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バス運転手の 
たとえ

「自立支援のイニシア
チブ は，免 許 を持っ
た運転手が必要なバ
スのようなものです。
バ ス は，自 立 支 援
サービ ススタッフに
より 製 造 さ れ ま す。
自立リソースセンター
を通して届けられ，ス
テーク自立支援委員
会 が 整 備 をしま す。
ステーク自立支援ス
ペシャリストとグルー
プの 進 行 役は，会 員
がバスに乗り込むの
を助けます。（しかし
会員は自分で乗り込
まなければなりませ
ん。）ステーク会長と
ビショップがバス運
転手です。
会員が自立できるよう
に，皆がそれぞれの分
担を果たさなければな
りません。しかし，ス
テーク会長とビショッ
プたちが鍵を回してエ
ンジンをスタートさせ，
バ スを 運 転し な け れ
ば，誰もどこにも行く
ことができません。」

ロナルド・アバン， 
フィリピン，タクロバン
の自立支援サービス 
マネージャー

はじめに
わたしたちの周囲には窮地に陥っている人々がたくさんいます。多くの教会員は自立し
ておらず，「自分と家族の生活における霊的，物質的必要を満たす」 1 能力に欠けていま
す。人々を自立へと導くことは，救いの業です。トーマス・S・モンソン大管長はこう教
えています。「自立は……物質的幸福のみならず，霊的幸福に欠かせない大切なもの
です。……『自立し，自活しようではありませんか。……この原則によらなければ救い
は得られないのです。』」 2

さらなる自立のために助けが必要になる可能性のある人には，断食献金の援助を受け
ている人，帰還宣教師，新しい改宗者，あまり活発でない会員，またはより良い仕事を
必要としている地元の神権指導者が含まれています。主は御自身の教会を通じて，本
ガイドに紹介されている新たな力強いツールとリソース，プロセスをお与えになり，会員
が自立への道を歩めるように助けてくださっています。 3

神権指導者として，あなたは主が次のように言われた中の一人です。「……その鍵を
わたしがあなたがたに授けたのは，……奉仕の業とわたしの聖徒たちの完成のためで
ある」（教義と聖約124：143）「これらの鍵を授けられる者にとって，人の子らの救い
……に関して，数々の事実を知ることは少しも難しいことではありません。」（教義と聖
約128：11）右側にある「バス運転手のたとえ」を読んでください。この欠かせない
大切なイニシアチブを前進させるための，あなたの役割を深く考えてください。

この指導者ガイドは，あなたを助け，あなたが鍵を使い，新たなツールを実施し，会員
が自立するのを助けられるように作られました。あなたがそうするときに，聖霊があな
たを導いてくださり，主があなたをお使いになり，貧しい人や助けの必要な人を助け，救
いの業を速めてくださるでしょう。

1．『手引き　第 2 部－教会の管理運営』6.1.1
2．トーマス・S・モンソン（マリオン・G・ロムニーの説教からの引用）「個人と家族の福
祉に関する指導原則」『聖徒の道』1987 年 2月号，3 参照
3．さらに詳しくは，srs. lds. org（現時点では英語のみ）をご覧ください。
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「自立は労働の所産で
あり，福祉のあらゆる
習慣の基礎となるもの
で す。……『 我 々 の 必
要のために働こうでは
ありませんか。自立し，
自活しようではありま
せんか。……この原 則
によらなければ救いは
得られないのです。』」

トーマス・S・モンソン
（マリオン・G・ロムニー
の説教からの引用）「個
人と家族の福祉に関す
る指導原則」『聖徒の
道 』1987 年 2 月号，
3 参照

神権指導者の責任

ステーク会長会（地方部会長会）
1. 自立の教義と原則を学び，教える（裏表紙参照）。ビショップとステーク自立支

援委員会のメンバーに，自立支援における各自の責任を指導する。
2. ステークの自立支援に関する狙いを定める。
3. ステークの自立支援アクションプラン（行動計画）を作り，実施し，モニターする
ために，ステーク自立支援委員会を組織する。

4. 優先的に帰還宣教師と（必要に応じて）新会員に，自立支援の活動に参加する
よう勧める。

5. 「自立」をステーク評議会のアジェンダに加える。
6. ステーク自立支援スペシャリストを召す。
7. 必要に応じて，教会奉仕宣教師を召す。
8. ステーク自立支援に関する進歩報告と PEF（永代教育基金）のローン報告を検
討し，その情報に基づいて行動する。

