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大管長会ならびに十二使徒定員会は，教会員が末日の預言者たち

の教えを通して回復された福音への理解を深め，主にさらに近づけ

るように，『歴代大管長の教え』シリーズを作成した。本シリーズ

に新たな書籍が追加されるにつれ，家庭に福音の参考図書のコレク

ションを増やしていくことができるであろう。

本書では1889年 4月から1898年 9月まで末日聖徒イエス・キリス

ト教会の大管長を務めたウィルフォード・ウッドラフの教えを採り

上げている。

個人学習

ウィルフォード・ウッドラフ大管長の教えを研究しながら，御霊
みた ま

の導きを求める。ニーファイによる次の霊感あふれる約束を覚えて

おく。「熱心に求める人は見いだすであろう。神の奥義は聖霊の力

によって……その人々に明らかにされる。」（1ニーファイ10：19）

各章の最後には「研究とレッスンのための提案」が載っている。

これらの質問，アイデア，および参照聖句は，ウッドラフ大管長の

言葉を理解して応用するための助けとなるであろう。章を読む前に

目を通しておくとよい。また，研究しながら，以下の質問について

深く考える。

• ウッドラフ大管長はどのような原則を教えているだろうか。こ

の教えから何を学べるだろうか。

• ウッドラフ大管長の教えは自分の生活においてどのような助け

となるだろうか。家庭や教会での責任を果たすうえでどのよう

な助けとなるだろうか。

• これらの事柄を学んだ今，自分は何をなすべきだろうか。
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本書から教える

あなたが扶助協会，長老定員会，または大祭司グループの教師と

して働いている場合は，本書から教える機会があるであろう。以下

の指針を参考にするとよい。

ウッドラフ大管長の言葉と聖句に焦点を当てる

主は「預言者たちや使徒たちが書き記

したことと，信仰の祈りによって慰め主

により〔わたしたちに〕教えられること

のほかは何も」教えてはならないと命じ

ておられる（教義と聖約52：9）。

本書をわきに置いて別の資料からレッ

スンを準備したくなることがあるかもし

れない。しかしあなたの務めはクラスの

参加者がウッドラフ大管長の言葉と聖文

を通して福音を学ぶのを助けることであ

る。毎回のレッスンは本書にある引用と各章の最後にある関連聖句

を中心としたものにする。レッスンの多くの部分を，ウッドラフ大

管長の言葉を読んで話し合う時間に当てるようにする。

クラスの参加者には，日曜日の集会に先立って該当する章を研究

しておくように，また集会に本書を持参するように勧める。事前に

読んでおくことによって，レッスンに参加し，互いに教化し合うた

めのより良い備えをすることができる。

聖霊の導きを求める

助けを求めて祈り，熱心に準備するとき，聖霊があなたの努力に

報いて導いてくださるであろう（アルマ17：2－3；教義と聖約11：

21；42：14；88：77－78参照）。聖霊は思いと心に語りかける静か

な細い声によって，福音を学んで実践するように人々を促す引用を

あなたが本書から選ぶのを助けてくださるであろう。

教えるときには，あなたの語る言葉や引用文，そしてクラスの話し

合いに御霊
みたま

の力がともにあるように祈る。ニーファイは，「人が聖霊

の力によって語るときには，聖霊の力がそれを人の子らの心に伝える」

と語っている（2ニーファイ33：1。教義と聖約50：13－22も参照）。

序

vi



レッスンのアウトラインを準備する

教えるためのアイデアについて御霊
みた ま

の導きを受けたら，覚えてお

くことができるようにそれらのアイデアを書き留める。教える前に，

アウトラインを書き，アイデアを整理してレッスンプランを準備す

る。以下の簡単な4つの段階を用いるとよい。

1．教える章を研究する 該当する章を読み，ウッドラフ大管長の

教えに精通する。vページの「個人学習」にある勧告に従う。

2．祈りをもって，教える人々に最も役立つであろうウッドラフ大
管長の言葉を選ぶ 該当する章を少なくとももう 1度研究す

る。太字の小見出しを見直す。そこには教えるべき原則が書か

れている。クラスの参加者がそれらの原則を学んで応用するの

を助けるうえで最も役立つ引用文を選べるように，主に導きを

求めて祈る。各章には1回のレッスンでは採り上げ切れない量

の内容が含まれているので，すべての原則を教えたり，すべて

の引用文を用いたりしなければならないと考えるべきではな

い。

3．引用文をどのように教えるかを決める 引用文を選んだら，次

に教える方法を計画する。その際，よく祈って御霊の導きを求

める。章の最後にある「研究とレッスンのための提案」からア

イデアを探す。レッスンはクラスの参加者がウッドラフ大管長

の言葉を理解し，話し合い，応用するように助けるものとすべ

きである。そのことに留意する。

4．アウトラインを書いてアイデアを整理する 簡単にアウトライ

ンを書いておくと，アイデアを整理でき，またレッスンを進め

る際に役立つ。アウトラインには次の3つの主要な部分が含ま

れる。

• 導入 クラスの参加者がウッドラフ大管長の言葉に注意を

集中できるように，簡単な導入を準備する。

• ウッドラフ大管長の教えについての話し合い 選んだ引用

文について教えるための計画を書く。アウトラインのこの

部分は，章の太字の小見出しにある原則に従って分けると

よい。

• 結び 話し合った原則を簡単に要約し，証
あかし

を述べる準備を

する。ほかの人に証を述べるように勧める方法を計画して

もよい。
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人々を教化する話し合いを行う

主は効果的に教えるための原則を次のよう

に明らかにしておられる。「あなたがた自

身の中から一人の教師を任命しなさい。そ

して，全員が同時に語ることなく，一時に

一人を語らせて，すべての者が彼の言うこ

とに耳を傾けるようにしなさい。それは，

すべての者が語って，すべての者が互いに

教化し合うように，またすべての人が等し

い特権を持てるようにするためである。」

（教義と聖約88：122）以下の指針は，人々

を教化する話し合いを奨励し，進めていくうえで役立つであろう。

• 聖霊の導きを求める。聖霊はあなたに，特定の質問を尋ねるよう

に，あるいは特定の人を話し合いに参加させるように導きを与え

てくださるであろう。

• 参加者がウッドラフ大管長の教えに注意を向けるように助ける。

話し合いを行うときや質問に答えるときに，大管長の言葉を読ん

でもらうようにする。話し合いが話題からそれ始めたときには，

参加者の気分を害さないように配慮しながら方向を修正する。

• 話し合われている真理について度々証を述べる。参加者にも証を

述べるように勧める。

• 適切であれば，章で採り上げている原則に関連した経験を話す。

参加者にも聖霊の促しがあったときに経験を話すように勧める。

• 話しすぎない。参加者に自分の考えを分かち合い，質問を尋ね，

互いに教え合うように勧める。

• 質問を尋ねた後の沈黙を恐れない。参加者は考えや証，経験を語る

前に，考えたりテキストを見たりする時間を必要とする場合が多い。

• 話し合いへのあらゆる貢献に感謝を表す。参加者の意見に心から

耳を傾け，理解しようと努める。彼らの努力に感謝を述べる。

• 参加者に複数の意見を出してもらうときには，だれかに依頼して

黒板に書き出してもらうようにするとよい。

• 準備してきた内容をすべて教えようとして，有意義な話し合いを

途中で終わらせてしまうことのないようにする。最も重要なのは，

参加者が御霊の影響力を感じて福音に従って生活する決意を強め

ることである。
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効果的な質問によって，深く考えながら学習し，話し合い，応用

するように促すことができる。本書では各章の最後にある「研究と

レッスンのための提案」に有益な質問が用意されている。この質問

を度々参照する。必要に応じて質問を考え出してもよい。以下に示

すような，ウッドラフ大管長の教えを調べ，分析し，応用するよう

に促すような質問を準備する。

調べるための質問 は，ウッドラフ大管長の言葉を読み，話し合
うように参加者を促す。例えば次のような質問をすることがで

きる。「福音を伝えることについて，ウッドラフ大管長の勧告

からどのようなことが学べるでしょうか。」

分析するための質問 は，ウッドラフ大管長の教えについて深く
考え，福音の原則に対する理解を深めるように参加者を導く。

例えば，参加者が上記の「調べるための質問」に答えた後，次

のような質問をすることができる。「伝道活動がそのように喜

びに満ちた経験であるのはなぜでしょうか。」

応用するための質問 は，ウッドラフ大管長の教えに従って生活
する方法を理解できるように参加者を助ける。例えば次のよう

な質問をすることができる。「福音を伝えるために，わたした

ちには具体的にどのようなことができるでしょうか。」

本書で引用されている資料に関する情報
本書に収められているウッドラフ大管長の教えは，大管長の説教，

既刊の著作，および日記から直接引用したものである。日記からの引
用については，句読点，語のつづり，大文字の使用，および段落分け
が現代風に修正されている。そのほかの引用については，読みやすさ
の向上を図るために編集上または印刷上必要な場合を除いて，原文で
使われている句読点，語のつづり，大文字の使用，段落分けをそのま
ま使用している。このため，読者は本文に多少統一を欠く点があるこ
とに気づくかもしれない。例えば，“gospel”〔福音〕は一部の引用で
は小文字が使用され，他の引用では大文字が使用されている。
また，ウッドラフ大管長は度々男性と女性の両方に対して“men”，

“man”，“mankind”などの用語を使用している。また男女両方を指
す代名詞として頻繁に“he”を使用している。これは当時の言葉遣
いにおいて一般的なことであった。当時の言語慣習と現在の用法に
は相違があるものの，ウッドラフ大管長の教えは女性と男性の両方
に当てはまるものである。
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本書は歴史書ではなく，ウィルフォード・ウッドラフ大管長が教

えた福音の原則をまとめたものである。以下の年表は，これらの教

えの歴史的な背景を簡単に紹介するために用意されている。一般的

な歴史については重要な出来事の多くが省略されている。またウッ

ドラフ大管長自身の結婚，子供の誕生や死など，生涯における重要

な出来事も多く省略されている。

1807年 3月 1日 コネチカット州ハートフォード郡ファーミント

ンで，ビューラー・トンプソン・ウッドラフと

アフェク・ウッドラフのもとに誕生。

1808年 6月11日 母が26歳で死去。

1810年11月 9日 父がアズバ・ハートと再婚。

1821年 製粉業者として働き始める。

1832年 兄アズモン夫婦とともにニューヨーク州オスウ

ィーゴ郡リッチランドに移住し，農地を購入す

る。

1833年12月29日 二人の末日聖徒の宣教師ゼラ・パルシファー長

老とエライジャ・チェニー長老が開いた集会で，

回復された福音を初めて耳にする。

1833年12月31日 ゼラ・パルシファーよりバプテスマおよび確認

を受ける。

1834年 1月 2日 ゼラ・パルシファーより教師に聖任される。

1834年 4月 オハイオ州カートランドに行き，預言者ジョセ

フ・スミスに会う。

x
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1834年 5月－6月 シオンの陣営とともにミズーリ州に旅をする。

ミズーリ州クレイ郡にとどまり，聖徒を助ける。

1834年11月 5日 ミズーリ州クレイ郡でシメオン・カーターより

祭司に聖任される。

1835年 1月13日 専任宣教師としての最初の伝道のためにミズー

リ州を離れ，アーカンソー州およびテネシー州

で福音を宣
の

べ伝える。

1835年 6月28日 テネシー州メンフィスの近くでウォーレン・パ

リッシュより長老に聖任される。

1836年 4月19日 七十人第二定員会に召される。

1836年 5月31日 デビッド・パッテンより七十人に聖任される。

1837年 1月 3日 七十人第一定員会に召される。

1837年 5月31日 オハイオ州カートランドを離れ，メイン州の沖

にあるフォックス諸島で伝道する。

1838年 7月 8日 預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示によ

り，十二使徒定員会に召される（教義と聖約118

章参照）。

1839年 4月26日 ミズーリ州ファーウェストの神殿の敷地で，ブ

リガム・ヤングにより使徒に聖任される。

1839年 8月 8日 イギリスでの伝道に出発する。

1840年－1841年 イギリスで宣教師として働く。約2,000人をバプ

テスマと確認に導く。ロンドンにおいてモルモ

ン書の版権確保に尽力する。

1841年10月 6日 ノーブーにいる家族や聖徒たちのもとに戻る。

1841年11月21日 ノーブー神殿のバプテスマ室で執行された初め

ての死者のためのバプテスマに立ち会う。

経歴のまとめ
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1843年 7月－11月 合衆国東部で伝道し，ノーブー神殿の建設を完

成させる資金を調達する。

1844年 5月－8月 再び合衆国東部で伝道する。

1844年 7月 9日 6月27日のジョセフ・スミスとハイラム・スミス

の殉教を知る。

1844年 8月 6日 十二使徒定員会のほかの会員とともにノーブー

に戻る。

1844年 8月 8日 末日聖徒がブリガム・ヤング会長と十二使徒定

員会を教会の指導者として支持した大会に出席

する。

1844年 8月12日 ヨーロッパ伝道部を管理する召しを受ける。

1846年 4月－5月 ノーブーに戻り，後に西部に移動する聖徒に加

わる。

1847年 4月 7日 ソルトレーク盆地に向かう開拓者の最初の部隊

とともにウィンタークウォーターズを出発する。

1847年 7月24日 グレートソルトレーク盆地に到着する。

1847年－1850年 ウィンタークウォーターズおよび合衆国東部か

ら聖徒がソルトレーク・シティーへ移動するの

を助ける任務を数回にわたって果たす。

1856年－1883年 教会歴史家補佐として働く。

1877年 1月 1日 ユタ州セントジョージ神殿の最初の神殿長とし

て働く。

1877年 8月29日 ブリガム・ヤング大管長の死を知り，セントジ

ョージを離れてソルトレーク・シティーに向か

う。

経歴のまとめ
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1880年10月10日 ジョン・テーラーが教会の大管長として支持さ

れた総大会で，十二使徒定員会会長として支持

される。

1882年 多妻結婚を重罪とし，多妻結婚を実施している

者の投票，公職への就任，陪審義務の遂行を禁

止するエドマンズ法が合衆国連邦議会を通過す

る。

1883年－1889年 教会歴史家として働く。

1887年 2月19日 連邦政府が教会所有不動産の多くを没収するこ

とを認めた，もう一つの反一夫多妻法であるエ

ドマンズ・タッカー法が合衆国連邦議会を通過

する。同法は1887年 3月 3日に発効となる。

1887年 7月25日 ジョン・テーラーが死去し，先任使徒および教

会の管理指導者となる。

1888年 5月17日 ユタ州マンタイ神殿を奉献する。

1889年 4月 7日 末日聖徒イエス・キリスト教会の大管長として

支持される。

1890年 9月24日 主から受けた啓示により，末日聖徒は多妻結婚

の実施をやめるべきであると述べた宣言を発す

る。

1890年10月 6日 総大会に出席していた教会員が，ウッドラフ大

管長が受けた多妻結婚に関する啓示を全会一致

で支持する。

1893年 4月 6日 ソルトレーク神殿を奉献する。

1894年11月13日 ユタ系図協会の設立を監督する。

経歴のまとめ
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1897年 3月 1日 自身の90歳の誕生日を祝う会に出席する。

1898年 9月 2日 短い闘病の後，カリフォルニア州サンフランシ

スコで死去。

経歴のまとめ
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「神は不思議な方法で業を進め，奇跡を行われる。神は海に足跡

を残し，嵐
あらし

を御
ぎょ

される。」1 ウィルフォード・ウッドラフ大管長の好

んだ賛美歌「神は不思議な方法で業を進められる」はこのように始

まる。

「彼は〔その賛美歌が〕大好きでした」と，ウィルフォード・ウ

ッドラフが大管長であった当時に十二使徒として働いたヒーバー・

J・グラント大管長は述べている。「神殿で開く毎週の集会で，時に

は月に2度それを歌いました。ウッドラフ兄弟がその歌をリクエス

トすることのないまま1か月が過ぎ去るようなことはほとんどあり

ませんでした。彼はこの業を心の底から信じ，その前進のために，

神から授けられた力を尽くして働きました。」2

同じくウッドラフ大管長とともに働いたマサイアス・F・カウリ

ーは次のように述べている。「恐らく教会の中に，『神は不思議な方

法で業を進め，奇跡を行われる』という言葉が真実であることを，

ウィルフォード・ウッドラフ以上に深く感じてきた人はいないでし

ょう。彼はきわめて霊的で，まったく完全に神の務めに献身してい

たために，生涯を通じて神の御心
みこころ

の奇跡的な現れを豊かに受けまし

た。奇跡を信仰の土台としたことは決してなく，奇跡は心の底から

信じていた事柄を確認し，聖文の教えについての彼の理解を支持し

たにすぎませんでした。」3

グラント大管長やカウリー兄弟が述べているように，ウッドラフ

大管長の好んだ賛美歌は彼の生涯にふさわしいテーマであった。ま

たそれはウッドラフ大管長が眼前に見た末日聖徒イエス・キリスト

教会の発展を描写したものでもあった。賛美歌は次のように続いて

いる。

恐れを抱く聖徒たち，勇気を得よ

あなたがたが激しく恐れる雲は

憐
あわ

れみに満ち，

祝福となって頭上に注がれる

xv
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神の目的は早生
そうせい

のように速やかに熟し，

絶えず開花していく

つぼみの間は苦くても，

その花は甘いであろう

盲目の不信仰な者は必ず過ちを犯し，

神の業を見ても理解することがない

神が御自身を解き明かす者であり，

その業を明らかにされる 4

ウィルフォード・ウッドラフは初期の教会歴史における主要な出

来事の多くにかかわった重要な人物であり，逆境の雲が最終的には

忠実な者にとって祝福となることをよく理解していた。迫害や苦し

みの苦さを味わったが，そのすべてを通して，神の手に導かれるこ

との甘さをも味わった。そして福音が回復されていくのを見ながら，

神の業をはっきりと理解していったのである。

ウィルフォード・ウッドラフの幼年時代および青年時代
――家庭で据えられた堅固な土台

ウィルフォード・ウッドラフは1807年 3月 1日，コネチカット州

ファーミントンでアフェク・ウッドラフとビューラー・トンプソ

ン・ウッドラフの間に誕生した。1歳 3か月のときに，母親は斑点
はんてん

熱
ねつ

のために世を去った。約3年後にアフェクは再婚している。ウィ

ルフォードと二人の兄は，父親と，継母であるアズバ・ハート・ウ

ッドラフに育てられた。アフェクとアズバはさらに6人の子供をも

うけたが，そのうちの4人は乳児期または子供のころに死亡している。

ウィルフォード・ウッドラフの書き物から，彼が当時の普通の少

年と同じように育ったことが分かる。学校に通い，家族の農場で働

いた。また非常に若いころから父親の製材工場で働き，その経験は

成人して自ら工場を経営する際に役立つことになる。好きな娯楽は

魚釣りで，よく父親の工場の横を流れる小川で兄弟たちと鱒
ます

釣りを

していた。

彼は家族を愛し，両親に深い敬意を抱いていた。称賛と感謝をも

って，父親のことを常に「大量の仕事」をこなす強健な人物で，

「慈愛にあふれ，正直で，高潔で，誠実な人」であったと述べてい

ウィルフォード・ウッドラフの生涯と教導の業
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る。5 また継母から福音を教わったことが，主のまことの教会を探し

求めるようになるうえでどれほど助けとなったかを回想している。6

大人になってからも，生涯における最大の喜びの多くは肉親に関

連したものであった。兄のアズモンと同じ日に教会に加わった。そ

して父親や継母，家族に教えを説き，バプテスマを施すことができ

喜んだ。また後年になって，実母のために神殿の業が行われるよう

にし，それは自分の生涯のあらゆる働きに十分報いてくれる特権で

あったと述べている。7

「神の守りと憐
あわ

れみ」

幼年時代や青年時代を振り返りながら，ウィルフォード・ウッド

ラフは命が幾度も主の手によって守られてきたことを認めている。

「災難の章」（“Chapter of Accidents”）と題した記事の中で，遭遇

してきた災難について述べ，生きてそれを語れることに驚いている。

例えば，家族の農場での冒険について次のように語っている。「6歳

のとき，ひどく気の立った雄牛に殺されかけました。父と一緒に家

畜にカボチャを食べさせていると，1頭のひどく気の立った雄牛が，

わたしの牛を追い払いました。わたしが残ったカボチャを取ると，

雄牛が飛びかかってきました。父はカボチャを投げ捨てて走るよう

に言いました。わたしは急な坂を駆け下りて行きましたが，カボチ

ャは持って行きました。このカボチャはわたしの牛に食べる権利が

あると心に決めていたからです。雄牛は追いかけて来ます。まさに

追いつかれようかというとき，わたしは杭
くい

を埋め込むために掘った

穴に足を踏み入れ，転んでしまいました。雄牛はわたしを跳び越え，

カボチャを追いかけて，角で粉々に引き裂きました。もし転んでいな

かったなら，わたしもあのカボチャと同じ目に遭っていたでしょう。」8

また17歳のときに経験した災難についても語っている。「わたし

はなじみのない，とても短気な馬に乗っていました。岩の多い非常

に急な坂を下っていたとき，馬がその地の利を生かして突然道から

飛び出し，岩の間を縫いながら急勾配を全速力で駆け下り，わたし

を頭越しに岩の上へ投げ出そうとして足をけり始めました。わたし

は馬の頭にしがみつきました。そして，いつ岩に打ち付けられて

粉々になるかと思いながら，両方の耳をグリップのようにつかんで

いました。馬の首にまたがって座ったままの姿勢です。耳のほかは

馬を操る手綱もなく，馬は坂を全速力で駆け下りて行き，ついに岩
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に衝突して，その身を地面に打ち付けました。わたしは馬の頭と岩

を越えて，1ロッド〔約 5メートル〕ほど向こうまで投げ飛ばされ

て，足から地面にたたきつけられました。そうでなければ命を落と

していたでしょう。もし体の別の箇所を打ち付けていたなら，即死

していたと思います。実際，骨は下の方からまるで葦
あし

のように砕け

ていました。左足は2か所で折れ，両方の足首がひどく脱臼
だっきゅう

してい

て，起き上がろうともがき回る馬の下敷きになりかけました。わた

しの落ちるのを見ていたおじのタイタス・ウッドラフが，人に手伝

ってもらって，おじの家まで運んでくれました。わたしは午後2時

から10時まで治療を受けることのないまま横たわっていました。そ

の後，父がファーミントンのスウィフト医師を連れて到着し，医師

は整骨してから両足に添え木を当てて固定し，その晩に馬車で8マ

イル離れた家まで運んでくれました。とても激しい痛みでした。し

かしよく世話をしてもらい，8週間後には松葉杖
まつばづえ

で外に出るように

なりました。」9

ウィルフォード・ウッドラフは大人になってからも頻繁に災難に

見舞われたが，それでも命は守られ続けた。41歳のとき，経験して

きた数々の不幸な出来事をかいつまんで話し，主の守りの手に対す

る感謝を次のように述べている。

「わたしはこれまでに両足（片方は2か所）と両腕，胸骨と3本

の肋骨
ろっこつ

を折り，両方の足首を脱臼しました。おぼれ，凍え，やけど

をし，狂犬にかまれました。全速力で回る水車に2度巻き込まれま

した。幾度か病気のひどい発作を経験し，最も恐ろしい種類の毒に

あたったこともありました。山積みになった鉄道施設の残骸の中に

落ちたこともありました。銃弾にかろうじて当たらずに済んだこと

もあり，ほかにも間一髪で難を逃れた経験を無数にしてきました。

わたしには奇跡的だと思われることがあります。これまでに経験

してきたあらゆるけがや骨折にもかかわらず，手足が不自由になる

こともなく，どんな過酷な仕事や厳しい環境にも，つらい旅にも耐

えてこられました。そのうえ，幾度となく1日に40マイル（約64キ

ロ），50マイル（約80キロ），あるときには60マイル（約96キロ）を

歩いてきたのです。神の守りと憐
あわ

れみがわたしにあって，今まで命

は守られてきました。その祝福に対して，天の御父にわたしの心に

ある感謝をささげたいと思うとともに，残りの生涯を主の務めと主

の王国の建設に使うことができるように祈っています。」10
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主のまことの教会を探し，見いだす

ウィルフォード・ウッドラフが最初に主に仕え，主のことを学び

たいと望んだのは，若いころのことであった。次のように語ってい

る。「弱年のころ，わたしは宗教に関する事柄に非常に関心を抱い

ていました。」11 しかし，どの教会にも加わらないことを選んだ。そ

の代わりにイエス・キリストの唯一まことの教会を見いだそうと決

意していたのである。両親や友人たちの教えから，そして御霊
みた ま

のさ

さやきによって，霊感を受けて「キリストの教会は現在地上にはな

いこと，神の前に清く汚れのない信心は捨てられてしまっているこ

と，そして間もなく大きな変化が起ころうとしていること」を確信

するようになった。12 とりわけ刺激を受けたのが，ウィルフォードは

生きて回復された福音の実を味わうだろうと預言した，ロバート・

メーソンという人物の教えであった（本書1－3ページ参照）。

ウィルフォード・ウッドラフ大管長は後に，自分の経験が末日聖

徒にとって益となると信じて，13 自らが真理を探し求めた物語を度々

話している。次のように語っている。

「わたしはイエス・キリストの福音，または使徒が教えた儀式や

賜物
たまもの

と一致する教義や信仰，慣習を持つ宗派を見いだすことができ

ませんでした。当時の聖職者は，昔の聖徒が享受していた信仰，賜

物，恵み，奇跡，および儀式は廃されて，もはや必要ではないと教え

ていました。しかし，わたしはそれが真実であると信じることなく，

それらは人の子らの不信仰によって廃されてしまったにすぎないと

思っていました。神が地上に教会を有しておられるときには，いつ

の時代においてもほかの時代と同じ賜物，恵み，奇跡および力が現

れると信じていたのです。また，神の教会が再び地上に確立されて，

自分は生きてそれを見るだろうと信じていました。そして人の意見

がどうであろうと，主がわたしに何が正しく何が誤りであるかを示

し，救いの道に導いてくださるように熱烈に祈りながら，旧約聖書

や新約聖書を熟読しました。それによって，これらの原則はわたし

の思いの中で揺るぎないものとなりました。そして主がまさに終わ

りの時に御自分の教会と王国を地上に建てようとしておられること

を，主の御霊
みたま

のささやきが3年にわたって教えてくれました。」14

「わたしはこれらの事柄に引き付けられていました」と彼は語っ

ている。「青年時代，生きて預言者に会うことができるように日夜
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祈っていました。預言者に会うためなら，あるいは聖書で読んだ事

柄を教えてくれる人に会うためなら，1,000マイルでも旅をしたでし

ょう。しかし当時これらの原則を支持している教会を見つけること

ができなかったので，どの教会にも加わることができませんでした。

深夜に何時間も，川辺で，山の中で，製材工場で過ごし，……生き

て預言者に会えるように，あるいは神の王国に関する事柄について

読んだとおりに教えてくれる人に会えるように，神に請い願いまし

た。」15

ウィルフォード・ウッドラフの探求が終わったのは，26歳のとき

であった。1833年12月29日，末日聖徒の宣教師ゼラ・パルシファー

長老の説教を聞いたのだ。日記の中で，パルシファー長老の説教に

対する自らの反応を次のように述べている。

「彼は幾らかあいさつを述べて集会を始め，次に祈った。わたし

は神の御霊
みた ま

が彼こそ神の僕
しもべ

であると証
あかし

するのを感じた。それから彼

は教えを説き始めたが，それもまた権能を持つ者のようであって，

説教を終えたとき，わたしは初めて福音の説教を聞いたと心から感

じた。これこそ長い間探し続けてきたものであると思った。人々の

前で真理について証せずにその場を離れることなどできないと感じ

た。わたしは目を開いて見，耳を開いて聞き，心を開いて理解した。

そして教えを授けてくれた人を扉を開いてもてなした。」16

ウィルフォード・ウッドラフはパルシファー長老と同僚のエライ

ジャ・チェニー長老を家に招き，滞在するように勧めた。それから

2日後，モルモン書を読み，宣教師たちと話をすることにじっくり

時間を費やしたウッドラフ兄弟は，バプテスマを受けて，末日聖徒

イエス・キリスト教会の会員に確認された。その日から人生は変わ

った。真理を見いだした彼は，真理を人にもたらすために自らをさ

さげることになったのである。

「福音を宣
の

べ伝えに行きたいという望み」

バプテスマで交わした聖約を守ることを堅く決意していたウィル

フォード・ウッドラフは，喜んで主の手に使われる者として，いつ

でも御心
みこころ

を行う備えができていた。1834年の終わり，「福音を宣べ

伝えに行きたいという望みを抱いていた」17 彼は，合衆国南東部で働

く召しを受けた。試練が待ち受けていること，そして道中命が危険

にさらされる恐れがあることを知っていたが，自らの証と信仰の内
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に力を見いだしていた。次のように回想している。「主がジョセ

フ・スミスに明らかにされた福音が真実であり，とても大きな価値

を持つものであることを知っていたので，まだ聞いていない人たち

に伝えたかったのです。回復された福音はとても善いものであって，

分かりやすいものなので，信じさせることができると思いました。」18

最初の伝道を始めた当時，ウィルフォード・ウッドラフはアロン

神権の祭司に聖任されたばかりであった。同僚はすでに長老に聖任

されていた人で，ともに伝道初期の試練に耐えていたが，やがて落

胆してオハイオ州カートランドの家に帰ってしまった。見知らぬ土

地に独り残されたウィルフォードは助けを求めて祈り，沼地や湿地

帯を歩いて渡りながら伝道の務めを続けた。そしてついに，「疲れ

切って空腹な」ままテネシー州メンフィスの町に着いた。19 その地で

最初の伝道活動として，彼は大勢の聴衆に向かって話をした。その

ときのことを次のように語っている。

「ジョサイア・ジャクソン氏が営む，その地で最も立派な宿屋に

行きました。自分はよそ者であり，無一文であることを伝え，一泊

させてもらえないか尋ねました。職業を尋ねられ，福音を説く者で

あると言いました。すると彼は笑い，わたしのことをあまり説教者

には見えないと言いました。わたしは非難したりはしませんでした。

なぜなら，彼がそれまでに出会ってきた説教者は皆，立派な馬や馬

車に乗り，質のいい衣服をまとい，高給を得ていた人々，民を救う

ために170マイル（約270キロ）のぬかるみを歩いて渡ったりするく

らいなら，全世界が地獄に落ちるのを眺めているような人々だった

からです。

宿の主人はおもしろ半分に，もし教えを説くならば泊めようと言

いました。説教ができるのかを見てみたかったのです。正直に言う

と，このころになると少々いたずら心が生じて，わたしは説教をさ

せないでほしいと頼み込みました。勘弁してほしいと頼むほどに，

説教をさせようというジャクソン氏の決意は堅くなっていきまし

た。……

わたしは大広間に座って夕食を取りました。すると食事が済む前

に，その部屋が高級な黒ラシャや絹の衣服を着たメンフィスの富者

や上流社会の人々で埋まり始めました。一方でわたしは，ご想像い

ただけるように，ぬかるみを旅してきた姿です。食事を終えると，

テーブルが人々の頭越しに運び出されました。わたしは1冊の聖書
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と賛美歌集とろうそくを載せた台を前に部屋の隅に立たされ，宿の

主人を中心とする12人の人に取り囲まれました。そこには500人ほ

どが，福音の説教を聴くためではなく，少しばかり楽しい時間を過

ごすために集まっていました。……あなたがこのような立場に置か

れたらどのように思うでしょうか。初めての伝道で，同僚や友人も

なく，このような会衆に教えを説くように求められたとしたら。わ

たしの場合，連れが欲しいように感じはしたものの，それは人生で

最も楽しかったひとときに挙げられる時間となりました。

わたしは賛美歌の歌詞を読み，歌うように求めました。だれ一人

として一語でも歌おうとする者はいませんでした。わたしは自分に

は歌を歌う才能はないが，主の助けを得て祈りと説教を行いましょ

う，と言いました。祈るためにひざまずくと，周囲にいた人たちも

ひざまずきました。わたしは，主の御霊
みたま

を与えてくださるように，そ

して人々の心の思いを示してくださるようにと主に祈りました。そし

て祈りの中で，主が与えてくださることはどのようなことでも会衆

に伝えると約束しました。それから立ち上がり，1時間半にわたっ

て話をしましたが，それは生涯で最も記憶に残る説教となりました。

その場に集まっていた人々の生活がわたしの心の目に明らかにさ

れ，わたしはその邪悪な行いと，彼らが得るであろう報いについて

語りました。わたしを囲んだ人々はうなだれていました。話を終え

て3分後，部屋にはだれもいなくなっていました。

間もなく寝室に案内されました。隣は大きな部屋で，わたしの説

教を聞いた人が大勢集まっていました。会話が聞こえてきました。

ある男が，あのモルモンの坊やが自分たちの過去の生活について知

っている訳を知りたいと言っていました。しばらくして教義のある

点について論争を始めました。ある者が争点の結論を得るためにわ

たしを呼ぼうと提案しました。しかし宿の主人が言いました。『い

や，今回はもう十分聞いた。』

朝，わたしはおいしい朝食を頂きました。主人は，もしまたこち

らの方に来ることがあれば，この宿に立ち寄り，好きなだけ滞在す

るようにと言ってくれました。」20

1836年11月，ウィルフォード・ウッドラフは合衆国南東部での伝

道を終えた。1835年と1836年に9,805マイル（約1万5,688キロ）を旅

し，323の集会を開き，教会の4つの支部を組織し，70人にバプテス

マを施し，62人に確認の儀式を行い，11人に神権の聖任を執り行い，
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按手
あんしゅ

によって 4人を癒
いや

し，6度にわたって暴徒の手から救い出され

た，と日記に記録している。211835年 6月に長老に，そして1836年5月

に七十人に聖任された。

カートランドに戻ったウッドラフ長老は，その地の多くの教会員

が背教に陥り，預言者ジョセフ・スミスを非難しているのを知った。

後に次のように語っている。「カートランドにおける背教の時期，

ジョセフ・スミスは神の御霊
みた ま

によって明らかにされなければ，人と

会うときにその人が友であるか敵であるかを知ることがほとんどで

きませんでした。指導的立場にあった人の大半が彼に敵対していた

のです。」22

「その暗黒のただ中にあって」23 さえも，ウィルフォード・ウッド

ラフは預言者に忠実であり続け，福音を宣
の

べ伝えるという決意に忠

実であり続けた。七十人第一定員会に召され，その立場にあって真

理を証
あかし

し続け，地域の数々の大会に赴いた。カートランドで1年足

らずを過ごした後，導きに従って，メイン州の沖合にあるフォック

ス諸島においてフルタイムで伝道の務めを果たした。次のように語

っている。

「神の御霊
みた ま

がこう言いました。『一人の同僚を選んで，フォック

ス諸島に直行しなさい。』さて，フォックス諸島に何があるのかは，

コロブに何があるのかと同じ程度にしか知りませんでした。しかし

主が行くように言われたので，行きました。わたしはジョナサン・

H・ヘイルを選び，彼は同行してくれました。その地で幾度か悪霊

を追い出し，福音を説き，幾つかの奇跡を行いました。……わたし

はフォックス諸島に着き，そこで善い働きをしました。」24 フォック

ス諸島に到着したウッドラフ長老は，「その地の人々がいにしえに

存在した秩序を切望している」のを知った。後に次のように報告し

ている。「それについては長々と話さずに，そこにいた間に100人以

上にバプテスマを施したとだけ申し上げておきましょう。」25

主イエス・キリストの使徒として
伝道の務めを続ける

1838年，フォックス諸島で伝道していたときに，ウッドラフ長老

は，自らの伝道の務めを人生の終わりまで広げる召しを受けた。次

のように述べている。「8月9日，当時十二使徒の会長であったトー

マス・B・マーシュから 1通の手紙を受け取り，預言者ジョセフ・
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スミスが啓示を受けて，道を外れた者たちの空席を満たすためにジ

ョン・E・ページ，ジョン・テーラー，ウィルフォード・ウッドラ

フ，およびウィラード・リチャーズを指名したことを知りました。

マーシュ会長の手紙にはさらにこうありました。『ですからウッ

ドラフ兄弟，これによって，あなたは十二使徒の空席を満たすため

に任じられていること，そして最近与えられたばかりの主の御言葉
み こ と ば

に従い，速やかにファーウェストに来て，また来年の 4月26日に，

この地の聖徒を離れて大洋の向こうにある別の地方へ出発しなけれ

ばならないことをご承知ください。』」

ウッドラフ大管長は後に次のように述べている。「この手紙の内

容は数週間前にわたしに明らかにされていましたが，わたしはだれ

にも話していませんでした。」26

「大洋の向こうにある別の地方へ出発」するようにとの指示は，

十二使徒はイギリスで伝道の務めを果たすようにという主の命令を

指していた。1839年 4月26日に使徒に聖任されて間もなく，ウィル

フォード・ウッドラフ長老は「全世界におけるキリストの名の特別

な証人」（教義と聖約107：23）の一人としてイギリスへ出発した。

ウッドラフ長老は後に合衆国とイギリスでさらに伝道を行った。

彼は教会歴史における最も偉大な宣教師の一人として知られてい

る。本書にはウッドラフ長老の伝道における経験が数多く載ってい

る。

聖徒の集合に貢献する

今日
こんにち

，末日聖徒は自分たちの住む地域に神の王国を築き上げ，そ

れにより世界中で教会を強めるように奨励されている。教会の初期

には，末日聖徒の宣教師は新たな改宗者たちに，オハイオ州カート

ランドであろうと，あるいはミズーリ州ジャクソン郡，イリノイ州

ノーブー，そしてユタ州ソルトレーク・シティーであろうと，当時

の教会の中心地に移住するように奨励していた。

ジョセフ・スミスとハイラム・スミスの殉教から約2年後，聖徒

はノーブーにあった自分たちの家を去ることを余儀なくされ，ネブ

ラスカ州ウィンタークウォーターズに一時的な居住地を築いた。イ

ギリスで伝道していたウッドラフ長老は，教会の本隊に戻って来た。

そしてウィンタークウォーターズを出発し，聖徒たちの最も有名な

移民を導く手助けをした。すなわち合衆国の平原と山々を越えて，
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1839年，ウィルフォード・ウッドラフ長老（前），ブリガム・ヤング長老（後），
およびほかの十二使徒定員会会員たちは，イギリスで福音を宣べ伝えるために

それぞれの家を後にした。



ソルトレーク盆地にある約束の地へと向かう聖徒たちの旅を導いた

のである。開拓者の最初の部隊の一員として，旅の終わりの方で，

病気であったブリガム・ヤング会長を馬車に乗せて運んだ。ヤング

会長が馬車の床から起き上がり，眼前に広がる土地を見渡して，

「結構です。まさにこの地です。さあ，行きましょう」と宣言した

とき，ウッドラフ長老もその場にいた。27

ウッドラフ長老は引き続き聖徒たちが約束の地に集まるのを助け

た。ある伝道の際には，家族とともにカナダと合衆国北東部で2年

半を過ごし，教会員がソルトレーク盆地に移住するのを助けた。こ

の聖徒たちの最後の一団とともにいたとき，自らが御霊
みた ま

の導きに敏

感であったことを示す，次のような経験をした。

「わたしは蒸気船が出航の準備をしているのを見ました。船長の

ところに行き，乗客が何人いるのかを尋ねました。『350人です。』

『もう100人乗せることができますか。』『はい。』乗船させてほしい

と言おうとしたとき，御霊が告げました。『その蒸気船に乗っては

いけない。あなたも同行者たちも。』分かりました，とわたしは言

いました。その静かな細い声についてはすでに学んでいました。そ
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こでその蒸気船には乗らず，翌朝まで待つことにしました。蒸気船

は，出発から30分後に火災を起こしました。舵
かじ

に金属の鎖ではなく

ロープを使用していたため，燃えて舵が利かなくなり，岸に向かう

ことができませんでした。その晩は闇夜
やみ よ

で，助かった者は一人もい

ませんでした。もし自分の内にあるあの忠告者の促しに従っていな

かったなら，わたしは残りの同行者たちとともにあそこにいたでし

ょう。」28

ソルトレーク盆地での務め

聖徒たちがソルトレーク盆地に移住した後，ウッドラフ長老の義

務は変わった。もう専任宣教師として海外に遣わされることはなか

った。その代わりに，さらに多くの聖徒が教会の中心地に移住する

のを助け，その地域を訪れる人々と会い，立法府の議員を務め，

灌漑
かんがい

と開墾に取り組み，農作物と農法の開発に携わった。また，頻

繁にユタ，アリゾナ，およびアイダホにある末日聖徒の入植地を訪

れ，福音を説き，自らの義務を行うように聖徒たちを励ました。

ウィルフォード・ウッドラフは1856年から1883年まで教会歴史家

補佐として，また1883年から1889年まで教会歴史家として働いた。

これは十二使徒定員会で務めを果たした期間の大部分に及んでい

る。この責任は多大な時間を要するものであったが，「この教会の

歴史はいつまでも永遠に残る」と信じ，その責任を特権と考えてい

た。29 歴史家としての務めは，1835年に日記をつけ始めて以来行って

きた働きの延長であった。――ウッドラフ大管長の日記は，本人の

生涯と教会の歴史の個人記録となっている（125－127ページ参照）。

教会を強め，地域社会で働き，家族を扶養するために絶えず努力

することによって，ウィルフォード・ウッドラフは勤勉だった父親

から学んだ原則を実践した。十二使徒定員会のフランクリン・D・

リチャーズ長老は，ウッドラフ長老について次のように語っている。

「〔彼は〕その行動力と勤勉さと身体的な持久力で知られていました。

大柄ではありませんでしたが，普通の体格の人では疲れ果ててしま

うような労働を行うことができました。」30

ウッドラフ長老の日記は，熱心に働いた長い一日を記録した記述

で満ちている。67歳のころ，桃を収穫するために息子アサヘルとと

もに12フィート（約3 . 7メートル）のはしごを登っていた。バラン

スを崩しかけたアサヘルを助けようとしたウッドラフ長老は，自身
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が落下してしまった。次のように記している。「はしごの下へ約10

フィート（3メートル）落ち，地面で右肩と腰を打ち，非常に痛い

思いをした。アサヘルにはさほどけがはなかった。一晩中，体が非

常に痛み，自由が利かなかった。」31 翌日こう記している。「今日も体

が非常に痛くて自由が利かなかったが，それでも畑に出て，夕方に

帰宅した。」32 この出来事についてマサイアス・カウリーは次のよう

に述べている。「あの年代の人がどうして木の上で作業しようなど

としたのだろう，といぶかるのが普通である。第一に，ウッドラフ

長老の場合，しなければならないと思うことが目に入ったら，それ

が彼にとって可能なことなら年齢など決して考慮しないのである。

彼はどこにでもいた。……どのような緊急事態にも，いつでも備え

ができていた。もしリンゴの木の頂に切るべき大枝が見えたなら，

思案するよりも先に木の頂にいるのである。自分でできることを人

に頼むのは，彼にとって常に難しいことであった。」33

神殿の建設と神殿の業

聖徒たちは中心となる場所に長期間とどまったときにはいつでも

神殿を建設した。それはカートランドにおいても，ノーブーにおい

ても，そして終
つい

の住処
すみ か

となったソルトレーク・シティーにおいても

そうであった。そうすることによって，預言者ジョセフ・スミスに

よる主からの啓示――ウッドラフ長老が日記に記録した次の啓示に

忠実であったのである。

「世のいかなる時代にあっても，ユダヤ人，あるいは神の民を集

める目的は何であっただろうか。その主要な目的というのは，それ

によって，主が主の宮の儀式と主の王国の栄光を主の民に明らかに

し，民に救いの道をお教えになれるようにすることであった。なぜ

なら，特定の儀式と原則があって，それらが教えられ施されるとき

には，その目的のために建てられた場所，すなわち宮の中で行われ

なければならないのである。これは世界が存在する前に神が思って

おられたことであり，この目的のために神は度々ユダヤ人を集めよ

うとされたが，ユダヤ人は拒んだ。神が終わりの時に御自分の民を

集められるのは，同じ目的のため，すなわち，儀式とエンダウメン

ト，洗い，油注ぎに対して民を備える宮を主のために建てるためで

ある。」34

ウッドラフ長老は同胞
はらから

である聖徒たちに，神殿で得られる祝福に
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あずかるように頻繁に勧めた。次のように語っている。「わたしは

神殿の建設を，時満ちる神権時代に主が末日聖徒に求めておられる

重要な事柄の一つであると考えています。聖徒が神殿に参入して，

生者を贖
あがな

うだけでなく死者を贖うことができるようにするためで

す。」35 特有の勤勉さをもって，神殿の業の模範を示し，自身の幾千

人もの先祖のための業が行われるようにした。

当時の多くの預言者と同様，ウッドラフ長老は世界中に神殿が存

在する時代が来ることを預言した。36 聖徒がソルトレーク盆地に到着

してからの46年間で，ユタ準州に 4つの神殿が，セントジョージ，

ローガン，マンタイ，およびソルトレーク・シティーの町に建てら

れ奉献された。このようにして彼は，その預言が成就し始めるのを

見る機会に浴した。

ウッドラフ大管長はマンタイとソルトレーク・シティーの神殿で

奉献の祈りをささげた。すべての教会員に向けたメッセージの中で，

副管長とともに心からの礼拝の精神で神殿の奉献式に出席する人々

に注がれる祝福について証
あかし

している。「聖霊の心地良いささやきが

与えられ，さらに時には天の宝，天使の交わりが与えられるでしょ
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う。なぜなら〔主の〕約束はすでに発せられており，それが達せら

れないことはあり得ないからです。」37 大管長はローガン神殿の奉献

式で経験したそのような出来事について，次のように記している。

「この神殿の奉献式に出席していたとき，青春時代に何時間も祈

ったことが思い起こされた。あのころわたしは，キリストの教会が

確立されるのを，また，いにしえの福音を受ける民，かつて聖徒た

ちに語られた信仰のために戦う民が起こされるのを，生きて地上で

見ることを許されるように神に請い願っていた。そして主は，生き

て神の民を見いだし，主の宮の内で名前と場所を，……息子にも娘

にも勝る名前，絶えることのない名前を得ると約束してくださった。

そして今日
きょ う

，わたしは主の民とともに名前を得ていることを喜び，

もう一つの神殿を主の最も聖なる御名
み な

に奉献する手助けをする。神

と小羊がとこしえにほめたたえられるように。」38

教会の大管長としての
ウィルフォード・ウッドラフの務め

1887年 7月25日にジョン・テーラー大管長が亡くなると，十二使

徒定員会が教会の管理組織となり，ウッドラフ会長が管理役員とな

った。教会全体を導くという重荷を感じて，ウッドラフ会長は日記

に次のような思いを記している。「これによってわたしは非常に特

異な状況，生涯を通じて決して求めたことのない立場に置かれた。

しかし神の摂理によってこの職を与えられたのだ。天の御父である

神に，この責任を果たすための助けと祝福を与えてくださるように

祈る。それはどんな人物が就くとしても高くて責任の重い役職であ

り，大いなる知恵を必要とする役職である。自分がテーラー大管長

よりも長く生きようとは思いもしなかった。……しかしそうなった

のであり，……ただこう言えるだけである。おお，全能の主なる神

よ，あなたの道は何と驚くべきものでしょう。地上で御自分の御業
みわ ざ

を行わせるために，確かに世の弱い者たちを選んでこられたからで

す。僕
しもべ

ウィルフォードが，何であろうと地上で待ち受けるものに備

え，天の神によって求められることを行う力を持つことができます

ように。わたしはこの祝福を，生ける神の御子イエス・キリストの

御名
み な

によって天の御父に求めます。」39 ウッドラフ会長は1889年 4月

7日，末日聖徒イエス・キリスト教会の大管長として支持され，こ

の神権時代における第4代の大管長となった。
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主の末日の業を証
あかし

する

教会員へのメッセージの中で，ウッドラフ大管長はそれまでの務

めにおいて絶えず行ってきたように，福音の回復について繰り返し

証
あかし

した。しかし，その生涯における最後の9年間に，それまで以上

の緊迫感をもって証を述べた。使徒としてジョセフ・スミスととも

に働いた者の中で最後の生存者であり，回復の預言者について明確

でいつまでも消えることのない証を残すことが急務であると感じて

いた。この世を去る約1年前に，次のように語っている。

「わたしには理解できないことがたくさんありますが，その一つ

は，なぜ自分がこの年齢でここにいるかということです。非常に多

くの使徒や預言者が故郷である天へ呼び戻されてきた中で，なぜこ

れほど長く生き長らえてきたのか，理解できません。……わたしは

預言者ジョセフ・スミスのもとでエンダウメントを受けた者の中

で，肉体を持って生きている唯一の人物です。ジョセフが神の王国

を十二使徒に託し，この王国に対する責任を引き受けるように命じ

たときにともにいた者の中で，現在肉体を持っている唯一の者です。
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ジョセフは部屋の中で，3時間ほどにわたって立ったまま最後の講

話を行いました。部屋は焼き尽くす火のようなもので満たされまし

た。彼の顔はこはくのように澄み，彼の言葉はわたしたちにとって

激しい稲妻のようでした。預言者の言葉は頭のてっぺんから足のつ

ま先まで，体中を貫きました。彼はこう言いました。『兄弟たち，

全能の主は時満ちる最後の神権時代と神の王国の確立に必要なあら

ゆる神権，あらゆる鍵
かぎ

，あらゆる力，あらゆる原則をわたしの頭上

に結び固められました。わたしは皆さんの頭上にそのすべての原則

と，神権と，使徒職と，神の王国の鍵を結び固めました。今皆さん

は力を合わせてこの王国を担っていかなければなりません。そうし

なければ皆さんは罰の定めを受けるでしょう。』わたしはその言葉

を忘れません。――命あるかぎり，決して忘れないでしょう。それ

はジョセフが肉体を持って語った最後の話でした。その後間もなく

彼は殉教し，栄光を受けるために故郷である天に呼び戻されまし

た。」40

教会の大管長として，ウッドラフ大管長は聖徒に聖霊の導きを求

めてそれに従い，聖約に忠実であり，自国や外国で福音を説き，現

世での責任を誠実に果たし，神殿と家族歴史の業を熱心に行うよう

に強く勧めた。彼の勧告は，十二使徒定員会の一員であったころに

語った次の言葉を繰り返したものであった。「たとえどれほど善良

であろうと，わたしたちは絶えず向上してさらに良くなろうとしな

ければなりません。ほかの人たちが従ってきたものとは異なる律法

と福音に従い，異なる王国を目指しています。同様にわたしたちの

目標は主なる神の御前
みま え

にあって高くなければならず，わたしたちは

それに従って自らを治めて管理しなければなりません。神の御霊が

とどまって，そうする力を与えてくださるように，わたしの天の御

父である神に祈ります。」41

「宣言」を発する

主の導きの手によって強められながら，ウッドラフ大管長はこの

神権時代でもとりわけ不穏な時期にあって末日聖徒を導いた。1880

年代末，教会は主が預言者ジョセフ・スミスに与えられた戒めに従

って多妻結婚を続けていた。しかし，少し前に合衆国政府が多妻結

婚を禁止する法律を可決しており，違反に対しては，教会の資産の

没収や，投票権など教会員の基本的人権の否認を含む，厳しい刑罰

ウィルフォード・ウッドラフの生涯と教導の業

xxxii



が設けられていた。またこの展開によって，多妻結婚を行う末日聖

徒を起訴する法的手段が確保されることになった。教会は上訴した

が，徒労に終わった。

ウッドラフ大管長はこうした状況を深く憂慮していた。この問題

について主の御心
みこころ

を求め，最終的に末日聖徒は多妻結婚の実施をや

めるべきであるという啓示を受けた。主の命令に従って，「宣言」

として知られることになる声明を発した。――この霊感による声明

は，多妻結婚に関する教会の公式な立場のよりどころとなっている。

この1890年 9月24日付けの公の宣言において，大管長は国の法律に

従う意思を表明した。また，教会が多妻結婚の実践をすでに教えて

いないことを証
あかし

した。42 1890年10月 6日，総大会において，末日聖徒

は預言者の宣言を支持し，預言者には「『宣言』を発するに十分な

権能が，その地位によって与えられている」という声明を全会一致

で支持した。43

家族の永続性を再び強調する

殉教する約3か月前，預言者ジョセフ・スミスは大勢の聖徒に向

かって説教をした。その説教の概要を記録したウィルフォード・ウ

ッドラフ長老は，預言者が「これまで聖徒に提示されてきた主題の

中で最も重要で興味深いものの一つ」44 について語ったと述べてい

る。この説教の一部として，預言者は家族が永遠であることを証
あかし

し

た。預言者は自分たちの親に結び固められること，およびすべての

世代にわたってその結び固めの儀式を続けることの必要性につい

て，次のように語っている。

「これがエリヤの霊です。わたしたちはこれによって死者を贖
あがな

い，

自分自身を天にいる先祖とつなぎ，また死者が第一の復活に出て来

るように結び固めるのです。わたしたちはここで，地上に住んでい

る人々を天に住んでいる人々と結び固めるエリヤの力を欲していま

す。……行って，この地上で息子たちと娘たちを自分に，そして自

らを永遠の栄光の中にいる先祖に結び固めてください。」45

それからの数十年間，末日聖徒は「先祖と子孫の間にある事項に

ついて固いつながり」（教義と聖約128：18）がなければならないこ

とは知っていた。しかし，手順は完全に整えられてはいなかった。

ウッドラフ大管長が述べているように，預言者ジョセフは「これら

の事柄に関してさらに深く話を進める」46 前に世を去ってしまったか
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らである。聖徒は「〔自分たちが〕持っていたあらゆる光と知識」47 に

従って，自分自身を，父親や母親にではなく，ジョセフ・スミスや

ブリガム・ヤング，あるいは当時の教会指導者に結び固めて，すな

わち「養子縁組」していた。教会の大管長として，ウッドラフ大管

長はこの行いについて次のように述べている。「先祖の心を子孫に

結び固め，子孫の心を先祖に結び固めることに関して，わたしたち

は神から与えられた啓示に従ってそれらの原則を十分に実践してい

ません。わたしは満足を覚えていませんし，〔ジョン・〕テーラー

大管長も，そして預言者ジョセフ以来神の神殿において養子縁組の

儀式に出席してきたすべての人も同様です。わたしたちはこの件に

関して，すでに受けている事柄以上にさらに明らかにされるべき事

柄があると感じてきました。」48

1894年 4月 5日，そのさらなる啓示がウッドラフ大管長に与えら

れた。3日後，総大会での説教の中で，その啓示について語ってい

る。「自分がだれに養子縁組されるべきかを知ろうとして主の御前
みま え

に行ったとき……，神の御霊
みた ま

がわたしに言いました。『あなたには

あなたを生んだ父親がいないのですか。』『いいえ，おります。』『そ

れではなぜ父親を敬わないのですか。なぜ彼に養子縁組されようと

しないのですか。』『はい，おっしゃるとおりです』と，わたしは言

いました。わたしは父に養子縁組されました。そして父をその父親

に結び固め，さかのぼって同様に行うべきであったのです。神殿を

管理するすべての人に義務として果たしてほしいのは，今日
きょ う

から後

とこしえに，全能の主が別の方法を命じられないかぎり，すべての

人がその父親に養子縁組されるようにすることです。……それがこ

の民に対する神の御心
みこころ

です。イスラエルの山々にある神殿を管理す

るすべての人に，このことを心にとどめておいてほしいと思います。

わたしにどのような権利があって，血統に対する人の権利を取り去

ろうというのでしょうか。そのように行う権利のある人がいるでし

ょうか。いいえ，いません。すべての人がその父親に養子縁組され

るようにしてください。そうするときに皆さんは，神が終わりの時

に預言者エリヤを遣わそうと宣言された際の御言葉
み こ と ば

を，そのとおり

に行うことになるでしょう〔マラキ4：5－6参照〕。……

わたしたちは末日聖徒に，今からできるかぎり系図をたどり，自

分の父親や母親に結び固められてほしいのです。子供たちを両親に

結び固め，この鎖をできるかぎり長くつないでください。……
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兄弟姉妹，これらの事柄を心に据えてください。記録の作成を続

け，主の御前に義にかなった方法で行い，この原則を遂行するなら

ば，神の祝福がともにあり，贖われる人々がいつの日か祝福してく

れるでしょう。一つの民として，目が開かれ，耳が開かれ，心が開

かれますよう，神に祈っています。そして，わたしたちの双肩に託

された業，すなわち天の神が求めておられる大いなる力ある業を理

解できますように。」50

「絶えずあなたのために祈ります」

1897年 3月 1日，ソルトレークのタバナクルはウィルフォード・

ウッドラフ大管長の90歳の誕生日を祝う末日聖徒で埋まった。その

場で聖徒は「絶えずあなたのために祈ります」という新しい賛美歌

を聞いた。エバン・スティーブンスが既存の賛美歌の曲に手を加え，

教会の愛する預言者に敬意を表すために次の新しい歌詞を書いたの

である。

わたしたちの愛する預言者

絶えずあなたのために祈ります

神が慰めと励ましを下さいますように

その額に齢
よわい

が刻まれていこうとも

内なる光が今と等しく輝いていますように

内なる光が今と等しく輝いていますように

わたしたちの心を尽くして

絶えずあなたのために祈ります

務めを果たす力が与えられますように

日々導きと勧告を与え

わたしたちの道に聖なる光を注いでください

わたしたちの道に聖なる光を注いでください

燃えるような愛をもって

絶えずあなたのために祈ります

子らの祈りが天で聞かれるように

あなたが絶えず祝福され，生きているかぎり

神がすべてのふさわしいものを与えてくださいますように

神がすべてのふさわしいものを与えてくださいますように 51
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それから1年半後の1898年 9月 2日，ウィルフォード・ウッドラフ

大管長は死去し，すでに世を去っていた仲間の聖徒たちに加わった。

ソルトレークのタバナクルで行われた葬儀では，「平安の霊が……

式の準備をする際も，式の間も満ちあふれ，あらゆる人に慰めをも

たらした。」タバナクルの内部は「白い布が芸術的にかけられ」，

「無数の見事な」生花や，小麦やオート麦の束で飾られた。「オルガ

ンの両側には『1847』の数字と，大きな束にしたヤマヨモギとヒマ

ワリ〔および〕松の木が配置され」，1847年 7月に開拓者がソルトレ

ーク盆地に入ったことを思い起こさせた。ウッドラフ大管長の大き

な遺影の上には「死してもなお語る」という宣言が照らし出され，

神の預言者への敬意が表された。ウッドラフ大管長の残した教えと

模範は，神の王国を築き上げようと努力する末日聖徒に霊感を与え

続けるであろう。52
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ジョセフ・スミスの最初の示現から始まって，「福音はわたしたちの時代に，
そのまことの栄光と，力，秩序，光を帯びて姿を現しました。」



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフは子供のころ，独特な宗教的信条で

知られていたロバート・メーソンという人物と家族で親しくしてい

た。ウッドラフ大管長は次のように回想している。

「彼は，キリストの教会には昔の人々が受けていたのと同様に預

言者や使徒，夢，示現，啓示がなければならないと信じていました。

また，主が終わりの時に，預言者や使徒，およびこれまでに世に存

在してきたすべての賜物
たまもの

と力，祝福とともに，一つの民と一つの教

会を起こされると信じていました。……わたしが少年であったころ，

彼は頻繁に家にやって来て，わたしたち子供にそうした原則を教え

てくれました。わたしは彼の言うことを信じました。

〔彼は〕とてもよく祈り，夢と示現を受けていました。そして示

現によって，終わりの時に起こる多くの事柄を主から示されていま

した。

ここで彼が話してくれた一つの示現について話しましょう。最後

に会ったとき，彼は次のように言いました。『昼，畑で働いていた

ときに，示現に包まれた。広大な果樹の森のただ中にいた。とても

空腹で，食べられる実を探して果樹園の中を随分と歩いた。しかし

どこにも実を見つけられず，涙を流した。実が一つもないことを不

思議に思いながら，果樹園をじっと見詰めて立っていると，周囲で

木々が地に倒れ始め，ついに果樹園には立っている木が一本もなく

なってしまった。その光景に驚いていると，倒れた木々の根から新

芽が出始めるのが見え，目の前で元気な若木に生長した。つぼみを

1

第 1 章

福音の回復

預言者ジョセフ・スミスによって，

主は御自分の福音を，そのまことの栄光と力，

秩序，光のうちに回復されました。



つけ，花を咲かせ，見たことのないほどにりっぱな実をいっぱいに

結んだ。わたしはそれらの多くのりっぱな実を見て喜んだ。1本の

木に近づき，両手いっぱいに実を摘み，その美しさに驚いた。そし

て味わおうとしたそのときに示現は閉じ，気がつくとわたしは畑の

中の，示現が始まったときと同じ場所にいた。

それからわたしは地にひざまずき，主に祈り，イエス・キリスト

の御名
み な

によって，示現の意味を示してくださるよう請い願った。す

ると，主はこう言われた。「示現の解き明かしは次のとおりである。

森の大きな木々はあなたの生きている世代の人々を表している。あ

なたの世代には，地上にキリストの教会または神の王国はない。キ

リストの教会の実もない。今日この世代の地上には，救いの福音の

どの儀式についても，それらを執り行うように神から聖任されてい

る人物はいない。しかし，次の世代に，主なるわたしは地上にわた

しの王国と教会を建てる。そしてすべての神権時代に預言者や使徒，

聖徒とともにあったキリストの王国と教会の実が，完全な状態で再

び地上に姿を現すであろう。あなたは生きてその日を見，その実に

触れるであろう。しかし肉にあって実を取って食べることは決して

ないであろう。」』」

ウッドラフ大管長は次のように続けている。「〔彼は〕示現と解き

明かしを語り終えると，こう言いました。……『わたしが肉にあっ

てこの実を味わうことは決してない。しかし君は味わうだろう。そ

して王国で際立った働きをするだろう。』こう言うと背を向けて去

って行きました。これが地上で彼がわたしに語った最後の言葉でし

た。……

彼がこの啓示を受けたのは1800年ごろのことであり，わたしに話

してくれたのは1830年のことでした。その年の春にこの教会が組織

されたのです。

この示現や，彼から教わった教えは強い印象を残しました。わた

しは，御霊
みた ま

によって導き，主の教会が実際に現れたときのために，

わたしを備えてください，と主に大いに祈りました。」

教会に加わったときに，ウィルフォード・ウッドラフは友である

ロバート・メーソンにあてて手紙を書いている。「わたしは……彼

に，かつて話してくれたキリストの教会を見つけたことを伝えまし

た。」後にウッドラフ大管長はそう回想している。「その組織とモル

モン書の出現について伝えました。また教会には預言者と使徒，す
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べての賜物と祝福があること，そして主が示現で彼に示されたよう

に，キリストの王国と教会のまことの実が聖徒の中に現れているこ

とを伝えました。彼はわたしの手紙を受け取ると幾度も読み返し，

示現の中で実に触れたように手紙に触れました。しかし彼は非常に

年老いており，間もなく亡くなってしまいました。彼は長老から福

音の儀式を執行してもらうことなくこの世を去りました。

死者のためのバプテスマの教義が明らかにされた後，わたしは最

初の機会に出て行って彼のためにバプテスマを受けました。」1

ウィルフォード・ウッドラフの教え

イエス・キリストの福音は永遠であって変わることがない

主は異なる神権時代に，地上に御自分の王国を確立する業に幾度

も着手してこられました。主は異なる時期や時代に，肉の幕屋をも

って出て来た人々――高潔な霊たちを立ててこられました。主はそ

の人たちに霊感を与えてこられました。啓示を与え，霊感と，光と，

真理と，神の王国に関する事柄で満たしてこられたのです。2

もし皆さんが父祖アダムに，あるいはセツ，モーセ，アロン，キ

リスト，またはいにしえの使徒たちに会ったならば，彼らは皆，わ

たしたちがこれまでに教えられてきたのと同じ原則を教え，ほんの

少しも変えることはないでしょう。この福音は永遠の性質を持つも

のであって，変わることがないのです。3

過去に存在した福音はただ一つであり，これから人の子らに語ら

れる福音もただ一つです。それは決して変わったことがなく，この

世においても永遠にわたっても決して変わることがありません。福

音はこの世のすべての時代において同じであり，儀式も同じです。

主が肉体を取って来られる前から，福音を信じる人々はイエスを信

じる信仰を持ち，主の時代の前にも後にも，同じように罪の悔い改

めが説き教えられました。また罪の赦
ゆる

しのためのバプテスマと聖霊

の賜物
たまもの

を授けるための按手
あんしゅ

を行いました。そして霊感を受ける人々

がいる教会の組織がありました。……これらのことは世のいずれの

時代においても必要なものなのです。4

主が地上に教会をお持ちになり，その教会がキリストの福音を受

けて，民が聖霊を享受するときには，その教会には必ず過去に神の

教会にあったすべての賜物と恵みが存在します。5
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イエス・キリストは現世での務めの間に
御自分の教会を設立されたが，主の死と復活の後，

