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ハワイ婦人会第49回教祖ご誕生お祝い演奏会

於：ハワイ伝道庁神殿（4/7）
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おぢばからのメッセージ

立教172年4月26日

　日々はそれぞれの拠点の御用の上に御丹精頂き誠に有り難うございます。ご誕生祭の
陽気とは一変、本日は小雨まじりの強風が吹き、大変肌寒い一日となりましたが、日曜
日とあって家族ぐるみで帰参する教人の姿も数多く見受けられる中、４月の月次祭が真
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、教会長・よふぼく一同は、それぞれの立場のつとめをしっかり自
覚し、一手一つに結び合って、ひながた通り活発にたすけ一条の足取りを進めさせていた
だく決心を述べられました。また、来る29日の恒例のひのきしんデーには道の子がこぞっ
て参加し、日頃健康に生かされていることを感謝申し上げ、全教の名に相応しい実働の姿
をもってご厚恩にお応え申し上げたいとお述べになりました。そして、この上ともに自由
のお働きを賜り、人々の心の成人を早めて、一れつ兄弟が互いに助け合い、和やかに睦び
合う陽気づくめの世の様を、一日も早くお見せ下さるようにと祈念されました。　
　神殿講話は諸井慶一郎本部員がおつとめ下さいました。
　諸井先生は、おふでさき第六号の元初りに関するお歌を台に、おつとめの地歌、手振り
の理合い等について諄々とお説き下さいました。内容については天理時報、また「みち
のとも」をご覧下さい。4月の海外からの帰参者は700名を超え、本日の祭文奏上並びに
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、フランス語、
スペイン語、タイ語の7言語で行われました。　
　現在、親里では修養科英語クラス（24名）、中国語クラス（30名）が開催中ですが、
加えて明日からの検定講習会前期には韓国語クラス（33名）、中国語クラス（8名）、ポ
ルトガル語クラス（14名）が開講され、この時期、親里では大勢の海外の教友が修養に、
また教理の研鑽に励まれます。海外部員も様々な形でお世話取りをさせて頂いております
が、こうした経験を通して部員自身もまた成人をさせて頂けるものと存じます。　
　最後になりましたが、真柱様が祭文でお述べ頂きましたように、海外各地で予定頂い
ているひのきしんデーには、一人でも多くの教友にご参加頂けるようお声がけのほど宜
しくお願い致します。そして、ひのきしんを通して世界の人々にお道のにおいをかけさ
せて頂きましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     
                                                                                                            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。
　親神様には一れつの子供をたすけあげたいと
の深い親心より、教祖をやしろにこの世の表に
お現れ下され、よろづいさいの真実をお説き明
かし下さると共に、不思議な自由を見せて世界
たすけをお進め下さいます御守護の程は、まこ
とに有難く勿体ない極みでございます。私共は
厚き御恵の御恩報じを念じて、たすけ一条の御
用に努め励ませて頂いておりますが、その中に
今月は、教祖が２１１年前、この世にお生まれ
遊ばされた芽出度い月でございますので、お祝
いと慶びの心を合わせ、只今より当伝道庁の４
月月次祭を、おつとめ奉仕者一同陽気に勇ん
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。

　去る７日、ご存命にておいで下さる教祖のご
誕生日をお祝い申し、婦人会員によって女鳴物
の演奏を喜びの心一つにつとめさせていただき
ました。また、来月上旬には全教一斉ひのきし
んデーをハワイ各地で実施させて頂き、日々身
上壮健にお連れ通り頂く御守護に感謝申し上げ
たいと存じます。
　私共一同は、教祖が５０年の長きにわたり、
幾重の苦難の中をも明るくお通り下さり、お付
け下された尊きひながたの道をまっしぐらに辿
り、教祖の道具衆としてのつとめを果たし、限
りなき御恵にお応えさせて頂きたいと存じま
す。何卒親神様には私共の真実をお受け取り下
さり、世界中の人々が、我が身さえ良くばの我
欲の心を放れ、親神様の懐に抱かれ、十全の御
守護の中に生かされている真実に目覚めて、一
れつ兄弟姉妹として共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程を、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5月月次祭　

