7

th International Students’Camp
東西アジア聖書同盟 第7回 青少年国際キャンプ

Scripture Union East & West Asia
Many People One Purpose
申込期限延長！航空券座席残数
わずかです。お急ぎください！
Dec.26th.2016~Jan.2nd.2017
Grand Pesona Hotel Caringia, Bogor
West Java, Indonesia

2016年12月26日～2017年1月2日（帰国は1月3日）

日本人参加者用 キャンプ案内・申込書

場所：グランドペソナホテル
（インドネシア・西ジャバ州・ボゴール）

■国際キャンプ（ISC）とは？
東西アジア地区にある聖書同盟が協力して３年に一度開催する
学生のためのバイブルキャンプです。日本では決して味わえない
ダイナミックな神さまの働きとチャレンジを体験できると定評があり

ます。毎回、アジアのクリスチャン学生たちとの交わりは、世界を
広げ、大きく羽ばたくきっかけを参加者に提供しています。

■第７回の概要
＊テーマ

聖書同盟

■日本チーム概要
前回（ISC 6ｔｈ）に引き続き、キャンパー、スタッフ合わせて５０名
前後のチームを作り、インドネシアに向かいたいと計画していま
す。引率責任者は聖書同盟の嶋田総主事で、他に引率リーダー
を立てます。中学生～大学生までがキャンパーとして、大卒生以
上の成人クリスチャンはスタッフとして参加できます。（他の国は
14～18歳が対象です。）キャンプ出発までの様々な手続きは聖書
同盟がバックアップします。

「みこころに生きる多くの民」

神さまのご計画（神の国）とのかかわりのなかで、自分の人生の
目的について考えます。インターネット、スマホアプリの影響と使
用法、男女交際、LGBT(性的少数者)、ポルノ、快楽主義、物質主
義、進路選択などのトピックを学びます。今回のISCはこの時代に
あって主の道を歩む若者たちを力強く励ましたいと、取り組まれて
います。

＊スピーカー ： コー・ギムラム師、ジェイソン・フォン師ほか

■キャンプ費用 （羽田までの往復交通費は別途かかります。）
一人約14万円 （内訳は以下の通りです。）

＊ 往復航空券 75,000円程度→各自で購入
＊ キャンプ費用 約60,000円→後日聖書同盟に支払い
（為替相場により若干の変動があります。）
＊ お小遣い 6,000円程度(USD50程度)

■旅程（日本チームの動き）

■グランドペソナホテル

12月25日(日) 夕方・羽田空港付近に前泊（希望者のみ。宿泊場

プールや野外活動施設を備えた

所の案内は、後日いたします。）

12月26日(月) 午前8時 羽田空港国際線カウンターに集合。
（関東圏外からの参加者は国内線からの乗り継ぎが可能です。）

NH855便（ANA全日空）10：15東京(羽田)発―16時頃ジャカル
タ（スカルノハッタ国際空港）着―バスにて移動(約2時間)―

キャンプ場（グランドペソナホテル）へ到着・キャンプ開始

1月1日(日) 夜 キャンプ終了（今回はホームステイはありません。）
ジャカルタ市内泊。(調整中)

1月2日(月) ジャカルタ市内観光(調整中)NH856便 21：45ジャカ
ルタ発―東京(羽田) 3日(火)7:00頃到着予定。空港にて解散。

☆先にお知らせした旅程より1日延びています。ご了承下さい。

リゾートスペースで、敷地内にレ
ストラン、ホール、宿泊棟が点在
しています。キャンプ開催中は、
ホテル全体が貸し切りになる予
定。宿泊室 は ベッドが置 かれ、
シャワー/トイレ、エアコンも設置
されています。
前回のISC（6th）でも使用した場
所 で す。ト ラ ブ ル や カ ル チ ャ ー
ショックはつきものですが、わり
と快適に過ごすことができる施
設です。

■申し込み方法

①申込みを決めたら、聖書同盟に電話しましょう。（仮登録）
名前、年齢、教会名、電話番号をお伝えください。定員５０名
に達している場合は、お断りする場合があります。お早めにご
連絡ください。☎ 044－900－8990 （月～金：10時～17時受付）

②聖書同盟での仮登録後、すぐに、航空券を取りましょう。
ＡＮＡのＷｅｂサイトで１２月２６日のＮＨ８５５便と１月２日のＮ
Ｈ８５６便（どちらもエコノミークラス）を購入します。仮登録の後

できるだけ早く往復航空券を取ってください。
※ 日程、便名の間違いがないように気を付けてください。
※ 航空券取得の際、パスポート記載のローマ字表記が必要になりま
す。パスポート未取得の方はご注意ください。

③航空券が取れたら、本登録をしましょう。
申込書にもれなく記入して聖書同盟にＦＡＸあるいは郵送して

■キャンプ準備の流れ
①お祈りの準備
本登録終了後、メールにて様々な連絡をいたし
ますが、なかでもお祈りの課題は大事にして、家族
や教会の人にもお祈りしてもらうようにしましょう。

