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◆◆７月 姫路北支部布教活動日◆◆ 
・  ６日（木）  9：30集合 ≪場所≫大手前公園南口（神名流し、路傍講演、ひのきしん等） 

・１９日（水） 9：30集合 ≪場所≫大手前公園南口（神名流し、路傍講演、ひのきしん等） 

・２９日（土）※２９日は、こどもおぢばがえり期間中につき、全体での活動は中止します。 

○支部長挨拶 

 

 

 

教務部 

○ＪＬＣ兵庫 法律・税務相談（無料）について 

 ・税務相談…８月２８日(月) 午後１時３０分～４時   （申込締切… 8/15） 

 ・法律相談…９月２７日(水)  午後１時～４時      （申込締切… 9/20）  

※申込は所定の用紙を使い、毎月締切日迄に郵送かＦＡＸにて申し込んで下さい。 

 

布教部 

○成人講座研修会≪報告≫ 

 ・総合司会者 

  【日 程】５月３０日(火)  【参加者】５９名 

・ねりあい司会者  

  【日 程】６月２９日(木)  【参加者】９４名 

○立教１８０年全教一斉ひのきしんデー 集計報告 

 

○支部にをいがけ実動≪報告≫ 

 ・６月 ６日（火）…  名、19 日（月）…  名、 29 日（木）…  名 
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○立教１８０年全教一斉にをいがけデーについて 

    ９月は“にをいがけ強調の月” ９月 28日～30日は『よふぼく実働の日』 

      ９月 28日は『教会長路傍講演の日』 

 

  ◆実施要項…教会・布教所 各１部ずつ配布  

◆実施計画書…各支部１部ずつ配布(必要に応じてコピーして下さい) 

◆教会活動報告書…各教会１部ずつ配布(支部提出用) 

      計画書の提出は８月１５日(火)まで(ＦＡＸ不可) 

    ※にをいがけデー期間中は教会行事は持たないようにお願いします。 

○にをいがけポケットティッシュについて    

 今年も「全教一斉にをいがけデー」でご活用いただけるよう、ポケットティッシュを作らせて 

いただきます。支部にておまとめの上、お申し込み下さい。 

 尚、今年もポケットティッシュにＱＲコードを印刷しており、スマートフォン等で天理教の未 

信者向けホームページを閲覧できます。 

  【締切り】７月２０日(木）（ＦＡＸ可／ ０７８-８６１-７４３０） 

   【頒 布】８月３０日(水）（布教部室前にて代金引換でお願いします）       

  【頒 価】１個４円（８枚入り）※１００個単位で申込み 

 

ひのきしん部 

○献血ひのきしんについて  

 ・献血呼びかけのティッシュペーパー配布ひのきしんです。毎月第 3 土曜日に実施しており

ます。（午前 10 時 30分集合・開始です。） 

≪報告≫【実施日】６月 17 日（土）実施（城南組）  名 

【参加者】 

 

≪予定≫【日 時】７月 15 日（土）10：30～（約 1 時間程度） 

     【集 合】姫路駅前フェスタビル北館４階『姫路みゆき献血ルーム』 

【担 当】城北組 

 

○愛城会主催「姫路城清掃奉仕活動」について 

  【日 時】7 月９日（日） ９：30～11：00 ※雨天中止 

   【集 合】姫路城三の丸広場 

【内 容】場内全域除草・清掃ひのきしん 

 ◎一人でも多くの方のご参加をお願いいたします。 
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○「ひのきしんスクール」ご案内   

■カウンセリング～聴くことの大切さ～ 

【期 間】８月２６日(土)・２７日(日) 

【会 場】おやさとやかた南右第２棟３階 

【定 員】４０名 

【受講御供】１５００円   【締 切】８月１５日(火) 

 

■シンポジウム ｢いじめ｣から見えてくるもの  

  【日 時】９月２５日(月)  １３：００～１６：００(開場１２：３０) 

  【会 場】陽気ホール(おやさとやかた南右第２棟４階) 

  【定 員】３００名 

  【参加費】無料  

 

災救隊 

○近畿ブロック訓練 －5/29～31 報告－ 

  【訓練地】三重県志摩市ともやま公園 

【宿営地】三重県志摩市ともやま公園内 

【参加隊員】３０名 

○白川山林整備ひのきしん －6/26･27 報告－ 

  【参加隊員】８名 

 

道友社 

○立教１８０年 全国社友大会について 

  【日 時】９月２５日(月）午後２時から 

  【会 場】天理市民会館 

  【内 容】社長あいさつ他 

       ≪記念講演≫ 山本 一力 氏（作家） 

○｢近畿ブロック社友研修会」について 

  【日 時】立教１８０年９月２５日(月)  １６時４５分受付 １７時開会 

  【場 所】ウエルカムハウス「コトブキ」 

        天理市川原城町５３－３ ℡0743-63-5555 

  【内 容】 ・「教区・支部情報ねっと」について 

           ・ＷＥＢ関連情報について 

        ・懇親会１８時頃より ２０時終了予定 
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○天理時報手配り推進状況について                   

