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おぢばからのメッセージ

立教171年12月26日

　本日は小雪混じりの寒風が吹き荒む中、おぢばには冬休みを迎えた子供達を始め大
勢の教友が寒さをいとわずお帰り下さり、立教171年の納めの月次祭が真柱様を芯に
陽気に勇んでつとめられました。　
　真柱様は祭文の中で、冒頭「今年はこの道にお引き寄せ頂いた一人一人のようぼく
が毎日の生活の中で御教えをしっかり実行し、陽気ぐらしが実践できるよう、心の向
きを親のお心に合わせて、思召に適うよう、自らが育つことを目指して通った一年で
ございました」とお述べになり、更に、本教が一派独立を果たして100年にあたる今
年、天理中学校・天理高等学校創立100周年、青年会創立90周年、一れつ会創立80周
年を迎えたこと等について触れられ、「施設や会の節目とが立て合う姿の中に、おか
け下さる果てしない親心とご慈愛を思い、結構に成人の道を歩ませていただくことが
出来ました」と御礼を申し上げられました。　
　祭典後の神殿講話は、深谷善太郎本部員がおつとめ下さいました。
　深谷先生は、まず稿本天理教教祖伝、おさしづ等を紐解きながら、飯降伊蔵先生の
お屋敷への真実の伏せ込みについてお話しになりました。
　また、ご自身の教会に於ける月次祭後のおさづけの取り次ぎによる数多くの不思議
なご守護について触れられ、更に、春季大祭、秋季大祭での真柱様のお言葉を台に、
よふぼくの使命について述べられました。
　そして、今の厳しい社会の中で変えるべきものは、私たちの生き方であり、物の豊
かさから心の豊かさへと人々の意識を変えていくためには、私たちよふぼくの働きか
けが肝心であるとお話下さいました。
　いよいよ年の瀬も押し迫り、明日をもって教庁も御用納めとなります。皆様方には
今年１年、それぞれの持ち場立場で、世界たすけの御用の上にご丹精下さいましたこ
と、心よりお礼申し上げますと共に、お互い一層の飛躍を誓い新年を迎えさせていた
だきたいと存じます。本年一年、誠に有り難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮森与一郎
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立教172年　新年ご挨拶

天理教ハワイ伝道庁長　浜田道仁

　明けましておめでとうございます。

　旧年中は伝道庁の諸活動の上にご協力くださり、誠に有り難うございました。親神様

・教祖のお導き、そして皆様方のお陰で順調に進めさせて頂くことができました。

　毎年いろいろな活動を行っていますが、それらを単に行事として消化するのではなく、

それらの活動を通して助け合い、心を一つにすることを学ばせていただく良い機会にさ

せていただきたいと思います。

　親神様は、人類創造の時から今も変わることなく、人間に陽気ぐらしを味わわせてや

りたいとお望みくださり、私たちもまた幸せでありたいと願っています。しかし社会の

現状は、その理想からかけ離れた姿が多く見られます。昨年から始まった金融危機と言

われる世界的な経済状況の原因は、ある特定の人々にのみあるのでなく、利益を受けた

人も、損失に苦しんだ人も、私たちみんなの心の中にある欲望の現れではないかと思い

ます。限りある資源を奪い合い、力のある者が勝利する考え方は、自分さえ良ければと

いう我が身可愛い心であり、そのような一人ひとりの心が暗雲のように固まって世界中

に広がっているのではないでしょうか。

　　一れつにあしきとゆうてないけれど

　　一寸のほこりがついたゆへなり　　　　　　　　　　　おふでさき　一 - ５３

とお教えくださいますように、ほこりの心は小さいものです。年を重ねていきますと、視

力が衰え小さい物が見えにくくなってきます。だからといって、心まで小さなほこりに

気づかずになるようでは、陽気ぐらしの世界にはなかなか到達できません。心の目は、

長く信心するほどに鋭くなってくるようでなければなりません。そのためには日々にお

つとめをしっかりつとめることであると思います。我が心の小さな動きにも気を遣い、

心を澄ませて親神様のお心を感じるようにならせていただきたいものです。

　一人ひとりの幸せも、世界中の平和も、心が澄むことによって成就されるものである

と思います。自分の心をしっかり見詰めて、少しでも親神様・教祖にお喜びいただける

よう、成人の道を心明るく勇んで歩ませていただきましょう。
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婦人会　　ハワイ婦人会主任　浜田まさよ

女子青年　ハワイ女子青年委員長　宮本テリー

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年中は婦人会活動の上に数々のお心寄を頂き、誠に有り難うございました。心よりお礼

申し上げます。

　婦人会創立百周年を一年数ヶ月後に迎える今、教えを基に先ず自らが育つ努力を忘れず、

後に続く人達をしっかりと育てさせて頂くという役割を改めて自覚して、これからの活動に

取り組んでいきたいと思っております。お与え頂いた女性の徳分を生かし、新たに掲げられ

た活動方針とスローガンを目標に、百周年に向けての様々な活動をより着実に、さらに活発

に進めさせて頂きましょう。そして一人でも多くの会員と共に、百周年総会に参加させて頂

きましょう。

　本年もどうぞよろしくお力添え下さいますようお願い申し上げます。

　　成人目標　「ひながたをたどり 陽気ぐらしの台となりましょう」

　　活動方針　「創立百周年を目指して 元をたずね 家庭の台 教会の台となりましょう」

 　　 　　  　一、教えを基に自らの信仰心を培う

　　　　　　   一、おつとめに心を込める

　　　　　　 　一、にをいがけ おたすけに励む

　　スローガン「一人の会員が一人の別席者のご守護を頂きましょう」

　
　2008年も皆様の支えにより、女子青年に素晴らしい一年となりました。諸行事での皆様の

ひのきしんにお礼申し上げます。

　計画中の2010年女子青年大会に向け、おぢばがえりの旅費を補填する為の募金活動を継続

していきます。伝道庁月次祭中のミニバザーやティーサービスのひのきしんに、奮ってご参

加下さい。新年最初の大イベントは、2月のこかん様につづく会です。

　庁長夫妻とアドバイザーの蘇リン会長、そしてすべての女子青年会員に篤く御礼申し上げ

ます。皆さんの親心とお導きを通して、私たちはひとつの会として機能しています。

　新年に入り、稲福ルイーズさんが女子青年委員長に就任します。実りある2009年に向けて、

皆様方の変わらぬご支援、ご鞭撻の程謹んでお願い申し上げます。皆様とご家族の、新年の

ご多幸とご健康をお祈り致しております。
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青年会　ハワイ青年会委員長　鈴木ダニエル

