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『支部ガイドブック』は，教会員として新しく，教会での経験が少ない支部指 

導者を対象にしています。また，教会が発展途上にある地域の指導者のためにも 

使用できます。このガイドブックには，支部を運當するための目的や組織，手順 

が説明されています。 
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支部の目的 

イエス•キリストはこの世での務め 

を果たす間に，地上に主の教会を組織 

されました。イエスの死後，主を信じ 

る人々は主を礼拝するために，主の教 

えを学んで実践するために，また互い 

に仕え合い，励まし合い，強め合うた 

めに，ともに集まりました。救い主は 

次のように約束されました。「ふたりま 

たは三人が，わたしの名によって集ま 

っている所には，わたしもその中にい 

るのである。」（マタイ18 ： 20) 

今日，末日聖徒イエス•キリスト教 

会の会員は，そのような集まりを組織 

しています。そして小さな集まりは支 

部と呼ばれ，一人の支部長によって管 

理されます。ある地区に少なくとも2家 

族が住んでいて，1名のふさわしいメル 

キゼデク神権者またはふさわしいアロ 

ン神権の祭司がいる場合，伝道部長は 

地域会長会の承認の下に，そこに支部 

を組織することができます。ふさわし 

い人とは，バプテスマの聖約のように， 

主との聖約を交わしてそれを守るため 

に勤勉に努力している人のことです。 

伝道部長は支部を監督し，支部長か 

ら報告を受けます。伝道部内の無理の 

ない範囲に十分な数の支部が組織され 

たら，伝道部長は地域会長会の承認の 

下に，そこに地方部を組織することが 

できます。支部が組織された地方部の 

一部になると，地方部長会が支部長を 

監督し，伝道部長に報告をします。 



教会がこのガイドブックを作成した 

目的は，神権指導者と補助組織指導者 

が召しに閨する責任とそれを果たす方 

法とを学べるように助けることにあり 

ます。教会のすべての指導者と会員は， 

教会の使命が達成されるように助ける 

責任があります。その使命とは，「キリ 

ストのもとに来て，キリストによって 

完全に」なるようにすベての人を招く 

ことです（モロナイ10: 32)。この使命 

を達成するために，指導者は会員が次 

の事柄を実践できるように援助します。 

•あらゆる国民，部族，国語の民，民 

族にイエス•キリストの福音を宣言 

する。御霊に促されるままに証を述 

ベることにより，福音を分かち合う。 

宣教師は，新しい改宗者が教会員と 

しての生活になじんでいく間，引き 

続き援助の手を差し伸べる。 

•聖徒を全き者とする。新しい改宗者 

が教会で友人をっくり，責任を受け， 

神の言葉で養われることによって， 

教会の中で成長できるように助ける。 

儀式を受け，福音の聖約を交わし， 

約束した戒めを守るために努力し， 

同胞に仕え，貧しい人や乏しい人の 

世話をし，聖徒の共同体を築くため 

に互いに親しく交わる。 

參死者を贖う。家族の昇栄に備えるた 

めに自分にできる範囲で，亡くなつ 

た先祖を探し出し，神殿で身代わり 

の儀式を行う。 

このガイドブックは，支部の指導者 

や個々の会員，家族が聖霊の影響の下 

で生活して，教会の召しを達成するこ 

とが自らの特権であり，喜びであると 

感じることができるように助けるもの 

です。本書に加えて以下の資料が役立 

つでしょう。標準聖典，『神権指導者. 

