
通　知

発信日：	 	2019 年 11月17日
受信者：	 中央幹部，中央役員，地域七十人，	

および翻訳版が利用可能なユニットの以下の方 ：々	
ステーク会長，伝道部会長，地方部会長，ビショップ，支部会長，	
ワードおよびステーク評議会の構成員，子供と青少年の両親　各位	

発信者：	 神権・家族部（電話：1－801－240－2134）
件　名：	 	「子供と青少年」—概要とよくある質問	

2019 年 11月17日のFace	to	Faceイベントの放送の中で，ゲレット・W・ゴング長老と中央役員は，
「末日聖徒イエス・キリスト教会の子供と青少年」という新たな取り組みについてさらに詳しく述べました。
この取り組みは，既存のあらゆる活動と達成プログラムに取って代わります。この取り組みは，それぞれの
子供と青少年が救い主の模範に倣うのを助けることに焦点を当てています。 Face	to	Faceイベントの	
放送の中で共有された情報の詳細は，本通知に同封されています。

子供と青少年（2020 年に 8－18 歳になる子供と青少年）は両親と指導者の支援を受けながら，	
家庭中心で教会がサポートする取り組み，「子供と青少年」を2020 年 1月1日から実施します。対象と
なるのは，次の言語が話されている地域のユニットです：アメリカ手話，広東語，セブアノ語，英語，フラ
ンス語，ドイツ語，ヒリガイノン語，イロカノ語，イタリア語，日本語，韓国語，標準中国語，ポルトガル語，
ロシア語，サモア語，スペイン語，タガログ語，トンガ語。

このFace	to	Faceイベントで紹介された，子供向けの新しい歌は，childrenandyouth.ChurchofJesus-
Christ.org からアクセスできます。このイベントでは，2020 年ユーステーマを基にした，新曲とビデオも	
紹介されました。このビデオやユーステーマに関するそのほかのリソースは現在，英語とそのほかの言語
で，youth.ChurchofJesusChrist.org から利用できます。
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「末日聖徒イエス・キリスト教会の子供と青少年」は，若い世代のイエス・キリストを信じる信仰を強め，	
人生のチャレンジに直面するときにも聖約の道に沿って進歩できるよう助ける，新たな取り組みです。この	
取り組みは，それぞれの子供と青少年が救い主の模範に倣い，霊的，社会的，身体的，知的に，バランスよく
成長するのを助けることに焦点を当てています（ルカ2：52 参照）。

2020 年 1月1日より，「子供と青少年」は既存のすべての活動および達成プログラムに取って代わります。
「神への務め」「神への信仰」「成長するわたし」を修了させたい人は，2020 年 1月1日までに要件を満たす
必要があります。子供や青少年がもっと時間を必要とする場合，2020 年 3月1日まで賞を獲得することが	
できます。また，教会がユニットのスカウト活動を後援していた地域では，2020 年 1月1日をもって「子供と	
青少年」がスカウト活動にも取って代わります。

新たな「子供と青少年」の取り組みは，以下の 3 つの分野に焦点を当てています：

•	 福音学習
•	 奉仕と活動
•	 個人の成長

この取り組みには，二種類のエンブレムが含まれます。それぞれの子供と青少年が 8 歳，12 歳，18 歳に	
なる年に受け取る所属を表すエンブレムと，救い主に従おうと努力するうえで，期待される基本条件を満たす
ことにより青少年が受け取る達成を表すエンブレムです（後述の「達成」参照）。

これは，家庭中心で教会がサポートする取り組みです。家族は，焦点を当てるべきこれらの分野を家庭で	
どのように最もよく応用できるかを決定します。

「子供」の概要
8 歳になる年の1月より，子供たちは「末日聖徒イエス・キリスト教会の子供と青少年」に参加するよう招か

れています。その方法は次のとおりです。

毎年，年初に，ビショップは 8 歳になる子供たちの初等協会のクラスを訪問し，「子供と	
青少年」に子供たちを歓迎するとよいでしょう。レッスンの中で，ビショップはそれぞれの
子供に二つのエンブレム（指輪と神殿の写真）を渡します。それぞれの子供は，『個人の	
成長—子供のガイドブック』も受け取ります。両親と初等協会会長会も，この場に参加
することができます。

