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おぢばからのメッセージ

立教172年3月36日　

　花の便りが聞かれる季節となりましたが、今日の親里は非常に肌寒い一日となり

ました。そんな中、春休みを迎えた子供達、鼓笛バンド指導者研修会や春の学生お

ぢばがえりに参加する若者達など、おぢばには大勢の教友がお帰り下さり、3月の

月次祭が真柱様を芯に一手一つに勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で、教会長・よふぼく一同はそれぞれの立場を生かし、互いに

助け合い励まし合って、陽気普請のよふぼくの使命達成に勤め切らせていただく決

心を述べられ、また、世界の人々があまねく睦み楽しむ陽気づくめの世の様を一日

も早くお見せいただけるようお導きの程をお願い申し上げられました。

　祭典後の神殿講話は、上田嘉太郎本部員がおつとめ下さいました。

　上田先生は、「人たすけたら我が身たすかる」というお言葉について、天理教教

祖伝逸話篇やご自身の経験、また様々な例話を台にお話し下さいました。

　また、教えを実践することの大切さについて、夜回り先生（水谷修先生「みちの

とも」立教171年4月号参照）の話を元にお話しになり、私たちよふぼくがお願いす

るだけで理づくりを欠いては拝み信心の域に留まるのであると述べられました。

　最後に立場の上から、昨日行われた天理時報普及活用促進大会に触れられ、全よ

ふぼく家庭への時報普及を呼びかけ、講話を締め括られました。

　海外部は去る23日、海外からのひのきしん者を含め新たに25名の部員を迎え、

一同新鮮な気持ちで御用に励ませて頂いております。迎える四月は、教祖御誕生

祭と月次祭にかけて、海外からも大勢の帰参者が予定されています。おぢばに元

気にお帰り下さいます事を心よりお待ち申し上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
　親神様の深く厚い御守護のまに／＼、身上
の自由をお与え頂き、存命の教祖のお導きの
もと、陽気ぐらしへの成人の道を結構に歩ま
せて頂いております御守護の程は、誠に有難
く勿体ない極みでございます。私共は常に御
教えに心を正し、たすけ心を高めて陽気世界
実現に向けて努め励ませて頂いております
が、その中に今日はこれの伝道庁の３月月次
祭を執り行う日柄を迎えましたので、只今よ
りおつとめ奉仕者一同心を合わせ座りづとめ
・てをどりを陽気に勇んでつとめさせて頂き
日頃のご高恩に御礼申し上げたいと存じま
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祈念
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。
　来る２１日より２３日までの３日間、少年
会スプリングキャンプを実施し、その期間中
２２日には総会を開催させて頂きます。道の
次代を担う若い人達の育成は末代にかけての
重要な課題であり、私共一人ひとりがこの道
こそが世界を治めるだめのみ教えであるとの
信念を持ち、心緩めることなく子供達に信仰
の喜びを伝え丹精をさせて頂きたいと存じま
す。また教えの理を一層心に深く治め、つと
めに励み、さづけの取次ぎに努めて思召に添
わせて頂けるよう尊き御用に邁進させて頂き
ます。
　何卒親神様には私共のこの真実をお受け取
り下さいまして、世界中の人々が互いにたす
けあい睦み合う陽気ぐらしの世の状へと一日
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4月月次祭　

4月1１日（土）午前9時

祭典講話：浜 田 修 等

講話テーマ：元　の　理

英語通訳：柿 谷 節 生

龍　笛   T.岩田　 
   D.ラングフェルダー
篳　篥   D.明本　　S.シャンク
鳳　笙   L.岡村 　　M.ヒル   
太　鼓  A.社本
鉦　鼓  C.明本
鞨　鼓  M.社本　

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 美馬孝俊　中尾オーウェン
賛　者	 中尾スティーブン　城ウェイン
指図方	 西村忠正
献饌長	 浜田修等
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 M.稲福	 K.竹村
(男性)	 T.西村	 M.久尾	 T.岩田
	 M.社本	 S.椎葉	 H.森
てをどり	 庁長夫人	 J.山	 T.中尾
(女性)	 M.柿谷	 M.岩田	 S.中尾
	 C.明本	 L.蘇	 Y.M.井上
笛	 N.浜田	 S.柿谷	 W.三国
チャンポン	 G.明本	 D.川崎	 D.明本
拍子木	 Y.中尾	 T.一瀬	 S.中尾
太鼓	 G.本田	 E.高田	 H.前田
すりがね	 R.山	 W.三国	 G	Jr.本田
小鼓	 G.井上	 O.中尾	 K.箕浦
琴	 K.斉藤	 K.斉藤	 A.綾川
三味線	 M.三国	 D.三浦	 K.金川
胡弓	 M.中島	 S.柿谷	 L.本田
地方	 M.岩田	 T.美馬	 Y.宮内
	 C.斉藤	 W.城	 K.川崎

3月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　4月11日（土）　12：45～1：30　月次祭祭典後



