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◆◆５月 姫路北支部布教活動日◆◆ 
・  ６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） 

・１９日（金） 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（月） 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。 

○支部長挨拶 

 

 

教務部 

○平成２８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（金）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 

 ・税務相談…５月２９日(月)  

午後１時３０分～４時    

（申込締切… 5/15） 

 ・法律相談…６月２８日(水)   

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。 
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布教部 

○支部にをいがけ実動≪報告≫ 

 ・4 月 ６日（木）…5 名、 19 日（水）…婦人会総会、 29 日（祝）…ひのきしんデー 

○布教部合同会議及び成人講座総合司会者研修会について 

【日 時】５月３０日(火) １０時３０分～１５時３０分(受付１０時) 

  【場 所】教務支庁 【参加者】各支部２名(布教部長含む) 【参加御供】１人５００円 

○成人講座ねりあい司会者研修会について 

  【日 時】６月２９日(木) 

○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』 

  □支部長用説明文書…………………各支部１部 

 □支部保存用集計表…………………各支部１部配布     

 □リーフレット見本…………………各支部２種類×２部配布  支部ごとの封筒資料参照 

 □リーフレット申込み用紙…………各支部１部配布      

 □リーフレットコンセプト…………各支部２部配布 

  ◇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。 

 

ひのきしん部 

○「全教一斉ひのきしんデー」≪報告≫ 

   教会長 布教所長 ようぼく 少年会員 その他   合 計 

参加人数  ３４  15 199  ３８   ８ 294 

○「ひのきしんスクール」ご案内   

 ①図書修理 

    【期 日】５月２６日(金）～２７日(土） 【会 場】おやさとやかた東左第４棟４階 

  【定 員】２５名    【受講御供】２０００円   【申込締切】 ５月１５日(月） 

 ②キッズネット天理 公開講座 ｢不登校・ひきこもりからの脱却｣    

【期 日】５月２５日(木)  【受 付】    １３：３０～ 

  【講 演】  １４：００～１５：３０  【質疑応答】  １５：３０～１６：００ 

【会 場】天理大学９号棟 ふるさと会館 

【定 員】２５０名  【参加費】無料 【申込締切】５月１６日(火) 



- 3 - 

 

③講 座「緑化ひのきしん～庭木の剪定とガーデニング～」 

  【期 日】６月２６日(月)・２７日(火） 

  【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(木) 

○にをいがけ研修会 実動準備コース／実動コースについて 

  【日 時】６月２６日(月)  １３：３０(受付) １４：００～１６：４０ 

【会 場】おやさとやかた東右１棟２階 

【定 員】実動準備コース１３０名  実動コース２０名(いずれも先着順) 

【参加費】３００円    【申込締切】６月１２日(月) 

○支部長例会について 

  【日 時】５月２５日(木)  １４：２０～１６：１０ (受付)１４：００ 

【会 場】第三食堂      【対 象】支部長、他１名 

○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。（4月より、午前 10 時 30分集合・開始です。） 

≪報告≫【実施日】４月 1５日（土）実施（城東組）４名 

【参加者】清瀬嘉人、清瀬明美、清瀬勇気、清瀬大詩（以上、中市川） 

 

≪予定≫【日 時】５月 20 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】城西組 

 

災救隊 

○近畿ブロック訓練(本部主催)について 

    【日 時】５月２９日(月)～３１日(水)    【場 所】三重県志摩市ともやま公園 

    【内 容】公園内木々伐採・搬出      【出動人員】３０名 

○テント設営訓練について 

  【日 時】５月２日(火)・５月２８日(日)   何れも１３：００～１６：００ 

【場 所】教務支庁          【内 容】５人用テント設営 

○支部隊長研修会について 

  【日 時】６月２８日(水)～３０日(金) 

    【場 所】教務支庁及び六甲山の上美術館      【内 容】施設道路整備及び研修 
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文化体育部 

○第 44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６チーム） 

【多神分】                                               
                 ５/３ 向島球場                                      
    【飾東大】                                      
                          5/4 向島球場                          
    【飾磨分】                        
                 4/29 向島球場                          
    【兵神大】                        5/4 向島球場 
                                                                  
    【生野大】                                             
                 ４/29 向島球場 
    【神崎大】 
                                                                        
