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引率指導者リスト（１）fsy2022福岡・神戸セッション



船倉 文章 佐々木 真実 大嶋 宣人 得能 達生 平野 恵子 杉山 舞子

山本 康博 真鍋 道人 真鍋 喜代美 木島 直人 白石 てる子 ｼﾓﾝｽﾞ えみり

宮崎 大輔 尾﨑 昭彦 小山 茂美 山根 康弘 馬場 慈哉

鹿児島地方部 神戸ステーク

大阪ステーク 岡山ステーク

松山地方部 高松地方部
fsy会場内では
ｽﾀｯﾌｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ
の大城清剛兄弟
が引率指導者の
皆様に対応させ
ていただきます

仙波 義規

引率指導者リスト（２）fsy2022福岡・神戸セッション



引率指導者の役割fsy2022福岡・神戸セッション

★８日朝の健康確認
★８日朝の出発報告（航空便搭乗直前、貸切バス乗車直前に参加者確認報告）
★貸切バス運行状況に関する報告
★８日昼食に関する対応、１３日昼食に関する対応
★チェックインにおける対応

大きく分けて３つの役割をお願いしたいと考えています。
①青少年の会場往復の引率

②青少年のサポート

★会場内での青少年の見守り、安全確保のサポート
★配慮が必要な青少年に対する支援
★救護室にいる地元の青少年へのサポート
★緊急時の家族や他の指導者への連絡

③プログラム運営に対する支援

★各会場で青少年を笑顔で歓迎
★プログラムを計画しているYSA指導者から支援要請に対する助け

事前の健康チェック



新型コロナウイルスの新規感染者（福岡・神戸セッションエリア）fsy参加のための健康チェック

【参考】
施設のある⾧崎県
4月20日～6月9日警戒警報
1500人／100万人を下回った
段階で警報解除

この間
「県外からの来県者は
来県前にワクチン３回接種
または検査の受検」の要請
が県から出されていた

7月8日現在
すでに⾧崎県の新規感染者
は2290名／100万人

佐世保市は7月8日に警戒警報
（現在、来県者に対する規制無し）



新型コロナウイルスの新規感染者（福岡・神戸セッションエリア）fsy参加のための健康チェック



健康チェックの入力フォームについてfsy参加のための健康チェック

🌟「FSY における新型コロナウイルス感染症対策
の基本ガイドライン」に従って、参加者全員が参
加の可否を判断するために、新型コロナを疑う症
状が見られるかどうか、健康状態をチェックする
必要があります。

🌟右に記載のURLまたはフォームからの入力をお
願いします。

👉毎日１回朝食までにお願いします。

●リハーサル３日間（7/15～7/17）
●開催前１０日間（7/29～8/7)
●開催期間中（8/8～8/13）
●開催後２日間（8/14～8/15）

健康チェックフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScO1A3hh3KO9Mm42kBhMdY_v6hDeV
dcuj-0-z7KSF1DlNs8hw/viewform

状況を把握できていたら、
保護者、指導者による代理入力もOKです



入力内容について（１）fsy参加のための健康チェック

青少年はステーク地方部を選択

←指導者はこれを選択

最初の画面
🌟フォームにアクセスすると左の画面がでてきます。
青少年はご自身のステーク地方部を選択してください。
関西地区は再編前の所属ステーク地方部から選択する
必要がありますのでご注意ください。

🌟次へを押すと名前を選択する下の画面がでてきます。
参加者は必ず自身の名前がリストボックスにでてきます。
見当たらない場合は、実行委員会あてお問い合わせください。

