
通　知

日　付：	 	2018 年 12 月 13 日

受信者：	 中央幹部，中央補助組織会長会，地域七十人，ステーク会長， 
伝道部会長，地方部会長，ビショップ，支部会長

発信者：	 宗教教育セミナリー・インスティテュート（1− 801−240 − 4357）

件　名：	 2019 年 1 月―ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボーショナル  

ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボーショナルが，教会衛星システム， LDS.org，YouTube およ
びその他のメディアを通じて，2019 年 1 月13 日（日）の山間標準時午後 6 時（日本時間は 2019 年 1 月
14 日の午前 10 時）に生放送されます。話者は , 十二使徒定員会のデール・G・レンランド長老とルース・
L・レンランド姉妹です。既婚，独身にかかわらず，すべてのヤングアダルト（18 −30 歳），また 2019 年
4 月末までに高校またはそれに相当する学校を卒業する学生が参加するように招かれています。

生放送後間もなく，ディボーショナルの録画が，devotionals.lds.org にアーカイブとして保管されます。
録画はいつでもストリーム形式で視聴したり，ダウンロードしたりできます。利用可能な言語とその他の詳
細については，同封の放送スケジュールをご覧ください。承認されたすべての言語の録画映像は，2019 年
1 月19 日（土曜日）までに利用できるようになります。

地元のヤングアダルトにとって最も都合のよい視聴日時を決めてください。ソーシャルメディアのリソース
は devotionals.lds.org から入手できます。

〈翻　訳〉

原題：Notice, 13 December 2018: January 2019 Worldwide Devotional for Young Adults.   Japanese  16520 300
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レンランド長老夫妻との夕べ
ヤングアダルト対象の 

ワールドワイド・
ディボーショナル



教会放送スケジュール
ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボーショナル：
レンランド長老夫妻との夕べ
2019 年 1 月 13 日（日曜日）
プログラムの長さ― 1 時間

一般的な情報
視聴時間

地元のヤングアダルトにとって最も都合のよい視聴日時を決めてください。

ステーク技術支援スペシャリストのための情報
本放送は， 教会衛星システム，devotionals.lds.org，その他のメディアにおいて生放送 1 での視聴が可能です。生放送

後の視聴に関しては，devotionals.lds.org から放送をストリームまたはダウンロードしなければなりません。生放送を複
製しておき，後から視聴する，もしくは本放送スケジュールに記載されているその他の配信オプションからいずれかを選択
していただく必要があります。

衛星放送の準備または技術的な支援の要請に関する指示については，「ステーク技術支援スペシャリストのための衛星
機器に関する情報」を参照してください。この指示書は，衛星放送受信機の近くに保管されているべきです。

集会所で教会衛星放送を受信するために用いられる衛星機器やインターネット機器，そのほかの機器に関する技術的
な情報については，mhtech.lds.org にアクセスしてください。自分の言語でこのウェブサイトを利用できない場合，管轄す
る管理事務所が支援を提供します。

注記─英語の読み書きが可能な場合，放送終了後に「放送行事終了後のアンケート」にお答えください（本アンケートは
現在英語のみの提供となっています）。アンケートに答えるには mhtech.lds.org にアクセスし，放送アンケートを検索してく
ださい。

クローズドキャプション
教会衛星システムでは，多くの地域において，耳の不自由な人のためのクローズドキャプションが利用できます。利用可

能な地域では，英語がクローズドキャプションチャンネル 1（CC1），ポルトガル語がクローズドキャプションチャンネル
4（CC4），スペイン語がクローズドキャプションチャンネル 3（CC3）で提供されます。地元でクローズドキャプションを利
用できる場合，クローズドキャプションを利用する人のためにテレビのモニターを用意してください。技術的な支援を必要と
する場合，「ステーク技術支援スペシャリストのための衛星放送機器に関する情報」に記載の指示に従ってください。

英語，ポルトガル語，スペイン語のクローズドキャプションは，対応する電子機器があればインターネット上でも利用可能
です。

ビデオの複製
本ディボーショナルのビデオの複製は，教会が使用する場合に限り許可されています。ステーク技術支援スペシャリスト

は，各集会所図書室用に 1 部ずつ複製することができます。各複製のラベルには，以下の版権表示を入れてください。

ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボーショナル： 
レンランド長老夫妻との夕べ 
2019 年 1 月 13 日 
© 2019 Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

このディボーショナルは，devotionals.lds.org にアーカイブとしても保管されます。  
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1. 放送の日時，言語は変更される場合があります。英語版の更新情報については，events.lds.org を参照してください。ほかの言語の最新情報に
ついては，管轄する管理事務所に問い合わせてください。
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放送スケジュール─ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボーショナル

生放送
この生放送は教会衛星システムを介してdevotionals.lds.org，mormonchannel.org，Roku 用 Mormon Channel 2 ，

LDS 宗教教育インスティテュート Facebook ページおよび Mormon Channel モバイルアプリで利用できます。

 生放送 MST―	 2019 年 1 月 13 日（日曜日），午後 6：00 3

 UTC―	 2019 年 1 月 14 日（月曜日），0100

教会衛星システムおよび devotionals.lds.orgで生放送が利用できる言語─

Roku 用 Mormon Channel で生放送（映像放送）が利用できる言語─

Mormon Channel は Roku のストリーム再生機で利用できます。詳細については，mormonchannel.org にアクセスす
るか，もしくは Roku チャンネルストアを確認してください。

LDS 宗教教育インスティテュート Facebook ページで生放送（映像放送）が利用可能な言語─

mormonchannel.orgで生放送（映像放送と音声のみの放送）が利用可能な言語，および Mormon Channel モバ
イルアプリで生放送（映像放送）が利用可能な言語─

