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おぢばからのメッセージ

立教172年1月26日

　親里は寒気ことのほか厳しい毎日が続いておりますが、寒さを厭わずお帰り下さ
れた大勢の教友の方々と共に、教祖のご苦労を偲ばせて頂きながら、立教172年の
春季大祭を真柱様を芯に一手一つにつとめさせて頂きました。　
　真柱様は祭文の中で、様々な問題を抱える世情の姿を見るにつけ、この道を歩む
よふぼく一同は、今日の日に改めて、広くさづけの理の戴ける道へとお導き下され
たお心に思いを致し、信念を持って御教えを実践し、一手一つに力を合わせ、陽気
ぐらし世界建設の用材として真実の限りを尽くし切る決心をお述べになり、一れつ
が兄弟姉妹として助け合う陽気づくめの世の様に一日も早く生まれ変わらせて頂け
ますようにと祈願されました。　
　祭典に引き続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。真柱様は、まず春季大祭
の意義について、教祖が現身を隠された日を振り返られながらお話しになり、教祖
がご自身の身上を通してまでお仕込み下されたのは、おつとめをつとめることの大
切さと、神一条の精神に立ちきることであると述べられました。
　また、今年は婦人会・青年会・少年会の三会共同による、「家族ぐるみで教会に
参拝しましょう」という提唱がなされてから20年になることに触れられ、教えを末
代かけて伝え、広め、深める上で家族揃っての教会参拝が欠かせないということを
諄々とお諭し下さいました。
　最後に、昨今の不安な世相を振り返られ、その中でも変わらぬ親神様のご守護に
目を向けて、心をいずませている人々に心の向きを変えてもらえるよう手助けする
のが私たちの役割であると呼びかけられました。詳しくは天理時報、みちのともを
ご熟読下さい。
　尚、本日の春季大祭には海外より韓国、台湾、アメリカ、ハワイ、ブラジル、オ
ーストラリアなどから約120名の方々がお帰り下さり、祭文奏上並びに神殿講話の
同時通訳は英語、中国語（北京語）、韓国語、ポルトガル語の４言語で行われまし
た。併せてご報告申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 	 	 	 	 	 	 					 海外部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				宮森与一郎
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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。
　親神様には、陽気ぐらしを楽しみに、この
世と人間をお創り下されてより、永の年月、
並々ならぬご丹精を頂いてお育て下さり、旬
刻限の到来と共に、教祖をやしろに、この世
の表にお現れ下されて、よろづいさいの元の
真実を明かし、つとめを教え、自由の守護を
見せて、一列を陽気ぐらしへとお導き下さい
ます御慈愛の程は、まことに有り難く勿体な
い極みでございます。私どもは、日々御高恩
に御礼申し上げ、尚もご恩報じを念じて、勇
んで神一条の道に励ませて頂いております中
に、本日は当伝道庁の春の大祭を執り行う日
柄を迎えさせて頂きました。この月は、教祖
が世界中の人間を一日も早くたすけ上げたい
とのお心より１１５才の定命を２５年縮め、
存命のお働きをもって世界だすけに踏み出さ
れた元一日に縁ある月でございますので、篤
き親心に御礼申し上げ、ただ今よりお勤め奉

仕者一同心を揃え、鳴物の調べも高らかに座
りつとめ、てをどりを陽気に勇んでつとめさ
せて頂きます。御前にはこの日を楽しみに参
り集いました道の兄弟姉妹がみかぐらうたを
唱和し、陽気世界の実現に向かって、一層の
成人をお誓い申し上げる状をご覧下さいまし
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。
　私どもよふぼく一同は、次ぎなる目標に向
かってつとめとにをいがけに励み、心の闇路
を彷徨っている人々に真の親の思いを伝え、
大いなる親の守護に触れてこの世の真実に目
覚め、ともに世界中の人々の幸せを願う成人
への道を歩ませて頂きたいと存じます。
　親神様には私どものこの真心をお受け取り
下さり、変わらぬ親心を持って世界だすけの
ご用にお使い下さり、人々が互いにたすけあ
い睦み合って陽気ずくめに暮らすことのでき
る世の状へと一日も早く立て替えて下さいま
すようお導きのほどを一同と共に慎んでお願
い申し上げます。
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楽人

伝道庁2月月次祭　

2月15日（日）午前9時

祭典講話：脇本幸子
講話テーマ：おやさま
英語通訳：宮内ルミ

龍　笛	 	 	 T.西村　M.ヒル　T.岩田	
篳　篥	 	 	 M.社本	　D.明本	
鳳　笙	 	 	 L.岡村		　
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	 一瀬常徳　中尾オーウェン	 	
賛　者	 椎葉スパーキー　高田エリック　	 	
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.一瀬	 K.竹村
(男性)	 Y.中尾	 M.岩田	 S.中尾
	 T.西村	 S.椎葉	 T.岩田
てをどり	 M.柿谷	 S.浜田	 L.蘇
(女性)	 J.山	 K.斉藤	 L.本田
	 M.岩田　　T.中尾	 A.綾川
笛	 M.社本	 N.浜田	 W.三国
チャンポン	 G.本田	 D.川崎	 K.川崎
拍子木	 R.山	 G.明本	 D.明本
太鼓	 C.三国	 M.稲福	 S.社本
すりがね	 G.井上	 B.木村	 E.高田
小鼓	 T.美馬	 T.岩田	 T.井上
琴	 E.目黒	 C.明本	 L.浅尾
三味線	 M.三国	 D.三浦	 K.金川
胡弓	 M.中島	 S.中尾	 L.井上
地方	 M.岩田	 O.中尾	 Y.宮内
	 M.稲福	 E.高田	 W.城

1月大祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　2月15日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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1月大祭祭典講話

ハワイ伝道庁長　浜田道仁

おつとめは世界たすけの根本

　ただ今、１月の大祭を滞りなく勤め終えさ
せて頂きました。有り難うございました。こ
の機会に私の思いますところをお話させて頂
きたいと思います。しばらくの間、お聞き取
り下さいますようお願いいたします。
　１月の大祭は、教会本部において、１月２
６日に行われる祭典です。この大祭の元一日
は、申し上げるまでもなく、教祖が現身をお
隠しになった日です。教祖は、明治２０年陰
暦正月２６日、世界中の人間を早く助け上げ
たいと思いつつ、１１５歳と仰せられていた
お命を２５年縮めて、９０歳で現身を隠され
ました。そのお心をしのび、親心に応える成
人へ歩みを記念してつとめます。祭典は、午
前１１時半より執行され、教祖が現身をお隠
しになられた午後２時を目標に終了します。
世界中の天理教会では、本部のこの祭典に準
じてつとめられます。
　「稿本天理教教祖伝」の第十章「扉開い
て」には、つとめの実行をお急き込みにな
る教祖と、教祖のお身上を案じてつとめの
実行に踏み切れない人々との息詰まるやり
とりが展開されています。教祖は自らの命
を懸けて、つとめの大切さを、お側の人々
に、納得ゆくまで、言葉を尽くして導いて
いかれました。
　つとめとは、かぐらつとめのことです。か
ぐらつとめとは、十人のつとめ人衆がかんろ