9.. 必要に応じて，家族歴史センターを自立支援の目的で使用するよう指導する。

ステーク自立支援委員会
ステーク自立支援委員会には，以下の人が含まれます。ステーク会長会の一員（委員長），
自立支援を担当する高等評議員，ステーク扶助協会会長会の一員，ビショップ福祉評議
会議長，ステーク自立支援スペシャリスト。任意で，ステークの若い男性と若い女性の会
長会の一員，他のステークスペシャリスト，専任シニア宣教師，教会奉仕宣教師も参加で
きます。
1. 「自立に向けて働く」（ Laboring unto Self- Reliance）を視聴する（srs. lds. org/  
videos）。

2.  ステークのアクションプランを作り，実施し，モニターする。
3.  定期的に『自立への道』ワークショップを開く（4ページを参照）。
4.  ステーク自立リソースセンターを組織し，スタッフを配置する。センターの管理運営と
自立グループの組織のために，教会奉仕宣教師か自立支援スペシャリストを指名する。
（2ページを参照）
5.  ワード評議会に自立支援に関する彼らの義務を教える。
6.  自立支援サービス職員によるリソースとサービスを利用する。
7.  帰還宣教師と（必要に応じて）新しい改宗者を，『自立への道』ワークショップに
出席し，自立グループに参加するよう招待する。
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「もしわたしたちが，主
の方法で互いに評議す
ることにより，−真に
評議することにより－
解決 策を探すならば，
家族やワード，ステー
クにおいて解決できな
い 問 題 は な い で しょ
う。」

M・ラッセル・バラード，
Counseling with Our 
Councils,　4

「「教会員の必要を満
たすために，何ら新し
い 組 織 は 必 要 としな
い。ただ神権を完全に
働かせるだけでよい。」
『歴代大管長の教え－ 
ハロルド・B・リー』173

ステーク自立支援スペシャリスト
スペシャリストは，ステーク自立支援委員会やステーク自立リソースセンター，自立支援サー
ビスマネージャーなど，全ての自立支援サービスをつなげる役割を果たします。
1. ステーク自立支援委員会のアジェンダを準備する。
2. 自立リソースセンターを運営するために，教会奉仕宣教師とボランティアを訓練する。
3. ステーク内の他の自立支援スペシャリストを訓練し，監督する。
4. 必要に応じて，自立支援の資料を注文する。
5. 求めに応じて，ビショップとワード評議会を訓練し，補佐する。
6. 会員を srs. lds. org/ register に登録するのを助ける。
7. 自立グループを組織し，モニターし，支援を行い，進行役を務める。（必要に応じて，
他の人にグループの進行役を依頼することができる。）

8. ウェブサイトsrs. lds. org/ facilitatorにある原則を学び，行う。

ビショップリック（支部会長会）
1. ワードの会員に自立の教義と原則を教える。（裏表紙を参照）
2. ワード評議会を通じて，自立の取り組みを管理する。
• 助けの必要な会員を特定し，数え，自立するよう勧める。leader. lds. org/ 
self - relianceにある「成人会員の自立状況」ツールが，このプロセスにおいて助
けとなるだろう。
• 定員会と補助組織の指導者を通じて，助けが必要な人にサポートと助言者（メン
ター），支援を与える。

3. 助けが必要な人に，『自立への道』冊子を完了し，自立グループに参加するよう勧める。
4. 必要に応じて，グループの進行役としてワード自立支援スペシャリストを召す。
5. PEF（永代教育基金）のローンを承認するための面接を行う。（srs. lds. org/ loans
を参照）

6. ワードの自立進歩に関する報告とPEFのローン報告を検討し，その情報に基づい
て行動する。ビショップは，PEFのローンの回収に関わるべきではない。
7. 必要に応じて，ステーク自立支援委員会からさらなる支援を得る。

リソース

自立リソースセンター

ステークは，自立リソースセンターを教会の建物内（家族歴史センターと場所を共用す
る場合が多い）に開設するよう奨励されています。自立リソースセンターには，教会奉
仕宣教師とボランティアが配置され，求職者や自営業者，学校入学準備者に対して，イ
ンターネットやメンタリング，その他の役立つリソースを提供します。
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ステークやワードの会
員の自立進歩状況をど
のように測ることがで
きますか。

