
 

新型コロナウィルス（COVID-19）へのJAGガイドライン 

 

 

    新型コロナウィルスに対する⽇本アッセンブリー・オブ・ゴッド教団としての 

ガイドラインを以下のように 2 ⽉ 26 ⽇現在で作成しました。 

国の新型コロナウイルス感染症専⾨家会議の「今後の 1〜2 週間が瀬⼾際」という 

⾒解を踏まえ、当⾯ 3 ⽉下旬までの教会、教区、教団各部・各委員会・各室の諸活動 

の判断の基準としてください。必要に応じてガイドラインを更新します。 

 

⑴ 教会員へのガイドライン 

・⽇常的な⼿洗い、うがいの励⾏。 

・咳エチケットの励⾏（感染症を他の⼈に感染させないために、マスクやハンカチ、袖 

ティッシュを使って⼝や⿐を押さえること） 

・咳、37.5 度以上の発熱、呼吸困難など、⾵邪に似た症状のある⽅は、無理に教会へ 

は⾏かず、病院へ⾏くか、⾃宅で療養してください。 

・周囲に感染者が発⽣した場合は、教会の諸集会の出席や教会員に会うことは避けて 

 ください。 

 

⑵ 教会（主管者・役員会）へのガイドライン 

・⼿洗い・マスク着⽤の励⾏ 

・アルコール消毒薬の設置 

・握⼿の⾃粛 

・部屋の換気 

・座席位置の記録（感染者が出た場合に濃厚接触者の確認のため、写真記録可） 

・各集会開催の必要性の再検討 

 

⑶ 教区（教区長・教区委員会）へのガイドライン 

・春のキャンプの再検討を要請する。 

・教区会は各教区の⾃主判断に委ねる。 

・教区聖会、地区聖会の開催は各教区の⾃主判断に委ねる。 

   但し、4 ⽉、5 ⽉の開催については 3 ⽉末現在で検討する。 

 

⑷ 部・委員会・室へのガイドライン 

・部・委員会・室の開催についてはそれぞれの判断に委ねる。 

   但し、Skype 等のインターネット会議が可能の場合はそれを優先する。 

 

⑸ 「共同の祈り」のお願い 

・教団公式サイトに新型コロナウイルス感染のための「共同の祈り」を掲載します。 

 これはシンガポール AGから提案された「共同の祈り」をアレンジしたものです。 



JAG CORNAVIRUS (COVID-19 ) GUIDELINES 

 

Japan Assemblies of God has issued guidelines as below dated February 26th, 2020. 

 

The Consult Committee of Japan’s ministry of Health, Labor and Welfare says that “These1-2weeks will 

be the critical moment”. Please consult with others and make decisions regarding the activity of your church, 

district and committee meetings scheduled to take place through end of March. We will update guideline 

information as possible.  

 

Guidelines for: 

1. Individuals: Church members/Attendees 

⚫ Regularly and thoroughly wash your hands and gargle 

⚫ ”Cough etiquette” If you cough and/or sneeze, to avoid contaminating others, cover your mouth 

and nose properly with a facemask, handkerchief, edge of your sleeves/arms, Kleenex etc. 

⚫ If you have a cough, fever higher than 37.5 Celsius, difficulty breathing, cold-like symptoms, do 

not force yourself to attend church but rather seek medical care and/or rest at home. 

⚫ If you find anybody around you who has these symptoms, ask them to refrain from attending 

church services and/or meet with other church members. Be careful because you might already 

be infected. 

2. Church: Pastoral staff and Deacon 

⚫ Wash hands thoroughly, wear facemasks. 

⚫ Place Alcohol-based sanitizer at entrance and ask those who enter to use it. 

⚫ Avoid shaking hands. 

⚫ Ventilation – open doors and windows between activities to change the air. 

⚫ Take photos to keep a record of who sat where to establish who may have had contact with 

infected persons. 

⚫ Consider whether to hold each service and meeting. 

3. District: Superintendent/District Committee 

⚫ Re-consider whether to hold Spring Camp. 

⚫ Decide at the district level whether to hold District Pastors Meeting. 

⚫ Decide at the district level whether to hold District Conference/Regional Conference. As for 

conferences scheduled for April-May, decide by the end of March. 

4. Committees 

⚫ Decide on their own whether to meet. If possible, use Skype or other internet means. 

5. Request of Synchronized Prayer 

⚫ Synchronized Prayer for COVID-19 is on the JAG website. This was arranged from “COVID 19:00 

Synchronized Prayer” proposed by the Singapore Assemblies of God.  


