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アジア北地域会長からのメッセージ
「今回は、アジア北地域全体の YSA が集まる合同 YSA カンファレンスであり、歴史的な

イベントになります。その目的は、将来の教会に対する若い世代の視野を広げることです。

……この大規模なカンファレンスを行うのは、アジア北地域が（世界で）4 番目となります。

わたしたちは人種や言語や文化を超えて、この経験を通して一つとなるでしょう。イエス・

キリストが実際に再臨されるとき、わたしたちは思いを一つにした、よりすばらしい民とな

れるでしょう。」

「このカンファレンスの目的は、国や文化、食べ物、物事の見方の違いを超えて互いに理

解し合い、主イエス・キリストにあって一つとなることです。それは、主のようになるとい

うこと、主にあって一つとなるということです。基本的な教義は、まず天の御父を愛し、次

に自分のように隣人を愛すること。このように、第一の戒めと第二の戒めはかみ合っていま

す。隣人と互いに愛し合わなければ、主にあって一つとなることはできず、本当にイエス・

キリストと天の御父を愛しているとは言えません。」

「皆さんは教会の未来です。皆さんの進歩がなければ、どんなに多くのすばらしいことが

起きても意味がありません。……この YSA カンファレンスでは、イエス・キリストの再臨

が近づいている将来において、自分がどのような人物になりたいかという大きなビジョンを

持っていただきたいと思います。実際には、自分がなりたい人物というよりも、どのような

人物になるよう主が望まれているかということです。……皆さんには、成熟して、世界で起

こっている出来事について理解したうえで、世の中に影響を与えられるという大きな望みを

抱いてもらいたいと思います。……将来に対する視野を広げてください。天の御父がご覧に

なるように物事を見ることができるようになってください。」

「さらに大きなビジョンをもって、将来起こる出来事に対処できるようにと願っています。

……主が皆さんと皆さんの将来を祝福してくださいますように。また、 皆さんの大きなビ

ジョンを祝福してくださいますように。」

崔 崙煥（チェ・ユーンフワン）

末日聖徒イエス・キリスト教会
アジア北地域会長

エリアワイド YSA
カンファレンス 2019 責任者

- 1 -



参加者の皆さまに向けたメッセージ

１―霊的な準備：
 

YSA カンファレンスは、楽しい場所でかつ、霊的に個人や周りの兄弟・姉妹がさらに聖約

の道に沿って成長できるように助け合う場所です。それを可能にするために参考となる聖句

のいくつかを挙げました。

D&C 38:27 （主にあってひとつとなる）
27 見よ、わたしはあなたがたに、これを一つのたとえとして告げた。これはまさにわたし
のようである。わたしはあなたがたに言う。一つとなりなさい。もしもあなたがたが一つで

なければ、あなたがたはわたしのものではない。

 

エペソ人 2:19 （神の家族）
19 そこであなたがたは、もはや異国人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍の者であり、
神の家族なのである。

20 またあなたがたは、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、
キリスト・イエスご自身が隅のかしら石である。

ヨハネ伝 13：34-35 （愛し合い、主の弟子となり、全ての人が認める・・・
伝道の機会）
34 わたしは、新しいいましめをあなたがたに与える、互いに愛し合いなさい。わたしがあ
なたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。

35 互いに愛し合うならば、それによって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべ
ての者が認めるであろう」。

マタイ伝 5:43-48 （全ての人を愛することを学ぶ＝天の父のように完全になる）
43 『隣り人を愛し、 敵を憎め』と言われていたことは、 あなたがたの聞いているところである。

44 しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。
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45 こうして、天にいますあなたがたの父の子となるためである。天の父は、悪い者の上に
も良い者の上にも、太陽をのぼらせ、正しい者にも正しくない者にも、雨を降らして下さる

からである。

46 あなたがたが自分を愛する者を愛したからとて、なんの報いがあろうか。そのようなこ
とは取税人でもするではないか。

47 兄弟だけにあいさつをしたからとて、なんのすぐれた事をしているだろうか。そのよう
なことは異邦人でもしているではないか。

48 それだから、あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者とな
りなさい。

 

テサロニケ第一、5:16-18 （旅に出て喜びを学ぶ）
16 いつも喜んでいなさい。

17 絶えず祈りなさい。

18 すべての事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって、神があなた
がたに求めておられることである。

第二ニーファイ 32:3　（個人の啓示を得るために聖文を味わう）
 3 天使は聖霊の力で語る。 したがって、天使はキリストの言葉を語る。
さて、わたしは、キリストの言葉をよく味わうようにあなたがたに言った。
見よ、キリストの言葉はあなたがたがなすべきことをすべて告げるからで
ある。
 

アルマ 34:26-27 （絶えず祈る）
26 しかし、これだけではない。あなたがたは自分の部屋でも、人目に触れない場所でも、
荒れ野でも、あなたがたの心を注ぎださなければならない。

27 また、声に出して主に叫び求めないときでも、あなたがたの幸いと、あなたがたの周り
の人々の幸いを気遣う気持ちを心に満たし、それが絶えず主への祈りになるようにしなさい。
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アルマ 37:35-37 （主からの導きを得るためには・・・）
35 おお、覚えておきなさい、わが子よ。若いうちに知恵を得なさい。まことに、神の戒め
を守ることを若いうちに習慣としなさい。

36 また、あなたの必要とするあらゆる助けを神に叫び求めなさい。まことに、あなたの行
おうとすることはすべて、主のために行うようにしなさい。どこへ行くにも主にあって行く

ようにしなさい。まことに、あなたの思いを常に主に向けるようにしなさい。まことに、あ

なたの心の愛情をとこしえに主に向けるようにしなさい。

37 あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば、主はあなたのためにな
る指示を与えてくださる。まことに、夜寝るときは、眠っている間も主が見守ってくださる

ように、主に身を託して寝なさい。そして、朝起きるときに、神への感謝で心を満たしなさい。

これらのことを行うならば、終わりの日に高く上げられるであろう。

決して、これらの聖句が霊的に必要なことを全て網羅しいるわけではありませんが、参加す

る YSA 一人一人が霊的に進歩し、聖約の道に進む決意を新たにできればと願っております。
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２―物質的な準備
 

今回のカンファレンスでは、主催する韓国側の YSA は、海外からくる YSA にとって二度
とない素晴らしい経験になるように準備してくれています。
そのために、日本から行く YSA が必要以上の重荷を韓国側の兄弟・姉妹に課さないように
安全・健康管理をしておくこと、そして今回の YSA の目的から逸れて不必要な言動や行動
をしないように心がけるのは当然のことだと思います。ヒンクレー大管長が以前専任宣教
師に愛を込めて伝えられた言葉に、“Don’t do stupid things! ”（愚かなことはしないように）
とあります。それは個人の良識や常識をわきまえて行動することで、地域会長会としては
YSA に細かく指導せずとも、正しく判断できると信頼しているので、あえてこの言葉を忘
れず海外旅行をして欲しいと願っております。
 
それでも安全について、下記のことは念じて出かけていただけたらと願います。
 
１― 主の守りがあるように祈り、常に安全を心がけてください。車の走行中、乗車してい
る人は全員それぞれシートベルトを着用するように。
 

「それゆえ，目を覚ましていて，用意ができているようにしなさい。」
（教義と聖約 50：46。箴言 1：33 参照）
 
２― 安全でない場所には近づかないように。衝突が起こりそうな場所に近づかないでくだ
さい。デモに近づいたり、暴徒の標的にされそうな場所に近づいたりしてはなりません。
 
３― 公的にも私的にも、自分が語ることや書くことに気をつけてください。自宅に送る電
子メールや SNS の中でさえ、政治や文化に関して悪口や侮辱的な言葉を書かないように。
政治活動や商業活動に決して巻き込まれないように。また、政治・経済についての議論や
討論に加わらないように。
 
４― 民衆の暴動やデモの写真を撮らないように。神聖視されている物や像を撮影しない。
 
５―あらゆる点で賢明かつ慎重に行動すること。

2019 年 7 月 22 日
エリアワイド YSA カンファレンス 2019 日本コミティー
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B CA
アジア北地域 エリアプラン2019

わたしたちは，高い期待と深い愛をもってミニスタリングを行うときに，預言者がアジア北地域について語った約束の
成就を目にすることができるという信仰を抱いています。

エリアの優先事項
エリアのビジョンを達成するために，以下の優先事項に焦点を当てます―

A. Activate
B. Baptize
C. Care

目　標
A. Activate

a.	あまり活発でない会員を一人ずつ助け導く
b.	神殿にふさわしい会員の数を増やす
c.	聖餐会に出席し，自立し，家庭の夕べを開き，ミニスタリングを行うことにより喜びを感じる

B. Baptize
a.	モルモン書を毎日研究し，『わたしの福音を宣べ伝えなさい』で述べられている原則を大胆に実践することにより，	
会員伝道をさらに進め，改宗者のバプテスマを増やす

b.	幕の両側の人々を見つけ，バプテスマに導けるように祈る
c.	若い世代（14－25歳）の改宗者のバプテスマの数を増やす

C. Care
a.	福音に従って生活することにより御霊を感じ，喜びを見いだすための機会を若い世代に提供する
b.	シングルアダルトおよびパートメンバーの家族を助け，強める
c.	新会員にミニスタリングを行い，責任を果たせるよう支援し，神の善い言葉により養う

すべての人をキリストのもとに来るように招き，改心し， 
そして，神の王国をまず求め人々にミニスタリングを行うことによって福音に喜びを感じます

ビジョン

ア ク テ ィ ベ ー ト

バ プ タ イ ズ

ケ 　 ア

（教義と聖約 108：7）
（マタイ 28：19）
（教義と聖約 81：5）
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実践するために
すべての個々の会員，家族，地元ユニット，ステーク，地方部に，	
以下の 4つのステップに従ってエリアプランを実現するよう勧め
ます。さらに，ワードとステークは，『手引き　第2部』の4.	6.	3 項
で述べられている原則も確認してください。

1.	 研究し，御霊の導きを求める
個人，家族，教会，アジア北地域に対する主の御心を理解でき
るよう，エリアプランを研究し，御霊の導きを求める

2.	行動計画を立てる
エリアプランを実践するために，個々の会員，家族，地元ユニット，
ステーク，地方部として具体的な行動項目をリストアップする

3.	行動する
信仰と高い期待，深い愛をもって，定められたエリアプランを
実現するために計画を進める

4.	振り返る
少なくとも四半期に一度，結果を評価し（ユニットは、地域管理
本部から提供される報告書を活用する），改善すべき点がない
かを確認する

エリアサポート
当エリアは，以下のものを提供します―

	▪	エリアプランを支援するリソース
○	 ポケットカード
○	 カレンダー，リアホナのローカルページの記事，ビデオ，	
その他の印刷物

○	 最新のデジタルメディア・メッセージ戦略
○	 訓練資料

	▪	イベント
○	 地域会長会からすべての指導者への訓練
○	 会員を高めるための，アジア北地域全体としてのイベント

▪	 YSA/SA	カンファレンス

▪	全国奉仕の日

▪	ステーク大会

▪	女性のための大会／放送

指  標
Activate
a.	 神権の昇進を受けた長老見込み会員の数

b.	 有効な神殿推薦状を持つ会員の数

c.	 聖餐会に出席している人の数

Baptize
a.	 改宗者のバプテスマの数と宣教師一人当たりのバプテスマ
の数（1年以内）

b.	 神殿に名前を提出している会員の数

c.	（1年以内に）バプテスマを受けた改宗者の内，14－25
歳の改宗者が占める割合

Care
a.	 年齢に見合った神権の職を有する若い男性の割合

b.	 ミニスタリング面接が実施された割合

c.	 新会員（過去1年以内）の内，教会の召し，アロン神権（男性），
限定神殿推薦状を受けた新会員の割合

実践するために
すべての個々の会員，家族，地元ユニット，ステーク，地方部に，	
以下の 4つのステップに従ってエリアプランを実現するよう勧め
ます。さらに，ワードとステークは，『手引き　第2部』の4.	6.	3 項
で述べられている原則も確認してください。

