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◆◆９月 姫路北支部布教活動日◆◆ 

・  ６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） 

・１９日（火） 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（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。 

 

○支部長挨拶 

 

 

教務部 

○ＪＬＣ兵庫 法律・税務相談（無料）について 

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

・税務相談…10 月２７日(金) 午後１時３０分～４時   （申込締切… 10/15） 

   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。 

○責任役員変更届について 

 本部提出(原本)・教区控(コピー)の２部をご提出下さい。締切は１０月３０日です。 

 

布教部 

○支部にをいがけ実動≪報告≫ 

 ・8 月 ６日（日）…  名 ・8 月 19 日（土）…  名 ・8 月 29 日（火）…  名 

○陽気ぐらし講座開催について 

【日 程】9 月 24 日（日） 

① 11：00～ 手柄山分教会  ② 14：00～ 廣吉分教会 

【講 師】中臺勘治先生  【参加費】無料 

 ※駐車場がありませんので、近くのコインパーキングをご利用ください。 
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○立教 180年 全教一斉にをいがけデーについて 

（イ）本部報告用書類を配布しております。 

     １．実施報告書 

        ２．「教会長路傍講演の日」実施報告書（今年より様式が変わりました。） 

        ３．直属別参加数報告書（「支部 教会一覧」をご活用下さい。） 

※いずれも必要数（活動単位／組など）をコピーして記入の上、原本を提出して下さい。 

（FAX 不可）  ★上記提出書類は、１０月１５日(日)までに教区へご提出下さい。 

（ロ）啓蒙チラシ 

   支部管内の教会・布教所にご配布いただき、教会長はもとより、よふぼく・信者への参加

啓蒙を図る上で、ご利用下さい。 

（ハ）リーフレット代金 

   次回教区連絡会（１０月１日）布教部室にて徴収します。 

○ひのきしんスクールについて 

 ■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   

 

渉外部 

○兵庫ようぼく議員勉強会について        

  【日 時】１０月１日(日)  １７：００～(受付１６：３０) 

    【会 場】ホテル北野プラザ『六甲荘』(神戸市中央区北野町) 

  【会 費】３０００円 

   ※参加希望の方は９月２０日迄に教区事務所へお申込み下さい。 

 

一れつ会（兵庫教区委員会より） 

○平成３０年度 扶育生志願受付について 

  【受 付】教区事務所 担当／石井・大谷  ※期間外は一切受け付けません。 

  【期 間】〔大学・大学院〕１０月１日(日)～３１日(火) 

       〔高校・高専〕 １１月１日(水)～３０日(木) 

○願書について  

 （イ）願書は本部一れつ会でのみで配布・郵送しています。尚、記入方法や添付書類に関する

お問い合わせも、直接本部一れつ会へお願いします。 

     ⇒ 一れつ会 TEL (0743)63-1511  
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 （ロ）必ず３０年度用を使用して下さい。 

  （ハ）記載ミスや記入もれ（特に家族欄）が無いよう、十分ご確認下さい。 

  （二）調査書・成績表など、必要書類を必ず添付して下さい。 

  （ホ）提出は直接ご持参下さるか、郵送して下さい。郵送は書留・レターパックのみ。他の手

段、またそれに伴う不着は認められません。 

 

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】８月 19 日（土）実施（夢前組） ５名 

【参加者】福永正明、福永葉子、有本幸雄、有本美千代、有本凪沙 

 

≪予定≫【日 時】９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】城東組 

 

災救隊 

○全支部隊長会議について 

   【日 時】１０月３０日(月)  １２：４５～ 

    【会 場】教務支庁   

【内 容】来年度教区訓練 他 

   ※隊長欠席の場合は必ず代理の方の出席をお願いします。 

 

道友社 

○天理時報手配り 10年「ひのきしん者感謝の集い」について  

【日 時】10 月 25 日（水）13：00～ 【場 所】本部東礼拝場 

【内 容】おつとめ、真柱様お言葉 

【対 象】手配りひのきしん者、教区長、教区布教部長、教区代表社友、教区手配り関係者 

     支部長、支部社友、支部手配り責任者、支部手配り拠点長、支部手配り関係者 

【服 装】ハッピ 

【主 催】布教部・道友社 

  ※対象の方は、ぜひご出席ください。また、出席を促すお声がけをお願いいたします。 
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○新刊案内 

・『朝の信仰読本“こころ澄ます”教話集』中山慶純 著 

   (１０月１日発売）予価￥１３００円＋税 ※定期配本 

・『すきっと』３０号 特集「Be ambitious」予約申込み案内  

(１２月１日発売)予約申込期間 ９月１日～１０月２６日 特別価格 ５５０円(税込） 

○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…7873 部(前月比 3 部増) 手配り率…54.5％(前月比 -0.1%) 

 

道の教職員の集い 

○第３２回中学生進学セミナー≪8/19 報告≫                

  職員９名 生徒８名 計１７名 

○第６０回道の教職員 夏の集い≪8/7･8 報告≫ 

  ２２名参加 

 

