈りの答えを受けたら，その答えが要求する行動をとらなければならない。 

聖霊の導きを無視すれば，引き続き助けを得ることなど期待できない。その答 

えが自分の望みと異なっていても，また多くの努力が必要とされるようであっ 

ても，わたしたちは喜んでその指示に従うべきである。さもないと，聖霊との 

交わりを失って，その慰めと導きを受けられなくなる恐れがある。 

時には，わたしたちにその決定が任されることがある。これらの決定は，善 

悪に関する問題でなぐ単にわたしたちの好みに任される事柄についてのもの 

であろう（教義と聖約60: 5，80: 3参照)。その場合，わたしたちは自分の知識 

と経験を基にして正しい判断を下さなければならない。 

「さて，この世にあって何よりも大切なことは，わたしや皆さんが，またすベ 

ての教会員が主の御霊の導きを求めることであると思う。この御霊の導きを得 

る範囲で，わたしたちは自分自身と自分のかかわる諸事に対する預言者となる。 

そして，大管長会や十二使徒評議会に主が召された預言者たちとgらを調和さ 

せることができる。」（ジョセフ•フイ一ルデイング.スミス，Joseph Fielding 

Smith-A prophet among the People『ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス—民の 

中の預言者』pp. 24-25) 

聖霊は家族ををどのように祝福されるか 

聖霊の導きを受けると，わたしたちは大いなる恵みを得て，家族を祝福する 

こともできる。例えばマッコンキー長老は父親が聖霊の声に聴き従ったので， 

けがをせずに済んだ。このような守りは，聖霊からの霊感に心を開き，告げら 

れるままに行動するときに与えられる。 

この肉体的な守りに加えて，わたしたちの霊性を損なう誘惑を避けられるよ 

うに聖霊は助けてくださる。聖霊を通して，家庭の中に生じた誤りを発見する 

こともできる。家族の中に，特別な問題を抱えて相談相手を必要としている人 

がいるかもしれない。あるいは教会について疑問を持っている人や，戒めどお 

りに生活できなくて悩んでいる人がいるかもしれない。わたしたちは聖霊の助 

けを借りて，家族を援助し，強めるのである。何としても，心の悩みや苦しみ 

から家族を救うのである。 

子供をしかる場合にも，聖霊の導きを求めるべきである。聖文の教えによれ 

ば，聖霊に感じたときにだけ厳しく子供をしかり，その後でよりいっそう大き 

な愛と理解とを示す必要がある。そうすれば，子供たちは父親が自分を助けよ 

うとしていることが分かるであろう（教義と聖約121：43-44参照)。 
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わたしたちが父親の祝福を授けるときにも聖霊からの助けがある。聖霊に促 

されるままに勧告を与えると，家族自身も気づいていない問題に触れることさ 

えある。このような祝福は，家族にとって神聖な経験になるであろう。 

視覚資料12-a「父親の祝福は家族を強める」を見せる。 

エズラ•タフト*ベンソン長老は，次のような経験について話している。 

「以前，一人の青年が祝福を求めてわたしの事務所にやって来た。彼は幾つ 

かの問題を抱えて困惑し……思い悩んでいた。そこでわたしは少し話をしてか 

ら，彼にこう尋ねた。『お父さんに祝福を頼んだことがありますか。』彼は答えて 

言った。『まさか，父が祝福してくれるとは思えません。父はあまり活発な会員 

ではないのです。』そこでわたしは尋ねた。『でも，君のお父さんですね。』『は 

い，そうです。』『お父さんは神権を持っていますか。』『ええ，長老です。でも 

教会にはほとんど来ません。』『お父さんを愛していますか。』『はい，ぼくは父 

を愛しています。家族や子供たちによくしてくれる立派な父です。』……『分か 

りました。では，機会を見つけて，祝福をお願いしてみてはどうでしょうか。 

もしうまくいかなければ，もう一度来てください。喜んでわたしがお助けしま 

す。』 

それからおよそ3日後，彼は再びわたしのもとへやって来てこう言った。『ベ 

ンソン兄弟，実はわたしたちの家庭にすばらしいことが起こったのです。その 

場には，弟や妹たちもいました。母はあふれる涙をぬぐっていました。後にな 

って母は感謝を伝えてくれました。父がすばらしい祝福をくれたのです。ほんと 

うに心のこもつた祝福でした。』」(X}od，Family，Country: Our Three Great Loyalities 

『神，家族，国家 一3つの偉大な忠誠』p.184) 

このようなときに，青年の父親が祝福を授ける 適人者であったのはなぜだろうか。聖霊の 

導きを受けているとき，それをどのように知ることができるだろうか。 

たまもの 

わたしたちは決定を下し問題を解決する際に役立つ特別な賜物を，主から授 

かっている。この賜物とは，聖霊と親しく交わることである。聖霊を通して， 

わたしたちは天の御父に近づき，家族を義にかなって導くための啓示を受ける 

ことができる。そして，この啓示により，誘惑や問題を克服するうえで必要な 

知恵と力を得るのである。 善を尽くすならば，主は必ずわたしたちを助けて 

くださる。この助けを得ると，二つの重要な結果がもたらされる。一つは，子 

供たちが慰めと導きを求めてわたしたちのもとに来るようになること，そして 
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もう一つは，わたしたちが天の御父に近づくことである。 

チヤレンジ 

1.聖文を研究して，聖霊がわたしたちを助けてくださる様々な方法について学 

2.悔い改め，聖霊の導きを受けるにふさわしく自らを保つ。 

3.たとえ困難に思えても，聖霊から受けた導きに従って行動する。 

参照聖句 

ルカ12 ：11-12 (聖霊は語るべきことを教えてくださる） 

ヨハネ16 ：13 (御霊は来るべきことを知らせてくださる） 

3ニーファイ28 ：11(聖霊は御父と御子について証される） 

モロナイ10: 3-5 (聖霊は真理を示してくださる） 

教義と聖約39 ： 6 (聖霊は平和をもたらす事柄を教えてくださる） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.生徒の中から一人の父親を選び，彼と家族が聖霊の助けを受けたときの経験について話す 

よう依頼する。 

2.『神権の義務と祝福A J第30課「聖霊の賜物」を読む。 

3.『福音の原則』第21章「聖霊の賜物」を読む。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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家庭の夕べを通して 
家族を強める 

導入 

すべての家族は，毎週少なくとも1回，家族全員が集まって活動する時間を 

設けるべきである。この家庭の夕べを奨励するために，教会では月曜日の夜を 

家族の活動に充てている。そこで一般に行われるおもな活動は，福音に関する 

指導と話し合いである。 

視覚資料13-a「すべての家族が家庭の夕べを毎週開く」，または13-b「家族は教会におい 

て も重要な単位である」，13-c「家庭の夕べには福音の勉強が含まれている」，13-d「子供 

たちは霊的な感受性を高めるために助けを必要としている」を見せる。 

家族の状態はそれぞれ異なっている。両親と子供のいる家庭もあれば，一人 

の親と子供だけの家庭もある。また，子供のいない家庭もある。一人で，また 

はルームメイトと一緒に住んでいる独身者も大勢いる。し力、し，家族構成がど 

うあろうと，家庭の夕べはすべての人にとって大切なものである。一人で住ん 

でいる場合は，何人かで集まって家庭の夕べを開くことができる。これは，一 

人住まいの人にとって特別な祝福である。 

「福音を教える場として家庭ほどふさわしい所はありません。子供たちは，家 

庭においてのみ天の御父によって創造された家庭生活の本質を学ぶことができ 

るのです。月曜の夜に家族がともに集うとき，そこで体験することにはすべて 

主の御霊が宿り，この御霊を受ける人々はそれが彼らの 大の喜びの源となる 

ことに気づかれることでしよう。」（大管長会『家庭の夕べ』〔1971年版テキス 

ト〕P.4) 

毎週家庭の夕べで大きな成功が得られないからといって，落胆してはならな 

い。家族が一堂に集うことだけでも大切なことである。愛と忍耐をもって毎週 

努力し，続けて行うならば，現在ある問題を解決し，家庭の夕べで主が意図さ 

れた事柄を達成できるであろう。 

第13課 

目的家庭の夕べを通して家族を強める方法を学ぶ。 

13-a,すべての家族が家庭の夕べを毎週開く 

13-b,家族は教会において も重要な単位である 

13-c,家庭の夕べには福音の勉強が含まれている 

13-d,子供たちは霊的な感受性を高めるために助けを必要としている 
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家庭の夕べの管理 

父親がその家の家長であり，家庭の夕べを管理する。夫もしくは父親がいな 

い場合は，妻もしくは母親が管理する。 

家庭の夕べの前に簡単な家族会議か計画会を開いて，各_の一週間の活動と 

予定をチヱックするとよい。これは特に10代の子供のいる家庭で効果がある。 

ある父親は家族会議について次のように述べている。「夕食のテーブルに家族 

全員が集まると，父親の司会で，家族について話し合います。……家族に伝え 

る大切なことがあれば発表し，それから今日までの一週間に子供たちが達成し 

たことについて話し合い，称賛します。子供たちは自分の〔達成したこと〕が 

家族に発表されるの圣聞いて，自尊心を高めます。このようにして，わたしは両 

親としての責任を果たしているのです。」（グレン• W •ハーパー，”Participation-

Our Family Home Evening Success Key" Ensign「参加一我が家の家庭の夕べ成 

功の鍵」『エンサイン』1977年12月号，p.17) 

両親は前もって家庭の夕べの計画を立て，家族に割り当てを与えておく。 

視覚資料13-e「家庭の夕べには家族全員が参加する」を見せる。 

父親は_らレッスンを教えるか，妻または子供にその責任を委任する。小さ 

な子供たちは，歌の指揮ゃ聖句朗読，絵を持つ，祈る，リフレッシュメントを 

運ぶなどの責任を喜んで果たすものである。 

家庭の夕べはいろいろな方法で行うことができる。例えば家庭の夕べの活動 

として，聖文を読む，福音について話し合う，証を述べる，奉仕活動を行う， 

ピクニックに行く，ゲームをする，などを挙げることができる。家庭の夕べの 

活動では必ず祈るようにする。 

家庭の夕べの一例を以下に挙げよう。 

1.開会の歌（家族の一員が指揮する） 

2.開会の祈り（家族の一員が祈る） 

3.発表事項（父親が司会する） 

4.家族による音楽の発表 

5.レッスン（『福音の原則』から家族の一員が教える） 

6.—週間の計画と話し合い 

7.閉会の歌 

8.閉会の祈り 

9.楽しい活動（家族の一員が指導する） 

10.リフレッシュメント（家族の一員が準備する） 
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子供が小さいからといって，家庭の夕べで教える責任を与えることを躊躇し 

てはならない。ある若い教会員は次のように話している。 

「お父さんが，家庭の夕べのレッスンを順番に，家族みんなでしようと言いま 

した。それを聞いたときに，『さあ，来週はジョンがレッスンをする番だよ』と 

言ったらおもしろいだろうなと思いました。ジョンは3歳です。ところが、，お父 

さんはジョンにレッスンの責任を与えて，お母さんが助けるようにしたのです。 

ジョンはこれまでの家庭の夕べでいちばんすばらしいレッスンをしました。ジ 

ョンの顔は喜びに輝いていました。それは，みんなのどんなお返しよりも，価 

値があるものでした。」（ローエル.ダラム•ジュニアによる引用，"WhatMakes 

a Good Family Home Evening" New Era「家庭の夕べを楽しくするもの」『ニュー 

エラ』1972年6月号，p.13) 

家族一人一人が，家庭の夕べを成功に導くために手助けできる。まず，各自 

が予定を調整して，月曜日の夜は家庭の夕べのために空けておくことである。 

また，家族全員が家庭の夕べのレッスンや活動で何らかの割り当てを受けるこ 

とも大切である。小さな子供たちは喜んで様々な責任を果たす。特にフランネ 

ルボ一ドを使って物語を話すことが好きである。母親か年長の子供は，各自が 

割り当ての準備を終えられるように助けることができるであろう。父親と母親 

が子供たちにも責任を与えて，彼らの努力を忍耐強く待つならば，すべての子 

供が家庭の夕べに参加するようになるであろう。 

ある父親が家庭の夕べには愛と忍耐が必要であることを学んだ。それがなけ 

れば，どんなに注意深く計画しても，家族にとってよい経験とはなり得ないの 

である。 

「数年前のある月曜日の夜，わたしはいらいらしていた。家庭の夕べが始まっ 

ても，子供たちは小突き合って手に負えない状態だった。腹を立てたわたしは 

思わず大声を張り上げた。『ふざけるのをやめて全員正座しろ。さもないとひ 

どい目に遭わせるぞ。J子供たちはわたしの真っ赤な顔から真剣な様子を見て 

取り，静かになった。わたしは続けて言った。『おまえたちは，何で少しの間 

静かに座って聞いていられないんだ。これからこのレッスンが終わるまで，お 

まえたちは一言も話してはいけない。レッスンが終わったら幾つか質問をする 

から，答えられるようにしておきなさいoj…… 

やがて講義を終えると，わたしは質問を始めた。子供たちはどの質問にも正 

しく答えた。わたしは概念を上手に教えたわけである。『何か質問があるかい』 

と尋ねた。 

長男が声を押し殺すようにして『あります』と言った。『来週はお母さんが教 

えてくれない？』 
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長男の言葉とそのときのわたしの気持ちから，わたしは正しいことをしよう 

としながら，誤っていたことに気がついた。わたしは概念を教えた。しかし， 

何も教えていなかったのである。 

それ以来，わたしは幾つかのことを学んだ。今でも子供たちに度を超した悪 

ふざけはさせないし，子供たちも進んでしようとはしない。しかし，わたしは 

より効果的なしつけの方法を見いだしたのである。…… 

わたしは家庭の夕べの間，決して腹を立てないようにしただけだった。」 

この父親は自分の経験を話した後で，次のように勧めている。 

「快活であること。家庭では も親しみのある 上の態度で振る舞う。…… 

家庭の夕べは礼拝堂で行われる正規のレッスンとは違う。必ずしもいすにき 

ちんと座る必要はない。家族会員がくつろげるように床に座って行うこともし 

ばしばある。 

父親が腹を立てるのは，家庭の夕べでレッスンを教えなくてはならない，ま 

た全員がそれに注意を集中しなければならない，と考えているからである。こ 

の考え方はある面では正しいが，あまりこだわりすぎると，家庭の夕べの楽し 

さが、失われてしまつ。」（ジョージ• D •デュラント，Love at Home, Starring Father 

『家庭における愛と傑出した父親』pp.44-46) 

家庭の夕べを改善するには，祈りにより天の御父に助けを求めて，家族の必 

要に合った計画を立て準備をすることである。 

家庭の夕べを改善するうえで祈りはどのように役立つだろうか。 

家庭の夕べを準備するために毎週どのくらいの時間を使うべきだろうか。 

より良い計画を立てることにより，家庭の夕べをどのように改善できるだろうか。 

「皆様は，社会的なまたは職業上の成功のために時を費やすと同じように，家 

族と家庭の成功のために時を費やしておられるでしょうか。また，社会の も 

大切な単位であるこの家庭のために， 大限の創造的なエネルギーをささげて 

おられるでしょうか。それともあなたの家族とのつながりは，生活の中でのた 

だ単なる決まりきった，報いのない時間でしょうか。 

親と子が一致して家族の昇栄のために，喜んで家族の責任を果たされるよう 

切に願っております。」（大管長会『家庭の夕べ』〔1974年版テキスト〕p.4) 

家族を強める家庭の夕べ 

マッチ棒の束を見せて，それが家族を表していることを説明する。束からマッチ棒を1本取 

り出し，半分に折る。そして，わたしたちが一人でいると家族と一緒のときほど強くないと言 

う。次に輪ゴムを使ってマッチ棒の束をとめる。輪ゴムは家族を結びつける福音の力を表して 

いる。束になるといかに折れにくくなるか実演する。家族として一致し，福音に従って生活す 
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るために努力し合うならば，よりいっそう強められることを説明する。 

よく準備された家庭の夕べを毎週開くことにより，この世の悪の影響力に打 

ち勝てるように家族を援助することができる。サタンは様々な方法を用いて義 

を攻撃し，罪や邪悪な行為に誘い込もうとしている。特に青少年にその的を絞 

っている。しかし，家庭で福音を教えて霊性を培うならば，青少年は決してこ 

の世の誘惑に負けることはないだろう。 

「家庭の夕べやそのほかの実際的な家族の体験の中で，わたしたちが神に関 

する事柄で心を満たすなら，悪の入り込む余地はなくなります。」（大管長会『家 

庭の夕べ』〔1972年版テキスト〕p.4) 

家庭の夕べを通してどのような祝福が家庭にもたらされるだろうか。 

1915年以来，大管長会は次のような約束を聖徒に与えてきた。 

「聖徒たちが『家庭の夕べを開きなさい』というこの勧告に従うならば，豊かな 

祝福がもたらされることを約束する。家庭は愛で満たされ，子供たちはいっそ 

う両親に従順となる。イスラエルの青少年はその心に信仰をはぐくみ，彼らを 

取り巻く悪の影響力や誘惑と戦う力を身に付けるであろう。」("Home Evening" 

Improvement Era「家庭の夕べ」『インブルーブメント•エラ』1915年6月号，p. 

734) 

マリオン• D •ハンクス長老は，青少年が必要とする4つの事柄を指摘してい 

る。それは，（1)信仰，（2)ありのままを受け入れられ，仲間になること，（3) 

積極的に打ち込み，参加すること，（4)過ちを犯すことがあってもg分は大切 

な存在であり，無条件に愛される存在であることを学ぶことである。 

ハンクス長老は，さらに自分の娘についてこのように話している。「わたし 

はすばらしい家庭の夕べの終わりに家族とともにひざまずいた。それはわたし 

たちの愛する娘が神殿で結婚する前の夜のことであった。この夜，わたしたち 

は笑ったり，泣いたり，あるいは思い出を語り合ったりした後，彼女にお祈り 

を頼んだ。このときのことを話しても彼女は許してくれることと思う。わたし 

は彼女の祈りと涙，喜び，そして美しいその場面を逐一思い起こすことはでき 

ない。しかしただ一つの気持ちをわたしは覚えている。彼女は無条件の愛を受 

けたことを神に感謝した。この人生には，わたしたちが歓喜し，ちょっとした 

成功感に浸れる機会はあまり多くないが，その夜わたしはすばらしい気持ちを 

味わうことができた。」（「無条件の愛」『聖徒の道』1972年9月号，p.392) 

家庭の夕べのプログラムは，家庭の中に愛と平和にあふれた雰囲気を築き上 

げる。そうなると，家族は福音に従って生活したいという望みを抱き，家庭の 
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中からけんかや口論をなくそうとするであろう。家族で祈り，歌い，福音につ 

いて語り合うとき，主の御霊が家庭にもたらされて，家族の争う心に取って代 

わるであろつ。 

定期的な家庭の夕べは，家庭の中に愛と平和をどのようにもたらすだろうか。 

家庭の夕べは，家族が悪の力を克服するうえでどのような助けになるだろうか。出された答 

えを黒板に列挙する。 

割り当てておいた生徒に，特別な家庭の夕べを開いたときの経験を話してもらう。 

まとめ 

家庭の夕べは主の計画の一部であり，わたしたちが天の御父のもとに帰るの 

を助けるためにある。子供たちに福音の原則を教え，家族が互いに愛と理解を 

深めるために定められた時間である。家庭の夕べは家族の一致を強め，さらに 

大きな愛と調和のうちに生活する方法を教えてくれる。こうして，家族一人一 

人がこの世の悪の影響力に立ち向かう力を得るのである。 

「わたしたちはここでもう一度，両親の皆様に愛と忍耐と理解をもって子供た 

ちを集め，真理と正義を教えるよう……心からお願いしたいと思います。子供 

たちが……生活に関する数々の教えを もよく身に付ける場所は，家庭です。」 

(大管長会『家庭の夕べ』〔1976年版テキスト〕p.3) 

チヤレンジ 

1.毎週家庭の夕べを開いていなければ，今週から始める。 

2.家族の必要を満たせるように，よく祈って家庭の夕べを計画する。 

3.できるだけ家族全員が家庭の夕べに参加できるようにする。 

参照聖句 

教義と聖約68: 25 (両親は子供に教義を教える） 

教 師 の 準 備 — — 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.レッスンの中で採り上げる家族の一致について実物を使って教えるために，マッチ棒の束を 

準備する。 

2.黒板とチョークを準備する。 

3.一人の生徒に，特別な家庭の夕べを開いたときの経験を話す割り当てを与える。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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家族で楽しむ 

目的楽しい時間を一緒に過ごして家族を強めるようになる。 

導入 

視覚資料14-a「楽しい活動は家族を強める」を見せる。 

あらかじめ割り当てておいた二人の神権者に， も楽しかった家族の活動について話しても 

らう。視覚資料14-aの家族は，何をしているか話し合う。家族が一緒に何かを行うことは， 

福音の重要な一部であることを指摘する。 

マリオン• D •ハンクス長老は，次のような話をしている。 

「若人は誇りを持てる家族や両親を必要としており，またそのような家庭に 

あって然るべきである。……次に紹介する匿名の記事は，良い家族の与える影 

響力というものを的確にとらえている。 

『すばらしい10月のある曰のことです。夫のアートとわたしは，親しいドン 

のモータ一ボートを海岸に引き上げる作業を手伝っていました。再びみんなで 

ボートに乗り込むと，アートは物足りない様子で，これで来年の夏までしばら 

くの間海で遊べなくなる，と言いました。するとドンが言いました。『君の家 

族もスキーを始めれば，うちの家族のように1年中楽しめるよ。』 

『でも，とても費用がかかりませんか』とわたしが尋ねました。 

ドンはまっすぐわたしの方を見ると，ほほえみながら言いました。『おかし 

なことに，わたしの家族は古い家に住んでいます。まだ足の付いた浴槽を使っ 

ているような古い家です。何年もの間，ふろ場を改造するために貯金してきま 

した。ところが毎年冬になると，その貯金を引き出しては家族でスキー旅行に 

2回ずつ出かけました。長男は今軍隊に入っていますが，あのころの楽しかった 

旅行の思い出を何度も手紙に書いています。こんなことを書いてくるのはとて 

も想像できません。「ほんとうに，ぼくたちの家のふろ場は立派ですよね。」』」 

("Where Art Thou?" Ensign「あなたはどこにいるのか」『エンサイン』1968年6月 

号，p. 75) 

この家族は家族の一致を強めるために何をしただろうか。 

多くの人々は，やりがいのあることを行うために時間を使おうとする。仕事 

第14課 

14-a,楽しい活動は家族を強める 
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をする，教会の召しを尊んで大いなるものとする，休養する，自己を改善する， 

これらはいずれも重要であり，多くの時間を要するものである。しかし，わた 

したちの生活の中で も価値あるものではない。次の質問についてよく考えて 

いただきたい。 

•わたしの人生で も大切なものは何であろうか。 

*わたしは人生で も有意義な事柄を行うために十分な時間を取っているだろ 

つか。 

• も大切なことにより多くの時間を費やせるようにするには，自分の時間を 

どのように調整したらよいだろうか。 

人生で も大切なものは家族である。時としてわたしたちは仕事やそのほか 

の活動に没頭するあまり，いちばん大切なものを忘れてしまう。毎日の決まり 

きった仕事，自己の関心事，不十分な計画などが原因となって悪い習慣がつき， 

家族と過ごすべき時間を浪費してしまうことがある。 

家族は永遠に続くものである。いかなる事情があろうとも，わたしたちは家 

族と過ごす時間を取って，家族のきずなを強める方法を見いださなければなら 

ない。 

家族が親密になるにはどうすればよいだろうか。（関心を持つ，愛を示す，分かち合う，互 

いのために何かをする，一緒に活動をする。） 

活動は家族のきずなを強める 

子供のころの記憶をたどると，家族と一緒に活動した楽しかった経験を思い 

出す人が多いだろう。ある母親は，次のように述べている。 

「子供のころや10代のころの記憶をたどると，わたしたち子供と父母が家族 

として活動したときの楽しい思い出がよみがえって，敬虔な気持ちさえ感じま 

す。当時の地域社会では，楽しめる所も多くはなく，わたしたち家族は家庭の 

中にレクリエ一シヨンの場を求める必要がありました。家族で開いたパーテイ 

—をはじめ数々の楽しい思い出は，今日の映画やボーリング，レストランなど 

どんなものにも換えることはできません。…… 

わたしはできる限りのことをして家族の活動を計画し，両親の家庭が御霊で 

満たされていたように，わたしの家庭にも主の御霊をもたらしたいと思います。 

そして，わたしにとって何より大切な思い出の数々を子供たちにも持たせて， 

このすばらしい祝福を受けさせてやりたいと思います o」 {Fam i l y Home Evening 

manual『家庭の夕べテキスト』1968年版，pp.184-185) 

わたしたちはこの母親のように，家族のためによい思い出を残したいもので 

ある。しかし，家庭を離れた一般社会で提唱される活動には，ふさわしくない 
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ものもあって，その多くは家族の一致をはぐくむことも，わたしたちを天の御 

父に近づけることもしない。教会指導者は家族みんなで行う活動が必要になっ 

ていることを認めて，そのような活動を計画するよう勧告してきた。例えば， 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は，家庭を魅力ある場所にして，さらに多くの 

活動を家庭で行うように勧めている（Goy/^/似似/5『福音の理想』pp.485-486参 

照）。この勧告に従えば，家庭は温く友好的で楽しい場所となるので，子供た 

ちは幸福感を抱き，誇りをもって友達を家庭に招くようになるだろう。 

家族が互いにもっとよく知り合うには，どのような活動をしたらよいだろうか。提案された 

活動を黒板に書き出す。以下の項目の中から必要なものを加える。 

*離れて生活している家族に手紙を書く。定期的に行う。 

•家族用のスクラップブックを作る。 

•ゲームを作って，みんなで楽しむ。 

•活動の後で，ごちそうを食べる。 

•歌の夕べを開く。 

•趣味の夕べを開く。各自が趣味を持てるように助ける。 

參威を作ってみんなで揚げる。 

*家族全員が好みそうな本を選んで，順番に読む。毎週決まった時間に行う。 

•ほかの家族を助けるために家族のプロジェクトを作る。 

次の話に出てくる父親は家族とともにどのようなことをしただろうか。 

「わたしが伝道部長として召されたのは，8人の子供を抱えた も大変な時期 

だったので，立派な父親となるために十分な時間が取れなくなるのではないか 

と不安だった。そこで，父親としての責任は伝道部長になることよりも大切な 

主からの召しであると心に決めた。つまり，たとえ伝道に自分自身をささげた 

としても，父親としての責任を果たすためにはその2倍の献身を惜しまないと 

決心したのである。わたしは伝道部を効率よく管理するには，まず家庭を正し 

く管理する必要があることを知っていた。わたしの使命が終わるときにもわた 

しのものとなるかけがえのない家族と多くの時間を過ごした。着任当初に家族 

が安心して幸福な日々を送れれば，万事はよりよい状態に進展するであろう。 

第一にわたしが手がけた仕事の一つは，庭に茂っている巨大なトネリコの枝 

に太いロープをかけることだった。〔宣教師〕がそのローブをよじ登って，枝に 

しっかり結びつけた。こうして，伝道本部に大きなブランコが誕生した。この 

ブランコのおかげで，近所の子供たちがすぐに遊びに来て，わたしの子供と親 

しくなった。 
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着任してから2，3か月後に，伝道部長セミナーが開かれた。その集会で各伝 

道部長は，これまでで も効果的だったアイデアについて尋ねられ，伝道活動 

を促進したプログラムを幾つか報告した。わたしの香になると，わたしはこの 

ように言った。『いちばん良かったことは，ブランコを作ったことです。』する 

とみんなが笑った。S •デルワース•ヤング長老は驚いた様子で，『何ですって』 

と尋ねた。そこでわたしはブランコの話をして，立派な父親になるというわた 

しの大きな目標について説明した。…… 

それ以来，このブランコは優先順位を決めるときのシンボルになった。やが 

て，バスケットポールのゴールと砂場が出来上がった。伝道本部の庭は公園の 

ようになり，そこで子供たちはわたしと多くの時間を過ごし，幸福な3年間を送 

った。ケンタッキーとテネシーでの楽しかった日々の思い出は，いつまでも子 

供たちの心に残ると，わたしは確信している。」（ジョージ• D •デュラント， 

Love at Home, Starring Father『家庭における愛と傑出した父親』pp.18 - 20) 

家族で一緒に遊んでいると，時々問題が起こる。ほとんどの人はゲームに勝 

ちたいので，負けると不機嫌になり，口論やけんかにまで発展することもある。 

両親が犯しやすい誤りは，ゲームに真剣になりすぎること，子供たちに期待し 

すぎること，また家族全員が楽しめるように公平な立場に立たないことである。 

そういった問題が起こると，活動はする価値がないのではないかと思うことが 

ある。だからといって，家族が一緒に遊ぶ時間をなくしてはならない。家族は 

互いの相違点を受け入れることにより，さらに親密になる。問題が起きたら， 

家族全員が納得できるような解決策を取るべきである。家族がみんなで楽しむ 

ことこそ，家族の活動のまことの目的であることを忘れてはならない。 

家族で何かを行えば，家族関係が親密になる。一緒に遊ぶことにより，互い 

の愛と一致の精神が高められる。こうして家族が親しくなれば，互いに協力し， 

問題について話し合い，一緒に祈れるようになる。 

一人の生徒に，伝道3 ：1-8を読ませる。 

この聖句では，「笑うに時がある」ことも含めて「天が下のすべての事には季 

節があり，すべてのわざには時がある」と教えている。どんなに忙しくとも， 

休息の時間を取って家族一緒に楽しい一時を過ごすべきである。わたしたちの 

家庭を，笑いとほほえみのあふれる場所にするのである。 

正しい方法で持ちかければ労働でさえ楽しむことができる。例えば，小さな 

子供のいる家庭では，家事（庭の手入れ，掃除，皿洗いなど）をゲームとして 

行うとよい。これは家族の熱意や関心を高める効果がある。このような方法を 

用いれば労働と休息と娯楽のバランスの取れた幸福な生活へと家族を導くこと 
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ができる。 

家族の活動計画 

家族の活動を成功させるには，前もって計画する必要がある。 

家族の楽しいレクリェーションを計画するにはどうすればよいだろうか。 

以下の提案を生かして家族の活動を計画するとよい。 

•家族全員が集まる家庭の夕べで，みんなが楽しめる活動を列挙する。丨まぼ全 

員が参加できる活動にする。 

•その中から一つの活動を選んで，それに費やす時間を決める。 

參活動する日を決めて，混乱を避けるために家族の日程表に記入する。 

*家族全員が活動の計画に参加し，準備を助けるために何らかの割り当てを受 

ける。 

選んだ活動を 高の状態で運営するにはどうすればよいだろうか。 

以下の提案について考える。 

眷家庭内でその活動について宣伝する。家族の心をわき立たせるように話す。 

•活動に資金が必要であれば蓄え始める。家族全員から援助を求める。 

•ホームティーチヤーに計画を伝える。 

•各自に割り当てを与えて，全員が参加できるようにする。 

•実行する。 

活動が終わったら，家族でより楽しい時間を持つために改善すべきことにつ 

いて話し合う。どうすればもっと楽しい活動になったか，どうすれば家族がい 

っそう親密になれたか，自問してみる。そうすれば，同じ失敗を繰り返すこと 

もなくなり，次の活動をより良いものにするために全員で計画できる。 

活動を行ったら，家族の記録や個人の日記に書いておく。写真や記念になる 

ものも盛り込むとよい。家族で行った楽しい経験を思い出すことができれば， 

家族の親密さは増し，互いの愛が強まるであろう。 

家族の活動を計画する際に，父親は家族一人一人と個別に過ごす時間も計画 

する必要がある。これはしばしば父親が子供と打ち解けた関係を築く唯一の方 

法になる。父親が二人で過ごす時間を作るために努力すれば，子供は自分が大 

切な存在で愛されていると感じるであろう。 

十分に計画された活動が有意義であるように，時にはまったく計画のない活 
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動が 大の効果を上げることもある。時間的に都合のよいときや家族に備えが 

できているときは，即座に活動を行う。このような活動も大切であり，利用で 

きる機会を逃すようなことがあってはならない。 

一緒に遊ぶ家族 

次の記事は，子供が父親に も望んでいることを表している。 

「326人の小学生を対象に，自分の父親をどう思うか無記名で書いてもらった。 

教師はPTAの集会で子供たちの回答を読むことにした。すると，子供たちが書 

いたことに興味を持って，ほとんどの父親がその集会に出席した。 

彼らの乗って来た自動車は安価なものから非常に高価なものまで様々だった。 

職業も銀行の頭取，労働者，専門家，秘書，セ一ルスマン，農夫，商人，パン 

屋，仕立屋，製造業者，工事の請負人など様々で，各_の持つ財産や技術，善 

良さなどがその風貌にはっきり表れていた。 

教師は子供たちの回答の中から幾つか選んで，『わたしはお父さんが好きで 

す』で始まる文章を読んでいった。理由はいろいろあった。お父さんは人形の 

家を作ってくれたから，そりに乗せてくれたから，弓の引き方を教えてくれた 

から，宿題を手伝ってくれるから，公園に連れて行ってくれるから，犬を飼う 

のを許してくれたから，などであった。多くの子供たちの考えを要約すれば， 

『わたしはお父さんが好きです。一緒に遊んでくれるから』ということに落ち 

着くようだった。 

自分の家や自動車，住む場所，食物，衣服などについて書いた子供は一人も 

いなかった。社会的に様々な分野から集まった父親たちは，二つに分類されて 

帰って行った。つまり，子供の友達か，または他人かである。 

子供たちと遊ぶのに裕福すぎるとか，貧しすぎるということはないのである。」 

(ブライアント• S •ヒンクレー，The Savior，the Priesthood, and You『救い主と 

神権とあなた』〔1973年メルキゼデク神権テキスト〕pp. 269-270より翻案） 

家族として祈れば，福音の原則を教える機会がしばしば訪れる。家族の祈り 

によって活動を始めると，子供たちに祈りの大切さを教えることができる。人 

により祈りの内容が異なっていることから，人の気持ちを思いやり，仲良くや 

っていく方法を教えることもできる。助け合い，一体となって働くならば，責 

任感と協調性を養うことになるだろう。一緒に楽しい時間を過ごせば，家族全 

員が積極的で明るい態度を身に付けるだろう。 

何年もたつと，家族の活動が家族の伝統になることが多い。そのような伝統 

が確立すると，何軒もの家族が一緒になって特別な活動を行うようになる。例 

えば，家族の親睦会を開く，一緒に休暇旅行に出かける，神殿を訪問する，魚 

釣りや撖に行く，そのほか家族でバンドを編成するなど趣味を生かした活動も 
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できる。家族により様々な伝統が築かれており，それらはすべて貴重なもので 

あって，家族のきずなを強めるものである。 

一緒に遊ぶことがいかに家族の助けになるか話してもらう。 

青少年に，父親や家族とどのようなことをしたいか尋ねる。 

わたしたちの中には，仕事や教会に忙しすぎて，家族をなおざりにしている 

人がいる。これは天の御父がよしとされることではない。教会の責任で生活の 

ほとんどの時間を使っていたある父親が，ある日，自分の息子を失いかけてい 

ることに気づいた。彼は息子と一緒に過ごす時間があまりなかったので，息子 

との間に本来あるべき親密さを欠いていた。息子に福音に従って生活すること 

を教えようとしたところ，息子は反抗して教会にあまり来なくなってしまった。 

しかし，この立派な父親は賢明にも，自分がまだそれほど忙しくなかったこ 

ろに年上の息子にしたように，その息子と過ごす時間を作った。息子に説教を 

する代わりに，一緒に遊ぶようになった。息子が好むことをやり始めた。一緒 

にスポーツ大会に出かけ，魚釣りや獵に行き，二人でキャンプをした。 

そのような活動を3年間続けると，二人は打ち解けて親しくなった。息子は 

教会に戻って活発になり，後に伝道の召しを受け入れた。この父親は，息子の 

心を開くには，何かを一緒にすることであると悟った。 

まとめ 

家族はわたしたちの生活の中で も重要な存在であり，わたしたちが永遠に 

所有できる唯一の存在である。したがって，わたしたちにとって大切なことは， 

永遠の家族を築き上げるうえで役立つあらゆることを行うことである。その中 

には，生活のまじめな面とのバランスを取る楽しい活動や遊びが含まれている。 

一緒に遊ぶ時間を取れば，より福音に従った生活をするうえで助けになるであ 

ろつo 

家族で遊ぶことの大切さについて証を述べる。 

チヤレンジ 

1.家庭の夕べの時間に，家族全員が楽しめる活動を一つ計画し準備する。 

2.特別な家族の活動を書き込んだ家族の日程表を作成する。 

3.それらを実行に移して，家族で楽しむ。 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.大人と青少年の二人の神権者に，楽しかった家族の活動について話すよう依頼する。 
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2.家族で遊ぶことの大切さについて証を述べるために準備する。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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家事を分担する 

目的仕事に対する家族の積極的な態度を培う。 

導入 

「〔ある新聞に〕すでに隠居した羊飼いとのイン夕ビューが掲載された。その 

羊飼いはシラリ•ミスリモフといって，年は165歳を数え，生まれてからずっ 

と……黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス山脈に住んでいた。…… 

今でも元気にまきを割るミスリモフは，『怠け者は長生きできんよ』と語って 

いる。…… 

その記事によれば，彼は今なお果樹園で樹木の周りを掘り返す作業をしてお 

り，生まれてこの方，数回にわたって全体の樹木を植え替えてしまったという。 

『一定の労働.高原の空気，控えめな食事，これが寿命を延ばす秘訣です。』そ 

う言うミスリモフは，酒やたばこを一切口にしない。」（ウェンデル.J •アシ 

ュトン，"The Sweetness of Sweat" 卵「快い汗」『エンサイン』1971年7月号， 

p. 35下線付加） 

ニール• A •マックスウヱル長老は，青少年の時代に労働の大切さを学んだ。 

「わたしは恵まれて，献身的な教会員である両親のもとに生まれた。そして， 

幼いころから労働の大切さをはじめ，福音について多くのことを教えられた。 

両親は二人とも一生懸命に働く人で，いつも儉約を心がけていた。……そのよ 

うに不平一つ言わずに働く両親を持ったわたしは，働くことがg然に好きにな 

った。」("Gospel of Work" Friend「労働の原則」『フレンド』1975年6月号，p. 6) 

デビッド• 0 •マッケイ大管長はこう述べている。「働けることは賜物であり， 

働く力は祝福であり，働くことへの愛は成功をもたらす。このことをわたした 

ちは認識しよう。」（フランクリン• D •リチャーズ長老による引用「個人と家 

族の経済的な備え」『聖徒の道』1979年10月号，p.56)。 

労働に対する態度が大切なのはなぜだろうか。わたしたちの態度は仕事にどのような影響を 

与えるだろうか。働く態度は子供たちにどのような影響を与えるだろうか。 

家族全体のために働く 

視覚資料15_a「家族全員で家事を分担する」を見せる。 
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だれであろうと，またどこに住んでいようと，すべての人にはなすべき仕事 

がある。一般に父親は家族の衣食住に必要なものを供給し，母親は家庭の世話 

をし，子供を訓練する。そして，家族全員が家の仕事に何らかの責任を持って 

いる。子供たちは，自分が家族の中で重要な存在であり，§分の助けが必要と 

されていることを理解すべきである。 

曰常生活の決まった仕事をもっと楽しく果たすにはどうすればよいだろうか。父親や息子に 

できる家庭の仕事には何があるだろうか。（庭の手入れ，建物の修理と維持，動物の世話，ご 

み捨てなど） 

そのほか日常の家事にはどのようなものがあるだろうか。（食事の用意，皿洗い，子供の世 

話，裁縫，修繕，買い物，掃除など） 

時には子供にできる仕事を探したり，作り出したりすることも必要になる。 

ローレン•C.ダン長老は，彼の父親がこの問題をいかに解決したか語ってい 

「わたしはある小さな町で少年時代を過ごしたが，父はわたしたち兄弟に労 

働の原則を教える必要があると考え，自分が育った町外れの小さな農場に働き 

に行かせた。父は地元の新聞社を持っていたため，わたしたちとゆっくり過ご 

せるのは早朝と夜だけだった。まだ10代の二人の少年にとってはその仕事は実 

に大きな責任で，わたしたちは時々失敗もした。 

小農場は別の農場に囲まれていたが，ある日一人の農夫が父のところへ行き， 

わたしたちの仕事がいかに不手際かを話して聞かせた。父はじっくりと話を聞 

いた後でこのように言った。『ジムさん，お分かりでないですな。わたしが育て 

ているのは牛ではなくて，息子たちなんですよ。』父の死後，ジムから聞いた話 

である。牛ではなく息子たちを育てようと心に決めた父に，わたしはどんなに 

感謝したことか。わたしたちは失敗もしたが，あの小さな農場で，働くことを 

覚えた。また，両親のロにこそ出なかったが，わたしたちが父母にとっては牛 

よりも大切なこと，ほかの何よりも大切なことを，わたしたちはいつも感じて 

いたように思う。」（「わたしたちの大切な家族」『聖徒の道』1975年4月号，p.180) 

仕事を計画して割り当てる 

家庭で責任を果たすと，様々な恵みを受けるので，家族全員が各自に割り当 

てられた仕事を進んで行う。それには，各自の関心と能力に合った責任を与え 

ることである。そうすれば，途中で怠けることなく， 後までその責任を果た 

すであろう。幼い子供であっても，簡単な仕事を与えることができる。 
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よく計画してから家庭の仕事を割り当てるには，家族を集めて全員がその決 

定に関与できるようにすることである。家庭の夕べの時間か，別の日に家族会 

議を開いてその時間を利用するとよい。父親がこの集会を管理するが，家族一 

人一人が仕事を分担するように期待されていることから，計画には全員が参画 

すべきである。 

家事を計画する一つの方法として，行うべきすべての仕事を，大切な順番ま 

たは難しい順番に書き出した表を作成するとよい。そして，各個の右側にその 

仕事を受け持つ人の名前を記入する。表が出来上がったら，各_が責任を思い 

起こせるように目につく場所に掲示する。 

次のような表を黒板に書くか，紙に書いたものを見せる。 

家族の霣任 

庭の手入れ 

買い物  

裁縫と衣服の繕い 

食事の用意 

父 

母 

動物の世話 

ごみを外に出す 

皿洗い 

子守り 

台所の掃除 

燃料の補給 

正弘 

和恵 

純子 

一定の期間がたつと，責任を交替したくなるかもしれない。これは気分を一 

新し，様々な経験を積むうえで有意義である。責任を組み替えた場合は，新し 

い割り当て表を作成する。 

以上は家族で責任を分担する方法の一例にすぎないが，各々の家族の必要に 

合わせて自由に変えることができる。しかし，家事を計画して分担する際に大 

切なことは，割り当てを書いた一覧表のようなものを作成することである。ま 

だ字が読めない子供がいれば，文字や名前を表す絵を書き入れるとよい。 

この方法を用いたある家族は，いちばん年下の子供に個人の責任について教 

えることができた。まず家庭の夕べの時間に家族全員で家事の割り当て表を作 

成した。そのとき，6歳の息子は前庭の手入れをする責任を受けた。それは植木 

に水をやり，雑草を抜き，芝を刈るという責任であった。 

数日後に父親が庭を見ると，あちこちに紙くずが落ちており，芝生の手入れ 
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もされていなかった。父親は息子の仕事を代わりに片付けようかと思った。そ 

