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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
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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

- 9 -



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！

- 11 -

【札幌】　　　　　　【東京】　　　　　　【福岡】

http://nav.cx/8eQpcCs
http://nav.cx/8EsEjht
http://nav.cx/j6yIiIQ


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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[ 福岡セッション　@ayc2019_fukuoka　http://nav.cx/8eQpcCs　]
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http://nav.cx/8eQpcCs
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土門　大幸　
AYC 札幌セッションチェアマン

札幌セッション
テーマ：結婚
目　的：結婚に希望を持ち、行動する決意をする。

セッションチェアマンから参加者へ

AYC 札幌セッションにご参加くださった皆さん北の大地北海道へようこそ！皆さんの参
加を私たちは心から歓迎いたします。

札幌セッションのテーマは「永遠の結婚」です。実行委員の皆でこのカンファレンスのた
めに主に祈り求め楽しいプログラムの準備をしてきました。

皆さんが AYC のプログラムを通してイエス・キリストにあって一つとなり共に喜びを感
じ、永遠の結婚へのよき備えができるよう願っています。

私たちは人生で自分自身の未来を選ぶ選択の自由が与えられています。自分の将来に対
してよき備えをして主の導きを受け正しい選択をするならば主はその選択を祝福してくださ
います。

皆さんがこの AYC で将来に対する夢や希望を抱き、視野を広げ明確なビジョンを描くこ
とが出来るよう心より祈っています。
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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
（45分）

30
起床

（45分）45 45 45
7 00 00 00
15 15 さわやかタイム（15分）（体育館） 15 さわやかタイム（15分）（体育館）
30 30

朝食
7:30-8:30（60分）
（レストラン）

30
朝食

7:30-8:30（60分）
（レストラン）

45 45 45
8 00 00 00
15 15 15
30 30 聖典学習

8:30-9:15（45分）
（講堂）

30 宿泊棟清掃8:30-9:00（30分）
（各担当の部屋）45 45 45

9 00 00 00 聖典学習（15分）（講堂）
15 15

地域会長会ディボーショナル
9:15-10:15（60分）

（講堂）

15
地域会長会ディボーショナル
9:15-10:15（60分）

（講堂）

30 30 30
45 45 45

10 00 00 00
15 15

結婚に関する
セミナー(選択 )

10:15-12:00（105分）
（研修室）

15 自由時間
（気になるあの子へアタックチャーンス）

ワークショップ＆人生相談
10:15-11:30
（75分）

30 30 30
45 45 45

11 00 00 00
15 15 15
30 30 30

閉会行事
11:30-13:00（90分）

（講堂）

45 45 45
12 00 00

昼食
12:00-13:30（90分）
（レストラン）

00
15 15 15
30 到着

12:30-13:00（30分）
30 30

45 45 45
13 00

開会行事
オリエンテーション

13:00-17:00（4時間）
（講堂）

00 00

帰宅
お疲れさまでした。

15 15 15
30 30

選択活動
・バスツアー　・ハイキング
13:30-17:00（3時間30分）
（集合場所：玄関前周辺）

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

17 00 ゆーすぴあタイム（15分）（体育館） 00 ゆーすぴあタイム（15分）（体育館） 00
15

夕食
17:15-19:00（105分）

（レストラン）

15

夕食
17:15-19:00（105分）

（レストラン）

15
30 30 30
45 45 45

18 00 00 00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

19 00

家庭の夕べ
19:00-20:30（90分）
（武道館、体育館）

00

グループディスカッション
19:00-20:30（90分）

（講堂）

00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

20 00 00 00
15 15 15
30

入浴時間
20:30-22:00（90分）

（温泉）

30

入浴時間
20:30-22:00（90分）

（温泉）

30
45 45 45

21 00 00 00
15 15 15
30 30 30
45 45 45

22 00 消灯・就寝 00 消灯・就寝 00

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 札幌セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Sapporo Session
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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 札幌セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Sapporo Session

