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教義と聖約
および教会歴史
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紀元 34  年  イエス・ キリ

スト の死後， 使徒が新

約時代の教会を導いた。

 300年–1300年  様々なキリ スト 教

が世界各地に広まる。

 1450年  グーテンベルクが活版印刷

機を改良し，本の普及が可能となる。

 1492年  神の御霊がコロンブスをアメリ カ

に導く（ 1ニーファイ 13： 12参照）。

 1500年–1611年  聖書が英語やそ

の他の言語に新たに翻訳さ れ，

大衆も 聖書を読むこと が可能と

なる（ 1ニーファイ 13： 20− 23参照）。

 1517年  ヨーロッパでマルティン・

ルターをはじめと する 改革者が

カト リ ックに反対する。

 1620年–1750年  神は宗教の自由を求め

ヨーロッパの新教徒を数多く 北アメリ カ

に導かれる（ 1ニーファイ 13：13− 16参照）。

 1775年–1783年  独立宣言と アメ リ カ

独立戦争の結果， 自由と 民主主義を

目指した新し い国家が設立さ れる

（ 1ニーファイ 13： 17− 19参照）。

 1787年–1791年  合衆国憲法が宗教

の自由を基本権利と 定める。

 100年–200 年 神権の鍵が失われた。 大

背教が始まる（ 1ニーファイ 13：1− 11参照）。

歴史的背景および『 教会歴史』  （ History 
of the Church）  の該当箇所に関して

は，教義と 聖約各章の前書きを参照して

く ださい。

教会歴史に登場する人々

特定できない

年代も あり ます。
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 1828年4月–6月  マーティン・ ハリ スを筆記者