れは簡単なことだった。しかし，そうすれば，息子は自分に与えられた責任を 

撤回してしまうだろう。父親は庭をそのままにしておくことにした。 

翌日の夜になると，庭はますます汚れていった。息子はまったく自分の責任 

を果たしていなかった。お隣の庭がきれいなので，彼の家の庭はいっそう汚れ 

て見えた。父親は植木が枯れたときの損害について考えた。そして，6歳の子供 

には重すぎる責任かもしれないと思った。しかし，息子の価値は何にも換える 

ことはできないと心に決め，断固として息子の仕事を行おうとはしなかった。 

その代わりに父親は息子に向かって，二人で仕事の進み具合を見に行かない 

かと誘った。息子は承知した。庭を一回りすると息子は言った。「お父さん，こ 

れはひどいや。」そこで父親は尋ねた。「お父さんに手伝えることがあるかい？」 

「うん，ここで待ってて。」そう言うと息子は家の中に駆け込んで，ごみの袋を 

ニつ持ち出して来た。父親に一つを渡して庭の一部のごみを拾ってもらい，残 

りの部分は自分できれいにした。数分間で掃除が終わると，息子は芝生のスプ 

リンクラーのスイツチを入れた。 

それから2週間もすると，息子は庭の手入れを完全に行って責任を果たすよう 

になった。自分がやらなければ，だれもやらないことに気づいたのである。ま 

た，父親が自分の助けを必要としており，自分を信頼しているという自覚を持 

つたのである。（スティーブン•コービー，Spiritual Roots of Human Relations『人 

間関係の霊的根源』pp.145- 146より翻案） 

この父親は息子が責任を果たせるようにどのような援助を与えただろうか。 

子供たちを手助けすることに加えて，小さな褒美を与えて割り当てを完全に 

果たせるように励ますこともできる。 

責任について教え，仕事を分担することは，大切なことである。これを子供 

たちに教えるうえで，家族を組織して全員に具体的な責任を与えることが役立 

つであろう。しかし，ここで忘れてならないことは，休息と娯楽の時間も取る 

ことである。フランクリン• D •リチャーズ長老は，働く時間だけでなく休息 

の時間も予定に組み入れるよう勧めている。 

「労働を愛する心をはぐくもうとするときに，休息という要素を見過ごしに 

してはならない。労働は物事を達成するために絶対不可欠であるが，同様に休 

養や適度な息抜きも必要でぁる。〔労働と休息のバランスを保つ能力〕が，労働 

を愛する心をはぐくむうえで大切な要因になる。主がわたしたちに期待してお 

られることは，日常生活における物質面と霊性面のように，労働と休息の正し 
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いバランスを保つことなのである。」（「労働の原則」『インプルーブメント•エ 

ラ』1969年12月号，p. 103) 

家族がとちに働く意義 

家族として働くと，どのような意義があるだろうか。生徒の答えを黒板に書く。 

家族が一緒に働くと，みんなで力を結束して目的を達成する喜びが味わえる。 

また，お互いの親近感が強くなり，子供たちは協力して責任を分担することを 

学び，両親は主の御心に従う喜びを得るだろう。こうして，働くことから家族 

全員が祝福を受けるのである。 

「父親が医者をしているある末日聖徒の家庭があった。両親は子供たちに労 

動の価値を学ばせたいと思っていた。そこで，子供たちを事務所の掃除係とし 

て雇い入れ，彼らに成長する機会を与えることにした。 

子供たちは，定期的に収入が得られると聞いて胸を躍らせ，毎朝事務所を掃 

除する仕事を引き受けた。それからは，協同作業が大切な鍵になった。ある朝 

に息子たちが家事の責任を果たして，娘たちが事務所の掃除をすると，翌朝に 

は互いの受け持つ仕事を交換した。 

こうして次のような結果が得られた。（1)子供たちが父親の仕事を身近に感 

じるようになった。……（2)子供たちが父親の仕事を手伝っていると感じ，父 

親の仕事に誇りを持つようになった。（3)子供たちが日常の責任に加えて毎朝 

行う仕事を持ち，その仕事を達成しようとする責任感を養った。（4)子供たち 

が協同作業を展開した。……（5)子供たちが定期的に収入を得た。」（エルゥッ 

ド . r •ピーターソン，"Family work Projects for Fun and Profit"「楽しみと利益 

のための家事計画」『エンサイン』1972年6月号，p.8) 

刈り入れの律法とは何か。（自分でまいたものを刈り取る。）この律法を黒板に書く。 

わたしたちが果たす仕事には，それぞれ特有の恵みが伴っている。家庭菜園 

に苗を植えて手入れをすれば，収穫の季節にその実を楽しむことができる。家 

の改築や修繕をすれば，いっそう快適で安全に住むことができる。清潔で魅力 

ある衣服を身に付ければ，さわやかな気持ちで生活し，清潔さの良い模範を示 

すことができる。栄養のある食物を準備し，食器を清潔に保てば，さらに健康 

を楽しむことができる。 

家事の目的の一つは，家族の人格を形成し，働くことを学ばせることにある。 

何らかの責任を受けて満足できる結果を得れば，その人は信頼される人物にな 

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。 
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「例えば，家庭菜園を造ることによって，食費を軽減し，新鮮な野菜や果物を 

i|又穫することができるが，恵みはこれだけにとどまらないことを理解していた 

だきたい。菜園の雑草を抜き，水をまくときに交わされる父親と娘の会話には 

測り知れない価値がある。種まきと耕作と又穫の永遠の律法を学んでいる彼ら 

に，どれほどの恵みがもたらされていることだろうか。また，缶詰作業には家 

族全員の協力が不可欠である。これによって家族がいっそう親密になるという 

祝福もある。わたしたちは家庭貯蔵を行っているが，つましい生活をし，それ 

を子供たちに教えることの中にはそれ以上の人生の教訓があるであろう。」（「福 

祉活動：福音の実践」『聖徒の道』1978年2月号，p.119) 

次の話は，家族とともに働くことの価値を学んだ子供の話である。 

「暑い夏の盛りに，砂糖大根の畑では間引きが行われていた。生長の遅いもの 

を間引いて，大根が大きく育つようにするのである。わたしたちは引き抜いた 

砂糖大根の甘い根を食べるのが大好きだったが，一日中腰を曲げているのでひ 

どく疲れる作業だった。ある日わたしは，ひざをついて砂糖大根の長い列を間 

引いていく作業を休みたいと思い，家にとどまろうとした。わたしは父に頭痛 

がすると言った。そのときは確かに痛かったのである。しかし，父は休むこと 

を許可してくれなかった。わたしはみんなと一緒に畑に出て，働き始めた。 

しばらく作業をしてから，もう一度父に頭が痛いと言った。父はわたしの言 

葉を信じてくれず，家に帰してくれなかった。それから何度も何度も，わたし 

は頭痛について訴えた。…… 後に父はこう言った。『分かった。おまえは家 

に帰れ。そして，おまえの代わりに母さんが来るように伝えてくれ。』わたしは 

父の言葉にはっとした。母が畑に来てわたしの作業を代わりにすることなど考 

えられなかった。わたしは残って仕事をすると父に言った。そして，働いてい 

るうちに頭痛がしなくなり，二度と不平を告げることはなかった。」 

この経験から子供は何を学んだだろうか。（仕事の大切さ，自分の責任を果たすこと，両親 

を敬うことなどの答えが挙がるであろう。） 

まとめ 

ニール • A •マックスウェル長老は次のように述べている。 

「仕事を持たない人が幸福になれるとは思えない。人は実際，仕事の奴隸とな 

るよりも怠惰の奴隸になりやすいものである。労働はわたしたちを謙遜にし， 

すべての祝福が天の御父からもたらされることを教えてくれる。…… 

福音の実践は，教会の非常に大切な教えである。幼いころから働くことを学 

び，より良い人格を築き上げ，より良い家族の一員となり，より良い隣人とな 

る。そして，御自身も大工として働かれたイエス•キリストのより良い弟子と 
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なるのである。」（「労働の原則」『フレンド』1975年7月号，p.7) 

チヤレンジ 

1.明るく元気に自分の仕事を行い，不平を言わない。 

2.今週の家事の責任を家族に割り当てるために，計画，整理し，準備する。 

参照聖句 

箴言6 ： 6-11(ありの模範） 

エペソ4: 28 (自立と慈善に関する勧告） 

1テサロニケ4: 9-12 (聖徒は手ずから働く） 

2 ニーファイ5:17 (ニーファイ人は勤勉に働くよう励まされる） 

教義と聖約42 ： 42 (怠惰な者は働く者のパンを食べてはならない） 

ジョセフ .スミス -歴史 1 : 5 5 (ジョセフ•スミスは働いた） 

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27章「労働と個人の責任」を読む。 

2.『神権の義務と祝福AJ第23課「職業技術の向上と改善」を復習する。 

3.黒板とチョークを準備する。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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家庭菜園 第16課 

目的家庭菜園を行う技術を向上させる。 

導入 

キンボール大管長は次のように述べている。「わたしたちは皆さんに，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。気候が適切 

であれば，果樹やいちごなどを栽培してはいかがだろうか。庭で野菜を育て， 

それを食用としていただきたい。アパートに住んでいる人でも，鉢やプラン夕 

—を使えば栽培できるはずである。 も適切な栽培方法をよく研究していただ 

きたい。ただ1|又穫を得るだけでなく，きれいで魅力的な庭にしようではないか。 

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。」（「家族の 

備え」『聖徒の道』1976年8月号，p.439) 

救い主は，「わたしを主よ，主よ，と呼びながら，なぜわたしの言うことを行 

わないのか」（ルカ6 ： 46)と言われた。わたしたちが救い主の言葉を心から信じ 

るならば，主の預言者の勧告に従うであろう。 

家庭菜園がもたらす恵み 

菜園を持つのにはたくさんの良い根拠が挙げられる。 

家族の一致 

家族が家庭菜園で一緒に働くと，同じ目的に向かって責任を分かち合うこと 

から，家族の一致が得られる。キンボール大管長は次のように述べている。「わ 

たしたちが願っていることは，皆さんが〔家庭菜園〕を家族の仕事とし，小さ 

な子供たちも含めて，全員が何らかの仕事を分担することである。そのように 

すれば，作物の収穫は別にして，畑仕事から非常に多くの事柄を学び取り，収 

穫することができるであろう。」（「心の清い者となる」『聖徒の道』1978年10月 

号，p. 127) 

労働の真価を知る 

子供たちは家庭菜園から労働の価値を学び取る。家族を手伝って苗を植え， 

世話をし，後に収穫を目にして喜びを得るのである。 

139 



自足 

家庭菜園を行うと，自給自足の備えが進み，自信が持てるようになる。たと 

え問題に直面しても，それを乗り切ることができるという自信である。なぜな 

ら，貯蔵した果実，家庭菜園，果樹などがあるからである。また，困っている 

人を助ける備えができていることも，祝福の一つである。 

教えと喜び 

家庭菜園は，天の御父がわたしたちのために造られたこの世界の美しさを思 

い起こさせてくれる。わたしたちが生長の奇跡を目にするとき，菜園で働く時 

間は数えと喜びの時間になるのである。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。家庭菜園は「刈り入れの律法をつぶさに知る機会とす 

ることができる。わたしたちは自分のまくものを刈り取るのである。耕し，ま 

き，刈るその畑がどんなに狭かろうとも，それはわたしたちの始祖の場合と同 

様に，人を自然と親しい者にしてくれる。」（「預言者の声を聴け」『聖徒の道』 

1978年10月号，p. 123) 

健康 

主はわたしたちを愛しておられ，わたしたちの健康を願っておられる。野菜 

や果物を育てれば，健康維持に役立つばかりでなく，一般に市販のものより新 

鮮な野菜や果物が得られる。 

出費の軽減 

家庭菜園を行うと，一般に生活費が少なくて済む。家庭菜園で取れた野菜や 

果物を食べれば，それにかかる費用を節約できるからである。 

最初に計画する 

実際に家庭菜園を始める前に，幾つか決めなければならないことがある。 

菜園をどこに造るか 

視覚資料16-a「家庭菜園で様々な種類の食物を栽培できる」，16-b「家庭菜園はどのよう 

な場所でもできる」，16-c「利用できる土地がなければ，鉢を使って野菜を栽培できる」を見 

せる。 

16-a.家庭菜園で様々な種類の食物を栽培できる 

16-b.家庭菜園はどのような場所でもできる 

16-c,利用できる土地がなければ，鉢を使って野菜を栽培できる 
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菜園はできるだけ 高の条件が整った場所に作るとよい。将来，多くの価値 

を生み出す土地になるからである。一日 底6時間，太陽の光が当たれば 高で 

ある。 

家庭菜園は，できれば家の近くに造る。そうでなくとも，簡単に行くことの 

できる範囲に造るべきである。水が土壌や種を流してしまう急勾配な土地は避 

ける。土地に傾斜がある場合は，傾斜に沿ってではなく，傾斜と直角になるよ 

うにうねを作る。 

土質も大切な要素である。砂地は水もちが悪く，粘土質地は水が表面にたま 

って徐々に浸透する。土質に問題があれば，反対の性質を持つ土や堆肥を混ぜ 

る。降雨量が少ない地域では，灌漑設備が必要である。 

アパートに住んでいる人々は，利用できる場所が制限されるという問題を抱 

えている。そのような会員は，プランターや鉢を使うか，土地を借りて栽培す 

ることができる。これは，ドイツに住む2軒の家族が菜園を行うために取った方 

法である。彼らはキンボール大管長にあてた手紙の中で，次のように記してい 

るO 

「わたしたちの二つの家族は，フランクフルト伝道部に所属していますが，こ 

こでわたしたちの菜園についてお知らせしたいと思います。 

フランクフルトのような大都市で菜園用の土地を見つけるのはとても大変で 

す。わたしたちがようやく見つけたのはほんのちっぽけな庭で，それもまるで 

荒れ野のようでした。さくは壊れ，中に建っていた小屋はまったくのあばら屋 

で，おまけに一面草がぼうぼうでした。そこを借りたわけです。でもわたした 

ちは決してくじけませんでした。 

まずさくを新しくしました。それから小屋を修理し，土地を全部〔耕し〕まし 

た。そして春に野菜の種をまいたのですが，近所の人は決して育たないと言い 

ます。わたしたちは自転車〔に空き缶を下げて〕，近くの小川から水をくんでき 

ました。そしで，わたしたちのこの菜園を祝福したもうようにと，主に祈った 

のです。主は祈りにこたえてくださいました。まいた種が全部芽を出し，いろい 

ろな種類の野菜が育っています。作物が育つのはほんとうに見事な光景です。」 

(「報告とチャレンジ」『聖徒の道』1977年2月号，pp.35-36) 

何を植えるか 

次に決めなければならないことは，何を植えるかである。広い菜園もあれば， 

実に狭い菜園もある。広さが限られている場合は，豆類や支柱を立てたトマト 

など，上に伸びる作物を栽培する。また，大根のように1本の苗から一つの収穫 

しか得られない品種よりも，カボチヤやトマトのようにたくさんの実をつける 
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品種を植える方がよい。 

土地を有効に使うことは大切であるが，家族が栄養を摂取できるような作物 

を選ぶことも必要である。また，家族が喜んで食べるものを選ばなければなら 

ない。エダマメ，ソラマメ，エンドウなどの豆類は，体組織を増強し，果物や 

葉菜類は病気に対する抵抗力を増す。根菜類は活力の源となる。穀類もエネル 

ギ一源となるので，土地の広さに余裕があれば栽培するとよい。もちろん，気 

候と土壌に適した作物を選ぶことは言うまでもないことである。 

地元で栽培できる果物，葉菜，豆類，根菜，穀類などの一覧表を黒板に書くか，用意してき 

た表を掲示する。 

小の土地面積で 大の収穫を上げられる作物はどれだろうか。 

栽培計画を立てるときに，年間の菜園地図を作成するとよい。毎年同じ場所 

に同じ作物を植えてはならない。連作を続けると，品質が次第に悪くなる。 

視覚資料16-d「作付け計画の例」を見せる。 

いつ植えるか 

もう一つ大切なことは，植える時期である。作物により成育に も適した条 

件は異なる。乾期に育つ品種もあれば，雨期に適した品種もある。ビート，キ 

ヤべツ，ニンジン，レタス，夕マネギ，エンドウ，ホウレンソウなどは，涼し 

い気候が適しており，豆，トウモロコシ，メロン，カボチャ，トマトなどは， 

暖かい気候が適している。したがって，作物の種類とそれを植える時期につい 

てよく知らなければならない。 

地元で栽培されている作物の植える時期を示した一覧表を見せる。 

地ごしらえ 

作物を植える4-6週間前に地ごしらえをして，雑草や前作の根株，石，ごみ， 

小枝などを取り除く。次にシャベルやくわで土を掘り返して，水の通りをよく 

する。軟らかい土は作付けに適しているが，塊になっている部分には植え付け 

ないようにする。 

ほとんどの土壌は豊かにすることができる。十分腐敗させた植物や動物の排 

泄物からできた堆肥は，砂地にも粘土質の土壌にも効果がある。堆肥を混ぜれ 

ば，土が肥沃になって作物の出来がよくなる。しかし，準備した堆肥を一度に 

散布してはならない。堆肥は出来上がるまでに4-6か月かかる場合が多い。そ 

のため毎年堆肥をたくさん作り，一年かけて菜園にまく人もいる。 

堆肥を作るのは難しいことではない。まず，場所を決めることであるが，飲 
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用水から離れた場所かくぼ地，または三方を木か針金のさくで囲まれた場所が 

よい。 初に有機質肥料(落ち葉，トウモロコシの穂軸，わら，野菜や果物の皮， 

残飯など)を15センチの厚さになるよう全面に積む。このとき缶や金属製のもの， 

骨，脂肪など，腐敗の遅いものが混じらないようにする。この層に動物の排泄 

物を加える。牛や鶏，羊，やぎ，馬，豚の排泄物は，肥料として 適である。 

ただし，人や肉食動物の排泄物は土壌を汚染するので，使用してはならない。 

視覚資料16-e「堆肥」を見せる。 

有機質肥料の層の上に，土を5センチの厚さに積み上げると堆肥が出来上がる。 

堆肥の上部はくぼませて，水が集まるようにする。有機質肥料が余分にあれば， 

5センチの土の層の上にさらに15センチ堆肥を重ねる。何段にも重ねる場合は， 

各層に十分湿気を与える。 

堆肥には常に湿気が必要であるが，雨水に濡らしてはならない。毎週ピッチ 

フォークで堆肥を引っ繰り返すか，中心に空気が入るようにする。中心の温度 

が摂氏70度前後であれば， も速やかに腐敗が進む。堆肥の中心が熱くないよ 

うであれば，綿実粉や血粉を用いることで，堆肥中の窒素を増加させることが 

できる。そして，形が崩れてくれば，堆肥は畑にまく準備ができたことになる。 

堆肥を作るために各自が用いている方法を尋ねる。 

菜園計画 

成育に適した時期が短い地域では，鉢植えなどを使った室内栽培から始める。 

菜園に種をまくときは，野菜の芽と雑草が区別できるようにまっすぐにまく。 

それには，ひもを使うとよい。 

同じ作物，例えばトウモロコシを数週間に分けて毎週植えていけば，成熟す 

る時期がそれぞれ異なるので便利である。種の大きさは品種により様々である 

から，すべて同じ深さに植えてはならない。一般に，種の全長の3倍以内の深さ 

に植える。その上から土をかけて軽くたたいて固める。うねの間隔は作物が十 

分に生長できるだけの広さとする。また，種と種との間隔も空ける。 

種を植えたら，水をまいて湿気を与える。土が乾くと，種は発芽しない。 

菜園の手入れ 

計画を立てて準備し，種をまいても，その手入れを怠れば収穫は望めない。 

菜園には以下の手入れが必要である。 
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雨量が十分でない地域では，毎週1回たっぷりと菜園に水をまき，約20センチ 

の深さまで土を湿らせる。日差しが強く暑いときには地面が堅くなるのを防ぐ 

目的で水をまかない方がよい。 

中耕 

雑草は作物の栄養や水分を奪い取るので，手で引き抜くか，くわで掘り出さ 

なければならない。敷きわらをすると雑草の生長が抑えられる。ただし，敷き 

わらの片側を毎週開いて，くわで土を耕さなければならない。 

敷きわら 

苗が10センチぐらいに生長したら，目につく雑草をすべて抜き，苗の周囲や 

うねの間に5-8センチの厚さになるよう，おがくず，刻んだ新聞紙，芝，落ち 

葉，わらなどを敷く。これは土の乾繰や地温の上がりすぎを防ぐ効果がある。 

また，敷きわらを使うと，除草の回数が少なくて済む。 

害虫の駆除 

害虫は作物を荒らし，完全に枯らすこともある。害虫を駆除するには，手で 

捕らえる，洗い流す，農薬で殺すなどの方法がある。農薬を使用する場合は， 

実を食べる前によく洗わなければならない。 

収穫 

とりたての果物や野菜を料理，食用，貯蔵などに用いれば，味は 高で栄養 

価も高い。キュウリのような果菜類は，数回にわたって4又穫することが望まし 

い。そうすれば，熟しすぎたり，しおれたり，乾燥したりするのを防ぐことが 

できる。葉菜類は葉が柔らかいうちに収穫する。 

視覚資料16- f「実り多い収穫は，十分な手入れの結果である」を見せる。 

まとめ 

わたしたちは預言者の勧告に従うことにより，主に対する愛と信頼を表すこ 

とができる。その勧告の一つが家庭菜園である。わたしたちが十分に計画して 

準備し，菜園の手入れをし，秩序正しく管理して多くの収穫を得るならば，様 

様な方法で祝福を得るであろう。 

計画し準備して種を植えても，手入れを怠ったらどうなるだろうか。 
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キンボール大管長は次のように勧めている。「絶えず庭の手入れをしていただ 

きたい。事情がどうあれ，家庭を幸福で麗しく，秩序ある場とする必要がある。 

入念な計画を立て，秩序正しくまた組織的にその計画を実行していただきたい。」 

(「家族の備え」『聖徒の道』1976年8月号，p.439) 

チヤレンジ 

美しく生産的な菜園を作るために，家族と協力して計画し，その計画を行動 

に移す。 

参照聖句 

教義と聖約59 ：16-19 (地から生じる良いものは人のために作られた） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.図書館，地元の農業相談所，農家などを訪ねて，次の情報を収集する。 

家庭菜園に も適した作物 

それぞれの作物を植える時期 

家庭で堆肥を作る方法 

家庭菜園で水の散布，除草，敷きわら，中耕，害虫の駆除などを行う方法 

2.レッスンで使う一覧表を作成するか，黒板に書く準備をする。 

3.一人の生徒に，家庭菜園での成功談を話す割り当てを与える。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 

16-f.実り多い収穫は.十分な手入れの結果である 
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個人と家族の目標 

目的個人と家族の目標を設定し，達成する。 

導入 

スペンサーキンボール大管長が14歳のとき，ある教会指導者が彼の所 

属するステークの大会を訪れた。その指導者は人々に向かって，聖文を読むよ 

うに勧告した。そのときの経験をキンボール大管長は次のように語っている。 

「わたしはそれまで一度も『聖書』を読んだことがなかったのを認めた。その夜 

その説教を聞いた後，1ブロック離れた家に戻り，狭い屋根裏部屋への階段を上 

り，小さな机の上にある小さな灯油ランプに火をつけた。それから，創世記の 

初めの章を数章読んだ。1年後，わたしはその大きなすばらしい本のすベての章 

を読み終えて，『聖書』を閉じた。…… 

14歳の少年には理解しにくい箇所が数々あることを知った。また，特に興味 

のないぺ一ジもかなりあった。しかし，……読み終えたとき，わたしは一つの目 

標を定めてそれを達成できたという，言い知れぬ満足を味わったのであった。」 

(「豊かで満ち足りた人生を計画する」『大会報告1973-75』p.202) 

目標とは，わたしたちが達成したいと願う物事である。前世において天の御 

父の子供として生活していたわたしたちは，この世での生活が天の御父のよう 

になるために成長する機会であることを学んだ。これは人生における 大の目 

標である。この大きな目標に到達するには，小さな目標を定めて達成していく 

必要がある。そのような目標を定めれば，豊かで満ち足りた人生を送る助けに 

もなるであろう。 

個人と家族の目標を定める 

目標設定の第一段階は，_分の生活様式について考え，改善する事柄を決め 

ることである。次に，生活を改善するうえで必要な個人と家族の目標を選ぶ。 

例えば，霊性を高めたいと願う人は，自分の霊性をよく吟味して，適切な目標 

を定めるのである。その際，以下の事柄について自分自身に問いかけてみると 

よい。 

•わたしは必要な祈りを欠かさず行っているだろうか。 

•わたしは祈りの答えを受けるにふさわしいだろうか。 
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•わたしは預言者の言葉に耳を傾け，それに従っているだろうか。 

•わたしは定期的に聖文を読んでいるだろうか。 

•わたしは神権にかかわる責任を果たしているだろうか。 

•わたしは正直に什分の一と献金を納めているだろうか。 

•わたしは常に清くふさわしい思いを抱いているだろうか。 

•わたしの家族は毎週家庭の夕べを開いているだろうか。 

•わたしの家族は神殿で結び固められているだろうか。 

•わたしの家族はほかの人が福音を受け入れるように働きかけているだろうか。 

以上のことをすべて行うには，時間と努力が必要である。したがって， 初 

に手がける目標を一つかニつ選ぶことである。そして，一つの分野が改善され 

てから，別の分野に集中する。完成は，目標として定めただけで実現するもの 

ではなく，全生涯を通じて一歩一歩努力することによりもたらされるものであ 

わたしたちは，教育や職業をはじめとするほかの分野でも，自分の願う進歩 

について考えなければならない。生活のあらゆる面を考慮して，どのように改 

善するか決めるのである。そして，それに役立つ目標を定める。目標はすべて 

やりがいがあり，達成可能なものでなければならない。 

以下の分野の中から幾つか選んで，適切な目標を挙げてもらう。祈り，聖文の勉強，家庭の 

夕べ，神殿結婚，家族歴史，ホ一ムティ一チング，伝道活動，什分の一，清い思い，教育，職 

個人の目標を設定するには，自分の願望と能力を考慮し，祈りを通して主か 

らの霊感を求める必要がある。また，親や教会の指導者，信頼の置ける友人に 

助言を求めてもよい。そして，何を，どのような方法で，いつまでに行うのか 

決める。 

N •エルドン•タナー副管長は，孫と一緒に目標を設定したときの経験につ 

いて語っている。 

「孫がわたしのところに来て言った。『おじいさん，ぼく，1年前に執事に召さ 

れてからずっと100パーセントなんだ。……聖餐会と日曜学校と神権会を一度も 

休んでいないよ。』 

わたしは，それは偉いね，と褒めてこう言った。『ジョン，もし伝道に出る年 

齢になるまで100パーセントを続けたら，伝道に出る資金を出してあげよう。』 

孫はにこっと笑顔を見せて，『きっと続けるよ』と言った。 

わたしは恐らく続かないだろうと思っていたが，孫は100パ一セントを通す決 
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心をしていた。わたしは彼が約束を果たすために自分の心を抑えたことが2回あ 

ったことを覚えている。1度は，おじが子供たちと一緒に旅行に出かけようと， 

彼を誘ったときのことであった。ジョンは言った。『日曜日に，ぼくが集会に出 

席できる場所がある？』しかし『ない』と言われたので，彼はこう言った。『じ 

やあ，ぼくは行けないよ。だってぼくは100パ一セント出席するつもりなんだも 

の。』それで海や島への楽しい旅行を犠牲にしたのであった。 

もう1度は，週末に足の骨を折ったときのことであった。彼が 初に医師に聞 

いたことはこうであった。『日曜日に教会に出席できますか。ぼくは100パーセ 

ント出席したいんです。』もちろん，彼は松葉杖をついて出席した。 

こうして彼は19歳になった。『おじいさん，ぼくは約束してからずっと100パ 

一セント出席したよ。』わたしは喜んで彼に伝道資金を出した。この達成は彼の 

生涯に非常に大きな影響を与えている。」（「成功者は克己によって測られる」『大 

会報告1973-75』p.352) 

ジョンは目標を達成するために何年間努力しただろうか。（6年間） 

目標を達成したときにジョンはどのように感じたと思うか。 

家族の目標を設定するには，それぞれの願望や気持ちについて家族で話し合 

うことである。父親が司会を務め，家族全員が目標設定に参加する。目標を決 

める際に祈りが助けになるであろう。 

J•トーマス•ファイアンズ長老は，ある家族が目標を設定した方法につい 

て語っている。 

「それは，大会が終わった後に，この会場〔ソルトレーク•シティ一〕から約 

3,000マイルも離れて住んでいる家族の人でも実行できる方法である。大会での 

説教が掲載されている『聖徒の道』が家に届いたら，すぐに家族でそのメッセ一 

ジを読むこと。年長の子供には特定の説教について報告をさせることである。 

ただ読むだけではない。家庭の夕べにおいて，この大会のメッセージに基づ 

いて家族としての，また個人としての目標を立てるのである。目標は実状に則 

したものにする。例えば『毎日祖母のことを祈る，賛美歌を暗記する，家族の 

準備状況を点検する，主の望むことをわたしたちの方法ではなく主の方法によ 

って行う，教会員でない人を教会に連れて行く』などを目標とする。また家族 

で目標について話し合い，祈って，度々検討する。このように進めてくると， 

次のように語る父親がいてももはや不思議ではないのである。『わたしたちの家 

族は総大会を，主がわたしたちに何をすべきかを教えてくださる機会だと思っ 

ています。それはわたしたちや子供たちにとって言葉以上の深い意味を持って 

いるのです。』」（「総大会を人生の転機とするために」『聖徒の道』1975年6月号， 
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pp. 281-282) 

この家族は目標を設定するために何を行っただろう力、。 

目標は永遠の進歩を促す 

永遠の目標について少しの間考えてもらう。そして，各自の目標を幾つか発表してもらい， 

黒板に書き出す。 

わたしたちはだれでも共通の目標を持っている。例えば，救い主はニーファ 

イ人にこのように言われた。「わたしや天におられるあなたがたの父が完全であ 

るように，あなたがたも完全になることを，わたしは望んでいる。」（3ニ一ファ 

イ12 ： 48)家族とともに完全となって永遠の命を受けることは，わたしたちが到 

達し得る 大の目標である。ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス大管長は次 

のように述べている。 

「救いはあるとき突然に得られるものではない。わたしたちは天の御父が完全 

であられるように完全になるよう命じられている。…… 

一度に完全になるのではなく……完全の域に達し，神に似た者になるには墓 

を超えてさらに前進しなければならない。 

しかしわたしたちが基盤を築くのはこの現世である。イエス•キリストの簡 

潔な真理を教えられて，この完全に向かって準備するのは，この試しの生涯で 

ある現世である。わたしたちは昨日よりも今日，今日よりも明曰と良くなって 

いく義務がある。」（『救いの教義』2：17) 

視覚資料17-a「家族の聖文勉強は多くの報いをもたらす」，17-b「祈りは家族をさらに親密 

にする」，17-c「家庭の夕べは霊性を築く」を見せる。 

完成という目標は，1日にして到達できるものではない。したがって，わた 

したちは完成に向かって一歩一歩前進するために，ほかの目標を定めて達成し 

ていく必要がある。例えば，毎日聖文を勉強するとか，家族の祈りを行うとい 

う目標を立てるのである。これらの目標は，わたしたちが天の御父に近づき， 

完成に向かって努力するうえで助けとなる。 

17-a,家族の聖文勉強は多くの報いをもたらす 

17-b,祈りは家族をさらに親密にする 
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このほかどのような目標が，永遠の命を得る助けになるだろうか。（神殿結婚は一つの大切 

な目標である。これなくして，天の御父のようになることはできない。） 

次の物語は，永遠の命に向かって進歩するうえで目標がいかに助けになるか 

を示している。 

ジェリーは24歳のときに初めて宣教師に出会い，強い印象を受けた。彼は教 

師としての訓練を受けてきたが，教育に関する仕事に就いていなかった。人生 

に何の目的も見いだせないまま，独身生活を続けていた。毎朝，目覚める度に 

彼は思った。「なぜ，今日という日があるんだろう。」 

ある日，教会に改宗していた旧友に招かれ，宣教師と会って話をした。そし 

て，長老たちから，『モルモン書』を読んでそれについて祈るようにチヤレンジ 

された。イエス•キリストの福音に接したジェリ一は，人生には目的があると 

感じた。祈りを通して，彼はすぐに『モルモン書』が真実であることを知り，救 

い主に従いたいと思った。彼はパプテスマを受けたいと思い，今までの生活を 

改めて，福音に従って生活し始めた。 

やがてパプテスマを受け，監督から与えられた召しを受け入れ，神権の義務 

を忠実に果たしていった。彼は人を助ける仕事に就きたいと思い，新しい職を 

探して子供たちの先生になった。また，改宗して間もない美しい女性と巡り会 

って結婚した。二人は神殿に行く目標を立て，やがて永遠にわたって結び固め 

られた。それ以来，彼らは主の計画に従って生活し，この上ない幸福を得たの 

である。 

目標を達成する 

2 ニーフアイ32:9を読ませる。 

ニーフアイは，何かをしようとする前に祈らなければならないと述べている。 

目標設定で も重要な部分は，目標の達成を決意するところにある。つまり， 

天の御父に祈りをささげて助けを願い求め，目標を達成するために全力を尽く 

すことを約束するのである。 

目標を常に思い起こすには，どうすればよいだろうか。 

目標を心に留めるよい方法は，それを日記に書くことである。また，カード 

や紙に書いて，日ごろ目につきやすい場所に張ってもよい。また，定期的に家 

族で目標について話し合ったり，個人の目標を達成できるように特別な援助を 

与えたりすることもできる。家族の目標を達成するには，協力が必要である。 

17-c.家庭の夕べは霊性を築く 



家庭の夕べは，家族が一致協力できる理想的な時間である。 

どんなに義にかなった目標や願望があっても，それを実現するために何の努 

力も払わなければ，まったく無意味である。主はこのように言われた。「すべて 

の勝利と栄光は，あなたがたの熱心さと，忠実さと，信仰の祈りを通してあな 

たがたにもたらされるのである。」(教義と聖約103 ： 36)勤勉に働き，戒めを守り， 

祈るならばわたしたちは義にかなった目標を達成できる。毎日が，目標達成へ 

と一歩一歩近づく機会になるのである。 

しばしば，目標に到達するために犠牲が要求されることがある。スペンサー• 

W•キンボール太管長は，目標を達成したときの経験について次のように述べ 

ている。 

「わたしは伝道を終えて帰って来てから大学に入りたいと思ったが，家族はわ 

たしを学校に送るほど余裕がなかった。そこでわたしは学費を稼ぐためにロサ 

ンゼルスの南太平洋鉄道の積み荷の仕事に就いた。わたしは手押し二輪車に積 

み荷を載せ倉庫と貨物列車の間を往復しながら1日14時間働いた。1,000ボンド 

の荷物をその手押し車に載せて運ぶこともしばしばであった。1日の終わりにわ 

たしが疲れた理由がお分かりいただけると思う。 

わたしは仕事場から2，3マイル離れた所に妹と一緒に住んでいた。電車賃は 

10セントだったが，わたしは1日20セントを節約するために毎日往復の道を歩い 

たのである。わたしは何としてでも大学に行きたいと思った。そして往復の道 

を歩くことによって，わたしの目標はどんどん実現していった。こうしてわた 

しはアリゾナ州の家に帰りアリゾナ大学へ入るだけの十分なお金をためたので 

ある。」（「決心一なぜ今することが大切なのか」『聖徒の道』1971年4月号,p. 263) 

まとめ 

0 •レスリー•ストーン長老は次のように述べている。 

「絶えず自分の進歩を評価すること。わたしたちは義にかなった生活をして自 

分の創造された目的を達成するために，常に過去を反省し，現在の自分の状態 

を考え，将来の目標を定めるようにする必要がある。これなくしては，目標達 

成はほとんど望めない。」（「結婚生活を実りあるものとする」『聖徒の道』1978年 

10月号，p. 91) 

目標を設定し，それを達成するための計画を立てて実行し，進歩を評価し， 

さらに新たな目標を設定する。この過程を繰り返すことにより，わたしたちは 

完成へと近づいていくのである。天の御父はわたしたちが目標を定めることを 

喜ばれ，目標達成に必要な援助を与えてくださるであろう。 
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チャレンジ 

1.祈りをもって個人の目標を選定する。以下の分野の中から一つの目標を選ん 

でもよい。 

祈り 

聖文の勉強 

家庭の夕べ 

神殿結婚 

系図 

伝道活動 

什分の一 

清い思い 

ホ一ムテイ一チング 

選んだ目標を日記に書き込むか，紙に書いて目につく場所に張る。その目標 

を達成することを決意し，祈りにょり助けを願い求め，全力を尽くすことを天 

の御父と約束する。 

2.実生活の中で家族が願っている事柄について，家族全員で話し合う。上記の 

分野の中から一つ選んで目標を定め，家族がそれを達成できるょうに援助する。 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.黒板とチョークを準備する。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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自制心をはぐくみ， 
教える 
目的自ら自制心をはぐくむ方法と，子供たちの自制心を強める方法を学ぶ。 

導入 

アラビア馬をえり分けて訓練するには，次のような方法を用いる。アラビア 

馬は重要な仕事に使用されるので，主人に対する絶対的な服従が必要である。 

そこで，訓練の初期に，主人の命令にすぐにこたえることを教える。その後で， 

抑圧された状態でどのような行動を示すかテストする。長い間水を飲ませずに 

囲いの中に入れておき，水は門のすぐ外に置いておく。それから囲いの門を開 

けると，馬は一斉に水に向かって走り出す。馬が水のすぐそばまで行ったら， 

主人は笛を吹いて馬に命令する。のどが渴いているので，笛にまったく反応し 

ない馬もいる。しかし，すぐに振り向いて主人のところに来る馬もいる。これ 

らの従順な馬は，自制心を身に付けたので も重要な仕事に就かせる。そのほ 

かの馬は，あまり重要でない仕事に使うのである。（スターリング• W •シル， 

Leadership『指導力』p. 62から翻案） 

わたしたちの欲望や激情は，これらの勇ましくて力強いアラビア馬に似てい 

る。もし勝手気ままに走らせて乗りならすことをしなければ，わたしたちは自 

制心を失って，霊的な問題に陥るであろう。この点を理解しておられる主は， 

わたしたちに必要な助けを与えてこられた。アラビア馬が主人の笛により行動 

を促されたように，わたしたちは主であるイエス•キリストから送られる，み 

もとに来るようにという合図により励まされるのである。 

わたしたちには選択の自由が与えられているので，どのような選択もできる。 

そして，その選択が自分の将来を決めるのである。義を選択すれば，神の王国 

で仕えるにふさわしいことを自ら証明できる。しかし，正しい選択をするには， 

先ほどの馬のように，訓練が必要である。この訓練により，欲望や激情を制す 

る方法を身に付け，誘惑に遭ったときもわたしたちの主の声に聞き従うことを 

学ぶのである。 

箴言16 ： 32を読む。 

自制心は永遠の進歩に不可欠である 

自制心はわたしたちの欲求や行動，習慣を制する内面的な力である。また， 

天の御父のもとに帰ってともに住むために欠くことのできない力である。自制 
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心をはぐくむには常に努力が必要とされる。しかし，これを身に付けると，正 

しいときに正しい選択ができるようになる。 

神権者にとって自制心は特に大切である。自分自身を制することができるま 

では，人に効果的な助言を与えたり，仕えたりすることはできない。しかし， 

一度自制心を身に付ければ，自分の子供やほかの人が訓練を積めるように援助 

できる。 

わたしたちはパプテスマを受けたときに生まれ変わり，永遠の命に至る道を 

キリストに従って歩み始めた。しかし，キリストに従うためには，俗念を捨て， 

自分の弱点や不完全な部分を克服しなければならない。救い主は，次のように 

教えておられる。「だれでもわたしについてきたいと思うなら，自分を捨て，自 

分の十字架を負うて，わたしに従ってきなさい。」（マタイ16 ： 24)また次のよう 

にも教えられた。「狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく，その道は広い。 

そして，そこからはいって行く者が多い。命にいたる門は狭く，その道は細い。 

そして，それを見いだす者が少ない。」（マタイ7 ：13-14) 

狭い門から入るには，自制心と克己心が要求される。これは，誘惑に打ち勝 

つことを意味している。主は自分を捨てる人々に特別な報いを約束しておられ 

る。すなわち，真理を知りそれに従って生活する人々は，誤った選択や罪のも 

たらす結果から逃れることができる，という約束である。 

自制心は自由をもたらす 

天の御父が戒めをお与えになるのは，わたしたちを愛し，わたしたちが悲し 

みから守られるように願っておられるからである。また，わたしたちが自制心 

を身に付けられるように助けて，祝福を与えたいと願っておられる。 

福音の原則に従うと，わたしたちはどのような祝福と自由を得るだろうか。以下の原則を参 

照し，自制心による従順がもたらす自由について話し合う。 

什分の一の律法 

什分の一の律法に従うと，利己心を克服できるようになる。 

知恵の言葉 

この戒めに従って生活すると，たばこ，酒，麻薬などのもたらす悪影響から 

逃れられる。 

純潔の律法 

主が定められた範囲で，肉体的および精神的欲求を制することができるよう 
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になる。これは，悲しみや後悔の念からわたしたちを解放する。 

自制心が養われると，朝早く起きる，毎日聖文を勉強する，割り当てをすぐ 

果たすなど，建設的な習慣を身に付けることができる。このような習慣は，わ 

たしたちを混乱から解放する。 

自制心を身に付けるには 

アルマ37 ： 32-37を読む。 

この聖句によれば，自制心を身に付けるには何が必要だろうか。（罪と悪事を憎む，悔い改め 

る，キリストを信じる，謙遜になる，あらゆる誘惑に立ち向かう，善い行いに決して疲れない， 

知恵を得る，神の戒めを守る，すべての行いについて主と相談する。） 

自制心の獲得は，人の一生を通して行われる。それには，自分自身を知ると 

ともに，わたしたちが従うべき福音の原則にっいて知らなければならない。す 

なわち，それらの原則に従って生活するために目標を定め，それを達成しよう 

とするときに力と助けを与えてくださる主に頼るのである。 

黒板に以下の3項目を書くか，準備した表を掲示する。 

1.自分自身を知る。 

2.義にかなった目標を定める。 

3.祈りと聖文の研究により主に頼る。 

自分自身を知る 

福音にっいてさらに深く学び，経験を積んでいくと，g分の長所と短所が分 

かるようになる。そして，悪い習慣や感情を克服して，良いものに変えたいと 

いう望みが強くなる。このような望みが，自分自身を改善する力になるのであ 

デビッド•〇•マッケイ大管長は，人の内面に巣くう悪には，嫉妬，憎しみ， 

ねたみ，敵意などがある，と述べている。そして，次のように続けている。「そ 

のような悪は，すべて抑制し，克服しなければならない。必要なのは自制心で 

ある。怒りを抑え，嫉妬を抑え，ねたみを抑えなさい。これらすベてのものは， 

人の霊に有害である。」{GospelIdeals『福音の理想』p. 356) 

