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　1876 年　

青少年にとって屋外生活の利益

煩わしい心配を捨てて、若者たちの道徳を堕落させる影響力がさほど強くな
い田舎へ退くのは非常に有益なことである。

田舎においても、当惑や煩わしい心
配ごとから完全に逃れることはできな
いが、そこでは多くの悪を避けること
ができ、小さな子供達の心を征服し、
脅かすような誘惑の洪水にたいして戸
を閉ざすことができる。彼らには労働
と変化が必要である。家庭での無変化
や単調さが、彼らを不安で落ち着かな
くさせる。このようにして、町の邪悪
な子供達と付き合う習慣に陥り、街の
教育を受けることになるのである。

田舎に住むことは、彼らにとって大変有益なことである。活動的な屋外での
生活は、心と体の健康を発達させる。彼らに楽しみと有益な労働の両方を見い
出すことのできる菜園を持たせるべきである。野菜や花を栽培させることは、
嗜好（しこう）と判断力を向上させ、有益で美しい神の被造物との交わりは万
物の主を指し示し、心に上品で高貴な影響をおよぼすであろう。

―教会への証４巻 p136、1876 年

  1882 年  

都会の危険

信仰生活に不利となるあらゆる交際から、可能な限り遠ざかることの重要さ
に気付いている者はほとんどいない。住む環境を選ぶにあたって霊的繁栄をま
ず第一に考慮する者はほとんどいない。

親達は家族と共に都市に群がる。それは田舎よりも町の方が生活を支えやす
いと考えるからである。学校がない時、子供達は何もすることがなく、街で教
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育を受ける。彼らは悪友から邪悪で放
蕩な習慣を身につける。親は、これら
のすべてを知っていても子供のあやま
ちを矯正するには犠牲を必要とするの
で、サタンが彼らの子供達を完全に支
配するまでその場所にとどまるのであ
る。

あなたに託されたかけがえのない
魂を危険にさらすよりは、あらゆる世
的な考えや他のあらゆるものとを犠牲
にした方がよい。子供達は、誘惑に押し流されやすいので、それに抵抗するこ
とを教えられるべきである。しかし、神に対するあなた自身とあなたの家族の
極めて自由で束縛のない、全き献身を妨げるあらゆる関係を断ち切り、あらゆ
る習慣を破り、あらゆる影響を切り離すことはあなたの義務である。

混雑している都市に群がる代わりに、子供達が誘惑からできるだけ守られ
るような奥まった場所を求め，そこで有用な働き人となるよう彼らを訓練し教
育しなさい。預言者エゼキエルはソドムの罪と、その町を滅びに追いやった原
因について挙げている：「すなわち彼女と、その娘たちは高ぶり、食物に飽き，
安泰に暮らしていたが，彼らは，乏しい者と貧しい者を助けなかった。」ソド
ムの運命から逃れる者は、邪悪な町に下った神の刑罰への道を閉ざさなければ
ならない。

―教会への証 5 巻 p232—233、1882 年

  1885 年  

逃れるときのしるし

現在は、神の民にとってこの世の中に愛着を持ったり、彼らの宝を蓄積した
りする時ではない。古代の弟子達のように、我々が荒野の寂しい場所に隠れ家
を求めるように強いられる時は、そう遠くはない。ローマ軍によるエルサレム
包囲が、ユダヤのクリスチャンにとって逃れる時のしるしであったように、我
が国の権力者が法王制安息日を強制布告するという出来事が、我々にとっての
警告となるであろう。この時こそ、大都会を脱出する時で、小さな街を去って
山間に隠れ家を得るための準備となるのである。今ここで、豪華な邸宅をもと
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める代わりに、我々は天のはるかにすばらしい御国に行くための準備をするべ
きである。自己満足のために金銭を浪費する代りに、我々は倹約することを学
ぶべきである。

―教会への証 5 巻 p464—465、1885 年 <?>

  1892 年  

天使はどのように感じるか

世の終わりが近づいているのを知っている天使達は、神とイエス・キリスト
に関する知識を持っていると主張する者達が、共に群がって住み、集会で教会
を強め自分達の魂に益となるような説教があまりなされてない時は、不満と失
望を感じていながら、自分では何もしようとしないのをながめて、一体どのよ
うに感じているのだろうかと私は考えることがある。

―手紙 16e、1892 年

  1893 年  

町を出ようとしている人へ

兄弟よ、あなたの手紙によると多くの者がバトルクリークから出るようにと、
深く心を動かされているということである。その働きが今、なされる必要があ
る。最終的に移転すべきであると感じている者は、急いだり興奮したり、あわ
てたり、あるいは後になって移転したことを深く後悔するようであってはなら
ない。・・・・

バトルクリークから出て行きなさいという勧告を聞いて、向こう見ずな行動
にでないように注意しなさい。とがめることなくすべて願い求める者達に、惜
しみなく与えると約束して下さる神の知恵を求めないでは何もしてはならな
い。勧告し相談することは、誰にでもできる。そうした上で神の導きのうちに
移転する義務を確信した者は、彼らがすべて心を開いて神に学び従うままにさ
せなさい。
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我々のある先生方がもっとバランスのとれた健全な判断力を必要としている
ことを考える時，私の心は痛む。世界にあわれみのメッセージを伝え、人々の
信頼を獲得している使命者達は、勧告を与えるようにと求められている。実際
的な生活において真の経験を持っていない者や、勧告を与えることにおいて危
険性のある者、またはその勧告が人々を何に導くかということに無知な者には、
大いに注意を働かせるべきである。

勧告の賜物

ある人達は、物事に対する優れた洞察力を持ち、勧告する能力を持ち合わせ
ている。それは神からの賜物である。神の働きが厳粛で、正確かつ堅固な言葉
を要求している時に、彼らは暗闇の中で当惑する心に、そのたどるべき道を太
陽の光のすばやいひらめきのように理解させ、導くような言葉を語ることがで
きる。人々はその研究で、何週間も何ヶ月も困惑し、頭を悩ませたのであった。
彼らの前方の道を明らかに、はっきりさせるべきである。主がその光の先を差
し込まれたので、彼らは自分達の道がはっきり示されて、その祈りが答えられ
たことを知るのである。けれども、ある場合は不適当な人によってただバトル
クリークを出なさいという軽卒な勧告が与えられるかもしれない。そのような
勧告は、彼らと他の者にとってどんな霊的増進があるかどうかもはっきりさせ
ないままでなされる。

あらゆる行動を注意深く考える

すべての者は、注意深く考える時間を持つべきである。喩（たと）え話の中で、
建築を始めたが完成できなかった人のようであってはならない。移動とそれに
よって予測されるあらゆるものは、行動に移る前から注意深く検討され、はか
りにかけられるべきである。すべての者には、その能力に応じて働きが与えら
れている。それだから、躊