に， ジョ セフ・ スミ スがモルモン書の最初

の116ページの翻訳を終える。 マーティンが

原稿を紛失した後， モロナイがジョ セフか

ら版を取り 去る。

 1828年2月  マーティ ン・ ハリ スが金版から 書き

取った文字の写しとその翻訳をニューヨーク 市の

学者のもとへ持って行く（ ジョ セフ・ スミ ス− 歴

史1： 62− 65参照。 イザヤ29： 11− 12も 参照）。

 1827年12月  ジョ セフ・ スミ スと エマが迫害を逃れて

ペンシルベニア州ハーモニーへ移る（ ジョ セフ・ スミ

ス− 歴史1： 60− 62参照）。

 1825年10月  ジョ セフ・ スミ スがジョ サイア・ スト ール

のもとで働き始める。そこで雇用されているときエマ・

ヘイルに会う（ ジョ セフ・ スミ ス− 歴史1： 55− 57参照）。

 1827年1月  ジョ セフ・ スミ スと エ

マ・ ヘイルがニューヨーク州ベイ

ンブリ ッジで結婚する（ ジョ セ

フ・ スミ ス− 歴史1： 57参照）。

 1827年9月  モロナイがジョ セフ・ スミ スに神聖な版とウリ ム

とト ンミ ムを預ける（ ジョ セフ・ スミ ス− 歴史1： 59参照）。

 1823年9月  天使モロナイが初めてジョ セフ・

スミ スに現れ， 近くの丘に埋められた金版に

ついて告げる。 その後もモロナイの訪れが続

く（ ジョ セフ・ スミ ス− 歴史1： 29− 54参照。

教義と 聖約2章も 参照）。

 1820 年 春 最初の示現。 天の御父と 御子

イエス・ キリ スト がジョ セフ・ スミ スの

父親の農場近くにある森で， 14歳のジョ

セフと 話をされる（ ジョ セフ・ スミ ス−

歴史1： 5− 20参照）。

 1816年  スミ ス一家がバーモント

からニューヨーク 州パルマイラ

地区に移り 住む。

 1805年12月  バーモント 州シャロン

にて， ジョ セフ・ スミ ス・ シニアと

妻のルーシー・ マック ・ スミ スに，

ジョ セフ ・ ス ミ ス・ ジュニアが誕生

（ ジョ セフ・ スミ ス− 歴史1： 3参照）。

 1828年 夏  ジョ セフ・ スミ

スが悔い改め， 版と 翻訳

の賜物を再び授かる（ 教

義と 聖約3章； 10章参照）。

ハーモニー 
  ペンシルベニア州 

パルマイラ／
マンチェスター 
ニューヨ ーク州   

  1.    1831年11月1 日 啓示を集めた書物を『 戒めの

書』（ Book of Commandments ）として出版することにな

り，そのはしがきの草稿を練るための委員会が任命さ

れた。 ある大会において委員会が，集まった長老たち

に報告を出したところ，彼らは自分たちの取り 組んでい

る業について主に尋ねることを預言者ジョ セフ・ スミ ス

に依頼した。 預言者は御
み

霊
たま

によってこの啓示の言葉を

口述し，シドニー・ リグドンが記録した。

    2.    1823 年 9月 21日  神の示しを得ることができ

ると信じていた年若いジョ セフ・ スミ スは，罪の赦
ゆる

しを

求めるため，また，神の前における自分の立場を知るた

めに祈った。

    3.    1828 年 7月  マーティン・ ハリスが 116 ページに

及ぶモルモン書の原稿を紛失した後，ジョ セフ・ スミ ス

は，神の前における自分の立場を知ることを願い，ウリ

ムとトンミムを通して尋ねた。

    4.    1829 年 2月  ジョ セフ・ スミ ス・ シニアは，どのよ

う に主の業に助力できるかを主に尋ねるよう 息子に

願った。

    5.    1829 年 3月 悔い改めたマーティン・ ハリ スは，

ジョ セフ・ スミ スに今もまだ版を所有しているか尋ね，

その版を見る特権が自分にもあるかどう か主に尋ねる

ことを願った。

    6.    1829 年 4月 ジョ セフ・ スミ スの新しい筆記者オ

リ バー・ カウド リ は，この翻訳の業が真実であることを

示すさらなる証
あかし

を望み，預言者はウリ ムとト ンミ ムを通

して主に尋ね求めた。

    7.    1829 年 4月  ジョ セフ・ スミ スとオリ バー・ カウ

ド リ が版の翻訳に携わっていたとき，主から愛された弟

子ヨハネがどうなったかについて意見の相違があり，二

人はウリムとトンミムを通して主に尋ね求めた。

    8.    1829 年 4月  翻訳の賜
たま

物
もの

を約束されていた（ 教

義と聖約 6： 25 参照） オリ バー・ カウド リ は，翻訳その

ものを手伝うことを望んだ。

    9.    1829 年 4月  翻訳しようとする試みに失敗したオ

リ バー・ カウド リ のために，ジョ セフ・ スミ スは失敗の

理由を主に尋ねた。

    10.    1828 年 夏  ジョ セフ・ スミ スに第 3 章が与えら

れた後，モロナイは版とウリ ムとト ンミ ムを取り上げた。

間もなくそれらは返された。 預言者ジョ セフは，どのよ

うに翻訳を続けるべきか主に尋ねた。

    11.    1829 年 5月 ハイラム・ スミ スは弟のジョ セフ

に，自分に対する主の御
み

心
こころ

を尋ねることを願った。 ジョ

セフはウリムとトンミムを通して尋ねた。

    12.    1829 年 5月 ジョ セフ・ ナイト ・ シニアは回復

の業に関する自分の義務を知ることを熱心に願った。

    13.    1829 年 5月15日 モルモン書を翻訳中，ジョ

セフ・ スミ スとオリ バー・ カウド リ は罪の赦しのための

バプテスマについてさらに詳しく知りたいと願った。 二

人は近くの川まで歩いて行き，祈りをささげた。 バプテ

スマのヨハネが現れた。

    14, 15, 16.    1829 年 6月  デビッド・ ホイットマー，

ジョン・ ホイットマー，ピーター・ ホイットマー・ ジュニア

は主の業における自分たちの義務を知ることを熱心に

願った。 ジョ セフ・ スミ スは彼らのためにウリムとトンミ

ムを通して願い求めた。

    17.    1829 年 6月 オリ バー・ カウド リ ，デビッド・ ホ

イット マー，マーティン・ ハリスは，モルモン書に書かれ

ている三人の証人となるのが自分たちであるかどうかを

知りたいと願った。 ジョ セフ・ スミ スはウリムとトンミム

を通して願い求めた。

    18.    1829 年 6月ジョ セフ・ スミ スとオリ バー・ カウ

ド リ は神権について詳しく知ることを願い，謙
けん

遜
そん

に祈っ

て尋ねた。

ジョ セフ・ スミ ス・ シニア  
 1771年–1840年

ルーシー・ マック・ ス ミ ス  
 1775年–1856年

ジョ セフ・ スミ ス・ ジュニア  
 1805年–1844年

エマ・ ヘイル・ スミ ス  
 1804年–1879年

マーティン・ ハリ ス  
 1783年–1875年

2

3 10

章（ 表中の丸数字も 参照），その章の啓示が与えられた日付

および状況。



フェイエット  
  ニューヨ ーク州 

 1829年6月  ジョ セフ・ スミ スが

モルモン書の翻訳を完了する。

 1829年6月 天使モロナイが三人の

証人に版を見せ， モルモン書が真

実であることを証するよう 命じる

（ 教義と 聖約17章参照）。 

1829年6月   ジョ セフ・ スミ スが八人の

証人に版を見せる。 8人はモルモン書

が真実である証を書く 。

 1830年4月  末日聖徒イエス・ キリ スト

教会がニューヨ ーク 州フェイエット で

組織される（ 教義と 聖約21章参照）。

 1829年5月  バプテスマのヨ ハネがジョ セ

フ・ スミ スとオリ バー・ カウド リ を聖任す

ることによってアロン神権を回復。 二人

はその後互いにバプテスマを施す（ ジョ

セフ・ スミ ス− 歴史1： 68− 73参照。 教義

と 聖約13章も 参照）。

 1830年3月  ニューヨ ーク 州パル

マイラにおいて5,000部の英語版

モルモン書が出版される。

 1829年5月–6月  ペテロ， ヤコブ， ヨ ハネが

メルキゼデク 神権と 使徒職の鍵を回復する。

    19.    1830 年 3月 モルモン書出版のために農場を

抵当に入れていたマーティン・ ハリスは，主からの確認

と指示を受けてほしいとジョ セフ・ スミ スに願った。

    20.    1830 年 4月  主はジョ セフ・ スミ ス と オリ

バー・ カウド リに，地上に再び主の教会を組織する正確

な日付を含め，教会の管理体制と組織に関する指示を

明らかにされた。

    21.    1830 年 4月 6日 預言者ジョ セフ・ スミ スは

教会を組織する集会において，御霊によりこの啓示を口

述した。

    22.    1830 年 4月 以前にバプテスマを受けたことの

ある人たちが，教会に入るために再度バプテスマを受け

る必要があるかどうか知ることを願った。

    23.    1830 年 4月 オリバー・ カウド リ ，ハイラム・ ス

ミ ス，サミ ュエル・ H・ スミ ス，ジョ セフ・ スミ ス・ シニ

ア，ジョ セフ・ ナイト ・ シニアは，この新たに組織された

主の教会における自分たちの義務を知ることを熱心に

願った。

    24.    1830 年 7月 厳しい迫害の中，ニューヨークの

会員への務めを終えた後ペンシルベニアに到着した預

言者ジョ セフとオリ バー・ カウド リ は，励ましと指示を

必要としていた。

    25.    1830 年 7月 エマ・ ヘイル・ スミ スも，夫である

預言者ジョ セフとともにひどい迫害を受けていた。 預

言者は彼女のためにこの啓示を受けた。

    26.    1830  年 7月教会ではすべてのことに対して全

員の同意を得て行うことが重要であると主は説かれた。

主からのこれらの指示は，預言者ジョ セフとオリ バー・

カウド リ ，およびホイット マー家の人たちを励まし，導く

ものとなった。

    27.    1830 年 8月 預言者ジョ セフ・ スミ スと妻エマ，

および，ニューエル・ ナイト と妻サリ ーは聖
せい

餐
さん

を受ける

ことを願った。 預言者が聖餐式に用いるぶどう 酒を手

に入れようと出かけたときに天の御
み

使
つか

いが現れた。

    28.    1830 年 9月 預言者ジョ セフは，ハイラム・

ページが聖見者の石を使っていることについて心を悩ま

せていた。

    29.    1830 年 9月 大勢の人がシオンすなわち新エル

サレムに関する教義について関心を寄せる中，6人の長

老が居合わせた場所でこの啓示が与えられた。

    30.    1830 年 9月  預言者ジョ セフは，デビッド・ ホ

イット マー，ピーター・ ホイット マー・ ジュニア，ジョ ン・

ホイット マーのハイラム・ ページ騒動における行動に対

してこの啓示を受けた。

    31.    1830 年 9月  ト ーマス・ B・ マーシュは彼自身

に対する主の御心を知ることを願った。

    32. 1830 年10月     オリ バー・ カウド リ ，ピーター・

ホイットマー・ ジュニアをはじめ数人の長老は，レーマン

人に福音を教えるために任命される宣教師の数を増や

すことができないかと考えた。

    33.    1830 年10月  新たに長老の聖任を受けたエ

ズラ・ セアとノースロップ・ スイート は自分たちに対する

主の御心を知ることを願った。

    34.    1830 年11月 4日 オーソン・ プラット は自分

に対する主の御心を知るために 200 マイル（ 約 320 キ

ロ ）を旅して預言者ジョ セフ・ スミ スと面会した。

    35.  1830 年12月   バプテスマを受けて間もないシ

ドニー・ リ グドンは，自分に対する主の御心を明らかに

してほしいと預言者ジョ セフ・ スミ スに願った。

    36.    1830年12月  エドワード・ パートリッジは，自分

のために主に尋ね求めるよう ，預言者ジョセフに願った。

    37.    1830 年12月  ニューヨークでは教会に対する

迫害はとどまるところを知らず，教会指導者の生命が危

険にさらされていた。 霊感による聖書の翻訳に従事し

ていた預言者ジョ セフとシドニー・ リ グドンに，主はオ

ハイオへ移動するようにという 命令をお与えになった。

    38.    1831年1月 2日  聖徒の多くは貧しく ，オハイ

オへの移動について詳しく知ることを願った。

    39.    1831年1月 5日  約 40 年間バプテスト 派の牧

師を務めたジェームズ・ コービルは，預言者ジョ セフ・

スミ スを通して与えられるいかなる主の戒めにも従うと

主に約束した。 預言者は彼のために主に尋ね求めた。

    40.    1831年1月  ジェームズ・ コービルは主の戒め

を拒んだ。 主は，この啓示を預言者ジョ セフと シド

ニー・ リグドンに与えられた。

    41.    1831年 2月 4日  預言者ジョ セフはオハイオの

聖徒の間に多くの問題があることを知り，教会を管理す

るための最も良い方法を主に尋ね求めた。

    42.    1831年 2月 9日  長老たちは，教義と 聖約

38： 32と 41： 2− 3 で約束された主の律法を受けるこ

とを願い，心を一つにして祈った。

    43.    1831年 2月  女預言者と 名乗るハブル夫人が

主張する啓示に欺かれる聖徒たちが出てきた。 預言者

ジョ セフはこの件について主に尋ねた。

    44.    1831年 2月  預言者ジョ セフとシドニー・ リ グ

ド ンが教会の次回の大会に関して主から指示を受け

た。

1829年 1830年2月 3月 3月4月 4月5月 6月

オリ バー・ カウド リ  
 1806年–1850年

ハイラム・ スミ ス  
 1800年–1844年

ジョ セフ・ ナイト・ シニア  
 1772年–1847年

デビッド・ ホイット マー 
 1805年–1888年

ジョ ン・ ホイット マー 
 1802年–1878年

ニューヨーク州フェイエット ： 1829年6月− 1831年1月教会本部
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20–21