これらの感情を抑えることは，容易ではない。自ら変わるためには多くの時 

間が必要である。しかし，努力するならば，内面の悪を克服する忍耐力と勇気 

とを養うことができる。 

義にかなった目標を定める 

自制心を養う効果的な方法は，目標を定めて，それを達成するために全力を 
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尽くすことである。目標を固く心に留めて，自信を持ち，目標に向かって努力 

するならば，望むとおりの自制心が得られるであろう。この過程で忍耐力が要 

求されることは言うまでもない。しかし主は，義にかなった生活をして 後ま 

で堪え忍ぶ者は，昇栄すなわち永遠の命という目標に到達できると述べておら 

れる（教義と聖約14: 7参照)。 

現在あなたが目指している目標は何だろうか。 

祈りと聖文の研究により主に頼る 

誘惑に打ち勝って永遠の目標に到達するには，イエス•キリストを信じる信 

仰が必要である。毎日の祈りと聖文の研究は，この信仰をはぐくみ，問題を克 

服する力を養う助けになる。さらに聖文の中には，主の僕の生活が詳しく記さ 

れており，わたしたちが従うべき模範を示している。これらの模範を読むこと 

により，わたしたちは古代の人々が自制心を養ったように，自分も同じことが 

できるという確信を持つのである。 

聖文の勉強や祈りを通して問題を克服した経験について話してもらう。 

子供の自制心を養う 

視覚資料18-a「賢明な両親は子供にg制心を持つように教える」を見せる。 

家庭は子供たちが自制心について学ぶ場所である。わたしたちは子供に正し 

い模範を示さなければならない。もしわたしたちが欲望や激情を抑えることが 

できなければ，子供に自制心を期待するのは無理である。 

子供に自制心について教えるには，正しく段階を踏んで教えなければならな 

い。間違った教え方をしたり，厳しく抑えつけたりすれば，子供は自分自身を 

制する方法を学ぶことができない。次に挙げる4原則は，子供を正しくしつける 

際に役立つであろう。 

4原則を黒板に書くか，準備した表を掲示する。 

1.規則を作る。 

2.子供に福音の原則を適用するように教える。 

3.子供に責任を与える。 

4.愛をもってしつける。 

規則を作る 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は，子供は幼年期に従順について学ぶと述べ 

ている。幼いころから両親が従順について教えなければ，大きくなってそれを 
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身に付けるのが難しくなるだろう。マッケイ大管長は，子供には自由に成長す 

る機会を与えるべきであるが，もし規則を破るようなことがあれば，優しく， 

しかし断固とした態度で，それを正すべきであると，特に強調している（ル印/7/邓 

Stones to an Abundant Life『豊かな生活への踏み石』ロ.38参照）。 

子供に福音の原則を適用するように教える 

N •エルドン•夕ナ一副管長は次のように述べている。「両親は子供が幼いこ 

ろから数々の輝かしい真理について教えなければならない。すなわち，彼らは 

神の子供であり，イエス•キリストの福音に従う道を選ぶことは，この世で成 

功と幸福を得，来るべき世で永遠の命を享受する唯一の方法であるという真理 

である。また，サタンは実在し，意のままにすべての手下を使い，人を誘惑し 

て悪事を行わせ，過ちの道へと導いてとりこにし，正しい道を歩めば得られる 

はずの至上の幸福と昇栄から人々を遠ざけてしまうことを教えるのである。」 

タナー副管長は続けて次のように述べている。「善悪を見分ける方法を，子供 

に独りで学ばせてはならない。子供に責任を負うだけの備えができているか， 

適切な判断を下し，選択すべき物事の価値を検討し，その結果を〔体験する〕だ 

けの能力が身に付いているか，それを見極めるのは両親である。子供たちを教 

える一方で，正しい行動がとれるように訓練し見守るのは，両親の責任である。 

子供が泥で汚れていたら，g分でふろに入るかどうか決められる年齢に達する 

まで待ってはならない。病気にかかったときに，薬を飲むかどうか自分で決め 

られるようになるまで待ってはならない。学校に行くことも，あるいは教会に 

出 席 す る こ と も 同 様 で あ る 。 」 认 ふ m o / G M 『 ま ず 神 の 王 国 を 

求めよ』p.87) 

子供に責任を与える 

L •トム•ペリー長老は次のように述べている。「わたしたちは子供を正しく 

教え，〔子供の〕日常生活の中で主に対する信仰と信頼感を徐々にはぐくんでい 

かなければならない。また，適切な訓練を施し，子供が霊的に成熟し始めたら， 

子供の内面で次第に増大していく力を発揮する機会を与えるべきである。わた 

したちの信仰と信頼を，そしてわたしたちの持っている責任を，子供たちに与 

える必要がある。」（1975年サンパウロ地域大会報告，p.12) 

子供に自制について教える方法はたくさんある。F •エンツィ才•ブッシエ 

長老は，次のような方法を取った。 

「わたしたちは子供の自尊心をはぐくむために，……子供が自分で判断を下す 

167 

18-a,賢明な両親は子供に自制心を持つように教える 



まで放っておくことが多い。経験からも分かるように，子供の誤りを見っけて 

指摘する人よりも……子供が_分で誤りを発見できるように助ける人の方が， 

教師として優れている。自分の誤りに気づいた子供は，すでに改善への一歩を 

踏み出しているからである。 

わたしの息子がある罪を犯したときのことである。わたしたち両親は，息子 

自身でその罰を決めるように言った。息子は考えて，1か月の間テレビを見ない 

という罰を下した。わたしたちは少し厳しすぎると思った。しかし，祖母の家 

を訪れた息子は，両親には分からないからテレビを見るようにと勧められたと 

き，その勧めは間違っているとはっきり言い切ったそうである。それを聞いて， 

わたしたちはどんなにうれしかったことだろうか。両親にとって，子供が困難 

な局面を自分の力で打開していくのを見ることほど，大きな喜びがあるだろう 

か。」("Provoke Not Your Children" Ensign「子供をいらだたせてはいけない」『エ 

ンサイン』1976年3月号，p.42) 

ブッシエ長老は，子供が自制心を養えるように何をしただろうか。（自分の誤りを発見するこ 

とにより自尊心を持てるように助け，自己鍛練ができるように励ました。） 

愛をちってしつける 

わたしたちは幸福な家庭を築いて，子供たちが平安と安全と愛を感じられる 

ようにする必要がある。もし，子供たちが福音に従った家庭生活の中に幸福を 

見いだせなければ，福音外のものにそれを求めるであろう。したがって，言う 

ことを聞かない子供をしかった後は，よりいっそうの愛を示すことが大切であ 

教義と聖約121：43-44を読む。しかった子供にいっそうの愛を示すのはなぜだろうか。（わ 

たしたちに敵意がないことを子供に伝えるため。敵意を持っていると思い込めば，家にはいた 

くなくなるだろう。） 

以下の例にっいて話し合う。問題を解決するには自制心が必要であることを強調する。生徒 

の個人的な経験を代わりに用いてもよい。 

1.鈴木夫婦には10代の子供が3人いるが，子供同士の口論やけんかが絶えない。 

子供たちが自制心を養って，けんかをやめるように導くには，どうしたらよ 

いた、ろう力、。 

2.江本夫婦は毎日家族の祈りを行いたいと思っている。ところが，仕事の都合 

や学校のスケジュール，そのほか各自の予定が妨げになっている。みんなは家 

族の祈りに集まることが大切であると感じている。家族がg制心を養って家族 

の祈りを行うために，江本夫婦はどのような助けができるだろうか。 

3.上田夫婦は，監督から新しい神殿の建築資金を献金するように頼まれたが， 
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選べ，正義を 
ジョセフ• L •タウンゼンド 
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彼らの収入では全額を納めることは無理に思えたので断った。しかし，上田夫 

婦はレクリェーションに使うお金や，新しい洋服など必需品ではないが欲しい 

ものを買うためのお金はいつも十分に持っていた。この夫婦が自制心を養って， 

神殿のために献金するにはどうすればよいだろうか。 

自制心を身に付けた人は，家族に対してどのような働きかけをするだろうか。 

まとめ 

わたしたちは，シル長老の話に出てくるアラビア馬のように，自制心を養わ 

なければならない。そうすれば，自分も含めて家族全員がこの世のチャレンジ 

に備えることができる。実りある人生を送って天の御父のもとに帰るには，正 

しい選択をする能力と，欲求や感情を制する力とを養わなければならない。 

家族が意識して自制心を養うならば，人生におけるほとんどの問題は克服できる。このこと 

について証を述べる。『賛美歌J152番「選べ，正義を」を歌う。 

チャレンジ 

1.自分の生活または家庭の中から問題を一つ選び出す。その問題を克服するた 

めにレッスンで学んだ各段階を実践する。 

2.聖文から自己訓練と忍耐の模範を示した人物について読み，その模範に従う。 

3.毎日家族の祈りを行う。 

参照聖句 

箴言25: 28 (§分の心を制する） 

アルマ38章（柔和であり自制するようにという，アルマのシブロンへの戒め） 

2テモテ2: 3 - 5 (勝利のために競技する） 

教師の準備 “ 一 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.r福音の原則J第4章「選ぶ自由」を研究する。 

2.レッスンで使う表を作成するか，黒板に書き出すために準備する。 

3.レッスンのまとめで，「選べ，正義を」（『賛美歌』152番；視覚資料18-b)を歌う準備をする。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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才能を伸ばす 

目的自分自身の才能を伸ばし，家族が才能を伸ばせるように働きかける。 

導入 

天の御父はわたしたち一人一人に才能を与えられた。そして，わたしたちが 

その才能を使うように望んでおられる。マタイが記録したたとえの中で，主は 

長旅に出かけようとしている人にっいて話された。その人は出かける前に僕た 

ちを呼んで，自分の財産を預けた。すなわち，ある者には5夕ラント，ある者に 

は2夕ラント，ある者には1夕ラントと，それぞれの能力に応じて与えた。（この 

たとえの夕ラントは，貨幣単位である。） 

主人が旅に出ている間に，5夕ラントを渡された者は，それを使ってほかに5 

夕ラントをもうけた。2夕ラントの者も同様にして，ほかに2夕ラントもうけた。 

しかし，1夕ラントを渡された者は，地を掘ってその金を隠しておいた。 

やがて主人が帰って来て，僕たちと計算を始めた。タラントを2倍にした僕に 

対して，主人は「良い忠実な僕よ，よくやった。あなたはわずかなものに忠実 

であったから，多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ」（マタイ 

25 ： 21)と言った。しかし，夕ラントを地の中に隠しておいた僕に対しては，「悪 

い怠惰な僕よ」と言われた。そして，その夕ラントを取り上げて，10夕ラントを 

持っている者に与えるように命じられた。（たとえの全容にっいてはマタイ25 ： 

14-30参照） 

主はこのたとえを使って，能力や才能を賢く用いることの大切さを教えてお 

られる。多くの夕ラントを与えられた人は，少なく与えられた人よりも，多く 

のものを求められた。しかし，すべての人が各自の夕ラントを増やすように期 

待された。1夕ラントの僕でさえ，それを賢明に使って増やすよう求められたの 

である。 

すべての人は才能と能力を持っている 

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。「神はわたした 

ちに才能と時間を与えてくださっている。わたしたちは神の業を通じてその潜 

在的な能力を伸ばし，奉仕の機会を活用すべきである。したがって，神はわた 

したち，特権に浴している神の子供たちに大きな期待を寄せておられるのであ 

る。」（『赦しの奇跡』p. 107) 
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わたしたちは一人残らず才能に恵まれている。才能は神から与えられるもの 

であるから，賜物と呼ばれることもある。これらの賜物は，自分自身とほかの 

人々を幸せにするために与えられているのである。 

才能を記した下記の一覧表を見せる。この表の中で，各自が持っている才能とそうでない才 

能を区別させる。 

わたしたちに与えられている才能は，人格，芸術，創造などの分野に及んで 

いる。以下にそれぞれの例を幾つか挙げてみよう。 

自制心 

忍耐 

勇気 

親切 

ュ一モア 

聞き上手 

人の良いところを見る 

人を幸せにする 

容易に赦す 

人を信頼する 

明るく元気 

信仰 

人を愛する 

強い証 

教会に活発 

教会の指導者を支持する 

芸術と創造 

歌 

ダンス 

物語を話す 

演劇 

楽器の演奏 

運動能力 

裁縫 

編み物 

Ik 

木彫 

陶芸 

彫刻 

パンを焼く 

園芸 

書道 

作曲 

主はジョセフ•スミスに次のように言われた。「すべての人があらゆる賜物を 

与えられるわけではない。賜物は多くあり，各人に神の御霊によって一つの賜 

物が与えられるのである。ある人にはある賜物，またある人には別の賜物が与 

えられて，すべての人がそれによって益を得られるようになっている。」（教義 

と聖約46:11-12)この聖句がおもに意味するところは，主から与えられた霊 

的な賜物についてである。しかし，人を助けるためにすベての人に才能が授け 
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られていることも示唆している。 

自分の才能を見いだす 

使徒パウロは，年若い友人にこう告げている。「内に持っている恵みの賜物を， 

軽視してはならない。」（1テモテ4 ：14)わたしたちも自分の賜物を軽視しないよ 

うに，まずそれらを見いださなければならない。 

自分の才能や能力を見いだすには，どうすればよいだろうか。 

各自に与えられた才能を探すには，天の御父の導きを求めて祈り，特別な助 

けを願うことである。 

祝福師の祝福を受けることも，才能を見いだす一つの手段である（『神権の義 

務と祝福A』第10課參照)。特別な賜物や才能は，しばしばこの祝福の中で明ら 

かにされる。したがって，自分の才能を見いだして伸ばそうとするときに，祝 

福師の祝福はその導きとなるのである。スペンサー•W•キンボール大管長は 

こう述べている。「青少年も含めてすべての人々が，祝福師の祝福を受ける機会 

にあずかるよう切に願っている。」（ご/̂ て/？…船『チャ一チニューズ』1977年10 

月8日付け，p.3)祝福師は組織されたステ一ク内でのみ働くので，教会が発展途 

上にある地域に住むふさわしい会員は， 寄りのステークの祝福師から祝福師 

の祝福を受けることができる。 

周囲の人々に助けられて，特定の分野における自分の才能を見いだすことも 

ある。フランクリン• D .リチャーズ長老は，スペンサー• W •キンボール大 

管長がある人を助けて才能を自覚させたことについて話している。 

「数年前のある日曜日のことである。キンボール大管長とわたしはペルーのク 

スコを訪れ，支部の日曜学校に出席した。北アメリカ出身の若い宣教師がピア 

ノを弾いていた。開会行事が終わると，キンボール大管長は，地元の会員の中 

でピアノを弾ける人がいないか尋ねた。すると支部長が，副支部長は2曲だけ賛 

美歌を弾けます，と答えた。キンボール大管長は副支部長に，聖餐会でその2曲 

を伴奏をするように頼み，彼はそうした。そして集会が終わるとその兄弟に， 

音楽の才能を伸ばして，すべての集会の伴奏をするように助言した。」（1975年サ 

ンパウロ地域大会報告，p.24) 

この話の中の兄弟は，自分に才能があるとは考えていなかったであろう。彼 

が才能を伸ばそうとする前に，だれかがその才能を指摘する必要があったので 

め仏 

教会の奉仕を通して，自分の才能を見いだすこともある。与えられた召しに 

おいて主の助けを求めると，主から導きと助けを得て，責任を果たすうえで必 
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要な才能を見いだすことができる。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。「教会での召しを受けるように依頼された人が，しばしば 

こう答えるのを耳にする。『とてもわたしにはできません。わたしにはほかの人 

のように十分な経験はありませんし，教育も受けていません。』しかし，信仰， 

研究，努力，そして祈りにより，主は不可能に思えることを可能にしてくださ 

るのである。」（1975年サンパウロ地域大会報告，p. 23) 

才能を伸ばす 

見いだした才能を伸ばすには，どうすればよいだろうか。 

人によっては，才能を見いだすことよりも，それを使うときの恐れを克服す 

ることに問題がある。主は次のように述べておられる。「ある人々については， 

わたしは心から喜んではいない。彼らは……人を恐れて，わたしが与えた夕ラ 

ントを隠しているからである。……そして，彼らはもっとわたしに忠実でなけ 

れば，持っているものまでも取り上げられるであろう。」（教義と聖約60 ： 2-3) 

そこで，才能を伸ばすには，恐れを克服することである。これは易しいこと 

ではないが，主はこのように勧告された。「備えていれば恐れることはない。」（教 

義と聖約38 ： 30)備えがしてあれば，自分にもできるという自信を持てるもので 

ある。そして，その自信が恐れを克服する。 

備えをするうえで大切なのは，研究である。わたしたちは，「研究によって， 

また信仰によって学問を求めなさい」（教義と聖約88 ：118)という勧告を受けて 

いる。研究を重ねれば，自信が生まれてくる。そして，才能を伸ばそうという 

意欲をわき立たせるであろう。 

才能を伸ばすには，実際にその才能を使うことも大切である。たとえわずか 

に思える才能でも，大きくすることができる。わたしたちの願望が強ければ， 

実践と訓練を通してわずかな才能を高めていけるのである。 

「発達と拡大について考えると， 大の可能性を秘めているのは，才能，徳， 

能力といった分野である。…… 

背筋を強くしたければ，必要なのは重い荷を運ぶことである。同様にして， 

ほとんどすベての面で自分の能力を増し加えることができる。…… 

主はわたしたちに〔才能や能力〕を与えてくださるが，それは貸与という形に 

似て，わたしたちが使わないものは取り上げてしまわれる。荒れ野にいるイス 

ラエルの子孫にマナを授けたときも，同じ方法を取られた。毎朝たくさんのマ 

ナが地上を覆ったので，民は欲しいだけ集めたが，使わない分はだめになった。 

才能についても同様である。ほとんどの人は，十分な重さの負荷を負わないの 
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で，背筋を強くしたり，精神を鍛えたりできない。そして，使われていないそ 

の人の可能性は，すべて失われてしまうのである。」（スターリング• W •シル， 

"A Hundred-Hundred Marriage" Ensign「百歩譲り合う結婚生活」『ェンサイン』 

1971年3月号，pp. 34-35) 

人の才能を見るときに，その人がわずかな努力でそれを獲得したように考え 

ることがある。その才能を伸ばすために払った多くの努力に気づかないのであ 

る。自分の才能を伸ばすために一生懸命努力した人として，ヒーバー* J •グ 

ラント大管長を挙げることができる。彼はかつて次のように語った。 

「わたしはボールを投げてもベースからベースまで届かなかった。……また， 

ランニングやバッティングに要する筋力にも欠けていた。わたしがボールを拾 

い上げると，少年たちは『ここまで投げてみろ，弱虫』と言ってはやし立てた。 

何かにつけ笑い者にされていたわたしは，〔選手になって〕野球をし，ユタ準州 

の大会で優勝しようと決心した。……わたしは1ドルためてボールを買い，ェド 

ウィン• D •ウーリー監督の納屋で何時間もボールを投げる練習をした。…… 

時々練習をしすぎて腕が痛くなり，眠れない夜もあった。しかし，練習に練習 

を重ね，ついに二軍に入った。続いてさらに上級のチームに入り，〔一軍で〕戦 

うようになった。そして，カリフォルニアやコロラド，ワイオミングで優勝し 

た。こうしてわたしは自分に対する約束を果たし，球場を退いた。」 

グラント大管長は，ペン字の才能を伸ばすためにも努力を重ねた。彼はある 

とき，ウェルズ•ファーゴ.アンド.カンパニ一銀行の帳簿係になろうと決心 

した。有能な帳簿係になるには，字が上手でなければならなかった。そこで， 

筆記者になる努力を始めた。ある著者は次のように記している。 

「ペン字を始めたころの彼の字といったら，あまりにひどく，それを見た〔友 

人の〕一人が『鶏の足跡みたいだ』と言うと，もう一人は『いや，インク瓶を引っ 

繰り返したような字だ』と言った。この言葉にプライドを傷つけられたヒーバー 

は，机をたたきながら言った。『いつか彼らにペン字を教えられるようになって 

みせるぞ。』そして実際にそのようになった。彼はすべての知人から褒められる 

ようになるまでペン字の練習に励み，クリスマスカードを書いて収入を得るま 

でになった。」 

グラント大管長は，次の言葉が好きだった。「物事を続けて行うならば，いつ 

かそれが容易にできるようになる。それは物事の性質が変わるからではなく，わ 

たしたちの力が増すからである。」（レオン• R •ハートシヨーン，Classic Stories 

from the Lives OwrPr叩/^“『預言者の生涯における名高い物語』pp. 194-196，207 

参照） 
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割り当てておいた生徒に，どのようにして自分の才能を見いだし，伸ばしたか話してもらう。 

家族が才能を伸ばせるように助ける 

視覚資料19-a「両親は子供たちの才能を育てる」を見せる。 

家族が才能を伸ばせるように助けるには，どうすればよいだろうか。 

わたしたちは，家族が各自の才能を見いだして伸ばせるように，また主に仕 

えるためにその才能を使うべきだと自覚できるように，援助しなければならな 

表「家族が才能を伸ばせるように助ける」を見せる（「教師の準備」参照)。 

以下に家族が才能を伸ばすのを助ける方法を挙げる。 

1.家族全員が父親の祝福または神権の祝福を受けるように励ます 

視覚資料2-c「神権の祝福は家族会員にもたらされる」，または12-a「父親の祝福は家族を 

強める」を見せる。 

父親は家族に祝福を授けて，才能を伸ばす各_の能力や願望を高めることが 

できる。父親の祝福を受けられない人は，ホ一ムテイ一チャーか神権指導者か 

ら同じ目的で授けられる神権の祝福を受けるとよい。 

2.才能について積極的な態度を築く 

わたしたちは，才能を伸ばすことはすばらしいことだと模範により教えなけ 

ればならない。また，妻子が目標を達成したときには称賛し，失敗したときに 

は慰めを与える。若い人々は，両親や兄弟姉妹を批判せずに，良い点を褒める 

べきである。 

3.開発する才能を選べるように助ける 

才能を開発するプログラムの概要を話してから，各自の才能を訓練して伸ば 

す時間を与える。そのために 適の時間は，家庭の夕べである。 

4.才能を伸ばすために力と勇気と霊感とを求めて祈るよう励ます 

家族の祈りで，わたしたちが各自の才能を伸ばして生かせるように主の助け 

を求めるならば，家族一人一人もこの祝福を求めて祈るように霊感されるだろ 
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「熱心に 善の賜物を求め，それらが何のために与えられているのかを常に覚 

えておきなさい。まことに，わたしはあなたがたに言う。それらは，わたしを 

愛してわたしのすべての戒めを守る者たちと，そうしようと努める者たちのた 

めに与えられる。」（教義と聖約46 ： 8-9) 

まとめ 

わたしたち一人一人は，何らかの賜物，才能，能力を神から授かっている。 

感謝の気持ちをもって，また戒めに従って，これらの賜物を見いだし，開発し 

なければならない。天の御父は，人を助けるためにそれらを用いるように望ん 

でおられる。事実，教会の目的の一つは，互いに奉仕する機会を与えて，神か 

ら授かった賜物や才能を使って伸ばせるようにすることである。 

チヤレンジ 

1.才能を開発して活用することに対して，家族の積極的な態度を築く。 

2.自分の才能を一つ選んで，それを伸ばすために計画を立てる。 

3. メルキゼデク神権を持つ父親であれば，家族が才能を見いだせるように各自 

に祝福を与える。 

4.開発したいと思う才能を一つかニつ選べるように家族を助ける。 

5.才能を開発するために，力と勇気と霊感とを求めて祈るように家族に勧める。 

参照聖句 

ルカ12: 47-48 (多く与えられた者は，多く求められる） 

エテル12: 35 (分かち合わなければ，才能は取り去られる） 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第34章「才能を伸ばす」を読む。 

2.一人の生徒に，自分の一つの才能を見いだして伸ばした方法について，話す割り当てを与え 

3.家族が各々の才能を伸ばせるように助ける方法について提示するために，次の表を作成する 

か，黒板に書けるように準備する。 

家族が才能を伸ばせるように助ける 

1.家族全員が父親の祝福または神権の祝福を受けるように励ます。 

2.才能について積極的な態度を築く。 

3.開発する才能を選べるように助ける。 

4.力と勇気と霊感とを求めて祈るように励ます。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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指導力を養う 

目的基本的な指導の原則を理解する。 

導入 

教会は優れた指導者を必要としている。急速に増加する教会員を指導する男 

女，主により設立された教会の諸事を管理して秩序を保つ男女，教会員が戒め 

を守れるように助ける男女，世界中で真理のために雄々しく立ち上がる男女， 

このような指導者が必要である。 

教会の指導者は福音の原則に従った生活とその教えにより，世の中をよりよ 

くしようと努力している。彼らには，知恵と霊感とが与えられている。そのよ 

うな指導者の導きを受けるとき，わたしたちの家庭や家族，地域社会，国家は 

強められる。霊感を受けた指導者となるために自ら備えることは，神権者とし 

ての義務である。なぜなら，指導者は人々の全生涯にも及ぶ影響を与えること 

ができるからである。 

ビクター.l.ブラウン管理監督は，若いころに導きを受けた指導者への感 

謝を次のように述べている。 

「わたしはカナダのアルバータステークカードストーン第2ワードで，執事と 

して聖餐のパスをしたときの緊張感を今でも思い出す。…… 

そのような神聖な儀式に参加することを，いかに名誉と考えていたことだろ 

うか。また，よく両親から，手や心を清く保ってこの儀式に仕えるにふさわし 

くあるよう教えられたことを，はっきりと思い出す。 

わたしが受けた もすばらしいレッスンは，父と母が示してくれた模範であ 

る。そして，その次が教師定員会のアドバイザーであり，わたしのスカウトマ 

ス夕一でもあった兄弟の模範だった。〔彼〕は青少年の指導者のかがみだった。 

彼の指導の下にある少年たちは，だれもが彼の大きな愛を感じていた。彼の影 

響力は，日曜日の朝や火曜日の晚だけに限られたものではなく，一週間を通じ 

て全員に感じられた。そのアドバイザ一は，当時12歳の執事であったわたしに， 

様々な人生の教訓を与えてくれた。わたしは彼に心から感謝している。彼から 

受けた教訓は，12歳のときから今日に至るまで，わたしを助けてくれたのであ 

る。」（"The Aaronic Priesthood _ A Sure Foundation" Ensign「アロ ン神権一確か 

な基盤」『エンサイン』1972年7月号，pp.89-90) 
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ブラウン監督は，どのような指導者に感謝しているだろうか。 

優れた指導者になるには，福音に対する理解を深めて，それに従った生活を 

しなければならない。そうすればするほど，教会の指導者としての召しにこた 

える備えができるのである。教会や世の中では，問題に直面しても真理に堅く 

立って動かない誠実な指導者を求めている。わたしたちはそのような人になる 

べきである。 

以下の質問について考える。 

•指導者としての召しに備えるために，何をしているだろうか。 

•今のわたしは，どのような指導者だろうか。 

•わたしは人々にどのような影響を与えているだろうか。 

•指導力とは何だろうか。（ほかの人が物事を達成できるように助ける能力。この質問に答 

える時間を2, 3分取る。） 

指導者とは 

視覚資料20-a「教会の指導者は，主の良い牧者である」を見せる。 

ブルース.R •マッコンキー長老は次のように述べている。 

「イスラエルの家は，主の羊のために選ばれた囲いであり，そこで羊の世話を 

するために任命された人が，主の牧者である。したがって，教会においていか 

なる役割であれ，主の子供たちの霊的または物質的福利のために責任を受けて 

奉仕する人々は，これらの羊の牧者である。主は，主の羊の安全(救い）のため 

に牧者を擁しておられるのである。」{Mormon Docrr/從『モルモンの教義』p.417) 

まことの羊飼いは，その羊を導く。羊たちの先頭に立って，指示を与えるの 

である。羊は羊飼いの声を知っており，それに従う。羊飼いは各々の羊を知り， 

愛する。羊飼いは羊を見守って，迫り来る危険から羊を守る（ジェームズ• 

タルメージ『キリスト•イエス』pp.409-410参照）。 

指導者とは，まことの羊飼いのように人々の先頭に立って，進むべき道を示 

す人のことである。すなわち，自ら教える原則に従って生活するだけでなく， 

人々の必要を理解してそれにこたえるのである。問題を解決するために何をす 

べきか見分け，適切な目標を設定して，それに到達する計画を立てる。また， 

人々を鼓舞して各自の責任を果たせるように助け，目標を達成する。さらに， 

自分_身も含めて同胞の行動を評価し，改善点を指摘する。 

優れた指導者は，人々が自分の責任を果たせるように鼓舞する。一人一人を 

受け入れて尊重し，彼らの提案に耳を傾ける。また，各自の積極的な参加を促 

す。このような指導者の下では，人々は働く意欲をわき立たせ，与えられた割 
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り当てを遂行しようとする。 

ハロルド• B •リ一大管長は，大管長に支持された聖会での説教の中で，ま 

ことの指導性とは何か説明している。「そのときわたしの心に生じた考えはこう 

であった。わたしが新しい召しに就いて果たす働きの唯一の真実の記録は，わ 

たしが教会の内外を問わず，仕え働いた対象となる人々の心と生活に記録され 

るのである。」（「神の王国を出で行かせたまえ」『聖徒の道』1973年5月号，p.201) 

優れた指導者の特質 

教会において指導者の召しを受けると，わたしたちは神を助けてその業を行 

う。したがって，常に神に近くあることが必要である。進んで従う精神と心を 

もって主に仕えるならば(教義と聖約64 ： 29-34参照），与えられた召しを達成 

できるように，主はわたしたちを助けてくださるであろう。 

主は聖典の中で，優れた指導者の特質を明らかにされた。 

一人の生徒に，教義と聖約121：41-45を読んでもらう。 

主はこの聖句の中で，指導者の特質として何を挙げておられるだろうか。（答えを黒板に書き 

出す。） 

この聖句で指摘されているように，指導者は以下の特質を身に付けるべきで 

める。 

説得 

説得とは，何かを行うように相手に自覚させることであり，命令や強制と相 

反するものである。説得の実例として，ある神権指導者の話を紹介しよう。そ 

の指導者は，割り当てを果たさない一人のホームティーチャーを抱えて困って 

いた。そこで，そのホームティーチャーと面接をして，彼の問題に耳を傾けた。 

それから静かな口調で，ホームティーチャーが義務を果たさないと，5軒の家族 

では監督との連絡がまったく途絶えてしまうことを説明した。また，もしこの 

割り当てを果たす気持ちがなければ，別の人を代わりに召すこともできると言 

った。しかし，その指導者は，あなたにこの責任を果たしていただきたいと， 

特に強調して言った。そのホームティーチャーはこの説得にこたえて，著しい 

成果を上げるようになった。 

寛容 

人々とともに働くとき，指導者には忍耐が必要であろう。例えば，次のよう 

な例がある。 近ある監督が，働きの思わしくない姉妹をその召しから解任し 

たいと言った。しかし，その監督は，彼女を解任せずに話し合う時間を持った。 
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その結果，彼女は自分のすべきことを知らないという事実が明らかになった。 

彼女は自分の責任について教えられるとそれを受け入れ，彼女の働きは大いに 

改善された。 

〉nnJ秦 

温厚とは人を思いやる心であり，人の心に優しく接すること，すなわち愛で 

める。 

柔和 

柔和とは，よく教えを聞いて素直に受け入れる人の特質である。柔和な人は 

自ら進んで成長していく。なぜなら，喜んで人から学び，人々の愛と感謝を勝 

ち得るからである。柔和な人は，神の導きと助けとを求める。 

偽りのない愛 

偽りのない愛は，真心からの愛である。また，人に対するまことの関心であ 

り，「あなたがどのように感じているか気がかりです」「あなたの考えはよく分 

かります」「どうしたらお助けできますか」というような言葉の中に表れる。 

親切 

親切な指導者は，尊敬の念をもって人と接する。相手を知ろうと努め，相手 

が必要とすることを敏感に感じ取ろうとする。仕える人々に助言する際も，指 

導者は，相手に関心を集中できるように時間を割く。そうすればそれぞれの相 

手と個人的に話ができるであろう。(時にはそのために時間を設ける必要がある。) 

親切とは，愛と関心を示す真摯な態度である。 

慈愛 

優れた指導者はすべての人に対して，慈愛すなわちキリストの純粋な愛を抱 

かなければならない。この愛には，ほかの人の福利のために犠牲を払うことも 

含まれている。 

一人の生徒に，モロナイ7 ： 44 - 48を読んでもらう。 

この聖句には，指導者のどのような特質が述べられているか。（黒板の表に書き加える。） 

ある父親は，優れた指導者になることについて，息子に次のように教えた。 

「『平和の君』や預言者たちから，指導方法を学び取り，まず_分_身から始め 

なさい。人に頼らず，自分の足でしっかりと立ちなさい。神のほんとうの息子 
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らしく，頭を高く上げなさい。神権を通してあなたに与えられた権能，自分の 

力をはるかに超えた権能を持つ者として，人々の間を堂々と歩みなさい。人に 

不死不滅と永遠の命をもたらす主の業にあずかる者らしく，この地上で行動し 

なさい。落ち着いて静かに歩みなさい。……しかし，信仰をもって恐れること 

なく歩みなさい。邪悪な風に揺すぶられてはならない。神が統治される神権を 

持つ指導者として歩みなさい。同胞への愛で心を満たし，人々に援助の手を差 

し伸べる備えをして歩みなさい。そして，いつまでも義に飽くことなく歩みな 

さい。」（ウェンデル• A •アシユトン，"Unchanging Principles of Leadership"「指 

導性の不変の原則」『ェンサイン』1971年6月号，p.58) 

指導者の責任 

優れた指導者になるには，以下の事柄を行う必要がある。 

1.自分の義務について学ぶ 

主はわたしたち神権者に対して，その召しの義務を学ぶように命じられた。 

そして，任命された職務を遂行するように命じられた(教義と聖約107 ： 99参照)。 

自分の義務について学ぶには，聖典やガイドブック，手引き，教会発行の書籍 

などを研究することである。また，同じ役職にある人や以前にその役職を務め 

た人と話すこともできる。すべての指導者会や個人面接に臨むことも大切であ 

る。さらに，義務を学べるように助けを求める祈りと，時に応じた断食も必要 

である。 

2.管理の職を果たす 

管理の職は二つの部分に分かれている。権能の委任と報告である。 

a.権能の委任 

指導者はほかの人に権能を委任する'ことを学ばなければならない。すなわち， 

わたしたちの指示の下にある仕事を行う責任をだれかに与えるということは， 

その人が仕事を行うのであって，その人に代わって仕事をすることではない。 

ハロルド• B •リ一大管長は，次のように述べている。「彼らにできるかぎり 

何でもさせなさい。あなたがた指導者は彼らの後ろに立ち，その方法を教えれ 

ばよい。人に責任を負わせ，その責任をどのように果たしたらよいかを教える 

こと，わたしはそこに成長の秘訣があると思う。」（N •ェルドン•タナー「救 

い主が導かれたように」『聖徒の道』1980年1月号，p.3) 

指導者は，§分の指導する人々が各々の召しの重要性を§覚できるように助 

ける。指導することは，権力を振るうことではなく，援助と指示を与えること 

である。また，責任下にある人々を鼓舞し，激励することである（マタイ23: 
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11参照)。 

b . 報 告 

主は次のように言われた。「この世においても永遠にわたっても，主はすべて 

の管理人の手より，管理の職について報告することを求める。」（教義と聖約72 ： 

3)割り当てを与えるときには，その割り当てにかかわる責任を明確にし当人が 

良と思う方法でそれを果たせるようにある程度自由を認めるべきである。た 

だし，進み具合について報告を受けるために，具体的な日付けを設ける。 

この種の報告は，常に自分の指導者に対して行われ，教会では個人面接を通 

して行われる。指導者はこの個人面接で，割り当ての進み具合を評価して助言 

を与える。その際に，積極的で進んで手伝おうとする態度を忘れてはならない。 

個人面接は，相手に助言し称賛する絶好の機会である。 

ここで，管理の職を遂行する方法をまとめてみよう。 

(1)割り当てを与える，（2)自由に割り当てを達成させる，（3)援助する， 

(4)報告を受ける，（5)働きを評価し，褒める。 

3.良い父親になる 

指導者の も大切な役割は，父親としての役割である。ジョセフ•フイ一ル 

デイング•スミス長老は，家族を正しく導く方法について，父親たちに次のよ 

うな指示を与えている。 

「父親の皆さん，子供たちに……真理を愛し，理解することを望むなら，また 

従順で皆さんと和合することを望むなら，子供たちを愛しなさい。そして，あ 

らゆる言葉と行いによって，その愛を示しなさい。……子供と話すときは，怒 

ったり，荒々しい声を上げたり，非難めいた言葉を発したりしてはならない。 

思いやりのある話し方をしなさい。……子供たちの心を和らげて皆さんに対し 

て優しい気持ちを抱かせるようにしなさい。鞭や暴力を振るってはならない。 

……理性と説得力をもって，また偽りのない愛をもって子供たちに近づくので 

ある。」（Liahona: The Elder's Journal『リアホナ-エルダーズジャーナル』1911年 

10月号，1：260 - 261) 

4.権能を持つ人々を支持する 

優れた指導者は，優れた支持者でもある。彼らは_分を管理する権威ある人 

人に従うことができる。そのような人は，自分が指導する人と指導される人の 

両方から，信頼を勝ち得る。わたしたちは与えられた割り当てを受け入れて達 

成することにより，指導者を支持すべきである。 
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わたしたちにとって指導者とはだれだろうか。（父親，教師，グループまたは定員会の指導者， 

監督または支部長，ステーク会長または伝道部長，中央幹部） 

立派な指導者であると感じている人について証を述べる。 

まとめ 

神権にかかわる召しを尊んで大いなるものとするには，指導者としての資質 

を伸ばさなければならない。わたしたちは時々，優れた指導者の持つ能力を天 

性のものと考えることがある。しかし，彼らもわたしたちと同じ方法で，自ら 

の技能を開発しなければならなかった。神の戒めに従い，指導者の勧告に耳を 

傾け，与えられた召しを忠実に果たすことが，彼らの指導力を養ううえで大き 

な助けになったのである。 

神権者であるわたしたちは，常に指導者である。これは，神権を持つすべて 

の父親に対して特に言えることである。家長である父親は，教会において常に 

指導者としての地位にある。そして，神殿で家族との結び固めを受けた父親は， 

その聖約を守るならば，永遠にこの地位を維持できるのである。 

チヤレンジ 

本課で学んだ指導者の特質について，注意深く考察する。日常生活の中でそ 

れらの特質を伸ばすために努力する。与えられたすべての召しや割り当てを忠 

実に果たす。これらの事柄を行えば，教会の召しを遂行するうえで必要な指導 

者としての特質を伸ばすことができる。 

参照聖句 

2テモテ1:7 (神は愛の霊を下さった） 

1ニーファイ3 ： 7 (神は責任を果たせるように助けてくださる） 

モーサヤ18: 8-11(忠実な人は同胞を助ける） 

アルマ38:11 — 12 (仕え導く方法） 

アブラハム1:2 (義に従うアブラハム） 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.中央幹部や_分が知っている指導者について証を述べるために準備する。 

2.黒板とチョークを準備する。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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リーダーシップ： 

霊感による決定 
目的霊感により決定を下す能力を伸ばす。 

導入 

神の子供であるわたしたちは，この世で決定を下す必要があり，またその権 

利が与えられている。しかし，決定を下すことは，チヤレンジを伴う経験であ 

る。正しい決定を下すことについて考えあぐね，どこに助けを求めてよいのか 

分からずに混乱することもある。 

しかし，わたしたちは助けを得ることができる。主は，御自身が真理の源で 

あり，主を通してすべての物事の真理が明らかにされる，と述べておられる。 

わたしたちは神の子供であり，神は人生の苦難に直面したわたしたちを無力な 

状態に放置されることはない。 

ボイド• K •パッカー長老は次のように述べている。 

「自分がすでに善悪をわきまえている存在であると理解することは，きわめて 

大切なことです。皆さんは生来，本質的かつ直観的に，善なる存在なのです。 

『できない。自分には問題の解決ができない』と言う人もいるでしよう。そうい 

う人に，わたしはこう叫びたいと思います。『自分が何者なのか分からないので 

すか。自分が全能の神の息子，娘であるということを学んでこなかったのです 

か。神から太いなる力を授かり，平安と勇気と偉大な力とを求めて祈ることが 

できると知らないのですか』と。」（「自立」『聖徒の道』1976年4月号，p.206) 

主からの助け 

わたしたちは天の御父のもとを離れたときに，キリストの御霊を授かった。 

この御霊は，聖典の中で「キリストの光」と呼ばれることもあり，「すべての人を 

照すまことの光」である（ヨハネ1：6-9参照)。この光（人の良心と呼ばれること 

もある）は善悪を識別する基本的な力を与え，善を行い真理を理解できるように 

わたしたちを導いている。 

キリストの光に加えて，教会員として確認を受けるときにもう一つの真理の 

源を授かる。それは，わたしたちの「なすべきことをすべて〔わたしたち〕に示 

される」（2 ニーフアイ32 ： 5)聖霊の賜物である。 
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一人の生徒に，2ニーファイ32 ： 3を読ませる。 

「キリストの言葉」とは何か。 

キリストの言葉は様々な方法でもたらされる。聖典を通して，生ける預言者 

の言葉を通して（教義と聖約1：37-38 ； 68 ： 2-4参照），また聖霊の導きを通し 

て与えられる。 

「キリストの言葉をよく味わう」とは，どういう意味だろうか。 

「味わう」という言葉には，「ごちそうを食べて楽しむ」という意味がある。こ 

のような楽しみは，まじめに聖霊の導きを求め，聖文について深く考え，預言 

者の言葉を研究する人々に与えられる。 

キリストの言葉を味わうことが，霊感された決定を下す助けになるのはなぜだろうか。 

キリストの言葉をよく味わうと，生活のあらゆる面で行うべきことが明確に 

なってくる。例えば，キリストの言葉をよく味わう教会の指導者は，何を話す 

か，何を教えるか，だれを召すか，そのほか召しに関する決定をどのように下 

すかなど，すべての面でより明確な認識を持っている。 

決定を下す方法 

以下の表を掲示するか，黒板に書く。 

霊感された決定を下す 

1.決定すベき事柄または問題点を明らかにする。 

2.導きと識別の霊を求めて祈る。 

3.心の中でよく思い計る。 

4.いずれかを選ぶ，または決定を下す。 

5.確認を求めて祈る。 

6.行動する。 

教義と聖約8:1-3 

教義と聖約9: 7 - 9 

天の御父からの助けが様々な方法で与えられるように，霊感された決定を下 

す方法も様々である。したがって，以下に挙げる段階は，あくまで一般的な指 

針を示したものにすぎない。 

1.決定すべき事柄または問題点を明らかにする 

問題を明らかにすることは，決定を下す際の基盤となる。わたしたちは問題 

21-a.祈りは正しい決定を下すために不可欠である 
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を解決する前に，その実体を明確に把握しなければならない。それには，問題 

