覚﹂の講義とねりあい︑さらに﹁おてなお

スタッフ事前研修会

来る三月三日から九日まで開催される学
し﹂や本期間に実施される﹁グループタイ

大学の部

生生徒修養会大学の部に先立ち︑一月二十
ム﹂でのエクササイズの実習︑また係ごと

学生生徒修養会

七日から二十九日にかけて︑本部第十二母
の打ち合わせを行った︒

青
昨夏︑﹁

空
﹂で学修高校の部の特集を担
Happist

当した︒期間中の写真を振り返り見ていると︑初
日は不安と緊張でこわばっていた学生達の表情は︑
日を追うごとに輝く笑顔へと変わっていく︒最終
日には別れを惜しみ涙を流して⁝︒退寮式の写真
まで見進めた頃には︑まるで︑私もずっとそばで
学生達を見守ってきたスタッフのような気持ちに

学担の御用にあたる中︑行事の裏側で学生のた

も︑高校時代の三年間学修に参加させていただいた︒

なり︑思わずもらい泣きをしてしまった︒そんな私

﹁こちらが話をして分かってもらうのでは

最終日の講話において吉川委員長は︑

屋︑八・九母屋を会場に﹁スタッフ事前研
修会﹂を開催し︑塾運営スタッフ︑カウン
セラーなど二百二十名が参加した︒

ター①﹁つなぎ塾﹂︑三回目以上受講の学

講で三年生以下の学生を対象とするリピー

塾﹂﹁まこと塾﹂﹁いさみ塾﹂︑二回目受

講する学生を対象とする初回者塾﹁よふき

きめ細やかな丹精ができるよう︑初めて受

そして︑﹁本期間までの間︑一人でも多

いう姿を映していってもらいたい﹂と話した︒

立派な姿でなくとも︑共に頑張っていると

きとうりよう・みちのだいとして︑たとえ

生への心配りについて話し︑続いて﹁あら

えになれるよう務めてもらいたい﹂と︑学

年ばかりではまだまだ未熟で勤め足りないと心残

と感じる︒業務においても信仰面においても︑二

にありがたく︑もったいなく︑幸せな日々だった

めにと心を尽くすスタッフの姿を何度も目の当た

なく︑しっかり学生の話を聞いて︑心の支

生と二回目受講の四年生以上を対象とする
くの受講生を連れて参加するという意気込

してたくさんの方々の親心の中で育んでいただい
たのだと︑感謝の気持ちで胸がいっぱいになった︒
学生達の笑顔や感動︑思い出を形に残す︒そん
な素晴らしい御用をお与えいただけたことは本当

りもあるが︑学担でお仕込みいただいたことが次
に待つ新しい場所でのおたすけに必ずつながって
いくと信じている︒お世話になった方々のご恩に

※教区から提出分の参加票と資料をお渡ししますので、夕づとめ後 〜 21:00の間に必ずお越
しください。

三枝春菜

・参加人数の多い団体は、配布物が多くなりますので2人以上でお越しください。
・事務所へお越しの際、事務所前・東筋の駐停車はできません。
※15母屋北側駐車場か北2駐車場へ駐車をお願いいたします。
・教区・直属それぞれの参加票控えは、今後の活動の上にご活用ください。
※取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
・事務所に販売物コーナーを設けますので、ご利用ください。
尚、時間は27日15:00〜21:00、28日9:00〜15:00となっております。

出版部局員

★詳しくは『引率のしおり』をご覧ください。

今年も︑学生の信仰的な段階を考慮して︑

リピーター②﹁みのり塾﹂の五塾に分かれ︑
みをもって学生に声をかけてもらいたい﹂

●団体参加の直属

りにしてきた︒そのたびに︑学生の時︑私もこう

塾長・副塾長を中心に︑各班に男女のカウ
と締めくくった︒スタッフは各々にこの研

直 属 受 付

注 意 事 項

２
３

ンセラーがつき︑育成にあたる︒

窓口① 模擬店チケット代金支払い、受け取り
窓口② 参加票（記入は学生層のみ）・配布物希望数記入用紙を提出
窓口③ 団体用、参加者用（担当者を含む参加者人数分）資料受け取り
※団体参加報告書は、4月25日までにご提出ください。
※直属団体には参加票（直属控え）を返却しますので、必ず時間内にお越しください。