少年会　　少年会ハワイ団団長　中尾オーエン

　この機会に、青年会がハワイの天理教に於いて重要な役割を担っているということを皆さ

んに思い起こして頂きたいと思います。私達は天理教の諸行事に多くの体力的サポートを行

っていますが、木の伐採や机の運搬だけでなく、もっと多くのことを行っています。青年会

は、この美しいハワイのコミュニティーに天理教の教えを広める手助けをしています。もち

つき、清掃ひのきしん、伐採ひのきしん、天理教バザーやHUGSクリスマスパーティーのサポ

ート等、コミュニティーに映る形で行っています。友人を誘って一緒に参加すれば最高です

よ。 早起きをして、天理教の行事の手伝いに行くということは、ゆっくり眠ったり、友達と

外出したりすることよりもまったく馬鹿らしいこととお思いかもしれません。ですが終って

みれば、様々な面で有意義だったと思えるようになります。

　ハワイ青年会の委員長になって以来、私はどうすれば会員たちがもっと行事に参加してく

れるように、やる気をださせる方法を見つけようとしています。もっと彼らに電話をすれば

いいのでしょうか？もっと彼らの両親に電話をかければいいのでしょうか？もっと彼らの会

長さんに電話をかければいいのでしょうか？あるいは庁長先生に、会長さん達にもっと子供

達を行事に参加するよう促して下さいと、お願いすればいいのでしょうか？きっと、もっと

祈り、親神様にお願いして、庁長先生から会長さん達に、会長から親、親から子供に青年会

活動に参加するよう促してもらわなければならないでしょう。いずれにせよ、私のハワイ青

年会委員長の任期はもう一年残っており、どのような活動がよいのか最善を尽くしていきた

いと考えています。もしなにか提案がありましたら、どんなことでも聞かせてもらいたいと

思います。

　すべての教会関係の皆様の、私達青年会の行事への多大なるご協力に心から感謝致しま

す。素晴らしい青年会のみなさん、今年も一年がんばっていきましょう。家族と共に、健や

かに、信仰あふれる生活を！皆さんのご活躍をお祈りしています。

　皆様のご協力により、昨年も少年会は実り多く素晴らしい活動を行うことができましたこ

とを、スタッフを代表してお礼申し上げます。厳しい経済状況の中ですが、スタッフ一同一

生懸命取り組んでいきたいと存じます。家族、仕事そして教会といった関係の中にいらっし

ゃる方々には、以前と同様には貢献できないかもしれません。しかし我々少年会の必要性は

増しています。アロハバンドのおぢばがえり参加に向けて、引き続き皆様に募金活動へのご

協力をお願いすると共に、「子供達が精神・社会的に成長し、そして国際理解と発展をめざ

す手段として、是非少年会に参加し、陽気ぐらし世界を建設しよう」というメッセージを感

じ取って頂けたらと存じます。マハロ＆アロハ！
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　これの神床にお鎮まり下さいます親神天
理王命の御前にハワイ伝道庁長浜田道仁慎
んで申し上げます。
　親神様の果てしなく深い親心と厚き御守
護のまに／＼、日々恙なく結構にお連れ通
り頂き、届かぬながらも世界たすけのご用
に励ませて頂く中に、本日は早くも本年納
めの１２月月次祭を執り行う日柄となりま
した。この一年、親神様の思召に添わせて
頂けるよう一層の成人を目指してたすけ一
条のご用の上に励んで参りました。お陰様
にて月々の諸行事をはじめ各会の活動も順
調に実施でき無事にお連れ通り頂くことが
できましたご守護のほどは誠に有り難く勿
体ない限りでございます。この一年に賜り
ました数々の御恵みに御礼申し上げ、只今
よりおつとめ奉仕者一同心を合わせ座りつ
とめ・ておどりを陽気に勇んでつとめさせ
て頂きます。御前には今日一日を楽しみに
参り集いました道の兄弟姉妹が共々にみか

ぐらうたを唱和し日頃賜るご高恩に御礼申
し上げなおも変わらぬご守護にお縋りする
状をもご覧下さいまして親神様にもお勇み
下さいますようお願い申し上げます。
本年もあと僅かとなりましたが、来る２６
日から２９日まで親里セミナー中期を開催
させて頂きます。又年末の行事も滞りなく
つとめさせて頂きたいと存じます。
　私どもよふぼくは世上にお見せ頂く数々
の厳しい出来事の中に、世界中の人々の心
の立て替えをお急き込み下さる親神様の御
心を思い、自らの心の入れ替えを進め、こ
の世の真実の教えの道弘めにこれからも勇
んで歩ませて頂きたいと存じます。
　今年一年に賜りましたご高恩を重ねてお
礼申し上げるとともに、来たる年も変わり
なくお連れ通り下さり、人々が互いに助け
合い睦み合う陽気ずくめの世の状へと一日
も早くお導き下さいますよう一同と共に慎
んで御願い申し上げます。
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楽人

伝道庁1月大祭　

1月18日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

英語通訳：斉藤カーレン

龍　笛	 	 	 Ｔ.西村　　　Ｔ.岩田
篳　篥	 	 	 Ｍ.社本	　　　Ｄ.明本
　　　　　　	 Ｓ.中尾
鳳　笙	 	 	 Ｍ.ヒル		　
太　鼓	 	 Ａ.社本
鉦　鼓	 	 Ｃ.明本
鞨　鼓	 	 Ｓ.社本　

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊　稲福道興	 	
賛　者	 中尾スティーブン　
　　　　	 三国ウェスリー	 	
指図方	 中尾善宣	
献饌長	 美馬孝俊	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ.美馬	 Ｔ.井上
(男性)	 Ｙ.中尾	 M.稲福	 Ｗ.三国
	 Ｍ.社本	 Ｓ.中尾	 Ｓ.柿谷
てをどり	 庁長夫人	 Ｊ.山	 Ｓ.柿谷
(女性)	 M.柿谷	 Ｃ.明本	 Ｋ.金川
	 Ｔ.松川	 Ｃ.浜田	 Ｓ.中尾
笛	 N.浜田	 Ｓ.柿谷	 Ｄ.明本
チャンポン	 M.稲福	 Ｄ.川崎	 Ｍ.久尾
拍子木	 Ｒ.山	 Ｇ.明本	 Ｏ.中尾
太鼓	 Ｍ.岩田	 Ｍ.久尾	 Ｓ.社本
すりがね	 O.中尾	 Ｔ.井上	 Ｔ.美馬
小鼓	 Ｋ.三国	 Ｏ.中尾	 Ｋ.竹村
琴	 Ｅ.目黒	 Ｍ.岩田	 Ｒ.井上
三味線	 Ｍ.三国	 Ｔ.中尾	 Ｌ.井上
胡弓	 M.中島	 Ｋ.斉藤	 Ｎ.椎葉
地方	 Ｔ.西村	 Ｔ.一瀬	 Ｙ.宮内
	 Ｃ.斉藤	 Ｋ.竹村	 Ｔ.岩田