を紙に書き出してみるとよい。 

視覚資料21-a「祈りは正しい決定を下すために不可欠である」を見せる。 

2.導きと識別の霊を求めて祈る 

問題解決に着手すると，天の御父の助けを求めたいと思うことだろう。この 

助けは，御霊の賜物の一つ，識別の賜物を通してしばしばもたらされる。識別 

の賜物は祈り求める人に与えられ，わたしたちが真理を知って適切な判断を下 

せるように助けてくれる（モロナイ10: 5;ヨハネ16:13参照）。 

3.心の中でよく思い計る 

主に助けを求めることは，決定を下す一過程にすぎない。ある人々は，主が「求 

めよ，そうすれば，与えられるであろう」（マタイ7 ： 7)と言われたので，主から 

答えを得るには尋ねさえすればよいと考えている。しかし，これは誤りである。 

主は問題について心の中でよく思い計るように命じておられる（教義と聖約9 ： 

8参照)。わたしたちは主から霊感を受ける前に，その問題に関するあらゆる惰 

報を集め，信頼できる適切な人から助言を受けるよう期待される。例えば，監 

督は副監督に助言を求め，夫は妻と話し合い，息子は両親に相談するのである。 

そして，可能な解決方法を幾つか挙げて，各々の効果について考える。 

決定を下すに際しては，賢明な決定を下すことができるように信頼できる情 

報を十分に集めるべきである。不十分な，あるいは不確かな情報を基に下され 

た決定はしばしば間違っており，後悔と不幸につながるものである。 

4.決定を下す 

問題についてよく思い計ったら， も効果的な解決方法を選ぶ。（この決定は 

善悪の問題ではなくその時点で何が 善の方法かという場合もある。）必要な惰 

報を集めてよく思い計った後に，_分が 善と思う方法を基にして決定を下す 

のである。 

5.確認を求めて祈る 

選択を終えたら，それが正しいかどうか，祈りによって主に尋ねる。もし正 

しければ，聖霊からの確認を受けて，その選択が正しいという安らかな気持ち 

を感じる（教義と聖約6 ： 22-23参照)。時には，胸の内から燃えるように感じ 

ることもある（教義と聖約9 ： 8参照)。 
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もし何らかの理由にょり選択が誤っているならば，主は不安や深い疑いの心 

を消し去らず，その決定が誤っていることを明らかにされる。聖典には，「思い 

が鈍く」なる（教義と聖約9 ： 9)と記されている。この場合，わたしたちは謙遜に 

なって，もう一度 初の段階からやり直さなければならない。 

聖霊からの確認は，そのために祈っているときに与えられることがよくある。 

しかし，御霊にょり確認を受けるまでは，主がわたしたちに望んでおられるこ 

とや新しく始める必要のあることが，はっきり分からない場合もある。 

ハートマン•レクタ一•ジュニア長老は，主がわたしたちに期待しておられ 

ることについて述べている。「ひざまずいて神と交わり，自分がしようとしてい 

ることを，神と約束することを，そして自分の計画の概要を告げなさい。それ 

から立ち上がって，自分が行うと告げたことを実行しなさい。そうするときに 

御霊はもたらされる。」("You Shall Receive the Spirit" Ensign「あなたがたは御霊 

を受けるであろう」『エンサイン』1974年1月号，p.107) 

時には，非常に難しい決定を迫られることがある。何一つ解決方法が思い浮 

かばないかもしれない。そのようなときは，マリオン• G • ロムニー長老の経 

験を思い出すとょい。 

「わたしはこれまで，自分の能力ではとても解決できないと思われる数々の問 

題に遭遇してきた。また，解決しなければとても先へ進むことができないよう 

な問題に悩まされてきた。しかし心から祈り，多くの場合長い期間週に1日の断 

食を行うことによって， 終的には心に答えが明らかにされてきたのである。 

わたしは心の中で神の声を聞いた。それゆえ，わたしは神の言葉を知っている。」 

{Look to uod and Live: Discourses oj Marion G. Romney 11 f中を仰さ見て生己よ一マ 

リオンG. ロムニー説教集』p.45) 

重要な問題を解決するときには，研究と祈りに加えて，断食が必要になるこ 

とがある。時には，心の中にょく思い計り，断食と祈りを行い，決定を下し， 

さらにそれを実行に移しても，御霊にょる確認が得られないかもしれない。そ 

のょうな場合は，自分で も良いと判断する方法に従って行動し，確認が得ら 

れる日まで忍耐強く信仰を表すことである。神はわたしたちの祈りに必ずこた 

えてくださることを忘れてはならない。その答えは，神の判断により，わたし 

たちにとって もふさわしいときに与えられるのである。 

6.行動する 

いついかなるときも，どのようなことについてであっても，主から正しいと 

いう確認を受けたら，わたしたちはその決定を行動に移す責任を負う。したが 
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って，わたしたちは常に決定したことを行わなければならない。 

スペンサー•W•キンボール大管長は，主が望まれることを行うという点で 

わたしたちに模範を示している。 

「キンボール大管長の机にひときわ目立つように掲げられているのが，『実行!』 

という短い言葉である。この霊感豊かな指導者にとっては，個人の都合はニの 

次である。すべてのことが主の都合に合わせて行われている。働くということ 

に閨してキンボール大管長の模範は半ば伝説のようになっている。これはすべ 

ての教会員が従うべき模範である。」（ロバート• L •シンプソン「実行！」『聖 

徒の道J1976年2月号，p. 38) 

これまで述べてきた決定を下す段階は，教会歴史の初期の出来事にも現れて 

いる。ジョセフ•スミスが『モルモン書』を翻訳して，オリバー•カウドリが筆 

記者を務めていたときのことである。しばらくしてオリバーは，自分も翻訳に 

携わりたいと願った。主はこの件に関して，オリバーに御‘心を明らかにされた。 

そのときの啓示は教義と聖約第9章に記録されており，オリバーが翻訳を試みて 

も成功しなかったことが分かる。 

一人の生徒に，教義と聖約9 ： 7-9を読んでもらう。 

現在教会の責任を持っているか否かにかかわらず，すべての人は私事を管理 

する指導者であり，御霊により決定を下す方法を習得する必要がある。 

実際に決定を下す 

次の問題の解決法を生徒に考えさせる。 

問題：?'舌発でなレ、発会_が再び教会に活発になるよろ助けるには.どうすれ 

ばよいだろうか。 

ステップ1：問題点を明らかにする 

生徒に問題点を挙げさせる。 

ほとんどの指導者は，仕える人々の中に活発でない会員を抱えている。この 

ような会員を再び教会に連れ戻して活発にするには，愛と努力が必要である（教 

義と聖約81：5参照)。 

活発でない会員に働きかけるには，まず神権指導者が，教会の活動に完全に 

出席していない人々の名簿を内密に作成する。そのような人が大勢いる場合は， 
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フェローシップの効果が上りそうな人の名前を選び出す。そうすれば，集中し 

て働きかけることができる。彼らが活発になれば，ほかの活発でなぃ会員に働 

きかける際に助けてもらうとよぃ。 

ジョーンズ兄弟は，教会によく見られる典型的な活発でなぃ会員である。 

次のジョーンズ兄弟の話を読む。 

ジョ一ンズ兄弟は5年前に教会に加わり，神権も受けた。ところが，パプテス 

マを受けて間もなく仕事のスケジュールが変わり，教会の集会や活動に出席で 

きなくなってしまった。彼は知恵の言葉に問題があり，ホームティーチャーを 

快く受け入れようとしなぃ。彼には3人のかわぃぃ子供と，夫を支持する妻がぃ 

る。ジョーンズ兄弟は腕のぃぃ大工で，自分の仕事に誇りを持ってぃる。 

ステップ2 ：識別の霊を求めて祈る 

問題点が明確になったら，その解決方法を決めるための助けはどこから得られるだろうか。 

ジョーンズ兄弟のような人に接するときに，識別の霊を用ぃるのはなぜだろうか。 

教会に活発でなぃとぃうような問題には，特別なチャレンジが存在してぃる。 

そこで，活発でなぃ会員につぃて何らかの決定を下す前に，御霊の助けを借り 

て真実と誤りを見分け，架空の必要と実際のそれを識別しなければならなぃ（教 

義と聖約46: 27参照)。 

ステップ3 ：問題について思い計る 

活発でなぃ会員にどのような働きかけをするか決める際に，助けになる情報は何だろうか。 

問題につぃて思ぃ計るときは，以下の事柄を考慮する。 

•ホームティーチャーはだれか。その会員の活発化を助けるうえでホームティ 

一チャーをどのように活用できるか。その家族を助けるために特別な神権者を 

割り当てるべきか。 

•わたしたちがその活発でなぃ会員を必要としてぃることを伝えるには，どう 

すればよぃか。 

•その会員に福音の必要性を自覚させるには，どうすればよぃか。 

•その会員の関心事や才能は何か。 も親しぃ友人はだれか。 

•その会員の才能を生かして，自分が必要で大切な存在であると感じさせるに 

は，どうすればよいか。 
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•その会員が気楽に参加できる活動は何か。 

•その会員にどのような援助を求めることができるか。 

*その会員にどのような援助を申し出ることができるか。 

このほかどのようなことができるだろうか。 

活発でない会員を教会の活動に呼び戻すには，どのような計画に従って行動すればよいだろ 

うか。 

ステップ4 ：決定を下す 

問題点について十分検討を加えたら，活発でない会員と接触してわたしたち 

の愛を表す計画を練る。ここで何を行うか決定する。 

ステップ5 ：確認を求めて祈る 

行うことが決まったら，次に踏むべきステップは何だろうか。 

決定を下したら，それについて主に尋ねることである。そうすれば，その決 

定が正しいものであるかどうか，御霊が告げるであろう。 

ステップ6 ：行動する 

後のステップは何か。 

確認を受けたら，キンボ一ル大管長の模範に従って，計画を行動に移す。「実 

行」しなければならない。そうすれば，御霊が活発でない会員の心に働きかけて 

くれるであろう。やがて活発でない会員はさらにフェローシップを受け，教会 

に戻りたいという願いを持つようになるであろう。 

正しい決定を下す能力を向上させることは，楽しい経験となり得る。しかし， 

もっと大切なことは， 善の決定を下すことがきわめて重要である点である。 

そしてその決定を実行に移す際には，主が助けてくださるという自信を持つこ 

とができる。 

まとめ 

わたしたちは天の御父の子供であり，様々な経験を積んで成長するためにこ 

の地球に送られた。したがって，わたしたちは主から奉仕の召しを受け，地上 

における主の業を遂行するために力を尽くすのである。しかし，もしわたした 

ちが聖霊の導きを受ける備えができていなかったり，それにふさわしくない状 

態であったりすれば，主の召しを正しく遂行することはできないし，本来ある 
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べき成長を遂げることもできない。 

したがって，熱心に主に仕え，霊感された決定を下すためには，聖霊を伴侶 

とするにふさわしく生活し，イエス•キリストに対する信仰を持たなければな 

らない。また，決定したことを必ず遂行するという自信も必要である。それに 

は，勇気と決意である。わたしたちが決意したことを義に基づいて行うならば， 

主は御霊により祝福を与えてくださるであろう。 

決定を下す正しい手順に従い，戒めを守り，聖霊の確認を求めることにより， 

わたしたちはさらに霊感された決定を下し，善き影響力を及ぼすことができる。 

チヤレンジ 

今週中に何らかの決定を下す際に，本課で学んだ方法を応用する。そして， 

この方法が自分の生活の一部になるまで，繰り返し実践する。 

参照聖句 

列王上3: 5 — 15 (ソロモンは「聞きわける心」を求めた） 

ヨハネ7:17 (神の御心であるかどうか知る方法） 

1ニーフアイ3 ： 7 (主はわたしたちが命じられたことを行えるように助けてく 

ださる） 

教義と聖約11：12-14 (御霊を信頼しなさい） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.本書の第12課を復習する。 

2.霊感された決定を下すための6段階を記した表を作成するか，黒板に書くために準備する。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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管理の職と委任 

目的管理の職と委任の原則について理解を深め，応用する。 

導入 

モーセは偉大な指導者で，イスラエルの民をエジプトの地から導き出したが, 

民の間に起こるすべての問題を自分独りで裁くことに困難を感じていた。毎日， 

朝から晩まで民の前に座って，疑問に答えたり，事件を裁いたりしていたので 

ある。これは一人の人には重すぎる責任であった。そこでモーセは，義理の父 

に当たる義にかなった神権指導者エテロの勧告を受け入れ，民を10人，50人， 

100人，1，000人のグループに分けた。そして，それぞれを導くために有能な人を 

選んで長として立てた。それ以来，モーセはイスラエルの預言者として，神の 

戒めを民に教え， も難しい問題を裁くことに専念した。そのほかの問題は彼 

が任命した指導者たちに任せたのである（出エジプト18 ：13-26参照）。 

モーセはイスラエルの民を組織することによって，さらに有能な指導者にな 

った。彼はイスラエルの民の間に秩序を定めて効果的に統治するために，管理 

の職と委任の原則を適用したのである。 

管理の職とは何か 

人または人の所有物に対して責任をあずかる人は管理人である。スペンサー• 

W •キンボール大管長は次のように説明している。「教会における管理とは，霊 

的面もしくは物的面において神より委託を受けることであり，これには責任が 

伴う。」（「福祉活動：実践の福音」『聖徒の道』1978年2月号，p. 119) 

「管理の職の基本原則」を記した表を掲示するか，黒板に書き出す（「教師の準備」参照)。 

教会における管理の職には，3つの基本原則が含まれている（教義と聖約104 ： 

11-17 参照)。 

1.管理人は主が所有しておられるものを委託される 

主は次のように述べておられる。「主なるわたしは天を広げ，また地を築いた。 

これらはまことにわたしの手の業である。そして，その中にある万物はわたし 

のものである。」（教義と聖約104 ：14-15)地球は主のものであり，地上にある 
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すべてのものは，主に属している。要するに，わたしたちの所有物はすべて， 

主から与えられたものなのである。わたしたちの肉体，才能，能力，家族，こ 

れらのものは，主から委託されてわたしたちが管理している。この教会も主の 

ものであり，わたしたちは神権や教会の召しを受けるときに，霊的な管理の職 

を受ける。 

どのような管理の職を主から受けてきただろうか。 

わたしたちは管理の職に忠実であるように期待されている。また指導者は， 

だれかを教会の役職に召すとき，または神権にかかわる割り当てを与えるとき， 

その人に管理の職を授けているという自覚を持つべきである。 

2.管理の職を果たす際に選択の自由を行使する 

天の御父の子供であるわたしたちは，選択の自由を行使して自ら行動するこ 

とができる。したがって，管理の職を受けたら，わたしたちは自分の決めた方 

法で自由にそれを果たす。忠実で勤勉で従順な人になることもできれば，怠惰 

で不従順な人にもなれる。主はこのように言われた。「わたしは……人の子らが 

自ら選択し行動する者となるようにした。」（教義と聖約104 ：17)わたしたちは 

忠実な管理人になるように強制されることはないが，管理の職をどのように果 

たしたか主に報告しなければならない。 

3.管理の職について報告をする 

裁きのときに，わたしたちは自らの管理の職について主に報告するよう求め 

られる。しかし，その日までは，主の代理人である神権指導者に報告しなけれ 

ばならない。教会では，神権個人面接を通してこの報告を行う。「この世におい 

ても永遠にわたっても，主はすべての管理人の手より，管理の職について報告 

することを求める。この世において忠実で賢い者は，彼のために用意された父 

の住まいを受け継ぐのにふさわしいと見なされる。」（教義と聖約72 ： 3-4) 

裁きのときに，すべての管理の職に忠実であったと報告できる人は，どのような気持ちがす 

るだろつ力、。 

委任とは何か 

モーセは管理の職と委任の原則を行使した有能な指導者であった。教会の指 

導者も，これらの原則を活用すれば，より効果的な指導ができる。委任とは， 

自分の責任下にある仕事をほかの人にゆだね，それを達成する責任と権限とを 
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与えることである。そして，割り当てられた仕事が，管理の職になる。 

地上に神の王国を築くことは栄光ある業であるが，これを一人で成し遂げら 

れる人はいない。したがって，指導者として召されたときは，ほかの人々を参 

画させることである。一生懸命に働く指導者は，多くの人々の生活に祝福をも 

たらす。しかし，効果的な委任を行って，ほかの人々が一生懸命に働けるよう 

に励ます指導者は，さらに大勢の人々の生活に祝福をもたらすのである。 

効果的な委任を行うには，管理の職の原則を賢明に用いる必要がある。以下 

のステップに従うとよい。 

*適任者を選ぶ 

•管理の職を割り当てる 

•自己管理させる 

參管理の職について報告を受ける 

適任者を選ぶ 

ある仕事を達成する必要がある場合，祈りの気持ちでその仕事を割り当てる 

人を選ぶ(本書第21課参照)。 

管理の職を割り当てる 

適任者を選んだら，管理の職を割り当てる。教会で召しを与える正しい方法 

は，その人と面接をすることである。その人が結婚しているなら，どのような 

場合でも配偶者を面接に招くことは適切な方法である。福祉プロジェクトや聖 

餐の責任，あるいは類似した責任などを割り当てるときは，集会の中で個人的 

に話し合うか面接を行う。 

新しい召しや割り当てを受けるとしたら，その責任についてどのようなことを知りたいと思 

うだろつか。 

指導者は召された人がその組織またはプロジェクトの目的と，その人に期待 

される具体的な成果を理解できるように援助する。割り当てられた義務が明ら 

かになったら，その管理の職について報告する日付けを定める。 

自己管理させる 

管理の職を果たす際に，各自が選択の自由を行使できるようにする。賢明な 

指導者は割り当てを受けた人に援助を申し出ることはしても，その人に代わっ 

て決定を下すようなことはしない。援助と励ましを与えて，常にその人が選択 

の自由を行使できるようにするのである。 
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ジョセフ•スミスは，教会員をどのように治めているのか尋ねられたときに， 

次のように答えた。「わたしは人々に正しい原則を教え，人々に自らを治めさせ 

る。」（似///例パ/ポ&肌『ミレニアルス夕一』1851年11月15日付け，p.339) 

N •エルドン•タナー副管長は，次のように記している。 

「指導者ならば人にいったん責任を与えた以上，その人の仕事に手出しをし 

ようとしてはならない。……人々に自由に仕事をさせなさい。決して批判する 

ことなく，成功をたたえ，努力するように励ましなさい。……わたしたち指導 

者は……正しい原則を教えることによって，一人一人の成長に 大限，心を配 

らなければならない。またその人に，不死不滅と永遠の命を受ける備えができ 

るよう，努めて導かなければならない。わたしたちはこれを模範と教えとによ 

って行い，その後，努力しようとする人々を助け支えるのである。しかしなが 

ら，わたしたちは，その人が賜物である選択の自由に従って自ら決定を下し， 

自分自身を治めるように仕向けなければならないのである。」（「救い主が導かれ 

たように」『聖徒の道』1978年1月号，pp.3-4) 

管理の職について報告を受ける 

指導者は割り当てを与えた人と時折面接を行い，管理の職について報告を受 

ける。この面接では，達成した事柄をg己評価できるように助け，必要な援助 

と励ましを与える。また，その人が払った努力に対して感謝を表す。真心から 

贈る称賛の言葉が，信仰と証を築き上げる。 

タナー副管長は，さらに記している。「また責任を受けた人はいつも指導者に 

報告をすべきであり，指導者は報告を求めるべきである。教会の指導方式に従 

えば，大切な報告の場は個人面接である。……これは，双方にとってきわめて 

実り多い機会となるはずである。そこでは，自己評価の機会が与えられ，話し 

合いも，腹を割った建設的なものとなるからである。そこは，援助を与え，受 

けるための理想的な場である。」（同上，p.4) 

次の事例研究について考える。支部長が委任の原則にどのように従ったか指摘させる。 

オーソン支部長は，支部のァロン神権者のために教師を召す必要があった。 

祈りと熟考を重ねた末に，新しい改宗者のジョンソン兄弟を召すべきだという 

霊感を受けた。そこで，ジョンソン兄弟と神権会で会ったときに，その日の夜 

6時半に礼拝堂でジョンソン兄弟姉妹と会う約束をした。 

ジョンソン夫妻が到着すると，兄弟を支部長室に招き入れて，ふさわしさを 

判断するために短い面接を行った。それから，ジョンソン姉妹に入ってもらい， 
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2，3分雑談してから，オーソン支部長が祈りをささげた。祈りが終わると次の 

ように言った。「今晚お二人に来ていただいたのは，ジョンソン兄弟にある召し 

を差し上げるためです。わたしはこのことについて祈った結果，ジョンソン兄 

弟，あなたを支部のアロン神権者クラスの教師として召すように霊感を受けま 

した。わたしはあなたが優れた教師になると確信しています。主があなたをこ 

の責任に召すよう望んでおられるからです。」さらにオーソン支部長は，神権会 

の教師の義務について詳しく述べ，ジョンソン兄弟にそれらを書き記した表を 

手渡した。そして，彼が教えるクラスの兄弟たちが天の御父にとっていかに重 

要な存在であるか説明した。 

ジョンソン兄弟がg分に期待されている事柄をはっきり理解したことを確認 

すると，オーソン支部長は，召しを受け入れるかどうか尋ねた。ジョンソン兄 

弟はこう答えた。「この責任を受けるように求められて，わたしは非常に謙遜な 

気持ちです。しかし，御心に添った働きができるように主がわたしを助けてく 

ださると信じています。わたしはこの召しを受け入れ，全力を尽くして働きま 

す J 

次にオーソン支部長はジョンソン姉妹に，この召しについてご主人を支持す 

るかどうか尋ねた。すると，夫を大変誇りに思い，心から支持すると答えた。 

オーソン支部長は二人に感謝の言葉を述べ，この召しについて報告を受けるた 

めに2週間後にジョンソン兄弟と会う約束をした。 

2週間後の面接で，ジョンソン兄弟は順調に進歩していることを報告した。彼 

は，教授法についてたくさんのことを学び，優れた教師になるために努力して 

いるが，まだまだ学ぶべきことは多い，と言った。オーソン支部長は，その報 

告を聞いて喜び，「すばらしい成果を上げていますね」と言って彼を褒めた。 

そして，引き続き成長するように励ました。二人は，聖霊の力によって教える 

ことについて話し合い，ジョンソン兄弟のクラスの活発でない会員を助ける方 

法について意見を交わした。 後に次回の報告を受ける日を決めると，オーソ 

ン支部長とジョンソン兄弟は互いに感謝の気持ちを述べた。ジョンソン兄弟は 

自分が有能な教師になれるという自信を感じ，支部長も同じ気持ちを抱いてい 

オーソン支部長は，ジョンソン兄弟が召しを立派に果たせるように，どのような援助を与え 

ただろつか。 

主の業を成し遂げる 

管理の職に忠実であるには，効果的な委任を行い，ほかの人々が管理の職を 
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立派に果たせるように援助しなければならない。そうするときに，主の業が推 

進されるのである。これは，アルマが当時の教会を繁栄させた方法である。 

モーサヤ25 ：19-24を読む。 

まとめ 

管理の職と委任を用いれば，主の業をより効率的に推し進めることができる。 

教会において何らかの召しを受けるとき，わたしたちは神の王国における具体 

的な責任を委託される。これらの責任は管理の職であり，わたしたちはそれに 

ついて主に報告しなければならない。管理の職を熱心に果たすのも，怠惰にな 

るのもわたしたちの自由であるが， 後には報告を求められるのである。 

効果的な委任には，管理の職の原則が含まれている。すなわち，管理の職を 

割り当て，正しい原則を教え，自己管理を認め，報告を受けることが必要であ 

る。もちろん，立派に果たされた仕事には常に真心から称賛を送るべきである。 

チヤレンジ 

1.自分が主から受けている管理の職をすべて挙げる。その中から改善できるも 

のを一つ選び，そのための目標を設定する。 

2.次に家庭や教会で割り当てを与えるときに，管理の職の原則に従う。割り当 

てに必要な権限を委任し，フォローアップする。 

参照聖句 

詩篇24:1(万物は主のものである） 

マタイ25:14-30 (夕ラントを託された管理人） 

ルカ16 ：10-13 (この世の管理の職に忠実であることが必要） 

ルカ19:11-27 (優れた管理を行う管理人） 

教義と聖約59 ：16-21(すべてのものは人が用いるために造られた） 

教義と聖約70: 4 (裁きの日に報告する） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.次の表を作成するか，黒板に書く準備をする。 

主の王国における管理の職の基本原則 

1.管理人は主が所有しておられるものを委託される。 

2.管理の職を果たす際に選択のg由を行使する。 

3.管理の職について報告する。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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集会と面接の 
管理運営 
目的効果的な集会や面接を管理運営する。 

導入 

わたしたち教会員は多くの集会に出席するが，いずれの集会も前もって計画 

し準備されている。 

わたしたちは教会でどのような集会に出席するだろうか。 

それらの集会は偶然に生まれたのだろうか。集会を成功させるために十分計画し準備して， 

祈ることについてどう思うか。 

集会の目的 

ニーファイは，キリストの訪れを受けた後のニーファイ人について次のよう 

に記している。「自分たちの主，自分たちの神から受けた戒めに従って歩み，断 

食と祈りを続け，また祈りをささげ，主の言葉を聞くためにしばしば集まった。」 

( 4ニーファイ1： 1 2 ) 

なぜ集会を開くのだろうか。 

集会を開くのには，多くの理由がある。例えば，福音の原則を教える，儀式 

を執行する，より良い行動をとるように鼓舞する，特別な問題を解決するため 

に援助を与える，などである。そのほか集会を開く理由は以下のとおりである。 

準備した表を掲示するか，黒板に書き出す。 

集会を開く理由 

1.神の戒めを守れるように助ける。 

2.証を築く。 

3.福音の教義と原則を教える。 

4.預言者の勧告を伝える。 

5.地上に神の王国を築く。 

6.指導者を支持する。 

7.福音を教えて，ほかの人々と分かち合う。 

8.聖餐にあずかる。 

9.教会の諸事に関する情報を伝え，相互調整する。 

10.問題を解決する。 

11.霊感を与え，鼓舞する。 

12.パプテスマなど福音の儀式を執行する。 
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集会を開く理由や目的はたくさんあるので，わたしたちはあらゆる集会を正 

しく管理する方法を知るべきである。そのためには，何が効果的な集会を形作 

っているのか理解しなければならない。 

効果的な集会の管理運営 

効果的な集会を行うには，一つの明確な目的を定め，それを達成するために 

集会の計画を立てる。指導者は秩序と威厳をもって集会を管理し，出席者の参 

加を確認し，評価とフォローアップを行う。 

計画 

効果的な集会とは，その目的が達成された集会である。これは，前もって十 

分な計画がなされていることを意味している。 

計画する際に大きな助けになるのが，議事予定案である。議事予定案は集会 

で行われる事柄と，參加する人の一覧表である。それは集会の目的を明確にし， 

組織立った運営を可能にする。議事予定案を作成するには，集会で達成したい 

ことについて考えをまとめることである。そうすれば，集会のために行うべき 

ことが明らかになる。このような方法で集会の内容を組織すれば，分かりやす 

く効果的な集会になる。議事予定案の項目は重要性の高いものから並べ， も 

大切な項目を 初に話し合うようにする。 

議事予定案には何を載せたらよいだろうか(家庭の夕べを例にして考える）。答えを黒板に列 

挙する。（家庭の夕べの議事予定案の一例が，本課の終わりに挙げてある。） 

秩序と威厳 

集会を管理するときは，身なりを整え，清潔にし，適切な服装をして模範を 

示さなければならない。また，不必要な話は避けて，威厳を保つ。集会によっ 

ては，簡単な準備会が必要になることもある。（この会は集会の直前に開き，責 

任を受けている人々と一緒に議事予定案を見直し，主の御霊の導きを求めて祈 

りをささげる。） 

主は次のように言われた。「聖なる御霊によって指示され導かれるままにすベ 

ての集会を執り行うことが，初めから常にわたしの教会の長老たちに指示され 

てきたし，またこれから先いつまでも指示されるであろう。」（教義と聖約46 ： 2) 

聖霊により霊的な雰囲気がもたらされ，集会の目的を達成するうえで大きな助 

けになる。モロナイは次のように記している。「教会員の集会は，御霊の働くま 

まに，聖霊の力によって教会員が指導した。教えを説くことも，勧めることも， 

祈ることも，請い願うことも，歌うことも，聖霊の力によって導かれるままに 
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行われた。」（モロナイ6: 9) 

出席者 

集会の成否は，よく準備して喜んで集う出席者にかかっている。わたしたち 

教会員は，集会に出席する際に，個人的な準備を怠ってはならない。集会での 

指示や訓練，発表事項などを心を開いて受けられるように，主に祈り求めるの 

である。また，集会に出席して学ぼうという意欲を持たなければならない。与 

えられる割り当てを受けるために備え，聖霊の導きを受けて出席できるように 

自らを備えることも大切である。 

「ほとんど耳の聞こえない姉妹がいた。彼女は毎週聖餐会に出席して，話され 

ていることに心から興味を示し，ワードの会員が居眠りをしたり，気を散らし 

たりしているときでも，はっきり目を覚まして注意を集中しているようだった。 

ある人がどうしたらそのようなことができるのか尋ねると，大切な教えを含ん 

だ答えが返ってきた。『わたしの敬愛する方々や，福音を愛していらっしゃる人 

人とともに集うことを，わたしはいつも楽しみにしています。皆さんの言葉は 

聞こえませんが，御霊を分かち合うことはできます。それに，完全に心を調和 

させるならば，主がわたしにささやいてくださるのです。』」（ロバート• K •ト 

一マス，"Listening with the Spirit" Ensign「御霊によって聴く」『エンサイン』1978 

年1月号，p. 40) 

評価とフ才•一アップ 

集会の目的を定めたら，集会後にその成果を評価する時間を取るべきである。 

評価は以下のような質問について行う。 

參集会の目的は達成されたか。 

•もっと良い準備ができただろうか。 

•議事予定案の全項目を採り上げたか。もし採り上げていなければ，その原因 

は何か。 

參参加者は満足したか。 

•集会では良い雰囲気が感じられたか。もし感じられなければ，どのように改 

善することができたか。 

*参加者は与えられた割り当てを理解したか。 

効果的な面接を行うには 

祝覚資料23-a「神権面接は互いの信頼関係を築く」，または23-b「効果的な面接は主の業 

を促進する」を見せる。 
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面接は特別な準備を要する集会であり，様々な目的を達成することができる。 

例えば，⑴情報を収集する，（2)情報を伝達する，（3)勧告を与え激励する，（4) 

役職に召す，（5)管理の職の報告を受ける，（6)原則と教義を教える，（7)ふさわ 

しさを判断する，などが挙げられる。指導者は様々な目的を持って面接を行う 

ので，幾つかの基本的な面接方法に通じておく必要がある。 

參相手に心から関心を持っていることを表す。 

•いつでも援助することを伝える。 

•親しみを込めて接し，くつろがせる。 

參面接のために一定の時間を取る。 

•個人の秘密を厳守する。 

•プライバシーを尊重できる場所で面接を行う。 

•良い聞き手になる。これは，相手の抱えている問題をよく聞いて理解し， 

責任ある決定を下せるように助けることである。正しい方向へと変わって 

いくには，まずその人が自ら決心する必要がある。 

「大切なことは，面接する相手に，彼らは神の霊の子供であり.わたしたちが 

彼らを愛していることを認識させることである。またわたしたちが彼らを愛し 

ていることと，彼らの幸福と人生における成功を願い，助けになりたいと願っ 

ていると知らせることである。…… 

面接は，思いやりと温情と愛を基としていることを常に心に留めておかなけ 

ればならない。これは非常に大切なことである。相手に愛していることと，助 

けたいと思っていることを知らせなければならない。」(N •エルトン•タナー 

「面接のもたらす祝福」『聖徒の道』1979年2月号，p.60) 

効果的な面接に関して詳しいことは，本課の資料を參照する。時間が許せば，レッスンで学 

んだ原則を取り入れた面接を実演する。実演後に，正しく行われた点を指摘してもらい，話し 
ムス 
ロ ノ o 

まとめ 

教会の目的は人を救うことであり，集会はそれを助ける一つの手段である。 

しかし，有意義でためになる集会は，偶然に生まれるものではない。具体的な 

目的を心に留めて十分に計画し，管理運営し，評価しなければならない。主は 

次のように述べておられる。 

「わたしはあなたがたに戒めを与える。あなたがたは集まるとき，どのように 

行動し，わたしの教会を導くか，またどのようにわたしが与えた律法と戒めの 

要点を実行するかを知ることができるように，互いに教え合い，教化し合わな 

ければならない。 

23-b.効果的な面接は主の業を促進する 
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このようにして，あなたがたはわたしの教会の律法に通じた者となり，あな 

たがたが受け入れたものによって聖められるのである。またあなたがたは，わ 

たしの前に聖さを尽くして行動する義務を自ら負わなければならない。 

あなたがたがこれを行うならば，あなたがたの受けた王国に栄光が加えられ 

るであろう。」（教義と聖約43 ： 8-10) 

集会や面接を十分に計画し準備して，管理運當すればするほど，人々は強く 

霊感を受けて，神の律法や戒めに従って生活しようとするであろう。 

チヤレンジ 

父親は，次回の家庭の夕べの議事予定案を作成して計画を立てる。そして， 

この集会をより効果的に管理運営して，家族に福音を教える。 

神権指導者は，集会を管理する責任が与えられたときに，本課の提案を実践 

する。 

参照聖句 

モロナイ6:5 —6 (ニーファイ人は度々集まった） 

教義と聖約20:45 (聖霊の導くままに集会を執り行う） 

教義と聖約46: 28 (御霊によって求める者は，御霊によって与えられる） 

教義と聖約59: 9 (祈りの家に行きなさい） 

資 料 

家庭の夕べの議事予定案（例） 

1.開会の歌（指揮者の名前） 

2.開会の祈り（祈る人の名前） 

3.発表事項（父親が司会する） 

4.家族による音楽の発表 

5.レッスン（『福音の原則』から家族の一員が教える） 

6.一週間の計画と話し合い 

7.閉会の歌 

8.閉会の祈り 

9.楽しい活動（家族の一員が指導する） 

10.リフレッシュメント（割り当てを受けている人の名前） 

効果的な面接 

1.心にはっきりとした目的を持つ。 

a.情報を得る。 

b.情報を教え，伝達する。 
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c.密接な関係を築く。 

d.各種教会プログラムにかかわるふさわしさを判断する（神殿推薦状， 

奉仕の召し，神権昇進，伝道など)。 

e.人生の諸問題に関し相談に乗る。 

2.環境に配慮する。 

a .静か 

b.妨害の入らぬ個人的な環境 

c. くつろいだ雰囲気（室温，家具，照明等） 

3.予定を組み，十分な時間を取る。 

4.面接の際，正しい原則に従う。 

a. くつろがせる。 

b.面接の目的を説明する。 

c.感情的な面や内面的な面に移る前に，相互の信頼を築きと適切な雰囲 

気を作る。 

d.面接を受ける人に話す機会を与える。相手が黙って考えるのを恐れな 

い。相手の話すことに耳を傾け，その意味を読み取る。 

e.相手の動作を観察する（緊張，神経質，怒りなど)。これらは感情の表 

れとなる場合がある。 

f.あなたの態度で信頼感を与える。 

(1)謙遜で霊的である（あなたは主の助けがぜひ必要である）。 

(2)冷静さと自信を持つ。 

(3)柔和な低い調子で，大声を出さずに話す。 

(4)相手の言うことに狼狽したり，批判的にならない。 

(5)たとえ相手の行いを受け入れなくとも，個人として認めていること 

y伝X•るo 

(6)望む答えを強要するような質問方法をしない。 

(7)考えを押しつけてはならない。あなたの推論は間違っているかもし 

れない。 

(8)声で圧倒したり，独善的な態度をとってはならない。 

(9)相手の感情や反応を恐れてはならない。 

5.面接をわき道へそらせない。別のことは別の機会に話し合う。 

6.面接の目的を達したら，慌ただしくならないように面接を終える。 

a.机の上の紙を取り上げる。 

b.立ち上が、る。 

c.立ち上がる気配を見せる。 
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d.来てくれたことに感謝する。 

e.必要であればもっと話し合うために別の機会を作る。 

7.適切と思われれば，秘密を厳守することを伝える。 

8.あなたの力が及ばない場合は，神権指導者に相談する。さらに援助してく 

れるであろう(Counseling and Interviewing Guide for BishopsI 監督のための力 

ウンセリングと面接の手引き』pp. 12-14参照）。 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.集会を開く理由を列挙した表を作成するか，黒板に書き出せるように準備する。 

2.時間が許せば，レッスンの概要を折り込んだ面接を実演する計画を立てる。クラスの生徒に 

実演させる。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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健康管理 

目的健康を管理し，病気を予防する方法を学ぶ。 

導入 

肉体の健康は大切な要素である。健康であれば人生における様々な目標を達 

成しやすくなる。このため，わたしたちは自分自身や愛する人々の健康を維持 

するにはどうすればよいのか，知る必要がある。常に完全な健康状態を保つこ 

とはできないが，主は健康管理にできるだけ努めるよう期待しておられる。 

次の話は，多くの家族に見られる健康上の問題に間するものである。 

マル夕•モリナは，生まれてわずか8か月のときに重い病気にかかった。この 

いたいけな幼児は，病気のため体重がわずかの間に著しく減り，唇は乾き，目 

は輝きを失い，大泉門(頭にあるひし形の柔らかい部分)が落ち込んでいた。どう 

してよいか分からない家族は，古くからその地方に伝わる風習に従って病気を 

治そうとした。しかし，その風習は医学的な根拠がまったくなかった。(Teaching 

Personal and Family Preparedness, lesson2z,"Disease Prevention and oood Health' 

『個人と家族の備えに閨する教え』第22課「病気予防と健康」参照） 

マル夕•モリナの病気は，世界中でよく見られ家族にもその原因が分からな 

い病気である。そして，病気の予防法も，治療法も分からなかった。しかし， 

これは異例のことではない。まったく効果のないばかりか，有害でさえある風 

習や慣例が，しばしば病気の予防や治療を名目に行われている。その中には， 

健康上重要な問題を引き起こすものもある。 

病気の原因 

病気の原因は何か。 

昔の人々は，何が病気を引き起こすのか知らなかった。ある人は，犠牲を正 

しくささげなかったためだと言い，またある人は，敵の呪文にかかったのだと 

信じていた。近年になると，科学者や医学者がほとんどの病気の原因を解明し 

た。そして，1830年に福音がこの世に回復されて以来，たくさんの知識が明ら 

かにされてきた。主の御霊が地上に注がれて，健康管理に役立つ数々の発見が 
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なされたのである。 

今日では，ほとんどの病気は病原菌により起こることが知られている。病原 

菌は，わたしたちの周囲に存在する微細な生物であり，肉眼では見ることがで 

きない。病原菌は空気中に飛散して運ばれたり，人から人に直接，または動物 

や昆虫を媒介として感染したりする。このため，あらゆる方法を用いてネズミ 

や害虫などを駆除しなければならない。 

さらに，すべての動物および人の排泄物は適切に処理する必要がある。これ 

らの排泄物には多くの有害な病原菌が含まれている。特に病気にかかっている 

人や動物の排泄物には注意しなければならない。もし排泄物が地面に放置され 

ていればハエなどの昆虫やネズミが寄って来てその上を這い回り，病原菌を体 

に付着させる。それから家の中に入り込んで食物や食器，そのほかわたしたち 

が触れるものの上を這い回り，跡には病気の原因となる病原菌を残して行く。 

病原菌が人の体内に入ると，様々な病気を引き起こす。したがって，病気を 

根絶するには，その原因となる病原菌を撲滅しなければならない。 

病原菌の拡散を防ぐ 

病原菌を減少または絶滅させるには，以下のような方法がある。 

•家の内外，特に病原菌が発生しそうな場所を定期的に掃除する。 

•食物には適当な覆いをかけて昆虫や病原菌に触れないようにする。腐敗しや 

すい食物は，可能なら冷蔵庫に入れて保存する。 

•食物は十分に洗って，できるだけ病原菌を取り除く。 

•食事の前や用便の後には手を洗う。 

•食後は必ず歯を磨いて，虫歯をはじめとする歯の病気を予防する。 

• くしゃみやせきが出るときはマスクをして，病原菌の飛散を防ぐ。 

•靴やサンダルを履いて，地面からの感染を防ぐ。 

•適切な食事と休息を取る。栄養のある食事と十分な休息を取れば，病気にか 

かりにくい体になり，病気からの回復も早い。健康な身体は病原菌に冒され 

にくいのである。 

健康を維持するように努めれば，多くの病気を予防または根絶できる。また， 

子供たちが健康管理の習慣を身に付けるように，模範を示すことも大切である。 

健康を守る 

健康管理の習慣を身に付けるだけでなく，予防接種によって_分_身を病気 

から守るようにと医者は指摘している。例えば小児まひはかつて多くの犠牲者 

や身体障害者を出していたが，近年になって，この恐ろしい伝染病を免疫によ 

り予防する方法が発見された。この免疫は，一般的には腕にワクチンを注射す 
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ることにより得られる。病気によっては，1度の注射で済むものもあるが，一定 

