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「基本ユニット・プログラム」は，教会が発展の初期段階にある所，会員が広域に

散在するかまたは人数が少ない所，指導者の育成が始まったばかりの所，会員が言語

の特別な必要やその他の必要に迫られている所でユニットを組織する神権指導者のた

めの指針を示すものである。これらの条件は一般的には伝道部に見られるが，同様の

状況が見られるステークでも，地域会長会の承認の下に，「基本ユニット・プログラ

ム」を採用することができる。
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「わたしたちは，初期の教会にあった

と同一の組織，……があることを信じ

る。」（信仰箇条1：6）

主イエス・キリストはこの世で教導の

業に就かれていたとき，単純な方法で信

者の間に御自身の教会を設立された。主

の使徒たちに会員の小集団を組織させ，

その集団を教え導く神権指導者を置いて

会員を指導させられたのである。

初期の教会員は，福音の中で成長し繁

栄することができた。それはキリストと

その使徒たちが以下のことを行ったから

である。

1．福音の原則と教義を教えることに力

を集中した。

2．儀式を受け，それに関連した聖約を

交わし守るように会員を励ました。

3．お互いの霊的，物質的な必要を満た

すように会員に教えた。

4．組織を単純にした。

モルモン書に登場する教会の指導者

も，組織と管理について同じ原則を実施

した。「このように，アルマとアミュレ

クと，その務めを果たすように選ばれた

さらに多くの人は，全地に御
み

言
こと

葉
ば

を宣
の

べ

伝えるために出て行った。そして全地で，

……広く教会が設立されるようになっ

た。」（アルマ16：15）

教会が回復された初期にも同じ原則が

実施された。組織と管理のこうした同じ

原則に従うことにより，今日の教会員に

対しても最良の奉仕をすることができ

る。

地域会長会の承認の下に，「基本ユニ

ット・プログラム」は世界各地に以下の

ように教会を設立し組織するために用い

ることができる。

1．教会が発展の初期段階にある所

2．会員が広域に散在している所

3．会員の人数が少なく，指導者の育成

が始まったばかりの所

4．ワードやステークがまだ組織されて

いない所

5．会員が言語の特別な必要やその他の

必要に迫られている所

また，同様の状況が見られるステーク

でも，地域会長会の承認の下に，「基本

ユニット・プログラム」を採用すること

ができる。

こうした条件の下で教会が設立される

と，会員は支部と呼ばれる小集団に組織

される。

「基本ユニット・プログラム」のため

の指針は，本書および『家族ガイドブッ

ク』（31180 300），『支部ガイドブック』

（31179 300），『神権指導者・補助組織指

導者ガイドブック』（31178 300），『教師

ガイドブック』（34595 300）にも記載さ

れている。ユニットが十分に発展してい

るステークやワードでは，『教会指導手

引き』（35205 300および35209 300）を用

いる。

「基本ユニット・プログラム」とは
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「さて見よ，わたしはあなたに言う。