8月12日（月曜日）第1日目 必要な持ち物
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
15分
30分
45分

12時 00分
15分
30分 到着

12:30-13:00（30分）45分
13時 00分

開会行事
オリエンテーション

13:00-17:00（4時間）
（講堂）

ハンドブック
筆記用具

班員の名前を覚える記憶力

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 ゆーすぴあタイム（15分）（体育館）
15分

夕食
17:15-19:00（105分）

（レストラン）

30分
45分

18時 00分
15分
30分
45分

19時 00分

家庭の夕べ
19:00-20:30（90分）
（武道館、体育館）

ハンドブック
遊び心

15分
30分
45分

20時 00分
15分
30分

入浴時間
20:30-22:00（90分）

（温泉）

タオル、シャンプー、ボディーソープ
などの入浴に必要な道具

45分
21時 00分

15分
30分
45分

22時 00分 消灯・就寝
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1日目プログラム詳細
他団体と施設の方との調整で会場の場所が変わることがありますのでご了承ください。

①開会行事（共通）
概要：これから最高の三日間にするためにいろんな活動の紹介や交流活動を行います。
　　　スタートダッシュ。本気でやると吉。どんな人がいるかなぁ？
場所：講堂

②夕食
概要：いただきます。おいしくいただきましょう !!
　　　何がメニューで出てくるのかな？
場所：レストラン

③家庭の夕べ（共通）
概要：交流＆学びの機会 !!　いろんな人と良く交流しましょう !!
　　　※率先して話すことが重要です。
場所：武道館、体育館

④入浴
概要：天然温泉で極楽極楽♪
　　　明日もいい日になれば良いね !!
場所：温泉
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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。

札幌セッション Vision

1. どんな時も喜びを見出しましょう！
2. 主の思いを優先し主にあって一つとなりましょう！
3. みんなが永遠の結婚に希望を持てるようにしましょう！

このセッションでのあなたの Vision を書き込んでみましょう。

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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セッション 2 日目 エリアワイド YSA カンファレンス 2019 札幌セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Sapporo Session

8月13日（火曜日）第2日目 必要な持ち物
6時 30分

起床
（45分）45分

7時 00分
15分 さわやかタイム（15分）（体育館）
30分

朝食
7:30-8:30（60分）
（レストラン）

45分
8時 00分

15分
30分 聖典学習

8:30-9:15（45分）
（講堂） 標準聖典

筆記用具
ハンドブック

45分
9時 00分

15分
地域会長会ディボーショナル
9:15-10:15（60分）

（講堂）

30分
45分

10時 00分
15分

結婚に関する
セミナー(選択 )

10:15-12:00（105分）
（研修室）

ノートやメモ帳
筆記用具
聖典など

30分
45分

11時 00分
15分
30分
45分

12時 00分

選択活動
・バスツアー
12:00-17:00
（5時間）
雨天決行

（集合場所：玄関前周辺）

昼食
12:00-13:30
（90分）
（レストラン）

15分
30分
45分

13時 00分
15分
30分

選択活動
・ハイキング
13:30-17:00
（3時間30分）
雨天時、室内活動

（集合場所：玄関前周辺）

○バスツアー
　※当日は弁当が配られます。
　　・現地でかかる飲食代
　　・傘、レインコート(雨天決行時 )
　※施設の周りにはコンビニエンスストアは
　　ございませんのでご注意ください。

○ハイキング
　　・長袖、長ズボン
　　・動きやすい靴
　　・水分補給のための飲み物
　　・必要に応じて虫よけスプレー
　※雨天時においては室内においてい
　　ろんな活動を予定しています。

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 ゆーすぴあタイム（15分）（体育館）
15分

夕食
17:15-19:00（105分）

（レストラン）

30分
45分

18時 00分
15分
30分
45分

19時 00分

グループディスカッション
19:00-20:30（90分）

（講堂）
ハンドブック

15分
30分
45分

20時 00分
15分
30分

入浴時間
20:30-22:00（90分）

（温泉）

タオル、シャンプー、ボディーソープ
などの入浴に必要な道具

45分
21時 00分

15分
30分
45分

22時 00分 消灯・就寝
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2 日目プログラム詳細
多少、他団体との調整で場所が変わる場合がございます。当日は開催場所の確認をお願い
します。