期間を置いて何度か注射する場合もある。 

世界中のほとんどの地域では，保健所や病院で予防接種を行っている。例え 

ば，はしか，おたふくかぜ，風疹，ジフテリア，百日ぜき，腸チフス，天然痘， 

小児まひ，インフルエンザ，破傷風などの病気が挙げられる。 

予防接種に加えて，水剤，錠剤，固形剤など様々な家庭薬が病気の予防や治 

療に用いられる。薬は資格ある医師や看護婦の指示に従って慎重に使用しなけ 

ればならない。医師がほかの人に処方した薬を服用してはならない。 

病気を予防するもう一っの効果的な方法は，できれば年に1度，病院などで健 

康診断を受けることである。病気の初期症状があれば，定期的な健康診断で発 

見できる。伝道に召されるには健康診断を受けなければならないので，定期的 

な健康診断は伝道に出る備えにもなる。 

病気にかかったときにどうするか 

重い病気にかかったら，診療所や病院の医師から 善の治療を受ける。わた 

したちは病気のときに医師の助けを求めるだけでなく，普段健康なときから健 

康管理の指導を受けるべきである。 

不幸なことに，病院に行くのは主に対する信仰が欠けているからだと信じて 

いる人がいる。主は確かに，病気のときに信仰と神権の力を用いるように望ん 

でおられるが，同時に医学的な知識や治療法を活用するように期待しておられ 

スペンサー•W•キンボール大管長は，大管長になる前に健康上の大きな問 

題を抱えていた。可能なかぎり 高の健康状態を得たいと思った大管長は，医 

師に相談した。するとその医師は，難しい心臓の切開手術をしなければならな 

いと言った。大管長は偉大な信仰をもって医師を信頼し，その手術を受けた。 

その後大管長に聖任され任命された日に，ラッセル*ネルソン博士から大管 

長の健康状態に関する手紙が届いた。ネルソン博士は，キンボール大管長が自 

身の健康状態にっいて心配していると思ったのである。博士は手紙の中で，  

近行った精密検査によれば大管長は完全な健康を回復している，と告げた。 

「あなたを担当した外科医からお伝えしたいことは，あなたの肉体が強靱で， 

心臓はこの数年間よりはるかに良好であり，あらゆる予期し得る状況を考えて 

も，あなたは健康にっいて何ら不必要な不安を抱かずに新しい責任に専念でき 

るということです。」 

ネルソン博士は，さらに次のように記している。「1972年4月12日に行われた 

あの危険な手術に際して，……わたしは自分自身の人間としての欠点とあなた 
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の使徒としての召しについて考え，激しい不安に襲われました。これまでで  

も危険で複雑な手術を目の前にしていたのです。しかし，手術は細部に至るま 

で技術的に完璧でした。わたしは主の助けがあったことを感謝しています。特 

筆すべきは，手術が終わりに近づいたとき，わたしはあなたがいつの曰か大管 

長になるということを知ったという事実です。」（エドワード• L •キンボール， 

アンドリュー• E •キンボール•ジュニア，Spencer W. Kimball『スペンサー• 

W •キンボール』p.8) 

キンボール大管長は主を信じ，医者を信頼した結果，主の預言者としての責 

任を遂行できるようになった。 

わたしたちも病気のときに適切な治療を受け，症状をよく知っておけば 良 

の健康状態を楽しむことができる。また，早い時期に適切な治療を受ければ， 

多くの場合，好結果がもたらされるものである。 

どのような症状が起きたら医者の診察を受けるべきだろうか。 

次の各症状について話し合う。 

•原因不明の出血や異常な分泌物がある 

•傷が回復しない 

•せきが止まらない，呼吸が困難である 

•発熱が続〈，高熱が出る 

•悪寒がする 

•排便排尿が困難になる 

•皮膚に黒ずんだ斑点や湿疹が出る 

•原因不明の体重の減少 

•激痛が続く 

•嘔吐または下痢が続く 

•失神，発作を起こす 

•視覚困難，視覚のぶれ，そのほかの異常がある 

•重度のやけどまたは体の広範囲に及ぶやけどを負う 

•痛み，はれがある 

•意識を喪失する 

•そのほか身体や機能に異常な変化が見られる 

(『個人と家族の健康の備えに関する教え』第26課"Immunizations"「免疫」，第 

27課’’ Preventing Serious Disease"「深刻な病気を防ぐ」参照） 

以上のような症状が起こったら，すぐに医師と連絡を取るべきである。適切 
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な治療を受けずに放っておく場合も多いが，そのような行為は，重度の障害や 

病気の長期化，あるいは死にさえもつながることがある。 

わたしたちは，霊の宮である肉体の健康に気を配らなければならない。肉体 

が弱ったり，病気に冒されたり，十分な機能を果たさなかったりすれば，活動 

的な生活を送るうえで大きな妨げになるであろう。 

まとめ 

わたしたちは自分自身とほかの人々に救いをもたらすためにこの地上にいる。 

この目的を達成するには，健全な肉体と精神が必要である。両親は自ら健康を 

維持するだけでなく，知恵と正しい判断力を用いて子供たちを育て，健康を保 

つための原則と病気の治療法とを教える必要がある。 

わたしたちは健康を維持するために，様々な医療施設を利用できる。したが 

って，ほとんどの病気は予防または治療することが可能である。主は，伝染病 

の予防や治療のためにこれらの施設を利用するように望んでおられる。また， 

治療のためにできる限りのことを行うように期待しておられる。それには，現 

代医学の治療法を用いることと，信仰，祈り，神権の力を行使することが含ま 

れている。これらのことをすべて行ったうえで，主の御ふにかなうならば，病 

人は癒されるであろう。 

ブリガム•ヤング大管長は次のように教えている。「それゆえ，現世での生活 

を 大限に活用するために，あらゆる健康の律法を守り，労働，勉強，休息， 

レクリェーションのバランスを適度に保って，より良い生活に備えようではな 

いか。また，これらの原則を子供たちに教えようではないか。」{Discourses of 

Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』p. 186) 

チヤレンジ 

1.可能なら家族全員が予防接種を受けるようにする。子供たちに健康を保つ方 

法を教え，実行する。 

2.生活環境を点検する。病原菌が繁殖するような場所があれば，必要な処置を 

施して清潔にする。 

参照聖句 

教義と聖約89章（健康に関する主の律法——知恵の言葉） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.地元の医療関係者と連絡を取り，医療に関する情報を集める。 

•利用できる医療施設 

•予防接種とそれを受ける方法 
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*母子の健康診断 

レッスンの適切な箇所で，これらの情報を用いるように準備する。 

2.自己の 大の可能性を発揮するには， 善の手段を用いて健康を維持する必要があることを， 

父親や青少年たちが理解できるようにする。 

3.家庭の周囲を清潔に保つ必要性が理解できるように教える。 
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知恵の言葉に従って 
生活する 
目的主が定められた健康の律法に対する理解を深め，その律法に従った生 

活をする。 

導入 

イギリスのオックスフォード大学に通う末日聖徒，ポール.C •キンボール 

はある日ボートチームの若い部員たちのトレーニングコーチになるように頼ま 

れた。そのとき彼は，コーチをした経験などなく，自分にはとてもできないと 

思った。 

しかし，彼は一つの条件を付けて，その申し出を受け入れた。彼は部員たち 

にこう言った。「君たちのコーチをするとしたら，わたし自身のル一ルでやらせ 

てもらうことになる。」彼のルールとは，たばこ，アルコール，紅茶，コーヒ 

一を一切口にしないということだった。 

部員たちの同意を得て，キンボールは「彼らのトレーニングを引き受け，… 

•••2月まで毎日午後の3時間を練習に充てた。」オックスフォードの全大学対抗 

のボートレース大会に参加した月に，「わたしたちのチームは，子供のころから 

ボートレースを続けている強者ぞろいのチームと対戦した。うちのチームの部 

員は，初心者ばかりだ。しかし彼らは一生懸命練習し，わたしが知る限りでは， 

この期間中，たばこ，茶，コーヒー，酒などを一切口にしなかった。 

そして試合の日が来たが，初心者ばかりのキンボールのチームが勝てるなど 

と考える人はだれもいなかった。号砲一発，各チームがテムズ川を2.5キロ進む 

レースがスタートした。キンボールのチームは，すぐに 後尾になると予想さ 

れていた。しかし，半分まで進んだところで，メガホンで指示を出しながら堤 

防を走っていたキンボールは，自分のチームが他チームと互角に戦っているこ 

とに気づいた。 

キンボールは 後の指示を出した。「ラストスパート！」それから1分，部員 

たちは全力ですばらしいスパートをかけ，2位に30 メー トルの差をつけてゴ一 

ルインした。楽勝だったo 

6日にわたる大会中，キンボールのチームは連日，敗戦を予想されていた。 

しかし，彼らは毎日，同じ戦術で楽勝を続けた。「多くの人から，初心者ばかり 

のチームをどうして，そこまでにすることができたのかと聞かれたが，わたし 
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はこう答えた。『部員たちに正しい生活をしてもらいました。ラストスパートを 

かけるときの彼らの肺，内臓，血はとてもきれいで，気力，体力が充実してま 

した。』」（ジョセフ•ウォーカー"Victory on the Thames" Church news「テムズ 

川での勝利」『チャーチニューズ』1983年2月20日付け，p.20) 

主の健康の律法 

主の健康の律法とは何だろうか。（知恵の言葉〔適切な食事制限を含む〕，適度な休息，運動） 

この世の生活において，わたしたちの肉体は永遠なる霊の宮である。また復 

活して再び霊と結合すると，同じ機能を永遠に果たすことになる。このように 

大切な肉体を，主は「神の宮」（1コリント3 ：17)と呼んでおられる。この地上で 

のあらゆる経験は，わたしたちの肉体と霊に何らかの影響を残す。したがって， 

わたしたちは十分な注意を払って，肉体を清く健全に保たなければならない。 

主の健康の律法は，肉体的，精神的，情緒的健康を維持することを意味して 

いる。わたしたちがこれらの面で健康を保てば，活動に参加して霊性を培い， 

ほかの人々に祝福をもたらすことができる。主はこのことを御存じであった。 

わたしたちは幸福を感じ，家族を支え，隣人を助け，神の王国の建設に携わっ 

て天の御父のために力を尽くせるようになるのである。 

主が定められた健康の律法は，『教義と聖約』の第89章にその多くが記されて 

いる。この章は「知恵の言葉」と呼ばれ，口にして良いものと悪いものとを教え 

ており，中でも，強い飲み物，熱い飲み物，たばこなどを避けるように警告し 

ている。 

強い飲み物 

強い飲み物とは，酒，ワイン，ビールなどアルコール性飲料のことである。 

アルコールは飲料としてではなぐ体を洗う消毒液として用いるべきである（教 

義と聖約89: 5，7參照)。 

熱い飲み物 

熱い飲み物とは，コーヒーと茶のことである。しかし，教会の指導者は，薬 

物や有害な成分，習慣性のある成分を含む飲み物を避けるように勧告してきた 

(『神権会報』1972年2月，pp.4-5参照)。 

たばこ 

たばこはいかなる形であれ人の体内に取り入れるべきものではない。打ち身 

と病気の家畜に効く一種の薬草であるが，それでも判断力と熟練とをもって用 
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いるべきである（教義と聖約89 ： 8参照)。 

不自然な欲求を引き起こしたり，体の自然な機能を乱すような食べ物や飲み 

物については，絶えず注意を怠ってはならない。スペンサー• W •キンボール 

大管長は，有害な薬物は不g然な欲望を駆り立て，人々を悲惨な状態へと追い 

込んでいく，と警告している（「預言者の声を聴け」『聖徒の道』1978年10月号， 

p.124 参照)。 

食べ物や飲み物について疑問がある場合は，ジョセフ•フイ一ルデイング. 

スミス長老の勧告に従うとよい。「食べ物であれ飲み物であれ，体のために良い 

ものか害になるものか分からないときは，確かなことが分かるまで食べたり飲 

んだりしないということである。また習慣性を持つ食べ物や飲み物はいかなる 

ものであれ，有害な成分を含んでいると考えて避けるようにした方が無難であ 

ろdddmprovememEra『インプルーブメント•エラ』1956年2月号，p. 79) 

知恵の言葉は，食べ物として用いるべきものを幾つか挙げている。その中に 

は，あらゆる草と果実が含まれている（教義と聖約89 ：10-11；49 ：19參照)。 

また，獣の肉と空の烏の肉を食用とし，獣の皮を衣服として用いることもでき 

る（教義と聖約89 ：12-13 ； 49 ：18-19参照)。しかし，主は単にスポーツや娯 

楽のために動物を殺して，その肉を無駄にすることがないよう，警告されてい 

る（教義と聖約49 ： 21参照)。さらに知恵の言葉は，すべての穀物が人間と獣の 

ために良いと指摘している。特に小麦は人間にとって有益である。もし望むな 

らば，穀類を用いて温和な飲み物を作ることもできる（教義と聖約89 ：14 -17参 

照)。 

わたしたちは健康に良い食物を見いだすためにあらゆる努力を払うべきであ 

るが，狂信的にならないように注意する必要がある。中には非常に狭い見方を 

するあまり，食生活の基本となる特定の食品に対して反対を唱える人がレ、る。 

食べ物の極端な使用や抑制は，知恵の言葉により決して正当化されることはな 

人の健康と幸福を促進するように，主は地上のあらゆるものを人のため，ま 

た人が用いるために創造された。すべてのものは，「人の益と利用のため，目を 

楽しませ，心を喜ばせるために造られている。まことに，食物のため，また衣 

服のため，味のため，また香りのため，体を強くするため，また霊を活気づけ 

るために造られている。」（教義と聖約59 ：18-19) 

教義と聖約59 ： 20を読む。 

この聖句は何を意味しているだろうか。 

教義と聖約第89章以外にも，主の健康の律法が記されている聖句がある。例 
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えば，次の聖句である。「怠惰であるのをやめなさい。不純であるのをやめなさ 

い。互いに非難し合うのをやめなさい。必要以上に長く眠るのをやめなさい。 

疲れることのないように，早く床に就きなさい。あなたがたの体と精神が活気 

づけられるように，早起きをしなさい。」（教義と聖約88:124)また働くように 

とも説かれているが，力以上に働かないようにと言われている（教義と聖約10 ： 

「怠惰であるのをやめなさい」という主の勧告は，健康にどのような影響があるだろうか。 

(活動は筋肉，心臓，肺などの機能を強める。） 

「互いに非難し合うのをやめなさい」という主の警告は，健康とどのような関係があるだろ 

うか。（ほか人のあら探しは情緒的なストレスを生み出す。幸福感や霊的な安らぎを得るには， 

情緒的な安定を欠くことができない。） 

健康に関する主の律法は，わたしたちの生活のあらゆる面に関係している。 

これらの律法に従って生活するならば，肉体的，情緒的，霊的にバランスの取 

れた生活ができるであろう。 

約束を伴う律法 

教義と聖約89 ：18-21を読む。 

主の健康の律法に従って生活する人々には，どのような約束が与えられているだろうか。 

健康の律法に従って主の戒めを守る人々に対し，主は「走っても疲れること 

がなく，歩いても弱ることはない」という健康上の約束を授けられた（教義と聖 

約89:18，20参照)。また，滅ぼす天使がわたしたちを過ぎ越して，殺すことは 

ないと約束された(教義と聖約89 ： 21)。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。「知恵の言葉を守ることに対する報いは命である。この 

世で長生きするだけでなく，永遠の命をも得るのである。」（『赦しの奇跡』p. 221) 

主の健康の律法に従う人々にもたらされる大きな報いの一つは，「知恵と，知 

識の大いなる宝，すなわち隠された宝」（教義と聖約89 ：19)である。 

知恵とは何だろうか。（知識を賢明に用いる能力） 

神の健康の律法を知っても，それに従わなければ，どれほどの知恵が得られるだろうか。 

健康の律法に従うと心が清められて，人と神との知識に対する理解力が広が 

る。また，次の物語のように，精神的，情緒的な安寧を得ることもできる。 

視覚資料25-a「ダニエルは主の健康の律法を守って祝福を受けた」を見せる。 

ダニエルは，知恵にさとく思慮深い若者であった。時にバビロンのネブカデ 

25-a,ダニエルは主の健康の律法を守って祝福を受けた 

220 





ネザル王がイスラエルを制圧し，捕虜にした若者に自国の言語を教えて宮殿で 

仕えさせようとした。これには，若者たちが口にすることを禁じられていたも 

のを飲み食いすることも含まれていた。 

ダニエルは若者の一人として選ばれたが，ほかの若者とは異なり，差し出さ 

れた酒や好ましくない食物を食べようとしなかった。その代わりに，主の健康 

の律法に従い，健康に良い食物だけを食べたいと申し出た。彼の願いは許され， 

しばらくの間試されることになった。やがてダニエルは，酒を飲み王の好まし 

くない食物を食べた若者たちと比べられた。主に従順であったダニエルは，ほ 

かの若者よりも健康で，知恵，知識，文学の理解に優れ，数々の示現を受けて 

いた（ダニエル1:3-6，8，12- 19参照）。 

主の健康の律法に従うならば，ダニエルのように，この世だけでなく永遠の 

世においても，これらの賜物を受けることができる。この約束は，主の勧告に 

従う人々に確かに与えられるものである。主は次のように述べておられる。 

「神から祝福を受けるときは，それが基づく律法に従うことによるのである。」 

(教義と聖約130 ： 21)また，このようにも言われた。「あなたがたがわたしの言 

うことを行うとき，主なるわたしはそれに対して義務を負う。しかし，あなた 

がたがわたしの言うことを行わないとき，あなたがたは何の約束も受けない。」 

(教義と聖約82 ：10) 

教義と聖約89:19をもう一度読む。 

この聖句によれば，わたしたちはどなたから助けを得ることができると約束されているだろ 

うか。（主） 

主の健康の律法に従うならば，知恵と知識の大いなる宝を手にすることがで 

きる。これはキリストの光を通してもたらされる。とりわけこの光は，わたし 

たちが真理を悟り，知恵をはぐくめるように導く（教義と聖約88 ：11-12参照)。 

キリストの光はすべての人々に与えられるが，聖霊の賜物を受けた人にはそれ 

以上の助けが与えられる。すなわち，聖霊はキリストの光や真理を正しく用い 

て生活し，神のもとへ帰れるように導いてくださるのである（教義と聖約84: 

45-47参照)。 

主の健康の律法に従うならば，「隠された宝」を見いだすことができる。この 

宝とは，神にかかわるより深遠で神聖な事柄であり，聖霊によって明らかにさ 

れる。「御霊はすべてのものをきわめ，神の深みまでもきわめるのだからである。 

……この賜物について語るにも，わたしたちは人間の知恵が教える言葉を用い 

ないで，御霊の教える言葉を用い……るのである。」（1コリント2 ：10,13)これ 

は非常に貴重な賜物である。 
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神の戒めに従うならば，わたしたちの学んだ神聖で深遠な事柄は取り去られ 

ることがない。主は次のように約束しておられる。「わたしたちがこの世におい 

て得る英知の一切は，復活の時にわたしたちとともによみがえる。そこで，も 

しある人が精励と従順によって，この世でほかの人よりも多くの知識と英知を 

得るならば，来るべき世でそれだけ有利になる。」（教義と聖約130 ：18-19) 

聖霊を通して知恵と，知識と，理解力とを増し加えるにつれて，わたしたち 

は次第に天の御父に似た者となる。より良い息子，父親，夫となり，家族の人 

人は導きと祝福を求めてわたしたちのところへ来るようになる。わたしたちは 

さらに義にかなった有能な神権者となって，教会の責任を果たすに必要な知恵 

と知識とを受けるのである。 

主の健康の律法に従うならば，ほかにも様々な祝福が与えられる。例えば， 

職場においても知恵と力とを活用できるので，いっそう生産的な仕事を行うこ 

とができる。また，知恵と知識が増し加えられて，ほかの人に対する思いやり 

が深くなり，主の健康の律法を守っていない人々に対しても寛容な態度で接す 

ることができる。 

まとめ 

主の健康の律法は，わたしたちに肉体的，精神的，情緒的，霊的な祝福をも 

たらすために定められた。この律法に従って生活する人々には，健康が約束さ 

れる。また，神にかかわる神聖な事柄に関する知恵と知識とが増し加えられる。 

この霊的な洞察力と健康により，家庭と家族は強められ，より効果的に主に仕 

え，自分の仕事を効率よく果たすことができる。 

チヤレンジ 

時と場所とを問わず，常に主の健康の律法に従うことを決意する。 

エズラ•タフト.ベンソン大管長は，大会説教の中で次のように述べている。 

「主は今日の状況を予見しておられました。金銭欲にかられた人々が，有害な物 

質を体に取り入れるように世の人々をそそのかす時が来るということです。ビ 

一ルやワイン，酒，コーヒー，たばこ，その他有害な物質を売り込むための広 

告は，まさに主が予見されたことの一例です。しかし，現代において『陰謀を企 

てる人々』の たる例は，若人を麻薬や覚醒剤のとりこにしようとする人々です。 

若い兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは心から愛をもって警告します。サタン 

とその手下たちは懸命になって皆さんをそそのかし，有害な物質をとらせよう 

としています。サタンは，それらの物を体内に入れれば，皆さんの霊的な力が 

阻害され，皆さんが悪の勢力に加わる者となることを知っているのです。神の 

戒めを破るように皆さんを誘惑する人々や場所に近づいてはなりません。神の 
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戒めを守ってください。そうすれば，悪しきものを見分ける知恵を得ることが 

できるでしょう。（「約束を伴う原則」『聖徒の道』1983年7月号，p.95) 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則』第29章「主の健康の律法」を復習する。 

2.主の健康の律法に従って生活することにより，肉体的な祝福だけでなく霊的な祝福も得られ 

ることを強調できるように準備する。 

3.レッスンの中で話や物語を読むよう生徒に依頼する。 
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知識を探求する 

目的知識を探求するようになる。 

導入 

子供が両親のようになりたいと願うように，「キリストの子」（モーサヤ5 ：1-

7参照）として生まれ変わったわたしたちが，キリストのようになりたいと願う 

のは当然のことである。事実救い主は，わたしたちが主のようになることを望 

んでおられる。主は天の御父や主が完全であられるように，わたしたちにも完 

全になるようにと命じられた。天の御父や救い主のように完全になるには，真 

理の知識を学んで成長しなければならない。そうするときにわたしたちは，御 

二方のようになる方法や，御二方の行われるように業を行う方法を学び取るの 

である。 

学問を求めよという戒め 

『教義と聖約』の中で，主は学問を求めるように命じておられる。 

教義と聖約88: 78を読む。 

この聖句によれば，主は何を学ぶように望んでおられるだろうか。（原則，教義，福音の律法) 

わたしたちが獲得する知識の中で も大切なものは，イエス•キリストに対 

する証であり，キリストの神聖な使命と福音に対する証である。そこで，わた 

したちは絶えず聖文を研究し，祈りと義にかなった生活を通して福音に対する 

理解を深めなければならない。また，人に救いをもたらす福音の原則を理解し， 

それに従って生活することなしに，これらすベての知識を獲得することはでき 

ない。 

教義と聖約88 ： 79を読む。 

福音のほかに，何を学ぶように期待されているだろうか。答えを黒板に書き出す。（地，天， 

歴史， 近の出来事，将来の予報，国内，国外に関することなど） 

N •エルドン•夕ナ一副管長は次のように述べている。「教会では，会員たち 

が可能なかぎり高い教育を受け，自己の探求，歴史，地理，科学，天文，そし 

て特にイエス•キリストの福音について，あらゆることを学ぶように奨励され 
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てきた。」（地区代表セミナー，1971年4月） 

福音が回復されたときから，教会は教育を受けるように絶えず勧めてきた。 

多くの問題に遭遇した教会初期の時代にあっても，ジョセフ•スミスは大人と 

子供のために学校を組織するように命じられた。これらの学校では，福音の研 

究をはじめ，歴史，言語，文法，数学，そのほかのクラスが設けられた。今日 

においても，引き続き教育プログラムを支援するために，教会は多くの時間と 

労力と金銭とを費やしている。その一つが教会教育制度である。これは，教育 

について会員の持つ必要にこたえるために設けられた。 

教義と聖約88 ： 80を読む。 

知識を得る目的は何だろうか。 

世の中の知識は，神の王国を築くうえで助けになる。すなわち，より多くの 

人々に福音を伝える効果的な方法が分かるようになる。また，末日聖徒が人々 

から職業上，それが医者であっても大工であっても，敬意を受けるようになれ 

ば，その模範によって人々に影響を与えて，教会についてもっと知りたいとい 

う気持ちを起こさせるのである。 

教育が大切なのは伝道の手段になるからだけでなく，生活のあらゆる面を改 

善する源となるからである。デビッド• 0 •マッケイ大管長は次のように述べ 

ている。「まことの教育とは，単に科学，歴史，文学，芸術などの知識を修得す 

るだけではなく，人格を形成していくことである。……真の教育は克己心と自 

制心を養い，怒りを抑えて感情を制し，社会の規律と道徳律に従うことを生活 

の信条にさせることである。…… 

教育の目的は，生徒の内に生涯その幸福に貢献するようなよりどころを形成 

すもこヒであもKSecrets of a Happy Life『幸福な人生の秘訣』pp. 46 - 47) 

知識の修得は，同胞に仕えるときにも役立つ。わたしたちは知識を用いて， 

病気や苦難に陥っている人々を助け，より創造的な人生を送り，家族に必要な 

衣食住を供給する。とりわけ大切なことは，天の御父に似た者となるために知 

らなければならない原則や律法を学び，それをほかの人々と分かち合えるとい 

うことである。 

しかし，この世の知識にたけている人の中には，自分の知恵を自慢する人が 

時々いる。そのような人は，主や預言者の勧告に従う必要性を感じていない。 

主は聖典の中で，次のように警告しておられる。もし主の勧告に従うならば. 

学識のあるのはよいことである。そうでなければ，人の学識は役に立たない 

(2ニーフアイ9 ： 28-29参照)。 
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学校の重要性 

学校に通うことはなぜ大切だろうか。 

学校で何を学ぶことができるだろうか。 

わたしたちは学校で多くの教育を受ける。読み書きや基本的な計算から始ま 

って，歴史，地理，科学について学び，人体の機能，天体の運行，動植物の美 

とその目的について研究する。周囲の世界について理解が広がるにつれ，家庭， 

教会，社会によりいっそう貢献できるようになる。 

時には学校に通うことが困難な場合もある。通学に必要な費用，時間，労力 

について考え込むかもしれない。しかし，主はわたしたちが高い教育を受ける 

ように望んでおられる。この目標を達成するために全力を尽くし，主の助けを 

祈り求めるならば，主は必ず助けてくださるであろう。世の中が進歩し，工業， 

産業，科学が発展するにつれて，教育の重要性は増すばかりである。わたした 

ちは家族を養い，社会を発展させるために訓練を受ける必要がある。 

教会の会員，特に若い人々は，高い教養を身に付けるために必要なことをす 

ベて行うように勧められてきた。これには，就職に必要な技術を修得すること 

も含まれる。正式な学校に通えなければ，父親や身近にいる人々から教育を受 

けることもできる。 

教育は生涯を通じて行う 

視覚資料26-a「教育は若人にとって重要である」を見せる。 

可能であれば，高等学校卒業後も引き続き教育を受けるべきである。それに 

は，大学，専門学校，職業訓練所などに通うとよい。 

視覚資料26 - b「教育は生涯を通じて行う」を見せる。 

年を取ってからも，多くの事柄について学ぶことができる。一般向けの公開 

講座や通信教育などを利用するとよい。もし正規の学校で受講できなければ， 

特別な知識や技能を備えている人を身近に探すことである。進んで学ぼうとい 

う意欲を示せば，助けてくれるものである。 

わたしたちは教育を受けるように主から勧告されているので，生涯学び続け 

るために全力を尽くすもう一つの理由がある。本を読み，研究し，学ぶときに， 

理解力と記憶力とを求めて主に祈るべきである。 

聖典のほかにも，「 良の書物」（教義と聖約88 ：118)から学問を求める必要が 

26-a.教会は若人にとって重要である 
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ある。それには，良書を選ぶことである。書籍や雑誌の中には，善や美につい 

て教えて読者を高揚させるものがある。その一方，邪悪な心を刺激するような 

書籍や雑誌もある。 

スペンサー• w•キンボール大管長は，次のように警告している。「この悪影 

響の多くは，テレビやラジオ，雑誌や新聞，そのほかの出版物を通じて，家庭 

を直撃している。」（「教会の基盤である家族を強める」『聖徒の道』1978年10月号, 

P.69)わたしたちが学ぶものから悪の影響力を締め出して，心の中を良い思いで 

満たさなければならない。 

健全な書物や雑誌，新聞を読むだけでなく，様々な演劇を観るならば，哀れ 

みや人との調和について学び，異民族やその文化について理解を深めることが 

できる。また，演奏会や展覧会に行って，美を愛する心を養うこともできる。 

そして，お互いに学んだことについて話し合うとよい。 

行動により学ぶ 

天の御父は，学び，経験を積むためにわたしたちをこの地上に送られた。わ 

たしたちの学ぶ多くのことは，行いによってしか習得できない。机上の研究だ 

けでは不十分なのである。伝道の書の著者はこう書いている。「わが子よ，これ 

ら以外の事にも心を用いよ。多くの書を作れば際限がない。〔あまりに〕多く学 

ベばからだが疲れる。……神はすべてのわざ，ならびにすべての隠れた事を善 

悪とともにさばかれるからである。」（伝道12:12，14)主は，忠実に働くことの 

必要性について入念に深く考えるようにわたしたちに望んでおられる。「それゆ 

え，今や人は皆，自分の義務を学び，任命されている職務をまったく勤勉に遂 

行するようにしなさい。」（教義と聖約107 ： 99) 

職や召しにあって与えられた仕事を果たすときに，その経験を通して学ぶこ 

とができる。何かしようとしてわたしたちは時々間違いをするものである。そ 

ういった経験は自分自身が学び，変わり，技術を伸ばす機会となる。うまくで 

きるようになり，上達すると，難しかった事柄が易しくなってくる。そうする 

と自分のためにその仕事を成し遂げるだけでなく，ほかの人を助けることさえ 

できるのである。 

主は教会の中で仕えたり指導したりする多くの機会を与えてくださる。それ 

を受け入れ，祈りをもって 善を尽くすならば，成長し，学ぶ足がかりとなる 

のである。 

日常的な学習経験の多くは，家族の中で行われる。家族で演奏会や観劇，博 

物館などに行ったり，一緒に何かを作ったり，ピクニック，キャンプ，旅行， 

散策に出かけたりして，学習経験を共にすることができる。ある家族は，毎日 
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良書をみんなで順番に声に出して読み，その中で大切なことについて話し合っ 

ている。 

行動による学習は，教育の有無にかかわらず，すべての人にできることであ 

る。例えば，教育の機会に恵まれなかったある女性の話であるが，彼女は有名 

な科学者ルイ•アガシ博士に，そのことで不平をこぼした。彼女は，妹と一緒 

に下宿屋を切り回しているので，ほかのことをする時間がないと言った。する 

とアガシ博士は，どのような仕事をしているのか尋ねた。 

「ジャガイモの皮をむいたり，夕マネギを刻んだりしています。」 

「その仕事はどこでするのですか。」 

「台所の階段のいちばん下の段です。」 

「足をどこに置きますか。」 

「化粧れんがの上です。」 

「化粧れんがってどんなものですか。」 

「さあ，分かりません。」 

「そこに座って仕事をするようになってどのくらいたちますか。」 

「15年になります。」 

「マダム，わたしの名刺を差し上げますから，化粧れんがの特質について手紙 

を書いてくださいませんか。」 

彼女は博士の言葉をまじめに受け取った。辞書を引いて「れんが」という項目 

を調べたが，有名な博士に送る答えとしては簡単すぎるように思えた。そこで， 

彼女は百科事典を調べた。「れんが」の項目を読んでいくと，知らない言葉が幾 

つもあったので，それも調べ上げた。やがて，彼女は自分が学んでいることに 

深い関心を持つようになり，博物館やれんが工場に出かけて行った。研究を終 

えた彼女は，化粧れんがを主題にした36ページのレポートを書き上げて，アガ 

シ博士に送った。 

やがて博士から，彼女のレポートに2，3の変更を加えて出版するという知ら 

せが届き，250ドルが送られてきた。その手紙の 後には，「れんがの下には何 

があるでしょう」と書き添えてあった。 

れんがの下を見ると，そこにはアリがいた。彼女は早速アリについて調べ始 

めた。アリの種類は1,800から2,500もあったが，彼女は夢中になってその生態を 

研究した。幅広い分野の書物を読み，入念な研究を重ねた結果，彼女は360ペー 

ジにも及ぶ論文をアガシ博士に書き送った。博士はそれを本にして出版し，前 

回より多くの金額を彼女のもとに送ってきた。 

彼女はそのお金で，夢に見ていたすベての土地を訪れることができたのであ 

る。（マリオン• D •ノ、ンクス，诉『自己の賜物』 p p . 1 5 1 — 153から 
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翻案） 

この女性の生活を豊かにしたものは，金銭以外に何があるだろうか。（知識の増大と，周囲 

の世界への新たな関心） 

わたしたちも，自分の周囲にいる人々や世界に関心を持つことにより，たく 

さんの事柄を学ぶことができる。様々な経験に注意を払い，研究によりそれを 

理解し，心の中でじっくり考えるのである。観察し，研究し，努力し，熟考す 

るならば，多くの価値ある事柄と，それを日常生活に適用する方法とを学び取 

るであろう。 

「人に与えることのできるものと，与えることのできないものがある。すなわ 

ち，自ら手を差し伸べてつかみ取り，進んで代価を支払わなければ獲得できな 

いものがある。勉学，才能の開発，知識の吸収，技術の習得，人生のあらゆる 

教訓には，この原則が当てはまる。」（リチャード• L •エバンズ，Richard Emns’ 

Quote Book『リチャード.エバンズ引用集』p.74) 

エバンズ長老の言葉について話し合う。 

知識や経験を増すために，わたしたちの周囲にあるどのような機会を利用できるだろうか。 

まとめ 

わたしたちは，福音に閨する知識と世の中の知識とを学ぶように，主から命 

じられている。この指示に従うには，学校に通い，独学し，周囲の物事に関心 

を持ち，経験したことを理解できるように祈り求めることである。知識を得る 

につれて，主がわたしたちのために備えられたこの世界と万物に対して感謝の 

気持ちを感じるようになる。また，知識を深め，学校教育を受ければ，家族を 

扶養し，神の王国を建設し，立派な市民となり，天の御父に似た者となれるで 

あろつo 

チャレンジ 

父親は，教育を受けるように子供たちを励ます。また，自ら模範を示して学 

習をする。家族がみんなで一緒に学べるような活動を計画する。 

若い神権者は，十分な教育を受けるために計画を立てる。 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.地域社会や国内において利用できる教育の機会に精通しておく。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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堅固な基：イエス• 
キリスト 
目的キリストを生活の堅固な基とするように決意する。 

導入 

本書の 後にあるキリストの絵を掲示する。生徒に絵を見せてから，30秒間 

目を閉じるように言う。そして，自分が救い主の前にいる様子を想像させる。 

救い主イエス•キリストに対する理解を深めるために次の話をすることを説明 

する。（この体験談を話す前に霊的な雰囲気を作り上げる。） 

メルビン.J •バラード長老が宣教師として，北アメリカインデイアンの間 

で伝道していたときのことである。バラード長老は，主の御^"心を行っていると 

いう証を得たいと思い，主に確認を求めて祈った。すると，彼は神殿の中にい 

る夢を見た。その中で，神殿内の一つの部屋に入って行った。バラード長老は 

次のように述べている。 

「部屋に入ると，一段と高くなった玉座に至上の栄光に輝く御方が座っておら 

れた。わたしがかつて目にしたことのある御方，あるいは永遠の世に存在して 

おられると確信していた御方である。わたしが進み出て紹介されると，その御 

方は立ち上がってわたしの方に歩み寄られた。御手を大きく広げ，ほほえみを 

浮かべながらわたしの名前を優しく呼ばれた。たとえ百万年生きようとも，わ 

たしはあのほほえみを忘れることはないだろう。その御方はわたしに腕を回す 

とロづけをし，胸元に抱き寄せて祝福を与えてくださった。骨の髄まで溶ける 

ようだった。祝福が終わると，わたしは御前にひれ伏し，涙でぬらした御足に 

ロづけをした。世の救い主の御足には，釘の跡が残っていた。万物を治めてお 

られる主の御前で愛と慈しみと祝福とを受けたときの気持ちは，もしそれをい 

つまでも味わうことができるならば，自分の持てるものと望むものをすべてそ 

のためにささげても惜しくないほどのものであった。」{Sermons and Missionary 

Service ofMelvin J. Ballard『メルビン.J •バラードの説教と伝道活動』p. 156) 

救い主の必要性 

この地上に来る前に，わたしたちは天の御父とともに住んでいた。そこで， 

救いの計画が発表された。わたしたちはその計画を受け入れて，喜びの声を上 

げた（ヨブ38 ：1ー7参照)。 
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救いの計画によれば，わたしたちは天の御父のもとを離れ，死すべき体をもっ 

て地上に生まれる必要があった。ここでわたしたちは，肉体的，霊的に天の御 

父から切り離されるのである。そして，神の戒めを守るか否か，自分で選択で 

きるように選択の自由が与えられることになった。 

しかし，罪を犯す道を選ぶならば，汚れた者となる。これはだれか罪のない 

者がわたしたちの罪の代価を支払わねばならないことを意味する。汚れた者は 

神の王国に入ることができないからである（1ニーフアイ15 ： 34參照）。 

天の御父は，わたしたちがみもとへ帰れるように，わたしたちを贖う救い主 

を定められた。この救い主こそ霊におけるわたしたちの長兄イエス•キリスト 

であり，地上に生を受けて救い主となることを自ら進んで申し出られた御方で 

ある。キリストは，人類の救いの栄光はすべて天の御父に帰すると言われた（ア 

ブラハム3 ： 27 ；モーセ4 ： 2参照）。もう一人，霊におけるわたしたちの兄弟ル 

シフェルも救い主になろうとした。しかし，ルシフェルは人類を強制的に救い 

へ導き，その栄光を自分のものにしようとした（モ一セ4 ：1参照）。天の御父は 

彼の申し出を退けて，イエスを救い主として予任された（1ぺテロ1：18-20參 

照）。こうしてわたしたちの選択の自由が守られたのである。 

イエス•キリス卜はわたしたちの堅固な基であられる 

堅固な基とは何だろうか。 

堅固な基とは，しっかりとした基盤のことである。強固で揺れ動かず，壊れ 

ることのない基盤であり，その上で安らぎを得ようとするものをしっかりと支 

えるのである。例えばビルを建設する場合，できるだけ土台を頑丈にして長期 

間の使用に堪えられるように注意を払う。同じように，堅固な基の上に生活を 

築き上げれば，人生の苦難に遭っても耐えることができる。 

救い主イエス•キリストは，わたしたちの生活の堅固な基となる唯一の御方 

である。預言者ヒラマンは次のように述べている。 

「あなたたちは，神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かな 

ければならないことを覚えておきなさい。そうすれば，悪魔が大風を……送る 

ときにも，まことに悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも，それが…… 

あなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば，あなたたちは堅固な基 

であるその岩の上に建てられており，人がその上に基を築くならば，倒れるこ 

となどあり得ないからである。」（ヒラマン5:12) 

イエスは救い主となるように神により予任されていた堅固な基であられる。 

ニーフアイは「イエス•キリストのほかに，人に救いを与えることのできる名 
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は天下に与えられていない」（2 ニ一ファイ25 ： 20)と断言している。イエス•キ 

リスの贖罪と犠牲を通して，わたしたちは罪の赦しを受け，永遠の命を享受す 

ることができる。これらのことはわたしたち自身の力では不可能である。イエ 

ス•キリストだけがその力を持っておられるのである。 

救い主から助けを得るには，まず主を堅固な基として生活しなければならな 

い。そうすれば，チャレンジに遭うときに主の助けを得て，重荷を負う力が増 

し加えられるであろう。救い主を通して，困難な仕事を遂行する力が得られる。 

こうして，主はわたしたちの信頼する友となられる。わたしたちは喜びや悲し 

みを主と分かち合い，主が寄せられる愛と関心を感じ取ることができる。 

キリス卜を基とする 

贖い主の堅固な岩を基として生活を築き上げるには，贖い主について知らな 

ければならない。聖典には，キリストを知ることはその戒めを守ることである 

と記されている（1ヨハネ2 ： 3参照)。主の戒めを守るならば，次第に神に似た者 

となって，神のもとに帰ることが許されるのである（ジョセフ•フイ一ルデイン 

グ•スミス『救いの教義』2 ： 6-7参照)0 

キリストを基にして生活するには，どうすればよいだろうか。（表「キリストを堅固な基とす 

るには」を掲示するか，黒板に書く。） 

キリストを基にして生活するには，以下の方法を用いるとよい。 

聖文を学ぶ 

聖文には，救い主の生涯の出来事，教義，訓戒などが明らかにされている。 

主は「わたしについてあかしをする聖典を調べなさい」と命じられた（ヨハネ5 ： 

39参照）。聖文を学ぶと，救い主が地上の人々にどう接しておられたかが分かり， 

わたしたちが互いにどのように接するべきかが分かる。 

聖文の中で，主は福音を宣べ伝えておられる。そして，福音を基にして生活 

するならば，裁きの日に御父の前で罪のない者とされると言われた（3 ニ一ファ 

イ27:13-16参照)。キリストの福音を基にして生活するには，主に対する信仰 

を持ち，罪を悔い改め，パプテスマを受け，聖霊の賜物を受け，そして 後ま 

で堪え忍ぶことである。福音の岩の上に基を置くならば，地獄の門もわたした 

ちに打ち勝つことはない。これは主の約束である（3 ニーファイ11：39参照）。 

すなわち，キリストの福音を基とするならば，サタンの力に打ち負かされる 

ことはなく，ついには聖められて，終わりの日に高く上げられるのである（3 ニ 

—ファイ27 ：17-22参照)。 

聖文の勉強は救い主について知るうえでどのような助けになるだろうか。 
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祈りと断食をする 

祈りと断食により，わたしたちは主に近づくことができる。断食をして静か 

な場所で祈るならば，救い主の愛を感じるであろう。そして，心の中の思いを 

主に打ち明けて，慰めと安らぎを受けるのである。 

ある女性は，祈りを通して天の御父と救い主について理解を深めることがで 

きた。 

彼女は教師だった。ある日のこと，家から電話を受けて，息子が溺死したこ 

とを知った。あまりのショックに打ちのめされた彼女は，激しい苦悶の中で主 

に向かって叫んだ。「ああ，主よ，神よ，なぜこのようなことが。」すると，温 

かい気持ちとともにはっきりとした答えが，彼女の心に返ってきた。「わたしが 

彼を必要としたからです。」 

その後，彼女にはすばらしい慰めが与えられた。彼女は次のように述べてい 

る。「わたしが心の思いをすべて打ち明けて御父に祈ると，御父はわたしの祈り 

を聞いてくださり，御^:、にかなうときに，御心にかなった方法で祈りにこたえ 

てくださいました。……この試練は，わたしを天の御父から引き離すこともで 

きたでしょう。……しかし，今わたしはこれまで以上に創造主を身近に感じて 

います。主がわたしを祝福して，知識と証とを与えてくださったのです。」（ア 

ニ夕.L •ヒューズ，"Why Did You Take M y Son?” £似/糾「なぜわたしの息子を 

取り上げられたのですか」『エンサイン』1978年7月号，p.66) 

聖餐にあずかる 

主の御霊は，救い主の生涯や属性について深い洞察を与えてくれる。なぜな 

ら，御霊の一つの目的は，キリストについて証することだからである（ヨハネ15 ： 

26参照)。事実，主の御霊によらなければ，主の犠牲の深い意味を悟ることはで 

きない。 

わたしたちはパプテスマや確認の儀式を受けた後も，ふさわしい状態で聖餐 

を取ることにより，主の御霊とともにいることができる（教義と聖約20 ： 77，79 

参照)。 

聖餐を取るときに，何について考えるべきだろうか。 

生ける預言者に従う 

生ける預言者に従うことは，キリストを基として生活するうえで，どのような助けになるだ 

ろうか。 
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教会の大管長は，地上における神の代弁者であり，現代のわたしたちに対す 