1.	 研究し，御霊の導きを求める
個人，家族，教会，アジア北地域に対する主の御心を理解でき
るよう，エリアプランを研究し，御霊の導きを求める

2.	行動計画を立てる
エリアプランを実践するために，個々の会員，家族，地元ユニット，
ステーク，地方部として具体的な行動項目をリストアップする

3.	行動する
信仰と高い期待，深い愛をもって，定められたエリアプランを
実現するために計画を進める

4.	振り返る
少なくとも四半期に一度，結果を評価し（ユニットは、地域管理
本部から提供される報告書を活用する），改善すべき点がない
かを確認する

エリアサポート
当エリアは，以下のものを提供します―

	▪	エリアプランを支援するリソース
○	 ポケットカード
○	 カレンダー，リアホナのローカルページの記事，ビデオ，	
その他の印刷物

○	 最新のデジタルメディア・メッセージ戦略
○	 訓練資料

	▪	イベント
○	 地域会長会からすべての指導者への訓練
○	 会員を高めるための，アジア北地域全体としてのイベント

▪	 YSA/SA	カンファレンス

▪	全国奉仕の日

▪	ステーク大会

▪	女性のための大会／放送

指  標
Activate
a.	 神権の昇進を受けた長老見込み会員の数

b.	 有効な神殿推薦状を持つ会員の数

c.	 聖餐会に出席している人の数

Baptize
a.	 改宗者のバプテスマの数と宣教師一人当たりのバプテスマ
の数（1年以内）

b.	 神殿に名前を提出している会員の数

c.	（1年以内に）バプテスマを受けた改宗者の内，14－25
歳の改宗者が占める割合

Care
a.	 年齢に見合った神権の職を有する若い男性の割合

b.	 ミニスタリング面接が実施された割合

c.	 新会員（過去1年以内）の内，教会の召し，アロン神権（男性），
限定神殿推薦状を受けた新会員の割合
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カンファレンステーマ & カンファレンスチェアマン
からのメッセージ

エリアワイド YSA カンファレンス 2019 グランドテーマ

Be One In Christ

愛する独身会員の皆さま

ようこそエリアワイドカンファレンスへおいでくださいました！　

あらためまして、皆さまを心から歓迎いたします。

そして「思いっきり、楽しんでください！」と申しあげます。

日本および韓国でのカンファレンスの開催にいたるまで、今回のグランドテーマでありま

す＜ Be One In Christ ＞は、ずっとわたしたち準備してきた者の心の中に流れています。

本日もあるコミッティメンバーからいただいたメールに、このような言葉がありました。

「神殿に参入してきました。色んな地域からいらした様々な年齢層の兄弟姉妹と言葉を交

わしたり、以前神殿で一緒に奉仕をさせていただいたご夫婦とお会いできたり、その空間が

Be One in Christ を感じさせるもので、大きな喜びを感じました。

カンファレンスの中で、みんなが少しでもそのような気持ちを感じてもらいたいと改めて

強く思えた、特別な機会でした。」

バラード長老は、最近この『一致』についてこのように言われています。

「わたしたちは行うすべてのことに一致しなければなりません。一致する一つの方法があ

ります。それは主と主の義を求めることです。わたしたちは引き続き、神の子供たちを救い

主の再臨に備えなければなりません。」

この『義』について聖句ガイドでは、「正しく，聖く，徳高く，高潔であること。罪を避

けること。」と説明しています。
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主とその義を求めるということとは、どのようなことでしょうか。このことについて深く

考えていた時に、ネルソン大管長の次の言葉に流れるものとの一致を見出し、ここにわたし

たち一人ひとりが「キリストのもとに一つとなる」鍵があると、強く感じました。

「日々の（ A ）は（ B ）への道であり，（ B ）は力をもたらします。個人の（ B ）は，

わたしたちを神の御手に使われる強力な道具に変えてくれます。（ A ），すなわち（ B ）が，

イスラエルの集合に貢献する力を授けてくれるのです。」　（A：悔い改め、B：清さ）

最後になりましたが、限られた期間の中で、多くの独身会員やその指導者の皆さまがこれ

まで心を込めて、皆さまを迎える準備を進めてきてくださいました。皆さまの大切な仲間で

ある彼らに、愛と賛辞を贈ります。

徳沢 清児　

エリアワイド YSA カンファレンス 2019
日本コミッティ　チェアマン
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末日聖徒イエス・キリスト教会の標準
　カンファレンスに参加する人のそれぞれの宗教や信念は尊重されます。しかし活動の期間中は、
すべての人に（教会員のお友達を含む）、末日聖徒イエス・キリスト教会の理念と原則を尊重し、下
記の標準に添った行動をしていただくようお願いします。

服装と身だしなみ
服装と身だしなみは常に慎み深く、 清楚、 清潔であるよう努めてください。慎みのない服装と

は、体にぴったりとした衣服、透けて見える衣服、そのほかいかなる形であれ肌があらわになる
ような衣服です。若い女性は丈が短すぎるショートパンツやミニスカート、おなかが露出するシャ
ツ、肩が覆われていない服、あるいは胸もとや背中が見えるローカットのえりや露出度の大きい
服は避けるべきです。若い男性も慎み深い外見を保つ必要があります。

心身の健康
肉体は神から与えられた神聖なものです。自分の体を大切に扱うために、以下のものを摂取し

ないでください。（※当教会では「知恵の言葉」と呼ばれています。）
・ たばこ、アルコール飲料
・ コーヒー、お茶（日本茶、紅茶、ウーロン茶など）
・ 麻薬、覚せい剤、違法ドラッグなど、あらゆる種類の違法な薬物

性的な清さ
結婚前の男女は（同性同士でも）どのような性的な関係も持ってはなりません。またポルノグ

ラフィー（アダルト動画、写真、漫画など）を持ち込んだり、見たり、読んだりすることは、禁
じられています。

周りの人々への思いやりの伴った行動
人々に心からの関心を示し、ほほえみかけ、あなたが心にかけていることを彼らに伝えてくだ

さい。親切に尊敬の念をもってすべての人に接し、周囲の人を裁いたり、批判したりしないよう
にしてください。いかなる形でのいじめにも加わらないでください。引っ込み思案な人や孤独な人、
特別な助けを必要としている人、あるいは仲間外れにされていると感じている人には、あなたか
ら友達になってあげてください。当然のことですが、暴力行為、他人に危害を加える行為、万引き、
窃盗などは禁じられています。また刃物など人を傷つけるような道具を持ち込むことも禁じられ
ています。

●教会員ではないお友達のみなさんへ─
上記の標準は、当教会の出版物である冊子「若人の強さのために」に詳しく記されています。

さらに詳しく知りたい方は、教会員にお尋ねください。もしくは、こちらをクリック。
参考資料：「若人の強さのために」

健康上の注意事項
1. 開催期間は夏場ですので、こまめな水分補給を心がけてください。
2. 医療スタッフが常駐していますが、基本的には体調の自己管理をお願いいたします。
3. 緊急の場合は直ちに各セッションの緊急連絡先や近くのスタッフまでご連絡ください。
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Be One フォトプロジェクト
Be One フォトプロジェクトとは！？

日本のカンファレンス期間中、札幌・東京・福岡すべてのセッションでスマホなどから参
加できる活動。決まったプログラムの時間はなく、常に空き時間などを使って取り組むこと
ができます！

セッションごとの「Be One 度」を高めろ！
「Be One 度」とは、 参加者のみんながどれだけ「一つになる」ことが出来ているかを表す、

本カンファレンス独自の指標。
やることは簡単。２人でも 20 人でも 200 人でも、複数人でグループ写真を撮って指定の

宛先に送ること。
みんなが送るグループ写真によって「BOP（Be One ポイント）」がセッションに加算さ

れる！ みんなが一つになれば、 きっと高いBOPが狙えるはずだ！ 最もBOPが高かったセッ
ションは、公式 SNS で 3 日目に発表。だが何より、写真を撮ればカンファレンスの思い出
がいっぱい残せます！笑

《BOP の計算方法》
５人未満のグループ写真＝５BOP。
５人以上のグループ写真＝ 10BOP。
１枚の写真でもらえる BOP の上限は 10BOP まで。
同じメンバー・同じ場所で何枚も連写しても、BOP はカウントされません。違う相手と

撮りましょう！

写真の送信方法
各セッションの LINE 公式アカウント宛に、みんなの LINE のトークから画像を送信しよ

う（締切→ 3 日目の朝 9:59 送信分まで）。
LINE 公式アカウントを通して、実行委員から当日のお知らせも配信される予定です。こ

のプロジェクトに参加するかどうか問わず、友達登録することをお勧めします！
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【札幌】　　　　　　【東京】　　　　　　【福岡】
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http://nav.cx/8EsEjht
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日本全体の「Be One 度」を見せてみろ！
日本全国から投稿された写真は、3 日目の閉会行事の最後に、「１枚のモザイクアート」

として公開されます！今回は各地に散らばって開催されている AYC ですが、離れてい
てもきっと一つになれる！！どんな絵になるのか？エンディングを見逃すな！

送って頂いた写真は、自動的に “Be One” フォトコンテスト 「グループフォト部門」に
エントリーされます！

AYC を記念して開催されているフォトコンテスト。「エキスパート部門」と「グルー
プフォト部門」の二つがあります。

「グループフォト部門」の締め切りは 8 月 20 日（23:59）までで、こちらはカンファレ
ンス参加者の皆様がカンファレンス中に撮影したグループ写真の中から優秀作品を決め
る部門です。

送って頂いたグループ写真を審査員が選び、ゴールド / シルバー / ブロンズ のアワー
ドを贈ります。それ以外の一次審査通過作品も、カンファレンスの特設 Instagram にアッ
プされて一般投票を行う「Instagram アワード」のチャンスがあります。

＊ Instagram アカウントは、アプリで「ayc2019_photocon」と検索！

《ご注意》
・一次審査を通過された方には、実行委員会から連絡させていただきます。そのため、

LINE 公式アカウントへの送信時点では個人名などの情報は必要ありません。
・エリアワイド（韓国）セッションの写真は、日本セッションの LINE アカウントには

送らないでください。
・お送りいただく写真は、教会の SNS アカウントや機関紙等で掲載される可能性があり

ます。お送りいただいた時点で、皆様は送信された写真、画像および／または肖像を、
教会が無報酬で使用することに同意したものとみなされますので、あらかじめご了承
ください。
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エリアワイド
YSAカンファレンス2019