「子供と青少年」の一環として，子供たちは以下の事柄に参加します。

福音学習

家庭では，子供たちは個人の聖文研究と家族の聖文研究を行います。『わたしに従ってきなさい—個人
と家族用』	は，そのような研究に役立てるために準備されています。教会では，初等協会のクラスの皆で聖文
を研究するときに，家庭で学んだことをさらに積み重ねます。レッスンの資料は，	『わたしに従ってきなさい	
—初等協会用』にあります。
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奉仕と活動

子供たちは，家族とともに奉仕と活動に参加します。さらに，子供たち（8 歳になる年より）は初等協会の
活動にも定期的に集まります。通常，子供たちは年齢ごとに組織され，男女別に集まります。ただし，特定の
活動，あるいは子供の少ない場所では，男女一緒に行うことができます。初等協会の活動は通常，月に 2 回
から 4回開催されます。距離や費用，時間的制約，安全，そのほかの状況によりこのスケジュールが実現困難
である場合は，初等協会の活動の開催頻度を減らすことができます。

初等協会会長会は，ビショップリックと相談しながら，初等協会活動指導者として召す会員を推薦します。
活動指導者には，初等協会の教師またはワードや支部のそのほかの会員がなることができます。それぞれの
活動に，少なくとも二人の指導者が参加します。二人の女性または二人の男性，または一組の夫婦が指導者
を務めることができます。指導者は，protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org の訓練を修了します。

活動指導者は，楽しくて魅力があり，証を育み，家族を強め，個人の成長を促す，奉仕と活動を計画します。
活動は，次の 4つの成長分野のバランスが取れるようにするべきです—霊的，社会的，身体的，知的

宿泊を伴うキャンプは子供向けには開催されません。ただし，地元の指導者は，「子供と青少年」に参加	
している初等協会の子供を対象としたデイキャンプを開催することを選択できます。

家庭と教会における奉仕と活動のアイデアは，childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org で，また
2020 年より福音実践アプリでも閲覧できるようになります。

個人の成長
子供たちは，霊的，社会的，身体的，知的に成長するための目標を設定します。両親および，必要な場合に
指導者は，子供たちが自分で選択する目標を見いだし，計画し，実行し，それについて振り返るのを助けま
す。その後，子供たちは新たな目標を見いだし，設定します。子供たちは，好きなだけ多くの目標に取り組む
ことができますが，毎年 4つの各分野につき，少なくとも一つの目標に取り組むよう勧められています。子供
たちは，両親の支援を受けながら，目標を定めて記録するために，『個人の成長—子供のガイドブック』	を
活用することができます。

目標のアイデアは，『子供のガイドブック』や childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org に，また
2020 年より福音実践アプリにも掲載されます。

「青少年」の概要
12 歳になる年の1月より，青少年はアロン神権定員会および若い女性のクラスに進級します。青少年は	

次のように「子供と青少年」を実践することができます。

若い男性は，定員会会長会から指輪を受け取ります。若い女性は，クラス会長会からメダ
ルを受け取ります。さらに，面接の中で，ビショップはそれぞれの青少年に神殿推薦状ホル
ダーを与えます。それぞれの青少年は，『個人の成長—青少年ガイドブック』も受け取り
ます。

「子供と青少年」の一環として，青少年は以下の事柄に参加します。
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福音学習

家庭では，青少年は個人の聖文研究と家族の聖文研究を行います。『わたしに従ってきなさい—個人と
家族用』	は，そのような研究に役立てるために準備されています。教会では，日曜学校のクラスやアロン神権
定員会または若い女性のクラスで研究するときに，家庭やセミナリーで学んだことをさらに積み重ねます。	
レッスンの資料は，	『わたしに従ってきなさい—日曜学校用』	と『わたしに従ってきなさい—アロン神権
定員会および若い女性クラス用』にあります。