①さわやかタイム
概要：施設を利用される他団体との交流の場です。時間厳守ですので、必ず五分前には 
　　　集合場所にいるようにしましょう。
場所：体育館

②朝食
概要：おはようございます。いただきます。
場所：レストラン

③聖典学習（共通）
概要：モーニングサイドで個人の啓示を受けるための備えの時間とすると共に、学んだ
　　　ことを分かち合う。
場所：講堂

④モーニングサイド（共通）
概要：徳沢 清児長老夫婦からのディボーショナル
場所：講堂

⑤選択活動 1
概要：それぞれ割り振られたセミナーを受講していただきます。

【家庭の財政管理】
講師：杉本兄弟姉妹ご夫妻
場所：研修室

【夫婦のコミュニケーション】
講師：西原兄弟
場所：研修室

【神殿結婚への備え】
講師：菊池神殿会長ご夫妻
場所：研修室
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【夢と現実と永遠の結婚の宝地図づくり】
講師：土門長老ご夫妻
場所：研修室

⑤昼食（下記選択活動でハイキングを選択された方のみ）
概要：いただきます。
場所：レストラン

⑥選択活動 2

【バスツアー】( バスに乗車の際、弁当が配られます。)
概要：富良野、美瑛の観光名所をグループに分かれて観光します。
集合場所：玄関前周辺
※雨天決行

【ハイキング】
概要：北海道の大自然そのものを実際に歩いて感じながらハイキング
集合場所：玄関前周辺
※雨天時は施設内にて活動を計画しています。

⑦ゆーすぴあタイム
概要：施設を利用される他団体との交流の場です。時間厳守ですので、必ず五分前に
は集合場所にいるようにしましょう。
場所：体育館

⑧夕食
概要：いただきます。
場所：レストラン

⑨グループディスカッション
概要：様々な事例を紹介し、それについてグループごとで話し合います。
場所：講堂

⑩入浴＆就寝準備
概要：よく寝て次の日に備えましょう。
場所：温泉、宿泊棟



モーニン
グサイドで個

人の啓示を受けるための備えの時間とすると共に、　　　　
学んだこ

とを分かち合う
機会 , さらに学んだことを理解する時間。

聖典学習
の際、以下の

ことを考えるとよいでしょう (^ ^)（聖文の研究ー御言葉の力 教師用資料 参照）

〈MEMO〉

・何を自分
に当てはめるべきなのか・メッセージの内容は何だろうか。

・だれが話し
ているのだろう

か・ この出来事はいつどこで起きただろうか。

・だれに向
けられたメッセージ

だろうか・どの単語や句が鍵となるだろう。
・ 鍵となる単語

や句には、どのよう意味があるのだろうか。

AYCグランドテーマ
Be One in Christ

ひとつとなる

D&C38:27

- 22 -
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2 日目モーニングサイド
徳沢 清児 長老夫妻

徳沢清児長老は、2015 年 4 月 4 日、末日聖徒イエス・キリス
ト教会の地域七十人第八定員会会員として支持されました。

徳沢長老は、1964 年 11 月 2 日、徳沢清・愛子夫妻の長男と
して石川県金沢市に生まれました。母親とともに 9 歳でバプテ
スマを受け、熱心な教会員の両親のもとに育ち、日本大学経済
学部を卒業後、ソニー生命本社に 26 年間勤務、マネージャーを
務められました。

2014 年からシニアマネージャーとしてデロイトトーマツコンサルティングに勤務し、現在
は、株式会社エスカリエ町田の代表取締役を務めるかたわら、一般社団法人保険乗合代理
店協会の事務局長、セミナーインフォ保険研究会メンバーとしてもご活躍されています。