福岡セッション
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「わたしの福音を宣べ伝えなさい」

エリアワイド
YSAカンファレンス2019

福岡セッション

愛する独身会員の皆様

全国各地から福岡セッションに参加してくださる皆様を心から歓迎いたします。
福岡セッションでは「わたしの福音を宣べ伝えなさい」（伝道）をテーマとして開催します。
ＰＭＧを人生のあらゆる場面で活用しながら、「福音を喜びとして生活」するために大切

なことを学ぶ機会となります。特に、幕の両側の方々へのミニスタリングの大切さを学び、
神殿結婚に向けての備えをすることもできます。

スタッフの皆さんは、これまで日夜心を込めて準備され、当日も皆様が十分に楽しみ、学
び、霊的な力を受けられるように助けてくださいます。

このカンファレンスがイエス・キリストのもとでひとつとなる喜びを一緒に味わえる素晴
らしい機会となるように願っています。

永友 裕　
福岡セッションチェアマン



３日間のスケジュール エリアワイド YSA カンファレンス 2019 福岡セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Fukuoka Session

8月12日（月曜日）第1日目 8月13日（火曜日）第2日目 8月14日（水曜日）第3日目
6 30 30 起床 ･ 寝具整理 ･ 洗面 ･ 清掃（20 分） 30 起床 ･ 寝具整理 ･ 洗面 ･ 清掃（20 分）

45 45 45集いの広場へ移動（10 分） 集いの広場へ移動（10 分）

7 00 00 朝の集い（10 分）（集いの広場） 00 朝の集い（10 分）（集いの広場）

朝食 7:10-7:50（40 分）
（食堂）

聖典勉強
7:10-7:50（40 分）
（各部屋 or 談話室）

朝食
7:10-7:50（40 分）

（食堂）

15 15 15
30 30 30
45 45 45

聖典勉強
7:50-8:30（40 分）

（4 談話室・オリエンテーションホール下の外側）

8 00 00 00

朝食
8:10-8:50（40 分）

（食堂）

聖典勉強
8:10-8:50（40 分）
（各部屋 or 談話室）

15 15 15

30 30 30 移動（10 分）

地域会長会
モーニングサイド

8:40-9:40（60 分）
（オリエンテーションホール）

45 45 45移動（10 分）
9 00 00

地域七十人
モーニングサイド

9:00-10:00（60 分）
（プレイホール）

00
15 15 15

30 30 30 休憩（5 分）
45 45 45 選択コース 3

9:45-11:05（80 分）

神殿家族歴史活動
「リメンバー・爺」

（オリエンテーションホール）

10 00 00 移動（15 分） 00
15 15

選択コース1
10:15-11:45（90 分）

レスキューリレー「魂の救出」
（プレイホール）

15
30 30 30
45 45 45

11 00

受け付け ･ 移動
11:00-13:00（120 分）

（受付：オリエンテーションホール前スペース）

00 00 休憩（10 分）
15 15 15

閉会行事
11:15-12:20（65 分）

（オリエンテーションホール）

30 30 30
45 45 移動（15 分） 45

12 00 00
昼食／自由時間 ･ 準備

可能な限り全員：一部弁当
12:00-13:00（60 分）

（食堂）

00

15 15 15 施設主催の退所式 12:20-12:30（10 分）
30 30 30 昼食の弁当をもらってバスへ移動

12:30-13:00（30 分）45 45 45
13 00 施設主催の入所式 13:00-13:30（30 分）

（オリエンテーションホール）
00

選択コース 2 －1
13:00-16:50

（3 時間 50 分）

PMGame（ピーエムゲーム）
（プレイホール、多目的室、屋外）

〔代表者会議（事務室横会議室）〕

00
13:00 にバスにて施設出発

〈オプションコース〉

各コースに参加する皆さんは
弁当を受け取ってバスに移動。
13:00 に会場出発。
バスの中で弁当を頂きます。

● 神殿参入コース
● 福岡市動植物園コース
● 直帰 ･ 市街食べ歩きコース
● 海の中道デートコース
● マリンワールドコース

15 15 15
30

開会行事
13:30-16:50

（3 時間 20 分）

オリエンテーション
（オリエンテーションホール）

雨天時：多目的室、研修室、プレイホール

〔代表者会議（事務室横会議室）〕

30 30
45 45 45

14 00 00 00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

15 00 00 00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

16 00 00 00
15 15 15
30 30 30

45 45 45移動（10 分） 移動（10 分）

17 00 夕べの集い（10 分）（集いの広場） 00 夕べの集い（10 分）（集いの広場） 00
入浴 17:10-17:40

（30分）（大･中･小浴場）
夕食 17:10-17:40
（30 分）（食堂）

入浴 17:10-17:40
（30分）（大･中･小浴場）

夕食 17:10-17:40
（30 分）（食堂）15 15 15

30 30 30
自由時間

17:40-18:10（30 分）
入浴 17:40-18:10

（30分）（大･中･小浴場）
自由時間

17:40-18:10（30 分）
入浴 17:40-18:10

（30分）（大･中･小浴場）45 45 45
18 00 00 00

「ジョージ・Q・キャノン管長が 述べたよ
うに、この末日に人々が教会に入るのは、
まさに先祖の祈りによるのです。……わた
しは証します。先祖を助けることに真剣に
取り組んでいる姿を主に示すとき、天は開
かれ、必要なものがすべて与えられること
でしょう。」（ネルソン姉妹、2017 年 2 月
11日、「2017 年ルーツテック家族歴史大
会」）

夕食 18:10-18:40
（30 分）（食堂）

自由時間
18:10-18:40（30 分）

夕食 18:10-18:40
（30 分）（食堂）

自由時間
18:10-18:40（30 分）15 15 15

30 30 30移動（10 分） 移動（10 分）
45 45 45

「家庭の夕べ」プログラム
18:50-20:50（120 分）

家庭の夕べ（プレイホール）

移動

キャンプファイヤー
（大ファイヤーサークル）雨天時：プレイホール

選択コース 2 － 2
18:50-20:50（120 分）

ダンスパーティー
「運命のダダダダンス」

（プレイホール）

19 00 00 00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

20 00 00 00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

移動（15 分） 移動（15 分）
21 00 00 00

個人の聖文学習 ･ 振り返りの時間
日記（各部屋）21:05-21:25（20 分）

個人の聖文学習 ･ 振り返りの時間
日記（各部屋）21:05-21:25（20 分）15 15 15

振り返りの会（各部屋）21:25-21:45（20 分） 振り返りの会（各部屋）21:25-21:45（20 分）30 30 30
45 就寝準備（15 分） 45 就寝準備（15 分） 45

22 00 消灯・就寝 00 消灯・就寝 00

8/12［月］14［水］▶日付

テーマ

参照聖句：D&C38:27
Be one in Christ
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セッション１日目 エリアワイド YSA カンファレンス 2019 福岡セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Fukuoka Session

8月12日（月曜日）第1日目
6 時 30 分

45 分
7 時 00 分

15 分
30 分
45 分

8 時 00 分
15 分
30 分
45 分

9 時 00 分
15 分
30 分
45 分

10 時 00 分
15 分
30 分
45 分

11時 00 分

受け付け ･ 移動
11:00-13:00（120 分）

（受付：オリエンテーションホール前スペース）

15 分
30 分
45 分

12 時 00 分
15 分
30 分
45 分

13 時 00 分 施設主催の入所式 13:00-13:30（30 分）
（オリエンテーションホール）15 分

30 分

開会行事
13:30-16:50

（3 時間 20 分）

オリエンテーション
（オリエンテーションホール）

雨天時：多目的室、研修室、プレイホール

〔代表者会議（事務室横会議室）〕

45 分
14 時 00 分

15 分
30 分
45 分

15 時 00 分
15 分
30 分
45 分

16 時 00 分
15 分
30 分

45 分 移動（10 分）

17 時 00 分 夕べの集い（10 分）（集いの広場）
入浴 17:10-17:40

（30 分）（大･中･小浴場）
夕食 17:10-17:40
（30 分）（食堂）15 分

30 分
自由時間

17:40-18:10（30 分）
入浴 17:40-18:10

（30 分）（大･中･小浴場）45 分
18 時 00 分

夕食 18:10-18:40
（30 分）（食堂）

自由時間
18:10-18:40（30 分）15 分

30 分 移動（10 分）
45 分

「家庭の夕べ」プログラム
18:50-20:50（120 分）

家庭の夕べ（プレイホール）

移動

キャンプファイヤー
（大ファイヤーサークル）雨天時：プレイホール

19 時 00 分
15 分
30 分
45 分

20 時 00 分
15 分
30 分
45 分

移動（15 分）
21時 00 分

個人の聖文学習 ･ 振り返りの時間
日記（各部屋）21:05-21:25（20 分）15 分

振り返りの会（各部屋）21:25-21:45（20 分）30 分
45 分 就寝準備（15 分）

22 時 00 分 消灯・就寝
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1日目プログラム詳細
●受付　場所：オリエンテーションホール前のスペース　時間：11:00 ～ 13:00
　まず、会場に到着したら受付をしましょう！
　受付の場所は、東宿泊棟の玄関になります！
　名札等の配布物を受け取り、宿泊棟の割り当てられた部屋に荷物を置きましょう！

●開会行事　場所：オリエンテーションホール　時間：13:30 ～ 16:50
　受付を終え、1 日目昼の 1 番最初の活動は開会行事です！
　参加者の皆さんが 2 泊 3 日のカンファレンスの全体のプログラムを確認します。
　また、伝道部会長や専任宣教師からの指導を通して伝道への意欲を高めます。
　さらに、共に参加する皆さんと思いっきり楽しい交流を図るためのテンション MAX な
　ひとときとなります。是非、期待していて下さい！

●家庭の夕べ　場所：プレイホール＆大ファイヤーサークル　時間：18:50 ～ 20:50
　1 日目夜の時間は家庭の夕べです！前半のレッスンで日本における教会の劇的成長の預言　
　と伝道のビジョンを明確に理解すべく、各グループで楽しいゲームを行います。
　後半は、伝道ファイヤーを一気に燃え立たせるための
　キャンプファイヤーをします。私たち若人の手で、この
　日本に約束された偉大な預言を成就させるすべを学びま
　しょう！
　「預言は成就するものではなく、成就させるものである。」 
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●夜の時間　時間：21:05 ～ 21:45
　各部屋で、個人およびグループで 1 日を振り返ります。

　①個人学習（20 分） 
　　・聖典学習 
　　・同僚へ手紙を書く 
　　・ナンバーズ報告のための個人集計 

　②グループ学習（20 分） 
　　開会の祈り 
　　１．霊的な分かち合い（個人学習で学んだこと、その日の学びなど） 
　　２．ナンバーズの報告・集計 
　　３．翌日の目標設定 
　　閉会の祈り 

　※日記は、自身で時間を取って付けるようにしてください。
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目標設定
カンファレンステーマである Be one in Christ を踏まえて、
各セッションテーマに基づく目標設定をしよう。