だいを囲んで、親神様が泥海から人間世界を
お造りになったお働きを、それぞれ手振りに
表して勤めるおつとめです。このつとめによ
って、元始まりのご守護を今再び現して、混
沌たる世上が陽気ぐらしへと立て替わること
を祈願するものです。つとめこそ、世界たす
けを進める根本の方法です。このつとめなく
しては、陽気ぐらしに到る道はないといえ
ます。だからこそ、自らのお命を懸けてま
で、つとめの実行を促されたのです。また
教祖は、つとめの実行を急き込むことを通
して、道を通る者の物事を考える基本や順
序についてお教え下さいました。
　おぢばから北へ４キロメートルほどの処
に櫟本という町があります。教祖は、御身
をお隠しになられる前年、櫟本の警察分署
で最後のご苦労をされました。そのご苦労の
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きっかけは、参拝者たちが、お屋敷の門前に
ある宿屋で、てをどりをしているところを察
知した巡査が、お屋敷を捜索し、お守りを証
拠の品として教祖を連行し、夜通しの取り調
べの上、１２日間の拘留に処したのです。教
祖御年は８９歳、しかもこの冬は３０年来の
寒い冬でありました。教祖が拘留された理由
は、神官や僧侶でない者が、他人のために加
持祈祷をしたり、お守りを渡したり、許可な
く人を集めて集会をしたという罪です。おつ
とめをするために集まったことやおたすけを
することもその対象となったのです。
　拘留中の分署では、道路沿いの板の間に
座らせ、外を通る人に見せて懲らしめよう
とされました。また親神様のお言葉が教祖
のお口から出始めると、頭がおかしくなっ
ていると、井戸端で水をかけようとされま
した。夜になりお休みの時間が来ると、布団
の支給はありませんので、冷たい板の間で、
ご自分の黒の綿入れの羽織をお脱ぎになって
それを被り、枕は、ご自分の履き物に、付き
添っておられた孫娘のおひささんの帯を巻き
付けてお使いになられました。このような厳
しい状況のなかでも、教祖は取り調べの警察
官にたいしてやさしく接せられ、行商の菓子
売りの姿を見ては、それを買ってあげようと
されました。
　この最後のご苦労をくださるまで、教祖

は明治７年（１８６７）７７歳のお歳から
実に１７～８度にわたって警察所や監獄所
で拘留、取り調べを受けられました。初代
真柱様はじめお側の方々が、つとめを急き
込まれる教祖のお言葉に対して、容易に実
行に踏み切れなかった心情を察することが
出来ます。
　教祖のお側におられた先人の話に、「教祖
のお膝元で遊ばせて頂くとき、左か右かであ
ったが、親指がちょっと曲がっていた。お尋
ね申し上げたら、『（警察官から）これは何
か憑きもの（がついているの）ではないかと
（思われて）親指と親指とを結び合わせて
（されて）、吊り上げられた時に折れた』の
だということです」と語られています。
　初代真柱様のみならず、教祖にたすけて頂
いた人々は、教祖のご恩に報いたいと心の底
から思っていたはずです。しかし、それにも
かかわらず教祖のお言葉に従えなかったの
は、つとめをすればご身上で伏せっておられ
る教祖がどういう事になるのか、目に見えて
明らかだったからです。だからこそ初代真柱
様からは、「法律がある故、つとめ致すにも
むつかしゆう御座ります」。また「親神の仰
せと国の掟と、両方の道の立つように御指図
願います」。さらには「人間は法律にさから
う事はかないません」と、実行することの難
しさを繰り返し訴えられます。　
　それに対して教祖は
　　
　 さあ／＼月日がありてこの世界あり、世界
　ありてそれ／＼あり、それ／＼ありて身の内
　あり、身の内ありて律あり、律ありても心定め
　が第一やで。　
　　　　　　　（明治20年1月13日）



と、親神様の思召と法律との順序について懇
ろにお話されました。これは法律に背いても
よいというような意味ではありません。月日
親神様がこの世界を造り、その世界の中に万
物が存在する、その中に人間たちがいて、そ
の人間が暮らしやすいようにと定めたものが
法律であると、この世の成り立ちを示され、
たとえ法律の制約はあろうとも、あくまで元
なる神の思いに沿いきるという心定めが大切
なのだとお諭しになりました。
　このお言葉を受けて初代真柱様は、自分た
ちの身の上のことはともかくも、教祖のお身
上が心配でなりません。さあという差し迫っ
た時には、我々の心通りしっかりと踏ん張っ
て下さいますでしょうか、と念を押されまし
た。これに対して教祖は、真実の心をもって
するなら、真実の守護がある。いよいよとい
う時には、親神が引き受ける、と鮮やかにお
答えになりました。
　このお言葉に勇気づけられた一同は、そ
の後一月にわたって毎夜、寒い冬の最中に
もかかわらず水行して、真心込めて教祖の
お身上が良くなられることを願われました。
一同の真心をお受け取りになり、教祖は下
駄を履いて庭をお歩きになられたほどであ
りました。
　しかし、教祖が現身を以てこの世におら
れた最後の夜になって、お身上が迫り、飯
降伊蔵、後の本席様を通して神意を伺った
ところ、親神の目から見れば世界中の人間
はみな兄弟姉妹である。それぞれの魂に高
低上下、貴賤の差別はない。兄弟姉妹の立
場において互いに語り合うところに陽気ぐ
らしへの門出があるのである。それ故に人
々の心を差別のない平等な心にしようと思
うが、扉を開いて平らにしようか、扉を閉

めて平らにしようか、と問われました。こ
れに対して一同は、扉を開いて平らにして
頂きたいと答えます。
　そして正月２６日を迎えます。２６日は以
前より毎月つとめをしていた日でもあり、参
拝者が多数詰めかけています。官憲はお屋敷
の動きに常に目を光らせており、もし察知さ
れればお身上中の教祖が拘引されるに違いあ
りません。お側の人々はこの板鋏にあって、
また思案に暮れます。そこで思召を伺うと、
お前たちは法律が怖いのか、をやの話が尊
いのか、どちらに重きを置いて信心してい
るのか。今の刻限はもう尋ねている時では
ない、との仰せでありました。教祖のお身
上がいよいよ迫り、一同の心がようやく定
まりました。初代真柱様から
　「おつとめの時、もし警察よりいかなる
干渉があっても、命捨ててもという心の者
のみ、おつとめせよ。」
と言い渡されました。一同はついに心を決
し、下着を重ね足袋を重ねて、拘引覚悟の
上、午後１時頃から鳴物も入れて堂々とつ
とめに取りかかりました。
　つとめは、かんろだいを囲んで行われ、参
拝者は数千人に達しました。つとめ場所の南
と東側には、参拝者が入り込まないように竹
で結界を作ったが、次々と数を増してくる参
拝者のため、その竹は細々に割れたといいま
す。つとめは無事終わり、巡査は最後まで一
人も来ませんでした。人々にとっては、これ
こそ驚くべき奇跡でありました。
　しかし、つとめの場所から意気揚々と引
き上げて来た一同に告げられたのは、陽気
な鳴物の音を満足気に聞いておられ、つと
めの終わるとともに眠るが如く、教祖は現
身をお隠しになったということでありまし
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た。時刻は丁度２時頃でありました。人々
は、立っている大地が砕け、日月の光が消
えて、この世が真っ暗になったように感じま
した。教祖は必ず１１５歳までおいでくださ
るものと、自らも信じ、人にも語ってきたの
みならず、これほど大勢の人が集まっておつ
とめをしても警察はやってこなかったのであ
るから、必ずご守護頂けるに違いないと信じ
ていただけに、全く驚愕し落胆しました。人
々は、みなうなだれて物を言う気力もなく、
ただ泣き悲しんでいましたが、気持ちを取り
直して、飯降伊蔵を通してお指図を伺うと、
子供が可愛いばかりに、その成人を促そうと
て、これから先２５年ある命を縮めて、突然
身を隠した。今からいよいよ世界を駆け巡っ
てたすけをする。今までとこれから先とどう
違って来るか、しっかり見ていよ。扉を開い
て平らにするか、扉を閉めて平らにするかと
聞いたとき、扉を開いて平らにして頂きたい
と答えたではないか。親神は心通りに守護し
たのである。さあ、これから子供にやりたい
ものもあった。なれど、思うように授けるこ
とが出来なかった。これから先、だんだんに
その理を渡そう。
　一同にとって、扉を開けてと言うことが、
教祖が姿を隠されることになるとは思いもよ
らないことでした。しかし、姿をかくして後
も、教祖は存命のまま元の屋敷に留まり、さ