教会においてはこれまでスカウトマスター、ビショップ、石川地方部・金沢地方部の地方
部会長、町田ステーク会長会顧問、町田ステーク会長などの召しを果たしてこられました。 

1988 年 5 月、辻井ひとえ姉妹と東京神殿で結婚、4 男 2 女の父親となり、現在は日本町
田ステーク町田第一ワードの会員です。

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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セッション 3 日目 エリアワイド YSA カンファレンス 2019 札幌セッション2019AYC Area-wide YSA conference
2019 Japan Sapporo Session

8月14日（水曜日）第3日目 必要な持ち物
6時 30分

起床
（45分）45分

7時 00分
15分 さわやかタイム（15分）（体育館）
30分

朝食
7:30-8:30（60分）
（レストラン）

45分
8時 00分

15分
30分 宿泊棟清掃

8:30-9:00（30分）（各担当の部屋）45分
9時 00分 聖典学習（15分）（講堂）

標準聖典
筆記用具
ハンドブック

15分
地域会長会ディボーショナル
9:15-10:15（60分）

（講堂）

30分
45分

10時 00分
15分

自由時間
（気になるあの子へアタックチャーンス）

ワークショップ＆人生相談
10:15-11:30
（75分）

第1研究室、音楽談話室、武道館（ワークショップ）
第7・8研修室（人生相談）

名刺

30分
45分

11時 00分

15分

30分

閉会行事
11:30-13:00（90分）

（講堂）
ハンドブック

45分
12時 00分

15分
30分
45分

13時 00分
帰宅

お疲れさまでした。
15分
30分
45分
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3 日目プログラム詳細
①朝食

概要：おはようございます。いただきます。
場所：レストラン

②宿泊棟清掃
概要：きれいにしましょう。

来たときよりも美しくをモットーに！
次に利用する団体が、施設を気持ちよく利用していただくため、思いやりをもっ
て宿舎の清掃、寝具等の整理・整頓、活動場所の清掃をします。ご協力をお願
いします。

場所：各担当の部屋

③聖典学習（共通）
概要：モーニングサイドで個人の啓示を受けるために備え学んだことを共有する時間。

隣の知らない人にぜひ自分の好きな聖句を分かち合おう。
場所：講堂

④モーニングサイド（共通）
概要：崔 崙煥（チェ・ユーンフワン）長老夫妻からのディボーショナル
場所：講堂

⑤自由時間
概要：気になる人にアプローチ！より個人的に相手について知り合おう！

もっと学びが必要 !! という方向けにワークショップ、人生について相談したいと
う方向けに人生経験豊富な夫妻の人生相談所を設けています。

場所：第 1 研究室、音楽談話室、武道館（ワークショップ）
第 7・8 研修室（人生相談）

⑥閉会行事（共通）
概要：カンファレンスを振り返り、学んだことを行動に移しこれからにつなげよう！
　　　皆さんご参加ありがとうございました！
場所：講堂
忘れ物：忘れずに。



モーニン
グサイドで個

人の啓示を受けるための備えの時間とすると共に、　　　　
学んだこ

とを分かち合う
機会 , さらに学んだことを理解する時間。

聖典学習
の際、以下の

ことを考えるとよいでしょう (^ ^)（聖文の研究ー御言葉の力 教師用資料 参照）

〈MEMO〉

・何を自分
に当てはめるべきなのか・メッセージの内容は何だろうか。

・だれが話し
ているのだろう

か・ この出来事はいつどこで起きただろうか。

・だれに向
けられたメッセージ

だろうか・どの単語や句が鍵となるだろう。
・ 鍵となる単語

や句には、どのよう意味があるのだろうか。

AYCグランドテーマ
Be One in Christ

ひとつとなる

D&C38:27

- 26 -
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3 日目モーニングサイド
崔 崙煥（チェ・ユーンフワン）長老夫妻

