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1995年，大管長会と十二使徒定員会は，次のような，「家族──世界への宣言」を発
表しました。この宣言は，歴代の預言者が教会歴史を通じて繰り返し述べてきた教
義と慣習を宣言し，再確認するものです。そこにはすべての家族の幸福にとって重要
な原則が記されています。家族一人一人は，この宣言を研究し，その教えに従って生
活する必要があります。

「家族──世界への宣言」

iv

「わたしたち，末日聖徒イエス・キリス
ト教会の大管長会と十二使徒評議会は，
男女の間の結婚は神によって定められた
ものであり，家族は神の子供たちの永遠
の行く末に対する創造主の計画の中心
を成すものであることを，厳粛に宣言し
ます。

すべての人は，男性も女性も，神の形
に創造されています。人は皆，天の両親
から愛されている霊の息子，娘です。し
たがって，人は皆，神の属性と神聖な行
く末とを受け継いでいます。そして性別
は，人の前世，現世および永遠の状態と
目的にとって必須の特性なのです。

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っ
ていて，永遠の御父として神を礼拝し，
神の計画を受け入れました。その計画
によって，神の子供たちは肉体を得るこ
とができ，また，完成に向かって進歩し
て，最終的に永遠の命を受け継ぐ者とし
ての神聖な行く末を実現するために，地

上での経験を得られるようになったので
す。神の幸福の計画は，家族関係が墓
を超えて続くことを可能にしました。聖
なる神殿において得られる神聖な儀式
と聖約は，わたしたちが個人として神の
みもとに帰り，また家族として永遠に一つ
となることを可能にするのです。

神がアダムとエバに授けられた最初の
戒めは，彼らが夫婦として親になる能力
を持つことに関連したものでした。わた
したちは宣言します。すなわち，増えよ，
地に満ちよ，という神の子供たちに対す
る神の戒めは今なお有効です。またわた
したちは宣言します。生殖の神聖な力は，
法律に基づいて結婚した夫婦である男
女の間においてのみ用いるべきです。

わたしたちは宣言します。この世に命
をもたらす手段は，神によって定められ
たものです。わたしたちは断言します。
命は神聖であり，神の永遠の計画の中で
重要なものです。



v

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うと
ともに，子供たちに対しても愛と関心を
示すという厳粛な責任を負っています。
『子供たちは神から賜

たまわ

った嗣
し

業
ぎょう

であり』
（詩篇127：3）とあります。両親には，愛
と義をもって子供たちを育て，物質的に
も霊的にも必要なものを与え，また互い
に愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，
どこにいても法律を守る市民となるよう
に教えるという神聖な義務があります。
夫と妻，すなわち父親と母親は，これら
の責務の遂行について，将来神の御

み

前
まえ

で報告することになります。

家族は神によって定められたもので
す。男女の間の結婚は，神の永遠の計
画に不可欠なものです。子供たちは結婚
のきずなの中で生を受け，結婚の誓い
を完全な誠意をもって尊ぶ父親と母親に
より育てられる権利を有しています。家
庭生活における幸福は，主イエス・キリス
トの教えに基づいた生活を送るときに達
成されるに違いありません。実りある結
婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改め，赦
し，尊敬，愛，思いやり，労働，健全な娯
楽活動の原則にのっとって確立され，維
持されます。神の計画により，父親は愛
と義をもって自分の家族を管理しなけれ

ばなりません。また，生活必需品を提供
し，家族を守るという責任を負っていま
す。また母親には，子供を養い育てると
いう主要な責任があります。これらの神
聖な責任において，父親と母親は対等
のパートナーとして互いに助け合うとい
う義務を負っています。心身の障害や死
別，そのほか様々な状況で，個々に修正
を加えなければならないことがあるかも
しれません。また，必要なときに，親族が
援助しなければなりません。

わたしたちは警告します。貞節の律法
を犯す人 ，々伴侶

はんりょ

や子供を虐待する人 ，々
家族の責任を果たさない人々は，いつの
日か，神の御前に立って報告することに
なります。またわたしたちは警告します。
家庭の崩壊は，個人や地域社会，国家に，
古今の預言者たちが預言した災いをも
たらすことでしょう。

わたしたちは，全地の責任ある市民と
政府の行政官の方々に，社会の基本単位
である家族を維持し，強めるために，こ
れらの定められた事柄を推し進めてくだ
さるよう呼びかけるものであります。」

（『リアホナ』1996年6月号，10）





成り立ち
家族は末日聖徒イエス・キリスト教会に

とって神聖なものであり，この世から永遠に
わたって最も大切な，社会の構成要素で
す。神は家族を，神の子供たちが幸福を
得，愛のうちに正しい原則を学び，永遠の
命への備えをする場として定められました。

家庭は福音の原則を教え，学び，実践
する理想的な場所です。また，生活に必
要な食料や衣服，住居などをどう確保す
るかを個人が学ぶ場所です。父親と母
親は対等のパートナーとして，家族一人
一人が以下のことをできるように援助し
ていきます。

● 真理を求めて神への信仰をはぐくむ。

● 罪を悔い改めて罪の赦
ゆる

しのためのバ
プテスマを受け，末日聖徒イエス・キリ
スト教会の会員となって聖霊を受ける。

● 神の戒めを守り，聖文を熱心に学び，
日々個人の祈りをささげ，人に奉仕を
する。

● 福音を人に分かち合う。

家族の成り立ちと目的
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● 神殿でエンダウメントを受けてふさわ
しい伴

はん

侶
りょ

と永遠にわたる結婚をし，家
族のために幸福な家庭を作り，愛と犠
牲によって家族を支える。

● 亡くなった先祖についての情報を集
め，先祖のために神殿の儀式を行う。

● 霊的，社会的，肉体的，情緒的な面で
健全に生活していくうえで必要なもの
を提供する。

父親は家族を管理し，子供たちを教え，
生活に必要なものを家族に提供する責
任を持ちます。教会においてふさわしく
資格ある父親は，神権を持つことができ
ます。神権とは神の名によって行動する
ための力であり権能です。父親はこの力
と権能により家族の神権指導者となりま
す。父親は家族が天の御父のもとに戻る
備えができるように導きます。妻は父親

