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日本聖公会全国青年大会 N.S.K.K.Youth Assembly in Okinawa 2008

～初めからあったもの、わたしたちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て、手で触れたものを伝えます。

すなわち、命の言について。～（ヨハネの手紙Ⅰ1:1）

2004年長崎での全国青年大会の思いを引き継ぎ、また、日本聖公会の大切な宣教課題として、2008年全

国青年大会の開催地に沖縄が選ばれました。各教区から集まる聖公会青年たちと 「今年の青年大会が、な、

ぜ沖縄で開催されるのか」ということを一つの課題として分かち合いたいと思います。わたしたち聖公会

の青年に、初めからあった神さまによって、この沖縄の地で出会うべき多くの課題、すなわち 「命の言」、

について語り合い、考え合うときを与えられているのだと思っています。今大会は日本聖公会の青年はも

ちろんのこと、大韓聖公会の青年たちも参加します。互いの国の境界線を越えて、わたしたちが共に歩む

ことができればという願いが込められた大会なのです。

沖縄は現在では独特の文化、豊かな自然が存在するリゾートとしての楽しさや喜びを感じさせてくれま

す。しかし、かつては一般の市民を巻き込んでの壮絶な地上戦が行われた場所でもあるのです。その地上

、 、 、 。戦の傷跡は いくつもの米軍基地を抱えているという苦しみ 悲しみ 痛みという形で今なお存在します

その中で、わたしたちは「伝える」ために何を聴き、何を見て、何に触れなければならないのでしょうか?

わたしたちが沖縄の地に立つこと、それは一つの学びであり、経験であり、出発であるのだろうと思い

ます。わたしたちが神さまによって沖縄の地に集められ、イエスさまを通して「命の言」を伝えられる。

そのことを確信し、皆さん沖縄の地に集いましょう。

2008日本聖公会全国青年大会実行委員会

実行委員長 松山健作

■日 程 ： 2008年 月 日（水）15:00～ 日（土）12:008 20 23
※現地までのアクセス等につきましては、別項4頁「会場までの交通アクセスについて」をご覧ください。

沖縄県内各所■会 場 ：

■内 容 ： 戦跡フィールドトリップ、辺野古新基地建設阻止座り込み他

パシフィックホテル沖縄■集合・宿泊 ：

〒900-0036 那覇市西3-6-1 tel. 098-868-5162 fax. 098-868-8876

ホームページ http://www.pacifichotel.jp

■参加費 ： 35,000円（ただし交通費別）

フィールドトリップで渡嘉敷島コースを選択・決定となった方は♪

別途5,000円(往復船賃等)を申し受けます。
♪ 参加費は当日会場で徴収します （事前に振り込む必要はありません ）。 。

♪ 全日程参加を原則とします。
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■交通費補助 ： プール制（予定）

♪ 参加者負担ですが、主要幹線について補助できるよう実行委員会として検討

中です。

♪ 加えて、参加者の実費負担を軽減するため、会場までのアクセスについての

「提案」をさせていただきました。詳しくは4頁をご参照ください。

♪ あわせて参加者各位におかれましても、教区、教会からの補助(参加費も含め

て)について、お申込み前に、下記、当該教区の青年担当者とご相談いただけ

れば幸いです。

♪ 当該教区、教会からの補助の有無、また予定については、申込書記入欄にて

お知らせください。

■各教区青年活動担当者

●北海道教区 ： 下澤 昌 司祭 釧路聖パウロ教会

●東北教区 ： 越山哲也 司祭 弘前昇天教会

●北関東教区 ： 木村直樹 司祭 大宮聖愛教会

●東京教区 ： 中村真希 さん 東京教区事務所

●横浜教区 ： 吉川智之 聖職候補生 厚木聖ヨハネ教会

●中部教区 ： 下原太介 司祭 岐阜聖パウロ教会

●京都教区 ： 小林 聡 司祭 大津聖マリア教会

●大阪教区 ： 原田光雄 司祭（代理） 大阪教区事務所

●神戸教区 ： 藤井尚人 司祭 姫路顕栄教会

●九州教区 ： 早川 成 さん 九州教区教務所

●沖縄教区 ： 岩佐直人 聖職候補生 三原聖ペテロ聖パウロ教会

＜期日厳守＞■申込締切 ： 2008年 月 日（火）7 22
貸切バス、宿泊会場の手配の関係上、お申込みは期日厳守にて、別紙「参加申込書」に必要事

項をご記入の上、下記事務局宛に7月22日(火)までに郵送、FAX、メールのいずれかの方法でお

申し込みください。なおメールでお申し込みの場合は必ず申込書の項目すべてについてお知ら

せくださいますようお願いいたします。

＊申込書は下記のホームページからも入手可能です。ダウンロード後印刷してご利用ください。

http://www.nskk.org/province//others/youth_oki08.pdf

■申込・問合先 ： 日本聖公会 2008全国青年大会実行委員会事務局

〒920-0935 金沢市石引4-3-1 tel/FAX 076-221-6715(夜9時半まで)