22–23

 1830年4月–7月  サミ ュエル・ H・ スミ ス

をはじめ宣教師がモルモン書を使って

伝道し， 多くの人にバプテスマを施す。



ミ ズーリ  州 

    45.    1831年 3月 7日  多くの偽

りの記事が出版されていたとき，時の

しるしに関して預言者ジョ セフはこの

啓示を受けた。

    46.     1831年 3月 8日   聖餐と 確

認の集会に出席できるのは教会員に

限られるのかどう かを協議した後，

預言者は主に尋ねた。

    47.    1831年 3月 8日  ジョン・ ホ

イットマーは，教会歴史を記録する責任を不本意ながら

受け，主の御心であるなら果たそうと考えた。 そこで預

言者ジョ セフが主に尋ねた。

    48.    1831年 3月  教会の指導者は，ニューヨークか

らオハイオに到着する聖徒たちの受け入れをどうするか

苦心していた。 そのことについて預言者ジョ セフは主

に尋ねた。

    49.    1831年 3月  シェーカー派からリ ーマン・ コプ

リ ーが新たに改宗したことで，預言者ジョ セフはこの宗

派の幾つかの教義について主に尋ね求めた。

    50.    1831年 5月  聖徒の間に奇妙な霊の現れが広

まり，数人の長老はこれについて主に尋ねるよう 預言者

ジョ セフに願った。 この長老たちとの祈りの後，預言者

は主の答えを口述した。

    51.    1831年 5月  エドワード・ パート リッジビショ ッ

プは，オハイオに到着する聖徒たちのために奉献の律

法の実施方法について指示を求めた。

 1830年6月  預言者ジョ セフ・ スミ ス

が聖書の翻訳（ 霊感による変更）に

着手する（ モーセ1− 5章参照）。

 1830 年9月–10月 オリバー・ カウドリ

ら 数人がレーマン人の子孫を教え

るために召される（ 教義と 聖約28： 8；  
32章参照）。

 1830年10月–11月  オハイオ州北西部を訪れた

宣教師たちが127人にバプテスマを施す。

 1830年11月–12月  預言者ジョ セフ・ スミ スが

古代エノクの書の一部を啓示により 受ける

（ モーセ6− 7章参照）。

 1831年2月  預言者ジョ セフ・ スミ スと 家族

がオハイオ州カート ランド に着く 。 エド

ワード ・ パート リ ッ ジが教会の初代ビ

ショ ップに召され， 主が奉献の律法を示

し始められる（ 教義と 聖約41− 42章参照）。

 1831 年8月 預言者ジョ セ

フ・ スミ スがミ ズーリ か

らカート ランド に戻る。

反対活動と 背教が続く 。

 1831年9月  預言者ジョ セフ・

スミ スと エマがオハイオ州

ハイラムに移る。

 1831年2月–5月  ニューヨーク州各地の支部

から聖徒がオハイオ州カート ランド 地区に

来る。 カート ランド 周辺の町に住む人たち

が教会に加入する。

 1831年7月–8月  預言者ジョ セフ・

スミ スとシド ニー・ リ グド ンがミ

ズーリ を訪れ， その土地を集合の

地， および神殿用地として奉献す

る（ 教義と 聖約57− 59章参照）。

    52.    1831年 6月 7日  大祭司たちが初めて聖任さ

れた総大会後，預言者ジョ セフはこの兄弟たちが次回

の大会まで何をなすべきか主に尋ね求めた。

    53.    1831年 6月  シドニー・ ギルバート は，教会に

おける自分の召しについて主に尋ねてほしいと預言者

ジョ セフに願った。

    54.    1831年 6月  リ ーマン・ コプリ ーはオハイオ州

トンプソンにある彼の土地を奉献するという 合意を破っ

た。 預言者ジョ セフは対処の方法を主に尋ねた。

    55.    1831年 6月  新聞の編集者であったウィリ ア

ム・ W・ フェルプスは，自分について主に尋ね求めるよ

う 預言者ジョ セフに願った。

    56.    1831年 6月  エズラ・ セアのミ ズーリ 出発への

準備が整わないことで，旅の同行者であったト ーマス・

B・ マーシュが預言者に何をすべきか尋ねた。

    57.    1831年 7月 20 日  ミ ズーリ 州インディペンデ

ンスに到着した預言者ジョ セフは，終わりの時における

シオンの建設とそこに建つ神殿に関する答えを主に求め

た。

    58.    1831年 8月1日  ミ ズーリ 州ジャクソン郡に到

着した聖徒の多くが，自分たちに対する主の御心を知る

ことを熱心に願った。

    59.    1831年 8月 7日  ポーリ ー・ ナイト の葬儀の

後，預言者ジョ セフはミ ズーリ にいる聖徒たちに関して

主の確認を求めた。

    60.    1831年 8月 8日  宣教師がオハイオへの帰還

に備えるに当たり，預言者ジョ セフはその旅路について

尋ねた。

    61.    1831年 8月12日  ミ ズーリ 川を通って移動し

ている間，預言者ジョ セフと 10人の長老は危険な経験

をして野宿を余儀なくされた。 ウィリ アム・ W・ フェルプ

スは滅ぼす者が力をもって水面を進んで行くのを見た。

預言者は主に祈り求めた。

    62.    1831年 8月13日  預言者ジョ セフはミ ズーリ

までの旅程に遅れを取っている 4 人の宣教師と会い，

そのまま旅を続けるよう 励ました。

    63.    1831年 8月  オハイオの聖徒はシオンの地につ

いて詳しく知ることを願った。 預言者ジョ セフは，土地

の購入とその他の件について主に尋ねた。

    64.    1831年 9月11日  預言者ジョ セフは同
はら

胞
から

や新

聞の批判を受けるが，主はあら探しをしてはいけないと

警告をお与えになった。

1831年 2月 3月 5月 6月6月 8月 7月7月 8月9月 9月10月 11月 12月

ピーター・ ホイット マー・ ジュニア  
 1809年–1836年

サミ ュエル・ H・ ス ミ ス  
 1808年–1844年

ニューエル・ ナイト  
 1800年–1847年

シド ニー・ リ グド ン  
 1793年–1876年

エド ワード・ パート リ ッジ  
 1793年–1840年

オハイオ

カート ランド

ハイラム

ト ンプソン

パルマイラ

マンチェスター フェイエット

ハーモニー

サウスベインブリ ッジコールズビル

シャロン

バーモント

ニューヨ ーク

ペンシルベニア

オハイオ州カート ランド ， 第1期： 1831年2月− 1831年9月
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日付（ 西暦） 2月2月 3月 4月 6月 8月 9月 10月10月 11月11月 12月12月 1832年 1833年