る神の御心を明らかにする。したがって，預言者の勧告に従う人は，神とその 

御心に従っているのである。このようにして，従順について学び，経験を積み， 

主に対する信仰をはぐくんでいく。そしてこの信仰が心の「錨」になり，善い行 

いをするように人を促すのである（エテル12 ： 4参照)。また，信仰によって慈し 

みを見いだし，神の子としてふさわしい者になる（モロナイ7 ： 25-26参照）。 

主を愛し，仕える 

ベニヤミン王は民に向かって次のように述べた。「あなたがたが同胞のために 

務めるのは，とりもなおさず，あなたがたの神のために務めるのである。」（モ 

一サヤ2 ：17)同胞を愛しそのために仕えることは，主を愛し主のために仕える 

ことである。救い主を愛して仕えるならば，救い主についてさらに深く知るよ 

うになる。主に仕えることにより，主が感じられるように感じ，主が考えられ 

るように考えることができるようになる。「仕えたこともなく，見も知らぬ他人 

で，心の思いと志を異にしている主人を，どのようにして人は知ることができ 

ようか。」（モーサヤ5 ：13) 

キリス卜のように生活する 

さらにキリストに近い生活を送るには，どうすればよいだろうか。 

主の戒めを守り福音に従うときに，わたしたちはキリストのように生活し， 

さらにキリストに似た者となるのである。 

割り当てておいた生徒に，モーサヤ書の第4，5章について3-5分で報告させる。 

ベニヤミン王の言葉を聞いた民は，神の御霊に促され，常に戒めを守るとい 

う約束を神と交わした。ベニヤミン王が守るように勧告した戒めには，神の偉 

大さを知る，へりくだる，毎日祈る，傷つけ合わない，子供たちに愛し合うこ 

とを教える，貧しい者に自分の持ち物を施す，思いと言葉と行いを清くする， 

などが含まれていた。ベニヤミン王の民はこれらの勧告に従ったので，さらに 

キリストに似た者となった。わたしたちも同じことを行うことにより，救い主 

にいっそう近づくことができる。 

アルマは，キリストに近づくような生活をする人は「顔に神の面影を受けて 

いる」と述べた（アルマ5 ：14，19参照)。この言葉は，わたしたちが神の愛に満 
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たされ，同胞に対して思いやりを抱くことを意味している。また，神の聖約を 

守り，主の名を受けるにふさわしい者になろうとすることを意味している。 

まとめ 

聖文を研究し，断食と祈りを行い，聖餐にあずかり，生ける預言者に従い， 

主を愛し，主に仕え，キリストのように生活するならば，救い主を知るように 

なり，主に似た者となる。こうして，わたしたちはキリストを堅固な基とする 

ことができる。 

わたしたちはキリストの岩の上に生活を築き上げるならば，決して倒れるこ 

とはないと約束されている。すなわち，イエス•キリストを堅固な基とする生 

活は，永遠に続くのである。次第に主に似た者となることにより，再び天の御 

父や御子のもとでともに生活し，御二方が備えられたすべてを受け継ぐことが 

できる。 

救い主は次のように約束しておられる。「わたしを受け入れる者は，わたしの 

父を受け入れる。そして，わたしの父を受け入れる者は，わたしの父の王国を 

受けるのである。それゆえ，わたしの父が持っておられるすべてが，彼に与え 

られるであろう。」（教義と聖約84 ： 37-38) 

贖い主，救い主であるイエス•キリストについて証を述べる。時間が許せば，何人かの神権 

者に証を述べてもらう。 

一入の生徒に，本課の「はじめに」からバラード長老の経験をもう一度読ませる。 

チヤレンジ 

1.神権者として救い主を知り，主に似た者となることを決心する。 

2.自身の生活の中で完全なものとするために，救い主が持っておられる特質を 

一つ選び出す。その特質を自分のものとするために今から努力する。 

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3章「わたしたちの選ばれた指導者，救い主であられるイエス•キリスト」 

第11章「キリストの生涯」を復習する。 

2.以下の表「キリストを堅固な基とするには」を作成するか，黒板に書き出せるように準備す 

るO 

キリス卜を堅固な基とするには 

聖文を学ぶ 

祈りと断食をする 

聖餐にあずかる 

生ける預言者に従う 

主を愛し，仕える 

キリストのように生活する 
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3.贖い主，救い主であるイエス•キリストについて証を述べられるように備える。 

4.あらかじめ一人の生徒に割り当てを与えて，モーサヤ書第4章からベニヤミン王が民に与え 

た勧告について，また第5章から王の言葉に対する民の反応について，3分から5分で報告でき 

るように準備してもらう。（報告すべき事柄については，「キリストのように生活する」の項に 

記されている。） 

5.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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選択の自由： 
神よりの賜物 
目的選択の自由の原則について理解を深め，賢明な選択をすることの重要 

性について学ぶ。 

導入 

ニーファイの弟ヤコブは，『モルモン書』の中で次のように宣言している。「そ 

れゆえ，心を喜ばせなさい。そしてあなたがたは，自分の思うとおりに行動す 

ること，すなわち永遠の死の道を選ぶことも，永遠の命の道を選ぶことも自由 

であるのを覚えておきなさい。」（2ニーファイ10 ： 23) 

わたしたちに選択する力を与えるものは何だろうか。例えば，なぜパプテス 

マを受ける決心をしたのだろうか。また，着る物や，学校や，職業を自由に選 

ぶことができるのはなぜだろうか。 

その答えは，神から授けられた選択の自由という賜物があるからである。こ 

の賜物は様々な選択を行う力である。中でも も大切な選択は，救い主の贖罪 

により可能になった永遠の命に関する選択である。救い主は福音を受け入れる 

ように強制されることはないが，主に従う人々には祝福を授け，神に似た者と 

なるために選択の自由をどのように行使すベきか教えてくださる。 

選択の自由——永遠の律法 

選択の自由は永遠の律法である。ブリガム•ヤング大管長は，選択の自由に 

ついて次のように教えている。 

「これは永遠の過去から永遠の未来にわたって常に存在する律法である。すべ 

て英知を有する生命は，選択する力を持たなければならない。」{Discourses of 

Brigham Young『プリガム•ヤング説教集』p. 62) 

一人の生徒に，モーセ4 ：1-4を読ませる。 

この出来事が起こったのはいつか。何が起こったのだろうか。 

わたしたちはこの地上に来る前に，天上の会議に参加した。その会議で，わ 

たしたちの前に重大な事柄が提示された。それは，選択の自由という永遠の原 

則に関するものであった。ルシフエルと呼ばれたサタンは，わたしたちの選択 
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の自由を奪おうとした。しかし，イエス•キリストは御父の彳を行って，わ 

たしたちに自分で選ぶ自由を与えようとされた。 

ウイルフオード•ウッドラフ大管長は，次のように述べている。「この選択の 

自由は，神の支配と統治の下で人類に受け継がれてきた生得権である。主は創 

世の以前より 高の天においてそれを有しておられ，ルシフエルと彼に従う者 

どもの攻撃から守ってこられた。……この選択の自由の効力によって，わたし 

や皆さんをはじめ全人類が自分の行動と，生活と，行く末に対し責任を持っ者 

となったo」{Discourses of Wilford Woodruff『ウイルフオード•ウッドラフ説教集』pp. 

8-9) 

選択の自由の行使 

この生涯で選択の自由を行使するには，ある事柄が必要である。第1にわたし 

たちは善悪に関する知識が必要である。第2に選ぶ自由がなければならない。 

第3に選択の自由を行使した後には，選択の結果がなければならない。 

それぞれにっいて話し合いながら，黒板に次のように書く。「善悪の知識，選ぶ自由，選択の 

結果」 

善悪の知識 

救い主の公正な裁きを受けるためには，わたしたちは考え，推論し，選ぶこ 

とができなければならない。善悪を識別し，自分の行動の結果を認識して，自 

分が行っていることを理解することが必要である。もし年若いなどの理由で善 

悪を識別できなければ，識別できる人と同じ規準で裁かれることはない。 

そういうわけで，子供は8歳になるまで自分の選択に対する責任を問われない 

と，主は述べておられる。わたしたちは8歳で責任を負う年齢となる（教養と聖 

約68: 25-27参照)。すなわち8歳以上になると，精神的な障害があって自分の 

行動に責任を持てない場合を除き，すべての行いに責任を負わなければならな 

預言者モルモンは次のように説明している。「幼い子供たちは，罪を犯すこと 

ができないので健康である。……幼い子供たちは悔い改めることができないの 

で，幼い子供たちへの神の清い憐れみを否定することは，恐ろしい悪である。 

幼い子供たちは皆，神の憐れみのおかげで,神によって生きているからである。」 
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(モロナイ8 ： 8，19) 

また，モルモンは「律法のない者たち」は「キリストによって生きている」と， 

述べている（モロナイ8 ： 22)。すなわち，福音を教えられなかった人々や，理解 

する能力がなかった人々は，福音に従って生活するようには求められない。そ 

のような人々は，福音が教えられるまで，あるいは理解できるまで責任を問わ 

れないのである。 

選ぶ自由 

選択の自由を行使するには，選ぶ機会が必要である。選ぶ能力があっても選 

ぶ事柄が何もなければ，選択の自由はあり得ない。言い換えればわたしたちの 

前に選択の機会がないかぎり，選ぶことはできないのである。選択の自由を使 

う も大いなる機会は，善と悪の間の選びである。そのために神はサタンが善 

に反抗するのを許された。わたしたちがサタンの誘惑に従うと，選択の範囲が 

狭められる。悪を選ぶ度に，何らかの自由が失われていく。自由は善を選ぶこ 

とによってのみ拡大されるのである。 

視覚資料28-a「危険，遊泳禁止」を見せる。 

割り当てておいた生徒に，「危険，遊泳禁止」の標識について話をさせる（「教師の準備」参照)。 

主は，わたしたちが選択するときに善悪両方の影響を受けることを知ってお 

られた。善と悪の間の衝突がなければ，選択する機会はなく，選択の自由は存 

在しないであろう。そこで，主は従うべき原則と，律法と，戒めとを授けられ 

た。一方サタンは，わたしたちを誘惑し，不従順な道を歩ませようとする。 

主はこう言われる。「心をつくし，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。」（マルコ12 ： 30)そして，サタンは詰まるとこ 

ろ，このように暗示する。「なぜ神を愛するんだ？なぜ神を無視しないんだ？」 

サタンは，神などいないとほのめかすことさえある。 

「安息日を覚えて，これを聖とせよ。」（出エジプト20 ： 8)これは主の言葉であ 

る。それに対してサタンは次のようにささやきかける。「安息日はレクリエーシ 

ヨンの日としなさい。この日に仕事をしないで教会へ行くことに，どれほどの 

価値がある。」 

主は言われる。「あなたの父と母を敬え。」（出エジプト20 ：12)サタンは両親に 

従わないように誘惑して言う。「自分の人生なんだから，好きなように生活する 
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ことだ。親がくれそうなものは何もかも手に入れておけ。やがて年老いた両親 

は，だれかが面倒を見てくれるさ。」（カール• W •ブーナ一，"Who's on the Lord's 

Side’’/mprorn^m£/で「主の方には」『インプルーブメント•エラ』1961年6月 

号，p. 402より翻案） 

スペンサー•W•キンボール大管長は，宗教に関する決断を下せずに思い悩 

む一人の青年に手紙を書いた。キンボール大管長は，この青年が選択の意味す 

ることをはっきりと認識するように望んでいた。 

「愛するジョンへ， 

あなたが福音の真理に反対していることを，わたしは非常に心配しています。 

あなたの意志に反してあなたを説得することはできません。……わたしは仮 

にお手伝いができるとしても，あなたの考えを無理に変えさせようなどという 

つもりはありません。なぜなら選択の自由は神の基本的な律法であり，一人一 

人が自分の選びに責任を取らなければならないからです。しかし一方，助けを 

必要としている人によい感化を与えるために各人がその本分を尽くさなければ 

ならないことも確かです。」（「絶対的な真理」『聖徒の道』1979年7月号，p.l) 

選択の結果 

わたしたちは自由に選ぶことはできても，行動の結果を選ぶことはできない。 

正しい選択は良い結果を生み，誤った選択は悪い結果をもたらす。選択の自由 

を行使する当然の結果として，自分の選択の結果を経験することになる。『モル 

モン書』の預言者サムエルは次のように述べている。 

「神はあなたがたが善悪をわきまえられるようにしてくださり，また，あなた 

がたが生でも死でも選べるようにしてくださった。あなたがたは善を行って， 

善であるものに回復される。言い換えれば，あなたがたに回復された善である 

ものを持つことができる。また，あなたがたは悪を行って，あなたがたに回復 

された悪であるものを持つこともできるのである。」（ヒラマン14 ： 31) 

この選択の自由の原則は，刈り入れの律法に似ている。人は何であれ自分の 

まいたものを刈り取るのである（ガラテヤ6 ： 7-8参照）。農民はこの律法に従っ 

て生活している。選んだ種の種類が，収穫する実を決定する。小麦の種子をま 

けば，トウモロコシではなく小麦を刈り取る。植えておいた種の世話をしない 

で，豊かな1|又穫を望むことはできない。 

人生においても，農業と同じように，結果は様々な選択と直接結びついてい 
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る。選択をするときは，その選択の結果を受け入れなければならない。中には 

神の裁きを受けるまで，自分の選択がもたらす総体的な結果に気づかない人も 

いる。しかし，多くの場合，選択の影響はすぐに表れてくる。例えば，わたし 

たち教会員はパプテスマを受け，聖霊の賜物を授かっている。聖霊を伴侶とす 

る恵みを完全に味わうには，復活の日まで待たなければならない。しかし，も 

し聖霊に従わずに罪を犯すことを選ぶならば，そのときから聖霊の導きは生活 

の中から失われてしまう。誤った選択の結果が直ちに表れて，正しい行動をす 

るときにもたらされる聖霊の慰め，理解，愛，導きが，もはや与えられなくな 

るのである。 

青年が知恵の言葉を破った場合，その行為のもたらす結果は何だろうか。（神権の昇進を受 

ける資格がなくなる，御霊が退く，伝道に出る資格がなくなる，人体に有害なものを常用する 

ようになるかもしれない。） 

父親が子供に福音を教えることを怠った場合，どのような結果がもたらされるだろうか。（家 

庭の中の愛が冷える，子供たちが善悪を正しく区別できなくなる，父親は自分の子供を失う， 

子供たちの進歩が遅れる。） 

結果がすぐにもたらされるか，あるいは将来においてもたらされるかにかか 

わらず，選択の自由をどう使うかがわたしたちの生活に影響を与えている。正 

しい選択をするときに受ける祝福は，そのときまたは将来における結果を何ら 

恐れる必要がないということである。これは賛美歌「正しかれ」の主題である。 

賛美歌「正しかれ」を歌う（『福音の原則』p.301参照)。 

わたしたちは自分の選択に責任がある 

ジョセフ• F•スミス大管長はこのように述べている。「神はすべての人に選 

択の自由を与え，神に仕えるか仕えないか……いずれをも選ぶ特権をわたした 

ちに与えてくださった。……しかし神は，わたしたちがこの選択の自由をどの 

ように行使したか，その責任を将来厳格に問われることだろう。力インに言わ 

れたように，わたしたちにも次のように言われることだろう。『正しい事をして 

いるのでしたら，顔をあげたらよいでしょう。もし正しい事をしていないので 

したら，罪が門口に待ち伏せています。』（創世4: 7)」（『福音の教義』p. 47) 

リーハイは息子のヤコブに，選択の自由についてこう説明している。「そのた 

め，人は……すべての人の偉大な仲保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも， 

あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。」（2ニーフ 

アイ2 ： 27) 
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やがてその日が来ると，わたしたちは一人一人神の前に立って裁きを受ける。 

そこで，自分の行った選択と管理の職について報告し，それから神の裁きを受 

ける。その裁きは神の愛と天の律法に基づくもので，正義と憐れみとに満ちて 

いる。アルマは次のように述べている。 

「人々が自分の行いに応じて裁かれること，そして現世での彼らの行いが善く， 

心の望みも善かったならば，彼らが終わりの日に善なるものに回復されること 

は，神の正義にとって必要である。 

また，彼らの行いが悪ければ，それらの行いは災いとして彼らに回復される。」 

(アルマ41：3-4) 

わたしたちは自由に行動できるが，その行動に対して責任を取らなければな 

らない。行動は選択の結果であるから，正しい選択をすることが重要である。 

それには，イエス•キリストと義にかなった僕たちの模範に従うことである。 

例えば，『旧約聖書』に登場するヨセフの生涯から大切な教訓を学ぶことができ 

エジプトに連れ去られたヨセフは，パロの役人で侍衛長であったポテパルに 

仕えることになった。ヨセフは主に従う道を選んだので，主の恵みを受けた。 

ポテパルは，ヨセフのすることがすべて栄えるのを見て，持ち物をすべてヨセ 

フにつかさどらせた。主はヨセフのゆえにポテパルの家を恵まれたので，主の 

恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。 

しかし，この間にポテパルの妻がヨセフに言い寄るようになった。彼女はヨ 

セフを誘惑して姦淫の罪を犯させようとした。 

ヨセフは姦淫に関する神の律法を知っていただろうか。ヨセフはどのような選択ができただ 

ろうか。実際にどのような選択をしただろうか。 

一人の生徒に，創世39 ： 7-12を読ませる。 

この誘惑を受けたときに，ヨセフは自分に大きな信頼を寄せている主人につ 

いて考えたが，さらに大切なことは，主に従うという約束と救い主を心に思い 

浮かべたことである。ヨセフは，終わりの日に神に対して申し開きをすること 

を知っていた。この知識が，ポテパルの妻の誘惑をはねつける力となった。ヨ 

セフは神に従う方を選んだのである。 

ヨセフを誘惑しようとする彼女の試みは，一度はねつけられてもやまなかっ 

た。彼女は毎日言い寄ったが，ヨセフは聞き入れなかった。試みがことごとく 
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失敗に終わって怒ったポテパルの妻は，自分の犯した罪でヨセフを訴えた。そ 

の結果，ヨセフは獄に捕らえられた。 

しかし，「主はヨセフとともに」おられた。ヨセフが主に従ったからである。 

結局，ヨセフは獄から解放されて，エジプト全国のつかさとなった（創世39-

41章参照)。 

誘惑を受けたときに，ヨセフは何を思い浮かべたただろうか。選択の自由を正しく行使する 

うえで，ヨセフの模範はどのように役立つだろうか。 

まとめ 

デビッド• 0•マッケイ大管長は次のように述べている。 

「生命それ自体に次いで，神から人に授けられる 大の賜物は，人生を思うが 

ままに生きる権利である。選ぶ自由は，この世のいかなる財産にも勝る宝であ 

る。それは，人が霊において生得する権利であり，すべての正常な人に与えら 

れる神の賜物である。……人類は，ほかのいかなる生物にも与えられなかった 

特別な賜物を受けている。神が選択の力を与えてくださったのである。創造主 

は人類に対してだけ次のように語られた。『あなたは自分で選ぶことができる。 

それはあなたに任されているからである。』（モーセ3 ：17)神より授けられたこ 

の選択の力なしには，人類の進歩はあり得ないのである。」("Man's Free Agency" 

Improvement Era「人の選択の自由」『インプル一ブメント•エラ』1965年12月号， 

p.1073) 

進歩成長するためには選択の自由が必要である。しかし，その選択の自由は 

正しく行使しなければならない。自分の選択に対する責任を神から問われるか 

らである。わたしたちは賢明な選択をしなければならない。そのためには，日 

日の生活の中で天の御父に従順になれるよう努力することである。また，祈り 

を通して天の御父と交わり，預言者の声に耳を傾け，聖霊の導きを受けるにふ 

さわしく自身を保つことである。 

チヤレンジ 

毎日行う数々の選択について考える。これまでに下した も大切な決断とそ 

の結果について考察する。生活の中で改善したいと思う分野を一つ選び，望ま 

しい結果をもたらす決断を幾つか下す。 

247 



参照聖句 

2 ニーファイ2 ：11(すべての物事には反対のものがある） 

2ニ一ファイ2: 27 (自由と永遠の命を選ぶか，束縛と死を選ぶかは，人間の自 

由である） 

教義と聖約58 ： 26-29 (すべてを命じられることはない） 

教義と聖約101:78 (罪に対する責任） 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.『福音の原則J第4章「選択の自由」を復習する。 

2.—人の生徒に，あらかじめ次の話をする割り当てを与える。「サタンの誘惑に屈すると，選 

択の自由が制限される。次の例がそのことをよく表している。海岸に次のような看板が立って 

いたとする。〔『危険，遊泳禁止J〕これは自由の拘束だと考える人がいるかもしれない。しかし， 

ほんとうにそうだろうか。わたしたちにはまだたくさんの選択の余地が残されている。ほかの 

場所で泳ぐこともできるし，砂浜で貝殻を集めることもできる。夕陽を眺めることもできれば， 

そのまま家に帰ることもできる。また，警告を無視してその場所で泳ぐこともできるのである。 

しかし，〔警告を無視する方を選んで，おぼれてしまったら〕どうであろうか。そこにはもう選 

択の余地はわずかしかない。逃れようともがくか，助けを呼ぶかのどちらかである。しかし， 

十中八九おぼれてしまうことだろう0」（『福音の原則』p. 22) 

3.賛美歌「正しかれ」を歌う準備をする（『福音の原則J p.301参照)。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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安息日を聖く保つ 

目的安息日を聖く保つことを学ぶ。 

導入 

1930年代の合衆国は深刻な不況に見舞われ，大勢の人が失業していた。ソル 

トレーク•シティ一のある神権者は，政府で働く仕事に就いた。給与は標準以 

上であり，確実な又入が約束されていた。ただ一つの問題点は，日曜日も働く 

ように求められたことである。しかし，彼には家族の養育費が必要であった。 

主は日曜日に働くことを善しとされたことはない。彼はそのことを十分承知 

していたが，何とか許しを得ようと主に祈った。しかし彼の場合，そのとき主 

から与えられた答えは，安息日に働くべきではないという気持ちだった。彼は 

この仕事について妻と話し合った。その結果，日曜日に働けないことを上司に 

話すべきであると，二人は感じた。上司にそのことを話すと，辞めてもらうか 

もしれないと警告された。 

もし彼の立場にあったら，どうするだろうか。 

この神権者は日曜日に働くことを断った時点で解雇された。しかし，そのす 

ぐ後で，日曜日に働く必要のない別の仕事を見つけた。 

安息日の神聖さ 

創世の始めに，主は6日間で地球を造られ，7日目に休まれた（創世2 ： 2-3参 

照)。そして，この日を安息日と呼ばれた。主はわたしたちに模範を示し，すべ 

ての仕事を休んで安息日を聖とされたのである。天地が据えられたときから， 

神はその子供たちに，7曰のうちの1日を神にささげるように求めてこられた。 

キリストの時代までは，週の7日目が安息日として守られてきた。しかし，キ 

リストが復活されてからは，週の 初の日が安息日になった（使徒20 ： 7参照）。 

その日は主が復活されたことを記念して（ヨハネ20 ：1参照），「主の日」とも呼ば 

れた（黙示1：10参照）。したがって，キリストは「安息日の主」であられる（マル 

コ2:27-28参照）。それゆえ，主は「わたしの聖日」として安息日を守るように 

命じられたのである（教義と聖約59 ： 9-13参照)。 
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モーセの時代に，主は十戒の中で安息日を守る大切さを強調された。 

出エジプト20 ： 8-11を読む。 

主はイスラエルの民に，安息日は非常に重要であって，この聖日を守ること 

が民の忠実さのしるしになる，と言われた（出エジプト31：12-17参照)。 

このほか多くの聖句の中で主が命じられるままに，人々は安息日を守り，そ 

れはキリストの時代まで続いた。その何世紀もの間に，神の導きを受けていな 

い指導者が多くの制約を設けて，安息日にしてよいことを決めた。例えば次の 

ようなものがあった。安息日に火をおこしてはならない。片手で解くことので 

きる結び目は解いてよい。1マイルまでは歩いてよい。骨折は安息日が終わった 

ら治療してよい。 

このような規則をすべて守ることは非常に難しかったので，イスラエルの民 

は安息日のまことの目的を忘れていった。恵みと喜びの日であった安息日が， 

重荷になったのである。 

今日のある人々は，どのような点で安息日のまことの目的を忘れているだろうか。 

ジョージ•アルバート.スミス大管長は，安息日に対する態度について次の 

ように説明している。「〔主〕は7日のうちの1日を聖別された。これはわたしたち 

に重荷を課するためではなく，生活に喜びをもたらし，家庭を家族が集まる場 

所にして……互いの愛をはぐくむためである。」{ImprovementEra『インプル一 

ブメント•エラ』1949年1月号，p.9) 

安息日はわたしたちの生活にどのような喜びをもたらすだろうか。 

主は，安息日を祝福してこれを聖とすると明らかにしてこられた。この日は， 

あらゆる重荷，心配事，仕事から離れて休む曰である。また，健康，活力，慰 

め，霊的な喜びなど，主から与えられた多くの祝福に感謝する日である。学び， 

祈り，集会に出席して天の御父を礼拝し，聖餐にあずかり，天の御父にさらに 

近づくための日である。 

安息日を聖く保つ 

大管長会は，安息日の活動について以下の指示を与えている。 

「安息日は，単に仕事を休み,軽薄な誘いに乗って気ままに過ごすような日で 

はない。それは『聖なる日』『主の日』であり，礼拝と崇敬の曰である。」（CTmrc/z 

A^wx『チャーチニューズ』1959年7月11日付け，p.3) 
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主は安息日について多くの規則は定めておられないが，安息日を聖く保てる 

ように幾つかの指示をお与えになっている。 

教義と聖約59 ： 9-13を読む。安息日を聖く保つように命じられたのはなぜだろうか。（世の 

汚れに染まらないようにするため。） 

「世の汚れに染まらずに自らを……清く保つ」とあるが，これは何を意味しているだろうか。 

安息日を聖く保つために何をすべきだろうか。（祈りの家へ行く，労苦を解かれて休む，礼拝 

をささげる，供え物と聖式をささげる，罪を告白する，真心を込めて食物を準備する，断食と 

祈りを行う。） 

「礼拝」とは何か。（礼拝とは忠誠，忠実，深い愛情，崇拝を意味する） 

安息日を聖く保つには，礼拝をささげ，善い行いをしてその日を過ごさなけ 

ればならない。これは主の言葉から明らかである。 

「供え物」とは何か。 

供え物とは，主に対する贈り物である。その中には，什分の一や献金などが 

含まれる。安息日はこれらのささげ物を主にささげるにふさわしい日である。 

「真心を込めて」とは，どういう意味だろうか。 

「真心を込めて」とは，心からの目的を一つ持つことである。したがって「食物 

を真心を込めて準備する」とは，主と主の子供たちに対する愛を心に抱いて準備 

をすることである。 

聖典や生ける預言者を通して与えられた指示のほかにも，安息日を聖く保つ 

方法を教えてくれるものがある。救い主の生涯について研究することである。 

例えば，ある安息日にイエスが会堂に入って教えておられると，手の不自由な 

人を御覧になった。律法学者やパリサイ人たちは，この人を癒せば安息日を破 

ることになると確信し，救い主がどうされるかを確かめようと主の周りに集ま 

った。 

イエスは彼らの思いを知って，こう尋ねられた。「安息日に善を行うのと悪を 

行うのと，命を救うのと殺すのと，どちらがよいか。」そして一同を見回して， 

その人に「手を伸ばしなさい」と言われた。その人がそのとおりにすると，その 

手は完全に元どおりになった。（ルカ6 ： 6-10參照） 

ほかの安息日にイエスは次のように言われた。「あなたがたのうちで，自分の 

むすこか牛が井戸に落ち込んだなら，安息日だからといって，すぐに引き上げ 

てやらない者がいるだろうか。」（ルカ14 ： 5)このように，イエスは安息日にもし 

なければならない仕事があることを教えられた。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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「安息日でも働かなければならない人々がいることは確かである。事実，ある 

種の仕事，例えば病人の看護などは必要であり，安息日を聖い日とするのに役 

立つ。しかし，このような仕事に携わるときに考慮しなければならないのが， 

そのときのわたしたちの気持ちである。 

富を増すために安息日に働こうとする人々は，戒めを破っている。必ずしも安 

息日にしなくてもよい仕事で得た金は，不浄な金だからである。」（「安息日—— 

喜びの日」『聖徒の道』1978年7月号，pp.5-6) 

キンボール大管長が指摘するように，日曜日に働かなければならないことも 

ある。しかしその場合，安息日の精神をもってその日を過ごすべきである。安 

息日を聖く保つことは，主に対する愛の表れである。また，神の慈しみに対す 

る感謝を示すことである。安息日に行われる活動に参加するかどうか決める場 

合，それが安息日にふさわしいものであれ，そうでないものであれ，次の3つの 

質問について考えてみるとよい。 

•それは善いことを行うのだろうか。 

•霊的に高められるだろうか。 

•イエスもなされるだろうか。 

「両親がしばしば気づくことは，安息日を子供にとってすばらしい日にすれば， 

自分たちにとってもすばらしい日になることである。〔ある〕若い父親は……次 

のように述べている。『日曜日には，子供たちと一緒に過ごす時間を平日よりも 

多く取ります。土曜日は，いつも家の仕事に追われていますから，……子供た 

ちをかまってやれません。でも，日曜日にわたしは妻と一緒に，子供たちのた 

めに本をたくさん読んだり，たくさん歌を歌ったりします。みんなで家の近所 

を散歩し，子供たちの話に耳を傾けます。……子供たちは普段よりも両親と一 

緒にいられるので，日曜日が大好きです。そして，わたしたち両親も，子供の 

ためにいろいろしてやれるので，日曜日が大好きです。……』 

ある母親は，多くの家族が心がけていることを繰り返して，次のように述べ 

ている。『わたしたち家族は，外部からの何ものにも家庭を乱されないようにし 

ているだけです。日曜日には，何をするにも家族が一緒です。……親戚の家を 

訪問するときは，家族みんなで行きます。子供たちのために特別な〔会〕を開い 

て，年齢に関係なくみんなが楽しめるプログラムを行います。今ではそれが習 

慣になって，子供たちは日曜日に外出しようという友達の誘いを，当たり前のよ 

うに断るようになりました。』」（才一ソン•スコット•カード，"Making Sunday 

the Best Day of the Week" Ensign「日曜日を一週間で一番の日にする」『エンサイ 

ン』1978年1月号，p.9) 
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第28課 

安息日を聖く保っている人はたくさんいる。 

•多くの農家では，働くために与えられた6日間に作物を収穫して販売する。 

主の聖日には 低必要限度の雑用だけを行って，神を礼拝するという戒めを守 

っている。 

•牛を飼っている人々は平日に牛を追い，土曜日の夜になると教会に出席する 

ために作業を終えるか，中断する。 

•繁盛している食堂の主人は，安息日に店を閉めて，教会の活動を管理してい 

參食料品店の主人は，ほかの店が営業していても，安息日には休業する。 

•ガソリンス夕ンドの主人は安息曰に休業するが，平日の6日間働いて利益を上 

げている。 

•デパ一トの経営者は日曜日に店を閉めて，主を礼拝する日にしている。 

參薬局の主人は安息日に営業をせずに，緊急の処方箋だけを扱っている。 

•学生は平日に勉強している。 

•工場の経営者は，安息日には仕事を休みにしている。 

•獵師は平日に狩りをし，漁師は週の6日だけ漁をする。 

•家族同士の集いやピクニックは平日に行う。多くの団体は，日曜日にパ一テ 

ィ一や旅行を行わない。 

これらのことを実行するには，犠牲が必要である。しかし，ほとんどすべて 

の商売，専門職，勉学において，忠実で立派な人々が犠牲を払い，安息日を聖 

く保って主の戒めを守り，大きな喜びを味わっている。 

レビ23 ： 2を読む 

まとめ 

主は，聖なるものを軽んじないように勧告された。主が与えてくださった  

も聖なるものの一つが，主の聖日である。エズラ•タフト.ベンソン長老は次 

のように述べている。「安息日の目的は，霊性を高め，聖約を新たにし，礼拝し， 

休息を取り，祈りをささげることである。また，自身の霊を養い，神の戒めに 

従うことによって世の汚れに染まらないようにすることである。」（"Keeping the 

Sabbath Day Holy" Ensign「安息日を聖く保つ」『エンサイン』1971年5月号，p. 6) 

チヤレンジ 

さらに霊的な安息日を過ごせるように努力する。そのために，家族を集めて， 

安息日の家族の行動について話し合う。安息日を聖く保つために 善の方法を 

探す。安息日にふさわしい行動かどうか決めるときには，以下の3つの質問につ 
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いて考えるように勧める。 

•それは善いことを行うのだろうか。 

•霊的に高められるだろうか。 

•イエスもなされるだろうか。 

参照聖句 

ネへミヤ13:15-21(安息日の売買） 

イザヤ58 ：13-14 (安息日に自分の楽しみを求めない) 

レビ19: 30 (安息日を守るようにという戒め） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.r福音の原則J第24章「安息日」を復習する。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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什分の一とささげ物 

目的什分の一の律法に従って生活し，惜しみなくささげ物をささげるよう 

になる。 

導入 

黒板に「人は神から盗むだろうか」と書く。 

聖典の中には，多くの重要な問いかけがある。例えば，復活後にアメリカ大 

陸に御姿を現されたキリストは，『旧約時代』の預言者マラキを通して語られた 

言葉を繰り返して「人は神から盗むだろうか」と尋ねておられる（3 ニーフアイ24 ： 

8 ；マラキ3 ： 8参照)。 

人は神から盗むことができるのだろうか。3 ニーフアイ24 ： 8を読む。 

什分の一の律法 

什分の一の律法は主から与えられた戒め以上のものである。この戒めに従う 

ことにより，わたしたちは主から受けたあらゆる恵みの一部を主にお返しする。 

また，主の王国の建設を助け，主に対する信仰を表す。 

「正直で完全な什分の一とは何ですか。」わたしたちはこのような質問をよく 

耳にする。什分の一とは全利益の10分の1のことである（教義と聖約119章参照）。 

すなわち，収入の10分の1を納めるのである。収入が金銭以外の家畜や作物であ 

れば，それらの10分の1をささげる（『福音の原則』p.187参照)。 

什分の一は，主の代理人である監督や支部長に納める。監督や支部長はそれ 

らの基金を教会本部に送り，そこで什分の一とほかの献金の記録が保管される。 

1年に1度，各会員は監督または支部長と特別な面接をする。この個人面接で 

は年間に納めた什分の一の記録を見直し，完全に什分の一を納めたかどうか尋 

ねられる。この面接は，「年末面接」と呼ばれている。 

主は什分の一の律法を非常に重要視しておられ，完全に什分の一を納めてい 

る人でなければ，神殿推薦状の発行を許可されない。さらに，神権の昇進を受 

けようとする兄弟にも，完全に什分の一を納めるよう求めておられる。 

十二使徒定員会の会員であったマシュー.カウリー長老は，ニュージーラン 

ドのへんぴな村に住むマオリ人の姉妹について語っている。その姉妹は什分の 
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一のまことの精神を身に付けている女性だった。 

「さて，わたしはあるとき，その近隣を訪ねるときはいつもしているように， 

この小柄で気品のある婦人を訪ねた。年は80を越え，目が見えなかった。彼女 

は教会の支部がない所に住んでいて，宣教師が訪問する以外に神権者と会うこ 

とはなかった。…… 

裏庭に回ると彼女がたき火のそばに立っていた。わたしが手を差し出して握 

手をし，〔マオリ式のあいさつで〕鼻をすりつけようとすると，彼女は言った。 

『わたしと握手をしないでください。』…… 

それから彼女は四つんばいになり，小さな家の方に這って行った。そして家 

の角に置いてあったくわを手にすると，今度は距離を測りながら別の方向に這 

って行った。目当ての場所にたどり着くと，彼女は手にしたくわで土を掘り始 

めた。……とうとう何か固いものにぶつかる音がした。彼女は果物つぼを取り 

出した。彼女は果物つぼを開けると，中に手を入れて何かを取り出し，わたし 

に渡した。それはニュージーランド貨幣であった。アメリカ貨幣に換算すれば， 

おおよそ100ドルに相当しただろう。 

彼女は言った。『これはわたしの什分の一です。さあ，これで神の神権者と握 

手することができます。』 

『あなたはこんなに多くの什分の一を納める必要はないでしょう。』 

『ええ，そのことは分かっています。今，それを納める義務はありませんが， 

前もって幾らかでも収めておきたいのです。神の神権者がこちらにまたいつ回 

って来られるのか分かりませんので。』 

わたしは体をかがめ，額と鼻を彼女の額と鼻に押しつけた。わたしのあふれ 

る涙が彼女の頰をぬらした。」((：洲介/̂ /̂？卬奶『大会報告』1948年10月，pp. 159-

160) 

什分の一を納めることにより，主に対する愛をどのように表せるだろうか。また，信仰をど 

のように表せるだろう力、。 

ささげ物 

わたしたちは什分の一のほかにも献金を納めて，主の王国の建設を助けるこ 

とができる。これらの献金はささげ物と呼ばれる。 

監督，支部長，またはグループリーダーは，献金を納める特権について会員 

に説明する。そして，断食献金を納めるべき時期や，宣教師基金やその他の献 

金が必要とされている時期についても知らせてくれる。 

ボイド• K •パッカー長老は，什分の一と断食献金を納めることの大切さに 

ついて，次のような話をしている。 
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数年前，二人の宣教師がすばらしい家族を教えていることを支部長に報告し 

た。すでにその家族はパプテスマを受けたいという希望を述べていた力《，突然 

その気持ちを失ってしまった。什分の一についてのレッスンを受けてから，父 

親はそれ以後の宣教師との集会を全部取り消してしまったのである。 

パッカー長老はこう述べている。「数日後，支部長は長老たちに話して，その 

家族を今度訪問するときに自分も同行させてくれるように頼んだ。 

『教会に入らないことになさったそうですね。』支部長は父親に話しかけた。 

『そのとおりです。』 

『長老たちから，あなたが什分の一のことで迷っていらっしゃると聞きました。』 

『ええ，そうなんです。それまで宣教師は什分の一について何もおっしゃいま 

せんでした。それでそのことを知ったときにわたしはこう言いました。「什分の 

一なんてあまりにも多くを要求しすぎます。わたしたちの教会では今まで一度 

だってそのようなことを求められたことはありません。あまりにも多すぎます。 

ですから，教会には入りません。」』 

『断食献金についてはお聞きになりましたか。』支部長は尋ねた。 

『いいえ。それは何ですか。』 

『わたしたちの教会では毎月2食，食事を断ってその食費に相当する金額を貧 

しい人のために差し出すのです。』 

『そういうことについて宣教師は教えてくださいませんでした。』 

『では，建築資金についてはお話ししたでしょうか。』 

『いいえ。それは何ですか。』 

『教会ではみんなで助け合って礼拝堂を建てます。ですから，もしあなたも教 

会にお入りになっていれば，金銭，労働両方の面でそれに參加したいと思われ 

るでしょう。ついでながら申し上げますと，今わたしたちは新しい礼拝堂を建 

築中なんですよ。』 

『初めて伺いました。宣教師はお話しになりませんでしたよ。』 

『福祉プログラムについては説明したでしょうか。』 

『いいえ。どういうことですか，それは。』 

『そうですね。わたしたちは助け合う必要があると考えています。もしだれか 

経済的に苦しい人や病気の人，失業している人，困っている人がいれば，わた 

したちはいつでも援助の手を差し伸べることができるのです。教会にお入りに 

なれば，あなたにも援助していただくことになると思いますが。 

また，わたしたちの教会には専門の聖職者がいないことについてはお話しし 

たでしょうか。わたしたちは皆，それぞれの時間と才能と金銭を使い，あちこ 

ち飛び回り，すべてをささげて奉仕します。しかしそれに対して金銭的な報酬 
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は一切受けないのです。』 

『そんなこと，何も話してはくださいませんでした。』父親は言った。 

『什分の一のようなほんの小さなことで心が変わるようであれば，明らかにあ 

なたはまだこの教会にお入りになる準備ができていません。あなたの判断は正 

しかったと思います。まだお入りにならない方がよいでしょう。』 

支部長は宣教師とともにその父親のもとを辞したが，後から一つのことを思 

いつき，すぐさま引き返して言った。 

『あなたは人々がなぜこういったことを皆喜んで行うのか不思議に思われたこ 

とはありませんか。わたしはこれまで什分の一の請求書を受け取ったことは一 

度もありません。だれかが呼びかけて集めるものでもありません。でもわたし 

たちは什分の一を納めるのです。それにそのほかのものも全部。そうすること 

は大きな特権であると考えているのです。 

その理由がお分かりになれば，あなたは……高価な真珠をお買いになること 

でしよう。……』 

『しかし』支部長は言った。『それはあなたがお決めになることです。わたしは 

ただ，あなたがそのことについて祈ってみてくださればと思います。』 

数日後，その人は支部長の家を訪れた。……彼は家族のパプテスマの日を決 

めに来たのだった。」（「多く与えられる者からは多く求められる」『エンサイン』 

1974年11月号，p. 88) 

この父親に教会に加わりたいという気持ちを起こさせたものは何だろうか。この話の中に出 

てきたささげ物を黒板に書き出す。（断食献金，建築資金，福祉基金） 

このほか宣教師基金やワード/支部の管理運當基金に献金することもできる。 

管理運営基金は，教会堂の維持，ワードZ支部の社交活動の装飾や食事の準備， 

教材や賛美歌集の購入などに使用される。 

黒板に「宣教師基金」と「管理運當基金」を書き加える。 

什分の一と献金の用途 

教会にささげられた什分の一と断食献金は，主の業のために使われる。これ 

らの献金は主の定められた方法により神権指導者が運用し，兄弟姉妹が天の御 

父のもとに帰るのを助けるために使われる。 

主の業を遂行するために，なぜ金銭が必要なのだろうか。 

什分の一と献金は，以下のような目的に使われる。 

1.伝道プログラムを援助する。 
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2.礼拝堂，神殿，そのほか建物の建設と維持。 

3.教会の学校，セミナリー，インステイテュートにおける若人の教育 

4.テキスト類の印刷と配付 

5.系図活動と死者のための業 

6.自活できない困窮者への援助 

7.総大会の開催費 

什分の一とささげ物を納める人への祝福 

什分の一とささげ物を主に納めることは，なぜ特権なのだろうか。 

什分の一やささげ物を納めるときは，喜んで納めなければならない。聖典に 

は次のように記されている。「各自は惜しむ心からでなく，また，しいられてで 

もなく，自ら心で決めたとおりにすべきである。神は喜んで施す人を愛して下 

さるのである。」（2コリント9 ： 7)もし，惜しみながらするならば，「ささげ物を 

しなかったと同じように見なされる。」（モロナイ7 ： 8) 