あなたは……行き，わたしの福音を宣
の

べ

伝えなければならない。そして，彼らが

あなたの教えを受け入れるならば，彼ら

の中にわたしの教会が設立されるように

しなければならない。」（教義と聖約28：

8。33：5－6も参照）

1．組　織

家　族

家族は，教会の基本単位である。家族

に関する指示，および家庭における福音

の実践に関する指示は，『家族ガイドブ

ック』に記載されている。

支　部

一つの地域に二つ以上の家族がおり，

会員の少なくとも一人がアロン神権のふ

さわしい祭司またはふさわしいメルキゼ

デク神権者である場合，支部が組織され

る。支部の設立当初は，支部長一人の単

純な組織とし，支部長は会員の世話をし，

会員の家を訪問して各自の義務を果たす

よう励ます。このような状況では，聖餐
せいさん

会と福音の学習のみを行い，聖典と『福

音の原則』（31110 300）またはGospel

Fundamentals〔英文〕（31129）を使用

する。8ページのスケジュール表Aを参

照する。

支部の人数と指導者が増えると，長老

定員会が組織される。支部長はほかの神

権指導者の助けにより，ホームティーチ

ングを通して会員の世話をすることがで

きる。日曜日の福音学習の時間に，神権

会，および，成人女性と若い女性，子供

たちのための合同集会を開く。8ページ

のスケジュール表Aを参照する。

支部の人数と指導者が増え続け，集会

のための施設が確保できる場合には，ア

ロン神権定員会，扶助協会，若い女性，

日曜学校などの補助組織を組織すること

ができる。日曜日の福音学習クラスは，

8ページのスケジュール表BとCに示され

たように開く。

要約すると，プログラムは個人または

家族から始まり，次に支部が組織される。

その後，神権者が増え，会員数が増すと，

神権定員会，そして補助組織が組織され

る。

「基本ユニット・プログラム」の5つの要素



支部の設立，組織，管理のためのさら

に詳しい指示は，『支部ガイドブック』

および『神権指導者・補助組織指導者ガ

イドブック』に記載されている。

2．集会所

『家族ガイドブック』に説明されてい

る家庭の夕べを会員の家で開く。

支部の集会は，家庭，賃貸の建物，ま

たは教会所有の建物で開く。『支部ガイ

ドブック』に説明されているとおり，伝

道部長は支部のための集会所の取得およ

び維持に関する情報を提供することがで

きる。

支部の集会は，家庭，賃貸の建物，ま

たは教会所有の建物で開く。

3．カリキュラム

教会は，家庭や教会ユニットでイエ

ス・キリストの福音を教えるためのカリ

4

支部の集会は，家庭，賃貸の建物，または教会所有の建物で開く。
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キュラム資料を出版する。これらの資料