ちゅうちょ

躇しつつ移転するのではなく、堅固にそして謙遜に、
神への信頼のうちに移転すべきである。

ある人々は性急に物事をしようとし、何もしらない事業に向こう見ずに飛び
込んでいく。それは、神の命じられることではない。率直に、祈りのうちに考
慮し、心と精神を神のみ声を聞くために目覚めさせ、すべて注意深く祈りのう
ちに神の御言葉を研究しなさい。神のみ心を理解することは、大いなることで
ある。
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十分に明確にされた計画が必要

神の勧告のうちに動きなさいと、私はバトルクリークの教会に述べたい。多
くの者が、バトルクリークから移転する必要がある。そしてバトルクリークか
ら出て行った後に何をするのかという十分明確にされた計画が必要である。何
をするのかもわからないで向こう見ずに出ることがないようにしなさい。…賢
明で、思慮深く、バランスのとれた人、安全な助言者であり、人間の性質に関
する洞察力を持ち合わせている人、神を畏れつつ、いかに指導し、勧告すべき
かを心得ている人、そのような人を指揮官としなさい。

新しい経験には危険が伴う

教会の中では、すべての新しい経験の過程において危険が伴うということを
私は知っている。なぜならある者は、極めて激情的な精神で物事を受けとめる
からである。ある教師達は、聖書の教理を教えることにおいては力強く効果的
であるが、すべての教師が生活の実際的な知識をもち、安全と確信をもって、
困惑している心に勧告することができるのではない。彼らは、改革しようとし
ているすべての家庭に必ず起こる困惑した状態を理解することができない。そ
こですべての者は、語られることに注意深くあるべきである。もし彼らがある
事柄について神の御心を知らないのであれば、決して憶測や想像から語るよう
なことがあってはならない。もし彼らが、はっきり知らないのであればそのよ
うに言うべきであり、個人個人が完全に神により頼むべきである。断食をして
十分祈るべきである。そしてひとりも暗闇のうちに移転することなく、神が光
のうちにおられるように光のうちに移転するようにしなさい。

用心深く移転しなさい

無秩序のうちに行動してはならない。なぜならあまりに熱心で衝動的な話が、
神が命じられておられない熱狂を引き起こし、財産に大きな損害をもたらすか
らである。そのために、是非必要とされる勝利の経験が、バランスのとれた抑
制力や適切な考慮や、しっかりした原則や目的などが欠けていたために、敗北
に変わる。この事柄において賢明な管理能力を据え、そしてすべての者は賢明
で目に見えない主なる勧告者の導きの下で行動すべきである。人間には、思い
通りにしたいという性質があり、神の印をおびていない働きがなされているこ
とがある。今私はすべての魂に、人間の勧告者を強く信頼しすぎることをせず、
賢明な勧告者であられる神にもっと熱心により頼むよう懇願する。あなたのす
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べての道とあなたの意志を、神の道とその御心に服従させなさい。

向こう見ずな行動の結末

ある者達が、あわててバトルクリークから飛び出して失望に終わってしまう
ならば、それは彼ら自身が無分別に行動したためではなく、圧力をかけた人々
の意見を彼らが反映したためであると言って、その者達に責任を負わせるであ
ろう。すべての挫折と敗北の責任は、その者達の上に置かれるのである。

まさに今こそ、終わりの時代の危機が我々の周りで濃厚になりつつあるとき、
我々は賢い助言者を必要とする。混乱の中から秩序をもたらし、組織し整え、
賢い助言を与えず、主の言葉に従って休息と平安を十分に与えることができな
い人、また騒ぎを起こし、無秩序を造ることを義務と感じる人たちは必要とし
ていない。

すべての者は、それぞれの可能性に応じて、主のために何らかの働きをする
のに適した場所を見つけるべきである。

どうやってそれを成し遂げればよいのだろうか。あなたがたをその大切な血
で買い取られ、僕として所有される主イエス・キリストはこう言われる。「わ
たしのくびきを負うてわたしに学びなさい。そうすればあなたがたの魂に休み
が与えられるであろう。わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いから
である」。もしすべての者が、砕けた心と学ぶ姿勢をもってイエスのみもとに
来るならば、その人はイエスに学びそのご命令に従うことができる状態にある
のである。

すべての計画を神の前に置きなさい

我々は今、弱い信仰のままではいけない。無関心で不活発、また怠惰のまま
で我々は安全ではあり得ないからである。どんなに小さな能力でも活用される
べきである。そして、鋭敏で落ち着いた深い考慮がなされるべきである。いか
なる人間の知恵も、今の時代に必要な計画をたてたり、考案するには不十分で
ある。断食をもってすべての計画を神の前に置き、謙遜な心であなたがたのす
べての道を主に任せなさい。主があなたがたを導かれるであろうという御約束
は確かなものである。主の資源は無限である。天の軍勢をその名で呼び、天の
星をその位置に保たれるイスラエルの聖なるお方が、あなたがた一人一人を守
られるのである。
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キリストを自分の資力とし、信頼できるお方とする者には、あらゆる可能
性と能力が備わることをすべての者が悟ることができるようにと私は望んでい
る。キリストと共に隠された生命は、神のうちに隠れ家を得る。彼は「わたし
を強くして下さる方によって何事でもすることができる」と言うことができる
のである。

このことはあなたがたに任せる。彼らが軽率に移動して敵に有利な立場を与
えはしないかと、バトルクリークにいるすべての者を押し流す危険について心
配し、心を悩ませていたのである。もし我々が神と共に謙遜に歩むならば、そ
のような心配は必要ではなく、我々は安全に歩むことができるであろう。

―手紙 45、1893 年

  1894 年  

クリスチャン品性は奥まった場所で

町に住むことによって、肉体的、精神的、あるいは霊的に増進すると言うこ
とのできる家族は 100 のうち 1家族もない。信仰や希望、愛や幸福は、野や
丘や木があるような奥まった場所での方がはるかに得やすい。あなた方の子供
達を、町の光景や騒音から連れ出し、自動車や電車などの騒がしい音から遠ざ
けなさい。そうすれば、彼らの精神はもっと健康になるであろう。そして彼ら
の心に神の御言葉の真理を植えつけるのが、もっと容易になることがわかるで
あろう。

あらゆる種類の誘惑が待ち伏せて彼らを惑わし、堕落させるような町の学校
へ子供達を通わせることは、両親と子供達双方にとって、品性形成の働きが十
倍も困難なものとなるのである。

―クリスチャン教育の基礎 p326、1894 年

小さな土地と安らぎの家

土地はその生産能力を引き出されるべきではあるが、神の祝福なしには何も
つくり出すことができない。はじめに神は、御自分が創造なされたすべてのも
のを御覧になって「はなはだ良い」と宣言された。罪の結果、地に呪いが入り
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込んだのである。しかしこの呪いは、罪が
増し加わることによって倍増するのだろう
か。無知は有害である。怠け者である働き
人は、その怠惰な習慣によって悪を増し加
えている。多くの者は額に汗してパンを得
ることを好まず、土地を耕すことを拒むの
である。しかし、地はその深きところに祝
福を隠し持っている。それらは勇気と大志、
忍耐をもって集める者達のものとなる。小