マリオン• G . ロムニー副管長の経験は，この聖句を理解するうえで役立つ 

ものである。 

「25年ほど前に，ロムニー 姉妹とわたしは集会所の建設が始まったばかりのワ 

一ドに移転しました。そこで，監督からわたしに期待される献金額を聞いて， 

わたしはかなり動揺しました。わたしが考えていた額の少なくとも2倍はあった 

からです。……しかし，わたしはこう言いました。『分かりました，監督。お引 

き受けします。でも，それだけのお金がないので，分割して少しずつ納めるこ 

とになりますが。』こうしてわたしは建築基金を納め始めました。何度か納める 

うちにそれが習慣となり，やがて納めるのも3回を残すのみになりました。そん 

なある日，『モルモン書』から次の聖句を読みました。『ささげ物をしても，惜し 

みながらする〔ならば〕ささげ物をしなかったと同じように見なされる。したが 

って，神の御前で悪と見なされる。』（モロナイ7 ： 8) 

すでに1,000ドルを納めていたわたしは，この聖句にがく然としました。わたし 

は約束した額の残りを続けて納め，それから，わたしが正しい態度で献金してき 

たことを主に知っていただくために，さらに余分に納めました。」(Relief Society 

Magazine『扶助協会誌』1968年2月号，pp. 84 - 85) 

什分の一とささげ物を喜んでささげる人を祝福すると，主は約束してくださ 

っている。 

3 ニ一フアイ24 ：10—12を読む。 
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什分の一を納める者に主は何を約束しておられるだろうか。 

ジョセフ• F •スミス大管長は，什分の一を納めることによりもたらされる 

祝福について，次のように語っている。 

「わたしは子供のころに起こったある出来事をはっきりと覚えている。わたし 

の母は未亡人であったが，大勢の家族を養っていた。ある春のこと，じゃがい 

もを貯蔵していたむろを開けると，母はわたしたち兄弟に 良のじゃがいもを 

一荷取り出すように言った。そしてそれを，什分の一管理事務所へ持って行っ 

た。この季節にはじゃがいもはほとんど出回っていなかった。当時わたしはま 

だ小さかったが，その荷車を引いて行った。わたしたちが什分の一管理事務所 

の階段の所で荷車からじゃがいもを降ろそうとしていると，一人の事務員が出 

て来て母に言った。『スミス夫人，あなたが什分の一を納めなければならないな 

んてあんまりだ。』……彼は，母が什分の一を納めようとしていることをしかっ 

て，母に賢明でないし分別もないと言った。そのうえ，もっと強くて働くこと 

のできる人が何人も什分の一管理事務所から援助を受けていると言った。する 

と母は彼に向かってきっぱりと言った。『とんでもないことです。あなたはわた 

しから祝福を取り上げようとなさるのですか。什分の一を納めなければ主はわ 

たしに祝福を下さいませんわ。わたしが什分の一を納めるのは，それが神の律 

法だからというだけではないんです。そうすることによって祝福が得られるか 

らです。什分の一やそのほかの律法を守れば，必要なものに恵まれ，家族を養 

っていけると信じているのです。』……母は神の律法に従ったので栄えた。母は 

家族を支えるために，豊かに恵まれた。わたしたちは，ほかの多くの人ほど物 

資に窮することはなかった。……この未亡人は神の宮の特権を受ける資格があ 

った。彼女は神の律法に従順であっ〔たからである。〕」（『福音の教義』pp.221— 

222) 

スミス姉妹が息子たちに 良のじゃがいもを什分の一として納めさせたのはなぜだろうか。 

この経験は息子たちが什分の一の重要性を理解するうえでどのように役立っただろうか。 

什分の一を納めることにより，スミス姉妹はどのような祝福を受けただろうか。 

ある教会指導者は，什分の一とささげ物を納めることにより得られる祝福に 

ついて次のように語っている。 

「主は必ず約束を守られる。主はまことに，忠実で主の戒めに従う者に天の窓 

を開き，恵みを注いでくださるのである。……祝福は金銭的なものかもしれな 

いし，一時的なものかもしれない。また霊感あふれる経験，力や平和，慰めが 

もたらされることによって気づくこともあろう。」（ヘンリー• D •テーラー「わ 

たしは恵みをあなたがたに注ぐ」『聖徒の道』1974年12月号，p.573) 
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まとめ 

什分の一の律法とささげ物を納めるという戒めは，主から与えられたもので 

ある。これらの戒めを守ることにより，わたしたちは神の王国を建設する。ま 

た，この地上に住む多くの人々に幸福をもたらし，すでに亡くなった人々が福 

音の祝福を受けられるように助けるのである。 

これらの戒めに従うことは，天の御父や御子イエス•キリストに対する愛と， 

兄弟姉妹に対する愛を表すことである。また，神を信じる信仰を表すことでも 

ある。わたしたちはその報いとして，納めた金銭よりもはるかに価値ある物質 

的，霊的な祝福を受ける。 

チヤレンジ 

1.まだ納めていない人は，什分の一を正直に納めて年末面接を受ける決意をす 

2.教会への献金状況について注意深く考察する。さらに献金できると感じたら， 

そのようにする。主の業を推進するために，できる限りのことをすべて行う決 

意をする。 

3.什分の一とささげ物を納めることによりもたらされる祝福について，家族に 

教える。また家族がこれらの戒めに従えるように助ける。 

参照聖句 

創世14:19-20 (什分の一を納めたアブラハム） 

歴代下31:5-6 (什分の一を納めたイスラエルの民） 

ネへミヤ10 ： 37-38 (什分の一を納めたイスラエルの子孫） 

アルマ13:13-16 (什分の一を納めたアブラハム） 

教義と聖約64: 23 (什分の一を納めるならば，焼かれない） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.黒板に「人は神から盗むだろうか」と書く。 

2.『福音の原則J第32章「什分の一とささげ物」を復習する。 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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正 直 ^ b o 1 ptn 

目的正直であることの重要性を学ぶ。 

導入 

ハワード• W •ハンター長老は，大切な教訓を得た青年について記している。 

「わたしの知っているある青年は，……混雑した道路を運転していたが，違反す 

るのは当たり前だと考えていた。そして，軽い違反で捕まることが何度かあっ 

た。ある日わたしは，警察からの電話で，彼が交通違反で留置されているとい 

う知らせを受けた。スピード違反を犯していたのであった。……彼はそのよう 

なことをすれば伝道に行けなくなると言われて，これまでの行いを改めた。そ 

して，19歳のときに伝道の召しを受けた。 

その後，帰還した彼と話したことは，決して忘れることができない。彼は， 

わずかな違反は気に留める必要がないという誤った考えが引き起こした問題に 

ついて，伝道中何度も考えたそうである。やがて，彼の生活に大きな変化が訪 

れた。神の律法であれ，社会の定める法律であれ，それを犯すならば，幸福も 

喜びも得られないと悟ったのである。…… 

わたしはこの青年が伝道中に道徳的な原則を学び，偉大な変革を遂げたこと 

に強い印象を受けた。このように厳しい過程を経て教訓を学ばなければならな 

かったことは残念であるが，違反を犯しながらその行動に良い気持ちを感じる者 

はいないと悟ったときに，どれほど大きな祝福がもたらされたことだろうか。」 

("Basic Concepts of Honesty” A^w Era「正直の基本的な概念」『ニューエラ』1978 

年2月号，pp. 4 - 5) 

国の法律を破ることは，不正直な行いだろうか。それはなぜか。 

黒板に「わたしたちは，正直であるべきことを信じる」と書く。 

ジョセフ•スミスにより記された信仰箇条の中に，次のような一節がある。 

「わたしたちは，正直，真実……徳高くあるべきこと，またすベての人に善を 

行うべきことを信じる。」（信仰箇条1：13)このほか多くの聖句の中で，日常生 

活や人との交わりにおいて正直であるように戒められている。 

正直であるとは，どういう意味だろうか。 
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正直とは，正しいと知っていることを行うことである。すなわち，誠実であ 

ることである。約束をしたら，それを守り，負債を負ったら，それを返済する。 

正直とは，真実を語り，正しい行いをすることである。うそをつかず，盗みを 

せず，国の法律を破らない。また，あらゆる面で人を欺くことをしない。 

正直の重要性 

イェス•キリストの福音に従って生活するには，正直を欠くことができない。 

真理を知りながらそれに従って生活しない人は，神と自分自身に正直でないの 

である。自分自身に正直であるとは，心に義にかなうと感じるままに行動する 

ことであり，神に正直であるとは，神と交わした聖約を守ることである。また， 

聖霊を伴侶とするには，正直でなければならない。 

神と自分自身に正直であることは，周囲の人々に対しても正直に振る舞うこ 

とを意味している。そのようにするならば，主の御霊が注がれて，わたしたち 

は交際する人々から信頼と栄誉と忠節とを博するのである。ほかの人に正直で 

なければ，奉仕することも，召しを尊んで大いなるものとすることもできない。 

以下の状況においてどのように行動するか考える。それぞれ特殊な状況であるが，実際に起 

こり得るかもしれない。 

事例1 

0•レスリー•ストーン長老は，自分の体験を振り返って次のように述べて 

いる。 

「 近，わたしはストーン姉妹と，孫のアダムと一緒に，カリフォルニアへ 

行きました。お昼ごろ，昼食を取ろうと，ある店に立ち寄りました。ウェイト 

レスが勘定書きを持って来ました力《，わたしはそれにあまり注意しませんでし 

た。しかし，お釣りをもらった後で，サンドイッチを3つ注文したのに，2つ分 

しか請求されなかったことに気づきました。」 

正直に振る舞うには，どうすればよいだろうか。もしあなたが同じ立場にいたら，子供たち 

に正直についてどのように教えるだろうか。 

ストーン長老はこう続けている。「一日の終わりに，そのウェイトレスは〔お 

金の〕不足に気づくに違いありません。そのときわたしは，父がどのようにして 

正直を教えてくれたかを，ふと思い出しました。そして，これはアダムに正直 

を教えるのに，ちょうど良い機会だと思いました。わたしたちは腰かけてその 

ことを説明しました。わたしはアダムに，困ったねと言いました。 

『このお釣りを，このままもらっておいても，だれも気がつかないだろう。 
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でも，サンドイッチ一つ，余計にもらっていますよって，お姉さんに言ってあ 

げることもできるんだ。自分のものではないお金をもらってしまえば，「盗んで 

はならない」という戒めを破ることになると考えれば，どうするかを考えるのは 

簡単だ。自分が正直ではないと思いながら生活するのでは，天のお父様もお喜 

びにならないし，わたしたちも不幸だと思うよ。』 

アダムとわたしは，カウン夕一の少女のところへ行って，請求が少なかった 

ことと，もう1ドル払わなければならないことを，説明しました。すると少女は， 

ぱっと赤くなって，一瞬まごついてしまいましたが，間違いを教えてくれたこ 

とを，わたしたちに感謝しました。わたしたちは良い気持ちで，旅行を続けま 

した。きっと天のお父様も，わたしたちのしたことを喜んでくださったと思い 

ます。」（「正直でありなさい」『聖徒の道』1975年8月号，pp.358-359) 

事例2 

ゴードン• B •ヒンクレー長老は，次のような経験をした。 

「 近，新幹線で大阪から名古屋に向かったときのことです。名古屋駅にはわ 

たしたちを歓迎する人々が大勢いて，興奮したわたしの妻は，列車の中に財布 

を忘れてしまいました。」 

もしあなたがヒンクレー姉妹の財布を見つけたら，どうするだろうか。 

ヒンクレー長老は，大多数の人は正直であると信じていたので，「東京駅に連 

絡してみました。およそ3時間後に列車は東京駅に着き，駅員が財布を見つけた 

という知らせが届きました。わたしたちは東京に寄らずに帰国したので，財布 

はそれから1か月以上たってから，ソルトレーク•シティ一に送られてきました。財 

布の中身は，列車に忘れたときのままでしたJ ("An Honest Man - God's Noblest 

Work"「正直な人:神の も高潔な業」『ニューエラ』1976年10月号，p.47) 

人の所有物を見つけたときに，主はわたしたちにどうするように期待しておられるだろうか。 

主は次のように言われた。「あなたは隣人の失ったものを見つける場合，熱心 

に捜して，それを再び彼に渡すようにしなければならない。」（教義と聖約136: 

26)主は完全な正直を求めておられる。主にとっては，完全な正直でなければ， 

それは不正直である。ある程度の正直というものは，存在しない。 

正直とそうでないものを見分けるには，どうすればよいだろうか。 

一人の生徒に，モロナイ7 ：16-17を読ませる。 

善の源となる御方はどなただろうか。悪の源となるのはだれだろうか。不正直な行為はど 

のような結果をもたらすだろうか。（悪，キリストを信じない，キリストを拒む，神に仕えない0) 
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正直な行為はどのような結果をもたらすだろうか。（善，キリストを信じる，神に仕える。） 

以下の事例について話し合う。そのような状況に遭遇したら，完全に正直な行動をとるこ 

とを，生徒に決意させる。 

1.父は交通違反を犯したことのない模範的な運転手である。いつも慎重に運転 

し，交通規則に従うよう努めている。 

2.仕事中に，ジョンは会社の切手を使って病気の母に手紙を出した（教義と聖 

約42 ： 54参照)。 

3.ジャックとレオは無二の親友で，何でも喜んで貸したり借りたりしていたが， 

借りたものは即座に返却した（モーサヤ4 ： 28 ；教義と聖約136 ： 25参照)。 

4.マイク•ブラウンは仕事熱心で，自分の仕事に誇りを持っている。彼は仕事 

場から持ち返った材料を使って，余暇に小さな物置きを建てている。 

家庭における正直 

ほとんどの人は，正直について教えを受ける必要がある。つまり，神権者は， 

自ら正直であるように努めるだけでなく，子供たちにそれを教えなければなら 

ない。N •エルドン•タナー副管長は，次のように述べている。「この正直の訓 

練は家庭から始まる。わたしたちにはそれぞれ個人の所有物がある。これは所 

有者の同意がなければ持ち出せないものである。家庭でこのような原則を学ん 

でいる子供は，家庭外でもこの原則に従おうとする。他方，このような訓練の 

欠けている場合は，他人の権利や所有物を軽視する気持ちを増長させることに 

なる。」（「適切な推薦を受けるにふさわしく」『聖徒の道』1978年10月号，p.66) 

家庭内で正直について教え，正直な行動を促すにはどうすればよいだろうか。 

ブリガム•ヤングは次のように述べている。「正直でありなさい。末日聖徒で 

あると公言しながら，不正を働く者は災いである。正直な思いが，正直な行動 

を生み出すのである。」（スペンサー• W •キンボールによる引用，Faith Precedes 

the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』p. 234) 

神権の聖任や昇進，神殿推薦状の発行などを受ける場合，面接においてわた 

したちのふさわしさを吟味するために幾つかの質問がされる。これらの面接は， 

神権指導者の質問に正直に答え，自分の罪を告白する機会となる。わたしたち 

が正直であるならば（まことの悔い改めに正直は不可欠である），罪の赦しを得 

て，神権にかかわる力を授かるであろう。神殿推薦状の発行を受けるための面 

接では，正直に生活しているかを問う質問がある。 

ベネズエラのカラカスに住む教会員，ルーベン•ダリオ.パチェオ会長の経 

験は，わたしたちに期待される正直を物語るものである。 
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パチェオ会長は家族とともに神殿に行きたいと思い，多くの犠牲と霊的な準 

備を積み重ねた末に，長旅に必要な費用を蓄えた。パチュオ会長は娘を銀行に 

やって，500ドル引き出させた。「わたしの妻は封筒を受け取ると，中身を数え 

ずにしまってしまいました。出発の前夜，わたしはその封筒を渡されましたが， 

封筒が異常に重いことに気づきました。お金を数えてみると，4,065ドルもあり 

ました。わたしは仰天しました。……銀行の通帳には，500ドルの払い戻しと記 

載されていました。つまり，銀行員が誤って，3，500ドルもの大金を余計に渡し 

てしまったのです。 

その夜，教会外の友人が数人わたしの家を訪れていましたが，彼らはそのお 

金で合衆国での旅を楽しむように勧めました。実のところ，わたしはこれほど 

の大金を見たことがありませんでした。しかし，わたしは力を込めて言いまし 

た。『このお金はわたしたちのものではないから，使うことはできない。神殿旅 

行の目的は，主と聖約を交わすことだ。もしわたしたちが不正を働いたら，そ 

の聖約にどれほどの意味があるだろうか。』 

わたしたちは銀行にお金を返しました。銀行では基金を紛失したことには気 

づいていましたが，だれかに支払ったという記録はまったくありませんでした。 

数人の銀行員が尋ねました。『なぜ返しに来られたのですか。だれもあなたが持 

っていることを知らなかったのに。』わたしの答えはただ一つでした。『わたしは 

末日聖徒だからです。』」（マリオ• G •エチェべリーによる引用，’’Venezuela" 

Ensign「ベネズエラ」『エンサイン』1977年2月号，p.30) 

パチェオ家族はその言葉と行いにより，正直であることをどのように表しただろうか。彼ら 

が正直であることは，だれの目に映っただろうか。この経験をした家族は，神殿で結び固めら 

れたときに，どのような気持ちがしただろうか。 

神権者たちに， 近経験した正直の模範的な行為について話してもらう。 

正直の報い 

主に対し，人に対し，また_分自身に対して正直であるには，一生懸命に努 

力する必要がある。しかし，そうするときに受ける報いは，その努力に十分値 

するものである。例えば，自己鍛練ができるようになる。これは，生活のあら 

ゆる面でわたしたちを成功へと導く特質である。そのほか，正直によりもたら 

される報いには，以下のものがある。 

信頼される 

誠実で正直であれば，人から信頼されるようになる。そして，多くの人々が 

わたしたちに頼り，導きと援助を求めて来るようになる。スペンサー-W•キ 

ンボール大管長は，そのような人について語っている。 
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「メキシコ•シティ一を訪れたときに，わたしはステーク会長の一人から新た 

に召された監督の聖任を依頼された。わたしは喜んで引き受けた。ステーク会 

長はその新任の監督を伴ってわたしたちの部屋を訪れ，しばらく会話を交わし 

て親しくなった。わたしの記憶によれば，小柄ではあるが印象的なその男性は， 

アズテクインデイアンの純粋な血を引いていると紹介された。インデイアンに 

いつも深い関心を寄せていたわたしは，このことだけでも大きな喜びを感じた。 

わたしは彼について，また彼の家族や職業について尋ねた。この新しく召さ 

れた監督は，比較的大きな会社に務めており，雇い主から会計の責任を任され 

ていた。雇い主が長期のヨーロッパ旅行に夫婦で出かけることにしたとき，彼 

は呼び出されて会社の全責任を任された。銀行の口座をすべて委任できるただ 

一人の従業員として，信頼されていたのである。 

この青年の頭に手を置いたとき，わたしは彼を誇りに思う気持ちで胸がいっ 

ぱいになり，彼のように人から信頼され，信用と愛情を奮い起こす人々がいる 

ことを，主に感謝した。」（1972年メキシコシティー地域大会報告，p.32) 

友人，仲間，雇用主から信頼されることには，どのような価値があるだろうか。主から信頼 

されることには，どのような価値があるだろうか。 

わたしたちが正直であれば，主や同胞から信頼を受けるようになる。次の話 

はジェイコブ•ハンプリンの息子が語ったものである。 

「ある日わたしは父の使いで，ナバホインディアンの老酋長のところへ馬を 

連れて取り引きに行った。わたしはまだ小さかったが，馬の背に揺られながら， 

交換する馬を引いて行った。老酋長は家から出て来て，わたしを馬から降ろし 

てくれた。わたしは，馬と毛布を交換したいという父の言葉を伝えた。酋長は 

きれいな毛布をたくさん取り出してきた。ところ力
《
，必ず良い取り引きをする 

ようにと父から言われたことを思い出し，わたしはもっと欲しいと言った。す 

ると酋長は，ノ《ッファローのローブを2枚と，かなり多くの毛布をさらに取り出 

した。わたしは有利な取り引きができたと思い，品物をわたしの馬に積んで家 

に向かった。わたしが品物を父に見せると，父は包みをほどいて丹念に調べ， 

それから品物を分け始めた。そして何枚かの毛布を重ねて丸めると，わたしに 

向かって，これを馬に積んで返しに行き，品物が多すぎたと酋長に伝えるよう 

に言った。わたしが返しに行くと，酋長はその毛布を受け取り，ほほえみなが 

らこう言った。『わたしはおまえさんが戻って来ることを知っておった。ジェイ 

コブはあんなに多くの品物を受け取ったりはせんからな。ジェイコブはおまえ 

さんの父親であるように，わたしらの父親でもあるんだ。』」（リロイ• C •スノ 

一の話，プレストン•ニブレー，Inspirational Talks for Youth『青少年のための霊 
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感あふれる話』P.101) 

神に喜ばれる 

わたしたちが不正を行うと，神は悲しまれる。特に神権を持つ兄弟が不正を 

働くときに，神は深い悲しみを覚えられる。どうして不正直な男性が，公正で 

愛にあふれたまことの神を代表することができるだろうか。 

ハワード• W •ハンター長老は，正直がいかに神に喜ばれ，個人に喜びをも 

たらすか述べている。「正直な人にもたらされる喜びがある。それがどのように 

もたらされるかお話ししよう。正直であるならば，主と親しく交わり，聖霊の 

御霊を受けることができる。正直の律法に違背するならば，これらの偉大な祝 

福は取り去られる。偽りを語り人を欺く者が……主と親しく交わり，聖霊の御 

霊を受けられるなどと，信じることができるだろうか。」(「正直の基本的な概念」 

『ニューエラ』1978年2月号，P.5) 

自分に対して良い気持ちを感じる 

正直な人は，自分自身に対して良い気持ちを感じる。 

正直は自尊心をどのように高めるだろうか。 

正直な人は自尊心を持っている。何の後ろめたさもなく，まっすぐに相手の 

目を見ることができる。ところが不正直な人は，しよげたり，恥じ入ったり， 

時には恐れたりすることもある。また，不正直な行為が人に知られないという 

ことは決してない。ハワード• w •ハンター長老はこう述べている。「不正直な 

行為を犯したときに，自分一人しかいなかったと思っているのだろうか。試験 

でカンニングをしたときに，たとえ教室内には自分一人しかいなかったとして 

も，だれも見ていなかったと思っているのだろうか。」（同上） 

人々に良い影響を与える 

正直は，家族をはじめ周囲の人々に良い影響を与える。スペンサー•キ 

ンボール大管長は，模範が人々に影響を与えた例について話している。 

「ニューヨークからボルチモアに向かう列車の食堂車で，わたしたちは一人 

のビジネスマンと一緒になり，会話を交わした。 

『〔ユタ州の〕ソルトレーク•シティ一にいらしたことがありますか。夕バナク 

ル合唱団についてお聞きになったことがありますか。』このような質問から自然 

に黄金の質問へと入っていった。『この教会についてどの程度御存じですか。教 
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会の教義や儀式，教会員についてはいかがですか。』 

『教会についてはほとんど知りません。しかし，お宅の教会員を一人知ってい 

ます。』彼はニューヨークで〔家を建てる〕仕事をしていた。『わたしのところで下 

請けをしている男がいますが，実に正直で誠実なのです。わたしは彼に仕事の 

催促をしたことがありません。尊敬に値する人間ですね。もし末日聖徒がみん 

な彼のような人であるなら，そのような立派な人物を生み出す教会について知 

りたいと思います。』わたしたちはパンフレツトを渡し，後にニューヨークの宣 

教師をその人のもとへ派遣した。」（1972年メキシコシティ一地域大会報告，p. 30) 

まとめ 

わたしたちは正直であるように主から戒められている。したがって正直な行 

為と不正直な行為とを識別しなければならない。家庭や教会，隣人との交際に 

おいて，正直な思いと，言葉と，行動とを習慣にするのである。また，子供た 

ちにも正直について教える必要がある。これらのことを実践すれば，明らかな 

良心と心の平安，g尊心などが得られ，聖霊を伴侶とすることができる。 

モーサヤ4 ： 30を読む。 __ 

ベニヤミン王は何をするように警告しているだろうか。 

もし御霊を感じるならば，正直の原則について証を述べる。 

チヤレンジ 

1.1週間，自分の思いと言葉と行動を評価して，正直であれという戒めに従って 

いるかどうか吟味する。生活の中に不正直な面があれば，それを克服するため 

に主の助けを祈り求める。 

2. X M ：子供たちにこの義の原則を教える方法について妻と相談する。 

3.青少年：両親や教会指導者に対し正直に振る舞うことを.今決意する。神の 

律法と国の法律に従うことを決心する。 

参照聖句 

出エジプト20 ：15-16 (盗むな，偽証するなという戒め） 

アルマ27: 27 (アンモンの民は何事にもまったく正しく正直だった） 

3 ニーファイ1：22 (サタンは信仰を滅ぼすために偽りを広める） 

教義と聖約42 ： 20-21(盗む者と偽りを言う者に対する罰） 

教義と聖約51：9 (すべての人が正直に振る舞いなさい） 

教義と聖約97: 8 (主は正直な人を受け入れてくださる） 

教義と聖約98:10 (正直な人々と賢明な人々を熱心に捜し求めよ） 
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教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.r福音の原則J第3i章「正直」を復習する。 

2.何人かの神権者に， 近経験した正直な行動について話す割り当てを与える 

3.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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清い思い 第32課 

目的清い思いを持つという決意を強める。 

導入 

スペンサー•w•キンボール大管長は，清い思いと義にかなった生活がいか 

に人に影響を与えるかについて，次のような話をした。 

「ジョージ卿は良くない生活を送っていた。不正直で，酔っ払いで，賭博に明 

け暮れ，彼の顔はそれまでの生き方を如実に反映していた。それはひどく醜い 

顔であった。 

ある日彼は田舎の純朴な少女に恋をして，結婚を申し込んだ。ジヱニー •ミ 

アは，見苦しく醜い顔の人とは決して結婚できない，わたしはほんとうの愛の 

かがみである聖人のような顔の人と結婚したい，と言った。 

ジョージ卿は生活を改める決心をした。しかしそれでもジェニ一•ミアは結 

婚してくれないと分かっていた。そこでジョージ卿はろう面作りの専門家のと 

ころへ行った。この男は面を選び，火で熱してジョージ卿の顔に据えた。そこ 

でジョ一ジ卿が鏡をのぞき込むと，愛に富んだ聖人のような顔が映っていた。 

彼の容貌は一変し，そのおかげで間もなくジェニー•ミアと結婚することがで 

きた。 

彼らは田舎に小さな庭付きの小屋を買った。彼の生活は180度転換した。自然 

や周囲の世界に興味を持つようになり，親切で愛にあふれた人物になった。 

彼はただ新しい生活を始めることにのみ満足しないで，全力で過去の償いを 

しようとした。自分が詐欺によって得た利益を全額返還した。そして毎日人格 

に磨きをかけ，美しい思いを加えていった。 

ところが偶然，古い友人が彼の正体を知った。そこで彼の庭先を訪れ，昔の 

悪い生活に戻るよう誘いかけた。彼が断ると仲間は彼を襲い，面をはぎ取って 

しまった。 

彼は顔を覆った。すべてが終わったのだ。新しい人生も，結婚も。彼が足も 

とに面を落として顔を伏したまま立ち尽くしていると，妻が庭を一目散に走っ 

て来て彼の前に身を投げ，取りすがった。見上げた彼女の目に映ったのは一体 

何だっただろうか。そう，しわの一本一本から，特徴ある細かな点に至るまで， 

あの面とそつくりの顔だった。彼の顔は聖人の顔になっていたのだ。」 
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この物語を話し終えてから，キンボール大管長はこのように言った。「人の営 

む生活が，また心に抱く思いが顔に刻まれることは，疑いのないところである。」 

("To Bear the Priesthood Worthily" Ensign「ふさわしい神権者になろう」『エンサ 

イン』1975年5月号，pp.80-81より翻案） 

行動に先立つ思い 

思いは行動にどのような影響を与えるだろうか。 

デビッド• 0•マッケイ大管長は，思いが行動に及ぼす影響について何度も 

語っている。「思いは行いの種であり，行いに先立つものである。……救い主 

が絶えず心にかけ，努めておられたことは，正しい思いと汚れのない行動目的， 

高貴な思想を持つことであった。それらが必然的に正しい行動や言葉に結びつ 

くことを十分知っておられたのである。」{Stepping Stones to an Abundant Life『豊 

かな人生への踏み石』p. 206) 

万事において忠実で義にかなった人間になるには，どうすればよいだろうか。 

義にかなった生活を送るには，清い思いを持つ必要がある。ニーフアイがそ 

の好例である。偉大な預言者の息子であった彼は，父親のように啓示を受けよ 

うと熱心に努めた。彼の義が認められて，彼は民の預言者になった。 

ニーフアイは義人になるために何をしただろうか。 

ニーフアイは記録の中で，義にかなった生活をするための糸口を教えている。 

「わたしは聖文に喜びを感じるからである。わたしは聖文について心に深く考 

え，わたしの子孫の知識となり利益となるようにこれを書き記す。見よ，わた 

しは主に関することに喜びを感じる。わたしの心は，これまでに見聞きしたこ 

とを絶えず深く考えている。」(2ニーフアイ4 ：15-16) 

心の思いは行いに大きな影響を与える。もし義にかなった思いを抱けば，義 

にかなった行動をとるであろう。反対に悪い思いを抱けば，結局心に描いてき 

た罪を犯すことになるであろう。 

デビッド•〇•マッケイ大管長は，このような話をしている。 

「何年も昔のことであるが，一人の青年が当時ヨ 一口ッパ伝道部の部長であっ 

たわたしのもとにやって来て，彼の罪深い行いを告白した。彼は自分の行動を 

正当化するために，閉店間際の書店に入ったら鍵をかけられたのでそのような 

誘惑を受けてしまった，と言った。さらに，彼の過ちの原因は周囲の状況にあ 
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ったと弁解した。 

そこでわたしはこう言った。『周囲の状況のせいではありません。鍵のかけら 

れたドアや，誘惑のせいでもありません。あなたはその書店に行く前に，心の 

中で考えていたはずです。もしそのような行為について考えたことがなければ， 

いかなる誘惑も環境も，宣教師であるあなたを罪に陥れるほどの力は持たなか 

ったでしょう。常に心の思いが，行動に先立つのです。」("Cleanliness Is Next to 

Godliness"Instructor「神性に次ぐ清さ」『インストラクター』1965年3月号,p.86) 

ジェームズ•アレンは次のように記している。 

「人の心は庭のようなものである。十分に手入れの行き届いた庭もあれば，荒 

れ放題の庭もある。しかし，手入れの状態がどうあれ，それぞれに見合った実 

を結ぶ。種をまかずにいれば，無益な雑草がたくさん生えて，庭にはびこって 

しまう。 

庭師が庭を耕して雑草を抜き，必要な草花や果樹を育てるように，心の庭の 

手入れをして，無益で汚れた悪い思いを引き抜き，有益で清く義にかなった思 

いという草花や果樹を，完成に向かって育てるのである。この過程を踏めば， 

人は遅かれ早かれg分の心の管理人となり，人生の指揮者となる。また……思 

考のもたらす力や精神的な要素がどのように作用して，自身の人格や環境，行 

く末などを形作っているのか，ますます正確に理解するようになる。」(AyAM浙 

Thinketh『人は思いがままに』p.15) 

有益な作物や草花を生じる庭にするには，どうすればよいだろうか。雑草を生じる庭にする 

には，どうだろうか。 

善い行いへと導く心を持つには，どうすればよいだろうか。ふさわしくない悪い行動へと導 

く心を持つには，どうすればよいだろうか。 

ブルース• R •マッコンキー長老は，「義にかかわる事柄を心の中で深く考え 

るならば，わたしたちは義人となることができる」と語った（"Think on These 

Things" £似/が「これらの事柄を考えなさい」『エンサイン』1974年1月号，p. 48)。 

また，聖典にはこう記されている。「主は清くない宮に住まず，義人の心に住む 

と言われた。」（アルマ34 ： 36)思いを清くすれば，主の御霊とともに生活するこ 

とができる。そして，聖霊を伴侶とすれば，ついにはわたしたちの生活が清め 

られるであろう。 

思いを清く保つ 

一人の生徒にピリピ4 ： 8を読ませる。 

パウロは何について考えるように述べているだろうか。生徒の答えを黒板に書く。（すべて 

真実なこと，尊ぶべきこと，正しいこと，純真なこと，愛すべきこと，誉れあること，徳と言 
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われるもの，称賛に値するものO) 

キリストのようになろうとするなら，悪い思いを締め出すだけでは十分でな 

い。善良で徳高い思いで心を満たさなければならない。可能なときはいつでも， 

福音の真理について考えるべきである。そのために 善の方法は，聖餐を取る 

ときに交わす聖約を守って，救い主を常に覚えることである。 

スペンサー.W•キンボール大管長は，十二使徒定員会の会員のときに，次 

のように述べている。「辞典の中で も大切な言葉を捜すとしたら，それはどん 

な言葉だろうか。『覚える』という言葉ではないだろうか。なぜなら，皆さんは 

全員聖約を交わしておられる。そして，何を，どのようにすべきかを知ってお 

られる。したがって，わたしたちに も必要なことは，覚えることである。そ 

のためにすべての人は，安息日ごとに聖餐会に出席し，聖餐を受け，『いつも御 

子を覚え，御子が与えてくださった戒めを守るJという神権者の祈りを聞くので 

ある。」("Circle of Exaltation"『昇栄の輪』セミナリー•インステイテュート職 

員への講演，1970年6月28日，ブリガム•ヤング大学） 

救い主を常に覚えるには，どうすればよいだろうか。（1，2名の生徒に，その方法について話 

してもらう。） 

偉大な預言者アルマは，息子のヒラマンに，救い主を常に覚えることについ 

て賢明な勧告を与えた。 

一人の生徒に，アルマ37 ： 35 —37を読ませる。 

常に主を念頭に置くことにより，どのような違いが生じるだろうか。（誘惑に耐え，信仰や従 

順や愛をさらに大きくはぐくめるようになる。） 

思いと行いを清く保つうえで，祈りはどのような助けになるだろうか。 

わたしたちの周囲には汚れたものがたくさんあり，サタンはそれらを用いて 

わたしたちの心に悪影響を及ぼそうとしている。サタンは様々な方法でわたし 

たちを誘惑する。しかし，そのような汚れたものを見たり，聞いたり，読んだ 

りしなければ，わたしたちはサタンを打ち負かすことができる。J •トーマス• 

ファイアンズ長老は，南アメリ力の河川を例にしてこの原則について説明し， 

わたしたちの思いが見聞きすることにいかに影響されるかを明らかにした。 

「〔南アメリカの河川〕には，一つの興味深い特色がある。それは変化に富ん 

だ色である。例えば，マデイラ川は『白い川』と呼ばれている。流域にある粘 

土の細かい粒子を運んで来るからである。リオネグロ川の黒色は，森に堆積し 

た腐植土によるものである。また，白砂の上を流れて，エメラルドグリーンや 
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青緑色を呈する川もある。 

流域から運ばれて来る物質により川の色が決まるように，わたしたちの思い 

という川も，流されて来る物質により異なった色になる。」（1975年ブエノスア 

イレス地域大会報告，pp.28-29) 

思いはどのような点で川と似ているだろうか。（川の色が流れる場所によって決まるように， 

わたしたちの思いは見聞きするものから影響を受ける。） 

わたしたちの思いに悪い影響を与えるために，サタンはどのようなものを使うだろうか。（ポ 

ルノグラフイ一，不道徳または慎みのない人々，俗悪な言葉，教会の標準に合わない音楽やダ 

ンスや娯楽。） 

これらのものはわたしたちの霊性を破壊し，思いを汚すので，避けなければ 

ならない。しかしどんなに心を清く保つよう努めても，心の中に押し寄せてく 

る悪い考えや不道徳な思いを処理しなければならない場合がある。わたしたち 

は悪に取り巻かれた世界に住んでいる。そして，汚れたものに直面して，逃れ 

ることができないこともある。そのような場合，どうしたらよいだろうか。 

ボイド• K •パッカー長老は，悪い思いに対処する方法について，次のよう 

に述べている。 

「わたしたちの心を舞台と考えるのです。眠っているとき以外は，いつもこの 

舞台の幕は上がっています。そこでは，絶えず何かの場面が演じられています。 

喜劇あるいは悲劇，おもしろいものやつまらないもの，良いものや悪いものも 

あるでしよう。いずれにしても，皆さんの心の舞台では，常に何かが演じられ 

ています。 

皆さんの思いが舞台に立って何かを演じているさなか，自分ではそうするつ 

もりがなくとも，時を選ばず舞台のそでから影のように忍び寄って来て，あな 

たの注意を引こうとする小さな思いに気づいたことはありませんか。…… 

もし，それらを登場させておくと，良い思いはことごとく舞台を降りてしま 

うのです。そして，あなたは不義な思いのなすがままになってしまいます。そ 

れはあなたが許したからです。 

舞台を明け渡しておくかぎり，それらのかげりのある小さな思いは自由奔放 

に演じるのです。 

悲しみ，嫉妬，憎悪といった演劇もあれば，下品，不道徳，堕落といった劇 

もあるでしよう。…… 

そんなとき，あなたはどうしますか。…… 

そのための方法がこれです。……神聖な教会音楽の中から好きな賛美歌を1曲 

選んでください。気持ちを高める歌詞と敬虔な旋律を持つ曲，霊感に近い何も 
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のかを感じる曲を選んでください。そうした美しい歌はたくさんあります。次 

にその歌を心の中でかみしめながら何度も歌い，憶えてください。音楽の訓練 

を受けたことのない人でも，賛美歌に思いをはせることはできます。 

こうして，自分の思いを導く道しるべができました。非常時の水路ができた 

のです。かげりのある役者があなたの思いの端の方から舞台に入り込んできた 

ら，そのレコードをかけるのです。 

音楽が始まり，歌詞が出てくると卑しい思いはこそこそと逃げ出して行くの 

です。賛美歌が心の舞台の雰囲気を一新してくれます。心を高め，清い賛美歌 

は下品な思いを消し去ります。美徳は清くないものと交わることができないた 

め，邪悪は光の前に立ち続けることができないのです。…… 

心の舞台から汚れた思いを一掃したら，正しい，価値のあることだけに精を 

出してください。環境を変え，あなたを取り巻くものが好い思い，高められた 

思いをもたらすようにしてください。いつも義に取り組んでください。」{Teach 

Ye Diligently『熱心に教えなさい』pp. 46 - 47) 

思いを正しい方向に向けるには，このほかどのような方法があるだろうか。(祈る，詩や聖句， 

説教などを暗誦する。神聖な経験や場所について考える。） 

「まことの幸福は，外的な要因に左右されない。……皆さんが感じている幸福 

は，内的な思いや感情からわき上がってくるものである。皆さんは，今，まだ 

若いうちに，よく考えなければならない。永遠に続く幸福を得たいと思うなら， 

心を洗練し，価値ある思いと考えでそれを満たす必要がある。空虚な心は倦怠 

感を増すだけで，それ自体時の流れに堪えられるものではなく，まことの幸福 

の代わりに娯楽を追い求めるのである。」（ウイリアム• L •フェルプス，ハー 

ベイ•フレッチャーによる引用，The Good Life『幸福な人生』p. 137) 

詩篇1：1-3を読む。 

まとめ 

思いは行いに影響を与える。清い思いと願いは，わたしたちの生活を義へと 

導き，悪い思いはわたしたちを主の御霊から遠ざけて，悪い行いへと導く。 

思いを清く保つには，神に関する事柄を常に考えるように努力することであ 

る。福音の真理に思いをはせ，絶えず祈るのである。そうすれば，主が約束さ 

れた偉大な祝福にあずかることができる。「絶えず徳であなたの思いを飾るよう 

にしなさい。そうするときに，神の前においてあなたの自信は増し，……聖霊 

は常にあなたの伴侶と……なるであろう。」（教義と聖約121：45-46) 

わたしたちの生活から悪を遠ざけることにより，思いを清く保つことができ 
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る。心の中に悪い思いが生じたら，すぐに霊的な事柄について考える。賛美歌 

や詩，聖句，そのほか霊的な思想を用いるとよい。また，悪い思いが心の中に 

入って来たら，直ちに祈ることもできる。 

チヤレンジ 

1.1日数回，主について考えるように努める。「いつも御子を覚え」という聖約を 

守るために 善を尽くす。 

2.心は庭のようなものであることを覚え，その中で義にかなった思いを育てる 

ために 善を尽くす。 

3.思いを正しい方向に向けるための手段を一つ決める。自分の好きな賛美歌や 

聖句，詩などを暗誦すると，効果的である。汚れた思いがわいてきたら，覚え 

た言葉を心の中で繰り返すのである，そうすれば，悪い思いを追い出すことが 

できる。 

教師の準備 

レツスンの前に以下のことを行う。 

1.本課のレッスンは若い神権者に対して大きな影響力を持つので，できるかぎり彼らが参加で 

きるように計画する。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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ゆ る 

赦しを受ける 

目的進んで人を赦すようになる。また，自身の罪の赦しを受ける方法につい 

て学ぶ。 

導入 

救い主は天の御父の愛について教えるために，次のようなたとえを話された。 

ある人に，二人の息子があった。ところが，弟は家族との生活に飽き足らず, 

財産の取り分をくれるよう父親に言った。そして遠い所へ行き，間もなく財産 

を使い果たし，神の戒めを破るようになった。 

何もかも浪費してしまった後，その地方にひどい飢饉があったので，彼は食 

ベることにも窮し始め。そこで，豚を飼う仕事に就いた力
《
，彼は，豚の食べる 

えさで腹を満たしたいと思うほどひもじく，貧しかった。 

悲しみの中で，この若者は自らの誤りに気づいた。父親のところでは雇い人 

でさえ食物があり余っている。彼は家に帰り，雇い人の一人として暮らそうと 

決心した。家に近づくと，父は彼に気づいて走り寄り，息子を迎えて抱き締め 

た。息子は父に言った。「父よ，わたしは天に対しても，あなたにむかっても， 

罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。」しかし父は 

息子が家に戻って来たことを大変喜び， 上の上着を取って息子に着せ，靴を 

履かせ，指輪をはめさせた。そして僕たちに盛大な祝宴を調えるよう言いつけ 

そこへ，忠実に働いてきた兄が帰って来た。兄は事の次弟を知り，怒って家 

に入ろうとしなかった。父は兄のためにそのような祝宴を設けてくれたことは 

なかった。父は兄をなだめて言った。家族の財産はすべて兄のものである。弟 

は相続分を浪費してしまったが，家に戻ったことは喜ぶに値する十分な理由で 

ある。「このあなたの弟は，死んでいたのに生き返り，いなくなっていたのに見 

つかったのだから……。」（ルカ15 ：11 -32参照) 