4

3月月次祭祭典講話

　　カリヒ教会長　山ロナルド

た す け 一 条 の 道

　天理教教典第二章「たすけ一条の道」
についての神殿講話のご指名をいただき
ました。日本語への通訳をしてくださる
のは、ジョイアス布教所の一瀬常徳先生
です。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。
　短い章ですので、先ず初めに読ませ
ていただき、それから私の考えるとこ
ろをお話しさせていただきたいと思い
ます。
　第二章は、おふでさき第8号4のお言
葉から始まります。

　月日にハせかいぢうゝハみなわが子

　たすけたいとの心ばかりで	 八　4

　親神は、一れつの人間に、陽気ぐらし
をさせたいとの親心から、教祖をやしろ
として表に現れ、よろづいさいの真実を
明かして、珍しいたすけ一条の道を教え
られた。
 
　つとめてもほかの事とわをもうなよ
　たすけたいのが一ちよばかりで	　十六　65

　この親心から、よろづたすけの道と
して教えられたのが、つとめ一条であ
る。
 

　このよふをはじめかけたもをなぢ事
　めづらし事をしてみせるでな 　六　7
	　
　 このよふをはじめてからにないつとめ
　 またはじめかけたしかをさめる		　六　8
　
　このつとめは、親神が、紋型ないと
ころから、人間世界を創めた元初まり
の珍しい働きを、この度は、たすけ一
条の上に現そうとて、教えられたつと
めである。即ち、これによって、思召
そのままの陽気な世界に立て替わって
くる。
 
　つとめでもどふゆうつとめするならば
　かんろふだいのつとめいちゞよ		　十　21

　このつとめは、かんろだいをしんと
して行う。
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　にんけんをはじめかけたるしよこふに
　かんろふたいをすゑてをくぞや　十七　9

　かんろだいとは、人間宿し込みの元な
るぢばに、その証拠としてすえる台で、
人間の創造と、その成人の理とを現して
形造り、人間世界の本元と、その窮りな
い発展とを意味する。
 
　しんぢつのつとめの人ぢう十人の
　心を神がうけとりたなら	 六　18
	
　それからハどのよな事もたん／＼と
　神のをもわくみなときゝかす	 六　19
	
　にち／＼に神の心わせゑたとて
　人ぢう十人そろいなけねば	 六　20

　このつとめは、又、かぐらづとめと
も教えられ、親神の創造の理をかたど
り、選ばれた十人のつとめ人衆が、夫
々、面をつけ、歌に調子を合せて、奏
でる九つの鳴物の調べに心を揃え、親
神の守護の理を手振にあらわしてつと
める。実に、かぐらづとめは、人間創
造の元を慕うて、その守護を祈念する
つとめである。
 
　みなそろてはやくつとめをするならバ
　そばがいさめバ神もいさむる	 一　11

　つとめ人衆が、親神にもたれ、呼吸
を合せてつとめる時、その心は、自と
溶け合うて陽気になり、親神の心と一
つとなる。この一手一つに勇む心を受
け取って、親神もまた勇まれ、神人和

楽の陽気がここに漲る。
 
　またさきのよふきづとめをまちかねる
　なんの事ならかぐらつとめや	 四　29

　かぐらづとめは、又、よふきづとめ
とも仰せられる。まことに、よふきづ
とめは、親神の思召さながらの陽気を
たたえて、その成就を祈願するつとめ
である。
 
　どのよふなたすけするのもみなつとめ
　月日ゆうよにたしかするなら	 七　83
	
　しんぢつの心あるなら月日にも
　しかとうけやいたすけするぞや	 七　84

　つとめ人衆が、思召通りに陽気につ
とめる時、親神は、その真心を受け取
って、自由自在の守護を現される。
 
　このつとめせかいぢううのたすけみち
　をしでもものをゆハす事なり	　　四　91
	
　にち／＼にはやくつとめをせきこめよ
　いかなるなんもみなのがれるで	　十　19

　とのよふなむつかしくなるやなまいでも
　つとめ一ぢよてみなたすかるで	 十　20

　されば、よふきづとめは、又、たす
けづとめとも教えられ、いかなる願も
かなえられるつとめである。
 
　たすけでもあしきなをするまてやない

　めづらしたすけをもているから	 十七　52
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　このたすけどふゆう事にをもうかな
　やますしなすによハりなきよに	 十七　53

　たすけづとめは、ただ、身上のさわり
や、災難や、苦悩をたすけるつとめであ
るばかりでなく、進んでは、病まず、死
なず、弱らない、珍しい守護をなされる
つとめである。
 
　しんぢつの心しだいのこのたすけ
　やますしなずによハりなきよふ	 	三　99
	
　このたすけ百十五才ぢよみよと
　さだめつけたい神の一ぢよ	 　三　100
	
　そのゝちハやまずしなすによハらすに
　心したいにいつまでもいよ	 	四　37
	
　またさきハねんけんたちた事ならば
　としをよるめハされにないぞや	 	四　38

　人々の心が澄みきって、真実の心とな
った暁には、たすけづとめによって、甘
露を授けられる。これを頂けば、人は、
よく百十五歳の定命を保ち、なお、心次
第によっては、いつまでも生きさせてや
ろうと教えられる。
 