生放送の時間は，この放送が Roku 用 Mormon Channel においてフランス語，ポルトガル語，スペイン語で利用可能な
唯一の時間です。また，mormonchannel.org と Mormon Channel モバイルアプリがスペイン語で利用できるのもこの
時間に限られます。生放送開始後は，devotionals.lds.org にアクセスすれば，上記の言語でいつでもディボーショナルの
視聴が可能となります。

アメリカ手話 4  
カンボジア語 
広東語 
セブアノ語 
英語（クローズド
キャプションを含む） 

フィジー語 
フランス語 
インドネシア語 
日本語 
韓国語 
中国語 

モンゴル語
ポルトガル語

（クローズドキャプ
ションを含む） 
サモア語 

スペイン語
（クローズドキャプ
ションを含む） 
タガログ語 
タヒチ語 

タイ語 
トンガ語

アメリカ手話 英語（クローズド
キャプションを含む）   

フランス語 ポルトガル語
（クローズド
キャプションを含む） 

スペイン語
（クローズド
キャプションを含む） 

アメリカ手話 
英語（クローズドキャプションを含む）

スペイン語（クローズドキャプションを含む） 

2. この文書に言及されているすべての製品名，社名，機器，ロゴ，アイコン，グラフィック，デザインは，それぞれの所有者の登録商標であり，登録商
標所有者の益となることを意図した方法でのみ表示されます。 本文書中で製品，サービス，会社，組織，ホームページまたはウェブサイトの名称
が明示されているかどうかは，それに関する末日聖徒イエス・キリスト教会の後援，推奨，非推奨を示すものではありません。

3. プログラムの開始時間は山間標準時（MST）および協定世界時（UTC）で表示されています。 山間標準時（MST）とはユタ州ソルトレーク・
シティーにおける時間であり， 協定世界時（UTC）とは国際標準時のことです。  

4. 教会衛星システムの場合，アメリカ手話（ASL）はアメリカ合衆国およびカナダでのみ利用できます。 ASL 放送では手話通訳者が画面中央に
大きく映し出され，集会の話者は小さな枠内に映し出されます。 英語音声がアメリカ手話とともに放送されます。 アメリカ手話での放送の受信
を開始するには，放送の少なくとも 2 週間以上前に地元の施設管理グループにご連絡ください。追加の機材が必要な場合があります。 

 

英語



放送スケジュール─ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボーショナル

アーカイブ
アーカイブは，devotionals.lds.org, mormonchannel.org，Roku 用 Mormon Channel ，および Mormon Channel

モバイルアプリで利用できます。

devotionals.lds.orgで映像，音声のみ，および文字のアーカイブが利用可能な言語─

生放送の映像ファイルは，放送後間もなくdevotionals.lds.org にアーカイブとして保管されます。音声ファイルとその他
のビデオファイルは，放送後，土曜日までにアーカイブに追加されます。文字データのファイルは利用可能となり次第，追加
されます。

mormonchannel.org， Roku 用 Mormon Channel，および Mormon Channel モバイルアプリで映像のアーカイブ
が利用可能な言語 ─

このプログラムは，生放送後の数日内に， mormonchannel.org の「ヤングアダルト対象のワールドワイド・ディボー 
ショナル」ビデオリスト，および Roku 用 Mormon Channel と Mormon Channel モバイルアプリのアーカイブに追加され
ます。

その他の配信オプション

テレビおよびラジオ 

可能な地域では，ケーブル，衛星，インターネットによるテレビ中継，モルモンチャンネル HD によるラジオ中継など，世
界中の様々な放送媒体を利用し，本ディボーショナルを生で視聴できます。これらの放送サービスを地元で受信できるか
どうかについては，地元の番組表を確認してください。詳しくは，mormonchannel.org または byutv.org にアクセスして
ください。

「福音ライブラリー」モバイルアプリ 

福音ライブラリーモバイルアプリは，様々な言語とモバイル機器で利用できます。例えば，iOS（アップル社）やアンドロ
イド・オペレーティングシステムで動くタブレット，スマートフォンなどで利用可能です。詳細については，mobile.lds.org
にアクセスする，もしくはご使用の機器のアプリストアで調べてください。

利用可能なほとんどの言語の映像ファイルおよび音声のみのファイルは，放送後，1 か月以内にアクセスできるようにな
ります。文字データのファイルは，利用可能となり次第，追加されます。

ポッドキャスト  

ポッドキャストは devotionals.lds.org で利用できます。 

映像および音声のみのアーカイブが利用可能な言語─ 

利用可能な言語については devotionals.lds.org を確認してください。
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アルバニア語 
アメリカ手話 
アルメニア語 
ブルガリア語 
カンボジア語 
広東語 
セブアノ語 
クロアチア語 
チェコ語 
デンマーク語 

オランダ語 
英語（クローズド
キャプションを含む） 
エストニア語 
フィジー語 
フィンランド語 
フランス語 
ドイツ語 
ハンガリー語 
インドネシア語 

イタリア語 
日本語 
韓国語 
ラトビア語 
リトアニア語 
マダガスカル語 
中国語 
モンゴル語 
ノルウェー語 
ポーランド語

ポルトガル語 
（クローズドキャプ
ションを含む） 
ルーマニア語 
ロシア語 
サモア語 
スペイン語（クロー
ズドキャプションを
含む）

スウェーデン語 
タガログ語 
タヒチ語 
タイ語 
トンガ語 
ウクライナ語

アメリカ手話 英語（クローズドキャプションを含む）