の最も大切な伴侶，パートナー，そして相
談相手です。夫婦は家族と家庭に関す
るすべてのことについて話し合います。
父親は家族が天の御父のもとに戻る備
えができるように導きます。

父親は家族の霊的な必要にこたえな
ければなりません。父親は，家族がイエ
ス・キリストの福音を学ぶようにし，進ん
で主の戒めに従うよう全力を尽くして励
まし，助けます。

神権を持つ父親は家族を祝福し，家
族の霊的な必要を満たすことができま
す。父親は適切な神権の権能と神権指
導者の承認を受けて以下の儀式を行う
ことができます。

1. 子供の命名と祝福

2. 子供（やそのほかの人）へのバプテス
マの執行

3. 子供（やそのほかの人）への末日聖徒
イエス・キリスト教会の会員としての確
認と聖霊の授与

4. 息子（やそのほかの人）への神権の授
与と神権の職への聖任

5. 聖餐
せいさん

の祝福とパス

6. 墓の奉献

メルキゼデク神権を持つ父親が神権
指導者の承認を受けずにできるものとし
ては，油の聖別と，家族をはじめとする病
人への祝福，必要に応じて行う特別な祝
福があります。（神権の儀式や祝福の方
法については本書18－25ページ参照。）
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父親は，家族が次に挙げる3つの基本
的な責任を積極的に果たすように働きか
けなければなりません。

1. 個人と家族の霊的，物質的備え

2. 福音を分かち合うこと

3. 家族歴史と生者と死者のための神殿
の儀式

母親は夫の対等のパートナーであり相
談相手です。子供に神の律法を教える父
親を援助します。家庭に父親がいない
場合は，母親が家族を管理します。

父親と母親は同じ目的のために一致
しなければなりません。家族皆が天の
御父のもとに帰ることを目標にすべきで
す。この目標に向かって夫と妻は力を合
わせる必要があります。主は，家族を教
え養う父親と母親を援助するために，教
会を設けられました。

家族に子供が生まれると，両親は子供
を愛し，子供に福音の真理を教え，義に
かなった生活の模範とならなければなり
ません。一方子供たちは，神の戒めを学
び，守らなければなりません。そして両
親を敬い，両親に従うのです。

教会の強さはイエス・キリストの福音に
生きる個人と家族にかかっています。家
族が福音の祝福をどの程度享受するか
は，父親と母親が親としての務めをいか
によく理解し，実行に移すかによって大
きく左右されます。教会が提供するプロ
グラムや責任は，父親や母親に重荷を負
わせたり，やる気をくじいたり，こうした最

も基本的な務めを怠らせたりするような
ものでは決してありません。

目　的
天の御父はわたしたちを愛しておられ

るので，わたしたちが昇栄して御自身の
ようになることを望んでおられます。御
父は，わたしたちを助けるために，神聖
な真理の法則に基づいた計画を授けて
くださいました。その計画を学んで忠実
に実行する人は，いつの日か御父のよう
になり，御父と同じような生活を享受す
ることができるのです。

その計画には，天を離れて地球に来
ることが含まれていました。わたしたち
はこの地球で肉体を得，経験を通して学
び，神の前でもう一度生活するにふさわ
しいことを証明します。神の律法を守る
ことを自由に選択することにより，ふさわ
しさを証明するのです（アブラハム3：
23－25；2ニーファイ2：27参照）。

天の御父と生活できるよう自分自身を
備えるために，御父はわたしたちのため
に家族という単位を組織してくださいま
した。神聖な儀式と聖約を通して，家族
は永遠に結ばれます。
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親切と愛をもって子供を教える
主は両親に対して，子供たちに福音を

教えるように命じられました。こうおっ
しゃいました。

「さらにまた，シオンにおいて，または
組織されているそのいずれかのステーク
において，子供を持つ両親がいて，八歳
のときに，悔い改め，生ける神の子キリ
ストを信じる信仰，およびバプテスマと
按
あん

手
しゅ

による聖霊の賜
たま

物
もの

の教義を理解す
るように彼らを教えなければ，罪はその
両親の頭

こうべ

にある。

これが，シオン，または組織されている
そのいずれかのステークに住む者への
律法である。

その子供たちは，八歳のときに罪の赦
ゆる

しのためのバプテスマを受け，また按手
を受けなければならない。

また，彼らはその子供たちに祈ること
と，主の前をまっすぐに歩むことも教え
なければならない。」（教義と聖約68：
25－28）

両親は，「主の薫
くん

陶
とう

と訓戒とによって
〔子供たちを〕育てなさい」という使徒パ
ウロの勧告を常に心に留めながら，愛と
親切とをもって教えなければなりません
（エペソ6：4）。

家族の聖文学習
わたしたちは天の御父のようになり，

御父と同じような生活をすることができ

4
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ます。ただしそれは，その祝福の基と
なっている律法を守ることによってのみ
可能です（教義と聖約130：20－21参照）。
わたしたちは律法を守る前に，その律法
が何かを知らなければなりません。「人
が無知で救われることは不可能」です
（教義と聖約131：6）。

イエス・キリストはわたしたちの指導者，
立法者です。主はわたしたちがどの道を
進み，どのような律法を守らなければな
らないかを御存じです。そして一人一人
に御自分に従って来るように招いておら
れます。主はこのように言われました。
「わたしは道であり，真理であり，命である。
だれでもわたしによらないでは，父のみも
とに行くことはできない。」（ヨハネ14：6）
御父と同じようになってみもとに戻るに
は，イエスの教えを学び，それに従わなけ
ればなりません。わたしたちには聖文が
与えられており，イエス・キリストの生涯と
教えと戒めについて知ることができます。

教会が聖典として承認している4つの
書物は，聖書，モルモン書，教義と聖約，
高価な真珠です。これらの聖典は，わた
したちのあらゆる思いや行いや教えの
尺度となる福音の律法と標準について
説明するものです。また聖典からは，イ
エス・キリストの生涯や教えだけでなく，
信仰をもって神の戒めを守った人々の模
範も学ぶことができます。