　このつとめなにの事やとをもている
　せかいをさめてたすけばかりを	　四　93
	
　はや／＼と心そろをてしいかりと
　つとめするならせかいをさまる　十四　92

　このつとめは、人間個々の身上や事情
に限らず、更に、豊かな稔りや平和の栄

えなど、広く世界の上に、親神の恵みを
及ぼすつとめである。
　ここに、恵は遍く一れつに及び、人類
は、ひとしく親神の子として、兄弟姉妹
（きょうだい）であることに目覚め、互
い立て合い扶け合うて、世界は、一つ心
の陽気ぐらしの世と立て替る。
　親神は、更に又、いき・てをどりの
さづけによって、身上たすけの道を教
えられた。
 
　このさきハなんほむつかしやまいても
　いきとてをどりみなたすけるで　十二　50
	
　 どのようふなむつかしくなるやまいでも
　これなをらんとゆうでないぞや		十二　51
　
　即ち、さづけは、親神が一名一人の心
の真実を見定めて、たすけ一条のために
渡される、こうのうの理である。人々
が、授かったその日の心を生涯の理に
治めて、陽気普請のよふぼくとなり、
天の理を取り次がせて頂くところ、親
神は、願う心の誠真実を受け取り、自
由自在の守護をもって、いかなる難病
をもたすけられる。さづけの理は、た
すけ一条を誓う一日の日の真心に授け
られる、生涯末代の宝であって、この
理をうけて、親神のよふぼくの馳せ巡
るところ、広い世界に不思議なたすけ
は相ついで現れる。
　まことに、つとめとさづけとは、親神
が、世界一れつに、陽気ぐらしをさせて
やりたい、との切なる親心によって教え
られた、たすけ一条の道である。これに
よって、病の根は切れ、あしきは祓われ
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て、世界は陽気によみがえる。
　かくて、世界人類は、親神の篤き守
護をたたえて、心ますます勇み、親神
は、又、これを受けて、恵は、いよい
よ深く、ここに、神人は共に和楽し
て、陽気溢れる世界が、この地上に実
現される。
　
　 あしきをはろうてたすけせきこむ
　いちれつすましてかんろだい

　第二章をまとめてみますと、「たすけ
一条の道」とは、おつとめをつとめるこ
とと、おさづけを取り次がせていただく
ことです。親神様は、おつとめの意義と
大切さを強調する上から、おつとめに四
つの呼び名を付けてくださいました。つ
まり、かんろだいを芯としてつとめられ
ることから「かんろだいつとめ」、人間
創造の理をかたどってつとめられること
から「かぐらつとめ」、親神の思召さな
がらの陽気をたたえて、その成就を祈
願することから「よふきづとめ」、そ
して、親神様は身上のさわりや、災難
や、苦悩をたすけてくださるばかりで
なく、進んでは、病まず、死なず、弱
らない、珍しい守護をしてくださるこ
とから「たすけづとめ」という四つの
呼び名です。また、親神様は、他人様
にたすかっていただくために「おさづ
け」を下さいました。おさづけを取り
次がせていただくことによって、私た
ちは心を清め、陽気な心を取り戻すこ
とができるのです。
　ご講義の中で二代真柱様は、｢おやさ
まは何を教えられたのか。おやさまが

教えられたのは第二章の章題でもある
たすけ一条の道である。一つはかんろだ
いつとめであり、もう一つはさづけであ
る。この二つを取り上げ、第二章は、お
やさまがお示しくださった方法、濁った
心を持つ私たち人間が生きながらにして
生まれ変われる方法を記述するものであ
る。｣とお話くださいました。さらにま
た、｢おやさまは何の目的でお教えくだ
さったのか。この目的を達成できる方
法とは何であったのか。目的は陽気ぐら
しであり、そしておやさまがお教えくだ
さった方法は第二章に明確に記述されて
いるように、その方法の一つはつとめ、
つまりたすけ一条の道としてのつとめ一
条であり、もう一つの方法はさづけであ
る。｣とお話くださっています。
　私たちがそれぞれの教会でつとめさせ
ていただく月次祭は、おぢばでつとめら
れるおつとめと同じ意義と重要性をもつ
おつとめです。おつとめの勤修とおさづ
けの取り次ぎは、おやさまがお教えくだ
さったご教理の基盤であり、陽気ぐらし
を成就するためには欠かすことは決して
できません。
　第二章を読ませていただくにつれ、お
ぢばでつとめられるおつとめと同じ意義
を持っていることから、私たちの教会で
つとめさせていただくおつとめがどれだ
け大切なことか、ということを改めて感
じます。おつとめをつとめさせていただ
くことにより、他人様にたすかっていた
だき、また、私たち自身もたすけていた
だけるのです。おさづけの理を頂戴して
いる私たちよふぼくは、おさづけを使わ
せていただかなければなりません。おさ
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づけを取り次がせていただいて、親神様
に他人様をたすけてくださるようお願い
し、同時に私たち自身もたすけていただ
けるのです。
　またこれは、私たちの心のほこりを洗
わせていただける一つの方法でもありま
す。あまり良い例ではないかも知れませ
んが、おさづけは上等な自動車を持って
いることに似ているのではないかと思い
ます。自動車というものは、それを使え
ば、行きたい所へ行くことが出来る便利
な物です。しかし、使わずに、ガレージ
に置いたままでいれば、自動車は何の役
にも立たず、ほこりをかぶるばかりで
す。おさづけもこれと同じ様に、使わ
せていただけば、心のほこりを洗い清め
させていただくこともでき、陽気ぐらし
の実現に近づくこともできますが、使わ
なければ、戴いたということだけのこと
で、何の役にも立ちません。
　30年以上も月次祭をつとめさせてい
ただいていながら、おつとめがいかに
大切であり意義深いものであるかとい
うことを、そしておつとめによって陽
気ぐらしの実現に近付けるんだという
ことを、私は忘れそうになっていまし
た。この15年間というもの、私の健康
状態はだんだん悪くなっています。視
力は衰え、耳も良く聞こえない。そし
て髪の毛は薄くなり、歯もだんだん少
なくなってきています。近頃は膝が痛
く、床に座り難くなりました。腰痛も
あり、重い物が持てません。月次祭の
お供えをするのも大変なことがありま
す。頭の方も忘れっぽくなってきてい
ますし、家内に思い出させてくれるよ