間もなく民は背教に陥った

イエス・キリストは……ユダヤ人に福音をもたらし，民の中に御

自分の王国を設立されました。そこにはすべての賜物
たまもの

と恵みと力が

伴いました。病人は癒
いや

され，悪霊は追い出され，賜物が現されまし

た。しかしユダヤ人は主を拒み，最後には主を殺しました。……主

は受け入れられませんでした。そして次に，戒めに従って，この福

音は異邦人のもとに伝えられました。6

王国が異邦人に与えられたとき，使徒や預言者，癒しの力，神の

直接の啓示，およびユダヤ人が信じていたすべての賜物と恵みもま

た与えられ，異邦人は忠実であった間はそれらを享受しました。王

国が異邦人にもたらされたときにはその組織は完全でしたが，時が

たつにつれて人は神の王国の儀式を変えてしまい，同じ不信仰の悪

い手本に倣って堕落し，幾世紀にもわたってまことの天の秩序のな

いままにとどまってきました。……時がたつにつれて神の王国の賜

物と恵みと力は取り去られ，昔の神の教会で職務を行っていた人は

ほとんど殺されました。彼らが殺されたのは教会を純粋な状態に維

持しようとしたためであり，神が明らかにされた原則の確立に勢力

を尽くそうとしたためでした。7

幾世紀もが過ぎ去りました。無数の人間が生まれ，地上に住み，

死に，霊界に行きましたが，人類の中に出て行って命と救いの福音

の儀式を執行する力を持つ者は，わたしたちの知るかぎり一人もい

ませんでした。疑いなく無数の善良な人がいて，自分が持っていた

最善の光に従って行動し，……それぞれの時代に出て行って，持っ

ている光に従って福音を説き教えました。しかし，死後に効力を持

つ儀式を一つでも執行する力はありませんでした。聖なる神権を持

っていなかったからです。8

世には真理の知識も，人類を真理の道に導くために注がれる聖霊

もほとんどありませんでした。……幾世代にもわたってもろもろの

制度や組織が確立されました。救いの計画に従っていると公言しな

がらも互いに対立し，教義の要点の異なる多くの教会が建てられて

きました。この事実そのものが，何か間違いが存在してきたことを

証明しています。9
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幾世紀もの背教の後，
主は預言者ジョセフ・スミスによって

完全な福音を回復された

人の中に神がお認めになる民がいたときには常にそうであったよ

うに，福音はわたしたちの時代に，まことの栄光と，力，秩序，光

を帯びて姿を現しました。キリストが命をささげ，使徒たちが自ら

の血を流して擁護
よう ご

したのと同じ組織と福音が，この世代に再び確立

されています。どのようにして確立されたのでしょうか。天から遣

わされた，聖なる天使の働きによるのであり，天使は人と〔語り〕，

世を覆っていた暗闇
くらやみ

を示し，もろもろの国民を取り囲んでいた深い

闇と，この世代に始まる光景，メシヤの来臨に至るまで相次いで起

きるもろもろの光景を明らかにしました〔ジョセフ・スミス―歴史

1：30－49参照〕。天使はジョセフ・スミスに，世の救いに必要な原

則を教えました。そして主はジョセフに戒めを与え，神権を結び固

め，主の宮の儀式を執行する力を授けられました。福音は人の中に

ないと言われ，世には主の王国のまことの組織はなく，民は主のま
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ことの秩序から離れ去り，儀式を変えて永遠の聖約を破り，偽りや

何の役にも立たない事柄を受け継いでいると言われました。主はジ

ョセフに，世の終わりに備えて最後に人の中に神の王国を確立する

ための基を据える時が来たことを告げられました。10

神権とその儀式を受けた後，ジョセフ・スミスは何をしたでしょ

うか。彼の成し遂げたことについて話しましょう。それまでに過ぎ

去ってきた17の世紀と50の世代にわたってキリスト教世界のあらゆ

る聖職者や宗派，そして世界全体が成し得なかった事柄を行いまし

た。――〔無学な〕若者でしたが，イエス・キリストの福音を，主

と使徒たちによって教えられたとおりに完全に，分かりやすく，簡

潔に世に現しました。イエス・キリストの教会と神の王国を，パウ

ロが描写したように完全な組織として世に現しました。――頭と足，

腕と手を持ち，体のすべての部分が天と地の前に完全な組織です

〔1コリント12：12－28参照〕。〔無学な〕少年であった彼に，17世紀

もの間キリスト教世界の全知識をもってしても成し得なかったこと

が行えたのはなぜでしょうか。それは彼が神の力によって行動して

いたからであり，かつて肉体を持っていたときに同じ福音を説いて

いた人々から教えを受けたからであり，これによって父祖アダム，

エノク，モーセ，エリヤ，イザヤ，エレミヤ，およびイエスとその

使徒たちのすべてが預言したことを成就したのです。

パウロが次のように言ったのも理解できます。――「わたしは福

音を恥としない。それは，すべて信じる者に，救
すくい

を得させる神の力

である。」〔ローマ1：16参照〕そして末日聖徒が次のように言うこ

とができますように。――「わたしたちはキリストの福音を恥とし

ません。」わたしはジョセフ・スミスが神の預言者であったと，恥

じることなく申し上げます。彼が神によって召され，地上にこの教

会と王国の基を据えたことを，恥じることなく証します。なぜなら

これは真実だからです。聖霊による霊感を受けるすべての男女はこ

れらの事柄を見て理解することができます。

……ジョセフは生きている間に，父祖アダムからこの神権時代に

至るまで，かつて地上の人に与えられたすべての鍵
かぎ

と儀式と律法を

受けました。モーセの手の下で，終わりの時におけるイスラエルの

家の集合のための力と鍵を受けました。また〔エリヤ〕の手の下で，

先祖の心を子孫に，そして子孫の心を先祖に結び固める鍵を受けま

した。ペテロ，ヤコブ，ヨハネの手の下で，使徒の務めとそれに属
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するすべてのものを受けました。モロナイの手の下で，エフライム

の手にあるヨセフの木に求められるすべての鍵と力を受けました。

バプテスマのヨハネの手の下で，アロン神権とそのすべての鍵と力

を受けました。そしてこの神権時代に属するすべての鍵と力を受け

たのであり，わたしは彼が神の預言者であったと，恥じることなく

申し上げます。11

ジョセフ・スミスはアダムのように千年近くまで生きることな

く，その生涯は38年間ほどでした。彼はエフライムの手にあるヨセ

フの木の記録――この大陸の昔の住民たちの歴史を世に出しました。

彼はそれを神の力によって翻訳し，それはこれまでに多くの言語で

出版されてきました。このほかに，彼はイエス・キリストを隅のか

しら石として，使徒たちや預言者たちという土台の上に末日聖徒イ

エス・キリスト教会を組織しました〔エペソ2：20参照〕。男性は神

権に聖任され，人生の様々な務めを果たしていたところから，この

福音を携えて行くよう世に遣わされました。神はジョセフ・スミス

に，彼が人の子の来臨の前に最後にもう一度ぶどう園で刈り込みを

するように召されていることを告げられました〔教義と聖約24：19
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参照〕。それ以来，幾千人ものイスラエルの長老が福音を宣
の

べ伝え

るために世に遣わされてきました。……教義と聖約の書にある啓示

を読んでみてください。ジョセフが地上で肉体を持って過ごした短

い期間に，主が彼を通して世に出された書物です。それは過去に人

が人類家族にもたらした中で最も大いなる記録の一つです。これだ

けではなく，彼はエンダウメントを組織し，たくさんの業を行いま

した。彼が肉体を持って生きた短い期間に実際に行った以上のこと

を，ジョセフに期待できる人がいるでしょうか。わたしは彼の手の

下で自分のエンダウメントを受けました。彼は末日聖徒に与えられ

ているこれらの儀式のすべてを世に現しました。実際のところ，ジ

ョセフがあれだけ多くの事柄を行ったのは，不思議で驚くべきこと

なのです。12

わたしたちは回復された
福音の光の中を歩むという特権を得ている

主からイエス・キリストの福音を明らかにされている民，主の宮

の儀式を執行するための聖なる神権と権能を与えられている民は，

すべて主から祝福された民であると，わたしは考えています。……

これが今日のわたしたちの状態なのです。わたしたちは光の中を歩

むという特権を得ており，真理を理解し，知るという特権，救われ

て神である御父の前に高く上げられるための道を知るという特権を

得ています。主の僕
しもべ

である預言者を通じて主の思いと御心
みこころ

を知るこ

とのできる状態にあります。主は教師と霊感を受ける人々，御霊
みた ま

と

神の力によって霊感を受ける人々を与えてくださっています。そし

て彼らに真理をまとわせ，常に歩むべき道を教えるための知恵を授

けてくださっています。これは大いなる祝福です。13

人類家族の状態……について深く考え，わたしたちが人類の大部分

の人々とどれほど異なった状況に置かれているかを思うとき，恩恵を

施してくださっている大いなる御方に感謝しなければならないと感じ

ます。人類家族の中には神を礼拝するために様々な家や聖堂，教会，

礼拝所に集まる人が無数にいます。しかし，地に住む者に説き教える

ように召されている末日聖徒の長老がいなければ，それら数多くの会

衆の中に真理に対する理解をもって集まる者がいるでしょうか。自分

たちが一つになるように，同じ福音，同じ救いの計画，イエス・キリス

トの福音の原則を理解して集まる人がいるでしょうか。
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さて，世には実に様々な種類の信仰と，互いに完全に対立し合う

無数の教義があります。神はそのような信仰と教義によって民を一

つにすることをなさいません。しかし，わたしたちは祝福された民

です。和合と一致の原則があり，それに従うことによって，結ばれ

て一つとなるのです。

この原則によって，末日聖徒は祝福され，また自由を得ています。

人の子らに光が現されるまでわたしたちの思いを覆っていた苦難や

混乱，偽りの教義，暗闇
くらやみ

，過ちや迷信から大いに救い出されていま

す。人の子らは暗黒の中にいました。すべての人がそうだったので

す。光がやって来るまで，闇の中を散々這
は

いつくばっていました。

正直であったかもしれませんし，この上なく善良かつ神聖な気持ち

で行動していたかもしれません。それでも完全な福音が明らかにさ

れるまでは，世界は，垣を手探りで探す盲人のようでした〔イザヤ

59：9－11参照〕。使徒も預言者もなく，救われるためになすべきこ

とを立ち上がって語ってくれる霊感を受けた人もなく，人の子らが

偽りの教義と偽りの言い伝え，偽りの教師たちのもとで生きるとき

にさらされる，すべての苦難と惨めさと暗闇を経験しなければなり

ませんでした。……

わたしたちはこれらのものから解放されており，暗黒の雲は取り

去られ，永遠の真理の光が思いを照らし始めています。……

はっきりとした真理が示されること，これは神が人の子らに与え

てこられた祝福の中で最も大いなるものの一つであると，わたしは

考えています。……

ジョセフ・スミスが完全な福音を明らかにするまで，神について，

あるいは永遠について何かを理解していた男性または女性がどこに

いるでしょうか。それらの事柄は，現在わたしたちが信じ，受け入

れている聖書の中に書かれていましたが，わたしはこの世の言い伝

えに取り囲まれていてそれらを理解できませんでした。

今わたしたちはイエス・キリストの福音，救いの計画の分かりや

すい原則――天の御父の承認を得るための生き方――について度々

教えを受けます。これはいかなる祝福にも勝る祝福ではないでしょ

うか。もしこの民が自分たちの祝福を理解できたならば，不幸を感

じるときなどひとときもないでしょう。もしこの民が自分たちの置

かれている状態と，自分たちと神との真の関係を理解できたならば，

完全な満足感を抱き，天の御父が憐
あわ

れみ深くあって，偉大な栄えあ
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る祝福を授けてくださっていることをはっきり自覚することでしょ

う。14

わたしはこの時代に生きて，自分の耳でキリストの完全な福音の

教えを聞けたことを，神に感謝します。15

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 1－3ページにある物語を読んでください。ロバート・メーソン

の生涯には何が欠けていましたか。この話は大背教と福音の回

復についてどのようなことを教えているでしょうか。

• 3－5ページを研究し，主のまことの教会の特徴を見つけてくだ

さい。教会が常に同じ規範に倣って設立されることが重要なの

はなぜでしょうか。

• ウッドラフ大管長によれば，大背教の原因となったものは何で

すか。大背教はどのような結果を招いたでしょうか（4ページ参

照）。それは今日どのような形ではっきり現れているでしょうか。

• 5－8ページを読み，福音の回復において預言者ジョセフ・スミ

スが成し遂げた事柄を見つけてください。ジョセフが成し遂げ

た事柄はあなたの人生にどのような影響を与えてきたでしょう

か。

• 6 ページの下から 2段落目に記された引用文を読んでください。

わたしたちは回復されたイエス・キリストの福音を恥としてい

ないことをどのようにして示すことができるでしょうか。

• 8－10ページにある「闇
やみ

／暗闇」と「光」という言葉に注目して

ください。これらの言葉を用いたウッドラフ大管長の話から，

どのようなことが学べるでしょうか。もし回復された福音を受

け入れていなかったならば，あなたの人生には何が欠けていた

でしょうか。

関連聖句――イザヤ29：10－14；アモス 8：11－12；モルモン 1：
13－14；教義と聖約128：19－21
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預言者ジョセフについて，ウッドラフ大管長は次のように語っている。
「彼は公私にわたって全能者の御霊とともに歩み，

どんな人物にも見たことのないような偉大な精神を表してい〔ました〕。」



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

末日聖徒イエス・キリスト教会の新会員であったころから，ウィ

ルフォード・ウッドラフは預言者ジョセフ・スミスについての証
あかし

を

持っていた。次のように語っている。「ジョセフに会う前から，わ

たしは彼が預言者であることを確信していました。わたしは彼に何

の偏見もありませんでした。」1 バプテスマを受けてから約4か月後

の1834年 4月，ウッドラフ兄弟はオハイオ州カートランドを訪れ，

そこで初めて預言者ジョセフに会った。後にこう述べている。

「ジョセフとの初めての対面は少々変わったものでした。彼に会

ったのは野外でのことで，兄のハイラムも一緒でした。ジョセフは

実に古い帽子をかぶり，的をねらって射撃をしていました。紹介さ

れると，家に招待してくれました。

わたしは招待に応じ，どのようなことが学べるかと思って彼を注

意深く見ていました。家に向かいながら，彼は娯楽に時間を費やし

たのは久しぶりだと言いました。

家に到着して間もなく，ジョセフは隣の部屋に入って行き，おお

かみの毛皮を持ち出して来て言いました。『ウッドラフ兄弟，なめ

すのを手伝ってもらえませんか。』そこでわたしは外套
がいとう

を脱ぎ，仕

事に取りかかりました。彼を手伝えることを名誉に感じました。

……ジョセフはおおかみの毛皮を荷車の座席に張りたいと思ってい

ました。……

13
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ジョセフ・スミス――
預言者，聖見者，啓示者

この神権時代の預言者であるジョセフ・スミスは，

天から受けた啓示に常に忠実であり，

予任されていた召しを果たし，

自らの血で証
あかし

を結び固めました。



これが，この最後の神権時代の偉大な聖見者，預言者ジョセフ・

スミスとの初めての出会いでした。」2

この経験を回想しながら，ウッドラフ大管長は教会の指導者がそ

のようなことをするのを見て気分を害する人もいただろうと語る。

しかし公私にわたってジョセフ・スミスを見てきた結果，預言者の

使命に対するウッドラフ大管長の証
あかし

は強まるばかりであった。カー

トランドにおける初期の時代から，10年後の預言者の殉教に至るま

で，教会の友人や仲間が背教したときでさえも，ウィルフォード・

ウッドラフは忠実にジョセフ・スミスとともに働いた。次のように

語っている。「これまでに起きた様々な背教も，乗り越えなければ

ならなかったあらゆる困難や苦難も，……この業を疑ったり，ジョ

セフ・スミスが神の預言者であるという確信を揺るがしたりするも

のとはなりませんでした。」3

1897年 3月19日，90歳のウッドラフ大管長は証
あかし

を録音した。教会

の大管長の中で初めてのことである。その短いメッセージの中で，

ウッドラフ大管長は多くを預言者ジョセフの使命に対する証に費や

しており，自らの友であり指導者であった人物への生涯にわたる献

身を表している。

「わたしはジョセフ・スミスが神のまことの預言者であり，時満

ちる最後の神権時代に主の教会すなわち王国の基を据えるように，

神によって定められた人物であったことを証
あかし

します。……預言者ジ

ョセフは神の御言葉
み こ と ば

とイエス・キリストについての証のために命を

捨てたのであり，神と小羊の御前
みま え

で殉教者として冠を授けられるで

しょう。わたしたちに語ったすべての証を通して，預言者ジョセフ

の中に神の力をはっきりと見ることができました。」4

ウィルフォード・ウッドラフの教え

公にも個人的にも，預言者ジョセフ・スミスは慈愛に満ち，
憐
あわ

れみ深く，忠実であり，誠実であった

わたしはジョセフ・スミスとともに幾千マイルを旅しました。わ

たしは彼の気性を知っています。5

わたしは，これまで見てきたジョセフ兄弟の姿や行いに非常な喜

びを感じてきました。なぜなら彼は公私にわたり全能者の御霊
みた ま

とと

もに歩み，どんな人物にも見たことのないような偉大な精神を表し
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ていたからです。6

彼の心は人類家族の幸いを願う気持ちで，永遠のように膨れ広が

っていました。7

もし彼にその力があったならば，ジョセフ兄弟は人類家族の全員

を救いの原則のうちに受け入れていたことでしょう。8

彼がその到来を告げるように召された神権時代は，これまで人に

与えられてきた中で最も大いなる神権時代です。そしてその先頭に

立つ人物が必要でした。――神と兄弟たちに忠実であり，聖見者，

啓示者であり，揺れることも疑うこともない神への信仰を持ち，粘

り強く，目の前にある大いなる業を推し進めるよう人々を励ます人

物が必要とされていたのです。9

ジョセフ・スミスは末日に神の業を確立するように
予任されていた

ジョセフ・スミスは，ふさわしいときに肉体を持って生まれ，神

の霊感と訪れを受け，その手に託された使命に対するふさわしさを

得，また備えるために，幾千年もの間，霊界にとどめておかれまし

た。10

ジョセフ・スミスはエレミヤと同様に，生まれる前から主によっ

て任命されていました。主はエレミヤに次のように言われました。

「わたしはあなたをまだ母の胎
たい

につくらないさきに，あなたを知り，

あなたがまだ生れないさきに，あなたを聖別し，あなたを立てて万

国の預言者とした。」〔エレミヤ1：5〕エレミヤは，エルサレムの民

に向かって悪事について警告するように命じられました。それは難

しい務めであると思われましたが，最終的にエレミヤは命じられた

とおりに行いました。そしてわたしはジョセフ・スミスに関して申

し上げます。彼は創世の前からその任を受けていて，主のふさわし

いと思われるときに地上にこの業を確立するために出て来たので

す。11

預言者ジョセフ・スミスは，父なる神，イエス・キリスト，
聖霊，および天使たちから教えを受けた

よくジョセフ・スミスは教養がなく無学な人物であったと言われ

ます。ジョセフは農夫の息子であり，教育の機会にはほとんど恵ま

れませんでした。完全な福音を世に明らかにするために，どのよう
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な入門書を持っていたのでしょうか。何もありませんでした。ただ

天使の教えによって，神の声によって，そして聖霊の導きと力によ

って教えを受けたのです。ジョセフ・スミスを通して世に明らかに

されてきた原則は，神が生きておられるように確かに真実です。天

使たちや聖霊の影響力はすでに地上に表れており，人の子の来臨ま

で増し続けるでしょう。12

ジョセフは聖霊を受け，そして祈りに対する答えとして，御父と

御子から教えを授けられました。御父はジョセフにこうおっしゃい

ました。「これはわたしの愛する子である。彼に聞きなさい。」〔ジ

ョセフ・スミス―歴史 1：17参照〕ジョセフはイエス・キリストの

言葉に厳密に従い，救い主のように殺されるまで従い続けました。13

この教会を組織するに当たって神の預言者に示された力と同じ力

が，これまでの神権時代で人の子らに示されたとは，わたしの知る

かぎりどこにも記されていません。その力が示されたのは，御父と

御子が預言者ジョセフの祈りにこたえてともに御姿
みすがた

を現されたとき

でした。……これは神が御自分の業に関して与えられた重要な啓示

でした。世のいかなる神権時代にも同じような方法で示されたこと

はありません。そのため，神の預言者は教会を組織するに当たって

天使から教えを受けました。天使がジョセフの教師であり，指導者

でした。ジョセフが行ったすべての事柄と，始めから，すなわちあ

の日から殉教の日に至るまでジョセフ・スミスが成し遂げたすべて

の事柄は，イエス・キリストの啓示によるものだったのです。14

預言者ジョセフ・スミス以上に，御父なる神と御子なる神，聖霊

なる神と一つとなって親しく交わった……人物がいたとは思いませ

ん。神権を受けるように召された日から殉教のときまで，啓示の力

がジョセフとともにありました。また霊感の力が日々ともにありま

した。このことは教義と聖約の書に収められた，ある啓示にはっき

りと示されています。主がジョセフを叱責
しっせき

することを望まれるとき

には，ジョセフは自らの口を通して自分自身を叱責しなければなり

ませんでした。そしてたとえそれが自分に不利なものであっても，

ジョセフは主の言葉を伝えることをためらいませんでした。彼は主

と一つであり，聖霊と一つであり，天使たちと一つでした。15

ジョセフ・スミスは，まるで全能者の預言と啓示と定めに取り囲

まれているようでした。彼は教えを受けなければなりませんでした

が，人からでも，人の思いによってでもなく，神の天使から教えを

第2章

16



受ける必要がありました。神の啓示が必要であり，何年にもわたっ

て示現と啓示によって教えを受けました。そして，彼に教えと指示

を与え，この教会の基を据えるために彼を備えるよう神から遣わさ

れた聖なる天使たちによって教えを受けました。

……ジョセフ自身，永遠の示現に包まれなければ，自分が基を据

えてきた業の重要性を理解することができませんでした。思いが開

かれたときに，ジョセフは多くの点で神の計画を理解することがで

きました。ジョセフはこれらの啓示とともにあり，導かれたのです。16

試練や迫害にもかかわらず，
預言者ジョセフ・スミスは自分の証に忠実であり続けた

ジョセフが神から知らされた原則をキリスト教世界に伝えると，

人々の間にすぐに悪感情が生まれました。ジョセフは，神や神の道

を知らない先祖から受け継がれてきた言い伝えや，天の救いの真理

に反した代々の言い伝えと戦わなければなりませんでした。17

聖職者も人々も，全世界が敵対して立ち上がりました。何が問題

だったのでしょうか。その理由は，ほかの預言者や使徒の場合と同
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じでした。ジョセフはイエス・キリストの福音の神権時代をもたら

し，それが民の言い伝え――代々受け継がれてきた言い伝えと衝突

したのです。18

ジョセフ・スミスの生涯は戦いの連続であり，あらゆる方面から，

とりわけ当時の聖職者からの反対に遭いました。しかしジョセフは

それを乗り越えました。そして，およそ14年にわたって働いた後に

肉体にあって証
あかし

し終えるまで，自分の仕事を大いに喜びとしていま

した。ジョセフは数々の大きな試練に耐えなければなりませんでし

たが，教会内外の敵と戦わなければならなかったにもかかわらず，

落胆したり気落ちしたりすることは決してありませんでした。自分

の召しの尊厳もこの業の神性も決して忘れることなく，神の預言者，

最後の神権時代の聖見者および啓示者として，あらゆる状況の下で

民の中で語り，また行動しました。19

ジョセフ・スミスが抱いたあらゆる感情，あらゆる思い，そして

その生涯のあらゆる行いは，ジョセフがまさに命を犠牲にしても真

理の原則を守る決意をしていたことを証明しています。20

主はジョセフに，彼が死に至るまで主の聖約に忠実であるかどう

かを試そうと言われました。主は実際にジョセフ・スミスを試され

ました。たとえ全世界と戦い，偽りの友の裏切りに耐えなければな

らなくても，また生涯が苦難と心労の連続であっても，ジョセフは

自らが経験したあらゆる苦難や投獄，襲撃，虐待の中で，常に神に

忠実であり，友に忠実でした。21

教会の行く末を見据えて，預言者ジョセフ・スミスは
十二使徒を備え，主の業を前進させるために権能を与えた

教会は1830年 4 月 6日，6人の会員をもって組織されましたが，

ジョセフには1粒のからし種のようにして始まったこの王国が，地

上における大いなる教会すなわち王国になるという信仰がありまし

た。22

ジョセフ・スミスは自ら公言したとおり，神の預言者，聖見者，

啓示者でした。ジョセフはこの教会すなわち王国の基を据え，王国

の鍵
かぎ

をイスラエルの長老たち，すなわち十二使徒に渡すまで生き長

らえました。ジョセフは生涯の最後の冬，およそ3か月から 4か月

を十二使徒定員会とともに過ごし，教えを施しました。単に数時間

で福音の儀式を教えたのではなく，何日も，何週間も，何か月間も
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費やして，十二使徒やほか数名に神の王国にかかわる事柄を教えま

した。23

死を迎える少し前に，預言者ジョセフは主から霊感を受けて，自

らがこの地上を去るのを予期していました。これは様々な形で示さ

れていますが，特にそれまでに受けていた聖なる神権のすべての鍵

と権能を十二使徒に授けたいと切に願った点に見ることができま

す。ジョセフ・スミスは使徒たちが必要なものを授けられて十分な

資格を持っていること，そして自分は神の王国を十二使徒の手にゆ
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だねたことを，個人的にも公にも宣言しました。

わたしウィルフォード・ウッドラフは，その場にいた者の中で肉

体を持って生きている最後の人物として，すべての国民に対して最

後の証
あかし

を述べることが，末日聖徒イエス・キリスト教会と，イスラ

エルの家と，全世界に対して負っている義務であると感じます。

1843年から44年にかけての冬に，神の預言者であるジョセフ・スミ

スは，わたしたち十二使徒をノーブーの町に呼び集め，何日もとも

に過ごしてエンダウメントを授け，それまでに神から明らかにされ

ていた栄えある原則を教えました。そしてあるとき，ジョセフは立

ち上がると，3時間近くにわたって，この終わりの時に神が地上で

業を果たすために用意された，大いなる最後の神権時代について説

明しました。部屋はまるで焼き尽くす火で満たされたかのようにな

りました。預言者は神の力を大いに身にまとい，その顔は輝きを放

って透明に澄んでいました。そしてこの世においても永遠にわたっ

ても決して忘れることのできないその話を，次の言葉によって結び

ました。

「兄弟の皆さん，わたしは自分に授けられた神の王国の鍵
かぎ

を人々

の頭上に結び固めることのないまま，その鍵とともに地上から取り

去られてしまうのではないかと心配し，心に大きな悲しみを抱いて

きました。神はわたしの頭上に，教会，シオン，神の王国を地上に

組織して築き上げ，聖徒たちを人の子の来臨に備えるために必要な，

神の王国のすべての鍵を結び固められました。そして今，兄弟の皆

さん，わたしは皆さんにエンダウメントを授けられるようにされた

日を生きて見ることができ，神に感謝しています。わたしは神が結

び固めてくださったアロン神権とメルキゼデク神権と使徒職のすべ

ての力を，すべての鍵と力とともに皆さんの頭上に結び固めました。

また今，この教会と神の王国のあらゆる働きと義務と責任とを皆さ

んの手にゆだねます。そして主イエス・キリストの御名
み な

によって，

わたしは皆さんに，天と地の前で，また神と天使と人々の前で，力

を合わせてこの教会すなわち神の王国を担っていくように命じま

す。もしそうしないならば，皆さんは罰の定めを受けるでしょう。」

そしてこの証を記録するときに，あのとき部屋を満たしていたの

と同じ御霊
みたま

がわたしの胸で燃えるのです。24
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預言者ジョセフ・スミスは
自らの血をもって証

あかし

を結び固めた

ジョセフ・スミスは証を世に伝え終えるまで生きました。そして

鍵と力と祝福のすべてをブリガム・ヤングやほかの兄弟たちの頭上

に結び固めた後，また鍵を地上に据えて，もはや永遠に取り去られ

ることのないようにした後，また以上を行って，あの記録，あの啓

示の書，すなわちこの世代のすべての人々――ユダヤ人と異邦人，

シオンとバビロン，地のすべての国民の行く末に関する事柄を宣言

した後，ジョセフ・スミスはカーセージの監獄で自らの血をもって

その証を結び固めました。その場所において，ジョセフ・スミスと

兄ハイラムの命は，邪悪で神を敬わない者たちの手によって奪われ

たのです。25

なぜ預言者と兄ハイラムがわたしたちの中から取り去られること

が許されたのか，当時のわたしには不思議に思えました。しかし，

ジョセフ・スミスは神の命令によって，また天の力と啓示によって，

この大いなる時満ちる神権時代の基を据えるように定められていた

のです。ジョセフ・スミスは世に送られ，これを最後に，地上にキ

リストの教会を組織し，世を人の子の来臨に備えるように定められ

ていました。ジョセフの死後，わたしはそのことについて思い巡ら

した結果，彼は死ぬように定められていたのだと確信するようにな

りました。――この神権時代に対する証として自らの血を流すため

に。26

ジョセフ……は世を去る日まで，イエスについての証に誠実かつ

忠実であり，また雄々しくありました。27

ジョセフは証を述べ，それを記録に残し，自らの血をもって結び

固めて命を捨てました。そして，その証は今日
こんにち

全世界において有効

であり，時の終わりまで効力を持ち続けることでしょう。28

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• ウィルフォード・ウッドラフのジョセフ・スミスとの対面は，
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どのような点で変わったものでしたか（13－14ページ参照）。こ

の話から預言者ジョセフ・スミスについてどのようなことが分

かるでしょうか。

• 14－15ページを開き，ジョセフ・スミスの人柄についての項を

読んでください。公私にわたったジョセフ・スミスの人柄を知

ることは，なぜ役に立つのでしょうか。ジョセフ・スミスの私

生活での振る舞いは，わたしたちの教える力や指導力にどのよ

うな影響を与えるでしょうか。

• ジョセフ・スミスが完全な福音を学んだ方法について，どのよ

うなことが印象に残りましたか（15－17ページ参照）。

• 預言者ジョセフはどのように逆境に立ち向かいましたか（18ペ

ージ参照）。その模範をどのように役立てることができますか。

• 預言者ジョセフ・スミスが王国の鍵
かぎ

を十二使徒に渡したのはな

ぜですか（18－20ページ参照）。これを知ることはなぜ大切なの

でしょうか。

• ジョセフ・スミスの死に対するウッドラフ大管長の言葉を読ん

でください（21ページ）。ジョセフとハイラム・スミスが払った

犠牲について思うとき，どのように感じますか。

• 預言者ジョセフ・スミスについてのウッドラフ大管長の言葉を

読んで印象に残ったことは何ですか。

• 預言者ジョセフ・スミスに対する証
あかし

を得ることは，なぜ大切な

のでしょうか。預言者ジョセフに対する証を強めるために何が

できるでしょうか。

関連聖句――2ニーファイ3：6－15；教義と聖約5：10；135章；ジ
ョセフ・スミス―歴史
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十二使徒定員会の一員として，ウィルフォード・ウッドラフ長老は
時満ちる神権時代にイエス・キリストの教会を確立するため熱心に働いた。



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

世界の歴史を通じて，主は様々な時代に福音の神権時代を確立し

てこられた。各神権時代において，主は一人あるいはそれ以上の僕
しもべ

に権能を与え，御自分の福音を明らかにされた。預言者ジョセフ・

スミスは，今の神権時代，すなわち「時満ちる神権時代」と聖文に

記されているこの神権時代を確立するために，主に使われる者とし

て働いた（エペソ1：10；教義と聖約128：20）。

1834年の春，ウィルフォード・ウッドラフは，オハイオ州カート

ランドで開かれた神権会に出席した。その席でウッドラフは，この

神権時代における教会の行く末について理解し始めた。後に次のよ

うに語っている。

「預言者は神権を持つすべての者を，当時教会がその地に所有し

ていた丸太造りの小さな塾に呼び集めました。それは小さな家で，

恐らく14フィート〔約4メートル〕四方だったでしょう。それでもそ

の建物には，当時カートランドの町にいた末日聖徒イエス・キリスト

教会の神権者が全員集まっていました。……わたしがオリバー・カウ

ドリを見，話すのを聞いたのはそれが初めてでした。ブリガム・ヤング

とヒーバー・C・キンボール，二人のプラット〔オーソンとパーリー〕，

オーソン・ハイドやそのほか多くの人にも初めて会いました。当時，教

会にはジョセフ・スミスとオリバー・カウドリのほかに使徒はいませ

んでした。わたしたちが集まると，預言者はイスラエルの長老たちに，

この業について証
あかし

を述べるように言いました。今名前を挙げた人々や，

そのほか名前を挙げていないかなり多くの人が証を述べました。証が

終わると，預言者は言いました。『兄弟の皆さん，今夜わたしは皆さ

んの証に大変啓発され，教えられました。しかし主の御前
みまえ

で皆さんに

25
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申し上げたい。皆さんはこの教会と王国の行く末について，母親のひ

ざにいる幼子
おさなご

ほどしか知っていません。皆さんはまだ理解していませ

ん。』わたしはとても驚きました。ジョセフはこう言ったのです。『今

夜ここで皆さんが見ているのは，わずか一握りの神権者だけですが，

この教会は南北アメリカを満たし，世界を満たすでしょう。』」1

ウィルフォード・ウッドラフは生涯を神の王国の建設にささげ，

その後もジョセフ・スミスから教えを受けた。ジョセフが死んだ後

でさえ，ジョセフから教えを受けたのである。示現を受けてジョセ

フ・スミスと話をしたウィルフォード・ウッドラフは，その経験を

次のように語っている。「ジョセフは天の神殿の扉のそばにいました。

ジョセフはわたしのところにやって来て，声をかけてくれましたが，

とても急いでいて，ゆっくり話すことができないと言いました。次

に会った人は，父スミス〔ジョセフ・スミス・シニア〕でした。彼

も急いでいて，話ができませんでした。わたしは地上で高い地位に

あった兄弟たち6人に会いましたが，ゆっくり話せた人は一人もいま

せんでした。皆，急いでいたのです。大変驚きました。やがてわた

しは再び預言者ジョセフと会い，次の質問をする特権を得ました。

わたしはこう言いました。『ところで，急いでいる訳を教えてくだ

さい。わたしも一生を通じてずっと忙しかったのですが，天の王国に

入れたなら，その先は急ぐ必要はないだろうと思っていました。』

ジョセフは言いました。『お教えしましょう，ウッドラフ兄弟。かつ

て地上で神権を持ち，すでに日の栄えの王国に行っているすべての神

権時代には，一定の務めがあります。救い主はやがて地上を統治する

ために降臨されますが，そのとき地上にともに行けるように，わたし

たちも備えているのです。これまでのすべての神権時代には定められた

務めを遂行する時間が十分ありました。しかし，わたしたちにはありま

せん。わたしたちは最後の神権時代に属しており，果たすべき務めが山

積しています。それを成し遂げるために急ぐ必要があるのです。』」2

ウィルフォード・ウッドラフの教え

世界が創造される前から，主と預言者は，
この神権時代を待ち望んでいた

父祖アダムの時代からイエスの時代に至るまで，霊感を受けた人

は皆，大いなる最後の「時満ちる神権時代」を多少なりとも理解し

第3章

26



ていました。つまり，人の子が来臨し，義にかなった統治を始めら

れるのに先立って，主が地と民を備えられる時代が来ることを知っ

ていたのです。3

この……教会が創設以来ずっと進めている業は，天の御父の偉大

な計画，創世の前に御父によって定められた計画の実行にほかなら

ないのです。実際，神の預言者や霊感を受けた人はすべて，最大の

関心をもってこの神権時代を見てきました。……

イザヤは示現を通してこの時代を見，この時代に対する思いを非

常に力強く述べています。イザヤは次のように言いました。「天よ，

歌え，地よ，喜べ。もろもろの山よ，声を放って歌え。主はその民

を慰め，その苦しむ者をあわれまれるからだ。」しかしシオンは言

います。「主はわたしを捨て，主はわたしを忘れられた。」そこで主

は言われます。「女がその乳のみ子を忘れて，その腹の子を，あわ

れまないようなことがあろうか。たとい彼らが忘れるようなことが

あっても，わたしは，あなたを忘れることはない。わたしは，たな

ごころにあなた〔シオン〕を彫り刻んだ。あなたの石がきは常にわ

が前にある。」〔イザヤ49：13－16参照〕

神のシオンは，創世の前から常に主の前にあるのです。4

主はこの世界を成り行き任せに創造されたわけではありません。

主はいかなる業も無計画に行われたことはありません。地はある目

的のために創造されました。その目的の一つは，この末日において，

主が統治される王国を贖
あがな

い，確立するために，最後の働きをなすこ

とです。つまり，正統な権利をお持ちの主イエス・キリストによる

統治が開始されるに先立って備えをするのです。今は，その定めら

れた時です。その神権時代はわたしたちの目の前にあります。わた

したちは今，その神権時代のただ中に生きているのです。5

何が起ころうともこの教会の行く末は変わらない

この教会は発展を続けてきました。この教会は全地の面
おもて

における

唯一まことの教会です。教会の歴史は世の人々の前に明らかにされ

ています。この教会は組織された日から現在に至るまで発展を続け，

増え広がってきました。……かつて神の預言者がそれぞれの時代に

見てきたように，この教会が力と栄光と主権をもって地の上に立つ

ことは，いと高き神が定められたことなのです。この教会こそダニ

エルが見たあの王国であって，全地に満ちるまで転がり進む教会な
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のです〔ダニエル2：34－35，44－45；教義と聖約65：2参照〕。6

わたしたちはこう信じています。つまりこの教会は，キリストが

王として降臨し統治を始められる日が来るのに先立って，道を備え

ているのだと。やがてこの教会は，すべてのクリスチャンが祈り求

めている神の王国に発展するでしょう。そして，神の御心
みこころ

が天で行

われるように地でも行われるようになるでしょう〔マタイ 6：10参

照〕。7

この教会を破ることのできる力は地の面に一切存在しません。な

ぜでしょう。この教会が神の手の中にあるからです。この教会の創

設者である神は，無数の預言者の口を通して，教会が存続していく

ことを約束しておられます。8

ジョセフとハイラムの命を奪った人々は「モルモニズム」を奪い

去ることはできませんでした。神を信じる信仰を奪い去ることも，

希望と慈愛を取り去ることも，神の宮の儀式を消し去ることも，聖

なる神権の力を消滅させることもできませんでした。天の神がその

ように定めておられたからです。9

神の王国は前進します。後退することはありません。10

末日聖徒であるかないかを問わず，この教会，この王国が後退する

のを見たことのある人がいるでしょうか。……たとえわたしたちの状

況がどのようなものであろうと，この王国は現在に至るまで常に前進

し，向上してきました。この先いつか後退することがあるのでしょう

か。いいえ，ありません。主のシオンは，あらゆる美と力と栄光のう

ちに全能の神の手に彫り刻まれ，絶えず主の前にあります。それは主

が定められたことであり，だれも変えることはできないのです。11

あらゆる闇
やみ

の力が敵対するかもしれませんが，主はわたしたちの

友です。人の子が来臨される日まで，主はわたしたちを支え，力づ

けて，シオンを築き上げ，この業を推し進められるようにしてくだ

さいます。ですから，心に慰めを得てください。……末日聖徒は皆，

携わっている大義にあって一つにならなければなりません。一つに

なってさえいれば，勝利を得るでしょう。12

末日聖徒にとって楽であった時期はなく，戦いと妨害は初めから

今に至るまであります。しかし末日聖徒も世の人も「モルモニズム」

について心を悩ます必要はありません。なぜならモルモニズムは主

イエス・キリストが天の雲に乗って来られるまで決して途絶えるこ

とがないからです。13
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金や銀は廃れ，家や土地は滅びるでしょう。物はすべて消滅しま

すが，神権，救い，神の王国は決して過ぎ去ることはなく，預言が

成就せずに終わることは決してないでしょう。14

わたしたちはこの神権時代に神の王国を築き上げるため，
霊界に取っておかれた

わたしたちは末日に肉体を持って立ち，神の王国を受け入れ，築

き上げるように，幾千年もの間，霊界に取っておかれました。その

ことを理解するとき，末日聖徒は何を思うでしょうか。わたしたち

には戦うべき大いなる戦いがあるのです。暁の子ルシフェルとその

すべての衆群は，わたしたちと戦うために結束しています。末日聖

徒は地に住む人の中のほんの一握りでしかありません。世のいずれ

の時代にも，悪を拒み主に仕えるほどの自立心を持つ男女の数は

微々たるものでした。しかし末日聖徒は主の民として数えられるに

ふさわしいと見なされています。ですから，末日聖徒は今こそ立ち

上がらなければなりません。今こそ目を覚まし，神の力と聖なる神

権を身にまとい，神権を尊んで大いなるものとし，神権の祝福を得
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る時なのです。15

過去にこのような民は皆無でした。神が世界を造られて以来，こ

のような業は存在しませんでした。確かに福音を説いた人はいまし

た。しかし時が満ちて，今主が御自分の王国を確立する業に着手し

ておられるのです。今は最後の神権時代です。主は今御自分の業を

行うために男性や女性をお立てになっています。度々話してきたこ

とですが，末日聖徒の多くは，この世界が組織されてから，今この

時代に至るまで，霊界に取っておかれたのです。16

聖書，モルモン書，および教義と聖約にある神の啓示が現在成就

しつつあります。わたしたちが成就しているのです。ここにいる間

に，神に忠実でありましょう。神とはすなわち偉大なるエロヒムで

あり，ユダヤ人の神でも異邦人の神でもあられます。神はほかのだ

れでもなく，わたしたちに期待を寄せておられます。末日聖徒に期

待を寄せておられるのです。なぜでしょう。この完全な永遠の福音

を受けている人は末日聖徒以外にいないからです。この王国を築き

上げる業に着手している人はわたしたちのほかにいません。この件

に関して，わたしは次のような信仰と確信を抱いています。すなわ

ち，昔の使徒と同様に，末日聖徒は，肉体を得てやって来て，王国

に関する責任を負うようにと，世界が存在する前に定められていた

のです。ですから，聖徒たちはその責任を果たさなければならず，

そうしなければ罰の定めを受ける，とわたしは信じています。これ

が今日
こんにち

の末日聖徒の立場です。天の衆群の目が末日聖徒のうえにあ

り，神御自身とその御子イエス・キリストと，自らの血をもって証
あかし

を確実なものとした使徒と預言者の目がこの民を見守っています。

彼らは皆さんを訪れ，皆さんの業を注意深く見守っています。皆さ

んがこの王国を築き上げ，シオンを築き上げ，シオンを聖
きよ

め，地を

聖め，世界を人の子の来臨に備えるという定めを負っていることを

非常によく知っているのです。17

末日聖徒には携わるべき大いなる業がある

ジョセフ・スミスは……預言の成就として現れて，求められた事

柄を成し遂げ，業の基を据え，神権の鍵
かぎ

と使徒職を受け，教会を組

織し運営していくうえで必要なすべての賜物
たまもの

と恵みを受けました。

わたしたちはジョセフが据えた基の上に築くように召されています。18

心の目を開いて未来を見ることができるなら，そして，王国の将
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来を見，王国が成し遂げるべきことを見，さらに，わたしたちのな

すべきことを見，避けられない戦いを見ることができるなら，目の

前にある大いなる業がはっきり理解できるでしょう。19

わたしたちの特別な召しは，シオンを築き上げることです。そし

て，聖なる場所に立つよう民を備えることです。一方で，主の裁き

は悪人のうえに注がれようとしています。20

神が末日聖徒に十分理解してほしいと望んでおられることがあり

ます。それは，末日聖徒は神が人に与えられた大いなる最後の神権

時代の中心に立っているということ，また，末日聖徒は最後の神権

時代における働き人として，与えられている責任をよく理解しなけ

ればならないということです。そして，あらゆる闇
やみ

の力が連合して

も，神がこの時代に始められた業に関する神の目的をくじくことは

できないという事実を，末日聖徒は決して忘れてはならないのです。

末日聖徒が主の前で送らなければならない生活とは，自分が占めて

いる位置と，求められている義務が理解できるような生活です。な

ぜなら主は今この時代に，末日聖徒に特定の事柄を求めておられる

からです。いつの時代においても主は御自分の民に同じように求め

てこられました。完全な永遠の福音と，聖なる神権の権威と権能を

人に授けるときには，いつも同じように求めてこられたのです。……

また神は末日聖徒に什分
じゅうぶん

の一とささげ物を納めるように望んでお

られます。知恵の言葉に従うように望んでおられます。戒めを守り，

戒めを教えるように望んでおられます。自分が行っている事柄とと

もに，行うべきでありながら行っていないすべての事柄に対しても

責任を問われるでしょう。わたしたちは心を一つにし，思いを一つ

にしなければなりません。物質的なものであれ霊的なものであれ，

わたしたちを神と人への愛から引き離すようなものを受け入れては

なりません。

……わたしたちは一つにならなければなりません。互いの幸福を

求めなければなりません。世に対してだけでなく，息子や娘たちに

キリストの福音の原則を教えなければなりません。主が啓示の中で

語られた来るべき出来事に備えなければなりません。主はすでに御

自分の業を始めておられます。イザヤが語った驚くべき業と不思議

を，地に住む人々の中で始めておられるのです〔イザヤ29：14参照〕。

御自分の目的が成し遂げられるまで，主は決してその手を引かれる

ことはありません。21
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わたしたちの前には大いなる業があります。この業を行うにはあ

らゆる努力と，才能と能力が求められます。神の御霊
みた ま

の助けを求め

なければなりません。御霊がなければ，ほとんど何も成し遂げるこ

とができないでしょう。22

周囲に目をやって世の状況を見てください。また同時に，わたし

たちのなすべき事柄についても考えてください。神の王国の行く末

に関する預言を満たし，イエス・キリストの啓示を成就するために，

王国はどのようなレベルに達していなければならないでしょうか。

それが理解できたとき，王国を築き上げ，前進させることが，わた

したちの最も大切な目標となるはずです。……

……わたしたちは王国を築き上げることを望むべきです。自分の

祝福を確保するだけでなく，シオンの山における人々の救い手とな

ることを望むべきです。可能なかぎりあらゆる善を行うように努め，

シオンの大義を推し進め，シオンに益をもたらすことであれば，ど

のようなことであっても，召しに応じて働かなければなりません。

この道に沿って歩み続ける人は，栄え，心に絶えず平安を保てる

でしょう。主が言っておられるように，神の王国の義と祝福を求め

る人は，何一つ欠けることなくすべてを得るのです。……
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……非常に多くの事柄が目前に迫っています。地の上に起こるべき

変化が非常に多くあります。同時に，神の王国も発展を続けています。

今日
きょう

ここでわたしの声を聞いているすべての末日聖徒に強く申し上げ

ます。自分がどこに立っているかを注視してください。心を探り，主

なる神を第一としているかどうか見極めるのです。そのうえで，信仰，

希望，義の標準を絶えず高めていこうではありませんか。試練のときに

支えとなるすべての徳を常に高めていこうではありませんか。どのよう

な試練も，神の友であるか否か，聖約に従うか否かを明らかにするため

に与えられるのです。今から後メシヤの来臨のときまで，またはこの地

上で生活しているかぎり，わたしたちは試しに遭うことでしょう。23

恐れる必要はまったくありません。末日聖徒は，神と交わした聖

約に忠実でありさえすればよいのです。シオンを築き上げるために

従わなければならないと主が語られた諸原則に，完全に従いさえす

ればよいのです。

しかし，聖約を忘れ，主の教えから離れたり，教えをないがしろ

にしたりするなら，末日聖徒よ，肝に銘じておきなさい，わたした

ちの立場は非常に危うくなるのです。神の目的がくじかれることは

ありません。しかし，そのような態度は懲らしめを受けます。その

ような生き方を続ける人は，シオンに約束された祝福を何一つ受け

ず，すべてが奪い去られるでしょう。24

主は末日聖徒とともにおられますが，末日聖徒は与えられた特権

を常に尊んでいるわけではありません。末日聖徒は一つの業を行う

ように求められています。主はこの業をわたしたちの手にゆだねら

れました。わたしたちは，与えられた才能，光，真理を用いてこの

業を推し進めるという責任を，天と地の前に負っているのです。25

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の
項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー
ジを参照する。

• 25－26ページを読んでください。ジョセフ・スミスの預言がど
のように成就しつつあるか説明してください。ウッドラフ大管
長の示現からどのようなことが学べるでしょうか。

• 預言者たちがこの神権時代を心待ちにしてきたのはなぜでしょ
うか。末日聖徒にとって，自分が今，最後の神権時代の「ただ
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中に生きている」ことを理解するのはなぜ大切なのでしょうか
（26－27ページ参照）。

• 「わたしは『全地の面における唯一まことの教会』に所属して

います」と証
あかし

するとき，それは何を意味しているでしょうか

（27ページ。教義と聖約1：30も参照）。その真理を謙虚に人に伝

えるにはどうすればよいでしょうか。
• 教会の行く末に関するウッドラフ大管長の教えを研究して印象
に残ったことは何ですか（27－29ページ参照）。

• 28－29ページに目を通し，滅びるものと永遠に続くものを見つ
けてください。滅びるものと永続するものにはどのような違い
があるでしょうか。

• ウッドラフ大管長の教えの中から，わたしたちはこの神権時代
に生を受けるために「霊界に取っておかれた」という部分を読
んでください（29－30ページ）。この宣言について深く考えると，
どのような気持ちがしますか。

• 32ページの写真を見てください。この写真は神の王国を築き上
げることとどのような関係があるでしょうか。ウッドラフ大管
長によれば，神の王国を築き上げるに当たって，わたしたちに
はどのような義務があるでしょうか（30－33ページ参照）。

• 33ページの最後の段落を読んでください。わたしたちはこの神
権時代にあってどのような特権を得ているでしょうか。「特権を
尊ぶ」とはどういう意味だと思いますか。

関連聖句――教義と聖約 6：32－34；64：33－34；121：26－32；
138：53－56

第 3章

34

注
1．Conference Report，1898年4月，57
2．The Discourses of Wilford Woodruff，G・
ホーマー・ダラム選（1946年），288－289

3．Deseret News：Semi-Weekly，1875年1月
12日付，1

4．Deseret News：Semi-Weekly，1870年9月
20日付，2

5．The Discourses of Wilford Woodruff，174
6．Deseret News：Semi-Weekly，1880年7月
6日付，1

7．The Discourses of Wilford Woodruff，193
8．Deseret Weekly，1892年8月6日付，194
9．Deseret News：Semi-Weekly，1882年1月
31日付，1

10．Deseret News： Semi-Weekly， 1880年
12月21日付，1

11．Deseret News，1872年4月24日付，152
12．“Discourse by President Wilford Wood-
ruff，”Millennial Star，1895年6月6日付，
354

13．The Discourses of Wilford Woodruff，110
14．The Discourses of Wilford Woodruff，131
15．Deseret Weekly，1889年6月22日付，824
16．Deseret News： Semi-Weekly， 1880年
12月14日付，1

17．Conference Report，1880年4月，84－85
18．Deseret News：Semi-Weekly，1871年1月
10日付，2

19．Deseret News，1857年3月4日付，411
20．Deseret Weekly，1889年10月26日付，562
21．Salt Lake Herald Church and Farm，1895年
6月15日付，385，386

22．Deseret Weekly，1889年6月22日付，823
23．Deseret News，1857年3月4日付，411
24．“Epistle，”Woman’s Exponent，1888年
4月15日付，174

25．Deseret News，1874年12月23日付，741



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

青年時代，ウィルフォード・ウッドラフはまことの神権の権能を

持つ教会，すなわち「天によって認められた，地上における力」を

持つ教会を見いだしたいと切に望んでいた。1 1889年に行った説教の

中で，次のように語っている。

「少年のころ，わたしは日曜学校に集っていました。……日曜学

校では，新約聖書を読み，その中に記されたことを次々と学んでい

きました。新約聖書は何を教えてくれたでしょうか。命と救いの福

音を教えてくれました。天によって認められた，地上における力を

帯びた福音を教えてくれました。教会の組織は預言者，使徒，牧師，

教師，および助ける者や管理する者から成ることを教えてくれまし

た。何のためでしょうか。『それは，聖徒たちをととのえて奉仕の

わざをさせ，キリストのからだを建てさせ，わたしたちすべての者

が，神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し，

全き人となり，ついに，キリストの満ちみちた徳の高さにまで至る

ため』です〔1コリント12：28；エペソ4：11－13参照〕。

これがわたしの学んだ事柄であり，わたしに強い印象を与えまし

た。わたしは一つ一つの事柄を信じましたが，地上の牧師や聖職者

がそれらについて教えるのを一度も聞いたことがありませんでし

た。若いころ，わたしは当時あったほとんどの宗派の集会に出席し

ました。あるとき，コネチカットで時折開かれていた大きな集会に

出席しました。そこには様々な宗派の聖職者が40人から50人ほど集

まっていました。彼らは五旬節
ごじゅんせつ

のときのように御霊
みた ま

が注がれるよう

に祈り，そのほかにも多くの好ましい事柄を祈り求めました。この
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集会の中で，だれでも発言をしてよいという許可が与えられました。

当時わたしはかなりの弱齢
じゃくれい

でしたが，立ち上がって通路に進み，聖

職者たちに向かって言いました。『友である皆さん，聖徒たちに

「ひとたび伝えられた信仰」のために皆さんが闘わない理由を話し

ていただけませんか。イエス・キリストがお教えになり，主の使徒

が教えた福音のために闘わない理由を話していただけませんか。皆

さんに神からの力，すなわち病人を癒
いや

し，目の見えない者を見える

ようにし，足の不自由な者を歩けるようにする力を与え，聖霊と，

世の創造以来明らかにされてきた賜物
たまもの

と恵みを与える宗教のために

闘わないのはなぜですか。昔の族長や預言者が神の啓示に満たされ

ていたときに教えた原則を教えないのはなぜですか。族長や預言者

たちは天使の教えを受けていました。夢と示現と，歩むべき道にあ

って教え導く絶え間ない啓示を受けていました。』

管理していた長老が言いました。『愛する若者よ，もし君がその

ような愚かな事柄を信じていなかったなら，君は非常に賢く，地上
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足の不自由な男を癒すペテロとヨハネ（使徒3章参照）。
若いころのウィルフォード・ウッドラフは，「聖徒たちに『ひとたび
伝えられた信仰』」，すなわち，時の中間における救い主の教会と同じ

「神からの力」を持つ宗教を探し求めた。



において非常に有用な人物となるだろう。それらの事柄が人の子ら

に与えられたのは世の暗黒時代のことであり，その時代の人の子ら

を啓発する目的で，また，彼らがイエス・キリストを信じるように

与えられたのである。今日我々は栄えある福音の光の中で生きてお

り，そのようなものは必要ない。』わたしは言いました。『それなら

わたしを世の暗黒時代に連れて行ってください。人々がこれらの原

則を受け入れていた時代に連れて行ってください。』」2

1833年12月29日，ついにウィルフォ

ード・ウッドラフは，権能を受けた神

の僕
しもべ

から福音を聞いた。次のように語

っている。「わたしは人生で初めて末

日聖徒イエス・キリスト教会の長老と

会いました。ゼラ・パルシファーでし

た。彼はわたしに，自分は霊感を受け

た，と言いました。納屋で脱穀してい

たとき，主の声が彼に聞こえて，立っ

て北に行くように，主がそこで彼のた

めに務めを備えているとお告げになり

ました。彼は，隣人であり教会員であ

った〔エライジャ・〕チェニー兄弟に同行してくれるよう頼みまし

た。彼らは……深い雪の中を……徒歩で60マイル〔約96キロ〕旅し

ました。そして，訪問するようにとの印象を受けた最初の場所が，

わたしと兄の家だったのです。彼らは家に入って兄の妻と話をし，

自分たちが何者であって，どのような務めに携わっているかを告げ

ました。北に行くべきだと感じたこと，そしてこの家にやって来る

まで一度もどこかで立ち止まるようにとの印象を受けなかったこと

を話しました。彼らが自分たちの原則について話すと，彼女は夫と

義弟はどちらもそれらの原則を信じており，長年にわたってそのた

めに祈ってきたと言いました。彼らはわたしたちの農場にある校舎

で集会を計画しました。

夕方帰宅したわたしは，義姉からこの集会について聞きました。

オンタリオ湖のほとりから丸太を引いてきていたわたしは（わたし

は製材業を営んでいました），馬を牧場に入れて，何も食べずに集

会に向かいました。建物と玄関の前庭は人であふれていました。わ

たしは生涯で初めて，この教会の長老が教える福音の説教を聞きま
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した。それはまさに少年時代から探し求めてきたものでした。わた

しは二人を家に招きました。モルモン書を借りて，その晩一睡もせ

ずに読みました。朝になって，パルシファー兄弟にバプテスマを受

けたいことを告げました。わたしには，それらの原則が真実である

との証
あかし

がありました。わたしと兄は……出て行ってバプテスマを受

けました。同郡における最初の改宗者でした。」3

パルシファー長老は1833年12月31日，ウィルフォード・ウッドラフ

に小川でバプテスマを施し，同じ日に確認を行った。3日後，ウィ

ルフォード・ウッドラフはアロン神権を受けて，教師の職に聖任さ

れた。これが生涯にわたる主への務めの始まりであった。その日を

振り返ってこう語っている。「直ちにわたしの使命が始まりました。」4

ウィルフォード・ウッドラフの教え

神はそのすべての業を神権の力によって行われる

わたしは教会における主題として，聖なる神権以上に，地に住む

人々とわたしたち会員にとって重要なものを知りません。5

神権の力によって，わたしたちの永遠の御父である神はすべての

世界を組織し，これまでに贖
あがな

われてきたすべての世を贖ってこられ

ました。それと同じ神権によって，人は地上でキリストの福音の儀

式を執行してきました。6

聖なる神権は，神が地上の人に御心
みこころ

を伝え，人に働きかけられる

際に用いられる手段です。これまで地上を訪れて人に語りかけてき

た天の使者たちは，肉体を持っていたときに神権を持ち，尊んだ

人々です。そして人が地上に来て以来，神が人の救いのために行っ

てこられたことはすべて永遠の神権によるのであり，それは世の贖

いに至るまで変わることはありません。7

教会が最初に組織されたときから今日
こんにち

に至るまで，主が地の面
おもて

に

教会を置かれるときには，その教会は必ず啓示によって組織され，

またそこには聖なる神権を授けられた預言者と使徒，牧師，教師，

助ける者と管理する者がいました。神権は神から人にゆだねられる

力であり，神に代わって行動する権能をその人に与えます。創世の

日以来，この神権がなければ，いかなる人であろうと主の聖なる宮

の儀式を執行する権利はありません。聖文には，アロンは啓示によ

って召された，と教えられていますが〔ヘブル5：4参照〕，わたし
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たちもアロンのように啓示によって神から召されなければ， 神権に

関するいかなる権利もないのです。この神権は何のためのものでし

ょうか。それは福音の儀式，すなわち永遠の神であり，ユダヤ人の

エロヒムにして異邦人の神であるわたしたちの天の御父の福音の儀

式を執行するためのものです。8

聖なる神権の力による〔のでなければ〕，人の子らに命と救いの

儀式を執行する権能を神から授けられる人はいません。その神権の

力は，末日聖徒とともにあります。9

神権者は自分を高めるためでなく，
奉仕を行い神の王国を築き上げるために

神権を用いなければならない

この天からの，終わりのない，永遠の神権を持つことは，何と大

いなる責任でしょうか。そしてわたしたちはこの責任について報告

をしなければならないでしょう。使徒，七十人，大祭司，長老，お

よびわたしたちに与えられているこの神権のいずれかの職を持つす

べての人は， 責任を問われるでしょう。10
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わたしたちは，大切な業を担っています。ジョセフ・スミスもそ

うでしたし，ブリガム・ヤングもそうでした。十二使徒もそうです

し，わたしたち皆がそうであり，もしそれを果たさなければ，罪に

定められます。幕の向こう側に行くときに，そのことを知るでしょ

う。……わたしは幾度も心の中で，自分が神に対して負っている責

任と，この時代にあって神権を持つすべての人が負っている責任を

完全に理解できるように願ってきました。しかし兄弟の皆さん，わ

たしたちはあまりにもこの世のものに執着していると思います。こ

の時代にあって聖なる神権を持つ者がそうあるべきほどには，自分

たちが神と高い天に対して，また地に対して負っている大きな責任

を正しく認識していません。わたしたちはあまりにも主から離れて

いると思います。11

もしわたしたち……聖なる神権を持つ者が，天の下にあってその

神権を神の王国を築き上げること以外のいずれかの目的で用いるな

らば，わたしたちの力は失われるでしょう。……非常に多くの人が

――神権の高い職にある者，使徒職にある者でさえも――このこと

を，すなわち神権の権能によって自分を高めようと試みてきました。

彼らはどうなったのでしょうか。力と権能が取り去られてしまった

ことを，皆さんはお分かりでしょう。……これらの事柄について深

く考えてみてください。わたしは自分自身にも同様に言います。ま

た使徒，七十人，大祭司にも同様に言います。皆さんは王国を築き

上げ，神の御心
みこころ

を行うことのほか，天下のいかなる目的のためにも

神権を用いることはできません。そして皆さんがそれ以外のことを

行おうと試みるとき，その力は取り上げられるでしょう。12

わたしはジョセフ・スミスがリバティーの監獄で祈りの答えとし

て受けた啓示を大変興味深く読んできました〔教義と聖約121：

34－46参照〕。神がジョセフに与えられたこの啓示について深く考

えました。そして，短い文章から成るこの啓示には，これまでに神

が人にお与えになったあらゆる啓示と同じだけ多くの原則が含まれ

ていると思うようになりました。主はジョセフに，彼が神権を持っ

ていて，その神権は神の位に従い，メルキゼデクの位に従うもので

あり，神御自身が天と地においてそのすべての業を行われたのと同

じ神権であって，その神権を持つ者はだれでも同じ力を持つことを

お教えになりました。その神権には，天から指示を受け，天を動か

す力と，天の業を行う力があり，どこであろうと人がその召しを尊
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んで大いなるものとするところでは，神は御自分の天使に彼に対す

る務めをお与えになり，彼の働きはこの世と来るべき世の両方にお

いて力と効力を持ちます。しかしその人がその神権を，それが与え

られた目的である神の王国を築き上げること以外の目的のために用

いるならば，天は退き去り，神権の力は離れ，その人は残されて光

の中ではなく暗闇
くらやみ

の中を歩くことになります。そしてこれこそが，

この時代であろうとほかの時代であろうと，すべての人の背教のも

となのです。13

わたしたちには神権が与えられており，もし正しく用いないなら

ば，罪の宣告を受けるでしょう。ですから，力を合わせて王国を担

っていきましょう。聖なる御霊
みた ま

を，そしてイエス・キリストの福音

の力を得るために働きましょう。御霊はわたしたちの手の届くとこ

ろにあり，わたしたちが協力して業に携わっているかぎり，わたし

たちの努力には神の祝福が伴うでしょう。14

祭司であろうと，長老や七十人，あるいは使徒であろうと，神権

の一部を持つ人が召しを尊んで大いなるものとし，義務を果たすな

らば，主はその人を支えられます。15

わたしはかつて大勢の執事が召しを尊んで大いなるものとしてい

るのを見て非常にうれしく思ったことがあります。……彼らは〔自

分たちの〕町をくまなく巡って，その町にいるすべての寡婦
か ふ

のため

に薪
まき

割りをしました。ステーク会長であった〔ジョージ・〕ディー

ズデール兄弟の敷地にはヒマラヤ杉の木材を積み上げた山が3つか

4つありましたが，ある晩彼が帰宅すると，それが全部消えていま

した。どうしたのだろうかと思って辺りを見回した彼は，木材がす

べて細かく割られて薪小屋に置いてあるのを見つけました。その町

で執事は見事に自分たちの召しを尊んで大いなるものとしたので

す。

今日
こんにち

わたしたちはある意味で特異な状況にあります。主に頼って

正しいことを行わなければなりません。神権は人の救いのために，

また生者と死者両方の儀式を執行するために与えられています。こ

れまで霊界にいる幾万もの人々が，現世で肉体を得て死者の救いの

鍵
かぎ

を持っている子孫によって贖
あがな

われています。預言者オバデヤが語

ったように，シオンの山の救い手が立てられており，その王国は主

のものです〔オバデヤ1：21参照〕。この民は今この業を行っていま

す。主は皆さんとともにあり，霊界にいる皆さんの祖先は喜びを得
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ています。ですからここにいる間，忠実でありましょう。わたした

ちはこの神権を持つように神から任じられているのです。地上にい

る無数の人々……の中から，主はこの一握りの人を，神権を持ち，

聖任され，組織され，世に警告し，福音を宣
の

べ伝えるように選ばれ

たのです。わたしはこの神権を持つ兄弟たちがその価値を覚えてい

るように願っています。……

……心から忠実でありましょう。神権から，また神の王国から離

れるようなことがあってはいけません。主の前にひそかに祈り，主

の聖なる名を呼びましょう。そこにわたしたちの強さがあるのです。16

聖約と責任に忠実であるならば，
この世においても来るべき世においても

神権の祝福を受ける

主が神権に関連して人の子らに賜物
たまもの

をお授けになるとき，賜物を

受ける人々はそれらを用いることに責任を負います。17

使徒や会長，監督，あるいは神権を持つだれかが職務を行うとき，

その人は主イエス・キリストの権能によって働きます。そのときに
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その神権は効力を持ち，神の僕
しもべ