は聖典や末日の預言者の教えに基づいて

おり，会員が福音を学び実践するための

助けとなる。また，聖文や末日の使徒や

預言者たちの言葉を勉強するための手引

きとなる。

入手できる最初の資料は『福音の原則』

（またはGospel Fundamentals〔英文〕），

および『リアホナ』の「大管長会メッセ

ージ」と「家庭訪問メッセージ」である。

教会が成長し続けると，聖典およびその

他のカリキュラム資料，教会機関誌を入

手することができる。

支部が発展し，神権会と補助組織クラ

スが開かれるようになると，入手できる

場合には，以下のカリキュラム資料を用

いることができる。

カリキュラム年度は全世界共通で，1

月1日に始まる。支部が組織されると，

その後，毎年，適切なカリキュラム資料

が指示書とともに配布される。

メルキゼデク神権および

アロン神権

扶助協会と若い女性

初等協会

日曜学校

『神権の義務と祝福A』

『神権の義務と祝福B』

『末日聖徒の女性A』

『末日聖徒の女性B』

『初等協会3』

『初等協会4』

『福音の原則』（またはGospel Fundamentals

〔英文〕）

聖典，『家族ガイドブック』，『神権指導者・補助組織指導者ガイドブック』，

『教師ガイドブック』，「大管長会メッセージ」，「家庭訪問メッセージ」，『賛美歌』，

『子供の歌集』は，上記のカリキュラム資料を補うために，必要に応じて用いる

ことができる。
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4．教える

家庭および教会の集会で行われる福音

の学習は，霊的な成長と個人的な証
あかし

の強

化のために不可欠である。両親，指導者，

クラスの教師，ホームティーチャー，訪

問教師など，教会員はすべて教師である。

家庭は，福音を教える中心的な場所で

ある。教会の集会で行われるレッスンや

学習は，家庭を支える働きをする。

主はこのように述べておられる。「ま

た，あなたがたに一つの戒めを与える。

あなたがたは互いに王国の教義を教え合

わなければならない。熱心に教えなさい。

そうすれば，わたしの恵みがあなたがた

に伴うであろう。それは，理論において，

原則において，教義において，福音の律

法において，あなたがたが理解する必要

のある神の王国に関するすべてのことに

おいて，あなたがたがさらに完全に教え

られるためである。」（教義と聖約88：

77－78）

『教師ガイドブック』には，福音を平

易に，申し分なく，効果的に教えるため

に役立つ原則が記載されている。

5．記録と報告

主は教会に記録をつけるように命じら

れた。支部では，次の4つの記録をつけ

る。すなわち，財政記録，会員記録，歴

史記録，会員進歩記録である。

支部が組織されると，記録をつけるた

めの資料が提供される。記録のつけ方，

報告書の作成と提出に関する指示は，伝

道部長の指示の下に与えられる。これら

の神聖な文書を取り扱う人は，教会記録

の内密情報を注意深く保護する必要があ

る。

記録と報告に関するより詳しい情報

は，『支部ガイドブック』に記載されて

いる。



「これらのことはすべて，賢明に秩序

正しく行うようにしなさい。人が自分の

力以上に速く走ることは要求されてはい

ないからである。」（モーサヤ4：27）

以下の原則と注意事項は，「基本ユニ

ット・プログラム」を成功させるうえで

重要である。

1．行うすべてのことにおいて聖霊の

導きを求める。聖霊は，行うべき事柄と

方法を知るための導きを，両親，支部の

指導者，教師に与えてくれる。導きを求

めて謙遜
けんそん

に，誠心誠意祈る。問題につい

て深く考え，何を行い，決断し，どのよ

うな行動をとるべきかを熱心に祈り，何

が正しいかについて聖霊からの確認を求

める。聖霊は，思いと心に理解をもたら

し，何をすべきかについて教えてくださ

る。

「あなたは謙遜でありなさい。そうす

れば，主なるあなたの神は手を引いてあ

なたを導き，あなたの祈りに答えを与え

るであろう。」（教義と聖約112：10）

「まことに見よ，あなたに降
くだ

ってあな

たの心の中にとどまる聖霊によって，わ

たしはあなたの思いとあなたの心に告げ

よう。さて見よ，これは啓示の霊である。」

（教義と聖約8：2－3）

2．福音の基本的な原則と教義を教え

る。モーサヤ18：18－30を読む。アルマ

の時代に，基本的な原則と教義がどのよ

うにして教えられたか考える。

3．儀式と聖約を重視する。会員たち

が（1）基本的な神権の儀式を理解し，

受け，（2）それに伴う聖約を交わし，守

れるよう助ける。

4．まず第一に，神権による指導とい

う基盤を確立し，神権が正しく機能する

ようにする。扶助協会，初等協会，若い

女性，日曜学校などの補助的なプログラ

ムを組織する前に，これを行う。プログ

ラムをあまりにも性急に進めないように

する。神権による指導は，教会の人的・

物的資源が会員の必要に応じて適切に活

用されるとき，最もよく育成される。支

部の組織や集会，プログラムがあまりに

も早く拡大されると，指導力が弱まる。

原則と注意事項
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日曜日の集会スケジュール
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伝道部長は，地域会長会と集会スケジュールの活用を調整し，承認を受ける。

日曜日の集会スケジュールB

神権定員会や補助組織を作るのに十分な数の会員がいる場合。

開会行事

メルキゼデク

神権
アロン神権

開会行事開会行事 初等協会

（3－11歳の子供）

扶助協会 若い女性

日曜学校（12歳以上の青少年および成人）

聖餐会

日曜日の集会スケジュールC

神権定員会および補助組織の大部分またはすべてを作るのに十分な数の会員が

おり，指導者や集会場所を確保することができる場合。

成人，青少年，子供のための福音学習クラス

聖餐会

日曜日の集会スケジュールA

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場合。（長老

定員会会長が召されると，福音の学習クラスは次のように変更される。神権者が

全員出席するクラスと成人女性，若い女性，子供たちが全員出席するクラスとに

分かれる。）

神権会
成人女性と

若い女性のための集会

日曜学校（12歳以上の青少年および成人）

聖餐会

初等協会

（3－11歳の子供）