 1832 年1月 ジョ セフ・ スミ スが大神権の大

管長に聖任される（ 教義と 聖約75章参照）。

 1832年3月  暴徒が預言者ジョ セフと

シド ニー・ リ グド ンにコールタール

を塗り ，その上から鳥の羽をかける。

預言者の家族が短期間カート ランド

に戻り ， その後ハイラムに戻る。

 1832年4月  預言者ジョ セフがミ ズーリ

を短期間訪れる。

 1832年6月  預言者ジョ セフがオハイオに

戻り ， 聖書の翻訳を続ける。

 1832年9月  預言者ジョ セフが家族を

ハイラムからカート ランドに戻す。  1832年10月–11月  預言者ジョ セフ

と ニューエル・ K・ ホイット ニービ

ショ ップが， 東部の町を数か所訪

ね， 教会の務めを果たす（ 教義と

聖約84： 114− 115参照）。

 1833年1月  預言者の塾がカート ランド

で始まる（ 教義と 聖約88章参照）。

 1831年11月  預言者が受けた啓示を出版す

る準備が整う 。 その本は『 戒めの書』（ Book 
of Commandments）と 名付けられる。

 1831年12月  ニューエル・

K・ ホイット ニーがオハイ

オでビショップに召される

（ 教義と 聖約72章参照）。

 1832年11月  改宗間も ない

ブリ ガム・ ヤングと ヒ ー

バー・ C・ キンボールがオハ

イオ州カート ランドに到着

し， 預言者ジョ セフ・ スミ

スと 会う 。

教会歴史に登場する人々

オハイオ州ハイラム： 1831年9月− 1832年9月

65–66 71–72 73–75 76
1, 67–70, 133 77–81

82–83

8499

85 86–88 89

教会本部



2月3月 3月 4月5月 5月6月 6月8月 10月 11月 11月12月 1834年7月

 1834年6月  シオンの陣営が，

主の命令に従い， 流血を避

けるために解散する（ 教義

と 聖約105章参照）。

 1834年2月–5月  預言者ら数人が，

シオンの贖
あがな

いに加わる人を募る

（ 教義と 聖約103章参照）。

 1834年2月17日  教会で最初の高

等評議会がカート ランド で組織

される。

1 833年10月–12月  ミ ズーリ の衝突で武器が使用

されるよう になり ， 聖徒がジャクソン郡から追

われる（ 教義と 聖約100： 13， 15；  101章参照）。

 1833年12月18日  預言者ジョ セフが父ジョ セフ・ ス

ミ ス・ シニアを教会の最初の祝福師に聖任する。

 1833年7月2日  預言者ジョ セフ

とシドニー・ リ グド ンが聖書

のおもな翻訳を完了する。

 1833年 夏  長老の塾がミ ズーリ

で組織される。

 1833 年7月 ミ ズーリ

の暴徒が教会の印刷

所を破壊する。 教会

指導者がジャクソン

郡を立ち退く 合意書

に無理やり 署名させ

られる。

 1834年2月22日  パーリ ー・ P・ プラット とラ

イマン・ ワイト がカート ランド に到着し，

ミ ズーリ の現状を報告し， 援助を求める。

 1834年5月  シオンの陣営と 呼ばれる一隊

がミ ズーリ への旅を開始する。 ミ ズーリ

到着時， 隊の人数は200人以上だった。

 1833年6月5日  カート ランド 神殿の

建設が始まる。

オハイオ州

ニューヨーク州

ミ ズーリ 州

    65.    1831年10月  第 65 章はジョ セフ・ スミ スが一

つの祈りと称した章である。 預言者が聖書の翻訳を再

開する準備をしているときに与えられた。

    66.    1831年10月 25日  改宗後間もないウィリ ア

ム・ E・ マクレランは，自分に対する主の御
み

心
こころ

を明らか

にしていただきたいと主に求めた。

    67. 1831年11月   預言者ジョ セフ・ スミ スを通して

与えられた啓示の出版に関して開かれた大会で，幾人

かの兄弟は啓示で使われている言葉遣いが適切でない

と感じた。 それに関して，預言者を通して主の答えが与

えられた。

    68.    1831年11月  オーソン・ ハイド，ルーク・ S・
ジョンソン，ライマン・ E・ ジョンソン，ウィリ アム・ E・ マ

クレランが，自分たちに対する主の御心を知り たいと

願った。

    69.    1831年11月  オリ バー・ カウド リ は『 戒めの

書』（ Book of Commandments ） の原稿と教会の資金を

ミ ズーリ 州インディペンデンスに運ぶように任命された。

途中の荒れ野がしばしば危険なため，ジョン・ ホイット

マーが同行者として召された。

    70.     1831年11月12日  大会の最後に，主は，教

会のすべての公式文書とその出版に関する管理責任

を，以下の人々に与えられた。 預言者ジョ セフ，オリ

バー・ カウド リ ，シド ニー・ リ グド ン，ウィリ アム・ W・

フェルプス，ジョン・ ホイットマー，マーティン・ ハリス。

    71.     1831年12月1日  エズラ・ ブースが背教し，

『 オハイオスター』紙〔 英語〕（ Ohio Star） に，9 通の中

傷的な手紙を投稿した。 預言者ジョ セフとシドニー・ リ

グドンは，出て行って教えを説き，その手紙によって生

じた教会に対する悪感情を静めるよう 命じられた。

    72.    1831年12月 4日  数人の長老と会員が，自分

の務めを知り，教えを受けるために集まった。

    73.     1832 年1月10 日 1832 年 1月 25日に，オハ

イオ州アマーストで大会が開かれることになっていた。

教会の長老たちは，大会までになすべきことを知りたい

と願った。

    74. 1832 年1月     この啓示は，聖書を翻訳していた

時期に，コリ ント人への第一の手紙第 7 章 14 節の説明

として与えられた。

    75.    1832 年1月 25日  アマースト の大会で長老た

ちは，世の人々が自らの状況を理解できるように助ける

方法を知りたいと熱心に願った。 数人の宣教師が召さ

れた。 彼らはおもに合衆国東部で伝道するよう に召さ

れた。

    76.    1832 年 2月16日  預言者ジョ セフと シド

ニー・ リ グドンは聖書の翻訳に携わっていた。 ヨハネ

による福音書第 5 章 29 節を翻訳した後，天が開かれ，

「 示現」 として知られるこの啓示を受けた。

    77.    1832 年 3月  ヨハネの黙示録を翻訳していたこ

ろ，兄弟たちはヨハネの書いたものについて多くの疑問

を抱いていた。

    78. 1832 年 3月     預言者ジョ セフは，奉献の律法

について，また貧しい人のために倉を設けることについ

て，神権指導者に指示を与えた。

    79, 80.    1832 年 3月  ジェレド・ カーターは，預言

者を通して主の御心を知るために，オハイオ州ハイラム

へ来た。 ジェレド は東の地方で伝道するよう に召され

た。 対照的に，スティーブン・ バーネット とイーデン・ ス

ミ スは，どこでも自分たちが選んだ地で伝道するように

召された。

ヒ ーバー・ C・ キンボール 
 1801年–1868年

オーソ ン・ ハイド  
 1805年–1878年

ウィリ アム・ W・ フェルプス  
 1792年–1872年

エラ イザ・ R・ スノ ー 
 1804年–1887年

メ アリ ー・ フィールディング・ スミ ス  
 1801年–1852年

 1833年11月–1836年6月  ミ ズーリ

の聖徒がクレイ郡で比較的平穏

に過ごす。

オハイオ州カート ランド ， 第2期： 1832年9月− 1838年1月
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 1835年2月  十二使徒定員会