5月17日（日）午前9時

祭典講話：三国クライド

講話テーマ：天理王命

日本語通訳：中尾妙子

龍　笛   Ｔ.岩田  
篳　篥   M.社本 　　S.シャンク
鳳　笙   Ａ.社本 
太　鼓  Ｔ.西村
鉦　鼓  Ｃ.明本
鞨　鼓  Ｍ.社本　

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 美馬孝俊　久尾マーク
賛　者	 井上タイロン　三国ウェスリー
指図方	 中尾善宣
献饌長	 中尾オーエン
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｃ.斉藤	 Ｏ.中尾
(男性)	 Ｙ.中尾	 Ｎ.浜田	 Ｔ.井上
	 Ｇ.本田	 Ｓ.中尾	 Ｃ.斉藤
てをどり	 庁長夫人	 Ｔ.中尾	 Ｓ.柿谷
(女性)	 Ｊ.山	 Ｄ.三浦	 Ｋ.金川
	 M.岩田	 Ｓ.浜田	 Ｌ.浅尾
笛	 Ｔ.西村	 Ｓ.柿谷	 Ｗ.三国
チャンポン	 Ｍ.稲福　　Ｔ.岩田	 Ｍ.久尾
拍子木	 Ｒ.山	 Ｇ.明本	 Ｗ.城
太鼓	 Ｙ.宮内	 Ｅ.高田	 Ｇ.井上
すりがね	 Ｃ.三国	 Ｗ.城	 Ｓ.中尾
小鼓	 Ｔ.美馬	 Ｍ.稲福	 Ｋ.竹村
琴	 Ｅ.目黒	 Ｍ.三国	 Ｆ．伊藤
三味線	 Ｋ.斉藤	 Ｍ.山下	 Ｃ.明本
胡弓	 Ｍ.中島	 Ｌ.本田	 Ｌ.井上
地方	 Ｍ.岩田	 Ｔ.美馬	 Ｙ.宮内
	 Ｏ.中尾	 Ｍ.久尾	 Ｔ.岩田

4月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　5月17日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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4月月次祭祭典講話

カパア教会長　浜田修等

元の理

　ほとんどの人が元の理はむずかしいとか分
からないと感じておられる人が多いと思うの
ですが、元の理を理解する上で一つのポイン
トを申しますが、共通点が分かればよく理解
出来ますので、今日はその共通点の所だけを
ほんの少しだけ話してみたいと思います。
　ここにありますDVDですが、山田清三とい
う先生が天浦分教会という所で話された事を
録音して下されたものです。十柱の神名を一
つ一つ分けて話して下さってありますが、一
つの神名で約2時間20分くらいで、全てを説
明すると28時間ぐらいになります。そういう
ことで、ほんの少ししか話すことが出来ませ
んのでよろしくお願いいたします。
　初めに国床立(くにとこたち)の命様。この
世元初まりは泥海であった。月日親神様はそ
の様を味気なく思召し人間を創造りその陽気
ぐらしをするのを見て共に楽しもうと思いつ
かれた。そこで月様が泥海の中より先に出て
国床を見定めお固めたまいて日様に談じ、こ
れは｢こうき話｣明治16年本だと思います。
　この所を読んでみますと、日様に談じる以
前に人間創造の発想なり構想が出来上がって
いるように感じられて、日様に談じという言
葉で全てを育てる力を持ったものを表現して
いる。ここに出てきてあります月様なり日様
という言葉は実在の月日ではなく、親神の変
わりに働きの出来る日様なり月様は元の理の
最後の方に出てまいります。

　海山も天地も日月も漸く区別出来るよう
　にかたまりかけてきた　(元の理)

