
キリストの真の教会の17

のポイント 
 

1. キリストが教会を組織した。エペソ4:11-14 

2. 真の教会は、イエスキリストの名前を負担しな
ければならない。エペソ5時23分 

3. 真の教会は、使徒と預言者の基盤をhaved必
要があります。エペソ2:19-20 

4. 真の教会は、キリストの教会と同じ組織を持っ
ている必要があります。エペソ4:11-14 

5. 真の教会は神の権威を主張する必要がありま
す。ヘブル人への手紙5:4-10 

6. 真の教会には有給省があってはなりません。
行為20:33-34、ヨハネ10:11-13。 

7. Xxxx真の教会には有給省があってはなりませ
ん。行為20:33-34、ヨハネ10:11-13。 

8. 真の教会は按手によって聖霊の賜物を授ける
必要があります。 8:14-17に動作します。 

9. 真の教会は、神癒を練習しなければなりません。
マーク3:14-15。 

10. 真の教会は、神とイエスが別々と別個の個体
であることを教える必要があります。ジョン午後
五時11分、20時17分。 

11. 真の教会は、神とイエスが肉と骨の遺体を持っ
ていることを教える必要があります。ルカ
23:36-39は、、ヘブル1:1-3を1:9-11使徒行。 

12. 役員は、神によって呼び出される必要がありま
す。ヘブル人への手紙4時04分、出エジプト記
28:1、出エジプト記40:13-16。 

13. 真の教会は、神から啓示を主張する必要があ
ります。アモス3:7。 

14. 真の教会は、宣教師の教会でなければなりま
せん。マタイ28:19-20。 

15. 真の教会が復元された教会にする必要があり
ます。 3:19-20に動作します。 

16. 真の教会は、死者のための洗礼を練習しなけ
ればなりません。 1コリント15:16,29。 

17. "その実によってあなたがたは彼らを知っては
ならない。"。マタイ7時20。 

 

                               フロイドウェストンによって 

なぜこれらの事は重
要ですか？ 

ヘブル人への夜01時08 
 

イエスキリストについての詳細と
無料の本を注文するには、以下を

参照してください 
 

末日聖徒イエス・キリスト教会日
本語公式ウェブサイト 

http://www.ldschurch.JP 

www.mormon.org  

私達とオンラインでチャット〜  
誰かとオンラインで話すようにそのWebページを使

用してください。彼らは自由な福と、質問に答えを注
文するインターネットサイトや方法を使用する方法
をお教えします。 

 

地元のお問い合わせ〜 
自分の家でイエスキリストについての教会から地元
の長老や姉妹と話をする、電話にてお問い合わせく
ださい。 

 

  _____________________________________  

神は、彼が誰でも彼を信じる教区
ではないはずですが、永遠の命
を持っている彼のひとり子を、与
えたこと、世を愛された。 

ヨハネ3:16 
 

末日聖徒イエ
スキリスト教会 

自分の家でイエスキリストについての
教会から地元の長老や姉妹と話をする、
電話にてお問い合わせください。 
             
_____________________________ 

ハリーアンダーソンゲッセマネのキリスト、©IRI 

キリストがハリーアンダーソンによって、十二使徒を任命、©IRI 

 

の公式の出版物 

末日聖徒イエスキリスト教会 

http://www.mormon.org/
http://www.ldschurch.jp/
http://www.ldschurch.jp/
http://www.ldschurch.jp/
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信仰箇条 

我々は、欽定訳聖書
を使用して 

私は命のパンです、彼、それは私に
信じる決して空腹と、彼はスラスト決
してでしょう私に来る。 

 

ジョン6時35分。 

1 わたしたちは、永遠(えいえん)の①父(ちち)な
る神(かみ)と、その②御(おん)子(こ)イエス・キ
リストと、③聖霊(せいれい)とを④信(しん)じる
。  

2 わたしたちは、人(ひと)は①自(じ)分(ぶん)の罪
(つみ)のゆえに罰(ばっ)せられ、アダムの②背(そ
む)きのゆえには罰(ばっ)せられない ことを信(し
ん)じる。  

3 わたしたちは、キリストの①贖罪(しょくざい)

により、全(ぜん)人(じん)類(るい)は②福(ふく)音
(いん)の③律(りっ)法(ぽう)と儀(ぎ)式(しき)に④

従(したが)うことによって⑤救(すく)われ得(う)

ると信(しん)じる。  

4 わたしたちは、福(ふく)音(いん)の第(だい)一

の原則(げんそく)と①儀(ぎ)式(しき)とは、第(だ
い)一に主(しゅ)イエス・キリストを信(しん)じ
る②信(しん)仰(こう)、第(だい)二に③悔(く)い改(

あらた)め、第(だい)三に④罪(つみ)の赦(ゆる)し

のために水(みず)に沈(しず)める⑤バプテスマ、
第(だい)四に⑥聖霊(せいれい)の賜物(たまもの)

