
令和元年５月２２日

平成３０年度 真言宗豊山派越後宗務支所主催

青少年研修会

≪研修テーマ≫ ～やさしさを みんなに～

【日 時】平成３０年８月２１日（火）１０：００から

８月２２日（水） ３：４５まで

【会 場】燕市 国上寺 本堂

【参加者】研修生２７名 支所役員、指導員１８名 御山主１名

世話人、お勝手他９名

合計５５名

【研修内容】別紙参照

【決算報告】別紙参照



平成３０年度第３９回越後宗務支所青少年研修会

研修報告書

【研修テーマ】～やさしさをみんなに～

令和元年５月２２日

作成者 青少年部会長

平成３０年

６月１２日 臨時会議 於：金泉寺道場 ８名

６月１８日 第１回打ち合わせ会議 於：国上寺道場 ６名

７月２３日 第２回打ち合わせ会議 於：国上寺道場 ９名

８月２０日 前日準備 於：国上寺道場 １５名

８月２１日、２２日 青少年研修会 於：国上寺道場

研修生２７名、支所役員・指導員１８名、御山主、

世話人、御勝手、女子御風呂補助５名

講師等 4名 合計５５名

９月２７日～ 感想文集 DVD 配布 参加者、指導員へ

１１月８日 青少年研修会反省会 於：「喜京屋」 １２名

令和元年度第４０回越後宗務支所青少年研修会

研修計画

【研修テーマ】～やさしさをみんなに～

研修実施日：令和元年８月２３日、２４日

実施道場 ：華蔵院道場 高橋教正住職

５月９日 第１回打ち合わせ会議 於：華蔵院道場 ７名

７月５日 第２回打ち合わせ会議 於：華蔵院道場 ０名

８月２２日 前日準備 於：華蔵院道場 0 名

８月２３日、２４日 研修当日 於：華蔵院道場 0名

DVD 配布

青少年研修会反省会



平成３０年度第３９回越後宗務支所青少年研修会

反省会での意見・要望について

文集から DVD に変更しての改善点は・・・。

・写真が多くて、いい。

・ 1 件、DVD や PC がない家があった。

反省点と課題

①参加後の研修生、父兄等の反応

・バスが出てくれて、良かった。

②本年度の反省点や改善点、感想等

・食事について（食事全般・おやつ等）

・お粥では無い方がいい。

・そうめん流しは、状況におじて。

・法の灯の段取り等

・まきが短い。

・軽トラがあるといい。

・まきの配分をまちがえた。

・発心式について

・練習は、なくても良い。

・動画がほしい。

・外に出られない場合の対応について

・状況に応じて臨機応変に…。

・猛暑のため、帰った後も心配→保険をもう一日ふやしてみたは？

・アレルギー等、研修生への個別の対応について

・体調をくずす子もいたが、がんばっていた

・イチゴアイスがダメな子がいた

・熱中症対策用のアメ等があるといい



・来年度の会場寺について（担当：刈羽組）

・担当組は、早めに開場寺を決めていただきたい（4月頃）

・担当組は、積極的に子供集めをしていただきたい。

・担当組は、会場寺院選定だけではなく、準備・本番共に積極的に参加していただきたい。

・開催時期について

・会場寺院によって変更

その他

・今後の DVD 制作者を誰にするか。

・体操着は、いらない。

・音響設備を購入しては？

・ MD を MP3 化

・貸布団をやめて寝袋にしてみてはどうか？

また、その寝袋は参加者のお土産に・・・。
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平成 31年 3月 25目

真言宗豊山派越後宗務支所

青少年指導部会

吉田 俊洋

単位 :円
百

（ 目 予算額 決算額 増減 (△ ) 備 考

前年度繰越金 214。 ()72 214.072 0
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役員会議費 150.0〔)() 176.384 26.384 お茶代・反省会補助・宿泊補助

事 務 費 50.0()() 69.577 19、 577

備 品 費 150.000 22へ497 /))、 127、 503 医薬品J等
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予 備 費 164.072 O ∠ゝ 164.072

合  計 614,072 479、 458 △ 134,614

※l 今年度より、会議手当てが 2.500円 から3,000円 に値上げされました。
※2 今年度は、本番当日に交通費補助 として 53000円 支給 させていただき

ました。次年度については、支所 と相談 したいと思います。

収入合計    ¥ 6141072
支出合計____LJ″ ,458

残金

※次年度より会計鈴体制変更のため、布教費会計へ返去「。

次年度繰越金  ¥    o

査 _
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送料・ハガキ・インク・ラベルシール

※ 2



令和元年　青少年研修会予算（案）

令和元年５月２２日
青少年指導部会

吉田　俊洋

収入総額　　　　1,345,000円

支出総額　　　　1,345,000円

収入の部 ［単位：円］
項目 予算額 前年度予算額 付記

研修会参加費 125,000 0 5000円×25名分※1
宗派助成金 100,000 0 真言宗豊山派宗務所より

青少年研修会運営費 1,120,000 0 真言宗豊山派越後宗務支所、布教費より
合計 1,345,000 0

※1　過去5年間の参加者人数から平均を算出。

支出の部 ［単位：円］
項目 予算額 前年度予算額 付記

指導員日当 350,000 0
会議手当：3,000円※2　前日準備：3,000円※3
研修会当日：8,000×参加日数※4

会場寺勝手・役員日当 150,000 0
会議手当：3,000円※2　
研修会当日：8,000×参加日数※4

会場荘厳費 100,000 0 ※5
役員会議費 150,000 0 お茶代・反省会補助・宿泊補助
保険料 20,000 0
食費 140,000 0 4食分・水分・アイス・等

貸布団代 70,000 0
入浴代 20,000 0
事務費 80,000 0 資料発送・ハガキ・インク・ラベルシール
備品費 100,000 0 腕輪念珠・医薬品等
雑費 65,000 0 灯明料・備品管理費・バス代
予備費 100,000 0
合　　計 1,345,000 0

※2　昨年から会議手当てを2,500円から3,000円に変更しました。
※3　今年度より、前日準備手当てを2,500円から3,000円に変更します。
※4　今年度より、研修会当日手当てを1日5,000円から8,000円に変更します。
※5　昨年度より、会場荘厳費を50,000円から100,000円に変更しました。