　このように実在の日月と親神の代わりの
働きの出来る月日は別ものである事を理解
して頂いて話を進めさせて頂きたいと思い
ます。
　それで国床立の命様なり面足(をもたり)の
命様の象徴表現は基準とか変えられる事ので
きないものを象徴表現されている、たとえ
て申しますと、水ですが、全ての基準とな
っております。海抜何千メートルとか体重
を計る時、リットルなりギャロン等々、色
々の基準となっているようです。又、東西
南北にしても東西が地球の地転軸を中心に
一番大きく動いている所、南北は動かない
所として教祖の教えは変えてはならない人
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間の心の使い方の中心となっている。この
南北が東西のように動いたら、何万メート
ルの津波が起き、生物は存在出来ません。
親神様が南北という地球の自転軸をしっか
りと中心として守って下さっているからこ
そ生物は生存出来ています。
　方角の事であと一つ大切な教えがありま
す。東西南北は現在風な方向学で、あと一
つは艮、巽、坤、乾の方角、この四つの方
角は昔中国から渡ってきたであろう十二支
の教えで、この十二支の教えが加わる事に
よって、時間と空間は二つ一つが天の理と
成っている事をお教え下され、世界の学者
といわれる人達が理解出来るようになった
のはつい最近の事で、私の記憶に間違いが
なければ、西暦2000年を越えていたと思い
ます。時間、年限、厄年、年齢、動物から
受けるイメージ等々、色々ありますが、こ
のくらいにして。
　それで動物なり魚の象徴表現をもって何を
伝えようとして下されているか。国床立の命
様の象徴表現は、頭一つ尾一つの｢大竜｣であ
ります。面足の命様は、頭十二、胴があって
先に三本の尾があり、その先に剣がついてい
る｢大蛇｣と書かれています。
　その十二ですが、十二の時、昔は十二支の
時刻で皆さんが生活されていたようで、一日
を十二刻、一年十二ヶ月、このような事を象
徴表現されて、あと一つは人間の神経が十二
あると言われております。この神経は人間と
蛇にだけ十二の神経をお与え下されてあると
の事です。それは栗田長吉という人が悟られ
た話だそうです。元の理の教えの中で｢み｣と
いう白蛇、｢黒ぐつな｣という黒蛇、それに頭
十二という大蛇と、三つの蛇を使われている
事は、人間創造の時点から人間は頭が良いよ

うに初めから造られているようです。
　それでこの神経が十二対あるそうですが、
それを一つにまとめた姿が頭一つ尾一つの
｢大竜｣ということを教えて頂きました。一
つと十二対で二つ一つが天の理となってお
ります。元の理の教えの中で｢大竜｣だけが
天空をかけ周りというように空にありまし
て、最も多くの情報が集まるように教えら
れ、その多くの情報を一つにまとめる力をお
与え頂いているのが国床立の命様の象徴で、
元の理の初まりの話も泥海中を見澄まして、
次が一すじ心を見澄ました上、二回程見澄ま
すという言葉が最初から出て来まして、私達
布教師も信者さん、我が家族、世の中の事、
この見澄ます事の出来ない人は仕事が出来ま
せん。又、幸福にもなれません。
　目というものが最も多くの情報を得ること
が出来ます。情報を集めていない人は見澄ま
す事が出来ないように世の中は出来ておりま
す。たとえて申しますと神木を一本買ったと
します。五億円か十億円ぐらいはします。そ
れで見る目のない人は五億なり十億円を出し
て、ごみを買ったよりももっと悪いのです。
おふでさきの中にも出てきます。いがみかが
みはこれはかなわん。見る目のない人はこん
な木を知らずに買ってしまう。この木はごみ
か薪にしかなりません。
　又、次は一つのスポーツのチームを完成
する時、この選手は何が出来るのか、どれ
程の選手なのかが分からないとスポーツの
チームも完成出来ません。たとえて申しま
すと、野球のイチロー選手、この人の年間
契約金が30億ぐらいであったと記憶してお
ります。このような人を雇う時に初めから
一億とか二億というような値をつけていた
のでは、雇うことも出来ないし、一つのチ



ームも出来ないのです。
　それでは、人間の目利きはどのようにして
御守護頂くのか、四つか五つ程考えられる中
の一つで、皆さんに分かりやすいものを一つ
紹介させて頂きます。人間身の内眼うるおい
の守護、世界では水の守護の理、このように
教えて下されてありまして、人間の目という
ものは光がないと役に立たないように出来て
おります。光の守護は面足の命様のお働きで
女性の働きであります。奥さんの心が光り輝
くような心へと育てて頂けるよう男性は勤め
ると良いです。その男性は目利きの出来る苦
労従(玄人)となるようです。私達布教師は目
利きの出来ると言いますか、見澄まして色々
の事の判断が出来るように心を澄まして通ら
せて頂きたいと願っております。
　象徴表現の教えは世界の人達が共通したイ
メージを受け、言葉にするとあまりに長くな
ってしまうという事がございますので、素晴
らしい教え方だと感じております。
　国狭土(くにさづち)の命様の象徴は｢亀｣と
教え下されて、「み」様に｢亀｣を仕込む事を
教えくだされている。「み」様の時は女雛型
ではありませんが、｢亀｣を象徴される特徴を
仕込まれて初めて女雛型となる。それでは亀
の特徴ですが、亀は昔から長生の象徴のよう
な動物でした。鶴は千年亀は万年と言い伝え
られたようにであります。それをやさしいと
か争わない、歯がない、ふんばり強く甲羅は
最強の皮膚と言われ、二億五千万年ほど進化
しなかった動物として、ゆっくり動く。亀が
ひっくり返ると起きられない女雛型として亀
の甲羅を持って争わずに身を守る。高慢に
なるとひっくり返って死んでしまう等。女
雛型としての心使いは亀を象徴として仕込
んで頂けただけではなくて、最後に面足の

