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― 行事インフォメーション ― 

立教 184年 12月 25日配信 

 

年末年始の南右第二棟閉館について 

 立教 184年 12月 28日から立教 185年 1月 4日まで、南

右第二棟は閉館いたします。 

グラフ天理 494号発行予定について 

 立教 185 年新春の親里を写真でお伝えする「グラフ天理

494号」を、立教 185年 1月中旬、布教部ホームページに掲

載する予定です。掲載後、布教部ホームページ、天理教ホー

ムページ等にてお伝えいたします。 

 

布教部ホームページ 

 

 

 

 

 

 

立教 185年度布教の家入寮生 募集  再掲載  

立教 185年度の布教の家入寮生を募集しています。 

布教の家への入寮には、年齢や性別は問いません。布教意

欲のある方、教会を支える人材に育てたい方など、一人でも

多くの方を送り出してくださいますようお願いいたします。 

●入寮期間 立教 185年 3月 29日～立教 186年 3月 27日 

●資 格  

①所属教会長ならびに直属教会長から推薦された教人 

②年齢は不問だが、毎日布教に歩くことが可能であること 

③配偶者の有無は問わないが、単身での入寮に限る 

④新型コロナウイルスのワクチンを 2回接種済であること 

※体質により接種できない方は布教一課へご相談ください。 

●願 書 布教一課事務所、または布教の家のある教区（教

務支庁）にて配布中 

●願書受付 立教 185年 1月 25日 9時～2月 25日 16時 

 ※郵送での提出はできません。 

 ※各寮（教務支庁）では受付できません。 

◎入寮要項の詳細や各寮の紹介は、『布教の家入寮案内』をご

参照ください。『入寮案内』は、布教部ホームページ内、布

教の家紹介ページから閲覧またはダウンロードできます

（願書一式には『入寮案内』の冊子を同封しています）。 

 

布教の家紹介ページ 

 

 

 

 

 

 

■ひのきしんスクールより 

講座「認知症にならないために～いきいき百歳体操

の活用～」オンライン限定配信    再掲載  

 厚生労働省の発表によれば、認知症を患う高齢者は 2020

年に約 602万人（推計）、軽度認知障害（MCI）の方は約 400

万人（推計）とされています。今後、認知症高齢者に対する

支援がますます重要になりますが、コロナ禍による閉じこも

り傾向や生活不活発により更に認知症が悪化していくケース

が増えています。一方で、各地のサロンや通いの場において

は、介護予防を目的とした「いきいき百歳体操」が広がって

います。 

 そこで、今回の講座「高齢者支援」では「認知症予防」を
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取り上げ、認知症とその予防に関する知識・情報を知るとと

もに、認知症の方と向きあう信仰のあり方、「いきいき百歳体

操」の教会での活用事例を紹介し、教えに基づく日々の実践

がいかに重要であるかを考えていきます。 

●配信期間 立教 185年（令和 4年）1月 27日（木） 

～2月 2日（水） 

●内 容 「ひのきしんとは」、講義①「認知症と介護予防」、

講義②「認知症の方と向きあう信仰のあり方」、

講義③「いきいき百歳体操を通しての教会活動」、

座談会 

●対 象 ようぼく 

※今回は別席運び中の方もご受講いただけます 

●受 講 費 無料 

●申込締切 1月 24日（月） 

●申 込 ホームページの申し込みフォームより、必要事

項を入力の上、送信してください 

      ※今回は限定配信のため、ホームページのみの

お申し込みとなっております。 

[お知らせ] 

  今回は、新型コロナウイルス感染対策として、録画した

映像を配信いたします。ご了承の上、受講申込をお願いい

たします。なお、お申し込みいただいた方には、専用ペー

ジの URL(アドレス)とページに入るためのパスワードを、

1月 25日にメールにてお知らせいたします。 

 