イエスは聖文を研究するようにお教え
になりました（ヨハネ5：39；3ニーファイ
23：1；教義と聖約88：118参照）。

家族は定期的に一緒に聖文を研究して
主の教えを学び，実践します。両親は毎日
決まった時間に家族を集め，皆で聖文を
読んで話し合います。字が読める家族全
員に，聖文を読む機会を与えてください。

聖文を読む前に家族の一人が祈りを
ささげ，これから読む内容を一人一人が
理解して証

あかし

を得られるようにお願いする
のもよいでしょう。また，読んだ後で家
族の祈りをすることもできます。

家族で聖文を読んで深く考えることに
より，救い主のようになりたいという思い
が強まり，生活の中でさらに豊かな幸福
と平安を味わえることでしょう。

個人と家族の祈り
わたしたちは皆，祈りを通して天の御

父と交わることを学ばなければなりませ
ん。御父はわたしたちを愛しておられる
ので，わたしたちの声を聞きたいと思っ
ておられます。御父から与えられた祝福
に感謝し，助けや導きを求めることを望
んでおられるのです。天の御父はわたし
たちが求めるときに助けを与えてくださ
います。祈るときには普通，頭を下げて
目を閉じます。ひざまずいても，座って
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も，立ったままでもかまいません。

祈るときには，次の4つの指針が役立
つでしょう。

1. 祈りの初めに天の御父に呼びかけま
す。「天のお父様……」

2. 受けた祝福について天の御父に感謝
します。「……に感謝します。」

3. 必要な助けを願い求めます。「どうぞ
……してください。」

4. 救い主の名によって祈りを終えます。
「イエス・キリストの御

み

名
な

によって祈りま
す。アーメン。」

必ずしもこの4つの段階すべてに従う
必要はありませんが，これを覚えておけ
ば祈りの方法が分かるようになります。
祈りの始めと終わりは常にこの段階の1と
4に従いますが，それ以外は心に感じる
ままに話すことが大切です。時には，祈
りのほとんどを御父への感謝に使いた
いと思うこともあるでしょう。またあると

きには，助けを求めるだけになるかもし
れません。

個人の祈り

すべての人は，少なくとも朝と夜に個
人の祈りをします。両親は，子供が言葉
を話し始めたらすぐに，個人の祈りの方
法を教えます。子供と一緒にひざまずい
て，祈りの言葉を少しずつ繰り返させる
ことにより，祈り方を教えることができま
す。子供はすぐに自分で祈れるようにな
るでしょう。

家族の祈り

すべての家族は，毎日家族の祈りを行う
べきです。家族全員が集まってひざまずき，
家長が祈りをささげるか，あるいは家族の
一人に祈ってもらいます。家族全員が定期
的に祈る機会を与えられるようにしてくださ
い。小さな子供たちも，両親の助けを得て
祈ることができます。家族の祈りは，子供
に祈る方法を教え，神への信仰，謙

けん

遜
そん

，愛
などの原則を教える絶好の場です。
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特別な祈り

両親は子供たちに，神が常にわたし
たちの祈りに耳を傾けてくださることを
教えます。個人の祈りと家族の祈りに加
えて，助けが必要なときや感謝の気持ち
を表したいときにはいつでも祈ることが
できます。

食事の祝福

両親は家族が，食事の前に食べ物を
神に感謝し，その食物を祝福してくださ
るよう神に祈ることを学べるようにしま
す。幼い子供も含めて家族全員に，順番
に食事の祝福をしてもらいます。両親と
子供たちは食物の祝福の祈りをささげる
ことによって，天の御父への感謝の念で
常に心を満たせるようになります。

家庭の夕べ
家庭の夕べは，結婚したばかりの夫

婦や，両親と子供，独りで子供を育てて
いる親と子供，子供たちが巣立っていっ
た夫婦，家庭の夕べグループに属するシ
ングルアダルト，また，独り暮らしの人や，
ルームメイトと暮らす人など，すべての人
のためにあります。どのような状況に

あっても，すべての人は家庭の夕べを行
うことによって祝福を受けられます。教
会では月曜日の夜にほかの活動を行わ
ないで，各家族がこの時間に家庭の夕べ
を行えるようにしています。

大管長会は次のように述べています。
「主の勧告に従い，毎週家庭の夕べを開
くなら，皆さんの家庭には必ずやすばら
しい祝福があるでしょう。この真の教会
に属するご両親の皆さん，わたしたち大
管長会は絶えず祈っています。どうか皆
さんが子供たちに福音の原則を教え，自
らその模範となるという責任を引き受け
られますように。そして神の祝福があり，
この地上で最も大切な親としての責任
を，うまずたゆまず果たしていかれますよ
うに。」（「大管長会より皆様へ」『家庭の
夕べアイデア集』iv）

父親は家長として，家庭の夕べを管理
します。父親が不在の場合は，母親が管
理します。司会は両親が行うか，家族の
一人に割り当ててもよいでしょう。レッス
ンは両親が行うか，レッスンができる年
長の子供に委任します。ある程度の年
齢になったら皆，何らかの責任を果たす
機会を与えます。小さな子供でも音楽の
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指揮や聖句の朗読，質問に答える，絵を
持つ，リフレッシュメントを配る，祈るなど
の責任を果たすことができます。

提案として家庭の夕べの概要を示して
おきます。

● 開会の歌（全員）

● 開会の祈り（家族の一人）

● 詩または聖文の朗読（家族の一人）

● レッスン（両親または年長の子供）

● 活動（一人の指導により全員が参加）

● 閉会の歌（全員）

● 閉会の祈り（家族の一人）

● リフレッシュメント

家庭の夕べはこれ以外にも，いろいろ
な方法で開くことができます。いかなる活
動であれ，互いの愛を深め，家族を一つ
にし，天の御父に近づけるように助け，正
しい生活をするように促すものであれば，
それを家庭の夕べにすることができます。
例えば次のような活動があります。聖文
を読む，福音について話し合う，証をす
る，奉仕活動を行う，一緒に歌う，ピク
ニックに行く，家族でゲームをする，ハイ
キングに行く。どのような形の家庭の夕べ
でも，祈りは必ず含めるようにします。