うにいつも頼んでいるほどです。それ
もこれも年だから仕方ない、と年のせ
いにしています。
　それでも、私は何故こんな状態にな
ったのだろうか、と考えることもあり
ます。私の教会の月次祭は一生懸命に
つとめさせていただいているし、その
月次祭では、親神様のご守護をいただ
くためには、一生懸命にそして真実を
こめておつとめをつとめさせていただ
かなければならない、とお話もさせて
いただいているのに…。おつとめより
も腰の方が気になって、余り間違えず
に早くおつとめを終わらせていただき
たい、ということばかりに気を取られ
ていたことに気付きました。だから親
神様は、私の願いをお聞き届けくださ
らなかったのでしょうか。
　ところが、2月の月次祭での脇本先生
の講話を聴かせていただき、生命にかか
わる病気で苦しんでおられる人や、不自
由な身体の人に比べれば、私の不具合な
どはたいしたことではない、と気付きま
した。ありがたいことに、私は全く見え
ないわけではありません。まだ見えます
し、いつも眼鏡が必要だということでも
ありません。ちゃんと聞こえていないと
か、補聴器を付けたら、と他人に言われ
る時などは少々恥ずかしい思いはするも
のの、私の耳はまだ聞こえます。固い物
は食べられませんが、刺し歯を入れてお
けば食事も美味しくいただけます。もう
少しという状態で、風が吹くと寒くは感
じますが、髪の毛はまだありますし、完
全に禿げている訳ではありません。腰の
痛みにしても、ちょっと休めばまた動け



る程度です。重い物が持てないので申し
訳なく思うのですが、代わりに持ってく
れる若い人たちがいるので、ありがたく
思っています。正座はできませんが、椅
子を使って教会長のご用もつとめさせて
いただいています。
　このように考えれば、私の身体はまだ
まだ使わせていただけるわけで、これも
月次祭をつとめさせていただいているお
陰であり、機会があればおさづけを取り
次がせていただいているお陰だと思いま
す。重病であるわけでも入院しているわ
けでもなく、私は、生命にかかわりのな
い軽い不具合というご守護をいただいて
います。おつとめは、私の悪いんねんを
軽くしてくださっています。このように
考えてみますと、何故私が第二章の講話
のご指名を受けたのか理解出来るような
気がします。

　最後に、陽気ぐらしの実現に向けてつ
とめさせていただけるよう、おつとめの
勤修とおさづけの取り次ぎをもってのた
すけ一条の道をお連れ通りくださるおや
さまに御礼申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

4月伝道庁月次祭のお知らせ
　4月の月次祭は教祖ご誕生祭の日程に伴い、4月11日の第2土曜日
に執り行われます。お間違えのないように、ご周知頂きます様よろ
しくお願い申し上げます。

ハワイ伝道庁３月月次祭の様子
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アイランドニュースアイランドニュース

青年会　
伝道庁神殿・階下ホールワックス掛けひのきしん

　2月28日(土)、青年会によっ
て伝道庁神殿と階下ホール床の
清掃・ワックス掛けが行われ、
約20人の青年会員が集まりま
した。集まった会員は様々な薬
品と機材を用いて、汚れを落と
し、その上を丹念にワックス掛
けを行いました。
　美しく磨きあがった床は、本
当に気持ちの良いものです。青
年会の皆さん、どうもありがと
うございました。

10
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第34回　少年会スプリングキャンプ・ハワイ団総会

　「みんないちれつきょうだい。さあみん
なでおぢばに帰ろう！」のテーマのもと、
恒例の少年会春季キャンプとおつとめ総会
が、3月21日から23日まで開催されまし
た。キャンプは天理文化センターで行わ
れ、60人の少年会員、8人のカウンセラー
と12人の育成委員、育成会員が参加しま
した。カウンセラーや育成会員は初参加者
が多く、手いっぱいの様子でしたが、経験
ある者のリーダーシップと良く練られた計
画により、大きな問題もなく、「次代に信
仰の喜びを伝える」という目標を達成でき
た手ごたえを感じています。 
　キャンプはお願いづとめと、オリエンテ
ーションから始まりました。その後、少年
会員達は外に出て、女子青年主催のミニ・

