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大会テーマ 『為11がとろ』

一年間の努力目極ｒ笑顔で元気に為いさつ廷する」

みんなで実践！「大会の３つの願い」

1．みんなでよろこびの「お礼参拝」をしよう

全国大会を迎えることができたよろこびの「お礼参拝」をしましょう。

そして、日々の教会や学校･家庭での活動の成果、また成長のあかしを、

親神様、金光様へのお礼を込めて行動に現しましょう。

Z．みんなで励ましあい祈りあい育ちあおう

参加する人、奉仕する人がそれぞれに理解と交流を深め、みんなでつくる

全国大会の中で刺激を受け、励まし祈りＶ共に育ちあいましょう。

ａ．みんなで人の助かりに取り組もう

自分たちのことだけでなく、今、世界中の様々な難儀に苦しむ人々の

ために、できることを求め、実践しましょう。

～指導者のみなさんへ～

少年少女全国大会には、天地金乃神様の願い、教祖様・歴代金光様・現教主金

光様をはじめ、全教の教会長先生、保護者・リーダー・少年少女．そして多くの

関わりある人たちの願いが込められています。今年の大会では、上記の３つの願

いのもとに、みんなで取り組みます。

どうぞ､大会参加に向けての取り組みの中で､大会テーマや努力目標とともに、

ぜひ､大会に込められたこの３つの願いを少年少女のみなさんにお伝えください。
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時間