づけの理を通して働いてくださり、世界中の
子供の成人を守護くだされると知って明るい
希望を得たのです。日々に現れてくる不思議
なたすけこそ、教祖が生きて働いておられる
証拠であります。教祖はお姿を隠されて後
も、本席様のお口を通して、さらに２０年
間にわたり、正しく道を歩むべく、おさし
づを以てお導き下さいました。それは、病
気や災害、あるいは身の処し方など、日常
の中から生ずる様々な問題について、ある
いは教会にかんする種々の問題などについ
ての伺い。また、時に応じ、場面に即して
親神様の方から積極的に話しかけて下さる
お言葉でした。
　教祖が月日のやしろに定まられてより、
実に７０年の長きにわたって、親神様は私
たち人間を陽気ぐらしへと倦まずたゆまず
導いて下さいました。親神様のお言葉は、
教祖ひながたの道５０年と本席様のおさし
づの２０年、この７０年をもって完結して
います。
　親神様は、この世と人間をお創りくださ
れた時以来、陽気ぐらしをさせてやりたい
とのお心で、今日まで私たち人間をお導き
下さり、お育て下さっています。しかしなが
ら、心の自由を与えられた人間は我が身可愛
い、自分さえ良ければという、親神様のお心
に添わないほこりの心を遣い、そのため難儀
不自由に喘いできたのです。そのような姿を
哀れに思召され、５０年にわたりたすけ一条
の道を歩んでこられました。お姿を隠された
今もなお、生前同様変わらずに、
　
　一れつにはやくたすけをいそぐから
　せかいのこころもいさめかけ　　　　　
　　　　　　　（よろづよ八首—８）
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と、世界中の人間を身上や事情の悩み、苦し
みから一刻も早くたすけてやりたいと、お思
い下さっています。そのためには、人間の心
が自ら勇むようにしてもらいたい、と仰せに
なっています。
　親神様がいくら助けてやりたいと望んで
も、人間のほうで助かりたいと思わなけれ
ば、親神様といえども何とも仕様がありませ
ん。それは、人間に心の自由が与えられてい
るからです。心は一人ひとりのものであり、
親神様も踏み入る事ができないのです。です
から親神の思いをしっかり聞き分けてくれる
ようにと、私たち人間に切望しておられるの
です。人間の勇む心に親神様ご守護下さるの
です。勇むとは、積極的、意欲的に生きるこ
とです。「たんのう」の心が治まるときに湧
いてくる心のあり方といえます。それは、ど
んな事態に直面してもすべて親神様の思召と
悟り、喜び勇んで生きることです。教祖の
「ひながた」は、まさしく勇んだ生き方のモ
デルをお示し下されているのです。
　今、世界中が経済的な危機によって大勢の
人が、職を失い、家も失って大変苦しんでい
ます。１００年に１度と言われるほどに厳し
い状況であるようです。経済状況の悪化は、
人間関係、つまり人間同志の心の繋がりが希
薄になり、悪化していることをお知らせ下さ
っているのではないでしょうか。　　　
　この世のすべてのものは、親神様からのお
恵みです。人間の幸せのためにお与え下さる
ものです。お金も人間生活にとって良きよ
うにという一つの手段としてお与え頂いて
いるものです。それを、人を欺いてでもたく
さん欲しいという心で使うなら、正しい使
い方とはいえません。人間は親神様の子供と
して、貴賤や高低の差別なく、すべての人間

は平等です。しかし、自分の方が優れてい
る、他人の事はどうなってもよいというよ
うな心使いがあれば、共に楽しんで生きる
という、人間の本来の目的に合わないこと
になります。もしそのような心でお金を使
うとすれば、間違った使い方になるという
ことにならないでしょうか。相手を思いや
る優しい心で人と人とが結びあっていくな
ら、お金の役割はもっと有効なものになる
でしょう。その結びつきの最も強いものが
家族です。その中でも特に夫婦の関係は、
家族の中心になり、家族を支える台となり
ます。台が揺れたり壊れたりすれば、台の
上にいる子供達はどうなるでしょう。しっ
かりした土台の上でこそ、子供達は安心し
て健やかに成長できるのです。夫婦と親子
が、心を繋ぎ合い、絆を深めて行くことに
よって、共に楽しむ陽気な家庭が築き上げ
られていくのです。
　
　陽気というは、皆んな勇ましてそ、　
　真の陽気という。　　　　　　　　 　
　　　　（明治３０年１２月１１日）　
　
　教祖は現身をお隠しになられた今も、存
命のまま世界たすけにお働き下されていま
す。私たち、ようぼくに入り込み、勇む心
に乗ってお働き下さるのです。皆さん、こ
れからも親神様の思召実現に向けたすけ一
条のご用の上に、ともどもに明るく勇んで
つとめさせて頂きましょう。
　ご静聴くださり、有難うございました。



　1935年に、私の祖父である故人中本秀吉は
ワイキキ教会を設立し、教会長として、99歳ま
で60年間つとめました。私の叔母にあたる嘉屋
・ベアトリス・トシエが二代会長に就任しまし
た。しかし、就任三年後、突然病に倒れ出直さ
れました。幸いにも、中島マーガレットさんが
三代会長就任を承諾されました。彼女が教会長
として身を捧げ、その意欲と貢献で責務を果た
されたおかげで、今日のワイキキ教会があるの
です。心からお礼申し上げます。
　成長した後も、私は自分が教会長に就任する
ことなど、まったく考えてはいませんでした。
教会で育ったわけでもなく、また教会の後継に
ついての会話も、記憶にないのです。実際、
私は反抗的でお道から逃げようとしていまし

ワイキキ教会四代会長就任奉告祭

た。しかしながら、1982年からほぼ毎年おぢ
ばがえりをさせて頂き、天理教の教理を深め、
そしてこの目を通して多くの非常に重要な人生
の教えを学ぶにつれ、私はおじいちゃんに対し
て、後悔の様な感情を抱くようになりました。
長年の間、おじいちゃんが尽くしてきた教会が
閉鎖しなくてはならなくなったら、どれ程悲し
むだろうか、そしておじいちゃんがどれほど親
神様と教祖をお慕いしていたのか。こんなこと
を思い返すのは変かもしれませんが、私はおじ
いちゃんの講話を理解できませんでしたが（お
じいちゃんは講話中ずっと目を閉じていたよう
に思います、そして「結構」という言葉を何度
も言っていました）、なんとかコミュニケーシ
ョンを図ることはできました。ですが、鳴り物