さな土地と快適な家を持つ両親は、まさしく王と女王である。

多くの農夫は、地から十分な利益を得ることに失敗する。それは彼らが，そ
れを卑しい仕事であるかのように考えてその働きに携るからである。彼らは、
その中に彼ら自身とその家族のための祝福があることを理解しない。彼らはそ
れを奴隷状態に等しいものとしか考えていない。彼らの果樹園はないがしろに
され、植え付けは正しい時期になされず、ほんのうわべ程度の仕事が耕作とし
てなされるのである。

―クリスチャン教育の基礎 p326—327、1894 年

  1895 年  

拡大し拡張しなさい

（但しセンターにおいてではない）

人々は、バトルクリークに集中するよう奨励されている。そして彼らは、十
分の一を支払い、近代エルサレムを建築するよう影響を与えているが、それは
神のご命令によるのではない。この働きのために、他の場所では人々の必要な
設備が断たれている。拡大し、広がりなさい。しかし、一ヶ所においてではな
い。出て行って、何もない所か、あまり何もなされていないような場所に感化
の中心を築き上げなさい。あなたがたの固まった集団を打ち砕きなさい。そし
て、世界中の暗黒の地に救いの光線を放ち、光を輝かせなさい。

―牧師への勧告 p254—255、1895 年
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  1897 年  

王たちに託された権力が善と同盟するときは、その責任の立場にある者が神
の指示の下にあるからである。権力が悪と同盟するとき、サタンの代理者と同
盟するときであり、主に属する者たちを滅ぼそうと働くであろう。

プロテスタントの世界は神の安息日の代わりに偶像の安息日を打ち立てるで
あろう。そうすることによって法王制度の足跡に従うのである。それだから神
の民は町を出て土を耕すことができて自分自身の産物を育てることのできる人
里離れた田舎に移る必要がある。そうすれば彼らは、単純で健康な習慣のうち
に子供たちを育てることができる。危機のためのすべての備えを急いでする必
要がある。

—CL 21.1 、Letter 90, 1897

  1899 年  

エノクとロトから得られる教訓

神の戒めを守る民として、我々は都会を出るべきである。エノクがしたよう
に我々は、都会の中で働くべきではあるがその中に居住してはならない。

―伝道 p78—79、1899 年

  1900 年  

ぐずぐずする精神

夜中の２時を過ぎても、私は眠りにつくことができなかった。夜間、私は会
議に出席していたのである。神の示された方法を利用して、子供達を救うため
に町から逃れるようにと、私は数家族に対して懇願していた。ある家族は、ぐ
ずぐずして決定的な努力をしなかった。

情け深い天使達は、ロトと彼の妻と娘達の手をとって急がせた。主が望まれ



10

たようにロトが急いでいたなら、彼の妻は塩の柱にならずに済んだのである。
ロトはあまりにもぐずぐずする精神を持っていた。彼のようであってはならな
い。ロトにソドムから去るようにと警告した同じ声が我々にも宣言されている。
「彼らの間から出てきて分離せよ。・・・・そして、汚れたものに触れてはならい」
これらの警告に従う者は隠れ家を得るであろう。すべての者は、自分自身のた
めに目を覚まし、その家族を救うために努力すべきである。その働きのために
自分自身をひきしめなさい。神は、次に何をなすべきかを一つ一つ示してくだ
さるであろう。

使徒パウロを通して語られる神の声に耳を傾けなさい。「恐れおののいて自
分の救の達成に努めなさい。あなたがのうちに働きかけて、その願いを起させ、
かつ実現に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるところだからで
ある。」ロトはのろのろと不本意ながら荒野を歩いた。彼は悪を働く者達とあ
まりにも長く付き合い過ぎたために、自分の妻が荒野で永久に塩の柱となって
立つのを見るまで、自分自身の危機に気が付かなかった。

―レビューアンドヘラルド 1900 年 12 月 11 日

天罰が溢れ出る前に

溢れ出る天罰が地に住む者達を襲う前に、真のイスラエルはそれらの事件に
備えるべきである。神は、親達に警告の叫びを送られる。あなたの子供達を自
分自身の家に集めなさい。神の戒めに注意を払わず、悪を教えてそれを行う者
達から彼らを引き離しなさい。大きな町々からできるだけ早く逃れなさい。教
会学校を建てなさい。あらゆる教育の土台として神の御言葉をあなたの子供達
に教えなさい。

―教会への証６巻 p195

我が民は、その家族のために都会に群がって住居を定めるべきではない、と
いうことを私は主から示された。子供達をあなたがた自身の屋敷内に留めてお
くようにということを、私は両親達に告げるように主から示された。

―原稿 81、1900 年

土地が我々の必要を供給する

土地が耕されるならば、神の祝福のうちにその土地は我々の必要を満たして
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くれるであろう。我々は外見上の失敗で、一時的な物事について失望すべきで
はなく、またいかなる物事の遅れにもがっかりしたりすべきではない。土地が
その中に金銀よりも高価で豊かな蓄えを忠実な働き人のために用意してくれて
いることを信じて、我々は明るく希望に満ち、感謝をもって土地を耕すべきで
ある。働いても土地が実らせてくれないというのは、偽りの証である。正しく
知恵をもって土地を耕作する時、それは人の益のために宝物を産出してくれる
であろう。山岳地帯は変りつつある。地は衣服同様古びてきている。しかし、
荒野で神の民のために用意された食卓は、神の祝福であり決して消えることが
ない。

重大な時が我々の前にある。そし
て、家族は町を出て田舎に行くことが
非常に重要である。それは、真理が地
の大路だけでなく小路にも持ち運ばれ
るためである。主の御言葉に従って
我々の計画をたて、忍耐強い努力でそ
れらを成し遂げることに多くがかかっ
ている。それは、才能や知識よりも献
身した行動と忍耐力によるのである。

より単純な方法に戻ることは、子供
や青年達によって高く評価されるであろう。若者の心は、うんざりするような
日常の理論的勉強によって縛り付けられてはならない。庭や畑での仕事は、快
い転換となるであろう。神経質で本からの勉強に疲れ、記憶力の弱まっている
子供にとって、それは特に価値がある。自然の学びの中に彼のための幸福と健
康がある。このようにして子供の心に刻み込まれた印象は、常に目にするもの
と関連付けられるので、心の中から薄れて消えることがない。

―教会への証６巻、178—179、1900 年

   1902 年  

都市に神の刑罰が訪れる

大都市に神の裁きが訪れる時は近い。しばらくすればこれらの町々はひどく
揺さぶられるであろう。たとえばどんなに大きく、どんなに強固な建物でも、
またいかなる火災にも対処できる防備が整えられていたとしても、神がそれら
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の建物に触れられると、数分あるいは数時間で破壊されるのである。

我々の世界の邪悪な町々は、滅びの竹ぼうきで根こそぎに一掃されるであろ
う。災害が今、巨大な建物や都市の大部分に降りかかろうとしている。それに
よって神は、全地球に何が起ころうとしているかを我々に示しておられるので
ある。