１３:３０

１３:４５

１６:３０

１８:４５

１９:15

20:1５

３:3０

６:3０

８:００

１０:３０

１３:３０

１５:0０

大会プログラム

◇主要行事◇ ４D常設行事‘ 卜

８／８（二二）第１日

開会式

･御祈念、お届け【会堂】

･セレモニー 【ス

常設行事開始（～16:30）

丁 ジ】

金光様お退けお見送り【お道筋】

ゆうやけパレード

【祭場南→町内→教徒社前→境内】

夜のつどい 【境内】

第１日目終了

まどころテント村【教徒社前一帯】

作品展覧会【祭場】

キッズパーク【庁舎１階ホール】

ダンジョン 【祭場地階】

ク ラ フ ト 教 室 【 境 内 】

ゆうざきランド【木綿崎山一帯】

図書館探検隊【金光図書館】

＝

／ 開設時間
8/８１３:45～16:3０

※テント村は上記時間に加え、
お退け後、１９:１５まで開設
（ ノ

一

８／９（日）第２日

金光様お出ましお迎え【お道筋】

ラジオ体操【境内】

常設行事開始（～13:20）

かが』(bけ大行進

【祭場南→町内→正門→境内】

わかば祭（祭典・式典・ｱﾄﾗｸｼｮﾝ）

閉会セレモニー 【祭場】

まどころテント村Ｉ教徒社前一帯】

作品展覧会【祭場】

キツズパーク【庁舎１階ホール】

ダンジョン 【祭場地階】

ク ラ フ ト 教 室 【 境 内 】

ゆうざきランド【木綿崎山一帯】

図書館探検隊【金光図書館】

開設時間８/９８:00～13:2０
(テント村も同じ）

※キャンプの森８/７

※年代別キャンプ８/５

☆関連行事☆

１３:００～８/１０１０:００

１０:００～８/８１７:0０

ひじりがおか

於：聖ヶ丘野営場
たいこんじ

於:胎金寺野営場（JC）

高梁川流域（AC）
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大会行事案内（主要行事）

◇開会御祈念､セレモニー

8/８１３:30～13:5０

於:会堂広前及び境内

◇金光様お退けお見送り

8/８１６:30～16:5０

於:お道筋 おぷ

◇ゆうやけパレード

8/８１８:45～19:１５

於:祭場南→町内→

教徒社前→境内

◇夜のつどい

8/８１９:15～20:1５

於:境内

◇金光様お出ましお迎え

8/９３:30～3:5０

於:お道筋

さあ､はじまりです！

全国のわかばの代表が開会のご祈念先唱と､金光様

へのお届けをします｡みんなで参加のお礼と大会の成

功をご祈念しましょう｡お届けの後は､引き続き､境内

ステージで開会セレモニーを行います。

夕方4時40分頃､金光様が本部広前での御用を終え

られ､会堂からお退けになられます。

演奏奉仕隊がステキな曲を奏でながら､金光様のお

見送りをさせて頂きます少

皆さんも一緒にお見送りさせて頂きましょう。

第１日目から参加した方々だけが味わえる､ステキな

夜のバレー峠です。

参加ができたよろこびを､元気いっぱい表し、

暑い夜にしよう！ １１
● ●

舎年は､趣向を変えて光や水を使った楽しいファンタ

ジーの世界へみなさんをご案内いたします。

夜のつどいにみんなで参加しよう！

濡れてもいい服装で来て下さい。

まだ夜も明けやらぬ午前S時40分頃､会堂広前へ金

光様がお出ましになられます｡Ｓ６５日､ひと日も変わ

ることなく私たちのことをご祈念下さっている金光

様｡今年も皆様と一緒に､足元を照らし､金光様のお出

ましをお迎えいたします。
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大会行事案内(主要行事）

◇ラジオ体操

8/９６:30～6:5０

於:境内

◇かがやけ大行進

8/９１０:30～13:００

於:祭場南→町内→

齢
、１〆

辱鷺し

正門→境内

◇わかば祭

8/９１３:30～15:0０

於:祭場

◇閉会セレモニー

8/９１５:0０〆、ジ

於:祭場

◇年代別キャンプ

8/５１０:００から

8/８１７:００まで

於:胎金寺野営場､並びに

高梁川流域(高梁市）

さあ､新しい一日の始まりです。

大人の方､全国から集まったわかばと一緒にラジオ体

操をします｡全国から来てくれたみんなにもスタンプ

を用意しているので､スタンプ･カーFは忘れずに持つ

てきてね」）

ご参加のわかばのみなさん｡バンド隊のみなさん。

教区梯団のみなさん｡そして､会旗旗手のみなさん。

大会へ参加ができたよろこびと､日々生かされている

お礼のこころを､親神様･教祖様･金光様に届けましょ

うJ）

私達一人ひとりが､神様のおかげの中でここまでお育

て頂き､大会に参加できたことにお礼を申しましょう。

そして､金光様のご祈念､お取次のもと､多くの人達の

支えによって行われるこの祭典(わかば祭)に､喜びと

お礼の心をもって､参加させて頂きましょう。

努力目標をもとに､来年の大会まで､日常活動に取り

組む出発点として､わかばの代表､会旗群とともに閉

会セレモニーを行います｡(この度も､各代表の会旗群

|ま､殿上に移動します）

来年も､元気な心と体でお会いしましょうJ〉

☆大会関連行事☆

中学生(ジュニアキャンプ)は胎金寺野営場で野営生

活の基本を身に付け､高校生(アドベンチャーキャン

プ)は岡山県高梁市高梁川流域にてダイナミックな野

営活動を実施します！ Ｉ
●

まだ間に合いますので､是非､ご参加下さいJ）
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大会行事案内（常設行事）

◆作品展覧会

8/８１３:45～16:3０

8/９８:00～13:2０

於:祭場１階通路

於:祭場内 画
◆まどころテント村

8/８１３:45～16:30、

お退け後～19:1５

8/９８:00～13:2０

於:教徒社前一帯

◆キッズパーク

8/８１３:45～16:3０

8/９８:00～13:２０

於:庁舎１階ホール澱
乳幼児から幼稚園児対象

◆ダンジョン

8/８１３:45～16:3０

8/９８:00～13:2０

於:祭場地階

小学生年代対象

◆クラフト教室

8/８１３:45～16:3０

8/９８:00～13:2０

於:境内

小学生年代対象

第１回から続く作品展覧会｡全国のわかば達から寄せ

られた絵画･工作･習字の作品を展示します。

個人作品も共同作品も､どれも真心のこもった力作ば

かりです。

ぜひ､お立ち寄りください。

｢まどころテント村｣は､教区･連合会･教会などでの活

動紹介や､各地の物産品展が並びます。

みんなの教会や地方での活動を持ち出し､工夫を凝

らした愉快なテント､や､興味深い出展が盛り沢山で

す｡ぜひお立ち寄りください！

おとうさんやおかあさんと一緒に､楽しく遊んでくだ

さいJ）

※スタッフはあくまで監視員です｡保護者やリーダー

の人と必ず一緒に来て遊んでください。

含年は､祭場地下に広がる宇宙空間をイメージに作り

ます。

みんなで協力をしてゴールを目指そう！

みんなの挑戦待ってます。

工作コーナーです。

含年は､プラ版を使って作る､指輪やネックレスなどの

のかわいいアクセサリーとプラトンボや､牛乳パックの

ブーメランを作ります。

みんなで楽しく工作をしましょう！
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大会行事案内（常設行事）