崔 崙煥（チェ・ユーンフワン）長老は、2009 年 4 月 4 日、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。この召しを受けたときは、アジア北地域七十人第八定
員会の一員として奉仕していました。2009 年から 2011 年まで
アジア北地域会長会の一員として、2011 年から 2013 年には神
殿部の管理ディレクター補佐と、境界および指導者変更委員会
の一員として奉仕しました。ワシントン州シアトル伝道部の会
長として奉仕し（2013—2015 年）、現在はアジア北地域会長を務めています。

崔長老は 1988 年、ブリガム・ヤング大学ハワイ校でビジネス情報管理の学士号を取得し、
1989 年にはユタ州立大学でビジネス情報システム学と教育学の修士号を取得しました。こ
れまで、ブリガム・ヤング大学ハワイ校とユタ州立大学での講師、データ・ジェネラル・コ
リアの販売およびカスタマーサポートマネージャー、CDC&MBS・ベンチャー・キャピタル・
カンパニー取締役を務め、韓国においては教会の地区実務マネージャーを務めました。

崔長老は 1973 年に教会に入って以来、韓国プサン伝道部およびソウル伝道部の専任宣教
師、ビショップリック顧問、ビショップ、高等評議員、ステーク伝道部会長、伝道部会長
会顧問、ステーク会長会顧問、ステーク会長、地域七十人など、教会で数多くの召しを果
たしてきました。

崔 崙煥（チェ・ユーンフワン）長老は 1957 年 5 月 18 日、韓国ソウルで生まれました。
1982 年に具本京（ク・ボンギョン）姉妹と結婚しました。夫妻には 3 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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会場情報
・施設へのアクセス

○新千歳空港から
・  会場への直通バスの場合
　乗車場所、乗車時間は事前に送られている札幌セッションからのメールにてご案内 
　します。ご利用の際はよく確認をお願いします。
・  JR 利用の場合
　JR 美瑛駅または JR 旭川駅で降車後、路線バス（道北バス）白金線にて会場（大雪 
　青少年交流の家）へ。
　※路線バスですが、一日四回ほどしか往復していないので、ご利用の方はよく事前 
　　確認をよろしくお願いします。
・自家用車、レンタカー利用の方
　いろんなルートが考えられるので事前にルートを決めてこられることをお勧めしま 
　す。山間部ではヒグマや鹿がよく出没するので気を付けて運転をしてきてください。
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会場情報
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宿泊棟

トイレ 洗面所 トイレ 洗面台

一階

リーダー室 リーダー室

二階

宿泊室4

宿泊室3

宿泊室2

宿泊室1

談話室

宿泊室4

宿泊室3

宿泊室2

談話室

宿泊室1

宿泊室6

宿泊室5

宿泊室6

宿泊室5

リーダー室 洗面所 トイレ リーダー室 洗面所 トイレ

談話室

宿泊室6

宿泊室5

一階

宿泊室4

宿泊室3

宿泊室2

宿泊室1

談話室

宿泊室6

宿泊室5

宿泊室4

宿泊室3

宿泊室2

宿泊室1

二階

E 棟（女性）

D 棟（男性）
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自由時間の過ごし方について
施設のルールを留意しながら楽しく過ごしましょう。

〈施設のルール、注意事項〉

※会場施設は必ず上靴を履いて下さい。
※なか抜けなどで、カンファレンスを一時離れる場合は、施設出発時間と戻り時間をお知

らせ下さい。
※宿泊棟内には、遅くとも 22:00 までに入り、緊急の場合を除き、22:30 以降に宿泊棟か

ら廊下へ出ないようにして下さい。
※昼夜を問わず、他の団体の妨げにならないようご注意下さい。
※宿泊室内でドライヤーを２台同時使用するとブレーカーが落ちます。
※施設出発日には、清掃をお願いします。
※つどい ( さわやかタイム、ゆーすぴあタイム ) へは、５分前までに集合して下さい。
※屋外活動では、ダニや虫刺され等の影響を避けるため、肌の露出を避けましょう。

