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                HIMEKITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆６月 姫路北支部布教活動日◆◆ 

 ※今月より、従来の 9につく日に実施させて頂きます。下記太字が変更になった点です。 

・  ９日（土） 10：00 集合 ≪場所≫大手前公園西側東屋（神名流し、路傍講演、ひのきしん等） 

・１９日（火） 10：00 集合 ≪場所≫大手前公園西側東屋（神名流し、路傍講演、ひのきしん等） 

・２９日（金） 10：00集合  ≪場所≫大手前公園西側東屋 ※２９日は支部一斉活動日です。   

 

 

○支部長連絡会における教区長挨拶 
・こどもおぢばがえりの宿舎が今年から変わります。（TLI 天理教語学院の校舎、旧天理高校西校舎） 

新たな気持ちで、次代を担う少年会員を育てさせていただきたい。 

・やかた東棟の使い方について、東棟を丹精の場にということで、教化育成部講習課が移転します。 

・全教一斉にをいがけデーの「教会長路傍講演の日」が、28 日～30 日のいずれかにということに変わり

ました。（全教会長が参加していただきたいとの思いから） 

・「HYOGO YOUNG FESTA」として後継者講習会アフター行事を開催、200名余りが参加をされた。 

・6月 30 日は、例会に引き続き、天理時報普及推進大会を開催させていただきます。一人でも多くの方に

ご参加いただきますようお願いします。（11：00 支部長連絡会、昼食、13：00 天理時報普及推進大会） 

 

教務部 

○個人名義の境内地への対応策について 

 

○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）について 

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

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

※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。 
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布教部 

○支部にをいがけ実動≪報告≫ 

 ・５月 ９日（水）…5 名、19 日（土）…4 名、 29 日（火）…16 名 

○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～30日は『教会長路傍講演の日』 …（注）参照 

  （注） 今年から、全教会長の参加を目指す上から｢教会長路傍講演の日｣を２８～３０日の 

いずれかとなりました。 

○「ひのきしんスクール」関連   

 ・講座案内「緑化ひのきしん」 

  【期 日】６月２６日(火)・２７日(水） 【会 場】おやさとやかた東左第３棟地下１階 

  【受講費】２０００円     ※締切…６月１５日(金) 

○HYOGO YOUNG FESTA(後継者講習会アフター行事) －5/3 報告－ 

 ・参加者  １４６名   ・スタッフ   ６４名 

○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 ※先着順 

【参加費】３００円    【申込締切】６月１２日(火) 

 

文化体育部 

○第４５回全教野球大会について －報 告－ 

 ◆５月 ３日（予 選）…〇多神分９－３本陽分●   ●洲本大３－１６神崎大〇  

             ●飾磨分４－１４兵神大〇  ●飾東大０－７生野大〇  

 ◆５月 ３日（準決勝）…●多神分３－６神崎大〇            

◆５月２０日（準決勝）…●兵神大２－３生野大〇                           

◆５月２０日（決 勝）…●神崎大０－７生野大〇 

 

  参加８チームによる激戦の末、生野大教会チームが優勝、神崎大教会チームが準優勝となりまし

た。10 月 27 日からの本大会に教区代表として上記２チームが出場します。 
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ひのきしん部 

○愛城会主催「姫路城清掃奉仕活動」について 

【日 時】7 月 8 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 

 お誘い合わせの上、多数のご参加をお願いします。 

○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】５月 19 日（土）実施（城南組）9 名 

【参加者】芦田孝子、尾種明子、尾種花帆、尾種茂吉、尾種悠吉、尾種敏太 

芦田桜季、芦田 翔、芦田蒼空 

 

≪予定≫【日 時】６月 16 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 

 

災救隊 

○支部隊長研修会 －5/28･29 報告－ 

  【参加者】４４名 【場 所】教務支庁内  【内 容】アリーナＵ字溝敷設工事、支庁内樹

木伐採、西側斜面・南参道草刈り、南参道石垣補修、支庁内下水管洗浄 等 

 

道友社 

○サンテレビに永尾教昭天理大学長が出演 

 ６月１０日(日)『しごとびと』２２：００～２２：１５ 

○天理時報手配り推進状況について                   

   購読部数…7503 部(前月比 18 部減) 手配り率…53.9％(前月比 -0.1%) 

○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) 

  ※お話のほかに、教区管内 2 名の方の感話があります。 
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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） 

      ≪子育てフォーラム≫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 

○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。  

       ※マイクロバス出発時間（バス代…1000 円） 

        飾東 8：30⇒⇒生野 8：45⇒⇒市川 9：00 

○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‼ 

  【持ち物】ハサミ、洗濯バサミ８個 

○こどもおぢばがえりひのきしんについて≪城東組≫ 

  【会場ひのきしん】7 月 30 日～31 日…2 名 

  【宿舎ひのきしん】8 月 3 日～4 日…1 名 

           8 月 4 日～5 日…1 名 

  【集合場所】TLI 校舎 1 階多目的室 

  【集合時間】10：30 集合、その後昼食  

【解散時間】翌日、昼食を済ませ宿舎で解散 

 

青年会  

○御臨席総会について 

 青年会長中山大亮様をお迎えして教区青年会総会を執り行わせていただくことになりました。 

ご協力、ご参加よろしくお願いいたします。詳細については随時ご報告していきます。    

 【日 時】２０１９年５月１９日(日) １１：00～１５：00 

宿舎係は、エプロン・三角巾

を持参してください。 
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○こどもおぢばがえりひのしんについて  

 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。 

  【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１８：00 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 １６：00 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。 