奉仕と活動

青少年は，家族とともに奉仕と活動に参加します。さらに，青少年は若い女性の活動，アロン神権定員会の
活動，青少年の活動（合同の場合）にも定期的に（通常毎週）集まります。距離や費用，時間的制約，安全，
そのほかの状況によりこのスケジュールが実現困難である場合は，これらの活動の開催頻度を減らすことが
できますが，通常，少なくとも月に一度は集まるべきです。詳しくは，AaronicPriesthoodQuorums.Churchof	
JesusChrist.orgおよび YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org の「青少年向け奉仕と活動の指針」を参照
してください。

ビショップリックおよび若い女性会長会に加え，各定員会／クラスにつき一人のアドバイザーおよび，必要に
応じてスペシャリストを召し，少なくとも二人の成人指導者がそれぞれの活動に出席できるようにします。	
成人指導者は，	protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org の訓練を修了します。

定員会会長会およびクラス会長会は，成人指導者の助けを得ながら，楽しくて魅力があり，証を育み，家族
を強め，個人の成長を促す，奉仕と活動を計画し，実施します。活動は，次の 4つの成長分野のバランスが	
取れるようにするべきです—霊的，社会的，身体的，知的

青少年は，定期的な青少年の活動に加え，次のものに参加することもできます。

•	「若人の強さのために」（FSY）カンファレンス（fsy.ChurchofJesusChrist.org 参照）
•	 FSYカンファレンスが開催されない年に行われる，ユースカンファレンスまたはトレッキング
•	 年に一度の若い女性キャンプおよびアロン神権定員会キャンプ
•	 実現可能な地域では，上記のほかに，一泊のキャンプや活動

そのほかの情報は，AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.orgおよび YoungWomen.Church	
ofJesus-Christ.orgを参照してください。奉仕と活動のアイデアは，childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.
orgで，また 2020 年より福音実践アプリでも閲覧できるようになります。

個人の成長

青少年は，霊的，社会的，身体的，知的に成長するための目標を設定します。両親および，必要な場合に指
導者は，青少年が自分で選択する目標を見いだし，計画し，実行し，それについて振り返るのを助けることが
できます。青少年は，毎年 4つの各分野につき少なくとも二つの目標を達成するよう勧められています。目標
を設定して記録するために，	『個人の成長—青少年ガイドブック』または福音実践アプリを活用してもよい
でしょう。

目標のアイデアは，『青少年ガイドブック』や childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org に，また
2020 年より福音実践アプリにも掲載されます。
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18 歳になる年の初めに，若い男性はメルキゼデク神権に聖任された後に使える油用容器
を受け取ります。若い女性は，メダルと一緒にチェーンにつけられるペンダントを受け取り	
ます。

達成

若い男性または若い女性は 18 歳になる年にはまた，（希望する場合は両親とともに）	
自分の進歩状況についてビショップと話し合う機会もあります。この場で，ビショップは	
大管長会からの証書と，救い主の像の入った「子供と青少年」のクリスタルを贈ります。	
ビショップはこれらの達成を表すエンブレムを，現在以下のことに励むことにより，救い主に
さらに似た者となるために進歩している青少年に与えます。

•	 日々聖文を研究し，祈る。
•	 限定神殿推薦状を受けるにふさわしくある。
•	 安息日の集会，定員会またはクラスの活動，セミナリーに参加する。
•	 各成長分野の目標に取り組む。
•	 ほかの人々に，特別意義ある奉仕をする。これは奉仕プロジェクトの一部としてでもよい。

新たな改宗者，「子供と青少年」や教会に活発に参加していない人たち，また教会員ではない人々で，上記
の弟子としての規範に現在力を注いでいるならば，18 歳になる年に達成を表すエンブレムを受け取ることが
できます。

数か月以内に，証書は lcr.ChurchofJesusChrist.org から印刷できるようになります。
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よくある質問
以下は，この新たな取り組みについて，子供や青少年，両親，指導者が抱くかもしれない疑問への答えで
す。しかし，この取り組みは個人に適応させるよう意図されているため，多くの疑問は，個人的に霊感を求め
ることを通して答えられるでしょう。