レッスンの土台になるのは，聖句や末
日の預言者の言葉，特に総大会の説教，
また個人の経験や証などです。多くの
レッスンは救い主の降誕と生涯，教え，
贖
しょく

罪
ざい

を中心とすべきです。『福音の原則』

や『福音の基礎』（Gospel Fundamentals
〔英文〕），『真理を守る』『若人の強さの
ために』，また教会機関誌には，家庭の
夕べで教えることのできる内容の記事や
情報が多く掲載されています。

例えば，次のような項目を採り上げて
教えることができます。

● 救いの計画

● イエスの生涯と教え

● 悔い改め

● 祈り

● 断食

● 知恵の言葉

● 道徳に関する主の標準

● 聖
せい

餐
さん

の意味

● 什
じゅう

分
ぶん

の一

● 感謝

● 正直

● 神と被造物に対する敬虔
けいけん

な気持ち

● バプテスマ，神権の聖任，結婚への備え

● 神殿に参入する備え

● 聖文を読む

● 安
あん

息
そく

日
にち

を聖
きよ

く守る

● 人を赦す

● 証を得て分かち合う

● 福音を宣
の

べ伝える

8



● 家族の歴史を編さんする

● 死を理解し，受け入れる

● 家族の問題を解決する

● 家庭の財政管理

● 家族の家事分担

● 音楽を理解し，楽しむ

祝祭日や記念日
クリスマスや復活祭，神権回復記念日，

総大会，家族のだれかが伝道地へ赴任
する，子供の誕生，バプテスマ，神権へ
の聖任などは，福音の真理を教えるのに
特に良い機会です。

什分の一と献金

主は御自分の民に，什分の一の律法
を守り，約束された祝福を受けるふさわ
しさを身に付けるよう命じておられます
（マラキ3：8－11参照）。

両親が什分の一の律法や献金につい
て教える最良のときはいつでしょうか。
それは，子供たちが自分で什分の一や
献金を納めるときです。子供たちは両親

の行動を見て感化されます。お小遣い
をもらっている子供は，什分の一を納め
るべきです。3つの箱を用意するとよい
でしょう。一つは什分の一用，一つは伝
道用，そしてもう一つは使うためです。子
供は，お金をもらったらまず10パーセン
トを什分の一用の貯金箱に入れることを
学ばなければなりません。それから幾ら
かを伝道用に入れ，残りを使うための貯
金箱に入れるようにします。

子供たちが什分の一を納めるとき，両
親は什分の一記入用紙の書き方を教え，
お金と一緒に封筒に入れてビショップ
リックまたは支部会長会に持っていくこ
とや，送付することを教えるべきです。遠
隔地に住む家族は，担当の神権指導者
に什分の一を渡すべきです。（訳注――
日本では什分の一を振り替え用紙に記
入し，郵便局で支払う「直接献金制度」を
利用していますが，子供や新しい会員は，
記入した振り替え用紙と献金をビショッ
プリックまたは支部会長会に渡して，代
わりに支払ってもらうこともできます。）

食事のときの話し合い
食事の時間は福音について話し合う

のに最適な時間です。小さな子供たちは
福音について質問をしたり答えたりする
のが好きです。答えが分からなかったと
きは，両親が簡単に答えながら福音を教
えることができます。毎回福音の話をす
る必要はありませんが，週に2，3回行え
ば家族の福音学習に役立つでしょう。
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寝る前の読み聞かせ
ほとんどの子供は，寝る前に本を読ん

でもらうのが好きなので，聖典や教会の
出版物，または個人の経験談を読んだり，
話したりすれば，福音を教えるすばらし
い機会となります。正直さや，物を分か
ち合うこと，親切などを扱った物語は，
福音の重要な原則を教えるものです。

ともに働く

家族が家でともに働くとき，福音を教
える機会がたくさん訪れます。例えば家
の中や庭の掃除をしながら，両親は機会
をとらえて福音の話をします。子供の方
から質問をすることもよくあるので，両親
は時間を取って簡潔に答えてください。
また，「よく働くね。天のお父様は君のこ
とを誇りに思っておられるよ」とか「きれ
いな雲だね。天のお父様が造ってくだ
さったんだよ」のような言葉は，子供の心
に天の御父への感謝の気持ちをはぐく
み，御父が実在の御方であるとの確信を
持たせることでしょう。

家族会議
両親は家族を集めて家族会議を開くこ

とができます。家族はこの会議を使って，
家族の目標を設定し，問題を解決し，財
政について話し合い，計画を立て，助け合
い，証を述べ，互いのために祈ってくださ
い。家族会議は必要に応じて開けばよい
のですが，毎週日曜日または家庭の夕べ
の前後に開くように決めてもいいでしょう。
家族会議を成功させるには，一人一人の
発言や気持ちを尊重することです。

一対一で話すこと
多くの両親は，子供と定期的に一対一

で話すことが効果的であると気づいてい
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ます。子供ともっと親しくなって励ましを与
えることができますし，福音を教えること
もできます。この一対一の話は形にとらわ
れずに何回でも行うことができます。

親は子供に対して愛と信頼の気持ち
を示すようにします。子供には，悩んでい
ることや経験したことなど，子供が自分
の気持ちを自由に話す時間を与えてくだ
さい。よく耳を傾け，子供の抱えている
問題や悩みを真剣に受け止めなければ
なりません。一緒に祈ってもよいでしょう。
話の中で家族のほかの人が関係する問
題が出てきたら，次回の家庭の夕べで話
し合うこともできます。

家族活動
両親は家族みんなで一緒に行う活動

をしばしば計画するようにします。ピク
ニックやキャンプ，家族で行うプロジェク
ト，家の修理や庭の手入れ，水泳，ハイ
キング，健全な映画やその他の娯楽など
が，皆で楽しめる活動として挙げられま
すが，ほかにもたくさんあります。

皆で活動を楽しむ家族は，愛と一致の
精神をさらにはぐくむことができます。子
供たちはもっと親の言うことを聞くように
なり，親との関係が親密になれば忠告に
も耳を傾けるようになります。そうすれ
ば福音も，さらに効果的に教えられるよ
うになるでしょう。
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主の教会の使命は，すべての人をキリ
ストのもとに招くことにあります。家族は
以下のことを行ってその使命の達成を支
援することができます。