を授(さず)けるための⑦按手(あんしゅ)であるこ
とを信(しん)じる。  

5 わたしたちは、福(ふく)音(いん)を①宣(の)べ伝
(つた)え、その②儀(ぎ)式(しき)を執(しっ)行(こ
う)するためには、人(ひと)は③預(よ)言(げん)に

よって、また④権能(けんのう)を持(も)つ者(もの
)による⑤按手(あんしゅ)に よって、神(かみ)から
⑥召(め)されなければならないと信(しん)じる。  

6 わたしたちは、初(しょ)期(き)の教(きょう)会(

かい)にあったと同(どう)一(いつ)の①組(そ)織(し
き)、すなわち、②使(し)徒(と)、③預(よ)言(げん)

者(しゃ)、④牧者(ぼくしゃ)、教(きょう)師(し)、
⑤祝(しゅく)福(ふく)師(し)などがあることを信(

しん)じる。  

7 わたしたちは、①異(い)言(げん)、②預(よ)言(げ
ん)、③啓(けい)示(じ)、④示(じ)現(げん)、⑤癒(い
や)し、⑥異(い)言(げん)の 解釈(かいしゃく)など

の⑦賜物(たまもの)があることを信(しん)じる。 

8 わたしたちは、①正確(せいかく)に翻(ほん)訳(

やく)されているかぎり、『②聖(せい)書(しょ)』

は③神(かみ)の言(こと)葉(ば)であると信(しん)じ
る。また、『④モルモン書(しょ)』も神(かみ)の

言(こと)葉(ば)であると信(しん)じる。  

  

9 わたしたちは、神(かみ)がこれまでに①啓(けい)

示(じ)されたすべてのこと、神(かみ)が今(いま)啓
(けい)示(じ)されるすべてのことを 信(しん)じる。
またわたしたちは、神(かみ)がこの 後(のち)も、
神(かみ)の王(おう)国(こく)に 関(かん)する多(おお
)くの偉(い)大(だい)で 重(じゅう)要(よう)なことを
②啓(けい)示(じ)されると信(しん)じる。  

10 わたしたちは、イスラエルの文(も)字(じ)どお
り の①集(しゅう)合(ごう)と②十(じゅう)部(ぶ)族(

ぞく)の回復(かいふく)とを信(しん)じる。また、
③シオン（新(しん)エルサレム）がアメリカ大(た
い)陸(りく)に築(きず)かれること、キリストが自(

みずか)ら地(ち)上(じょう)を ④統(とう)治(ち)され
ること、そして地(ち)球(きゅう)は⑤更(こう)新(し
ん)されて⑥楽(らく)園(えん)の⑦栄(えい)光(こう)

を 受(う)けることを 信(しん)じる。  

11 わたしたちは、自(じ)分(ぶん)の①良心(りょう
しん)の②命(めい)じる とおりに全(ぜん)能(のう)の

神(かみ)を礼(れい)拝(はい)する③特(とっ)権(けん)

が あると 主(しゅ)張(ちょう)し、また すべての人(

ひと)に同(おな)じ特(とっ)権(けん)を認(みと)める
。彼(かれ)ら がどのように、どこで、何(なに)を ④

礼(れい)拝(はい)しようと、わたしたちは それを 

妨(さまた)げない。  

12 わたしたちは、王(おう)、大(だい)統(とう)領(

りょう)、統(とう)治(ち)者(しゃ)、長官(ちょうか
ん)に従(したが)うべき こと、①法(ほう)律(りつ)を

守(まも)り、尊(とうと)び、支(ささ)えるべきこと

を 信(しん)じる。  

13 わたしたちは、①正(しょう)直(じき)、真実(し
んじつ)、②純潔(じゅんけつ)、慈(じ)善(ぜん)、徳
(とく)高(たか)くある べきこと、また すべての人(

ひと)に善(ぜん)を③行(おこな)う べき ことを信(し
ん)じる。実(じつ)に、わたしたちはパウロの④勧(

かん)告(こく)に 従(したが)う と言(い)ってもよい
。わたしたちは すべてのこと を信(しん)じ、すべ
て のこと を⑤望(のぞ)む。わたしたち はすでに多(

おお)くのことを堪(た)え忍(しの)んできており、 

またすべてのことを⑥堪(た)え忍(しの)べるように

と 望(のぞ)んで いる。どのような ことでも、⑦徳(

とく)高(たか)い こと、好(この)ましいこと、ある
いは誉(ほま)れあることや 称賛(しょうさん)に値(

あたい)することがあれば、わたしたちは これら

の ことを 尋(たず)ね 求(もと)めるもの である。  

ジョセフ・スミスが  

 

ジョセフスミス 

ロストラム、デルパーソンによって、© デルパーソン 
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