この三日間で学びたいこと、強めたい証など考えて目標を設定しましょう。

目標は、心の望みと達成可能なビジョンを反映するものです。心の望みは目標を通して行動
へと変わります。目標設定…は信仰に基づくものです。
－私の福音を述べ伝えなさい P.3 －
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エリアワイド YSA カンファレンス 2019 福岡セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Fukuoka Sessionセッション 2 日目

8月13日（火曜日）第2日目
6 時 30 分 起床 ･ 寝具整理 ･ 洗面 ･ 清掃（20 分）

45 分 集いの広場へ移動（10 分）

7 時 00 分 朝の集い（10 分）（集いの広場）

聖典勉強
7:10-7:50（40 分）
（各部屋 or 談話室）

朝食
7:10-7:50（40 分）

（食堂）

15 分
30 分
45 分

8 時 00 分
朝食

8:10-8:50（40 分）
（食堂）

聖典勉強
8:10-8:50（40 分）
（各部屋 or 談話室）

15 分
30 分

45 分 移動（10 分）
9 時 00 分 地域七十人

モーニングサイド
9:00-10:00（60 分）

（プレイホール）

15 分
30 分
45 分

10 時 00 分 移動（15 分）
15 分

選択コース1
10:15-11:45（90 分）

レスキューリレー「魂の救出」
（プレイホール）

30 分
45 分

11時 00 分
15 分
30 分
45 分 移動（15 分）

12 時 00 分 昼食／自由時間 ･ 準備
可能な限り全員：一部弁当
12:00-13:00（60 分）

（食堂）

15 分
30 分
45 分

13 時 00 分

選択コース 2 －1
13:00-16:50

（3 時間 50 分）

PMGame（ピーエムゲーム）
（プレイホール、多目的室、屋外）

〔代表者会議（事務室横会議室）〕

15 分
30 分
45 分

14 時 00 分
15 分
30 分
45 分

15 時 00 分
15 分
30 分
45 分

16 時 00 分
15 分
30 分

45 分 移動（10 分）

17 時 00 分 夕べの集い（10 分）（集いの広場）
入浴 17:10-17:40

（30 分）（大･中･小浴場）
夕食 17:10-17:40
（30 分）（食堂）15 分

30 分
自由時間

17:40-18:10（30 分）
入浴 17:40-18:10

（30 分）（大･中･小浴場）45 分
18 時 00 分

夕食 18:10-18:40
（30 分）（食堂）

自由時間
18:10-18:40（30 分）15 分

30 分 移動（10 分）
45 分

選択コース 2 － 2
18:50-20:50（120 分）

ダンスパーティー
「運命のダダダダンス」

（プレイホール）

19 時 00 分
15 分
30 分
45 分

20 時 00 分
15 分
30 分
45 分

移動（15 分）
21時 00 分

個人の聖文学習 ･ 振り返りの時間
日記（各部屋）21:05-21:25（20 分）15 分

振り返りの会（各部屋）21:25-21:45（20 分）30 分
45 分 就寝準備（15 分）

22 時 00 分 消灯・就寝
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2 日目プログラム詳細
●聖典研究　場所：各部屋または談話室　時間：7:10 ～ 7:50、8:10 ～ 8:50  

霊的な自立と真の改心を目指し、自らに今必要な教義や
原則を深く学び、応用するための導きを求めます。また、
モーニングサイドでより深く学ぶための備えの時間とし
ます。学んだ事柄を互いに分かち合う中で、学んだこと
を深く理解し、応用・実践していく決意を新たにすべく
互いに教化し合います。 

 
●モーニングサイド（永友長老・姉妹）　場所：プレイホール　時間：9:00 ～ 10:00 

永友長老によるモーニングサイドです。幕の両側の人々へのミニスタリングを通じて主に
似た者となり、真の改心を促す意義深い機会となることでしょう。神殿 ･ 家族歴史活動に
熱心に取り組み、生者・死者双方への伝道を力強く行う決意の場ともなることでしょう。
永友長老よりの訓練を通じて、個人の啓示を受けるよい機会です。 御霊によって学んだ
事柄を書き留めておきましょう。 

 
●レスキューリレー　場所：プレイホール　時間：10:15 ～ 11:45 

2 日目お昼前の活動は、「レスキューリレー」（魂の救出）
です。私たちの周りにいる助けを必要とする方々を物心
両面で助け支えるべく、適切な良い質問を通して彼らの
必要を見極め、主の御心に適った方法で助けるすべを学
びます。また、宣教師（イエス・キリストの教会員）と
して成功するための目標を立てます。 

 
● PMGame　場所：プレイホール＆多目的室＆屋外　時間：13:00 ～ 16:50 

2 日目お昼後の活動は、メインプログラムの PMGame です。伝道の手引きである PMG
（「わたしの福音を宣べ伝えなさい」）から伝道・結婚・仕事・コミュニケーション等の
多くの分野において傑出した成功を収めるための大切な原則について学びます。また、
口を開き、協力して課題に取り組むことで準備された楽しいゲームの完全攻略を目指し
ます。すべてが、良き宣教師への備えの訓練となります。 

 
●運命のダダダダンス　場所：プレイホール　時間：18:50 ～ 20:50 

2 日目夜は盛り上がりもピーク。そしてそれをさらに高める活動は「運命のダダダダンス」
です。みんなで盛り上がるラインダンスや気になるあの子とペアでのダンス、また、決意
をもって口を開き、積極的に話しかけることの大切さを学びます。
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●夜の時間　時間：21:05 ～ 21:45
　各部屋で、個人およびグループで 1 日を振り返ります。

　①個人学習（20 分） 
　　・聖典学習 
　　・同僚へ手紙を書く 
　　・ナンバーズ報告のための個人集計 

　②グループ学習（20 分） 
　　開会の祈り 
　　１．霊的な分かち合い（個人学習で学んだこと、その日の学びなど） 
　　２．ナンバーズの報告・集計 
　　３．翌日の目標設定 
　　閉会の祈り 

　※日記は、自身で時間を取って付けるようにしてください。
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2 日目聖典学習
霊的な自立と真の改心を目指し、自らに今必要な教義や原則を深く学び、応用するための導
きを求めます。また、モーニングサイドでより深く学ぶための備えの時間とします。 
 
以下の流れを参考に行ってください。 
 
　1.　開会の祈り 
　2.　聖典学習 
　　　《アイディア》 
　　　• モーニングサイドのテーマに合わせて学ぶ 
　　　• 班で一つのテーマを決め、それに沿った学習をする 
　　　• 読む箇所を決め、班の全員で同じところを読む 
　3.　分かち合う 
　　　• 心に残ったこと 
　　　• 新しく学べたこと 
　　　• 霊的な経験や証　など 
　4.　学んだことを聖典学習帳に記録する 
　　　• 学んだ教義や原則 
　　　• 心に残ったこと 
　　　• 学んだことをどう生活に応用するか、決意したこと　など 
　5.　閉会の祈り 



- 24 -

2 日目モーニングサイド
永友 裕 長老夫妻

永友裕長老は 2018 年 4 月、第 188 回年次総大会にて末日聖
徒イエス・キリスト教会の地域七十人として召されました。

永友裕長老は1952 年 8 月5日、 宮崎県串間市に生まれました。
カトリック系の高校で聖書に親しみ、卒業後、真実の教会を

探していたときに宣教師と出会い、1972 年 7 月、19 歳でバプテ
スマを受けました。

1976 年に壱岐栄子姉妹と市民結婚、1979 年にハワイ神殿で結び固められました。

鹿児島大学教育学部を卒業し、小学校の教職に就き。1987 年からアルゼンチンのブエ
ノス・アイレス日本人学校に３年間勤務、ブエノス・アイレス神殿で儀式執行者として奉
仕されました。教諭 20 年、教頭 5 年、校長を 11 年務めてこられました。

・・・退職後、夫婦宣教師として名古屋伝道部松本支部で伝道。 2015 年からは福岡神殿
会長会第二顧問として奉仕しました。そのほかにこれまで、地方部会長、支部会長、日本
福岡伝道部会長会顧問、神殿結び固め執行者、地方部オーディター、地方部会長会顧問な
どの召しを果たしました。

趣味はゴルフと旅行。これまでに南米、北米、ハワイ、イタリアなどを旅してこられまし
た。・・・ 新しいことへの挑戦にはいつもワクワクと喜びをもって取り組むという永友長老。「周
りの人々に仕えるときに、いつも主の助けと導きがあることを感じて信仰生活を送っていま
す。」

永友ご夫妻は宮崎県都城市在住。

モーニングサイドとは、経験豊富な地域会長会や地域七十人から、わたしたち YSA・SA
のため特別に準備されたお話を聞ける貴重な時間です。

YSA・SA という、伝道、結婚、就職などといった様々な選択肢に囲まれているこの大切
な時間を生きているわたしたちにとって、導きや助けを受ける特別な時間となるでしょう。

みなさんが、よく霊的に備えてこの時間に個人の啓示を受けられるよう願っています！

〈注意点〉
・ できるだけお手洗いは事前に済ませましょう。
・ 指導者が話してくださる貴重な機会ですので、時間通り始められるよう早めに着席しましょう。
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8月14日（水曜日）第3日目
6 時 30 分 起床 ･ 寝具整理 ･ 洗面 ･ 清掃（20 分）

45 分 集いの広場へ移動（10 分）

7 時 00 分 朝の集い（10 分）（集いの広場）

朝食 7:10-7:50（40 分）
（食堂）

15 分
30 分
45 分

聖典勉強
7:50-8:30（40 分）

（4 談話室・オリエンテーションホール下の外側）
8 時 00 分

15 分

30 分 移動（10 分）

地域会長会
モーニングサイド

8:40-9:40（60 分）
（オリエンテーションホール）

45 分
9 時 00 分

15 分

30 分 休憩（5 分）
45 分 選択コース 3

9:45-11:05（80 分）

神殿家族歴史活動
「リメンバー・爺」

（オリエンテーションホール）

10 時 00 分
15 分
30 分
45 分

11時 00 分 休憩（10 分）
15 分

閉会行事
11:15-12:20（65 分）

（オリエンテーションホール）

30 分
45 分

12 時 00 分

15 分 施設主催の退所式 12:20-12:30（10 分）
30 分 昼食の弁当をもらってバスへ移動

12:30-13:00（30 分）45 分
13 時 00 分

13:00 にバスにて施設出発

〈オプションコース〉

各コースに参加する皆さんは弁当を受け取ってバスに移動。

13:00 に会場出発。バスの中で弁当を頂きます。

● 神殿参入コース

● 福岡市動植物園コース

● 直帰 ･ 市街食べ歩きコース

● 海の中道デートコース

● マリンワールドコース

15 分
30 分
45 分

14 時 00 分
15 分
30 分
45 分

15 時 00 分
15 分
30 分
45 分

16 時 00 分
15 分
30 分
45 分

17 時 00 分
15 分
30 分
45 分

エリアワイド YSA カンファレンス 2019 福岡セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Fukuoka Sessionセッション 3 日目
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3 日目プログラム詳細
●聖典研究　場所：各部屋または談話室　時間：7:50 ～ 8:30 
　２日目と同様に活動します。