②事前オリエンテーションに参加
夏休み明け（９月３日を予定）に、事前オリエンテーションを開

催します。できる限り都合をつけて参加してください。詳細な案
内は申込後にお送りします。オリエンテーションには保護者の
方も参加できます。

③荷物の準備
オリエンテーションにて、荷物の案内をします。旅行品以外に
も文化交流に必要な物品を手分けして持参しますので、協力し

ください。本登録締め切りは 6月30日(木) です。ただし、航空

てください。英語の自己紹介や、あかしの準備もあります。

券が取れなければ、参加はできません。①と②はお早めにお手

④参加費の振込

続きください。(パスポート情報のみ後日追記可。)

振込方法や金額については後日お知らせします。

を紹介し交流する時間など、国際キャンプならではの楽しいイ

■よくある質問
Q1 英語ができなくても参加できますか。
A1 キャンププログラムはすべて英語で行われます。全体集
会は、たいていの場合、日本語の同時通訳がつきます。キャン
プ参加を一つの目標にして、英語の勉強をしっかりしてきましょ

ベントが計画されます。詳しいキャンプスケジュールは申込者
に後日配布しますが、決められたことがその通りにならないこ
ともよくあります。それも含めて楽しむのがISCです。

Q３ 航空券のとり方がわかりません。

う。中学3年生レベルの英会話ができれば日常会話にはほと

Ａ３ ＡＮＡのＷｅｂサイトから購入します。毎回ＩＳＣが初海外と

んど問題ないでしょう。参加者のほとんどは、英語は母語では

いう参加者は多くおられます。航空券や、パスポートの取得な

ありません。大切なのは英語の能力より、コミュニケーションし

ど、キャンプ参加までに乗り越えるべきステップは、聖書同盟も

たいという強い気持ちです。

お手伝いします。お気軽にお電話ください。

Q２ 結局、キャンプでは何をするのですか。

Ｑ４ クリスチャンではないのですが参加できますか。

A２ 日本で行われるバイブルキャンプと基本的な流れは同じ

Ａ４ ＩＳＣは基本的にクリスチャンキャンプです。けれども毎回

です。朝には、聖書を読む時間、テーマに基づいた聖書の学

日本からは、洗礼を受けていない学生も多く参加します。教会

びをする集会があり、小グループでの分かち合いもあります。

やＣＳに継続的に通っている学生なら、神さまに向かって一歩

それ以外の時間には、野外でのゲームや、お互いの国の文化

踏み出すチャンスにもなるでしょう。どうぞお申し込みください。

ISC6th（前回）のキャンプ報告と証しが冊子になっています。ご希望の方は事務所にお問合せください。

◆国際キャンプ（ISC）についてのお問合せ◆

専用メールアドレス：isc7japan@gmail.com

（あいえすしー７じぇいえーぴーえーえぬ）

※ 急ぎでないご質問はメールが確実です。また、電話受付時間外に仮登録をしたい場合も、メールでご相談ください。

☎

０４４－９００－８９９０ （月～金・10時～17時受付）

〠 214-0013 川崎市多摩区登戸新町432-304

Fax ０４４－９００－９０４８
一般社団法人

聖書同盟

2016-2017 東西アジア聖書同盟第 7 回青少年国際キャンプ申込書
＜本登録用紙＞この用紙は、仮登録→航空券の取得が終わった後に提出します。
氏名

生年月日

パスポート通りの

年

年齢

ローマ字表記
誕生地/国籍

/

性別

T シャツサイズ

月
男

・

日
女

XS・S・M・L・XL・XXL

〒

住所
電話番号

Fax

保護者 E-mail

保護者携帯

本

本人携帯

人 E-mail

学校名・学年

年

保護者名

印

航空券座席

行き

帰り

出席教会名

(教団・グループ名)

(教会名)

教会に行き始めたのは

年頃から 洗礼

教会

年に受洗・洗礼は受けていない

教会に行き始めたきっかけ

教会へは

ほとんど毎週出席

聖書は

ジュニみこ会員・毎日読んでいる・時々読んでいる・あまり読まない

バイブル
キャンプは

・

用事がない時出席

・

あまり行っていない

□ＣＳＫキャンプに参加したことがある（
回）
□シニアハイキャンプに参加したことがある（
回）
□他のキャンプに参加したことがある（キャンプ名
□参加したことがない

外国生活

年間

）

で暮らしたことがある

海外旅行

に行ったことがある

英会話

不自由なくできる

パスポート

NO.

（後日追記可）

発効日 20

・

ある程度できる

・

ほとんどできない
これから取得

年

月

日

有効期限 20

年

月

将来の夢
健康状態
海外旅行保険

自分で入る（保険会社

）・資料が欲しい

送信先：聖書同盟 FAX 番号：０４４－９００－９０４８（郵送可） 6 月 30 日（木）必着

日