―教会への証 7 巻 p82，83、1902 年

既存の、または未来の労働組合

神の子であると称する者達は、いかなる条件のもとにあっても既に構成され
たか、あるいはこれから構成されるであろう労働組合に結合すべきではない。
これは、神が禁じておられることである。預言を研究する者達が、我々の前方
に何があるかを見て、理解できないのだろうか。

―手紙 201、1902 年

個性の確保

何年もの間、我々の働きが都会を中心としたものであってはならないという
特別な光が私に与えられてきた。騒動と混乱が町を満たし、労働組合とストラ
イキによってもたらされる状態は、我々の働きにとって大きな妨げとなる。人々
は様々な職業に携っている者達を、ある一定の同盟のもとに縛り付けようとし
ている。これは神の御計画ではなく、我々が決して容認すべきではない、ある
勢力の企みである。「悪人達は、自分達自身を束にして焼かれる備えをしている」
という神の御言葉は成就しつつある。

今我々は、世界への最後のメッセージを与えるために我々に託されたすべて
の能力を活用すべきである。この働きにおいて我々は、自分達の個性を確保す
べきである。我々は、秘密結社や企業連盟と結合してはならない。我々は常に
キリストの指示を仰ぎつつ、神のもとで自由に立つべきである。我々の行動の
すべては、神のために成し遂げるべき仕事の重要さを認識しながらとられるべ
きである。

―教会への証 7 巻 p84、1902 年
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子供達を罪の温床から守る

親達は、一時的な利益のために子
供の訓練をおろそかにするように惑
わされてはならない。いつであれ可
能な限り子供達のために田舎に家を
築くことが親の義務である。子供達
や若者は、注意深く守られなければ
ならない。彼らを、都会で見られる
罪悪の温床から遠ざけなければなら
ない。彼らをキリストが住まわれる
家庭、真のクリスチャン家庭の影響
で囲みなさい。

―手紙 268、1902 年

貧しい者への祝福

今日、都会に密集している貧困者が地方に家を持つならば生計がたてられる
ばかりでなく、彼らが現在知らない健康と幸福を発見するであろう。激しい労
働、簡単な食物、極端な節約、それにしばしば困難と欠乏にあうだろうが、都
会を離れ、都会にある罪悪への誘惑、混乱、犯罪、悲惨、不浄、を離れて、田
舎の静かな、平安な、清い場所に行くことはすばらしい祝福ではなかろうか。

都会に住み、緑の野を一歩も踏んだことがなく、くる年もくる年も、きたな
い中庭、狭い路地、れんが塀、舗道、ほこりと煙で暗くなった空を眺めている
多くの人が、もし緑の野、森、丘、小川、澄み渡った空、新鮮な、清い田舎の
空気に囲まれた農村地方に連れて行かれたならば、まるで天国のように思うで
あろう。

人間との接触、人間への依存からすっかり離れ、社会の堕落的主義、習慣、
刺激から遠ざかり、自然の中心に近づいて行くのである。神の臨在がさらに現
実的なものとなるであろう。多くの人が神にたよることを学び、自然を通じて、
神が心にいやしの力、生命を与える力に答えるであろう。

―ミニストリーオブヒーリング、p166—167
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町から来た家族のための産業

現在都会に住んでいる信者は、子供達を
破滅から救うために田舎へ移住しなければな
らなくなる。家族の者が職業につくことがで
きるよう産業の設立を考慮すべきである。Ａ
とＢの場所で学校の働きの責任を負っている
人々は、施設において何とかこれらの産業を
興すことができないかを検討すべきである。
そうすれば、町を出ようと希望している我が
民は大金をかけずに質素な家を得、仕事を見

つけることができる。ＡとＢの両地には、この計画の進展のために有利で望ま
しい特色がある。これらの特色が何であるかを研究しなさい。

働きが開始されるまでは、なされなければならない重要な事柄をすべて具体
的に挙げることはできない。このことについて祈りなさい。そして神が、舵（か
じ）をとられるために立たれ、様々な事業の働きを導いておられることを覚え
なさい。働きが正しく指導されているところは、他の場所にとって実物教訓と
なる。働きを実践するにあたり、偏狭さや利己心があってはならない。働きは
単純で思慮のある基盤の上に置かれるべきである。すべての者は、ただ真理を
信じると主張するように教えられるだけではなく、真理であるからには、日々
の生活の中でそれを実証すべきである。

―手紙 25、1902 年

神は、その民を助けられる

両親は、田舎に耕すことのできる土地のついた小さな屋敷を得て果樹園を作
り、野菜や果物を肉の代わりに使うことができる。なぜなら、肉は、血管を流
れる血液生命にとって大変有害となるからである。このような場所において子
供達は、町の生活の堕落した影響に囲まれる事はないであろう。

―医事伝道 p310、1902 年

町の外から都市へ働きかける

我々の施設は、可能な限り町の外に設立されるべきである。これらの施設の
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ための働き人を得なければならない。そしてもし、これらの施設が町の中に設
置されているのであれば、働き人の家族はその近くに住まねばならないという
ことになる。けれども、たえまない騒動と混乱のある都市内に我が民が移住す
ることは神の御心ではない。子供達は、これらのものから守られなければなら
ない。それは都市社会全体が、慌ただしさと騒音によって堕落しているからで
ある。神の民が自分達の果物や野菜を産することができ、子供達が自然の中で、
神のみ業と直接の接触を持つことができるような土地に住むことを、神は望ん
でおられる。あなたがたの家族を町から連れ出しなさい、これが私の使命であ
る。

人々が聞こうと聞くまいと、受け入れようと受け入れまいと真理は語られな
ければならない。都市は誘惑で満ちている。我々は若者達を、可能な限りこれ
らの汚染から遠のけるような方法で働きを計画しなければならない。

都市は外から働きかけられるべきである。神の使命者は次のように述べてい
る、「都市は、警告されないのだろうか。否、神の民はその中に住みながらで
はなく、都市を訪問することによって、その地に何が訪れようとしているのか
を警告するのである」。

―手紙 182、1902 年

田舎の土地を安い値段で買うことにおいて、我々は蛇の如く賢く、鳩の如く
素直であるべきである。そして我々は、これらのアウトポストセンターから都
市へ働きかけるべきである。

―特別な証シリーズＢ、14 番、p7，1902 年

  1903 年  

労働問題が前方にある

労働組合は、この世界が始まって以来かつてなかったような悩みの時をこの
地球にもたらす代理機関の一つである。

―手紙 200、1903 年
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企業連盟と労働組合との闘争

神の民の働きとは、やがて盲目的な勢力で彼らに襲いかかって来る未来の出
来事に対して備えることである。世界中に巨大な独占企業が組織されるであろ
う。人々はひとかたまりになって、敵の囲いの中にまとまる。ある者達は、一
定の取引先でしか得ることのできないあらゆる手段を掌握するために結合する
であろう。企業合同が築かれ、これに加わることを拒む者は、変わり者とみな
されるのである。

