特別書式

マサチューセッツ州ボストン市所在、 第一科学者キリスト教会は、 キリストー真理と生命—の岩の上に打ち建てら
れ、勝利の教会を反映するために意図されているものである。

母教会 第一科学者キリスト教会への

入会申込書

この教会に入会する資格ある者は、 科学者キリスト教会の支教会以外には、どの教会の会員でもなく、キリスト教
科学を愛し、『聖書』とメリー・ベーカー・エディ牧師著の 『科学と健康—付聖書の鍵』 および同じ著者によるその
他の著書を理解して読み、 キリスト者にふさわしい資質をもち、 マサチューセッツ州ボストン市所在、 第一科学者
キリスト教会の教義と規則を完全に守ることができる者でなければならない。

送り先：マサチューセッツ州ボストン市所在、第一科学者キリスト教会
母教会の書記
わたしは、ここに入会申込書を提出し、母教会の教義と内規に同意の
署名をします。

Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.

母教会の教義

メリー・ベーカー・エディ著、『科学と健康—付聖書
の鍵』(497:2-21) より
1. 真理を固く守る者として、わたしたちは聖書の霊感に満ちた言葉を、
永遠の生命に導く十分な指針とします。
2. わたしたちは、唯一至上で無限の神を認め、敬愛します。また神の
子、一つのキリスト；聖霊、すなわち神性の慰め手；また、人が神
の映像であり、似姿であることを、認めます。
3. わたしたちは、神による罪の許しは、罪の破壊にあり、また悪を非実
在として追い払う霊的理解にあることを、認めます。ただし罪の信念
は、その信念が続くかぎり罰せられます。

2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.

4. わたしたちは、イエスの贖罪が、神性の効力ある愛の証拠であって、
その愛が、道しるべであるキリスト・イエスを通して、人が神と一体で
あることを展開してゆくことを、認めます；また人は、キリストによっ
て救われ、ガリラヤの予言者が、病人を癒し、罪と死を克服した時
に
実証した真理・生命・愛によって、救われることを、認めます。

4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowledge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.

5. わたしたちは、イエスの十字架上の受難と、彼の復活が、信仰を高
め
て、永遠の生命、すなわち魂・霊がすべてであり、物質が無であるこ
と
を理解する助けとなったことを、認めます。

5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.

6. またわたしたちは、絶えず目覚めており、キリスト・イエスのうちにあ
った心が、わたしたちのうちにもあるようにと祈り、そして他人にして
貰いたいことを他人にも行ない、また恵み深く、正しく、清くあるよう
にと、おごそかに誓いをたてます。
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6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.

申込者の署名
米国マサチューセッツ州ボストン市所在、第一科学者キリスト教会
の会員となる者によって署名される。

十字架と王冠の印形は、キリスト教科学理事会 [The Christian Science Board of Directors] が所有する商標です。

(裏面へ)

Mary Baker Eddy
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申込者へ：
お名前とご住所は、 母教会の書記と会計の双方により使用されます。 再入会を申し込まれる会員で、 お名前
が変わっておられる場合、以前のお名前もお書きください。楷書で、ふりがなをつけてください。

母教会 第一科学者キリスト教会への

入会申込書
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わたしのキリスト教科学の教師は						
			
教師の現状
				
わたしは、				
は、どの教会の会員でもありません。

所在				

わたしは以前は							
係は明確に解消しました。

でした。

科学者キリスト教会以外に

派の会員でしたが、その宗派との関

申込者と、推薦する会員へ：
メリー・ベーカー・エディ著『母教会の規範』(pp. 34-39 および 109-112) の「教会会員」、および入会申込を完
了するための指示条項を、 読み確認してください。 完全に整った申込書のみが考慮されます。 あなたが未成
年者である場合は、父、母、あるいは後見人の文書による許可が必要です。

ここに連署している母教会の会員は、申込者を推薦します。
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申込書に正しく記入し、完了したものを、下記宛に郵送してください：
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 U.S.A.
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