教祖130年祭 学生おぢばがえり大会

２８日（月）式典『真柱様お言葉』 式典後 直属アワー

２７日 前夜祭『Ｎｅｘｔ Ｓｔｅｐ １３０』

各教区学生会帰参日程表 （岡学生会名簿に掲載されている会員の所属教区のみ）
教区

日程

集合

解散

参加費

宿舎

連絡先

申込期限・方法

Aコース
２７日 9：30 近鉄天理駅
２７日～２９日(全日）

２９日 16：00 近鉄天理駅

４０００円

Bコース
２７日～２８日（２日
間）

２７日 9：30 近鉄天理駅

２８日 19：30 場所は要相談

２３５０円

Ｃコース
２８日～２９日（２日
間）

２８日 9：00 近鉄天理駅

２９日 16：00 近鉄天理駅

１９００円

Ｄコース
２８日 （日帰り）

２８日 9：00 近鉄天理駅

２８日 19：30 場所は要相談

２５０円

27日～２９日

２７日 13：00 高知詰所
（場所が分からない人は
２９日 16：00 高知詰所
12：30に天理駅前広場南側
集合）

４５００円

２７日～２９日

２７日10：３０ 近鉄天理駅
（北部ブロックからは7：00
２９日 15：00 船場詰所
頃に宮津駅から送迎バス
が出ます）

３５００円
京都教区学生担当委員会 中島 啓和
（バス利用
船場大教会信者詰所
(０９０－３２７２－４１７１
は＋１０００
円）

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

２７日～２９日

２７日 11：００ 宿舎
（当日、地域別でおぢばま
での送迎があります）

２９日 14：00 宿舎
（所在地域までの送迎がありま
す）

兵庫教区学生担当委員長 牧田 英蔵
(０９０－８２１８－１５８８
４５００円
飾東大教会信者詰所
（交通費は
兵庫教区学生会委員長 坂本 かずは
本島大教会信者詰所
別）
(０８０－３８１１－９２７５
✉kazuha-0109@ezweb.ne.jp

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

和歌山 ２７日～２９日

２７日 11：００ 南海詰所
（当日、地域別でおぢばま
での送迎があります）

２９日 13：００ 南海詰所
（所在地域までの送迎がありま
す）

和歌山教区学生担当委員長 木村重喜
４０００円
（交通費は 南海大教会信者詰所 (０７３－４２２－０１９７
別）
(０９０－３８２１－６９７９

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

大阪

奈良

京都

兵庫

本部宿舎１２母屋など 大阪学生会委員長 久保 智恵子
(090－１９１３－６０７７
✉mpop.cr3@docomo.ne.jp
または、学生会支部委員長、学生担当
委員会まで

宿泊なし

奈良教区学生担当委員長 小崎 浩司
(０９０－８２０１－９２４４
✉kozany@ezweb.ne.jp
高知大教会信者詰所
奈良教区大会実行委員長 中村道裕
(０８０－１４１９－６６１４
✉merry.life@docomo.ne.jp

大会事前行事連絡

①１／３１（日） 『大会直前行事』
対象：４・５ブロックの学生
②２／６（土）～７（日） 『まなびば』
対象：大阪在住の高校生
③２／２１（日） 『大会直前行事』
３月２３日までに申込用紙を 対象：１・３ブロックの学生
記入の上、各支部学担、学 ④３／１３（日） 『大会直前行事』
生会支部委員長にお申し込 対象：２ブロックの学生
み下さい。
⑤３／２１（月） 『大会直前行事２』
対象：４・５ブロックの学生
※行事の詳細、また所属ブロックが
わからない方は左記の連絡先までお
問い合わせ下さい。

3月２４日までに申込用紙を
記入の上奈良教務支庁ま ２／６（土）～７（日） 『まなびば』
たは各支部学担、学生会ス 対象：奈良在住の高校生
タッフにお申し込み下さい。

①２／１３（土）～１４（日） 『まなび
ば』
対象：京都在住の高
校生
②２／２７（土）
『市南支部行事』
対象：
下京区、南区在住の学生

埼玉

茨城

愛知

２６日～２９日

２６日～２９日

２６日 9：00 埼玉教務支庁 ２９日 17：00 埼玉教務支庁

１５０００円
（交通費、
東大教会信者詰所
宿泊費を含
む）

埼玉教区学生担当委員長 和泉 泰弘
(０９０－３４３７－７７４０
✉yasube-913@ezweb.ne.jp
埼玉教区学生会委員長 常道 理華
(０９０－７２６０－７８８３
✉mi-tr.ffbig@docomo.ne.jp

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

２６日6：００ 茨城教務支庁 ２８日 20：００ 茨城教務支庁

２００００円
茨城教区学生担当委員会 江黒 公貴
（交通費、
深川大教会信者詰所
(０９０－９９５９－９４６４
宿泊費を含
む）

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

２／６（土）『お菓子作り行事』
１１：３０ 水戸駅に集合 16：００解散

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

２／２８（日）
『バスケ・フットサル大会』
※詳細は左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

２７日 9:00 近鉄名古屋駅 ２９日 17：００ 近鉄名古屋駅

福岡

２６日～２９日

２６日 16：00
２９日 8：３０
新門司港名門大洋フェリー 新門司港名門大洋フェリーターミ １７０００円
ターミナル
ナル

福岡教区学生担当委員長 石井 大吾
(０９０－１１９７－１４５９
高知大教会信者詰所 事務局 重松 慶之
(０９０－４４９９－７５０１
✉yoshiyuki.mysg@i.softbank.jp

左記連絡先、または支部学
担までお問い合わせ下さ
い。

長崎

２６日～３０日

２６日昼頃 長崎教務支庁 ２９日 昼頃 長崎教務支庁

２００００円

長崎教区学生担当委員会 松平先生
郡山大教会信者詰所 (０９５７２２－２６８６
(０９０－７３８５－０２９１

左記連絡先までお問い合
わせ下さい。

佐賀

２６日～２９日

２６日9:00 佐賀教務支庁

２００００円

朝倉大教会信者詰所

持ち物

２９日 昼頃 佐賀教務支庁

６０００円

高安大教会信者詰所

愛知教区学生担当委員会 鈴木 陽一
(０５６９－２４－４３６１

２７日～２９日

佐賀教区学生担当委員会 磯部 豊一
(０８０－１７３８－５９７６

左記連絡先、または佐賀教
務支庁までお問い合わせ
下さい。

ハッピ、席札（別席を運ぶ人）、筆記具、雨具、防寒具、保険証（コピー可）、普段使っている薬、着替え

☆ 各教区の事前行事への参加をおすすめします。支部やブロックの行事に参加することで大会当日までに新しい友達が出来て当日がより楽しくなります。
☆ 上記の教区以外の教区学生会の大会当日の日程が知りたい方は岡学生担当委員会までお問い合わせ下さい。
☆ 所属する教区の日程に都合が合わない、、教区の雰囲気があまり得意じゃない、、という方にはなんと！！今年は岡学生会としても大会に参加することが出来ます！岡学生担当委員会また教会でお問い合わせください。

岡学生担当委員会

上田 時弘

(０９０－１１５２－８１８７

奥村 慎二

(０９０－１４８１－０２９５

岡大教会

(０５０－３５３７３５３０