ステークやワードが自
立に向けて進歩するの
を助けるとき，次に当
てはまる会員の数を定
期的に数えることを考
慮してください。
1．ビショップが自立し

ていないと特定した
人

2．『自立への道』を完
了した人

3．『わたしの礎』を完
了した人

4．自営，就職，教育
プログラムを始めた
人

自立グループ
自立グループの集会は，評議方式によって行われるため，教会のほとんどの集会やレッスン，
ワークショップとは異なります。教師もトレーナーもいません。代わりに，グループの参加者は，
意見を交換し，ともに学び，互いに助言を与え，学んだことを行うよう決意し，その決意に
対してお互いが責任を持ちます。ワークブックとビデオ教材を用いたこのグループで行うメ
ンタリングとカウンセリングのプロセスは，ダイナミックな学習環境を生み出し，自立に向けて
前進する参加者一人一人を強めます。

ステークやワードの指導者は，自立グループの組織，進行のために自立支援スペシャリスト
を召します。グループの進行役は教師ではなく，グループの参加者がマニュアルに示され
ている自立プロセスを行えるよう助けます。進行役はグループミーティングの中で，時折イ
ンターネットへのアクセスやビデオの使用が必要となるでしょう。指導者は，必要な数のグ
ループを作り，必要な数のスペシャリストを召すことができます。必要であれば，グループ
参加者が，進行役を依頼されることもあります。それぞれのグループは，少なくとも12 回，
1 回につき2 時間，8 名から14 名で集まります。グループは，自立リソースセンターや教
会の建物，あるいは会員にとって利便性の良い適切な他の場所に集うことができます。

地元の指導者が，以下の中から自分たちのユニットに必要なグループを選びます。
1. 『始める，育てる，わたしのビジネス』グループは，起業する人や自営業を改善する
人を助ける。このグループは，『自営業のためのワークショップ』に取って代わる。

2. 『わたしの求職活動』グループは，新たな仕事，またはより良い仕事を探す人を助け
る。このグループは，『キャリアワークショップ』に取って代わる。

3. 『より良い仕事につくための教育』グループは，収入を増やすための教育を見極め
られるように助ける。このグループは，『成功するための計画』（Planning  for 
Success）〔日本語版はない〕に取って代わる。

すべてのグループはまた，『わたしの礎：原則，スキル，習慣』から，自立に関する12の教義
を学びます。

教会職員によるサポート，および，推奨されるリソースのリスト
教会は各地域で，自立支援の取り組みを補佐する職員を雇用しています。これには，地
域自立支援マネージャー（ASRM），自立支援オペレーションマネージャー，自立支援サー
ビスマネージャー，その他のスタッフが含まれます。職員は，ステーク自立リソースセンター
の必要を調整するのを助け，リソースと訓練を提供します。リソースには，メンター（助言
者）や，「推奨されるプログラムと学校」のリスト，地元の求人情報，起業資金を貸し付
ける団体の名前などが含まれます。

自立支援のウェブサイト
指導者と会員のためのさらなる情報は，srs. lds. orgにあります。

指導者と書記のためのリソース
「成人会員の自立状況」のツールは，ビショップが日々の生活の必要を満たせていない
会員を特定し，焦点を当てられるように助けます。このリソースには，leader. lds. org/ 
self - relianceでアクセスできます。
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『自立への道』ワークショップ
ステークまたはワードは，『自立への道』ワークショップを定期的に開きます。このワークショッ
プに出席する会員は自立への道を歩み始めます。会員たちは自立の教義的な重要性を
理解し，現在どの程度自立できているかを評価し，物質的に自立するために必要なスキル
や収入を確認し，目標達成に向けて助け合うためにどの自立グループに所属するかを決
めます。『自立への道』の冊子は，このプロセスを手助けします。評価は，個人で，神
権指導者や自立支援スペシャリストと一緒に，自立リソースセンターで，あるいはその他の
状況で行うことができます。「『自立への道』使用方法」のビデオをsrs. lds. org/ videos
で視聴してください。

訓練ビデオ
以下のビデオをsrs. lds. org/ videosで視聴してください。

フィードバックを歓迎します。
アイデアやフィードバック，提案、体験などがありましたら，SRSfeedback@ 
ldschurch. org，または srs. lds. org/ feedbackまでお寄せください。