   購読部数…7935 部(前月比 21 部減) 手配り率…54.8％(前月比 -0.1%) 

〇天理時報 8月の合併号について                  

  8 月 20 日号と 27 日号を合併し、8 月 27 日号として発行します。つきましては、8 月 20

日号はお休みとなりますので、ご了承ください。 

 

道の教職員の集い 

○総会・子育てフォーラムについて 

【日 時】７月２日(日) 

【会 場】教務支庁(神殿、会議室) 

      ≪総 会≫１０：００受付 １０：３０ 

      ≪子育てフォーラム≫１３：００受付 １３：３０ 

         テーマ… ｢心の声に傾聴を｣  【講 師】中島道治先生  ※託児あり 

○道の教職員「夏の集い」について 

【日 時】８月７日(月）～８日(日） 【宿 舎】南海詰所 

【会 場】天理小学校、天理教校学園高等学校、第三食堂ほか 

【参加費】７５００円(全日程参加の場合／学生は一律３０００円） 

【申込み】所定の用紙にて郵送またはＦＡＸ(電話、Ｅメールは不可） ７／２６(水)必着 

             天理教布教部のホームページから参加申込書をダウンロードできます。 

○第３２回中学生進学セミナー開催のご案内 

  【日 時】８月１９日(土） 

【会 場】教務支庁 雪の間 

【対 象】中学３年生（ようぼく子弟とその友人） 

【参加費】１０００円（資料代、昼食費を含む） 

【締切り】８月１０日(木） 

 

啓発委員会 

○第４５回｢一れつきょうだい｣推進研修会について 

  【日 時】８月２６日(土)午後２時～４時頃(受付 午後１時３０分) 

【会 場】おやさとやかた南右第２棟 陽気ホール 

【内 容】演題｢気づくことで高まる人権意識｣(仮) 

【講 師】桂 七福(かつらしちふく)さん 落語家   
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婦人会 

○西播ブロック「母親講座」≪報告≫ 

 

○青年会・女子青年合同リーダー研修会について≪報告≫ 

 女子青年 ３５名   女子青年担当者１８名 

○本部「母親講座」について 

  【日 時】８月２６日(土) １３：００から 

【場 所】天理市民会館 

【講 師】甲賀大教会 美張分教会長 杉江健二先生 

【テーマ】｢子育て支援の現場から見えてくる家族のおたすけ｣ 

 

青年会  

○青年会・女子青年合同リーダー研修会について≪報告≫ 

   青年会員 ３６名 

○こどもおぢばがえりひのきしんについて 

 ≪支部青年会委員長各位≫ 

  ホップステップマーチングワールドの運営・受け入れスタッフとして、教区青年会も運営 

 に加わり会場部（受付、誘導、接待）にてひのきしんをさせていただいております。本年も支 

部委員長および支部の青年会員の皆さんにも、ぜひご協力頂きたく存じます。取りまとめをブ 

ロック青年会にお願いしておりますので、ご協力をお願いします。 

  ※何か不明な点ございましたら、下記までご連絡頂きますよう。よろしくお願い致します。 

   【期 間】平成２９年７月２５日(火）夕方～８月５日(土）夕方まで 

        〔基本スケジュール〕 

        夕方１８時教区宿舎到着 夕食 説明 パレードひのきしん 集い 就寝 

        朝勤め参拝 朝食 ホップステップひのきしん １６時解散 

    【集 合】いろは教室 兵庫教区事務所 【内 容】会場内誘導など 

    【服 装】服装は当日貸し出します（サンダル、クロックス不可） 

    【締 切】６月１５日までにブロック内で取りまとめをお願いします。 

 ※本年も上記のように教区青年会全体で取り組ませていただきますので支部の先生方のご

協力、ご支援をよろしくお願いします。 

【連絡先】八杉 寿教  電話番号 080-8028-1239  

                Mail hyougokyoukuseinenkai@gmail.com 
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○仕合わせパーティー｢婿養子可能な男性・婿取り希望の女性限定｣について 

  【日 程】８月２６日(土) 【参加費】男女とも２０００円 

  【募集人数】男性２０名 女性２０名  【申込締切】７月２５日(火） 

        （それぞれ１０人に満たない場合は中止となることがあります） 

【申込方法】メール:tenri.konkatsu@gmail.com  FAX：0743-63-4081 

 ※詳細はチラシをご覧ください 

○陽気ぐらし PRプロジェクトについて 

 ｢親孝行、夫婦仲良く、陽気ぐらし」をより多くの人に知ってもらうための活動です。 

  形式にこだわらず、自由な発想での取り組みをよろしくお願いいたします。 

 