補助組織指導者ガイドブック』（31178 

300)，『家族ガイドブック』（31180 300)， 

『教師ガイドブック』（34595 300)，『福 

音の原則』(31110 300),『福音の基礎』 

(Gospel Fundamentals, 31129〔英文〕） 

『教科課程に関する神権指導者と補助組 

織指導者への情報』（36363 300)，その 

他の教会出版物。 
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支部長会 

支部が組織されると，伝道部長また 

は伝道部長の承認の下に地方部長は， 

主から与えられる霊感により，メルキ 

ゼデク神権を持つふさわしい男性を支 

部長に召して任命します。伝道部長ま 

たは地方部長は，支部長に会長会の鍵 

を授けます。メルキゼデク神権を持つ 

ふさわしい男性がいない場合は，ふさ 

わしい祭司を支部長として召して任命 

することができます。 

支部の少なくとも2名の会員がメルキ 

ゼデク神権者になるまで，支部長は会 

員たちを見守り，強め，ホ一ムテイ一 

チャーとして彼らの家庭をしばしば訪 

問し，聖餐会を司会し，支部の活動を 

導き，報告書を作成します。支部でさ 

らに多くの男性が神権を受けたら，伝 

道部長は主の御霊の導きの下に，2名の 

副支部長と，支部の記録を担当する書 

記とを召すことができます。支部長と2 

名の副支部長は，支部長会を構成します。 

支部長は支部の羊飼いであり，愛と 

思いやりをもって支部のすべての会員 

を管理します。また「打ち砕かれた心 

と悔いる霊」（3ニーフアイ9: 20)を主 

への犠牲としてささげることにおいて 

模範を示し，主イエス•キリストの神 

性について証します。支部長は支部で 

以下の務めを果たします。 
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•管理神権指導者 

•一般判士 

參貧しい人と乏しい人の世話について 

の管理 

參支部の財政と記録の管理 

支部長会の一員は，支部の会員を見 

守り，強め，神権会の開会行事を司会 

し，アロン神権を管理し，聖餐会の司 

会を行います。 

管理神権指導者 

支部長は管理神権指導者として，支 

部における主の業をつかさどるために 

会長会の鍵を与えられています。支部 

長は支部のすべての会員を管理し，見 

守り，強め，召しにおける責任につい 

て教えます。支部の会員が増えるにし 

たがって，副支部長や神権定員会の指 

導者，ホ一ムティ一チャーが支部長を 

補佐します。支部長は長老定員会会長 

を励まして，確実にホームティーチャ 

一が割り当てられ，各家庭を定期的に 

訪問するようにします。長老定員会会 

長が定期的に行うホームティーチング 

に関する報告は，支部長が会員の必要 

に気づく助けになります。 

支部長は，アロン神権の若い男性お 

よび同年代の若い女性に重点を置いて， 

支部の定員会，補助組織，活動を監督 

します。支部長は支部のアロン神権の 

会長です。支部の12歳から18歳の若い 

男性と若い女性を見守り，彼らが福音 

の教えを学んで実践し，将来の生活に 

備えられるように，定期的に面接をし 

て援助します。また若い男性と，伝道 

に関心のある若い女性に対して，伝道 

に備えることと専任宣教師になること 

を強調します。支部長はアロン神権定 

員会を導くために若い男性を召します。 

また，支部の補助組織（扶助協会，若 

い男性，若い女性，初等協会，日曜学 

校）を導くために会員を召します（補 

助組織に関する詳細は，『神権指導者. 

補助組織指導者ガイドブック』参照）。 

さらに副支部長の補佐を受けて，クラ 

スを教える責任やその他の支部の職に 

会員を召します。支部長は定員会と補 

助組織の指導者と定期的に面接し，彼 

らの召しについて報告を受け，話し合 

います。 

支部長は，地方部長会や伝道部長会 

の一員，地域幹部七十人，中央幹部が 

訪問している場合を除き，自分が出席 

する聖餐会，神権会，支部の他の集会 

を管理します。そして，すべての集会 
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と活動が会員たちをキリストのもとへ導 