―手紙 p26、1903 年

問題に備えて

世界中の企業合併や連盟は、我々にとって罠である。兄弟達よ、それらから
離れていなさい。一切関わりを持たないようにしなさい。これらの合併や連盟
のために、やがて町での我々の施設の仕事は、大変困難なものとなるであろう。
私の警告は、「町から逃れよ」である。療養所を町に建ててはならない。町か
ら出て田舎へ行き、そこで土地を得て、自分達と子供達のために家庭を築くよ
う我が民を教育しなさい。我々のレストランは町につくられるべきである。そ
うでないとこれらのレストランの働き人達は、人々に会って正しい生活の原則
を教えることができないからである。それから、町に会合の場所を設けなけれ
ばならない。しかしもうしばらくすれば町に混乱と紛争が起こり、町を出たい
と望む者達が出られなくなる時が来る。我々は、これらの問題に備えなければ
ならない。これが私に与えられた光である。

―世界総会公報 1903 年、4 月 6 日

戒めの無視

これらの労働組合は終わりの時代のしるしの一つである。人々は、焼かれる
ために束になって集まっている。彼らは教会員であるかもしれないが、これら
の労働組合に携っている間は神の十戒を守ることは不可能である。それは、こ
れらの労働組合に加わるという事自体が戒め全体を無視することになるからで
ある。

「あなたは、心を尽くし、精神を尽くし、思いをつくし、力を尽くして主な
る神を愛せよ。また、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」この言葉は、
人間の義務全体を要約している。これは、神への奉仕のために全存在、体、魂、
霊を献身するということを意味する。人はどのようにしてこのような御言葉に
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従いながら、同時に同胞の行動の自由を奪いとるような者達に忠誠を誓うこと
ができるだろうか。また人々は、このような御言葉に服従しながら、どうして
貧しい階級の特権を奪い去り、ある条件のもと以外には、売り買いを禁じる者
達と結合することができるだろうか。

―手紙 26、1903 年

奇跡を期待しない

これらの花々を見る時、私はいつも
エデンの園に思いをはせる。美しい花々
は、我々に対する神の愛の表現である。
このように主は、この世においても我々
にエデンの園の趣（おもむき）を与え
て下さるのである。神は、我々が神の
美しい被造物を喜び、その中に神が我々
に何をなさろうとしておられるのかを
理解するよう望まれるのである。

主は、我々がゆとりをもって生活す
ることを望まれる。神の民は、町にかたまって住むべきではない。永遠の生命
のための良き準備となるように、家族を町の外へ連れ出すようにと主は望まれ
る。じきに、彼らは町を出なければならなくなるであろう。

これらの町々には、ストライキや殺人や自殺などのあらゆる種類の悪が満ち
満ちている。サタンがその中にいて、破壊の働きをなす人々を支配している。
彼（サタン）の影響のもとで、彼らはまさしく殺人を目的とした殺し合いをする。
こうして、彼らの悪行は益々ひどくなるのである・・・・

もし我々が、良からぬ影響のもとに自分自身を置くとき、誤った道をたどっ
た結果を正すために神が奇跡を行って下さることを期待できるだろうか。決し
てそのようなことはない。できるだけ早く町を出なさい。そして小さな土地を
買いなさい。そこであなたは菜園を持つことができ、子供達は草花の成長を見
て質素さと純潔という教訓を学ぶことができる。―世界総会公報 1903 年、3
月 30日

神の開かれる道に従って

神の開かれる道に従って、家族が町を出るべき時が来ている。子供達を田舎
に連れて行くべきである。親達はその経済が許す範囲で、できるだけ適当な場
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所を得るべきである。住む所は小さくても、耕せるような土地がそれに連なっ
てあるべきである。

―原稿 50、1903 年

嵐が目前に迫っている

この災難（レビューアンドヘラルド社の火災）が業務上決定的な変化をもた
らすかもしれない。私は、兄弟達が神の教えようとしておられる教訓に注意を
払い、バトルクリークに印刷所を再建しないことを望む。神は、我々が都市内
に移住しないことを計画される。それは、恐るべき嵐の時が目前に迫っている
からである。

―手紙 2、1903 年

国中に罪悪がはびこる時、ロトに語りかける声がソドムで聞かれたように、
いつの時代にも警告と使命を与える声が聞かれる。けれどももしロトが、この
邪悪で汚染された町に住居を構えなければ、彼はその家族を多くの罪悪から守
ることができたであろう。ロトとその家族がソドムで成し得たすべてのことは、
彼らが町からある程度離れた場所に住んだとしても成し得ることであった。エ
ノクは神と共に歩んだ。しかし彼は、ソドムに住んだロトのようにあらゆる種
類の暴力と邪悪で堕落した都会のまん中には住まなかった。

―伝道 p79、1903 年

  1904 年   

田舎の自由さへもどる

労働組合の支配力が、大変圧力的になる時が急速に来つつある。我が民がそ
の家族を町から連れ出して、自分達自身の作物を収穫することができる田舎へ
行くように主は幾度も幾度も示された。それは、未来において売り買いの問題
が大変深刻なものとなるからである。我々は今、幾度も与えられた指令に注意
をむけなければならない。町から出て、密集しておらず敵の障害から解放され
た田舎へ行きなさい。
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―手紙 p5、1904 年

党派闘争をさける

人間は、万軍の主に敵対して共謀している。キリストが執り成しをしておい
でになる恵みの御座の前を離れて、復讐の衣をまとわれる時まで、これらの共
謀は続くのである。サタンの代理者達はすべての町に居て、神の律法に敵対す
る者達が党派を組織するようせわしく働きかけている。神の民と公言する者達
と無神論者達とが、これらの党に味方して立ち上がるであろう。今は、神の民
が弱り果てている時ではない。我々には一時たりとも警護をゆるめる余裕はな
いのである。

―教会への証 8 巻 p42、1904 年

ある地域に果物、野菜、鶏卵を提案

ある地域には、人の住んでいない大きな土地があるから、汚染された都会に
住んでいる人達がこの土地の２、３エーカーを買うことは、彼らにとって益と
なるであろう。果物、野菜を栽培したり、鶏を飼ったりすることによって、彼
ら自身を養うことができる。教会の療養所は喜んで、彼らから野菜や卵を買う
だろう。このような計画がいくらかでも始められることを希望する。もし両親
と子供達が邪悪な汚染された都市を離れて田舎に行くなら、大いなる祝福が彼
らに臨むであろう。

—手紙 63、1904 年

急いで準備しなさい

王に託された権力が善と結合するのは、その責任者が神聖な指図の下にある
からである。権力が悪と結合する時、それはサタンの代理者と同盟しているの
であり、主の所有物である者達を滅ぼすことになるであろう。プロテスタント
界は、神の安息日の代わりに偶像の安息日を打ち立て、法王制度の足跡をたど
りつつある。それだから神の民は町を出て、土を耕すことができて自分自身の
産物を育てることのできる奥まった田舎に移転する必要がある。そうすれば彼
らは、単純で健全な習慣のうちに子供達を育てることができる。危機のための
すべての備えを急速になすべき必要がある。
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 一つの場所に群がってはならない