講座「子どもと性について話していますか？」 

（受講希望者へ限定配信） 

 新型コロナウイルス感染症が広がる中で、厚生労働省や女

性の性に関する相談に応じるNPO法人などによって、10代

の妊娠相談件数の増加が報告されています。たとえば、自粛

の雰囲気の中でステイホームが求められる一方、家族関係が

悪いことから家に居場所がなく、性について十分な知識もな

いままＳＮＳで知り合った男性と関係を持ち、予期せぬ妊娠

にいたるケースなどがあるようです。学校が休校となり、友

達や先生との繋がりが薄れ、相談できる人も身近にいなかっ

たのかもしれません。 

 こうした状況の中で、子どもたちとの性についての会話を

見つめ直す必要性が高まっています。この講座では、そうし

た社会の喫緊の課題を見据えながら、私たち一人ひとりが日

頃から子どもたちと性についてどのように向き合っていけば

いいのかを考えます。 

●配信期間 立教 185年（令和 4年）2月 26日（土） 

～3月 4日（金） 

●内 容 「ひのきしんとは」、座談会「子どもと性の現状

について、どのように向き合えばいいのか」、質

疑応答（※今回は座談会に寄せられた質問に対

して、出演者が答えた動画を後日、配信いたし

ます。詳細については受講案内メールにてお知

らせいたします） 

●対 象 ようぼく 

      ※今回は別席運び中の方もご受講いただけます 

●受 講 費 無料 

●申込締切 2月 23日（水） 

●申 込 ホームページの申し込みフォームより、必要事

項を入力の上、送信してください 

      ※今回は限定配信のため、ホームページのみの

お申し込みとなっております。 

[お知らせ] 

  今回は、新型コロナウイルス感染対策として、録画した

映像を配信いたします。ご了承の上、受講申込をお願いい

たします。お申し込みいただいた方には、本テーマに関す

る参考動画を受付完了メールにて提示いたしますので、事

前にご視聴ください。なお、視聴専用ページの URL(アド

レス)とページに入るためのパスワードは、2 月 25 日にメ

ールにてお知らせいたします。 

 

【ひのきしんスクール事務局】 

 〒632‐8501 天理市三島町 1‐1 

 TEL 0743‐63‐2314 

 FAX 0743‐63‐7266 

 Eメール h‐s c @ t e n r i k y o . j p  

 

ひのきしんスクール ホームページ 

 

■天理教里親連盟より 

「TFA式イライラしない子育て」オンライン講座 

                  （１月） 

 依存症たすけあいの会では、現代の難渋の一つである依存症

に対して、依存症が病気であることや、正しい治療や対応をす

れば回復が見込めることなど、依存症の基礎知識や当事者への

関わり方、医療との連携、自助グループや家族会の活用といっ

た、おたすけに役立つ知識を学ぶため、『依存症 基本講座』を

開催します。 

 講師は、依存症たすけあいの会スタッフがつとめます。この

機会にぜひご受講ください。 

●日 時 1月 29日（土） 10時～11時 

●会 場 オンライン（Zoom） 

●内 容 「子どもと上手く対話するコツ（思春期編）」 
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●対 象 どなたでも参加できます 

●定 員 100名（先着順） 

●受 講 費 無料 

●受付期間 1月 5日～28日まで 

●申 込 里親連盟ホームページからお申し込みください 

 