12月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　1月18日（日）　12：45～1：30　大祭祭典後
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12月月次祭祭典講話

ジョイアス布教所長　一瀬常徳

陽気ぐらし

　ただ今は、ハワイ伝道庁本年最後の月
次祭を陽気につとめさせていただき、親神
様、おやさまにもお喜びいただけたのでは
ないかと思います。本日の神殿講話では、
教典第十章「陽気ぐらし」についてお話し
させていただくようご命をいただいていま
すので、私の思いますところをお話しさせ
ていただきます。しばらくの間ご清聴くだ
さいますようお願いいたします。
　教典第十章「陽気ぐらし」に、

「親神は、陽気ぐらしを見て、共に楽しみたい
との思わくから、人間を創められた。されば、そ
の思召を実現するのが、人生の意義であり、
人類究極の目的である。」

とあります。また、皆様もすでに良くご承
知のおふでさきにも、

　　月日にわにんけんはじめかけたのわ

　　よふきゆさんがみたいゆへから		
					　　　（おふでさき第十四号２５）

とあります。
　私たちお道の信仰者は、「親神様が人
間世界を創られた目的は？」と問われる
と、どうでしょう、「それは陽気ぐらしだ
･･･」と答えるんじゃありませんか？「陽
気ぐらし」という答えがまるで打てば響く
ような速さで頭に浮かんでくるんじゃあり

ませんか？
　実は私は、この答えは必ずしも100点満
点の答えではないのではないか、と思うの
です。先ほど読みました教典の文章の一部
をもう一度読み直しますが、

　「親神は、陽気ぐらしを見て、共に楽しみた
　いとの思わくから･･･」

と書かれており、また、
	
　「･･･その思召を実現するのが、人生の意
　義であり、人類究極の目的である。」

と書かれています。
「陽気ぐらしを見て、共に楽しみたい･･･」
というのが親神様の思召であるということ
ですから、「陽気ぐらしを見て、共に楽し
みたい」という思召を実現するのが、私た
ち人間にとって、人生の意義であり、究極
の目的であるわけです。
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　であるにもかかわらず、私たちは、「陽
気ぐらし」だけを「人間世界創造の目的」
と取り上げて、「共に楽しみたい」という
部分を少し置き去りにしている傾向はない
だろうか、ということを私は申し上げたい
のです。
「陽気ぐらし」が私たち人間にとっての人
生の究極の目的であることは間違いないわ
けですが、親神様にとってはどうでしょう
か。親神様にとっての「究極」の目的は、
厳密に言うならば、「人間の陽気ぐらし」
ではなく、「共に楽しみたい」ということ
なのではないでしょうか。
　例えば、私たちが観光旅行に出かけたと
しましょう。「素晴らしい景色を見て楽し
みたい」と思い立って私たちが観光に行っ
た時、私たちの観光の「究極」の目的は、
「景色を見ること」ではなく、「楽しみた
い」ということになるのではありません
か？ですから、例えば、雨天のためその素
晴らしい景色が見られる場所へのツアーが
中止になったとしましょう。そんな時、「
仕方ないからウインドウショッピングでも
して楽しもうよ」ということになったにも
かかわらず、旅行から帰って来ると、「楽
しかったね･･･」と言うんじゃありません
か？「景色は見られなかったけど、楽しか
ったね･･･」というのは、「楽しもうという
目的が達成できて良かったね･･･」というこ
とを言ってるんじゃないでしょうか。
「陽気ぐらしを見て、共に楽しみたい･･･」
というのは、「神人和楽」と教えられてい
るところだと思いますが、「共に･･･」と
いう言葉の意味は、「人間の本当の幸せと
いうものは、人間が身勝手に考える幸福の
境地ではなくて、親神様の思召通りの生活

が本当の幸せなんだよ･･･」ということを
明確にする上から、「共に･･･」という言
葉を使ってお教えてくださったのではない
でしょうか。
　親神様は、私たち人間の親です。子供た
ちが可愛くて仕方ない、出来る子でも出来
ない子でも愛して止まない親なのです。私
は、おふでさきというものは、その1,711首
全部が、私たち人間に対する親神様の愛情
いっぱいの親心を表現されているものだ、
というように理解しています。その中で
も、例えば、
	
　いちれつのこともがかハいそれゆへに

　いろいろ心つくしきるなり	 	

	 　　　　　　		（四ー６３）

　こんな事なにをゆうやとみなのもの

　をもうであろふこどもかハいい	 	

　　　　　　　　　　（十一ー４７）

　

　月日にわどのようなものもわが子なり

　かわいばかりでみてハいれども	 	

　　　　　　　　　　（十二ー８８）

　せかいぢうわをやのたあにハみなこ共

　かわいあまりてなにをゆうやら	 	

　　　　　　　　　　（十四ー５２）

　このせかい高山にてもたにそこも

　をやのたにわこ共はかりや	 	

	 　　　　　　		（十四ー５３）

　一れつのこどもハかわいばかりなり

　とこにへたてわさらになけれど	 	

　　　　　　　　　　（十五ー６９）



　月日にハせかいちううのこどもわな

　かハいばかりをふもているから	 	

　　　　　　　　　　（十七ー４９）

などは、私たち人間に対する親神様の親とし
ての思いを具体的に表現されているおふでさ
きです。そればかりではなく、

　にんけんもこ共かわいであろうをがな

　それをふもをてしやんしてくれ	 	

　　　　　　　　　　（十四ー３４）

というおふでさきのように、親神様が私た
ち人間に対して抱かれる思いは、私たち人
間が、私たちの子供たちに対して抱く思い
と同じなんだ、とお教えくださっているの
です。
　このように、親神様は、親神様の子供で
ある私たち人間の質の善し悪しにかかわら
ず、出来不出来にかかわらず、出来る子で
も出来ない子でも、何の差別もなさらず
に、ただただ愛して止まない親なのです。
私たち人間が子供たちに対して抱く思いと
同じなんだよ、とお教えくださっているの
です。「陽気ぐらし」が実現されれば親神
様は「共に楽しむことができる」というこ
とは、そのように教えられているのですか
ら、間違いのないことです。が、しかし、
それは、「陽気ぐらし」が実現されなけれ
ば、親神様は「楽しめない」ということで
はないと私は思うのです。
　これを私たち人間の生活に当てはめてみ
ると、どうでしょうか？私たち親の願いと
いうものは、子供たちの成長や子供たち
の幸せだけではありませんか？子供の成