   【連絡先】八杉 寿教  電話番号 080-8028-1239  

                Mail hyougokyoukuseinenkai@gmail.com 

○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。 

○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  

○立教１８１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。(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】網干大教会 

 

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） 
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  【宿 舎】天理教語学院（TLI） 〒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。 

  【申 込】保護者・教会長・支部長を経由した願書を提出ください。 

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。集合時に必ず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） 

       TEL   090-1900-4139   mail k-326@softbank.ne.jp 

○立教１８１年 こどもおぢばがえりガイドブックについて(本部) ▼ 

  ５月２５日より頒布開始  １冊５０円（オールカラー36 ページ） 

 「ガイドブック、チラシ、バッジ」の発送を希望する場合は、「発送申込書」を少年会会計課へ

提出（FAX 可、電話不可）別途送料がかかります。 

○さんさい６月号について（本部） 

   特集「思いやりのある子に」  特別企画「立教 181 年 こどもおぢばがえり特集」 

  MyStory くわばた りえ(お笑いタレント)「嫌なことほど笑顔に変わる」 

○リトルマガジン６月号について（本部） 

  立教１８１年『こどもおぢばがえり』おさそい号 

  特別付録『リトルマガジン』オリジナルこどもおぢばがえりパンフレット 

○少年会実技勉強会（本部）について▼ 

  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】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） 

○第４６回少年会員雅楽勉強会開催要項(本部) ▼ 

 将来、教会で雅楽をつとめる人材の育成を目指し「少年会員雅楽勉強会」を開催します。経験の

ない方でもご参加いただけますので、一人でも多くの少年会員へのお声がけをお願いします。 

  【期 間】立教１８１年８月１７日(金)～１８日(土) 

mailto:k-326@softbank.ne.jp
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  【講 師】天理教音楽研究会雅楽部 

  【対 象】あおば・わかぎクラスの少年会貝（小学校 4 年生～中学校 3 年生まで） 

  【会 場】第十二母屋 ※宿泊は各自詰所でお願いします。 

  【定 員】各管 50 名 ※定員になり次第締め切ります。 

  【受講費】2,000 円 ※ 17 日昼食・タ食、18 日昼食を含む。 

  【申込み】８月５日までに、申込書に前納金 1,000 円を添えて、少年会本部会計課まで 

       お申し込みください。 

       ※前納金は、万ー不参加の場合でもお返しできません。 

       ※電話・ＦＡＸでの申し込み、及び団長印のないものは受付できません。 

       ※郵送の場合は、前納金を添えてお送りください。 

  【携行品】各自の練習する譜本、楽器、ハッピ（帯またはヒモ）、筆記具、傘、保険証 

       ※篳篥、龍笛の借用を希望する場合は、中込書の惜用希望欄に明記してください。

（笙の貸し出しはできません） 

       ※篳篥の舌は各自持参してください。 

        希望者へは 1 本 500 円で販売します。（一人 1 本まで） 

       ※ゲーム機の持ち込みは禁止です。 

  【コース紹介】別紙参照 

  【ご案内】期間中、コース変更をお願いする場合があります。 

       期間中の受講生に対する電話はご遠慮ください。（緊急の場合を除く） 

       １８日の朝食は、各自で済ませてください。 

       １８日は、本部神殿東礼拝場でのおつとめ後、解散となります。 

  【問合せ】天理教少年会本部講習課 

○立教１８１年 夏休み｢さんさいの里｣キャンフ゜利用案内▼ 

 団、隊、家族、グループなどで、人数や目的に応じたさまざまなキャンプが楽しめます。 

 期間中は、少年会本部スタッフがお手伝いします。お気軽にご相談下さい。 

 【利用できる団体】青少年の野外活動を行う同体、家族 

 【利用期間】８月１３日～２４日 

       ※入所、退所の時間は午前９時から午後３時までの間です。 

 【キャンプ場】第１キャンプ場 独自のプログラムを展開する団体におすすめです。 

        第２キャンプ場 ファミリーキャンプや少人数団体等にも適しています。 

 【携行品】長袖シャツ、着替え、洗面具、雨具、軍手、食材、調味料、箸、マッチ、懐中電灯等 

【服 装】帽子、シャツ、長ズボン、靴下（足首が隠れるもの）、運動靴 

       ※サンダル腹きでの入所はできません。 

 【プログラム】統一プログラム・必須プログラム＋選択プログラム ※別紙参照 

 【費 用】別紙参照 

 【申込み】期間…５月２６日～７月１５日 

      方法…所定の申込書に必要事項（プログラムを含む）を記入の上、キャンプ活動課ま 

でお申し込みください。申し込みの人数に変更がありましたら、入所の２日前

までにキャンプ活動課までご連絡下さい。 
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○こどもおぢがえり運営局より 

  ①願書受付について ▼                    

  上記、少年ひのきしん隊願書受付を参照。 

  大学生層は一般係員として願書を作成してください。 

 ②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 

○講習会開催月の変更について 

 来年１月より、教化育成部講習課を東左三棟に移転することになりました。これに伴い、来年(立

教１８２年)以降、各講習会について変更があります。 

■教人資格講習会…１月(１２月末より開催分)、８月(７月末より開催分)は開催しません。 

■教会長資格検定講習会…１月(１２月末より開催分)、８月(７月末より開催分)は開催しません。 

■検定会試験…１月、８月は開催しません。 

■教会長任命講習会…毎月開催(従来通り)  ※下線部が来年から変更となる月です。 

○叡智の会  第１４回講演会 

  【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  

TEL ０７８－２９１－０３７１ 

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

 

 

 

◆次回の支部連絡会 

【日時】７月２日（月）午前 10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】７月  日 （  ）   

【場所】     分教会 