1．家族の霊的および物質的な必要を満
たし，ほかの人々の必要も満たせるよ
うに助ける。

2．周囲の人々に福音を分かち合う。

3．家族が神殿の祝福を受け，亡くなった先
祖もその祝福にあずかれるように助ける。

霊的および物質的な必要を満たす

霊的な必要

本書の「家庭で福音を教える」の項に
詳しく述べられています。

物質的な必要

家族は自分たちの物質的必要を満た
すと同時にほかの人々をも助けることが
できるように，自立していなければなりま
せん。自立するには進んで働かなけれ
ばなりません。労働とは，肉体的，精神
的，霊的な力を用いることです。それは
達成感，幸福感，自尊心，繁栄の源の一
つです。両親は自立を目指して努力する
とともに，子供にもそれを教えます。自立
すれば助けの必要な人を援助することが
できるからです。

家族の生活上の必要を満たし，保護
を与えるのは父親の責任です。子供たち
の養育は，主として母親の責任です。両
親は家族に清潔な家と健康によい食物，

家族の責任を果たす
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衣服，医療，教育の機会，財政管理教育，
それに可能であれば食料の一部を自分
で育てる訓練を提供します。また，食料
品の調理方法や保存方法も教える必要
があります。

両親はこうした物質的な必要を満たす
ために，進んで勤勉に働かなければな
りません。「またあなたがたは，自分の
子供たちが飢えていたり，着る物がな
かったりするのをほうってはおかないで
あろう。」（モーサヤ4：14）また，病気や
災害，失業などのときにも家族を支えて
いけるように準備しておくべきです。もし
も父親が家族を養えず，家族も援助でき
ないときは，神権指導者を通じて教会の
援助を求めることができます。

子供たちは，両親の仕事を手伝ったり，
学校の勉強に励んだり，自分の衣服や持
ち物を大切に扱ったり，家や自分の体を
清潔に保ったり，健康を維持したりする
ことによって，家族の物質的な必要を満
たすのを助けることができます。

家族は読み書きや基本的な計算能力
を向上させ，あらゆる機会をとらえて知
識や技能を高めるようにすべきです。ま
た，知恵の言葉を守り，健康によい食品
を食べるようにします。可能な地域では，
生活を維持するために必要な食品や基
本的な物資を1年分備蓄します。また，
不必要な負債を避け，将来のために貯
蓄をし，債務に関する責任をすべて果た
し，浪費を避け，お金や財産を賢明に使

うようにしなければなりません。

両親は子供たちに分かち合うことの大
切さを教える必要があります。どんなに
貧しくても，人は何かを分かち合うことが
できます。貧しい人を助ける一つの方法
は，毎月断食をして断食献金を納めるこ
とです。断食献金は，飢えた人に食べさ
せ，家のない人に宿を与え，裸でいる人
に着せ，苦しんでいる人に安らぎをもたら
すために使われます。わたしたちは，ほ
かの人 を々助けるときに，主に愛を示すこ
とができます。主は次のように言われまし
た。「わたしの兄弟であるこれらの最も
小さい者のひとりにしたのは，すなわち，
わたしにしたのである。」（マタイ25：40）

福音を伝える
主は末日の預言者を通して，すべての

教会員に福音を伝える責任があると教
えておられます。「警告を受けた人は皆，
その隣人に警告しなければならない。」
（教義と聖約88：81）モルモン書の預言
者アルマは，バプテスマを受けた人は，
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率先して「いつでも，どのようなことにつ
いても，どのような所にいても，死に至る
までも神の証人になる」べきであると説
いています（モーサヤ18：9）。

家族は，親
しん

戚
せき

や友人，隣人がイエス・キ
リストの福音を学び，祝福に満ちた生活
が送れるよう，できることをすべて行うよう
にします。両親と子供は，福音を伝えるこ
とによって自分の証

あかし

を強め，ほかの人々
の生活に福音の祝福をもたらすことがで
きます。家族には次のことができます。

● すべての戒めに従って，良い模範を示
す（マタイ5：16参照）。

● 教会の会員であることに感謝し（ロー
マ1：16参照），自分が教会員であるこ
とをほかの人に知ってもらう。

● 知人に，教会についてもっと知りたい
と思うか尋ねる。

● 主に祈って，福音を聞く備えのできて
いる個人や家族を選べるよう，助けを
求める。

● 家族または個人を何らかの方法で教会
に紹介する。例えば，家庭の夕べや教
会の活動に招待する。教会の書籍や
パンフレットを渡して読んでもらう。また，
福音がもたらす祝福について話す。

● 家族や個人を家に招待して，宣教師か
ら福音を学んでもらう。

両親には，専任宣教師として奉仕する
ために自分自身や子供を備えさせる責
任があります。子供たち，特に息子たち

を伝道に備えさせるために，両親は家庭
で福音を教え，個人と家族の聖文研究と
祈りを行い，福音を伝える責任と祝福に
ついて頻繁に話をします。また，伝道の
ために貯金することや勤勉に働くこと，自
立すること，人を愛し，奉仕することを子
供に教えます。

生者と死者のための神殿の儀式

ふさわしい教会員は神殿の中で神聖
な儀式を受け，神と聖約を交わします。
また，亡くなった先祖のために儀式を行
います。可能な地域では，父親と母親は
神権指導者から神殿推薦状を受け，神
殿に参入して自分自身の神殿の儀式を
受けます。たとえ参入できない場合でも，
神殿推薦状を受けるにふさわしい生活
をしなければなりません。

家族には，神殿の儀式を受けずに亡
くなった先祖のために身代わりの儀式が
行われるようにする神聖な責任がありま
す。自分自身の儀式を受けた教会員で
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神殿が近くにある人は，時間と費用の許
すかぎり頻繁に神殿に参入し，先祖のた
めに儀式を受けるようにします。

両親は，自分たちの生活や子供たち
の生活の中で起こった重要な出来事の
記録をまとめておきます。子供の祝福，
バプテスマ，聖任，結婚，死亡などの証
明書や，重要な手紙，写真，新聞の切り
抜きなども含まれます。両親は自分たち