長を願い、子供の幸せを心から願う私たち
人間は、子供たちの成長という目的が達成
するまで、子供たちが本当に幸せになると
いう目的が達成できるまで、私たち親は喜
べないということなのでしょうか。私たち
人間の子供たちが、私たち親が望む目的を
達成するまで、私たち親は楽しめないとい
うことなのでしょうか。それまで、つまり
子供たちが親の目的を達成するまで、私た
ち親は、「ウーン、いつか楽しめる日が来
るまでじっと待ってやるぞ･･･」と腕を組
んで、ムッとして眺めている。することと
言えば、ただ叱ったり、躾けたりするだけ
でまったく楽しめない･･･。そんなことは
ありませんよね？いっぱい楽しませてもら
ってますよね、私たち親は･･･。それどこ
ろか「子どもたちは私たちの生き甲斐」と
言うほど、子供たちには充分楽しませても
らっていますよね。子供の成長は私たち親
の望むところです。「陽気ぐらし」は親神
様の望まれるところです。望むところでは
ありますが、子供がまだ成長していないか
らと言って、「俺は子供が成長するまでま
ったく楽しめない･･･」とか、「私は子供
が成長するまで、何の楽しみもない暗い生
活の連続です･･･」なんて親はいないでし
ょう。それと同じように、「陽気ぐらしの
世の中」が達成出来るまで決して楽しめな
い、と親神様は言っておられない、と私は
思うのです。
　であるならば、親神様も私たち人間が「
陽気ぐらし」という親神様が人間世界をお
創りになられた時の目的を達成するまで、
ただムッとして眺めておられるのではなく
て、私たち人間を叱咤したり、手入れした
りするだけではなくて、出来ても出来なく
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ても、いつまで経っても成人の行き届かな
い私たちではあっても、私たちの暮らしを
眺めながら「楽しんで」おられるのではな
いか、と思うのです。
　親ごころいっぱいの親神様は、私たち人
間の母親であるいざなみのみこと様が、「
にっこり笑うて身を隠された･･･」という
表現をもって、「人間の成長途中をも楽し
まれる親神様」を表現されたのではないか
と、私は解釈しています。「陽気ぐらしを
見て、共に楽しみたい･･･」という親神様
の思召は、親神様と人間の関係の「究極」
の状況を表現しているのであって、「陽気
ぐらしが実現されなければ、親神様は楽し
めない」と言っているのではない、と私は
思うのです。
　「陽気ぐらし」を実現することは、親神
様に「共にお楽しみいただく」ための必須
事項ですから、「陽気ぐらし」を「人間究
極の目的」と位置付けても間違いはありま
せん。間違いはないとは思いますが、余り
にも大上段に構えすぎて、この「人間究極
の目的」が余りにも実現し難いことで、余
りにも現実離れしすぎていて、まるで「絵
に描いた餅」のようになってはいません
か？「それは分かっているけど、陽気ぐら
しの実現なんて到底無理だ･･･」と、言葉
だけの教理にしてしまっていませんか？棚
の上に押し上げているだけならまだしも、
よもや、「私がいつまでも成人しないから
だ･･･」とか、「私のいんねんが深いから
だ･･･」とか勝手に思い込んで、心を暗く
してはいませんか？心をいずませてはいま
せんか？
　教典第十章に、
「明るく勇んだ心、それは陽気な心である。この

陽気な心で日々を送るところに、真の幸福が
あり、生き甲斐がある。いか程長く道をたどって
も、心が勇まずに、いずんでいては、親神の心
にかなわぬ。親神の守護のままに、日々、喜
びと楽しみの中に生活す（くらす）のが、人の
世のこの上ない味である。」

とあります。「日々、喜びと楽しみの中に
生活す（くらす）のが、人の世のこの上な
い味である。」とあります。
　子供が楽しそうにしていれば、それを見
ているだけで楽しいですよね？見ているだ
けなのに私たち親もすっかり楽しんでます
よね。子供がニコニコ喜んでいるのを見て
いるだけで、気が付くと私たち親の顔まで
ニコニコ、笑顔になっているもんです。教
典第十章には、さらに、

 　「･･･陽気ぐらしとは楽しみづくめの生
　活（くらし）である。」

とあります。ということは、「楽しみづく
め」が「陽気ぐらし」なんだ、ということ
になります。であるならば、楽しみがなけ
れば、陽気ぐらしは実現できない、という
ことになります。「陽気ぐらしが実現した
ら楽しめる」というのではなくて、「楽し
み」でいっぱいになったら「陽気ぐらし」
が具現化されている、ということになると
いう意味じゃありませんか？同じことを言
っているように思えるかも知れませんが、
この解釈の転換が、教理を理解する上で、
そして私たちが毎日を通らせていただく上
で、実に大きな意味を持つ、と私は思いま
す。
　お道のお話を聞かせていただいていて
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も、「楽しみ」とか「楽しむ」というお話
はあまり聞かないように思いますが、皆さ
んはどう思われますか？「ありがたい･･･」
とか「もったいない･･･」、「お陰さまで
･･･」、「結構に･･･」とかいう言葉や表現
は頻繁に聞きますが、「嬉しい･･･」とい
う言葉や、「楽しい」という言葉はあまり
聞かないんじゃありませんか？
　おさしづは、「補遺」を含めると全部
で七巻あります。明治二十年一月四日か
ら明治四十年六月九日までのおさしづは
5,200以上にも及びます。この数は「教会
事情のおさしづ」を除いた数です。おさ
しづは、私たちの身上や事情などに関し
て、より具体的に真理をお説きくださっ
ている原典ですが、本当に膨大な数のお
さしづを私たちにお残しくださっていま
す。このおさしづの中に、「楽しみ無くば
ならん。」とか、「案じると楽しみの理が
薄うなる。」とか、「身上不足ではどんな
事何の楽しみあらせんで。」、「楽しみ見
にゃなろうまい。」、「皆楽しみ持たさに
ゃならん。」、「楽しみという理を抑えば
道が遅なる。」、「何も案じる事はありゃ
せんで。よう楽しめ楽しめ。」などなど、
おさしづの中に「楽しみ」という言葉がた
くさん出てきます。調べてみましたら「楽
しみ」という言葉は1,367回出てきます。
「楽しみ」という言葉だけではなく、「楽
しめ」とか「楽しむ」とかいう言葉も出て
きますので、今度は「楽し」という言葉で
調べてみると、「楽し」という言葉は何と
1,872回も出てきます。おさしづの中でこ
れほど多く使われている言葉、「楽しみ」
や「楽しめ」という言葉がお道のお話では
あまり聞かないというのは、ちょっと不思