が人の子らに授けるすべての祝福は，

この世においても来るべき世においても効力を持ちます。もしわた

しに聖なる神権によって与えられた祝福があるならば，あるいはも

し祝福師から祝福を受けているならば，その賜物
たまもの

と祝福は来世にお

いても効力を持つでしょう。そしてもしこの世の生涯を通じて聖約

に忠実であるならば，わたしは自分に授けられたすべての祝福を要

求することができます。なぜなら祝福を授けた権能は神によって定

められているものだからであり，この権能によっていと高き者の息

子たちは人の子らに命と救いの儀式を執行し，それぞれの職におけ

る行いはこの世においてだけでなく，墓の向こうにおいても人々に

対して効力を持つのです。これこそが真の富です。永遠にわたって

存続する富であり，福音によって授けられたこれらの祝福を通じて，

わたしたちは再び体を受けて，永遠にわたって自己を保つ力を得て

いるのです。そうです，わたしたちはこれを聖なる神権の効力によ

って要求することができるのです。18

わたしは神権に関して交わした約束について深く考えることがよ

くあります。主はこのことに関する啓示の中で，次のように言って

おられます。……「だれでも忠実であって，わたしが語ったこれら

二つの神権を得て，自分の召しを尊んで大いなるものとする者は，

御霊
みた ま

により聖
きよ

められてその体が更新される。……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。……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84：33－40参照〕さて，

わたしは時々こう自問します。わたしたちはこれらの事柄を理解し

ているだろうか，と。もし神権の律法に従ったならば，神の相続人

となりイエス・キリストの共同の相続人となることを理解している

だろうか，と。忠実な者のために用意されている栄光は，わたした

ちの目がまだ見ず，耳がまだ聞かず，心に思い浮かびもしなかった

ものであることを，わたしははっきりと理解しています〔1コリン

ト2：9参照〕。19

大いなる末日の業に携わるように召されているわたしたちは，ど

のような男性や女性であるべきでしょうか。信仰の人であって，こ

れまでに明らかにされ，わたしたちの手にゆだねられてきた真理に

雄々しくあるべきです。神と神の聖なる神権に対して誠実であって，
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神と人に対して忠実であるべきです。わたしたちは大いなる目的を

成し遂げるために神から遣わされているのであり，家や土地，金や

銀，あるいはこの世のいかなる品々にも，わたしたちが業に従事す

るのを妨げさせてはいけません。わたしたちの目指すもの，わたし

たちの行く先は高く，わたしたちは天の御父や，見守ってくれてい

る天の衆群を決して落胆させてはいけません。またわたしたちの心

に思い浮かびもしなかったような関心と切なる願いを抱きながら同

じように見守ってくれている，霊界にいる無数の人々を落胆させて

はいけません。末日の業に携わるのは，神が求めておられる，偉大

で力ある事柄です。もし何かがわたしたちを真理から，あるいは真

理に対する愛から離れさせることがあれば，わたしたちは救いにふ

さわしくなく，神の王国で永遠に住むのにふさわしくない者となる

でしょう。20

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 若き日のウィルフォード・ウッドラフにまことの教会を探すよ

うに促したのはどのような思いだったでしょうか（35－37ペー

ジ参照）。その思いは神権とどのように関連していたでしょうか。

• 38－39ページを読み，主が神権の力によって行われる事柄を見

つけてください。神権者はどのような形で主の業に参加するで

しょうか。

• 神権について学ぶことが男性と女性の両方にとって大切なのは

なぜでしょうか。

• 神権はあなたの人生をどのように祝福してきたでしょうか。

• 神権者の責任に関するウッドラフ大管長の教えを読んで，具体

的にどんな原則を見いだしましたか（39－42ページ参照）。

• ウッドラフ大管長によれば，天が神権者から退き去る原因とな

るのはどのような態度や行いですか。なぜ神権を個人的な利益

のために用いることは不可能なのでしょうか（39－42ページ参

照。教義と聖約121：34－40も参照）。「天の業を行う力」を持つ

ために，神権者はどのように生活しなければならないでしょう
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か（40－42ページ参照。教義と聖約121：41－46も参照）。

• 神権における召しを尊んで大いなるものとするとはどういう意

味でしょうか（41－42ページ参照）。神権の召しを尊んで大いな

るものとしている兄弟の模範を挙げてください。

• この章の最後の項（42－44ページ）を読んでください。神権は

どのようにしてこの世においても来るべき世においても祝福を

もたらすでしょうか。

関連聖句――ヨハネ15：16；ヘブル5：4－6；アルマ13：1－20；教
義と聖約84：17－48；107：18－20；信仰箇条1：5
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1880年10月，ウィルフォード・ウッドラフ大管長は聖徒たちに，
最近自分は1877年に亡くなったブリガム・ヤング大管長と，1868年

に亡くなったヒーバー・C・キンボール副管長の訪れを受けたと語

った。ウッドラフ大管長は次のように語っている。「目的地に着い

たところで，わたしはヤング大管長に説教をしてくれるのかと尋ね

ました。すると彼は次のように言いました。『いいえ，わたしが肉

にあって証
あかし

をなす時期は終わりました。もうこの民には語りません。

わたしはあなたに会いに来たのです。あなたを見守りに，そして民

の行いを見に来ました。』そしてヤング大管長は言いました。『聖な

る御霊
みた ま

を得るために，ふさわしい生活を送り，努力しなければなら

ないことを民に教え，あなた自身もこの勧告に従ってください。こ

のことなしには王国を築き上げることはできないからです。神の御

霊がなければ，闇
やみ

の中を歩む危険があり，神の教会と王国における

使徒や長老としての召しを果たせない危険があるからです。』」1

この勧告はウッドラフ大管長にとって新しいものではなかった。

彼は兄弟たちから，「主の御霊の導きに敏感な人物，義務を果たす

に当たって，自身が持つどんな知恵や判断の賜物
たまもの

によるよりも，霊

感によって導かれる人物」として知られていた。2 ウッドラフ大管長

はしばしば，御霊の導きに関するある出来事について語った。それ

は家族とともに，当時伝道に召されていた合衆国東部に向かって旅

をしていたときのことであった。ウッドラフ大管長は次のように述
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聖霊と個人の啓示

自らの忠実さによって，人生において

わたしたちを照らし，導き，永遠の命の道を示してくださる

聖霊を伴侶
はんりょ

とすることができます。



べている。

「ある晩，わたしは〔地元の教会員である〕ウィリアムズ兄弟の

庭に馬車を留めました。〔十二使徒定員会の〕オーソン・ハイド兄

弟も，横に自分の馬車を留めました。馬車の中には妻と子供たちが

いました。馬に草を食べさせ，夕食を済ませると，馬車の中の床に

入りました。ところが数分とたたないうちに，御霊が語りかけたの

です。『起きて馬車を移動させなさい。』わたしは妻に，起きて馬車

を動かさなければならないことを告げました。妻は『何のために』

と尋ねましたが，わたしは『分からない』と答えました。そのよう

な場合，妻はそれ以上何も尋ねません。わたしが分からないと答え

たときには，それで十分だったのです。わたしは起きて馬車を動か

しました。……それから辺りを見回り，床に就きました。すると同

じ御霊が言いました。『樫
かし

の木につないである馬を移動させなさい。』

……わたしは行って馬を移動させ，ヒッコリーの茂みに連れて行き

ました。そしてまた床に就いたのです。

それから30分もすると竜巻が起こり，あの樫の木は地面から2フ

ィートほどの所で折れてしまいました。垣根を3，4か所なぎ倒して，

前庭にあったオーソン・ハイド兄弟の馬車の近く，まさにわたしの

馬車が留めてあった場所に倒れたのです。もしあの御霊に耳を傾け

ていなかったならば，どうなっていたでしょうか。そう，わたしも

妻も子供たちも，間違いなく死んでいたでしょう。それは静かな細

い声でした。――地震でも，雷でも，稲妻でもありませんでした。

神の御霊の静かな細い声でした。それが命を救ったのです。それは

わたしに与えられた啓示の霊でした。」3

ウッドラフ大管長は，教会のすべての会員は聖霊の導きを受ける

必要があり，個人の啓示を求めなければならないことを強調した。

大管長はこう断言している。「啓示がなければ，神の教会は24時間

たりとも存続することができません。」4

ウィルフォード・ウッドラフの教え

聖霊は霊の御方であり，
父なる神とイエス・キリストを証

あかし

し，
福音が真実であることを証される

聖霊は神会の御一方です。父なる神と子なる神は幕屋〔骨肉の体〕
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を持っておられ，神御自身が御自分の形に人を創造されました。し

かし聖霊は霊の御方であり，御父と御子について人の子らに証をさ

れます〔教義と聖約130：22参照〕。5

この業が神の業であることについて，人が得られる最も大いなる

証とは何でしょうか。わたしが得てきた最も大いなる証，最も確か

な証が何かを教えましょう。それは聖霊による証であり，御父と御

子についての証です。6

わたしたちの目や耳は，人の狡猾
こうかつ

さや策謀
さくぼう

に欺
あざむ

かれるかもしれま

せん。しかし聖霊が人を欺かれることは決してありません。7

聖文には，人の内には霊があり，全能者の霊感がそれに悟りを与

えると記されています〔ヨブ32：8参照〕。わたしたちはこの原理に

基づいて，真理と，わたしたちが受けている福音の力とを知るよう

になります。永遠の命の原則は，聖霊の霊感によって明らかにされ

第5章

48

聖霊の賜物は「すべての忠実な男性や女性，および
キリストの福音を十分に受け入れられる年齢に達している

すべての子供に」与えられる。



ます。御霊はわたしたちのうえにとどまり，思いに影響を及ぼすか

らです。そして，もし自らの内に正しい感情を持ってそれらの教え

に注意を向けるならば，わたしたちは物事をあるがままにはっきり

と理解するでしょう。8

忠実な末日聖徒は各々
聖霊の賜物

たまもの

を受けることができる。それは死すべき世で
受けられる最も大いなる賜物である

罪を悔い改め，赦
ゆる

しを受けるために，神の位に従って，ご自身の

死に倣
なら

って水に沈められ，その復活の様に出て来こられたイエス・

キリストの模範に従い，バプテスマを受けた人は等しく皆，聖霊を

受ける権利を得ます。それはその人に約束されているものであって，

またその人に属するものです。これを享受することはすべての人の

権利であり，もし聖霊と〔その〕賜物
たまもの

を受けるならば，霊感と光と

真理を受けます。目で見，耳で聞き，心で理解するのです。9

さて，もし皆さんが聖霊を受けているならば――一人一人がそう

あるべきですが――，わたしは皆さんに向かって次のように言うこ

とができます。すなわち，地上で人に与えられるものの中で，それ

以上に大いなる賜物はなく，それ以上に大いなる祝福も，それ以上

に大いなる証
あかし

もありません。皆さんは天使の働きを受け，多くの奇

跡を目撃し，地上で多くの不思議を見るかもしれません。それでも

わたしは断言します。聖霊の賜物こそが，人が授かることのできる

最も大いなる賜物なのです。この力によって，わたしたちはこれま

でに成し遂げてきた事柄を行ってきました。そしてこれこそが，あ

らゆる迫害，試練，艱難
かんなん

の中で支えてくれるものなのです。10

神の教会に入り，罪の赦しのためにバプテスマを受けたすべての

男女は，啓示を受ける権利，神の御霊を受ける権利があります。そ

れは人が自分の務めをなし，子供を教え，子供や，自分が管理する

ように召されている人々に勧告を与えるうえで助けとなります。聖

霊は男性だけに与えられるものでもなければ，使徒や預言者だけに

与えられるものでもありません。すべての忠実な男性や女性，およ

びキリストの福音を十分受け入れられる年齢に達しているすべての

子供に属するものなのです。11
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聖霊の静かな細い声，啓示の声に
慣れ親しまなければならない

主の教会を管理するために主から啓示を受けるに当たっては……

定められた方法があります。この力を持つ人物は，地上において一

時期にただ一人しかいません。しかしすべての会員は，それぞれ自

分自身の諸事に関して主の導きを受けるために，また世の教えや動

向が正しいことを証明するために主から啓示を受ける特権を持って

います。12

啓示とは何でしょうか。それは聖霊が人にお与えになる霊感です。

ジョセフ・スミスはジョン・テーラー兄弟に次のように言いまし

た。「テーラー兄弟，神の御霊
みた ま

による霊感に注意してください。御

霊のささやきに注意してください。御霊が告げることを生活の中で

実行するなら，〔これは〕あなたの内にあって啓示の原則となり，

あなたはこの御霊と力を知り理解するようになるでしょう。」これ

こそが鍵
かぎ

であり，すべての啓示の礎石
そせ き

です。……わたし自身，その

御霊をよく知ろうと，またその働きを学ぼうと努めてきました。13

皆さんの中に，啓示を受けたことのある人はどのくらいいるでし

ょうか。神の御霊が静かな細い声でささやくのを聞いたことのある

人はどのくらいいるでしょうか。……わたしはこの教会および王国

とかかわりを持つようになって以来，多くの証を得てきました。そ

して時折，特定の賜物
たまもの

や恵み，啓示や働きを受ける祝福にあずかっ

てきました。しかし，いずれに対しても，聖霊の静かな細い声以上

に頼れる何かを見いだしたことはまったくありません。14

人はあまりに高いところを見たり，偉大な事柄を期待したりする

傾向があるため，神の御霊や全能者の霊感を誤解することがよくあ

ります。神の御霊を探すべきところは，雷や旋風の中ではなく，静

かな細い声の中なのです〔列王上19：11－12参照〕。15

聖霊の賜物
たまもの

を通して，現在の人生において導きを得，
永遠の命に備えるという祝福を受ける

どこかの男性または女性に，想像の及ぶ限りの富と栄光を与えた

としましょう。彼らは満たされるでしょうか。いいえ。なお悲しい

むなしさがあります。これに対して，もし路上の物乞いが聖霊を受

けて，心が御霊
みた ま

と力に満たされているならば，その人こそ，心に平
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安を得て，真の富と，ほかのどこからも得られない喜びを手にして

いる人なのです。16

聖霊を享受し，この世で宗教を実践しようと努力しているとき，

たとえどのような環境にあろうとも，わたしたちは神の足台の上で

最も幸福な民です。富んでいるか貧しいか，幸福であるか苦難の中

にあるかは，わたしには関心のないことです。もし人が宗教を実践

して神の御霊
みた ま

と恵みを受けているならば，地上で起きることはその

人にとって重要ではないのです。地震や戦争，火事，あるいは流血

の騒ぎが起きても，その人にとっては問題ではありません。わたし

はそう感じています。17

すべて御霊を受ける人は，その人に語り，その人を導く慰め主を

受けます。この御霊は信仰を持つすべての人に，益となる事柄を

日々明らかにします。……世のあらゆる時代に神が子供たちにお与

えになるこの霊感こそ，人を支えるうえでなくてはならない賜物の

一つです。それは人に信仰によって歩む力を与え，神がその子供た

ちに，導きと指示を授けるために与えておられるすべての命令，戒

め，啓示に従う力をもたらします。18

すべての人は神の御霊
みた ま

を受けるべきであり，その指示に従うべき

です。これが啓示です。御霊が皆さんに何を行うように言うかは問

題ではありません。間違ったことを行うように言うことは決してな

いからです。19

わたしたちは……神に敵対し神の王国を築き上げようとするすべ

てのものに敵対する悪霊に取り囲まれています。ですから，この影

響力に打ち勝つために聖なる御霊を受ける必要があるのです。……

……これこそ，地上で神の目的を推し進めるために受けなければ

ならない御霊
みた ま

です。ほかの何にも増して必要としている賜物
たまもの

です。

……わたしたちは敵のただ中にあり，暗闇
くらやみ

と誘惑の中にいます。そ

して神の御霊による導きを必要としているのです。慰め主を受ける

まで主に祈るべきです。バプテスマを受けたときに約束されたのは

この聖なる御霊です。それは光の霊，真理の霊，啓示の霊であって，

同時にすべての人とともにあることができます。20

もし聖なる御霊の命じる以外のことを行おうとするならば，霧の

中に，また暗闇
くらやみ

や苦難に陥り，進んでいる道が分からなくなるでし

ょう。わたしたちは生きている間，毎日主の力を必要とします。

――行うべきことを知るために，主の聖なる御霊の力と神権の強さ
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が必要なのです。そしてもし主の前にふさわしく生活するならば，

御霊によって自分の義務が何であるかを毎日知ることでしょう。何

を行っていようとも，まず主の御心
みこころ

を知り，次にそれを行うべきで

す。そうするなら，立派に業を成し遂げ，主は受け入れてくださる

でしょう。21

わたしは生涯を通じて，また業を推し進める中で，主の御霊
みた ま

から

何かをするように告げられたときには，それを行うことが益となる

ことを学んできました。わたしはその力によって守られてきました。

……どうぞ啓示の霊を受けてください。啓示の霊を受けるときに皆

さんは安全であり，主が望まれることをそのとおりに行うことにな

るでしょう。22

福音に従い，福音によって聖
きよ

められ，それによって永遠の命を受

け継ぐことができるという考えは，これまで人に明らかにされてき

た原則の中で最も栄えあるものの一つです。……わたしたちには世

が知らない希望があります。世の人々が抱くことのできない希望で

す。神の御霊によって生まれなければ，神の王国を見ることさえで
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きず，また水と霊とから生まれなければそこに入ることはできませ

ん〔ヨハネ3：5参照〕。したがって，世はわたしたちが持っている

喜ばしい期待と希望を共有することができません。目と耳と心が開

かれていないために，キリストの福音の力を見，聞き，感じること

ができないのです。23

主の御霊の言葉に従うこと，また御霊を導き手とし，伴侶
はんりょ

とする

ことは特権です。そうすることで，わたしたちに受ける備えができ

るやいなや，天の祝福が注がれるでしょう。24

御霊
みたま

を常に伴侶
はんりょ

とするには，
絶えざる努力と忠実さが求められる

わたしは……わたしたちが民として義務を果たし，宗教を実践し，

信仰を保ち，主の前をふさわしく歩むことによって，聖霊がこれか

ら日々常にわたしたちを導く伴侶
はんりょ

となってくださるように切に願っ

ています。これがわたしの祈りであり，望みです。25

聖なる御霊との親しい交わりを保ち，これらの祝福を得られるよ

うな生活をするためには，主の前に絶えず励み，努力し，忠実であ

るように求められることを知っています。26

肉にある間に得るよう努めるべきものとして，神の御霊
みた ま

，聖霊，

慰め主以上のものはありません。わたしたちは福音の要求に従った

結果として，御霊を受ける権利を持っています。27

福音を宣
の

べ伝えることに伴う大いなる約束は，わたしたちの時代

に天から明らかにされているように，罪を心から悔い改めて聖なる

儀式に従う人には聖霊が授けられるということです。聖霊によって

過去と現在，未来の事柄に関する知識が授けられ，御父の思いと

御心
みこころ

が知らされます。この方法によって，全能者である神は，戒め

に従い，御前
みま え

に受け入れられる清い生活を送る者たちに御自分の目

的を明らかにされます。これから遭遇するであろうあらゆる出来事

や試練に備えられるようにするためです。

もし教会員の中に，これが真実であることを自らの経験によって

理解していない人がいるならば，自らの特権にふさわしい生活を送

っていないものと思われます。すべての聖徒は聖霊との親しい交わ

りを持つべきであり，またそれによって御父と親しく交わるべきで

す。そうでなければ悪に打ち負かされて，道を踏み外してしまう危

険があります。
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ですから，わたしたちは末日聖徒に告げます。聖霊は清くない幕

屋には住まわれません。もし自分の宗教が持つすべての力と賜物
たまもの

を

享受しようとするのであれば，清くなければなりません。もし弱さ

や愚かさ，罪があるならば，悔い改めなければなりません。つまり，

完全に捨てなければなりません。ほかに神に喜ばれる方法はないの

です。「聖なる人」が神の名であり〔モーセ6：57参照〕，神はその

子供たちが清くなろうと努めることをお喜びになります。28

もし啓示を受けていないなら，それは送るべき生活を送っていな

いからであり，自分たちの神権〔における召し〕を，本来すべきほ

どに尊んで大いなるものとしていないからです。もしそうしていた

ならば，啓示がないということはなく，実を結ばない人はだれもい

ないでしょう。29

すべての悪い習慣，神との交わりを妨げるすべての習慣を捨てま

しょう。……もしこうした些細
ささ い

な事柄が原因で喜びが妨げられ，主

の目に卑しい者となるようなら，それらを捨てて，天の御父の御心
みこころ

を行い，課せられている業を成し遂げる決意を示さなければなりま

せん。……わたしは主の御霊
みた ま

を享受できなくするようなことを行う

なら，気づいた時点で即座にそれを捨てます。30

わたしたちは神の日の栄えの律法に従おうと努力しています。イ

エス・キリストの福音を宣
の

べ伝え，その原則を実践しようと努めて

います。そこで尋ねたいのは，そのような行いには報いがあるだろ

うかということです。忠実であることには報いがあるでしょうか。

神の王国のために，また救いと永遠の命，すなわち神が人の子らに

お授けになれるあらゆる賜物
たまもの

の中で最も大いなるもののために，何

であれ試練や苦難，迫害，あるいは死そのものを経験することは，

報いをもたらすのでしょうか。わたしは報いをもたらすと申し上げ

ます。そして末日聖徒が，権能を持つすべての者が皆，主の前に忠

実であり，祈りを覚え，聖なる御霊を受けるよう努め，神の思いと

御心を知るために努力することによって，歩むべき道を知り，主の

御霊と聖霊を受け，世に打ち勝って，この試しを終えるまで召しを

尊んで大いなるものとすることができるよう願っています。31

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の
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項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 46－47ページの物語からどのようなことが学べるでしょうか。

• この章を研究して，聖霊とその役割についてどのようなことを

学びましたか。

• 49ページの第2段落を読んでください。聖霊の賜物
たまもの

が，死すべき

世で受けられる「最も大いなる賜物」であると考えられるのは

なぜでしょうか。54ページにある，この章の最後の段落を読ん

でください。聖霊の賜物は，わたしたちをどのようにして「あ

らゆる賜物の中で最も大いなるもの」である永遠の命に備えて

くれるでしょうか。

• ウッドラフ大管長の教えは，聖霊の促しを認識するうえでどの

ような助けになるでしょうか（47，50ページ参照。教義と聖約

6：15，22－23；11：12－14も参照）。聖霊が通常「静かな細い

声」で語られることを覚えておくのはなぜ大切なのでしょうか。

• 50ページの下から始まる段落を読んでください。聖霊を受けて

いるときに得られる「真の富」にはどのようなものがあるでし

ょうか（50－53ページ参照）。

• 聖霊の導きを受けたときの経験について考えてください。聖霊

を伴侶
はんりょ

とすることによってこれまでどのような祝福を得てきた

でしょうか。

• この章の最後の項を読んでください（53－54ページ）。聖霊を常

に伴侶とするために絶えざる努力が必要なのはなぜでしょうか。

聖霊の導きを感じるのを妨げるものにはどのようなものがある

でしょうか。聖霊の導きを感じるのを助けてくれるものにはど

のようなものがあるでしょうか。

関連聖句――ヨハネ14：26；15：26；16：13；1 コリント 2：9－
14；1ニーファイ10：17－19；2ニーファイ32：1－5；モロナイ10：

5；教義と聖約8：2－3；14：7
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1855年10月の大会に向けて準備をするに当たり，ウィルフォー
ド・ウッドラフ長老は自分と幹部の兄弟たちが民に何を教えるべき

かについて導きを求めて祈った。そして祈りの答えとして，次の啓

示を受けた。「わたしの僕
しもべ

たちに，聖霊を受け，常にわたしの御霊
みた ま

とともにあるように言いなさい。そうすれば僕たちは，民に教える

事柄について絶えず御霊から指示を受けるであろう。また民に，常

にわたしの御霊とともにあるように教えなさい。そうすれば民は，

主の言葉が教えられたときに理解できるであろう。」1

この原則に対して揺るぎない証
あかし

を持っていたウッドラフ大管長

は，大会説教の冒頭で，しばしば，聖霊の力によって教えたいと述

べた。さらに，聖霊の力によって耳を傾け，学ばなければならない

という義務を，聖徒たちに繰り返し教えた。大管長はかつて次のよ

うに述べている。「わたしたちは人々を教えるように召されていま

す。人々に教える資格を得るには，だれでも，主の御霊に，啓示に，

霊感に，聖霊に頼らなければなりません。もし今日
きょ う

わたしが主から

聖なる御霊を受けていなければ，はっきりと言いますが，わたしは

皆さんにほとんどなにも教えることはできないでしょう。」2

ウィルフォード・ウッドラフの教え

聖霊から霊感を受けないまま福音を教えてはならない

聖なる御霊
みたま

を受けないまま，人の子らを教えることはできません。
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福音を学ぶとき，または教えるとき，
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福音を教えるときには，イエスの模範に倣
なら

うことができるように御霊
みたま

を求めなければなら

ない。また福音を学ぶために集まるとき，「主の足もとにすわって，御言
みことば

に聞き入ってい

た」マリヤのように，忠実に注意深く耳を傾けなければならない（ルカ10：38－42参照）。



啓示あるいは全能の神の霊感を受けないままで，イエス・キリスト

の福音によって人を教化することなど，わたしにはできません。そ

のようなことはだれにもできません。ですから，わたしは末日聖徒

の信仰と祈りを必要としています。わたしは神の御霊の助けを必要

としています。天の王国にかかわる事柄を教えようとするすべての

人がそうであるように。3

わたしが確信していることを言えば，この世代だけでなく，どの

世代においても，神の御霊
みた ま

による霊感を受けないままで，地に住む

者を教え，教化できる人は一人もいません。これまでの状況から，

末日聖徒が……学んできたことは，どのような務めや働きでも，す

べての事柄に神の手を認めなければならないということです。わた

したちは今，その必要性を感じています。神の御霊がなければ，末

日聖徒に対しても，世の人に対しても，わたしには教える資格がな

いのです。そのことをよく知っています。わたしの望みは，神の御

霊と……皆さんの信仰と祈りによって，わたしの思いが導かれ，皆

さんの益となることを伝えることです。わたしは公で教える際に，

御霊が命じる以外のいかなる方向にも思いを向けません。これこそ

聖徒たちが会うときに，全員に求められていることなのです。福音

を宣
の

べ伝えに出て行くときもそうです。4

主はジョセフ・スミスを通して次のように言っておられます。

「そして，何であろうと聖霊に感じて語ることは，聖文となり，主

の心となり，主の思いとなり，主の言葉となり，主の声となり，救

いを得させる神の力となる。」〔教義と聖約68：4〕なぜでしょうか。

それは聖霊が神会の御一方だからです。したがって人が聖霊によっ

て語るとき，それは主の言葉となるのです。御霊を得るように努め

なければなりません。御霊が常にともにあるようにしなければなり

ません。御霊を啓示の源としなければなりません。5

末日聖徒は絶えず思いを養う必要があります。聖なる御霊
みた ま

と主に

頼って，神がお持ちの尽きることのない英知の泉から養いを受けな

ければなりません。人間の精神を養う永遠に朽ちない食物は，ほか

からは得られないのです。6

人の霊は永遠に続くものです。その霊を造ってくださったのは神

です。ですから，創造してくださった御方から，その御方の力によ

って養いを受けないかぎり，満たされることはありません。あり得

ないのです。7
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聖霊を受けていないときは，教えるべきではありません。8

福音を教える際には，
簡潔な真理こそが人を最も教化するということを覚えておく

イエス・キリストについての啓示をひもとけば，救い主が実際こ

の地上にお生まれになったことが分かります。御父の言葉によれば，

御父は救い主に初めから完全を与えておられたのではなく，救い主

が完全を受け，神の御子と呼ばれるようになられるまで，絶えず恵

みに恵みをお与えになった，つまり御子は最初から完全を受けては

おられなかったのです〔教義と聖約93：12－14参照〕。わたしたち

も同じように，恵みと光と真理において成長するように心を尽くし

て努めるべきです。そうすればやがて完全を受けることができるで

しょう〔教義と聖約93：20参照〕。

主はわたしたちのために多くの原則を備えられました。中でも大

切な原則は，分かりやすく簡潔なものばかりです。わたしたちを永

遠の命へ導く福音の第一の原則は何よりも簡潔で，輝かしく，重要

です。もし人が，書物や説教を通して才能や学問や知識をひけらか

そうとしたとしても，奥義を説き，不思議なこと，大いなること，

驚くべきことを示そうと努力したとしても，もし神の聖なる御霊
みた ま

の

助けを受けず，人間の精神と力をもって勢力を尽くすだけだとした

ら，そのような説教には人を教化する力はなく，人に深い満足を与

えることもできないでしょう。人を最も教化するものは，神の御霊

によって教えられた分かりやすくて簡潔な事柄なのです。人にとっ

てそれ以上に重要なもの，有益なものはありません。もし御霊がと

どまっているならば，もし御霊が常にともにあって，昼も夜も思い

を照らしているならば，わたしたちは安全な道を歩んでいるのです。9

この教会の知人に申し上げたいことがあります。わたしは，立ち

上がって神の僕
しもべ

になろうとする人々を時折見てきました。そのよう

な人々は，自分を賢く見せたいがため，自分ではまったく理解して

いない事柄について説明しようとします。この時代にはそのような

ことが非常に多くあります。教会の優れた長老の中に，民の前に出

て行ってある原則を説き始めた人がいました。それを聞いたジョセ

フは，その教義を文書で示すように言いました。彼は書きました。

書き終えると預言者に読んで聞かせました。そしてどう思うか尋ね

たのです。ジョセフは答えました。「見事な教えですが，たった一
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つ誤りがあります。」「ジョセフ兄弟，それは何ですか。」ジョセフ

は言いました。「真実ではないという点です。」ですからわたしは申

し上げます。だれかが自分は賢いと思って，教義と聖約や教会の著

作物に含まれていない事柄を教えようとするとき，それは常に誤っ

ています。……

……真理を，皆さんが理解しているとおりに説き教えてください。

何も知らない事柄について憶測
おくそく

しないでください。憶測を教えても，

だれの益にもなりません。偽りの教義に耳を傾けるならば，偽りの

霊に惑わされるでしょう。これを覚えて注意するなら心配はいりま

せん。真理の道にとどまるなら，皆さんにとってすべてが良いもの

となるでしょう。10

集まって福音を学ぶとき，
学ぶ者は教える者と同じだけの御霊

みたま

を必要とする

語り教える者だけでなく……，座って聞く者にも，神の御霊
みた ま

が与

えられるように期待しています。11

教えを説く者も耳を傾ける者も，……皆，全能者の霊感を必要と

しています。12

兄弟姉妹に申し上げます。思いと心を備えるために，主の前に祈

りましょう。そうすれば，御霊の光と聖霊の影響力を十分に得て，

命の道が見えるようになり，道をそれずに歩けるようになるでしょ

う。また，神の僕
しもべ

から受けた教えと勧告を心に蓄え，生活の中で実

践したいと願うようになるでしょう。13

わたしたちには神の御霊を幾分か享受する特権があります。その

特権を十分生かし，召しを尊んで大いなるものとするならば，どの

ような新しい教義が教えられたときも，すでに知っている教義が詳

しく説明されたときも，然
しか

るべき証
あかし

を得ることができるはずです。

こうして兄弟たちの説教から利益を得，永遠の命の原則を蓄えるこ

とができるのです。14

ともに集まるときに神の御霊
みた ま

を享受し，皆の心が一つになり，一

人の人の心のようになることがわたしの願いであり，祈りです。主

の祝福がともにありますようにと，皆で主の前に祈ってください。

また，語る者が聖霊から鼓舞され，神の力によって語ることができ

ますようにと，皆で祈ってください。15
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〔教師に〕注意を向け，教師のために祈り，信仰を用いてくださ

い。そうするならば，教師の心からあふれ出る言葉の中に，益とな

る教えを見いだすことができるでしょう。16

この教会の大管長会や十二使徒定員会の一人，または長老の一人

が立って……語るとき，この民は話者に信頼を寄せます。聖なる

御霊
みた ま

を十分に受けた話者の言葉によって，教化されるだろうと期待

するのです。末日聖徒のほぼ全員が同じようにそう期待しています。

その一方で，大管長会や十二使徒，そして長老たちは，……民〔も

また〕主の御霊を受けて理解してくれることを期待しています。教

義であれ，原則であれ，真理であれ，イエス・キリストの啓示であ

れ，語られた事柄を理解するには，教える幹部の兄弟と同じくらい

に御霊を受ける必要があるのです。

聖徒は時折，神の力や聖霊の賜物
たまもの

によって，精神を活気づけられ，

思いを照らされます。そのようなとき聖徒は，永遠の真理の原則と，

神から受けた啓示に心から感謝します。……そのような聖徒たちは，

自分のための祝福を受ける備えができています。皆さんの中でこの

祝福を受けたことのある人は（だれもが時々受けていると思います

が），人生の様々な時期に，ものの見方が大きく変わって大変驚い

た経験があるはずです。わたし自身がそうですし，ほかの人々も同

じだと思います。

これまでに何度も，神の言葉や神の僕
しもべ

の教えが理解できるように，

わたしの理解力は開かれました。――神の力と聖霊の賜物によって，

何度も理解力が開かれ，活気づけられたのです。ここに座って，大

管長会や神の僕たちから，義の原則や神の言葉を聞いているときに，

指導者が差し出してくれた永遠の真理の力と，強さと，重要さを感

じました。聖霊の賜物によって理解力が開かれていないときは，同

じ真理を聞いても強い印象が得られずに，心を通り過ぎて行きまし

た。

……教えを聞き，心から受け入れる備えとしては，御霊
みた ま

を受ける

こと，さらに豊かに御霊を受けること，御霊がとどまるように努力

することが重要である，わたしは固くそう信じています。……

さて，わたしたちの多くは福音を受け入れて神の聖徒とともに集

まっています。ですから，日々御霊の影響を受けて生活するように

努め，日ごと豊かに御霊を受け，御霊の導きに従って人と接するよ

うにしなければなりません。――さて，聖なる御霊を受け，分かり
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やすくて簡潔な救いの真理を聞く人は，真理に最も価値があること

に気づきます。そして，救いを確かなものとするために物質的なも

のをすべて喜んで犠牲にするのです。しかし思いが暗くなると，聖

なる御霊を失い，福音の価値を忘れ，神の聖徒と交わることがいか

に特権であり名誉であるかが理解できなくなります。……天の御父

に誓った忠誠を保てなくなり，地上において主の名を尊ぶこともな

くなり，聖なる神権を持つ人との交わりに価値を見いだせなくなり，

やがて暗闇
くらやみ

に入り込んでしまいます。……神の御霊に照らされ，神

が授けてくださった啓示によって啓発されるとき，人は大きな驚き

に包まれます。真理の重要性に目覚めた人は，ただ単に霊の世界に

行くためだけではなく，天の御父に会う用意をするために，自分に

とって真理がどのような意味と影響力を持っているかを理解するの

です。17
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研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• この章の最初の2段落にあるウッドラフ大管長の言葉を読んでく

ださい（57ページ）。その言葉からウッドラフ大管長についてど

のようなことが分かるでしょうか。教えることと学ぶことにつ

いてどのような理解が得られますか。

• 御霊
みた ま

の力によって教えることに関するウッドラフ大管長の言葉

から，どのようなことを学びましたか（57，59ページ参照。2ニ

ーファイ33：1－2も参照）。教えるときに聖霊の導きを受けるた

めに，どのような備えができるでしょうか。

• 御霊によって教えることや学ぶことに関して，あなたにはどの

ような経験がありますか。

• 60ページから始まる項を読んでください。理解していない事柄

について憶測することが危険なのはなぜでしょうか。分かりや

すくて簡潔な真理によって人が最も教化されるのはなぜでしょ

うか。

• 学ぶ者にはどのような義務がありますか（61－63ページ参照）。

福音のレッスンや説教を最も自分の役に立たせるために，どの

ようなことができるでしょうか。御霊によって教えを受ける備

えとして，どのようなことができるか，深く考え，話し合って

ください。

• 62ページの最初の段落を読んでください。これまでに福音を教

えた経験の中で，学ぶ人々が注意を向け，祈り，信仰を用いて

くれたことによって，あなたはどのような祝福を受けてきまし

たか。

• この章で教えられている原則は，本書を研究する際にどのよう

な助けとなるでしょうか（v－ixページも参照）。家庭で福音を

学ぶときや教えるときにどのように応用できますか。

関連聖句――ヘブル4：2；2ペテロ1：21；2ニーファイ31：3；アル
マ17：2－3；教義と聖約11：18－21；42：14；50：13－22；52：

9；100：5－8
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフ長老は使徒の務めを始めたころ，幹

部の兄弟たちとともに，合衆国とイギリスにおいて，イエス・キリ

ストを神の御子および人類の贖
あがな

い主として敬っている人々の中で働

いた。話す相手がすでにイエス・キリストの贖罪に対する信仰の土

台を持っていることを知って，預言者ジョセフ・スミスの召しやモ

ルモン書の出現，および神権の回復といった主題に焦点を当てて教

えた。1 しかしながら，人々が贖罪の教義に異論を唱えることがあれ

ば，ウッドラフ長老は力強くはっきりと論破した。「キリストが地

上に来られた目的は，人類を永遠の死から贖
あがな

うために御自身を犠牲

としてささげることでした」と証
あかし

したのである。2

1845年，イギリス諸島のある教会員が1冊のパンフレットを出版

し，イエス・キリストは人類の贖いのために苦しみと死を受ける必

要はなかったと立証しようとした。当時教会の幹部としてイギリス

諸島を管理していたウッドラフ長老は，「贖罪の合理性」（“Ration-

ality of the Atonement”）と題した記事の中でこの主張に公に反駁
はんばく

した。記事の発行に当たって，彼は次のことを望んだ。すなわち，

「この件に対する〔教会の〕見解がすべての人に正しく理解される

こと，また神の聖徒が人の救いの大きな敵による攻撃に立ち向かう

備えをし，神の啓示を信じる人々の思いの中でこの件が二度と混乱

しないものとなること」である。3 偽りの教えを非難し，救い主をほ

めたたえるウッドラフ大管長の言葉には，主に対する変わらぬ愛と，

贖いの計画に対する深い感謝が表れている。
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ウッドラフ長老はパンフレットを執筆した男性が「神の王国の秩

序と勧告からこんなにも離れてしまうほどに，思いが闇
やみ

の力に打ち

負かされてしまった」ことに悲しみを表した。次のように述べてい

る。「人は，彼が行ったようにキリストの贖罪
しょくざい

に効力がないことを

立証しようとしたり，救いの基本原則を攻撃したりすることに才能

を用いるよりは，その才能をことごとく奪われてしまう方がはるか

によいでしょう。」4

ウッドラフ長老は記事の大半を費やして聖文を引用し，昔の預言

者たちや主御自身による「あふれるほどの証
あかし

」を載せている。5 そし

て次のように語っている。「〔贖罪の教義は〕昔の神の預言者や僕
しもべ

た

ちが喜びをもって説いた主題であるだけでなく，あらゆる希望の最

も大きな原動力であり，力と支えの源だったのです。」6

ウィルフォード・ウッドラフの教え

御父の御心
みこころ

に従って，イエス・キリストは
堕落の影響からわたしたちを贖

あがな

うために
地上に来られた

わたしは次のように信じています。全能者は御自分がこの世界と

どんなかかわりを持つことになるかを，世界を創造する前から御存

じでした。そこにどのような霊が住むことになるか，そして地上に

来る御自分の息子たちや娘たちを救うためにどのような業が行われ

なければならないかを御存じでした。世が創造されてからこの神権

時代に至るまで，神が人とどのようにかかわってこられたかを読む

と，御父が御自分の息子たちや娘たちを祝福しようとしてこられた

ことが分かります。神は御自分の独り子を，世を贖うため死に引き

渡されました。――それは神御自身だけが払うことのおできになる

犠牲でした。そしてこの終わりの時に，神は大いなる最後の神権時

代の組織に着手しておられます。すべての神権時代の中で最も大い

なる神権時代です。7

救い主が世に来ることに御父がどのような目的を持っておられた

かを，救い主御自身が教えてくださっています。「神はそのひとり

子を賜わったほどに，この世を愛して下さった。それは御子
み こ

を信じ

る者がひとりも滅びないで，永遠の命を得るためである。神が御子

を世につかわされたのは，世をさばくためではなく，御子によって，
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この世が救われるためである。」〔ヨハネ3：16－17〕

神が人に与えてこられた啓示は，神ともろもろの永遠の世界が日

の栄えの律法によって治められていることを証明しています。また，

人が神御自身と同じ栄光に堪え得るためにはその同じ律法を守らな

ければならないことを十分に証明しています。「律法によって治め

られるものは，また律法によって守られ，それによって完全にされ，

聖
きよ

められる」のです〔教義と聖約88：34〕。しかし人は神の律法に

背き，不従順に対する正当なのろいを招きました。人はそこから自

分自身を贖
あがな

うことはできず，無限の犠牲に劣るどのようなものも贖

うことはできませんでした。

よく知られているように，人の不従順がもたらした結果は死であ

り，こののろいはアダムのすべての子孫に受け継がれています。人

はこの罰に従うことになったわけですが，その一方で，人の内には，

何にも頼らずに復活して神の前に戻り，神の栄光を再び受ける力は

備わっていないことを覚えておいてください。人はいまや死の力に

屈し，死に支配される者となり，死に対する勝利を得るためには，

律法に背いた存在よりも清くて聖なる者が死の領域に入り，それに

よって死の支配を打ち破ることが必要でした。そしてこのように行

われないかぎり，死は永遠に人類を支配することになるのです。神

の御子が清く染みのない聖なる御方であって，あらゆる点において

この務めを果たす能力を持っておられたことについては，議論の必

要はないでしょう。そして主こそがこれを成し遂げるように任ぜら

れた御方であったことは，主に関するヨハネの次の証
あかし

によく言い表

されています。「見よ，世の罪を取り除く神の小羊。」〔ヨハネ1：29

参照〕――「アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じよう

に，キリストにあってすべての人が生かされるのである。」〔1コリ

ント15：22〕……

……あふれるほどの証によって，……また，様々な神権時代や世

界の各時代に地上の様々な場所で与えられた神の啓示によって，あ

らゆる論争を超越してすっかり確立されたことがあります。それは，

キリストが地上に来られた目的は人類を永遠の死から贖うために御

自身を犠牲としてささげることであり，またそのような犠牲がささ

げられることは御父の御心に完全に一致することであった，という

ことです。主は初めからすべてのことにおいて御父の御心に厳密に

従い，与えられた苦い杯からお飲みになりました。こうして，光と
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栄光，誉れ，不死不滅，永遠の命が，慈愛，すなわち信仰や希望よ

りも大いなるものである慈愛とともにもたらされました。贖いによ

って神の小羊は人のために，〔人〕が自分では成し遂げられないこ

とを行ってくださったのです。8

わたしたちはイエス・キリストの贖罪
しょくざい

と，
自らが福音の律法と儀式に従うことによってのみ，

昇栄の賜物
たまもの

を受けることができる

わたしたちは民として，天の御父は人類家族の救いのために御自

分にできることをすべて行ってこられたという事実を認識するべき

です。御父は人の昇栄と栄光のために必要な律法を知らせ，律法に

よってできることをことごとく行ってこられました。……イエスは

すべての人を贖
あがな

うために亡くなられました。しかし主の死によって

益を得るためには，また主の血によって肉体にあって犯したあらゆ

る実際の罪から清められるためには，人は福音の律法に従わなけれ

ばなりません。わたしたちはキリストの血によって，アダムの罪か

ら贖われています。そして救いを得るためには，福音の教えに従順
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であって忠実でなければならないのです。9

もしわたしが完全な救いを得るとするならば，それは神の律法を

守ることによります。10

初めに正義がその権利を主張し，神の言葉が実証されました。

――「それを取って食べると，きっと死ぬであろう。」〔創世2：17参

照〕そしてその一方で憐
あわ

れみが差し伸べられて，神の愛は死の縄目

を断つことによって現され，それによって人の霊と肉体は再び結合

します。正しい人々の霊は神と小羊の前で昇栄を受けます。――彼

らは地上で力を尽くして働き苦しみに耐えたときに受けていたもの

と同じ幕屋〔肉体〕を受けるのであり，その結合がなければ，完全

な栄光を受けることができません。ここに結びついている一つの栄

光があり，それは日の栄えの王国に住むすべての者にとって永遠に

わたって喜びの源となるものです。その一方で，キリストの福音を

拒み，主の差し伸べられた憐れみをなおざりにする人々の霊は，最

後の復活のときに肉体に回復され，神に敵対していたときに住んで

いた幕屋と同じものを受けて，完全な罰を受けなければなりません。

わたしたちはこの言葉を耳にするすべての人に，罪を悔い改めて神

の御子の福音に従うように警告します。11

イエス御自身によって教えられた福音とはどのようなものでしょ

うか。その第1の原則はメシヤを信じる信仰でした。これが人に教

えられた最初の原則です。アダムはエデンの園から追い出された後

に，アダム・オンダイ・アーマンに行って犠牲をささげました。す

ると主の天使がなぜそのようにするのかを尋ねました。アダムは，

自分には分からないが，主がそうするように命じられたのだと答え

ました。それから彼は，世の罪のためにささげられる大いなる最後

の犠牲の予型として，雄牛ややぎ，雄羊や子羊の血を祭壇に注がな

ければならないことを告げられました〔モーセ5：4－7参照〕。この

ように，父祖アダムに教えられた最初の原則は，時の中間にやって

来て人を贖うために命をお捨てになるメシヤを信じる信仰でした。

第2の原則は悔い改めでした。悔い改めとは何でしょうか。罪を捨

てることです。悔い改める人は，もしののしりの言葉を使う者であ

れば，もう二度と使わなくなります。盗む者であれば，もう盗まな

くなります。過去のすべての罪から離れて，もう罪を犯さなくなり

ます。今日
きょ う

悔い改めたと言って，明日盗むことは，悔い改めではあ

りません。それは世の悔い改めであり，神の目から見て不快なもの
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です。悔い改めが第2の原則です。

わたしは多くの人が，救われるために必要なのは主イエス・キリ

ストを信じることだけであって，儀式は必要ないと言うのを聞いて

きました。わたしは古代と現代とを問わず，神が人に与えられたど

のような啓示からもそのように学んだことはありません。むしろ反

対に，キリストを信じる信仰，悔い改め，および罪の赦
ゆる

しのための

バプテスマが，族長や預言者によって，またイエス・キリストとそ

の使徒によって教えられています。罪の赦しのためのバプテスマは

福音の儀式です。バプテスマは救いに不可欠なものではないと言う

人がいます。しかしイエスはバプテスマについて教えられただけで

なく，自らその要件に対する従順さを示されました。主がバプテス

マをお受けになったのは罪の赦しのためではなく，主が言っておら

れるように，「すべての正しいことを成就する」ためであり，ほか

のあらゆることと同じように，主に従うすべての者に手本を示され

たのです〔マタイ3：15参照〕。福音のこれらの原則に従うとき，人

は聖霊を受ける備えができます。そして今日
こんにち

，この聖なる賜物
たまもの

は昔

と同じように，福音の儀式を執行する権能を持つ男性の按手
あんしゅ

によっ

て授けられます。これが，わたしたち末日聖徒が信じ，また同胞
はらから

に

教える，福音の第1の原則です。12

人が罪を悔い改めるように求められるとき，それはその人個人の

罪に対するものであり，アダムの背きに対するものではありません。

いわゆる原罪というものは，キリストの死によって，人の側の行い

にかかわらず贖
あがな

われました。個人の罪もまた同じ犠牲によって贖わ

れましたが，耳に届くところで福音の救いの計画が宣言されるとき

に従うことを条件としています。13

責任を負う年齢に達〔している〕人の子らは皆罪を犯します。火

の粉が上に向かって飛ぶのと同じように，すべての人には悪を行う

傾向があります。五旬節
ごじゅんせつ

の日にペテロの説教を聞いた人々は「わた

したちは，救われるためにはどうしたらよいのでしょうか」と叫び

ましたが〔使徒2：37参照〕，同じ問いかけはあらゆる世代のあらゆ

る人に当てはまると言えるでしょう。その答えは，福音の律法に従

うことです。これこそが人類家族の救いのために与えられている安

全な手段なのです。14

わたしは次のように感じています。すなわち，わたしたちは民と

して喜ぶべきであり，神が自分たちの手の中に置かれたこれらの
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賜物
たまもの

と祝福を尊び，召しを尊んで大いなるものとするように努め，

民として天の御父が期待しておられることと，先の時代の人々が期

待していることを果たさなければなりません。……

……キリストの福音は人が授かることのできる祝福の中で最も大

いなるものの一つです。主は永遠の命こそが神の最も大いなる賜物

であると言っておられます〔教義と聖約14：7参照〕。わたしたちは

それを，この福音に従うことによってのみ得ることができます。兄

弟姉妹の皆さん，これがわたしたちの祝福なのです。15

わたしはこの世において神の祝福がわたしたちのうえにあるよう

に，そしてこの世の生涯を終えて幕のかなたに行くときに，求めら

れたことをすべて行っていて，聖
きよ

められた人々や小羊の血によって
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完全な者とされた正しい人々とともに住む備えができているよう

に，心から祈ります。16

贖罪
しょくざい

の功徳によって，
キリストによって完全になることができる

主イエス・キリストのほかに，御父の指示を受け，人を救って永

遠の命を与える力を持つ御方はいません。17

恵みにおいて成長し，神の知識において進歩し，キリスト・イエ

スによって完全になることができるように，また神の完全を受けて，

神の相続人となり，イエス・キリストの共同の相続人となることが

できるように，わたしたちは命の言葉を蓄えることを第一に考えな

ければなりません〔ローマ8：16－17参照〕。18

兄弟姉妹の皆さん，わたしたちは神の息子や娘ではないのでしょ

うか。そして神が御自身を現されるとき，もし忠実であれば，わた

したちは神に似た者となるのではないのでしょうか〔1ヨハネ3：2

参照〕。そうです。そして栄えある日が訪れるとき，再びこの地に

立って，喜びと感謝のうちに……無数の人々と会う特権を得るでし

ょう。彼らは小羊の血によって衣を白くされた人々であり，また主

の贖罪
しょくざい

の功徳によって，神から王や祭司として油を注がれ，神の

王国において昇栄して神とともに統治する人々です。わたしたち全

員がこの報いにふさわしいと認められますように。そして今，この

変化と悲しみの世を旅する間，ふさわしい人々の生活を手本とし，

……そして何よりも，すべての義の大いなる手本である，主イエ

ス・キリストの模範に従うことができますように。主の恵みが常に

皆さん全員とともにありますように。19

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 67－68ページの記述から，イエス・キリストに対するウッドラ

フ大管長の気持ちについてどのようなことが分かるでしょうか。

• 68－70にある教えを読んでください。救い主の贖
あがな

いが必要であ

ることについて，ウッドラフ大管長はどのようなことを教えて
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いますか。

• この章をよく読み，またこのページの下に挙げた聖句を研究し

てください。その際に，わたしたち全員を肉体の死から救うた

めに，また，罪から救うために，イエス・キリストが堪え忍ば

れたことについて述べた言葉を見つけてください。救い主がし

てくださったことについて考えるとき，どのように感じますか。

• 救われるために必要なのは主イエス・キリストを信じること

だけであって，儀式は必要ない」と主張する人に，あなたなら

何と言いますか（70－74ページ参照）。

• 主の贖罪
しょくざい

の功徳」という言葉に特に注意を払いながら，この

章の最後の項（74ページ）を読んでください。次に第2ニーファ

イ2：6－8とアルマ22：14を研究してください。これらの教えは

贖罪についての理解をどのように深めてくれるでしょうか。

• 救い主の贖罪についての証
あかし

は，あなたの人生にどのような影響

を及ぼしてきたでしょうか。

関連聖句――67－68ページで述べられている記事の中で，ウッドラ
フ長老はイエス・キリストの贖罪について以下の聖句を引用または

参照している。ヨブ19：25；マタイ26：28；27：52；ヨハネ 1：

29；3：16－17；使徒2：23；4：12；20：28；ローマ3：24－25；1

コリント15：22；ガラテヤ 3：17－24；エペソ 1：7；コロサイ 1：

19－20；ヘブル 9：28；10：7－10，29；11：26，35；1ペテロ1：

18－21；1ヨハネ2：2；黙示1：5；5：9－10；13：8；1ニーファイ

10：5－6；11：32－33；2ニーファイ 2：26；9：3－14；26：23－

24；モルモン書ヤコブ6：8－9；モーサヤ3：11，16－18；15：19－

20；18：2；アルマ 7：12；11：42；21：9；34：8－15；42：13－

17；3ニーファイ11：9－11；27：14；モルモン 9：13；エテル 3：

14；モロナイ10：33；教義と聖約18：10－11；19：16－19；35：

2；38：4；45：3－4；88：34
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1839年の初め，ウィルフォード・ウッドラフ長老はイギリス諸島で
伝道するようにとの主の召しに従って，アイオワ州モントローズの自

宅をたった。妻のフィービーと，たった一人の子供であった1歳のサ

ラ・エマに別れを告げた。当時フィービーはウィルフォード・ジュ

ニアを身ごもっており，1840年 3月22日に出産することになる。

モントローズを出発して数か月後，ウッドラフ長老は合衆国東部

で福音を宣
の

べ伝え，イギリスへの旅の準備をしていた。ここに滞在

していた間に，3度にわたって妻に会う夢を見ており，それぞれの

ことを日記に書いている。最初の夢の後，次のように書いている。

「夢でウッドラフ夫人がモントローズでひどい苦難の中にいるのを

見た。サラ・エマの姿は見えなかった。」1 2度目の夢についての記録

も短いものであった。「夜の間に夢を見，ウッドラフ夫人と会って

話をしたが，サラ・エマの姿は見えなかった。」2 3度目の夢について

はもっと詳しく書かれている。「わたしたちは互いに会って話をす

ることができて非常に喜んだが，その抱擁
ほうよう

には悲しみが混じってい

た。というのは，家事についてしばらく話をした後，わたしはサ

ラ・エマはどこにいるのかを尋ねた。……妻は涙を流しながら言っ

た。……『死にました。』わたしたちは少しの間悲しみ，そして目

が覚めた。……これは正夢だろうか。当分の間は分からない。」3

1840年 7月14日，イギリスに来ていたウッドラフ長老は，家族に

とって大切な日を記念して日記に次のように書いている。「今日
きょ う

で

サラ・エマは2歳。わたしが帰還するまで，主が妻と子供たちを病
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死と復活を理解する

愛する者が世を去るときや，自分自身の

死すべき状態について考えるとき，わたしたちは

回復されたイエス・キリストの福音と，復活の不変の真理に

慰めと確信を見いだすことができます。
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気や死から守ってくださるように。」そして常に主の御心
みこころ

を認める

人物であった彼はこう付け加えている。「おお，主よ，家族を御手
み て

にゆだねます。家族に食物と，衣服と，慰めをお与えください。栄

光はあなたのものです。」4 その3日後，幼いサラ・エマは世を去った。

ウッドラフ長老が娘の死を知ったのは，1840年10月22日，十二使

徒定員会の一員であった兄弟に送られてきた手紙に書かれていた知

らせを読んだときであった。5 その 4日後，7月18日付けの手紙で，

やっとフィービーからその知らせを受けた。手紙の一部を日記に書

き写している。

「愛するウィルフォード，わたしは昨日，幼いサラ・エマがこの

世から旅立つ場に立ち会うよう求められたと言ったなら，あなたは

どう感じるでしょう。そう，彼女はこの世を去りました。死の冷酷

な手が，サラをわたしの腕の中から奪い去って行きました。……顔

を見詰めながら，この子と別れるなんて自分はどうしたらよいのだ

ろうかと幾度も考えてきました。特に伴侶
はんりょ

が留守のときに，この子

なしでは生きていけないと思いました。でもあの子は逝
い

ってしまい

ました。主は何らかの賢明な目的のために，サラを御自分のみもと

に連れて行かれました。

試練ではありますが，主がすばらしい形でわたしのそばにいてくだ

さっています。主がサラを連れて行かれたのであり，あの子に会うま

でのしばらくの間，主がわたしよりもはるかによく面倒を見てくださ

ることが分かりますし，またそう感じることができます。そう，ウィ

ルフォード，わたしたちには天に一人の小さな天使がいるのであって，

サラの霊はもうすでにあなたを訪れているのではないかと思います。

あの子のいない生活はつらいです。……死ぬ直前に，サラはわた

しにお父さんへのキスを残しました。……長老たちは幾度もあの子

に手を置いて，油を注いでくれましたが，翌日，うめき声を立てる

こともなく，サラの霊はこの世から別の世へと旅立って行きました。

今日
きょ う

ウィルフォード〔・ジュニア〕とわたしは，かなり多くの友

人たちと一緒に〔イリノイ州〕コマースにやって来ました。いとし

い娘に最後のお別れをし，きちんと埋葬されるのを見届けるためで

す。サラにとって，母親と幼いウィルフォードのほか，墓まで付い

て来て，涙を流してくれる親族はいませんでした。……たった今サ

ラの墓まで，心地よい，そして物悲しい散歩に行ってきたところで

す。あの子は独り安らかに眠っています。わたしにはこう言うこと
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ができます。主が与え，主が取られたのだ，主の御名
み な

はほむべきか

な，と〔ヨブ1：21参照〕。」6

フィービーの手紙を書き写すほかに，ウッドラフ長老は娘の死に

ついてほとんど何も記していない。ただサラ・エマが「この世から

取り去られ」，彼女は「逝
い

ってしまい，この世ではもう会うことが

できない」とだけ述べている。7

91年に及ぶ生涯の間に，ウィルフォード・ウッドラフは多くの愛

する人の死に耐えてきた。その中には幾人もの家族や，預言者ジョ

セフ・スミスの指導の下でともに働いた使徒たち全員が含まれてい

る。こうした厳粛なときにあって，回復された福音に対する証
あかし

と，

復活が「永遠の真理」であることに慰めを見いだしていた。8 彼は

度々，義にかなった末日聖徒の死は，試練のときでもあり，喜びの

ときでもあると教えた。実際，晩年に自分自身の葬儀に関して次の

ような指示を書いている。「わたしは自分の葬儀やその後に，家族

や友人が哀悼の意を表すしるしを身に付けることを望みません。な

ぜなら，もしわたしが死に至るまで心から忠実であるならば，だれ

もわたしのために嘆き悲しむ必要はまったくないからです。」9

ウィルフォード・ウッドラフの教え

死を迎えた人の霊は霊界に行き，
そこで義人はともに喜び，主の業を続ける

非常に多く〔の人〕が，死ねばそれで終わりであって，その後は

ないと信じています。しかし，天の神が2千億から 3千億の霊を創

造し，単に地上にやって来て生活し死んで忘れ去られてしまうため

だけに，あるいは消え去ってしまうためだけに，霊に幕屋〔肉体〕

を与えておられるなどと，分別のある人に信じることができるでし

ょうか。深く考える人に，そのように信じることができるとは思え

ません。それは良識に反しており，真剣に考える人が到達する意見

に反しています。10

友人を亡くして嘆き悲しむとき，すべての死には誕生があること

を思わずにはいられません。霊は肉体を離れて，わたしたちにとっ

ては死んだ人となりますが，幕の向こう側に行って，やはり堕落し

た世の贖
あがな

いと救いにおいて神の目的を成し遂げるために働いている

あの偉大で高潔な人々にとっては，生きた人となるのです。11
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生ける神の聖徒の霊が霊界に行って，すでに世を去っていた聖徒

たちと会うとき，そこには喜びがあります。12

幕のこちら側で働く人もいれば，幕の向こう側で働く人もいます。

もしこちら側にとどまるならば，救いの大義のために働くことにな

り，もし向こう側に行くならば，人の子の来臨まで自分たちの業を

続けることになるでしょう。13

イエス・キリストの贖罪
しょくざい

によって，すべての人は復活し，
霊はその人の不死不滅の体と再び結合する

アダムによってすべての人が死んでいること，堕落によって死が

人類家族の全員に，またこの地上に関する限り，野の獣と，海の魚

と，空の鳥と，神が造られたすべてのものに及ばなければならない

ことをわたしたちは認めています。それは変わることがなく取り消

すことのできない律法です。……救い主御自身，死を味わわれまし

た。主は世を贖
あがな

うためにお亡くなりになりました。主の体は墓に横

たえられましたが，朽ちることなく，3日後に墓からよみがえって

不死のものを着ました。主は復活の初穂
はつほ

であられたのです。14

わたしは復活を確信していますし，これまでも常にそうでした。

わたしは復活に喜びを感じます。その道は神の御子の血によってわ

たしたちに開かれました。15

復活が起きるとき，わたしたちは不死不滅の体をまとって出て来

ます。そして死すべき世に付き物である，迫害や苦しみ，悲しみ，

痛みや死は，永遠に取り除かれます。16

この死者の復活の教義は実に栄光に満ちたものです。復活の朝に

自分の霊がこの地上で住んでいたのと同じ体に住む特権を受けると

思うと，少なくともわたしの霊は慰めを得ます。イスラエルの長老

として，わたしたちはイエス・キリストの福音を人の子らに宣
の

べ伝

えるために働きながら，疲労と労苦の中で幾千キロもの距離を旅し

てきました。復活のとき，わたしはこの地上で神の王国を築き上げ

るために，湿地を歩き，川を泳ぎ，旅をし，働いたときと同じ体を

得られることに，非常な喜びを感じるでしょう。17

愛する者が世を去るとき，福音は慰めを与えてくれる

キリストの福音がなければ，死による別離は，人が思いをはせる

であろう主題の中で最も重苦しいものの一つです。しかし福音を手

第8章

81



にして復活の原則を学ぶやいなや，死がもたらす重苦しさや悲しみ

苦しみは，ほとんど取り去られます。わたしは人の遺体を見ること，

またその遺体が墓に横たえられて土で覆われるのを見ることほど気

の重くなる経験は地上にないと度々思ってきました。福音がなけれ

ば，それは暗闇
くらやみ

の中を飛び降りるようなものです。しかし福音を手

にした瞬間，人の霊が全能者の霊感によって照らされるやいなや，

いにしえの人とともに次のように叫ぶことができます。――「墓よ，

おまえの勝利は，どこにあるのか。死よ，おまえのとげは，どこに

あるのか。死のとげは罪である。そして神の賜物
たまもの

は，わたしたちの

主イエス・キリストによる永遠の命である。」〔1コリント15：55－

57参照〕啓発された人が死者の復活について知るとき，その人は安

心して頼れる霊の基を得るのです。これが今日
こんにち

の末日聖徒の状態で

す。わたしたちはこの件に関して真理を知っており，暗闇の中に身

を置いているのではありません。それを明らかにしてくださったの

は神であり，わたしたちは死者の復活の原則と，福音によって命と

不死とが明らかに示されていることを，確かに知っているのです
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〔2テモテ1：10参照〕。18

もちろん，友と別れるのはつらいことです。……愛する友の遺体

を埋葬するときに涙で気持ちを表現するのは自然なことであり，人

の死を悲しむことは当然で，正しいことです。しかし，しばしば極

端に嘆き悲しむ人々がおり，末日聖徒がそのような手本に倣うこと

は適切でなく，また正しくありません。19

わたしには分からない何らかの理由で，これまで生き永らえて幾

人もの預言者や使徒，また自分たちの時代や世代にこの教会で働い

てきた多くの聖徒の葬儀に参列し，埋葬に立ち会いました。……わ

たしは生ける神の預言者や使徒，または聖徒たちの後に付いて墓に

向かいながら，心の中で嘆き悲しんだことは一度もありません。彼

らは神とその聖約に心から忠実で，イエス・キリストの福音とその

儀式を受け入れ，また聖なる神権を受けていました。こうした男性

や女性は，みもとに呼び戻されるまで，この地上での使命を，誉れ

と，労苦と，愛をもって果たしてきました。彼らは信仰のうちに死

んだのであり，栄光の冠を受けるでしょう。

〔ブリガム・〕ヤング大管長，〔ヒーバー・C・〕キンボール兄弟，

〔ジョン・〕テーラー兄弟，十二使徒，およびキリストの福音を受け

入れてその使命に心から忠実であったすべての人の死に際して，わた

しはそのように感じてきました。命には，やがて全世界の人が見いだ

すことになるであろう永遠の真理があります。死には永遠の真理があ

ります。復活には，また将来の裁きには，そして将来神がすべての人

をその肉体にあってなした行いに応じて遇されることには，永遠の真

理があります。主との聖約を交わしていた男性や女性，福音とその儀

式を受け入れ，各々の時代や世代にあって心から忠実であった男性や

女性が霊界に呼び戻されたとき，この原則を理解している人の中に，

その兄弟や姉妹のために嘆き悲しむ人がいるでしょうか。20

イエス・キリストの贖罪
しょくざい

によって，
責任を負う年齢に達する前に世を去るすべての子供は

日の栄えの栄光を受け継ぐ

責任を負う年齢に達する前に世を去った幼児や子供の中に贖
あがな

われ

ない者はなく，したがって彼らには地獄の苦痛はまったく及びませ

ん。……神の真理が記されている記録の中に，罪のない幼い子供の

救いのために設けられた儀式を見つけることができる人がいればや
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ってみるとよいでしょう。一見無用のことのように思えますが，唯

