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【各会連絡】
■婦人会
◇例会
　《報告》
　・８月３０日　１１名参加
       川端分教会
　《予定》
　・にをいがけデーのため、ありません。
◇積慶園ひのきしん
　《報告》
　・８月２７日　７名参加
　《予定》
　・９月２７日㊎
◇京都医療センターひのきしん
　・９月７日㊏　９時～１１時３０分
　※送迎車両出ます。
◇天理教婦人会創立１１０周年「会員
　決起の集い」
　・９月９日㊊　　１３時３０分
　　河原町大教会
　　参加費；５００円
　※京都会場は最後です。
◇京都教区婦人会母親講座
　・１１月９日㊏
　　河原町大教会
　※母親講座後、バザーを予定。

■青年会
◇チャレンジデー（第２日曜）
　・９月８日㊐　１８時集合
　　河原町大教会
◇親善大フットサル大会
　・１１月１０日㊐

■少年会
◇夏季練成会
　《報告》
　・８月１８日～１９日　３名参加
　　東本詰所、ナガシマスパーランド
　　内容；研修、お楽しみ行事

■学生担当委員会
◇第 3回大学生セミナー
　《報告》
　・８月３１日～９月１日　２名参加
　　大江山グリーンビレッジ

■その他
◇一れつ会
　＊教区願書受理期間
　・１０月１日㊋～３１日㊍
　※大学・院、高校・高専、天中・小
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■支部長あいさつ
　今月９月を皆様方のお陰で迎えさせ
て頂き、誠にありがとうございます。
　先月８月はこどもおぢばがえりも終
わり、引き続き学生生徒修養会と若い
方々の育成に、暑い中誠にありがとう
ございました。
　今月９月はにをいがけ強調月と致し
まして、各直属からと支部、縦と横か
ら用木の方々と共々に普段余り出来な
い、にをいがけ活動に勇んでつとめさ
せて頂きましょう！
　にをいがけは戸別訪問や路傍講演、
神名流しなど、決められた方法だけが
にをいがけではありません。普段伝え
難い子供や孫にまた親戚の方々にこの
機会だからこそ、来月の大祭に誘い合
わせてご参拝する事も立派なにをいが

けであります。私にしか出来ない、に
をいがけおたすけを、この機会に勇ん
でさせて頂きましょう！
　今月もよろしくお願い致します。
  
【各部連絡】
■会計
◇支部移動例会
　・１０月４日㊎　支部例会終了後
　　くらま温泉
　　参加費用；２，０００円
　　　　　　　支部幹事、手配り者
　　出発；１０時３０分（府内大）
　　解散；時間未定（府内大）
　　申込；吉田の電話へ LINE でお願
　　　　　いします（09036184120）
　※くらま温泉到着後、幹事会
　　その後入浴、食事会

全教一斉にをいがけデー　活動一覧

２８日　教会長路傍講演 ２９日　ブロック別地域活動
場所 時間 内容 集合場所 集合時間 担当

Ａブロック ＪＲ花園駅 １９時～２０時
にをいがけ

（神名流し等）
本城秦分教会 １３時 守屋

Ｂブロック
西大路四条

ＵＦＪ銀行前
１９時～２０時 路傍講演

西大路四条

ＵＦＪ銀行前
１９時 徳見

Ｃブロック
太秦天神川駅

三条北側
１９時～２０時 にをいがけ

ケーヨーデーツー

嵯峨店
１０時 岡松

Ｄブロック 阪急桂駅 １９時～２０時
にをいがけ

（戸別訪問等）
金京分教会 ９時 西川

《１０月支部例会ご案内》

と　き；令和元年１０月４日㊎
　　　　午前９時３０分
ところ；府内大教会（樋口由郎会長）
　　　　中京区西ノ京伯楽町５－１
でんわ；０７５－４６３－７４０８
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■庶務
◇修理人先生ご巡教日程
　＊今村英一先生
　・９月７日㊏
　　生平、滋京、千代榮
　・１０月１１日㊎

