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３．プログラム
９月２１日（月）

１８：００

青年の集い（信徒大会プレ集会）受付

９：００

開場

１８：３０
２０：３０

開会・夕食・交わり ＠大阪北教会
終了
９月２２日（火）
青年の集い ＠大阪国際交流センター

９：３０

記念講演２
「宣教の新たな展開を祈り求めて」
講師：久野 牧（函館相生教会牧師）

１０：００

豊（高知旭教会牧師）

～今宵は 50 年に一度 全国のセイネンが訪れる日～

セイネンと呼ばれる漠然とした年齢層。
「これからあなたがたの時代だよ」――そんなことを言いながらまったく立ち退
こうとしないレジェンドたち。
「新しいことをどんどん始めてくれ」と言いながら、そのアイデアを潰しまくるオジサマ方。
キョウカイの中でも同じことが起こっている。
「若いってイイですね～」と羨望の眼差しばかり差し向けられるけれど、教
会の主軸としてはほとんど期待されていない。それが、セイネンたちのキョウカイにおける立場。
「高齢化」
「高齢化」と、
平均寿命の高さばかりが懸念され、結果として若い層には眼が向けられない。それがキョウカイ内でのセイネンの現実。
キョウカイはオワコン（終わったコンテンツ）だと、人は言う。でも、終わっているなら始めればいい。同じ問題を共
有し、まったく違う意見を認め合うため、
「若い」という理由だけで集まろう。信徒大会にかこつけて、「集まる」という
目的で集まろう。集まらなければ何も始まらない。信徒大会の一部？ プレ集会？？ 否。
「信徒大会」こそがセイネンの
集いの一部なのだ！そんな気概を持って集まろう。そして、青年層が今後歩むべき道を探り、これからの“正解”を自ら
の手でつかみ取ろう。
――今宵、僕たちは友達のように歌うだろう。

★ 何時からでも参加でき、会費不要

１２：００
１２：３０

休憩
受付開始

１３：３０

記念礼拝
説教：
大会議長 田部 郁彦
（西都教会牧師）

１４：２５

休憩

１４：４０

DVD 上映「日本キリスト教会６０年の歩み」

１５：２０

来賓挨拶

１５：５０

休憩

１６：００

記念講演１
「宣教の新たな展開を祈り
求めて」 講師：久野 牧
（函館相生教会牧師）

企画１

歓迎夕食会・９月２１日(月)夜６時３０分から、会場：大阪北教会（大阪市北区中之島 4-3-13）
TEL 06-6441-4466
（近畿中会の青年たちが夕食を用意して待っています）
企画 2 青年の集い・９月２２ 日(火)午前１０時～１２時、会場：大阪国際交流センター（大阪市天王寺区上本町 8-2-6）
TEL 06-6773-8182

★ 青年自らの手で

ともかく集まり、出会い、語り合うことを大事にするため講演などの企画は用意していません。
（「こういうことをしたい」という提案は歓迎！ 実務委員会へメールでご連絡ください）

２．会場への行き方

大阪国際交流センター
大阪北教会

１０：３０

休憩

１０：４５

交流・讃美の会
・引退教職紹介、記念品贈呈
・特別讃美 松田亜蘭（横浜海岸教会）

１２：００

閉会礼拝
司会・奨励：
前大会議長 高松 牧人
（鶴見教会牧師）

１２：３０

全終了

・委員会等の展示をしています（一日目のみ）

１７：００

記念撮影・移動・休憩

１７：３０

分科会・夕食（10-14 人のグループ毎）

プログラムの開始前や休憩時間に見てください
・二日間とも本プログラムと並行して
-“子どもの集い”（中学生以下）をいたします
-幼児対象の託児もいたします
・医師・看護師と看護室を用意しています
・手話通訳を用意しています

★ みんなで泊まろう
会場付設のホテル(国際交流センターホテル)に、青年のために部屋を確保しています（朝食無料１泊 10,000 円）。希望
者は「申込用紙」の「宿泊」に〇をしてください。

９月２３日（水）

１９：００

分科会終了
テーマ別懇談会（自由参加）

２１：００

一日目終了

４．宿泊
各自で交通手段とホテルの手配をして下さい。日程が秋の連休と重なっていますので、早めに予約されること
をお勧めします。会場近傍のホテルを紹介します。 料金は最安 S:ｼﾝｸﾞﾙ T:ﾂｲﾝ W:ﾀﾞﾌﾞﾙ
大阪国際交流センター併設ホテル