●モーニングサイド（和田長老・姉妹）　
場所：オリエンテーションホール　時間：8:40 ～ 9:40
2 日目の永友長老に続く、和田長老によるモーニングサイドです。エリアビジョンに心込
めて取り組み、信仰と証を深め、真の改心を遂げるための原則を学びます。
主よりの啓示を日々受けつつ、効果的で義に適った業を推し進められる力強い主の器とな
るためのより良い機会となることでしょう。

●神殿家族歴史活動
　場所：オリエンテーションホール　時間：9:45 ～ 11:05

3 日目お昼 前の活動は、大 切な神殿家族 歴史活動
（Re;MEN 婆爺）です。スキットや先祖の思い出を記録
する活動を通して、先祖に思いを向けます。天が開かれ、
あらゆる助けを天と幕の彼方の先祖より得る重要な鍵を
学びます。それは、日本の教会発展の預言をまさに成就
する重要な鍵でもあることを学ぶことでしょう。預言成
就へ向けて、霊感により自分が行うべき事柄を見出し、
実行する決意を固めましょう。

●閉会行事　場所：オリエンテーションホール　時間：11:15 ～ 12:20
閉会行事は、皆が愛に満たされ、一致し、感謝する時間です。素晴らしかった 3 日間を
振り返るフィナーレ動画は必見です。最後には「Be One フォトプロジェクト」の全写真
を使ったモザイクアートを公開！
忘れ物も、悔いも残らぬように精一杯楽しみましょう。

●オプションコース
最終日に５種類のオプションコースを用意しています。期間中に学んだ知識や霊的な経験
を、大切な友人や特別な人と分かち合える大切な時間になることでしょう。 
※予定時刻は当日の交通状況やプログラムの進捗により前後する可能性があります。
※オプションコースを選択しない方は２コースのバスで一緒に博多駅および福岡空港へ送
ります。
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3 日目聖典学習
霊的な自立と真の改心を目指し、自らに今必要な教義や原則を深く学び、応用するための導
きを求めます。また、モーニングサイドでより深く学ぶための備えの時間とします。 
 
以下の流れを参考に行ってください。 
 
　1.　開会の祈り 
　2.　聖典学習 
　　　《アイディア》 
　　　• モーニングサイドのテーマに合わせて学ぶ 
　　　• 班で一つのテーマを決め、それに沿った学習をする 
　　　• 読む箇所を決め、班の全員で同じところを読む 
　3.　分かち合う 
　　　• 心に残ったこと 
　　　• 新しく学べたこと 
　　　• 霊的な経験や証　など 
　4.　学んだことを聖典学習帳に記録する 
　　　• 学んだ教義や原則 
　　　• 心に残ったこと 
　　　• 学んだことをどう生活に応用するか、決意したこと　など 
　5.　閉会の祈り 
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3 日目モーニングサイド
和田 貴志 長老夫妻

和田貴志長老は、2018 年 3 月 31 日、53 歳で末日聖徒イエス・
キリスト教会の中央幹部七十人として支持されました。召しを
受けたときは、福音の教義クラス教師として奉仕していました。

和田長老は、ブリガム・ヤング大学で 1990 年に言語学の学士
号を、そして 1996 年に経営学修士号を取得しました。職歴の面
では、アメリカ合衆国および日本における多国籍企業で様々な
役職で勤務したほか、北アメリカ西地域、北アメリカ北西地域、アジア北地域において教会
の実務ディレクターを務めました。現在、アジア北地域会長会の一員として奉仕しています。

和田長老はこれまで、ユタ州ソルトレーク・シティー北伝道部の専任宣教師、支部会長、
ビショップ、日本東京南伝道部会長、セミナリー教師、ワード・ヤングシングルアダルト・
アドバイザー、福音の教義クラス教師など、教会で数多くの召しを果たしてきました。

和田貴志長老は 1965 年 2 月 5 日、長野県で生まれました。1994 年に上野なおみ姉妹と結
婚しました。夫妻には二人の子供がいます。

モーニングサイドとは、経験豊富な地域会長会や地域七十人から、わたしたち YSA・SA
のため特別に準備されたお話を聞ける貴重な時間です。

YSA・SA という、伝道、結婚、就職などといった様々な選択肢に囲まれているこの大切
な時間を生きているわたしたちにとって、導きや助けを受ける特別な時間となるでしょう。

みなさんが、よく霊的に備えてこの時間に個人の啓示を受けられるよう願っています！

〈注意点〉
・ できるだけお手洗いは事前に済ませましょう。
・ 指導者が話してくださる貴重な機会ですので、時間通り始められるよう早めに着席しましょう。
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オプションコース詳細
● 1-A 神殿参入コース ＆ 1-B 福岡市動植物園コース

施設からシャトルバスを使って約１時間で行ける福岡神殿ではエンダウメントやバプテス
マが受けられます。死者のための儀式を受けたい方、主の宮で霊的な時間を過ごしたい
という方におすすめです。もちろん、神殿に入らない方で福岡神殿を見てからすぐ隣にあ
る福岡市動植物園でゆっくりと散歩やデートをたのしみたいという方にもおすすめ！ 去年
リニューアルしたての動物情報館で動物について学ぶこともでき、スロープカーで動物園
から植物園へも簡単に移動できるので綺麗な花や自然も楽しむことができます。
福岡市動植物園のＨＰ
http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/
※動植物園の入園料（600 円）はコース選択者が参加費とは別に自己負担していただくこ
とになります。

● 2 市街地食べ歩きコース
福岡といえば豚骨ラーメン、もつ鍋、明太子などグルメの人にはそそられるおいしいお店
が勢揃い！福岡空港まで地下鉄で約１０分のアクセスの良い JR 博多シティや天神 ( 天神
地下街 ) は、みんなでわいわい美味しいものが食べたい！おしゃれなカフェやお店に行っ
てみたい！街デートがしたい！時間はないけど楽しみたい方にとっておきのスポットです。
おすすめのお店や遊びに行ける人気の場所、アクセス方法などをマップにしているので簡
単にお腹も心も満たして福岡を満喫できます！※ 1

● 3-A 海の中道デートコース ＆ 3-B マリンワールドコース
施設からバスで約 10 分、すぐ近くにある海の中道海浜公園ではカピバラやプレーリードッ
グなどの癒し系の動物が揃った動物の森や、フラワーガーデンがあり、サイクリングロー
ドを自転車で走りながら緑の中でデートをたのしむことができます！
近くにマリンワールドという水族館もあり、空に魚が浮かぶ「玄界灘水槽」では九州の海
を満喫できます。魚好きの方には必見です✨綺麗な景色の中で気になる人と過ごす時間
はまるで夢の中にいるようなひと時になるでしょう！帰りはきちんとシャトルバスで福岡
空港や博多駅まで送迎があるので安心。
海の中道海浜公園の HP https://uminaka-park.jp/
マリンワールドの HP https://marine-world.jp/
※マリンワールドの入園料（2300 円）はコース選択者が参加費とは別に自己負担してい
ただくことになります。

http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/
https://uminaka-park.jp/
https://marine-world.jp/
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※ 1 福岡おすすめグルメ

福岡県民 HHYA が実際に行くおすすめグルメ 5 選
★博多ラーメン 膳

中央区天神にある 1 杯 320 円の豚骨ラーメン屋さん。
安くておいしいけん、騙されたと思って行ってみー！
https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40017866/

★グルグルチキン
テイクアウトおっけー！
大名の大人気ケバブサンド屋さん。
https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40023147/

★もつ鍋 一藤
天神、博多に数店舗あり。
福岡名物グルメもつ鍋食べてかえらんね？
https://www.ichifuji-f.jp/en/

★能古うどん
福岡といえばラーメン！
と思いがちやけど、実はうどんも美味しいよ！
おだしの効いたうどんは絶品。
おすすめは福岡県民熱愛のごぼう天うどん。
デイトス店：  https://r.gnavi.co.jp/d70acpvv0000/
天神ビル店：  https://www.google.co.jp/amp/s/amp.gnavi.co.jp/r/auxk1kmh0000/

★極味や
人気の生ハンバーグ店！
肉感満載のジューシーなハンバーグも美味しかよ～！
パルコ店：  https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40023392/
博 多 店：  https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400101/40039167/

https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40017866/
https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40023147/
https://www.ichifuji-f.jp/en/
https://r.gnavi.co.jp/d70acpvv0000/
https://www.google.co.jp/amp/s/amp.gnavi.co.jp/r/auxk1kmh0000/
https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40023392/
https://s.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400101/40039167/


★★★ AYC 福岡セッションの送迎シャトルバスの運行と乗車申し込みについて ★★★ 

 

８月１１日に前泊で福岡に来られる方へ 

 

●福岡セッションコミッティで用意している前泊を予約されている方 

海の中道青少年の海の家への宿泊を予定しています。夕食に間に合うように以

下の送迎便をご用意しています。事前調査ではあまり人数が多くないと考えられ

ることから、マイクロバスまたは自家用車による送迎を予定しています。 

  

 博多駅や福岡空港に到着される時間帯が上記の送迎便ではうまく接続できない方は、申し訳ありません

が、自力で直接西戸崎駅までお越しください。そこからの送迎をいたします。 

 

●ご自身で前泊の宿泊先を手配されている方 

翌日の８月１２日に博多駅、福岡空港、西戸崎駅のいずれかに自力で向かっていただき、そこから出発

するシャトルバス等の送迎便をご利用ください 

 

８月１２日の開会当日に福岡に来られる方へ 

 

●博多駅や福岡空港に来られる方 

事前調査によると８月１２日の午前中に福岡に到着される方が圧倒的に多い状況で、割と到着時間帯に

は差があるようです。その状況を考慮して、大型貸切バスまたはマイクロバスによる運行を計画していま

す。運行ダイヤは以下のとおりです。カンファレンスの受付は１１時～１３時を予定しています。以下の

第６便および第７便は開会に若干遅れて参加することになります。 

 

 

●西戸崎駅に来られる方 

 事前調査によると、西戸崎駅に来られる方はあまり多くはありませんので、自家用車による送迎を考え

ています。その運行ダイヤは以下のとおりです。第６便および第７便は開会に遅れて参加することになり

ます。 
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会場アクセス



＜参考情報＞ 

 福岡セッションコミッティで準備している西戸崎駅から施設までのシャトル便とＪＲの接続情報をご

紹介します。４月１日に発表したものに早めの便を１便追加しています。 

 

 博多駅発  香椎駅着 香椎駅発  西戸崎駅着 施設行シャトル便 

普通福間行 

快速小倉行 

09:41 

09:47 

⇒ 

⇒ 

9:52 

9:56 
10:03  10:21 10:30⇒10:45 

普通福間行 

区間快速小倉行 

09:59 

10:04 

⇒ 

⇒ 

10:11 

10:15 
10:35 ⇒ 10:53 11:00⇒11:15 

区間快速門司港行 

区間快速海老津行 

普通福間行 

快速小倉行 

10:25 

10:30 

10:41 

10:46 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

10:35 

10:42 

10:52 

10:56 

11:05 ⇒ 11:23 11:30⇒11:45 

区間快速小倉行 

普通福間行 

11:04 

11:09 

⇒ 

⇒ 

11:14 

11:21 
11:35 ⇒ 11:54 12:00⇒12:15 

区間快速門司港行 

普通海老津行 

快速小倉行 

普通福間行 

11:25 

11:30 

11:46 

11:49 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

11:35 

11:42 

11:56 

12:00 

12:05 ⇒ 12:24 12:30⇒12:45 

区間快速小倉行 

普通福間行 

12:03 

12:08 

⇒ 

⇒ 

12:14 

12:20 
12:35 ⇒ 12:54 

（開会遅れて到着） 

13:00⇒13:15 

区間快速門司港行 

普通海老津行 

快速小倉行 

普通福間行 

12:25 

12:30 

12:46 

12:49 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

12:35 

12:42 

12:56 

13:00 

13:05 ⇒ 13:24 
（開会遅れて到着） 

13:30⇒13:45 

 