２番目の画面



入力内容について（２）fsy参加のための健康チェック

３番目の画面

🌟フォームにアクセスするとこの画面がでてきます。
日付や健康状態を選択して、送信ボタンを押して完了です

体温測定後に
その結果を入力
してください。
測定を忘れた場合
37.５度未満であっ
たか、37.5度以上
であったかを感覚
的に選択できる
選択肢もあります

初期値として
fsyに参加可能な
「いいえ」に
マークがついて
います。
症状があった場
合には必ず
「はい」に変更
して回答してく
ださい。



入力状況の確認（指導者向け）fsy参加のための健康チェック

🌟フォローアップシートで各青少年の入力状況を確認できます。最初は となっていますが、青少年の
入力が終わり、問題が無い場合には のマークが表示されます。万一、fsyに参加できない症状に該当が
ひとつでもあると のマークがつきます。
🌟健康状況をリアルタイムに把握して、すみやかに対応できるように、青少年のみなさんが毎日きちんと
チェックしていただけるよう、フォローアップをよろしくお願いいたします。



がついた参加者について
救護班が問診を行う可能性があります。
得られた情報は共有します。

８月８日集合時に再確認
※必要に応じて検査キットを使用

fsyに参加できないケースfsy参加のための健康チェック

(1) 過去10 日間以内に新型コロナを疑う、以下の症状が見られる。

症状： 37.5 度以上または平熱より 1 度以上高い発熱、咳、息苦しさ、
鼻水/鼻づまり、喉の違和感、吐き気、目の充血、頭痛、全身のだるさ、
関節/筋肉の痛み、下痢、ボーっとする、けいれん、匂いがしない、味が分からない。

●アレルギーや偏頭痛など慢性的な症状は除きます
●症状が当日前に消失している方は、地元の医療者に判断を仰いでください。
●症状が当日も持続している方は、 当日ご参加いただきません。

👉必要に応じてPCR検査を実施⇒間に合わない場合抗原検査を実施
（検査機関での検査が間に合わない場合、抗原検査キットを活用）

(2) 新型コロナウイルス検査陽性の結果が出て、必要な隔離期間を終えて
いない。

➢隔離期間： 保健所の指示に従います。

(3) 新型コロナ感染を発症している人物と濃厚接触があったと認定されるな
どして隔離を求められているが必要な隔離期間を終えていない。

➢濃厚接触の定義： 保健所が判断します。

健康チェックシステムおいて
８月７日１２時までに入力を完了し
（１）に該当しないという確認を
相互にとることを目指しましょう

（参加可能者の確定）

（２）と（３）に該当する可能性
がある方については、救護班が状
況を確認させていただきます。
該当者が判明したら、ご一報くだ
さい。



交通手段（往路）fsy2022福岡・神戸セッション



交通手段（往路）fsy2022福岡・神戸セッション

移動手段 出発地 出発時刻 到着時刻 到着／出発 出発時刻 到着時刻 到着地

貸切バス（広島） 広島 7:50 13:40 金立SA 13:50 14:50 会場

福岡ステーク 貸切バス（山口） 基山SA 13:20 14:30 会場

大分以外 貸切バス（鹿児島） 熊本市内 10:55 14:50 会場

大分 借上車→貸切バス（広島） 大分 10:30 13:10 金立SA 13:50 14:50 会場

航空機 ANA1204 那覇空港 11:10 12:55 福岡空港 13:20 15:50 会場

貸切バス（山口） 山口 9:00 13:10 基山SA 13:20 14:30 会場

自家用車 ⾧崎各地 12:50 14:00 会場

貸切バス（鹿児島） 鹿児島 7:50 熊本市内 14:50 会場

のぞみ7

新大阪駅

新神戸駅

姫路駅

9:38

9:29

9:46

11:45 博多駅 12:30 15:10 会場

新幹線 のぞみ11 新大阪駅 10:02 12:30 博多駅 12:50 15:30 会場

新幹線 のぞみ9 福山駅 10:40 12:06 博多駅 12:50 15:30 会場

（在来線→）新幹線 のぞみ11
（倉吉駅）

（出雲市駅）岡山駅

(7:33)