婦人会 

○百万会員を目指して兵庫教区婦人会地域の集い開催について 

  ≪主 旨≫地域での婦人会員の親睦を深め、本会よりお打ち出しの百万会員を目指す活動を

確認する集いとする。 

  ≪内 容≫各支部の実状に合わせて工夫して計画 

  ≪日 程≫平成２９年９月～平成３０年２月 

≪姫路北支部≫ 

  【日 時】11 月 19 日（日）10：00～12：30 

  【会 場】飾東大教会  【内 容】おつとめ、教区主任メッセージ、感話、抽選会 

  【役 割】 ・座りづとめ…支部役員     ・よろづよ～２下り目…城東組 

        ・3 下り目～４下り目…城北組  ・5 下り目～6 下り目…夢前組 

        ・７下り目～9 下り目…城西組  ・10 下り目～12 下り目…城南組 

  百万会員を目指し、一人一役でつとめさせていただきたいと思います。 

  勇みの種まき！ どうぞご協力の程、よろしくお願いいたします。 

○姫路北支部役員会について 

  【日 時】9 月 1 日（金）10：00～  【会 場】飾東大教会 

  【内 容】支部女鳴物点検、練習 
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○母親講座(本部)について 

  【日 時】９月２６日(火) １３：３０から 

  【場 所】天理市民会館(託児あり) 

  【講 師】朝倉支部長 内田澄子先生   

【テーマ】｢をびやのはなし｣ 

 

青年会  

○新教区青年会リーダー研修会並びに新任支部委員長講習会について(本部) 

 下記の要項にて新教区リーダー研修会として新任支部委員長講習会が開催されますので、対象

となる支部委員長の方々はご参加いただきますようお願いいたします。 

  【日 時】１１月２６日(日) 

  【受 付】１４：３０  開 講 １５：００  解散予定 ２０：００ 

  【会 場】第三十八母屋 

  【対 象】立教１７９年６月～立教１８０年７月例会までに任命された支部委員長 

        篠山支部 溝端 満  三原支部 賀集智士  西浦支部 木村基彰   

東浦支部 森 祐喜  朝来支部 古川大輔  多可支部 矢目和宏 

        揖保支部 岡部啓輔  加古支部 小林靖広  甲南支部 古谷一成   

須磨支部 山下繁成  神戸北支部 友永善文 北但支部 黒北洋介 

  【参加費】１０００円  【服 装】ハッピ、長ズボン着用 

○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 

○第３６期生 少年会本部研修員募集（本部）について 

 おぢばでの伏せ込みを通して、将来縦の伝道を担い、活躍する人材を育成します。 

【募集人員】５０名 

  【出願期間】立教 180 年９月２６日〜立教 181 年２月２８日（必着） 

  【研修期間】立教 181 年３月２６日〜立教 182 年３月２６日 

  【出願資格】①団長が推薦し、直属教会長が認めた者 

        ②ようぼく（研修期間中におさづけの理を拝戴する者も可） 

   ※詳細は直属団団長におたずねください。少年会本部で勤務をしながら研修することもで

きます。希望する方は事前に少年会本部までご相談ください。 

    (天理教少年会本部 研修課 TEL 0743-63-1954） 



- 6 - 

 

○さんさい９月号(本部）について 

  《特集》今のスマホ事情を知る 

○リトマガ９月号(本部）について 

  ・立教 180 年 こどもおぢばがえり思い出号 

  ・朝のおつとめ 真柱様お話 

○立教 180年 こどもおぢばがえり｢思い出感想文・絵画募集」(本部）について 

 今年のこどもおぢばがえりでの思い出を、感想文や絵画にして「リトマガ」編集部へ送ってく 

ださい。優秀作品には豪華商品が贈られます。（リトマガ９月号 29 ページ参照） 

   【感想文】文字数は６００字以内 

   【絵 画】画材も大きさも自由 

   【応募締切】平成２９年９月１５日必着 

   【宛 先】〒632-8688 天理郵便局私書箱５８号  

        天理教少年会本部『リトルマガジン編集部』［思い出感想文・絵画］係 

         ※住所、氏名、学年、電話番号、団・隊名を忘れずに！ 

○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】 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      

  【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 

 

学生担当委員会  

○平成 29年度 高校生の集い「まなびば」開催について 

 ■西播ブロック 

【日 程】９月９日(土)～１０日(日)   【会 場】神大分教会 

mailto:nadamm929@softbank.ne.jp
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○おつとめ大会事前行事について 

  【日 程】９月１８日(月/祝) １０：３０～１６：００ 

  【場 所】櫻井詰所 

    【持ち物】昼食、帽子、水分、歩きやすい靴 

  【内 容】晴・・・ウォークラリー 

       雨・・・秋の身体測定  

○学生会おつとめ大会について 

  【日 程】１１月１８日(土)～１９日(日)   １８日 １２：３０集合  

                       １９日 １６：００解散 

  【場 所】教務支庁 【内 容】おつとめまなび、教理勉強、懇親会 

  【備 考】１９日のおつとめまなびだけの参加も大歓迎です。 

       おつとめ開始時間 １０：００ 

○道の学生ひのきしんデーについて 

 □神戸・淡路ブロック 

  【日 時】１０月１日(日)  １１：00 集合予定 

  【場 所】三ノ宮駅前 

  【内 容】献血ひのきしん 

 □西播ブロック 

  【日 時】１０月１日(日)  １３：00 集合 

  【場 所】的形海岸 

  【内 容】ゴミ拾いひのきしん 
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◆次回の支部連絡会 

【日時】10月２日（月）10時～ 

【場所】飾東大教会 会議室 

   

◆次回の各組例会（     組） 

【日時】10月  日 （  ）   

【場所】     分教会 

【編集・発行】天理教姫路北支部 庶務部 