一般的な質問

奉仕と活動の焦点をどのように決定すべきでしょうか。

奉仕と活動は，	ルカ 2：52	で示唆されている 4つの成長分野（霊的，社会的，身体的，知的）のバランスを
取りながら行い，個人や家族，定員会，クラス，初等協会の活動グループの必要に起因するものとするべき	
です。子供たちや青少年に新たな経験を紹介したり，生活の様々な技能を教えたり，神権の務めや聖約に	
かかわる責任を果たせるよう助けたりするものとすることができます。役立つ場合には，時折個人や家族や	
グループの目標の達成を支える活動をすることができます。

両親や指導者は，青少年や子供が設定した目標の達成状況を確認しますか。

いいえ。親は，必要に応じて指導者の助けを受けながら，子供たちや青少年に，何に取り組んでいるか，	
またどのように助けることができるかを尋ねることができますが，成人は進捗状況を把握する責任は負いま	
せん。子供と青少年が目標を公にしたくない場合もあるでしょう。子供と青少年は，ガイドブックや福音実践
アプリ，または自分に最も合ったそのほかの方法で，目標を設定し，進捗状況について振り返ったり，記録し
たりします。子供は，目標を記録したり記憶したりするうえで助けを必要とするかもしれません。両親は通常，
そのような場合に助けを与えます。

青少年の面接は引き続き行われますか。

はい。ビショップは，青少年が 12 歳になる年から，毎年青少年と面接を行います。ビショップ（青少年が
16 歳になる年から）またはその顧問の一人（対象は 16 歳未満の青少年）は通常，半年後に青少年を	
面接します。（	『手引き　第 1部』7.1.7 参照。）さらに，若い女性会長は，一般判士を要しない，かつ虐待に
関連しない事柄について，若い女性に勧告するうえで，より大きな役割を果たすことができます。このような
会話の際，成人指導者は，救い主の弟子となることについて青少年を教えます。成人指導者は，目標につい
て青少年を励まし，必要な助けを与えるとよいでしょう。

福音実践アプリとはどのようなものでしょうか。

福音実践アプリは青少年と成人向けに作られたもので，2020 年から利用できます。このアプリには，目標
を設定し，計画を立て，進捗状況を追跡し，考えや印象を記録するためのツールがあります。さらに，このアプ
リは霊感あふれる記事や，活動や目標のアイデアを提供し，家族や定員会やクラスの間でのメッセージのやり
取りや情報共有ができます。このアプリは「子供と青少年」の参加に必須ではなく，「子供と青少年」に参加
している人用に限定されているわけでもありません。
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家族中心についての質問

子供や青少年が「個人の成長」に取り組み始めるのをどのように助ければよいでしょうか。

両親は，子供や青少年が，自分がどのように成長したいと望んでいるかを特定できるよう助けることができ
ます。両親は初めに，啓示を求め，それを受ける方法について話し，一緒に導きを求めて祈るとよいでしょう。
ガイドブックと福音実践アプリの中のリソースは，必要や関心を特定するのに役立ちます。詳しくは，	『子供と
青少年—両親と指導者のための導入ガイド』を参照してください。

子供が関心を失ったり，目標が難しすぎる，あるいは合わないと思ったときにはどうすれば 
よいでしょうか。

子供や青少年が，目標に興味をなくしたり，難しすぎる，あるいは合わないと感じたときには，努力し続ける
ことが正しいアプローチである場合があります。あるいは，子供や青少年が目標を調整したり，ほかの目標を
選んだりすることが適切な場合もあるでしょう。特定の目標を達成することよりも，救い主の成長の模範に	
積極的に従おうという姿勢の方が重要です。

自分の子供が目標を達成したら，何をしたらよいでしょうか。

両親は，息子や娘が成長を祝い，次のような質問に答えることにより，自分の考えについて振り返り，記録	
するよう助けることができます—わたしはどのように成長しただろうか。自分の目標は，救い主にさらに近
づくうえでどのように助けとなっただろうか。両親は子供と青少年に，学んでいる事柄を，人を助けるために	
どのように活用するかを決めるよう勧めることができます。

