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エホバ の証人の統治体による企画

出席者へのお知らせ
大会のそれぞれの部門の場所は， 必要に応じて発表されるか掲示され
ます。 また， 案内部門およびインフォメーション部門を通して知ることも
できます。

案内係
皆さんのために案内係が割り当てられています。 駐車， 会場整理， 座席
その他について， 係の指示に従ってください。

王国福音宣明者のための学校
２３歳から６５歳までの開拓者で， 自分の宣教奉仕を拡大することに関心
をお持ちの方は， 日曜日， 午前のプログラム終了後に開かれる， 王国福
音宣明者のための学校の入校希望者の集まりにご出席ください。 この
集まりの場所と時間は前もって発表されます。

落とし物， 荷物預かり
落とし物を見つけたら， 落とし物部門にお届けください。 もし何かをな
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くされたなら， この部門に行って， 自分のものがないかをご確認くださ
い。 親からはぐれた子どもがいれば， この部門にお連れください。 しか
し， この部門は子どもを預かる場所ではありません。 どうぞ， お子さんを
見守り， いつも一緒にいるようになさってください。

寄付
わたしたちが大会を楽しみ， エホバに近づけるようにするため， かなり
の費用をかけて座席や音響装置が準備され， 種々のサービスが取り決
められました。 皆さんの自発的な寄付は， こうした出費を賄う助けにな
るとともに， 世界的な業を支援するものともなります。 皆さんの便宜の
ために， はっきりと表示された寄付箱が会場各所に置かれています。 皆
さんのご寄付に深く感謝いたします。 皆さんが王国の関心事を惜しみ
なく支持してくださることに， 統治体は心から感謝しています。

救護
ここは 緊急時のためだけ の場所であることに留意なさってください。

座席
他の人たちへの配慮を示すようになさってください。 銘記していただき
たい点として， 席を取る場合は， 同じ車で通っている人， 同じ家に住んで
いる人， また現在あなたと聖書を研究している人の分だけになさってく
ださい。 席を取るのでない限り， 空いている座席に物を置かないように
してください。 この点で協力してくださるなら， 他の人が空席を見つけ
やすくなります。

自発奉仕
大会の仕事を手伝うための自発奉仕を希望なさる方は， どうぞこの部
門においでください。 どこで助けが必要かをお知らせいたします。

大会管理
この事務所は， 大会の取り決め全体を監督する責任を負っています。
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大会司会者
大会司会者は， 大会プログラムおよびプログラム参加者に関する事柄
を担当します。

発表
大会司会者も他のだれも， 個人的な発表のため， また個人や会衆から
のあいさつを伝えるために音響装置を用いることはできません。 音響
装置は， 大会プログラムのため， また大会運営に関する事柄を知らせる
ためのものです。

バプテスマ
バプテスマ希望者は， 土曜日の午前， バプテスマの話が始まる前に， 特
別に指定された席にお着きください。 各自， タオルと慎み深い水着をご
持参ください。 指定された席は， ステージ前にあります。 それ以外の場
合には， 前もって発表がなされます。 また， 案内係やインフォメーション
部門に尋ねることもできます。

文書
この部門は， 大会で発表される新しい出版物を含め， あらゆる文書を，
希望する方にお渡しします。

ベテル奉仕
バプテスマを受けた３５歳以下の奉仕者で， 国内に合法的に在住し， ベ
テルでの奉仕に関心をお持ちの方は， 金曜日， 午前のプログラム終了
後に開かれる， ベテル奉仕希望者の集まりに出席するよう計画なさって
ください。 この集まりの場所と時間は前もって発表されます。

金曜日
「あなた方は……王国の神聖な奥義を理解することを
聞き入れられています」 —マタイ １３：１１
午前
９：２０

音楽

９：３０

４０番の歌と祈り

９：４０

大会司会者による話：
神の王国を第一に求めている人々 （啓示 １２：１， ２， ５）

１０：２０

シンポジウム： 神の支配にかかわる王座について
理解を深める
エホバの王座 （詩編 １０３：１９）
イエスの王座 （マタイ ２５：３１）
１４万４０００人の王座 （マタイ １９：２８。 啓示 ２０：４）

１１：１０

１０８番の歌と発表

１１：２０

王国の支配とサタンの支配
— 過去１００年 （詩編 ４０：５。 イザヤ ５：２０， ２１）

１１：４５

基調をなす話：
いま受けている王国の祝福を高く評価しなさい！
（イザヤ ４８：１７， １８。 コリント第二 １２：２‐４。 テトス １：２）

１２：１５

７５番の歌と休憩

午後
１：２５

音楽

１：３５

２７番の歌

１：４０

大いなるバビロンは 「王国を閉ざ」 してきた
（マタイ ２３：２， ４‐１０， １３， ２３， ２４， ３４）
シンポジウム： 二次的な 位置に保つべきこと
（マタイ ６：３３）