命様(日様)が直接人間創造の守護を教え込ま
れてあります。
　その面足の命様の働きを分かりやすく教
えて下されたのが頭十二胴があって尾が三
本あり先に剣のついている大蛇という架空
の大蛇であります。先にも少し述べました
が、時間、空間、年齢、他もありますが、
大蛇という象徴表現で生まれたり死んだり
せず変わらない事、脳を表現されていて迷
走神経だけが尾てい骨まで下がり、その神
経が雲読(くもよみ)の命、かしこ根の命、大
戸延(をふとのべ)の命様へとつながり、三本
の尾、三本の剣で女性に与え下された素晴ら
しい働きを表して下さってあります。雲読の
命様ですが、飲み食い出入り、この事は暖か
い心でさあさあと温かい心で食事は出させて
頂く方が良い。
　次のかしこ根の命様、言葉の御守護も特
別に女性に与えられたやさしい声と温かい
心、子供達が学校なり外で泣かされて帰っ
てきても母親のやさしい声、温かい言葉、
その笑顔で子供さんの心が立ち直れます。
又、大戸延の命様の引き伸ばしの御守護を
頂けるのも、三歳ぐらいまでの子供さんは
ほとんどの場合、母親ににべったりで育て
て頂きます。引き伸ばしの守護は食べ物とや
さしい言葉で育っていきます。その事を三本
の尾と象徴表現して教えて下され、三本の剣
を持って衣食住、全て切る事から初まり物事
が完成し、子供も育ち切らない限り食事が完
成しない。切るから息が出来る。このような
事を教え下されているのが元の理の教えであ
ると思います。
　何分にも三十分という事ですのでこれで
終わらせて頂きます。御静聴ありがとうご
ざいました。
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アイランドニュースアイランドニュース

　4月7日（火）午後7時より、伝道庁神殿に
於いて、教祖の211回目のご誕生日をお祝い
する、第49回教祖ご誕生お祝演奏会が開催さ
れた。今回の演奏会に先駆け、婦人会では4月
6日（月）の月例会後に最終練習を行った。

－婦人会－

第49回教祖ご誕生お祝演奏会

　当日は70名のハワイ婦人会員が参加。礼拝
後、琴、三味線、胡弓、地方にそれぞれ分か
れ、よろづよ八首から12下りまでを、4交代で
つとめた。演奏終了後、おさがりのケーキやお
菓子で和やかな一時を過ごし、散会した。
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　4月19日（日）毎年恒例の少年会主催教祖ご
誕生お祝行事が伝道庁にて実施されました。少
年会委員長の中尾オーウェン先生と、アロハバ
ンド責任者の宮内泰次先生を芯に座りづとめが
つとめられ、行事が始まりました。
　続いて、ジュニアリーダーの、ディーン・
ロダン君(12歳)が少年会員の誓いと、少年会
の歌を歌いました。さらに、そこにトーリ川

－少年会－

教祖ご誕生お祝行事
崎君(13歳)が加わり、教祖の物語をプロジェ
クターと大きなスクリーンを使いながら、参
加者に解説した。
　その後、神殿階下ホールへと移り、ハワイ青
年会員の協力による駐車場での玉入れ等の、様
々なお楽しみゲームが行われた。そして最後
は、教祖ご誕生お祝いの歌をみんなで歌い、お
供えのケーキとアイスクリームを頂きながら、
少年会員参加者は楽しい一時を過ごした。

春の叙勲受賞

　社本正登司主事・ハワイ雅楽会会長(中野大
・マリエ布教所長）が、4月29日付けで、長年
にわたる雅楽振興の功績が認められ、春の叙勲

で旭日双光章を受賞されることになりました。
詳細は、次号に掲載させて頂きます。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

