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2014年7月28日

中央幹部および合衆国・カナダ以外の地域の以下の指導者—
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　各位

件名：2014年10月総大会チケット──合衆国とカナダ以外の地域

拝啓

総大会へ出席するために合衆国とカナダ以外の国際地域から訪問する方々は，カンファレンスセン
ター 4番ドアのチケットオフィスで，2014年9月29日（月曜日）から総大会の開催される週末までの間，
チケットを入手することができます。チケットの事前予約をする必要はありません。

総大会参加者はチケットを受け取る際，有効な身分証明書（本人と確認できるもの）を提示する必
要があります。地域管理本部職員および神権指導者の皆さんは，このことを大会参加予定者に伝えて
ください。望ましい身分証明書としては，合衆国入国日を示す有効なパスポートが挙げられます。

チケットの入手資格があるかどうかは，参加者の教会会員記録がどこにあるかに基づいて決められ
ます。一時的にでも合衆国またはカナダに在住している会員は，国際訪問者プログラムを通じてチ
ケットを入手する資格は得られません。貴ユニットから大会への参加を計画している全ての会員に必
ずこの情報を伝えてくださるようお願いします。

チケットに関する詳しい情報は次ページに掲載されています。

敬具

管理ビショップリック

末 日 聖 徒 イ エ ス ・ キ リ ス ト 教 会
管理ビショップリック

ユタ州ソルトレーク・シティー，ノーステンプルストリート，東50番地　84150 -1300

原題：Presiding Bishopric letter, July 28, 2014: 
October 2014 General Conference Tickets─Areas outside the United States and Canada Japanese 85244 300

2016 年 8 月 1 日 

中央幹部およびアメリカ合衆国・カナダ以外の地域の以下の指導者─
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　各位   

   
件名：2016 年 10 月 総大会チケット─アメリカ合衆国とカナダ以外の地域

拝啓

アメリカ合衆国とカナダ以外の地域から総大会へ出席される方は，カンファレンスセンター 4 番ドアの
チケットオフィスで， 2016 年 9 月 19 日（月曜日）から，総大会が開催される週末までに，チケットを入手
することができます。チケットの事前予約の必要はありません。これは特定の部会のチケットを保証す
るものではありません。  

総大会へ参加する人はチケットを受け取る際に，有効な身分証明書（本人と確認できるもの）を提示
する必要があります。地域管理本部職員および神権指導者は，このことを総大会への参加を予定してい
る人に伝えてください。望ましい身分証明書としては，アメリカ合衆国への入国日を示す有効なパスポー
トが挙げられます。  

チケットの入手資格は，総大会に参加する人の教会会員記録の所在によって決まります。一時的にでも
アメリカ合衆国またはカナダに在住している会員には，国際地域からの訪問者としてのチケットの入手資
格はありません。貴ユニットから大会への参加を予定しているすべての会員に必ずこの情報をお伝えいた
だくようお願いいたします。 

チケットに関する詳しい情報は次のページに掲載されています。 

敬具 

原題：Presiding Bishopric letter, 1 August 2016: October 2016 General Conference Tickets —
Areas outside the United States and Canada. Japanese 13994 300

管理ビショップリック

ジェラルド・コセー

ディーン・M・デイビーズ

W・クリストファー・ワデル

2017 年 2 月 1 日 

中央幹部およびアメリカ合衆国・カナダ以外の地域の次の指導者─
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　各位   

   
件名：2017 年 4 月の総大会チケット─アメリカ合衆国とカナダ以外の地域 

拝啓

総大会へ出席するためにアメリカ合衆国とカナダ以外の地域から訪問する方々は，カンファレンスセン
ター 4 番ドアのチケットオフィスで，2017 年 3 月 20 日（月曜日）から総大会が開催される週末までの
間，チケットを入手することができます。チケットの事前予約をする必要はありません。これは特定の部
会のチケットを保証するものではありません。

総大会に参加する人はチケットを受け取る際に，有効な身分証明書（本人と確認できるもの）を提示
する必要があります。地域管理本部職員および神権指導者は，このことを総大会への参加を予定してい
る人に伝えてください。望ましい身分証明書として，アメリカ合衆国への入国日を示す有効なパスポート
が挙げられます。 

チケットの入手資格は，総大会に参加する人の教会会員記録の所在によって決まります。一時的にでも
アメリカ合衆国またはカナダに在住している会員には，国際地域からの訪問者としてのチケットの入手資
格はありません。貴ユニットから大会への参加を予定しているすべての会員に必ずこの情報をお伝えくだ
さるようお願いします。 

詳しい情報は次のページに掲載されています。 

敬具 

原題：Presiding Bishopric letter, 1 February 2017: April 2017 Genera Conference Tickets —
Areas outside the United States and Canada. Japanese 14598 300

管理ビショップリック

ジェラルド・コセー

ディーン・M・デイビーズ

W・クリストファー・ワデル

2017 年 8 月 7 日 

中央幹部およびアメリカ合衆国・カナダ以外の地域の以下の指導者─
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　各位   