一見つけることができるのは，イエスが幼い子供たちを両手で抱き

寄せて祝福をお授けになった場面であって，それは神の位に従った

まったく正しい行いであったでしょう。しかし幼児に水を振りかけ

て清めることや，幼児はどのような状況でも地獄に行くという教義

は，神によってではなく人によって定められた教義であり，したが

って何ら効力のない，完全に誤った，神の目に不快なものです。幼

児に関してこれ以上申し上げることはありません。……彼らはイエ

ス・キリストの血によって贖われています。21

子供は神の前に罪がありません。子供の死とその理由に関しては，

それは神の手の中にあり，わたしたちはヨブのように，主や主の行

われることに対して不平を言うべきではありません。……この件に

関しては次の慰めがあります。すなわち，子供には罪がなく，彼ら

は背きの内にはないのです。彼らは神がアダムとそのすべての子孫

にお送りになった死の律法によって死を受けました。しかし霊が肉

体を離れて霊界に行ったとき，悩みと苦難は終わったのです。……

子供は復活の朝に，……栄光と不死と永遠の命をまとい，永遠の美

しさと輝きをもって，墓から出て来るでしょう。そして両親の手に

渡され，両親は日の栄えの世界の家族組織の中に子供を迎え入れて，

永遠にともにいることになるでしょう。彼らはその神が生きておら

れるかぎり生き続けるでしょう。これは復活を信じる末日聖徒にと

って，慰めと安らぎの源となるべきものです。

……次のような疑問がわいてくるかもしれません。――「なぜ主

はわたしの子供を取り去られたのだろうか。」しかしこれはわたし

が語るべきことではありません。わたしには分からないからです。

それは主の手の中にあり，世界の創造以来今日
こんにち

に至るまで常にそう

でした。幼くして取り去られた子供たちは霊界に行きます。彼らは

地上で，自分たちがやって来た目的を果たします。すなわち，肉の

幕屋に住むのです。試しと，地上での受け継ぎを受けるためにやっ

て来ます。肉体すなわち幕屋を得，その幕屋は彼らのために守られ

て，復活の朝に霊と肉体が再び結合し，地上の家族に乳飲み子から

成年に達する子まで様々な年齢の子供がいるように，日の栄えの世

界における家族組織においても同様のことが見られるでしょう。も

し両親であるわたしたちが信仰を保ち，永遠の命を得るにふさわし

いことを証明するならば，子供は，横たえられたときのままの状態
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でわたしたちに回復されるでしょう。もし，わたしたちがふさわし

いことを証明できなくても，子供たちは守られて，日の栄えの栄光

を受け継ぐでしょう。これが世を去るすべての幼児に関するわたし

の見解です。ユダヤ人の家庭に生まれるか異邦人の家庭に生まれる

か，義にかなった家庭に生まれるか邪悪な家庭に生まれるかは関係

ありません。永遠の世界において永遠の父母のもとに生まれた子供

であり，天の両親のところからやって来ます。彼らは自分たちの永

遠の家系に回復されるでしょう。そして神の位と聖なる神権に従っ

てこの地上で子供を授かってきたすべての両親は，子供が何歳まで

生きるかに関係なく，復活の朝にその子供たちを求める権利を持ち，

子供たちはその両親に与えられて，日の栄えの世界における家族組

織の誉れとなるでしょう。……

……嘆き悲しむ友に申し上げます。皆さんの子供たちは取り去ら

れましたが，それは皆さんにはどうすることもできず，だれにもど

うすることもできません。最善を尽くすとき，両親に向けられるべ

き非難はありません。母親は病気の子供を救うことができないから

といって非難されるべきではなく，これらの事柄を主の手にゆだね

なければなりません。ほんの少しの時間がたてば，子供はわたした

ちに回復されるのです。……
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来るべき世における子供の成長や栄光，昇栄については，皆さんの

子供たち，わたしの子供たち，またはだれの子供たちについても，救

われていると分かっていることのほか，神はこの件に関して何も明ら

かにしてはおられません。そして，わたしたちはこの苦難にあって主

に頼り，主の腕にすがって慰めと安らぎを求めなければならないと，

わたしは感じます。これらの苦難の下で，希望のない人のように嘆き

悲しんだりはしません。子供たちを失ったことを，もう二度と会うこと

がないかのように嘆き悲しんだりはしません。わたしたちはもっとよく

知っているからです。主はわたしたちにもっとよく教えてくださってお

り，福音も同様です。イエス・キリストの啓示は，正しい者の復活のと

きに子供がわたしたちに回復されることを明らかにしています。……

……わたしは天の御父に祈ります。御父がウィーラー兄弟姉妹

〔少し前に4歳と6歳の息子を亡くした夫婦〕を肉親との死別に際し

て祝福し，聖なる御霊を与えてくださいますように。そして二人が夜

横になり朝起きて子供たちがいないのを寂しく思うときに，自らを主

の手にゆだねたいという望みを持てますように。また幼い子供たちと

の別れは永遠に及ぶものではなく，しばらくすれば彼らが自分たちに

回復されることを理解できるよう願っています。これは子供を亡くし

たとき，わたしたち全員に当てはまります。わたしたちは子供を墓に

横たえますが，彼らは復活の朝に出て来るのであり，もしわたしたち

が真理に忠実であるならば，子供を迎えて，ともに喜ぶのです。22

死を迎えるときに，神がわたしたちのために
用意しておられる祝福を受ける備えができているように，

ふさわしい生活をしなければならない

わたしたちの将来の行く末は幕の向こう側にあります。わたしは

死を迎えたときに，天の父なる神がいらっしゃる場所，そして世の

救い主イエス・キリストがいらっしゃる場所に行く特権を受けたい

と思います。23

わたしたちはこの地上にいる間に，自分の時間と，才能と，機会

を有効に生かすように努めるべきです。この世はわたしたちのとど

まる場所ではありません。日々の生活の中にその証拠を見ることが

できます。わたしたちは預言者や使徒，長老，父親，母親，妻，そ

して子供たちの死に直面しなければならないときがあります。その

すべてが，人には長寿が約束されてはいないことを示しています。
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ですから今日
きょう

から時間を有効に生かすべきです。24

次の勧告が，生ける者の胸にいやおうなく迫ってきます。「あな

たがたも用意をしていなさい。」〔マタイ24：44〕それはわたしたち

全員に当てはまります。そして両親でありイスラエルの長老である

わたしたちにとって，それは地上にとどまることが許されている間

に神の大義のために働くことであり，祝福されている光と知識に従

って生活することです。なぜならすべての人には定められている時

があって，主は御自身の御心
みこころ

に従って多くの者を取り去られるから

です。主は御自身の内にある賢明な目的のために，御自分が取ろう

と思う人々を取り，残そうと思う人々を残されます。25

死すべき世の悲しみを通り過ぎて，日の栄えの王国の喜びと栄光を

授けられるそのときに，わたしたちは，自分が死すべき世での苦難を

通じて神が忠実な者に用意しておられる祝福に備えられてきたこと，

またその価値を理解する力を得てきたことを知るでしょう。26

わたしはこの民があらゆる罪を悔い改め，目を覚まし，神の前に

来る力を得て，彼らの祈りが聞かれるように祈ります。またこの民

が王国を守る備えをなし，自分たちの聖約と兄弟たちとを決して捨

てることなく，福音を裏切ることなく，世に打ち勝って，神の戒め

を守る者のために備えられている完全な第一の復活に従ってキリス

トの共同の相続人となる備えができるように祈ります。27

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• サラ・エマ・ウッドラフの死についての話を読んでください

（77，79－80ページ）。ウッドラフ長老とウッドラフ姉妹を慰め，

力づけたのはどのような教義でしたか。この物語からどのよう

なことが学べるでしょうか。

• ウッドラフ大管長によれば，霊界ではどのような経験が待って

いるでしょうか（80－81ページ参照）。この知識はどのような助

けとなるでしょうか。

• 愛する人の死を嘆き悲しむことについてのウッドラフ大管長の

勧告を読むとき，どのような原則を見ることができますか
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（81－83ページ参照）。愛する人の死に際して，あなたはどのよ

うにして平安を見いだしてきたでしょうか。死に嘆き悲しむ人

をどのように助けることができるでしょうか。

• イエス・キリストの贖罪
しょくざい

はどのようにして死のとげを取り除い

てくれるでしょうか（81－83ページ参照。1コリント15：55－

57；モーサヤ16：6－9も参照）。

• 世を去った幼い子供たちについてのウッドラフ長老の教えから，

どのようなことが分かりますか（83－86ページ参照）。

• 87ページを読んでください。死を迎えたときに，世を去る備え

ができていたように思われる家族や友人のことを思い出してく

ださい。この人たちからどのようなことが学べるでしょうか。

ウッドラフ大管長によれば，わたしたちは死後の生活に備える

ために，どのようなことを行わなければなりませんか（86－87

ページ参照）。

• ウッドラフ大管長の教えは，死と復活に対する理解をどのよう

に深めてくれたでしょうか。

関連聖句――1コリント15章；アルマ11：42－45；28：12；34：
32－41；モロナイ 8：12－19；教義と聖約42：45－47；76：50－

70；138：57
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフは，バプテスマを受け，教会員に確

認されて間もなく，「福音を宣
の

べ伝えたいという強い望みを抱いた。」

次のように回想している。「ある日曜日の夕べ，人目を避けて独り

で森に入り，道が開かれて，地に住む人々に福音を宣べ伝えに行く

ことができるよう，熱心な祈りを通して主に請い願いました。する

と主の御霊
みた ま

が証
あかし

しました。『祈りは聞かれた。そして，こたえられ

るであろう。』喜びに満たされて立ち上がり，40ロッド〔約200メー

トル〕ほど歩いたところで，わたしが何か月も身を寄せていた大祭

司のエライアス・ヒグビーに会いました。近寄って行くと，ヒグビ

ー兄弟はこう言いました。『ウィルフォード兄弟，主の御霊がわた

しに告げています。あなたは聖任を受けて伝道に出るべきである

と。』わたしは答えました。『準備はできています。』」1

監督の指示の下，ウィルフォード・ウッドラフは1834年11月5日

に祭司に聖任され，合衆国南部で伝道するように召された。ウィル

フォードは信仰をもって勤勉に働いた。ウィルフォードの伝道の業

は生涯にわたって続き，その働きにより幾千もの人々が回復された

福音を受け入れた。ヒーバー・J・グラント大管長は次のように語っ

ている。「かつてこの地上に生を受けた人の中で，人々をイエス・

キリストの福音に帰依
き え

させることにおいて，ウィルフォード・ウッ

ドラフほど優れた人物はいなかった。」2

1840年 1月，使徒に召されて間もないウィルフォード・ウッドラ

フ長老は，宣教師として働くためにイギリスに到着した。スタッフ

ォードシャー州で伝道を開始したウッドラフ長老は，かなりの成功

を収めていた。以下のように報告している。「40人がバプテスマを
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受けて教会に加わり，多くの新しい扉が開きつつありました。しか

し，伝道の業が豊かに実を結んでいるただ中にあって，3月1日，ハ

ンリーで大勢の会衆の前で話をしようと立ち上がったとき，今後し

ばらくわたしが彼らに警告を与えることはないということが，主か

ら示されました。わたしは立ち上がり，言いました。『今後しばら

く皆さんはわたしの声を聞くことはないでしょう』と言いました。

皆，驚きました。建物に入ったときには，この先何か月もこの地の

人々と過ごすものと，わたしも皆も，そう思っていたのですから。

しかし神の道と思いは，あらゆる点においてわたしたちの道と思い

とは異なっています。」

翌日ウッドラフ長老は祈りの中で主を求め，行くべき場所を尋ね

た。そのときの経験を次のように語っている。「この件に関して主

の御心
みこころ

を知ることは特権であり義務であると信じていました。そこ

で，御心を教えてくださるようにと，イエス・キリストの名によっ

て，天の御父に願い求めました。そのように祈ると，主はこたえて

くださり，直ちにイギリス南部に行くようにという御心を示してく

ださいました。このことについてウィリアム・ベンボー兄弟と話し
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ました。ベンボー兄弟はヘレフォードシャーに住んでいたことがあ

り，今でも友人がそこにいて，わたしにぜひその地域を訪れてほし

いと言いました。そして親切にもその地に住む兄の家まで同行し，

旅費も払うと言ってくれたのです。わたしは喜んでその申し出を受

けました。」3

1840年 3月 4日，ウッドラフ長老とウィリアム・ベンボーはウィ

リアムの兄ジョンの家に到着した。ウッドラフ大管長は次のように

回想している。「その家に到着して1時間後には，主がわたしをそこ

に遣わされた訳が分かりました。……同胞教会という名の下に集ま

って古代の秩序を求めている，およそ600人の男女に出会ったので

す。彼らは若いころのわたしのように，預言者や使徒が教える福音

を求めていました。」4

ジョン・ベンボーの家族はすぐに回復のメッセージを受け入れ

た。ウィリアム・ベンボーは「兄のジョン・ベンボーとその家族全

員が……バプテスマを受け，新しくかつ永遠の聖約に入るのを見る

という幸福な特権にあずかった後に」スタッフォードシャーに帰っ

て行った。5 ウッドラフ長老は約8か月その地域に滞在した。後に次

のように回想している。「ヘレフォードシャーに到着してからの30

日間で，45人の説教者と数百人の会員にバプテスマを施しました。

……約8か月働いて，2，000人を教会に迎え入れました。」6

この経験に関して，ウッドラフ大管長は次のように書いている。

「ヘレフォードシャーにおける伝道の歴史のすべてが，神の静かな

細い声と聖霊の啓示に耳を傾けることの大切さを示しています。主

はその地に福音を受け入れる備えのできた民がいることを御存じで

した。彼らは光と真理を求めて祈っていました。そして主はわたし

を遣わされたのです。」7

イギリスで働く2年ほど前に，ウッドラフ長老は御霊
みたま

に導かれて，

もっと少数の人々――自分自身の家族――に福音を宣
の

べ伝えた。ウ

ッドラフ長老はジョセフ・スミス・シニアから祝福師の祝福を授か

っていたが，その祝福の中で，「父親の家族を神の王国に導く」と

いう約束を受けていた。8 1838年，故郷の近くで伝道していたとき，

ウッドラフ長老はこの預言が成就する時が来たと感じた。次のよう

に書いている。

「……ファーミントンとエーボンで18日間過ごし，父の家族，お

じ，おば，いとこ，隣人や友人を訪れ，イエス・キリストの福音を
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宣
の

べ伝え，神の王国に導こうと努力しました。……神の助けによっ

て，父の家族に，また父とともにいたすべての人に，そして親族に，

忠実に福音を宣べ伝えました。」

1838年 7月 1日，ウッドラフ長老は祝福師の祝福の中で約束され

ていたように，父親の家に住んでいた全員と，そのほかの合計6人

にバプテスマを施した。こう語っている。「ほんとうにうれしい日

でした。バプテスマを受けた中には父，継母，妹がいました。後に

大勢の親族も加わりました。この日の成果だけで，このために払っ

たすべての労苦が十分報われたと感じました。

神の手に使われる者となって，父，母，姉，弟，まただれであれア

ダムの子孫を，命と救いに至る扉に招き入れるとき，イスラエルの長

老は，喜びや栄光，幸福，慰めを感じます。だれがそのような気持ち

を理解できるでしょうか。自分で経験し，イエス・キリストの証
あかし

を持

ち，全能の神の霊感を受けている人だけが理解できるのです。」9

ウィルフォード・ウッドラフの教え

神はわたしたちに，福音を伝える責任を託しておられる

いつの時代にあっても人類は幸福を探し求めています。社会と家

庭における平安を望んでいます。そして次の世という広大な未来に

ついて思うとき，そこにあると言われている数々の祝福にあずかり

たいと願うのです。しかし，神の僕
しもべ

がやって来て命の道を示さない

かぎり，人類にはその祝福を得る方法が分かりません。10

末日聖徒は今の時代にこの聖なる福音と神権と聖約をゆだねられ

ている唯一の民です。ですから，ゆだねられたものをどのように扱

ったか責任を負うことになります。だからこそ，この大いなる救い

を人の子らに教えることに，またシオンと神の王国を築き上げるこ

とに，熱心に，また忠実に取り組まなければなりません。11

末日聖徒が世の人の目から見てどれほど取るに足りないものであ

ろうと，天の神はこの福音を天の下のすべての国民に宣
の

べ伝える責

任を末日聖徒に与えておられます。ですからわたしたちは福音を宣

べ伝えなければならず，そうしなければ罰の定めを受けることにな

るのです。避けることはできません。なぜでしょうか。それは，パ

ウロが言うように「もし福音を宣べ伝えないなら，わたしはわざわ

いである」からです〔 1コリント 9：16〕。福音は一つだけであり，
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これまでもそうでしたし，これからもそうです。パウロはこう言っ

ています。「しかし，たといわたしたちであろうと，天からの御使
みつかい

であろうと，わたしたちが宣べ伝えた福音に反することをあなたが

たに宣べ伝えるなら，その人はのろわるべきである。」〔ガラテヤ

1：8〕生ける神の聖徒である皆さん，まことの福音……は天使の働

きによって送られ，わたしたちの手の中にあります。それはアダム

からキリストに至るまで，そしてキリストからこの時代に至るまで，

地上に神の民がいたときに教えられた福音と同じものです。12

神が世界を創造されて以来，同時代の人々に警告の声を発する責

任について，わたしたちほど強く求められている民はいません。昼

夜を問わず，遠く，高らかに声を発し，あらゆる機会をとらえて，

この時代の人々に神の言葉を宣言しなければなりません。実行する

ことが求められています。これはわたしたちの召しであり，義務で

あり，務めなのです。13

わたしは沼地を歩き，川を泳ぎ，パンを求めて家々を巡りました。

そのようにして50年近くを主の業にささげました。なぜでしょうか。

カリフォルニアの金を全部やろうと言われたとして，これだけのこ
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とができたでしょうか。いいえ，決してできなかったでしょう。わ

たしがしたことも，兄弟たちがしたことも，神から命じられたから

こそしたのです。この教会は今日
こんにち

も同じ立場に立っています。これ

まで国内外で教えを説き，働いてきました。そのように行う自由が

あるかぎり，神の助けによって，この働きを続けていくつもりです。14

頻繁に思うのですが，イスラエルの長老として，また末日聖徒と

して，この民は主の前における自分の立場をほとんど理解していま

せん。この民に求められている業は偉大で力ある業です。全能の神

の業なのです。わたしたちはキリストの福音を地のすべての国民に

伝える責任を負っています。……この責任に加えて，いと高き者の

ために神殿を建てる責任も負っています。神殿に参入して死者の救

いのために儀式を受けられるようにするのです。15

そして，自国においても周囲に大勢の人がいます。彼らにも教え

を説く義務があります。自国で教えを説くことは外国で教えを説く

のと同様に必要なことです。16

キリストのもとに来て昇栄に向かって進歩するよう
人を助けるときに，大いなる喜びが得られる

ある人に命と救いの原則を授け，儀式を執行するとき，皆さんは

その人の救いに関して，神の手に使われる者となります。人の子ら

に授けられるものの中で，それに匹敵するものはありません。……

……主は〔次のように語っておられます〕。「あなたがたはこの民

に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし，一人でもわたしのもとに

導くならば，わたしの父の王国で彼とともに受けるあなたがたの喜

びはいかに大きいことか。」〔教義と聖約18：15〕……これまでわた

したちは，主が扉を開いてくださるかぎり，訪れる特権が与えられ

るかぎり，すべての国民，部族，国語の民，民族に福音を宣
の

べ伝え

てきました。それでもなお今日
こんにち

の世界には，イエス・キリストの福

音を聞いたことのない人が大勢います。神権がわたしたちの肩の上

に置かれているかぎり，わたしたちは人の子らの救いに対する義務

と責任を負っています。これらの賜物
たまもの

をアダムの息子娘に授ける特

権を受けているのです。考えてみてください。キリストの福音を受

け入れる人は，神の相続人となり，イエス・キリストと共同の相続

人となるのです。第一の復活にあずかり，墓から出て来て，栄光と，

不死と，永遠の命をまとい，神と小羊の前に行って，御二方ととも
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に永遠に天に住むことができるのです。このことを理解している人

がいるでしょうか。地に住む人は理解しているでしょうか。理解し

ていません。……わたしは，すべてにおいて人が主に頼っているこ

とをはっきりと理解しています。主は人を守っておられます。人の

救いの源であられます。イエス・キリストは自らの血によって人を

贖
あがな

うために命を捨てられました。それによってこのすべての祝福が

授けられているのです。……

……人に与えられる召しの中で，出て行って人を救う権利と特権

を受けることほど大いなる召しはありません。福音を宣
の

べ伝え，神

の宮の儀式を執行し，人々が天の王国と日の栄えの栄光に入る備え

ができるようにするのです。……

よく感じるのですが，この民は，現在受けている祝福や，手の届

くところにある祝福を尊んでいません。この民の心は，本来なら，

神の王国，神のシオン，神の業を確立することに向いていなければ

ならないはずです。この地上にいて，そのための力を受けている間

は，ずっとそうです。大管長や使徒であるわたしたちは，自ら働く

だけでなく，イスラエルの長老たちを地のもろもろの国民に遣わし

て，福音を宣言させるという義務を負っています。今日
こんにち

キリストの

福音を広めるための扉が多くの国民に開かれています。民をキリス

トのもとに導き，祝福を受けられるようにすることができるのです。17

わたしは生涯の大半をこの教会で過ごしました。教会に加わった

ときから伝道に行き，今日に至るまで，働きをやめたことはありま

せん。常に伝道に喜びを感じてきましたし，今でも感じています。

死んでこの体が横たえられるときに，「ウッドラフは義務を怠った。

わたしを救うために最善を尽くしてくれなかった」と，だれからも

言われたくないのです。わたしは福音を宣べ伝えることに常に喜び

を感じてきました。自国や外国で命と救いの儀式を執行することに

喜びを感じてきました。この業が神の業であることを知っていたか

らです。今でもそのことを知っています。18

人の宗教を批判するよりも，
自らの真理と徳を示すような生き方をするべきである

たとえ良い家を建ててあげたいのだとしても，新しい家を建てる

前に，その人が今住んでいる家を壊すようなことをしてはなりませ

ん。近隣の人々に福音を宣
の

べ伝えるときも同じことです。どこに行

第9章

95



こうとも，人の宗教を攻撃してはなりません。自分の宗教を続けた

いという人にはすべて，そうさせてください。それは各自の権利で

す。キリストの福音について証
あかし

をしても受け入れられない場合，そ

れは証をした人の問題ではなく，受け入れない人の問題です。ほか

の教派や宗派を捨てさせることに時間を費やしてはなりません。そ

のような時間はありません。それは決して正しいことではありませ

ん。19

信仰により，祈りにより，謙遜
けんそん

さにより，知恵を求めてください。

すべての働きを導く神の御霊
みた ま

を求めてください。知恵は神の賜物
たまもの

の

中で最も大いなるものの一つです。知恵の声は，今日
こんにち

存在する様々

な教派と争ってはならないと告げています。人の意見に反対したり，

周囲の宗教をあざけったりすることに時間を費やしてはならないと

告げています。そのようなことをすれば，人は耳をふさぎ，光と真

理に対して心を閉ざしてしまいます。皆さんにとって自分の考えや

宗教が大切なように，だれにとっても自分の考えや宗教は大切なの

です。……「救い」を主題として，柔和に，謙遜に話してください。

神の御子の福音の第一の原則に隠されている，力強い永遠の真理と，

知恵と，光と，知識をもって語りましょう。皆さんは人を救うため

に使われる者となることができ，皆さんの話を聞く人は福音の光を

見て，ともに喜ぶでしょう。福音に関係のないことを教えたり，あ

るいは福音をわきに置いて召しと関係のないことを話したりしては

なりません。また何の益にもならない言葉の論争をしてはいけませ

ん。木はそれぞれ，その実で分かります。主の前に忠実であって，

賢明で思慮深い道を行くならば，わたしたちの働きは必ず良い実を

結ぶでしょう。20

福音の原則を生活の中で実践することこそ，すべての教会員の目

標であるべきです。世の人に福音の原則が真実であることを確信さ

せる最も良い方法は，福音の原則によってどれだけ自分が高められ

ているかを自らの行いによって示すことです。また教会員同士の，

あるいは世の人との接し方を通して示すのです。徳高い生活をする

と宣言しているのですから，その宣言に一致した，高いレベルの清

さを維持して生活しなければなりません。21
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聖霊は福音を伝える人と受ける人の双方に導きを与えてくださる

人を改宗に導く秘訣
ひけ つ

は，イエスが説かれた分かりやすくて簡潔な

福音を，そのまま説くことです。そうすると，福音を受け入れる人

のうえに聖霊がとどまり，言い表すことのできない喜びで心を満た

してくださり，皆が一つになります。そうすれば，それが神からの

ものか，あるいは人から出たものであるかが分かるのです。22

この何百人，何千人というイスラエルの長老は，……外国に行っ

て……福音を宣
の

べ伝え，アダムの息子，娘に確信させる力をどのよ

うに得たのでしょうか。それは神の力によって行われたのです。こ

の教会の長老の中には，神の力による〔以外に〕，出て行って御心
みこころ

を行う力を得た人は一人もいません。たとえ幾分でも力があるなら

ば，それは神の力です。ですからすべてのことにおいて主に頼らな

ければなりません。23

権能をもって福音を宣べ伝える人は，信じて従うすべての人に，

イエス・キリストの名によって，聖霊が与えられることを約束しま

す。この約束によって，教えに耳を傾ける人はそれが神からのもの

か，それとも人から出たものか，自分で知ることができるのです。

権能を持たない者が，出て行って，同じ福音を宣べ伝えているよう
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に見せかけたとしても，そしてその人がどれほどの才能の持ち主であ

ったとしても，その教義は見破られます。キリストを信じることによ

って実現するはずの約束が実現しないからです。賜物
たまもの

を与えるはずの

聖霊から，賜物が受けられないからです。こうしてそれが人の教義で

あり，誤っていることが露呈するので，だれも欺かれないのです。24

福音を宣
の

べ伝えに出て行くときに聖霊がともにおられなければ，

義務を果たすことはできません。しかし聖霊がともにおられるなら

ば，安全であり，どこに行こうとも，この地上の正直で柔和な人々

の心に影響を及ぼす言葉を語れることでしょう。25

福音を宣べ伝えるときに，御霊
みた ま

と神の力による導きを受けてさえ

いれば，年齢は関係ありません。25歳であろうと90歳であろうと，

あるいは500歳であろうと，関係ないのです。26

主がわたしたちの前を行って道を備え，人の心に触れる力を与え

てくださいますように。そして，善がなされ，神の王国が転がり進

みますように。27

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• ウィルフォード・ウッドラフ長老がジョン・ベンボーの家を訪

れた話を読んでください（89－92ページ）。ウッドラフ長老はど

のようにしてベンボー家の農場に導かれましたか。ウィリア

ム・ベンボーの模範から何が学べますか。

• 91－92ページには，ウィリアム・ベンボーの家族が福音を受け

入れたときのことが記述されています。このときのウィリア

ム・ベンボーとウィルフォード・ウッドラフの気持ちを表して

いる語句を見つけてください。愛する人が教会に加わった，あ

るいは教会に再び熱心に集うようになったときに，あなたはど

のように感じましたか。

• 福音を分かち合う責任についてのウッドラフ大管長の言葉を読

んでください（92－94ページ）。家族や友人に福音を伝えるため

に具体的にどのようなことができるでしょうか。そのために，

専任宣教師とどのように協力することができるでしょうか。
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• 「地のすべての国民に」福音を教えるという責任は，どのよう

な方法で果たすことができるでしょうか（94ページ）。

• 福音を伝えるのをためらうことがあるのはなぜでしょうか。ど

うすれば恐れに打ち勝つことができるでしょうか。

• 伝道をすると大きな喜びに満たされるのはなぜでしょうか

（94－95ページ参照）。伝道の喜びを感じた経験はありますか。

それはどのような経験でしたか。

• 人の宗教を批判しないことは，なぜ大切なのでしょうか（95－

96ページ参照）。ほかの教会の批判を避けながらも，この教会が

真実であることを証
あかし

するには，どうすればよいでしょうか。

• 97ページの最初の段落を読んでください。教会員の行いは，教

会に対する人の考えにどのように影響するでしょうか。

• 聖霊と伝道の業についてのウッドラフ大管長の言葉から，何が

学べましたか（96－98ページ参照）。御霊を伴侶
はんりょ

とする資格を持

つためには，何を行わなければならないでしょうか。

関連聖句――マタイ28：19－20；教義と聖約 4章；18：10－16；
42：11－14；50：13－22；60：2－3；84：88；88：81
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフ大管長は次のように語っている。

「生涯を通じてたった一つだけ驚嘆してきたのは，どのような召し

についてもそうですが，特に使徒として，また大管長として，主が

わたしを選ばれたという事実です。しかしそれは主御自身がなさる

ことであって，わたしが干渉することではありませんでした。」1

教会における自らの召しに驚きはしたものの，ウッドラフ大管長

は主が自分を召された理由を知っていた。次のように述べている。

「なぜ主は御自分の教会を管理させるためにわたしウィルフォー

ド・ウッドラフのような弱い人間を選ばれたのでしょうか。なぜ主

はジョセフ・スミスを――無学な少年と呼ばれていた人物を選ばれ

たのでしょうか。なぜ主はそのようなたぐいの人々を選んでこられ

たのでしょうか。それは，彼らが主に従う者だったからです。主は

神の手を認める人々を選んでこられたのです。」2

個人的な成功の中にも教会が達成した事柄の中にも，ウッドラフ大

管長は常に神の手を認めていた。ソルトレークタバナクルで行った説教

の中で次のように述べている。「わたしは人生を主に感謝しています。

主が与えてくださった祝福と憐
あわ

れみに感謝しています。わたしには喜ぶ

理由があり，これまでに受けてきたすべてのものについて神に栄光を帰

する義務があります。もしわたしがこれまでに何らかの善を行ったとす

るならば，もし福音を宣
の

べ伝え，自国や外国で同胞
はらから

を教化する道を歩み

続けることができたとするならば，それは神の力によるものです。……

この力はこれまでわたしたちとともにありました。今日
きょう

わたしたちがこ

こにいるのはそのためです。このタバナクルが，昔の神の預言者たちに

よる預言の成就として今日ここに立っているのはそのためです。神のシ

オンがこの山々の谷間に置かれているのはそのためです。それはすべて
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神の力によるものであり，人の力によるものではありません。」3

ウィルフォード・ウッドラフの教え

わたしたちはすべての霊的および物質的な祝福について
神に頼っている

わたしは完全に主に頼っています。生涯を通じて，また同胞
はらから

にキリ

ストの福音を宣
の

べ伝えながら巡礼の旅をしている間，常にそうでした。4

神の道がわたしたちの道よりもはるかに優れていること，また神

の勧告を取り入れ実行するのは，たとえ犠牲が求められるように感

じることがあっても，わたしたちにとって常に最善であり最も安全

であると理解するようにならなければなりません。わたしたちの中

には自らの経験によってこのことが真実であると証
あかし

できる人が大勢

います。……またこの大いなる真理，すなわち，地上における神の

教会と王国の確立に対する栄光と誉れはすべて神がお受けになると

いうことをしっかりと理解すべきです。人はこの時代においても，

または世のいかなる時代においても，栄光と誉れを自らに要求する

ことはできません。神の力以外に，完全な福音をもたらし，教会を

組織し，啓示の成就として主の民をシオンに集め，これまでに成し

遂げられてきた業を行うことのできたものはないでしょう。5

自分たちの強さと希望と力は，人の中にではなく神の手の中にある

ことを心に留めておく必要があります。主御自身がその手を伸ばして，

この教会，主の王国，主の業を確立してこられたのです。……わたし

たち自身の内には何の力もありません。全能の神の介在によるほか，

この王国において導きと指示を与える力は一切ありませんでした。6

わたしたちには一つの民があり，シオンがあり，王国があり，教

会があり，天と結びついている神権があって，それには天を動かす

力があります。また自分たちが天から教えを受け，末日聖徒が従事

しているこの大いなる末日の業の遂行について，天から指示を受け

ていることを知っています。この事実を考えただけで，心は主なる

神の前にへりくだる思いで満たされるはずです。またこの事実は，

主と互いに対して負っている責任を，そして自らの享受するすべて

の霊的および物質的な祝福について主に頼っているということを，

絶えず思い起こさせてくれるはずです。7

父祖アダムの時代から今日
こんにち

に至るまで，この世に主の王国を築き
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上げて主のシオンを確立するように，または人の子らに悔い改めの

福音を宣
の

べ伝えるように求められてきた主の民は，どの民も皆完全

に天〔の〕神の支えに頼っていました。わたしはそう感じますし，

またそう考えています。8

わたしたちは自分たちの行く末，状態，および祝福がすべて主の

手の中にあることを非常によく知っており，また理解しています。9

ユダヤ人と異邦人，大いなる者と小さな者，富んでいる者と貧し

い者，すべての人々に申し上げます。全能の主は御自分の内に力を

持っておられるのであって，だれかに頼って御自分の業を行われる

のではありません。しかし，主が御自分の業を行うように人々を召

されるときには，その人々は主に頼らなければなりません。10

神は御自分の業を行わせるために謙遜
けんそん

な者を選ばれる

主は御自分の業を行わせるために世の弱い者を選んでこられまし

た。しかし世のどんな時代にあっても常にそうであったように，主は

わたしや，わたしのどの兄弟をも教えることがおできになります。主

は常に弱い者を選んでこられました。イスラエルの子らを導いたモー

セについて考えてみてください。モーセは自分は口が重いと言い，自

分には何もできないと思いました。しかし主は彼のために一人の代弁

者を立てようと言われました。イスラエルに王が必要であったとき，

主は羊飼いであったエッサイの息子ダビデを選ばれました。ダビデを

除くエッサイのすべての息子が預言者の前に連れて来られましたが，

サムエルはその〔だれにも〕油を注ごうとしませんでした。ほかにも

まだ息子がいるかをエッサイに尋ねました。エッサイは，はい，羊の

世話をしている小さい子が一人おります，と答えました。預言者はそ

の子に会いたいと思いました。そして彼がやって来ると，サムエルは

イスラエルの王として油を注ぎました。使徒の時代も同じでした。使

徒はどのような人たちだったでしょうか。〔無学な〕漁師でした。

今日
こんにち

も同じです。ジョセフ・スミスから始まって，わたしたち全員に

ついて考えてみてください。わたしたちはどのような人でしょうか。

貧しくて弱い，ちりから造られたつまらない人間です。しかし主はわ

たしたちを使って何かを行うことができると考えて，わたしたちを選

ばれました。主の考えどおりになるように願っています。

わたしはこの終わりの時にあって地の面
おもて

にいたどんな人物よりも

長く使徒の職務を果たしてきたと思います。このことについて自慢

第10章

103



したり，あるいはこれほど長く神権を持っていることを誇ったりす

るべきでしょうか。もしそうしたならば，わたしは非常に愚かな人

間であることになります。わたしたちは神をあがめなければなりま

せん。神の手を認めなければなりません。誕生から今日に至るまで，

悪魔はわたしを滅ぼそうとしてきました。しかし主は常にわたしの

右にいて，救ってくださいました。これまで二つの力が働いてきま

した。――わたしを滅ぼそうとする力と，救おうとする力です。そ

して今日，わたしは神の手に使われる弱い者としてここにいます。

しかし神が生きておられるように確かに，もし自分の義務が何であ

るかを主が教えてくださるならば，わたしはそれを行います。

……神がわたしたちに知恵を与え，謙遜
けんそん

で，忠実で，柔和で心の

へりくだった者になるのを助けてくださるように祈ります。11

わたしは旅をしながら，人が次のように言うのを何度聞いてきたこ

とでしょうか。――なぜ神はジョセフ・スミスを選ばれたのか。この神

権時代を開いてこの教会の基を据えるために，なぜ神はあの少年を選ば

れたのか。なぜ神はだれか偉大な人物を選ばれなかったのか。……そ

のような質問に対して，わたしがこれまでの生涯で得ている答えはただ

一つです。すなわち，全能の主は偉大な人物によっては何も行うことが

できず，彼らを謙遜にさせることはおできにならなかったからです。彼

らは，世のそれぞれの時代にこのような業のために選ばれてきた人々と

同じたぐいの人々ではなかったのです。全能の主はこの世の弱い者たち

を選ばれました。主に従う者だったからです。したがって，主がジョ

セフ・スミスを選ばれたのは，ジョセフが弱い者であったからであ

り，ジョセフは自分の弱さを知るだけの分別を備えていました。12

人は高慢になるときに道を踏み外す

皆さんが神の守りと世話を必要としない立場になれた日はこれま

でに一度もなく，今後も，この世においても永遠にわたっても決し

てないでしょう。それは皆さんにとって生涯を通じて絶えず必要な

ものなのです。若者たち，あるいは年配の人々，あるいは若い娘た

ちが，自分は主に頼らない段階に到達したと感じるなら，やがて大

きな誤解をしていたと気づくことになるでしょう。13

もし大管長が，あるいは副管長や使徒が，あるいはほかのだれかが，

自分は神にとってなくてはならない存在であり，主の業を行うために特

に重要な存在だと心に感じるならば，その人はつまずきやすい危険な状
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態にあります。わたしはジョセフ・スミスが次のように語るのを聞きま

した。この教会の第二の使徒であったオリバー・カウドリが，彼にこう

言ったそうです。「もしわたしが去れば，この教会は倒れるだろう。」

そこでジョセフは言いました。「オリバー，試してみるといい。」

オリバーは試しました。そして彼は倒れましが，神の王国は倒れま

せんでした。わたしはこの時代に，ほかにも自分は主にとってなく

てはならない存在だと思っていた使徒たちと出会ってきました。し

かし主は彼らなしで業をお進めになりました。14

わたしはオリバー・カウドリの足もとで地が震えているのではな

いかと思えるほど彼が力強く見える場面に居合わせたことがありま

す。御霊
みた ま

の影響を受けているときの彼ほどに，人が力強く証
あかし

を述べ

るのを聞いたことはありません。しかし神の王国を去った瞬間に，

オリバーは力を失いました。……デリラのひざの上のサムソンのよ

うに，力をそぎ落とされてしまいました。享受していた力と証を失

いました。教会〔員〕として世を去ったものの，肉にある間に以前

のような力と証を再び完全に取り戻すことはありませんでした。15

天の衆群の3分の1が，背きのために追放されました。……彼らは

人々が住んでいるすべての町や村，とりわけ末日聖徒の住む所にいます。

……この悪霊たちが，わたしたちの周囲で何もしようとせずにいると思い

ますか。眠っているのでしょうか。実行しようとしているたくらみはない

のでしょうか。神権を持つ兄弟たちに申し上げますが，わたしたちにはこ

の霊たちと交える大いなる戦いがあります。だれも免れることはできませ

ん。彼らは皆さんに何をしてくるでしょうか。正しくないことなら何でも

行わせようとしてくるでしょう。悪霊が非常に喜ぶのは，わたしや兄弟た

ちに自分は大いなる者であり，だれよりも賢いと思わせることができたと

きであり，わたしたちを分裂させ，自分自身の罪ではなくて兄弟の罪を

明らかにしようという気持ちにさせることができたときです。ですから

よく自分自身に注意を払わなければなりません。わたしもそうですし，

副管長や使徒もそうです。全員がそうです。……そしてもし目が開かれ

ていて神にかかわる事柄を理解できたなら，自分の責任を理解すること

ができます。聖なる神権の力と，神との間に保っている関係を理解する

ことができます。確かにわたしたちは主の前にへりくだるべきです。16

謙遜
けんそん

で，常に目を覚まし，よく祈るようにしてください。ほかの

人々のように道を踏み外すことのないように，高慢に気をつけてく

ださい。17
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謙遜
けんそん

に主に頼るとき，主は守り，強めてくださる

人に天の力を与える……大いなる徳が二つあります。人格の高潔

さと清さです。こうした徳を備え，誠実でひるむことのない心を持

ち，清い生活を送るようにしましょう。そしてもしここに謙遜さと

いう徳が加わるならば，その人は無数の弱さから〔守ら〕れて，幾

多の誘惑に抵抗することができます。だれもが弱さを持っています。

自分自身については謙遜さを，人に対しては慈愛を学ぶことができ

るように，神は人の弱さを許しておられるのです。

肉体に宿っている間，完全な人はいません。しかし謙遜に神に頼る

人は，正義の戦いにあって決してたじろぐことなく，真理への忠誠に

おいて決して揺らぐことなく，聖約を汚すことはありません。そのよ

うな人のことを，わたしたちは皆立ち止まって称賛すべきであり，ま

た天の助けによって，見習うように努めなければなりません。18

末日聖徒に申し上げます。わたしたちがなすべきことは，忠実であ

って，主の戒めを守り，謙遜であって，熱烈な祈りをもって主を求め

ることだけであり，そうすればすべてが良いものとなるでしょう。19

神はこの民とともにおられます。しかしわたしたちは神の声に聞き

従い，神の戒めに従い，神の前にへりくだるように求められています。

……モルモンと呼ばれているわたしたちは常に穏やかな民であり，世

の人はそれに驚き，また不思議に思っています。……わたしたちが穏

やかなのは，神が友であり，立法者であり，解放者であられるからで

す。もし主にその業を支えることがおできにならないならば，確かに

わたしたちにもできません。しかし主にはおできになります。主はこ

れまで絶えず行ってこられたのであり，最後まで行われるでしょう。

ですから末日聖徒に申し上げます。恐れてはいけません。神に頼って

ください。気落ちしてはいけません。日夜サバオスの主の耳に向けて

祈りをささげてください。望むものを求めてください。そうするとき

に，もし正しいものを求めるならば，主は皆さんの祈りに答えてくだ

さいます。そこにわたしたちの力があるのです。神の内にあるのです。20

研究とレッスンのための提案
この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー
ジを参照する。
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• 神に頼っていると認めることが大切なのはなぜでしょうか
（102－103ページ参照）。そのように認めることは，人生に取り
組む姿勢にどのような影響を及ぼすでしょうか。

• ウッドラフ大管長は「世の弱い者たち」としてどのような人を
挙げていますか（101，103－104 ページ参照。1コリント 1：
25－28も参照）。御自分の業を成し遂げるために主がそのような
人々をお選びになるのはなぜでしょうか。あなたはこれまでど
のような機会に主が「世の弱い者たち」によって働かれるのを
見てきたでしょうか。

• 104ページの第3段落を読み，神の守りと世話がなかったならば
自分の人生がどのようになっていたかを深く考えるか，話し合
ってください。このことは高慢について何を教えているでしょ
うか。高慢が招く結果にはどのようなものがあるでしょうか。

• 104－105ページにあるオリバー・カウドリについての話からど
のようなことが学べるでしょうか。

• 105ページの第3段落を読んでください。サタンとその衆群がわ
たしたちに「自分は大いなる者であり，だれよりも賢いと思わ
せ」たがっているのはなぜでしょうか。また「自分自身の罪で
はなくて兄弟の罪を明らかにしようという気持ちにさせ」たが
っているのはなぜでしょうか。どうすればこの誘惑に抵抗する
ことができるでしょうか。

• 自分にとって重要な語句に注意しながら，この章の最後の4段落
を読んでください（106ページ）。主に頼るときにどのような祝
福を受けるでしょうか。

関連聖句――箴言3：5－7；ルカ18：9－14；モルモン書ヤコブ2：13－
21；アルマ36：3；ヒラマン3：35；教義と聖約112：10；121：34－40
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「救い主の勧告の中に，神の聖徒全員が守るべきであるにもかかわらず，
十分に守られていないのではないかと懸念されるものが一つあります。

それは常に祈り，気を落としてはならないという戒めです。」



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1835年 3 月，最初の伝道の務めを果たしながら，ウィルフォー
ド・ウッドラフは合衆国南東部の川や沼地を移動しなければならな

かった。沼地を横断するために，同僚と1本の木を切り倒し，それ

でカヌーを造った。そして150マイル〔240キロ〕ほど無事にこいだ

ところで，カヌーで進むのを断念し，歩くことにした。ウッドラフ

大管長は次のように回想している。二人が進んだ道は「沼地の中を

通っており，ほとんどが泥と水に覆われていて，その状態が170マ

イル〔約270キロ〕続きました。ひざまでの深さのあるぬかるみと

水の中を，1日40マイル〔約64キロ〕歩きました。3月24日，ぬかる

みを10マイル〔約16キロ〕ほど移動したところで，わたしはひざに

鋭い痛みを覚え，足の自由が利かなくなってしまいました。そして

丸太に腰を下ろしました。」

ここまで旅をしてきた時点で，すでに伝道の業に疲れ果て，家に

帰る決意をしていた同僚は，ワニの沼地で丸太に腰を下ろした彼を

残して去ってしまった。それでもひるむことなく，ウィルフォー

ド・ウッドラフは主に心を向けた。こう語っている。「ぬかるみに

ひざまずいて祈りました。すると主が癒
いや

してくださり，わたしは喜

びながら旅を続けました。」1

数年後，ウッドラフ大管長はイギリスで働くために，妻とそのほ

か数名の人々とともに船で旅していたときに，自らの信仰を示して

いる。「わたしたちは激しい強風の中を3日3晩にわたって航行し，

押し戻されていました。」大管長はそう語った。「ついにわたしは同
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天の祝福を受けるために
祈る

信仰をもって祈るとき，わたしたちは天の御父が

用意しておられる祝福を受けられるよう備えます。



行者たちに，一緒に船室に来るように言いました。そして主が風向

きを変えてくださるよう祈るように言いました。わたしは難破を恐

れる気持ちはまったくありませんでしたが，ニューヨークに押し戻

されるのは嫌でした。旅を続けたかったのです。男性も女性も皆が

同じ祈りをささげました。そして祈り終えて甲板に上がると，1分

もしないうちに，まるでだれかが剣を取って強風を断ち切ったかの

ようになりました。木綿のハンカチを投げたとしても，風に飛ばさ

れることはなかったでしょう。」2

ウィルフォード・ウッドラフの教え

必要とする助けを求め信仰をもって祈る義務がある

救い主の勧告の中に，神の聖徒全員が守るべきであるにもかかわ

らず，十分に守られていないのではないかと懸念されるものが一つ

あります。それは常に祈り，気を落としてはならないという戒めで

す〔ルカ18：1；教義と聖約88：126参照〕。わたしたちは一つの民

として，信仰をもって十分に祈っていないのではないかと懸念して

います。力強い祈りによって主を呼び求め，すべての望みを主に打

ち明けなければなりません。もし主が守ってくださらず，解き放っ

てくださらず，救ってくださらないとしたら，それができる力はど

こにもないからです。したがって，主に全幅の信頼を寄せなければ

なりません。昼も夜も天の御父の耳に達する祈りをささげなければ

ならないのです。3

地に住む者は祈りがもたらす効力と利益を理解していません。主

は男性，女性，子供の祈りを聞き，それにこたえてくださいます。

祈りには，ほかのどのようなものよりも，はるかに神の祝福を招く

力があります。4

この末日に世が神の王国に逆らって立つとき，聖徒は恐れを抱く

べきでしょうか。……わたしたちは恐れを抱くべきではありません。

なすべきことが一つあります。それは，神に祈ることです。すべて

の義人がこのことを行ってきました。肉における御父の独り子であ

る救い主イエスでさえも，かいばおけから十字架に至るまで，絶え

ず祈る必要がおありでした。苦難のときに支えを得ることができる

ように，また苦い杯を飲むことができるように，主は恵みを求めて

日々御父を呼び求める必要がおありでした。主の弟子たちも同じで
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した。5

何を享受する必要があっても，わたしたちには主に求める義務が

あります。人目に触れない場所で主の前に行き，必要とするものを

伝えなければなりません。それによって祈りが聞かれて，その答え

が頭
こうべ

に注がれるようにするためです。ここにわたしたちの強さがあ

ります。わたしたちが頼るのは人ではなく，神です。6

神のすべての聖徒には，……主が御自分の民を支え，シオンを築

き上げ，約束を成就してくださるように，家族の輪の中で，またひ

そかな場所で，日夜祈るべきときに，サバオスの主の耳に向けて祈

る義務があります。……

……わたしは地上におけるどのような原則にも増して，主の前に

祈ることに信仰があります。もし神への祈りに信仰がなければ，主

に対しても福音に対してもあまり信仰を持っていないことになりま

す。わたしたちは必要とするものを求めて主に祈らなければなりま

せん。この民が祈るべきときに絶えず主の前に祈りをささげますよ

うに。そして主がこの民を遠ざけられることなく，祈りが聞き届け

られ，神の王国とシオンが立ち上がって輝き，美しい衣を着て神の

栄光をまとい，この地上において組織されている目的を成就します

ように〔教義と聖約82：14参照〕。7

わたしたちは民として神の前に信仰と力をもって立ち上がり，必

要なものを伝え，自分たちの行く末を主の手にゆだねるべきです。

いずれにしても，わたしたちの行く末は主の手の中にあるのです。

それはこれからも変わりません。8

主の御心
みこころ

を理解し，主の導きを受けるために
祈らなければならない

人は神の憐
あわ

れみを求めるために，心を高めて天の御父である神に

祈らなければならないとわたしは感じます。神は聖霊を通して霊感

を授けることで，導きと指示を与えてくださいます。思いが照らさ

れ，理解が開かれ，主の民に関する主の思いと御心
みこころ

を理解できるよ

うにしてくださるのです。9

なすべき義務や働きについて疑問があるときは，行って力を尽く

して祈り，聖なる御霊
みた ま

を受けるまでは，決して何にも着手してはい

けません。御霊が行くように，または行うように命じることは，何

であっても正しいでしょう。そしてその命じることに従うならば，
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良い結果を得るでしょう。

地のもろもろの国民の中で務めを果たしていく中で，わたしたち

は様々な状況に置かれるでしょう。そのとき，ある特定の方法につ

いて正しいと思うことがあるかもしれません。しかし，もし分から

なければ，主の前に行って，人生の道に関して指示を受けることが

できるように信仰をもって求める方がよいでしょう。10

勝利し，克服する力を受けられるように，忠実に働き，知恵を求

めて日々主に祈りましょう。11

両親には，子供に祈ることを教え，また家族が必ず
ともに祈るようにするという神聖な義務がある

神の思いと御心
みこころ

は，結婚の聖約を交わし，息子や娘を授かってい

るすべての男女が，子供が十分な年齢に達したらすぐに祈りを教え

ることです。

末日聖徒は，子供に幼いうちに祈ることを教え，祈りの原則と恩

恵を理解するよう教える義務があります。子供が両親のために，ま

た必要とするあらゆるもののために祈れるようにするためです。も

し皆さんがこのように子供を育て始め，主を畏
おそ

れることを教えるな

らば，子供は祈りから離れることがありません。家長はすべての祈

りを自ら行うのではなく，家族に祈るよう求め，食卓で祝福を願う

ように求めるべきです。12

福音に従って生活するとき，祈りに対する答えとして
頭に祝福が注がれる

わたしたちは民として，天の御父から約束されている祝福を受け

ることができるように，謙遜
けんそん

であり，よく祈り，神の権威に従順で

なければなりません。13

信仰と力をもって主の前に行き，必要な祝福を求められるように，

ふさわしい生活をすべきです。それらの祝福は，神の目的を推し進

めるに当たり，支えとなってくれます。……これはわたしたちが進

歩成長するうえで必要なことです。14

神は聖徒に，天の祝福だけでなく，地の良いものも与えようとし

ておられます。それは，聖徒に正しく用いる備えができたときに与

えられます。……

……皆さんの多くはすでに祈りの方法を学んでいます。ですから
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サバオスの主の耳に向けて祈らないことのないようにしましょう。

主は皆さんの祈りを聞いてくださいます。……しかし天の祝福は義

の原則に従ってのみ得ることができ，また制御することができるの

です。15

これから地上で起きようとしている事柄に備えるために，無駄に

できる時間はありません。イエス・キリストの福音を受け入れるこ

とによってすでに得ている冠と栄光，永遠の命の望みとを失いたい

と思う人がいるでしょうか。神の御霊の一部を受けている人の中に，

そのような人はいません。立ち上がって召しを尊んで大いなるもの

としましょう。そして聖なる御霊を得，祈りが永遠の幕を裂き，サ

バオスの神の耳に達して，その答えとして頭に祝福が注がれるまで，

神の前で働きましょう。16

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 109－110ページの物語を読んでください。各状況においてウッ

ドラフ長老が取ることのできた様々な対応の仕方について考え

るか，話し合ってください。ウッドラフ長老の対応の仕方から

どのようなことが学べるでしょうか。

• 祈る義務についてウッドラフ大管長の教えを読んで印象に残っ

たことは何ですか（110－111ページ参照）。信仰をもって祈るこ

とは，あなたにとってどのような意味があるでしょうか。必要

な祝福を受けるために祈らなければならないのはなぜでしょう

か。祈りにはほかにどのような目的があるでしょうか。

• 110ページの第3段落を読んでください。なぜ救い主は祈る必要

がおありだったのでしょうか。主の祈りからどのようなことが

学べるでしょうか（マタイ26：39；ヨハネ11：41；3ニーファイ

13：9－13参照）。

• 決断を下す必要のあるときや，義務について疑問があるとき，

祈りはどのように助けとなるでしょうか（111ページ参照）。

• これまで天の御父はどのような方法であなたの祈りにこたえて

くださったでしょうか。祈りの答えが望んでいたものと異なる
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とき，どのような態度を執るべきでしょうか。

• 子供に祈ることを教える両親に対して，ウッドラフ大管長はど

のようなことを約束していますか（112ページ参照）。両親が子

供に教えるべき祈りの原則にはどのようなものがあるでしょう

か。子供が祈りを生活の一部とするように，両親は何ができる

でしょうか。

• 家族の祈りで，家族の全員が祈る機会を得ることが大切なのは

なぜでしょうか（112ページ参照）。祈りによって，あなたの家

族はどのように強められてきたでしょうか。

• この章の最後の項（112－113ページ）を読み，ウッドラフ大管

長が言った，わたしたちが持つべき属性を見つけてください。

祈り，その答えを求めるときに，これらの属性が必要なのはな

ぜでしょうか。

関連聖句――マタイ7：7；ヤコブの手紙1：5－6；5：16；2ニーフ
ァイ32：8－9；アルマ33：3－11；34：17－28；37：36－37；3ニー

ファイ18：19－21；教義と聖約10：5；68：28；112：10
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1845年 3月 1日，当時教会幹部としてイギリス諸島を管理してい
たウィルフォード・ウッドラフ長老は，合衆国の友人から1通の手

紙を受け取った。中にはある人物の書いた手紙の写しが同封されて

いた。それによると，その人物は教義と聖約をイギリスで出版し，

イギリスでの版権を手に入れる計画だという。この男性の行動を許し

たら，教会はイギリスで教義と聖約を出版できなくなるに違いないと

思った。ウッドラフ長老は日記に次のように書いている。「個人であ

ろうとグループであろうと，背教者が教会の著作物を出版して金儲け

をしようと企てるとは，まったく図々しい行動である。このことがわ

たしに知らされたのは，神の憐
あわ

れみ以外の何物でもないと思う。わた

しは一日中，版権を守ることに関する法律を調べた。」1 ウッドラフ長

老は，印刷業者に活字を組ませ，教義と聖約3，000部を印刷した。2

次に，イギリスの著作権法について調べたことに基づいて，1845年

6月 7日，「業者から印刷物の納品が完了してから48時間のうちに」

自分の名前で版権を確保した。3 こうしてウッドラフ長老は教会がイ

ギリスで教義と聖約を出版する法的な権利を守ったのである。

ウィルフォード・ウッドラフが末日聖徒の手に聖文を届けるため

に働いたのは，これが初めてではなかった。教義と聖約が出版され

る以前に，啓示を多く筆写し，伝道の旅に携えて行った。1840年

1月から1841年 4月にかけて，イギリスで最初の伝道の務めを果た

していたときには，ブリガム・ヤング会長ら数人とともに，合衆国

外において初めてモルモン書を発行した。後に，イリノイ州ノーブ
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聖文の内にある貴い宝

御霊
みたま

によって与えられた聖文を同じ御霊によって調べるとき，

神の御心
みこころ

についてさらに深く理解することができます。
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ーでは，預言者ジョセフ・スミスが『タイムズ・アンド・シーズン

ズ』（Times and Seasons）という名の教会機関紙を発行できるよう

に，活字組みをした。この『タイムズ・アンド・シーズンズ』には，

1842年 3 月 1 日から1843年 1 月16日まで，アブラハム書，ジョセ

フ・スミス―歴史，ウェントワース書簡（これには信仰箇条が含ま

れている），およびモーセ書の一部が掲載された。これらの文書が

高価な真珠として出版されたのは，それから何年も後のことである。

聖徒が聖文を手にすることができるよう尽力してきたウッドラフ

大管長は，「聖文を心に蓄える」ように勧めた。4 次のように語ってい

る。「信仰に忠実に生きなければなりません。自分が説き教えるこ

とを自ら実践しなければなりません。命の言葉を大切に蓄えなけれ

ばなりません。神の真理が記された記録を調べなければなりません。

自分が生きている時代を理解するように努めなければなりません。

これが今日
こんにち

の状況に対するわたしの考えです。これらの書物には時

満ちる神権時代に関する啓示が記録されています。わたしはこれら

の啓示を，成就せずに過ぎ去るようなものと見なしてはいません。」5

ウィルフォード・ウッドラフの教え

聖文に書かれている真理を研究し，心に大切に蓄え，
生活で実践しなければならない

聖書，モルモン書，教義と聖約，および主が与えてくださった記

録を読みなさい。啓示を大切に蓄えて，主が約束してくださってい

る事柄を調べなさい。そうすれば，自分にとって価値あるものを心

に刻むことができます。6

末日聖徒であるわたしたちには，神の言葉を深く考え，思い巡ら

し，読み，主の前における自分の状態と，立場と，責任を理解する

ように努める義務があります。7

世は主から遠く離れています。わたしたち自身もまた，民全体と

しては，主から遠く離れすぎています。主に近づき，聖なる御霊
みた ま

を

受ける努力をしなければなりません。そうすれば，神の啓示を読む

ときに，その啓示が与えられたときと同じ御霊によって読むことが

できるでしょう。そのとき初めて，それが人の子らに与えられたと

きに〔意味していたこと〕が，理解できるようになるのです。8
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悪魔は地の方々におり，滅ぼすことのできるすべての人を滅ぼす

でしょう。聖書に載っている聖文のみならず，この時代に直接与え

られた聖文を調べてください。そして，神の思いと御心
みこころ

を理解する

ようになってください。自分の中に聖なる御霊の光があるときに読

むことによって，それが可能となります。そのようにして，これか

らの人生で起こる事柄に備えてください。9

これら〔聖文で教えられている原則〕は真実です。研究し，心に

蓄え，生活で実践しなければなりません。10

預言者や使徒や祝福師は，霊感された言葉を書き残してくれまし

た。そのような記録は人が用いて益を得るためにあります。神の言

葉を与えられた人は，御言葉
み こ と ば

の扱い方について，選択の自由をどの

ように行使したか，責任を問われるでしょう。11

聖書とモルモン書は一つとなって
完全な福音を宣言する

神が人にお伝えになったすべての事柄のみならず，聖書に約束さ

れていることが文字どおり成就することを固く信じています。わた

しは恥じることなく，自分がそう信じていることを認めます。……

いにしえの聖者は，聖霊に感じるままに書き，語ったのだと，わた

しは信じています。彼らは自分の言ったとおりを伝えたかったので

あり，伝えたかったことをそのまま述べたのであると，わたしは信

じています。そして……「聖書の預言はすべて，自分勝手に解釈す

べきでない」と，わたしは信じています〔2ペテロ1：20－21参照〕。12

ジョセフ・スミスが時満ちる最後の神権時代に預言者として全能

の神によって立てられたこと，また末日に世の益となるようにモル

モン書を出し，神の賜物
たまもの

と力によって翻訳したことを証
あかし

します。わ

たしはモルモン書が真実であり，神の霊感によって書かれた記録で

あることを知っています。13

わたしたちは聖書，すなわちユダの木を持っています。聖書には，

モーセや昔の預言者，族長を通して与えられた神の律法が記されて

います。聖書は幾千年もの歳月を経て現在に伝えられています。例

えばアレクサンドリアの図書館のように，古代の図書館の多くは

……その姿を消していきましたが，聖書は今日
こんにち

まで残り，わたした

ちは今それを手にして読むことができるのです。そこには昔の民に

与えられた神の律法が記されています。しかし福音に関するかぎり，
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律法は当時も今もまったく変わっていません。聖書，すなわち旧約

聖書と新約聖書には律法が記されていて，その律法に従うことによ

り，わたしたちは昇栄し，再び神のもとに帰り，永遠に神とともに

住むことができます。聖書には，第一の復活にあずかり，栄光と不

死と永遠の命をまとって出て来るために進むべき道が示されていま

す。聖書にはまた，歴史も記されています。過去にユダヤ人が経験

した事柄だけでなく，これから起こる事柄も記されています。わた

したちはさらに，エフライムの手にあるヨセフの木であるモルモン

書を手にしています。モルモン書を記したのは，〔アメリカ〕大陸

の使徒や預言者です。この記録の中でひときわ異彩を放っているの

は，復活されたイエス・キリストの教えです。主は栄光に満ちた不

死不滅の体をもって御自身を現され，この地で福音を教えられまし

た。これら啓示された記録には非常に多くの原則が含まれています。

このような啓示は，終わりの時に何が起こるのか，大いなるバビロ

ンは最終的にどうなるのか，人の子の来臨に先立って終わりの時に

どのような裁きが下されるのかを教えています。14

エゼキエルは，終わりの時に，ある特別な目的のために，すなわ

ち末日にイスラエルの家を集めるために，もろもろの国民の目の前

で，エフライムの手にあるヨセフの木が，ユダの木とともに，主の

手に置かれると言っています〔エゼキエル37：15－28参照〕。この

二つの記録は，ユダヤ人と異邦人に完全な永遠の福音を宣
の

べ伝える

ために使われます。ですから，この二つの記録が世に出る時代の

人々は，裁きの場で，これらの記録によって責められるでしょう。15

ここに聖書，ユダヤ人の記録があります。モーセや昔の族長や預

言者を通して，主の霊感によって与えられた記録です。この中に記

されている事柄はでたらめでしょうか。不信者が言うように，聖書

は人間の創作なのでしょうか。いいえ，歴史を通じて地上に生を受

けたどんな人にも，全能者の霊感を受けずにこのような書物を作る

力はありませんでした。モルモン書についてもまったく同じです。

天の下のあらゆる人の知恵を結集しても，モルモン書のような書物

を創作して世に出すことはできません。モルモン書に記されている

原則は神聖なものです。神からのものです。モルモン書は，詐欺師

や小説家が創作したものでは決してありません。そう断言できるの

は，モルモン書に書かれている約束や預言が，全地の人々の目の前

で現在成就しつつあるからです。16
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モルモン書には聖書とは異なる福音が載っているのでしょうか。

いいえ，そうではありません。モルモン書には，昔〔アメリカ〕大陸

に住んでいた民の歴史が記されています。その民がどこから，どの

ようにしてやって来たかが書かれています。また彼らが神と交わっ

ていたことや，キリストの教会を設立したことが記されています。

この民は復活されたイエスの訪れを受けました。ですから主は次の

ように言われたのです。「わたしにはまた，この囲いにいない他の羊

がある。わたしは彼らをも導かねばならない。彼らも，わたしの声に

聞き従うであろう。そして，ついに一つの群れ，ひとりの羊飼となる

であろう。」〔ヨハネ10：16〕……両方の書物には同じ福音が載って

います。福音は過去にも一つしかありませんでしたし，今後も人類

家族に別の福音が明らかにされることは決してないでしょう。17

教義と聖約は末日における聖書〔契約の書〕である

またわたしたちには教義と聖約の書があります。皆さんの家庭に

は教義と聖約があります。ですから皆さんは読むことができます。

これは啓示をまとめた書物であり，ウリムとトンミムやその他の方

法によって，預言者ジョセフ・スミスの口を通して与えられました。

教義と聖約には，かつて神が人にお与えになった中でもきわめて荘

厳で崇高な啓示が載っています。教義と聖約には，行く手にあるも

の，この国民や地のもろもろの国民を待ち受けているもの，地に住

む人に起ころうとしていることが示されています。教義と聖約の啓

示は明瞭
めいりょう

です。率直で分かりやすく，力があります。それは神の啓

示であって，人が信じるか否かにかかわらず成就するのです。18

わたしの手には教義と聖約があります。これには預言者ジョセ

フ・スミスを通して与えられた啓示が載っています。ジョセフはこ

れらの啓示を肉体に宿っている間に受けました。教義と聖約に収め

られている啓示を読んでください。教義と聖約の啓示はどれを取っ

ても，神がこれまで地上に有してこられたすべての神権時代と結び

ついています。19

教義と聖約は現代の聖書〔契約の書〕です。教義と聖約には，か

つて人類に与えられた中で，最も厳粛な，最もこうごうしい宣言が

まとめられています。特に〔第76章の中の〕あの「示現」は，ただ

それだけで，人類がこれまでに読んだどの書物のどの啓示よりも，

大いなる光と真理と真実を明らかにしています。それは人の現在の
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状態，人がどこから来て，なぜここにいて，どこへ行こうとしてい