と 七十人定員会が組織され

る（ 教義と 聖約107章参照）。

 1835年7月  教会がエジプト の

ミ イラ数体と 巻物を購入する

（ アブラハム1− 5章参照）。

 1836年3月27日  カート ランド 神殿

が奉献される。 大いなる霊的な

現れが起こる（ 教義と 聖約109章
参照）。

 1835年後期–1836年前期  教会初の

賛美歌集が出版される。

 1836年夏  聖徒がミ ズーリ

州ファーウェスト に定住し

始める。

 1838年4月  数人の著名な教会指導者が

背教し， 破門される。 その中の数人が

預言者の敵となる。

 1838 年3月 預言者ジョ セフとその家族が

ミ ズーリ 州ファーウェスト に落ち着く 。

 1838年8月–10月  教会員と ミ ズーリ の住民

の間で武器を使った紛争が勃
ぼっ

発
ぱつ

。 教会員

の多く が自衛のためにファーウェスト に

集合する。

 1835年8月17日  聖会において，

聖徒が啓示を教義と 聖約として

出版することを受け入れる。

 1836年4月3日  イエス・ キリ スト がカー

ト ランド 神殿に御
み

姿
すがた

を現し， 神殿を受

け入れられる。 さらにモーセ， エライ

アス， エリ ヤが現れて， 神権の鍵
かぎ

を

回復する（ 教義と 聖約110章参照）。

 1838年7月8日  十二使徒

が， 外国で福音を宣
の

べ

伝えるよう にと ， 主か

ら 指示さ れる（ 教義と

聖約118章参照）。

 1838年1月  預言者ジョ セフと

数人の教会の指導者がカート

ランド 外に逃れることを余儀

なくされる。

 1837年7月–1838年4月  イギリ スで

最初の宣教師たちが約1,500人
の改宗者にバプテスマを施す。

    81.    1832 年 3月  大管長会を正式に組織する準備

をしていたときに与えられた章。 この章は，もとはジェ

シー・ ガウスのために与えられたものであったが，ジェ

シーは背教し，その召しはフレデリック・ G・ ウィリ アム

ズに移された。

    82.     1832 年 4月 26日 第 78 章で，預言者ジョ

セフは，シオンへ行き，指導者たちに奉献の律法を教え

るようにという 指示を受けていた。 ジョ セフはシオンへ

行き，集会で大神権の大管長として支持を受けた。

ジョ セフがオハイオで支持されたのとちょう ど同じで

あった。

    83.    1832 年 4月 30 日  シオンへの短期訪問中，

預言者は，奉献の律法の下で，夫に先立たれた婦人や

その子供がどのように扱われるかについて教えた。

    84.     1832 年 9月 22日 –23日  長老たちが帰還

し，東部諸州での伝道の報告を行っていた。 そのとき

に預言者は神権に関するこの啓示を受けた（ 教義と聖

約 75 章参照）。

    85.    1832 年11月 27日  第 85 章は預言者がウィ

リ アム・ W・ フェルプスにあてた手紙の抜粋。 フェルプ

スは，エド ワード・ パート リ ッジビショ ップが奉献の律

法を実施するに当たり，ビショ ップを補佐するために選

任されていた。

    86.    1832 年12月 6日  聖書を翻訳し，その原稿を

校訂していたときに，預言者ジョ セフに与えられた啓示。

麦と毒麦のたとえを説明している。

    87.    1832 年12月 25日  預言者ジョ セフが戦争に

関して受けた預言。 聖徒は，当時起こっていた国内外

の紛争について心配していた。

    88.    1832 年12月 27日 –28日 預言者ジョ セフ

が，大祭司の集会で，啓示を受ける方法について教え

た。 出席していたすべての兄弟が順番に主に祈り，心と

思いが一つになり主の御心を受けることができるように

と願った。 その結果，「 オリ ーブの葉」 として知られるこ

の啓示が与えられた。 127 節から 141 節は 1833 年 1
月 3日に与えられた。

    89.     1833 年 2月 27日 預言者の塾に出席してい

た兄弟の多くがたばこを吸っていたため，塾が不潔に

なった。 そこで，預言者が主に尋ね求めたところ，「 知

恵の言葉」 として知られるこの啓示が与えられた。

    90.    1833 年 3月 8日  預言者と兄弟たちの祈りの

答えとして与えられた啓示。 この啓示は，大管長会を確

立するための一つの段階であった。

    91.    1833 年 3月 9日  預言者は聖書の霊感翻訳を

していたが，その際使っていた聖書には，現在の『 欽定

訳聖書』〔 英語〕（ King James Version of the Bible） に
は含まれていない『 聖書外典』〔 英語〕（ Apocrypha）
が収められていた。 預言者の問いに対して，主は，『 聖

書外典』は翻訳する必要がないことを示された。

    92.    1833 年 3月15日  フレデリック・ G・ ウィリ ア

ムズが大管長会の一員に召される。 主はウィリ アムズ兄

弟に共同制度の一員となるように言われた。

    93.    1833 年 5月 6日  第 93 章は聖徒たちが何を

どのように礼拝するべきか知ることができるように与え

られた。

ウィ ラ ード・ リ チャーズ  
 1804年–1854年

ジーナ・ D・ H・ ヤング  
 1821年–1901年

ジョ ージ・ A・ ス ミ ス  
 1817年–1875年

バテシバ・ W・ ス ミ ス  
 1822年–1910年

フレデリ ック・ G・ ウィリ アムズ  
 1787年–1842年

オハイオ州カート ランド ， 第2期： 1832年9月− 1838年1月 ミ ズーリ 州ファーウェスト ： 1838年3月
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 1841年1月  大管長会から， すべての