復路のシャトルバス運行について 

 

８月１４日の復路は選択したオプションコースによって、シャトルバスの乗車時刻が異なります。コー

ス決定と同時に基本的にはご乗車いただく便も決定しています。 

 

  

復路は上記の時刻での運行を予定していますが、当日の道路事情や乗車メンバーの集合状況などにより、

到着が遅れる可能性が十分考えられます。シャトルバス到着後に博多駅や、福岡空港から出発する便の手

配については、じゅうぶんなゆとりを持っておいてください。 

８月１４日に福岡セッションコミッティで用意している後泊を予約された方については、それぞれのオ

プションコースでシャトルバスを降車された後、宿泊場所への移動や８月１５日の移動については自力で

の対応をお願いいたします。 
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上記のシャトルバスでは時間が合わない方へ 

 

到着・出発時間に合わせて、西戸崎駅と施設の間を送迎する手段を可能な限り福岡セッションコミッテ

ィで準備したいと考えています。どうしても対応できない場合は西戸崎駅や施設からタクシー等で移動を

お願いする場合もありますのでご了承ください。 

 

乗車集合場所と留意事項について 

 

●博多駅：筑紫口を出てすぐのところにある貸切バス駐車場 

●福岡空港：国内線ターミナル出て道路を渡ったところにあるバスプール 

●西戸崎駅：改札口近くの駅待合室 

 

後日、福岡セッション公式サイト上に地図とともにシャトルバス集合場所のご案内の詳細を掲載します。 

 

＜お願い＞ 

８月１２日当日の昼食は会場では用意されていません。施設で降車した後に近くにお弁当などを購入で

きるところもありませんので、昼食が必要な方は各自シャトルバスに乗車される前にご自身の分をご用意

の上でご乗車ください。 

 

シャトルバスの乗車申し込みについて 

 

シャトルバス乗車など、往路に関する施設との間の送迎については申し込み制を取らせていただきます。 

以下の申し込みサイトから福岡セッション参加者全員が申し込んでいただければと思います。申し込みで

きるのは１人につきひとつの便のみです。もし２つ以上の申し込みがあった場合には最後のひとつを採用

させていただき、それ以前の申し込みは自動的にキャンセルさせていただきます。 

復路については、オプションコースの決定に伴い基本的には自動的に決まっています。もし、なんらか

の事情により、予定されている復路のシャトルバスにご乗車にならない方は以下の申し込みサイトから状

況をお知らせください。 

 

●シャトルバス乗車申し込み   https://forms.gle/jt84M2JN1Zpd9LFV8 

 

●締め切り ２０１９年７月１５日（月曜） 

 

事前調査の回答結果からすると、現在予定しているバスで全員が乗車可能と考えてはいますが、みなさ

んからの申し込み結果いかんによっては博多駅や福岡空港を出発する一部のバスに集中して乗車定員を

オーバーする可能性もまったく無いわけではありません。早めに判明した場合には、該当する申し込み者

にこちらから連絡をとらせていただき、先着申し込みの方を優先させたうえで、定員をオーバーしたバス

に後から申し込まれた方に他のシャトルバス便に変更してもらうか、西戸崎駅へ直行してもらいそこから

乗車してもらうことをご相談させていただきます。 

また当日にも、飛行機の運行に遅れが生じた場合や、予定より早めに博多駅や福岡空港に到着された方

がでてきた場合など、申し込みのとおりにシャトルバスの集合場所に来ていただくことが難しいケースが

出てくるかも知れません。バスは定刻には出発することを目指したいと考えていますので、申し込み順位

や先着で到着されている方の状況などを考慮しながら、その場で臨機応変に乗車する方を調整しながら運

行することになることも予想されます。ぜひ、当日、担当者からの相談や指示にご協力いただけますよう

お願いいたします。 

 

  

 

上記のシャトルバスでは時間が合わない方へ 

到着・出発時間に合わせて、西戸崎駅と施設の間を送迎する手段を可能な限り福岡セッションコミッテ

ィで準備したいと考えています。どうしても対応できない場合は西戸崎駅や施設からタクシー等で移動を

お願いする場合もありますのでご了承ください。 

乗車集合場所と留意事項について 

●博多駅：筑紫口を出てすぐのところにある貸切バス駐車場

●福岡空港：国内線ターミナル出て道路を渡ったところにあるバスプール

●西戸崎駅：改札口近くの駅待合室

福岡セッション公式サイト上に地図とともにシャトルバス集合場所のご案内の詳細を掲載しています。 

＜お願い＞ 

８月１２日当日の昼食は会場では用意されていません。施設で降車した後に近くにお弁当などを購入で

きるところもありませんので、昼食が必要な方は各自シャトルバスに乗車される前にご自身の分をご用意

の上でご乗車ください。 

シャトルバスの乗車申し込みについて

シャトルバス乗車など、往路に関する施設との間の送迎については申し込み制を取らせていただきます。 

以下の申し込みサイトから福岡セッション参加者全員が申し込んでいただければと思います。申し込みで

きるのは１人につきひとつの便のみです。もし２つ以上の申し込みがあった場合には最後のひとつを採用

させていただき、それ以前の申し込みは自動的にキャンセルさせていただきます。 

復路については、オプションコースの決定に伴い基本的には自動的に決まっています。もし、なんらか

の事情により、予定されている復路のシャトルバスにご乗車にならない方は以下の申し込みサイトから状

況をお知らせください。 

●シャトルバス乗車申し込み https://forms.gle/jt84M2JN1Zpd9LFV8 

●締め切り ２０１９年７月１５日（月曜）

事前調査の回答結果からすると、現在予定しているバスで全員が乗車可能と考えてはいますが、みなさ

んからの申し込み結果いかんによっては博多駅や福岡空港を出発する一部のバスに集中して乗車定員を

オーバーする可能性もまったく無いわけではありません。早めに判明した場合には、該当する申し込み者

にこちらから連絡をとらせていただき、先着申し込みの方を優先させたうえで、定員をオーバーしたバス

に後から申し込まれた方に他のシャトルバス便に変更してもらうか、西戸崎駅へ直行してもらいそこから

乗車してもらうことをご相談させていただきます。

また当日にも、飛行機の運行に遅れが生じた場合や、予定より早めに博多駅や福岡空港に到着された方

がでてきた場合など、申し込みのとおりにシャトルバスの集合場所に来ていただくことが難しいケースが

出てくるかも知れません。バスは定刻には出発することを目指したいと考えていますので、申し込み順位

や先着で到着されている方の状況などを考慮しながら、その場で臨機応変に乗車する方を調整しながら運

行することになることも予想されます。ぜひ、当日、担当者からの相談や指示にご協力いただけますよう

お願いいたします。 
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青少年海の家 館内マップ
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カンファレンス参加者の心得
大原則として 3 日間（カンファレンス中）は教会の標準（若人の強さのために参照）に従って生活
をする。 
 
●知らない人と話す 

・自分の長所を活用する。あなたにはたくさんの長所があります。人と話すときにその賜物を活
かしましょう。例えば、明るい雰囲気にするのが得意、人の長所を見つけるのが得意、相手の
気持ちに寄り添うのが得意、など様々です。霊感を求め、自分の長所を見つけましょう。それ
らを活用して主に仕えることができるように、またキリストの特質をさらに身に付けることがで
きるように、訓練しましょう。 

・霊感に基づく質問をする。相手の話を誘う質問の仕方を学び、練習します。彼らの仕事や
趣味、家族、あるいは経歴について尋ねます。彼らが最も大切にしていること、切に望んでい
ること、あるいは心配していることについて尋ねます。機会あるごとに、その人に関係のある
福音の原則について証します。心からの関心を示します。質問された場合、彼らの必要とあな
たのメッセージから焦点がずれないようにして、それに喜んで答えます。（『わたしの福音を宣
べ伝えなさい』183 － 184 参照） 

・相手に関心を持っていることを示す。相手に関心を持たれているとわかると、心が開きやすく
なります。挨拶する、微笑む、相手の目を見るなど、簡単な方法を通して相手に関心を示すこ
とができます。質問をすることも効果的です。「なぜ」「どのように」など話を深められる質問
もよいでしょう。 

・会話の終わらせ方。ふさわしいと感じたことについて話し合い、友人を紹介するようお願いし
た後で、次のように言うようにします。「あなたとお会いできて（あるいは、お話できて）うれ
しかったです。そろそろ（次のプログラムに、食堂に、自室に）行かなければなりません。ま
たお会いしましょう。」 

（宣教師訓練資料「宣教師の生活に適応する」より一部抜粋、再編集） 
 

●服装と身だしなみ  

決して服装の標準を下げないでください。慎みのない服装をすることで、神の息子、娘という
あなたの真の姿に反するメッセージを送ることになります。自分の体を利用して人の注意を引き、
認められようとしているというメッセージを送っているのと同じです。  

慎みのない服装とは、体にぴったりとした衣服、透けて見える衣服、そのほかいかなる形であ
れ肌があらわになるような衣服です。若い男性も慎み深い外見を保つ必要があります。若い男性
も若い女性も身だしなみを整えて清潔にし、極端な、あるいはあまりにもくだけた服、髪型、行
動は避けるべきです。スポーツに参加するときにも適度に慎み深い服装を選ぶべきです。世の中
のファッションは変わりますが、主の標準は変わりません。  
（「若人の強さのために」より抜粋） 
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●積極的に取り組むこと
  

・ナンバーズについて
宣教師はその日の成果を確認するために一定の項目について数を数えています。それぞれの項
目について目標を設定することで、一日の活動内容を決める指標となり、一日の終わりにそれ
を振り返ることで今後の活動をより良くすることが出来ます。
それを踏まえ、今回のカンファレンスで用意された項目は以下です。

1 コンタクトの数 （話した人の数）
⇒はじめましての可能性は無限大！初めましてを掘り下げるために積極的に話しかけるのもあ

りだよね！話しかけた、かけられたに関わらずカウントして OK！業務連絡は含まないでね！
2 連絡先を交換した数 （line、電話番号、SNS 等）

⇒友達 100 人増えたかな？！同じ人は 1 回だけカウントしてね！
3 証、教義について話した数

⇒積極的に人の証を聞こう！そうすればあなたも自分の証を分かち合うことができます！

・日記をつけることの大切さ 
〔日記をつけること〕は非常に面倒だと言う人がいるかもしれません。しかし善をもたらすどの
ようなものについても面倒だと言うべきではありません。わたしは人生の中で日記をつけ歴史
を書き記すことに費やしてきた時間は、非常に有益なものであったと思います。（歴代大管長の
教え、ウィルフォード・ウッドラフ より）