子供や青少年が設定した個人の目標に加え，家族の目標を作ってもかまいませんか。

はい。両親は，子供や青少年が家族の必要に照らして目標を選べるよう助けるとよいでしょう。

子供や青少年は，常に両親や指導者と目標を共有すべきですか。

いいえ。目標を公にしなくてもかまいません。大人は，子供や青少年が幾つかの目標を自分と主との間に	
とどめておくのを許しつつ，進んで助けたいという意欲を示すことができます。

大人やさらに幼い子供たちは「子供と青少年」に参加できますか。

個人として，また家族として，大人やさらに幼い子供たちも参加することができますし，家庭における福音	
学習，奉仕と活動，個人の成長についてのリソースを使うこともできます。大人とさらに幼い子供たちは通常，
「子供と青少年」関連の教会が後援する活動には参加しませんし，「子供と青少年」のエンブレムももらいません。

教会サポートに関する質問

教会員でない子供や青少年が活動に参加しています。彼らも「子供と青少年」の取り組みに 
参加できますか。
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もちろんです。子供と青少年は，福音学習，奉仕と活動，個人の成長に参加するよう友人を招くべきです。
また，指導者（青少年の定員会会長会とクラス会長会を含む）は，このような子供たちと青少年の両親と	
密接に協力して，両親がこの取り組みについて理解し，両親と子供たちがどのように携わりたいかを決められ
るよう助けるべきです。

子供や青少年が設定した個人の目標に加え，定員会やクラス，またはグループの目標を作っても
かまいませんか。

はい。子供と青少年は，指導者と協力しながら，定員会やクラスの必要に応じて目標を選ぶことができます。

毎年一度，集会を開催するべきですか。

ビショップは年の初めのころに，青少年とその両親向けの年に一度の集会を開催することができます。	
ワードレベルまたはステークレベルで，若い男性と若い女性を別々に，または一緒に開催することができます。
この集会は，祭司定員会のビショップ補佐と最年長の若い女性クラスの会長会が計画し，リードするべき	
です。その年に12 歳になる青少年は，この集会でエンブレムを受け取ることができます。

子供たちのために年に一度の集会を開催する必要はありません。ビショップはその年に 8 歳になる子供	
たちの初等協会のクラスを訪問することができます。

召しをどのように調整する必要がありますか。

両親に対する助けとして，「子供と青少年」は初等協会会長会（子供に対して）と，ビショップリックおよび
若い女性会長会（青少年に対して）が教会でサポートします。この指導者たちは，定員会会長会およびクラ
ス会長会，そして定員会／クラスのアドバイザーやスペシャリストとして召されている成人指導者の支援を受け
ます（アドバイザーとスペシャリストの役割について詳しくは，	『手引き　第 2 部』8.3.4；8.3.6；10.3.4；
10.3.7 を参照 )。初等協会の活動指導者を召すことができます。

「子供と青少年」の導入に伴い，また 2019 年 10月総大会で発表された変更に合わせるため，次の召しは
2020 年 1月1日で廃止されます。これらの指導者は，その奉仕に対する感謝をもって，1月1日付けで，	
あるいはその前に解任してください。

•	 初等協会から—初等協会活動の日の指導者，初等協会活動の日の指導者補佐（これらの指導者
を初等協会活動指導者として召すことができる）。

•	 若い女性から—ビーハイブ，マイアメイド，ローレルのアドバイザー（新たな若い女性クラスをサポー
トする必要に応じて，これらの指導者をアドバイザーまたはスペシャリストとして召すことができる），
「成長するわたし」指導者。
•	 アロン神権定員会から—ワード若い男性会長，顧問，書記，アドバイザー補佐（これらの指導者を
アロン神権定員会アドバイザーまたはスペシャリストとして召すことができる）。