■教務部
◇所轄庁への提出書類について
　未提出の法人教会は早急にご提出く
ださい。

■布教部
◇全教一斉にをいがけデー
＊支部統一桂坂地区にをいがけ
　・９月２８日㊏　９時
　　集合場所；金京分教会
　　内容；地域地図割の後、戸別訪問、
　　　　リーフレット配布、神名流し
　　※組で参加者を募り、９月２０日
　　　までに部長（大江）へ報告
＊教会長路傍講演（布教所長・ようぼく）
　・９月２８日㊏
　　場所・時間；1 ページ下段参照
＊ブロック地域活動
　・９月２９日㊐
　　内容・場所等；1 ページ下段参照
◇支部にをいがけドリル勉強会
　・９月４日㊌　支部例会終了後
　※リーフレット読み「にをいがけ」
　　にをいって何？初歩編。　
◇にをいがけ研修会
　・９月２６日㊍　１３時３０分
　　東右第１棟（天理教校）
　　申込；９月１２日（布教二課）

■ひのきしん部
◇定例ひのきしん
　《報告》
　・８月１１日　中之島公園　１７名
　・８月１２日　宇多野病院　１６名
　・９月１日　　中之島公園　　９名
　《予定》
　＊梅津富士園
　・９月４日㊌　１３時～１５時
　＊宇多野病院
　・９月１２日㊗　９時～１２時　
◇ひのきしんスクール
＊シンポジューム「大人の発達障害」
　・９月２５日㊌　１３時～１６時
　　陽気ホール

■災救隊
◇定時訓練
　・１１月４日㊗～６日㊌　教務支庁
　　申込締切；１０月２日㊌

■育成部
◇ＵＫＹＯ　ふれあいデーキャンプ
　・９月１６日㊗　１０時
　　京北・宇津峡　上桂川河川敷
　　参加費；１００円（少年会員）
　　　　　　５００円（育成会員）
　　申込；９月例会時【本日】
　　送迎時間；
　　8：20　西京極桂大橋
　　8：40　五条葛野大路
　　8：50　四条葛野大路
　　9：00　太子道葛野
　　9：10　天神川福王子
　　9：50　京北町宇津河川敷到着
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　※自家用車の参加者は現地集合
　※雨天中止

■道友社社友・道書会
◇全国社友大会
　・９月２５日㊌　１４時
　　天理市民会館
　　記念講演　夏井いつき氏（俳人）

■人権啓発委員会
◇令和元年度宗教法人関係者「人権問
　題研修会」（南部会場）
　・９月６日㊎　１３時
　　京都ガーデンパレス２階

■福祉担当委員会
◇出逢いパーティー実行委員会
＊出逢ってウォーク
　・９月７日㊏　西陣詰所集合

■献血推進委員会
◇献血ひのきしん推進本部研修会
　・９月２６日㊍　１５時～１７時
　　陽気ホール

■近鉄切符

【ブロック活動（報告・連絡）】
■Ａブロック
〔御室組〕
　《報告》
　・８月組例会　９名参加 
　　早朝ひのきしん　７名参加
　《予定》
　＊組例会

　・９月２８日　１４時
　　大鳴滝分教会
　＊早朝ひのきしん
　・９月２９日　5 時３０分
　　住吉山墓地周辺
　※９月はにをいがけ強調の月にて、
　　御室組は手分けして 1,700 部の
　　リーフレットを配布いたします。

■Ｂブロック
◇ブロック会議
　・９月３０日㊊　１９時
　　本城西分教会

■Ｃブロック
◇おつとめ勉強会
　《報告》
　・８月９日　５名参加
　《予定》
　・９月１１日㊌　１４時～１６時
　　平守分教会
◇ブロック会議
　・９月４日㊌　支部例会終了後
　　
■Ｄブロック
◇ブロック例会
　《報告》
　・８月２９日　４名参加
　《予定》
　・９月２９日㊐　にをいがけ後
　　金京分教会
　・１０月２９日㊋　１０時
　　金京分教会
　※毎月２９日に開催予定
　　内容；茶話会など　　　　
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