◆ゆうざきランド

8/８１３:45～16:3０

8/９８:00～13:2０

於:木綿崎山一帯

小学校高学年以上対象

◆キャンプの森

鱒
於:聖ヶ丘野営場

8/７１３:００開設

8/１０１１:００閉設

８/７１３:００開設

８/１０１１:００閉設

…篇嬬鱒
◆図書館探検隊

8/８１３:45～16:3０

8/９８:00～13:2０

於:金光図書館

錨
●アトラクション

8/９１４:30～15:0０

於:祭場

＝L上

｢陸･海･空｣をテーマに、

ことしも木綿崎山一帯に､いろいろなアスレチックが

たくさん！！

みんな､挑戦してみよう！

｢キャンプをしながら大会に参加しよう！」との願いの

もと､舎年も様々なサービスを提供し､快適な野営空

間を用意してお待ちしております。

※先着申込順です｡まだ間に合いますのでお早めに

お申し込みください。

金光町の民話｢鬼の手形岩｣をテーマに､ゲームやク

イズ､工作を楽しみましょう。

どうぞ図書館に遊びに来てください。

テーマは｢ありがとう」

歌って･踊って楽しみましょう。

さあ！みんなで行こう真夏の海１船の旅!！
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大会諸案内

受付について（境内受付案内所）

○到着後、まず境内受付案内所にて参加届けを書いてご提出ください。
参加者全員に「参加のしおり」と「参加記念品｣、参加登録会には「参加リボン｣、
作品展入選者には｢表彰状と出品記念品｣､作品展出品者全員に｢出品記念品｣を、
継続登録会には『継続登録表彰状及び記念品」を、それぞれお渡しします。

○折り鶴･文具･使用済切手･使用済カード等の『まどころ運動』の受け付けも行いま
す。届けられた物品は、８月９日１３時30分からの「わかば祭」にお供えします
ので、８月９日正乍までに境内受付案内所へお届けください。

○迷子捜し、紛失物の照会、その他不明な点等、遠慮なくお尋ねください。

各表彰状の受け渡しについて

○各表彰状(継続登録､作品展覧会入選)の受け渡しについては､代表者を除いて、
境内受付案内所でお渡ししますので、受付時にお受け取り下さい。

行事参加について

○「参加のしおり｣、水筒、タオル等を持参し、 雪卜行事では必ず帽子着用をお願い

します。

○幼児の参加については、必ず保護者･弓|率者が同伴してください。
○常設行事は８月９日１３時20分に終ざします。終了後は、全員で「わかば祭」に
参加しましょう。

○集合場所が指定された行事に参加される皆さんは、時間に余裕を持って、集合し
てください。

○８月８日の第１日は、夜８時過ぎまで行事が行われ、子ども達が開放的になって

夜更かしをしがちになりますので､弓|率者は子どもたちの指導･保護に努めてくだ
さい。

○天候状態や諸事情によって行事内容が変更になる場合は、境内放送でお知らせし

ます。

音楽隊へのお願い

○境内での音出しは、地域住民の方々の迷惑になりますのでしないでください。

特にパレード前の音出しが多く見受けられます｡音楽隊各位のご協力｡ご理解をお

願いいたします。

○境内での行進については、必ず大会スタッフの指示に従って下さい。
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安全・健康管理について

○参加者は保険証または保険証の写しを持って参加してください。

○引率者は、出発時には参加者の健康状態をしっかり把握してご参加ください。

○大会期間中は１年中で最も陽射しが強く、熱中症や体力を消耗する時期です。
十分な水分補給、睡眠、休憩をとるようにしてください。

○食中毒が心配されます。生水を飲まないことはもちろん、手洗いの励行、飲食物
の管理などに、万全の注意をはらってください。

○不慮のケガ、体調不良が発生した場合は、救護所（境内休憩所、尚「わかば祭」

時は祭場)、または近くにいる大会スタッフにお知らせ下さい。

需品の注文・購入について

○ご注文はお早めにお願いします。

※特別注文の制服、会名章などは、納品までに約２ヶ月を要します。

○大会に使用される需品の注文は、発送の都合上、７月25日までとします。

それ以降は､大会時に事務局出張所(祭場北二階大会本部内)にてご購入ください。

輸送について

○大会期間中は､大谷地区への車の進入･駐車が規制されますので、日時制限の表示

を厳守し、行事の進行、安全にご協力ください。

○普通車は下淵西駐車場、大型バス、マイクロバスは、下淵東駐車場でそれぞれ乗降

及び駐車を行ってください｡なお満車時は､駐車場係員の指示に従ってください。

○駐車後は、防犯のため施錠の確認をしてください。

○金光駅は大変混雑します。乗り間違え、乗り遅れのないようご注意ください。

所持品について

○持ち物にはすべて名前、教会名を明記するか、名札を付けてください。

※毎年、タオルや帽子といった衣料品の紛失物があとを絶えません。

○所持品の紛失物については、境内受付案内所にお尋ねください。

○会堂地下休憩所にロッカーがありますが、貴重品の管理は各自でお願いします。

○参加時に出たゴミは、各会にてお持ち帰りください。
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からあげ弁当