   
件名：2017 年 10 月総大会チケット—アメリカ合衆国とカナダ以外の地域

拝啓

総大会への出席を希望する，アメリカ合衆国とカナダ以外の地域からの訪問者は，カンファレンス 
センター 4 番ドアのチケットオフィスにて， 2017 年 9 月 18 日（月曜日）から総大会が開催される週末 
までの間，チケットを入手することができます。チケットの事前予約をする必要はありませんが，特定の
部会のチケットを保証することはできません。

地域管理本部職員および神権指導者は，総大会への出席を予定している人々をサポートするよう 
期待されています。各会員はカンファレンスセンター 4 番ドアのチケットオフィスに行き，パスポートを 
提示する必要があることを知らせてください。チケットの入手資格は，各個人の教会会員記録の所在に
よって決まります。

アメリカ合衆国またはカナダに在住している会員には，国際地域からの訪問者としてのチケット入手 
資格はありません。貴ユニットから総大会への参加を予定しているすべての会員に，必ずこの情報を 
お伝えくださるようお願いします。

詳しい情報は次のページに掲載されています。

敬具 

原題：Presiding Bishopric letter, 7 August 2017: October 2017 General Conference Tickets —
Areas outside the United States and Canada. Japanese 15002 300

管理ビショップリック

ジェラルド・コセー

ディーン・M・デイビーズ

W・クリストファー・ワデル



チケットの入手について
アメリカ合衆国とカナダ以外の地域から訪問して

いる会員は，土曜日と日曜日の一つの部会のチケット
をそれぞれ 1 枚入手することができます。また，8 歳
以上のすべての姉妹たちは中央女性部会のチケッ
トを1 枚，神権者には神権部会のチケットを1 枚，
受け取る資格があります。会員は，総大会が開かれ
る 2 週間前からカンファレンスセンター 4 番ドアの 
チケットオフィスにてチケットを受け取ることができま
す。その際には必ずパスポートを提示してください。

	 曜日	 　　　　		時間			
 月曜日 午前 10：00 － 午後 5：00   
 火曜日 午前 10：00 － 午後 5：00   
 水曜日 午前 10：00 － 午後 5：00   
 木曜日 午前 10：00 － 午後 5：00   
 金曜日 午前 9：00 － 午後 7：00   
 土曜日 午前 8：00 － 午後 6：30   
 日曜日 午前 7：30 － 午後 2：30   

この営業時間は，総大会前の週のみに適用され
ます。

チケットの入手資格は，各個人の教会会員記録の
所在によって決まります。アメリカ合衆国またはカナダ
に会員記録のある会員には，国際地域からの訪問者
としてのチケット入手資格はありません。会員記録が 
アメリカ合衆国またはカナダ以外に転送されて 
いても，総大会前の 2 週間内に行われた場合に
は，チケットの入手資格を得ることはできません。

チケット			
カンファレンスセンターでは，チケットをお持ちの

方のために，各部会の開始 30 分前まで座席を確保 
しています。その時間を過ぎると，座席は空席待ちの
入場希望者に譲られます。開場時間は，各部会の始
まる90 分前となっています。乳幼児を含む 8 歳未満
のお子様は入場いただけません。

特別なサポートを必要とする方			
総大会に参加する会員が，車椅子の利用，通路に

近い座席，通訳，字幕，そのほかのサポートを必要と

する場合は，カンファレンスセンターに到着した際に
来場者サービス係（Guest service usher）にお伝え
ください。 

空席待ちの入場			
チケットをお持ちでない入場希望者は，テンプル 

スクウェア北門に先着順に並んでいただきます。 
空席待ちの列に並ぶ際，ほかの人のために列の場所
を確保することはできません。列に並んでいても，
カンファレンスセンターに入場できない場合もありま
す。空席待ちの方の入場は各部会の開始 30 分前
に始まり，席が埋まり次第終了します。カンファレン
スセンターへ入場できなかった方のために，テンプル 
スクウェア内のそのほかの施設に座席が用意されて
います。

安全と保安		 	
総大会に出席する皆さんの安全を確保するため

に，教会本部では保安措置を実施しています。この
措置により，リュックサック，小包，食品，武器，カメ
ラ，録音機材を教会の施設に持ち込むことは禁じら
れています。会員の皆さんには各部会の開始時間よ
りもできるかぎり早くカンファレンスセンターに到着
し，終了後は直ちにご退場いただくようお願いしてい
ます。手荷物検査を円滑に実施し，入退場を遅滞な
く行うためにご協力をお願いいたします。神権指導
者の皆さんは，上記のような保安措置について総大
会に出席する会員たちに伝え，それらを念頭に置い
て計画ができるようにしてください。総大会の会場
付近には，大会の特別な御霊を損なわせようとする
人々がいる可能性があります。そのような人々に対
しても，大会に出席する皆さん一人一人が礼儀正しく
振る舞ってくださるようお願いします。

その他の情報			
総大会，カンファレンスセンターに関する情報，および

テンプルスクウェアやその周辺で行われるイベントに
関する情報は，www.lds.org/events にアクセスする
か，1－801－570 － 0080，または 1－866－537－
8457（アメリカ合衆国およびカナダ地域の局番から
通話する場合は無料）にお電話ください。

総大会チケット情報			
2017 年 8 月 7 日 