(7:21)10:48
12:30 博多駅 12:50 15:30 会場

（高速バス→）新幹線 のぞみ9 （今治駅）福山駅 (8:25)10:40 12:06 博多駅 12:30 15:10 会場

（在来線→）新幹線 のぞみ11 （徳島駅）岡山駅 (8:23)10:48 12:30 博多駅 12:50 15:50 会場

岡山ステーク

大阪ステーク

松山地方部

高松地方部

山口地方部

⾧崎地方部

鹿児島地方部

神戸ステーク

熊本ステーク

沖縄ステーク

ステーク・地方部

広島ステーク



交通手段（復路）fsy2022福岡・神戸セッション



交通手段（復路）fsy2022福岡・神戸セッション

出発地 出発時刻 到着時刻 到着／出発 出発時刻 移動手段 到着時刻 到着地

会場 9:30 10:30 金立SA 10:30 貸切バス（広島） 16:30 広島

福岡ステーク 会場 10:00 貸切バス（山口） 11:30 基山SA

大分以外 会場 9:30 貸切バス（鹿児島） 12:10 熊本市内

大分 会場 9:30 10:30 金立SA 10:32 貸切バス（広島）→借上車 13:00 大分

会場 10:00 12:40 福岡空港 15:55 航空機 JTA061 17:35 那覇空港

会場 10:00 12:40 福岡空港 17:00 航空機 SKY509 18:45 那覇空港

会場 10:00 11:30 基山SA 12:30 貸切バス（山口） 15:00 山口

会場 10:00 自家用車 11:10 ⾧崎各地

会場 9:30 12:00 熊本市内 12:10 貸切バス（鹿児島） 16:20 鹿児島

会場 8:50 11:50 博多駅 13:39 新幹線 のぞみ34
15:54

16:07

新神戸駅

新大阪駅

会場 8:50 11:50 博多駅 13:15 新幹線 のぞみ32 15:43 新大阪駅

会場 8:50 11:50 博多駅 13:39 新幹線 のぞみ34（→在来線）
    15:05

15:22（19:18）

福山駅

岡山駅（出雲市駅）

会場 8:50 11:50 博多駅 13:02 新幹線 さくら554（→高速バス）14:35（17:30） 福山駅（今治駅）

会場 8:50 11:50 博多駅 13:02 新幹線 さくら554（→在来線） 14:52（17:17） 岡山駅（徳島駅）

他地区（函館） 会場 10:00 12:40 福岡空港

沖縄ステーク

山口地方部

⾧崎地方部

鹿児島地方部

熊本ステーク

神戸ステーク

大阪ステーク

松山地方部

高松地方部

岡山ステーク

ステーク・地方部

広島ステーク



委員会貸切バス（博多駅と福岡空港）の集合場所fsy2022福岡・神戸セッション

博多駅発貸切バス 福岡空港発貸切バス



貸切バスの運行状況の報告fsy2022福岡・神戸セッション

大塔インター口

８月８日の貸切バスの運行状について
以下のとおりLINEで報告をお願いします。

★報告先：実務AD 一丸あて
交通AD 中村あて
ｽﾀｯﾌAD 大城あて

★報告のタイミング：
①貸切バス出発時
②乗り合せ出発時
③金立SA通過時
④大塔インター通過時

★バス責任者＆報告者（案）：
貸切バス１号車：得能会⾧（神戸）
貸切バス２号車：仙波兄弟（大阪）
貸切バス３号車：山根会⾧（岡山）
貸切バス４号車：木島会⾧（高松）
貸切バス５号車：吉澤兄弟（沖縄）
広島ステークバス：上田会⾧
山口地方部バス：三浦会⾧
鹿児島地方部バス：船倉会⾧