金沢聖ヨハネ教会内

司祭 矢萩新一

■主 催 ： 2008日本聖公会全国青年大会実行委員会

■共 催 ： 日本聖公会青年委員会
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■プログラム

20（WED）

15:00 集合・受付

16:00 開会礼拝

オリエンテーション

会場やプログラムについての説明をします。

17:30 夕 食

19:00 基調講演 ： 沖縄教区 谷 昌二 主教

20:30 交流会

21（THU）

07:30 朝の礼拝

08:00 朝 食

09:00 フィールドワーク

Ⅰ 南部戦跡コース

＊沖縄戦時中、戦火に巻き込まれた住民達は壕を頼りに日本軍の後を追うように摩文仁を目

指して南部へと逃げ惑っていました。克明な証言をもとに描かれた『沖縄戦の図 （佐喜眞』

美術館）を出発点として、当時を思いながら私たちも海を眺めながら南下しつつ、壕の中

に入ったり、見渡す限りの海が米軍艦で埋め尽くされたという摩文仁の丘、韓国の塔など

を訪れたいと思います。

Ⅱ 渡嘉敷島コース

＊今沖縄では集団自決の記述について教科書検定問題が大きく取り上げられています。自然

豊かな渡嘉敷島でも集団自決が起こりました。戦争の爪跡に目をとめ、証言を聞き、想い

を深めたいと思います。

18:00 夕 食

19:00 辺野古新基地建設阻止座り込みについての学習

22（FRI）

07:30 朝の礼拝

08:00 朝 食

09:00 辺野古へ出発

辺野古のきれいな砂浜と海がどのような場所か皆さんの目でしっかり見てください。

＊強い日差しと酷暑が予想されますので、十分に準備してください。

着替え、濡れても良い靴、長袖、動きやすいズボン、軍手、帽子、日焼止めクリーム、等

16:30 ホテル着

19:30 フェアウェルパーティー

23（SAT）

07:30 朝の礼拝

08:00 朝 食

09:00 分かち合い

10:00 閉会礼拝(聖餐式)

12:00 解散・出発
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■■■「会場までの交通アクセスについて■■■

本大会は、交通・観光業界にとってトップ・シーズンである8月に沖縄で開催されます。繁忙期といわれ

るこの時期は、航空券をはじめ宿泊費用等もほとんど割引が設定されない時期でもあります。確実に交通

手段を確保することが難しい状況であるとともに、参加者のみなさまの費用負担も大きくなってしまいま

す。

そこで、実行委員会事務局では、そのような繁忙期にあっても確実に、少しでも安くご参加いただきた

いと願い、会場までのアクセスについて下記の提案をさせていただきます。

本大会をお世話くださる旅行会社(JTB)のご尽力によって、国内主要空港から出発する各便に5名以上の

搭乗者がある場合 「繁忙期」でありながら2～3割引で航空券を手配してくださることになりました。、

※同一空港からの搭乗者が5名に満たない場合は割引ができません。その場合通常運賃でのご利用となりま

す。あらかじめご了承ください。

参加申込書の「会場までのアクセス」欄において 「実行委員会に航空券の手配を依頼する」に○をつけ、

られた方には、航空券の手配、発券をJTBを通して実行委員会で行い、当日、各空港でチケットをお受け取

りいただきます。

フライトスケジュールおよび往復運賃の予定は以下になります。

8/20(水) 8/23(土) 往復運賃

出発地 各地 那覇 那覇 各地 (予定)

新千歳空港 9:05 10:35 14:05 16:25

（羽田経由） 11:45 14:15 17:30 19:00 74,800

仙台空港 11:45 14:40 14:15 16:50 65,800

羽田空港 10:15 12:50 16:00 18:20 66,540

名古屋空港 10:45 13:15 14:05 18:20 60,600

関西空港 12:50 14:55 15:15 17:10 44,100

福岡空港 11:45 13:20 15:25 17:05 33,100

なお、那覇空港からホテルまでは実行委員会でバスを用意する予定です。

■■■「大会の中止」について■■■

大会開催期間に台風が接近・上陸等の理由により、各地から沖縄への航空機が欠航になった場合など大

会を中止にする場合があります。

その場合の確認については、下記URLにご自身でアクセスの上ご確認ください。PC、携帯電話どちらから

でもご利用いただけます。

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/seinentaikai2008/



19 年 月 　　　　歳

教区

第1希望 第2希望

往路
(20日)

復路
(23日)

⑤教区、教会、その他からの補助が　（　　ある　　・　　ない　　・　　ある予定　　）

航空券手配・部屋割りのため

あるいはある予定の場合　（　教区　・　教会　・　その他　）　　から　　（　　　　　　　　　　　　　円　）

□

④実行委員会に＜航空券＞の手配を　　（　　依頼する　　・　　依頼しない　　）

※但し、出発空港と同一の空港となります

どちらでもよい

＜自宅＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜携帯＞

□

所属教会

男　　　・　　　女

定員50名　(このコースに決定した方は別途5,000円(往復船賃等)を申し受けます。)

2008 日本聖公会 　参加申込書　 全国青年大会

教会・礼拝堂

□

おなまえ

依頼する場合　　　　　　　　　　空港発着便

FAX.

TEL.

生年月日

〒

日生

よろしければ職業

e-mail

南部戦跡コース

おところ

□ 渡嘉敷島コース

各コースに定員があるため、ご希望通りのコースに行けるとは限りません。

8/21 フィールドワークはどこに行きたいですか？（左欄の□にチェックを入れてください）

□

□

フリガナ

①実行委員会に＜航空券＞の手配を　　（　　依頼する　　・　　依頼しない　　）

会場までの交通アクセス(4頁参照)ならびに参加費・交通費補助について

補助

私の今の平和への取り組み、アピール、大会への意見など

 2008/06