聖徒にノーブーに集合することを

強く 勧める宣言が発表される。 1838年11月–1839 年2月 ブリ ガム・ ヤング

と ヒーバー・ C・ キンボールが， 数千人の

聖徒を率いてイリノイ州に避難する。

 1839年11月  預言者が合衆国大統領と 会見

する。 しかし， 大統領は聖徒がミ ズーリ で

被った不当行為への補償を拒否する。

 1839年8月–9月  イギリ スで福音を宣べ

伝えるため， 十二使徒たちが出発する。

 1841年4月–7月  イギリ スで数千人

にバプテスマを施した後， 十二使

徒の多く がノーブーに帰還する。

 1842年3月–5月  ウェント ワー

ス書簡（ 信仰箇条を含む）と

アブラハム書が出版される。

 1842年5月4日  預言者

が数人の聖徒に神殿

のエンダウメント の

儀式を 執行し 始め

る。

 1839年7月  大勢の会員がマラリ ヤに感染。

預言者ジョ セフ・ スミ スが， 神権の力に

よって多くの人を癒
いや

す。

 1842年3月17日  ノ ーブー

において， 女性扶助協会

が組織され， エマ・ スミ

スが会長となる。

 1839 年4月 リ バティーの監獄に数

か月間収容されていた預言者がイ

リ ノイに到着し， 聖徒のための土

地購入について交渉を始める。
 1840年6月  イギリ スの聖徒がノー

ブーへの移住を開始する。

 1838年10月  ミ ズーリ 州知事が聖徒に

対する 軍事行動を命令する。 ファー

ウェスト が民兵により 包囲される。 預

言者と 教会の指導者は約束を裏切ら

れて州役人に捕まる。

 1841年4月6日  神殿建設の命令を

主から 受けていた聖徒たちが

（ 教義と 聖約124章参照）， ノー

ブー神殿の隅石を据える。

 1841年10月24日  オーソン・

ハイド が， ユダヤ人の帰還

のために聖地を奉献する。

 1840年8月  預言者が死者の

ためのバプテスマの教義を

教え始める。

ノーブー 
イリ ノイ州   

    94.    1833 年 5月 6日  印刷所の建設，さらに預言

者の塾を開く 建物を建設する資金を集めるために，集

会の中で一つの委員会が任命された。 この啓示はその

直後に与えられた。

    95. 1833 年 6月1日     ハイラム・ スミ ス，ジェレド・

カーター，レイノルズ・ カフーンは，教会の建築プロジェ

クト の資金調達委員に任命された。 この 3人は，主の

家を建てるという ，6 か月前に与えられた神の命令を達

成するために，聖徒を鼓舞する通知を出した。 第 95 章

は通知が出された日に与えられた。

    96.    1833 年 6月 4日  大祭司の集会に集まった兄

弟たちは，教会が購入した土地の責任者を決定するこ

とができなかった。 そこで彼らは，主に尋ねることにし

た。 主は，聖徒たちに土地を分配する責任を，ニューエ

ル・ K・ ホイット ニービショ ップに与えるよう 告げられた。

    97.    1833 年 8月 2日  長老の塾に関するこの啓示

は，オリ バー・ カウド リ やシオンのほかの兄弟たちから

の数通の手紙への答えとして与えられた。

    98.    1833 年 8月 6日  ミ ズーリ の聖徒は激しい迫

害に遭っていた。 この啓示は，彼らの祈り への答えとし

て与えられた。

    99.    1833 年 8月  ジョ ン・ マードックに与えられた

啓示。

    100.    1833 年10月12日  伝道中の預言者とシド

ニー・ リ グド ンは，自分たちの家族のことが気がかり

だった。

    101.    1833 年10月16日  ミ ズーリ 州ジャクソン郡

の聖徒の追放を知らされた預言者は，どう すべきか主

に尋ねた。

    102.    1834 年 2月17日 第 102 章は最初の高等

評議会の組織に関する議事録である。 預言者は示現

で明らかにされた古代の形式に添って，教会の評議会

を開始した。

    103.    1834 年 2月 24日  ミ ズーリ の聖徒は，シオ

ンにおける聖徒の受け継ぎの地を取り戻す方法を見つ

けるために，パーリ ー・ P・ プラット とライマン・ ワイト を

送った。 この啓示の中で，預言者はシオンの陣営を組

織することを承認された。

    104.    1834 年 4月 23日  教会の財政状態を安定

させるため，共同制度は個人の管理の職に分配されるこ

とになった。

    105.    1834 年 6月 22日  シオンの陣営がミ ズーリ

州クレイ郡に到着する直前，知事が援助の約束を反
ほ

故
ご

にした。 そのため，受け継ぎの地を取り戻すことができ

なかった。

    106.    1834 年11月 25日  預言者ジョ セフが長老

の塾を準備していたときに，ウォレン・ A・ カウド リ に関

して与えられた啓示。

    107.     1835年 3月 28日  東部諸州への伝道の準

備として，十二使徒は，自分たちの働きの指針とするた

めに，明文化された主の啓示を得ることを願った。

    108.    1835年12月 26日  七十人の会長（ 会長は

7人） の一人であったライマン・ R・ シャーマンは，御
み

霊
たま

の導きを受けて預言者のもとへ行った。 ライマンは預

言者に気持ちを伝え，啓示によって自分の義務を告げ

られた。

    109.    1836 年 3月 27日  啓示により，カートランド

神殿の奉献の祈りが預言者ジョ セフに与えられた。

    110.     1836 年 4月 3日  カート ランド 神殿が奉献

されて 1 週間後の集会で，預言者ジョ セフとオリ バー・

カウド リ は幕を隔てて会衆から離れ，教壇のそばで無

言の祈りをささげた。 祈りを終えたとき，栄光に満ちた

この示現を見た。

レイノ ルズ・ カフーン  
 1790年–1861年

メ アリ ー・ アン・ ヤング  
 1803年–1882年

パーリ ー・ P・ プラット  
 1807年–1857年

サラ・ M・ グレインジャー・ キンボール 
 1818年–1898年

エリ ザベス・ アン・ ホイット ニー 
 1800年–1882年

月− 1839年2月 イリノイ州ノーブー： 1939年5月− 1846年2月

1839 1840 1841 1842

121–123

124 125

126

127–128



ニューエル・ K・ ホイット ニー 
 1795年–1850年

ブリ ガム・ ヤング  
 1801年–1877年

ジョ ン・ テーラ ー 
 1808年–1887年

ウィ ルフォード・ ウッド ラフ  
 1807年–1898年

ロレンゾ・ スノ ー 
 1814年–1901年

    111. 1836 年 8月 6日     マサチューセッツ州セーレ

ムで資金を得られると聞いた預言者ジョ セフ，シドニー・

リ グドン，ハイラム・ スミ ス，オリバー・ カウド リ は，教会

の多額の負債を軽減できると期待してセーレムに出か

けた。

    112.    1837年 7月 23日  第 112 章は，十二使徒定

員会会長のト ーマス・ B・ マーシュが十二使徒定員会を

導くことができるように，預言者ジョ セフ・ スミ スを通し

て与えられた。

    113.    1838 年 3月  ミ ズーリ 州ファーウェスト に到着

して間もない預言者に，エライアス・ ヒグビーとそのほ

かの教会員が，イザヤ書の聖句について質問した。

    114.    1838 年 4月17日  デビッド・ W・ パッテン