往路における昼食とゴミ処理対応についてfsy2022福岡・神戸セッション

（博多駅発、福岡空港発）５台

【バスの行程】 施設で降車したのち、バスは車庫に日帰り
【ゴミの対応】 細かい分別は必要なく、ペットボトルと弁当がらに分ける感じ

袋はバス会社で用意するので、それにゴミを入れてもらいたいとの事

実行委員会バス

広島ステークバス

山口地方部バス

（広島ステーク、熊本ステーク大分ワード）１台

【バスの行程】
【ゴミの対応】

（山口地方部、福岡ステーク）１台

【バスの動向】 施設大型バス用駐車場にそのまま滞在
【ゴミの対応】

山口地方部バス （鹿児島地方部、熊本ステーク）１台

【バスの動向】 施設で降車したのち、バスは佐世保市内へ移動して駐車
【ゴミの対応】 貸切バスで昼食のゴミを引き取ってもらう予定



チェックインについてfsy2022福岡・神戸セッション

①大型バスが施設に到着した際に
バス内で全員の検温と記録をお願いします

バスから降りる前に駐車場に待機している救護班員
（赤いポロシャツ）に状況を報告し、指示を仰いでく
ださい。その際に貸与可能な体温計をお渡しください

②救護班員からチェックインへ向かうOKが出たら、
駐車場に待機している担当者の誘導に従って
左図のように本館棟の受付へ荷物を持って移動して
ください。
ステーク地方部単位での移動になりますので、もし、
バスの中に複数のステーク地方部が乗り合せている
場合には、ステーク地方部単位で時間差をつけて
受付へ向かってください。

③本館棟内エントランスで青少年は兄弟、姉妹に分
かれて整列し、受付を行います。
指導者は同じエントランス内の指導者用受付にて、
受付と肖像権の付与についての署名をお願いします。

④その後、各自荷物を自分の宿泊部屋に置き、多目的
ホールに向います。

※万一、検温の結果、37.5 度以上または平熱より 1 度以
上高い発熱がある方がおられた場合、
該当者に対して、会場に準備している抗原検査キットで
検査をただちに実施いたします。
検査結果が出るまで（１５分程度）全員バスに待機しても
らいます。



当日会場での支給予定品についてfsy2022福岡・神戸セッション

★スタッフ用
ハンドブック

（引率指導者）

参加者用
ハンドブック

若人の強さのために

★楽譜類
テーマソング

fsy(EFY)メドレー

★簡易バッグ
名札＆ストラップ

★記念うちわ
★折りたたみ
携帯マット リストバンド

★印は
引率指導者も受領

記念Tシャツ（黒１枚、オレンジ１枚）



実務委員
ボランティア
撮影スタッフ

実行委員
引率指導者

カウンセラー ＣＯ
ＡＣ
ＰＣ

救護班

ネイビー パープル ロイヤル
ブルー バーガンディ レッド

指導者用ポロシャツfsy2022福岡・神戸セッション

火曜、水曜、木曜に洗濯を行います。（朝食までに提出、夕方受取）



引率指導者

AC

実行委員 HCCS

VT

撮影

ＡＤ

PC

CO

ポロシャツを着用しない日もあるため
ストラップ色と名札のカラーバーも
責任によってある程度区別ができるよう
にしています

指導者の名札とストラップ色fsy2022福岡・神戸セッション



プログラム運営における支援fsy2022福岡・神戸セッション



プログラム運営における支援fsy2022福岡・神戸セッション

8月8日 月曜 8月9日 火曜 8月10日 水曜



プログラム運営における支援fsy2022福岡・神戸セッション

8月11日 木曜 8月12日 金曜 8月13日 土曜



事前のしおりについてfsy2022福岡・神戸セッション

ステーク地方部会⾧およびビショップ・支部会⾧あて送付予定です
よく読んでご準備ください

特に留意してほしい事項の例

★ヘアードライアーの持ち込み禁止👉５ページ
★当日までの準備（ダンスの練習、efyメドレーの練習など）👉６ページ
★研修場所と宿泊室は飲食禁止👉１５ページ
★施設職員とのコンタクトは一丸兄弟と大城兄弟が窓口 👉１５ページ
★周辺の森には入らない（マムシ注意）👉１５ページ
★こまめに水分補給（水筒持参）👉１７ページ
★FSY における新型コロナウイルス感染症対策の基本ガイドライン

の遵守👉１８ページ
★マスク会食の徹底👉２０ページ
★１日１回の健康チェックとオンライン入力👉２２ページ
★寝具の片付けは施設の指示どおりに実施👉２３～２４ページ