るのかを，はっきり理解できるようにしてくれます。この啓示を通

して，だれもが自分の行く末と将来を知ることができます。皆自分

が従っている律法を知っているからです。この地上でどの律法に従

うかによって次の世の状態が決まるのです。人は自分の従った律法

に守られ，律法に含まれる祝福を受けるのです。20

教義と聖約はジョセフ・スミスが主から受けた啓示をまとめたも

の〔です〕。この書物には最も荘厳な啓示が載っています。教義に

ついて，原則について，統治について，神の王国と幾つかの異なる

栄光について，また永遠の世界にまで影響する非常に多くの事柄に

ついて記されています。21

高価な真珠には預言者ジョセフ・スミスに明らかにされた
栄えある真理が載っている

注：ウィルフォード・ウッドラフが高年になるまで，高価な真珠は
教会の標準聖典ではなかった。しかし，高価な真珠からの抜粋が教会
機関紙上で発表されてからは，その教えは聖徒に広く読まれた。1880
年10月10日，大管長会の決議と総大会における賛意の表明によって，
高価な真珠は教会の標準聖典となった。
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以下はウッドラフ長老の日記からの抜粋である。この中で，ウッ
ドラフ長老はアブラハム書に関する自らの証を述べている。アブラ
ハム書は，預言者ジョセフ・スミスが神の力によって翻訳し，後に
高価な真珠に収められた。

主はジョセフを祝福しておられる。神の王国の奥義を明らかにす

る力を授けておられるのだ。……アブラハムやアダムの時代の象形

文字で記された古代の記録を翻訳する力を与えておられる。そのよ

うにして開かれた，栄えある真理を目にするときに，心が燃える。

聖見者ジョセフはアブラハム書の一部を明らかにしてくれた。これ

は彼〔アブラハム〕が自分の手で書いたものである。過去4，000年に

わたり，人間の理解力では越えられない壁に阻まれていたが，今，

神の憐
あわ

れみによって明るみに出ているのだ。22

アブラハム書に記されている真理は，人を真の意味で教化する，

大いなる，栄えある真理である。これは，終わりの時に明らかにさ

れた貴い宝の一つに挙げられる。23

聖文中の預言により，
終わりの時の出来事に備えることができる

兄弟姉妹，自分自身のために神の啓示を読みましょう。読んだ事

柄を信じましょう。そして，生活を変える努力をしましょう。つま

り，主がわたしたちに与えようとしておられるものは，たとえそれ

がいかなるものでも，いつでも受けられるように備え，そうしてヨ

ブのように主の手を認められるようになり，自分に対する主の御心
みこころ

のことでつぶやかないようになるのです。主の御心は，もし今理解

できなくても，やがて理解できるようになります。24

「主は言われる。わたしが命じて，行われないことがあるであろ

うか。主は言われる。わたしが約束をして，果たさないことがある

であろうか。」〔教義と聖約58：30－32参照〕……これまで何度も，

毎年のように繰り返して述べてきましたが，わたしたちが生きてい

る今は，非常に特異な時代であり，世代であり，神権時代です。確

かにそうです。時が流れ，出来事が起こり，神の啓示が成就してい

ます。特にこの民への啓示が成就しています。わたしたちは暗闇
くらやみ

の

時代に生きています。不信仰と不義が地の全面を覆っています。

……地に蔓延
まんえん

する暗闇と不義を見るときに，末日聖徒はひどく驚き

ます。それゆえ末日聖徒は，宗教を実践することにおいて，また聖
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書やモルモン書や教義と聖約の書に載っている神の様々な啓示に対

して，さらに忠実であることが求められているのです。

わたしたちは毎年のように，天と地のしるしや預言の成就を目
ま

の

当たりにしています。しかし，一つの民として，神を信じる信仰を

どのくらい増しているでしょうか。世の不義が増すのに比例して，

神への信仰を増しているでしょうか。恐らく，裁くべきではないで

しょうが，この民は理解していないように思えます。わたしたちが

携わっている業も，聖書やモルモン書や教義と聖約の書も真実なの

です。20年，30年，あるいは40年前とまったく同じように真実なの

です。……繰り返します。この業は過去に真実であったように現在

も真実なのです。同じように，先ほど引用した言葉も真実なのです。

もう一度言います。「主は言われる。わたしが命じて，行われないこ

とがあるであろうか。主は言われる。わたしが約束をして，果たさな

いことがあるであろうか。」主は御自分の言葉を成就されます。わた

しはそう信じています。末日聖徒と世の人々に対する約束も，シオン

とバビロンに対する約束も，主は成就されます。そう信じています。

主が約束を果たされるのであれば，わたしたちには，末日聖徒には，

何らかのなすべきことがすぐそこに待ち受けていることになります。25

末日聖徒に申し上げます。神を信じる信仰を用いなさい。神の啓

示を信じる信仰を用いなさい。啓示を読み，深く考え，熱心に祈り

なさい。神が啓示されたすべてのことを正しく理解できるように祈

りなさい。さらに神の光を受け，知識が増すように祈りなさい。宗

教を実践することの大切さ，神の前にまっすぐに生きることの大切

さが理解できるように祈りなさい。26

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 聖文を「その啓示が与えられたときと同じ御霊によって」読む

とはどのような意味だと思いますか（117ページ参照）。

• 118ページの第1段落を読んでください。聖文はどのような形で

悪魔の影響力から守ってくれるでしょうか。

• 118ページの第2段落で，ウッドラフ大管長はわたしたちに聖文
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について3つのことを行うように勧告しています。これらの行い

が大切なのはなぜでしょうか。

• なぜ聖書とモルモン書の両方を研究することが大切なのでしょ

うか（118－120ページ参照。1ニーファイ13：40；2ニーファイ

3：12も参照）。

• 教義と聖約に対するウッドラフ大管長の証
あかし

の中で何が印象的で

したか（120－121ページ参照）。教義と聖約はどのような点で

「現代の聖書〔契約の書〕」でしょうか。

• ウィルフォード・ウッドラフは，アブラハム書に記されている

真理は「貴い宝」だと言っています（122ページ参照）。あなた

は高価な真珠の中にどのような宝を見いだしていますか。

• 「これからの人生で起こる事柄」に備えをするとき，聖文はど

のような助けとなるでしょうか（118，122－123ページ参照）。

• 聖文学習を有意義なものとするために，どのようなことをして

きましたか。特に助けとなっている聖句にはどのようなものが

ありますか。その聖句はどのように助けとなっていますか。

• 子供や青少年が聖文を研究して生活に応用できるように，両親

や祖父母や教師は，どのように助けることができるでしょうか。

関連聖句――1テモテ4：13－16；2テモテ3：16；1ニーファイ15：
24；ヒラマン3：29－30；モロナイ10：3－5
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1835年，ウィルフォード・ウッドラフは「過去の生活を振り返る
ことが益となり，行いを正確に記録することが特権であるだけでな

く義務であると信じて」最初の日記を書き始めた。次のように記し

ている。「求められたときに自分の管理の職について報告できるよ

うに，これから自分の旅の日記をつけようと思う。」1 それから63年

間にわたって日記をつけ続け，最後の記録を書いたのは1898年8月

31日，死去する2日前であった。ウッドラフ大管長の日記は，彼個

人の生涯についての事実に即した信頼できる記録となっており，家

族への愛，周囲への関心，日々の仕事を遂行していくうえでの勤勉

さ，試練に際しての信仰，そして福音に対する証
あかし

と理解を示してい

る。また，当時の教会員の生活もかいま見ることができる。

自らの生涯と務めについて書き残す以外に，ウィルフォード・ウ

ッドラフは教会の歴史についても細かく記録した。次のように説明

している。「わたしは，できるかぎり日記をつけてこの教会の諸事

を書き記すように霊感を受け，強く促されてきた。この教会の初期

のころは，なぜそれほど強い気持ちを感じるのか分からなかったが，

今は分かる。ジョセフ兄弟や十二使徒が何らかの原則を説いたり

教えたりするのを聞くと，それを書き記すまでは水の外にいる魚の

ように息苦しさを覚えたものだ。必ずと言っていいほどそうだった。

そして書き終えると落ち着くのだ。わたしはジョセフの説教を，

1週間後にほとんど一言も漏らさずに正確に書けた。そして書き終

えると，その記憶はわたしから，あるいはわたしの頭から取り去ら

れるのだ。これは神が授けてくださった賜物
たまもの

であった。」2
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日記――
「黄金よりもはるかに価値のあるもの」

日記はわたしたち個人にとって価値のあるものであり，

家族や後のあらゆる世代にも祝福をもたらします。
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カーターとの結婚に際して感じたことを記録している。



教会の歴史を記録する取り組みの一部として，ウッドラフ大管長

は自分が出席した集会の重要な内容を記録した。ある集会で，彼は

日記と公式の教会記録の両方に当てはめられる一つの原則を教えて

いる。「早瀬では水は瞬く間に流れ，人は二度と同じ水の中を歩く

ことはできません。同様に，同じ時を二度過ごすことはできません。

あそこの扉を通って出るときに，この集会の業は永遠に閉じられて

しまいます。再び今晩の時間を過ごすことは決してありません。そ

うであるなら，わたしたちはこの集会で行ったこと，教え勧告した

ことを記録するべきではないでしょうか。そうすべきです。」3

日記を通して，ウッドラフ大管長は自分の子孫と教会のすべての

会員に朽ちることのない贈り物を残した。伝記作家のマサイアス・

F・カウリーは次のように述べている。「ウィルフォード・ウッドラ

フの生涯は驚くべき事柄に満ちています。素朴な日々の生活を記し

ながら，自らの心と意図を存分に明らかにしています。その表現の

率直さ，細部への配慮，真理に対する実直さが，彼を恐らく教会史

上最も優れた記録者としているのです。」4 七十人第一評議会の会員

であり著名な教会歴史家であるB・H・ロバーツ長老は，次のよう

に記している。「ウッドラフ大管長は教会にとってきわめて重要な

務めを果たしました。定期的に，几帳面
きちょうめん

に，整然と記録され，しっ

かりとじられた彼の『日記』は，……独自の資料として歴史に関す

るかけがえのない宝となっています。教会はこの『日記』のおかげ

で，新たな神権時代の預言者――ジョセフ・スミス――の説教や言

葉の確かな記録を得ることができます。ウッドラフ大管長がいなか

ったならば永遠に手に入らないでしょう。ブリガム・ヤングや，教

会の指導的立場にあった長老たちの説教や言葉についても同様で

す。〔また〕重要な評議会集会，決議，判断，方針についての議事

録，および内密な事柄に関してなされた多くの管理上の決定につい

ての記録を得ることができます。それらがなかったならば，史実を

書こうとしても多くの事柄に関して正しい見解を得られないでしょ

う。――このすべての点において，ウッドラフ大管長の『日記』は

かけがえのないものなのです。」5

本章に収録されている言葉の大半は，ウッドラフ大管長が神権会

で語った説教の記録から取ったものである。これらの言葉の中で大

管長は度々長老たちに向かって話をしているが，その教えはすべて

の教会員にとって価値がある。
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ウィルフォード・ウッドラフの教え

生涯の出来事を記録するとき，
自分自身と，子孫と，教会に益をもたらす

将来，この教会と王国に関する記録と歴史が求められるでしょう。

わたしたちが生きている神権時代ほどに，そこで行われることが

人々の興味を引くであろう神権時代はこれまで地上にありませんで

した。……

確かにジョセフ・スミスは彼自身の生涯と，かかわりのある事柄

について記録をつけました。ジョセフは世を去りましたが，彼の生

涯と証
あかし

は世に出版されようとしています。……またヤング大管長に

は彼の日々の行いと生涯を〔記録した〕筆記者たち〔がいました〕。

それは正しく，良いことです。しかしそこに，天の下のあらゆる国

民の中にいる，あるいは今後現れる，世界中の幾千人もの使徒や長

老の生涯や，彼らに対する神の計らいは記録されるでしょうか。い

いえ，決してそのようなことはありません。ですからイスラエルの

長老は皆，自分自身の益となるように，子孫の益となるように，イ

スラエルの家の益となるように，ユダヤ人と異邦人の益となるよう

に，後の世代の益となるように，自分の生涯と自分に対する神の計

らいについて書き記してください。6

わたしたちの業や神の業について書き記したり記録をつけたりす

ることは重要でないと考える人がいるかもしれませんが，わたしは

重要であると信じています。そうでなければ，預言者たちが霊感を

受けてこの件に関して忠実であるように勧めることはなかったでし

ょう。主は，わたしたちが地上で結び固めることは天でも結び固め

られ，地上で記録することは天で記録されるとおっしゃっています。

また，地上で結び固められたり記録されたりしないことは天でも結

び固められたり記録されたりしないと言っておられます〔教義と聖

約128：7－8参照〕。ですからすべての事柄について真実で確かな記

録をつけることは非常に重要であると思われます。7

〔日記をつけること〕は非常に面倒だと言う人がいるかもしれませ

ん。しかし善をもたらすどのようなものについても面倒だと言うべき

ではありません。わたしは人生の中で日記をつけ歴史を書き記すこと

に費やしてきた時間は，非常に有益なものであったと思います。8

もし自分で読み返し，また子供たちに読んでもらうこと〔以外に〕

第13章

128



日記を書く理由が何もないとしても，日記は，書き記すために費や

した時間に十分に報いてくれるでしょう。9

自分たちに対する神の祝福と，
教会における職務上の行いを記録するべきである

すべての人は自分の生涯についての短い回顧録を書き記すべきで

す。家系，誕生，宗教，いつ，だれからバプテスマを受けたか，い

つ，どの職に，だれから聖任されたか――すべての伝道の働きと，

職務上の行いと，自分に対する神の計らいについて簡単に述べてく

ださい。そうすればもし自分が死んで歴史家が自分の生涯の記録を

出版したいと望んだ場合に，参照する資料が得られます。多くの人

はこれを退屈な，重要でないことに思うかもしれませんが，わたし

にとってはそうではありません。10

皆さんが受ける祝福をすべて書き記し，残すようにお勧めします。

……皆さんの生涯におけるすべての職務上の行いを記録するように

お願いしたいと思います。もしバプテスマを施し，確認を行い，聖

任し，祝福し，病人に癒
いや

しの儀式を施すことがあれば，その記録を

書いてください。もしすべての人がこのように行うならば，教会は

正確な記録を書くことができます。……もし神の力と祝福が現され

て危険から守られたならば，……記録するべきです。日々皆さんに

対する神の計らいを記録してください。わたしは自分が受けたすべ

ての祝福について書き記してきましたが，それを売って黄金を手に

入れようとは思いません。11

神に対する真の敬意があるなら，神が注いでくださる祝福と，自

分が地の面で主の名によってなす職務上の行いを記録すべきではな

いでしょうか。わたしはそうあるべきだと思います。12

現在わたしたちを導いている大管長会は……彼らに対する神の計

らいと人の行いを記録しており……それは後の世代の無数の人々に

とって興味深いものとなるでしょう。しかしこのことが，幾千人も

の長老，大祭司，使徒にとって記録を残さない言い訳になるでしょ

うか。彼らは，長年にわたって旅をして，この教会と王国を築き上

げ，聖霊の賜物
たまもの

を受けて病人を癒
いや

し，悪霊を追い出し，目の見えな

い者を見えるようにし，耳の聞こえない者を聞こえるようにし，足

の不自由な者を歩けるようにする力を授かり……，悪霊に命じて従

わせ，守護天使によって危険や死から守られてきたのです。長老た
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ちはこれらの事柄を祝福されていながら，記録する価値のあるもの

だとは考えないのでしょうか。子供たちや後の世代の人々が読むた

めにペンで記録を残すことすらしないのでしょうか。そのようにす

るべきです。主はわたしたちの手にこの責任を求めておられます。

それはわたしたちの子孫が当然受けるべき，豊かな，そして神聖な

遺産であると思います。13

何かを経験したら，記録すべきである

わたしたちは地上に神の王国を確立し，シオンを築き上げ，イエ

ス・キリストの来臨に道を備えるように神によって召された民で

す。そこで，日々目の前で〔わたしたち〕に対する神の計らいが示

されるときに，日記につけ，記録し，その歴史を残すべきではない

でしょうか。そのようにするべきです。……

……わたしたちの業のこの分野を怠ることなく，記録の残せる人

は皆，日々様々な出来事を経験する度に記録するようにしましょう。

そうするなら，子供たちへの貴重な遺産となります。敵対する者た

ちがキリストのまことの教会について偽りの歴史を書くのを放任す

るのではなく，この最後の神権時代における地上での神の教会と王

国の起こりと発展について真実の歴史を提供することによって，後

の世代の人々に大きな益をもたらすことになるでしょう。14

わたしたちは様々な出来事が起こってもその重要性について考え

ない傾向があります。そして後になってその重要性を感じるのです。

わたしたちは人が地上で生きてきた中で最も重要な時代に生を受け

ています。神の預言と啓示の成就として目の前で起きている重要な

出来事について記録を書き記すべきです。あふれるほどの啓示がわ

たしたちの時代に成就しようとしています。そうした成就を目の前

にするとき，記録を残す必要があります。15

子供たちは早くから日記をつけ始めるべきである

わたしは若い友の皆さんに，自分や周囲に起こる事柄を日記につ

けるならば，それは自分にとって，また子孫にとって大きな祝福に

なると申し上げます。すべての少年少女が1冊の小さなノートを持

ち，毎日のように少しずつでも書くようにしましょう。

「何を書けばいいのだろう」と思うかもしれません。書き残す価

値のあることなら何でもかまいません。自分が受けている最もすば
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らしいものについて書くのもよいでしょう。もし若いうちに始める

ならば，大人になるときには日記を書くことはとても容易になるで

しょう。今から30年後，50年後，あるいは80年後に，腰を下ろして

皆さんが幼いころや若いころに周囲で起きた事柄を読むことは，皆

さんに，そして子供たちに，どれほど大きな喜びをもたらすでしょ

うか。父親や母親，祖父母が若かったころに，また彼らの生涯のう

ちに，その身に起きた事柄を読んでみたいと思いませんか。しかし

真の目的は，若いうちに日記をつけてもらうことよりも，むしろ大

人になってから生涯にわたってその習慣を続けてもらうことです。

これは皆さんが生を受けている世代において特に必要とされている

ことです。皆さんはかつて人の子らが目にしたことのないほどに重

要な時代に生を受けており，皆さんが早くから日記をつけ始め生涯

にわたってその習慣を続けることは，ほかの世代の人々が同じこと

をするよりもはるかに重要なことなのです。

皆さんはシオンの子らであり，皆さんの両親は終わりの時に地上

にキリストの教会と神の王国を築き上げるように神によって召され

てきました。やがて両親は世を去り，皆さんが役割を引き継ぐこと
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になるでしょう。皆さんは父親や母親になり，幼い少年〔の皆さん〕

……は預言者や使徒，長老になり，旅をして福音を宣
の

べ伝え，主の

言葉を受けるでしょう。そのとき，皆さんが日記をつけて，皆さん

に対する主の計らいを記録することが非常に必要となるでしょう。

……

……今，腰を下ろして自分たちの旅の記録，赴いた場所，行った

事柄，自分たちに対する神の計らい，友人たちとともに過ごした

数々のすばらしい時間について読むことは，わたしとわたしの家族

にとって大きな喜びとなっています。何年も前に預言者ジョセフ・

スミスやブリガム・ヤング，ヒーバー・C・キンボール，十二使徒，

そのほか多くの長老たちから聞いたすばらしい教えや，ともに過ご

した楽しい時間について，日記から読むことができます。もし若い

友の皆さんがこのことを始めて，そして続けるならば，将来それは

皆さんにとって黄金よりもはるかに価値のあるものとなるでしょ

う。16

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• ウッドラフ大管長の日記が教会にとって大切なのはなぜでしょ

うか（125，127ページ参照）。自分の日記が人に影響を及ぼすこ

となど決してないと思う人々に対して，ウッドラフ長老なら何

と言うでしょうか。

• あなたの生涯に教会で起きた出来事にはどのようなものがある

でしょうか。これらの出来事についてのあなたの記録は，子供

や孫にとってどのように役立つでしょうか。

• 127ページの第1段落を読んでください。この段落にあるウッド

ラフ大管長の言葉は，日記をつけることにどのように当てはま

るでしょうか。重要な出来事の記録が失われてしまうことが現

在や将来の世代の人々にどのような影響を及ぼすかについて深

く考えてください。

• この章を調べて，日記に残すべき情報にはどのようなものがあ

るかを見つけてください。そのような記録はわたしたち個人に
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どのような形で益となるでしょうか。家族にとってどのような

形で益となるでしょうか。

• 自分の先祖の生涯についてどのようなことを知りたいと思いま

すか。このことはあなたが自分の日記に書く内容について何を

示唆しているでしょうか。

• 何かを経験したらすぐに書くことが大切なのはなぜでしょうか

（130ページ参照）。日記をつける時間を作るために，どのような

ことができるでしょうか。

• 130－132ページを開き，子供と青少年に対するウッドラフ大管

長の勧告を読んでください。両親や祖父母はどのようにしてこ

の提案を子供や孫に伝えられるでしょうか。あなたはこの提案

を家庭の夕べや家族会議にどのように取り入れることができる

でしょうか。

関連聖句――1ニーファイ1：1；オムナイ1：17；モーサヤ1：1－
6；アルマ37：1－9；モーセ6：5－6
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

教会の会員を教えるとき，ウィルフォード・ウッドラフ大管長は，

初期の末日聖徒の信仰と勇気の話をしばしば繰り返し語った。大管

長は自分と同世代の人には信仰を持ち続けるように勧め，次の世代

の人には先祖の模範に倣
なら

うように，そして「神のシオンの基を据え

るために〔彼らの〕先祖が堪え忍んだ骨折りと苦労と苦難を心に留

める」ように勧めた。1 大管長はこう語っている。「わたしたちは現

在に至るまで〔神の〕憐
あわ

れみによって導かれてきました。神の祝福

は年々増し加えられ，わたしたちは授かるに値する以上のものを受

け，また良い勧告と指示を受けてきました。わたしたちが賢くあっ

て，これまでの神の導きが根も葉もない作り話のように忘れ去られ

てしまうことのないようにし，真実であることを証明し，神から求

められるすべてのことに備えられるよう願っています。」2

本章には，ウッドラフ大管長の生涯にも教会歴史にも重要な意味

を持つ，次の 4 つの出来事についての記録が収録されている。

（1）シオンの陣営，（2）ミズーリ州ファーウェストの神殿用地に集

まるという主の命令を成し遂げたこと，（3）イリノイ州コマース，

アイオワ州モントローズでの病人の癒
いや

し，（4）開拓者のソルトレー

ク盆地への到着。こうした記録は，末日聖徒イエス・キリスト教会

のすべての会員にとって霊的な受け継ぎの一部である。
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霊的な受け継ぎを覚える

初期の末日聖徒の犠牲と信仰の話は，

さらに熱心に聖約を守り，神の王国を築き上げるよう，

わたしたちを奮い立たせてくれます。



ウィルフォード・ウッドラフの教え

シオンの陣営

1833年，神の聖徒たちは無法な暴徒によってミズーリ州ジャク

ソン郡から追い出され，クレイ郡へと追いやられました。……家を

焼かれ，所有物を破壊され，まったくの身一つで〔ミズーリ〕川

の向こう側に追われました。〔その地域の〕評議会は，1，000マイル

〔1，600キロ〕離れたカートランドに行く志願者を募りました。預言

者ジョセフに会って何をしたらよいか勧告を受けるためです。パー

リー・P・プラットは家族を抱えており，今では生活を支える手段

が何一つありませんでした。またライマン・ワイトには，森の中で

食料も衣類も住居もなく，1本の丸太の傍らに生後 3日の赤ん坊と

ともに横たわっている妻がいました。しかし，この二人が神の預言

者を訪ねて行くことに志願したのです。……

カートランドに到着したプラット長老とワイト長老は，預言者ジ

ョセフに自分たちの苦境を語り，ジョセフはなすべきことを主に尋

ねました。主はジョセフに，行って主の宮の勇士，すなわち，若者

と壮年の者を集め，シオンを贖
あがな

うように言われました。……500人

を集めるべきであり，100人に満たない人数であれば行ってはなら

ないというのが主の御心
みこころ

でした〔教義と聖約103章参照〕。主の聖徒

たちは205人を集め，そのほとんどが1834年の春にカートランドに

集まりました。……わたしたちは10人ずつの隊に組織され，それぞ

れに隊長がいて，神の預言者がこの205人から成るシオンの陣営を

率いて1，000マイルを進みました。

……主の預言者を通して与えられた主の勧告と言葉，およびその

成就は，その光景や出来事に伴う喜びや悲しみとともに，鉄の筆を

もって岩に刻みつけられたようにわたしたちの心に刻まれており，

その歴史はこの世においても永遠にわたっても生き続けるでしょ

う。3

わたしは神の預言者とともにシオンの陣営にいました。そして預

言者に対する神の計らいと，神の力が預言者とともにあるのを見ま

した。彼は預言者であり，あの任務において神の力によって彼に示

されたことは，わたしにとって，また彼の教えを受けたすべての人

にとって大きな価値を持つものでした。一つの例を話しましょう。

わたしたちがミズーリ州に到着する少し前に，ジョセフは陣営を集
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めました。そこで預言をし，行く手に待ち受けているものについて

語りました。ジョセフはわたしたちが懲らしめを受けようとしてい

る理由を教え，こう語りました。「皆さんは，わたしを皆さんと同

じ一人の男だと思っています。皆さんは主の御前
みま え

におけるわたしの

立場を理解していません。この陣営は懲らしめを受けようとしてい

ます。」このことが起こるのは，皆が預言者の勧告に従わなかった

からであるとジョセフは言いました。ミズーリ州に到着してテント

を張ってから1時間のうちに……，こちらに一人，あちらに一人と

倒れ始め，すぐに陣営にはコレラに侵され毛布に横たわる人が大勢

出ました。神の預言者はこれを見ると同情を示し，最初に病に倒れ

たカーター兄弟にハイラムとともに手を置きましたが，途端に彼ら

自身も病に襲われ，二人とも陣営を去らなければなりませんでした。

ジョセフは後にこう語っています。「わたしは皆さんに何が起ころ

うとしているかを伝えました。そして苦難が訪れたとき，わたしは

それを止めるために手を伸ばし，それによってもう少しで自ら倒れ

るところでした。」あの任務はわたしにとって非常に興味深いもの

でした。4
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ミズーリ州クレイ郡に近づくにつれて，ジャクソン郡の住民は非

常に不安を募らせました。12人の男を乗せた渡し船がミズーリ川を

渡ってクレイ郡リバティーにやって来て，州議会議事堂で住民集会

を開き，出て行ってモルモンの陣営を壊滅させるよう聴衆をそその

かす激しい演説を行いました。しかしクレイ郡の住民はそうする気

にはなりませんでした。……

しかし，ジャクソン郡で騎兵と歩兵とから成る暴徒の一団が起こ

り，川を渡ってクレイ郡に入り，わたしたちを滅ぼすためにやって

来ました。わたしたちはフィッシング川の東岸に野営しており，暴

徒はそこで戦おうとしていました。わたしたちは雲一つない晴れ渡

った空の下で，バプテスト教会の集会所の横に野営していました。

テントを張るやいなや，馬に乗った二人の男がひどいののしりの言

葉を口にしながら宿営を通り抜けて行きました。……彼らが宿営の

東側に出て行くと，北西に小さな雲が現れ，それが巻き物のように

広がり始めました。そしてすぐに頭上の空全体が，インクのように

真っ黒い雲に覆われたのです。間もなく稲妻が光り，雷鳴がとどろ

き滝のような雨が降り，激しい雹
ひょう

が降りました。宿営に降った雹の

中にはコマドリの卵くらいの大きさのものもあって，白い外套
がいとう

のよ

うにあっという間に地面を覆いました。皆身を守るために集会所に

逃げ込まなければなりませんでした。預言者ジョセフは最後に入っ

て来ました。5

預言者ジョセフは帽子や衣服から水を払い落としながら入って来

ると，こう言いました。「皆さん，このことには意味があります。

この嵐
あらし

は神が起こされたものです。」わたしたちは神に賛美の歌を

歌い，敵が激しい嵐に打たれている中，屋根の下で長いすに横にな

って一晩を過ごしました。6

野営したときにはほとんど靴をぬらすことなく渡れた川が20フィ

ート〔6メートル〕に上昇し，そのために敵はだれも西からわたし

たちのところに来ることができず，東にいた騎兵隊は，大粒の雹を

避けて，学校やそのほか近くの避難できる場所に逃げ込まなければ

なりませんでした。馬は大部分が雹や嵐に追いやられ，鞍
くら

や手綱を

つけたまま森の中を何マイルも散らされて，幾日も見つかりません

でした。7

報告によると，学校にいた一団の首領は，モルモンに何かを仕掛

けようとする度に，雹の嵐など自分たちの行動を妨げることが起こ
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るのは奇妙だと言い，それでも神がわたしたちとともに戦っておら

れることを認めようとはしませんでした。8

わたしたちは主がともに戦い，救い出してくださったこと，また

敵が再び向かって来ようとしなかったことを感謝しました。

翌朝（ 6月22日）フィッシング川であの啓示が与えられました。

それは教義と聖約の第105章に記録されています。〔 9－14節参照。

ここで主はシオンの陣営の当初の任務を終了させておられる。〕そ

の日から，クレイ郡の人々の心が和らげられ，わたしたちは同郡へ

の旅を続け，最後の野営をしました。……そこで預言者ジョセフの

口を通して語られた主の言葉の成就として，幾つかの苦難を経験し

ました。……

数日間クレイ郡にとどまって教会を整えた後，預言者ジョセフは，

シオンの陣営の隊員のうちで家族を持つ人たちとともにカートラン

ドに戻りました。そして家族のいないわたしたちは，キリストの福

音を宣
の

べ伝えるために，ほかの地方に行くまでミズーリにとどまっ

たのです。9

シオンの陣営が召集されたとき，わたしたちの多くはそれまで互

いの顔を一度も見たことがありませんでした。見知らぬ者同士であ

り，多くの者が一度も預言者に会ったことがありませんでした。ふ

るいでふるわれた穀粒のように，全国に散在していました。わたし

たちは若く，あの初期の時代に，上って行ってシオンを贖うように

呼びかけを受けて，なすべきことを信仰によって行わなければなり

ませんでした。様々な州からカートランドに集まり，神から与えら

れた命令に従ってシオンを贖
あがな

うために上って行きました。神はアブ

ラハムの働きを受け入れられたように，わたしたちの務めを受け入

れられました。背教者や不信仰な人々からは「一体何をしてきたの

か」と幾度も尋ねられましたが，わたしたちは多くを成し遂げまし

た。ほかのどのような方法によっても決して得ることのできない経

験でした。預言者の顔を見る特権を得，ともに1，000マイルを旅し，

神の御霊
みた ま

が働くのを見ました。そしてイエス・キリストの啓示がジ

ョセフに与えられて，成就するのを見る特権を得ました。10

〔わたしたちが〕シオンの陣営における旅で得た経験は黄金より

も価値があるものであり，その陣営の歴史は最後の世代に至るまで

伝えられるでしょう。11
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ミズーリ州ファーウェストの神殿用地に集まるという
主の命令を成し遂げる

注：1838年 4月26日，主は預言者ジョセフ・スミスを通して，教会

の管理役員はミズーリ州ファーウェストの町に神殿を建て始めるべき

であることを示された（教義と聖約115：7－10参照）。また主は，こ

の啓示が与えられた日からちょうど1年後に当たる1839年 4月26日に

「土台を据える作業を再開」するように命じられた（教義と聖約115：

11参照）。後にウィルフォード・ウッドラフ大管長は，これは「神殿

の隅石を据える」ようにという命令であったと説明している。12 1838

年 7月 8日，預言者ジョセフは「おお，主よ，十二使徒会についての

あなたの御心
みこころ

をわたしたちにお示しください」と請い願った（教義と

聖約118章，前書き）。それに応じて，主は翌年の春に十二使徒定員会

の会員がイギリスに福音を宣
の

べ伝えに行くことになると示された。定

員会は1839年 4月26日にファーウェストの神殿用地で会い，その伝道

の始まりを告げることになった。また十二使徒定員会の空席を満たす

ために，ジョン・テーラー，ジョン・E・ページ，ウィルフォード・

ウッドラフ，およびウィラード・リチャーズを任命することになった

（教義と聖約118：4－6参照）。

〔1838年に〕啓示が与えられたとき，末日聖徒のほとんどが住ん

でいたミズーリ州ファーウェストでは，すべてが安らかで穏やかで

した。しかしその成就の時が来る前に，神の聖徒たちはボッグズ知

事の命令の下，ミズーリ州からイリノイ州へと追い出されました。

そしてミズーリの人々は，もしジョセフ・スミスのほかの啓示がす

べて成就するとしても，その啓示が成就することはないと誓いまし

た。啓示では，十二使徒が大海を渡って伝道に行くために聖徒たち

に別れを告げる日付と場所が述べられており，ミズーリの暴徒を率

いる者たちは，それが成就することはないだろうと宣言していたの

です。……

主からのこの命令を成就する時が近づいてきたとき，十二使徒会

の会長はブリガム・ヤングでした。先任使徒であった〔トーマス・〕

B・マーシュは背教していたのです。ブリガム兄弟は，啓示を成就

しにファーウェストに行くことに対するそれぞれの思いを確かめる

ために，十二使徒の中で当時イリノイ州クインシーにいた人を呼び
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集めました。預言者ジョセフと兄のハイラム，シドニー・リグドン，

ライマン・ワイトおよびパーリー・P・プラットは当時ミズーリの

監獄にいました。しかし祝福師である父ジョセフ・スミス〔・シニ

ア〕はイリノイ州クインシーにいました。父スミスやその場にいた

人々は，生命が大変な危険にさらされることになるので，旅を試み

ることが賢明であるとは思っていませんでした。主は実際の行いの

代わりに，行いたいという望みを受け入れてくださるだろうと考え

ていたのです。しかしヤング会長が十二使徒にこの件に関する気持

ちを尋ねたとき，全員が声をそろえて，主なる神が語られたのであ

り，わたしたちは従うべきであると言いました。御自分の僕
しもべ

の進退

は主がお決めになることであって，わたしたちは命令を果たすか，

そうでなければ果たそうと試みながら死ぬつもりでした。

この旅をすることで十二使徒が直面する危険を十分に理解しても

らうために，読者にはミズーリ州のリルバーン・W・ボッグズ知事

が発した宣言を思い起こしてもらわなければなりません。それはす

べての末日聖徒に同州からの退去を要求したもので，さもなければ

撲滅
ぼくめつ

するとされていました。ファーウェストは州軍，実際には組織

された暴徒によって占領されていました。住民は武器の引き渡しを

強要されていました。見つかったすべての〔教会〕指導者が捕虜に

なっていました。残りの聖徒――男性，女性，そして子供たち――

は自分たちの命を守るために，家や土地，および携えて行くことの

できない財産をすべて残して，できるかぎり州の外に逃げなければ

ならず，聖徒の財産は暴徒のものとなりました。実際，暴徒は見つ

けた聖徒の牛や豚をすべて撃ち殺し，手当たり次第にほとんどのも

のを奪いました。末日聖徒は情け容赦のない残酷な扱いを受け，こ

の上なく侮辱的な虐待を堪え忍ばなければなりませんでした。聖徒

の多くは，とりわけ名の知れた人たちは，非常な苦難の中でかろう

じて州を脱出しました。当時その州には，まるで「モルモン」を撃

つのは狂犬を撃つのと同様に差し支えないことであるかのように行

動する人が大勢いたからです。……

わたしたちは啓示で求められていたことを果たそうと決意して，

……ファーウェストに向かって出発しました。……

1839年 4月26日の朝，この日に果たされるとされていた啓示が成

就することはないという敵の脅しにもかかわらず，また知事の命令

によって 1万人の聖徒が州から追い出されていたにもかかわらず，
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そして預言者ジョセフ・スミスと兄のハイラムがほかの指導者たち

とともに敵の手中にあって，監獄で鎖につながれているにもかかわ

らず，わたしたちはファーウェストの町にある神殿用地に進みまし

た。そして評議会を開き，与えられた啓示を成就して命令を果たし，

この評議会でほかに多くの事柄を成し遂げました。……

神の啓示を成就して命令を果たすのを見るために，神殿用地にと

どまっていたわずかに残った聖徒に別れを告げて，わたしたちはフ

ァーウェストとミズーリ州に背を向けてイリノイ州に戻りました。

わたしたちに向かって舌を鳴らす犬もなく〔出エジプト11：7参照〕，

「なぜそのようにするのか」と言う人もありませんでした。使命を

果たしたのです。

わたしたちは蒸気船でミシシッピ川を渡り，5月 2日にクインシ

ーに入り，再び平穏かつ安全に家族のもとに着いたことを皆が喜び

ました。13
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イリノイ州コマース，アイオワ州モントローズでの
病人の癒し

〔1839年に〕イギリスでの伝道に出発する前に，わたしたちは家

族を移住させる必要がありました。そして民の移住先としてコマー

スと呼ばれる場所，後にノーブーと名付けられる地が選ばれました。

5月15日に，ブリガム・ヤング兄弟と一緒に，それぞれの家族を

連れてクインシーを出発し，18日〔に〕コマースに到着しました。

ジョセフと会った後，〔ミシシッピ〕川を渡ってアイオワ州モント

ローズに向かいました。ブリガム・ヤング会長とわたしは，家族と

ともに，14フィート四方ほどの部屋に住みました。そしてやっとヤ

ング兄弟は別の部屋を手に入れました。……それからオーソン・プ

ラット兄弟と家族が，わたしと家族のいる部屋に引っ越して来まし

た。

この古い仮設小屋の一軒に住んでいたころ，神の力が預言者ジョ

セフとともにあった一日を経験しました。非常に病人の多い時期で，

ジョセフはコマースにあった自宅を病人に提供し，自分は家の前庭

にテントを張って生活していました。ミズーリ州を追い出された大

勢の聖徒が続々とコマースに集まっていました。しかし入る家がな

く，荷車やテントや地面で生活していました。その結果，大勢の人

が風雨に身をさらして病気になったのです。ジョセフ兄弟は病人の

世話を続け，疲れ果てて自らも病気になりそうでした。

1839年 7月22日の朝，預言者は迫害と苦境にある神の聖徒たちの

状況について深く考えながら起き上がり，主に助けを祈り求めまし

た。すると神の力が激しく宿り，イエスがその時代に御自分の周囲

にいた病人を癒
いや

されたように，神の預言者ジョセフもまた，このと

き周囲にいた人をすべて癒したのです。自分の家と前庭にいた人を

皆癒しました。それからシドニー・リグドンと数名の十二使徒とと

もに，川の土手に横たわっていた病人の中を通り抜け，彼らに向か

って大きな声で，イエス・キリストの名によって起き上がって癒さ

れるように命じました。すると皆癒されました。川の東岸にいた病

人をすべて癒すと，渡し船でミシシッピ川を渡って西岸へ行き，わ

たしたちのいたモントローズにやって来ました。最初に入ったのは

ブリガム・ヤング会長の家でした。当時ヤング会長は病の床にあり

ました。預言者は家に入ると彼を癒し，全員一緒に出て来ました。
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わたしの家の前を通り過ぎて行くとき，ジョセフ兄弟が言いました。

「ウッドラフ兄弟，わたしに付いて来てください。」この一言のほか，

一行はブリガム兄弟の家を出てから公共の広場を横切って〔エライ

ジャ・〕フォーダム兄弟の家に入るまで，だれも何も口にしません

でした。フォーダム兄弟はそれまで1時間ほど生死の境をさまよっ

ており，いつ最期を迎えてもおかしくない状態でした。

わたしは神の力が預言者からあふれ出るのを感じました。

家に入ると，ジョセフ兄弟はフォーダム兄弟に歩み寄り，右手を

取りました。左手には帽子を持っていました。

フォーダム兄弟の目はうつろで，口も利けず，意識もありません

でした。

手を取った後，ジョセフ兄弟はその瀕死
ひん し

の男性の顔を見詰めて言

いました。「フォーダム兄弟，わたしがだれか分かりますか。」初め

は何の反応もありませんでした。しかしわたしたちは皆，神の御霊
みた ま

の力が彼のうえにとどまるのを見ました。

ジョセフ兄弟は再び言いました。「エライジャ，わたしがだれか

分かりますか。」

フォーダム兄弟が低いささやくような声で答えました。「はい。」

それから預言者は「癒
いや

されるという信仰がありますか」と尋ねま

した。

今度は前よりも少しはっきりと返事が返ってきました。「もう手

遅れだと思います。もう少し早く来ていただいていたなら，癒され

ていたと思います。」

彼は眠りから覚めたような顔をしていました。それは死の眠りで

した。

それからジョセフが言いました。「イエスがキリストであられる

ことを信じますか。」

「信じています，ジョセフ兄弟」と彼は答えました。

すると神の預言者は大きな声で，神会の威光をまとっているかの

ように言いました。「エライジャ，ナザレ人イエスの御名
み な

によって

命じます。起きて，病から癒されなさい。」

預言者の言葉は人の言葉のようではなく，神の声のようでした。

わたしには家が土台から揺れ動いたように思われました。

エライジャ・フォーダムは死からよみがえった人のようにベッド

から起き上がりました。顔には血色が戻り，動きの一つ一つに生気
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が表れていました。

フォーダム兄弟の両足は……湿布に包まれていました。彼は湿布

を足ではねのけて中身をまき散らすと，服を取りに行かせ，身に着

けました。また牛乳に浸したパンを求め，食べました。それから帽
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子をかぶってわたしたちに付いて通りに出て，ほかの病人を訪れた

のです。

不信仰な人は「欺かれたのではないか」と言うかもしれません。

たとえ不信仰な人の思いの中に欺きがあるとしても，生死の境を

さまよっていたエライジャ・フォーダムにも，ともにいた人たちに

も，そのようなものはまったくありませんでした。もし救い出され

ていなかったなら，数分後には霊界にいたと思われるからです。

……

フォーダム兄弟の家を出るとすぐに，非常に衰弱して危篤の状態

にあったジョセフ・B・ノーブルの家に入りました。家に入ると，

ジョセフ兄弟は彼の手を取り，イエス・キリストの名によって立ち

上がって癒
いや

されるように命じました。すると彼は立ち上がり，瞬く

間に癒されました。

このことが行われている間に，その地の邪悪な暴徒が……危機感

を募らせ，わたしたちの後を追ってノーブル兄弟の家に入って来ま

した。

暴徒がやって来る前に，ジョセフ兄弟はフォーダム兄弟に祈りを

ささげるように求めていました。

そしてフォーダム兄弟が祈っている間に，暴徒が，付いて来たす

べての悪霊とともに入って来ました。

暴徒が入って来た途端に，祈っていたフォーダム兄弟は意識を失

い，崩れるように床に倒れました。

ジョセフは暴徒が家にいるのを見ると，立ち上がって暴徒と付い

て来た悪霊の両方を部屋から退かせました。するとフォーダム兄弟

はすぐに力を取り戻し，祈りを終えたのです。

このことから，悪霊が人の肉体に対してどのような力を持ってい

るかが分かります。聖徒は神の力によってのみ悪魔の力から救われ

るのです。

ノーブル兄弟がその日に癒された最後の人物でした。それは教会

が組織されて以来，癒しの賜物
たまもの

を通して神の力が現れた，最も大い

なる日でした。14

開拓者のソルトレーク盆地への到着

注：1834年 4 月，ウィルフォード・ウッドラフは，預言者ジョセ

フ・スミスが次のように預言するのを聞いた。「無数の末日聖徒がロ
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ッキー山中に集まり，そこでレーマン人の中に福音を確立するための

扉を開きます。そしてレーマン人は福音を受け入れ，神のエンダウメ

ントと祝福を授かるのです。聖徒たちはロッキーの山々に行き，そこ

で至高者に神殿を建てます。」15 この預言の成就として，聖徒たちはそ

の13年後，迫害を受けて様々な場所に追いやられた後に，ソルトレー

ク盆地に移住を始めた。当時十二使徒定員会の会員であったウッドラ

フ長老は，新しい約束の地に旅をした開拓者の最初の隊員として，

1847年 4月にネブラスカ州ウィンタークォーターズを出発し，1847年

7月にソルトレーク盆地に到着した。

〔1847年 7月〕22日，オーソン・プラット，〔ジョージ・〕A・ス

ミスとほか7人が，道の整備を隊に任せて，先に馬で盆地に入りま

した。ヤング会長は病気で，わたしは自分の荷車に用意したベッド

に彼を乗せ，本隊とともに野営しました。……

24日，わたしはベッドに横たわるヤング会長を乗せて荷車を走ら

せ，広々とした盆地に入り，隊の残りの人たちが後に付いて来まし

た。峡谷を抜けて盆地を一望できる場所に来ると，わたしは荷車の

向きを変えて西の方向が見えるようにしました。ヤング会長はベッ

ドから起き上がってその土地を見渡しました。前方に広がる景色を

眺めながら，数分にわたって示現に包まれていました。ヤング会長

は以前にその盆地を示現で見ており，このときは，その山々に囲ま

れた盆地に据えられる将来のシオンとイスラエルの栄光を見たので

す。示現が終わると，彼は言いました。「けっこうです。まさにこの

地です。さあ，行きましょう。」そこでわたしは，先にやって来た人

たちがすでに設置していた野営地に向かって荷車を走らせました。

宿営地に到着すると，兄弟たちはすでに耕作を始めていました。

ジャガイモを 1ブッシェル〔約24キロ〕携えて来ていたわたしは，

それを植えるまでは飲食をしないと決意しました。1時までには植

え終わりました。このとき植えたものは，兄弟たちの植えたジャガ

イモとともに，その後ユタで収穫されるジャガイモの基となりまし

た。

夕方，わたしはヒーバー・C・キンボール，〔ジョージ・〕A・ス

ミス，E・T・ベンソンとともに，木材を探して馬でシティークリー

ク〔キャニオン〕に行きました。そこにいる間に雷雨に見舞われ，

雨はほとんど盆地全体に降り注ぎました。……
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28日の朝，……ヤング会長は十二使徒と評議会を開き，野営地の

先を歩きました。そして立ち止まると，杖
つえ

を突き立ててこう言った

のです。「ここが神の神殿の建つ場所です。」そこは〔ソルトレーク〕

神殿の敷地のほぼ中央でした。16

神はわたしたちを祝福され，地を祝福され，耕作は大きな成功を

収めてきました。……そこは不毛の，荒廃した地で，イナゴとコオ

ロギとコヨーテがたくさんおり，この土地が自然に産するものはそ

れだけであるように思われました。わたしたちは見えるものによら

ないで，信仰によって働きに出て行き，地を耕しました。持ってい

た鋤
すき

は，最初の日にほとんど折れてしまいました。また地を潤すた

めに小川から水を引かなければならず，何を育てるにも経験によっ

て学ぶ必要がありました。ソルトレーク・シティーを訪れる人は，

果樹園や通りの木々を見て，何と実り豊かな喜ばしい地だろうと思

います。しかし，目前に見ているほとんどの木が，その樹齢によっ

て20年あるいは24年の間，夏季を通じて週に2度の水やりを必要と

し，そうでなければずっと以前にすべて枯れていたであろうとは思

いもしないのです。わたしたちは，地の耕作に力を合わせてこなけ

第14章

147

1847年 7月24日，ブリガム・ヤング会長はウィルフォード・ウッドラフの
荷車に設けられたベッドから起き上がり，

聖徒たちが新たな安住の地に到着したことを宣言した。



ればなりませんでした。そして主は働きを祝福してくださり，これ

まで主の憐
あわ

れみがこの民のうえにありました。17

開拓者の旅において，わたしたちはここ〔ソルトレーク盆地〕に

信仰によって来なければなりませんでした。この土地については何

も知りませんでしたが，それでもこの山々に来るつもりでした。ジ

ョセフは生前にここに来るための部隊を組織していました。ジョセ

フにはこの地が見えていました。そして完全に理解していたのです。

神はジョセフにこの教会と王国の未来をお示しになりました。そし

て彼が基を据えている業が永遠の王国となり，いつまでも存続する

ことを度々お伝えになったのです。ヤング会長は開拓者をこの土地

に導きました。主が支えてくださることを信じる信仰がありました。

当時この地へ旅をしたすべての人がこの信仰を持っていました。神

の御霊
みた ま

がともにあり，聖霊がともにいてくださいました。また主の

天使がともにいて，わたしたちは祝福を受けました。この地にやっ

て来る中で，期待したすべて，そしてそれ以上のことが，時間の許

すかぎり実現してきました。18

開拓者として，また神の民として，わたしたちは預言を成就し，

歴史を作っています。……わたしたちの生涯と歴史と旅のすべてが，

昔の預言者たちによって示されてきました。開拓者がこの不毛の砂

漠にやって来て，聖徒たちがその後に続き，砂漠にさふらんのよう

に花を咲かせて〔イザヤ35：1参照〕預言を成就したように，また，

すべての小川と静かな流れのほとりに穀物をまき，モミと松とツゲ

〔の木〕を利用して神の聖所の地を飾り，主の足を置く所を尊くし

たように〔イザヤ60：13参照〕，……わたしたちも召しを尊んで大

いなるものとし，シオンと神の王国を，それが天と地の前で完成さ

れるまで，築き上げましょう。そしてわたしたちを遣わされた方々

や，わたしたちを示現や啓示によって見てきた人々の期待を裏切る

ことなく，行く末をすべて達成し実現して，天の御父とその天使た

ちとすべての善良な人に満足をもたらしましょう。19

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。
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• 134ページにあるウッドラフ大管長の言葉を読んでください。な

ぜわたしたちは初期の末日聖徒について学ぶべきなのでしょう

か。開拓者の物語が，「根も葉もない作り話のように忘れ去られ

〔る〕」ことのないようにするにはどうすればよいでしょうか。

先祖の生涯についての話を残すにはどうすればよいでしょうか。

• シオンの陣営での経験は，どのような形でウィルフォード・ウ

ッドラフの益となったでしょうか（135－138ページ参照）。この

経験は，ウッドラフ長老が将来教会を導くための備えとしてど

のように役立ったと思いますか。あなたの経験は，奉仕の業に

備えるうえでどのように役立ってきたでしょうか。

• 十二使徒定員会の会員たちは，なぜミズーリ州ファーウェスト

の神殿用地に行くべきだと感じたのでしょうか（139－141ペー

ジ参照）。この話からどのようなことが学べるでしょうか。

• エライジャ・フォーダムやほかの人たちの癒しについての物語

から，どのようなことを学びましたか（142－145ページ参照）。

この話は，メルキゼデク神権者が病人に祝福を授ける備えをす

る際にどのように役立つでしょうか。

• 開拓者のソルトレーク盆地への旅は，信仰についてどのような

ことを教えているでしょうか。初期の開拓者の生涯には，ほか

にどのような福音の原則が見られるでしょうか（145－148ペー

ジ参照）。

• 家族の中に現代の開拓者がいますか。地域や国の中ではどうで

しょうか。彼らが開拓者であるのはなぜでしょうか。

• すべての教会員は，どのように初期の末日聖徒からの霊的な受

け継ぎを共有しているのでしょうか。

関連聖句――ヤコブの手紙 5：14－15；アルマ15：1－12；エテル
12：6；教義と聖約42：44－48；103章；105章；115章；118章；136

章
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G・ホーマー・ダラム選（1946年），305

11．Deseret News：Semi-Weekly，1880年
7月27日付，2

12．Deseret News：Semi-Weekly，1869年
12月21日付，1

13．“Leaves from My Journal，”Millennial
Star，1881年10月10日付，645－647

14．“Leaves from My Journal，”Millennial
Star，1881年10月10日付および17日付，
647，669－671

15．Conference Report，1898年 4月，57でウ
ィルフォード・ウッドラフが引用

16．Deseret News：Semi-Weekly，1880年
7月27日付，2

17．Deseret News，1872年5月22日付，216
18．Deseret News：Semi-Weekly，1869年
12月21日付，1

19．Deseret News：Semi-Weekly，1880年
7月27日付，2－3



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1834年11月，ウィルフォード・ウッドラフはアロン神権の祭司に聖
任され，専任宣教師として働く初めての割り当てを受けた。それはミ

ズーリ州クレイ郡にいたときのことである。（ウッドラフはシオンの

陣営の後クレイ郡にとどまっていた。）伝道へ出る前，自分を宣教師

に割り当てた監督と話をした。話の中で，任地に向かう際に取るべき

経路について尋ねた。また，自分も同僚も，主が当時の宣教師に命じ

ておられたように，財布も袋も持たずに旅をするべきかどうか尋ねた

（教義と聖約24：18；84：78，86参照）。財布も袋も持たずに旅をす

るということは，金銭を持たずに出て行き，教会員や人々の親切に

頼って食物や宿を提供してもらうことである。後にウッドラフ大管

長は，このときの監督との会話を次のように回想している。

「当時，教会の兄弟たちにとって〔ミズーリ州〕ジャクソン郡を通

って行くのは危険なことでした。監督はわたしにアーカンソー州に行っ

てほしいと思っていたのですが，その道はジャクソン郡の真ん中を通っ

ていたのです。わたしは監督に，ジャクソン郡を通って行くべきかどう

か尋ねました（わたしには同僚がいました。その同僚は長老でした）。

監督は言いました。『もしそのようにする信仰があるならば，そ

うしてもかまいません。わたしにはありませんが。』

監督にしては奇妙な発言だと思いました。

さらに監督に聞きました。『それから，主は，財布も袋も持たず

に旅をしなければならないと言っておられます。わたしたちもそう

するべきでしょうか。』

監督は言いました。『それは神の律法です。ですから，信仰があ

るなら，できるはずです。』」1

151
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信仰により生きる

地上に主の王国を築くために努力するときに，

主が強めてくださるという確信をもって，見えるものによら

ないで，信仰によって歩まなければなりません。
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イエスは御父の業を行うために来られました。

そのイエスを支えるために力を行使されたのは，ほかならぬ御父でした。」



この会話を終えるとすぐに，ウィルフォード・ウッドラフは同僚

とともに伝道に出発し，財布も袋も持たずにジャクソン郡を通って

旅をした。ウッドラフ大管長は後にこう語っている。「わたしたち

は旅行かばんに数冊のモルモン書と多少の衣類を詰め，革ひもで背

負い，徒歩で出発しました。それから，渡し船でジャクソン郡に入

り，そのままジャクソン郡を通って行きました。主が何度か，奇跡

的な方法で，暴徒から守ってくださいました。」2

主はこの二人の宣教師をジャクソン郡の暴徒から守り，道中さらに

ほかの危険からもお守りになった。ウッドラフ大管長はそのような経

験の一つを回想している。同僚とともに木立に近づいたとき，大きな

黒い熊が1頭，彼らの方を向いて出て来た。「わたしたちは熊を恐れ

ませんでした。主の務めを受けていたからです。それに，神の預言者

をあざ笑うようなこともしていなかったからです。つまり，エリシャ

に『はげ頭よ，のぼれ』と言い，そのため熊に裂かれた42人の邪悪な

子供のようなことはしていなかったのです〔列王下2：23－24参照〕。

……熊はわたしたちから8ロッド〔約40メートル〕の所までやって

来ると，腰を下ろし，こちらをちらっと見ましたが，すぐに走り去っ

て行きました。わたしたちは喜び，そのまま歩き続けました。」3

ウッドラフ大管長は，信仰をもって主に仕えることによって受け

た祝福について触れながら，この最初の伝道について度々語ってい

る。「人生の中で，使徒，七十人，あるいは長老として過ごした時

期に，祭司の職にあったとき以上の守りを主から受けたことは，一

度もありません。主はわたしに，啓示や示現，また聖なる御霊
みた ま

によ

って，前途に待ち受けている多くの事柄を示してくださいました。」4

ウィルフォード・ウッドラフの教え

地上の生涯の間，見えるものではなく，
信仰によって歩まなければならない

信仰は福音の第一の原則です。信仰とは何でしょうか。パウロは

ヘブル人への手紙の中で信仰について説明しようとしています。パ

ウロは「信仰とは，望んでいる事がらを確信し，まだ見ていない事

実を確認することである」と述べ，それを証明するために，人が信

仰によって成し遂げてきた事柄を列挙しています〔ヘブル11章参

照〕。信仰は，神がかつて明らかにされた原則の中で最も重要なも
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のの一つであると，わたしは考えています。5

もし正しい理解を持っているなら，皆，主が見ておられるように

見，主の目的がどのように成し遂げられるかが理解できるでしょう。

しかしわたしたちは，見えるものによらないで，信仰によって歩ま

なければなりません。6

幕の向こう側に行くときに，人は知識を得ることになります。そ

のときまでは，信仰によって生きるのです。しかし，まだ見ていな

い事柄にも，それが真実であるという証拠があります。復活も，永

遠の裁きも，日の栄えの王国も，さらに，神殿の聖なる油注ぎとエ

ンダウメントの中で神から授けられる大いなる祝福も，すべては未

来に関するものです。そして，それはすべて永遠の真理なので，必

ず成就します。肉にある間，肉の幕に覆われたままで，来るべき世

で待ち受けているものを完全に理解することは決してないでしょ

う。しかし，この地上に住むわずかな期間に，神に仕え，神の戒め

を守る人は皆，その報いを得るのです。7

兄弟姉妹，皆さんは信仰によって生きなければなりません。神が

すべての力を持っておられることを，日々はっきり自覚しなければ

なりません。神を通して，安らかに暮らし，豊かさを享受できてい

ることを悟らなければなりません。8

キリストの福音に生きるには，朝から晩まで信仰が必要なのです。9

信仰は行いによって示される

主の言葉を聞くのは……ほんとうに良いことです。主の言葉を信

じるのもほんとうに良いことです。しかし，主の言葉を実践するの

は，なおすばらしいことです。10

福音の第一の原則は信仰です。さて，世の人は皆，イエス・キリ

ストを信じていると言うかもしれません。しかしキリストを信じる

ほかにもなすべきことがあります。罪を悔い改め，罪の赦
ゆる

しのため

にバプテスマを受け，聖霊を受けなければなりません。それこそ，

キリストと主の使徒が教えた教義なのです。11

教会の信条に従って生きるには，聖徒の側に信仰が求められます。

義務を果たし，主の前をまっすぐに歩み，地上に主のシオンを築き

上げるには，信仰が必要です。そのうえで，信仰に一致した行いが

求められます。……末日聖徒の義務は，民として結束し，怠けるこ

となく善を行うことです。12
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神の王国を築くためには，
信仰を働かせなければならない

信仰は賜物
たまもの

であり力の源です。信仰は，神の王国を築き上げ，求

められる業を成し遂げるために，世のあらゆる時代の聖徒に必要な

ものです。13

ヘブル書の第11章を読めば，世の創造から始まって，すべてのこ

とが信仰によって成し遂げられてきたことが分かります。昔のあら

ゆる族長や預言者の業はすべて，信仰という原則を用いることによ

って成し遂げられました。そしてそれは，最後の時満ちる神権時代

においてもまったく同じなのです。14

かいばおけから十字架まで，イエスの生涯には，痛み，悲しみ，

苦悩，苦しみ，迫害，嘲笑
ちょうしょう

がつきまといました。イエスでさえも，

全生涯を通じて，すべての業を信仰によって行われたのです。イエ

スは御父の業を行うために来られました。そのイエスを支えるため

に力を行使されたのは，ほかならぬ御父でした。イエスは，この世

において課せられたすべての務めを成し遂げることができると，完

全に信じておられました。主はすべての要求を，信仰という原則に

従って満たされたのです。この信仰という原則により，バプテスマ

をはじめとするすべての律法に従われました。……当時の使徒たち

も，務めを果たすときにはこの同じ原則に従う必要がありましたし，

この末日においても同様に，聖徒たちが働くときには，この信仰の

原則に基づいて働く必要があるのです。

ジョセフ・スミスは信仰によって働かなければなりませんでした。

確かにジョセフは，昔の聖徒たちのように非常に多くの事柄を理解し

ていました。それでも，信仰を働かさなければならないことも多かっ

たのです。ジョセフは自分が昔の預言者の預言を成就しようとしてい

ることを信じていました。神から召されたことを知ってはいましたが，

神の王国を確立する業において絶えず信仰によって働かなければな

りませんでした。1830年 4月 6日に教会が組織されたとき，会員は

6人しかいませんでした。しかしジョセフには信仰がありました。

そのようにして始まった王国が，1粒のからし種のように，大いな

る教会，大いなる王国として，地の上に発展するという信仰を持っ

ていたのです。だからこそ，その日から息を引き取る日まで，つま

り，自らの血をもって自分の証
あかし

を確実なものとしたあの日に至るま
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で，ジョセフは全生涯を通じて，まるで深い水の中を歩いて行くか

のように，絶え間ない迫害や虐
しいた

げの中を歩んで行ったのです。ジョ

セフはすべてを信仰によって堪え忍びました。そして，この世を去

る日まで，イエスの証に雄々しくあり，心から忠実でした。……

……地上に神の教会と王国を築き上げるために，聖徒たちはこれ

まで信仰によって働かなければなりませんでした。その必要性は今

も変わりません。15

何百もの人が〔神殿〕で働いています。だれのためでしょうか。

生者と死者の両方のためです。なぜ死者のために働くのでしょうか。

死者が復活するのを見たことがあるのでしょうか。いいえ，示現や

啓示以外に，死者の復活を目にしたことはありません。しかし，死

者の復活に信仰を持っているので，その証
あかし

としてこの業を行ってい

るのです。神殿で働く人々は復活と永遠の裁きを待ち望んでいます。

日の栄えの王国と，神が人の子らの救いと昇栄のために明らかにさ

れた大いなる祝福を待ち望んでいます。神殿の業を行っているのは，

信仰によるのです。そして，その信仰の力により，すべてを成し遂

げてきました。……〔ソルトレーク〕タバナクルが建てられたのも，

…… 神殿が築かれてきたのも，……人々が地のもろもろの国から集

められてきたのも，信仰によるのです。

これまで，何千人もの長老が召されてきました。彼らは大学で学

んでいたのではなく，生活のために様々な職業に就いていました。

そして，金銭や代価を受けることなしに福音を宣
の

べ伝えるために，

世に遣わされたのです。……人々はこの長老たちの言葉に耳を傾け

ます。すると，何らかの霊または力が働いて，長老たちの証
あかし

が真実

であるという確信を受けます。……その結果，何が起きたでしょう

か。幾千もの人々が長老たちの証を信じ，その真実性を自分で確認

しているのです。この長老たちは信仰によって働きました。信仰に

よって旅をし，信仰によって業を行いました。長老たちを終始支え

たのは，信仰です。彼らは財布も袋も持たずに旅をしました。彼ら

に信仰があったので，天の神は食物と衣服を与え，進むべき道を開

いてくださいました。……そして大勢の人がこの純粋な長老たちの

証を信じました。そして，罪を悔い改め，罪の赦
ゆる

しのために御父と

御子と聖霊の名によってバプテスマを受けました。そして聖霊を受

け，聖霊から，福音が真実であるという証を受けました。16

世の歴史を通じ，どのような時代にあっても，神が一人の人に，
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または一つの民に，あることを行うように召したり命じたりなさる

ときには，人は決意と根気強さ，自らの内にある信仰によって，そ

れを成し遂げることができました。17

聖約を守り，戒めに従うとき，
主は人の内に信仰の力を増し加えてくださる

わたしたちが果たしてきた働きはすべて……信仰によるものでし

た。末日聖徒であるわたしたちは，信仰の原則を大切にするよう努め，

この原則においてさらに進歩するように努めなければなりません。18

主に助けを呼び求めるときに受け入れていただけるように，絶え

ず信仰を増していくことは，わたしたちの義務です。19

わたしは次のように真剣に考えています。主は，イスラエルの男

女一人一人に，そして末日聖徒一人一人に，まず聖なる御霊
みた ま

を受け

るように，次いで，御霊の実を結んで救いに至るように求めておら

れると。この求めに応じるならば，この民が聖約を守っていること，

そして神の戒めに従っていることが明らかになるでしょう。これは

わたしたち全員の義務です。この宗教を実践し，その命じることに
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ウッドラフ大管長は宣教師についてこう語っている。
「〔彼ら〕は信仰によって働きました。信仰によって旅をし，

信仰によって業を行いました。長老たちを……支えたのは，信仰です。」



従わなければなりません。そうするならば，この民が目を覚まして

義の業を起こしていることが人の目に明らかになるでしょう。この

民は信仰を持ち，力を持ち，立ち上がるでしょう。神の力と栄光が，

御手
み て

に使われる者たちによって現されるでしょう。御手に使われる

者とは，主がこの神権時代に，地の上にお選びになった人々，主が

聖なる神権をその手に託された人々のことです。20

主は恵み深い御方であられると，わたしは実感しています。また，

わたしたちに与えられる永遠の命の言葉を，地上のどんなものより

も尊ぶべきであると，強く感じています。聖なる御霊によって治め

られているかぎり，思いが強められ，信仰が深められるでしょう。

そして，神の王国を築き上げるために働くことでしょう。21

全能の御父よ，昔の聖徒たちは，信仰を伝えられ，信仰を持って

いました。この民の内に，そのような信仰の力を増し加えてくださ

い。栄光に満ちた，昔の聖徒たちの解放にまつわる数々の出来事を

思い起こすことによって，この民が強められますように。また御父

が交わしてくださった神聖な聖約を覚えることによって，この民が

強められますように。それにより，たとえ悪の影に覆われ，苦難に

取り囲まれ，屈辱の谷を通ることになっても，よろめくことなく，

疑うことなく，御父の聖なる御名
み な

の力によって，自分に課せられた

御父の義にかなった目的をすべて成し遂げることができますよう

に。自分が創造された目的を成就することができますように。御父

の恵みにより，付きまとうすべての罪に栄えある勝利を収めること

ができますように。すべての悪から贖
あがな

われ，天の王国において，永

遠に御父の御前
みまえ

に住む者の中に数えられることができますように。22

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 信仰とは何ですか（153－154ページ参照。ヘブル11：1，脚注 2