２：００

レクリエーション （マルコ ６：３１。 ヨハネ ４：３４）
飲食 （伝道の書 ３：１２， １３。 ローマ １４：１７）
健康への関心 （詩編 １１５：１７。 ルカ １２：２５。
テモテ第一 ５：２３）
交際と結婚 （コリント第一 １０：３１‐３３）
家族の絆 （マタイ １０：３７。 ローマ １２：１７， １８）
物質的な事柄 （コリント第一 ９：２４）

５

金曜日

６

午後 （続き）
３：００

７０番の歌と発表

３：１０

劇： 悪魔にすきを与えてはなりません （エフェソス ４：２７。
ヨハネ第一 ４：１１）

４：００

漸進的に明らかにされる 「王国の神聖な奥義」
（マタイ １３：１０， １１）

４：２０

神の王国を愛するようお子さんを教えましょう！
（詩編 ７８：３， ４）

４：５５

８８番の歌と結びの祈り

土曜日
「神の王国にふさわしい者とされる」 —テサロニケ第二 １：５
午前
９：２０

音楽

９：３０

１２０番の歌と祈り

９：４０

シンポジウム： 神の王国を受け継がないのはどんな人か
（コリント第一 ６：９‐１１）
「淫行の者」
「偶像を礼拝する者」
「貪欲な者」
「ののしる者」

１０：２０

シンポジウム： 神の王国を受け継ぐのはどんな人か
「貧しい人」 （ルカ ６：２０。 マタイ ５：３）
「幼子のように」 なる人 （マタイ １８：２‐４）
「義のために迫害されてきた人」 （マタイ ５：１０）
キリストの兄弟たちを助ける人 （マタイ ２５：３４）

１１：００

９２番の歌と発表

１１：１０

シンポジウム： 王国の 「良いたよりがまず宣べ伝えられ
ねばなりません」 ！

土曜日
午前 （続き）
家から家で （マルコ １３：１０）
非公式の場面で （詩編 ４５：１）
公の場所で （箴言 １：２０， ２１）
１１：４５

バプテスマ： 王国を受け継げるよう
エホバは 「あなたを本当に助ける」 （イザヤ ４１：１０）

１２：１５

６０番の歌と休憩

午後
１：３５

音楽

１：４５

９５番の歌

１：５０

シンポジウム： 王国を第一に求めるための目標
必要の大きな所に移動する
（使徒 １６：９， １０）
新しい言語を学ぶ
（コリント第一 ９：２２， ２３）
奉仕の僕の資格をとらえる
（テモテ第一 ３：１２， １３）
長老の資格をとらえる （テモテ第一 ３：１， ２。
テトス １：９； ２：１）
開拓者になる （詩編 ３４：８。 マルコ １２：３０）
王国福音宣明者のための学校に出席する
（イザヤ ６：８； ５４：１３）

２：５０

８５番の歌と発表

３：００

王国に入る — 手， 足， 目を失うとしても
（マルコ ９：４３‐４７）

３：２０

王国の臣民として 「世のもの」 とならない！
（ヨハネ １８：３６）

３：４５

音声劇： エホバは唯一まことの神
（列王第一 １６：２９‐３３； １７：１‐７； １８：１７‐４６； １９：１‐８）

４：１５

エホバの組織
— 設立された神の王国を第一に求めてきた１００年
（詩編 ４８：１２， １３。 ルカ １０：１， ５‐１１）

４：５５

１０３番の歌と結びの祈り

７

日曜日

８

『さあ， 王国を受け継ぎなさい』 —マタイ ２５：３４
午前
９：２０
９：３０

音楽
３０番の歌と祈り

９：４０

シンポジウム： 将来の王国の祝福への期待を高める
サタンのいない世界 （啓示 ２０：２， ３， ７， １０）
一つの言語 （ゼパニヤ ３：９。 ゼカリヤ １４：９）
完全な健康 （ヨブ ３３：２５。 イザヤ ３３：２４）
動物との完全な共存 （イザヤ １１：６‐９）
地上のパラダイス （ルカ ２３：４３）
新しい巻き物 （啓示 ２０：１２）
復活してくる大勢の人たちとの交友 （ヨブ １４：１４， １５）

１１：１０
１１：２０

１１：５０
１２：２０

エホバを完全な仕方で賛美できること （啓示 ５：１３）
１３４番の歌と発表
公開聖書講演：
全地を治める新しい支配者
— 本当にふさわしいのはだれか （イザヤ ４２：１‐４）
「ものみの塔」 の要約
９９番の歌と休憩

午後
１：３５

音楽

１：４５
１：５０

１６番の歌
神の王国に至る 「神聖の道」 にとどまりなさい！
（イザヤ ３５：５‐９）
劇： 「一言といえ果たされなかったものはありません」
（ヨシュア １：２， １１； ２：１‐２４； ７：１， １０‐２６； ９：１‐２７；
１０：１‐１４； ２３：１４）
１３２番の歌と発表
「決して思い煩ってはなりません」
— 神の王国をいつも第一に求めなさい （マタイ ６：１‐３４。
箴言 １５：１５。 ペテロ第一 ５：８， ９）
９１番の歌と結びの祈り

２：１０

２：４０
２：５０

３：５０
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