・機会がある毎に祈ろう→朝晩のディストリクトでの祈り、同僚間での祈り、個人での祈り
アルマ 34:19、23、26-27
19 まことに、へりくだって、神に祈り続けなさい。
23 まことに、あらゆる義の敵である悪魔を防ぐことができるように、神に叫び求めなさい。
26 しかし、これだけではない。あなたがたは自分の部屋でも、人目に触れない場所でも、荒れ
野でも、あなたがたの心を注ぎださなければならない。
27 また、声に出して主に叫び求めないときでも、あなたがたの幸いと、あなたがたの周りの人々
の幸いを気遣う気持ちを心に満たし、それが絶えず主への祈りになるようにしなさい。

活動の妨げとなるスマホ使用を控えるようにしましょう。以下のような勧めがあります。 
・この 3 日間、オンラインゲームを断つ。
・SNS の利用は最小限とする。 
・プログラム中のヘッドフォン / イヤフォンの使用を控える。
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その他
●自由時間の過ごし方

他団体の迷惑にならないようにしましょう。
けがをしないように注意しましょう。
危険なところには立ち入らないようにしましょう。

●施設の主なルール
宿泊棟・保健室への飲食物の持ち込みはできません。
館内は、宿泊室・浴場以外は土足で移動できます。

     
福岡セッションに関する情報は以下の公式サイトに掲載されています。
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/fukuoka/

直前に、大切な発表が掲載される可能性もありますので、必ず参加直前に一度チェック
をお願いいたします。特にページの上の方に掲載されている「福岡セッションに参加が決
まったみなさまへ」のところにある「最新のお知らせ」は必ず確認した上でご参加ください。

福岡セッションからの最新のお知らせについて

http://ldschurcharchive.org/ayc2019/fukuoka/
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緊急連絡先

福岡セッションコミッティへの連絡は以下の代表メールアドレスにお願いします。

★カンファレンスの申込など受付関係 　aycfuk@lds.jpn.org
★前泊・後泊の宿泊関係　　　　　　　ayc_f_haku@lds2.jpn.org
★シャトルバスの送迎など交通関係　 　ayc_f_koutsu@lds2.jpn.org
★その他の連絡全般　　　　　　　　  aycfuk@lds.jpn.org

いずれも、関係する担当者の携帯電話あて、自動で転送される仕組みを構築しています
ので、内容を見て、緊急性の度合いをみながら、すぐに応答させていただきます。
また、メールアドレスにご自身の携帯電話番号など連絡先をご記入いただけば、こちらか
ら折り返しお電話させていただくことも可能です。

カンファレンス会場に到着されるまでの間に、どうしても電話による連絡や相談が必要な
場合には、以下の担当者あてご連絡ください。
 　　　　　　　　　　　　　　　一丸俊雄（バイスチェアマン）　050-5362-4178

複数の担当者が博多駅および福岡空港、西戸崎駅にて、みなさんをお迎えする予定です。
もし、当日どうしても緊急な連絡が必要になった場合には以下の担当者あてお願いします。

★シャトルバス乗車日当日の連絡先　  　博多駅　    辻郷美太朗　050-5362-4300
　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡空港　 今井卓也　　050-5362-4338
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西戸崎駅　 古谷明寛　　050-5362-4192
★上記の電話番号につながらない場合や交通全般についての連絡は以下の担当者あてご
　連絡ください。　　  　　　　　一丸俊雄（バイスチェアマン）　050-5362-4178

上記以外の会場内での様々な連絡体制については会場到着後ご説明します。

（注）上記の電話番号は AYC のために取得した仮設の電話番号で、その番号にかけると担当者の携帯電
話あてにつながるよう設定されています。AYC 後はこの番号は使えません。

電子メールによる連絡

電話による緊急連絡

会場内での連絡先

シャトルバス乗車に関する連絡（当日）

mailto:aycfuk%40lds.jpn.org?subject=
mailto:ayc_f_haku%40lds2.jpn.org?subject=
mailto:ayc_f_koutsu%40lds2.jpn.org?subject=
mailto:aycfuk%40lds.jpn.org?subject=
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●聖典

●「わたしの福音を宣べ伝えなさい」（スマホでも可）

●日記

●筆記用具

●感じたことを書き留めるノート

●折りたたみ傘（雨天時用）

●ハンカチ＆ティッシュ

●動きやすいシューズ（ダンスの際に使用）

●持ち歩きできるバッグ（聖典、筆記用具などを入れるため）

● 3 日分の着替えと下着　※洗濯できませんので、ご注意ください。

　普段着の着替え 1日分・安息日の服装 2 日分（2 日目のダンスと 3 日目で使用）
　韓国セッションに参加される方は＋ 3 日分の服装
●入浴用具（バスタオル、タオル、シャンプー、リンス、ボディーソープ）

●洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、洗顔石鹸）

●汗ふきシート、汗ふきタオル（ダンスの時にあったら便利です。）

●健康保険証（コピー可） 　●常備薬 　●生理用品

●おやつ（必要な場合）　●帽子

●水筒

●信仰と熱意

※ドライヤーは大浴場、中浴場に 1、2 台設置していますが、持込み
のドライヤーを使用される場合は、大・中浴場それぞれ 4000W まで。
活動部屋で使用される場合は 1 部屋に 2000W まで使用できます。

※初日の昼はお弁当です。
カンファレンス初日（12 日）の昼食は施設に 11日から前泊している人を除いて用意し
ていません。各自で昼食をご準備ください。施設では食中毒等を防ぐため、生鮮食品の
持ち込みを禁止していますので、その点にもご留意ください。また、歩いていける距離
にコンビニ等はまったくありません。施設内に売店などもありません。必要なものは事
前にご持参のうえでご参加ください。

※すべての持ち物には、名前を書いておいてください。

持ち物
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韓国セッションへ参加される方へ

市営地下鉄は国内線旅客ターミナルビル南側へ乗り入れています。地下鉄箱崎線への乗換
えは「中洲川端駅」、地下鉄七隈線への乗換えは「天神駅」～「天神南駅」をご利用下さい。

（七隈線は一度改札を出てからの乗換えになりますが、切符を買い直す必要はありません）
 

地下鉄の時刻表はこちら（福岡市交通局）　　
博多駅→福岡空港
https://www.navitime.co.jp/diagram/timetable?node=00007420&lineId=00000836

天神駅→福岡空港
https://www.navitime.co.jp/diagram/timetable?node=00006431&lineId=00000836

https://www.navitime.co.jp/diagram/timetable?node=00007420&lineId=00000836
https://www.navitime.co.jp/diagram/timetable?node=00006431&lineId=00000836
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国内線⇔国際線間は無料の連絡バスが運行しています。バス乗り場につきましてはマップを
ご覧ください。所要時間は約 10 ～ 15 分です。（道路状況等により遅れが生じる場合あり）

～搭乗までの流れ～
チェックインは 3F で行います。国際線搭乗手続きの際は航空券、または e チケット及びパ
スポートをご提示ください。国際線搭乗手続き開始時間は航空会社及び便により異なります。
ご利用の航空会社へご確認下さい。混雑等により時間がかかる場合もございますので、お
早めに手続きをお済ませください。余裕をもって 1 時間前には着くようにしてください。
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以下のリンクに仁川空港・金浦空港からのシャトルバスのスケジュールが記載されております。

　　　　　　　 　http://ldschurcharchive.org/ayc2019/korea-bus/

Q1, いつまでに空港につけばいいの？
A1, 各航空会社は国際便の場合、通常 2 時間前からの手続きを推奨しています。
　　ただし、AYCは夏休みの繁忙期にあたるため2 時間半～3 時間前の到着をお勧めします。

Q2, 空港ではどこで、どんな手続きがあるの？
A2, 以下の順序で手続きをしていきます。（基本的に世界共通の流れです）
　　①搭乗手続き（チェックイン）
　　　航空券の発行確認やパスポートの確認を行います。
　　　搭乗カウンターは航空会社により異なります。
　　　オンラインチェックインや、自動チェックイン機が利用できる場合があります。
　　　詳細は各航空会社のホームページをご覧ください。
　　②受託手荷物の手続き
　　　ここで手荷物を預けます。預けた荷物は飛行機を降りるまで回収できません。
　　　機内持ち込みの荷物の準備は事前に行いましょう。
　　　搭乗手続きと続けて実施される場合と、別個に実施される場合があります。
　　　※受託手荷物に入れることが可能でも、機内持ち込み荷物には入れることができない
　　　　物品があります。機内持ち込みのルールを確認したうえで受託手荷物を決めましょう。
　　③セキュリティーチェック
　　　ここで、機内に持ち込めないもののチェックを行います。
　　　ハサミなどの刃物、大容量の液体などは持ち込むことは出来ません。
　　　（この時点で持ち込み荷物に入っていると、捨てるしかありません。）
　　　各航空会社の機内持ち込みルールはあらかじめ確認しましょう。
　　④税関審査
　　　高価なものや、国際法上持ちだすために規制があるものを申告します。
　　　思わぬものが該当することがあるので注意しましょう。
　　⑤出国審査
　　　「目的は？」「観光です。」などの出国に必要な質問を受けます。
　　　パスポートに「ハンコ」を押してもらうのもここです。

仁川空港・金浦空港からの交通手段

国際便を初めてご利用される方へ

http://ldschurcharchive.org/ayc2019/korea-bus/
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/korea-bus/
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/korea-bus/
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　　⑥搭乗ゲートに向かう
　　　ここでそれなりに待ち時間が発生することがあります。
　　　免税店やレストランを利用することができるチャンスです。
　　⑦搭乗！！
　　　フライト時間が近くなると、呼び出しがかかります。
　　　搭乗時間を確認して、搭乗ゲート付近で待機しましょう。
　　　係員に航空券とパスポートを見せるとようやく搭乗となります！！
 
Q3, 出国手続きは結局どのくらいかかるの？
A3, 各航空会社は国際便の場合、通常 2 時間前からの手続きを推奨しています。
　　ただし、AYCは夏休みの繁忙期にあたるため2時間半～3時間前の到着をお勧めします。

Q4, 入国手続きはどうしたらいいの？
A4, まず、飛行機内で配られる入国カードを記入しましょう。（入国カードを受け取り損ねて
　　も、入国手続きをする前に記入するチャンスはあります。）
　　記入例は以下のQRコードのリンク先にあります。不安な方は出国前に調べておきましょう。

　　　　　　　 　https://www.uutravel.ne.jp/ed_html/ed_korea/ed_korea.htm

　　入国審査は、外国人向けと国内の方向けで分かれます。
　　韓国籍を持っていない人は「外国人向け」に並びましょう。
　　口頭での入国審査時には「渡航目的」「滞在場所」「滞在期間」等を聞かれます。

　　指紋や写真の撮影を要求されたら、素直に応じましょう。

Q5, 韓国で日本の家電製品は使えるの？
A5, 日本と韓国のコンセントは形状が異なります。また供給されている電圧も異なります。
　　（日本：１００V、韓国：２２０V）
　　そのため、以下の二つが無いと多くの家電製品は利用できません。一瞬使えてもすぐに
　　壊れてしまう恐れがあります。
　・変換器→コンセントの形状を変換します。すべての家電製品に必要です。
　・変圧器→電圧を変換します。PC などに使う AC 等には変圧器が内蔵されていることが　
　　多くあります。

※電圧を変換しないで、PC やスマートフォン等精密機械の充電を行うとデータが損傷する可能性があり
ます。また、ドライヤーなどの熱を発するものやモーターが内蔵されているものは加熱により発火する恐
れがあります。

https://www.uutravel.ne.jp/ed_html/ed_korea/ed_korea.htm
https://www.uutravel.ne.jp/ed_html/ed_korea/ed_korea.htm
https://www.uutravel.ne.jp/ed_html/ed_korea/ed_korea.htm
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日本コミッティーが運営する LINE 公式アカウントがあります。
ただし問い合わせが集中すると、対応しきれない場合があります。まずは周りの方々やお近
くのスタッフにお尋ねください。

友達登録はこちら。
@ayc2019

移動時に困った時の緊急 LINE

https://line.me/R/ti/p/%40elh6550n
https://line.me/R/ti/p/%40elh6550n
https://line.me/R/ti/p/%40elh6550n
https://line.me/R/ti/p/%40elh6550n


＃3　主のみたまは火のごと燃え

1.