•	 スカウト活動（該当する場合）から— BSA幹部役員，公認組織代表，スカウト委員長，スカウト委
員，スカウトマスター，スカウトマスター補佐，11 歳スカウト指導者，カブスカウト委員長，カブスカウト
委員，カブマスター，カブマスター補佐，デンリーダー，デンリーダー補佐（これらの指導者の一部を	
定員会アドバイザーまたはスペシャリスト，あるいは初等協会活動指導者として召すことができる）。
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初等協会に関する質問

子供たちは，「子供と青少年」の一環として信仰箇条を暗記する必要がありますか。

信仰箇条を暗記することは，推奨されていますが必須ではありません。

すべての子供たちが 2020 年に「子供と青少年」の指輪を受け取りますか。

2020 年に 8 歳から11 歳になるすべての子供たちは，2020 年に新しい「子供と青少年」の指輪を受け	
取ります。その後は毎年，子供たちは 8 歳になる年の初めに，またはこのプログラムを開始するときに，指輪
を受け取ります。

現在の緑色の CTRリングは初等協会の一部として残ります。子供たちが CTR4クラスを始めるときに，	
初等協会会長会または初等協会の教師は，その子供たちに緑色の CTRリングを与えます。

今後も「神殿および神権準備集会」を行うべきですか。

はい。初等協会会長会は，ビショップリックの指示の下，勇者10 のクラスの少女と少年向けに，神殿および
神権準備集会を開催します。この集会は，子供たちが若い女性クラスおよびアロン神権定員会に進級する
1月よりも前に行います。詳しくは，	『手引き　第 2 部』11.5.5 を参照してください。

若い女性に関する質問
若い女性について発表された組織上の変更について詳しくは，	YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
および『手引き　第 2 部』10 章を参照してください。

若い女性のテーマを暗唱しますか。

はい。若い女性は，日曜日の若い女性の集会を始めるに当たり，総大会で以前発表された新しいテーマを
暗唱します。このテーマは，YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org に掲載されています。

「若い女性の特質」やモットー，トーチ（たいまつ）のロゴ，新年度セミナー，若い女性エクセ 
レンスプログラムは残りますか。

いいえ。 2020 年 1月1日より，「子供と青少年」の取り組みが，これらの若い女性プログラムの要素に取っ
て代わります。また，新年度セミナーおよび若い女性エクセレンスプログラムに取って代わり，青少年のため
の，年に一度の「子供と青少年」集会が開催されます。

今後も毎年若い女性キャンプを行いますか。

はい。詳しくは，	『若い女性キャンプガイド』を参照してください。
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若い女性のクラスを組織する際，どのような原則に従いますか。

ビショップの指示の下，若い女性会長会は霊感を求めて，以下の原則に従ってクラスを組織します。
•	 クラスは年齢ごとのグループで組織され，若い女性は次のクラスの年齢になる年の1月に進級する。	
年齢別グループは，ある年度内に同じ年齢になる若い女性全員で構成される。

•	 若い女性に指導（リーダーシップ）の機会を与えるのに最も適したものになるようクラスの規模を決定
する。各クラスに，一人の会長と二人の顧問，そして一人の書記を召すべきである。理想的には，クラス
会長会が仕え，教え，導くことのできる若い女性（クラス会長会以外）を含むクラスを構成する。

詳細については，	『手引き　第 2 部』10 章および 2019 年 10月 5日付の通知を参照してください。

アロン神権定員会に関する質問
アロン神権定員会について発表された組織上の変更について詳しくは，	AaronicPriesthoodQuorums.
ChurchofJesusChrist.org および	『手引き　第 2 部』	8 章を参照してください。