この日、長田リン・ワイキキ教会四代会長の晴舞台に、弘長周東大教会長夫妻をはじめ、
オアフ島内外を問わず大勢の管内関係者、教会信者がより集った。
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をつとめることや、てをどりの動きを通しては
教理について何も理解することは出来ませんで
した。それでもやはり、おじいちゃんは驚異的
になんとか、私の心の奥深くのどこかにおじい
ちゃんの信仰のしるしを残していったのだと思
います。
　2006年の年頭に、母が膵臓がんと診断され
ました。私がいつの日か教会を継ごうと決心し
て、すぐ後のことでした（母は2001年にも乳
がんと診断されたことがあります）。母は私が
教会を後継することをあまり望ましく思ってい
ませんでした。一人娘であり、教会にはそれほ
ど多くの信者さんはおれらなかったからです。
きっと母は私に、「他の人があなたに会長にな
りなさいと言うのは簡単だけど、誰が本当にあ
なたの傍にいて手助けしてくれるというの？」
と、言ったでしょう。その時は、母が私の親と
して、言ってくれているのだということは理解
していましたし、母の気持ちもすごく感じてい
ました。しかし私の中には、親神様と教祖がお
導き下さるだろう、という思いがありました。
母が膵臓がんの診断を下された時、私の心に最
初に思い浮かんだことは、ビアおばさん（膵臓
がんと診断されて一週間後に出直し）のことで
した。そこで母に対し、「これは、ビアおばさ
んからお母さんへの、私が教会を継ぐとことに
添った心づかいに変わりなさいよ、というメッ
セージじゃないかしら。」ということを話しま
した。そして私は、教会を継ぐ心定めをし、親
神様に母を病から救けて下さるようにと、お願
いしました。同時に、母も心のどこかで私の決
心を受け入れてくれた様でした。
　2008年12月8日午前10時、私はワイキキ教
会第四代会長に就任致しました。周東大教会
長弘長健先生、奥様、ハワイ伝道庁長浜田道仁
先生、まさよ奥様、そして太平洋教会長三国ク

ライド先生、光子奥様をお迎えして、就任奉告
祭は喜びいっぱいに勇んでつとめられました。
ご出席下さったみなさん、おつとめ奉仕者のみ
なさん、そして祭典に先立ってひのきしんに駆
けつけて下さったすべての方々に、厚くお礼申
し上げます。庭をとてもきれいに仕上げて下さ
った青年会のみなさん、専門的な大工仕事のひ
のきしんをして下さった浜田チャッﾄﾞさん、三
国ミルトンさん、神殿上段を磨いて下さった川
崎カイルさんと、テントを設置して下さったそ
のご家族のみなさん、そして多くのことにお心
配り頂いた、本郷やすこさんとワイキキ教会の
皆さん、本当にありがとうございました。そし
てここに至る道中、支え励ましあたたかい親心
をおかけ下さった、周東大教会長弘長健先生、
奥様、ハワイ伝道庁長浜田道仁先生、まさよ奥
様、そして太平洋教会長三国クライド先生、光
子奥様に感謝致します。そして最も重要な人、
それは、多くの逆境や苦しい雰囲気の中を耐
え、優しさを見せて支えてくれた私の大切な夫
の直樹です。感謝しています。
　母は現在も、肝臓に広がった腫瘍を小さくす
る為に、化学療法を受けていますが、現在も母
は存命であり、毎朝私と一緒にワイキキ教会ま
で朝づとめに行ける程の奇跡的な御守護を頂い
ているのだと受け取っています。
　私には、先三代の会長様方の様な特筆すべき
勤めは、決して行えないでしょう。ですが皆様
のご鞭撻とご支援を賜り、長い目で見守って頂
きながら、四代会長として、このお道の上に最
大限の努力を尽くしていく所存でございます。
　おじいちゃんが、見守ってくれているでしょ
う、「結構、結構」と言いながら。どうぞよろ
しくお願い致します。マハロ、アロハ！　　　
　　　　　　　　　　　2009年1月20日
　　　　　　　　　　　長田リン・ミドリ
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マウイ教会神殿修築奉告祭

　マウイ教会(久尾マーク会長・本島大)では
2008年9月26日に「上段修築及神殿並附属
建物屋根葺替願」の理のお許しを戴き、神殿
と附属建物の修築工事を進めてきたが予定ど
おり完了し、同年12月14日大教会長を迎え
奉告祭が執り行われた。
　マウイ教会は1975年に現在の神殿普請、
1993年に附属建物を増築し今日に至ってい
るが、神殿上段床下部分がシロアリ被害を受
けていることが分かかった。教会役員信者と
協議を重ねた結果、神殿のシロアリ駆除と併
せ、老朽化している神殿と附属建物の一部の

屋根を葺き替えることとなった。教職舎2階
に仮神殿を設け、10月6日親神様お目標様、
教祖お目標様に御遷座頂き、工事に取りかか
った。
　神殿上段は、より害虫に強い竹材を使用、
ハワイの気候に合った美しい神床に仕上がっ
た。また屋根はアスファルトシングルで葺き
替えられた。
　奉告祭は浜田道仁ハワイ伝道庁長夫妻が列
席し、教信者約30名が参拝する中、賑やかに
執り行われた。

賑やかにおつとめをつとめた後、

片山幹太・本島大教会長を芯に参拝者全員で記念撮影が行われた。
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ノースホノルル教会（ノウスアメリカ）
本田ヘレン初代会長夫人お出直し

　ノースホノルル本田兼記初代会長は、
1933年パラマ、オールドレーンで布教所を
開設。ヘレンの父母、角田初平、トキエが入
信した。家族が参拝するようになり、ヘレン
に初代会長との結婚を勧める人があった。ヘ
レンは貧乏な布教所のミニスターと結婚はし
たくないと思っていたが、不思議なご縁のま
まに、1934年1月15日挙式した。1936年教
会設立。ジャニス孝子、グレン忠臣の子女を
授けて頂いた。
　1941年12月7日朝、日本海軍は真珠湾を奇
襲。会長は逮捕、連行された。その前に会長
はヘレンに、お目標様をお社から出しておく
ように指示した。その後、再びFBIが検察に
来てお社を調べた。ヘレンは冷静に対応し、
お目標様は無事であった。戦時下の抑圧され
た生活を乗り越え、留守を守った。終戦後、
会長は帰還。
　パロロ、アヒナヒナプレースへ移転。
1970年には神殿落成。初代会長は86才で辞
任。1988年グレンが二代会長就任。ヘレンは

ノースホノルル教会初代会長夫人、本田ヘレン
さんが昨年12月24日午前0時45分、94才で出
直された。告別式は1月8日午後6時より、ノウ
スアメリカ教会代務者上村雄郎先生斎主の元、
ホソイ葬儀所にてつとめられた。

54年間に亘り初代会長の手足となり、会長を
扶け、教会の上に尽力された。
　1960年代、ヘレンは市役所の交通課で交
通違反の処理をしていた。スピード違反など
でチケットをもらった時は、すぐさま交通課
のヘレンに会い、処理してもらった。罰金は
20ドルか30ドルぐらいのものだったが、布
教師の窮迫している生活の中では大金であっ
たので大いに助けて頂いた。忘れ得ない人で
あった。
　信者の立場から会長夫人となり、94才の長
寿を全うし、終生教会、伝道庁の御用に尽力
されたことに深甚の敬意を表します。
　　　　　　　　　　　　　　　中尾善宣
　