くものとなるよう，誠実に努力します。 

支部長はほとんどの儀式の執行を監 

督します（『家族ガイドブック』參照)。 

支部長は儀式の執行者が必要な神権を 

持ったふさわしい人で，正しい手順に 

従っていることを確認します。支部長 

はアロン神権の聖任と昇進に承認を与 

えます。また，地方部長または伝道部 

長と協議した後に，メルキゼデク神権 

を受けて長老の職に聖任される兄弟を 

推薦します。地方部長，支部長または 

他のふさわしいメルキゼデク神権者は， 

伝道部長の承認の下に，その兄弟にメ 

ルキゼデク神権を授け，長老に聖任す 

ることができます。 

一般判士 

支部長は，支部の会員の一般判士で 

す。会員が神殿推薦状ゃ聖任，儀式， 

召し，祝福師の祝福を受けるときに， 

ふさわしさを判断するために本人と面 

接します。また，霊的な導きを求める 

支部の会員に助言を与えることができ 

ます。 

主は一般判士としての責任において 

支部長を助けるために，識別の賜物を 

与えると約束しておられます。支部長 

がふさわしければ，この賜物は相手の 

心の思いを知ることができるように助 

けてくれます。そして，人を援助する 

ために言うべきことや行うべきことが 

分かるように助けてくれます。 

罪を犯した教会員が支部長と主に罪 

を告白するとき，支部長はその会員を 

励まし，悔い改めを助けることができ 

ます。 

会員が重大な罪を犯した場合，公式 

の保護観察，正会員資格剥奪，破門を 

含め，教会宗紀の公式処置が必要にな 

るかもしれません。支部長は伝道部長 

と起こったことを検討し，伝道部長が 

宗紀評議会を開く必要があるかどうか 

決定します。メルキゼデク神権を持つ 

地方部長または支部長は，伝道部長の 

指示の下に，宗紀評議会を管理するこ 

とができます。これらの評議会は愛の 

精神に基づいて行われます。その目的 

は，罪を犯した人が悔い改めて福音の 

完全な祝福を再び享受できるように助 

けることです。 

支部長が祭司の場合は，一般判士を 

務める権能がありません。この場合， 

伝道部長が支部の会員の一般判士にな 

ります。 

貧しい入と乏しい人の世話 

支部長は会員たちに自立することと， 

困っている人々への援助を助けるため 

に断食献金を納めることを教えます。 

支部長には，支部内のふさわしい人で 

貧しい人や乏しい人を探し出し，断食 

献金を使って彼らを助けるという神聖 

な責任があります。長老定員会会長と 

扶助協会会長が支部長を補佐すること 

ができます。 



支部長は教会の方針に従って，貧し 

い人と乏しい人の世話をするために断 

食献金をどのように使用するか決めま 

す。 

財政と記録の管理 

(訳注：下線部分は，「会員直接献金制 

度」実施下の日本では該当しない） 

支部長には，支部の会員から什分の 

一と断食献金を受け取って報告する責 

任があります。支部長は地方部長や伝 

道部長から指導されているように，教 

会の方針に従って，支部のすべての基 

金の使用と配分に指示を与え，什分の 

一年末面接を完全に行い，支部の記録 

や報告書が正確で最新の状態に保たれ 

ていることを確認します。いかなる指 

導者であっても，またどのような事情 

があっても，地元の基金を個人的な目 

的に使用することはできません。 

支部長は支部の神権者が秩序正しい 

方法で毎月の断食献金を集めているこ 

とを確認します。会員は断食をすると 

き，続けて2食の飲食を断ち，少なくと 

もその食事にかかる費用に等しい金額 

を断食献金として納めます。 

支部長が祭司の場合は，伝道部長が 

支部の献金と支出を監督します。 

支部長は実際に可能になったらすぐ 

に，神権者で什分の一を完納し，福音 

に対して強い証を持ち，主の戒めに進 

んで従う意思を示している人を書記と 

して召し，訓練します。そして，書記 

が支部の基金の取り扱いにおいて教会 

の方針に従っていることを確認します。 



面 接 

面接は指導者と他の一人の人との集 

会です。面接において指導者は質問し， 

耳を傾け，教え，助言を与えます。面 

接は情報を分かち合い，g分の割り当 