は，ほかの十二使徒たちと伝道へ行く準備をするように

勧告を受けた ｡

    115.    1838 年 4月 26日  ファーウェスト で与えら

れたこの啓示により，ファーウェスト を築き上げるべきこ

と ，そこに神殿を建設すべきこと，また教会の正式名称

について，神の御心が知らされた ｡

    116.    1838 年 5月19日  第 116 章はアダム・ オン

ダイ・ アーマンを訪れたときの預言者ジョ セフの日記か

らの抜粋である ｡

    117.    1838 年 7月 8日  ウィ リ アム・ マーク スと

ニューエル・ K・ ホイット ニーは，まだカート ランド に

残っていた。 オリ バー・ グレインジャーは彼らの務めを

指示するこの啓示を携えて送り出された ｡

    118. 1838 年 7月 8日     「 おお，主よ，十二使徒会

についてのあなたの御心をわたしたちにお示しくださ

い」 という願いに応じて（ History of the Church ，第 3
巻，46 参照），ミ ズーリ 州ファーウェストで預言者ジョ セ

フを通して与えられた啓示 ｡

    119.    1838 年 7月 8日  教会とその指導者の財政

難，および，聖徒たちが奉献の律法を守らなかったこと

に対して，この啓示が与えられ，什
じゅう

 分
ぶん

の一の律法が全

教会員に与えられた。

    120.    1838 年 7月 8日  兄弟たちは什分の一とし

て納められた財産の配分について知ることを願った。

    121, 122, 123. 1839 年 3月     リ バティーの監獄

にいた預言者ジョ セフ・ スミ スは，迫害を受けて苦しむ

聖徒のために主に懇願した。

    124.    1841年1月19日  聖徒がノーブーに集合す

ると，預言者ジョ セフは主に導きを求め，様 な々導きを

受けた。 特に大切なこととして，神殿建設に関する指示

を受けた。

    125. 1841年 3月   ノーブーにおける神殿の建設計

画が発表されると，ミ シシッピ川の対岸にいる聖徒を

ノーブーに移すべきか否かの質問が持ち上がった。

    126.    1841 年 7月 9日 外国での務めを終えたブ

リガム・ ヤングは，この啓示により，将来外国を旅するこ

とを免除された。

    127, 128.    1842 年 9月1, 6 日 死者のための儀

式が無秩序に，記録をつけることもなく執行されていた

ため，この指示が与えられた。 預言者から与えられたこ

の 2 通の手紙に，死者のためのバプテスマに関する指

示が記されている。

    129.    1843 年 2月 9日  サタンが執
しつ

拗
よう

に聖徒を欺こ

うとしていたため，神からの存在者と悪魔からの存在者

を見分ける方法を教える必要があった。

 1845年冬–1846年  預言者ジョ セフの

預言を成就させるため， 聖徒はロッ

キー山脈への移動を計画する。

 1845年12月10日  神殿のエンダウメント が，

ノーブー神殿内のすでに奉献された場所

で始まる。

 1843年–1844年  太平洋諸島における

伝道活動が開始される。

 1844 年6月27日 イ リ ノ イ 州カー

セージにおいて預言者ジョ セ

フ・ スミ スとその兄ハイラムが

暴徒に殺害される。

 1844年8月8日  教会員が， ブリ ガム・

ヤングを会長とする十二使徒定員会

を教会の管理組織として支持する。  1845 年9月 イリ ノイにおいて聖徒

に反対する活動が再燃する。

 1846年2月  西部に向かう 最初の

グループがノーブーを出発する。

 1846年5月  ノ ーブー神殿

が公に奉献される。

 1846年6月  最初の開拓者の一団

がミ ズーリ 川に到着する。

イリノイ州ノーブー： 1939年5月− 1846年2月

1843 1844 18461845

129 130 131 132

135

    130. 1843 年 4月 2日     オーソン・ ハイドが行った

説教を預言者ジョ セフが訂正したもの。 18 節から 23
節は預言者の説教。

    131.    1843 年 5月16日 –17日  数人の聖徒を訪

れた折に，預言者は教義に関する様 な々声明を出した。

1 節から 4 節は預言者が神権について教えていたとき

に宣言したもの。

    132.    1843 年 7月12日  第 132 章はハイラム・ ス

ミ スの要請を受けて記録された章である。 ハイラムは

永遠の結婚の原則が真実であることをエマ・ スミ スに

確信させるために，啓示を明文化することを願った。

    133.    1831年11月 3日  『 戒 め の 書』（ Book of 
Commandments ）を出版する計画をしていたとき，「 付

録」 としてこの啓示が授けられた。

    134.    1835年 8月17日  第 134 章はこの世の政

府が制定した法律に関する宣言である。 教会の立場が

誤解されることのないよう に，『 教義と聖約』 の初版に

挿入するものとして備えられた。

    135.    1844 年 6月 27日 預言者ジョ セフ・ スミ ス

の殉教について，ジョン・ テーラーが記したもの。

    136.    1847年1月14日  ブリガム・ ヤング会長は，

西部への旅に備えてどのよう に聖徒を編成すべきか知

る必要があった。

    137. 1836 年1月 21日   完成間近なカート ランド

神殿において開かれた教会の指導者の集会で，エンダ

ウメント の最初の部分の儀式が執行された。 参加者は

示現と 啓示を受けた。 この啓示はそのときに預言者

ジョ セフ・ スミ スに授けられたもの。

    138.    1918 年10月 3日  ジョ セフ・ F・ スミ ス大管

長は，来世について理解するために聖文を研究してい

た。





 1846年7月  合衆国政府の要請を受け，

モルモン大隊がカリ フォルニアに向

かって歴史的行軍を開始する。

 1846 年9月 教会指導者は， 西部へ

の大移動の中継地点としてウィン

タークォーターズを建設する。

 1849年–1850年  ヨ ーロッパの伝道地域が

大幅に広げられ，ハワイでも伝道が始まる。

 1847年12月27日  アイオワ州ケインズビルで開か

れた教会の大会で大管長会が支持を受ける。 第

2代大管長にブリ ガム・ ヤングが支持される。

 1850年9月9日  ユタ州と 周辺地域

が合衆国領と 定められる。

 1856 年10月–11月 ウィリ ー手車隊， マーティン

手車隊がワイオミ ング州で激しい吹雪に見舞

われる。 ソルト レーク 盆地から 駆けつけた勇

気ある救援隊によって多くの命が救われる。

 1849年9月  ソルト レーク 盆地への移住を

支援する永代移住基金が設立される。

 1847年7月21日–24日  開拓者の

最初の一団がソルト レーク 盆

地に到着した。

 1847年4月  開拓者の最初の一団

が， ブリ ガム・ ヤングに率いら

れてウィンタークォーターズか

ら西部に旅立った。

 1847年–1857年  聖徒はアメリ カ

西部に約100に上る入植地を築

いた。

教会歴史に登場する人々

日付（ 西暦）

ネブラスカ州ウィンタークォーターズ： 1846年7月− 1848年5月 ユタ州ソルト レーク・ シティー： 1848年9月−

1847 1848 1849 1850 1860
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 1866年–67年  扶助協会が再び設立される。