追悼　本田ヘレンさん

　　二世会長夫人のトップランナー
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アイランドニュースアイランドニュース

ハワイ管内よりアメリカ学生会行事に参加

　ホノルル空港で、エリオット、ティファ
ニー、そしてジェイソンに会った瞬間、これ
からどんなことが自分たちを迎えてくれるの
か、まったく見当もつきませんでした。実際
のところ、友人や家族と一緒に過ごすクリス
マスを逃したにもかかわらず、私の心を駆け
巡っていったのは、アメリカ伝道庁への旅
と、おやさとセミナーからの顔なじみと再会
することへの興奮だけでした。私達は、クリ
スマス・イブの午後11時の夜間飛行を経て、
クリスマスの午前7時頃にロサンゼルスに到着
しました。機内から一歩出ると、私達ハワイ
育ちにとって、信じられないくらいの寒さで
した。身震いが体中を走り回り、凍るような
空気ですぐに目が覚めました。寒～い！！私
達にとってサプライズは、去年のおやさとセ

ミナーのコーディネーターをされていた、井
上デービッドさんが暖かく迎えて下さったこ
とです。そして雄大なアメリカ伝道庁に連れ
て頂き、優しいスタッフの皆さんに紹介して
頂き、そこで朝食をごちそうになりました。
　クリスマスの朝に到着してから、森下先生
ご家族が私達をユニバーサル・スタジオにつ
れて下さいました。ユニバーサル・スタジオ
どころかロサンゼルスにも行ったことが無
かった私には、忘れなれない経験となりま
した。ユニバーサル・スタジオの中を歩き回
り、光あふれる街の中でショッピングをする
なんて、本当に私がずっと望んでいた様なす
ごいクリスマス・プレゼントでした。皆さ
ん、本当にありがとうございました！
　翌日から2008年学生会冬季練成会が始ま

13

　ハワイ学生会の今後の活動を活性化
すべく、活発に活動が行われているア
メリカ本土の学生会の行事、冬季練成
会（2008年12月26~28日）に、ハワ
イ管内より4名の学生に参加してもら
った。以下に参加者の一人、椎葉ジェ
ニファーさん（カイルアコナ教会）の
所感を掲載する。



さんがおられますが、私達若い世代より大勢
おられるように思います。ここで気づいたこ
とは、私達の子供たちの多くが、ここハワイ
で私達の年代まで同じように成長し、そして
彼らが私達の信仰を通して、天理教の本質を
引き継いでいく、ということです。加えて、
我が家のいんねんに対して私の理解を深めて
いこう、という一つの新年の目標が出来まし
た。もし我が家のいんねん、ご先祖様の信仰
の歴史と元一日をもっと理解すれば、もっと
自信をもって、そして有意義なにをいがけを
行えるようになるでしょう。
　ただ教理を学ぶということが、何か特別な
ものを私達のなかにもたらすわけではありま
せん。にをいがけの前に、自分の信仰を強く
もつことが重要なことだと思います。

り、私達は本土の友達とおやさとセミナー以
来の再開を果たしました。またその日は26日
であり、私達は伝道庁遥拝式に参拝させて頂
きました。参拝するまで、私はロサンゼルス
の信者さん達がどれほど熱心に信仰されてい
るのか知りませんでした。それは驚きでし
た、3～5世代の信者さんが参拝に来られてお
り、みんなが12下りのみかぐらうたを唱和し
ていました。また人数の多さにも驚いて、こ
のことをジェイソンに聞いてみると、みんな
戸別訪問でにをいがかかった人達や、あるい
は親から子へと信仰が伝わった姿なのだと、
教えてくれました。だからロサンゼルスに天
理教の本質というものが強く表れているのだ
と感じ、それは私にとって意外なことでし
た。ハワイには、多くのお年を召された信者
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-婦人会-　新年会

　立教１７２年初の婦人会例会は、
新年会でにぎやかに始まりました。
１月１２日月曜日午前１０時、浜田
庁長先生より年頭のご挨拶と、「心
ひとつ神様の教えに沿った心遣いで
通らせて頂きましょう」とのお言葉
をいただき、改めて心を引き締めさ
せて頂きました。
　この日、集まった３０数名の婦人会
員は、数々のゲームで、老いも若きも
競い合い楽しくすごしました。ランチ
はお弁当が各自に配られ、カラオケを
はさんで、さらにお寿司やお刺身、又
おぜんざい等を美味しく頂き、閉幕と
なりました。

参加者全員で記念撮影



　日本人は、お餅無しで新年は始められないと
言われています。そんな訳でお餅について少し
調べてみましょう。
　日本の稲作文化は、紀元前14,000年から
400年の縄文時代に始まりました。最初にもた
らされたもち米は赤味を帯びたもので、粘り気
があり餅にするのは簡単でした。餅に関する最
古の文献は、奈良時代(710-794)のもので、餅
が作られ、古都奈良に配布されていた様です。
鏡餅という現在習慣化されているものは、平安
時代(794-1185)に始まりました。当時、鏡も
ちは宗教的儀礼に用いられたり、縁起事で食さ
れたりしました。神の供物にする時は、円を模
って作られました。円は鏡を意味し、伝統的に
神の象徴と日本では考えられています。この時
代、鏡はすべて銅で作られており、皆円形をし
ています。二枚の餅をつくり、一方は少し小さ
くして、大きい方の上に重ねます。そして、み
かん等の柑橘類をその上にのせて、家に祀られ
ているお社にお供えするか、住居の中で目立つ
場所に置きます。二枚に重ねられた餅は、太陽
と月あるいは天と地を意味し、神の現れと考え
られています。心の形は丸く、それが内なる魂
を映し出すことが出来ると信じられている、と
考える人もいます。鏡は神聖な道具と考えら
れ、非常に価値のあるものでした。円形は、完
全性や調和、家庭の幸福を反映する象徴と考え
られていたのでしょう。だいだい(代々)と呼ば
れる柑橘類は、文字通り世代を意味し、鏡餅の
頂点に置くことで次の世代も家族に繁栄が訪れ
るようにという、願いが込められています。安
全な一年を送れた感謝を神様に表すために、飾
り付けされた供物を年の終わりに準備すること
は、日本人の文化の特徴です。
　ここ伝道庁でも月次祭に鏡餅を作り、親神

様、教祖、祖霊様にお供えしています。新年に
なり、伝道庁も餅つきの伝統を通して、地域に
喜びと幸運を伝えています。1月3日、シェラ
トン・プリンセス・カイウラニ・ホテルで餅つ
きを行い、観光客や地元の皆さんに楽しんで頂
きました。餅米1臼分6ポンドを4臼分蒸し、搗
いて大福ときな粉餅にして配られました。日本
文化センターのオハナ祭の宣伝として、1月8日
にKGMBテレビの朝のニュース番組中に餅つき
を披露しました。オハナ祭は1月11日に、成功
裏に開催されました。どのように餅が出来るの
かを一目見ようと、多くの方がお越し下さいま
した。見物人の皆さんに大福を配らせて頂きま
した。餅米1臼6ポンドの餅米を6臼分使用しま
した。	27日には、看護施設ヌアヌ・ハレで餅
つきが行われ、入居者やその家族に間近で餅つ
きをご覧頂きました。御高齢の皆さんもとても
喜んで下さり、お餅無しでは新年を幸せに過ご
せないかの様でした。
　餅つきの伝統は、陽気ぐらしのにをいを、ハ
ワイの人々、そしてより多くの人々に広めてい
く一つの良い機会です。是非この文化を継続
し、喜びと新年の幸福を餅つきで伝えていきま
しょう。