てや召しについて報告する機会を提供 

します。また，指示や助言を与える機 

会にもなります。面接は指導者が会員 

に，聖文や末日の預言者の教えを用い 

て教会の教義や原則，慣習について教 

える絶好の機会です。 

少なくとも両親の一方が教会員で， 

どちらも子供のパプテスマに賛成して 

いる場合，支部長は8歳の誕生日を迎 

える子供と面接をして，パプテスマと 

教会員への確認を受ける準備ができて 

いるか判断します。（9歳以上のパプテ 

スマ志願者，または両親が教会員でな 

い8歳の子供の場合は，宣教師の指導者 

が面接して，パプテスマと確認を受け 

るふさわしさを判断します。）支部の会 

員が神権や神権の昇進，教会の召しを 

受ける場合，支部長がふさわしさを判 

断するために面接します。また，支部 

の会員が神殿推薦状を受ける場合は， 

支部長と伝道部長がふさわしさを判断 

するために面接します。 

以下の提案は，指導者が面接をさら 

に有益で実りあるものとするのに役立 

つでしよう。 

1.面接を中断されない静かな場所を選 

ふ。 

2.面接する理由を伝える。 



3.愛のある率直な方法で質問する。 

4.質問を受け，気持ちを表現させる。 

5.相手の話に耳を傾ける。 

6.助言，指示，割り当てを明確に伝える。 

7.感謝を示し，励ましを与え，御霊の 

導くままに証を述べ，聖句を読み， 

ともに祈る。相手がカづけられ希望 

を抱いて帰れるように助ける。 

8.相手がせかされていると感じないよ 

うに，面接に十分な時間を取る。 

女性と面接する場合，可能であれば， 

支部長は一人の神権者に隣の部屋か廊 

下，ホールにいるように依頼します。 



教会の職で奉仕する会員の召し 

教会の職で奉仕するように会員を召 

す場合，神権指導者は個人面接を行っ 

て，その人が奉仕するのにふさわしい 

かどうか，召しの務めを果たす能力や 

意欲，時間があるかどうか，また家族 

の状況が奉仕するのを許すかどうか， 

判断します。 

指導者は，霊感を通して、，その人が 

召されるべき人であると感じたら，召 

しを受け入れるように求め，それが主 

から来るものであることを明らかにし 

ます。そして，召しに伴う義務と祝福 

を簡単に説明し，適切な奉仕の期間の 

後に解任されることを伝えます。 

指導者は結婚している女性を召す場 

合，事前に夫と話し合って，彼の支持 

が得られることを確認します。男性を 

召す場合は，妻の支持が得られること 

を確認すべきです。また，子供ゃ青少 

年を教会の責任に召す場合は，事前に 

両親と話し合うべきです。 



支持と解任 

会員が召しを受け入れた場合，ある 

いはアロン神権の職に聖任される場合， 

支部長会の一員は教会の集会で，彼ら 

が仕える人々から支持を受けられるよ 

うにします。そのためには，管理者ま 

たは司会者が（支部の召しであれば聖 

餐会で，クラスや定員会の職であれば 

クラスや定員会で）名前を提示し，新 

たに召された会員に起立するように求 

め，会衆やクラスの生徒，定員会の会 

員に支持の挙手をしてもらいます。支 

持を受ける人の名前を提示する場合， 

次のように言うとよいでしょう。 

「わたしたちは〔本人の名前〕を〔召 

された職〕として働くように召しまし 

た。彼〔または彼女〕をこの召しにお 

いて支持するように提議します。賛成 

の方は手を挙げてその意を表してくだ 

さい。〔賛成する人の挙手を待つ。〕も 

し反対の方がいれば，手を挙げてその 

意を表してください。〔反対する人の挙 

手を待つ。〕」 

支部長会の一員は，反対する人がい 

れば，そのAと非公式に話し合うとよ 

いでしよう。支持を受ける会員は，自 

らも賛成の挙手をすべきです。複数の 

会員の名前を提示する場合は，まとめ 

て支持を取ることができます。 

教会の職から会員を解任する場合， 

神権指導者は本人と面接して，彼らの 

奉仕に心から感謝し，解任する時が来 

たことを説明します。聖餐会において， 
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管理者または司会者が支部の職からの 