会長はエライザ・ R・ スノー。
 1880年10月10日  大管長会が再組織さ

れ， ジョ ン・ テーラーが第3代大管長

として支持される。

 1898年9月  ロレンゾ・ スノーが

第5代大管長として支持される。

 1899年5月  教会の抱える財政問題を

解決する知恵を求めて祈る中で， ス

ノー大管長が，什
じゅう ぶん

分の一の律法を強

調する啓示を受ける。

 1901年8月  日本で伝道が

始まる。

 1901 年10月 ジョ セフ・ F・ ス

ミ スが第6代大管長になる。

 1887年7月25日  十二使徒定員会

会長ウィルフォード ・ ウッド ラ

フが教会を導く 。

 1884 年5月17日 テーラー大

管長により ， ユタ州ローガ

ン神殿が奉献される。

 1875年6月10日  現在の若い

男性の前身となる組織が結

成される。

 1875年10月16日  ブリ ガム・ ヤング・

アカデミ ー（ 現ブリ ガム・ ヤング大学）

が， ユタ州プロボに設立される。

1869年5月10日  大陸横断鉄道

が完成し， 聖徒たちの西部

への集合がより 迅速かつ容

易になる。

 1869年11月28日  現在の

若い女性の前身となる

組織が結成される。

 1877年4月6日  ユタ 州セント

ジョ ージ神殿が奉献される。

 1877年8月29日  ジョ ン・ テーラーを

会長とする十二使徒定員会が教会を

導く 。

 1878年8月25日  初等協会の最初の

集会が開かれる。

 1888年5月17日  ウッド ラフ会長

が， ユタ 州マンタイ 神殿を奉

献する。

 1889年4月7日  ウィルフォード・

ウッド ラフが第4代大管長とし

て支持される。

 1906年  ジョ セフ・ F・ スミ スが，

ヨ ーロッパ訪問を果たした最

初の大管長となる。

 1908年–1909年  ワード 神権会

が毎週開かれるよう になる。

ふさわしい若い男性の聖任に

当たって年齢条件が適用され

るよう になる。

 1893年4月6日  ウッドラフ大管長が

ソルト レーク 神殿を奉献する。

 1896年1月4日  ユタがアメリ カ合衆国の

州に昇格する。

 1898年  初代専任姉妹宣教師が

任命される。

ジョ セフ・ F・ ス ミ ス  
 1838年–1918年

ヒ ーバー・ J・ グラント  
 1856年–1945年

ジョ ージ・ アルバート・ スミ ス  
 1870年–1951年

デビッド・ O・ マッ ケイ  
 1873年–1970年

ジョ セフ・フィールディング・ スミ ス  
 1876年–1972年

    公式の宣言一 .     1890 年 9月 24日  ウィルフォー

ド・ ウッドラフ大管長は，多妻結婚を行う 者に対する迫

害と，それに起因する問題の解決策を求めていた。

    公式の宣言二 .     1978 年 6月1日  スペンサー・

W・ キンボール大管長は，神権の祝福をすべてのふさ

わしい男性会員に与えることについて，主の御
み

心
こころ

を知

りたいと思った。  

ソルト レーク・ シティー

ノーブー

ウィンタークォーターズ

カンザス

アイオワ

ミ ズーリ

ネブラスカ

ワイオミ ング

コロラド
ユタ

1870 1880 1890 1900 1910

 1905年12月23日  ジョ セフ・ スミ ス

生誕100年。 花こう 岩の尖塔が

バーモント 州シャロンのジョ セ

フ・ スミ ス出生地に建てられる。

 OD 1 

ソルト レーク・ シティー 
ユタ州   



 1912年  最初のセミ ナリ ークラス

が開講される。

 1961年  神権コーリレーショ ン

プログラムが始まる。
 1985年  人道救援プログラム

が始まり ， 助けを必要とす

る世界中の地域へ供給され

る食糧， 衣類， 医薬品の量

が大幅に拡大する。 1915年4月27日  大管長会が家庭の

夕べを定期的に開く よう 会員に強

く 勧める。

 1967年9月  最初の地区代表

が召される。

 1986年  教会員数が

600万人に達する。

 1999年5月24日  ファミ リ ーサーチ

（ FamilySearch）のウェブサイト が

始まる。

 1918年11月  ヒーバー・ J・ グラント

が第7代大管長になる。

 1970 年1月 ジョ セフ・フィールディング・ ス

ミ スが第10代大管長として支持される。

 1971年  教会員数が

300万人を超える。

 1986年–1987 年 ベンソン大管

長がモルモン書を研究する

ことの重要性を強調する。

 1926年  大学生のための

宗教プログラム， イン

スティ テュート が初め

て開講される。

 1972年7月  ハロルド ・ B・ リ ー

が第11代大管長として支持

される。

 1988年5月15日  アフリ カ西部

で初めてのステークが組織

される。

 1988年–1991年  東ヨーロッパ

で伝道活動が始まる。 1973年12月  スペンサー・

W・ キンボールが第12代
大管長になる。

 1929年7月15日  タバナクル

合唱団のラジオ番組が初

めて放送される。

 1930 年 教会設立100周年

が祝われる。

 1936年4月7日  福祉プログラム

が始まる。

 1974 年 キンボール大管長が， 世

界的に伝道活動の「 歩幅を広げ」

「 視野を広げる 」 よう 会員に呼

びかける。

 1989年5月16日  ブリ ガム・ ヤング

大学エルサレムセンターが奉献さ

れる。

 1975年–1976年  七十人第一定員

会が， 中央幹部の定員会として

再組織される。

 1994 年6月 ハワード ・ W・ ハンター

が第14代大管長になる。

 1995年3月  ゴードン・ B・
ヒ ンクレーが第15代大

管長になる。

 1979年–1981 年 学習資料を改良した

改訂版聖典〔 英語〕 が出版される。
 1945年5月  ジョ ージ・ アルバート ・ スミ ス

が第8代大管長になる。

 1980年  日曜日の3時間集会

プログラムが始まる。

 1939年–1940年  第二次世界大戦の

ため， ヨーロッパ， 太平洋地域など

から宣教師が撤退させられる。

 1995 年4月1日 初代地域

幹部が召される。

 1995年9月23日  「 家族──

世界への宣言」が発表さ

れる。

 1982 年 教会員数が

500万人を超える。

 1947年  教会の会員数が

100万人を超える。

 1951年4月  デビッド ・ O・ マッケイが

第9代大管長として支持される。

 1984年6月24日  各地域の教会運営を強化

する目的で地域会長会が組織される。
 1952年–1961 年 伝道の業が世界の多くの地域

に広がる。 マッケイ大管長は「 すべての会員

は宣教師である」 と 指導する。

 1955年–1958年  北アメリ カとハワイ以外の各地で， 初の

ステークが組織され， 神殿が初めて奉献される。

 1985 年8月 英語版の新しい賛美歌集が

出版され， 他言語の賛美歌集の原型

となる。

 1997年4月4日  地域幹部七十人

が初めて召される。

 1955年9月  教会が運営する大学が

ハワイに開校する。
 1985年11月  エズラ・ タフト ・ ベ

ンソンが第13代大管長になる。

 1997年  教会の会員数

が1千万人を超える。

ハロ ルド・ B・ リ ー 
 1899年–1973年

スペンサー・ W・ キンボール 
 1895年–1985年

エズラ・ タフト・ ベンソ ン  
 1899年–1994年

ハワード・ W・ ハンター 
 1907年–1995年

 1978年6月8日  スペンサー・ W・ キンボール

大管長が神権と 神殿の祝福をすべてのふさ

わしい男性会員に与えることに関する啓示

を発表する。

138

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

 OD 2 

ユタ州ソルト レーク・ シティー： 1848年9月−



2006 2007 2008 2009

 2000年10月  ヒ ンクレー大管長

が2万1,000席のカンファレン

スセンターを奉献する。

 2001年3月31日  ヒ ンクレー大管長が， 若い

末日聖徒が教育と 職業訓練を受けられる

よう に永代教育基金の設立を発表する。

 2002年6月27日  再建されたイリノイ州

ノーブー神殿が奉献される。

 2000 年1月1日 大管長会，十二使徒定員会が「 生けるキリ スト 」

と 題する証
あかし

を発表する。

ゴード ン・ B・ ヒ ンクレー 
 1910年–2008年

ト ーマス・ S・ モンソ ン  
 1927年–

2001 2002 2003 2004 2005 2010

 2000年2月–3月  1億部目のモルモン書が印刷される。 さ

らに2000年に100言語目のモルモン書が出版される。

 2000年4月6日  ニューヨーク 州

パルマイラ神殿が奉献される。

 2000年9月  教会員総数が1100万人

に達する。 英語以外の言語を母語

とする会員の数が， 英語を母語と

する会員の数を上回る。

 2000年10月1日  ヒ ンクレー大管長

が儀式を執行している神殿として

は100番目と なるマサチューセッ

ツ州ボスト ン神殿を奉献する。

 2001年4月22日  ネブラスカ州ウィンター

クォーターズ神殿が奉献される。

 2002年2月8日–24日  ソルト レーク・ シティーが冬季

オリ ンピックの開催地となる。 モルモンタバナクル

合唱団が開会式で演奏する。 多くの国の1万から 2万
人の訪問者が毎日テンプルスクウェアを訪問する。

 2003年1月11日  第一回世界指導者訓練集

会が衛星放送を介して開催される。 56
の言語で97パーセント 以上の神権指導

者が受信する。

 2005 年12月23日 預言者ジョ セフ・ スミ スの生誕200年
を祝って，衛星放送が行われる。 81の言語で161の国々

に放送される。

 2007年6月24日  教会員総数が1,300万人を

超える。 また，これまでに世界中で伝道し

た宣教師の数が推定で100万人に達する。

 2007年6月  新しいファミ リ ーサーチのホームページ

（ New.FamilySearch.org） が一部地域の教会員を対

象に利用可能と なる。 その後利用可能な地域は

徐々に増加し， 2010年10月に世界中の教会員が利

用できるよう になる。 インターネット に蓄積され

たデータを使う こと により ， 記録が簡単になり ，

情報の重複を修正しやすくなった。

 2008年2月3日  ト ーマス・ S・ モンソン

が第16代目の大管長となる。

 2009年9月13日  『 サンタビブリ ア』

（ 末日聖徒版のスペイン語聖書）が

出版される。

2000

 2008年11月  ジョ セフ・ スミ ス

文書プロジェクト の第1巻が

公表される。

 2009年6月  最先端技術

を導入した新しい教会

歴史図書館が奉献され

る。

 2010年6月 モルモンタバナクル合唱団

が演奏の録音を開始してから 100周年を

祝う 。 
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