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。

リーワード布教所（周東大・アロハ教会）
三宝マツノ布教所長お出直し

　リーワード布教所（アロハ、周東）、三宝マ
ツノ所長が4月14日、入院先のパリモミ・カピ
オラニ・メディカルセンターで出直された。享
年89才。葬儀は4月27日午後7時よりミリラニ
葬儀所にて、川崎デービッド、アロハ教会長斎
主のもと執り行われた。
　1974年10月21日、リーワード布教所を開
設。後に夫の勝が二代所長となるが、勝の出直
し後、再び所長となられた。数十年の信仰に裏
付けされたその信仰信念は固く、にをいがけ、
おたすけ、ひのきしんを熱心に行い、伝道庁行
事の上には、特に例年開催されるバザーに、長
年に亘り多大な貢献をされた。
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日　程：　８月30日（日）

時　間：　午前8時半～午後2時半

場　所：　天理文化センター
バサー用スクリップの申し込みは、

伝道庁事務所へご連絡下さい。

第39回　天理教バザーのお知らせ

　ｰ少年会ハワイ団ｰ 夏のこどもおぢばがえりのご案内

日程　７月16日（木）～29日（水）､30日（木）

　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830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。

　婦人会英語グループ(フイ・オ・ワヒネ・オ
ハナ)では、毎年恒例の福祉団体への缶詰など
の食料品の寄付を行いました。皆様のからの
多くの食料を寄付することが出来ました。経
済が厳しい状況に直面している今、施設にお
いても、人々に対する食料や住居提供の予算
管理は厳しく、多大な影響を被っています。
　4月という時旬に、私たち婦人会からホー
ムレスの方々の施設へ食料を届けられるとい
うことは、教祖のお誕生日に思いを馳せる上
で、非常に意義深いものでした。
　ご協力頂いた皆様に心よりお礼申し上げま
す。どうもありがとうございました。

－婦人会英語グループ－ 支援活動紹介
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　5月です。おぢばでは先月19日に第91

回婦人会総会が開催されました。来年の

第92回総会は、いよいよ婦人会創立百周

年記念総会です。百周年にむかって、教

会らしい教会の台になれるよう、婦人会本

部より深谷かよ子先生をお迎えし、5月30

日、31日の二日間にわたって“決起の集い”

が開催されます。5月16日の、青年会・婦

人会合同総会もあわせて全ての行事が成人

へのステップとなるよう、共々に真剣につ

とめさせて頂きましょう。

■月例会
　5月11日(第2月曜日)  9：00- 
・庁長先生のお話の後、合同総会鳴物練習
と記念品のラッピング、こんにゃく作りの
ひのきしんをさせて頂きます。

■総会総合練習
　5月14日（木）    19：00-

■総会準備ひのきしん

　5月15日(金）　　    9：00-

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

　5月16日(土）    　9：30-

婦人会だより

■月例ミーティング
次回の青年会ミーティングは5月13 
日（水）午後7時15分からです。

青年会だより

■スペシャル・オリンピックひのきしん
5月30日（土）、ハワイ大学マノア・キ
ャンパスのグラウンドで体に障害のある
高校生達の運動会をサポートします。時
間等後日お知らせ致します。

　★ 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 

☆5月の月次祭直会当番は、防府グループで

す。よろしくお願い致します。

■三会合同総会おつとめ練習
5月14 日（木）午後7時から、伝道庁
神殿階下ホールで行います。

■三会合同総会
5月16 日（土）午前9時半から午後
3時まで、第52回ハワイ青年会総会
を行います。

■青年会・女子青年共催ガレージセール
5月31日（日）、伝道庁神殿階下ホール
でガレージセール・洗車・フードバザー
を行います。よろしくお願いします。



女子青年だより
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少年会だより

■夏のこどもおぢばがえり
　ピザハットの「1枚購入で、1枚無料！」
になるカードを、$10で販売させて頂いて
います。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。どうぞご利用下さい。

■教祖ご誕生お祝い行事
　4月19日(日)に教祖ご誕生お祝い行事を
開催しました。ゲームやひのきしんをして
下さった青年会の皆さんにお礼申し上げま
す。ありがとうございました。

■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参加に向け
て、5月は第2・3日曜日に加えて、31日
も午前9から午後3まで、天理文化センタ
ー(TCC)で練習を行います。