オリンピックに参加し、各チームに分かれ
リレーゲームを楽しみました。そして夕方
になり、伝道庁に移動し夕づとめ参拝後、
翌日の総会に向けて鳴物練習を行いまし
た。
　キャンプのハイライトの一つは、実際に
野外でテントに宿泊したことです。これこ
そキャンプの醍醐味でしょう。素晴らしい
経験です。 
　次の朝は6時半に起床し、7時から体操、
7時15分から朝づとめを行いました。そし
て、スクランブル・エッグ、ソーセージ、
シリアル、味噌汁等たっぷりの朝ごはんを
みんなで頂き、総会を行なうために伝道庁
へ出発しました。少年会団長の中尾オーウ
ェン先生を芯に参拝を行い、おつとめ総会

総会終了後に伝道庁神殿前で参加者一同で記念撮影
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が開会されました。座りづとめ・よろづよ
八首・1、2下り目が3交代でつとめられま
した。 
　おつとめ後、中尾団長により真柱様から
のメッセージが代読されました。真柱様は
メッセージの中で、「みなさん教会に参拝
し、親神様に日々のお礼を申し上げ、また
教会お泊り会やひのきしん等の少年会活動
に参加しましょう」と、お言葉を下さいま
した。また中尾団長は、育成委員、育成会
員の育成活動に感謝の言葉を述べられ、少
年会の活動方針、「子供たちを教会へつな
ぎ、親神様への感謝の心を育もう」を強調
され、子供たちに喜びを伝えようと促され
ました。
　集合写真を撮った後は、婦人会が準備し
て下さった韓国風チキンを昼食に頂きまし
た。今年は昼食時に、少年会を卒業するシ
ョーン・ロダン君がフルートを、中尾妙子
さんがピアノをそれぞれ演奏し、デュエッ
トを行いました。昼食後、お楽しみ行事で
ビンゴゲームを行い、その後みんなで片付
け・清掃を行いました。とても混雑してい
ましたが、みんなそれぞれ担当箇所をきれ
いにしました。すぐに文化センターに戻る
時間がやってきました。
　文化センターに戻ると、みんなでひのき
しんを行い、柔道場、トイレ、テント周り
を掃除しました。その後、少年会担当の川
崎カイルさんが、アドベンチャー・トレイ
ルといゲームを行いました。二人ひと組に
なり、片方が目隠しをし、もう一人がそれ
をリードするというものです。目隠しをし
た人は、相方に導かれ文化センター内を歩
き、においや音を頼りに、自分がどこを歩
いたのかを、地図でなぞりました。最も正

確なルートを辿ったペアが優勝です。
　アドベンチャー・トレイルの後は、育成
委員とカウンセラーによって、グループ毎
の練り合いと夜のキャンプファイアーで披
露する寸劇の練習が行われました。練り合
いと寸劇のテーマは、キャンプと今夏のお
ぢばがえりのテーマに沿った内容で行われ
ました。
　夕づとめ後、キャンプファイアーが始ま
りました。今年は頻繁に雨が降っていたの
で、参加者の雨除けにテントが設置されま
した。例年通り、青年会がキャンプファイ
アーと照明の準備を行ってくれました。キ
ャンプ・ファイアーソングと「アブラハム
には7人の子」のエクササイズに続いて、各
グループのリーダーが、「いちれつきょう
だい」を現わすトーチの炎を持ちより、「
ひとつの家族」を現わすキャンプファイア
ーに、揃って点火しました。青年会のトエ
ン・タルバンさんが、ユーモアあふれるお
ばけの話をして、みんなを怖がらせたり、
笑わせたりしました。
　続いて、各グループが寸劇を披露しまし
た。創造性、ユーモア、感性、そしていか
にテーマに沿いながら個性を発揮している
か、で採点されました。最後に、青年会員
が焼け枝を少年会員の前に並べて、その火
を使ってマシュマロを焼いて食べました。
最高の一日となりました。
　最終日は、アロハスタジアム近くにある
アイスパレス・スケート場でスケートを楽
しみました。チャーターした2台のスクー
ルバスに分乗して、スケート場に向かいま
した。バランスとスピードの出し方がわか
ると、子供達はアスリートに様変わりして
しまいました。初心者の子供達も、少しす



ると自分から大きなスケートリンクへと移
っていきました。子供達はみんなスケート
に夢中になってしまって、育成委員はみん
なをまとめて文化センターに連れて帰るの
に一苦労しました。
　文化センターに帰った後は、お礼づとめ
がつとめられました。浜田庁長ご夫妻か
ら、子供達が参加してくれたことへのご褒
美のお菓子が手渡されました。
　中尾団長は『キャンプは子供達にとって
振り返りと成人の良い機会になります。大
人の中でも子供同士でも意見を異にすると
いうことはありますが、最終的には一緒に
作業することを通して、キャンプの目標へ
と向かいます。キャンプ初日の夜に行われ
た最初のスタッフ会議は、リーダーの自覚
についての激しい話し合いとなりました。
突然、「このキャンプの目的は？」と尋ね
られ、「子供達に親神様のことを伝えるこ