の個人の歴史をまとめると同時に，家族
一人一人にも，個人の記録をつけるよう
に励まします。年少の子供の場合は，両
親が手伝う必要があるでしょう。

家族には，自分たちの先祖について
調べた情報を編さんし，記録する責任が
あります。まず，4代前の人々まで調べ，
情報を編さんするとよいでしょう。

指導者訓練

神権指導者，また補助組織の指導者は，
ステークや伝道部，地方部の指導者の指
示の下に，両親が3つの基本的な家族の
責任を理解し，家族内で果たすように教
えます（12－15ページ参照）。指導者は父
親や母親に，家族をどう導くかを教えな
ければなりません。遠隔地に住んでいる
家族については，ステーク，伝道部，地方
部の指導者が担当して，両親がその務め
を学んで達成できるように助けます。



家族の中には遠隔地に住んでいるた
め，定期的にワードや支部に集えない場
合があります。そのような家族は，ステー
ク，伝道部，または地方部の承認の下に，
家庭で日曜日の礼拝行事を行うべきで
す。教会組織が設立されていない地域
の家族は，地域会長の許可を受ける必
要があります。

父親または別の神権者は，聖
せい

餐
さん

を準備
し，祝福することができます。その際，父
親または別の神権者はふさわしいアロン
神権の祭司またはメルキゼデク神権者で，
神権指導者から承認を受けた人でなけれ
ばなりません。パスは神権者ならだれでも
できます。聖餐式の執行については本書
の21－23ページを参照してください。

日曜日の礼拝行事は簡潔かつ敬
けい

虔
けん

で
神聖なものでなければなりません。以下
のような構成になるでしょう。

1. 開会の賛美歌

2. 開会の祈り

3. 聖餐の祝福とパス

4. 以下の一つまたは幾つか

● 短い話または証
あかし

（1，2名）

● 家族での聖文の朗読と話し合い

● 家族の一人が行うレッスン

5. 閉会の賛美歌

6. 閉会の祈り

家庭で礼拝行事を行う
（遠隔地に住む家族のために）
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日曜日の礼拝行事を計画する際，両親
は，主の御

み

霊
たま

の導きを求め，それに従う
べきです。モルモン書の民はこのような
形の礼拝の例を紹介しています。「また
教会員の集会は，御霊の働くままに……
教えを説くことも，勧めることも，祈ること
も，請い願うことも，歌うことも，聖霊の
力によって導かれるままに行われた。」
（モロナイ6：9）

家族は，基本的な手引き書として聖典
を使うべきです。加えて，総大会の説教，
『福音の基礎』（Gospel Fundamentals
〔英文〕），『福音の原則』，『真理を守る』，
『若人の強さのために』，伝道用パンフ
レット，教会機関誌，教会のほかの出版
物や視聴覚教材を用いることができます。

家族の中に適切な神権を持つ神権者
がいないときは，父親または母親が家族

を集めて賛美歌を歌い，聖文を研究し，
祈り，家族同士の，そして天の御父とのき
ずなを深めます。その家族を担当する神
権指導者は，彼らが定期的に聖餐を受け
られるように配慮しなければなりません。

両親は，ハイキング，ピクニック，健全な
映画，親

しん

戚
せき

への訪問，スポーツ，音楽会，
水泳などの活動を週日に行います。

遠隔地に住む家族は，什
じゅう

分
ぶん

の一や断
食献金，その他のささげ物を，担当の神
権指導者に納めます。

遠隔地に住む家族は，教会に報告書
は提出しませんが，担当の神権指導者が
定期的に父親と面接をし，家族について
の報告を聞きます。必要な場合，指導者
は電話で面接を行うこともできます。



神権の儀式とは，主によって授けられ，
神権の権能によって執行される神聖な儀
式です。神権の祝福は，癒

いや

しや慰め，励
ましのために，神権の権能によって授け
られます。儀式や祝福を執行する兄弟は，
福音の原則に従い，聖なる御

み

霊
たま

に導か
れるように努力することによって，自分自
身を備えます。儀式と祝福は，厳粛に執
行すると同時に，以下の条件を満たすよ
うにします。

1. イエス・キリストの名によって執行する。

2. 神権の権能によって執行する。

3. 特定の言葉を用いる，聖別された油
を用いるなど，必要な手順を踏む。

4. 必要に応じて，正しい鍵
かぎ

を有する，しか

るべき神権指導者から承認を受ける。

神権指導者の承認を必要とする儀式
は，子供の命名と祝福，バプテスマと確
認の執行，神権の授与と神権の職への聖
任，聖

せい

餐
さん

の祝福とパス，墓の奉献です。

数人の神権者が儀式や祝福に加わる
ときには，各人が左の兄弟の肩に軽く左
手を置きます。あまりの大勢の神権者に
加わってもらうことは好ましくありません。

これから儀式と祝福について説明し
ます。父親の皆さんは，家庭にあって家
長としての務めを果たすのに役立ててく
ださい。
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子供の命名と祝福

「子供を持つキリストの教会の各会員
は，教会員の前で長老たちのもとに子供
たちを連れて来なければならない。そし
て長老たちは，イエス・キリストの名に
よって彼らに手を置き，その名によって
彼らに祝福を授けなければならない。」
（教義と聖約20：70）この啓示に従って，
ふさわしいメルキゼデク神権者だけが子
供の命名と祝福に参加できます。子供の
命名と祝福の儀式を行うには，管理役
員の承認が必要です。

乳児を祝福する場合，メルキゼデク神
権者は輪になり，乳児の下に両手を添え
て支えます。乳児よりも大きな子供を祝
福する場合，兄弟たちは子供の頭の上に
軽く両手を置きます。祝福を与える人は
次のように行います。