議だなあ、と思うのです。
　おさしづは、それが大和言葉で語られて
いることや、その数が余りにも膨大である
こと、そしてその「時と人と場所と状況」
に合わせて下されたお言葉であることなど
から、翻訳どころか、解釈すらし難いもの
が大半で、私など成人の行き届かない者に
は、ただ「神様の大切なお言葉であること
だけは分かっているが、誠に難解である
･･･」としか言いようがありません。しか
しながらこの「楽しみ」というお言葉が、
余りにも頻繁に語られていることだけは私
も否応なしに気がつきました。
　そこで教典第十章「陽気ぐらし」を調べ
てみましたところ、そこには「楽しさ」と
か、「楽しみ」という言葉が11回も出て
います。やはり、お道の教理から置き去り
にされたいたのではなく、私が気がついて
いなかっただけだ、ということが分かりま
した。
　「陽気ぐらしの実現」という、私たち人
間にとってのこの究極の目的ばかりが、ま
るでスローガンのように頭にも心にも沁み
通り過ぎていて、親神様、おやさまにとっ
ての「究極の思召」にまで心を馳せること
ができなかったのではないかと思っていま
す。
　教典が、第十章「陽気ぐらし」で締めく
くられていますように、人間の生活の究極
の目的が「陽気ぐらし」であることは疑い
の余地もないことです。しかしながら、こ
の「究極の目的」を余りにも大上段に構え
すぎて、今日の楽しみ、今日の幸せ、今日
の喜び、今日の嬉しさを感じることの大切
さをよもや忘れてしまっているのではない
か、と自問自答しているこの頃なのです。
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「いつも難しい顔をしてる奴が何を言って
るんだ･･･」と言われそうですが、その実私
は毎日結構楽しんでるんです。これからは
楽しさや嬉しさをもっとうまく、そしても
っと素直に表現できるようにならなければ
いけないな、とは私は思っています。
　子供たちを見て私たちが感じるように、
私たちが「嬉しい！」と思った時、それを
ご覧になって親神様もおやさまもニコッと
されている。私たちが「楽しい！」と感
じる瞬間は、親神様もおやさまも「楽し
い！」と感じてくださっているのではない
でしょうか。私たちの毎日の生活を、この
「嬉しい」思いや「楽しい」思いでいっぱ
いにした時、つまり「嬉しいづくめ」、「
楽しみづくめ」になった時、それが「陽気
ぐらし」だと教典ではっきりとお教えくだ
さっています。
　天理教の教会へ行くようになった家族
が、この頃は今までよりもっと手放しで喜
び、もっと大きな声で笑い、もっと素直に
「楽しい！」と叫ぶようになった。このよ
うな喜び方や、笑い方、楽しみ方はインフ
ルエンザよりもっと早く、そしてもっと確
実に伝染するものなのではないだろうか、
と私は考えています。
　そして、教典第十章に、

　「陽気ぐらしは、他の人々と共に喜び、共に
　楽しむところに現れる。」

とありますが、他の人々に伝染する「嬉し
さ」や「楽しさ」というものは、その大半
がすでに他の人々と共有できる「喜び」や
「楽しさ」であり、つまり、「他の人々と
共に喜び、共に楽しむ」という「喜び」や

「楽しみ」なんだろう、と思うのです。我
が身勝手な「喜び」や「楽しさ」はもとも
と伝染しないものなのではないか、とも思
っています。他人（ひと）の笑いや楽しさ
というものの伝染力は本当に強いもんで、
正直なところ、うっかり「ワハハ･･･」と
一緒になって笑ってしまった後、「アー、
本当は笑っている場合じゃなかったんだ
･･･」とか、「一緒になって楽しんでるば
かりじゃ駄目なんだ。言うことは言ってお
かないと･･･」などと思った経験は、皆さ
んにもあるんじゃありませんか？
　子供たちに対しても、諌めなければなら
ないところは諌めなければいけないわけで
すが、諌めることばかりに気が行ってしま
って、喜んだり楽しんだりすることを忘れ
がちになってはいないか、という反省をす
るのも大切なことだと思います。
　簡単な例ですが、例えば、いつも70点ぐ
らいの成績の子供が、ある日学校から帰っ
てきて、「見て、見て！90点取ったよ！」
と嬉しくて、飛び跳ねながら答案用紙を見
せる。すると、台所で大根をきざんでいた
お母さんが、「良かったね･･･。でも、90点
取れるなら、今度は100点満点を取らなき
ゃね･･･。」と反応してしまう。心では「良
かった･･･」と思っているのに、本当に「嬉
しい」と思っているのに、口から出る言葉
は、ただ「良かったね･･･」の一言だけで
終わってしまう。これでは、子供の側から
すれば、「今度は100点満点を取りなさい
･･･」という親の言葉だけが頭に残り、「何
だ、折角いい点を取ってきたのに、喜んで
くれないのか･･･」という受け取り方になっ
てしまうんじゃありませんか？「鉄は熱い
うちに打て」という諺を、私たちはよく自

