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ても う一つ 言うと 、私たち 道を先 に

、ぢ
、ば
、はあ りがた い。そ し
やっ ぱりお

の出 会いだ ったと 確信して います 。

、ぢ
、ば
、での 学生時 代の人 と
一日 は、お

た。 私は彼 の原点 、つまり 信仰の 元

に嬉しそうに話してくれたのでし

とな ど、あ りがた かったこ とを本 当

一つ になり 教会が 賑やかに なった こ

や、 それを 機に父 親の兄弟 や親戚 が

の後を継いで教会長になったこと

り信 仰熱心 ではな かった父 親が祖 父

教会 で伏せ 込んだ 三年の間 に、あ ま

た ものでし た。そ して彼は 自分が 大

出 してお礼 を申し たい衝動 に駆ら れ

て くれ、私 は思わ ずその先 輩を探 し

今 の自分は ないと 思いま す」と話 し

人 に専修科 に誘わ れて いなかった ら

良 く、信仰 にも熱 い人 で、もしそ の

目に見えないものこそ大切
先日、大教会の青
年勤めの任期を終
えた青年が、家に
帰る前に私の所に挨拶に来てくれ
ました。彼は天理教校学園高校を
卒業の後、部活の先輩に誘われて
専修科に進み、その後自ら三年と
仕切って大教会青年の心定めをし

委員

かおり

に 、私 も日 々感 謝の 心で 通り たい

顔 で大 教会 を巣 立っ た青 年の よう

と ても 心に 染み ます 。爽 やか な笑

と あり ます が、 今は この おう たが

を はな 一れ つ心 しや んた のむ で」

、ふ
、で
、さ
、き
、」の最後に「これ
す。
「お

て もら える ので はな いか と思 いま

の ご守 護の あり がた さを 実 感させ

親 神様 のな さる 目に 見え な い数々

よ うに 動け なく なっ たか ら こそ、

い もし ませ んで した 。で も 、思う

も のに 脅か され る日 が来 る とは思

る 日 々。こ んな にも 目に 見 えない

ウ イ ルスに 足止 めを 余儀 な くされ

昨 年に 続き 今も なお 新型 コロ ナ

す。

一 緒 に歩む こと が大 切だ と 思いま

背 中 を押し たり 、歩 調を 合 わせて

ら 道 を求め て一 歩ず つ進 め るよう

片山

担当者活動部

--------------------------------------------------------------------------------行く 者は、 この先 輩のよう にいつ も

と思います。

『共に教祖のようぼくに育つ』
令和 3 年 学生担当委員会 活動方針

て大教会にやって来ました。毎朝
まだ暗いうちから起きて神殿掃除
に始まり、日中は教会の内外のひ
のきしんのみならず、地域の行事
のお手伝いにも積極的に参加する
など誰からも頼りにされる好青年
でした。
ある 時 、
「毎 日 よく 勤めて く れる
ね」 と言 うと 、
「僕 は元 々こ んな に
真面目なタイプじゃなかったんで
す。高校の時入っていたラグビー部

周囲に気を配り、後に続く若者が自

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------の一つ上の先輩がとても面倒見が

----------------------------------------------------------------------
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立教 184 年 道の学生ひのきしん DAY 要項

立教 184 年 道の学生ひのきしん DAY
「Joy Full !! ～喜びいっぱい～」

《趣

旨》 親神様のご守護を実感し、身体を使わせていただける喜びや感謝

日頃は学生の活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

をひのきしんで表す。そして、全国の仲間と心で繋がり合い、ひ

本年の「道の学生ひのきしん DAY」は 9 月 18 日（土）に開催します。ただし、

のきしんができる喜びを共有する。

新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、各自でのひのきしん（自宅付近での清掃
活動等）としております。昨年同様に各自でのひのきしんという形ですが、
「Joy
Full !! ～喜びいっぱい～」をスローガンに掲げ、身体を使わせていただける喜び

《スローガン》 Joy Full‼〜喜びいっぱい〜
日》 立教 184 年（令和 3 年）9 月 18 日（土）

《期

や感謝をひのきしんで表します。そして、全国の仲間と心で繋がり合い、ひのき
《参加対象》 高校生、大学生、短期大学生、大学院生、専門学校生など

しんができる喜びを共有します。
また、ひのきしんの前後に教理勉強やレクリエーション、ひのきしんの振り返

《主

催》 天理教学生会

り等を、教区・直属ごとにオンラインにて行うことを推奨しております。新型コ
ロナウイルスの影響により、人と会うこと・会場に集まっての行事を開催するこ

《開催形態》 当日は各自でのひのきしん（自宅付近での清掃活動等）とします。

とが難しい中だからこそ、オンライン上で仲間と会える喜びを感じる機会を設け

※現在の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、各会場に集まる

たいと思います。そして、参加した学生が「道の学生ひのきしん DAY」を通して

形態での開催はいたしません。

感じたことを、今後のそれぞれの生活に活かしていけたらと考えています。

※ひのきしんの前後に教理勉強やレクリエーション、ひのきしん

学生担当の先生方には、ぜひ周囲の学生へひのきしんの実施のお声がけをいた

の振り返り等を、教区・直属ごとにオンラインにて行うことを

だきますようよろしくお願い致します。

推奨します。
私はブラジル生まれ、ブラジル育ちの信仰初代で、七年

前に教会の学生会行事で初めて天理教を知り、それから信

仰し始めました。私の所属する教会には、毎年七月に六日

間の学生生徒修養会のような行事があります。それをきっ

かけに入信し、学生会活動に積極的に参加する若者がだん

だん増えています。そこでスタッフを務められる人材が必

要で、私にもそんなようぼくに成長してもらいたいという

会長さんの思いから、
「おぢばで日本語を勉強して、学担

で勤務したらどう？」と勧められ、日本に来ました。

最初 は日本 人し かいな いと ころで 勤務 する こと はとて

も不安でしたが、他の局員の方、委員先生方に優しくして

いた だいた おかげで 、だん だんそ の不安 がなく なりまし

た。新型コロナウイルスの影響で夏の「学修高校の部」や

様々な行事が中止になりましたが、
「部員・本スタ研修会」、

おやさとふせこみ科の「学生会活動研修」
、
「大学卒業生の

集い Joyous Style
」 など の 行 事 に関 わ る こ と が でき 、 と
ても貴重な経験をさせていただきました。そしてまなびば

チームと勉強会チームに入らせていただいて、いろんな部

員や本部スタッフの方々からお話を聞き、トレーナーやス

タッフを務めることについても学ぶことができました。

パウロ バホス ドス サントス ネト

ブラジルに帰っても、ここで学んだこと、経験したこと

庶務会計部局員
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を活かして、学生の育成に力を尽くしたいと思います。あ

橋本善希

りがとうございました。

天理教学生会委員長
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