1. 天の御父に呼びかける。

2. メルキゼデク神権の権能により祝福が
授けられることを宣言する。

3. 子供に命名する。

4. 御霊の導きのままに神権の祝福を与
える。

5. イエス・キリストの名によって終える。

バプテスマ
ふさわしい祭司またはメルキゼデク神

権者は，管理役員の指示の下に，バプテ
スマを執行することができます。次のよ
うに行います。

1. バプテスマを受ける人とともに水の中
に立つ。

2. 執行を容易にし，安全を期すために，
左手で志願者の右手首を持つ。志願
者は左手で執行者の左手首を持つ。

3. 右腕を直角に挙げる。

4. 志願者の姓名を呼び，次のように言う。
「わたしはイエス・キリストより権能を受
けたので，御父と御子と聖霊の御

み

名
な

に
よって，あなたにバプテスマを施しま
す。アーメン。」（教義と聖約20：73）

5. 執行を容易にするために，志願者は右
手で自分の鼻をつまむ。執行者は右
手を志願者の背の上部に当て，衣服を

19



20

含めて志願者を完全に水中に沈める。

6. 志願者が水中から上がるのを助ける。

二人の祭司またはメルキゼデク神権
者がバプテスマの証人を務め，儀式が正
しく執行されたかどうかを確認します。
執行者の言葉が教義と聖約20：73に記
されているとおりに宣言されなかったり，
志願者の体または衣服が完全に水に沈
められなかったりした場合は，儀式を再
度行わなければなりません。バプテスマ
を受ける人，および儀式執行者は，濡れ
ても透けない白い衣服を着用します。

確　認
9歳以上の改宗者，または両親が二人

とも会員でない8歳の子供は聖餐会で確
認を受けます（教義と聖約20：41参照）。
少なくとも両親のどちらかが教会員であ
り，両親からバプテスマと確認の許可を
得た8歳の子供は，バプテスマを受けた
直後に，その場で確認を受けることがで
きます。ビショップ，あるいは支部会長
の指示の下，一人または複数のメルキゼ
デク神権者がこの儀式を行うことができ
ます。全員が確認を受ける人の頭に両手
を軽く置き，執行者は次のように儀式を
行います。

1. 確認を受ける人の姓名を呼ぶ。

2. メルキゼデク神権の権能によって儀式
が執行されることを宣言する。

3. 末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に
確認する。

4.「聖霊を受けなさい」と言って，聖霊の
賜
たま

物
もの

を授ける。

5. 御霊の導きのままに神権の祝福を与
える。

6. イエス・キリストの名によって終える。

神権の授与と神権の職への聖任

ビショップまたは支部会長は，アロン
神権の授与と執事，教師，祭司の職への
聖任を監督します。アロン神権の聖任を



21

受ける人は，聖任される前にビショップ，
または支部会長と面接し，ふさわしいと
認められなければなりません。また，聖
餐会で指示を受けます。ビショップまた
は支部会長の承認を受けた場合は，祭
司がその人にアロン神権を授け，アロン
神権の職に聖任することができます。

メルキゼデク神権の授与と，長老と
大祭司の職への聖任は，ステーク会長，
または伝道部会長が監督します。

神権の授与や神権の職への聖任は，
必要な神権を受けていて，管理役員か
ら承認を受けた一人以上の神権者が，
儀式を受ける人の頭の上に軽く手を置き
ます。儀式を行う人は次のようにします。

1. 受ける人の姓名を呼ぶ。

2. 聖任が行われる権能（アロン神権また
はメルキゼデク神権）を宣言する。

3. 以前に授与されていなければ，アロン神
権またはメルキゼデク神権を授ける。

4. アロン神権またはメルキゼデク神権の
職に聖任し，その職の権利，力，権能
を授ける。

5. 御霊の導きのままに神権の祝福を与
える。

6. イエス・キリストの名によって終える。

聖　餐
聖餐は非常に神聖な儀式です。聖餐

を受けるとき，イエス・キリストの生涯と教
えと贖

しょく

罪
ざい

について思い起こす機会が与

えられます。そして，バプテスマのときに
交わした聖約を新たにするときとなりま
す（モーサヤ18：8－10）。

教師と祭司は聖餐を準備することがで
きます。祭司が聖餐を祝福します。執事，
教師，祭司はパスをすることができます。
メルキゼデク神権を持つ兄弟たちも聖
餐の準備や祝福，パスを行うことができ
ますが，通常はアロン神権者が足りない
とき以外は行いません。重大な罪を犯
した神権者は，ビショップ，または支部会
長の助けを得て悔い改め，問題を解決
するまで，聖餐の準備，祝福，パスをす
べきではありません。

聖餐の準備，祝福，パスを行うすべて
の神権者は，この儀式を主の代理として
行います。ですから，神権を有するすべ
ての人は，この割り当てに厳粛かつ敬

けい

虔
けん

な態度で臨まなければなりません。身だ
しなみを整え，清潔にし，つつましい服
装にします。この儀式の神聖さにふさわ
しい外観を保つべきです。

聖餐を準備する神権者は集会の前に
次のことを済ませます。清潔なパン用の
トレイに1枚のパンを置き，新鮮な水を入
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れた聖餐カップとトレイを聖餐台の上に置
きます。白い清潔な布でパンと水を覆いま
す。

聖餐の賛美歌の間，聖餐台にいる人
はパンのトレイの覆いを取り，パンを小さ
く裂きます。賛美歌の後，パンの祝福を
する人はひざまずき，パンのための聖餐
の祈りをささげます。その後，パスをす
る兄弟たちが敬虔な気持ちで秩序正し
く，出席している人々にパンを配ります。
集会の管理者が最初に聖餐を受けます。
すべての人がパンを取ったら，トレイを聖
餐台へ戻します。聖餐の祝福をする人は，
パンのパスが終わったら，速やかにトレ
イを再び覆います。

次に，聖餐台にいる人は水のトレイの
覆いを取ります。水の祝福をする人はひ
ざまずき，水のための聖餐の祈りをささ
げます。その後，パスをする兄弟たちが
出席者に水を配ります。終わったら，トレ
イを再び聖餐台へ戻し，覆います。聖餐
の祝福とパスをした兄弟たちは会衆の
中に座ります。

聖餐は子供を含めた，教会員のため
のものです。集会の司会者は，聖餐が会
員だけに配られるものであると公表する
必要はありません。教会員でない人が聖
餐を取るのを拒むようなことは一切行い
ません。