12



分勝手な解釈で使っているように私は思う
んです。このタイプの「鉄」は、つまり「
90点取ったよ！」という「喜び」は、24時
間くらい「熱い」ままで置いておいた方が
もっと良く打てる「鉄」なのではないでし
ょうか。つまり、「すごいね･･･良かったね
･･･」と子供を抱き上げて、一緒に飛び跳ね
て喜んだら、本当はもっといいんじゃない
でしょうか。しっかり喜びに浸り、子供と
共に嬉しさを充分味わう。この「楽しい」
思いが「心を勇ませる」原動力になり、親
の心にも子供の心にも明るさが満ち溢れる
結果に繋がるのではないでしょうか。「今
度は100点満点ね･･･」という「熱いうち
に打つ」言葉は、次の日の夕方ぐらいまで
待っても十分間に合うでしょう。いや、間
に合うどころか、その方がずっと効果的に
「打つ」ことになるはずです。
　母親と子供が飛び跳ねて喜んでいるとこ
ろへ、父親が「ただいま･･･」と帰って来
る。妻と子供の嬉しそうな顔を見て、今日
は余り良い仕事が出来なかった･･･と少々
憂鬱な気持ちで帰って来た父親の顔に妻と
子供の笑顔が伝染する。反対に父親の憂鬱
な顔が妻や子供に伝染しないといいのです
けどね･･･。まあ、今日は笑顔が伝染したこ

とにしておきましょう。笑顔が伝染して、
一緒になって飛び跳ねて喜ぶ父親の様子を
見て、少し真顔になりかけていた母親と子
供の顔に、また新たな笑顔が浮かぶ。これ
が「家族の楽しみづくめ」となり、この笑
顔が地域の人たちに伝染して「地域社会の
楽しみづくめ」になり、やがては「世界中
の楽しみづくめ」に広がる。これこそが「
陽気ぐらし」を具現化するものであり、待
ち望んでおられる親神様、おやさまに「共
にお楽しみいただく」ことができる究極の
境地なのではないかと思います。
　親神様、おやさまにとっての究極の思召
は、「共に楽しみたい」ということです。
そのような親神様、おやさまに、「私たち
が、人間の究極の目的である陽気ぐらしを
実現するまで、お楽しみになるのはもうし
ばらくお待ちください」などとお願いした
り、お詫びしたりするのではなくて、今
日、今から「嬉しさ」や「喜び」、「楽し
さ」をもっと素直に表現して、もっと浸
って、笑いの絶えない家庭にして、笑い
の絶えない教会、伝道庁にして、親神様、
おやさまにも一緒に楽しんでいただきまし
ょう。実のところ、これこそが「陽気ぐら
し」を実現する唯一の道ではないか、と私
は考えています。「どうしたらにをいがか
かるんだろうか･･･」とか、「どうやったら
信者さんが喜んでくれるんだろうか･･･」な
どと、考えたり悩んだりするよりも、私た
ち自身が「嬉しさ」、「喜び」、そして「
楽しさ」にもっと素直に、もっと浸れるよ
うになることが、「陽気ぐらし」を実現す
る道ではないかと思います。
　ご清聴ありがとうございました。
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日　時　：2月20日(土)、21日(日)＊1泊2日

集合時間：20日午前9時15分

集合場所：台壇教会

参加御供：＄5

内　容　
　・20日：スピーチ、女鳴物練習（調弦を主とする）、おてふりまなび、
　　　　　ミーティング（にをいがけ、	2010年おぢばで開催の女子青年
　　　　　 大会について)
　・21日：台壇教会月次祭参拝

女子青年・こかん様に続く会女子青年・こかん様に続く会

　11月10日から13日まで、ハワイ伝道庁
において翻訳会議が開催され、深谷善和先
生の「お道のことば」の英訳が検討され
た。海外部翻訳課から岡本正彦部員とロイ
・フォーブス部員が、また米本土からは、
岡崎マーロン先生、森下二郎先生、野路ロ
ビン先生、そして丹羽ハミルトン先生が来
庁された。ハワイ翻訳委員会からは8名が
参加した。	
　10、11の両日は会議と夕づとめ終了後
に、英語で歌って踊れるみかぐらうた検討
会が行われた。厳しいスケジュールの中で
はあったが、四下り目までが完了した。食
事や様々な面で協力した伝道庁、各教会に
翻訳委員会よりお礼の言葉があった。

翻訳会議の様子(上)と
参加者一同の記念撮影(下)
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－少年会－鼓笛合宿

　２００８年アロハバンドキャンプが１１月
２９日、３０日に行われました。今回も鼓笛
練習の他、なりもの練習、教話、スポーツタ
イムそして、映画鑑賞など盛りだくさんの内
容の合宿練習となりました。また、２日目か
らはポンポン隊も参加し合同マーチング練習
やゲームなどを楽しんで今回のバンドキャン
プが終わりました。本年はいよいよ夏のおぢ
ばで演奏をします。皆さんのサポートをよろ
しくお願いします。　

最後に神殿前で記念撮影

アロハバンド・ポンポン隊合同でマーチング練習

15



16

第35回ホノルルマラソン

　12月14日（日）、毎年恒例のホノルルマラ
ソンが開催され、ハワイ教友の中からは計8名
が参加した。
　今年で36回目を迎えたこの大会には、毎年
の様にハワイ教友が参加。それぞれが精一杯
の力を出し切り、42.195kmを見事に完走し
ている。

前田　英俊	 　　　	 3時間36分41秒

森　央　　　　　	 4時間30分29秒

タケダ　アーロン		 5時間31分21秒

タケダ　ジェニファー	 5時間31分21秒

稲福　ルイーズ	 	 5時間53分38秒

岡田　ジェファソン	 7時間31分11秒

ソルトマン　セツミ	 8時間18分43秒

稲福　シェリーアン										8時間47分16秒

完走者タイム一覧

ハワイ・アメリカからの参加者と、

海外部スタッフとの記念撮影

ＨＡＲＰ研修

　2011年ハワイ・コンベンションへの展望
と、2006年天理フォーラムと次なる柱とし
て、このたびハワイ・コンベンション協議会
から、3名がHARP（ハート・アウェイキング
・レクリエイショナル・プログラム、通称ハー
プセミナー）研修に参加する機会を得た。川崎
カイルさん、桧垣ダニエルさん、そして井上ト
ゥリナさんが、サンクスギビングを含む三日間
を、天理教学生会主催のHARP研修参加者とし
ておやさとで過ごした。
　ハープ研修は、グループワークで行うレク
リエーションを通して高校生・大学生を育成
するために考案されたものである。一見した
だけでは、ゲーム等の楽しい活動を通して参
加者達みんなが笑顔で楽しんでいただけであ
った。しかしながら、参加者達はエクササイ
ズや諸活動を通して互いの理解とその重要性
を深めていった。
　ハープ研修はひとつの指導方法と見なすこと
ができるだろう。昨年同研修に参加したデービ
ッド井上さんは、「指導者の方全員が、ハープ