少しでも報いることができるよう︑今後も精一杯

●団体を組んでいない直属

つとめていきたい︒

窓口① 模擬店チケット代金支払い、受け取り
窓口② 参加票（記入は学生層のみ）・配布物希望数記入用紙を提出
窓口③ 団体用、参加者用（担当者を含む参加者人数分）資料受け取り
※団体参加報告書は、4月25日までにご提出ください。

修会を通して感じたことを心に置いて︑本

教 区 受 付

研修会では︑﹁カウンセラー及びスタッ

※チケットを事前に申し込んでいる団体のみ①番窓口からお進みください

期間までしっかり励む心を定め︑研修会は

直属団体出入り口

教区団体出入り口

フの心得﹂についての講義︒また︑男女に

チケット受付
①

直属団体受付
②

配布物
③

教区団体受付
②

チケット受付
①

販売物
コーナー

閉講した︒

◆受 付 日 時 ： 3月27日（木）15:00 〜 18:15
◆参 加 票 返 却 ： 3月27日（木）夕づとめ後 〜 21:00
※直属のみ
◆受 付 場 所 ： 春の学生おぢばがえり事務所（旧本部詰所)

分かれて﹁婦人会員・青年会員としての自

立教177年 春の学生おぢばがえり 受付について

立教１７７年２月２５日

学生担当者報
立教１７７年２月２５日

学生担当者報

学生担当者報

立教１７７年２月２５日

立教177年〈屋外〉まなびば研修会のご案内
平素は、高校生の集い「まなびば」開催の上にご尽力いただき、誠にありがとうご
ざいます。
この度「まなびば」の活性化、また学生層育成を担う人材づくりの上に、〈屋外〉
まなびば研修会を開催いたします。まなびば担当者はもちろん、まなびばスタッフも
是非ともご受講ください。
記
【日

時】

【会

場】

【対

象】

【内
容】
【受 講 費】
【携 行 品】

【申し込み】
【申込締切】
【問い合せ】

立教177年4月24日（木）〜25日（金）
集合･受付
…
4月24日 12：30
解散
…
25日 11：45
※25日、解散後に昼食券（本部食堂）をお配りいたします。
本部第12母屋
※駐車は北2駐車場をご利用ください。（東1駐車場は別席者駐車場のため）
・まなびば担当者
・まなびばスタッフ（各教区まなびば担当者を除く3名まで受講可）
〈屋外〉まなびばの体験、進め方説明
2,000円 ※まなびば担当者は免除
ハッピ、保険証、筆記用具、その他宿泊に必要なもの、防寒着、上下雨カッパなど
（雨天でも野外活動できる装備）
※女性の方もズボン着用でご受講ください。
※夜の活動は冷えますので防寒対策をお願いします。
申込用紙に必要事項を明記の上、受講費を添えて学生担当委員会事務局にお申し込
みください。
立教177年4月19日（土）
天理教学生担当委員会事務局
Tel 0743‑63‑2489（直通） 内線 5817

《まなびば担当者へ》
〈屋外〉まなびば研修会は、まなびば担当者研修会も兼ねておりますので、〈屋内〉
まなびば研修会を受講できなかった方は本研修会を必ず受講いただきますようお願いい
たします。
尚、〈屋内〉まなびば研修会を受講された方でもご参加いただけます。