サンドイッチ･牛乳

ハンバーグ弁当

460円

420円

460円

◇食事の斡旋について

8/8の夕食と､8/9の朝食､昼食の斡旋をします｡どうぞご利用ください。

▼メニュー・代金

食
食
食

夕
朝
昼

1食

1セット

1食

※8/8夕食､8/9昼食には､おにぎり(梅･昆布２個1パック200円)を用意します。

申込み時、通信欄に「おにぎり○○パック」と明記してください。

※サンドイッチと牛乳については、業者より価格変更があり、昨年より値上げ

となっております。

▼申込締切Ｚ月２５日(±)．※大会当日の申し込みは受け付けません。

▼申込方法教会名･数量を明記の上、代金を添えてお申し込み下さい。

▼申込先金光教少年少女会連合本部大会事務局

〒719-0111岡山県浅口市金光町大谷320

ＴＥＬ：O865-42-2172

FAX：O865-42-9172

E-mail：renpon@konko・ｊｐ

郵便振替Ｏ１２９０－８－６０４

口座名「金光教少年少女会連合本部保険係」

※通信欄に○○代金と明記してください。

▼受渡し日時８/８夕食１６:50～17:2０

８/９朝食６:45～７:15、昼食１０:30～１１:３０

▼受渡し場所祭場一階北側(会堂側)にてお渡しします。

▼備考・領収書及び引換券は、代金受領後に送付します。

※ご入金について、『わかば』をご購読の方は６月号に同封の

振替用紙をご利用ください。

・お弁当のカラ容器は、受け渡し場所にて回収いたします。

‐１０‐
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サービスガイド

く方

◇宿泊について

宿泊に閏する情報は、教報『天地』４月号(22～２３頁)を参照いただくか、直接、

本部教庁財務部までお問い合わせください。

金光教本部・財務部ＴＥＬ：0865-42-6456（財務部直通）

◇大会保険の加入について

大会参加の保険加入については、教団独立記念祭時の全教配布交付物の

会専用保障制度のご案内」（Ａ３用紙)をご利用ください。

｢全国大

〆☆妻膜旗手へのお知らせ
会旗は、わたしたちの象徴であり、誇りです。「かがやけ大行進」では、会

旗を掲げ、元気よく行進しましょう。また、「わかば祭式典」では、会旗の

入場がありますので、８月９日１３時４０分までに祭場西側ロビーへ、会旗

を持って集まってください。

なお、「閉会セレモニー（8/９１５:00～)」においても、会旗旗手の皆さん

には、庭上脇から祭場殿上もしくは正面階段へ移動して頂き、大会ご参加

の方々を見送って頂きます。詳細は、当日、集合場所（祭場西側ロビー）

にて担当者が説明します。

、

、

ノ
大会事務局

、

〒７１９－０１１１

岡山県浅口市金光町大谷３２０番地

金光教少年少女会連合本部内

TEL：0865-42-2172／RAX：0865-42-9172

E-MAIL：renpon@konkojp
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下記の行事の応募締切日が迫っています！お早めに申し込みを１１

募集行事・項目 募集内容・対象 締切日

ゆうやけパレード B/Ｂ１Ｂ:4５〆、ジ 音楽隊 ６月S0日

かが』〈わけ大行進 B/ｇｌＯ:ｓｏ〆、ジ 音楽隊 ６ノＪｓｏ日

まどころ演奏 演奏奉仕バンドミ ６月Ｓ○日

まどころテント村 出展団体 ６月Ｓ○日

作品展覧会 各部門作品(習字･絵画.工作等） S月１日ヘノ７月10日

キャンプの森 参加利用者(団体･グﾙー ブ） 了ノーＪ1○日

大会本部員 大会を支える奉仕者 了ノＪ 31日

年代別キャンプ 参加者(中･高生） ７月Ｓ日

まどころ運動 折り鶴･切手･文具等 大会当日

手話通訳者
｢わかば祭｣での手話通訳

了月S1日

各諸役(小･中･高校生） 開会式･わかば祭諸役 ６月Ｓ○日

上記の募集の詳細は、４月大祭交付物、または連合本部機関誌「わかば」４月号

付録の「大会募集案内」（Ｂ５・オレンジ)をご覧になるか、直接、大会事務局(前

頁)までお問い合わせください。
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