青年の集いの参加者に限り当ホテルの申込が可能です。
裏面の“青年の集い・参加申込要領”に従って申し込んで

ホテルアウイーナ大阪
ダイワロイネットホテル大阪上本町
ホテルライブアーテックス
ホテルトラスティ大阪阿倍野
アパホテル天王寺駅前

下さい。

S10,000

近鉄大阪上本町駅から 3 分、会場まで徒歩 4 分

06-6772-1441

大阪市天王寺区石ヶ辻町 19 番 12 号

S9,000 T2 人利用 8,600/人

近鉄大阪上本町駅から 2 分、会場まで徒歩 5 分

06-4305-1955

大阪市天王寺区上本町 6-7-5

S12,000 W2 人利用 8,500/人

谷町線谷町九丁目駅から 2 分、会場まで徒歩 6 分

0120-677-610

大阪市天王寺区上汐 3-2-16

S18,000 2 人利用 13,000/人

谷町線天王寺駅から 1 分、会場まで電車 3 分徒歩 9 分

06-6530-0011

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-10-300

S10,000 T2 人利用 5,500/人

谷町線天王寺駅すぐ、会場まで電車 3 分徒歩 8 分

06-6645-9111

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-4-11

S8,900 W2 人で利用 9,000/人

アパヴィラホテル大阪

谷町線谷町四丁目駅すぐ、会場まで電車 3 分徒歩 8 分

06-4790-2111

谷町四丁目駅前

大阪市中央区農人橋 1 丁目 1-27

S8,400 W2 人で利用 4,500/人

＊＊ 詳しい情報はホームページで www.nikki.asia、 ご意見等は shinto-desk@topos.jp 又は 香里園教会気付信徒大会広報担当へ ＊＊
＊＊ ニュースレターはホームページでも閲覧／ダウンロードできます ＊＊

青年の集い・参加申込要領
この申込要領は、青年の集いの参加者のためのものです。（一般の参加者用は別紙）

参加申込・参加費

日本キリスト教会信徒大会 「テーマ別懇談会」テーマ募集

6月末必着！

(1)参加申込
・参加申込表（ピンク色の用紙）は下記住所に郵便でご送付ください。2015 年 6 月末締切
(2)宿泊・交通手段
・大阪の会場までの旅程は各自でお願いします。
・青年の集い参加者には会場併設のホテル(部屋数に限りあり)の申込が可能です。（ただし、下記の点にご注意くださ
い。）
①先着順で受け付けます。 ②会場併設のホテルが確保できたかどうかは、宿泊者の部屋割りが終わった時点で通知
します。 申込者の人数が、会場併設のホテルの収容数を超えた場合には、ニュースレターで紹介しているホテルを
各自で予約してください。 ③なお、信徒大会実務委員会では、会場併設のホテルの予約だけをしますので、ホテル
代そのものは、当日ご自分でお支払いください。 ④また、キャンセルをする場合には、8 月 31 日までに必ずこちらに
知らせてください。（電話・fax 06－6854－1629、豊中中央教会・山川 聡）
(3)食事
・21 日の夕食は、用意して待っています。（無料）
・22 日の夕食は、分科会をかねて、こちらでお弁当とお茶を用意します。

日本キリスト教会
教会・伝道所 各位
呼びかけ人
信徒大会実務委員
吉田 純

主のみ名を讃美いたします。
今秋開催する日本キリスト教会信徒大会において、オプション（自由）参加として“テーマ別懇談会”を実施
することになりました。この会は、教会の活動に関わるテーマを決めて、そのテーマに関心のある人たちが集
まり、みんなで悩みを解決したり、将来のビジョンを議論したり、学んだり という集まりです。 同好の士が集
まり、濃い交わりができるようにと企画されました。
つきましては、 下記の要領でテーマを募集いたします。ご応募をお待ちします。テーマ数が 9 以上になった
場合、調整させていただくことがあります。
なお、応募の結果、どのようなテーマ別懇談が持たれるか、後日お知らせ致します。
※テーマ例：「東日本大震災被災者支援」 「信仰の継承」 「伝道におけるＩＴの活用」

(4)会場への行き方
・会場への交通アクセスは、ニュースレターを御覧下さい。

記
(5)参加費
・大人
3,000 円（22 日の夕食代を含む）、2000 円（夕食をとらない場合）
・子供(中学生以下)1,000 円（22 日の夕食代を含む）、無料（夕食をとらない場合）
(6)参加費の振り込み
・一般の参加者と青年の集いの参加者の費用を合計して、教会ごとにまとめて送金してください。
・同封の振込用紙を用いて送金して下さい。2015 年 6 月末締切
ゆうちょ銀行 口座番号：00990-3-30949 口座名：日本キリスト教会信徒大会
(通信欄に、参加費 3,000 円× 名＝ 円、夕食なし参加費 2,000 円×
名＝ 円
子供(中学生以下)1,000× 名＝ 円 ☆合計
円 を記入してください。）
・振り込み人名義は個人名でなく、教会・伝道所名でお願いします。
・振り込みの控えをもって領収書に代えさせていただきます。

日時：9 月 22 日（信徒大会一日目）19 時～21 時
場所：大阪国際交流センター会議室１、２、３、４、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
設備：テーブル、いす
申込書：以下の項目を記入しお送りください
申込書送り先（問合せ先）：
shinto-bof @topos.jp 又は FAX 0743-79-1164 信徒大会テーマ別懇談会担当
締切：2015 年 6 月末日
※詳しい情報は、信徒大会ホームページ www.nikki.asia をご覧下さい。
代表者氏名（教会名）
代表者連絡先

（7）席上献金
・席上献金は、会場の都合上、開会礼拝の中では行いません。開会礼拝の始まる前、受付にて、教会ごとにまとめて同封
の献金袋に収めて、受付の係の者に手渡してください。（献金袋は後日送付します。）

テーマ名
概要

（8）キャンセル
・参加申込キャンセルに伴う参加費のご返金は、8 月 31 日までにお知らせいただいた場合に限らせていただきます。
・会場併設ホテルのキャンセルは、上記(2)をご覧ください。
（9）参加申込表送り先・問合せ・キャンセル
・豊中中央教会内 信徒大会申込表受付担当
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚 4－14－17
電話・fax 06－6854－1629
メール・アドレス shinto-desk@topos.jp

※連絡先は、なるべくメールアドレスもお書きください。

以上