   ※ 問合せ・連絡先 … 大橋（伊保分） TEL 079-447-5285（090-2596-4324） 

○ドッヂボールフェスティバルについて 

  【開催日】５月２１日（日）、12 月 3 日（日） 【会 場】天理大学杣ノ内第一体育館     

 

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(金/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） 

  【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、介護・誘導奉仕者 

  【参加費】500 円 

  ※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。 

 □ 視力障害者は…山下  □ 聴力障害者は…田中 元三   □ 肢体障害者は…永井千代一 

 

広報部 

○教区チラシアンケートについて                   

 

道友社 

○新刊案内（読書会定期配本） 

 ・『たすかる道 たすけの道－篠田欣吾の人生相談』（５月１日発売）定価￥900 円＋税   

3 

3 

0 

6 

延長サドンレスで 
6 対 4 で神崎の勝ち 
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○ＢＯＯＫＳ道友「学び割」ついて 

  ＢＯＯＫＳ道友では「おぢばで学ぶ皆さんを応援します！」と銘打ち、修養科生・講習生・

管内学生を対象に文具用品を５％割引します。ハッピ、名札、制服を着用してご来店下さい。 

さらに、店頭や修養科で配布する案内チラシには、100 円引き券が３枚ついていて、文具

商品 1000 円以上お買い上げごとに１枚使用できます。 

天理時報手配り推進状況について                   

   購読部数…8042 部(前月比 57 部減) 手配り率…54.7％(前月比 +0.2%) 

   ※５月７日号と１４日号は合併となり、５月７日号はお休みとなります。  

 

啓発委員会 
○同兵宗連（同和問題に取り組む兵庫県宗教教団連絡会議）総会 

 上記連盟では下記の通り総会を開催いたします。昨年４月「部落差別解消法」が施行され  

｢部落｣の名前がついた初めての法律が制定されましたが、私たち宗教者として今後差別の解消に

向けて､さらなる努力が必要です。この法律の意義と今後の方向についての講演がございます。

神戸ブロック、阪神ブロックの啓発委員はご出席下さい。啓発委員欠席の場合は代理の方の出席

をお願いします。 

  【会 場】兵庫教務支庁 【日 時】５月１９日(金)  １３：００～１５：３０ 

  【内 容】総 会     記念講演 ｢部落差別解消法の意義と今後｣ 

             橋本貴美男氏 (部落解放同盟兵庫県連合会書記長） 

  

婦人会 

○姫路北支部役員会について 

  【日 時】5 月 19 日（金）13：30～ 【場 所】菅野分教会 

○青年会・女子青年合同「リーダー研修会」ならびに「担当者研修会」について 

  【日 時】６月１１日(日） ９：３０～１６：００ 【受 付】９：００ 

    【参加御供】５００円(高校生以下無料)  【持ち物】ハッピ、筆記用具 

 

青年会  

○青年会・女子青年合同リーダー研修会について 

  【日 時】６月１１日(日） ９：３０～１６：００ (受付)９：００ 

    【参加御供】５００円(高校生以下無料) 【対 象】支部青年会委員長及び他２名の会員 

  【内 容】講話(麹町大教会長 久保一元先生) 

青年会の時間(モテ男のファッション講座)懇親会、にをいがけ 
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  【担当者】教区副委員長 藤田 善元(ふじた よしもと) 

     電話 080-7000-0015   mail：hyougokyoukuseinenkai@gmail.com 

○天理青年レクチャー２０１７について 

  【日 時】６月２５日(日）    １３：００  受付１２：００ 

  【場 所】天理大学ふるさと会館 2 階大ホール  【受講費】無料 

  【講 演】家庭内暴力、不登校、ひきこもり…。 

これまで7,000人以上の若者を社会復帰に導いた若者支援のプロフェショナル 

に、｢おたすけに活かせる情報｣を学ぶ９０分 

  【講 師】谷口仁史(NPO 法人スチューデント・サポート・フェイス代表） 

○こどもおぢばがえりひのしんについて ≪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≫ 

       １８：00 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 1６：00 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 

○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。 

  ＜全教区一斉 PR の日＞  立教１８０年５月１４日（母の日） 

 

少年会 

○立教 180年こどもおぢばがえりガイドブックについて 

  ５月２５日より頒布（頒価 50 円） 

 ※発送希望の場合は、発送申込書《ＤＬ》を少年会本部会計までご提出ください。 

mailto:hyougokyoukuseinenkai@gmail.com
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○少年会実技勉強会（本部）について 