我々の時代に主は、神の民が地球のあらゆる所に散らばることを望んでおら
れる。我々は密集してはならない。「全世界に出ていって、すべての造られた
ものに福音を宣べ伝えよ」と御子イエスは言われた。多くの弟子達がエルサレ
ムにとどまろうとしていた時、迫害が彼らの上に襲いかかることが許され、彼
らは他国のあらゆる場所へと散らされたのである。

主の大いなる収穫の地に出て行き、魂のために無我の心で働きなさいという
警告と、懇願のメッセージが何年もの間我が民に与えられている。

―教会への証８巻 p215、1904 年

警告されていないところへ散らばる

我々の大きな教会の教会員の多くは、ほとんど何もしていない。もし彼らが
一つの場所に群がる代わりに、真理がまだ伝えられていない所へ散らばって行
くならば、彼らは大いなる働きを成し遂げることができるであろう。密集して
植えられた木は繁茂しない。それらは病的で大きく育たない。それで庭師によっ
て、もっと成長できる場所に移植されるのである。同じ法則が我々の大きな教
会にもうまく当てはまる。教会員の多くは、この働きがないために霊的に死に
つつある。彼らは病的で、無能になりつつある。移植されるならば強く活発に
成長することができるであろう。

神の民が群がって住んだり、大きな群落になって住むことは神の御目的では
ない。キリストの弟子は、この世において神の代表者であるから、神は彼らが
この世の暗闇の中にあって光となるように国中の至る所、町々や村々に散らば
るよう計画しておられる。彼らは，その信仰と働きによって主の再臨の接近を
証する神の伝道者となるべきである。

生活の道が開かれる所に

我々の教会の信徒達によって、始められたばかりの働きを完成させることが
できる。誰も世的な利益だけのために新しい場所へ移るべきではない。生活費
が得られる道が開かれる所へは、真理に堅く立っている２、３の家族を伝道団
として入って行かせなさい。彼らは魂への愛を感じ、働きの責任を背負い、い
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かにして真理を人々にのべ伝えるかということを研究すべきである。彼らは
我々の印刷物を配布したり家庭で集会を持ったり、近所の人々と知り合いに
なって彼らを集会に招いたりすることができる。このようにして、彼らはその
光を良き働きをもって輝かすことができるのである。

―教会への証８巻 p244、245、1904 年

施設に魅惑されないように

教会の印刷所や病院、またはタコマパークの学校などの近所に住みたいと感
じている者達は、移転する前にまず助言を求めるべきである。

パシフィックプレスが設立されているために、マウンテンビューを有望な所
として見ている人々に私は言いたい；あなたがたが受けた光を必要としている
他の世界を見なさい。神はすべての人にそれぞれの働きを与えられたのだとい
うことを覚えなさい。道徳的暗黒の最中にあって、あなたがたの光を輝かす機
会のあるような場所を選びなさい。

施設が設立されると多くの家族がその近くに住むことを望むのが常である。
バトルクリークやオークランドにおいてもそうであり、またほとんどすべての
学校や病院のある場所においてもそうである。

―クリスチャン教育の基礎 p494—495、1904 年

一つの場所に群がって、バトルクリークで起こったのと同じような失敗を繰
り返してはならない。神があなたがたに与えられた光を必要としている場所が
何百とあるのである。

―クリスチャン教育の基礎 p495、1904 年

  1905 年  

子供達の魂と安逸と安楽

破壊に向かって熟しようとしている都会の誘惑に、これ以上あなたの子供達
をさらしてはならない。主は、我々に町を出るようにとの助言を与えてこられ
た。それならばこれ以上町で投資しないようにしよう。父親と母親達よ、あな
た方の子供の魂をどのように考えているのだろうか。家族の者達を天の宮廷に
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移転させるための準備をしているだろうか。あなた方は家族の一人一人が天の
王の子供として、王家の一員になるように準備しているだろうか。もし人が全
世界を儲けても、自分の命を失ったら何の益になろうか。どうして、安逸と安楽、
都合などを子供の魂と比べることができるだろうか。

―原稿 76、1905 年

人生で最高の結果を得るために

高価な家屋、念の入った家具、装飾、奢
しゃし

侈、安逸は、幸福で有益な生活の重
要条件をみたすものではない。イエスは今まで人類の間でなされた働きの中で
一番大きい働きをするためにこの世界にこられた。イエスは神の大使として、
人生の最大の結果を得る生活法をお教えになるためにおいでになった。神であ
る父がそのみ子のために選ばれた環境とはどんなものであったろうか。ガリラ
ヤの丘の上の人里離れたところにある家、正直で尊い労働にてささえられた家
庭、単純な生活、困難と苦労をともなった日々のたたかい、克己、経済、忍耐、
喜びにあふれた奉仕、母のそばでの聖書研究の時間、緑の谷間の静かな暁やた
そがれ、清い自然界の感化、創造と摂理の研究、神との心のまじわり―これら
がイエスの若い時代の環境であり、機会であった。

偉人たちの遺産

各時代の最も善良で高尚な人々の
多くもこれと同じであった。アブラ
ハム、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダ
ビデ、エリシャの歴史を読んでみな
さい。またそれ以後の、高い責任の
ある地位をりっぱに果し、その感化
が社会の向上に非常に役だった人々
の生涯を研究してみなさい。

こうした人々の中で何人がいなか
の家庭で育ったであろうか。彼らは

ぜいたくを知らなかった。また青年期を娯楽に費さず、多くは貧困と苦難と戦
わねばならなかった。幼いころから働くことを覚え、野外の活発な生活は全身
の機能に元気と弾力性を与えた。彼らは持っている物で生きていかなければな
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らないため、困難と戦い、障害物をのり越えることと勇気と忍耐を学んだ。ま
た独立独歩の教訓と自制の教訓を学んだ。悪友とまじわる機会がきわめて少な
く、自然の楽しみと健全な友情とに満足し、その嗜好は単純で、節制の習慣を
形成した。主義にもとづいて行動し、純潔、強健で真実な人間に成長した。そ
して、終生の働きに召されたとき、心身の力と軽快な精神、計画し実行する能
力と、悪に抵抗する不抜の精神を打ち込んだため、世界を益する決定的な力と
なったのである。

富にもまさる

子供に残すどんな財産よりもすぐれてよいのは健康な身体と健全な頭脳と
りっぱな品性である。人生の真の成功は何によって手に入れるかを理解してい
る人は遅くならないうちに賢くなる。そうした人は家庭を選ぶとき人生の最上
のものを念頭におくのである。

人工的事物のみが見え、目にはいるもの、耳にきくものがしばしば悪念をい
だかせ、そうぞうしさと混乱が疲労と不安を与えるような場所に住まないで神
のみわざをながめることができる場所に行きなさい。自然界の美と静けさと平
安の中に精神の安定を見いだし、緑の野、森、丘に目を休ませ、都市の塵埃や
煤煙でくもっていない青空をながめ、気持を爽快にする天の空気を呼吸し、気
がちる都会の生活から離れ、子供とまじわれる場所、神のみわざを通して子供
が神について学ぶことができる場所に行き、真実で有用な生涯を築くために子
供を教育しなさい。