〔英語〕（footnote b）；アルマ32：21も参照）。どのようにして

「まだ見ていない事実を確認」していますか。「見えるものによ

らないで，信仰によって歩〔む〕」とは，あなたにとってどのよ

うな意味があるでしょうか。
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• イエス・キリストを信じる信仰は，日々の生活にどのような影

響を及ぼしていますか。永遠の命に対する希望にどのような影

響を及ぼしているでしょうか（モロナイ7：41－42参照）。

• 本章にあるウッドラフ大管長の教えから，信仰と行いの間にど

のような関係があることが分かりますか（ヤコブの手紙2：17－

26も参照）。

• 専任宣教師として初めて伝道に召されたとき，ウィルフォー

ド・ウッドラフはどのようにして信仰を示したでしょうか（151，

153ページ参照）。あなたの信仰が必要とされた経験には，どの

ようなものがありますか。

• イエス・キリストの模範から，信仰についてどのようなことが

学べるでしょうか。預言者ジョセフ・スミスの模範からはどう

でしょうか。今日
こんにち

の宣教師や新しい改宗者の模範からはどうで

しょうか（155－157ページ参照）。

• 主を信じる信仰を働かせたとき，主からどのように祝福されま

したか。

• 155ページの第1段落にある「賜物
たまもの

」という言葉に注目してくだ

さい。「信仰は神からの賜物である」と覚えておくことの大切さに

ついて考えるか，話し合ってください。この賜物を受けるために，

何をしなければならないでしょうか（157－158ページ参照）。

関連聖句――ローマ10：17；2コリント 5：7；ヒラマン15：7－8；
エテル12：2－27；モロナイ7：20－33
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ウッドラフ大管長の家族4世代。左上から時計回りに，息子のウィルフォード・ウ
ッドラフ・ジュニア，孫のウィルフォード・S・ウッドラフ，曾孫

ひまご

のチャールズ・
W・ウッドラフ，ウィルフォード・ウッドラフ大管長



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフとフィービー・ホイットモア・カー

ターは，1837年 4月13日，オハイオ州カートランドで結婚した。と

もに過ごした生涯を通じて多くの試練を堪え忍び，それによって互

いと，子供たちと，神の王国に対してますます献身的になっていっ

た。そのような経験の一つが，ウィルフォード・ウッドラフが使徒

に召される5か月ほど前の，1838年の冬に訪れた。教会員たちと集

まるためにウッドラフ兄弟が聖徒の一団を率いて旅をしていたとき

に，妻が重病を患ったのである。彼は後に次のように語っている。

「11月23日，妻フィービーは激しい頭

痛に襲われ，脳脊髄膜炎
のうせきずいまくえん

になってしまい

ました。旅を続けるうちに，彼女の苦し

みは日ごとにひどくなっていきました。

妻のように苦しんでいる女性にとって，

荒れた道を荷車で旅することはたいへん

過酷な試練です。加えて，娘も重い病気

にかかっていました。」

その後の数日間，旅を一時中断して休

息する場所を見つけることができた。し

かし，ウッドラフ姉妹の病状はさらに悪

化した。ウッドラフ兄弟は次のように回想している。「12月 3日，妻

の様態が非常に悪く，わたしは終日看病をしました。翌日，彼女の

ために買い物をしようと，〔近くの町〕イートンに戻りました。妻
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は徐々に衰弱しているようで，夕方，ついに彼女の霊が体を離れ，

妻は息を引き取りました。

姉妹たちは妻の周りに集まって涙を流し，わたしは悲しみのうち

に妻を見詰めて立ち尽くしていました。妻は目の前で死んで横たわ

っていましたが，神の御霊
みた ま

と力がわたしに宿り始め，彼女が病気に

なって以来初めて，信仰がわたしの心を満たしました。」

信仰により強められたウィルフォード・ウッドラフは，妻に神権

の祝福を授けた。次のように語っている。「わたしは妻に手を置い

て，イエス・キリストの名によって，死の力と滅ぼす者を叱責
しっせき

して

彼女から離れるように命じ，また命の霊が彼女の体に入るように命

じました。

すると妻の霊は体に戻り，病も癒
いや

されました。わたしたちは皆，

神の名を賛美し，神に頼って神の戒めを守りたいという気持ちにな

りました。

わたしがこの出来事を経験している間，（後に妻が述べたことに

よれば）妻の霊は体を離れ，自分の体がベッドに横たわっていて，

姉妹たちが涙を流しているのを見ました。妻は姉妹たちとわたしを

見，また幼い娘を見ました。そしてこの光景をじっと眺めていると，

二人の方が部屋に入って来ました。……使者の一人が妻に，「あな

たは選ぶことができる」と告げました。つまり，霊界に行って安息

を得ることができ，または，一つの条件の下で，自分の幕屋である

肉体に戻って，地上での働きを続ける特権を受けることもできると

いうことでした。その条件とは，『もしこれからも夫の傍らに立ち，

夫が福音のために経験するよう求められる人生のあらゆる苦労，試

練，艱難
かんなん

，苦難を，最後までともに経験することができると思うな

らば』というものでした。妻は夫と子供の姿を見て，こう言いまし

た。『はい，そのようにいたします。』

妻がそう決意した瞬間，信仰の力がわたしに注がれました。そして

わたしが祝福を授けたときに，妻の霊は幕屋に入ったのです。……

12月 6日の朝，御霊
みた ま

がわたしに次のように告げました。『立って，

旅を続けなさい。』そして神の憐
あわ

れみによって，妻は立ち上がって

身支度を整え，荷車まで歩いて行くことができました。こうして，

わたしたちは喜んで旅を続けました。」1

約束に忠実に，ウッドラフ姉妹は夫を支えた。夫が使徒の職務の

ため長期間にわたって家族と離れなければならなかったときでさえ

第16章

162



も，それは変わらない。1840年 5月 4日，ウッドラフ長老がイギリ

スで伝道していたときに，姉妹は1通の手紙を送り，次のように述

べている。「あなたが主のぶどう園で働くことは神の御心
みこころ

であると

よく分かっています。ですから，こうしたことに神の御心を認め，

受け入れています。あなたが出発してから，つぶやいたり不平を言

ったりしたことはありません。あなたが神への愛と畏
おそ

れのうちに使

命を果たし，再び家族のもとに戻って来る日を楽しみにしています。

わたしが恵みの御座
み ざ

の前に行くときには，いつでもあなたはともに

います。自分と子供たちに守護と祝福があるように求めるときには，

イエス・キリストの完全な福音を宣
の

べ伝えるために遠く離れて外国

にまで行っている，愛する伴侶
はんりょ

であるあなたのためにも同じことを

求めています。」2

そのように離れていたときに，ウッドラフ大管長もまた家族を思

う気持ちを，主の御心を行おうという決意とあわせて述べている。

1847年 4月 3日，ソルトレーク盆地に向かう開拓者の最初の隊とと

もに旅をする準備をし，日記に次のように書いている。「家族を離

れて伝道に行っていた間，どのようなときにも，今ほど心が重く感

じたことはない。これまでに地上における主のぶどう園で行ってき

た数多くの伝道の際にそうであったように，神がわたしと家族を支

えてくださって，地上で再会できるように神に祈る。」3 4日後，家族

はネブラスカ州ウィンタークォーターズにある聖徒の宿営地を出発

するウッドラフ長老を見送った。彼は宿営地から遠くない尾根で立

ち止まり，振り返って双眼鏡で家族を眺めた。4

ウィルフォード・ウッドラフは，家族が永遠のものとなり得ると

いう知識によって喜びを得ていた。この真理は彼に人生の困難を堪

え忍ぶ強さを与えた。次のように語っている。「わたしは幾度もこ

う思ってきました。もしメトセラと同じ年まで生きて働いたとして

も，それによって家族とともに永遠の世界において栄光のうちに住

むことができるとしたなら，この世で堪え忍ぶ苦痛も苦しみもこと

ごとく報われるでしょう。」5 永遠の家族という約束は，家族に対す

る彼の日ごろの振る舞いを左右した。娘のブランチェにあてた手紙

の中で，次のように述べている。「わたしたちは皆，死後永遠にと

もに住むことを望んでいる。後悔することが何もないように，生き

ている間に，親や子供として，互いを幸福にするためならどんな苦

労でもいとうべきではないと思う。」6
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ウィルフォード・ウッドラフの教え

結婚と親の務めに伴う祝福は，
この世の富よりもはるかに大いなるものである

主はわたしたちに，結婚は人のために神によって定められている

と告げておられます〔教義と聖約49：15参照〕。読んだところによ

ると，一部の地域社会では，結婚制度は評判の悪いものとなりつつ

あります。わたしたちの中でもこの傾向が強くなってきていると言

われています。これは間違いなく，富の増加と，妻や家族に対する

責任を引き受けるのを嫌う若い男性の態度に起因しています。初期

の時代の質素な生活から離れるにつれて，当然この傾向は強まるも

のと予想されます。若い男性は，両親の家で満喫しているのと同じ

だけ快適な家か何かを提供できないかぎり，若い女性に結婚を申し

込むのを控えるかもしれないからです。若い女性の側が浪費とぜい

たくな生活を教わって育つのであれば，若い男性に結婚を思いとど

まらせる結果につながることになるでしょう。……若者は男女とも

に，結婚生活において幸福を得るためには必ずしも裕福である必要

はないことを学ばなければなりません。7

シオンの娘が若い男性から求婚されたときは，『この人は立派な

れんが造りの家やすてきな車を持っているだろうか，外見や能力は

どうだろうか』と聞く代わりに，次のように尋ねるべきです。『こ

の人は神の人だろうか。神の御霊
みた ま

を宿しているだろうか。末日聖徒

で，祈りをささげ，王国を築くにふさわしい御霊に満ちているだろ

うか。』もし彼がそのような人であるならば，れんが造りの家や車

については心配せずに，神の律法に従って結婚してください。8

このシオン〔の〕若い男性には，シオンの娘と結婚し，天の御父

の子供である霊のために幕屋〔肉体〕を用意するという義務があり

ます。彼らは幕屋を待っており，ここに来るように定められており，

そしてバビロンにではなくシオンの地に生まれるべきなのです。9

シオンの全地にいる両親に呼びかけます。皆さんにできることを行

って，息子や娘が義と真理の道を歩むように，またすべての機会を生

かして自らを高めるように促してください。皆さんの心がすっかり世の

むなしい事柄に奪われることのないようにし，忠実な子供はえり抜きの

最も大いなる祝福である，という事実を正しく認識するようになってく

ださい。10
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神が結婚の族長制度において明らかにしておられる祝福，すなわ

ち，この世においても永遠にわたっても結び固められるという祝福

を，わたしたちは十分に尊んでいません。11

もし忠実ならば，わたしたちは栄光と不死と永遠の命を受け継ぐ

ことになり，これは神が人に授けてくださるあらゆる賜物
たまもの

の中で最

も大いなるものであることを覚えながら〔教義と聖約14：7参照〕，

家族を，また家族とのつながりを尊ばなければなりません。12

両親の教えと模範によって，子供は教会で仕え，
信仰に忠実であり続ける備えをすることができる

この業が真実であって最終的に勝利を得ることに関して，これま

でに何の疑いも抱いたことがありません。今日
こんにち

も何の疑いもありま

せん。シオンは，そこに宿る神の力とともに，栄光と力と主権と強

さをもって，預言者たちが見たすべてを成就します。このことにつ

いて，わたしは何の疑いも抱いていません。

これらすべての事柄を考えるとき，心に次のような質問が起こり，

随分と考えさせられてきました。すなわち，今後この王国を担い，

責任を引き受けることになるのはだれでしょうか。この王国を最終

的な勝利に導き，また完全さと栄光のうちに人の子の来臨に備える

ことを，主はだれに期待されることになるのでしょうか。それはわ

たしたちの息子や娘たちです。……父親や長老たちが幕の向こう側

に去って行ったときには，この王国は彼らの肩に置かれなければな

りません。これはわたしの前に，天の大空にある太陽の光のように

明らかです。そしてこのことについて考えるとき，わたしはこう自

問します。わたしたちの若い男性や女性たちはどのような状態にあ

るだろうか。親として，わたしたちは彼らに対する義務を果たして

いるだろうか。彼らは前途に待ち受ける大いなる行く末と業に対す

る資格を得ようと努め，それに備えているだろうか，と。13

子供がどのような道を歩むかはだれにも分かりません。わたした

ちは彼らの前に模範を示し，義の原則を教えるように努めます。し

かし子供が責任を負う年齢に達したときには，選択の自由があり，

彼らは思いのままに行動します。14

わたしたちは，あらゆる国民に福音を宣
の

べ伝えたいという熱意を

持つと同時に，自分たちにゆだねられている次の義務を忘れてはな

りません。すなわち，子供をふさわしく育て，幼いうちに真理と徳
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に対する愛と，神聖な事柄に対する敬意を植え付け，福音の原則の

知識を与えるという務めです。15

子供を主の薫陶
くんとう

と訓戒によって育てるように努力しましょう〔エ

ペソ6：4参照〕。模範を示し，幼いうちに善い原則を教えましょう。

子供は天の御父から授けられたものであり，わたしたちの王国，昇

栄と栄光の基，名高い栽培所です〔教義と聖約124：61参照〕。子供

を主にあって強くするように努め，主に祈り，主を信じる信仰を持

つようにできるかぎり教え，わたしたちが世を去って彼らが現世に

おいてわたしたちの跡を継ぐときに，大いなる末日の業と地上にお

ける神の王国に対する責任を引き受けることができるようにしなけ

ればなりません。16

いわゆる文明的な統治の下で生活する人々は，十戒という道徳律

を教えられます。すなわち，偽りを言わないように，不敬な言葉を

使わないように，盗まないように，要するに社会の中にあって不敬

なこと，聖
きよ

くないこと，不義なことと見なされる事柄を行わないよ

うに教えられるのです。子供の幼いうちに両親が教えるなら，こう

した原則は子供の心に刻み付けられるでしょう。そして子供が責任

を負う年齢に達すると同時に，年少のころに心に刻み付けられたも

のが行動に影響を及ぼすようになり，それは生涯にわたって続きま

す。このように心に刻み込まれ，身に染み付いた子供はいつまでも，

仲間が不敬な言葉を使い神の名をみだりに唱えるのを聞くときには

衝撃を受けます。もし彼ら自身が不敬な言葉を使いそうになったと

しても，まず幼いころに心に刻み付けられたものを抑えるのに非常

な努力を要することになります。17

祈り，善い原則を教え，模範を示す両親がいることは，子供にと

って……大いなる祝福です。両親は，自分の行っている習慣を子供

が行うときに，正しくたしなめることはできません。18

もしわたしたちが子供に模範を示し，幼少のころから成熟するに

至るまで教えようと努め，祈るように，また全能者をあがめるよう

に教えるなら，また主の御霊
みた ま

がとどまるように，あらゆる試練のた

だ中にあって彼らを支えることになる原則を教えるならば，……彼

らは容易に惑わされないでしょう。心に刻み付けられた良いものが

生涯にわたってともにあり，どのような原則が示されても，心に刻

み付けられた良いものが離れることは決してないでしょう。19
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賢明な両親は，
外での関心事が家族よりも優先されるのを許さない

わたしはずっと以前から，悪魔が両親と子供の間に不和のくさび

を打ち込もうと大いに努力し，聖徒の息子や娘たちに，父親や母親

の足跡をたどるのを妨げる腐敗した観念を抱かせ，浸透させようと

試みていると確信してきました。……

……子供を正しいものへと導き，人生において義と真理の原則を

推し進めるように導く多くの原則があります。賢明な父親や母親と

なって，子供の若々しい心の中に，そのような原則すべてを植え付

けるに当たり賢く行動することは，何と重要なことでしょう。……

……家族の気持ちや愛情を勝ち得るためにはどのように行動すれ

ばよいかを知っているのはすばらしいことであり，それは救いに至

る道へと彼らを導くでしょう。これは両親が努力を注がなければな

らない課題であり，怠ってはならない業です。……わたしたちはと

ても急を要する用事があり，そのためにこれらの事柄が心から押し

のけられてしまうのは仕方がないと考えることが多くありますが，

そうであってはなりません。心が開かれている人，またわたしたち
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を待ち受けている業を待ち望む人はだれでも，自らの家族に関する

責任，特に子供を育てることにおいて受けている責任が非常に大き

いことを理解し，また感じるでしょう。

わたしたちは子供たちを救いたいと思っており，聖
きよ

められた者が

享受するすべての祝福を受けさせ，また，完全な福音に忠実であっ

た先祖の祝福を受けさせたいと思っています。20

家庭のことを考え，一人一人が自身の家族を治め，家を整えるよ

うにしましょう。21

父親はそれぞれ
優しさと義をもって家族を管理しなければならない

わたしが少年で学校に通っていたころ，教師はいつも8フィート

（約240センチ）ほどの長さのある棒の束を持ってやって来たもので

した。わたしたちが最初に予想したのは鞭
むち

打ちを受けることでした。

彼を不愉快にするどのようなことに対しても，ひどい鞭打ちを受け

ました。当時受けたどの鞭打ちも，わたしには何の役にも立ちませ

んでした。……優しさ，温厚，憐
あわ

れみの方が，あらゆる点で優れて

います。わたしはこの原則が教会の若い男性の心に植え付けられて，

人生におけるすべての行動の中で実践できるようにしてほしいと思

います。圧制的な権力の行使は，王によるものであろうと大統領に

よるものであろうと，あるいは神の僕
しもべ

によるものであろうと，善い

ものではありません。優しい言葉は厳しい言葉よりもはるかに優れ

ています。もし，関係がうまくいかないときに，互いに対して優し

く物柔らかであるならば，非常に多くの苦難を避けることができる

でしょう。

……男性が妻と子供を優しく扱っている家族と接してみれば，家

族も彼を同じように扱っているのに気づくでしょう。男性による妻

の扱いに対する不平がわたしのもとに届いています。妻を養ってい

ません。妻を優しく扱っていません。このすべてがわたしの心を痛

めます。あってはならないことです。……わたしたちは互いに対し

て優しくあり，互いに対して善を行い，互いの，特に家族の幸いと，

利益と，幸福を増すために努力しなければなりません。

男性は家族の長です。自分の家族の族長です。……男性が家族の

長として義の原則を教え，良い勧告を与えているのを目にすること

ほど，地上で美しい光景はありません。子供は父親を敬い，義人で
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ある父親がいることに慰めと喜びを感じるのです。22

母親の教えと模範は，
この世と永遠にわたって家族に影響を及ぼす

一般に，母親こそが子供の人格を形成すると考えられています。

母親には子孫に対してほかのだれよりも大きな影響力があると思い

ます。時々次のような質問を受けてきました。「この教育はいつ始

まるのでしょうか。」預言者は次のように語っています。「神のみも

とから霊の命が幕屋に入ったときです。」そのときの母親の状態は，

胎の実に影響を及ぼすことになります。そして誕生から生涯にわた

って，母親の教えと模範はその子を大いに治め，制御し，その子は

母親の影響をこの世と永遠にわたって感じるのです。23

母親の皆さんの肩には，息子や娘が幼少のころも，子供のころも，

あるいはもっと成熟してからでさえも，次の世代の精神的および道

徳的な力を正しくはぐくむ責任の大半がかかっています。……イス

ラエルの母親は，一日も怠らずに子供に祈るように教えなければな

りません。自ら祈り，子供に同様に行うよう教えなければなりませ

ん。このようにして子供を育て，皆さんが世を去って，代わりに彼

らが神の大いなる業を担うときに，この世においても永遠にわたっ

ても彼らを支えることになる原則が，心の中に植え付けられている

ようにしなければなりません。わたしは度々，子供の思いを形成す

るのは母親であると言ってきました。……

……常に祈る母親がいるならば，また，祈りによって人生の試練

を切り抜け，試練や困難にあって主なるイスラエルの神に頼ってき

た母親がいるならば，子供は同じ道を歩むでしょう。彼らが神の王

国で働くようになるときに，これらの事柄が忘れ去られることはな

いでしょう。24

姉妹たち……には，夫に対してなすべき義務があります。夫の立

場と状況を考えなければなりません。……妻は夫に親切でなければ

なりません。人生のあらゆる状況の下で，夫を慰め，夫のためにで

きるあらゆる善を行わなければなりません。家族の皆が一つになる

とき，この地上で天国のような精神を享受します。これこそがある

べき姿です。なぜならこの教会の男性が女性と結婚するとき，この

世と永遠にわたっていつでもともにいることを望むからです。第一

の復活の朝に，妻と子供が自分とともに一つの家族組織の中にいて，
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それがいつまでも永遠に続くことを期待するのです。何と栄光に満

ちた思いでしょうか。25

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• ウィルフォード・ウッドラフとフィービー・ウッドラフの関係

について，どのようなことが印象に残りましたか（161－163ペ

ージ参照）。

• 娘のブランチェに対するウッドラフ大管長の勧告を読んでくだ

さい（163ページ）。家族が幸福になるために，あなたにできる

具体的な事柄について考えるか，話し合ってください。

• 結婚と親の務めについてウッドラフ大管長が青少年に向けて語

った勧告を読んで，どのようなことが印象に残りましたか（164

ページ参照）。大管長の勧告はどのような点ですべての教会員の

生活に当てはまるでしょうか。

• 教えの最初の項にある，最後の 3 つの段落を読んでください

（164－165ページ）。「世のむなしい事柄」はどのようにしてわた

したちの心を家族の喜びからそらすことがあるでしょうか。ど

のようにしたらその影響力に対抗することができるでしょうか。

家族とのつながりを尊んでいることを，どのようにして家族に

示すことができるでしょうか。

• 166ページの最初の段落を読んでください。「子供を主の薫陶と

訓戒によって育てる」とはどういう意味だと思いますか。この

ことを成し遂げるために，あなたはこれまでにどのようなこと

を行ってきたでしょうか。

• 165ページの第3および第4段落を読んでください。子供が教会

において仕えたいという望みを得られるように，両親はどのよ

うに助けることができるでしょうか。

• 子供を教えることについてのウッドラフ大管長の勧告を読んで，

どのような具体的原則を見つけましたか（165－166ページ参照）。

• 167ページから始まる項を読んでください。家族関係を最優先す

るために，両親にはどのようなことができるでしょうか。
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• 子供のころのウィルフォード・ウッドラフが教師に関して経験

したことから，両親はどのような原則を学ぶことができるでし

ょうか（168ページ参照）。

• ウッドラフ大管長は，夫および父親の影響力についてどのよう

なことを言っていますか（168－169ページ参照）。妻および母親

の影響力についてどのようなことを言っていますか（169－170

ページ参照）。夫と妻は互いの責任についてどのように助け合う

ことができるでしょうか。

• 本章の教えは祖父母にどう当てはまるでしょうか。祖父母がど

のように孫に義にかなった影響を及ぼすことができるか，その

例となる経験としてどのようなものがあるでしょうか。

• 両親や祖父母が家族に対する責任を果たしている例として，あ

なたはこれまでにどのようなものを見てきましたか。

関連聖句――エノス 1：1；モーサヤ 4：14－15；アルマ56：45－
48；教義と聖約68：25－31；93：38－40
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「わたしたちは末日聖徒に……できるかぎり系図をたどり，
自分の父親や母親に結び固められてほしいと思います。」



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1836年 3月27日にカートランド神殿が奉献されたとき，ウィルフ
ォード・ウッドラフは専任宣教師として合衆国南部で伝道してい

た。その3週間後，奉献が執り行われたことを聞いたウィルフォー

ドは，その知らせは「きわめて栄えあるもの」であったと日記に書

いている。1 伝道を終えた後，ウィルフォード・ウッドラフは「激し

い吹雪の中を徒歩で」カートランドに帰り着いた。次のように記録

している。「村に到着する前に，主の神殿が見えてきた。戒めと啓

示によって建てられた主の宮を自分の目で見たのはそれが初めてで

あり，その眺めに心からの喜びを覚えた。」2

ウィルフォード・ウッドラフの神殿の業に対する愛は決して薄れ

ることがなかった。建設から奉献まで，また家族歴史の業から死者

のための儀式の業まで，神殿の業のあらゆる面で参加した。また，

自分と家族が受けた神殿の儀式によって喜びを味わった。

ウッドラフ大管長は自身がエンダウメントを受けたときのことを

度々語っている。預言者ジョセフ・スミスは，地上での自らの務め

が間もなく終わることを感じて，神殿が完成する前ではあったがノ

ーブーで十二使徒定員会にエンダウメントを執行した。ウッドラフ

大管長は次のように証
あかし

している。「ジョセフ・スミスはエンダウメ

ントを通して，わたしたちがこれから末日聖徒に与える儀式を初め

て教えてくれました。わたしはジョセフ・スミスの指示の下で自身

のエンダウメントを受けました。」3

十二使徒定員会の会員として，また後には大管長として，ウィル
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神殿の業――
家族と主に心を向ける

ふさわしい状態で主の宮に入るとき，わたしたちが

受ける儀式は，永遠に神の前に住むことができるように

自分自身と先祖と子孫を備えてくれます。



フォード・ウッドラフは絶えることのない神殿建設の働きに参加し

た。イリノイ州ノーブーの神殿と，ユタ州の 4つの町（ローガン，

セントジョージ，マンタイ，およびソルトレーク・シティー）の神

殿で作業を手伝った。またマンタイとソルトレーク・シティーの神

殿では奉献の祈りをささげた。

聖徒たちの40年に及ぶ献身的な働きの末に完成したソルトレーク

神殿は，ウッドラフ大管長にとって特別な意味を持つものであった。

彼が最初にその神殿を見たのは，聖徒たちがソルトレーク盆地に到

着する前のことで，詳細な示現においてであった。4 盆地に着いて

4日後，ブリガム・ヤング会長が霊感を受けて神殿の敷地を選んだ

ときには，ウィルフォード・ウッドラフもその場にいた。5 また神殿

が完成する何年も前には一つの夢を見た。その中で彼はヤング大管

長から神殿の鍵
かぎ

を授けられ，「救いを求めるすべての人を神殿に入

れる」ように指示を受けた。6 試練と迫害の時期にあっても，ウッド

ラフ大管長はひるむことなく神殿の完成を呼びかけた。1893年 4月，

ついに建設が完成すると，夢の中で受けたヤング大管長の指示に従

って，すべての聖徒が出席の機会を得られるように，3週間にわた

る奉献式を計画した。

ソルトレーク神殿の奉献の後，ウッドラフ大管長は神殿の業にお

ける家族の重要性を強調した。次のように語っている。「わたした

ちは末日聖徒に，今からできるかぎり系図をたどり，自分の父親や

母親に結び固められてほしいと思います。子供たちを両親に結び固

め，この鎖をできるかぎり長くつないでください。」7（この教えに関

する歴史的背景については，本書序文のxxxiii－xxxvページを参照）

1894年，ウッドラフ大管長はユタ系図協会の設立を監督した。こ

の協会は，先祖の探求を広く支援するために教会が行っている現在

の世界的な取り組みにつながることになった。設立から100年後，

十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老は次のように語った。

「歴史に残るこの年の一連の出来事により，家族歴史の探究と神殿

での奉仕は，教会における一つの業として確立されました。」8「子孫

の心はその先祖に向かうであろう」という預言が絶え間なく成就し

ていく中で，これらの出来事はその成就の一部を成すものとなった

（教義と聖約2：2。マラキ4：5－6も参照）。

ウッドラフ大管長は神殿の業について重要な教えを多く残してい

るため，本書ではこのテーマを二つの章にわたって採り上げている。
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第1の章である本章では，神殿参入の祝福と家族の永遠性に焦点を

当て，第18章では死者のための業をさらに重点的に採り上げていく。

ウィルフォード・ウッドラフの教え

わたしたちは神殿の業によって自分自身と子孫，
先祖が神の前に住めるように備えられることを知っており，

無上の喜びをもってその業に参加する

神殿を建設して完成すること以上に，末日聖徒が深い関心を持っ

ている務めはありません。9

いと高き神の名のために神殿を建てるに当たって受けてきた力

と，……神殿に参入して自身の救いと死者の贖
あがな

いに必要な業を行う

という特権について思うとき，わたしは大きな喜びを感じ，大いに

祝福されていると感じます。10

皆さんの前にあるこれらの神殿の歴史は次のとおりです。皆さん

は預言者たち〔ジョセフ・スミスとハイラム・スミス〕が殺された

こと，そして聖徒が荒れ野に追われる前に，主が彼らに〔ノーブー〕

神殿を建てるように求められたことを知っています。一つの啓示に

よって，神の教会の長老たちはその業を行うために大いに奮い立ち

ました〔教義と聖約124：25－41参照〕。持てる力を尽くして働き，

その業を成し遂げました。そして神殿に入り，荒れ野に出て行く前

に儀式とエンダウメントを受けたのです。わたしたちが建ててきた

これらの神殿は，……神と天使と人々の前に，末日聖徒の信仰と業

の記念碑として立っています。11

末日聖徒は明らかに，この神殿の業によって祝福を得られると認

識しています。……わたしたちの心は感謝に満ちており，神と，民

に対する神の慈しみを称賛せずにはいられません。これまで直面し

てきた障害や多くの困難の中にあっても，神は御自身の宮を建て，

奉献することを許してくださいました。神殿の建設も奉献も，この

神聖な建物を利用するために神が与えてくださった規範に倣
なら

って行

われました。

この件について正しく考えられる末日聖徒ならだれでも，この世

代にあって神がこれまでに行ってくださったことのために，無上の

喜びで興奮を覚えるはずです。わたしたちと子孫と先祖を，現世の

向こうに待ち受けている永遠の世界に備えるために，神はこれまで
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と同じようにあらゆる手段を与えてくださっているのです。実際，

末日聖徒は豊かに恵まれた民であり，神が示してくださっている大

いなる憐
あわ

れみと慈しみに対して，わたしたちのこの地に住むすべて

の人の心と住まいから，神への賛美の声が上がらなければなりませ

ん。神は最も貴い性質の約束を与え，現在に至るまで約束を果たし

てくださっています。そのようなすばらしい慈しみを示していただ

いた後で，もし熱意が衰えたり，神とその大いなる大義に対する従

順さと献身に欠けたりするようなことがあれば，わたしたちはかつ

て存在しなかったほど恩知らずで取るに足りない民となるでしょ

う。12

神殿の業を続け，これらの神殿が末日聖徒でいっぱいになること

を望みます。兄弟姉妹が神殿に参入し，死者を贖
あがな

い，生者に祝福を

与え続けるようにしてほしいと思います。13

ソルトレーク神殿の奉献の祈りから――おお，主よ，わたしたち
はこの聖なる宮の完成に，熱烈な，そして言葉で言い表すことので

きない気持ちを抱いています。聖約の子らがお父様の助けを受けて

この山々の中に建てた，この 4番目の神殿をお受け入れください。

過去の時代に，あなたはその聖なる御霊
みた ま

によってあなたの僕
しもべ

たち，

預言者たちに霊感をお与えになり，彼らは末日に主の家の山がもろ

もろの山のかしらとして堅く立ち，もろもろの峰よりも高くそびえ

るときのことを語られました〔イザヤ2：2；ミカ4：2参照〕。昔の

聖見者たちが見た示現の成就に貢献するという栄えある機会を受け

ていることを，また，お父様が自らを低くして，わたしたちに大い

なる業に参加するのを許してくださっていることを感謝いたしま

す。14

家族歴史の業と神殿の儀式によって，
家族と結び固められ，世代間の固いつながりを作る

イエス・キリストの福音の原則は死後において力があり，有効で

す。それは人とその妻と子供たちを家族という組織に集め，終わる

ことのない世において再び一つにします。……末日聖徒には結び固

めの儀式が明らかにされており，それは死後も効力を持ち，すでに

話したように，男性と女性を家族という組織にあって再び永遠に結

び合わせます。ここに，これらの原則がわたしたちの宗教の一部で

ある理由があります。それによって夫と妻，両親と子供たちは再び
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一つとなり，その鎖はさかのぼって父祖アダムに至るまで再び結び

合わされていくでしょう。この結び固めの儀式なしには，完全な日

の栄えの栄光を得ることはできません。15

兄弟姉妹，すべてのことの栄光とは，わたしたちが務めを終える

とき，復活の朝に日の栄えの世界の家族組織にあって，家族――父

親と母親，兄弟と姉妹，妻と子供――とともにいて，永遠にわたっ

て住むようになることなのです。これは，地上で肉体を持って過ご

すわずかな期間に，皆さんやわたしが犠牲にできるすべてのものに

見合うだけの価値があるものです。16

すべての人がその父親に〔結び固められる〕ようにしてください。

そうすれば皆さんは，神が終わりの時に預言者エリヤを遣わそうと

宣言したときに言われたことを，そのとおりに行うことになるでし

ょう〔マラキ4：5－6参照〕。預言者エリヤはジョセフ・スミスに現

れて，この原則が実践されなければならない日が来たことを告げま

した〔教義と聖約110：13－16参照〕。ジョセフ・スミスはこれらの

事柄についてさらに語る前に世を去ってしまいました。神の言葉と

イエス・キリストの証
あかし

のために殉教する前に，ジョセフの心は専
もっぱ

ら

この業に向けられていました。彼はわたしたちに，すべての神権時

代を結ぶ，また代々の神の業を結ぶ，固いつながりがなければなら

ないと告げました〔教義と聖約128：18参照〕。ジョセフは自分に与

えられたほかのどのような主題にも増して，このことについて考え

ていました。

祈りの中で，主はイスラエルのすべての者にこの原則を実践する

ように言うことがわたしの義務であると明らかにしてくださいまし

た。その啓示を成就するために，皆さんの前で申し上げます。……

わたしたちは末日聖徒に，今からできるかぎり系図をたどり，自分

の父親や母親に結び固められてほしいと思います。子供たちを両親

に結び固め，この鎖をできるかぎり長くつないでください。17

ソルトレーク神殿の奉献の祈りから――天の父よ，わたしたちは
お父様の僕

しもべ

とはしためが，結び固めの祝福を受けるために用意され

た聖壇を御前
みま え

にささげます。そして主イエス・キリストの御名
み な

によ

って，あなたのいと聖
きよ

き御名に奉献します。聖壇のもとに来る人々

が，そこに宿っている聖霊の力を感じて，交わす聖約の神聖さを理

解できるよう，これらの聖壇を聖別してください。また，お父様と

互いに対して交わす聖約と契約が，聖なる御霊
みた ま

によって指示され，
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神聖に守られ，受け入れられますように。宣言されるすべての祝福

が，これらの聖壇に来るすべての聖徒たちによって，正しい者の復

活の朝に実現するように祈ります。……

おお，先祖たちの神，アブラハム，イサク，ヤコブの神と呼ばれ

るのをお喜びになる神よ，わたしたちは，あなたが子孫の心をその

先祖に向けさせ，先祖の心を子孫に向けさせる力を明らかにしてく

ださっていること，また，あらゆる世代の人の子らが天の王国の栄

光と喜びにあずかれる者とされることを，あふれるばかりの思いを

込めて熱烈に感謝いたします。どうかエリヤの霊を注ぎ，わたした

ちが死者を贖
あがな

い，自分自身を幕の向こう側に去って行った先祖と結

ぶことができますように。さらに，死者が第一の復活のときに出て

来て，地上に住むわたしたちが天に住む者たちとつながれるよう結

び固めてください。すでに死すべき世での業を終えている人々のた

めに，またわたしたち自身のために，獄の扉が開かれていること，

囚
とら

われ人に解放が宣言され，縛られていた者のかせが解かれている

ことを，お父様に感謝いたします。そして，先祖が最後から最初に

至るまで，今から初めにさかのぼるまで，聖なる神権によって固く

結ばれた，解くことのできないきずなでわたしたちと結ばれ得るこ

とをほめたたえます。また，お父様にあって結ばれ，お父様の力に

よって固められた一つの大きな家族として，ともに御前に立ち，御

子の贖いの血の力によってすべての悪から救い出され，救われて聖

められ，高く上げられて栄光を得られることをほめたたえます。18

神殿の儀式の祝福を受けるために，
霊的に備えなければならない

神殿に入る前に，……独りでひそかに祈ってください。主に祈り

をささげ，自分の罪が赦
ゆる

されるだけでなく，皆が神の御霊
みた ま

と主イエ

ス・キリストの証
あかし

を得ているように，また，神の御霊が神殿に集ま

る人々とともにあるように祈ってください。……

わたしは聖徒たちがこのように行うことを願っています。なぜな

ら，神殿に行く人々が純真な心で参入することで，神の御霊がとも

にあり，すばらしい時を過ごし，御霊の力を感じるのを見たいから

です。19

その神聖な宮に入るにふさわしいとされるすべての教会員は，福

音の原則に精通していると見なされるべきです。だれもが神と同胞
はらから
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に対する自分の義務が何であるかを知っていると考えてもよいでし

ょう。自分の兄弟に対して愛と慈愛に満ちていなければならないと

いう勧告を忘れるような人は一人もいません。ですから，その場に

集っている人が兄弟姉妹と安らかな関係にあり，神と安らかな関係

にあること，このきわめて重要なことを一瞬でも疑える人はだれも

いないのです。主が約束しておられる祝福を，それに伴う条件に従

わずに，どうやって望めるでしょうか。祝福はその条件に従った報

いとして与えられるからです。

神の律法を犯している男性や女性，または神の戒めに従うことを

怠っている人に，単に主の聖なる宮に行くだけで……神の祝福を受

けるにふさわしい者になり，またその祝福を受けられると期待でき

るでしょうか。

悔い改めと罪を捨てることが，それほど簡単に容赦されると思っ

ているのでしょうか。

思いの中でさえ，御父を不公平で偏った御方であると責め，また

神が御自身の言葉を果たすことに無関心な御方であると考えようと

するのでしょうか。

神の民に属していると主張する者の中に，そのような罪に定めら

れる人は間違いなくだれもいません。

したがってふさわしくない人々は，悔い改めのなされていない罪

がなおも彼らを汚している間は，また，その心に自分の兄弟姉妹に

対する苦々しい思いや，赦
ゆる

そうとしないことから生じる冷淡な思い

がある間は，神殿参入からもたらされる祝福を期待するのをやめる

べきです。

兄弟姉妹に対して抱く思いに関しては，多くのことを語らなけれ

ばならないと感じます。律法の中でより重要であるように思われる

事柄に従おうと努力する中で，この愛と優しさと慈愛の精神の大切

さが軽んじられる可能性があります。……

……神殿に参入して主のもとに行く前に……，わたしたちは互い

に対するすべての辛辣
しんらつ

で不親切な感情を捨てます。つまらない論争

をやめるだけでなく，その原因を取り除き，論争を助長し継続させ

てきたすべての感情を追い払うのです。また互いに自分の罪を告白

し合い，赦しを求め合います。主に悔い改めの霊を請い求め，それ

を受けたならば，その導きに従います。そして主の前にへりくだり，

互いに赦しを求めることによって，わたしたちは自分に赦しを請う
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人々に対して慈愛と寛大な思いを抱くのです。その赦しは，わたし

たち自らが期待し，天に求めるものです。

わたしたちがこのように，偽りのない心と，約束されたとおりに

教化される準備のできた心をもって聖なる場所に来ることができま

すように。また，わたしたちの嘆願が，不和の思いによって乱され

ることなく，一つとなってエホバの耳に達し，天の神からえり抜き

の祝福がもたらされますように。……

……わたしたちは〔個々の教会員に向かって〕兄弟や姉妹との親

しい交わりを持つように努め，また彼らの完全な信頼と愛を得るよ

うに，そして何よりも聖霊との親しい交わりと和合を得るように努

めるよう呼びかけます。最も高位の組織および定員会の会員の中で

この御霊
みた ま

が熱心に求められ，慈しまれているように，最も小さくつ

つましやかな家族の輪の中でも，同じだけの熱意をもってこの御霊

を求め，慈しみましょう。それを大管長会や十二使徒会の心だけで

なく，兄弟と姉妹や家庭における両親と子供の心にもしみ渡らせま

しょう。それによってステーク会長会や高等評議会の間にある，ま

た同じワードに住む隣人の間にあるすべての違いが穏やかに受け止
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められ，和らげられるようにしましょう。それによって若い者と老

いた者，男性と女性，群れと羊飼い，人々と神権が，感謝と赦
ゆる

しと

愛のきずなで結ばれ，〔自分たちが〕主に認められていると感じる

ことができるように，また皆がすべての人の前に責められることの

ない良心をもって主の前に来ることができるようにしましょう。そ

のときに，心から主を礼拝する者に約束されている祝福に関して，

期待を裏切られることは一切ないでしょう。聖霊の心地良いささや

きが与えられ，さらに時には天の宝，天使の交わりが与えられるで

しょう。なぜなら〔主の〕約束はすでに発せられており，それが達

せられないことはあり得ないからです。20

ソルトレーク神殿の奉献の祈りから――天と地とその中にある万
物を創造し，憐

あわ

れみと愛と真理において完全な，最も栄光に満ちた

御方である天の父よ，御父の子供であるわたしたちは，今日御前
みま え

に

来て，いと聖
きよ

き御名
み な

のために建てたこの宮において，あなたの独り

子の贖
あがな

いの血によってへりくだり願います。わたしたちの罪が永遠

に思い起こされることなく，祈りがみもとに上って自由に御座
み ざ

に届

き，その聖なる住まいにあって聞かれますように。そして清い心と，

御心
みこころ

を行い御名をあがめるという完全な目的をもって求めるかぎ

り，わたしたちの嘆願を聞くことがお父様にとって喜びとなり，無

限の知恵と愛によってそれらにこたえ，求める祝福が百倍にもなっ

て授けられますように。……

わたしたちは喜びと感謝と，歓喜と賛美に満ちた心で，御前に参

ります。あなたは，わたしたちがこの日を，すなわち最も栄えある

御名のために建てたこの宮を奉献できる日を見られるようにしてく

ださいました。わたしたちはこれまでの40年間，この日を望み，こ

の日のために骨折って働き，祈ってきました。わたしたちは1年前

に，神と小羊にホサナと叫びながら笠石を置きました。そして今日
きょう

，

わたしたちはこの神殿のすべてを，これにかかわるすべてのものと

ともに奉献します。これが御前に聖
きよ

いものとなり，祈りの家，賛美

と礼拝の家となりますように。また，この上にお父様の栄光がとど

まり，お父様の聖なる臨在が絶えずありますように。ここがあなた

の心から愛しておられる御子，わたしたちの救い主の住まいとなり

ますように。そして御前
みま え

に立つ天使たちが聖なる使者となってここ

を訪れ，わたしたちにお父様の願いと御心
みこころ

を携えて来てくれますよ

うに。この建物のすべてが聖別され，奉献されて，イスラエルの神
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であり，人類の全能の統治者であるあなたのために，聖なるものと

なりますように。そしてわたしたちは祈ります。この宮の敷居を越

えて入って来るすべての者が，お父様の力を感じ，促しを受け，お

父様がこれを聖められたこと，またこれが主の宮，あなたの聖さの

ある所であることを認めますように。21

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• カートランド神殿の奉献について聞いたとき，また初めて神殿

を見たとき，ウィルフォード・ウッドラフ長老はどのような反

応を示しましたか（173ページ参照）。あなたは同様の経験をし

たことがありますか。適切であれば分かち合ってください。

• 初期の末日聖徒は，神殿に対する関心をどのような形で示した

でしょうか（175－176ページ参照）。神殿の業に「深い関心を持

っている」べきであるのはなぜでしょうか。

• 174ページの下から2段落目を読んでください。神殿での奉仕と

家族歴史の探求はどのような点で「一つの業」と見なすことが

できるでしょうか（176－178ページ参照）。この業は，あなたが

心を先祖や子孫に向けるうえで，どのように助けとなってきた

でしょうか。

• 「完全な日の栄えの栄光を得る」ために，結び固めの儀式が必

要なのはなぜでしょうか（176－177ページ参照。教義と聖約

131：1－4も参照）。

• 本章の全体を調べて，家族関係についての言葉を探してくださ

い。これらの教えからどのようなことが学べるでしょうか。主

の宮について理解することは，家庭に対する気持ちにどのよう

な影響を及ぼすでしょうか。

• 神殿に参入することによって，あなたや家族はどのような祝福

を受けてきたでしょうか。子供に神殿を敬うよう教え，神殿の

儀式に備えさせるために，両親はどのようなことができるでし

ょうか。

• 178－181ページには，聖徒をソルトレーク神殿の奉献式に備え
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るために語った，ウッドラフ大管長の勧告の一部が載っていま

す。この勧告は，わたしたちが毎回神殿に参入するときにどの

ような助けとなるでしょうか。

• ソルトレーク神殿の奉献の祈りの中で教えられている原則には

どのようなものがあるでしょうか（176，177－178，181－182ペ

ージ参照）。神殿や家族歴史の業を行おうと努力するときに，こ

の祈りの中にある言葉はどのような助けとなるでしょうか。じ

っくり考えるか，話し合ってください。

関連聖句――詩篇24：3－5；マタイ16：18－19；教義と聖約27：9；
97：10－17；109章；110章；138：46－48
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1841年10月，イギリスでの伝道を終えてノーブーに戻って間もな
いウィルフォード・ウッドラフ長老は，ある集会に出席し，預言者

ジョセフ・スミスが死者の贖
あがな

いの教義を教えるのを聞いた。ウッド

ラフ長老はこのとき初めて，生きている教会員がすでに世を去った

先祖の代わりに救いの儀式を受けられると聞いた。次のように語っ

ている。「まるで神の御座
み ざ

から一筋の光が心に注がれたようでした。

心の中で永遠のごとくに広大な視野が開かれました。」1 また次のよ

うにも述べた。「神はこの原則を人に明らかにされました。そのこ

とを考えると，神が思慮深く，公平で，誠実な御方であられると感

じました。最も優れた属性と，感覚と知識を持っておられると感じ

ました。神は愛と憐
あわ

れみと正義と裁きにおいて矛盾のない御方であ

られると感じました。また人生でかつてなかったほどに，主への愛

を感じました。……死者のためのバプテスマを明らかにする啓示が

出されたとき，わたしはハレルヤと言いたくなりました。天の祝福

を喜ぶ権利があると感じました。」2

この教義を聞いたとき，ウッドラフ長老は母親のことを思い浮か

べた。次のように語っている。「最初に心に浮かんだのは，霊界に

いる母のことでした。母が亡くなったのは，わたしが1歳 2か月の

ときでした。わたしは母をまったく覚えていません。心の中で，出

て行って母を父に結び固める力が自分にあるのだろうか，と思いま

した。その答えは『はい』でした。」3 後にウッドラフ長老は，つい

に両親を結び固める機会を得たときのことを語っている。「母は第
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一の復活にあずかるでしょう。そしてそのことだけで，わたしの生

涯におけるすべての労苦が報われるでしょう。」4 また，すでに亡く

なったほかの家族のために神殿の儀式を執り行ったときに感じた喜

びについても証
あかし

している。「わたしは神の神殿で約4千人の父母の親

族を贖
あがな

う祝福と特権を得ました。このことについて話すのは，これ

がこの民に与えられる祝福の一つだからです。そして，その祝福の

満ちる様子と栄光については，幕が開かれるまで決して理解するこ

とはできないでしょう。」5

ウィルフォード・ウッドラフは，大管長として働いている間に，

ソルトレーク神殿を奉献した。その際，ウッドラフ大管長は，死者

を贖う働きにおいて聖徒たちを助けてくださるよう，主に懇願した。

「どうぞ……聖なる使者をこの神聖な壁の内側に遣わし，死者の代

わりに執り行う必要のある業についてお教えください。そして，

御力
みちから

により，まだ聖約を交わしていない多くの人の心が祖先の探求

に向けられますように。また，その人たちが探究を行うことで， 多

くの聖徒の先祖が探し出されますように。御力により，人々の心が

そのような望みで満たされますように。そうすれば，民は御父の業

の成就を助けることができるでしょう。人々が系図を作成する際に

誤りを犯すことのないように，その働きをなすときに，彼らを祝福

してください。またさらに，新たな情報へ通じる道が開かれ，過去

の記録を手にすることができますように，その結果，作業が正確で，

かつ完全なものとなりますように，お願いいたします。」6

ウィルフォード・ウッドラフの教え

天の御父はすべての子らに憐
あわ

れみ深いので，
福音を受け入れる機会を得られずに死んだ人々を

罪にお定めにならない

主は，福音を聞くことのなかった死者を，福音を受け入れなかっ

たという理由で地獄に送ることはされません。主はすべての者の御

父です。すべての者に憐れみ深くあられるのです。……これまでに

無数の人が肉体を持って誕生し，生き，墓に去って行きました。そ

の生涯のうちに預言者の顔を一度も見ることのなかった人がいまし

た。神から召された人，神の宮で行われる儀式のうちの一つでも執

行する力を授けられた人に，一度も会うことのなかった人がいまし
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た。神は福音を受け入れていなかったという理由で彼らを罪に定め

られるでしょうか。決してそのようなことはありません。7

神は人を偏り見ない御方です。ある世代に与えられた特権を，別

の世代には与えられないということはありません。父祖アダムから

この時代に至るまでの人類はすべて，キリストの福音を聞く特権を

どこかで得るに違いないのです。そして福音を，その完全さと力と

栄光とともに聞くことなく過ぎ去った世代は，福音に従わなかった

ということで神から責任を問われることは決してありません。また

神は，そのような人々が一度も見ることも理解することもなかった

律法について，それを拒んだという理由で罪の宣告の下に置かれる

こともありません。もし自分の受けた光に従って生涯を送るならば，

その範囲において義とされるのです。そして，必ず霊界で教えを受

けることになるのです。8
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神殿を建て，死者の代わりに救いの儀式を受けるときに，
シオンの山において救う者となる

現在霊界にいる祖先の多くは，使徒，預言者，または霊感を受け

た者の顔を一度も見たこともなく，獄に閉じ込められています。ジ

ョセフ・スミス，ヒーバー・キンボール，ジョージ・A・スミス，

および幾千人ものイスラエルの長老がそのような霊に教えを説いて

いるかもしれません。そして，そのような霊は長老たちが述べる証
あかし

を受け入れているかもしれません。しかし長老たちがそこで信じた

者たちにバプテスマを施すことはありません。めとったり嫁いだり

することがないのと同じように，霊界にはバプテスマがないのです。9

肉体に宿っているある人々が，この業のこの部分を，彼らに代わ

って果たさなければなりません。福音を一度も受け入れることのな

かった死者を一人救うには，生者を一人救うのと同じことが求めら

れるのです。そして福音を知らずに世を去ったすべての人には，肉

体を持っている人が自分のためにこの業を行ってくれると期待する

権利があります。10

立ち上がってこのような神殿を建てるのは，わたしたちの義務で

す。わたしはこのことを，この民の務めの中で，生者に教えを説く

こととまったく同じくらい重要な使命であると考えています。死者

は霊界で神の僕
しもべ

たちの声を聞いているでしょうが，神の名のために

建てられた神殿において，身代わりをしてくれる人によって幾つか

の儀式が執り行われないかぎり，〔第一の〕復活の朝に出て来るこ

とができません。……だれかが彼らを贖
あがな

わなければなりません。そ

のためには，肉体を持つ人が彼らのために儀式を執り行う必要があ

ります。死者は霊の状態なので，そのような儀式を受けることがで

きないのです。またそのような業を行うためには，神殿がなければ

なりません。神殿はそれを行う場所です。ですから，兄弟姉妹，皆

さんに言いたいことがあります。天の神はわたしたちに，立ち上が

って神殿を建てるように求めておられます。贖いの業が速やかに行

われるようにするためです。そうすれば，幕の向こう側に行くとき

に，報いを得ることでしょう。……

……〔ブリガム・〕ヤング大管長は「末日聖徒に，神殿の建設を

急がせなければならないと感じる」と語っていました。そのことに

ついて，理解に窮することはありません。ヤング大管長は神殿の業
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の大切さを感じていたのです。しかしヤング大管長がすでに世を去っ

た今，神殿の業を続ける責任はわたしたちにあります。神がわたした

ちの働きを祝福してくださり，わたしたちは喜びを得るでしょう。こ

れは救い主が再臨なさるために必要な準備です。そして現在計画して

いる神殿を建て終えたときには，ほかにも神殿を建てる必要性を感じ

ることでしょう。なぜなら，神殿の業において熱心に働くにつれて，

なすべき業の範囲が理解できるようになるでしょうし，今はほんの始

まりにすぎないからです。救い主が来られるときには，この贖
あがな

いの業

のために千年が費やされるでしょう。神殿は，このヨセフの地，すな

わち南北アメリカの全土に見られるようになるでしょう。またヨーロ

ッパやそのほかのあらゆる場所で，見られるようになるでしょう。セ

ム，ハム，ヤペテの子孫の中で，肉において福音を受け入れなかった

すべての人のために，神の神殿で儀式が執行されなければなりません。

それが終わって初めて，救い主は御父に向かい「業は終わりました」

と言いながら，王国をささげることがおできになるのです。11

皆さんの前には，……死者の贖
あがな

いにかかわる業があります。神殿

の建設に関する業があります。兄弟姉妹，これは大切な業です。こ

の業は，自分自身でできない人々のために行われます。ちょうど，

イエス・キリストが人の贖いのために御自分の命を捨てられたとき

になさったことと同じです。なぜなら人は自分自身を贖うことがで

きないからです。霊界には，わたしたちの父親や母親や親族がいま

す。ですから，わたしたちには彼らに代わって果たすべき業がある

のです。一個人として，わたしは死者を贖うという業に非常に関心

を抱いてきました。わたしの兄弟姉妹たちも同じ関心を抱いてきま

した。機会のあるかぎりこの業を続けていかなければなりません。

……この業は末日聖徒にゆだねられています。この業のために，で

きることを行ってください。そうすれば幕の向こうに行くときに，

父親や母親，親戚
しんせき

や友から，皆さんが行ったことに対する感謝を受

けるでしょう。亡くなった人々の贖いのために神の手に使われる人

は皆，預言が成就するときに，シオンの山の救う者として称賛され

ることでしょう〔オバデヤ1：21参照〕。12

わたしたちは，神の命令により聖なる神権を持っていて祝福とし

て力と権能を与えられています。それが与えられているのは，地の

上に立って，生者と死者の両方を贖
あがな

うためです。もしこの務めを行

わないならば，罰の定めを受けて地から絶たれることになります。
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イスラエルの神はこの務めを行う別の民を起こされることでしょう。13

兄弟姉妹，このことを心に留めてください。記録の作成を続けま

しょう。主の前に義にかなって記録を埋めていきましょう。この原

則を実践しましょう。そうするならば，神の祝福が常にともにある

でしょう。そして将来，贖
あがな

われた人々がわたしたちを祝福してくれ

ることでしょう。わたしは神に祈ります。この民の目と耳と心が開

かれて，肩に載せられた大いなる力ある業を，見て，聞いて，理解

することができますように。この業をわたしたちに求めておられる

のは，天の神です。死者の贖いに関して神から明らかにされた原則

は，大いなる，栄えあるものです。14

死者は身代わりの儀式が行われるのを切望している。
神も非常な関心をもって神殿の業を御覧になっている

死者の贖いに関して，わたしたちには大いなる業があります。こ

の民の歩みを，天が関心をもって注目しています。15

先祖は，わたしたちがこの業を果たすのを待ち望んでいます。先

祖は切なる望みを抱きながら見守っており，神殿が完成し，儀式が

行われることを望んでいます。そうすれば，先祖は復活の朝に出て来
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て，わたしたちが享受している祝福を享受できるようになるのです。16

「この福音を知らずに死んだ者で，もしとどまることを許されて

いたらそれを受け入れたであろう者は皆，神の日の栄えの王国を受

け継ぐ者となる。これから後，この福音を知らずに死ぬ者で，真心

からそれを受け入れたであろう者も皆，その王国を受け継ぐ者とな

る。主なるわたしは，すべての人をその行いに応じて，またその心

の望みに応じて裁くからである。」〔教義と聖約137：7－9〕皆さん

の先祖も同じように取り扱われます。福音を受け入れない人は，も

しいたとしても非常にわずかでしょう。……この民の先祖は福音を

受け入れることでしょう。17

ヤング大管長は次のように語っていますが，その言葉はまさに真

実です。「死んだ人々は，もしも許されることなら，無数の雷を集

めたような声を出して，神の僕
しもべ

たちに向かってこう言うでしょう。

『立ち上がって神殿を建てなさい。召しを尊んで大いなるものとし

て，死んだ者たちを贖
あがな

いなさい。』」18

もし〔わたしたちが〕預言者ジョセフ・スミスの気持ちや，彼と

親しく交わった兄弟たちの気持ち，また獄に閉じ込められている無

数の人類家族の気持ちをほんとうによく理解できたなら，疲れるこ

とはないでしょう。……死者の贖いのために働くことでしょう。19

天の目はわたしたちに注がれています。神御自身の目，霊界にい

るすべての預言者と使徒の目が皆さんを見ています。この神権を持

つ人々を見ています。今何をしていて，これから何をしようとして

いるのかを見ています。これは，わたしたちの理解をはるかに越える

ほど重要なことなのです。目を覚まして，神の宮で行われる儀式の重

要性を自覚しましょう。義とされるように，義務を果たしましょう。20

霊界で先祖と会うときに喜ぶか悔やむかは，
地上で先祖のための業を行ってきたかどうかによる

皆さんは……亡くなった先祖を贖
あがな

う力を受けています。皆さんの

中にはすでに先祖を贖った人が非常に多くいますが，わたしの願い

は，贖うべき先祖がいるかぎり全員がこの業を続けていくことです。

神殿に参入する力がある人は，決してこの業をやめてはいけません。

……わたしはここで数千人を贖いました。まるで死者が肉体を持っ

て立っているかのように，死者の代わりにバプテスマと，聖任と，

洗いと油注ぎと，エンダウメントと結び固めを行いました。わたし
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は幕の向こうに行ったときに，彼らに会うでしょう。皆さんも幕の

向こうに行ったときに，皆さんの親族に会うでしょう。21

わたしは，この体を墓に横たえて霊界に行った後，福音の原則を

受け入れたすべての先祖に会い，復活の朝にともに喜び，栄光を受

けることでしょう。恐らく皆さんは聞くかもしれません。「では，

もし身代わりでバプテスマを受けた人が福音を受け入れなかったら

どうなるのですか。」それは彼らの責任であって，わたしの責任で

はありません。しかし，この地上で機会が与えられているかぎり，

すべてのイスラエルには，この業に励む義務があるのです。22

神殿に入る特権をこれほど長く得てきたにもかかわらず，死者の

贖
あがな

いの業を行わずに霊界に行ったとしたら，わたしはどう感じるで

しょう。霊界では，父の家族に会い，母の家族に会い，祖先に会い

ますが，彼らは皆，獄に閉じ込められているのです。先祖を救う鍵
かぎ

を持っていたにもかかわらず，何も行わなければ，そのようになる

のです。そのとき，わたしはどう感じるでしょうか。先祖はわたし

を見てどう思うでしょうか。23

生前に福音を一度も聞く機会のなかった祖先から，「あなたは，

出て行ってわたしを贖
あがな

う力を持っていたのに，わたしを贖ってくれ

ませんでした」と言われるのだとしたら，わたしは霊界に行きたく

はありません。そのような場面に遭遇したくありません。末日聖徒

にそのような場面に遭ってほしくありません。わたしたちは，かな

りよく働いてきたと思います。〔1897年の時点で〕この山脈の盆地

には4つの神殿が建てられています。そして，末日聖徒はこの4つ

の神殿をよく使っています。しかしわたしたちは，力の及ぶかぎり，

すべての人を贖うまでこの業を続けていかなければなりません。こ

の原則を実践するなら，この原則にかかわる祝福を受けることでしょ

う。その祝福は復活の朝に得られます。その日には，わたしたちが贖

った父や母や祖先たちが，わたしたちとともに出て来るのです。24

もしこのことに関して求められている事柄を行わないならば，わ

たしたちは罪の宣告を受けます。もしこのことに励むならば，日の

栄えの王国で友に会うときに，次のように言われるでしょう。「皆

さんはわたしたちを救う者となってくれました。そうする力があっ

たからです。皆さんは神が求めておられるこれらの儀式を受けてく

れました。」25

地上に主の王国が回復されて以来，この民は常にシオンの山の救
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う者と呼ばれてきました。これは栄えある原則です。自分自身が救

われること，そして同胞
はらから

を救うことは，何と栄えあることでしょう。

金や銀が何でしょう。この世の富が何でしょう。すべて使えば消え

去ります。世を去るときには，財産は後に残して行かなければなり

ません。しかしもし永遠の命を受けるならば，もし信仰を保って勝

利を得るならば，幕の向こう側に行くときに喜びを得るでしょう。

わたしはこのすべての事柄に喜びを感じます。主が明らかにしてく

ださった原則の中で，死者の贖
あがな

いほどわたしに喜びを与えてくれた

原則はまずありません。第一の復活の朝，日の栄えの王国において，

わたしたちは父親，母親，妻，子供たちとともに，家族の輪の中に

いることになるのです。これは壮大な原則です。あらゆる犠牲を払

う価値のあるものです。26

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• ウィルフォード・ウッドラフ大管長は，死者の贖
あがな

いの教義を初

めて聞いたとき，どのように感じましたか。最初に何について

考えましたか（185ページ参照）。ウッドラフ大管長のそのよう

な思いから何を学べるでしょうか。

• ウッドラフ大管長は，生者にとって伝道活動が大切であるのと

同じように，死者にとって神殿活動が大切であると言っていま

す（188ページ）。この言葉の意味について考えるか，話し合っ

てください。あなたはどのような経験によって，神殿活動と伝

道活動のつながりを理解しましたか。

• ウッドラフ大管長は，死者の代わりに儀式を受ける人は，「自分

自身でできない人々のために」行っているのであると言ってい

ます（189ページ）。このことを理解すれば，神殿活動に対する

気持ちはどのように変わるでしょうか。

• 190ページから始まる項をもう一度読んでください。ウッドラフ

大管長によれば，先祖は神殿活動についてどう感じているでし

ょうか。父なる神はこの業をどう考えておられるでしょうか。

あなたはその文章を読んでどう感じますか。
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• 191ページから始まる，本章の最後の項をもう一度読んでくださ

い。霊界で先祖に会うときにどう感じるか，考えてください。

• どうすれば神殿と家族歴史の活動のために時間を作ることがで

きるでしょうか。教会はわたしたちを導き，支援するためにど

のような手段を提供しているでしょうか。

• 神殿と家族歴史の活動を行うならば，家族はどのように強めら

れるでしょうか。教会の青少年が死者を贖
あがな

う責任に喜びを見い

だせるようにするには，どのようなことができるでしょうか。

関連聖句――1コリント15：29；教義と聖約128章；138章
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ある日の午後，ウィルフォード・ウッドラフ長老は自宅にいたと

きに，ブリガム・ヤング大管長が教会歴史家事務所で会いたがって

いると連絡を受けた。大管長からこの要請を受けたウッドラフ長老

は「直ちに事務所に赴いた。」1 彼は当時そこで教会歴史家補佐とし

て働いていた。後に日記に次のように記録している。

「入って行くと，ヤング大管長が言った。『〔馬車を引く馬〕を何頭

か持っていますか。』わたしは小さなポニーを2頭持っていることを

伝えた。大管長は貸してもらえないかと尋ねた。一瞬ためらったが，

『はい，求められることは何でもいたします』と言った。すると大

管長はこう言った。『わたしは一組のいい馬を持っているので，こ

こで働いている間，それを使ってください。』わたしはとても驚い

た。まったく予期せぬことであった。馬を受け取り，恐らくそのと

きは言葉にできなかったと思うが，心からありがたく思った。」2

ポニーの提供に応じたとき，ウッドラフ長老はただヤング大管長

の指示に従うことを選んだだけであった。報いを期待してはいなか

った。しかし，生ける預言者に従うことによってもたらされる祝福

について知っていた。その数か月前に，次のように宣言している。

「主はブリガム兄弟の心を開き，この民の救いにかかわる多くの原

則に導かれるでしょう。わたしたちは心を閉ざして，ここまでは行

くがそれ以上は行かないと言うことはできません。そのようにする

ならば神の御前
みまえ

で自らの立場を危うくすることになります。」3

この宣言は，十二使徒定員会の会員として働いていたときの，大
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生ける預言者に従う

生ける預言者に明らかにされる主の言葉に従うとき，

この世においては安全と幸福を，

来るべき世においては昇栄を得るでしょう。
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管長に対する揺るぎない忠誠を表すものであった。自身が大管長にな

ったとき，彼は聖徒たちに自らの神聖な召しについて証し，聖徒は常

に生ける預言者によって導かれると断言した。次のように語っている。

「主は，ジョセフ・スミスに王国の鍵
かぎ

とメルキゼデク神権の鍵，

使徒職の鍵を授けてその頭に結び固められました。そのとき，主は

それらが人の子の再臨までこの世にとどまるように結び固められた

のです。ブリガム・ヤングはこのことを次の言葉で巧みに表現して

います。『神の王国の鍵はここにある。』この鍵は，死ぬまでブリガ

ム・ヤングが持っていました。そして，ブリガム・ヤングの死後，

ほかの人の頭に下りました。ジョン・テーラー大管長です。テーラ

ー大管長は，死ぬまでこの鍵を持っていました。その死後，神の摂

理により，機会が巡ってきて，鍵はわたし，ウィルフォード・ウッ

ドラフに下ったのです。

末日聖徒の皆さんに申し上げます。王国の鍵はここにあります。

人の子が来られるときまで，取り去られることはありません。イス

ラエルの民よ，このことを理解してください。わたしがこの鍵を所

有している期間は，あまり長くはないかもしれません。しかし，わ

たしの時が過ぎれば鍵はほかの使徒の頭に下ります。その使徒の次

にはまた次の使徒の頭にといった具合に，主イエス・キリストが天

の雲に包まれて来られるときまで継承されていくのです。」4

ウィルフォード・ウッドラフの教え

アダムの時代から，主は御自分の教会を治め，
地に住む人々に警告するために，預言者を立ててこられた

最初から神は預言者と霊感を受けた人々によってこの教会を導い

てこられました。神はこの教会を世の終わりまで導かれるでしょう。5

世のどんな時代においても，神が啓示による以外の方法で，御自

分の教会または民を治め管理されたことは一度もありませんでし

た。民の中には神の生ける神託がありました。――王国の鍵
かぎ

を持つ

人々がいて，すべての業において助けとなる啓示を受けなければな

りませんでした。6

主はわたしたちの知っているどんな時代に対しても，裁きを下す

前に，預言者や霊感を受けた人を立てて地に住む人々に警告されな

かったことは一度もありません。これこそ父祖アダムの時代から現
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在に至るまで，主がすべての人を計らわれてこられた方法です。7