〈セッションの自由時間における指針〉

①デート企画『Pairs』
【 1 日目 】
・家庭の夕べ前に誰とデートしたいか募集の〆切
  ※参加者には特定のメールアドレスに送ってもらいます。
  （まだメールアドレスは決まっていません）
・家庭の夕べ後 22 時までにデートの詳細をメール配信し、みなさんに確認して
  もらいます。

【 2 日目 】
①聖典学習②モーニングサイド③セミナーの 3 つの中で選んでデート
・19 時までに誰とデートしたいか再度募集の〆切
・22 時までにデートがあるかメールで確認してもらう
・3 日目何時に施設を出発するか確認する！

【 ３日目 】
①聖典学習②モーニングサイド③自由時間の中から選んでデート
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【 注意事項 】
※『 pairs 』は自主的の参加なので、マッチング企画ではありません。
※プロフィールは PDF でみれるのでぜひご覧下さい。
※一緒に活動に参加する形なので、活動に出れないという事ではありません。活動を

抜けて話したいのであれば、自己判断、自己責任でお願いします。
※この企画は出会いの一つの手段であることを留意して下さい。その後のデート相手と

の関係については自己責任です。 
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緊急連絡先
カンファレンス前日、当日において緊急で問い合わせが必要な場合以下の連絡先にご連絡く
ださい。

■前泊、神殿宿泊についての問い合わせ
　太田　雅幸 080-9322-3451

■シャトルバスについての問い合わせ
　村田　雅人 090-2812-0589
　杉本　敏彦 090-2874-2530
　※当日、村田兄弟が事情によりつながらない場合がございます。その場合は杉本 敏彦

兄弟の方までご連絡をお願い申し上げます。

■会場内でのトラブル、会場到着と出発の時間変更についての問い合わせ
　斉藤　桂　080-6073-3110

■事故、ケガ、身体の問題についての問い合わせ
　大塚　真由美　080-1888-6838

上記の方々はこのエリアワイド YSA カンファレンスのために後方支援として奉仕してくだ
さっている方々の電話番号です。前日、当日限りご使用ください。
カンファレンス終了後は破棄するようお願いいたします。
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●標準聖典　

●筆記用具　

●着替え、寝間着

●洗面、入浴用具　

●保険証または保険証のコピー　

●雨具　

●上靴（室内履き）　

●動きやすい靴（屋外活動用）

●防寒具（体温調節のできるもの）　

●帽子　

●タオル　

●飲み物

●虫除けスプレー

●日記　

●常備薬

持ち物
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韓国セッションへ参加される方へ
札幌セッションの最寄りの空港・交通手段

韓国セッションに参加される方々のために、札幌セッションでは新千歳空港へのシャトル
バスを用意しています。

6 月 30 日現在の予定では施設を朝 9 時に出発し、13 時頃に新千歳空港に着く予定をして
います。しかし、韓国セッションへ参加される方の搭乗する飛行機の比率によっては人数の
影響によりシャトルバスの発車時間が変更される可能性があります。もちろん、韓国セッショ
ンに参加される方々皆さんが十分に間に合うように手配する予定ではありますが、あくまで
上記の時間は 6 月 30 日現在での仮定の時間帯であることをご留意しておいてください。詳
しい発車時刻については当日施設内にて、シャトルバスの詳細な時間帯が開示されるので、
十分に確認をお願いします。

韓国への交通手段に関して詳細情報は以下の URL からご覧頂けます。
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/wp-content/uploads/2019/05/FLIGHTinfo.Sapporo-
Korea.pdf

http://ldschurcharchive.org/ayc2019/wp-content/uploads/2019/05/FLIGHTinfo.Sapporo-Korea.pdf
http://ldschurcharchive.org/ayc2019/wp-content/uploads/2019/05/FLIGHTinfo.Sapporo-Korea.pdf


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


　　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。
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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
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〈MEMO〉
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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
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■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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