アロン神権定員会のテーマを暗唱しますか。

若い男性は，日曜日の定員会集会の冒頭で，次のアロン神権定員会のテーマを暗唱するよう勧められています。

「わたしは神の愛する息子です。神はわたしの行う業を備えておられます。

わたしは心と，勢力と，思いと，力を尽くして神を愛し，交わした聖約を守り，神の神権を使って，
家族をはじめ，人々に奉仕します。

わたしは日々奉仕し，信仰を働かせ，悔い改め，成長するよう努め，神殿の祝福と永続する福音の喜び
を得るにふさわしくなります。

わたしはイエス・キリストの真の弟子になることによって勤勉な宣教師，忠実な夫，愛に満ちた父親になる
よう備えます。

わたしはすべての人に，キリストのもとに来て主の贖いの祝福を受けるよう招くことにより，救い主の
再臨に世を備える助けをします。」

毎年アロン神権定員会キャンプを開催しますか。

はい。詳しくは，	『アロン神権定員会キャンプガイド』を参照してください。

表彰，エンブレム，画像についての質問

「子供と青少年」の取り組みを始めるために，ユニットはどのようにエンブレムを注文し，受け
取りますか。

2019 年末にフォームが各ユニットに送付される予定です。 2020 年 1月1日に「子供と青少年」を開始す
るワードと支部は，2020 年 1月 31日までに「子供と青少年」のエンブレムを注文する必要があります。
2020 年 3月1日に開始するワードと支部は，2020 年 5月 31日までに「子供と青少年」のエンブレムを注文
する必要があります。
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初等協会会長会，若い女性会長会，アロン神権定員会アドバイザーは，ワードまたは支部の書記に代わっ
て，2020 年に 8－18 歳になる子供と青少年に必要なエンブレムの量とサイズの情報を集めます。書記は，	
store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouthまたは地元の配送センターを通して注文する必要が	
あります。「子供と青少年」クリスタルの代金は，ユニットに請求されます。それ以外のすべてのエンブレムに
ついては，2020 年は教会が支払います。 2021年以降，各ユニットは通常の教科課程注文プロセスを通	
して，必要なエンブレムや物品を注文します。それらは地元ユニットの予算を使って支払います。

「子供と青少年」のロゴや関連する画像やテーマをどのように使うことができますか。

ロゴをはじめとする「子供と青少年」のビジュアル・エレメント（視覚要素）は，2020 年に利用できるように
なります。これらは，個人的かつ非営利目的のために使用できます。個人と家族は，「子供と青少年」プログ
ラムを支えるために，ロゴや画像を家庭内で使うことができます。ステーク，ワード，支部は，教会の活動や	
目的のために，ロゴや画像を使うことができます。そのほかの状況でロゴや画像を使うための許可を要請	
するには，permissions.ChurchofJesusChrist.org にアクセスしてください。

青少年と指導者は，アロン神権定員会のテーマと若い女性のテーマを，個人的な目的または教会の目的で
使うことができます。テーマの営利目的の使用は許可されていません。

地元ユニットは，「子供と青少年」のために独自の条件や賞を設けることはできますか。

いいえ。ステークやワードや支部は，子供たちと青少年に対して地元の賞を獲得するための条件を設定	
するべきではありません。

いつ，青少年は達成を表すエンブレムを受け取ることができますか。

達成を表すエンブレムは，「子供と青少年」を通して個人が成長したことを最終的に祝うものです。理想的
には，青少年は高校を卒業するときや，メルキゼデク神権を受けたり扶助協会に入ったりする準備をする際，
あるいは 18 歳未満で自宅を離れる前にエンブレムを受け取ります。

詳しい情報
•	 2019 年 7月15日付，通知—	「子供と青少年」に関する最新情報
•	 2019 年 7月19日付，通知—	For	 the	Strength	of	Youth	 (FSY)	Conferences	 in	 the	United	
States	and	Canada

•	 2019 年 8月1日付，通知—	2020 年のユーステーマ
•	 2019 年 9月12日付，通知—	Additional	Information	about	For	the	Strength	of	Youth	(FSY)	
Conferences	in	the	United	States	and	Canada

•	 2019 年 9月 29日—	「子供と青少年」M・ラッセル・バラード会長を迎えての特別放送
•	 2019 年 10月 5日付，大管長会からの手紙—	アロン神権定員会と若い女性のクラスを強める
•	 2019 年 11月17日—	「子供と青少年」ゲレット・W・ゴング長老を迎えて行われるFace	to	Face
•	『子供と青少年—両親と指導者のための導入ガイド』
•	 ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
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