解任を発表します。クラスや定員会の 

職から会員を解任する場合は，管理者 

または司会者がクラスや定員会の集会 

で解任を発表します。指導者は解任を 

発表するときに，解任されるそれぞれ 

の会員の働きに対する感謝の気持ちを 

挙手によって表すよう会員に求めます。 
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会員の召しへの任命 

教会の職に召された会員は，働き始 

める前に任命を受けなければなりませ 

ん（教義と聖約42 ：11參照)。管理役員 

の指示の下に，ふさわしい父親や夫を 

含め，一人または複数のメルキゼデク 

神権者が任命に加わることができます。 

それらの人々は任命を受ける人の頭に 

手を軽く置き，一人が次のように言い 

ます。 

1.任命される人の姓名を呼ぶ。 

2. メルキゼデク神権の権能によって任 

命していることを宣言する。 

3.召された職に任命する。 

4.御霊の導きのままに祝福を与える。 

5 .イエス •キリストの御名で終える。 

長老定員会，教師定員会，執事定員 

会の会長を任命する場合，伝道部長ま 

たは地方部長は，その人に定員会の会 

長会の鍵を授けます。 
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儀式と祝福 

神権の儀式は，主から与えられ，神 

権の権能により執行される神聖な行為 

です。神権の祝福は，癒しや慰め，励 

ましを与えるために神権の権能によっ 

て授けられます。儀式や祝福を行う兄 

弟は，福音の原則に従って生活するこ 

とにより，また聖なる御霊に導かれる 

ように努力することにより，自分自身 

を備えます。そして，威厳をもってそ 

れぞれの儀式と祝福を行います。各々 

の儀式と祝福は次のように執行します。 

1.イエス•キリストの御名によって行う。 

2.神権の権能によって行う。 

3.定められた言葉や聖別された油のよ 

うに，必要な手順に従って行う。 

4.必要な場合，定められた神権の鍵を 

有する神権指導者から承認を得て行 

ぅ。神権指導者の承認が必要な儀式 

には，子供の命名と祝福，パプテス 

マと確認，神権の授与と神権の職へ 

の聖任，聖餐の祝福とパス，墓の奉 

献があります。 

個々の儀式と祝福に関する指示につ 

いては，『家族ガイドブック』を参照し 

てください。 



会員の責任 

教会指導者はすべての教会員に対し 

て，彼らがどこに住んでいようと，以 

下の事柄を含む基本的な責任を果たす 

ことによって教会の使命を支援するよ 

うに勧めます。（1)御霊に促されるま 

まに証を述べることにより，福音を分 

かち合う。（2)戒めを守り，同胞に仕 

え，福音の儀式と聖約を受けるために 

努力することにより，不死不滅と永遠 

の命に向かう旅路において自らを全き 

者とすることができるように個人と家 

族を助ける。（3)亡くなった先祖を探 

求できるように個人と家族を助け，神 

殿の儀式を受けるように彼らを励ます。 

すべての教会員はこれらの責任を果た 

すことによって教会の使命を支援しま 

す。さらに詳しくは『家族ガイドブッ 

ク』を参照してください。 
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集 会 

支部長が唯一のメルキゼデク神権者 

またはアロン神権の祭司である支部で 

は，会員のために聖餐会と福音を教え 

る日曜集会を開きます。 

長老定員会が組織された支部では，前 

述の集会に加えて次の集会を開きます。 

1.神権会 

2.成人女性，若い女性，子供のための 

日曜集会 

3.神権役員会 

4.支部評議会 

十分な数の会員がいて，指導者や集 

会場所を確保することができれば，支 

部は成人女性，若い女性，子供のため 

の日曜集会をやめて，前述の集会に加 

えて次の集会を開くことができます。 

1.扶助協会 

2.アロン神権（若い男性） 

3.初等協会 

4.日曜学校 

5.若い女性 

6.ミューチャル。この集会では，アロ 

ン神権の若い男性と同年代の若い女 

性が平日の夜または土曜日に集まっ 

て，支部長会の指示と監督の下に， 

青少年のための活動やレッスンを行 

います。 
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日曜日の集会スケジュールの選択 

日曜日の集会スケジュールは，『教科 

課程に関する神権指導者と補助組織指 

導者への情報』に掲載されている中か 

ら選択できます。 

家庭の夕べ 

各々の家族は少なくとも週に1度，自 

分の家で家庭の夕べを開きます（『家族 

ガイドブック』参照)。 

聖餐会 

支部長は聖餐会を管理し，適切な神 

権を持つふさわしい兄弟が聖餐の祝福 

とパスを行います。支部長会の一員が 

司会し，時間どおりに始めるように努 

めます。集会のアジヱンダは次のよう 

になります。 

1.歓迎と霊的な雰囲気づくり 

2.簡潔な発表 

3.開会の賛美歌と祈り 

4.支部のビジネス 

5.聖餐の賛美歌と聖餐の執行 

6.末日の使徒や預言者の教えと聖文に 

基づく福音に関する話 

7.話の合間に全員または支部聖歌隊に 

よる歌，通常は賛美歌から選ぶ（任意)。 

8.閉会の賛美歌と祈り 

聖餐会は月に1度，通常は第1日曜日 

に，断食証会になります。会員は健康 

状態が許せば，2食続けて飲食を断った 

後，断食と祈りの精神をもって教会に 

来るように勧められています。 

聖餐の祝福とパスが終わると，断食 

証会の司会を務める支部長会の一員は， 

イエス•キリストと福音について自分 

の証を述べ，会員たちに集会の残りの 

時間を使って証するように勧めます。 

集会は賛美歌と祈りで終わります。 

各々の聖餐会で聖餐の祝福とパスが行 

われます（本書の「儀式と祝福」の項 

を参照)。 

神権会 

神権会は聖餐会の前または後に開か 

れます。支部長会の一員が開会行事の 

司会をします。集会のアジヱンダは次 

のようになります。 

1.歓迎と霊的な雰囲気づくり 

2.簡潔な発表とビジネス 

3.開会の賛美歌と祈り 

4.各定員会に分級してビジネスとレッ 

スン 

5.各定員会での閉会の祈り 
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開会行事の後，すべての成人男性 