研修に参加するべきだと思います。」と述べて
いる。彼は、彼の指導する英語のクラスで高校
生から中高年の警察官に至るまで、ハープで学
んだ方法を用いて指導を行っている。
　今回ハープ研修に参加し、私達が学んだこと
を2011年のハワイ・コンベンションにむけて
大いに活用して信仰心を再び燃やし、またそれ
を信仰の中に活かすことによって、私達と同様
に他者を育成していけることを願う。
　



おやさと練成会中期

　　12月26日（水）から29日（土）まで、伝
道庁に於いておやさと練成会中期コースが開催
され、若き管内教友3名が受講した。昨夏にお
ぢばで開催された前期コースを修了した受講生
たちは、更なる教理の研鑽、実践に真剣な眼差
しで取り組んだ。尚、スタッフとして海外部北
米・オセアニア課の松井智春氏が来庁、またカ
ウンセラーは美馬ブレインさん（越乃國・越乃
國ハワイ）がつとめた。

中期修了生
柿谷　ライアン　（高知・高知誠）

椎葉　ティモシー（中和・カイルアコナ）

久尾　スィンシア（本島・マウイ）

自分たちの家の信仰について語る

真剣におてふり練習に励む受講生
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HUGSクリスマスパーティー

　12月20日（土）午後4時より、天理文化セ
ンターに於いて、恒例のHUGSクリスマス・
パーティーが開催され、参加者290名、ひの
きしん75名と、その他関係者を含む300名以
上が集まった。
　身体に障害、又難病を持つ子供達の家族を
支援するボランティア団体HUGSのクリスマ
ス・パーティーには、オアフ島のみならず、
カウアイ島、マウイ島等の他島からも多数の
関係者が集結。
　天理文化センターで開催されるのは今回が
3回目で、当日はハワイ管内の多くの教友が会

場に集い、駐車場の誘導や食事の準備など、パ
ーティーのお手伝いをさせて頂いた。　

ひのきしんを通して地域への貢献
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伝道庁年末大掃除

　12月26日（金）伝道庁遥拝式後、年末大掃
除が行われた。管内教友と伝道庁スタッフによ
って、それぞれが神殿上段、参拝場、階下ホー
ル、レインボー・ハレの清掃が行われた。
　尚、28日（日）の夜にはお社の清掃が行わ
れた。

ハワイ天理柔道ハワイ天理柔道

練習日：毎週月曜、水曜、金曜、土曜日

練習時間

　・月曜、水曜、金曜：

　　　　　午後5時30分～8時30分

　　　　（午後5時30分～6時30分は初心者クラス）

　・土曜：午前9時～11時（全体総合練習）

新たな参加者をお待ちしております。入会申し込み等のお問い

合わせにつきましては、岩田メルヴィン（808-537-4852）まで

ご連絡下さい。　

　

伝 道 庁 連 絡
日本文化センター餅つき

1月11日（日）、日本文化センターで開催される新年会にて餅つきをします。午前10時半、午後
12時、1時半の3回に分けて行います。多くの方のご参加をお願い致します。



日本文化センターもちつき

元旦祭

立教171年・ハワイ管内の歩み

婦人会新年会

少年会リーダーズキャンプ

道の後継者講習会
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少年会総会

女子青年こかん様につづく会 教校学園ハワイ研修

婦人会教祖御誕生お祝い演奏会

全教一斉ひのきしんデー少年会教祖御誕生お祝い行事



伝道庁月次祭

全教一斉にをいがけデー

アロハバンド・ヤードセールハワイ修養会

天理教バザー
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青年会・婦人会・女子青年合同総会



アロハバンド練習 女子青年ひのきしん

青年会創立90周年　躍進の集いマウイ・カウンティーフェアー

餅つき

翻訳会議少年会

ハロウィーン・ユニセフ募金活動
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少年会だより

■募金活動
ビアード・パパのシュークリームを購入
し、少年会の募金活動を援助して下さっ
た皆さんにお礼申し上げます。まだチ
ケットは少し残っています。6個10$で
小売価格より2$引きです。教会、布教
所、また個人でもどんどんお買い求め下
さい。ご入り用の方は、伝道庁の宮内ル
ミさんまでご連絡下さい。

■リーダーズキャンプと
　新年公園清掃・ＢＢＱのお知らせ

毎年恒例のリーダーズキャンプが1月24日
午前9：30から、ＢＢＱピクニック後の午
後1：30まで伝道庁で開催されます。キャ
ンプ参加お供えは、11歳以上は一人10$で
す。高校卒業以上の方も、スタッフとして
どんどん参加して下さい。
新年公園清掃とＢＢＱピクニックは教会メ
ンバー、その友人や関係者ならどなたでも
ご参加頂けます。午前9時に伝道庁に集合し
てお願いづとめをするか、あるいは、10時
頃に直接モイリイリスタジアム公園のサウ
ス・キングストリート沿いに集合して下さ
い。無料です。
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立教172年の新年、明けましておめでと
うございます。いよいよ今年は婦人会創
立百周年に向かっての仕上げの年となり
ました。後ろを見て悔やまず、前を見て
心配せずに、今生かされているこの時を
楽しんで、今年も一年心の成人を目指し
て通らせて頂きましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　1月10日（土）		 9：30-10：30

■新年会

　1月12日（月）	　　　		10：00ｰ

・講話（庁長先生）

・新年会（ゲーム、食事、etc）

■女鳴物練習

　1月13日（火）	 　			9：00-

■Women’s Support Network
　25日（日）の少年会の新年会にご参加下
　さい。

☆1月大祭の直会当番は本島グループです。
　よろしくお願い致します。

婦人会だより

★ 天 理 教 婦 人 会 創 立 1 0 0 周 年
　 　 　 　 第 9 2 回 総 会
　　　　立教173年(2010年)
　　　　4月19日(月)
　　　　午前10時　本部中庭

■アロハバンド

アロハバンドとポンポン隊の練習は現
在、月に2回第2、第3日曜日の午後1時
半から伝道庁で行われています。



■月例ミーティング

次回の青年会ミーティングは、1月
14日（水）午後7時半からレインボー
・ハレで行います。

青年会だより
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■餅つきひのきしん

後日、連絡させて頂きます。よろしく
お願いいたします。

■月例ひのきしん
今月のひのきしんに関しては、後日ご
連絡させて頂きます。

女子青年だより
■ひのきしん者募集
毎月伝道庁月次祭後に実施している女子
青年ミニバザーのお手伝いを募集してい
ます。また、ドリンクテーブル準備と、
お茶接待のひのきしんも募集していま
す。もし焼き菓子を寄付して下さる方
や、昼食時間にひのきしんが可能な方
は、宮本テリー(387-1871)までご連絡
下さい。

