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◆◆５月 姫路北支部布教活動日◆◆ 

・  ６日（日） 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（土） 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（火） 10：00集合 ≪場所≫大手前公園西側東屋（お手ふり、元の理拝読等） 

 
○兵庫教区「支部長連絡会」における教区長挨拶 
 

 

 

 

 

教務部 

○平成２９年度「事務所備付書類（写）」の提出について 

 支部ごとにまとめて、提出期限６月３０日（土）までに教区教務部へご提出下さい。 

○ＪＬＣ兵庫 法律・税務相談（無料） 

   ・税務相談…５月２８日(月) 午後１時３０分～４時   （申込締切… 5/15） 

・法律相談…６月２８日(木)  午後１時～４時      （申込締切… 6/20）  

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 

○支部布教活動について≪報告≫ 

・４月 6 日（金）…5 名  19 日（木）…婦人会  29 日（日）…ひのきしんデー 

○布教部合同会議について 

【日 時】５月３０日(水) １３時～１５時 

  【場 所】教務支庁｢山里の間・竹の間｣ 

  【参加者】支部布教部長・ようぼく成人講座担当者・支部にをいがけ実動担当者 
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○立教１８１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』 

  ◇リーフレット申込みは所定の用紙に記入の上、５月３０日までに教区事務所へ。 

 ※専用の申込み書の為、ＦＡＸでは受付出来ません。また、教区には予備の申込み用    

紙はありませんので、紛失しないようご注意下さい。 

〇支部長例会について              

   【日 時】５月２５日(金)  １４：２０～１６：２０ (受付)１４：００ 

【会 場】第三食堂      【対 象】支部長、他１名 

〇フォーラム｢一れつたすけあい｣について 

  【日 時】５月２６日(土) １３：３０～１６：３０(受付１２：３０) 

  【場 所】天理大学杣之内第一体育館 

  【内 容】基調講演 講師 中森邦夫氏(日本パラリンピック委員会事務局長 天理大学卒) 

       パネルディスカッション 【定 員】２０００名 

  【申 込】布教部ホームページ(http://fukyo.tenrikyo.or.jp/)から申込みできます。 

〇にをいがけ研修会について 

  【日 時】６月２６日(火)  １３：００(受付) １３：３０～１７：００ 

【会 場】おやさとやかた東右１棟(天理教校) 

【定 員】実動準備コース８０名 実動コース２０名 企画コース３０名 

  【参加費】３００円    【申込締切】６月１２日(火) 

 

ひのきしん部 

○全教一斉ひのきしんデー実施報告 

 恒例の「全教一斉ひのきしんデー」が「感謝の心を寄せ合って一手一つにひのきしん」をテー

マに、国内各地はもとより、海外でも実施されました。 

 姫路北支部は、姫山公園においてひのきしんをさせて頂きましたが、快晴の御守護を頂き、男

女合わせて 322 名という大勢の皆さんにご参加いただき、生かされている喜びと感謝の心いっ

ぱいに、公園の除草・清掃作業に励ませて頂きました。 

≪参加者≫ 男性 152 名  女性 170 名  合計 332 名 

（内訳）教会長 35 名、布教所長 17 名、ようぼく 208 名、少年会員 52 名、その他 10 名 
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○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】４月 21 日（土）【担 当】城西組 

【参加者】尾形謙一、小林 強、吉田なお、桝田繁広 

≪予定≫【日 時】5 月 19 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】城南組 

 

災救隊 

○支部隊長研修会について 

【日 時】５月２８日(月)～２９日(火) 

    【結隊式】５月２８日 １０：００ 【解隊式】 〃 ２９日 １５：００ 

  【場 所】教務支庁内       【内 容】支庁内災害対策ひのきしん 

 

厚生部 

○｢三身布連兵庫支部合同総会」開催のご案内 

  【日 時】５月５日(土/祝) 午前１０時３０分受付開始～午後３時終了予定 

  【場 所】教務支庁（神殿）  【参加費】500 円  

  【内 容】おつとめまなび（座りづとめ・よろづよ八首）、総会式典、懇親会・交流会など 

  【対 象】視力・聴力・肢体障害者布教連盟兵庫支部会員、賛助会員並びに介護・誘導奉仕

者など                                

  ※各支部管内の障害者および介護奉仕者への参加をお勧め下さい。詳しくは下記まで。 

   西村太志(垂水支部 東山町分教会) ０７０－１４９６－４５６１ 

 

文化体育部 

○第４５回全教野球大会 について 

 「兵庫教区大会」の日程・組合せが決まりました。（参加８チーム） 

  ※ 問合せ・連絡先 … 大橋（伊保分） TEL 079-447-5285（090-2596-4324） 

〇天理ドッジボールフェスティバルについて                 

  【開催日】５月２０日(日)・１２月９日(日)   【会 場】天理大学杣ノ内第一体育館 
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道友社 