(19歳以上）は長老定員会の集会に出席 

します。この集会は長老定員会会長が 

管理します。 

すべての青少年（12歳から18歲）は， 

アロン神権定員会の集会に出席します 

(訳注：『教会指導手引き第1部-ス 

テーク会長会および監督会』「5.儀式 

と祝福」長老の項，31参照)。この集会 

は支部長が管理します。集会所の部屋 

数や会員数が限られている場合，アロ 

ン神権者の若い男性はメルキゼデク神 

権者の兄弟たちと合同で集会を開くこ 

とができます。しかし，十分な数の若 

い男性がいて，成人指導者の数と部屋 

の数も十分であれば，執事，教師，祭 

司はそれぞれの定員会に分級します 

(『神権指導者•補助組織指導者ガイド 

ブック』参照)。 

成人女性，若い女性，子供のため 

の日曜集会 

姉妹や子供が少ないために補助組織 

を設けて別々に集会を持つことのでき 

ない小さな支部では，扶助協会の会長 

が開会行事を司会します。集会には次 

の事柄が含まれます。 

1.歓迎と霊的な雰囲気づくり 



2.簡潔な発表とビジネス 

3.開会の賛美歌と祈り 

4.賛美歌と子供の歌 

5.抉助協会会長によるレッスンまたは 

クラスに分級 

6.閉会の祈り 

小さな支部で開会行事を分かれて行 

う部屋がない場合は，男性，女性，子 

供が合同で開会行事を行い，支部長が 

司会をします。 

支部の会員が増えると，若い女性 

(12歳から18歳）は扶助協会と一緒に集 

会を開き，子供たち（3歳から11歳）は， 

支部長から任命された姉妹の指導の下 

に集まります。 

扶助協会，若い女性，初等協会，日 

曜学校が支部に組織されると，扶助協 

会と若い女性は日曜日の神権会と同じ 

時間に，それぞれ集会を持ちます。日 

曜学校は神権会の後に開かれます。初 

等協会は，神権会，扶助協会，若い女 

性，日曜学校の集会と同じ時間に開か 

れます。初等協会の開会行事と「分か 

ち合いの時間」は全体の半分の時間で， 

またクラスのレッスンは残りの半分の 

時間で行われます。補助組織の集会に 

おいて，会員は祈り，賛美歌を歌い， 

『教科課程に関する神権指導者と補助組 

織指導者への情報』に定められている 

教材を使って福音を教え，学びます。 

神権役員会 

支部長会，書記，幹部書記，長老定 

員会会長，支部若い男性会長，支部伝 

道主任（召されている場合）は，支部 

の神権役員会を構成します。この役員 

会は必要に応じた頻度で開き，支部の 

活動やプログラム，奉仕活動が個人と 

家族を強め，会員の必要を満たせるよ 

うに相互調整をします。管理は支部長 

が行います。神権役員会は，ホームテ 

ィーチング，伝道活動，神殿•家族歴 

史活動のような神権の責任について話 

し合い，相互調整をします。 

支部評議会 

支部長会，書記，幹部書記，長老定 

員会会長，支部若い男性会長，支部伝 

道主任（召されている場合)，扶助協会 

会長，若い女性会長，初等協会会長， 

日曜学校会長，支部教師改善コーディ 

ネーターは，支部評議会として集まり 

ます。この集会において，評議会は個 

人と家族を霊的に強め，神殿の儀式を 

受ける備えを助け，新しい改宗者の定 

着率を高め，貧しい人の世話をする原 

則について教え，支部のプログラムや 

活動，奉仕を相互調整し，支部におけ 

る問題を解決するように努めます。若 
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い女性会長や初等協会会長が召されて 