と」と答えたましたが、心に本当に響いた
言葉は、最近少年会本部の御用を終え帰国
した、カウンセラーの中村ディーンさんが
言った、「信仰の喜びを子供達に伝えるこ
と」という言葉でした。』と、キャンプの
感想を述べました。
　皆さんのご支援なくして、キャンプは成
功しませんでした。ご協力頂いた皆さん、
本当にありがとうございました。
　

カウンセラーの周りに集まり、夜のキャンプ
ファイアーの寸劇を考える少年会員達

アドベンチャー・トレイルの振り返り
｢目隠しをしてどこを歩いたんだろう？｣
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春季霊祭

　3月27日(金）、午前10より春季霊祭が執り
行われ、併せてハワイの道の上にご尽力下さ
れた故人の年祭も執り行われた。

  5年祭  　目黒将三 　　　　 マキキ教会3代会長
10年祭　　　　　斉藤米國 　　　　 ホノルル教会3代会長
10年祭  　菅　芳枝　　　　　　　　 ラナイ教会初代会長
20年祭        　　　桑原つね   京福マハロ布教所長
30年祭  　赤峰眞澄　　   ワイピオ布教所長
30年祭  　水島ヤノ 　　　　 ハワイ島教会初代会長
30年祭  　明本　定   パラダイス教会初代会長父
30年祭  　三国君子   太平洋教会2代会長夫人

つきたての餅を丸めて、
あんこを包む婦人会の皆さん。

餅つき

　3月7日（土）に、伝道庁はシェラトン・プ
リンセス・カイウラニホテルで餅つきを行い
ました。訪れた多くの人に、つきたてのお餅
を楽しんで頂くことが出来ました。
　ホテル側から、引き続き餅つきをお願いされ
ており、餅つきを通してにをいがけを行う素晴
らしい機会を頂くことが出来ました。
　ひのきしんにお集まり頂いた皆さん、あり
がとうございました。
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－青年会・女子青年アロハバンド－

ガレージセール・洗車

　3月29日（日）午前9時より午後3時まで、伝道庁・階下ホールに於いて青年会・
女子青年・アロハバンド共催のガレージセールが開催されたました。管内教友より多
くの品物が寄付されました。また青年会により、焼きそばとかき氷、洗車が行われま
した。この行事での収益金は、各会でおぢばがえりや、ひのきしん隊への助成金とし
て補填されます。

仮装して呼び込みをする少年会員達青年会員による丁寧な洗車

大盛況だった焼きそば来客で混雑する売り場

15



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

修養科英語クラス受講生

4月から6月まで、おぢばで開催される修養科英語クラスをカルミン・ソーザンドラ・ブリスさ
ん（周東・カパア）が受講されています。

第39回ハワイ修養会ご案内
開催期間：2009年6月21日(日)～7月17日(金)
修養内容：天理教教典（天理教の基本教理）
　　　　　教祖伝(おやさまの生涯）
　　　　　ひのきしん(親神様への感謝を日々の行動に表すこと）
　　　　　教話
　　　　　おつとめ練習(世界たすけの方法である”おつとめ”を学ぶ）
　　　　　上記の他、様々な活動を通し教理の実践
対　　象：17歳以上
受講御供：＄200
受講申込：伝道庁事務所まで
　＊願書申込締切は開催一週間前の6月14日(日)です。

結婚式

　1月24日、ヒルトン・ハワイアンビレッ
ジ・ホテルのクリスタル・チャペルにお
いて、伊藤ジャネルさん（本島・プカラニ
布）とキタガワ・コリーさんの結婚式が、
蘇リン先生主礼の元執り行われました。
　挙式後、コーラル・ボールルームにて披
露宴が行われました。新婚夫婦は現在、ニ
ューヨーク・バッファローに居住されてい
ます。
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伝道庁人事
　3月23日（月）、5年間の布教活動
終えた布教の家卒寮生・箕浦講平さ
ん（浪華）が帰国されました。2年
間の天理文庫勤務を終えられる、森
央・海外部員（芦津）は後任の方が
着任後、帰国されます。また、一年
間の伝道庁青年を終えられた前田英
趣さん（北陸）は、帰国せずに布教
の家管理者としてもう一年ハワイに
滞在されます。

天理教語学院卒業式・少年会研修終了
　3月8日（土）天理教語学院の卒業
式が行われ、おやさとふせこみ科の
柿谷テイトさん（高知・高知誠）が
卒業されました。
　また、中村ディーンさん（周東・ハ
ワイコナ布）が、一年間の少年会での
研修を終えて帰国されました。

左より前田英趣さん、箕浦講平さん、森央さん。

柿谷テイトさん 中村ディーンさん

ＴＬＩ天理教語学院
　3月17日（火）、明本ダニエルさん
（周東・パラダイス）が、2年間の予
定で、ＴＬＩ天理教語学院の日本語
教師として出向されました。また3月
31日（火）に、中尾ルーカスさん（
天元・パール）が、TLI日本語科入学
の為、出発されました。