■保育士育成委員会より 

『第 52期白梅寮生（保育士扶育生）』 

第二次募集（1月入試）案内       再掲載  

●指 定 校 奈良保育学院（学校法人白藤学園） 

●就学年限 2カ年 

●取得資格 

幼稚園教諭 2種免許状・保育士資格を取得。また専門士（教

育保育専門課程）と称することができる。 

●募集人員 女子若干名 

●志願資格  

①信仰熱心な家庭の子女で、心身強健かつ社会福祉事業に

理解と意欲があり、高等学校を令和 4年 3月に卒業見込

みの者、および卒業後 2年以内の者で、出身学校長の推

薦を受けた者。ただし、令和 4年 4月 1日現在で 20歳

以下の者。 

②合格した後、扶育生として必ず入学する者。 

●選考試験 

①保育士育成委員会選考〈会場：布教部社会福祉課〉 

・試 験 日 令和 4年 1月 23日（日） 

午前 9時～正午（予定） 

・試験科目 書類審査、筆記試験（児童福祉の基礎知識・

天理教の用語と意味・作文）、面接（保護者同

伴の事。同伴不可能な場合は事前に寮までご

相談ください） 

※ご希望の方には参考資料として過去の試験問題の一部を

ご紹介いたします。 

②指定校選考〈会場：奈良保育学院〉 

・試 験 日 令和 4年 1月 22日（土） 

 午前 9時～午後 1時（予定） 

・試験科目 書類審査、国語総合試験（現代文のみ）、面接 

※①、②の両方を受験していただきます。 

●合格発表 令和 4年 1月 25日（火） 

※合格者には合格通知を発送します。 

●出願期間 令和 3年 10月 20日（水）～ 

令和 4年 1月 17日（月）まで 

      ※受付は午前 9時～午後 4時まで 

（郵送は締切日必着） 

●取り扱い  

扶育生採用願書、指定校入学願書および募集要項は白梅寮

にて取り扱います。郵送で願書を請求する場合は、返信用

切手 250円分を同封し、下記まで。 

【お問い合わせ】 

〒632‐0071 

奈良県天理市田井庄町 604番地 白梅寮 

天理教保育士育成委員会 

TEL 0743‐62‐3155 

 

■天理教手話研究室より 

手話通訳ひのきしん者養成講習会 

●日 時  

  〈前期〉立教 185年（令和 4年） 

2月 19日（土）9時 15分開講（9時受付開始） 

 ～20日（日） 解散 16時頃 

  〈後期〉立教 185年（令和 4年） 

3月 5日（土）9時 15分開講（9時受付開始） 

 ～6日（日） 解散 15時頃 

●会 場 社会福祉課 

●対 象 ようぼく 

※別席運び中の方もご受講いただけます 

●受講御供 前期・後期 各 1,000円 

●申込締切 2月 4日（金） 

      ※詳細は布教部ホームページをご覧ください。 

●申 込 メール、FAXまたはハガキに氏名（ふりがな）、

生年月日、性別、電話番号、住所、直属、所属

を記入の上、お送り頂くか、布教部ホームペー

ジよりお申し込みください。 

※電話でのお申し込みはできません。  

【申込・お問い合わせ】 

  手話研究室 事務局（社会福祉課内） 

  〒632‐8501 奈良県天理市三島町 1‐1 

  FAX（0743）63‐7266 

  TEL（0743）63‐6161（お問い合わせのみ） 

  Eメール：s h u w a @ t e nr i k y o . o r. j p  

 

■天理教点字文庫より 

点訳ひのきしん者養成講習会 

●日 時 

【初 級】2月 27日（日）9時（受付 8時 30分） 

～28日（月）15時 30分 

【初級以外】2月 27日（日）9時（受付 8時 30分） 

～28日（月）16時 30分 

        28日（月）9時～12時 点訳サロン 

                   （自由参加） 
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●会 場  社会福祉課 

●対 象 【初 級】 点字が初めての方 

      【初級以外】 （主に）天理教点字文庫の通信

教育受講者 

●受講御供 1,500円（27日、28日昼食代・教材費） 

●携 行 品 筆記具、点字器（初めての方にはお貸しいたし

ます）、『点訳のてびき』（持っている方） 

●申込締切 2月 12日 

●申 込 「社会福祉課 点訳講習会係」までご連絡くだ

さい。 

※コロナ感染拡大状況によっては、日程の変更やオンライン

での実施になる場合がございます。ご了承ください。 

 

■依存症たすけあいの会より 

「依存症基本講座」（2月）オンライン開催 

 依存症たすけあいの会では、現代の難渋の一つである依存

症に対して、依存症が病気であることや、正しい治療や対応

をすれば回復が見込めることなど、依存症の基礎知識や当事

者への関わり方、医療との連携、自助グループや家族会の活

用といった、おたすけに役立つ知識を学ぶため、『依存症 基

本講座』を開催します。 

 講師は、依存症たすけあいの会スタッフがつとめます。こ

の機会にぜひご受講ください。 

●日 時 2月 25日（金）14時～15時 

●会 場 オンライン（Zoom） 

●内 容 ギャンブル依存症 

●受講費 無料 

●締切日 開催日の 2日前 

●申 込 下記QRコードから申込専用ページにアクセスで

きます 

 

 

 

 

 

社会福祉課 

 〒632‐8501 天理市三島町 1‐1 

 TEL 0743‐63‐6161 

 FAX 0743‐63‐7266 