いない場合，扶助協会会長は支部の成 

人女性や若い女性，子供たちの必要に 

ついて討議します。支部長はアイデア 

や提案を求め，出席者が話し合いや決 

定，計画に完全に参加できるように助 

けます。支部長は計画を立てて割り当 

てを与える際に，提案されたことを慎 

重に考慮します。 
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集会場所 

家庭の夕べは会員の家で行います。 

支部の他の集会はすべて，会員の家， 

賃貸の集会所または教会所有の集会所 

で開きます。伝道部長会は支部のため 

に集会場所の取得と維持に関する情報 

を提供することができます。また，集 

会場所の賃借に関する情報や，教会所 

有建物の建築条件に関する情報も提供 

することができます。 
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各種資料 

教会は，会員がイエス•キリストの 

福音を学び，それに従って生活するの 

を援助するために各種資料を発行して 

います。その中には，標準聖典やレッ 

スンのテキスト，『リアホナ』，福音の 

視覚資料，ガイドブックなどが含まれ 

ています。教会の資料は聖文と末日の 

預言者の言葉に基づいています。支部 

のための資料は，基礎または一般教科 

課程の資料，あるいは両方を組み合わ 

せた資料から成ります（『教科課程に閨 

する神権指導者と補助組織指導者への 

情報』参照）。『リアホナ』が入手でき 

る地域では，支部のそれぞれの家族が 

定期購読すべきです。 

毎年，地域管理本部または配送セン 

ターからレッスンのテキストやその他 

の資料が，それらの追加注文や他の承 

認された資料の注文に関する情報とと 

もに，支部に送られてきます。 

支部の指導者は，支部の集会を行う 

建物か会員の家に資料を保管します。 

そして，資料が利用できることを会員 

に知らせて，レッスンや話の準備のた 

めに，また個人学習のためにそれらを 

活用するように励まします。教師には 

クラスや定員会のテキストが配布され 

ますが，教師の責任から解任されると 

きはそれらの資料を支部またはワード 

に返却するように勧められています。 
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活 動 

支部指導者の指示の下に，支部は会 

員の必要を満たす活動を計画し，実施 

します。しかし，支部の活動が家族の 

活動と競合したり，家族の生活を混乱 

させたりしてはなりません。すべての 

活動は，金銭的な負担のために参加で 

きない会員がいないように，費用のか 

からないものにすべきです。基金を使 

用する場合は，支部長会から事前に許 

可を受ける必要があります。日曜日に 

計画される活動は，安息日にふさわし 

いものでなければなりません。月曜日 

の夜は家庭の夕べのために取ってある 

ので，いかなる活動も計画してはなり 

ません。 
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教会の賛美歌や他のふさわしい音楽 

は，それが演奏であれ歌であれ，教会 

の集会や家庭，個人の生活において重 

要な働きをします。適切な音楽は『福 

音の原則』『賛美歌』『子供の歌集』『賛 

美歌と子供の歌集』（Hym/ i s and 

Children's Songs〔英文〕）に掲載され 

ていて，幾つかの言語に翻訳されてい 

ます。音楽の召しを受けている人や将 

来受ける人のために，音楽に関する訓 