明本ダニエルさん

修養科英語クラス講師

4月から6月まで、おぢばで開催される修養科
英語クラスの組担任を木村バロン会長（本島
・カカコ）がおつとめ下さいます。

木村バロン・カカコ教会長

中尾ルーカスさん
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カウアイ島　　　　　　　　　　
  5月2日（土）  午前9時 日本人墓地
オアフ島
   5月2日（土）　 午前9時 ホノルル動物園
マウイ島
  4月19日（日） 午前8時半 カナハ・ビーチパーク
ハワイ島
 コナ 5月 3日（日）　 午前11時半 コナ・メモリアルパーク
 コハラ 5月10日（日）　 午前10時 オールド・コナ空港公園
 コナ 5月23日（土）　 午前 8時半 ホメラニ軍人墓地

＊オアフ島会場参加者にはシャトルバスの送迎を用意しております。席に限
りが有りますので、ご利用下さる方は、事前に必ず伝道庁事務所でお席をご
予約頂きますよう、お願い申し上げます。
　尚当日、バスは午前8時30分に天理文化センター（2236 Nuuanu Ave.）を
出発する予定です。

全教一斉ひのきしんデー

少年会ハワイ団

夏のこどもおぢばがえりのご案内

日程　７月16日（木）～29日（木）､30日（金）

少年会ハワイ団では、今年も夏のこどもおぢばがえり団参を予
定しております。詳しい内容につきましては、後日連絡をさせ
て頂きます。旅費は現段階で、約1,100ドルと見積もっており
ます。尚、海外少年ひのきしん隊参加者には、旅費助成金の支
給もございます。
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　待ちかねた春がやってきました。今月は

教祖の御誕生月です。7日のお祝い演奏会

では、一手一つの明るい演奏を教祖にご覧

頂きましょう。お祝いのクッキーは、月

次祭までに伝道庁にお届け下さい。ご存

命の教祖に届けさせて頂きます。尚今月

の月次祭は、第２日曜日の前日、土曜日

11日となっております。よろしくお願い

致します。

■月例会
　4月6日（第1月曜日） 
・ミーティング    9：00- 9：30
・講話　十全の守護（庁長先生）
      9：30-10：00
・お祝い演奏会総合練習 10：15-

■第49回教祖ご誕生お祝い演奏会
　4月7日（火）  19：00-

　（御供＄3、ハッピ、白靴下）

■ヌアヌ・ハレ慰問

　4月11日（土） 9：30-10：30

■バザーひのきしん
　毎週水曜日    9：00-12：00

　於：ウエストハウス

＊今月の月次祭直会当番は、合同Bグル

　ープです。よろしくお願いします。

＊今年もホームレスシェルターへの缶詰

　の寄付をお願い致します。米、しょうゆ、

　シリアル、生もの以外受け付けます。4

　月11日（土）伝道庁月次祭までに伝道　

　庁へお届け下さい。

婦人会だより

■月例ミーティング
　青年会・女子青年ミーティングは
4月8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
■婦人会教祖ご誕生お祝い演奏会準備

　4月7日、演奏会の準備をさせて頂きま
す。よろしくお願いします。

19

■お知らせ
　4月はひのきしんを2回、募金活動を
1、2度予定しています。日程が決まり
次第連絡させて頂きます。

　★ 創 立 百 周 年 婦 人 会 員 決 起 の 集 い
　　内容：ビデオ・講話・感話・おつとめ
　　講師：深谷かよ子先生(英語) 同時通訳あり
　参加費：＄5
　5月30日（土）午前  9時30分 ハワイ伝道庁
　　  30日（土）午後  5時00分　マウイ教会　
　      31日（日）午前10時00分 ヒロ教会 

★ 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
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女子青年だより

