December 13, 2019
To: Members of the Asia North Area
Dear Sisters and Brothers,
New Year Greetings from the Asia North Area Presidency
As 2019 draws to a close, we express our love and appreciation to each of you. As we travel
throughout the Area and meet with you, we feel of your goodness and of your sincere testimonies and love
for our Savior Jesus Christ. We are deeply grateful for your dedicated service to the Lord, and for the
progress and miracles we have seen during the year. The year 2020 marks 200 years since
the commencement of the Restoration of the gospel. What an exciting time to rejoice in the blessings of the
restoration, and to follow the voice of living prophets and apostles who continue to receive revelation to
guide us in our time. We invite everyone to follow the prophet.
In past years we have issued an Area Plan and distributed it to all members. The ABC plan was
designed to simplify our lives and focus us on the Savior. We appreciate your support and efforts to
understand and implement the area plans. We have seen many miracles as a result. However, this year we
simply invite each of you to prayerfully consider what is most needful for each of you to follow the
prophet individually and as families. We trust you to receive the revelation necessary to help you and your
families become true followers of Jesus Christ and to find enduring joy.
We invite all individuals and families in the Area to follow the same process we are asking
the children and youth to follow as they set goals and make plans for their personal development.
To help you get started, we have created an overview of the revelatory planning process and a brief
summary of some of the key messages from our dear prophet and apostles. The document is enclosed for
your reference. We hope it will be helpful to you as you set goals and make plans for the new year.
Also, please watch for a 2020 calendar titled, “Come Follow Me” that will feature recent quotes
from our modern-day prophet and apostles to inspire us throughout the year.
May God bless you and your families as you seek inspiration and revelation to guide you on your
personal journeys down the covenant path. We promise that you will find enduring joy as you seek to
become true followers of Jesus Christ by following the prophet.
With love and appreciation.
Asia North Area Presidency

Yoon Hwan Choi

Takashi Wada

L. Todd Budge

〈翻訳〉
2019 年 12 月 13 日
受信者：アジア北地域の会員
愛する兄弟姉妹の皆様へ，
アジア北地域会長会による新年度のあいさつ
2019 年度が終わりを迎えようとしている今，わたしたちは皆さん一人一人に愛と感謝をお伝
えします。アジア北地域の各地を訪れて皆さんにお会いする中で，皆さんの善良さ，また救い主イエ
ス・キリストに対する心からの証と愛を感じてきました。主に対する皆さんの献身的な奉仕，また今
年度目にしてきた多くの進歩と奇跡に心から感謝しています。2020 年は，福音の回復が始まって 200
年目を記念する年です。回復による祝福を喜ぶ時，また今日のわたしたちを導くために今なお啓示を
受ける，生ける預言者と使徒たちの声に従う胸躍る時なのです。わたしたちは預言者に従うよう，全
ての人をお招きします。
この数年にわたり，わたしたちは会員の皆さんにエリアプランを発表し，資料をお渡しして
きました。ABC の頭文字にまとめられたこのプランは，わたしたちが生活をシンプルにし，救い主に
焦点を当てることができるよう作られたものです。エリアプランを理解し，実践するに当たって，
皆さんが力を尽くして取り組んでくださったことに感謝しています。結果として，わたしたちは多
くの奇跡を目にしてきました。しかしながら，今年度においてはシンプルに，個人および家族とし
て預言者に従う中で，自分に最も必要と思われることを，祈りをもって深く考えるよう一人一人に
お招きします。皆さん自身と家族がイエス・キリストに真に従う者となり，永続する喜びを見いだ
すうえで助けとなる，必要な啓示を受けられると確信しています。
アジア北地域におけるすべての個人および家族の皆さんには，子供と青少年が個人の成長の
ために目標を設定し，プランを立てるうえで取るようお勧めしているのと同じプロセスに則っていた
だきたいと思います。
皆さんがこのプランを始めるに当たり，啓示を受けるための計画に必要なプロセスや，愛す
る預言者および使徒によるキーメッセージを短くまとめたシートを作成しました。
ご参考までに同封のシートをご利用ください。皆さんが新年の目標や計画を立てるうえで役
立つよう望んでいます。
また，「わたしに従ってきなさい」と題される 2020 年度のカレンダーを楽しみにしていてく
ださい。現代の預言者および使徒による最近のメッセージが載っています。年間を通じてわたしたち
に霊感をもたらしてくれることでしょう。
聖約の道を歩む皆さんの旅路を導いてくれる霊感と啓示を求める中で，神の祝福が皆さんと
ご家族にありますように。預言者の言葉に耳を傾けることでイエス・キリストに真に従う者となるべ
く努めるなら，皆さんは永続する喜びを見いだすと約束します。

愛と感謝を込めて，
アジア北地域会長会

崔崙煥

和田貴志

L・タッド・バッジ