対象者 ビデオのタイトル
指導者 聖徒たちに必要なものを与えるであろう（I Will Provide for My Saints）

ステーク自立支援委員会（The Stake Self- Reliance Committee）

ステーク自立支援委員会集会（The Stake Self- Reliance Committee Meeting）

ステーク自立支援スペシャリスト（Stake Self- Reliance Specialists）

ワード評議会を助ける（Helping Ward Councils）

自立グループの作り方（How to Form Self- Reliance Groups）

自立に向けて労働する（Laboring unto Self- Reliance）

『わたしの礎』ビデオ（My Foundation Vidoes）（12）

進行役 わたしの目的（My Purpose）

グループの進め方（How to Facilitate a Group）

準備をする方法（How to: Prepare）

導く方法－『わたしの礎』（How to Lead: My Foundation）

導く方法－「報告する」（How to Lead: Report）

導く方法－「学ぶ」（How to Lead: Learn）

導く方法－「深く考える」（How to Lead: Ponder）

導く方法－「決意する」（How to Lead: Commit）

ミーティングの管理方法（How to: Manage Meetings）

「行って行う」学習法（“Go and Do” Learning）
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グループのための教材
教材やビデオ，訓練は，アプリ「福音ライブラリー」，またはウェブサイト
srs. lds. orgから利用できます。（訳注－日本語のテキストや字幕つきのビデオは
http://ldschurch.jp/srs/manuals- and- videos で見ることができます。）教材
は，教会配送センターを通じて注文することもできます。

自立への道
参加者は全員，自分の自立レベルを把握し，どのグループが自立
する助けとなるかを決めるために，まずこの冊子を使います。グルー
プには，自営業，求職活動，教育のグループがあります。

わたしの礎：原則，スキル，習慣
3 つのグループは全て，毎回この冊子を使用して話し合い，自立
の基本的な霊的原則を応用します。

始める，育てる，わたしのビジネス
自営業者，または起業したい人向け。グループの参加者は，簿記，
マーケティング，金銭管理を実践します。また，小規模なビジネス
の実験を通して，収入を増やすさまざまな方法を試みます。

わたしの求職活動
良い職に就くためのスキルがある人向け。グループの参加者は，
機会を見つけ，ネットワーキング，効果的な自己アピール，面接の
質問に応える準備をすることにより，就職します。このグループに
参加することによって，最終的に就職します。

より良い仕事に就くための教育
就職や起業のために，教育や訓練が必要な人向け。グループの
参加者は，自立に役立つ職業を見極め，その職業に就くために
必要な学校や講習会（『自立への道』を含む）を見つけます。
このグループに参加することにより，最終的に学校へ行く計画を立
て，（必要ならば）PEF（永代教育基金）のローンを借ります。

『わたしの礎』と『はじめる，育てる，わたしのビジネス』の要件を完了したグループ参加
者は，LDSビジネスカレッジの認定証を受ける資格を得ることができます。

自立への道

わたしの礎
いしずえ

：	
原則，スキル，習慣

自　立

始める，育てる， 
わたしのビジネス
　　　　自 立　　　　

わたしの求職活動
　　　　　自 立   　　　　

より良い仕事に 
就くための教育
　　自 立　　  
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自立の教義と原則

教義
1．物質的なことと霊的なことは，一つである
 教義と聖約 29：34；アルマ 37：38 － 43

2．主はわたしたちに自立するよう命じておられ，わたしたちを
助けるために何でもおできになる

 教義と聖約 104：15 －16；100：1；1 ニーファイ 9：6；2 ニーファ
イ 27：21，23；モーサヤ 4：9；マタイ 28：18

3．自立は昇栄の原則である
	 教義と聖約 132：20

原則
以下の原則に関する詳細は， 自立支援冊子 『わたしの礎：原則， スキル，
習慣』 を参照してください。

1．イエス・キリストを信じる信仰を行使する
	 1 ニーファイ 9：6；へブル11 章

2．従順になる
 教義と聖約 93：28；130：20 － 21；アブラハム 3：25；へブル 5：

8 － 9

3．行動する
	 2 ニーファイ 2：16，26

4．奉仕し，一つとなる
	 モーセ 7：18；ガラテヤ 5：14
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