■お知らせ
・次回の青年会・女子青年合同ミーティング

は、4月8日の午後7時半から伝道庁レインボ

ー・ハレで行います。

少年会だより
■おぢばがえりへの募金活動

　3月29日に伝道庁で開催されたれた青年会・

女子青年・アロハバンド共催ガレージセール・

洗車募金活動にご協力頂いた皆様、ありがとう

ございました。

　ピザハットの「1枚購入で、1枚無料！」に

なるカードを、10$で販売させて頂きます。カ

ウアイ、マウイ、ビッグアイランドでもご利用

頂けますので、教会・布教所の皆さん、また個

人でもどうぞお買い求めください。このカード

で、ピザ2枚目は無料になり、最初に使用した

月から一年間ご利用頂けます。

■教祖ご誕生お祝い行事
4月19日（第3日曜日）午前10時より伝道庁

にて、恒例の教祖御誕生お祝い行事を開催し

ます。みんなで教祖の211回目のお誕生日を

お祝いしましょう。

■アロハバンド・ポンポン隊練習
　今夏のこどもおぢばがえりに向けて、3月か

らポンポン隊も第3日曜日の練習に加えて、第

2日曜日の練習にも参加します。両日共、午後

1時半から3時半まで伝道庁で行います。4月は

第２土曜日月次祭後と、第３日曜日、教祖御誕

生お祝い行事後に、練習します。

■ミニバザーとお茶くみひのきしんの募集
　伝道庁月次祭の女子青年ミニバザーと、飲

み物テーブルの準備とお茶くみのひのきしん

をして頂ける方を募集しています。また焼き

菓子の提供や、昼食中にバザーのお手伝いを

して頂ける方がおられましたら、稲福ルイー

ズ(551-3158)までご連絡下さい。2010年の

婦人会創立100周年おぢばがえりに向けて、

女子青年では空き缶とボトルのリサイクルで

募金活動をしております。ご協力よろしくお

願い致します。

■ありがとうございました！
　少年会スプリングキャンプのミニ・オリンピ

ックをお手伝い頂いた皆さん、どうもありがと

うございました。子供達も大喜びでした。

　また3会共催ガレージセールをお手伝い頂い

た皆さん、どうもありがとうございました。

イベントは大成功に終わりました。近いうち

に次のガレージセールをしたいと思います。

今回参加できなかった方も、是非次回ご参加

下さい。

　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、

女子青年活動費、2010年婦人会創立１００

周年大会への旅費、そして今夏の青年会イン

ターナショナルひのきしん隊旅費の補填に使

わせて頂きます。

・教祖ご誕生祭に焼き菓子のお供えをさせて頂き

ます。4月11日までに伝道庁にお持ち下さい。

■春期キャンプ・おつとめ総会

　
　春季キャンプとおつとめ総会が3月21日から

23日まで行われ、60人の少年会員と8人のカウ

ンセラーを迎え、成功裏に終わりました。また

22日午前10時からの総会には、120名以上が参

加しました。ご参加頂いた皆さん、ご協力頂い

た皆さん、どうもありがとうございました。



　どんな時でも美味しいデザートは、みんなに愛されるものですよ
ね。最近、毎日自分にあるいいことをすることにしました。ある日
にはスターバックスの珈琲を買ったり、またある日には贅沢に甘い
お菓子を買ってみたり。
　そんな私にとっての究極のチョイスは、仕事場からの帰り道のクニ
ア通りにあるスターバックスで珈琲とデザートを楽しむことです。小
奇麗にされた座席から、ワイアナエの山裾と夕日の眺める、そんな素
敵な空間にぴったりのお菓子がモカ・チーズケーキです。すごく簡単
なのにとっても美味しいです。どうぞお楽しみ下さい！

食いしん坊レシピ

材料
・ブラウニー・ミックス　
　19．5オンス（約550グラム）
・アップル・ソース　1/2カップ
・卵白　卵3個分（それぞれ分けておく）
・珈琲　1/4カップ

モカ・チーズケーキ

作り方
１．予めオーブンを350°F（約180℃）に温めておきます。ブラウニー・ミックスとアッ
　　プルソース、卵白2つ分と珈琲を混ぜ合わせます。13×9インチの焼型に油をひいてか
　　ら流し込みます。

２．クリームチーズ、砂糖、小麦粉と残りの卵白をよく混ぜ合わせます。スプーンで生地
　　にへこみを作ります。その後、マーブル模様が出るように、ナイフで生地を何度か切
　　り込みます。

３．約30分焼きます。網皿で冷まして出来上がりです。

・フラデルフィア・チーズ（低脂肪ソフト）　
　8オンス（230グラム）
・砂糖　1/2カップ
・小麦粉　1/4カップ
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3月行事報告4月行事予定
   1日（水）・三会会議
 2日（木） ・まこと/オリジンズ編集会議
  ・婦人会委員会
 4日（土） ・布教の家月次祭
 6日（月） ・婦人会例会
 7日（火） ・月例コミュニティーひのきしんデー
  ・婦人会第49回教祖
   　　ご誕生お祝い演奏会
 8日（水） ・青年会会議
 9日（木） ・少年会会議
10日（金） ・主事会
11日（土） ・伝道庁月次祭
12日（日） ・庁長夫妻帰本（～5/1）
 ・教会長布教所長会議
13日（月） ・月例にをいがけデー
 ・フュチャーパス検討会
19日（日）・少年会教祖御誕生お祝い行事
26日（日） ・本部月次祭遙拝式
 ・おてふり/鳴物練習

 2日（月） ・婦人会委員会
 3日（火）・月例コミュニティひのきしんデー
 4日（水） ・三会会議
  ・布教の家月次祭
 5日（木） ・まこと/オリジンズ編集会議
 6日（金）・歌って踊れるみかぐらうた会議
 7日（土） ・庁長夫妻帰本（～3/14）
  ・プリンセスカイウラニホテル餅つき
  ・歌って踊れるみかぐらうた会議
 8日（日） ・アロハバンド・ポンポン隊練習
 9日（月） ・婦人会例会
  ・フューチャーパス検討会
10日（火） ・婦人会鳴物練習
 ・布教・育成委員会
11日（水）・青年会会議
　 ・少年会会議
14日（土） ・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
 ・主事会
15日（日） ・伝道庁月次祭
 ・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） ・にをいがけデー
21日（土） ・少年会春季キャンプ（～3/23）
22日（日）・第34回少年会ハワイ団総会
26日（木） ・本部月次祭遙拝式
 ・おてふり/鳴物練習
27日（金） ・春季霊祭
29日（日）・青年会・女子青年・少年会合同
 　ガレージセール＆洗車
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T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

第50回ハワイ婦人会総会

第52回ハワイ青年会総会

日程：5月16日（土）

場所：伝道庁

時間：午前9時30分より

・おつとめ

（青年会・婦人会・女子青年合同）

・記念式典（各会）

・フードバザー　

　(青年会・婦人会・女子青年合同）

　焼きそば、おでん等

　　