宿泊部屋（１）fsy2022福岡・神戸セッション



通行止め

ﾁｪｱﾏﾝ引率1

引率2

引率1VT
ADVT1VT2 VTHC 予備C予備A予備B

救護2 救護3

引率2

ロッジ棟入って左側の青文字が兄弟 右側の赤文字が姉妹

ロッジ棟

宿泊部屋（２）fsy2022福岡・神戸セッション



食事と入浴についてfsy2022福岡・神戸セッション

夕食１回目

引率兄弟

夕食２回目

引率姉妹

入浴A

入浴B 引率姉妹

入浴C

入浴D

入浴E 引率兄弟

夕食１回目

引率兄弟

夕食２回目

入浴A

入浴B 引率姉妹

入浴C

入浴D

入浴E 引率兄弟夕食３回目

引率姉妹

火曜、水曜月曜、木曜、金曜

★食堂前の手洗い場は混雑するので、
施設内の他の場所で手洗いを済ませてきてください。

★食事は約４０分、入浴は２０分です。

食事数の数量管理のため、
食堂受付で名札のバーコ
ードを読み取ってもらい
入室してください

夜の活動
開始ライン

【朝食や昼食】
１回目引率兄弟
２回目引率姉妹



チェックアウトについてfsy2022福岡・神戸セッション

貸切バス１号車（主に神戸ステーク）
貸切バス２号車（主に大阪ステーク）
貸切バス３号車（主に岡山ステーク）
貸切バス４号車（その他混合）

①部屋を片付けて、荷物を移動させてください。
アリーナを荷物置き場として活用いただくことができます。

②引率指導者の誘導のもと、食事をステーク・地方部単位で食事を取ります。
青少年と段取りをよく打ち合わせておいてください。

食事１回目
7:00～7:40

食事２回目
7:50～8:30

神戸ステーク
大阪ステーク
岡山ステーク
松山地方部
高松地方部
一部の委員会指導者

8:30配車 8:50出発 博多駅行き

9:10配車 9:30出発 広島バス
9:10配車 9:30出発 鹿児島バス広島ステーク

福岡ステーク
熊本ステーク
沖縄ステーク
山口地方部
⾧崎地方部
鹿児島地方部
自家用車等

施設退所式
9:00～9:10 施設駐車 10:00出発 山口バス

9:30配車 10:00出発 福岡空港行き

実行委員会で部屋点検を実施

※乗り合せは
施設到着後
金曜日までに調整



交通費払戻請求についてfsy2022福岡・神戸セッション

言語

Language

支払先/払戻先 請求日

Payee Date

日中の連絡先 セッション

Phone Number Session

請求書・領収書を添付してください。

Please attach any supporting documents, such invoices and receipts.

金融機関名

Bank name 請求者署名

支店名 Requested by

Branch

口座種類

Account type 会計承認者署名

口座番号 Approved by (signature of budget approver)

Account number

口座名義人名(カナ)
Name of account holder

エリアオフィス財務部使用欄　Area Office/Service Center Finance USE ONLY
Due Date : Signature :

Additional Information / Comments : Date approved:

Revised: 1 March, 2022, v1.03

福岡・神戸

JPN01-6761808-5xxx-FSY2022JPNS

¥

日本語

支払/払戻 申請書

支払/払戻 申請書 PAYMENT / REIMBURSEMENT REQUEST FORM

-                                         

用    途

/　　　/

金　額

AmountDescription

予算コード

Budget Code

合  計

Total

振込先銀行口座

Bank account information, if bank transfer is available.

支払/払戻申請書に必要事項を
記入して財政アドミニストレーター
に支出根拠書類と共に送付してくだ
さい。

〒851-2106
西彼杵郡時津町左底郷376-22

辻郷 美太郎兄弟あて

急ぐ場合にはメールで事前に送って
おくと処理が早くなります。

taro5teatree@gmail.com

記入要領は４月１２日
の説明会資料参照

新情報

fsyに関する払戻申請を
LCRから実施できるように
準備中とのことです。
「承認された払い戻し：FSY-交通費」
を使用します。

自家用車のレート １キロ36円です。

払戻申請期間
８月１日～９月３０日予定