立教１７７年２月２５日

学生担当者報

平成26年度

高校生の集い「まなびば」実施要項

１．主

催

２．名

称

３．対

象

教区管内高校生

い

人格形成の上で大切な時期にある高校生たちが、彼らの生活地域において、
同世代の仲間とのつながりを深めながら、お道の教えにふれる場を与える。

４．ね

ら

教区学生担当委員会
高校生の集い『まなびば in ○○』
（○○は開催する地名など）

５．内
容
・本部から提示されたプログラムを実施してください。尚、３月例会で屋内プログラムガイ
ドブック、４月例会で屋外プログラムガイドブックを配付します。
平成２６年度屋内プログラム
テーマ「おたすけ 〜周囲に心を配ろう〜」
平成２６年度屋外プログラム
テーマ「一手一つ 〜たすけあい〜」
・教区独自にテーマを設定し一泊二日のプログラムを実施しても構いません。但し、おつと
め、おはなし、グループワークは必ず組み込んでください。
６．開 催 時 期
・各教区で日程を決定してください。
・定期試験など高校生の予定を十分に考慮し、決定してください。
・各会との連携、日程調整を行ってください。
７．研 修 会
・本開催時のスタッフを対象にした事前研修会を必ず開催してください。
・「開催のてびき」を参照し、開催の２ヶ月前までに「事前研修会実施計画書」を提出して
ください。
・平成２６年度プログラムを行う場合は、本部研修会を受講したスタッフ、もしくは本部か
ら派遣したスタッフが事前研修会のトレーナーを務めるようにしてください。
本部研修会日程
屋内プログラム（２月２６日〜２７日） 屋外プログラム（４月２４日〜２５日）
本部からのスタッフ派遣
本部から委員１名の他に、トレーナーが必要な場合はスタッフ若干名を派遣します。
「事前研修会実施計画書」の派遣を希望する欄に○を付けてください。
８．提 出 書 類
・｢実施会場予定表｣
… ２月２５日必着
・｢事前研修会実施計画書｣ … 派遣の有無に拘らず、事前研修会開催２ヶ月前まで
・｢事前研修会実施報告書｣ … 事前研修会開催後速やかに
・｢実施計画書｣
… 本開催２ヶ月前まで
実施計画書の提出を受けて、参加者カード・アンケート・参加記念品等を配付します。
また、天理時報等による広報を図る上で大変重要な資料となりますので、確実に記入の
上、ご提出ください。
・｢実施報告書｣｢参加者カード｣｢アンケート｣ …３種揃えて本開催後速やかに
９．広
報
・学生担当委員会のウェブサイト『TSA website』（http://tsa.tenrikyo.or.jp）にて「ま
なびば」の紹介ページを設けています。各教区開催予定を掲載したり、写真入りで「まな
びば」を紹介しています。

５

４

立教１７７年２月２５日

学生担当者報

第51期天理教学生会委員総会

学生担当者報

立教１７７年２月２５日

開催要項

天理教学生会は昨年行われた組織改革に伴い、教区・直属学生が同じ組織のも
とで活動することとなりました。この度、お道につながる学生が全国の仲間との
つながりを感じ、年祭に向けて一手一つに活動を進めていけるよう、委員総会を
開催させていただきます。講話、ねりあいのほか、１日目には｢ようぼくの集い｣
おやさと会場に参加させていただきます。何卒、貴教区・直属の学生リーダーに
お声がけいただきますよう、よろしくお願いします。

【日

程】

5月3日（土）〜5月5日(月)

【受付時間】

5月3日（土）10時

【解散時間】

5月5日（月）17時（予定）

【宿

本部第12母屋

舎】

【参加対象】

各教区・直属学生委員長及び学生リーダー（高校生から大学
生の年齢層）

【参加定員】

各教区・直属3名まで（委員長・代表者が不在の場合でも3人
参加可能）

【費

ひとり 2,000円（｢ようぼくの集い｣参加お供え500円を含む）
※当日にお持ちください

用】

【持 ち 物】

参加費、保険証、筆記用具、ハッピ、傘、常用薬、
合宿に必要なもの

【内

容】

｢ようぼくの集い｣へ参加、ねりあい、講話、
レクリエーション、第51期天理教学生会活動方針の決議、
天理教学生会50周年について等

【締

切】

4月19日（土）

【申し込み・問い合わせ先】
天理教学生担当委員会 〒632‑8790 天理郵便局私書箱1号
TEL 0743‑63‑2489
FAX 0743‑62‑5780
第51期天理教学生会委員長 大瀬 祐太
TEL 090‑8234‑1556

７
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