4月の月次祭直会から、青年会と女子青年がマッ

サージを行っております。お礼を頂いた場合は、

青年会は今年度のインターナショナルひのきしん

隊、女子青年は来年の婦人会創立百周年大会の旅

費の補填として、それぞれ使わせて頂きます。み

なさん是非ご利用下さい！！

■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

います。ご協力よろしくお願い致します。

■三会合同総会
　5月16日(土)午前9時半より、三会合同総会

が開催されます。おつとめ後のフードバザーに

大勢のひのきしんが必要です。お手伝い頂ける

方は、稲福ルイーズか女子青年委員までご連絡

下さい。

■婦人会員決起の集い
　月末の婦人会員決起の集いに、女子青年も是

非参加させて頂きましょう。

■ガレージセール
　5月31日(日)当日と前日の午後2時から5時

まで、セールの運営・撤収と準備ひのきしん

をお願いします。お手伝い頂ける方は、稲福

ルイーズ(551ｰ3158)か女子青年委員までご連

絡下さい。

■教祖ご誕生お祝い演奏会
　クッキー等の焼き菓子を御供え頂いた皆さ

んありがとうございました。教祖にお喜び頂

けたことと思います。
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　今月のレシピは、Voice of the Angels.comという雑誌の食料・栄養
欄にある、カロリーの移り変わりと食物の組み合わせという記事から
見つけました。その記事には、私達の体は普段1日3食に基づいてカ
ロリーを燃焼することに慣れていて、もし一食のカロリー量を減ら
すと、足りない分を体の中の脂肪から補う働きをする、書かれてい
ました。例えば、一日1200カロリー必要な人が、400カロリーづつ
3食で摂取していたとすれば、もし一食を200カロリーに減らした場
合、残りの200カロリーを体内に貯まった脂肪から補うように体が働
くのです。つまり少なくとも4～6回に小分けにして食事を少量ずつ摂
取し、その合計で一日に必要なカロリー量を摂取すればいいのです。

　今月提供するレシピは、その記事に掲載されていた6つのうちの1つです。簡単なレシ
ピで、楽しんで頂けると思います。残りの5つレシピもどうぞお楽しみに！

食いしん坊レシピ

・カニ肉塊　4オンス
・オリーブオイル　小さじ1
・粉チーズ　小さじ1
・オニオンパウダー　少々
・ウスターソース　少々

クラブ・ケーキ

・レモン汁　少々
・無脂肪マヨネーズ　適量
・魚介類用調味料(シーフードシーズニング)
・タバスコかホットパプリカ　少々
・パセリのみじん切り

材料

作り方
1．材料を全てフードプロセッサーに入れ、30秒混ぜ合わせます。お好みでお好
　　きな調味料を混ぜて下さい。

2．プロセッサーから取り出し、二つに分けて薄く伸ばします。

3．深めの鍋に少量の油を入れ、弱火で中火で火を通します。黄金色になるまで
　　こんがり焼いたら、一度裏返して出来上がりです。



4月行事報告5月行事予定
 2日（土） ・朝づとめ午前6時
  ・オアフ島地区
　　 　全教一斉ひのきしんデー
 4日（月） ・婦人会委員会
 6日（水） ・三会会議
 7日（木） ・まこと/オリジンズ編集会議
 8日（金） ・布教の家月次祭
 9日（土） ・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
10日（日） ・アロハバンド・ポンポン隊練習
11日（月）・婦人会月例会
 ・フューチャーパス検討会
12日（火）・婦人会鳴物練習
 ・主事会準備会
 ・布教・育成委員会
13日（水）・青年会会議
14日（木）・夕づとめ午後6時
  ・合同総会おつとめ練習
  ・少年会会議
16日（土）・婦人会、青年会、女子青年
 　三会合同総会
  ・夕づとめ午後6時より
  ・主事会
17日（日） ・伝道庁月次祭
 ・アロハバンド・ポンポン隊練習
18日（月） ・月例にをいがけデー
26日（火） ・遙拝式
 ・おてふり/鳴物練習
30日（土） ・婦人会創立100周年決起の集い
31日（日） ・女子青年・青年会共催
 　ガレージセール/洗車
 ・アロハバンド・ポンポン隊練習
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 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
10日（金） ・主事会
11日（土） ・伝道庁月次祭
12日（日） ・庁長夫妻帰本
13日（月） ・月例にをいがけデー
16日（木） ・少年会会議
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
30日（木）・庁長夫妻帰布



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

　　