わたしたちはだれでも，何らかの罪を犯す。そこで，わたしたちを愛してお 

られる主は，自ら苦しみを受けて死なれ，罪の赦しを得る道を備えられた。主 

は御自身の犠牲について，次のように述べておられる。「見よ，神であるわたし 

は，すべての人に代わってこれらの苦しみを負い，人々が悔い改めるならば苦 

しみを受けることのないようにした。」（教義と聖約19 ：16) 
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視覚資料33-a「キリストはゲツセマネの園で人類の罪のために苦しまれた」を見せる。 

別の個所で主は次のように述べておられる。「見よ，自分の罪を悔い改めた者 

は赦され，主なるわたしはもうそれを思い起こさない。」（教義と聖約58 ： 42)主 

から赦しを受けるには，悔い改めなければならない。わたしたちが悔い改める 

と，天の御父はたとえの中の父親のように，お喜びになる。自身の生活を振り 

返り，悔い改めて赦しを受けることによりもたらされる喜びについて考えてい 

ただきたい。 

たとえの中の弟は，生活を変えるために何をする必要があっただろうか。（自分の誤りを認め， 

家に帰り，罪を告白する。） 

家に向かいながら，この弟はどのような気持ちだったろうか。（拒まれるのではないかという 

恐れ，家に帰る喜び，正しいことを行っているという気持ち。） 

父親に温かく迎えられたときに，どのように感じただろうか。キリストの受けられた苦しみ 

が，わたしたちの罪の赦しを可能にしたことについて考えると，救い主に対してどのような気 

持ちがするだろうか。 

赦しは喜びをもたらす 

息子アルマは神の預言者の息子でありながら，重大な罪を幾つか犯していた。 

その一つは，人々を惑わして真理から遠ざけ，神の教会を滅ぼそうとしたこと 

である。教会の指導者であったアルマの父親は，息子の罪悪を非常に悲しく思 

い，息子がその行いを悔い改めることができるように主に嘆願した。 

父親の信仰と祈りにより，ある日息子アルマの前に天使が現れた。天使の力 

ある声に，アルマは震え始め，神の偉大な力を認めるようになった。天使は， 

教会を滅ぼそうとしてはならないと命じて，立ち去った。アルマは驚きのあま 

り物が言えなくなり，地に倒れて，3日の間動くことができなかった。やがて話 

ができるようになると，アルマは自分が罪を悔い改めて，新たに生まれ変わっ 

たことを人々に告げた。神の戒めを守り，過去の罪を償うために全力を尽くす 

ことを決意した。彼は非常に熱心に努力したので偉大な宣教師になり，後に教 

会の預言者になった（モ一サヤ27章参照)。 

アルマはそのときの経験について次のように語っている。 

「さて，三日三晩，わたしはまさに罰の定めを受けた者の苦痛に責めさいなま 

れた。 

そして苦痛に責めさいなまれていたときに，わたしは自分の多くの罪を思い 

出してひどく苦しみながら，見よ，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。 
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心にこの思いがはっきりと浮かんできたとき，わたしは心の中で，『おお，神 

の御子イエスよ，苦汁の中におり，永遠の死の鎖に縛られているわたしを憐れ 

んでください』と叫んだ。 

さて見よ，このことを思ったとき，わたしはもはや苦痛を忘れることができ 

た。まことに，わたしは二度と罪を思い出して苦しむことがなくなった。 

おお，何という喜びであったことか。何という驚くべき光をわたしは見たこ 

とか。まことに，わたしは前に感じた苦痛に勝るほどの喜びに満たされたので 

める。 

……まことに，……わたしはほかにあり得ないほど激しく，またつらい苦痛 

を味わった。……それとは反対に，わたしはほかにあり得ないほど麗しく，ま 

た快い喜びを味わった。」（アルマ36 ：16-21) 

アルマは罪を赦されるために何をしただろうか。（罪を悔い改め，赦しを求めて神に祈った。） 

アルマは罪が赦されたことをどのようにして知っただろうか。（霊が喜びに満たされた。） 

ベニヤミン王の民も，赦しを受ける喜びを経験している。ベニヤミン王の  

後の説教を聴いて，民は各々の罪を悔い改め，赦しを求めて神に祈った。聖典 

には次のように記されている。「主の御霊が彼らに降られた。そして彼らは，罪 

の赦しを受け，良心の安らぎを得たので，喜びに満たされた。それは，彼らが 

……将来来られるイエス•キリストを深く信じたためである。」（モーサヤ4 ： 3) 

すべての人を赦す必要がある 

救い主はわたしたちに対して完全な愛を持っておられるので，わたしたちが 

真に悔い改めるならば，喜んでその罪を赦してくださる。その代わり，主に似 

た者となるように求められる。したがって，主に似た者となるには，わたした 

ちは互いに赦し合わなければならない。 

一人の生徒に，教義と聖約64 ： 8を読ませる。 

キリストが弟子たちを懲らしめられたのはなぜだろうか。（互いに赦し合わなかったから。） 

一人の生徒に，教義と聖約64: 9-11を読ませる。黒板に「あなたがたには，すべての人を赦 

すことが求められる」と書く。 

人の罪を救さなければ，もっと大きな罪が残るとは，どういう意味だろうか。 

イエスは無慈悲な僕のたとえを用いて，赦しの原則を明らかにされた。 

1万夕ラントという巨額の借金を負った僕がいた。支払いの期限が来ても返せ 

なかったので，彼は主人に待ってくれるように哀願した。主人はその僕を哀れ 

に思い，彼の負債を免じてやった。その僕が出て行くと，わずかな金を貸して 

33-a.キリス卜はゲツセマネの園で人類の罪のために苦しまれた 
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いる一人の仲間に出会った。この仲間が借金を返せないので待ってくれるよう 

に頼むと，彼は承知せずに獄に入れた。主人はそのことを知って非常に怒り， 

負債全部を返すまで無慈悲な僕を獄吏に引き渡した（マタイ18 ：1-34参照)。 

イエスは，このたとえの 後で次のように教えておられる。「あなたがためい 

めいも，もし心から兄弟をゆるさないならば，わたしの天の父もまたあなたが 

たに対して，そのようになさるであろう。」（マタイ18 ： 35) 

わたしたちは巨額の借金を免じてもらった僕とどのような点で似ているだろうか。もしわた 

したちが人を赦さなければ，無慈悲な僕とどのような点で似てレ、るだろうか。 

赦しに関する も偉大な模範は，救い主の生涯に見られる。救い主は十字架 

上で激しい苦痛を受けながら，御g分を十字架にかけた兵士たちが赦されるよ 

うに天の御父に祈られたのである。「父よ，彼らをおゆるしください。彼らは何 

をしているのか，わからずにいるのです。」（ルカ23 ： 34) 

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。「まさに，わた 

したちは正義にかなうために赦さなければならない。わたしたちに敵対する人 

が悔い改めているのか，あるいはそうでないのかに関係なく，その人の改心の 

程度に間係なく，また，わたしたちに赦しを求めるか否かに関係なく，赦さな 

ければならない。わたしたちは主の模範と教えに従うべきである。」（『赦しの奇 

跡』p.291) 

赦すことにより平安がもたらされる 

自分に対してだれかが罪を犯すと，多くの場合怒って辛辣な態度をとる。こ 

のような感情は，たとえ自分の側に落ち度がなくとも，生活を惨めなものにし 

てしまう。また，心の中で常にこのような感情を持つならば，主の御霊はわた 

したちから遠ざかってしまう。自分を傷つける者を赦すように主が命じられた 

のは，このためである。 

ジョン•テーラ一大管長は次のように述べている。「心の中から憎しみや苦 

しい思いをなくして，赦しの精神を持つならば，平安と喜びがもたらされる。」 

(ビーバー.J •グラントによる引用，Conference Report『大会報告』1920年 

10月，p.7) 

人を赦すことによりもたらされる平安について，スペンサー•W•キンボー 

ル大管長は次の実例を挙げて語った。 

1918年，数名の犯罪者を逮捕しようとしたときに,3名の役人が殺された。グ 

レン•ケンプトンの父親は，殺された役人の一人だった。後に犯罪者たちは逮 

捕されて裁判にかけられ，終身刑を言い渡された。 
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もしだれかがあなたの父親の命を奪ったら，その人に対してどのような気持ちを抱くだろう 

か。そのような人を赦すことが難しいのはなぜだろう力、。 

ケンプトン兄弟は，次のように語っている。 

「わたしは当時まだ10歳を過ぎたばかりでしたが，心の中には父を殺害した者 

たちに対する辛辣な思いと憎しみが募っていました。トム•パワーズはわたし 

の父を殺したことを自白していました。 

年月がたち，わたしは大きくなりました。しかしわたしの心には相変わらず 

あの重苦しい思いが残っていました。高等学校を卒業したとき，わたしは東部 

諸州伝道部に行く召しを受けました。そこでは福音に対する知識と証が急速に 

深まりました。わたしはすべての時間を福音を学ぶこととそれを広めることに 

費やしたのです。ある日のこと，『新約聖書』を読んでいて，マタイ伝の5章43節 

から45節に差しかかりました。」 

マ夕イ5 ： 43-45を読む。 

「ここで主は，わたしたちに赦すようにと言っておられるのです。これはわた 

しにも当てはまりました。繰り返し読んでみましたけれども，やはりこの聖句 

は赦しを意味しているのです。それから程なく，わたしは『教義と聖約』の64章 

9節と10節でさらに主の御言葉を読みました。」 

教義と聖約64 ： 9-10を参照する。 

「トム•パワーズが悔い改めたのかどうかはわたしには分かりませんでしたが， 

家に帰ったら彼に会って赦しを与えなければならないということだけはよく分 

かりました。そして，そうすることを伝道を終える前に決意しました。 

伝道を終えて家に帰ったわたしはすばらしい末日聖徒の女性と出会い，やが 

て結婚し，かわいい5人の子供に恵まれました。時がたつのは早いものです。主 

はいつもわたしたちに数々の恵みを与えてくださっています。しかし，わたし 

は以前に決意したことをまだ実行していないことで，いつも心が痛んでいまし 

数年前のことです。クリスマスの直前で，キリストの愛が豊かにあふれ，与 

え，赦すという思いを心によみがえらせる季節でした。わたしと妻は所用でフ 

エニックスに出かけました。午後の2時半ごろまでに用事を終え，帰宅の途に着 

きました。車を走らせながらわたしは妻に回り道をしてフロ一レンス経由で帰 

りたいことを言いました。フローレンスには，刑務所があるからです。妻は快 
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く同意してくれました。 

わたしたちが着いたときにはもう面会時間は終わっていましたが，わたしは 

中に入って刑務所長に会いたい旨を伝えました。そして直接彼の事務所へ行き 

ました。 

自己紹介をし，トム•パワーズに会いたいと言いますと，所長の顔には困惑 

したような表情が走り，一瞬戸惑ったようでしたが，『よろしい，そのように取 

り計らいましょう』と言ってくれました。そこで看守を急いで監房に行かせ， 

トム•パワーズを連れて来ました。わたしたちは引き合わされ，面会室へ案内 

されました。そこでわたしとトム•パワーズは長い間話し合いました。30年前 

の2月のあの寒く，暗い朝のことに話が移り，恐しい悲劇を再び思い起こしてい 

ました。1時間半ほど話し合っていました。 後にわたしは，『トム，あなたは 

間違いを犯した。そのためにあなたは社会に対して負債を負い，それを払い続 

けなければならない。わたしも父親なしで育てられてきた代価を払い続けてい 

るのだから』と語りかけました。」 

視覚資料33-b「トム•パワーズとグレン•ケンプトン」を見せる。 

「それから立ち上がり，手を差し伸べました。彼も立ち上がりわたしの手を取 

りました。わたしは言葉を続けました。『わたしは，わたしたちの生活を襲った 

この恐ろしい出来事についてあなたを心から赦します。』 

わたしはうなだれている彼を残して部屋を出ました。そのとき彼が何を感じ， 

また今何を感じているかは知りません。しかし，わたしは心から辛辣な思いと 

憎しみが取り除かれて赦しの思いが訪れることはほんとうにすばらしいことで 

あると証することができます。 

わたしは刑務所長の親切に感謝して，そこを辞去しました。長い階段を下り 

ながら，わたしは赦しの方が復警に比べてはるかによいことを知りました。わ 

たしは身をもってそのことを味わったのです。 

薄暗くなりかけた道路を家に向けて車を走らせていると，甘美で平和な思い 

が心に満ちてきました。感謝の念に駆られてわたしは腕を妻に回しました。妻 

は理解していました。わたしたちは，今や広々とした豊かな生活を見いだした 

のです。」（『赦しの奇跡』pp. 300-302に引用) 

まとめ 

パプテスマを受けると，救い主は悔い改めることを条件にわたしたちの罪を 

赦してくださる。それからは，わたしたちは救い主に従い，主が期待されるこ 
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とをすべて行うべきである。主が期待されることの一つに，人を赦すことがあ 

る。人を赦すならば喜びと平安がもたらされると主は約束された。また，赦す 

ことと赦されることは永遠の救いに不可欠であると教えておられる。 

チヤレンジ 

1.良心の安らぎが得られないようなことをしていないだろうか。もしそのよう 

なことがあれば，悔い改めて生活を清めることにより，救い主の赦しに対する 

理解を深める。 

2.これまでの生活を振り返り，人から傷つけられたり攻撃されたりしたことが 

ないか考える。もし，その人を憎む気持ちがあれば，心からその人を赦して憎 

しみをなくすために必要なことを行う。 

参照聖句 

マ夕イ6:14 — 15 (人を赦しなさいという戒め） 

マタイ7:1-5 (人を裁くその裁きで自分も裁かれる） 

マ夕イ18: 21-22 (7を70倍するまで赦す） 

エペソ4: 32 (互いに赦し合いなさい） 

教義と聖約42: 88 (罪を犯す人と和解しなさい） 

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J第19章「悔い改め」を復習する。 

2.レッスンの中で用いる話を研究する。 

a.放蕩息子(ルカ15 ：11-32) 

b.息子アルマ（モーサヤ27章；アルマ36章） 

c.無慈悲な僕（マタイ18 ： 21 -35) 

3.本課を読んで自分自身を霊的に備え，自らの生活の中にある赦しに関する問題を処理する。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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み た ま た ま も の 

御霊の賜物 第34課 

目的御霊の賜物に対する理解を深め，熱心にそれを求めるようになる。 

導入 

祝覚資料34-a「神権の力は，わたしたちを害から守る」を見せる。 

1961年の3月，南太平洋のトンガ諸島が激しい暴風雨に見舞われた。ビルが破 

壊され，大木がなぎ倒され，一般の家屋は吹き飛ばされてしまった。大勢の住 

民が負傷し，死者も多数いた。 

その嵐の日に，ある村に住む末日聖徒の家族が，粗末な家の中で身を縮め， 

生命を脅かされながら震えていた。父親の話によれば，家が揺れ動いて今にも 

倒れそうな様子だった。このまま家の中にいれば，家族全員が死んでしまう。 

そうかといって，助けを求めに外へ飛び出せば，やはり生きては帰れないだろ 

う。どうしたらよいか決断に迷っていると，家族を守るために神権を行使すベ 

きだという思いがわき上がってきた。 

彼はいすの上に立ち，今にも吹き飛びそうな屋根の一部に手を触れると，次 

のように言った。「イエス•キリストの御名と，聖なる神権の権能により命じる。 

嵐が過ぎ去るまで固く立って，完全な状態を保て。」彼の言葉が終わると，家の 

揺れや屋根の鳴る音がぴたりと止まった。 

やがて嵐の去った後には，彼の家が1軒だけ残されていた。（エリック•シャ 

ムウェイ，Stories of Insight and Inspiration『洞察力と霊感に満ちた物語』pp. 7 1 -

73から翻案） 

緊急事態が今起こっても，信仰と神権を行使する備えができているだろうか。 

信仰のあるふさわしい人々に，主は霊的な祝福を与えてくださる。『モルモン 

書』の預言者ヤコブは，そのような祝福を受けた民の状態について記している。 

「わたしたちは預言者の書を調べている。また，わたしたちには多くの啓示があ 

り，また預言の霊がある。このように証するものが数々あるので，わたしたち 

は希望を抱いており，わたしたちの信仰は揺るぎないものになっている。実際 

にイエスの名によって命じれば，木々も山々も海の波も従うほどである。」（『モ 
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第21課 

ルモン書』ヤコブ4 ： 6) 

御霊の賜物とは 

御霊の賜物とは，霊的な知識と力にかかわる特別な祝福である。「賜物」と呼 

ばれるのは，主より授かるものだからである。この賜物は，わたしたちが忠実 

で賜物を受けるにふさわしくあるかぎり，取り上げられることはない。 

どのような賜物があるだろうか。 

御霊の賜物については，1コリント12章；モロナイ10 ： 8 - 1 8 ；教義と聖約46 ： 

8-29に，その多くが記されている。 

教義と聖約46:13-26を読んでもらう。 

この聖句には，どのような御霊の賜物が記されているだろうか。（以下の御霊の賜物を黒板に 

書き出し，そのほか生徒の指摘する賜物を加えるとよい0) 

自分の持っている賜物について考えさせる。 

御霊の賜物を得る 

主は様々な御霊の賜物を備えておられ，わたしたちにそれを授けたいと願っ 

ておられる。しかし，それにはわたしたちが自分自身を受けるにふさわしく整 

えなければならない。そうすれば，受ける備えのできた賜物が与えられるであ 

ろう。ただし，すべての賜物を享受できる人はほとんどいない。「すべての人が 

あらゆる賜物を与えられるわけではない。賜物は多くあり，各人に神の御霊に 

よって一つの賜物が与えられるのである。ある人にはある賜物，またある人に 

は別の賜物が与えられて，すべての人がそれによって益を得られるようになっ 

ている。」（教義と聖約46 ：11-12) 

わたしたちの責任は，自分に与えられた賜物を見いだして，それを行使する 

にふさわしい生活をすることである。神権の聖任や召しの任命を受けるときの 

祝福の言葉や，祝福師の祝福の中で，自分の持っている賜物や求めるべき賜物 

について指摘されることがよくある。例えば，外国に召された宣教師には，新 

しい言語を習得できるように異言の賜物が約束されるであろう。教師は教える 

啓示 

証 

知識 

知恵 

裁き 

教える 

病を癒す信仰 

病を癒される信仰 

奇跡 

預言 

示現 

霊を識別する 

異言で語る 

異言を解釈する 

勧告する 

直べ伝える 
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賜物を求めるとよい。また，子供たちは父親の援助を受けて，発達させる必要 

がある御霊の賜物を明らかにするとよい。 

主は， 善の賜物を求めなさいと命じられた(教義と聖約46 ： 8)。この中には， 

信仰，証，啓示，知恵などの賜物が含まれている。 善の賜物を求めることの 

大切さについて，ジョセフ•フィールディング•スミス大管長は，次のように 

述べている。「これは私見であるが，罪の赦しを受けるために水に沈めるパプテ 

スマを受け，聖霊の賜物を授かるための按手を受けながら，その賜物を受けて 

いない教会員，すなわち，その賜物の現れを受けていない教会員が大勢いると 

思う。原因は，それらの現れを受けるように自らを整えていないことにある。 

へりくだることを忘れ，聖霊を伴侶とするために必要な段階を踏むこともない。 

そして，この大切な知識を得ずに，生きていくのである。」("'Seek Ye Earnestly 

the Best Gift"' Ensign「熱心に 善の賜物を求めなさい」『エンサイン』1972年6 

月，P.3) 

御霊の賜物を求めるときには，正しい目的を持つべきである。単に好奇心を 

満足させるためにしるしを求めても，天の御父は喜ばれない（マタイ12: 39参 

照)。そのようなしるしは，何の努力や準備もなしに望めるからである。わたし 

たちは御霊の賜物を熱心に求めなければならない。すなわち，正しい動機に基 

づいて，その賜物を受けられるように自身を備えるのである。 

どのように御霊の賜物を受けたらよいのだろうか。 

御霊の賜物を受けるには，以下の事柄を実践するとよい。 

生活を清める 

絶えず罪を悔い改めることにより，生活を清める。このような悔い改めには 

日々の努力が必要である。 

戒めに従う 

主の戒めに従う。従順は，御霊の賜物を受けるために も必要とされる条件 

の一つである。戒めに従うならば，御霊の賜物にふさわしい自分を築くことが 

できる。 

断食する 

高慢な思いを克服し，御霊の賜物を受けるために謙遜になるには，断食が必 

要かもしれない。断食を行うと，物質的な必要よりも霊的な必要を第一に考え 

るようになる。また，利己心を捨て，霊的な事柄に深い関心を寄せるようになる。 
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第28課 

祈る 

御霊の賜物を必ず受けると信じて祈る。主は，祝福を受けたいと思うならば 

それを求めるように命じられた（マタイ7 ： 7-11参照)。このような祈りには， 

賜物を頂けるという信仰と，賜物を授けてくださる御方への信仰が必要である。 

ジェームズ• A •カリモア長老は，御霊の賜物を求める人々に，次のような 

質問を投げかけている。 

「教会員としてわたしたちは十分に強い信仰を持っているだろうか。偉大な賜 

物を授けてくださる御霊と調和しているだろうか。奇跡が行われること，ある 

いは祝福が授けられることを信じているだろうか。病人への癒しの祝福に際し 

て，常に神権に頼っているだろうか。癒されるという信仰を持っているだろう 

か。癒す信仰を持っているだろうか。神権者は祝福を授けられるように常に備 

えているだろうか。信仰はどの程度強いだろうか。」("Gifts of the Spirit"「御霊 

の賜物」『エンサイン』1974年11月号，p.27) 

自分の生活を反省する時間を取る。御霊の賜物を受けるには，どのような点で備える必要が 

あるだろつ力、。 

御霊の賜物を行使する 

賜物を行使する資格があっても，それを止められる場合がある（アルマ14: 

10-11參照)。また，賜物を持っていても，適切な時が来るまで行使する必要の 

ない場合もある。御霊に促されるままにふさわしい生活を送っている人は，賜 

物を行使すべきときと，そうでないときとを区別できる。 

視覚資料34-b「ジョセフ•スミスは，御霊の力によって教えた」を見せる。 

ある日，ジョセフ•スミスは招待を受けて，アメリカインデイアンに福音を 

宣べ伝えることになった。そのインディアンたちは英語を理解できず，ジョセ 

フは彼らの言葉を話せなかった。そこで，政府のインディアン保護官を通訳と 

して雇った。預言者が2，3分話す度に，保護官がインディアンに通訳した。と 

ころが，インディアンたちは預言者のメッセージに憤慨し，怒りの表情を見せ 

た。保護官が，インディアンを反抗させようとして，でたらめな通訳をしたの 

である。そのことに気づいた預言者は，通訳を押しのけて，直接インディアン 

に説教をした。彼らは預言者の言葉をすべて理解した。」（E •セシル•マクギ 

ヤヒノ， The Historical Background of the Doctrine and covenants『「教義と聖約」 

の歴史的背景』p.156より翻案） 
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第30課 

預言者ジョセフ•スミスは，どのような御霊の賜物を使っただろうか。（識別の賜物，啓示の 

賜物，異言の賜物，教える賜物） 

何らかの賜物を受けたら，自分の経験を自慢したり，世の人々に吹聴したり 

しないように注意すべきである（教義と聖約84 ： 65-73参照)。霊的な経験を家 

族や親しい友人と分かち合うのはよいが，それらの賜物が神聖なものであるこ 

とを心に留め，細心の注意を払って語る（教義と聖約63 ： 64参照)。 

御霊の賜物の目的 

主は次のように明らかにしておられる。御霊の賜物は主を愛し，すべての戒 

めを守る者を益するために与えられる（教義と聖約46 ： 9参照）。わたしたちは自 

分に与えられている御霊の賜物について学び，心に留めるべきである（教義と聖 

約46:10参照)。この賜物を正しく用いれば，病は癒され，悪魔を追い出し，啓 

示を受け，知識を得，宣教師は異国の言葉で語ることができる。御霊の賜物を 

通して，わたしたちは聖霊からの教え，導き，慰め，励ましを受ける。また， 

これらの賜物により，主の前に正しく歩み，偽りの教義に惑わされないように 

なる。 

御霊の賜物を求める目的が，利己的であってはならない。パウロは，同胞や教 

会の徳を高めるためにそれを求めるように勧めている（1コリント14 ：12参照）。 

また，教会を人の体にたとえて，教会員一人一人の賜物が教会全体にとって重 

要であると説いている（1コリント12 ：12-31参照)。体が腕や足，目，耳を必要 

とするように，教会は各会員の賜物と召しを必要とする。したがって，各自が 

賜物を使って，与えられた召しを尊んで太いなるものとしなければならない。 

そうすることにより，すべての人がその益を得るのである（教義と聖約46 ：11-

12参照)。 

フランクリン•D•リチャーズ長老は，必要なときに御霊から授けられた祝 

福について述べている。 

「救い主は再三，ふさわしい会員には，病や死に直面したとき，聖霊が慰め主 

になるであろう，と約束しておられる。 

悲しんでいるときに慰めの霊が宿り，平安と理解を求めるうえで大きな助け 

になったと証を述べている人々は数多くいる。 

数週間前，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 

34-b,ジョセフ•スミスは，御霊の力によって教えた 
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ことができたこと，夫が天に召されたのには何か目的があること，そして常に 

教会の教えを守って生活し，主の戒めどおりの生活を送るなら，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。」（「聖霊の絶えざる力」『聖徒の道』1974年3月号，p.132) 

時間が許せば，御霊の賜物を通して得た証を2，3名の生徒に述べてもらう。 

まとめ 

「熱心に 善の賜物を求め，それらが何のために与えられているのかを常に覚 

えておきなさい。 

まことに，わたしはあなたがたに言う。それらは，わたしを愛してわたしの 

すべての戒めを守る者たちと，そうしようと努める者たちのために与えられる。 

それは，わたしを求める者たちや，わたしに願い求める者たち，願い求めるけ 

れども自分の欲のために使うようにしるしを求めるのではない者たちのすベて 

が，益を得られるようにするためである。 

さらにまた，まことに，あなたがたに言う。教会員に与えられているそれら 

の賜物が何であるか，常に覚えておき，また常に心に留めておくようにと，わ 

たしは望んでいる。 

すべての人があらゆる賜物を与えられるわけではない。賜物は多くあり，各 

人に神の御霊によって一つの賜物が与えられるのである。 

ある人にはある賜物，またある人には別の賜物が与えられて，すべての人が 

それによって益を得られるようになっている。」（教義と聖約46 ： 8-12) 

チヤレンジ 

1.すでに持っている御霊の賜物と，自分のために備えられている御霊の賜物を 

見いだすために努力する。悔い改めと従順により生活を清め，断食と祈りによ 

りへりくだって，御霊の賜物を受けるためにどのような備えが必要か知る。 

2.父親：子供たちが自分の持っている御霊の賜物を認め，それを伸ばせるよう 

に助ける。 

3.青少年：御霊の賜物を伸ばすために，両親や指導者に助言を求める。 

参照聖句 

ヨノ、ネ11：22 (賜物を神に願う） 

使徒2 ：17-18 (若者たちが賜物を受ける) 

1コリント7 ： 7 (—人一人がそれぞれの賜物を得ている） 

1テモテ4:12 — 16 (賜物を軽視してはならない） 
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第31課 

ヤコブの手紙1 : 1 7 (賜物は神からもたらされる） 

アルマ9: 21(ニーファイ人は多くの賜物を得た) 

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22章「御霊の賜物」を復習する。 

2.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 
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神の王国を築く 

目的神の王国を築くために自分の責任を果たすようになる。 

導入 

ゴードン•B•ヒンクレー長老は，合衆国で高度な訓練を受けるためにアジ 

アから派遣された，ある聡明な海軍将校について語った。この青年は合衆国海 

軍で訓練を受ける間に，何人かの教会員と知り合った。彼は自ら求めて，福音 

について学ぶようになった。やがて，御霊が彼の心を動かし，彼はパプテスマ 

を受けた。 

ヒンクレ一長老は次のように述べている。 

「わたしは，祖国に帰る直前の彼に会った。改宗の話を聞いたわたしはこう言 

った。『故国の人々はキリスト教徒ではありませんね。あなたのお国ではキリス 

ト教徒は困難な時代を経てきたと聞いています。キリスト教徒として，特にモ 

ルモン教徒としてお国へ帰られたら，どうなりますか。』 

彼の顔は一瞬暗くなった。『家族はがっかりするでしょう。勘当されるかもし 

れません。わたしがこの世にいないものと考えるかもしれません。自分の仕事 

や将来についても，あらゆる機会から見離されることになると思います。』 

わたしはこう尋ねた。『福音のためにそれほどの代価を支払うのですか。』 

涙のにじんだ黒いひとみを光らせると，褐色の端正な顔立ちをした彼はこう 

言った。『福音は真実です。違いますか。』 

わたしはこうした愚問を心に恥じながら答えた。『そのとおりです。確かに真 

実です。』 

『それなら，ほかのことを気にする必要はないわけですね』という言葉が返っ 

てきた。」（"The True Strength of the Church" £似/例「教会を支える力」『エンサイ 

ン』1973年7月号，p. 48) 

この青年が神の王国のために家族や仕事を犠牲にしたのはなぜだろうか。（福音はほかの何よ 

りも価値があることを知ったから。） 

王国を築く責任 

次の言葉を紙に書いて掲示するか，黒板に書く。 

ブリガム•ヤングは次のように述べている。「神の王国こそ，まことの価値 
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を有するものである。それ以外のものは，この世においても，来るべき世にお 

いても，所有する価値はない。」{Discourses ofBrigham Young『ブリガム•ヤン 

グ説教集』p.444) 

神の王国とは何か。 

ジョセフ• F •スミス大管長は，このように述べている。「神の王国は，人で 

はなく神の御子が管理しておられる，末日聖徒イエス•キリスト教会である。」 

(『福音の教義』p. 70) 

主の王国が地上に回復されて以来，すべての教会員がこの王国を絶えず発展 

させるという責任を負ってきた。人々に福音の知識を伝え，教会員を強めるた 

めに全力を尽くすという責務である。わたしたちが携わっている業は，人の不 

死不滅と永遠の命をもたらす神の業である（モーセ1：39参照)。神の王国の建設 

に携わることは，救い主の再臨に世の人々を備えさせるだけでなく，兄弟姉妹 

たちが永遠の命を得られるように助けることにもなる。これ以上に重要な業は 

ない。 

神の王国を築くに当たり，家族が王国の基本単位であることを忘れてはなら 

ない。事実，神の王国のまことの目的は，天の王国において家族が昇栄を得る 

ことである（アブラハム2 ： 6-11；教義と聖約65章参照）。したがって，教会で 

奉仕し，地上における神の王国を建設するときに，家族を軽視するようなこと 

があってはならない。主は次のように勧告しておられる。「自分の家族を扶養す 

る義務を負っている者には皆，扶養させなさい。そうすれば，その人は決して 

冠を失うことはない。また，このような者には教会の中で働かせなさい。」（教義 

と聖約75 ： 28) 

奉献の律法 

パプテスマを受けるときに，わたしたちは主と聖約を交わす。その一つに， 

「主に仕えて主の戒めを守る」（モーサヤ18 ：10)という聖約がある。また，主の 

神殿においてエンダウメントを受けるときにも，神聖な聖約を交わす。奉献の 

律法に従って生活することは，その一つである。 

奉献の律法の下では，必要とされる時間，才能，財産を，主の王国建設のた 

めにささげる。主はこの律法を日の栄えの律法と呼び，地上での主の業にとっ 

て非常に重要であることを指摘された。 

教義と聖約105 ：1-5と88 ： 22を読む。 

奉献の律法を理解し，進んでそれに従って生活することが大切なのはなぜだろうか。 
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この律法について，預言者ジョセフ•スミスは次のように述べている。「すべ 

てのものを犠牲にささげることを求めない宗教は，人を命と救いに導く信仰を 

はぐくむために必要な力を得ることはできないo」{Lectures on Faith『信仰に 

関する講話』p.58) 

預言者が説明しているように，わたしたちは自身を永遠の命へと導く信仰を 

はぐくまなければならない。そのような信仰は，神の王国を第一に求めて生活 

することによりもたらされる。そうすれば，この世の事柄よりも，神と神の王 

国を重視していることを主に示すことができる。また，霊的な力だけでなく， 

人に対する愛をはぐくむこともできる。このために主は，心と勢力と思いと力 

を尽くして神に仕えるように命じられたのである（教義と聖約4 ： 2参照)。 

奉献の律法に従った今曰の生活 

奉献の律法は，神の王国を建設するためにすべてを進んで主にささげるよう 

に求めている。しかし，「わたしたちは常に奉献の律法をすべて守……るように 

召されているわけではない。」（ブルース• R •マッコンキ一「従順，奉献そして 

犠牲」『大会報告1973-75』p.339)これが今日の教会が置かれている状況である。 

現在は奉献の律法を完全に守って生活していないが，この律法に従おうとする気持ちをどの 

ように表すことができるだろうか。 

奉献の律法を守るために今日できることは以下のとおりである。 

•隣人，友人，親戚，そのほかの人々に対する宣教師になる。 

•家族歴史の探求と神殿活動を行う。 

•教会の召しを忠実に果たす。 

•正直に什分の一と，主が求めておられるほかの献金とを納める。 

*主がわたしたちに期待しておられることを知るために，導きを求めて祈る。 

•家族を養い，援助を必要としている人々を助ける。 

ジョセフ•スミスは次のように述べている。「人が財産を……主に奉献すると 

は，飢えている者に食を与え，裸でいる者に着せ，未亡人や孤児，病人，悩め 

る者を見舞って，彼らの苦しみを緩和するために全力を尽くし，自分自身と自 

分の家とが主に仕えることである。」(Teachings of the Prophet Joseph Smith『預 

言者ジョセフ•スミスの教え』p.127) 

主の王国を建設するために時間や才能を奉献することは，一っの特権である。 

わたしたちは人から求められてそうするのではない。「〔キリスト〕はその声を通 

してわたしたちが主の業を推進するために時間と才能と財産をささげるように 

命じておられる。……主はわたしたちが奉仕の業を広め，犠牲を払うようにと 
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命じておられる。これは主の業である。主御自身が舵を取り，主の王国の進む 

べき道を示し，導いておられるのである。」（マッコンキー「従順，奉献，そし 

て犠牲」『大会報告1973-75』p.341) 

時間，才能，財産の奉献 

時間 

神の王国の建設を助けるために，自分の時間をどのように使えるだろうか。 

1日は24時間あって，その使い方は人により様々である。しかし，時間をいか 

に使うかは非常に重大な問題である。ある人は時間を浪費する。またある人は 

時間を正しく組織管理しないために，家庭，教会，仕事，地域社会などの責任 

を果たしたいと思いながらできずにいる。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。時間を賢明に管理するならば，「教会の組織や定員 

会で奉仕する時間，宣教師として働く時間，定員会の会長，補助組織の指導者， 

監督，扶助協会会長，〔あるいは〕教師として働く時間〔が見いだせるであろう。〕」 

(『赦しの奇跡』p.262) 

才能 

神の王国を建設するために，自分の才能をどのように使えるだろうか。 

すべての人は才能を持っていると主は言われた（教義と聖約46:11参照)。ブ 

リガム•ヤングは次のように述べている。「神の王国のためにささげる 高のさ 

さげ物は，何であろうか。それは，神から賜わった才能である。では，幾つの 

才能をささげればよいだろうか。すべての才能である。」（『ブリガム•ヤング 

説教集』p. 445) 

以下に挙げるのは，ジョアン•オットリ一姉妹の経験談である。この話は， 

自分の才能を用いて主に仕える方法を明らかにしている。 

「主は夫とわたしに音楽の才能を与えてくださいました。わたしたちはこの才 

能を伸ばすために大半の時間を勉学に費やしてきました。またこの才能を用い 

ることに関して，何回となく決断を迫られることがありました。特にヨーロッ 

パに留学していたころに，重大な決断を下さなければならないことがありまし 

た。二人とも，そのままヨーロッパにいれば多くの機会に恵まれて成功を収め 

ることができることが分かっていたのです。しかしわたしたちは何よりも主の 

望まれることをしたいと思っていました。主に従順でいたかったこともそうで 

すが，それ以上に，主の手に使われて地上に神の王国を築く助けをしたいと心 
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から願っていました。 

わたしたちは，御霊の導きを受け，主の御心を知るために何回も断食して祈 

りました。その答えを受けたのは，ちょうど断食を終えようとしていた聖餐会 

のときでした。二人とも，本国で働くべきであるという同じ答えを御霊によっ 

て受けたのです。それで合衆国に帰国することにしました。 

それからもうしばらく勉学と準備の時を過ごしました。それはわたしたちに 

とって試練の時でもありました。その後，主はわたしたちがソルトレーク•シ 

ティ一に戻れるようにしてくださいました。わたしは夕バナクル合唱団の一員 

になり，夫はユタ大学の音楽学科に籍を置きました。 

夫が大管長会から夕バナクル合唱団の指揮者としての召しを受けたのは，そ 

れから間もなくのことでした。主はまさにわたしたちを特別な奉仕のために備 

えられたのです。 

わたしたちに与えられた時間や才能や財産はわたしたちのものではありませ 

ん。すべて主のものです。この地上で得られる 大の喜びは，それらを主の国 

建設のために役立てることです。」（『末日聖徒の女性コースB』第10課「神の王 

国を築く」） 

オットリー兄弟姉妹のどのような態度が，王国建設のために才能を使いたいという気持ちを 

起こさせたのだろうか。（才能は主から与えられたものであり，主のものであると信じていた。） 

様々な才能を黒板に書き出させる。神の王国建設のために各々の才能をどのように活用でき 

るか話し合う。 

生徒自身の才能と，その才能を用いることによりいかに主の業を促進できるか考えさせる。 

財産 

わたしたちの所有物はすべて主から与えられたものであるが，時としてそれ 

らの財産をささげて主の業を助けることに，ためらいを感じることがある。わ 

たしたちは生まれつき利己的なところがあるので，金銭を含め自分の財産を使 

って善いことを進んで行うには，同胞と，天の御父と，御子イエス•キリスト 

に対するまことの愛が必要である。『新約聖書』の中には，この世の財産を進ん 

で犠牲にすることがいかに難しいか，またいかに重要であるかを示す話がある。 

ある日，一人の青年がイエスのもとに走り寄って尋ねた。「永遠の生命を受け 

るために，何をしたらよいでしょうか。」 

イエスはこう答えられた。戒めを守るべきである。姦淫や殺人を犯してはな 

らない。盗みを働いたり，偽証を立てたり人を欺いたりしてはならない。また 

父と母とを敬いなさい。 
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青年は，それらの戒めはずっと守ってきたと答えた。するとイエスは言われ 

た。「あなたに足りないことが一つある。帰って，持っているものをみな売り払 

って，貧しい人々に施しなさい。そうすれば，天に宝を持つようになろう。そ 

して，わたしに従ってきなさい。」青年はこの言葉を聞いて，悲しみながら立ち 

去った。たくさんの資産を持っていたからである。（マルコ10 ：17-22参照） 

この裕福な青年のように，わたしたちは自分の財産を進んで主にささげよう 

としないことがある。また，自分の力以上にささげたいと思うこともある。主 

はわたしたちの置かれた状況を認めて，それ相応に扱われる。ベニヤミン王は， 

ささげたいと思いながらそれができない人々について，次のように述べている。 

「さらに，わたしは，富めるほどではないが，日々の生活には足りるほどの物 

を持っているあなたがた貧しい人々，すなわち，自分にはないからということ 

で，物乞いに与えることを断るあなたがたに言う。あなたがたは心の中で，『わ 

たしにはないので与えないが、，もしあれば与えるであろう』と言うようにしてほ 

しい。 

さて，このように心の中で言うのであれば罪はない。」（モ一サヤ4 ： 24-25) 

金銭，時間，才能を問わず，わたしたちはすべての持ち物を進んで主にささ 

げるべきである。ささげることが難しいと思えたら，まず努力する必要がある。 

そうすれば，主に対する信仰や同胞に対する愛が増し，主の王国の建設を助け 

たいという願望が強くなるであろう。 

まとめ 

わたしたちは末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として，神の王国を建設 

する責任がある。この責任を果たすには，主と交わした聖約を守って，心と思 

いと精神と力を尽くして主に仕えることである。すなわち，求められたら時間 

であれ，才能であれ，財産であれ，神の王国を建設するために喜んでささげる 

ことである。そうすれば，信仰と愛が増し，神の王国を第一に考えていること 

を主に示すことができる。日の栄えの律法，すなわち神の王国を建設するため 

にすべてをささげる奉献の律法に従って生活することは，日の栄えの王国を受 

け継ぐ者にとって不可欠である。 

チヤレンジ 

主が求めておられるものを進んでささげることについて，今日考える時間を 

取る。主の業のために自分の時間や才能，金銭などをどの程度奉献しているか 

自己評価する。 
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参照聖句 

ダニエル2: 44 (神の王国が立てられる） 

ルカ12:16-20 (愚かな金持ちのたとえ） 

使徒2 ： 44-45 (初期のクリスチャンは一切のものを共有した） 

1ニーフアイ13: 37 (シオンを起こすために努める） 

『モルモン書』ヤコブ2:18-19 (富を求める前に神の王国を求めよ） 

4ニーフアイ1:3 (ニーフアイ人は一切のものを共有した） 

教義と聖約42 ： 29-36 (貧しい人々に分け与える） 

教師の準備 

レッスンの前に以下のことを行う。 

1.本課のページにあるブリガム•ヤングの言葉を掲示用の紙に書く（レッスンが始まる前に 

黒板に書いてもよい）。 

2.『福音の原則』第34章「才能を伸ばす」を読む。 

3.本書の19課を復習する。 

4.レッスンの中で話や聖句を読むよう生徒に依頼する。 

302 





写真の説明 

1.キリスト•イエス，ボスロン.チェンバ^•ズ画，Bernard Picture Co., Inc. 

の許可を得て掲載。 

2.ホームティ一チングは父親との面接から始まる。 

3.ホームティ一チヤ一は，父親の指示の下で家族を教える。 

4.有能なホームティーチヤーは，あらゆる方面から担当家族に奉仕する。 

5.ホームティーチヤーは，担当家族の必要について神権指導者に定期的に報 

告する。 

6.すべての青少年は伝道に行くために，経済面をはじめとして様々な備えを 

する。 

7.隣人と親しくなることは，教会員が行うすばらしい伝道活動である。 

8.宣教師を自宅に招いて友人に福音を教えてもらうことは，胸の躍る経験で 
あ々。 

9.友人と福音を分かち合う会員は，その人と永遠に喜びを共にする。 

10.日記を書くことは，系図活動の重要な部分を占めている。 

11.父親は，覚えの書の編さんについて家族を指導する。 

12.家族同士が協力して，4代家族の記録を編さんする。 

13.福祉プロジェクトでともに働くことにより，兄弟愛をはぐくみ，困窮者に 

必要物資を供給する。 

14.個人と家族の備えには，1年分の食糧，衣類，燃料を貯蔵することが含まれ 

ている。 

15.教会員は断食献金を惜しみなく納めることにより，困窮者に援助の手を差 

し伸べる。 

16.援助を必要としている人々を助けることは，まことの末日聖徒のしるしで 

あな。 
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