主のみたまは火のごと燃え　

みさかえ出づ，末の代に

み恵みも，まぼろしも見え　

み使い，この世に降る

[Chorus]

天の群れと共にうたわん

ホザナ，ホザナ　神と御子

高きみ座に栄えあれ

末，とこしえに　アーメン，アーメン

2.

天のみ国を広めんと　

聖きみたまに集わん

信仰によりて 主の栄えと，

恵み，まぼろし 継ぐを得ん

＃18　麗しき朝よ

1.

麗しき朝よ 陽は輝きて

森には歌あり 小鳥や蜂の

ジョセフは木陰に 神とまみえぬ

ジョセフは木陰に 神とまみえぬ

2. 

ひざまずき祈る 初めの時に

悪魔の力は 胸をふさげど

恐れずみ父の 助けに頼る

恐れずみ父の 助けに頼る

3. 

不意に降り来し まばゆき光

真昼の陽よりも 輝き照らす

見えし御二人は 神とその御子

見えし御二人は 神とその御子

4. 

「ジョセフよ，このわが愛する子に聞け」

ジョセフの祈りに 主は答えたもう

喜びあふれぬ 生ける神見て

喜びあふれぬ 生ける神見て

＃133　日々によき種と

1. 

日々によき種と 悪しき種まく

風の吹く丘や 低き地にまく

雨に柔らかき うねにもまかれ

乾きし荒野の 上にも残る

2. 

寂しき山辺の 谷間にも落ち

人混みに捨てて 踏まれるもあり

怠る者には 忘れ投げられ

善きには愛され 祈りまかれん

3. 

善き地にありても 枯れる種あり

まく者死にても 伸び行くもあり

恵みや争い 生命や死をも

その種，言葉や 行ないにあり

讃美歌
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4. 

弱きわれのみに まかせたもうな

天使にその畑 守らせたまえ

田畑は栄えて 実る穂に満ち

永遠の生命の実 結ばせたまえ

＃149　神の御業に進みて

1. 

神のみ業に進みて 世を終わるとき報いを得ん

正義に真理の剣 振るいて起たん

[Chorus]

敵恐れず進まん 主はわが味方なり

悪の言葉を聞かず  主に従いて行かん

2. 

敵はわれらより多く　勝るとも，退くまじ

真理の見えぬ力 われらを助く

3. 

正しきわれら恐れなし　主は常に近く在ます

試しの日の後には  栄えをたもう

＃157　われらは天の王に

1. 

われらは天の王に  召されし証し人

福音宣べ伝えん 地の果てにまで

[Chorus]

進め，いざ進め 主の御名賛めて

進め，いざ進め 主の御名たたえん

進め，勝利の歌をうたいて，主も強き力もて

導かん

2. 

われらは神の僕 喜び胸にあり

主の御名世に広めん　賛歌うたいて

＃166　天よりの声聞け

1. 

天よりの声聞け，国々よ喜べ

天使告ぐ，真理また世に戻ると

[Chorus]

真理と愛教え，天の光は来ぬ

陽は今明け染めて，世を照らさん

2. 

闇の中求めて，祈り来し者らよ

喜べや，栄えある真理世にあり

3. 

選ばれしわれらは，国々へ出で行く

真理堅く守りて，教え広めん

＃183　起て，宮に入りて

1. 

起て，宮に入りて，道を尋ねよ

生者と死者とを，永遠に結ばん

2. 

主のみ旨聞きて，律法学ばん

誓約守りて，恵みを受けん

3. 

神，授けたまえ，聖きみ力

われらも宮にて，共に仕えん
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＃187　家族は永遠に

1. 

私のすてきな家族の望み

固くいつまでも結ばれたい

[Chorus]

主はその願いかなえ，導きたもう

家族を皆結ぶ道を，主は教えたもう

主は教えたもう

2. 

私の家族の望みはひとつ

固くいつまでも結ばれたい

#189　神の子です

1,

神の子です，私やあなた

あふれる恵みに感謝します

[Chorus]

私を助けて導いて

いつかみもとへ行けるように

2. 

神の子です，私やあなた

み言葉正しくわかるように

3. 

神の子です，私やあなた

みこころ行ない，また天に住む
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事後アンケートのお願い
今後のカンファレンスの改善に役立てるため、アンケートのご協力をお願いいたします。

回答は匿名ですので、忌憚のないご意見をお願いいたします。

締め切り：8 月 31日

アンケート集計結果公表：10 月 30 日

アンケートはこちらから

http://ldschurcharchive.org/ayc2019/survey/
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/survey/
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/survey/


スタッフ情報
役割毎に違う色のバンダナをつけています！

何か困ったことがあれば遠慮なく声をかけてください。

コミッティメンバー、実行委員、実務 HHYA ：青／ HHYAリーダー：緑／ HHYA：黄色　

全国コミッティ

上
カミ

西
ニシ

　士
シ

門
モン

横浜ステーク・川崎ワード

和
ワ

田
ダ

　彩
アヤ

子
コ

東京ステーク・洗足池ワード

杉
スギ

本
モト

　拓
タク

也
ヤ

福岡ステーク・福岡ワード

堀
ホリ

尾
オ

　美
ミ

友
ユ

藤沢ステーク・藤沢ワード

山
ヤマ

口
グチ

　愛
ア

弓
ユミ

東京ステーク・足立ワード

嶋
シマ

田
ダ

　遥
ハルカ

武蔵野ステーク・福生ワード

永
ナガ

井
イ

 　聖
セイ

也
ヤ

町田ステーク・多摩ワード

長
ナガ

田
タ

　真
シン

悟
ゴ

武蔵野ステーク・府中ワード

朝
アサ

倉
クラ

　由
ユ

貴
キ

東京ステーク・渋谷ワード

竹
タケ

村
ムラ

　愛
アイ

佳
カ

町田ステーク・多摩ワード

スキナー　ブライアン
東京南ステーク・東京第 2 ワード
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札幌セッション実行委員

進
シン

藤
ドウ

　仁
マサ

貴
ヨシ

札幌ステーク・豊平ワード

工
ク

藤
ドウ

　優
ユウ

花
カ

札幌西ステーク・琴似ワード

小
オ

笠
ガサ

原
ワラ

　建
ケン

佑
ユウ

札幌西ステーク・室蘭ワード

黒
クロ

瀬
セ

　あかり
旭川ステーク・旭川第 1 ワード

八
ハッ

反
タン

田
ダ

　愛
エ

深
ミ

札幌ステーク・江別ワード

東京セッション実行委員

舟
フナ

木
キ

　類
ル

佳
カ

東京ステーク・中野ワード

林
ハヤシ

　豊
ユタカ

武蔵野ステーク・国立ワード

与
ヨ

座
ザ

　ななみ
千葉ステーク・千葉ワード

小
オ

和
ワ

田
ダ

　美
ミ チ カ

愛
横浜ステーク・上大岡ワード

福岡セッション実行委員

安
ア

里
サト

　聖
マサ

貴
キ

沖縄ステーク・石垣支部

大
オオ

村
ムラ

　光
コウ

太
タ

朗
ロウ

沖縄ステーク・那覇第 2 ワード

古
フル

谷
タニ

　美
ミ

樹
キ

広島ステーク・西条支部

才
サイ

木
キ

  ゆみ
福岡ステーク・福岡ワード
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HHYA
Helping Hands Young Ambassador

■全国コミッティHHYA

市川 春菜 町田ステーク

須田 幸之祐 武蔵野ステーク

■札幌セッションHHYA

芥 敦美  さいたまステーク

池上 栄理也 大阪ステーク

小山内 竣哉 青森地方部

小澤 彼歩 札幌西ステーク

小野 永遠 札幌西ステーク

上撫 敦 　　　　大阪ステーク

北山 大智 札幌西ステーク

紺野 由樹 仙台ステーク

櫻庭 愛理 札幌西ステーク

佐藤 菜津美 盛岡地方部

佐藤 めぐみ 札幌ステーク

佐藤 勇一 静岡ステーク

増子 愛恵 旭川ステーク

増田 葵  札幌ステーク

松山 美聖 札幌西ステーク

吉川 進

福田 光

小澤 礼菜

工藤 百合亜

高橋 優祈

 　　　　大阪堺ステーク

 旭川ステーク

 盛岡地方部

 東京ステーク

 盛岡地方部

■東京セッションHHYA

飯田 隼人 武蔵野ステーク

石文 桃子 松戸ステーク

岸原 健一 武蔵野ステーク

刑部 明星 千葉ステーク

杉本 将哉 松戸ステーク

鈴木 彩穂 静岡ステーク

須田 幸之祐 武蔵野ステーク

高橋 健人 京都ステーク

田中 藍　　 松戸ステーク

永田 綾寧 鹿児島地方部

南川 智花 福岡ステーク

村山 こころ 横浜ステーク

矢田 七海 大阪堺ステーク

萬谷 綾子 千葉ステーク

蘆川 裕太 武蔵野ステーク

43 



■福岡セッションHHYA

Megan Sjaan Dyer 旭川ステーク

井上 匠 　　　　松戸ステーク

今井 華 　　　　山口地方部

江口 朋美 福岡ステーク

大岬 祐希 山口地方部

大嶺 華蓮 沖縄ステーク

小部 千枝子 福岡ステーク

坂村 航 　　　　広島ステーク

島田 パトリシア ニコラ 札幌西ステーク

田内 のぞみ 岡山ステーク

津田 直樹 広島ステーク

土田 千畝　 福岡ステーク

豊里 明生 沖縄ステーク

中川 かりん 熊本ステーク

仲村 天啓 沖縄ステーク

秀島 将太郎 福岡ステーク

蕗野 良介 熊本ステーク

福山 朝彦 沖縄ステーク

外園 真　　 福岡ステーク

牧 光三郎 鹿児島地方部

水田 裕樹 神戸ステーク

村上 果歩 熊本ステーク

村本 莉子 熊本ステーク

渡邊 栞之子 福岡ステーク

■韓国セッションHHYA

桐林 真理子 広島ステーク

金城 航希 さいたまステーク
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