―ミニストリーオブヒーリング p337 − 339、1905 年

エルサレム・センターは築かない

我が民は、Ａの地をエルサレムセンターとして考えてはならない。我々の兄
弟の幾人かが出版事業のためにここに呼ばれたというので、多くの者達が彼ら
の家族と共にここに住むべきであると考えるべきではない。また事務所に関係
しているすべての者も、神がある新しい場所に召して下さる場合を考えて、い
つでも移転に応ずる用意をしているべきである。

―原稿 148、1905 年
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誘惑と腐敗とを避ける

ある者達は、なぜわれわれの出版事務所がオークランドからマウンテン
ビューに移転されなければならないのかと思っている。神は、神の民に都会を
離れるようにと叫び続けてこられた。我々の施設に関係している若者達は、大
きな都市に見られるような誘惑と腐敗にさらされるようなことがあってはなら
ない。マウンテンビューは、印刷所に適した場所と思われる。

―原稿 148、1905 年

若者が最も効果的に教育される所

神は、我々の学校や印刷所、または病院が町の外に設立されるべきであると
いう警告に次ぐ警告を与えてこられた。これらの場所で若者達は、何が真理で
あるかを最も効果的に学ぶことができるのである。都市に大企業を設立するこ
とを正当化するために、誰も証の書を用いようと試みてはならない。この課題
に関して与えられてきた光を無効にすることがあってはならない。

主がその僕たちを率いてさせようとしておられる運動そのものを、ある者達
は覆（くつがえ）そうとして立ち上がり、悪口（あっこう）を語るであろう。
けれども今は、誰もが原因から結果を考慮し、論じてみる時である。都市に大
企業を設立するのは遅すぎる。若い男女を田舎から町へ呼びだすのは遅すぎる。
我々と同じ信仰に留まろうとする若者達にとって、大変困難となるような状態
が町の中に起こりつつある。そのような訳で、都市内での企業設立に金銭を投
資することは大きな失敗となるのである。

―原稿 76、1905 年

  1906 年  

警告に注意を払わなかった結果

罪で満ちた都市、そして極端に罪深い町は、地震、火事、洪水で滅ぼされる
というメッセージを宣言するように私は命じられた。全世界は、神として御自
身の権威を示される唯一の神がおられる、ということを告げ知らされるであろ
う。見えない神の代理者が破壊、荒廃そして死をもたらす。蓄えられたすべて
の富は無となるのである。
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災害がやって来る。予期されぬほどの最も恐ろしい災害である。そしてそれ
らの破壊は相次いで起こるであろう。もし神の与えられた警告に注意を向ける
なら、もし教会が悔い改め，忠誠を取り戻すならば、ある町々はしばらくの間
破壊を免れるかもしれない。しかし、もしだまされている人々が神の律法を無
視し人々の前に嘘を提供して、今まで歩んできた道を同じように歩み続けるな
らば、神は彼らの感覚が目覚めるように、彼らを破滅にあうままにされるであ
ろう。

主は突然、すべての罪人を捨てら
れたり、国全体を滅ぼされたりはなさ
らない。しかしサタンの代理者達の占
領下に自分達を明け渡した人々のいる
場所や町々を罰せられるであろう。各
国における都市は、厳しく取り扱われ
るであろう。それでも彼らは、極度な
神の怒りによって裁かれるわけではな
い。なぜなら、大衆が復讐の日のため

に怒りを蓄積している間に、少数の魂は、なお敵の惑わしを打ち破って悔い改
め、改心することになるからである。

―伝道 p27、1906 年

神の裁きの切迫

なぜ都市に建物を建ててはいけないかというのには理由がある。これらの都
市に神の裁きがもうじき下るからである。

―手紙 58、1906 年

破壊の光景

去った金曜日の朝、私が起きる少しばかり前に、大変印象的な場面が私の前
に示された。私は眠りから覚めているように思えたが、自分の家にはいなかっ
た。窓から恐ろしい大火災が見えた。大きな火の玉が家々に落ちていた。これ
らの火の玉から火の矢が出てきて、四方八方に飛び放たれていた。燃え広がる
炎を阻止するのは不可能であった。こうして、多くの場所が破壊された。人々
の恐怖は描写することができないほどであった。

―伝道 p29、1906 年
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道が開かれるよう努力しなさい

もっと時がたつにつれて、我が民は都会から離れなければならない。我々は
長年の間、兄弟、姉妹達そして、特に子供を持つ家庭は道が開かれるに従って、
町を離れるように勧めるよう示されてきた。多くの者は、熱心にその道が開か
れるように努力しなければならない。しかし、そのことが彼らにとって可能と
なるまで、町に残っている間はどんなに彼らの影響の範囲が限られていても、
最も活動的に伝道の働きをなすべきである。

―レビューアンドヘラルド 1906 年、9 月 27 日

主から与えられたメッセージ

「町を出なさい、町を出なさい」、これが主から私に与えられたメッセージで
ある。地震が起こるであろう。洪水が来るであろう。いつでも神が忘れられ、
敵があらゆる方法を用いて働きかけている邪悪な都市に、我々は落ち着くべき
ではない。主は、我々が明確な霊的視覚を持つように望まれる。我々は、邪悪
な都市に建てられた施設に伴う危険を理解するのに速やかであるべきである。

我々は都市に警告を与えるに当って、賢明な計画を持たなければならない。
それと同時に、これらの場所にひどく蔓延（まんえん）している堕落と不道徳
な影響から自分自身と子供達を守ることができるような所に住むべきである。

―ライフスケッチズ p409—410、1906 年

  1907 年  

不必要に居残る者にとっての危険

与えられた光に添って、私は人々に人口の密集している都市から出てくるよ
うに警告している。都市の邪悪は増大している。そして不必要に町に居残る者
達は、彼らの魂の危険を冒していることが、ますます明らかになってきている。

—原稿 115、1907 年
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施設に適した場所

町を出なさいという指令は、今でも与えられている。あなたがたの病院、学
校、事務所などを人口の密集地から離れた場所に設置しなさい。今、多くの者
が町に居残ることについて弁解しているが、やがて邪悪な光景と騒音を避けた
いと望むすべての者は、田舎へと移転する時が来るであろう。なぜなら、邪悪
と腐敗が進み、都市の大気までがそれに汚染されていると感じられるまでにな
るからである。

―手紙 26、1907 年

  1908 年   

田舎の避難所

子供達を訓練することが、その魂の救いにおいて重要な働きであることを親
達に理解させなさい。田舎では、必要な労働をすることによって、様々な有益
な運動の機会を見い出すことができる。そしてそれらは、神経や筋肉を発達さ
せて健康な体を与えるであろう。子供達の教育は町の外で、というのが私のメッ
セージである。