練資料とキーボードを入手することが 

できます。 

音 楽 
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記録と報告 

主は教会員に記録をつけるように命 

じられました。次の4種類の記録は，指 

導者が会員を支援するのに役立つもの 

で，それぞれ用紙が用意されています。 

•財政記録（会員の献金と財政記録月 

報） 

•会員進歩状況報告書（会員の出席と 

新しい改宗者の神権の職） 

參会員記録（儀式を含む，会員の情報） 

•歴史記録（役員の支持，活動の記録） 

支部長はこれらの記録と報告書を作 

成する際に，伝道部長の指示に従いま 

す。支部長は，記録の作成を助ける支 

部書記を召すことができます。 

伝道部長の指示の下に，支部の指導 

者は記録と報告書の重要性や活用方法 

について教えを受け，支部またはワー 

ドの重要で歴史的な出来事を記録しま 

す。教会記録の内密情報は，それらの 

神聖な記録を扱う人々によって注意深 

く守られなければなりません。 
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財 政 

主は教会のすべての会員に，什分の 

一と献金を納め，その他の寄付をする 

ことによって豊かな祝福にあずかる機 

会を与えておられます。会員は収入の 

10パーセントを什分の一として納めま 

す。それに加えて月に1度，断食安息日 

に続けて2食の飲食を断ち，支部の貧し 

い人や乏しい人を援助するために，少 

なくともその食事にかかる費用に等し 

い金額を断食献金として納めるように 

勧められています。また，伝道活動や 

可能であれば，神権を持つ2名の兄弟 

が什分の一，断食献金，その他の献金 

の入った封筒を開封し，領収書を作成 

し，受領した献金を口座に入金するか， 

または伝道部長の指示に従って処理し 

ます（訳注：「会員直接献金制度」実 

施下の日本では該当しない）。 

神殿建設，その他の教会活動のために 

教会の基金に献金をするように勧めら 

れています。 
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指導者訓練 

伝道部の神権指導者は，支部を導く 

方法や基本的な神権の責任を果たす方 

法，さらに神権を生活の中で行使する 

ように会員を助ける方法について，支 

部の神権指導者を訓練します。また， 

支部の補助組織指導者が責任を果たせ 

るように，彼らを指導します。 

伝道部の神権指導者は，支部が教会の 

ユニットとして効果的に機能するため 

に必要な資料がそれぞれの支部にある 

ことを確認します。 

指導者についてのさらに詳細な情報は， 

『神権指導者•補助組織指導者ガイドブ 

ック』を參照してください。 
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教会の資料と家族歴史に関する情報の入手 

地元の指導者や会員は，聖典やテキ 

スト，教会機関誌，ガーメント，神殿 

衣を含め，教会の様々な資料や資材を 

地元の配送センターやサービスセンタ 

一から，またはソルトレークの配送セ 

ン夕一から，あるいは教会の公式イン 

夕一不ット•サ1ト，www.lds.org力、ら 

入手することができます。 

家族歴史活動に関する情報は，教会 

家族歴史のイン夕ーネット•サイト， 

www.familysearch.org 力、り得々こと力、 

できます。 



末日聖徒 

イエス•キリス卜 
教 会 