少年会 

○兵庫教区鼓笛研修会について 

   【日  時】９月３日(日) ９：００開講 １６：３０閉講  

  【会 場】兵庫教務支庁 

  【対象者】①育成会員  ②４年生以上の少年会員（モデル） 

  【受講費】育成会員１０００円、少年会員３００円 

  【内 容】合奏指導・指揮法 

       少年会員をモデルに講師が合奏を指導し、その指導法と指揮法を受講する 

  【申込み】８月２５日(金)までに申込用紙に記入の上、勝楽陽介まで

(FAX079-495-2763) 

  【問合せ】松本育大（090-5901-9975） 

○第７回兵庫雅楽フェスティバルについて 

  【日 時】１１月５日(日) 開会 午後２時 終了 午後４時(予定）  

  【場 所】天理教西宮大教会 

  【参加費】一人２００円 

  【対 象】兵庫教区管内の少年会員 

  【内 容】開会式・各団体の演奏・演技（管弦・舞楽）・平調・五常楽急を全員で大合奏 

       （※大合奏は一人でも参加できます）・閉会式 

  【問合・申込】名田もとき 携帯 070-1536-3901    FAX 079-492-0950 

               E-mail：nadamm929@softbank.ne.jp 

〇少年会実技勉強会について(本部） 

【日 時】 ８月２６日(土) 「コミュニケーションを図る グループワーク」 

        ９月２６日(火) 「パネルシアター（朝起き 正直 働き）」  

       １１月２６日(日) 「身近なものを使った遊び」 

        ※１３：００～１４：３０      

mailto:nadamm929@softbank.ne.jp
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  【場 所】少年会本部(真南棟 4 階) 

  【参加費】２００円   服 装   活動に適した服装 

〇リトマガ９月号について（本部） 

 ９月号は、｢こどもおぢばがえり｣思い出号です。こどもおぢばがえりに参加した子ども達  

全員に、また参加出来なかった子供たちにも｢リトルマガジン｣９月号を！ 

 ８月１２日までに教区担当者 古高政人(080-3563-4396)迄お申込み下さい。 

○こどもおぢがえり運営局より 

■事前研修会について 

 サマージュニア生（中学生）は各支部育成委員長さんのもと、各支部で事前研修会を行ってく

ださい。尚、教区開催の事前研修会に参加していただいても結構です。 

 ≪教区事前研修会≫ 

  ７月 ９日(日) 会場 生野大教会 

    ７月１６日(日) 会場 教務支庁  何れも９時半受付 １０時開会 １６時解散。 

■グリーンキャンプ開催について 

  ＳＪＳ参加者の事後育成として、本年も日帰りで下記の内容で実施致します。 

  ＳＪＳ期間中に中学生には、要項をお配りします。 

   【日 時】９月２日(土)   

   【対 象】サマージュニアスクール参加者 

 

学生担当委員会  

○学生会より ｢陽気になるＤＡＹ｣について －6/25 報告－ 

  【会 場】教務支庁 

【参加者】大学生 １７名 高校生 １３名 計３０名 

【内 容】教理勉強・楽しいレクリエーション 

 

○立教１８０年サマージュニアスクール要項について 

 例年通り、高校生ひのきしん隊、大学生スタッフの募集を行います。一人でも多くのお声掛け

をお願い致します。 

  【期 間】７月２５日(火)～８月５日(土) 

  【参加御供】３５００円 

○立教１８０年学生生徒修養会 高校の部について 

  【期 間】８月９日(水)～１５日(火) 【参加御供】８０００円 

【内 容】レクチャー、ひのきしん、おてふり・鳴物練習、レクリエーション 

グループワーク、感話大会、みんなの集い 等 

【申込方法】直属を通してお申し込み下さい。 【申込期間】５月２５日～７月２５日 
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○高校生の集い「まなびば」について 

 ■神戸ブロック  －報 告－ 

  【日 程】６月３日(土)～４日(日)        

  【参加者】高校生 ５人 大学生 ８人 

 ■阪神ブロック  －報 告－ 

  【日 程】６月１０日(土)～６月１１日(日) 

【参加者】大学生 ３人    

 ■丹播・但馬ブロック(合同開催) 

  【日 程】８月１８日(金)～１９日(土)    

【会 場】気比の浜   事前研修  ７月４日(月) 

 ■西播ブロック 

【日 程】９月９日(土)～１０日(日)    

【会 場】赤穂野外活動センター 

 

MEMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆次回の支部連絡会 

【日時】８月９日（水）午後  時～ 

【場所】飾東大教会 会議室 

   

◆次回の各組例会について（    組） 

【日時】８月  日 （  ）   

【場所】     分教会 