  教会おとまり会・教会こども会にも役立つ内容です。 

 ５月２６日(金）：「なりもの練習に役立つリトミック」、６月２６日(月）：「グループゲーム」 

  【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 

○キャンプ実技勉強会（本部）《別紙・ＤＬ》 

  【日 程】５月２７日(土）、５月２８日(日）いずれも日帰り 

        ※２７日のみ、２８日のみ、２７・２８両日参加も可能。 

  【内 容】２７日：講 義「キャンプの安全」「キャンプのねらいとプログラムの選定」 

           実 技「キャンプファイアー実習」 

       ２８日：実 技「生地からのピザ作り」 

           実 技「ネイチャーゲーム」「ネイチャークラフト」 

  【会 場】さんさいの里  【対 象】育成会員(子連れでの参加はできません） 

  【集 合】午前９時 さんさいの里 現地集合 

        ※駐車スペースの都合上、なるべく乗り合わせでご来場ください。 

        ※送迎バス利用の場合は８：２０に北２駐車場へ集合。 

  【参加費】各日とも５００円（教材費、昼食代） 

  【服 装】動きやすい服装と靴、長袖の服を持参（サンダル不可） 

  【携行品】筆記用具、雨具、軍手、保険証 

  【申込み】申し込み用紙《ＤＬ》に記入の上、少年会本部に直接提出もしくは FAX にて 

       締切５月２０日 

○縦の伝道講習会・全支部育成委員長講習会について 

  【日 程】５月３０日(火）11:00〜昼食／12:00〜受付／12:30 開講 

  【内 容】縦の伝道講習会(神殿：教区例会席上)／講話／ねりあい／懇親会 

  【講 師】少年会本部委員 こどもおぢばがえり課課長 植谷朋彦先生 

  【対 象】支部育成委員長(都合のつかない場合は代理の出席をお願いします 

○資料のダウンロードについて 

 記事中の《ＤＬ》に該当する資料は「教区団資料専用サイト」からダウンロードできます。 

 【URL】 https://goo.gl/xzEjrf  ※パスワード不要 

○こどもおぢがえり運営局より 

  ■各支部「事前・事後・短期ひのきしん」《別紙》 

  本年も例年通り出動表に基づいて、ひのきしんをお勤めいただきたいと存じます。 

  暑い中ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

         願書受付日 → ５月３０日(火)・６月３０日(金)・７月２日(日) 

  それぞれ、午前１０時から午後３時迄（教務支庁２階、少年会室にて）、願書に参加御供を

添えて申し込んで下さい。 
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 ■第４８回 兵庫教区サマージュニアスクール 要項訂正《別紙》 

   日程の曜日(８月５日以外)が間違っておりました。 

   一般の集合日(７月２５日)が間違っておりました。７月２４日に訂正いたします。 

 

学生担当委員会  

○第５３期兵庫学生会 

 ３月２９日の兵庫教区学生会総会で新委員長が決まりました。 

委員長  長谷川成美(神川大・多可支部・大学２年)  よろしくお願いします。 

○立教１８０年サマージュニアスクール要項について 

高校生ひのきしん隊、大学生スタッフの募集を行います。お声掛けをお願い致します。 

■高校生ひのきしん隊 

  【日 程】(前期)集合：７月２５日(火)  １０：００ 解散：７月３１日(月)   ９：３０ 

  【日 程】(後期)集合：７月３１日(月)  １０：００ 解散：８月５日(土)   １０：００ 

【内 容】｢ホップステップマーチングワールド｣会場でのお茶接待、受付、ステージ出演、

｢おやさとパレード｣出演  【参加御供】３５００円 

■大学生スタッフ 

  【日 程】(前期)集合：７月２４日(月)  １１：００ 解散：７月３１日(月)   ９：３０ 

  【日 程】(後期)集合：７月３１日(月)  １１：００ 解散：８月５日(土)    ９：３０ 

  【内 容】少ひ隊、高校生スタッフの世話取り、｢ホップステップマーチングワールド｣会場 

での出演、お茶接待、｢おやさとパレード｣出演  【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 

 

◆次回の支部連絡会 

【日時】６月２日（金）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】６月  日 （  ）   

【場所】     分教会 