○『すきっと』３１号 特集「ＰＲＯＵＤ【プラウド】」 

 ・６月１日発売  定価＝６００円＋税 

○天理時報普及・手配り推進事務局より 

 ・天理時報手配り推進状況について                    

    購読部数…7521 部(前月比 73 部減) 手配り率…54.0％(前月比 ±0%) 

  ※５月６日号と１３日号は合併となり、５月６日号はお休みとなります。 

 

 ・天理時報普及推進大会について 

  【日 時】６月３０日(土) １３：００～１５：００ 

  【会 場】教務支庁  【講 師】松村登美和先生(本部員 東京分教会長) 

  ※所定の申込み用紙にご記入の上、教区へご提出下さい。５月３０日締切(ＦＡＸ可) 

 

啓発委員会 

○同兵宗連 第３７回総会について 

  【日 時】５月１４日(月) 教務支庁 １３：００ 総会開会 １４：００ 記念講演   

「一れつきょうだいの教えを求めて」講師 髙見宇造氏(天理大学おやさと研究所長） 

 

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１６日(祝日) 【会 場】教務支庁(神殿、会議室) 

          総 会   １０：３０(１０：００受付) 

          フォーラム  １３：３０(１３：００受付)※託児あり 

          テーマ   ｢明るい心で生き抜く子育てを～ポカポカした家庭のあり方を探る～｣  

  【講 師】三宅啓温先生  (道の教職員運営委員会副委員長、天理高校教諭) 

 

婦人会 

○百万会員を目指して「兵庫教区婦人会地域の集い」－報 告－ 

昨年９月～今年２月にかけて全支部で開催させていただきました。 

   ≪参加者内訳≫ 婦人会員   1,653 名 

           男性・子ども   467 名 

           総 数      2,120 名 

   多数のご参加を賜りありがとうございました。 
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○婦人会姫路北支部役員会について 

  【日 時】5 月 19 日（土）13：30～  【場 所】夢前分教会 

○西播ブロック「母親講座」について 

  【日 時】6 月 28 日（木）10：00～【場 所】神崎大教会【参加費】500 円 

  【講 師】加古大教会長 松尾太郎先生「男性から見た理想の母親像！」 

  【送 迎】支部よりマイクロバスを出させて頂きます。申し込みは各組婦人会担当へ。 

○姫路北支部「母親講座」について 

  【日 時】７月５日（木）9：30～ 【場 所】生野大教会 【参加費】500 円 

  【内 容】「リュースしましょう」荷作り用紐を使って箱作り‼ 

                                                                    

青年会  

○働くようぼくの集いについて 

  【日 時】５月２６日(土)【開 場】１３：３０(１７時終了予定）【会 費】２５００円 

  【場 所】パークサイドキッチン天理（天理駅前コフフン） 

  【対 象】２０歳から４０歳までの男女 【定 員】７０名 

  【内 容】講 演…屋代雄三(Formulation 代表取締役会長・牛込大・品川分ようぼく)  

       クロストーク(質疑応答） グループタイム  会食 

○こどもおぢばがえりひのきしんについて 

 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】７月２３日(月)夕方～８月５日(日)夕方まで 

    ≪基本スケジュール≫ 

    夕方１８時教区宿舎到着（TLI に変更になりました） 

    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】兵庫教区宿舎（TLI） ※宿舎が変更になりましたのでご注意ください 

  【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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○創立百周年に向けての教区ブロック巡回について 

  西播ブロック ６月１０日(日)  １８時～  飾東大教会 

 各支部委員長方々には、各ブロックの巡回にご出席よろしくお願いします。 

 ※案内、取りまとめは各ブロック長にお願いしています。 

○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。 

 

学生担当委員会  

○第５４期兵庫教区学生会委員長について 

 この度、学生担当委員会承認の下、牧田えり(大２・天大)さんが、第５４期学生会委員長に決  

まりました。今後とも、第５４期兵庫教区学生会をよろしくお願い致します。 

  ・活動方針「ありがとうで繋がる笑顔の輪」 

     総務  副委員長  湯川 綾、奥田竜司 

       地域活動部長  尾崎幸音 

  ・第５４期総会・親睦会 

   【日 時】５月１３日(日)  １０：００～１６：００ 

   【場 所】教務支庁 【対 象】兵庫教区管内学生(高校生、大学生、専門学生) 

○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。

(大学生スタッフは一般係員となりました。) 

○高校生の集い「まなびば」について 

 ■西播ブロック  日 程：９月８日(土)～９日(日)  会 場：神大分教会 

 