■HUGSクリスマスパーティー
HUGSクリスマス・パーティーの運営を
お手伝い頂いた皆さんありがとうござ
いました、成功裏に終えることが出来
ました。女子青年は過去数年間、まと
め役の井上トゥリナさんの手助けを得
てこのイベントをサポートしています
が、今回もよいものとなりました。み
なさんどうもありがとう、次のイベン
トでお会いしましょう。

■こかん様に続く会
2009年のこかん様につづく会は、2月
20(金)・21日(土)に予定されています。
一泊して様々なイベントを行います。
ぜひ週末の予定をあけて、セミナーに
ご参加下さい。伝道庁月次祭後のバザ
ーのテーブルで、参加予約を受け付け
ております。

■女子青年・アロハバンド
　　　　　　合同ガレージ・セール
本年3月29日に、女子青年とアロハバン
ド共催でガレージセールを行います。寄
付品集めや、前日の準備そしてセール、
当日のひのきしんを募集しています。ガ
レージセールの収益で、アロハバンドの
おぢばがえりとおやさとパレード出演を
応援したいと思います。また、2010年
女子青年大会の旅費を補填したいと思
います。お手伝い頂ける方は、宮本テリ
ー(terrim@servco.com)までお知らせ下さ
い。よろしくお願い致します。
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数日前、突然友人から夕食の誘いを受けました。彼はステーキと
カニをもっていると言っていて、私は素晴らしい仲間と食材を断
ることなんて出来ませんでした。嬉しいことに、彼は私に調理さ
せてくれたのです。レシピは彼のものでしたが、私にとって料理

法を研究するチャンスになりました。彼はさいの目に切ってパックしたバターナッ
ツスカッシュ・カボチャをいくつか用意していて、これですごく美味しい料理を作
れるのだと言いました。大胆にも今月はそのレシピを皆さんとシェアしようと思う
のですが、それだけこのレシピが気に入りました。とっても甘くて、パックしてお
けば私たちの大好きな甘い香りが休日にも楽しめますよ。とっても簡単で、お客さ
んにも喜ばれるでしょう！私にとって休日は新しいレシピと出会う為の楽しい時間
でもあります。どうぞ皆さんもこのレシピをお試し下さい！

食いしん坊レシピ

材料

バタースカッシュ・カボチャ　　　　1包み

バター　　　　　　　　　　　　　　2スティック(約230ｇ)

ブラウンシュガー　　　　　　　　　お好みで

バタースカッシュ・ディライト

作り方

１．もし生のカボチャを使うのであれば、皮をむいて食べやすいサイ

　　ズにさいのめ切りします。

２．ソテー用のフライパンでバターを溶かします。溶けたところに、

　　かぼちゃを加えます。かぼちゃが柔らかくなるまでソテーしま　

　　す。

３．かぼちゃが柔らかくなったら、ブラウンシュガーをお好みでふり

　　かけます。かぼちゃが崩れないようにやさしく混ぜれば、出来上

　　がりです。

2007年度ハワイ伝道庁活動計画（6月～12月）



行事報告1月予定
1月
	 1日（木）・元旦祭
	 3日（土）・プリンセスカイウラニホテル餅つき
	 5日（月）・婦人会委員会
	 7日（水）・布教の家1月大祭
　　　	 ・三会会議
	 6日（火）・コミュニティーひのきしんデー
	 8日（木）・まこと/オリジンズ編集会議
10日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
11日（日）	・日本文化センター餅つき
12日（月）	・婦人会初例会・新年会
	 ・フューチャーパスタスクフォース
13日（火）・婦人会鳴物練習
	 ・主事会準備会
	 ・布教・育成委員会
14日（水）・青年会会議
15日（木）	・少年会会議
16日（金）・歌って踊れるみかぐらうた会議
17日（土）	・主事会/夕づとめ午後6時より
18日（日）・伝道庁1月大祭
	 ・教会長布教所長会議
	 ・アロハバンド練習
19日（月）	・月例にをいがけデー
	 ・庁長夫妻帰本
24日（土）・少年会リーダーズキャンプ
	 　（～25日）
25日（日）・少年会新年会
26日（月）	・本部春季大祭遙拝式
	 ・おてふり・鳴り物練習
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12月
	 1日（月）・婦人会委員会
	 2日（火）	・月例コミュニティーひのきしん
	 3日（水）	・三会会議
	 4日（木）	・布教の家月次祭
	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
		8日（月）	・婦人会例会
	 ・フューチャーパスタスクフォース
		9日（火）	・布教・育成委員会
10日（水）・青年会会議
13日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
16日（火）・婦人会鳴物練習
18日（木）・少年会会議
19日（金）・海外部北米オセアニア課
	 　松井知晴課員来庁
20日（土）・婦人会ＴＣＣひのきしん
	 ・主事会/夕づとめ午後6時より
21日（日）・伝道庁月次祭
	 ・教会長布教所長会議
	 ・アロハバンド練習
22日（月）・月例にをいがけデー
	 ・ＪＡＬ餅つき
26日（金）・遙拝式
	 ・年末大掃除
	 ・おやさとセミナー中期開講
28日（日）・お社掃除
29日（月）・おやさとセミナー中期閉講
30日（火）・伝道庁餅つき/松井課員帰本

2007年度ハワイ伝道庁活動計画（6月～12月）



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

Phone : (808)595-6523  Fax : (808)595-7748
E-mail : dendocho@tenrikyo-hawaii.com

少年会リーダーズ・キャンプ＆新年会

日　程：1月24日（土）、25日（日）

時　間：24日午前10時、25日午前9時（両日）

場　所：伝道庁

対　象

　・リーダーズ・キャンプ：11歳～18歳

　・清掃活動、新年会：全会員

＊1月18日迄、リーダーズ・キャンプ参加費は８＄です。それ以降

は、１０＄となります。27日は伝道庁にてお願いづとめをしてか

ら、モイリイリスタジアム公園にて清掃活動と、新年バーベキュー

パーティーを行います。家族、友人をお誘いの上、挙って御参加下

さい。