於：日本文化センターオハナ祭
見物の方にも参加して頂き、餅つきを通して

「天理教」の名を地域へ。15
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-少年会-　リーダーシップ・キャンプ＆新年会

　　25日バーベキュー前の全体集合写真(上) (下)目隠しされた仲間を、言葉のみで誘導し、
コミュニケーションの大切さを体験する。

　1月24・25日に毎年恒例の少年会リーダーシ
ップ・キャンプが、13名のジュニアリーダー達

の参加で開催されました。25日にモイリイリ・

スタジアム公園で行われた、新年公園清掃ひの

きしんとその後のバーベキューには、約100名

が参加しました。リーダー志望者達は、リーダ

ーシップに必要なコミュニケーションや、チ

ームワーク、対人関係の技術を講習で学びまし

た。コミュニケーションとチームワークの講習

は、青年会員が受け持ってくれました。リーダ

ー達は翌日のバーベキューピクニックでのゲー

ムの企画と進行に、学んだ技術を応用すること

ができました。

　テント設営、バーベキューの調理、そしてゲ

ームの進行を手伝って下さった青年会員の皆さ

ん、どうもありがとうございました。今年は天

理文庫のサタデースクールから大人子供も含め

て31人が参加され、そのほとんどの方は、天理

教の行事に初めて参加されました。

　皆さんのおかげで、実践的なリーダーシップ

に関する練習を行うことができ、ジュニアリー

ダー達は小さな子供たちにとって良いお手本と

なり、ひのきしんを通して、信仰の価値を子供

たちに伝え、地域に貢献し、行事に参加した家

族や友人へにをいをかけ、成人し、一手一つに

つとめる、という様々なことをこの一つの行事

を通して達成することができました。どうもあ

りがとうございました。

　私達は将来のハワイのお道の為に、強い信仰

の基盤を敷いていると信じています。春季キャ

ンプと夏のこどもおぢばがえりに向け、皆様の

変わらぬご支援をお願い致します。 16



　　久尾シンスィア（マウイ・本島）

 椎葉ティモシー（中和・カイルアコナ）

おやさと練成会中期
受講生・カウンセラー所感

　2008年12月26日から29日まで、おや
さと練成会コース2に参加しました。わ
ずかな期間でしたが、楽しくてとても勉
強になりました。講義から多くのことを
学びました。おさづけの理の拝戴の仕方
や取り次ぎ方、さらには我が家の天理教
に関する歴史も学びました。
　また、マルヒア病院訪問等の諸活動も
とても充実していました。病院では患者
さんと交流をもつことが出来ました。患
者さん方はとても優しく、色々な話をし
て下さいました。他にも中尾妙子さんと
一緒ににをいがけに歩き、何人かの方に
にをいがけをさせてもらうことが出来ま
した。少し緊張しましたが、楽しかった
です。出会った方がお話を聞いて下さっ
た時は、本当に心が満たされました。私
のにをいがけへの認識がより高ました。
　このセミナーを更に思い出に残るも
のにしたのが、大雨と停電でした。この
ような厳しい状況で、私達はいくつかの

授業をろうそくの灯りを用いて行いまし
た。全体を通して、このセミナーは素晴
らしい経験を私にもたらしてくれ、成功
に終わりました。伝道庁スタッフの皆さ
ん、そして海外部松井さん、どうもあり
がとうございました。コース3が待ちき
れません！

　僕の名前はティモシー・椎葉、ビッグ
アイランドのカイルアコナ教会の所属で
す。オアフ島でのおやさと練成会コース
2を終了しました。この練成会で学んだ
ことを振り返ってみて、このプログラム
に参加できたことをとてもありがたく感
じます。
　姉から初めておやさと練成会のことを
聞いたのは、姉がコース1を終え、僕は
少年ひのきしん隊を終了した時でした。
彼女の話は止まることを知りませんでし
た。彼女の人生の最良の時を過ごしたか
の様な、あるいはコース1の経験が天理
教に対する考え方を変えてしまったかの
様でした。その時、僕も来年のおやさと
練成会に参加しようと決めたのです。
　コース1に参加する数週間前から、ど
んな友達に巡り合えるのだろう、と考え
ていました。きっとみんなコース1にと
ても盛り上がるんだろう、きっと自分の
周りにいるような、気の合う仲間と出
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会えるんだろう、などど予想していまし
た。日本に出発する数週間前から、自教
会でコース1に向けて自らを高める努力
をしました。飛行機のチケットを自分で
買い、おやさと練成会に向けて準備万端
でした。
　天理に到着して2，3日後に、コース
3の生徒と会いました。彼らはみんな、
予想していた通り優しい人達ばかりでし
た。彼らに出会った後、練成会に向けて
更に気持ちが高まってきました。しかし
ついにコース1の仲間に会った時、かれ
らは単なる普通の人でした。おてふり練
習、講義、すべてのことに不足を言って
いました。その中の一人は、夜間宿舎か
ら抜け出そうと、そのことばかり話して
いました。ですが心の中では、遅かれ早
かれ、彼らもまじめになるだろうと信じ
ていました。
　一方で、練習に少し反発を抱いていた
のも確かです。すごいなぁと思ったこと
が、どの講義も自分たちに天理教の教え
を伝える為に時間を惜しまないことで
す。たくさんの教義を学び、その中に本
当の光を見出すことが出来ました。同時
に、仲間達が不足を言っているのを聞く
のが、ひどく不快でした、ある日彼らに
なぜ参加したのかを尋ねるまで。そこで
分かったことは、彼らが無理やり参加さ
せられていて、彼らの両親が旅費を全て
工面し、彼らは最初から参加することを
望んでいなかったということです。
　しかし十三峠越えの後、全てのことが
少しずつ落ち着いてきました。僕は、サ
ネト、ニハル、そしてヒロと仲良くな
り、みんなで良い時間を過ごすことがで