少年会 

○ＳＪＳ少年ひのきしん隊員募集について  

 【日程：前半隊】  ７月２５日(水）～７月３１日(火） 

 【日程：後半隊】  ７月３１日(火）～８月５日(日） 

 【宿 舎】天理教語学院（TLI）※宿舎内線番号未定 

      〒632-0035 奈良県天理市守目堂町 186 

 【参加御供】3,500 円（宿舎集合時に持参してください） 

 【内 容】ホップ・ステップ・マーチングワールド会場ひのきしん（お茶接待、会場誘導）、

おやさとパレード出演、行事参加、宿舎行事など。約１週間の合宿生活を通してお

道とおぢば、そして保護者や友達のありがたさを味わっていただきます。 
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 【申 込】保護者・教会長・支部長を経由した願書を提出くた゛さい。 

      １）教務支庁２階、少年会室  ６月３０日(土) 午前１０時から午後３時迄 

      ２）事前研修会 会場(生野大・教務支庁) 

      ３）運営局事務部ＦＡＸ 06-6417-3369 

       ※ＦＡＸは１５日〆切。集合時に必す゛願書の本書を提出してください。 

 【事前研修】必ず受講してください。（生野大教会会場、教務支庁会場、支部開催の研修会） 

 【その他】従来の体育館シューズとは別に宿舎用のスリッパが必要です。持ち物には必ず名      

前をご記入ください。 

 【担当者】(詳細・問い合わせ先) 

      教区こどもおぢばがえり運営局長：小山 充（みつる）まで 

      TEL   090-1900-4139 

      mail k-326@softbank.ne.jp 

○さんさい５月号について（本部）               

 特集「大丈夫？その叱り方」ーイライラをぶつけない叱り方ー 

  MyStory 三遊亭 究斗（ミュージカル落語家） 

○リトルマガジン５月号（本部）について 

 特集「フードアートコレクション」 

○少年会実技勉強会について（本部）▼ 

 教会での少年会活動に役立つ内容です。気軽にご参加ください！ 

  【日 程】５月２６日(土)なりもの練習に役立つリトミック 

       ６月２６日(火)バスレク 

              ～こどもおぢばがえりの車中で楽しめるレクリエーション～ 

  【時 間】１３:００～１４:３０ 【場 所】少年会本部（真南棟４階） 

  【参加費】２００円       【対 象】育成会員 

  【服 装】活動に適した服装  【問合せ】少年会本部 講習課（0743-63-1954） 

○ピッキーひろばについて（本部）▼ 

 ＧＷは「おぢば」で楽しもう！ 

  【日 時】５月３・４・５日、午前１０時～午後３時 

  【会 場】西泉水プール前広場（お茶所側） 

○縦の伝道講習会について 

  【日 時】５月３０日 午後１時～（３０分） 

  【会 場】教務支庁「神殿」 

  【講 師】天理教少年会本部 委員長 飯降 力 先生 

       ※同日、「全支部育成委員長講習会」を開催いたします 

        支部少年会の育成委員長さんにお声がけをお願いいたします。 

  【集 合】午前１１時集合  【解 散】午後５時半頃（午後５時半～懇親会）   
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○こどもおぢばがえり運営局より 

 ①要項・願書について▼                    

 【従来よりの変更点】 

  要項と願書を１枚にまとめました。 

  ３種類同数を配布します。支部内での配布方法・枚数はお任せいたします。 

  大学生層は一般係員として願書を作成してください。 

 ②支部ひのきしんについて                   

  今年も各会からのご案内になりますが、こどもおぢばがえり終了後、各会からのひのきし  

ん出動結果を支部毎にまとめて、ご報告いたします。 

③事前・事後支部ひのきしんについて▼              

 【名簿提出】６月３０日 午前１０時から午後３時迄 少年会室（教務支庁 2 階） 

  ※各種ひのきしん名簿はコピーをして支部控え用に取っておいて下さい。 

 【助成金】１支部 ５０００円 

 【出動日】別紙「各種ひのきしん出動表」参照 

▼印の付いているファイルは｢兵庫教区団：資料ダウンロード」サイトでダウンロード可能です。 

 

その他 

〇叡智の会  第１４回講演会について 

【日 時】６月１１日(月) １４：３０受付  １５：００開会 

【会 場】立正佼成会神戸教会 神戸市中央区浜辺通６－２－１３  

【演 題】『一盌からピースフルネスを』  講師…千 玄室(利休居士第 15 代・前家元) 

〇養徳社より 

『へなちょこ教会長のおたすけ奮闘記 青春編』が好評発売中です。挿絵が入り、ざっくばら

んな口調の文体で肩がこらず、老若男女どなたでも手にとって頂けます。 

 【著者】岩井喜一郎(伊都分教会前会長、士別分教会長)  【価格】９００円＋税 

 

◆次回の支部連絡会 

【日時】６月２日（土）10時～ 

【場所】飾東大教会 会議室 

   

◆次回の各組例会（     組） 

【日時】６月  日 （  ）   

【場所】     分教会 