生ける預言者を通して，主は教会に対する御心
みこころ

を明らかにし，
永遠の命に至る道でわたしたちを導かれる

主はわたしたちに，……主が天から御自身の声によって語られよ

うと，天使の働きによって語られようと，あるいは聖霊に動かされ

た主の僕
しもべ

の口によって語られようと，それはすべて同じように神の

思いと御心
みこころ

である，と教えておられます〔教義と聖約1：38参照〕。8

わたしたちを導くように任じられた人々の口には，神の律法があ

ります。9

もし，神がこれまでに人に与えられたすべての啓示がわたしたちの

前にあったとしても，もしエノクの書があったとしても，もしモルモン

書の翻訳されなかった版が英語であったとしても，もし黙示者ヨハネ

の封じられた記録や，そのほかのあらゆる啓示があって，ここに100

フィート〔約30メートル〕の高さに積み上げられていたとしても，そ

れでも神の生ける神託がなければ，この時代においても世のほかのど

んな時代においても，神の教会と王国は成長することができません。10

わたしたちには啓示があります。確かに，預言者ジョセフ・スミ

スが亡くなって以降，この教会の指導者たちは多くの啓示を〔公表〕

してはいません。ジョセフ・スミスは教義と聖約の書を世に出して

おり，それは壮大な啓示の書物です。――神がかつて地上の人に授

けられた記録の中で最も栄えあるものの一つです。しかしわたしは

申し上げたいのですが，ブリガム・ヤング兄弟は啓示なしで生きた

のではありませんでした。絶えず啓示を受けていました。啓示なし

で働くことはできませんでした。啓示なしでは教えを説くことも，

神の御心
みこころ

を行うこともできませんでした。その地位に召される人は

皆同じです。主はどのような人にも，その人が啓示によって治めら

れ制御されているのでなければ，この教会の長として立つことをお

許しにはなりません。わたしたちは弱い道具です。――ちりから造

られたつまらない者です。しかし神は知恵のある者を辱
はずかし

め，主のシ

オンを築き上げるために地の弱い者を選んでこられ，わたしたちに

啓示を与え，御自分の思いと御心をお知らせになります。11

わたしたちは世とは異なっています。光と知識と祝福を受けるた

めの最も重要な手段があります。……才能と知識に磨かれた最も賢

い人々を連れて来て神の教会に入れることはできますが，指導者を
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しのぐことは決してありません。彼らの知恵は愚かなものとなるで

しょう。なぜでしょうか。導くように召されていないからです。も

しある人が書物を一文字たりとも読むだけの教養がないとして，も

し主がその人を神の教会と王国を導くように召されるならば，主は

力をお授けになるでしょう。わたしたちはこの教訓を日々受けてお

り，祈りと働きを一つにして自分たちの長の勧告を実行することが

できるように，一つとなるように，また心を一人の心のごとくにす

るように呼びかけられています。

主は〔教会の大管長を〕，御自身が彼に行くように望む所に導か

れるでしょう。わたしたちは神が彼とともにいて，常に導いてこら

れたことを知っています。……〔預言者〕は様々な事柄に関してわ

たしたちに何が正しく何が誤りであるかを告げるように求められま

す。それが預言者の役目であり，召しであるからです。……主と預

言者の間には完全な交わりの手段があり，それによって彼は知恵を

得，別の手段によって民に広められます。わたしたちはそのことを知

っています。この知識を実行に移すようにならなければなりません。12

主はわたしであろうと，ほかのだれであろうと，この教会の大管

長として立つ者が皆さんを誤った道へ導くのをお許しになることは

決してありません。そうすることは，計画の中にはありません。そ

れは神の御心
みこころ

の中にありません。もしわたしがそうしようとしたな

らば，主はわたしをこの職から退けられることでしょう。

主の僕
しもべ

によってわたしたちのために敷かれている道を皆が進むこ

とができるように願っています。そのようにするならば，この世に

おいて安全であり，来るべき世において幸福と昇栄を手に入れるこ

とになると，確信しているからです。……もしわたしたちが忠実で

あるならば，主の僕たちは命の道に導いてくれるでしょう。そして

彼らの教えを信じる信仰と，彼らによって与えられる聖なる御霊
みた ま

の

教えを信じる信仰があるかぎり，わたしたちは常に安全な道にいて，

自分たちの報いを確信するでしょう。14

生ける預言者と教会指導者のために祈り，
勧告に従うことによって支持する

わたしも，ほかの人たちすなわち使徒，および主の名によって職

務を行うように召されているすべての人も，末日聖徒の信仰と祈り

を必要としています。15
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わたしは生きている間，神と聖徒たちに心から忠実でありたいと

思います。神がわたしに与えてくださっている最も大きな祝福の一

つは，わたしと副管長たちが末日聖徒に絶えず覚えられているとい

うことです。わたしはこのことのために主の前に地に伏すほどにへ

りくだる思いを感じてきました。わたしたちは皆さんが祈ってくれ

ていることを知っています。尊敬の念を抱いてくださることを知っ

ています。そしてわたしたちはこの原則に頼っています。……主は

「強い者をはずかしめるために，この世の弱い者を選び，有力な者

を無力な者にするために，……無きに等しい者を選〔んで〕」こら

れました〔1コリント1：27－28参照〕。わたしたちは自分の弱さを

感じています。自分がもっと善良な者であったならと思います。も

ちろん，不十分な状態にあって全力を尽くすよう努めてきました。

今もなおそのようにしたいと願っています。兄弟たちと同様に，わ

たしは主と，聖徒たちの祈りに頼っています。16

兄弟姉妹が，自らの信仰と働きと祈りによってこの教会の大管長

会を支持しようと心の中に感じていながら，義務を果たすことを避

け，大管長会にすべての重荷を負わせようとすることのないように
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願っています。もしそのようにするならば，わたしたちはふさわし

くなく，イスラエルの長老，イスラエルの父親や母親としてふさわ

しくありません。それぞれが自分の役割を果たしましょう。そして

もし自身の愚かさを正し，家を整え，正しいことを行うならば，わ

たしたちは善を行い，導く者に課せられた重荷を引き上げるのを助

けることになるでしょう。……〔教会の大管長〕にとって，民が向

こう見ずにも滅亡につながる独自の道を突き進もうとするのを見る

こと，大管長の勧告を進んで受け入れず，彼の教える教義に従おう

としないこと，それは痛ましいことです。しかし民が進んで有益な

勧告に従い，主の前に自らを聖
きよ

めようとするのを見るとき，大管長

は，強められ支えられていると感じるのです。17

大管長の勧告を軽々しく扱ってはならない

主が人々に霊感を与えていずれかの時代に遣わされるとき，主は

その時代の人々に，主の僕
しもべ

の証
あかし

をどのように受け入れたかに対して

責任を問われます。18

すべての教会員は，理性と思考力を用いて，神の示される道を進

むべき理由を十分に理解する必要があります。天の御父は，御自分

の聖徒たちが正しい理解と的確な判断に基づいて従うことを望んで

おられます。主はわたしたちに，自分自身の意思で，考え，行動す

る選択の自由を与えてくださっています。それは，主の教えておら

れる原則が真実であるという証を主から直接得られるように，そし

て次に，救いに必要なすべてのことを確固として揺るぎなく果たす

ことができるようにするためです。19

わたしたちには神の御霊を受けて生活する特権があります。神の

御霊は，神の民を導く預言者の口を通して神からもたらされる啓示

について，それが真実であることを証してくれます。わたしは民を

導く預言者が教義や原則を明らかにするとき，あるいは「主はこう

言われる」と言うとき，たとえそれが自分のそれまでの考え方や見

方に反するものであるとしても，努めてそれを受け入れるようにし

ています。主はわたしに真理を明らかにされる前に，御自分の教会

を導くように召された預言者に明らかにされることを十分に確信し

ているからです。そのことを常に信条としてきました。預言者を通

じて与えられる主の言葉は，わたしにとって最終的な律法なのです。20

兄弟姉妹に申し上げます。〔大管長〕はわたしたちの指導者であ
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り，神の教会と王国における立法者です。彼はこの職に召されてい

ます。大管長にはこの民になすべきことを告げる特権があり，わた

したちには，彼が今日
こんにち

姉妹たちや兄弟たちに与えている勧告に従う

義務があります。わたしたちは民としてこの勧告を軽々しく扱うべ

きではありません。なぜなら主の名によって申し上げますが，またこ

れはわたしがこの教会の会員になったときから見てきたことですが，

正しく認められたこの民の指導者の勧告に逆らおうとする人で栄える

人は一人もなく，今後もそのような人が栄えることはないからです。21

昔の習わしによれば，〔羊飼い〕は行く手に待ち受けるあらゆる

危険を事前に知って羊を救うことができるように，常に先へ行って

道を備えました。もし〔羊〕が羊飼いを越して行くのを許すならば，

オオカミに捕らえられ殺されることでしょう。この王国の人々が指

導者の承認していない事柄を行ったり，あるいは彼らの指示に逆ら

ったりする瞬間，どんなことにおいてであろうとこのように行うま

さにその瞬間に，オオカミに傷つけられる危険にさらされます。

これまでこの件について大いに考え，人々の振る舞いを見てきた

経験から，少しばかりの有益な知識を得てきました。人が指導者の

勧告に反した行いをしたときには，……それによって必ず問題に巻

き込まれ損害を被るのを，生涯にわたっていつも見てきました。

人の芸術や科学について調べ，研究することによってどのような

知識を得てきたとしても，また科学的な研究によってどのような原

則を吸収してきたとしても，もし神の預言者がわたしの学んできた

特定の原則または理論が真実ではないと告げるならば，わたしは自

分の考えがどのようなものであろうと，自分には指導者の助言によ

ってその原則または理論を捨てる義務があると考えます。……

ジョセフの時代に，わたしは人々が原則を持ち出してきて，様々

な理論を読み，教え，唱道し，それに対して預言者が「そのような

行いは正しくありません。真実ではありません」と言うのを見てき

ました。人々はそれでもなお主張を続け，自らの立場を固持し，預

言者が非難すると，自分の理論を弁護する文書を書き，「わたした

ちはあなたの理論も，あなたが提示する制度も信じていません」と

述べるのでした。

そのように行うまさにその瞬間に，その人は命と救いの道に導く

ように任じられている神の僕
しもべ

に反対することになります。これは長

老たちが心して避けるべきことです。実際，この王国を築き上げる
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に当たって教えられる事柄で，奇妙に思えること，言い伝えに反す

ることが非常に多くあります。それは人々を試すためなのです。ジ

ョセフ兄弟は，人の高潔さを試すことになる様々な方法を用いまし

た。彼が教えた非常に多くの事柄は，言い伝えのゆえに，多くの聖

徒にとって，信じる前に祈りと信仰と主からの証
あかし

を必要とするもの

でした。……

わたしたちを導くように任じられているいかなる人であろうと，そ

の人に反対することに関して言えば，わたしたちは決してそのように

行ってはなりません。言い伝えや教育に照らして，その件に関してわ

たしたちがどのような感情や意見を持つかは問題ではありません。

何かを明らかにするときには，神はそれを長として立つ者に明ら

かにされます。……そのほかにこの王国において人々を導き，治め

るための計画や制度はありません。あるのは神の教会と王国の秩序

において，神の啓示によって確立されているものだけです。すなわ

ち，神の御心
みこころ

が人に明らかにされるすべての神権時代にあっては，

長が導き，勧告し，治めるのです。22

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 195ページにある物語から，どのような原則を学べるでしょうか。

• 預言者にはどのような責任があるでしょうか（197－199ページ

参照）。現在の大管長はこの責任をどのように果たしているでし

ょうか。

• 198ページの第3段落を読んでください。古代の預言者の記録を

持つことよりも，生ける預言者によって導かれることの方が大

切なのはなぜでしょうか。

• 199ページの第2段落を読んでください。この約束はあなたにと

ってどのような助けとなるでしょうか。

• 大管長を支持し，支えるために，どのようなことができるでし

ょうか（199－201ページ参照）。生ける預言者を支持するために

あなたが個人的に行うことについて考えてください。

• 現在の大管長からどのような勧告を受けているでしょうか。あ
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なたはその勧告に従うためにどのようなことを行ってきました

か。従順の結果としてどのような祝福を受けてきましたか。

• 生ける預言者の言葉を拒む人やないがしろにする人に対して，

ウッドラフ大管長はどのような警告を与えていますか（201－

203ページ参照）。

• 201ページの第2段落を読んでください。「正しい理解と的確な判

断に基づいて従う」という言葉から，どのようなことが学べる

でしょうか。

• 子供たちに大管長を支持することを教えるにはどうすればよい

でしょうか。

関連聖句――アモス3：7；マタイ10：41；1テサロニケ5：25；モー
サヤ2：7－9；教義と聖約21：4－7；28：6－7；43：1－3；107：22
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフ大管長は，救いが「イエス・キリス

トの血によって，またイエス・キリストの血を通じて」与えられる

ことを証
あかし

し，完全な救いが「福音に従うことによって」与えられる

ことを強調した。1 このような理解とともに，大管長は「わたしたち

には皆選択の自由があって，善を選んで悪を拒むことも，あるいは

悪を選んで善を拒むこともできる」2 こと，また神が「この選択の自

由をどのように用いるかについて，〔わたしたちに〕責任を負わせ

られる」3 ことを教えた。大管長は「短い期間のこの世の喜び」と

「主が御自分の律法を守るすべての人に授

けてくださる，永遠に続く光と真理と祝

福と知識」の違いを聖徒たちに思い起こ

させ，義にかなった決断をするよう勧め

た。4

皆と同じように，ウッドラフ大管長に

も選択の自由の賜物
たまもの

を行使する無数の機

会があった。そのような機会の一つが，

イギリスのヘレフォードシャーにあった

ジョン・ベンボーの家で訪れた（本書91

ページ参照）。「ジョン・ベンボーは高潔

な人物でした」と，ウッドラフ大管長は回想している。「イギリス

の貴族のようでした。教会に入ったどんな人にも劣らない裕福な人

物であったと思います。バプテスマを受けて1か月もたたないころ
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選択の自由――命と死の選択

今こそ善か悪かを選ぶ時です。

わたしたちの行動はこの世においても永遠にわたっても

影響を及ぼすからです。

ジョン・ベンボー



だったと思いますが，ジョンは妻とともに小さな居間に入って来て，

たしか45分ほどの時間をかけて，新約聖書から読んだことについて

話してくれました。ジョンは，使徒の時代の人々が，自分たちの持

ち物をすべて売り，使徒たちの足もとに置いたことについて語り

〔使徒4：31－37参照〕，自分にはその慣習に従う義務があると感じ，

そのように行いたいと言いました。わたしは根気強く耳を傾け，ジ

ョンが話を終えてから，多分30分ほど使って，今日
こんにち

の我々の立場と

当時の使徒たちの立場がどう違うかを語りました。そして神がわた

しをイギリスに遣わされたのは，彼の金
きん

や馬，牛，財産を管理する

ためではなく，福音を宣
の

べ伝えるためであることを話しました。し

かし，主が彼の犠牲を受け入れられること，また善を行えるときに

は常に行うべきであること，貧しい者を支援し，モルモン書の出版

を助けるべきであることなどを語りました。」

この経験を述べながら，ウッドラフ大管長はベンボー兄弟の申し

出を丁重に断るという決断が，どれほど広範な影響を及ぼしたかを

語った。

「さて，もしわたしがもう一方の道を取って，『はい，あなたの
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財産をわたしに下さい。わたしが管理しましょう』と言っていたな

らば，どのような結果になっていたでしょうか。彼は恐らく背教し

ていたでしょう。それだけではなく，一人の愚かな使徒がいたこと

になり，その人物もまた背教にふさわしい候補者となっていたでし

ょう。しかし，あのことはわたしにとって何らかの誘惑であったで

しょうか。いいえ，誘惑ではありませんでした。十分に神の御霊
みた ま

を

受けていて，10万ポンドの金銭と，第一の復活にあずかることの違

い，すなわち天使たちと神々のそばを通り過ぎて昇栄と栄光を受け，

とこしえにいつまでも神と小羊の前に立つ力を持つことの違いを知

っていたなら，それはどのような長老にとっても，誘惑とはならな

かったでしょう。」5

ウィルフォード・ウッドラフの教え

わたしたちは神から選択の自由を与えられているため，
自分の行動に責任がある

神は先の神権時代の神の子供たちすべてにお与えになったよう

に，この神権時代にも，すべての神の子供たち一人一人に選択の自

由を与えておられます。神の統治と管理の下で，人は常にこの選択

の自由を受け継いできました。〔わたしたち〕は，世界が存在する

前に至高の天において選択の自由を授かりました。主は天において，

ルシフェルと彼の側に加わった者たちの攻撃からわたしたちの選択

の自由を守り，維持してくださり，ルシフェルと天の衆群の3分の1

を打ち倒されました〔黙示12：1－9；教義と聖約29：36－37；モー

セ4：1－4参照〕。この選択の自由によって，皆さんやわたしや全人

類は責任ある者とされ，自分が進む道，送る人生，肉における行い

に対して責任を負うことになります。6

だれをも天へと強制しないこと，思いを支配するのではなく，思

うとおりに行動するに任せることは，神の摂理の一部です。〔神〕

は御自分の創造物である人の前に永遠の福音，命と救いの原則を置

き，次にその人に，自分自身の行動の結果について神に責任を負う

ことになるという明確な理解の下で，選ぶのも拒むのもお任せにな

ります。7
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善を行うか悪を行うかを決断するとき，
それはこの世と永遠にわたり結果を及ぼす

人は皆，自分が得ようと努力したものを得るでしょう。まくもの

が何であろうと，それが善であろうと悪であろうと，その実を刈り

取るでしょう〔ガラテヤ6：7；教義と聖約6：33参照〕。

主は戒めを与えておられ，もし従順の祝福を受け〔たいと思う〕

ならば，主の戒めに従わなければなりません。9

神の戒めに忠実に従えば従うほど，神が友であり，わたしたちを

見守っておられること，また神の御子イエスが御父に対するわたし

たちの弁護者であられることを，ますます確信するようになるでし

ょう。また，イエスがこの民のただ中にいて，御自分の民のもろも

ろの権利のために戦い，シオンを攻めるために造られるすべての武

器を防いでくださることを，さらに確信するようになります。10

わたしたちは，罪を犯すことや神の律法を破ることによる悪い結

果を，子供たちの心に刻み付けなければなりません。不当な行いに

よって悲しみと艱難
かんなん

を受けること，しかしその悲しみや艱難は善を

行うことによって容易に逃れられることを理解させるべきです。子

供はこの原則を訓戒によって学ぶべきであり，不当な行いをするこ

とで悲しみと艱難を経験すべきではありません。11

わたしがこの教会すなわち王国の中で犯した過ちには，常に千倍

の代価が求められてきました。罪を犯せば必ず罰を受けます。勧告

をないがしろにすれば必ず罰を受け，悲しみを経験します。12

兄弟姉妹の皆さん，神を求めてください。ひそかな場所で神を呼

び求め，義と真理に背を向けないでください。罪から得られるもの

は何もなく，すべてを失うことになります。13

自分が受けている光に従って歩もうとしない人は，遅かれ早かれ

ひどい苦難を受けなければなりません。神の戒めに従って絶えず正

しいことを行う人が味わうような喜びと幸福と救いはありません。

悪人は常に恐れの内にあります。罪に世の男性や女性の心を捉える

ような魅力は何もないのです。それはどのような好ましい結果もも

たらしません。主に仕える方が良いのです。なぜなら朝，昼，晩に

主に仕える人々は，貧富にかかわらず幸福であるからです。14

どの民族，どの国民，どの王国やどの世代の人に尋ねても，自分

たちは幸福を求めていると答えるでしょう。しかし，どのようにし
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て幸福を求めているでしょうか。人類の大部分の人を例に取ってみ

てください。どのように幸福を求めているでしょうか。それは，で

きるかぎり速やかに悪魔に仕えることによってであり，人の子らが

最後に礼拝する御方または事物，また最後に守ろうとする律法は，

ほとんどの場合，天の神とその律法です。神を礼拝しようとも，

御名
み な

を尊ぼうとも，律法を守ろうともせず，日々その御名を汚し，

世のほとんどの人が，罪を犯し，神の律法を破り，御名を汚し，幸

福が注がれる唯一の源を拒みながらも，幸福を求め〔てい〕ます。

罪の道を歩み神の律法を破っていては幸福は得られないことを真

に理解したならば，次にその愚かさを知るべきです。幸福を得るた

めには義の業に励み，天の御父の御心
みこころ

を行わなければならないこと

を，すべての男女が知るようになります。なぜならこの世において，

あるいは永遠にわたって，すべての幸福，祝福，栄光，救い，昇栄，

および永遠の命を，御父の手から受けるからです。15

忠実であって，福音の徳で自分自身を飾りましょう。不正を行う

ことによって得られるものは何もありません。偽りを言い，盗み，

神聖を汚し，酒に酔い，陰口を言い，主イエス・キリストを否定す

ることは，悲しみと悔恨
かいこん

の情を引き起こします。神の形に組織され

ている人の品性を落とします。しかし正しいことを行うこと，神の

戒めに従うこと，愛を示し，親切であることは，喜び，平安，聖霊，

そして最終的には御父の王国における昇栄をもたらします。16

わたしたちは，地上での短い期間に自ら選んで
従った律法によって，永遠に報いを受けることになる

すばらしいことに，地上での生活はわずかな期間でしかありませ

んが，幕の向こう側で人は永遠に生き，創造主が存在しておられる

かぎり，生き，存在することになります。そしてわたしたちの永遠

の行く末は，地上での短い人生を肉にあってどのように過ごすかに

よって決まるのです。17

将来の行く末，すなわち将来の幸福と昇栄と栄光，または将来の

不幸と凋落
ちょうらく

と悲しみは，すべてこの世で過ごすわずかな時間で決ま

ります。これを真に理解できるとき，不正な行為に時間を費やすこ

とが天の下のどのような人にとっても益にならないと言うことがで

きます。……もし人がどこからか何らかの祝福を得るとするならば，

主から得なければなりません。悪魔には人の子らに祝福を与える性
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質はなく，悪魔が祝福を与えることはないからです。それどころか

悪魔は人の子らを義と真理の道から離れるように惑わそうとして働

くのです。18

この地を創造し，その上に御自分の子らを置かれた天の神は，子

らが昇栄し，栄光の王国において救われるため一つの律法をお授け

になりました。なぜなら，すべての王国に与えられている律法があ

って，全宇宙においてすべてのことは律法によって治められている

からです。人がどのような律法に従おうと，その人はその律法によ

って守られ，何であれその律法が約束している報いを受けます〔教

義と聖約130：20－21参照〕。神は御自分のすべての子らが最も高い

律法に従い，不死をまとったすべての者に定められている最も高い

栄光を受けるように望んでおられます。しかし神はそのすべての子

らに，自分が従う律法を選ぶ選択の自由を授けておられます。19

だれでも日の栄えの律法に従わないかぎり，日の栄えの栄光を受

けることはありません。だれでも月の栄えの律法に従わないかぎり

月の栄えの栄光を受けることはなく，星の栄えの律法に従わないか

ぎり星の栄えの栄光を受けることはありません〔教義と聖約88：

19－33参照〕。真昼の太陽の光と夜の星の瞬きの間には大きな違い

がありますが，それでもその違いは，神の王国の種々の栄光の違い

ほどではありません。20

主は日の栄えの律法を明らかにしてくださっています。すなわち，

主はイエス・キリストの完全な福音を与えてくださっており，永遠

の命の原則についての知識を与えてくださっています。……

もし日の栄えの世界に行ったなら，わたしたちはそこを支配して

いる霊によって行動し，わたしたちを治めることになる原則に絶え

ず従うことになるでしょう。神の前に住む神の民が享受する栄光と

同じものを得るためには，この世においてその同じ霊と原則を持た

なければならず，地上で日の栄えの律法に従い，神の民を一つにす

る原則によって一致しなければなりません。

これが日々教えられている原則であり，わたしたちはこの原則を

実践するようにならなければならず，利己心とすべての偽りの原則

を捨てなければなりません。21

正しいことを行うことは報いをもたらし，人はこの世代やほかの

世代において神やその業に背く道を取ったことを悲しみ，激しく後

悔するでしょう。……もし人が正しいことを行い，イエス・キリス

第20章

210



第20章

211

「朝，昼，晩に主に仕える人々は，貧富にかかわらず幸福……です。」



トの証
あかし

に雄々しくあり，福音に従い，聖約を守るならば，幕の向こ

う側に行くときに，その人には神と小羊の前に行くための入り口が

あります。日の栄えの律法に従ってきた人は日の栄えの栄光に入り，

その律法によって守られ，永遠にわたってその栄光にあずかります。

肉にあって過ごすわずかな期間に神の律法に従い，忠実であること

は，天の下のあらゆる人に報いをもたらすのです。22

自分自身の心を調べて，義の業を行い，天の御父をあがめ，神と

人に対する自らの義務を果たし，神の王国に付く者となってそれを

築き上げることを直ちに決意するべきです。そのときにわたしたち

は，完全な栄光のうちに幸福を得，不滅の霊を満足させるためには，

日の栄えの律法に従い，日の栄えの神の御霊
みた ま

の一部によって生かさ

れなければならないことを理解するでしょう。また，罪を犯し，神

の律法を破り，御名
み な

を汚すことは，悲しみと不幸を招き，肉体的に

も霊的にも死をもたらすことを理解するでしょう。もし不義の道を

歩むならば，聖なる御霊を悲しませ，また自分の兄弟たちを悲しま

せ，自分自身を傷つけることになります。23

命の道は示されており，もしそこを歩こうとしないならば，ただ

死だけがわたしたちの目前に迫っています。立ち止まって，少しの

間考えてみましょう。命を受けるか，死を受けるか，どちらが最善

かを考えてみましょう。……皆さんは分かりやすい真理を聞いてお

り，それは聖霊の力によって，またイエス・キリストの証
あかし

によって

告げられてきました。そして今こそ皆さんが自分の仕える者を決め

る時です。24

皆さんの将来の祝福，世々限りない将来の昇栄と栄光は，この地

上で進む道によって決まります。永遠の命に至る道は，皆さんの前

にはっきりと示されています。……後は皆さんがそこを歩くだけな

のです。25

神は人に，行いに対する単純な原則を与え，果たす力を授け，
救いを手の届くところに置いておられる

救いと永遠の命，および第一の復活にあずかることは，皆さんの

手の届くところにあります。実際，これまでに肉体を受けてきた民

に神が約束してこられた祝福は，皆さんが義務を果たすかぎりすべ

て提供され，皆さんの手の届くところにあります。26

末日聖徒はあらゆる励ましを受けています。その道は分かりやす
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く，聖徒を招いています。27

正しい道はただ一つであり，それはまっすぐな道です。そしてそ

の道において皆さんを治める原則と規則は，単純で理解しやすいも

のです。これが歩む道であり，わたしたちは真実の道を知っている

という点で大いに祝福されています。28

主のお求めになることが何であろうと，主はわたしたちにできな

いことをお求めになることはありません。わたしたちは，自分が置

かれている状況と与えられた手段に基づいて主の戒めに従うことが

できます。どのような男性または女性も，あまりに貧しいために福

音に従えないということはありません。出て行って罪の赦
ゆる

しのため

にバプテスマを受けることができます。そして主の戒めを守るなら

ば，主は彼らに，求められている事柄を果たすための力と手段を与

えられるでしょう。29

わたしたちがその道を進むことができるように祈ります。幕の向

こう側に行ったときに，自分の記録に満足できるようにするためで

す。わたしたちはそこで神の日の栄えの王国の大きな図書館に自分

の履歴と記録を見つけ，自分がこの世においてどのようなことを行

ってきたかを知るでしょう。もしどのようなことであれ間違ったこ

とを行うならば，そのために悲しむでしょう。過ちを悔い改め，よ

り善いことを行うようにしなければなりません。神の御霊
みた ま

がともに

あって，この地上での働きを終えるまで導きと指示を与えてくださ

るように，そして世を去るときには，神の王国に受け入れられるよ

うに祈ります。もし正しいことを行うならば，喜びを味わうでしょ

う。なぜならアダムの息子や娘を待ち受けている栄光は，わたした

ちの目がまだ見ず，耳がまだ聞かず，人の子らの心に思い浮かびも

しなかったものだからです。それは今日
こんにち

わたしたちの目から隠され

ており，神と小羊の前に行くまで決して明らかにされることはない

でしょう。30

地上に生を受け，神の戒めを守った男女で，神の前に行くときに

恥じたり，悲しんだりする者はだれ一人としていないでしょう。31

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー
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ジを参照する。

• 205－207ページの物語を読んでください。ベンボー兄弟に返事

をする際に，ウッドラフ長老の決断を導いたのはどのような原

則だったでしょうか。

• 207ページの第2段落を読んでください。人を「天へと強制」す

ることや「思いを支配」することが神の性質に反するのはなぜ

でしょうか。永遠の命に至る道を選ぶようわたしたちを励ます

ために，天の御父はどのようなことをしてくださるでしょうか。

• ウッドラフ大管長は「人は皆，自分が得ようと努力したものを

得るでしょう」（208ページ）と言っています。これはあなたに

とってどのような意味があるでしょうか。この言葉はわたした

ちの決断にどのような影響を与えるでしょうか。

• ウッドラフ大管長によれば，戒めを守るとき，この世ではどの

ような祝福が与えられるでしょうか。戒めを守らないことを選

ぶときに，この世ではどのような結果がもたらされるでしょう

か（208－209ページ参照）。

• 208ページの第4および第5段落を読んでください。罪の代価に

はどのようなものがあるでしょうか。

• 日々の決断は，永遠の行く末にどのように影響を及ぼすでしょ

うか（209－210，212ページ参照）。この世の生涯が永遠に比べ

て短いことを覚えておくことは，なぜ大切なのでしょうか。

• 戒めを守らずに幸福を求める家族や友人に，どのようなことを

言いますか。その人を助けるために，どのような経験を伝えら

れるでしょうか。

• 時々救いが手の届かないところにあると感じる人々がいるのは

なぜでしょうか。212－213ページにあるウッドラフ大管長の教

えを研究してください。このように感じる人々を特に安心させ

る言葉はどれだと思いますか。

• 子供たちの選択の自由を尊重しながら，なおかつ義にかなった

決断を下せるよう助けるために，両親はどうしたらよいでしょ

うか。

関連聖句――ヨシュア24：15；イザヤ64：4；コロサイ3：24－25；1
ニーファイ3：7；2ニーファイ2：25－30；アルマ7：14－25；41：

10；ヒラマン14：30－31；教義と聖約130：20－21
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初期の末日聖徒のように，皆，試練に直面する。ウッドラフ大管長は，
神が聖徒に試しを与えられるのは，「高潔な人格を証明する機会を与え，
どのような人格を築くべきかを教える」ためであると教えている。



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフ大管長はこう教えた。「義務を果た

しているかぎり，安全です。たとえどのような試練や艱難
かんなん

を受ける

ことになっても，神の手がともにあって，支えてくださるのです。」1

この原則を教えるウッドラフ大管長の言葉は経験に裏打ちされてい

た。大管長は宗教的迫害だけでなく政治的迫害にも耐えた。また，

群衆による暴力，伝道活動への反対，病気，家族や友人の死，また

日常的な試練にも耐えた。そのような逆境に遭っても，大管長は絶

望せず，信仰を持ち，主の約束を確信し，福音に対する証
あかし

に力を見

いだしながら，対処していったのである。

1835年11月，ウィルフォード・ウッドラフは合衆国の南部諸州で

伝道していた。ウッドラフ一行は，試練の中で主の導きを受けた。

そのときの様子が次のように記されている。「夜，旅路を進めてい

ると，……すさまじい暴風雨に見舞われました。途中，川に行き当

たりましたが，雨で増水していて，馬を泳がせないと渡れないほど

でした。……そこで川上の方へ進むことにしました。水源の近くな

ら，歩いて渡れると思ったのです。しかし，闇
やみ

の中，激しい雨風の

中を進んだせいで，うっそうとした森の中に迷い込んでしまいまし

た。雨，風，何本もの小川，垂れ下がった木の枝に取り囲まれてし

まいました。細い川を20回近く渡りました。……しかし主は苦難の

中で，憐
あわ

れみを示してくださいました。闇の中，手探りで進んでい

たわたしたちは，今にも，切り立った崖
がけ

から馬もろとも落下しそう

になっていたのです。しかし突然，明るい光に照らされて，その危
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試練や逆境の中で
忠実に堪え忍ぶ

試練のときに忠実かつ従順であるならば，

主はわたしたちを強め，逆境を通して

日の栄えの栄光に備えさせてくださいます。



険な状況に気づくことができました。わたしたちは深い崖の縁に立

っていました。その光はしばらく道を照らしてくれました。おかげ

で民家を見つけ，正しい道を教わることができました。」2

この経験について，ウッドラフ大管長は次のように述べている。

「その後，再び暗闇
くらやみ

に包まれ，雨も降り続いたのですが，喜びなが

ら旅路を進めることができました。」3 この言葉には，人生で出会う

困難への大管長の姿勢が表れている。試練が長期にわたるときでさ

え，大管長は，主から受けた祝福を喜びながら常に前進したのである。

ウィルフォード・ウッドラフの教え

試練や逆境から経験を得て，
日の栄えの栄光に備えることができる

人は何度も，次のような疑問を抱いてきました。「神はなぜ人を

このような世界に置かれたのだろう。」「神はなぜ，今地上で肉体を

まとっている御自分の子供たちに，悲しみや苦難を経験させられる

のだろう。」この件に関して，主はある程度のことを明らかにして

おられますし，わたしたちも十分に学んでいます。ですから，その

ような経験が必要だということを知っています。4

神の目的は明白です。聖徒たちを徹底的に試し，高潔な人格を証

明する機会を与え，どのような人格を築くべきかを教える。それが

神の目的なのです。5

虐
しいた

げや迫害や苦難に遭うと，不平を言いたくなることがあります。

わたし自身も，不平を言いたいと思ったことが過去にあります。しかし，

兄弟姉妹に申し上げたいのは，そのような苦難はすべての時代の神の聖

徒が受け継いできたものであるということです。……ほかの宗派の人

は「どの神権時代においても，神の民は，だれからも反対を受けず，ぜ

いたくに，また安楽に暮らした」と言いますが，わたしはそのような記

録を読んだことがありません。……この民は幾度も試練に遭いました

が，不平を言うべきではありません。なぜなら，次の世に行けば，神の

言葉とイエス・キリストの証
あかし

のゆえに，のこぎりで引かれた，あるい

は十字架につけられた預言者や使徒たちに会うのです。もし試練を受

けずに彼らのそばに行くならば，とても居心地悪く感じるでしょう。6

神の聖徒が日の栄えの王国を受け継ぐには，主の聖約に従うかど

うかの試しを受ける以外に……方法がありません。7
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イエスは……万物の上に昇られました。そして，すべてのことを

悟れるように，万物の下に身を落とされました。世の救い主よりも

低く身を落とされた人はだれもいません。主は馬屋で生まれ，かい

ばおけに寝かされました。そこから十字架へ，さらに血と苦しみを

経て，恵みの御座
み ざ

へと進まれたのです。主はその生涯の中で，この

世的に価値あるものを何も所有されませんでした。その人生は，貧

しさと苦しみ，痛み，苦難，労苦，祈り，嘆き，悲しみのうちに過

ぎていき，十字架の上で息を引き取られたのです。それでも主は神

の長子であり，世の贖
あがな

い主であられました。なぜ主なる御父は，御

自分の御子を地上に来させ，そのような生活を送らせ，そのような

死を迎えさせられたのか不思議に思う人がいるかもしれません。霊

界に行き，幕が取り払われるときに，恐らくこうしたすべてのこと

の理由が分かるでしょう。

この世に生まれて来る人が，痛みや苦しみ，悲しみ，試みを受け

るのは，神の摂理なのです。これは人類が経験するようにと，神が

お定めになった事柄なのです。この試しの生涯を正しく過ごすなら，

この世での経験は最終的に大きな祝福となるでしょう。将来，不死

不滅と永遠の命，昇栄，王国，王位，公国，力を受ける時が来ます。

キリストの完全な福音のあらゆる祝福を受ける時が来ます。そのと

きになれば，肉にあって過ごすこのわずかな期間に絶えず戦う必要

があった理由が分かることでしょう。8

できることはたくさんあります。また，耐えなければならないこ

とも多くあります。しかしその中に，神が明らかにされた無数の王

国，王位，公国に匹敵するものがあるでしょうか。9

光と闇
やみ

の戦いにおいて，主とその民は必ず勝利を得る

神とキリストへの反抗，光と真理への反抗は，初めから今日
こんにち

に至

るまで存在しています。この戦いは天で始まり，これまで常に存在

し，世が終わるまで存在し続けます。治める権利を持つ御方が統治

を始められる時まで，すなわち，主が栄光の雲の中を来て，すべて

の人にその肉にあってなした行いに応じて報いを与えられる時が来

るまで，この戦いは続くのです。10

現在この地上にある戦いの精神は，地上に神権が存在したすべて

の時代に存在していました。光と闇，神と悪魔，聖徒と罪人，正し

い原則と偽りの教義。その間には，常に戦いがありました。わたし
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たち自身も，自分の内にある邪悪な性質と戦わなければなりません。11

地上にも，地上の住民の中にも，二つの力が存在しています。そ

れは神の力と悪魔の力です。人類の歴史には，非常に特異な経験が

幾つかありました。いつの時代にも，神が地上に人を送られたとき

には，暁の子ルシフェルと，天から追い出されたおびただしい数の

堕落した霊が，神と，キリストと，神の業と，神の民に対して戦っ

てきました。この時代，この世代に対して，戦いを手控えるなどと

いうことはありません。主が何らかの業に着手されたときにはいつ

でも，それを挫折
ざせつ

させようとして，邪悪な力が働いてきました。12

わたしたちは，闇
やみ

の力，周囲を取り巻いている目に見えない力と

戦わなければなりません。それに加えて，外界にある様々な状況や，

避けることのできない多くの苦難と戦わなければなりません。避け

て通ることのできない問題が多くなればなるほど，ますます奮い立

って行動する必要があります。義と真理を確立し，神の業を築き上

げるために，主の前に力を尽くし，ますます働くように霊感を受け，

また，主の名が地の上であがめられるように，ますます熱心に努め

る必要があるのです。13

天使は〔モルモン書〕をジョセフ・スミスに渡しました。そのと

き悪魔は，モルモン書が土台となって，自分の王国が覆されようと

していることを悟りました。末日聖徒はこれまで，追放などの迫害

を受けてきました。それは，末日聖徒が法律を破ったり邪悪だった

りしたからではなく，神の王国の基を据えようとしたからです。こ

の神の王国は，発展し，大きくなっています。……王の王，主の主

である主イエス・キリストの来臨のために道を備えています。主は

来て，全地を統治されます。そのとき，ほかのすべての王国，大統

領，統治者，およびその民は，イエスがキリストであられることを

認めざるを得なくなります。わたしたちが行っている末日の業は，

人の子らの中で威力を振るってきた悪魔の力を縛ることになりま

す。……ですから，当然のことながら，悪魔は怒り，末日の業を攻

撃するよう，邪悪な人々をあおり立てるでしょう。主はその僕
しもべ

を奮

い立たせ，地上においてこの王国を維持する力をお授けになります。

主が舵
かじ

を握っておられるのです。この業の創始者が主でなかったな

ら，わたしはこの業にそれほど信仰を持たなかったでしょう。主が

おられなければ，この業は，強大な反対勢力に立ち向かうことはで

きないでしょう。14
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義務感に目覚め，謙遜
けんそん

に主を呼び求め，主に近く生活してくださ

い。そうするならば，昔の預言者エリシャの若い僕
しもべ

のように，目が

開かれて，味方の数が敵よりも多いことに気づくでしょう〔列王下

6：8－17参照〕。また，反対者たちが何をしても，たいていの場合，

結局は神の目的が成就するのを早めているだけであることが分かる

でしょう。神に頼り，神の約束を信頼し，皆さんが所有している光

と真理に従って生活してください。そうするならば，生きるか死ぬか

にかかわらず，皆さんにとってすべてが良いものとされるでしょう。15

主は試練のときに見守り，
信仰と謙遜

けんそん

さと従順さに応じて強くしてくださる

救い主が経験された以上の苦しみや，同じ苦しみを経験する人は

いません。しかし救い主は，生涯を通じて，御父に対して，また世

の救い主という召しに対して，忠実であられました。救い主は大い

に祈られました。そして，世の罪のために主なる御父の前で嘆き悲

しまれたのです。今日
こんにち

，救い主はわたしたちのただ中におられます。

救い主は御父の前でわたしたちを弁護してくださいます〔教義と聖

第21章

221

「主は馬屋で生まれ，かいばおけに寝かされました。〔イエス・キリストは〕
そこから十字架へ，さらに血と苦しみを経て，恵みの御座へと進まれたのです。」



約29：5参照〕。救い主はわたしたちを見守っておられます。わたし

たちの救いのために，できることをすべて行ってくださるのです。16

末日聖徒は終生，迫害を受け，苦難を受け，厳しい試練をくぐり

抜けてきました。しかし，そのようなとき，主は常にこの民を背負

ってこられたのです。17

地の上には，災いと苦難が増大しています。これには意味があり

ます。そのことを覚え，これらの出来事について深く思いを巡らせ

てください。もし皆さんもわたしも，各自の義務を果たすならば，

わたしたちは守りを受け，もろもろの苦難を安らかに，安全に切り

抜けることができるでしょう。18

末日聖徒に反対する人々の中にあって，試練や苦難や迫害のただ

中にあって，末日聖徒として生きていくには，精神的な自立と，正

直な心と，神を信じる信仰と，確固とした人格が必要です。19

ダニエルはししの穴に入る備えができていました。ヘブル人の

3人の子ら〔シャデラク，メシャク，アベデネゴ〕は，待ち受けて

いた運命を恐れませんでした。使徒たちは真理を雄々しく擁護
よう ご

し，

真理のために死ぬことを恐れませんでした。彼らや同じような状況

にあった人々が，ひるむことなく確信を持ち続けたのはなぜでしょ

うか。第1に，彼らには真理がありました。彼らはそれが真理であ

ることを自分で知っていました。第2に，神の民は，あらゆる試練

に直面した際に，聖霊すなわち慰め主から，特別な支えを受けて来

ました。これは，今日
こんにち

の状況にも当てはまります。20

この民が最大の幸福を味わうのは，神の言葉とイエスの証
あかし

のゆえ

に，最もひどい貧困や追放，苦難を経験しているときであると，こ

れまで何度も確信しました。常に神の御霊
みた ま

が聖徒とともにありまし

た。また，へりくだって苦しみに耐えていると，聖霊すなわち慰め

主が，常に聖徒たちの伴侶
はんりょ

となってくださいました。彼らは喜びと

慰めに満たされ，どのような苦難に遭っていても，主の前に喜ぶこ

とができました。もし主の戒めを守ろうとしていなかったならば，

そのように感じることはなかったでしょう。21

聖なる御霊をさらに受け，味わうなら，これから起こる事柄に備

えることができます。そのためには，悔い改めて，主なる神の前に

へりくだる必要があります。22

末日聖徒の皆さんに証します。神はこの民とともにおられます。

神はこの民の進路を定めてくださいました。神の声に聞き従いさえ
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すれば，これからもそうしてくださいます。また，試練と苦難の日

に立ち向かうために，今後も十分な恵みを授けてくださいます。主

はすべての時代を通じて，御自分の民に常に憐
あわ

れみ深くあられまし

た。しかしキリストが苦しまれたように，また，使徒たちがイエス

の証
あかし

のゆえに苦しんだように，末日聖徒も苦しみを受けてきました。

使徒の中には命を犠牲にした人もいました。末日聖徒にも，自らの

命の血をもって証を確かなものとした人がいます。福音のためにひ

どい苦難を経験することになりましたが，負い切れないほどの苦難に

耐えるように求められた人は一人もいませんでしたし，天の勧告に従

っているかぎり，そのように求められる人は一人もいないでしょう。23

神の手は，この民の救いのために伸べられています。どれほど暗

雲が立ち込めようとも，この業に対する迫害と虐
しいた

げと反対がどれほ

ど強まろうとも，主は，初めから今に至るまで，この業を見守り，

支え，保護してくださいました。そしてこの業が完了するまで，そ

うしてくださるのです。シオンが立ち上がって美しい衣を着，終わ

りの時の大いなる出来事がすべて成し遂げられるまで，主の守りは

続くのです。24

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 217－218ページの物語を読んでください。この物語からどのよ

うなことが学べますか。

• 神はなぜ御自分の子供たちに，悲しみや苦難を経験させられ

るのだろう」と疑問に思う人が大勢います（218ページ参照）。

ウッドラフ大管長はこの質問にどのように答えているでしょう

か（218－219ページ参照）。

• イエスはなぜ苦しまれる必要があったのでしょうか（219ページ

参照。アルマ7：11－12；教義と聖約88：6も参照）。主は苦難に

どう対処されましたか（221－222ページ参照）。わたしたちは主

の模範にどのように従うことができるでしょうか。

• ウッドラフ大管長は，光と暗闇
くらやみ

の戦いは「これまで常に存在し

〔た〕」と教えています（219ページ）。この戦いは今日
こんにち

どのよう
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に続いているでしょうか。この戦いの中で自分と家族を守るた

めに何ができますか（220－222ページ参照）。

• 試練を受けたときに「奮い立って行動〔した〕」経験を思い出し

てください。それはどのような経験でしたか（220ページ）。

• 列王下 6：8－17を研究してください。この物語で何が印象に残

りましたか。ウッドラフ大管長は，この物語を採り上げて何を

教えていますか（221ページ参照）。

• 試練に対処できるよう，主はどのような方法で助けてください

ますか（222－223ページ参照。モーサヤ24：13－16も参照）。主

の慰めと力を受けるには，何をする必要があるでしょうか。あ

なたが逆境を堪え忍べるよう，これまで主はどのように助けて

くださいましたか。

関連聖句――2ニーファイ2：11－24；アルマ36：3；教義と聖約
58：2－5；101：1－5；121：7－8，29；122：5－9

第21章

224

注
1．The Discourses of Wilford Woodruff，
G・ホーマー・ダラム選（1946年），212

2．“History of Wilford Woodruff（From
His Own Pen），”Millennial Star，1865年
4月15日付，231

3．“My First Mission Continued，”Juve-
nile Instructor，1867年6月15日付，91

4．Deseret News：Semi-Weekly，1875年7月
20日付，1

5．“Epistle，”Woman’s Exponent，1888年
4月15日付，174

6．Deseret News：Semi-Weekly，1883年1月
15日付，1

7．The Discourses of Wilford Woodruff，
263

8．Deseret News：Semi-Weekly，1875年7月
20日付，1

9．The Discourses of Wilford Woodruff，85
10．Deseret Weekly，1889年9月21日付，394
11．Deseret News，1860年9月26日付，234
12．Deseret Evening News，1896年10月17日
付，9

13．Deseret News，1857年3月4日付，411
14．Deseret News，1865年2月22日付，163
15．Deseret News：Semi-Weekly，1883年3月
20日付，1

16．Millennial Star，1896年3月5日付，150
17．Deseret Weekly，1891年4月25日，555
18．The Discourses of Wilford Woodruff，
230

19．Deseret News：Semi-Weekly，1882年1月
31日付，2

20．Deseret News：Semi-Weekly，1882年6月
13日付，1

21．Deseret News，1865年2月22日付，162
22．Deseret News：Semi-Weekly，1875年1月
12日付，1

23．Salt Lake Herald Church and Farm，
1895年6月15日付，386

24．Deseret News：Semi-Weekly，1873年3月
4日付，3



ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

教会の初期，預言者や使徒は民に対して，神の王国を築き上げてい

く中で自分の役割を果たすように度々強く勧めた。この取り組みには

霊的な働きとこの世における働きの両方が求められた。祈ったり聖文

を研究したり，福音を分かち合ったりすることに加えて，聖徒たちは

家を建て，町を築き，公立の学校を設立し，硬い土壌を耕し，灌漑
かんがい

し，

ソルトレーク神殿を建てるために山々から花崗岩
かこうがん

を運んだ。末日聖

徒の開拓者が最初にソルトレーク盆地に入ってから10年後の1857

年，ウィルフォード・ウッドラフ長老は次のように語っている。「もし

自分たち自身のためではなく神の王国を築き上げるために働くのなら，

たとえどのような方法によって行おうとも，すなわち運河を築くこと

によってであろうと，神殿を築くこと，福音を宣
の

べ伝えること，地を

耕すこと，またはそのほかのどんな方法によってであろうと，……主

が助け，支え，御自分の力を与え，わたしたちが行わなければなら

ないすべてのことにおいて助けてくださることを知るでしょう。」1

ウッドラフ大管長をよく知っていた人たちは，彼が勤勉の価値につ

いて単に語っただけでなく，その原則を生活で実践していたことを知

っていた。神権における召しを尊んで大いなるものとしていたことに

加えて，大管長は高齢に及んでさえもこの世における働きに関して勤

勉であった。末日聖徒の歴史家であるアンドリュー・ジェンソンは次

のように記録している。「勤勉さは彼の人格の中でも非常に目を引く

要素であった。例えば，90歳のとき，畑で野菜を掘り起こす作業で，

孫の一人がほんの少しだけ彼を上回る仕事をしたことがあった。する
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この世の事柄と霊的な事柄への
取り組み――「密接に関連させて

推し進めるべきもの」

家族を強め，地上に神の王国を築き上げるために，この世の

事柄にも霊的な事柄にも取り組まなければなりません。



第22章

226

「すべての人が，消費者であるだけでなく
生産者であることを誇りとするべきです。」



と，彼はいかにも面目ないといった様子でこう言った。『やれやれ，

畑仕事で子供に引けを取るとは，これまでの人生で初めてだな。』」2

ウッドラフ大管長と同年代のある人は，次のように述べている。

「彼は労働を愛していました。労働そのものを愛していただけでな

く，それが神聖な戒めに結び付いているからでもありました。また

労働は彼にとって単に身を立てるための手段，自分や養っている人

たちの生活をさらに便利で快適にするための手段ではありませんで

した。彼にとって労働は祝福であり，特権であり，いい機会であっ

て，召しの都合がつくときには常に働く機会を逃しませんでした。

……汗を流して働くことは，祈ることと同じように神聖な戒めです。

彼はその生涯において，人の身体的，精神的，および道徳的な福利

をもたらす質素なクリスチャンの生活を最大限に体現しました。体

を動かし骨折って働くことが，道徳的にこの上なく優れたことであ

ると心から信じていました。労働を愛し，労働を楽しみました。」3

ウィルフォード・ウッドラフの教え

神の王国を築き上げるに当たって，果たすべきこの世における義務がある

〔ブリガム・ヤング〕大管長は頻繁
ひんぱん

に，わたしたちは物質的なも

のを霊的なものと切り離すことはできず，密接に関連させて推し進

めなければならないと語ってきました。そのとおりであって，神の

教会と王国を築き上げることに関して，わたしたちはそのように行

動しなければなりません。4

この教会の大管長会や十二使徒会はこの世的な事柄とは一切かか

わりを持つべきではないという考えを抱いてきた人々がいます。し

かし，もしこの世の事柄を扱わなかったならば，わたしたちは苦境

に陥ることでしょう。5

わたしたちは文字どおり地上に神の王国を築き上げているのであ

って，果たすべき現世における義務があります。わたしたちはこの

世の肉体に宿っており，この世の食物を食べ，この世の家を建て，

この世の牛や小麦を育てます。この世に存在する雑草や，この地に

現実に存在する敵と戦うのです。これは当然，この世的で骨の折れ

る様々な義務を果たす必要を生じます。そしてそれはもちろん，わ

たしたちの宗教に含まれているのです。6

木製のベンチに座り，永遠の至福を祝っていつまでも歌いながら

第22章

227



シオンを築き上げることはできません。わたしたちは地を耕さなけ

ればならず，山々から岩を切り出し，様々な材料を手に入れて，い

と高き神のために神殿を建てなければなりません。この世における

業は，天の神がわたしたちに要求しておられることなのです。ちょ

うど，神がキリストに世を贖
あがな

うため死ぬように求められたことや，

救い主がペテロとヤコブ，ヨハネに，出て行って地のもろもろの国

民に福音を宣
の

べ伝えるように求められたのと同じです。今は神のシ

オンが確立しなければならない大いなる神権時代であり，わたした

ち末日聖徒はシオンを築かなければなりません。7

この世の事柄に関して，
主と主の僕

しもべ

の勧告を喜んで受け入れるべきである

この業の始まりから現在に至るまで，神の僕
しもべ

たちにとって難しい

務めとなってきたのは，民の永遠の救いにかかわる事柄に関してよ

りも，この世的な働きや財産に関して，主による統治と管理を受け

入れるように民の心を備えさせることでした。……

これは不思議なことですが，思うに，恐らくそれはわたしたちが置

かれている状態のためでしょう。人と永遠の物事の間には幕があります。

もしその幕が取り去られて，わたしたちが永遠の事柄を，主の前にあ

るがままに見ることができたならば，金や銀，またはこの世の品々に

関して試しを受ける人は一人もいないでしょうし，このような物質的

富への執着が原因で，喜んで主に自分を管理していただこうとしない

人は一人もいないでしょう。しかしこの地上で人は選択の自由があっ

て，試しを受けており，人と永遠の事柄との間，天の御父や霊界との

間には幕があります。これは主なるわたしたちの神の内にある，ある

賢明で適切な目的のためであり，人の子らがこの地上に置かれている

状態の中で主の律法に従うかどうかを試すためなのです。末日聖徒の

皆さん，このことについて深く考えてください。わたしたちはジョセ

フ・スミスやヤング大管長，民の指導者がわたしたちの永遠の利益に関

して導きと指示を与えることに，心から同意してきました。そして彼ら

の権能によって結び固められた祝福は幕の向こう側に及び，死後も効力

を持ち，永遠にわたってわたしたちの行く末に影響を及ぼします。

アブラハムやイサクやヤコブの時代に，またイエスや使徒たちの

時代に，人々は王国，王位，公国，および力を，新しくかつ永遠の

聖約のあらゆる祝福とともに結び固められました。次のような質問
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が生じるかもしれません。この永遠の祝福はわたしたちの益になるも

のなのでしょうか。そのとおりですし，そうであるはずです。この祝

福は，わたしたちが多少を問わず手にする地上の富ほどに価値のある

ものなのでしょうか。救いは，永遠の命は，1組の牛，1軒の家，100

エーカーの土地，あるいは肉体を受けてこの地上にいる間に所有す

るすべてのものほどに価値のあるものなのでしょうか。もしそうで

あるならば，霊的な働きに関してと同じように，すべてのこの世的

な働きに関しても喜んで主による統治と管理を受け入れるべきです。

さらにまた，人は死ぬときに自分の牛，馬，家，または土地を携

えて行くことはできません。人はすべての肉体が休息する場所であ

る墓に行きます。それを免れる人はなく，死の律法はすべての人に

とどまっています。アダムにあってすべての人が死んでおり，キリ

ストにあってすべての人が生かされているのです〔1コリント15：

22参照〕。死がすべての人に及んできたことはだれもが理解してい

ます。……そう遠くない将来に自分たちが先の世代の後を追うよう

に召されることは知っているものの，自分の順番がいつ来るかを知

っている人はだれもいません。これらの事柄について深く考えると

き，わたしたちは皆，この世の事柄に関して喜んで主に導いていた

だくべきであると，わたしは思います。8

福音に従った生活には，
霊的およびこの世的な教育と正直な労働の両方が含まれる

生涯にわたって幾度も耳にしてきた格言またはことわざで，非常に

重要であると思うものがあります。それは，「真理は力強く，勝利を得

る」という言葉です。このことは，物質的な事柄に当てはめようと霊的

な事柄に当てはめようと，国家や家族，個人の事例に当てはめようと，

この世に当てはめようと神の王国に当てはめようと，これまでに真理が

適用されてきたすべての事例において実証されてきたと思います。9

わたしは心から申し上げますが，この末日に神のシオンを築き上げ

ることには，この世的にも霊的にも，わたしたちが従事するすべての

分野の務めが含まれています。神と人の前に正当であり法律で認めら

れている事柄で，わたしたちの宗教に含まれていないものなど挙げる

ことができません。わたしたちが受け入れてきたイエス・キリストの

福音，わたしたちが宣
の

べ伝えるイエス・キリストの福音には，すべて

の真理と，人のすべての正当な召しと職業とが含まれています。10
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子供たちがなおざりにされることがあってはなりません。子供は霊

的な事柄についてもこの世の事柄についても適切な教育を受けるべき

です。それこそ，両親が子供に残せる最もすばらしい遺産なのです。11

いわゆる机上の学問を好む傾向にある中で，肉体労働がなおざり

にされるべきではありません。思いの教育と肉体の教育は，密接に

関連させて推し進めなければなりません。優れた頭脳とともに優れ

た手がなければなりません。肉体労働はわたしたちの中で威厳ある

ものとされるべきであり，常に尊ばれるべきです。若者が少しばか

りの教育を得ただけで，単調な仕事や骨の折れる仕事は自分にはふ

さわしくないと思う傾向が今日
こんにち

あまりにも広く見られていますが，

その傾向がわたしたちの中で強まるのを許してはなりません。……

すべての人が，消費者であるだけでなく生産者であることを誇りと

するべきです。子供たちに，自らの勤労と技術によって自活するよ

うに，またそれだけでなく人の生活も支援するように教えるべきで

す。また，正直に骨折って働くことによってこれを成し遂げること

が，神がこの地上において御自分の子らに与えてくださっている最

も尊い手段であることを教えるべきです。シオンの青少年への適切

な教育は，最も重要な主題の一つです。12
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財政的な取り組みの中で，家族を養い，什分
じゅうぶん

の一の律法に従い，
財産を惜しみなくささげ，負債を避けるべきである

この世の事柄に関して言えば，わたしたちは仕事に取りかかり，

自活しなければなりません。13

財産や富については，もしそれがわたしを破滅させるのであれば，

欲しくありません。もし主の前に正直に得ることができるのであれ

ば，自分の〔家族〕に衣服や靴や食物を与え，快適さを提供するの

に十分なだけを得たいと思います。しかし富を得て滅びるよりは，

自分も家族も皆貧しい生活を送ることを望みます。もし財産を用い

ることが身の破滅につながるなら，財産は危険なものです。もし神

の栄光のために，神の王国を築き上げるために用いることができな

いならば，財産はない方が良いのです。14

民の中に什分
じゅうぶん

の一の律法を自分たちに課せられた税や重荷のよう

に見なしてきた人々がいますが，それはだれのための律法でしょう

か。わたしたちの什分の一，わたしたちの働き，そして神の王国に

おいて行うあらゆる事柄は，すべてだれのためのものでしょうか。

……什分の一や働きや行いは，全能者を高めるためではなく，わた

したちのためです。……このことをあるがままに理解するならば，

わたしたちは成功するでしょう。什分の一を納めること，わたした

ちを高く上げ，益するように与えられるあらゆる律法に従うことは，

すべてわたしたち個人の利益と，子孫の利益のためですが，主御自

身に何ら利益をもたらすものではありません。主はひとえに，御自

分の子らが忠実であることを喜び，子らが救いと永遠の命に至る道

を歩むのを見たいと望んでおられるのです。15

神の業のために惜しみなくささげる人々が主から恵みを受けるこ

とを……周囲に目を向けさえすれば，確信することができます。これ

こそ昔のイスラエルが経験したことであり，わたしたちが経験してい

ることです。それでもなお，自発的に献金することに対して，それに

結びついているすべての貴い約束にもかかわらず，あまりにも関心が

寄せられていません。聖徒は自分たちに課せられている義務を思い起

こさなければなりません。また子供たちにもこの義務を教え，こうし

たことをきちんと果たすことが確固とした習慣となるようにしなけれ

ばなりません。この要求に厳密に従ってきた人々は，従うことによっ

て受けてきた大きな喜びと多くの報いを証
あかし

することができます。
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物惜しみをしないというこの律法は，富の所有によって生じる悪

い結果がこの民を襲うのを防ぐために，主が取り入れられた予防手

段であるように思われます。主はわたしたちに，地の富は主のもの

であり，わたしたちに与えると告げておられます。しかしまた，昔

のニーファイ人のようにならないように，すなわち高慢に気をつけ

るように警告しておられます〔教義と聖約38：39参照〕。わたした

ちは高慢がニーファイ人にもたらした滅亡を知っており，富が自分

たちに悲惨な影響を及ぼすのを防ぐためにあらゆる予防策を講じる

べきです。多くの人々が貧しさを堪え忍び，謙遜
けんそん

であり，主に近く

生活することができる〔のですが〕，富に堪えることができません。

高慢になり，むさぼるようになり，自分たちの神を忘れてしまいま

す。しかし，地とそこに住む者に関する主の教えを常に覚える人々，

また主が与えられる財産を，貧しい者を支援し，神の業を進展させ

るためにささげる人々は，自分自身を制することができ，サタンに

自分たちを惑わすすきを与えないのです。16

負債を背負い込み，しばしば耐えられる以上の重荷を負い，家や

そのほかの所有物を失うことになるような債務を負うという悪い習

慣を身に付けてしまっている人がいます。わたしたちはそのような
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ことに対して末日聖徒に警告するようにとの導きを感じています。

信用貸しを最高限度まで利用することが現代の一般的な習慣となっ

ています。……これは大きな悪であり，民として，また個人として，

注意深く避けるべきものです。わたしたちの事業は，可能なかぎり，

購入するものの対価を払うという原則に基づいて行われるべきであ

り，必要なものは資金の範囲内で買うべきです。投機を行い，様々

な冒険的事業に賭
か

けてみる性癖は抑えるべきです。……適度な利益

に満足し，富を得るという幻想に欺かれないようにしてください。

次の賢者の格言を覚えていてください。「急いで富を得ようとする

者は罰を免れない。」〔箴言28：20参照〕子供たちにも倹約の習慣を

教え，負債を背負い込むことなしには満たせないような欲望にふけ

ることのないように教えましょう。17

すべての務めにおいて，まず神の王国を求めなければならない

物持ちになりたい，神の王国のためよりも自分自身のために働きた

いという望みが，この民の間に非常に広く見られています。しかし祈る

ことをやめて，仕事に取りかかって金持ちになることが，皆さんやわ

たしにどのような益をもたらすというのでしょうか。人が全世界をも

うけても，自分の命を損したら，何の得になるのでしょうか。何の得

にもなりません。人は幕の向こう側に行くとき，どんな代価を払って

その命を買い戻すことができるでしょうか〔マルコ8：36－37参照〕。

地に住む人々が自分たちの未来の状態にほとんど関心を示さない

ことに，わたしは非常に驚いています。今日
きょ う

ここにいるすべての人

が，その創造主と同じように長く，永遠にわたって幕の向こう側で

生活することになります。そしてすべての人の永遠の行く末は，肉

体を持って過ごす非常に短い生涯をどのように過ごすかによって決

まるのです。わたしは主の名によってお尋ねします。皆さんやわた

しにとって，名声にはどのような価値があるのでしょうか。金や銀，

あるいはこの世の品々には，わたしたちが食べ，飲み，着るために，

また神の王国を築き上げるために必要なものを得られるようにして

くれることのほかに，どのような価値があるのでしょうか。わたし

たちにとって，祈りをやめること，世の富を得ることに夢中になる

ことは，まさに愚の骨頂です。

ある人々の行動を見ると，永遠にこの地上で生活しようとしてい

るかのように，あるいは永遠の行く末は手に入れた金銭の額で決ま

第22章

233



るように思えることがあります。わたしは時々末日聖徒に次のように

尋ねます。わたしたちはこの地上に来たときにどれだけのものを持っ

ていたでしょうか。どれほどのものを携えて来たでしょうか，またそ

れはどこから得たのでしょうか。……わたしたちの中には馬の背や馬

車の中で生まれた者はなく，鉄道の株券や牛や家を携えて来た者もい

ないでしょう。ヨブのように裸で生まれたのであり，ヨブのように裸

で地上を去るのだと思います〔ヨブ 1：20－21参照〕。この世の品々

が救いを失わせるものであるならば，結局わたしたちにとって何になる

のでしょうか。わたしなら，それよりもむしろ生涯を通じて貧しくあ

りたいと思います。もし富がわたしを破滅させ，神の戒めを守ること

によって得られたはずの栄光をわたしから取り去ることになるのであ

れば，わたしは決して富を所有することのないように神に祈ります。

神はこの世の富をその手の中に保っておられます。金や銀，牛や

地は神のものであり，神は御自分が与えようと思う者にお与えにな

ります。キリストが山の上におられたとき，悪魔であるルシフェル

は主に世のすべての栄光を見せ，もしひれ伏して自分を拝むならば

全部上げようと言いました〔マタイ4：8－9参照〕。しかし皆さんは

知っているでしょうか。あの哀れな悪魔は，全地に1平方フィート

の土地も所有しておらず，肉体すなわち幕屋さえも持っていなかっ

たのです。地は主の足台であり，もしわたしたちがその一部を自分

自身のために所有することがあるとすれば，それは主が与えてくだ

さるのです。そしてわたしたちは，もし100億ドルを持っていたと

しても，まったく何も持っていないときのように宗教に忠実でなけ

ればなりません。永遠の命こそわたしたちが求めるもの，あるいは

求めるべきものであり，人生における環境や状況がどのようなもの

であろうと，第一の目的であるべきものです。……

……富を得ることについて話してきました。富を非難しているので

はありません。金や銀は主のものです。わたしたちは家を〔建てたい

と〕望んでいますし，地を耕さなければなりません。これは差し支え

がありません。富を得る人を非難しているのではありません。肉の欲

と虚栄心を満たし，世の習慣に倣
なら

うために，またそうしたものに執着

するために，神の王国と長子の特権を売り，福音を売り，永遠の命を

得る機会を自ら放棄することについて非難しているのです。18

イエス・キリストが御自分に従う者たちに語られた言葉を引用しま

しょう。「まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば，そのほ
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かのものは，すべて添えて与えられるであろう。」〔マタイ6：33参照〕