神は、我々の最初の両親に土を耕させ、園の家を世話するように指導なさる
ことによって、彼らに真の教育の方法を教えられたのである。罪が侵入した後、
主の要求に対する不服従によって、土を耕すために成されなければならない仕
事が倍増してしまった。それは、呪いのためにあざみと雑草が生じたからであ
る。しかし仕事そのものは、罪の結果として与えられたのではない。偉大な主
御自身が、土を耕す働きを祝福されたのである。

悩みの時が目前にある

我々は、神を崇めない者達と親しく付き合うことを強いられるような場所に
住居を定めてはならない。・・・・日曜遵守に関する危機がまもなくやって来
る。・・・・

日曜派は、偽りの要求を強め、それは主の安息日遵守を堅く決意している者
にとって圧迫となるであろう。我々は、安息日の戒めを完全に守ることができ
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る所に居るべきである。「６日の間働いて、あなたのすべてのわざをなせ。７
日目はあなたの神、主の安息であるから、何のわざもしてはならない」と主は
宣言される。そういう訳だから、我々は自分達と子供達にとって安息日を守る
のが困難な場所に居るべきではない。

神の摂理のうちにあるならば、我々は町から離れた所に住居を得ることがで
きる。それは、主が我々にそうさせて下さるからである。間もなく悩みの時が
やって来るであろう。

―原稿 99、1908 年

ノアの時のように

男女を都会に引き付けるのがサタンの目的である。そして獲物を獲得するた
めに彼は、あらゆる種類の目新しい物や娯楽、あらゆる種類の興奮をあみだす。
こうして今日地球上の都市は、洪水前の時代のようになってしまっているので
ある。

「人の子の現れるのも、ちょうどノアの時のようであろう」（マタイ 24：
37）と言われたキリストの御言葉の成就を目のあたりにしながら、我々は継続
する責任を遂行しなければならない。洪水以前は、男女を忘却と罪に導くため
にあらゆる種類の娯楽が発明された。1908 年の今日、同じ悪の状態が普及す
るようにサタンは強烈に働いている。地球は堕落している。宗教の自由は、ク
リスチャンであると公言する者達からほとんど重んじられていない。それは、
彼らの多くが霊的な事柄に関して理解がないからである。

我々は、世の終わりが間もなくやって来るということを理解し損じてはなら
ない。サタンが人々の心に働きかけているために、多くの者が興奮と快楽の追
求に夢中になっているようである。ノアの時代のように、あらゆる種類の悪が
増大しつつある。離婚と結婚の繰返しが今の時代の状態を示している。このよ
うな時代にあって神の戒めを守ろうと求める者達は、町から離れた田舎に場所
を探して住むべきである・・・・。

損失ではない

「都会を出なさい」と私は再び警告する。誰がこの警告を受け入れるだろうか。
谷間や山地などの辺鄙（へんぴ）な所へ行くことを、損失かのように考えるべ
きではない。神のみ旨を学ぶために、一人で神と交わることのできる隠れ家を
求めなさい。
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私は我が民に、霊的な事柄の追求を生涯の仕事とするよう強調する。キリス
トは、戸口まで来ておられる。それだから、町を離れて田舎へ行くように招か
れた時、それを損失かのように考えないようにと私は言いたい。ここに、これ
らの教えを把握する者達のための豊かな祝福が待ち受けている。自然の風景を
眺めたり、創造主のみ業にふれ、また神のみ業を研究することによって、気が
つかないうちにあなたは同じような姿に変えられるのである。

―原稿 85、1908 年

  1909 年  

民を目覚めさせようとなさる神の努力

1906 年 4月 16 日カリフォルニアのローマリンダにいる間に、最も驚くべ
き光景が私に示された。夜の幻で、私は風の中の藁

わら

のように家々が揺り動かさ
れているのが見える高台に立っていた。大小の建物がことごとく倒れていた。
行楽地、劇場、ホテル、そして裕福な家々が揺さぶられて粉微

みじ ん

塵にされた。多
くの生命がその存在を断たれた。そして大気は傷ついた者と恐怖におびえた者
達の叫びで満たされていた。

神の破壊する天使たちが働いていた。完璧に建築されたので、あらゆる危険
に対して安全であると人間達が考えていた建物が一触れで、またたく間にゴミ
の山となった。安全の保証はどこにもなかった。私自身が特別危険にあうこと
はないようであったが、私の前を通過した場面の恐ろしさは言葉で描写するこ
とができない。神の忍耐は尽き、裁きがやってきたように思われた。

私のそばに立った天使は、この世に存在する邪悪に対して、特に大都市に存
在する邪悪に対して何らかの概念をもっている者がほとんどいないことを私に
示した。彼は、主が御自分の律法をことごとく無視してきた罪人に怒りをあら
わす時を定めておられると宣告した。

私の前を通り過ぎた啓示は恐るべきものであったが、私の心に最も鮮明に印
象づけたものは、その啓示とともに与えられた教訓であった。私のそばに立っ
た天使は、王の王に服従することを頑固に拒む者達に神の律法の神聖さと、神
の最高の統治権が示されねばならないと宣告した。不忠実のままでいることを
選ぶ者達はあわれみのうちに、裁きにあわねばならない。それは、もしできる
ことなら彼らが目覚めてその罪の道を認めるようになるためである。

―教会への証 9 巻 p92,93、1909 年
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都市に働きかけやすい所

しっかりした判断力を持つ者達を選び、自分達の意図を公表しないようにさ
せなさい。そして都会に働きかける働き人のための小さな訓練学校をつくり、
病人の世話をしたり、真理を知らない弱った魂のための設備が整えられるよう
な田舎に土地を探し求めさせなさい。都会の外に、所有者から寄付されたか、
もしくは我が民によって手ごろな値段で購入された適当な場所と建物を探しな
さい。騒々しい都会に建物を建ててはならない。

―医事伝道 p308—309、1909 年

  1910 年  

大きな町々が一掃される時は近い。そしてすべての者がこれらの来るべき裁
きについて警告されなければならない。

―伝道 p29、1910 年

  1913 年  

小さな教会で学校を始める

多くの家庭は、自分の子供達を教育する目的で大きな学校が設立されている
場所へ移転するが、彼らが現在いるところにとどまった方が主のために良き奉
仕ができる。彼らが、籍を置いている教会に学校を設立するように勧めるべき
である。その地域の子供達は全般的で実際的なクリスチャン教育を受けること
ができる。個人個人があまり必要とされず、常に霊的不活発に陥る誘惑のある
大きな教会へ移るよりは、彼らの助けを必要とする小さな教会にとどまること
の方が子供達のために、親達自身のために、また神の働きのためにもはるかに
良いことなのである。

少数の安息日遵守者がいる所ではどこでも、親達は子供達や青年達が学校で
教育を受けることができるよう、場所の準備のために協力すべきである。彼ら
は献身した伝道者であり、子供達も伝道者となるように教育することのできる
クリスチャン教師を雇うべきである。

―教会への勧告 p173—174、1913 年
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