きました。この時、人生でたとえなにが
起こっても、親神様が僕たちを天理教に
引き戻して下さるのだということを学び
ました。
　コース1が終わって半年後、ハワイで
コース2に参加しました。どんなものか
予測もできませんでしたが、コース2は
あまり為にならないということしか耳に
していませんでした。しかし僕は間違っ
ていました。ＴＬＩで2週間過ごしたの
と同じくらい、たくさんのものを学びま
した。最初の二日間は、目を見張るもの
でした。なぜなら私達は本当に目を開か
なければならなかったからです。最初の
二日間は、オアフ島全域が停電に見舞わ
れたのです。最初の講義は、ろうそくの
灯りを頼りに行われました。
　	そして次の日は、老人ホームを訪れ
ました。僕はあるひどい経験があるので
すが、お年寄りにひどくあしらわれたこ
とがあります。ですので、お年寄りのそ
ばにいるのはあまりいい気分ではありま
せんでした。しかし、意外にも、とても
良い経験になりました。みなさんとても
優しくて、僕はハワイ島出身の女性と長
い間お話させてもらい、昔話を聞かせて
もらいました。その夜おつとめをしてい
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る時に、僕は自分の苦手な事について考
え、これからは苦手なことにもチャレン
ジしていこうと思いました。その瞬間二
日間降り続いていた雨が止んだのです。
　コース1を通して自分自身のことを多
く学び、又自分が周りにどのような影響
を与えているのかということも学びまし
た。そしてそれぞれのコースで、自分の
内面が少し変化したことを感じます。こ
れらの経験を振り返り、コース1で講師
の先生が仰っていた、「天理はお風呂の
ようなものだ、中に入ると、本当の自分
になるまで全てを洗い流してくれる」と
いう言葉を理解することができました。
そして今は、親神様はなされることの、
その理由が理解でき、その御守護にとて
も感謝しています。
　コース2では、我が家の信仰初代が天
理教に入信したのか、そしてより良い世
界を目指して、父方母方両家の家族が天
理教を信仰し始めたということも学びま
した。1893年から現在まで、両家は世界
たすけのための朝夕づとめを、たとえ病
気で、どこであろうと天気が悪かろうと
毎日欠かさず続けてきました。おつとめ
は僕の祖先だけで終わることなく、世界
中の人々によってつとめられています。
だからこそ僕はおやさと練成会に参加す
ることができ、こうして健康に過ごし、
家族みんなが健康でいることが出来るの
だと信じています。
　しかし世界には、苦しみ、希望を見出
せない人々もいます。だからこそ、私達
がその一人ひとりに教えを伝え、世界だ
すけを祈れば、私達みんなが陽気ぐらし
へと達することが出来るでしょう。

　　柿谷ライアン（高知・高知誠）

　コース2はコース1とは大きく異なり、
短期間である上に生徒も3人だけでした。
ですがこのような少人数のグループであ
ったので、気を散らすことなく集中でき
たのではないかと思います。僕はこの練
成会を通して、変化に富んだ活動内容か
ら、予想していたよりも多くのことを学
ぶことが出来ました。
　少し楽しさを感じたのが、両親と我が
家の天理教の信仰について話したことで
す。どのようにして家族が入信したのか
を学んだことは、とても興味深いことで
した。それ以外の講義や活動には、僕は
あまり引きつけられるところはありませ
んでした。特ににをいがけは、自分の通
っている学校に近いところで行われたの
で、なかなかその気になれませんでした
が、布教師さんの話を聞き、言われたよ
うに頑張りました。
　全体的に見て、コース1の様にコース
2も自分が思っていたよりも良いものでし
た。ですがやはり、コース1で出会ったみ
んなが集まるコース3の方がもっと楽しの
だろう、と考えています。
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おやさと練成会中期終了おめでとうございます！

　　美馬ブレイン・カウンセラー

　　　　　 （越乃国・越乃国ハワイ）

　昨年12月26日から29日まで、ハワイ
伝道庁でおやさと練成会コース2が開催
され、私はカウンセラーとして参加させ
て頂きました。
　四日間に渡る日程の初日、オアフ島全
域が、大雨と雷による停電に見舞われま
した。とはいえ、ろうそくの灯りを用
いて、なんとか予定通りに活動を行って
いくことができました。私達参加者全員
にとって忘れることのできないこの経験
は、人間がいかに物資に依存している
か、さらには、普段その恩恵に感謝すべ
きだという大切なことに気付かせてくれ
ました。

　それに加えて、練成会の内容は素晴ら
しいものになり、支えて下さったスタッ
フの皆さんと、講師の先生方のお心使い
に感謝しております。今夏のコース3が
今から楽しみです。

20
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日　程　：2月16日（月）

時　間　：午前9時～11時
内　容　：窓ふき、草刈り、日本庭園内清掃
	 　柔道場清掃（トイレ・シャワー室・キッチン）

天理文化センターひのきしんデーのお知らせ

＊ひのきしん終了後には、青年会主催のスポーツ大会が開催さ
れます。挙って御参加下さい。

婦人会、青年会、女子青年、少年会による合同ひのきしんを以下の日程で実

施致します。多くの方のご参加をお待ちしております。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

■伝道庁おつとめ奉仕者任命
　2009年1月18日付で、ワイキキ教会の長田リン会長及びハワイ海布教所の
　井上メイ所長が、それぞれ新たに伝道庁おつとめ奉仕者に任命されました。
　
■女子青年委員長交替
　今年の1月より女子青年委員長が、宮本テリーさん（周東・太平洋）から
　稲福ルイーズさん（東肥・かりゆし布教所）に交替となりました。

■「婦人会創立100周年決起の集い」のお知らせ
　婦人会本部主催により、以下の日程で開催されます。
　　　5月30日（土）午前9時30分　伝道庁
　　　　　　　　　　夕刻　　　　  マウイ島
　　　5月31日（日）午前10時　　   ハワイ島
　詳細は後日各会員あてにお知らせする予定です。
　会員のみなさまにはもれなくこの行事に参加してくださいますようお願い
　いたします。　
　
　　　



22

  ー少年会ー

第34回総会＆スプリング・キャンプ
日　時

　・リーダーズ・キャンプ：2008年3月21日（土）～23日（月）

　 ・総会：3月22日（日）

対　象：6歳～15歳までの少年会員
　　　＊16歳以上で、カウンセラー、又引率係としてご協力下さる方
　　　  を募集中です。
　　   ＊他島から御参加下さる方には、旅費の半額の助成金が与えられ      
               ます。

キャンプ日程

   3月15日（日）　　　　　　   キャンプ参加申し込み締切
   3月21日（土） 午後9時30分    リーダーズ (11歳以上の会員) ､ カウンセラーTCC集合　 
　　　                   午後12時30分 天理文化センターにて一般会員受付開始
　    22日（日） 午前10時00分　第34回総会開催（伝道庁）
　　　　　　　　　　　　　 ＊友人、家族を誘って御参加下さい。
   3月23日（月）午後2時　　　 天理文化センターにて閉会、解散

　総会おつとめ練習日程

　1月31日（土）　　パール教会　　　1634　10th Ave.　tel:734-1449
　2月  6 日（金）　　ホノルル港教会　 349 N. Judd St.   tel: 537-4852
　　  15日（日）　　実施場所未定　　　　
　　  21日（土）　　アロハ教会　　　94-139A　Waikele Rd. (Waipahu)   tel:677-8028 
　　  28日（土）　　高知誠教会　　　1319　Farrington St.　tel:941-2730
　3月  6日（金）　　ﾊﾜｲｾﾝﾄﾗﾙ教会　    3174　Lincoln Ave.　tel:734-5192
　　  15日（日）　　伝道庁　　　　　2920　Pali Hwy.　tel:595-6523　
　＊開始時間は全て午後7時です。
　＊ハッピ、黒、紺等の色の暗いスラックス、白い靴下を着て御参加下さい。

詳細に関するお問い合わせは、

中尾オーウェン（携帯381-9612、onakao@tenrikyopearl.org）までご連絡下さい。
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　今月2日より、天理教校学園高校の学生
さん17名がホームステイをし、英語の勉
強をする為にハワイを訪れます。ホーム
ステイでのお世話取り、又伝道庁での食
事ひのきしんなど、昨年にも増して喜ん
でいただけるよう、皆様方のご協力をよ
ろしくお願致します。