聖餐の祈りははっきりと，正確に，威厳
をもって唱えるようにします。言葉を間
違って，自分で訂正しなかった場合，ビ
ショップ，または支部会長はその人に，祈

りをやり直し，正しくささげるよう伝えます。

パンの祝福の祈りは次のとおりです。

「永遠の父なる神よ，わたしたちは御
子イエス・キリストの御名によってあなた
に願い求めます。このパンを頂くすべて
の人々が，御子の体の記念にこれを頂け
るように，また，進んで御子の御名を受
け，いつも御子を覚え，御子が与えてく
ださった戒めを守ることを，永遠の父な
る神よ，あなたに証明して，いつも御子
の御霊を受けられるように，このパンを
祝福し，聖

きよ

めてください。アーメン。」（教
義と聖約20：77，モロナイ4章）

水の祝福の祈りは次のとおりです。

「永遠の父なる神よ，わたしたちは御
子イエス・キリストの御名によってあなた
に願い求めます。この〔水〕を頂くすべて
の人々が，この人々のために流された御
子の血の記念にこれを頂けるように，ま
た，いつも御子を覚えていることを，永遠
の父なる神よ，あなたに証明して，御子
の御霊を受けられるように，この〔水〕を
祝福し，聖めてください。アーメン。」（教
義と聖約20：79，モロナイ5章）

聖餐は集会後すぐに片付けます。残っ
たパンは食用として使うことができます。

聖餐の祝福とパスを行うには，管理
役員の承認が必要です。

油の聖別
一人または複数のメルキゼデク神権

者は，病める人，悩める人に油を注ぐ神
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聖な目的のために，純粋なオリーブ油を
聖別することができます。油の聖別をす
る人は次のように行います。

1. オリーブ油の容器を開けて持つ。

2. 天の御父に呼びかける。

3. メルキゼデク神権の権能によって行っ
ていることを宣言する。

4. 病める人，悩める人に注がれ，祝福を
与えるべきものとして，油（容器ではな
い）を聖別する。

5. イエス・キリストの名によって終える。

病人への癒しの祝福
病人や苦しむ人への癒しの祝福は，メ

ルキゼデク神権者だけが行うことができ
ます。通常，二人以上の神権者でこの儀
式を行いますが，一人で行うこともできま
す。聖別された油がないときは，メルキ
ゼデク神権者が神権の権能により祝福
を授けます。

メルキゼデク神権を持つ父親は，病気
の家族に癒しを行うべきです。その際，
もう一人のメルキゼデク神権者に援助を

依頼することができます。

病人への癒しは二つの部分に分かれ
ます。（1）油注ぎと（2）油注ぎの結び固め
です。

油注ぎ

一人のメルキゼデク神権者が病人に
油を注ぎます。次のように行います。

1. 聖別された油を一滴，病人の頭に注ぐ。

2. 両手を病人の頭に軽く置き，病人の姓
名を呼ぶ。

3. メルキゼデク神権の権能によって執行
することを宣言する。

4. 病人や苦しむ人に注ぎ，祝福を与える
ために聖別された油を注いでいるこ
とを宣言する。

5. イエス・キリストの名によって終える。

油注ぎの結び固め

通常，二人以上のメルキゼデク神権者
が病人の頭に軽く手を置きます。そして
一人が油注ぎを結び固めます。次のよう
に行います。

1. 病人の姓名を呼ぶ。

2. メルキゼデク神権の権能によって油注ぎ
を結び固めていることを宣言する。

3. 御霊の導きのままに祝福を与える。

4. イエス・キリストの名によって終える。



父親の祝福と，その他の慰めと
助言を与える祝福

父親の祝福とその他の神権の祝福は，
御霊の導くままに指示と慰めを与える
ために行います。

メルキゼデク神権を持つ父親は，自
分の子供に父親の祝福を授けることが
できます。そのような祝福は，子供が
学校や伝道のために家族のもとを離れ
るとき，また，就職するとき，結婚す
るとき，軍務に就くとき，特別な問題
に遭遇しているときに特に助けになり
ます。これらの祝福は，家族にとって
も大きな力となります。父親の祝福は，

家族の記録として書き留めてもかまい
ませんが，教会の記録として保存する
ことはしません。両親は，必要なとき
に父親の祝福を求めるよう，子供たち
に勧めるべきです。

また，ふさわしいメルキゼデク神権
者は，妻や親族，祝福を求めるその他
の人に，慰めと助言を与える祝福を授
けることができます。

父親の祝福，またはその他の慰めと
助言を与える祝福を授けるには，メル
キゼデク神権を持つ一人または複数の
ふさわしいメルキゼデク神権者が祝福
を受ける人の頭に軽く手を置きます。
このような祝福に油は必要ありません。
祝福を授ける人は次のように行います。

1. 祝福を受ける人の姓名を呼ぶ。

2. メルキゼデク神権の権能によって祝福
が授けられることを宣言する。

3. 御霊の導きのままに祝福を与える。

4. イエス・キリストの名によって終える。
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墓の奉献
墓を奉献する人は，メルキゼデク神権

を持ち，その儀式を管理する神権指導者
の承認を受けていなければなりません。
次のように行います。

1. 天の御父に呼びかける。

2. メルキゼデク神権の権能によって墓を
奉献することを宣言する。

3. 埋葬地を遺体の休息の地として奉献
し，聖別する。

4.（適切であれば）その地が復活まで神
聖にされ，守られるように祈る。

5. 家族に慰めが与えられるように主に願
い，御霊の導きのままに思いを述べる。

6. イエス・キリストの名によって終える。

家族が希望するならば，奉献の祈りで
はなく，墓の傍らで一般的な祈りをささ
げてもかまいません。（この場合，メルキ
ゼデク神権者が祈りをささげるとよいで
しょう。）
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教会の資料と家族歴史に関する情報の入手
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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 な々資料を地元の配送セン
ターやサービスセンターから，またはソル
トレークの配送センターから，あるいは
教会の公式インターネット・サイト，
http://www.lds.org から入手することが
できます。

家族歴史活動に関する情報は，教会
家族歴史のインターネット・サイト，
http://www.familysearch.org から得る
ことができます。
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