兄弟姉妹，皆さんに申し上げます。わたしたちは生涯を通じて主の

この約束を試すことができ，またこの世のあらゆる道とあらゆる原

則を試すことができますが，まず天の王国と天の王国の義とを求め

ることによるほかは，どのような方法に基づいても聖徒として栄える

ことができません。そしてこのように行うとき，すべての祝福，すべ

ての善いもの，昇栄，賜物
たまもの

，恵み，望み，あるいは善良な人が願うこ

とのできるもので益となるすべてのもの，この世と永遠における善い

もののうち，わたしたちに与えられないものは何一つないでしょう。

非常に多くの人々が，まず天の王国を求めるということから離れ

て幸福を求めようとしてきました。……しかしそのような人々は常

にそれが困難な仕事であることを見いだしてきました。そしてもし

わたしたちがそのように試みるならば，同じ結果になるでしょう。19

わたしたちは高い所を目指しています。神の日の栄えの王国におけ

る一つの場所，神が人に授けられるあらゆる賜物の中で最も大いなるも

のである，永遠の命を得ることを目指しています。御父の家を含めて，

すべての預言者や使徒，聖徒とともに，神と小羊の前において受ける

受け継ぎと比べれば，この世のあらゆる名誉と栄光と富は，わたした

ちの心の中で取るに足りないものとなります。一方ははかなく，すぐ

に過ぎ去るものであり，もう一方はとこしえに続くものなのです。20

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• この章で教えられている原則に従うために，ウィルフォード・

ウッドラフ大管長はどのようなことを行ったでしょうか（225，

227ページ参照）。

• 「この世的なものを霊的なものと切り離すことはでき〔ない〕」

のはなぜでしょうか（227－228ページ参照。教義と聖約29：

34－35も参照）。わたしたちはこの真理をどのようにして日常生

活や教会での奉仕に応用することができるでしょうか。

• ウッドラフ大管長は，多くの人々がこの世の事柄に関して主の

勧告に従っていないと述べています。それはなぜだと思います
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か（228－229ページ参照）。この世の事柄について現在の大管長

はどのような勧告を与えているでしょうか。

• 230ページの第2段落を読んでください。肉体労働がもたらす益

にはどのようなものがあるでしょうか。「消費者であるだけでな

く生産者である」とはどのような意味だと思いますか。

• ウッドラフ大管長は金銭についてどのような警告を与えていま

すか（231－235ページ参照）。負債と信用貸しについてどのよう

な勧告を与えていますか。わたしたちは適切な観点を保つため

にどのようなことができるでしょうか。

• 什分
じゅうぶん

の一とささげ物はどのような点で「個人の利益と，子孫の

利益のため」でしょうか（231ページ参照）。

• マタイ6：33にある救い主の教えは，あなたにとってどのような

意味を持っているでしょうか（233－235ページも参照）。

• この章を調べて，両親が子供に教えるべき原則を見つけてくだ

さい。この原則を教えるために両親が子供に対して行うことの

できる具体的な事柄として，どのようなものがあるでしょうか。

この原則を学んだり教えたりすることに関して，あなたにはど

のような経験があるでしょうか。

関連聖句――マラキ3：8－11；マタイ6：19－21；ヤコブの手紙2：
14－26；モルモン書ヤコブ 2：12－19；教義と聖約42：42；58：

26－28
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

ウィルフォード・ウッドラフ大管長は，教会員と親しく交わるこ

とが好きだった。大管長の日記には，教会の集会に宿っていた「一

致と愛の精神」への感謝が随所に記されている。１ 一致と愛に満ちた

ある集会での出来事をウィルフォード・ウッドラフは記録してい

る。集会の後，話者の二人が次の集会に行く必要があったが，約束

の時間に間に合うのが難しくなった。「大勢の会員が二人に握手を

求めて来たので，とても建物から出ることができなかった」のであ

る。この集会について，ウッドラフ大管長は次のように記している。

「主の御霊
みた ま

がともにあり，愛と一致の精神が会衆の間にあふれてい

た。これほど多くの聖徒が新しくかつ永遠の聖約によって結ばれて

いる姿を見てうれしく思った。」2

ウッドラフ大管長は，この一致の精神が教会の集会にとどまらず

生活のあらゆる面に広がるのを見たいと願った。そして公の説教や

日々の模範を通して，家庭や教会の責任，この世の働きにおいて一

致するよう聖徒たちを励ました。マサイアス・F・カウリーは次の

ように記している。「ウッドラフ大管長にとって，教会内に争いや

疑い，対立の生じる余地はありませんでした。これが神の業である

こと，それで十分でした。正当な権能を授けられた人たちがいて，

彼らに王国の責任が託されてきました。ですから，彼らに知恵が欠

けているとだれが考えようとも，心配はなかったのです。ウッドラ

フ大管長は欲の深い人ではないし，経済的な問題が神の目的を妨げ

ることなどあり得ないと考えていました。また，この世の財産がど
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「心と思いを一つにし」

福音において一致するとき，

最も豊かな天の祝福を受ける備えができます。
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れだけ自分のものになるかと，心を悩ませることもありませんでし

た。栄光に満ちたメッセージが地上に与えられてきました。そして

ウッドラフ大管長の望みは，すべての人が人類家族に対するそのメ

ッセージの価値を知り，従順な者への救いの祝福を理解することで

した。

ウィルフォード・ウッドラフは論争の中にいると，いつも場違い

な感じを覚えました。言い争いを避け，あら探しや批判，人を悲し

ませることばかりをしているような集まりを決して好みませんでし

た。そのような交わりが必要であるとは決して思わなかったのです。

彼にとって，幹部の兄弟たちに同意するのは少しも難しいことでは

ありませんでした。一度として無分別な要求をしたことはなく，私

欲を満たそうとはしませんでした。また何か重要なことを行わなけ

ればならないときに，ためらうことはまったくありませんでした。

ウィルフォード・ウッドラフは預言者に忠実であり，兄弟たちに誠

実でした。」3

ウィルフォード・ウッドラフの教え

一致は，神会の御三方や
日の栄えの王国を治める原則である

救い主は古代の使徒，また現代の使徒たちにこう語られました。

「わたしはあなたがたに言う。一つとなりなさい。もしもあなたが

たが一つでなければ，あなたがたはわたしのものではない。」〔教義

と聖約38：27〕「わたしと父とは一つである。」〔ヨハネ10：30〕こ

れに関連した原則があります。わたしたち民にとって，またこの地

上における教会にとって非常に重要な原則です。地上の権力者の間

に，言い争いや対立，またあらゆる分裂や不平不満があっても，ま

た天で，そのような争いがあったことが啓示されても，父なる神と

御子なる神と聖霊なる神の間に何らかの不一致がある，と人の子ら

に啓示されたという話は聞いたことがありません。御三方は一つで

す。そして常に一つであり，これからも永遠から永遠にわたって一

つです。天の御父は頭として立ち，人の子らの救いの源となり，天

地を創造し，人を住まわせ，地に住む人々に律法を与えてこられた

のです。４
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イエスは御父と一つでした。主はこうおっしゃいました。「わた

しが天から下ってきたのは，自分のこころのままを行うためではな

く，わたしをつかわされたかたのみこころを行うためである。」〔ヨ

ハネ 6：38〕御父と御子のこの一致は，決して失われたことがあり

ません。ジョセフ・スミスに与えられた最初の示現は，御父と御子

の示現でした。天が開かれて，御父は御子とともにジョセフに現れ

て祈りにこたえ，御子を指して次のようにおっしゃいました。「こ

れはわたしの愛する子である。彼に聞きなさい。」〔ジョセフ・スミ

ス―歴史1：17参照〕5

日の栄えの王国，月の栄えの王国，星の栄えの王国があります。

日の栄光，月の栄光，星の栄光があって，星と星との間に栄光の差

があるように，死者の復活もまた同様です〔1コリント15：41－42

参照〕。神の日の栄えの王国には一致があり，皆が結束しているの

です。6

たとえてみれば，神の王国や天へ行ったとき，だれがそこで40エ

ーカーの広大な土地だけが自分の受け取りだと思うでしょうか。そ

のように考える必要はありません。なぜなら，神の王国や天におい

て，あるいは地上において，わたしたちは一致を見いだすでしょう

し，主がわたしたちに求められるのは，日の栄えの律法の原則に従

って一つとなることだからです。７

預言者は神会の御三方と一致して
いなければならない，

そして教会のすべての会員は同じ一致を
求める必要がある

聖書やモルモン書，教義と聖約から，神が人と交わられた歴史を

読むと，父祖アダムの時代から，主はすべての神権時代に特別な人

を立ててこられたことが分かります。主は彼らに神権を授け，地上

において人の子らの間で主の業を行うために力と権能を与えられま

した。この人たちは，神と御子と聖霊と一致するという原則を守っ

てきました。父祖アダムに聖霊が授けられましたが，アダムは死を

前にして，大祭司であった息子たちと義にかなった子孫の残りの者

を祝福したとき，聖霊に満たされました〔教義と聖約107：53－56

参照〕。
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父祖アダム，エノク，モーセ，ノア，アブラハム，イサク，ヤコ

ブ，そして古代のすべての族長と預言者は，神と交わる義務を負っ

ていました。主を求める必要がありました。主との交わりがなけれ

ば，その義務を行う資格がなかったからです。神の戒めを遂行する

力を得るために，啓示と光と教えのすべてを主に頼っていました。

主が古代の族長や預言者に求め，御自身の使徒たちに求められたこ

の一致は，ジョセフ・スミスと彼に従う兄弟たちにも要求されまし

た。それは世の始めから今日
こんにち

に至るまで，神のすべての聖徒に求め

られてきたことなのです。８

わたしは，この教会の大管長会が，この民と主の間に立っている

と理解しています。大管長会は教会の長ですから，神は彼らに御心
みこころ

を明らかにされます。したがって，わたしたちは光と知識を得るた

めに大管長会に目を向けなければなりません。教会指導者が光と霊

感，啓示，神の御心
みこころ

と思いに満たされていても，彼らに続く役員，

あるいはわたしたち自身が自らの義務に無関心で，光を受けるのに

ふさわしい状態になければ，川の流れはその源でせき止められてし
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まうのではないでしょうか。光と知識が個々の会員にまで流れる道

が閉ざされてしまうのです。

謙遜
けんそん

な心と信仰をもって主の前に出ることは，わたしたち神権を

持つ者だけでなく，この民全体の義務であることに気づきました。

それは備えられた祝福にあずかるためであり，へりくだり神の御心
みこころ

に従順になることで，救いに必要なあらゆる光と知識，信仰，英知，

力を得られるようになるためです。心が備えられ，体が聖霊を受け

る器としてふさわしくなるには，へりくだり，信仰を持たなければ

なりません。神の御霊
みた ま

が頭の先から足の先まで全身に流れ込むよう

になるためです。そして御霊を受けるなら，わたしたちは皆同じよ

うに見て，同じように感じ，互いによく似た者となり，神の王国と

福音に関するかぎり，御父と御子が一つであられるように，一つに

なるでしょう。そして，この民は，同胞
はらから

や神に対する自分の立場と

関係を理解し始め，自らの義務を遂行することの重要性を感じ，喜

び進み出て時間を有益に用い，才能を十分に発揮して，主が用意し

ておられる祝福を享受するでしょう。しかし，もし人々が無関心で

怠惰になり，特権をないがしろにしているのであれば，神の御霊が

指導者を伝わって会員の間に満ち始めても，たちまち行き詰まり，

遮
さえぎ

られてしまうでしょう。そのことが分からないのでしょうか。

この原則は教会と神の王国の至る所で見ることができます。また

家庭を管理する際にも当てはめることができます。……それはぶど

うの木とそのつるや枝との関係に似ています〔ヨハネ15：1－11参

照〕。これは義の原則を教える非常に優れた比喩
ひ ゆ

なのです。

神の御心
みこころ

を行うために備え，地上に神の王国を築いて主の目的を

推し進めるには，一致し，心を一つにして行動するだけでなく，神

の聖なる御霊
みた ま

を受けなければなりません。そして，わたしたちに関

する神の思いと御心を理解し，自らの救いを確かなものとするため

に，あらゆる活動と行いが神の御霊によって統治され，制御される

ようにならなければなりません。9
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一致は力をもたらす

一致には強さがあり，一致した民が分裂した人々にない力を持つ

ことは，多くの議論を待たずに証明できることです。10

わたしたちは，直面しなければならない敵対勢力のただ中で，互

いに一致して団結すべきです。11

もし一致しているなら，邪悪な人々がわたしたちに害悪を及ぼす

力を持つことはありません。12

バビロンは分裂し，地の住民は各々の望みに従ってあらゆる分派

に分かれるかもしれません。しかし，不一致の報いを受けるでしょ

う。実際，そのような報いをこれまで受けてきました。ソドムとゴ

モラ，バビロン，ニネベ，ツロとシドン，そして古代の多くの偉大

な都市や国のように，様々な町や国が，罪悪が熟したときに全能者

の裁きによって次々と滅ぼされてきたのです。神の聖徒たちは一致

せずに繁栄することはできません。13

教会がさらに大きくなり，神の王国がさらに完全に確立されてい

くと，会員が一致することの重要性がますます明らかになります。

シオンを建設するという神の目的を達成するため，あるいは特権と

して与えられているこれらの祝福を手にするためには，キリストの

教会のすべての長や評議会，支部が一致を公言するだけでなく，心

と霊を一つにすることが絶対に必要です。なぜなら，いと高き御方

の聖徒の皆さん，会長会や定員会，評議会，支部が，心や感情や気

持ちにおいて一致していなければ，天は閉ざされて，彼らはそのま

まの状態に取り残され，罪悪が取り除かれるまで祝福は差し止めら

れるからです。また，日の栄えの律法により求められている和合一

致の原則に従わないかぎり，主は最も豊かな天の祝福や神権，福音

の賜物
たまもの

を注ぐことを決してなさらないからです。……この最後の神

権時代において，神の聖徒たちが一致して努力することによっての

み，シオンの建設は成し遂げられ，地上の神の王国は天の神の王国

と一つになるために備えられるのです。このようにして，天の衆群

を結んでいるきずなが，神の戒めに従順であったすべての人々に及

んで，彼らを包み込みます。14
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教義と神の王国での働き，また互いへの愛において一致する

教義

同胞
はらから

が主の僕
しもべ

から教えられるままに福音に従うことで，真理の知

識に到達するのを見るとき，わたしはいつも喜びに満たされます。

バプテスマの水に入り，聖霊の賜物
たまもの

を授かるための按手
あんしゅ

を受けた

人々は，わたしたちと同じ真理，同じ光を受けます。こうして心と

思いを一つにし，主の福音に伴う聖霊の導きに従うのです。天から

与えられる霊感の御霊
みた ま

は，福音を宣
の

べ伝え，主の宮の儀式を執り行

う人々とともにあります。そして，もし人生のあらゆる義務に忠実

であれば，その御霊はいつまでも彼らのもとにとどまるでしょう。

兄弟たちが神とこの世代とのかかわりについて話すのを聞くと

き，彼らの心が一つであり，述べる証が一致していることに気づき

ます。皆証において一つであり，主なる神の業がすべての敵に打ち

勝つという同じ確信の下にあるのです。15

福音を宣べ伝えることに関して一つの際立った特徴があります。

それは，たとえ千人の長老を送り出したとしても，皆が同じ教義を

教え，同じ教会を確立するために働き，一致するということです。

なぜなら，彼らの信仰や教義，教会の組織は，どれも神の啓示によ

って与えられてきたからです。こうして彼らは福音の原則において

一つになります。……わたしたちの情緒面での一致と調和は，神の

王国の組織が持つ卓越した魅力の一つです。16

神の王国での働き

一致の精神と，聖徒を導くために召された人々に忠実に従うこと

によって，この王国を築いていかなければなりません。さもないと

追い散らされるでしょう。ほかの道をたどるなら，神の祝福は取り

上げられるのです。17

神と親しく交わることは，御手
み て

に使われる弱いわたしに課せられ

た義務です。神の力を持つことが，わたしの義務なのです。そして

この力を持つとき，副管長たちはわたしの傍らにともに立ちます。

わたしたちは，神の教会と王国で働くときに直面するこの世的，霊

的なあらゆる事柄において，心と思いを一つにする必要があります。

そして感謝すべきことは，この職に召されて以来，また〔この〕大
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管長会が組織されて以来，わたしたちはずっと一致してきたと言え

ることです。十二使徒会は大管長会と一致しています。心と思いを

一つにすることは，彼らの義務です。ほかの方法を取ることはでき

ません。一致せずに，神の前で繁栄することはできないのです。彼

らはわたしたちと一つであり，わたしたちは十二使徒会と一つです。

十二使徒には十二使徒の権利があり，選択の自由があります。しか

し，教会の大管長会が十二使徒のだれかに「これは主の御言葉
み こ と ば

です」

または「これが正しいことです」と宣言するとき，彼らはそれを完

全に受け入れ，ともに働きます。神の律法が求めているのは，この

一致です。十二使徒と一致するのは，七十人の義務でもあります。

七十人は出て行って主のぶどう園で働くために使徒から召され，協

力して主の業を行います。兄弟姉妹の皆さん，教会のすべての組織

についても同じことが言えます。一致しなければなりません。不和

や不一致があってはならないのです。もし不和があるならば，主は

それを喜ばれず，わたしたちの業は妨げられるでしょう。18

世界中の至る所で，不一致がどのような影響を及ぼすか見ること

ができます。国や地域社会，家族，あるいは天の下でいかなる立場

にある団体も，分裂すればするほど，あらゆる目的や原則を遂行す

る力は弱まります。逆に一致すればするほど，それが立法府やその

ほかの団体であっても，望んでいることを達成する力は強くなるの

です。わたしたちが目にしているように，世の人々は日ごとにます

ます分裂していき，その結果として罪悪が至る所に現れています。

わたしたちはシオンを建設するために召されています。しかし，一

致せずに達成することはできないのです。わたしたちは一致して神

から与えられた戒めを遂行しなければなりません。そして，神の王

国の諸事を教え導くために任命された人々に従わなければならない

のです。……

……現代に啓示されたイエス･キリストの福音の原則は，ほかの

あらゆる時代と同様にこの時代においても，ユダヤ人と異邦人を問

わず，すべての信じる者に救いを得させる神の力です。与えられた

勧告を実行するときに一致しているかぎり，前途に横たわるすべて

の悪に打ち勝ち，神のシオンを建設し，そこで救いを得る位置に自

らを置くことができるのです。19
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互いへの愛

互いに親切にしてください。互いにあら探しをしないで……助け

合ってください。20

家族の中に利己的な感情があってはなりません。「自分の欲しい

ものが手に入るなら，何がどうなってもかまわない。」これは利己

心であって，不和を生み出し，神の聖徒であるという宣言と相反す

るものです。どの人も皆，そのような感情を心から取り去るように

努め，家族という組織の中で，家族全体の益のために努力しなけれ

ばなりません。21

わたしたちの宗教が神と同胞
はらから

を愛するように，またすべての人を

正当かつ公正に扱うように導かなければ，信仰の告白はむなしいも

のになります。ある使徒はこう述べています。

「『神を愛している』と言いながら兄弟を憎む者は，偽り者であ

る。現に見ている兄弟を愛さない者は，目に見えない神を愛するこ

とはできない。」〔1ヨハネ4：20〕

宗教を実践することにより，神に対する愛を最もよく表すことが

できます。神の子供の悪口を言いながら，あるいは不当に扱いなが

ら，神を愛していると公言するのは，むなしいことです。神と交わ

した神聖な聖約により，わたしたちは互いに果たすべき義務を厳し

く負わされています。そして宗教の偉大な役割は，どうしたらその

義務を成し遂げて自分自身や同胞に最大の幸福をもたらせるか，そ

の方法を教えることなのです。わたしたちの宗教の責務が実行され

るなら，隣人を傷つけるような言葉や行いはすべてなくなります。

もし末日聖徒が行うべきことを行い，宗教の教えに従って生活する

なら，心にわき上がる感情は，兄弟姉妹としての好意と愛だけにな

るでしょう。聖徒の間に陰口や悪口は存在しなくなり，平和と愛と

善意がすべての人の心を満たし，住まいや居住地にあふれるでしょ

う。そしてわたしたちは地上で最も幸福な民になり，天の祝福と平

安が自分たちと，属するすべてのものにとどまるでしょう。

もしわたしたちの中に不満やねたみ，言い争い，憎しみなどがあ

るなら，その原因は，自分が信じると公言している宗教に従って生

活していないからです。それらはこの宗教の実ではありません。こ

れらの悪が存在するなら，悔い改めを実践する必要があります。

……
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週に1度聖餐
せいさん

にあずかることは，末日聖徒に広く行き渡った習慣

です。わたしたちは主を記念してこの神聖な儀式を行いますが，そ

の御方の教えに従うならば，罪を犯した人は神と和解するまで聖餐

にあずかるのを許されるべきではありません。それはイエス・キリ

ストの明白な戒めです。主は「だれであってもふさわしくないまま

でわたしの肉と血にあずかることを……許してはならない」と命じ

られました〔3ニーファイ18：28－32参照〕。兄弟姉妹の間にふさわ

しくない感情や行いが生じるのを防ぐうえで，これ以上に完全な制

度を思い描くことはできません。聖徒たちが自らの義務を行うなら

ば，主の肉と血の記念にあずかるために集まる主の日を越えて，

様々な問題が未解決のまま残ることはないのです。22

すべての末日聖徒の皆さんにお勧めします。心を一つにしてヨハ

ネ〔第15章〕の12，13，14節に記されている主の言葉を守ってくだ

さい。キリストが愛してくださったように，わたしたちも互いに愛

し合うならば，聖徒の中に起こり得るすべての問題をたやすく解決

し，互いに赦
ゆる

し合い，憐
あわ

れみに満たされるでしょう。光と愛，喜び，

一致，平安，親愛の情がこの時代に見られるでしょう。それは兄弟

たちのささいな欠点について長々と論争するより，神や天使や人か

ら見てはるかに喜ばしいものです。23

わたしたちは心と思いを一つにするべきであり，物質的または霊

的な何物によっても，神と人の愛から切り離されてはなりません。24

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 237ページの最初の段落を読んでください。同じような例として，

あなたはどのような経験をしましたか。

• 天の御父とイエス･キリストと聖霊はどのような意味で一つなの

でしょうか（239－240ページ参照）。

• 預言者は神会の御三方とどのように一致しているでしょうか

（240－241ページ参照）。どうすればそのような一致に到達でき

るでしょうか（241－242ページ参照）。

• ウッドラフ大管長の40エーカーの土地，川の流れ，ぶどうの木
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についての話に注意しながら，240－241ページを読んでくださ

い。これらの比喩から何を学ぶことができますか。

• 243ページの最初の段落を読んでください。「一致には力がある」

ことを示す例として，あなたはどのような経験をしましたか。

• ワード／支部の会員や家族は，それぞれ異なった背景や性格，

興味，才能，義務があります。そのことについて考えるか話し

合ってください。どうすればそのような人たちが善のために一

致できると思いますか。

• 家庭の中で善を行うために一致するとき，どのような祝福を受

けるでしょうか。教会の組織ではどうですか。家庭や教会に不

一致があると，どのような結果を招きますか。

• 教義において一致するのを助けるために，教会はどのような援

助手段を用意しているでしょうか。わたしたちの教えが末日の

預言者の教えと一致していることを確かめるにはどうすればよ

いでしょうか。

• 神を愛していると言いながら，兄弟を憎むことができないのは

なぜでしょうか（246ページ）。

• 247ページの第1段落を研究してください。一致するうえで，聖

餐はどのような助けになるでしょうか。

関連聖句――詩篇133：1；モーサヤ18：21；３ニーファイ11：28－
29
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ウィルフォード・ウッドラフの生涯から

1950年4月の総大会で，十二使徒定員会のリチャード・Ｌ・エバン
ズ長老は，次のように述べている。「ウィルフォード・ウッドラフ大

管長が語ったとされる次のような言葉を聞いたことを記憶していま

す。当時の幹部の兄弟たちが数人，ウッドラフ大管長のところに来て

……『この世の最後はいつ訪れると感じていますか。主はいつ降臨さ

れるのですか』と尋ねたということです。次の言葉は一言一句正確で

はないかもしれませんが，大管長が述べたとされる言葉の意味を伝え

ています。『わたしは，あたかも明日がその日であるかのように生活

しています。しかし，それでも， 桜の木を植えているのです。』」1

これはウッドラフ大管長が言ったとおりの言葉ではないかもしれ

ないが，イエス・キリストの再臨に対する大管長の気持ちを表して

いる。ウッドラフ大管長はまたこうも述べている。「人の子が再臨

される時を知っている人がいるとは思いません。……その時を知ろ

うとして探し求める必要はありません。」2 しかしウッドラフ大管長

は，主が地上を統治するために再び来られる日を楽しみにしていた。

大管長は聖徒たちに，末日に教会が設立されたことを証
あかし

し，救い主

の再臨に向けて急いで備えをする必要があると警告した。「天と地

にあるすべてのしるしが，主イエス・キリストの再臨を示していま

す。わたしは神の御霊
みた ま

を受け，心が開かれて，そのしるしを理解し

ています。ですから，この世を，またこの民を見て，度々驚いてし

まうのです。戸口まで近づいているこの重大な出来事について，な

ぜもっと心配しないのだろう，個人として，また家族として，なぜ
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イエス・キリストの再臨に備える

救い主が地上を統治するために再臨されるのを待ち望みなが

ら，個人的に，また家族で，そして一個の民として，

備えをしなければなりません。



もっと熱心に備えないのだろう，と不思議に思うのです。たとえ天

地が過ぎ去ろうと，主の言葉はことごとく成就するのですから。」3

ウィルフォード・ウッドラフの教え

終わりの時に生きるわたしたちは，
救い主の再臨のしるしに気をつけなくてはならない

イスラエルの長老として，また主イエス・キリストの使徒として，

末日聖徒に申し上げます。歴史上かつてなかったほど恐ろしい神の

裁きが，この世に注がれようとしています。皆さんは時のしるし，

すなわち人の子の来臨のしるしを目にしています。それは天と地の

両方に現れつつあります。……わたしたちはもうすぐそれらの出来

事に遭遇します。末日聖徒のなすべきことは，主の前にあって，心

安らかに，注意深く，賢くあること，時のしるしに心を留めて，誠

実かつ忠実に生きることです。それらの出来事が過ぎ去れば，皆さ

んは今理解できていない多くのことを理解できるようになるでしょ

う。……わたしたちは時満ちる最後の神権時代にいるのです。今は
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大いなる時代であり，天のすべての目が，神御自身の目が，すべて

の族長と預言者たちの目が，わたしたちに注がれています。皆，深

い関心をもって見守り，わたしたちの幸福を願っているのです。殉

教した預言者たちは， 自らの血をもって自分の証
あかし

を確実なものとし

ました。彼らは今，神々と交わり，兄弟たちを弁護しています。で

すから，忠実でありましょう。起こるべき出来事は，神の手にゆだ

ねましょう。義務を果たす人を，神は守ってくださるのです。4

主イエス・キリストは，地上を統治するために来られます。「キ

リストは世の終わりまで降臨を延ばされる」と人は言うかもしれま

せん。しかし，彼らは主の思いも方法も知らないのです。この世が

不信仰だからといって，主は降臨の時期を延ばすようなことはなさ

いません。天と地のしるしは，その日が近いことを示しています。

地のすべての国民の目の前で，いちじくの木が葉を出し始めている

のです〔ジョセフ・スミス－マタイ1：38－40参照〕。神の御霊
みた ま

を受

けている人は，しるしを見て理解することができるでしょう。5

聖文を研究することにより，
再臨のしるしについて学ぶことができる

これから起ころうとしていることを，世の人々が知りたいと望む

なら，聖書，モルモン書，教義と聖約を読むように勧めてください。

ヨハネの黙示を読むように勧めてください。神が生きておられるよ

うに確かに，そこに書かれていることは起こるのです。一つとして

成就しないものはありません。神の手が徐々に地の上に現れてきて

います。裁きは戸口まで近づき，災いが地上の国々を待ち受けてい

ます。しかし，わたしたちこそ，神の裁きが地上に現れてきている

今この時に，聖なる場所に立つ備えをしなければなりません。6

マタイ伝の第24章に記されているように，あるときイエスは，福

音，神殿，ユダヤ人，再臨，世の終わりについて，弟子たちに多く

のことをお教えになりました。弟子たちは尋ねました。「主よ，こ

れらのことには，どんな前兆がありますか。」救い主は実に簡潔な

答えを与えられました。わたしはこのことについて少し考えてきま

した。主が与えてくださった言葉をここで少し読みたいと思います。

それは，昔の弟子たちに与えられた説明よりも，さらに詳しいもの

です。わたしがこれから読む主の言葉は，1831年 3月 7日に末日聖

徒に与えられた啓示です。〔ここでウッドラフ長老は，現在の教義
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と聖約第45章に当たる啓示を読む。〕……

今は終わりの時代です。確かにこの時代には，途方もない出来事，

重要な出来事が，非常に多く起こります。ただし，一つ確実なことは，

人の子が来られる日付や時間は明らかにされていないが，主がどの時

代に来られるかは示されているということです。大いなる出来事の先

駆けとなる数々のしるしが，確かに今，天と地に現れ始めています。

そして，すべてが成就するまで，しるしは必ず現れ続けるのです。も

し末日聖徒が自らを奮起させるものがほしいなら，聖書，モルモン書，

教義と聖約の書を読んでください。これらの聖典から，神に関する事

柄について，啓発と教えを十分に受けることができます。聖文に記さ

れた神の啓示とキリストの福音を大切に蓄えてください。7

聖文には，主の来臨について，非常に多くの預言が記されていま

す。例えば，「わたしは，すぐに来る」「思いがけないときに来る」

「戸口まで近づいている」「夜の盗人のように来る」「思いがけない

日に帰って来る」「主なる救い主イエス・キリストの来臨を待ち望

む者は幸いである」などです。聖典，すなわち旧新約聖書，モルモ

ン書，教義と聖約の書の全体を通して，主の再臨に関することが頻

繁に述べられています。主は守るつもりもないのに，それらのこと

を約束されたのでしょうか。いいえ，約束はすべて成就します。8

主の聖約の民であるわたしたちは，
主が再臨なさるために道を備える責任がある

これらのことが成就するのを待ち望んでいる民はどこにいるでし

ょうか。過去6，000年の預言者，族長，使徒たちが語ってきた主の言

葉が成就するのを待ちながら備えをしている人々は，地上のどこにい

るでしょうか。わたしには，末日聖徒〔のほかに〕思い当たりません。

しかしながら，末日聖徒は本来気づいているべき事柄の半分も気づい

ていません。この末日に矢継ぎ早に起こる恐ろしい出来事に対して半

分の備えもできていないのです。聖徒以外のだれが，主の期待にこた

えて，再臨に備えることができるでしょうか。だれにもできません。9

主は，将来大いなる業を行われます。一つの民を備えて，御自分

が地上に戻って来る前に，大いなる業を行わせようとしておられま

す。そこで兄弟姉妹にお尋ねします。「心の備えはできていますか。

今述べたことを理解していますか。一個の民として，主の前にあっ

て，この責任を理解しているでしょうか。」主はこの終わりの時に，
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主の教会と王国を確立するために，祭司の国を打ち立てられました。

この国は，人の子が再臨なさる道を備えるために立てられたのです。

天の神は，主の僕
しもべ

たちの手に王国の鍵
かぎ

をゆだねて，言われました。

「わたしがこれらの僕に告げたことは何であれ成就する。この世に

注がれる全能の神の怒りの日のために，彼らには地上でも天でも結

び固める力が与えられるのである。」〔教義と聖約1：7－9参照〕

度々思うのですが，わたしたちは，イスラエルの長老であり，末

日聖徒であるにもかかわらず，主の前における自分の立場について

の認識が浅すぎます。この民の手に求められている業は，非常に大

いなる，力ある業であり，全能の神の業なのです。わたしたちは，

地のすべての国民にキリストの福音を携えて行くという責任を負っ

ています。……福音を携えて行くことについて，すべての責任があ

ります。また，至高者にささげる神殿を建設するという責任もあり

ます。神殿に参入し，死者の救いのために儀式を行うのです。……

……主は地の上のもろもろの国民に，日の栄えの栄光と，誉れと，

不死不滅と，永遠の命を与えることをどれほど強く願ってこられた

ことでしょう。この6，000年間，ずっと願ってこられました。それゆ

えに，度々僕
しもべ

たちを送り，世の人々に，間近に迫った大いなる再臨

の日に備えるように呼びかけておられるのです。主は今現在も，地

に住む人々に大声で呼びかけておられます。これは，最近，数人の

兄弟たちに言ったことですが，主は今，末日聖徒が御自分とともに

喜んで働こうとしているかどうかを知ろうとしておられます。今日
きょ う

決意しなければなりません。10

キリストが降臨される前に，主の前に，一個の民を聖別し，備え

ておかなければなりません。神殿を建て，シオンを確立しておかな

ければなりません。主が地上の至る所に裁きを下しておられる間，

神の民を守る場所が必要です。神の裁きは間違いなく地に降りかか

るからです。このことは，啓示の中で頻繁に約束されています。さ

らに，主御自身が宣言しておられるように，主は御自身の言葉を必

ず成就されるのです。11

わたしたちはこの業の重要性を理解していないと思います。生き

ている同胞
はらから

に対して責任があるように，神と天と死者に対しても責

任があるのです。そのことは，わたしたちには理解し難いことです。

わたしは，これらのことを考えていますが，同時に今わたしたち

の目の前にあることも考えています。この教会には，設立当初から
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様々な援助機関，統治機関が設けられています。それらはすべて，

一致して大いなる業を成し遂げるためにあるのです。天の目はわた

したちの上に注がれています。神の御子と，かつて地上に生を受け

た預言者と族長たちが皆，この大いなる業を見守り，この偉大な組

織が人の子の降臨に備えていく様子を見守っているのです。12

イエス・キリストの再臨に対して，
個人的な備えをしなければならない

わたしたちは重要な時代に生きています。この時代に関する様々

な預言が与えられていますが，わたしたちはそれらに対処できるよ

うに備えているでしょうか。13

救い主は……神の王国を「十人のおとめがそれぞれあかりを手に

して，花婿を迎えに出て行く」のにたとえられました〔マタイ25：

1参照〕。「その中の五人は思慮が浅く，五人は思慮深い者であった。

思慮の浅い者たちは，あかりは持っていたが，油を用意していなか

った。しかし，思慮深い者たちは，自分たちのあかりと一緒に，入

れものの中に油を用意していた。花婿の来るのがおくれたので，彼

らはみな居眠りをして，寝てしまった。夜中に，『さあ，花婿だ，

迎えに出なさい』と叫ぶ声がした。そのとき，おとめたちはみな起

きて，それぞれあかりを整えた。ところが，思慮の浅い女たちが，

思慮深い女たちに言った，『あなたがたの油をわたしたちにわけて

ください。わたしたちのあかりが消えかかっていますから。』する

と，思慮深い女たちは答えて言った，『わたしたちとあなたがたと

に足りるだけは，多分ないでしょう。店に行って，あなたがたの分

をお買いになる方がよいでしょう。』彼らが買いに出ているうちに，

花婿が着いた。そこで，用意のできていた女たちは，花婿と一緒に

婚宴のへやにはいり，そして戸がしめられた。そのあとで，ほかの

おとめたちもきて，『ご主人様，ご主人様，どうぞ，あけてくださ

い』と言った。しかし彼は答えて，『はっきり言うが，わたしはあ

なたがたを知らない』と言った。」〔マタイ25：2－12〕ここで，明

かりの油を用意している人とは，信仰に生き，什分
じゅうぶん

の一を納め，負

債を返済し，神の戒めを守っている人，そして神の名を汚さない人

のことです。主の光の中を歩み，1杯のあつもののために，あるい

はわずかな金銀のために，自分の生得権を売り渡さない男女のこと

です。つまり，イエス・キリストの証
あかし

に雄々しい人々のことです。
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そのように，わたしは今日
こんにち

感じています。末日聖徒の兄弟姉妹の

皆さんに，信仰に生き，明かりを整えるように警告しなくてはなら

ないと感じています。なぜなら，主が生きておられるように確かに，

主の言葉は成就するからです。イエスの降臨は，戸口まで近づいて

います。……邪悪な人は，義にかなった人に救ってもらうことはで

きません。自分自身で義にかなった生活を送り，神の戒めを守らな

ければならないのです。14

10人のおとめのたとえは，終わりの時に，花婿すなわち人の子が，

花嫁すなわち教会，つまり小羊の妻に会うために再臨されることを

象徴しています。救い主が教会の会員に関して，「五人は思慮が浅

く，五人は思慮深い者であった」と言われたことは，ほぼその通り

になるだろうと思います。なぜなら，天の主が力と大いなる栄光の

うちに降臨し，すべての人に，肉の体にあってなした行いに応じて

報いを与えられるとき，もし主が教会の会員であると告白する人の

半数に対して，あなたたちは救いを得る備えができていると言われ

るならば，残りの半数は，多くの人が歩んでいる道によって裁かれ

ると考えられるからです。15

わたしに与えられた主の言葉によれば，今は，シオンが立って光

を放つ時です。そして，わたしに与えられた神の御霊
みた ま

による証
あかし

によ

れば，この完全な王国，……神権を託されたこの偉大な祭司の王国

は，……10人のおとめのたとえを部分的によく成就してきました。

どういうことかというと，つまりそれは，花婿が来るのが遅れてい

る間に，わたしたちが皆，居眠りをしていたということです。教会

全体，王国全体で，居眠りをしていたのです。わたしに与えられた

主の言葉によれば，わたしたちは十分長く眠っていました。しかし

今，立って明かりを整え，入れ物の中に油を蓄える特権が与えられ

ているのです。これがわたしに与えられた主の言葉です。16

さて，ここで質問ですが，明かりの油を絶やさないようにするに

は，どうすればよいでしょうか。神の戒めを守り，祈りを忘れず，

イエス・キリストの啓示によって告げられたことを行えばよいので

す。またそのほかの方法でシオンの建設を助けることが大切です。

神の王国のために働くなら，わたしたちの明かりの油は絶えること

なく，わたしたちは光を放つようになり，神の御霊の証を感じるよ

うになるでしょう。これに反して，この世のものに執着し，人の誉

れを求めるなら，光ではなく，闇
やみ

の中を歩くことになります。神権
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を感じるようになるでしょう。」



も，神権による業も，神の王国の建設も，神殿の建設も，死者の贖
あがな

いも尊ばず，イスラエルの神から聖任を受けて託された大いなる業

を遂行することも尊重しなければ――それらをこの世のものより価

値があると感じなければ，明かりの油は切れており，光もなく，小

羊の婚宴に出席することもできなくなります。17

メシヤの降臨に備えができそうなのはどのような人でしょうか。

それは，聖霊を受けている人，全能者の励ましを受けて生活してい

る人，イエス・キリストに従っている人，神の誉れと栄光のために

良い実を結んでいる人です。それ以外の人は，備えができません。18

この民が思慮の浅いおとめにならず，時のしるしを理解し，義務

を果たし，高潔さを守り，世に打ち勝って生活できるように祈って

います。贖
あがな

い主が降臨されるときに，喜びをもってお迎えする備え

ができるように，そのときに悲しみや恥辱を味わうことがないよう

に祈っています。19

神を信頼してください。義務を果たしてください。祈りを忘れない

でください。主を信じる信仰を持ち，シオンを支え，築き上げてくだ

さい。すべてが正されます。主は御自身の民を訪れ，義にかなってそ

の業を短くされます。さもなければ，救われる者は一人もいません

〔教義と聖約84：97；マタイ24：22参照〕。皆さんに申し上げます，

時のしるしに注意して，来るべき日のために備えてください。20

研究とレッスンのための提案

この章を研究する際，またはレッスンの準備をする際に，以下の

項目について深く考える。さらに助けが必要な場合は，v－ixペー

ジを参照する。

• 250ページの最初の段落を復習してください。エバンズ長老がウ

ッドラフ大管長の言葉として引用した言葉から，どのような教

訓を得ることができますか。

• どうすれば救い主の再臨のしるしに関する情報を得ることがで

きますか（252－253ページ参照）。

• 再臨のしるしはなぜ与えられるのでしょうか（251－253ページ

参照。教義と聖約45：34－39も参照）。再臨のしるしの中には成

就しつつあるものもあります。それを示す証拠としてどのよう

なものが挙げられますか。再臨のしるしには悲劇もあります。
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そのような悲劇に見舞われたときに「主の前にあって，心安ら

かに，注意深く，賢く」あるにはどうすればよいでしょうか。

• 再臨のために道を備えるうえで教会が果たす役割について，ウ

ッドラフ大管長の教えを復習してください（253－255ページ）。

どうすればこの道を備える業に参加できるでしょうか。

• 再臨の正確な時よりも，自分の備えについて心配する必要があ

るのはなぜでしょうか。自分の家族が備えられるように助ける

には，どのような方法があるでしょうか。どうすれば「神の裁

きが地上に現れてきている今この時に，聖なる場所に立つ」こ

とができるでしょうか（252ページ）。

• 10人のおとめのたとえで，「思慮深いおとめ」と「思慮の浅いお

とめ」はどのような人を象徴しているでしょうか。「花婿」や

「花嫁」はだれを象徴していますか。「婚宴」や「あかりの油」

は何を象徴しているでしょうか。再臨に備えるうえで「明かり

の油を絶やさないようにする」には，何ができるでしょうか

（255－256，258ページ参照。教義と聖約45：56－57も参照）。

参照聖句――教義と聖約45：15－75；ジョセフ・スミス－マタイ1：
21－55
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表紙――「ウィルフォード・ウッドラフ」

グラント・ロムニー・クローソン画

ivページ――「ウィルフォード・ウッド

ラフ」の一部。H・E・ピーターソン画

viページ――写真／スティーブ・バン

ダーソン，©1997 Steve Bunderson

複写は禁じられています

viiiページ――写真／スティーブ・バン

ダーソン，©1997 Steve Bunderson

複写は禁じられています

xxvページ――「イギリスでの伝道に

出発するウィルフォード・ウッドラ

フ」サム・ローラー画，©2001 Sam

Lawlor 複写は禁じられています

xxixページ――写真／ジョン・テル

フォード，©2000 John Telford

複写は禁じられています

xxxviiiページ――「ジョセフ・スミ

スの最初の示現」ウォルター・レ

ーン画。教会歴史美術博物館の厚

意により掲載

5ページ――「十二使徒を聖任される

キリスト」ハリー・アンダーソン画

7ページ――「メルキゼデク神権の回

復」ケネス・ライリー画

12ページ――「主の預言者」デビッ

ド・リンズリー画，©2000 David

Lindsley 複写は禁じられています

17ページ――「最初の示現」トム・ホ

ールドマン作

19ページ――「ジョセフ・スミスの十

二使徒との最後の集会」ロバート・

T・バレット作，©2004 Robert T．

Barrett

24ページ――「大管長会と十二使徒定

員会，1853年」の一部。フレデリ

ック・ホーキンス・ピアシー画

29ページ――「ネブカデネザルの夢を

解き明かすダニエル」グラント・

ロムニー・クローソン画

36ページ――「わたしにあるものをあ

げよう」ウォルター・レーン画

52ページ――写真／ブライアン・ウィ

ルコックス，©1986 Brian Wilcox

複写は禁じられています

58ページ――「主の言葉を聞くマリヤ」

ウォルター・レーン画。教会歴史

美術博物館の厚意により掲載

66ページ――「わたしの思いではなく，

みこころが成るようにしてくださ

い」ハリー・アンダーソン画，

©Pacific Press Publishing Associa-

tion 許可を得て掲載

70ページ――「十字架上の死」ハリ

ー・アンダーソン画

73ページ――「迷い出た子羊」デル・

パーソン画，©1998 Del Parson

複写は禁じられています

78ページ――「主はよみがえられた」

デル・パーソン画，©1996Del Parson

261

絵画・写真リスト



複写は禁じられています

82ページ――「500人に御自身を現さ

れるイエス」グラント・ロムニ

ー・クローソン画，©1971 Grant

Romney Clawson

85ページ――「スケッチ――テンプル

ヒル墓地」A・バロイ・イートン画

90ページ――「ベンボー農場と池」フ

ランシス・R（フランク）・マグレ

ビー画

136ページ――「シオンの陣営」C・

C・A・クリステンセン画。ブリガ

ム・ヤング大学美術館の厚意によ

り掲載。複写は禁じられています

144ページ――「エマ・スミス，選ば

れた婦人」の一部。セオドア・S・

ゴーカ画

147ページ――「盆地に入るブリガ

ム・ヤング」グレン・S・ホプキン

ソン画，©1997 Glen S. Hopkinson

複写は禁じられています

152ページ――「片手の不自由な人を

癒されるキリスト」ロバート・

T・バレット画，©1981 IRI 教会

歴史美術博物館の厚意により掲載

157ページ――写真／スティーブ・バ

ンダーソン，©Steve Bunderson

複写は禁じられています

161ページ――撮影者不明。ユタ大学

J・ウィラード・マリオット図書館

特別コレクション部の厚意により

掲載。複写は禁じられています

190ページ――写真／スティーブ・ト

リーグル，©1996 Steve Tregeagle

複写は禁じられています

196ページ――「ウィルフォード・ウ

ッドラフ」ジョージ・ヘンリー・

タガート画

211ページ右上――写真／スティー

ブ・バンダーソン，©1995 Steve

Bunderson 複写は禁じられていま

す

211ページ左下――写真／スティー

ブ・バンダーソン，©1996 Steve

Bunderson 複写は禁じられていま

す

216ページ――「幌馬車」ゲーリー・

L・カップ画，©1989 Gary L．

Kapp 複写は禁じられています

221ページ――「その名は霊妙ととな

えられる」サイモン・デューイ画，

©2000 Simon Dewey 複写は禁じ

られています

251ページ――「再臨」ハリー・アン

ダーソン画

257ページ――「世が与えるようなも

のとは異なる平安」マイケル・

T・マルム画。教会歴史美術博物

館の厚意により掲載
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あ

イエス・キリスト。「イエス・キリス

トの贖罪」「イエス・キリストの再

臨」の項も参照

御父と聖霊と一つであられる，

239－240

御父に忠実であり続けられた，221

＿が直面された逆境，219，221－

222

御自分の教会を設立された，4

信仰によって業を行われた，155

救いをもたらすことのできる唯一

の御方，74

＿の祈り，110，221－222

＿の死，70，81

＿の復活，81

復活後，アメリカ大陸の民を訪れ

られた，120

恵みに恵みを加えられて成長され

た，60

分かりやすく簡潔な福音を説かれ

た，96－97

イエス・キリストの教会

救い主の現世の務めの間に設立さ

れた，4，35

＿の発展と行く末，27－29，31

＿はすべての神権時代で同じ様式

である，3

＿は世界を再臨に備える，28，

253－255

＿は天の御父の計画を成し遂げる。

27－29

イエス・キリストの再臨

教会として＿に備える，253－255

個人として＿に備える，255－256，

258

聖文に見られる＿のしるし，252－

253

＿のしるしに気をつける，251－

253

イエス・キリストの贖罪，「イエス・

キリスト」の項も参照

＿は，わたしたちが自分ではでき

ないことを成し遂げる，70，189

＿は，わたしたちを堕落から贖う，

68－70

＿によって義にかなった人は救い

を受ける，70－74，94－95

悔い改めて，忠実な人は＿によっ

て完全になることができる，74

＿によって責任を負う年齢に達す

る前にこの世を去る子供は救わ

れる，83－86

一致

教えるときの＿，244

家族における＿，242，245，246

教会の中の＿，240－247

神会の御三方の＿，239－240

聖餐にあずかることを通して得ら

れる＿，247

互いへの愛における＿，246－247

日の栄えの王国での＿，240

祈り。「家族の祈り」の項も参考

＿の祝福は，福音に従った生活か

ら得られる，112－113
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＿の必要性，110－111

導きを求める＿，111－112

受け継ぎ，＿を覚えていることの大

切さ，134

ウッドラフ，ウィルフォード

証を録音した，14

ある男性の贖罪に対する説教に反

論した，67－68

イギリスで伝道するよう召された，

89

イギリスにおいて教義と聖約の版

権を確保した，115

開拓者とともにソルトレーク盆地

に旅した，xxvi，145－148

家族の馬車を移動させるように霊

感を受けた，47

家族への愛，xvi－xvii

逆境に遭った，217－218

教会の大管長としての＿，xxx－

xxxv

教会の召しに対する＿の思い，101

勤勉であることを愛した，xvi，

xxvii－xxviii，225，227

災害から聖徒たちを守るよう霊感

を受けた，xxvi，xxvii

最初の伝道で救われた，153

シオンの陣営における＿，135－

138

示現でブリガム・ヤングから指示

を受けた，46，174

事故に遭った＿，xvii－xviii

死者のための神殿の業について学

んだ，185

自分のポニーをブリガム・ヤング

に提供した，195

十二使徒定員会に召された，xxii－

ixxiv，139

ジョセフ・スミスから神殿のエン

ダウメントを受けた，xxxi－

xxxii，20，173

ジョセフ・スミスに会った，13－

14

ジョン・ベンボーとその家族に伝

道した，89－91

神権の力で妻フィービーを死から

よみがえらせた，161－162

真実の教会を求めた，xix－xx，

1－3，35－37

聖徒が集合するのを助けた，xxiv，

xxvi－xxvii

青年のときに聖文を研究した，35

聖文の出版に携わった，115，117

宣教師としての＿，xx－xxiv，

89－91，93－94，101，109，115，

151，153，163，173，205－207，

217－218

ソルトレーク神殿の示現を受けた，

174

ソルトレーク神殿を奉献した，174

父親と父親の家に住んでいた人に

バプテスマを施した，91－92

伝道を続ける強さを求めて祈った，

109

何千人もの家族のために神殿の業

を行った，185－186，191－192

＿の改宗，xx，2－3，35－38

＿の謙遜さ，101－102

＿の最初の伝道の召し，89，151，

153

＿の再臨に対する個人的な備え，

250

＿の死，xxxvi

＿の神殿の業に対する関心，173－

174

＿の日記，xvii，125，127

＿のバプテスマと確認，38
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＿の幼少期，xvi－xviii

背教する人がいても忠実であり続

けた，14

初めて神殿を見た，173

人に御霊を求めることを教えるよ

う霊感を受けた，57

ほかの人々のために嵐が静まるよ

う祈った，109－110

マンタイ神殿を奉献した，174

ミズーリー州ファーウェストで神

殿の隅石を据えることに携わっ

た，139－141

娘の死を知らされた，77，79－81

歴史家としての＿，xxvii

ロバート・メーソンから学んだ，

1－2

ロバート・メーソンのために神殿

の業を行った，3

ウッドラフ，ウィルフォード・ジュ

ニア（息子），77

ウッドラフ，アズバ・ハート（継母）

ウィルフォードに福音を教えた，

xvii

ウィルフォードの父親と結婚した，

xvi

ウッドラフ，アズモン（兄），ウィル

フォードと同じ日にバプテスマを

受けた，xvii，37－38

ウッドラフ，アフェク（父親）

誠実と勤勉の模範を示した，xvi

＿のバプテスマ，91－92

ウッドラフ，サラ・エマ（ウィルフ

ォード・ウッドラフの娘），＿の死，

77，79－81

ウッドラフ，ビューラー・トンプソ

ン（母親）

ウィルフォード・ウッドラフは母

親のための神殿の業を行った，

185－186

＿の死，xvi，185

ウッドラフ，フィービー・ホイット

モア・カーター（妻）

夫が教会の義務を果たすのを支え

た，162－163

夫に娘の死を告げた，77，79－81

神権の力により死からよみがえる，

161－162

教える

簡潔な真理を＿ことが人を最も教

化する，60－63，

＿うえでの一致，244

本書から＿，vi－vii

御霊によって＿，vi，57，59－64，

97－98，212

か

回復

教会の＿，5－6

神権の＿，5－8

＿に対するウィルフォード・ウッ

ドラフの感謝の念，10

＿に対するウィルフォード・ウッ

ドラフの探求，xix－xx，1－3

＿の祝福，5－8

福音の真理の＿，6，8－10

家族。「結婚」「両親」の項も参照

永遠にわたる＿の本質，1 6 3，

169－170，174，176－178

財政的に＿を養う，231

＿における父親と母親の役割，

168－170

＿における優しさの必要性，163，

168

＿の一致，242，245，246

＿は高い優先順位でなくてはなら

ない，167－168
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家族の祈り，112

家族歴史。「神殿の業」の項も参照

個人の記録に見る＿，128－132

神殿の業と一つとなる，174

家庭。「家族」の項参照

神の王国

まず＿を求める，233－235

＿を築き上げる，30－33，225，

227－228

「神は不思議な方法で業を進められ

る」ウィルフォード・ウッドラフ

の好んだ賛美歌xv－xvi

儀式。「神権」の項参照

逆境。「反抗」「試練」の項も参照

＿はわたしたちを日の栄えの栄光

に備える，218－219

教育，229－230

教会の大管長

神は＿を通して御心を明らかにさ

れる，198－199

どのように＿を支持するか，199－

201

＿に従わない危険性，195，201－

203

教義と聖約

＿は再臨を証する，252－253

＿は末日におけるわたしたちの契

約の書である，120－121

キリスト。「イエス・キリスト」の項

参照。

悔い改め

＿は贖罪のすべての祝福を受ける

ために必要である，72

＿は御霊の導きを受けるために必

要である，54，222

グラント，ヒーバー・J・，

ウィルフォード・ウッドラフの好

んだ賛美歌について＿が語った

言葉，xv

ウィルフォード・ウッドラフの伝

道について＿が語った言葉，89

啓示

教会を導く＿，50，197－199，

201－203，240－241

個人の＿，50－54

＿を認識する，50

結婚，神によって定められた，164

謙遜。「高慢」の項も参照

ウィルフォード・ウッドラフが示

した＿な態度，101

神の業において求められているも

の，103－104

＿になることで主の守りを受ける，

106

わたしたちが神に頼っていること

に気づく，102－103

高価な真珠，＿には貴い宝が含まれ

ている，122

高慢，104－105。「謙遜」の項も参照

子供。「家族」「両親」の項も参照

責任を負う年齢に達する前にこの

世を去る＿は主の御前では罪が

ない，83－86

＿に祈ることを教えなくてはなら

ない，112

＿にはこの世的な教育と霊的な教

育が必要である，230

＿には父親と母親から優しさと良

い模範が必要である，168－170

＿は親の生活において優先されな

くてはならない，164－165，

167－178

＿は天の御父から授けられた，166

＿は日記をつけなくてはならない，

130－132

＿を教会で仕え，忠実であり続け

索　引

266



るよう備える，165－166

＿を育てる祝福，164－165

両親が＿に教えることの大切さ，

165－166，208

この世の事柄。「働き」の項も参照

＿に関する主の勧告を受け入れる，

228－229

＿は霊的な事柄と密接に関連する，

225，227－235

＿への適切な見解，228－235

さ

最初の示現，16，239－240

財政，231－235。「この世の事柄」の

項も参照

死

幼い子供の＿，83－86

＿からの復活，81－85

サラ・エマ・ウッドラフの＿，77，

79－80

すべての人が＿を経験する，229

＿に備える，86－87

＿の時の悲しみ，80，81－83

＿の時の慰め，81－86

霊が肉体を離れる，80－81

わたしたちは死ぬときに，物資的

な物を持っていくことはできな

い，229，233－234

シオンの陣営，135－138

シオンの山の救う者。「神殿の業」の

項参照

使徒

主の現世での務めの間の＿，4

＿は一致していなければならない，

240－241，244－245，

借金，232－233

従順，正しい理解と的確な判断に基

づく，201。「選択の自由」「律法」

の項も参照

什分の一とささげ物，31，231－232

ジョセフ・スミス。「スミス，ジョセ

フ」の項参照

試練。「逆境」の項も参照

信仰を持って耐え忍ぶ，33

主はわたしたちを＿のときに強め

てくださる，221－223

＿はわたしたちを日の栄えの栄光

に備える，218－219

神権

永遠にわたる＿による祝福の本質，

42－44

神が業を行われるときに使われる

力，38

神権者の責任，39－42

＿の回復，5－8

＿の儀式，38－39，41

＿の誓詞と聖約，43

＿の定義，38－39

＿の召しを大いなるものとする，

40－41

神権時代，＿に神の王国が設立され

る，3，25

信仰

＿の定義，153－154

＿は神の御業において必要である，

155－157

＿は働きを通して示される，154

わたしたちが聖約を守るときに＿

は増し加えられる，157－158

神殿建設，xxiii－xxix，173－176，

188

神殿の業

再臨後の＿，189

シオンの山において救う者となる，

188－190

死者のための＿に対するウィルフ
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ォード・ウッドラフの努力，

xxix－xxx，3，41，185－186

先祖は儀式を受けることを切望し

ている，190－192

＿の大切さ，175－176

＿の喜び，175－176

＿は家族歴史と一つになる，174

＿を与えてくださった神の憐れみ，

186－187

＿を行う際の個人の備え，178－

182

救い，＿はわたしたちの手の届くと

ころにある，212－213

スミス，ジョセフ，

イリノイ州コマースおよびアイオ

ワ州モントローズで病人を癒す

＿，142－145

王国の鍵を使徒に渡す＿，18－20

教会の発展についての預言，25－

26

個人の啓示についてジョン・テー

ラーに勧告する＿，50

シオンの陣営を導く＿，135－138

示現の中でウィルフォード・ウッ

ドラフは＿と話した，26

信仰を持って業を行った，155－

157

天の御父と御子と聖霊から学んだ，

15－17

天の使者から学んだ，15－17

＿の殉教，21

＿の性格，14－15

＿の召し，30

＿の予任，15

迫害を耐え忍んだ，17－18

聖餐，＿は一致を生む，247

聖書

＿とモルモン書は一つとなって真

理を証する，118－120

＿はウィルフォード・ウッドラフ

の改宗に役立った，35－36

＿は再臨を証する，252－253

聖文

＿の研究，117－118

＿は，わたしたちを終わりの時の

出来事に備えられるよう助けて

くれる，122－123

聖約，わたしたちが＿に忠実である

ときの祝福，33

聖霊。「聖霊の賜物」の項も参照

義にかなった人への＿の影響，

180－181

＿の声に気づく，50

＿の使命，48－49

＿の力で教え，学ぶ，vi，57，59－

63，96－98，212

＿の本質，47－48

＿は御父と御子と一つであられる，

239－240

＿は試練のときに支えてくださる，

222

＿はわたしたちが再臨に備えられ

るよう助けてくださる，258

＿はわたしたちが真理の内に一つ

になるよう助けてくださる，242，

244

＿を通して得る祈りの答え，111－

112

聖霊の賜物。「聖霊」の項も参照

この世での最も大いなる賜物，49

＿による祝福，50－53

すべてのふさわしい末日聖徒への

＿，49

＿はすべての神権時代に与えられ

ていた，3，72

＿を得るには，絶えざる忠実さが
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求められる，53－54

宣言，xxxii－xxxiii

選択の自由

神から神の子供たちすべてに与え

られた，207

＿の行使はこの世と永遠にわたり

結果をおよぼす，208－210，

212－213

＿の定義，205

ソルトレーク神殿，＿の奉献の祈り

からの抜粋，158，176，177－178，

181－182，186

ソルトレーク盆地，開拓者の＿への

旅，xxvi－xxvii

ソルトレーク盆地への開拓者の旅，

xxvi，146－148

た

互いへの愛，246－247

戦い，闇と光の＿，219－221

「絶えずあなたのために祈ります」，

xxxv

知恵の言葉，31

父親，168－169

父なる神

救いの源，239

聖霊を通しての＿との交わり，54

＿の憐れみ，10，186－187

＿の思いと御心は聖霊を通して知

らされる，53

＿の子供，164

＿の承認を得る，9

＿の力，救い主を支える，155

＿は御子と聖霊と一つであられる，

239－240

＿は神権の力によってすべての世

界を組織され，贖われた，38－

39

＿は独り子を賜った，68

＿は，わたしたちの救いのために

できることをすべて行ってこら

れた，70

＿への祈り，110

チェニー，エライジャ，xx，37－38

テーラ－，ジョン，

ジョセフ・スミスから個人の啓示

について勧告を受けた，50

＿の死，xxx

伝道活動

ウィルフォード・ウッドラフの伝

道の経験，xx－xxiv，89－91，

93－94，101－102，109，115，

151，153，163，173，205－207，

217－218

人の宗教を批判しないことの大切

さ，95－96

福音を伝える義務，92－94

福音を伝えることの喜び，92，

94－95

＿における信仰の役割，156

＿における聖霊の必要性，96－98

＿における模範の力，96

時満ちる神権時代

＿における教会の発展，25－26

＿における末日聖徒の義務，26，

30－33

＿に対する古代の預言，26－27

わたしたちは＿の直中にいる，31

な

日記

ウィルフォード・ウッドラフの＿

には，教会歴史と教えの記録が

含まれている，xxvii，125，127

神の祝福が書き記されるべきであ

る，129－130
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経験を伝えるものとして＿をつけ

るべきである，130

子供と青少年は＿をつけるべきで

ある，130－132

自分自身，家族，教会に益をもた

らす，128－129

は

背教

大＿，4

ロバート・メーソンの啓示で示さ

れた＿，1－2

働き。「この世の事柄」の項も参照

この世的なものと霊的なものを切

り離すことはできない，227－

228

肉体労働を尊ぶ，230

労働は神の王国を築くために必要

である，225，227－228

母親，169－170

バプテスマ

死者のための＿。「神殿の業」の項

参照

救いに不可欠な＿，72

＿はすべての神権時代に与えられ

ていた，3

ベンボー，ウィリアム，90－91

ベンボー，ジョン，90－91，205－

207

パルシファー，ゼラ，xx，37－38

反抗

真理への＿は勝つことはない，

219－221

ファーウェスト，ミズーリー州＿の

神殿用地，139－141

福音

変わらない＿，3

＿の祝福，94－95

復活，81－85

ま

学ぶ

本書から学ぶ，v

学んだことを実践する，61

御霊を通して学ぶ，61－63

御霊。「聖霊」の項参照

結び固めの力，＿は家族を永遠に結

ぶ，174，176－178

メーソン，ロバート，xix，1－3

模範

＿は人々の教会に対する思いに影

響を与える，96

両親は＿によって教えなくてはな

らない，165－166

モルモン書

聖書と＿は一つとなって真理を証

する，118－120

＿はウィルフォード・ウッドラフ

の改宗に役立った，35－36

＿は再臨を証する，252－253

＿はジョセフ・スミスによって翻

訳された，7

や

ヤング，ブリガム，

ウィルフォード・ウッドラフの馬

車に乗ってソルトレーク盆地に

行った，xxvi，146

この世的なものと霊的なものを切

り離すことはできないと教えた，

227

示現の中でウィルフォード・ウッ

ドラフに指示を与えた，46，174

神殿の業の大切さについて語った，

188，191

ソルトレーク神殿を建設する場所
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を定めた，147，174

常に啓示を受けていた，198

一組の馬をウィルフォード・ウッ

ドラフにあげた，195

ミズーリー州ファーウェストの神

殿の隅石を据えるよう使徒たち

を導いた，139－141

預言者，＿は常に神の教会を導いて

きた，3，197－198

予任，末日に住むよう＿されていた，

29－30

ら

律法，現世で＿に従順になることが，

永遠の報いを決める，209－210，

212「選択の自由」の項も参照

両親。「子供」「家族」の項も参照

父親と母親の役割，168－170

天の御父の霊の子供を育てる特権，

164－165

＿は子供に祈ることを教えなくて

はならない，112

＿は子供に言葉と模範で教えなく

てはならない，165－166

霊界，＿で先祖に会う，191－192

霊的な事柄，＿はこの世の事柄と密

接に関連する，225，227－235

労働。「働き」の項参照
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