■バザーひのきしん
　今月4日より開始致します。　　　　　　

於：ウエストハウス 9：00-12：00　

■ヌアヌハレ慰問
　2月14日（土）	 	9：30-10：30

＊2月の月次祭直会当番は、周東グループ

　です。よろしくお願いします。

＊2月の月例会、女鳴物練習は中止とさせ

　て頂きます。

婦人会だより

少年会だより

■リーダーシップ・キャンプ＆新年会
　先週末のリーダーシップキャンプ、新年
公園清掃ひのきしん、そしてBBQのお手伝
いをして下さった皆さんありがとうござい
ました。リーダーシップキャンプには13名
が参加しました。公園清掃とBBQには、サタ
デースクールからの31名を含む、約100人
が参加しました。

■2009年おぢばがえりへの募金活動
　少年会への募金活動で、ビアード・パパ
のシュークリームをご購入頂いたみなさん
ありがとうございました。またいくらかチ
ケットが残っております。6個10ドルで小売
価格より2ドル程お得です。既にチケットを
お持ちの方で、お店まで引き替えに行くの
が難しい方は、伝道庁月次祭の時に払い戻

★ 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

し頂けます。チケットをお求めの方は、伝道
庁の宮内ルミさんにご連絡下さい。

■春季キャンプ＆総会
　次の少年回の大きな行事といえば、3月
21日から23日に開催される、恒例の春季キ
ャンプと第34回総会です。総会は3月22日
(日)の午前10時からです。たくさんの方の
ご協力をお願い致します。お手伝い頂ける方
は、中尾オーウェン(電話381-9612・E-mail	
onakao@tenrikyopearl.org)までご連絡下さ
い。カウンセラーや、全体的なひのきしんに
従事して下さる方、テントの設営、神殿の総
会準備と片づけ、夜警や見回り、そしてヴァ
ンの運転手等をお願い致します。
　また後日日程を発表しますが、総会に向
けてのおつとめ練習を教会持ち回りでさせ
て頂きます。



女子青年だより

■こかん様に続く会
　2009年こかん様に続く会が、2月21・
22日に開催されます、受付は台檀教会に
て午前9:15分からです。一泊して様々な
活動を行います。どうぞ週末の予定を空
けてご参加下さい。伝道庁月次祭の女子
青年ミニバザーの場所で、受付をしてお
ります。当日は送迎をさせて頂くことも
可能です。

■女子青年ミニバザー・
　　　飲み物コーナーひのきしん
　伝道庁月次祭の女子青年ミニバザー
のひのきしんを募集しています。また
直会中の飲み物コーナーのひのきしん
も募集しています。焼き菓子の寄付や
直会中にお手伝い頂ける方は、宮本テ
リー(387-1871)までご連絡下さい。

■月例ミーティング
　次回の青年会ミーティングは、2月
11日（水）午後7時半からレインボー
・ハレにて行います。

青年会だより
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■TCCひのきしんデー
　2月16日（月）天理文化センターで清
掃ひのきしんが開催されます。ひのき
しん終了後に、スポーツ大会とBBQを
行います。詳細は後日連絡させて頂き
ます。

■ワックスがけ・清掃ひのきしん
2月28日（日）午前9時から午後3時まで、
伝道庁でひのきしんをさせて頂きます。内
容は神殿参拝場床のワックスがけ、清掃、
窓拭きです。よろしくお願いします。

■女子青年・アロハバンド
　　　合同ガレージセール基金
　今年最初のガレージセールを、3月29日
に開催致します。寄付品の回収、前日準
備、当日の販売ひのきしんを募集しており
ます。収益金は、アロハバンドの2009年
夏のおぢばがえりとおやさとパレードの
参加旅費の補填、また女子青年活動費、
2010年の日本への旅費の補填として、そ
れぞれ活用させて頂きます。尚、青年会の
提供するかき氷と焼きそばも販売させて頂
くかもしれません。2月にガレージセール
について会議をさせて頂きます。
　セールへの寄付品は、3月伝道庁月次祭
の女子青年ミニバザーの場所で、受理させ
て頂きます。ご協力頂ける方は、宮本テリ
ー(terrim@servco.com)までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
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　1月は行く、2月は逃げる、3月は去る…あっという間にお正月が
過ぎ去ってしまいました。ハワイでもあちらこちらでお餅つきが
催されていましたが、みなさんお餅はたくさん頂かれましたか？
　さて今月のレシピは、みたらし団子です。お餅と似たようなも
のですが、また違った美味しさがあると思います。少し趣きを変
えて、今月も、モチモチ食感をお楽しみ下さい。

食いしん坊レシピ

材料
団子
上新粉　約240ml
もち粉　約120ml
お湯　　約360ml
沸騰した塩水　鍋に1杯

タレ

みたらし団子

作り方
1.上新粉とお湯を混ぜ合わせ、そこにもち粉を加えます。
2.触った感じで生地が少し柔らかくなり、乾燥するまで混ぜます。
　必要であれば、上新粉をさらに加えて混ぜます。
3.一口サイズの団子を作ります。
4.団子を沸騰した塩水の中に入れます。団子が浮かんできたら、すくって
　冷水に入れ、火を止めます。
5.団子を串に4、5本刺していきます。
6.グリルパンで焼き目がつくまでしばらく焼きます。
7.暖かい団子の上にタレをかけて出来上がりです。熱いうちに食べで下さ
　いね！

砂糖　約60ml
水　				約120mlにコーンスターチ
　								小さじ1を混ぜたもの
醤油　約30ml
味醂　小さじ1
米酢　小さじ1/2



行事報告2月予定
2月
	 1日（日）	・庁長夫妻帰布
	 2日（月）	・天理教校学園高校来布
	 	 ・婦人会委員会
	 3日（火）	・月例コミュニティーひのきしんデー
	 4日（水）・三会会議	
	 5日（木）	・まこと/オリジンズ編集会議
	 7日（土）・布教の家月次祭
	 8日（日）	・アロハバンド練習
	 9日（月）・フューチャーパス検討会
10日（火）	・主事会準備会
	 ・布教・育成委員会
11日（水）	・青年会会議
12日（木）	・少年会会議
13日（金）	・天理教校学園高校帰国
14日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
	 ・夕づとめ午後6時
	 ・主事会
15日（日）	・伝道庁2月月次祭
	 ・教会長布教所長会議
	 ・アロハバンド・ポンポン隊練習
16日（月）	・三会主催
	 　天理文化センター清掃ひのきしん
21日（土）	・女子青年こかん様に続く会
	 　於：台檀教会（～22日）
22日（日）	・ハワイ島婦人会
	 　教祖御誕生お祝い演奏会
26日（木）	・本部2月月次祭遙拝式
	 ・おてふり・鳴物練習

26

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）・KGMBテレビ餅つき
10日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
　　　　　	・庁長夫人帰本　　
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
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
13日（火）・婦人会鳴物練習
	 ・布教・育成委員会
14日（水）・青年会会議
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
	 ・アロハバンド・ポンポン隊練習
19日（月）	・月例にをいがけデー
	 ・庁長帰本
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
27日（火）・ヌアヌ・ハレ餅つき



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

女子青年・こかん様に続く会

ハワイ女子青年・こかん様に続く会

日　時　：2月21日(土)、22日(日)＊1泊2日

集合時間：21日午前9時15分

集合場所：台檀教会

参加御供：＄5

内　容　
　・21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)
　・22日：台檀教会月次祭参拝


