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おぢばからのメッセージ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立教172年5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。親里は新
緑の青葉が繁れる季節を迎えておりますが、本日も国々所々より熱心な大勢の教友が
お帰り下さり、真柱様を芯に5月の月次祭が陽気に勇んでつとめられました。
　真柱様は祭文で、昨今の世相やお見せいただいている様々な出来事に深く思いを
いたす時、教会長・よふぼく一同は厳しく自らを省みて心の向きを正し、親に残念
をお掛けせぬよう心の普請に努めさせていただき、いかなる中も神一条に徹して、
心のほこりを払い、人間思案の逡巡を去って、一人ひとりがにをいがけ・おたすけ
に励んで、一手一つに世界の普請に真実を尽くさせていただく決心を述べられまし
た。更に、願う心の誠の理に自由のご守護を賜り、人々の心が次々と親の御教えに
目覚め、心の入れ替えが世の立て替えとなって、世界一れつが陽気ぐらしに睦み楽
しむ世の様へとお導きくださいますようにと祈念なされました。
　祭典後の神殿講話は宇野義明本部員がおつとめ下さいました。宇野先生は、ご自身
の経験を振り返り、日々よふぼくとしてお使い頂くことを教祖に言上することで、様
々な出会い、おたすけの場面を数々お与え頂くようになり、心に段々に教祖をお慕
いする気持ちが強くなり、そして「教祖恋しい」と心から思えるようになっていっ
た、と述べられました。またご自身のお母様が書き記した手記を元に、昭和10年、
警官隊が教会本部に強制捜査で突入した時の様子について触れられ、教祖のひなが
たの道を、強靱な信仰信念を元に通られた先人、先輩諸氏に思いを馳せるとき、私
たちの心に自ずと勇気と自信と使命感が沸き起こってくる、とお話下さいました。
　先生は最後に、教祖恋しい、そして信仰の喜びを世界へ、これがお道全体に満ち
あふれ、次なる成人へと向かう原動力となっていくようお互い精一杯に務めさせて
頂きましょう、と呼びかけられ講話を締め括られました。
　それでは来月も勇んで勤めさせて頂きましょう。どうぞ宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、子供可愛い親心のまにまに、旬
に応じて私共をお仕込み下さり、永の年月絶え
ることなき御守護をもってお育て下さいます御
慈愛のほどは誠にありがたく勿体ない極みでご
ざいます。私共は日々賜ります厚き御恵に感謝
の思いを深めつつ、御恩報じの道を心勇んで歩
ませて頂いておりますが、その中にも今日はこ
れの伝道庁の５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
つとめさせて頂きご高恩に御礼申し上げたいと
存じます。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、共にみかぐらうたを
唱和して御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。
　全教一斉ひのきしんデーが世界各地にて繰り
広げられ、去る２日にはオアフ地区での開催を
約１５０名の参加者を得て実施させて頂きまし

た。またカワイ、マウイ、ハワイの各地区にお
いても順次実施させて頂いております。また昨
１６日にはハワイ婦人会並びに青年会の総会
を、青年会本部深谷太清委員のご臨席を頂き、
合同にて賑やかに開催させて頂きました。また
３０日、３１日には婦人会創立百周年に向け、
婦人会本部主催「決起の集い」がホノルル、マ
ウイ、ヒロの３地域にて開催されます。道の台
としての自覚を深め、あらきとうりようとして
の情熱を高め陽気世界の実現に向けて真っ直ぐ
に心勇んで歩ませて頂きたいと存じます。
　私共は人間思案に流されることなくひながた
の道を素直に辿らせて頂き、つとめの勤修とさ
づけの取り次ぎに励み、世界たすけをお急き込
み下さるお思いに少しでもお応えさせて頂きた
いと存じます。届かぬ私たちではありますが何
卒親神様には大らかな親心でお連れ通り下さ
り、人々の心の埃が払われ一列兄弟姉妹の和
睦が深まり互いにたすけあう陽気づくめの世
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、一同と共に慎んで御願い申
し上げます。
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楽人

伝道庁6月月次祭　

6月21日（日）午前9時

祭典講話：浜田まさよ

日本語通訳：岡村リサ

龍　笛   T.西村  T.岩田
篳　篥　　　  S.シャンク
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 岩田メルビン　稲福道興
賛　者 高田エリック　中尾スティーブン
指図方 西村忠正
献饌長 岩田メルビン
   
 座りづとめ 前半 後半
てをどり 庁　長 M.稲福 W.三国
(男性) Y.中尾 E.高田 K.川崎

 T.西村 T.岩田 S.社本
てをどり 庁長夫人 Y.西村 L.本田
(女性) M.柿谷 N.椎葉 L.井上
 C.明本 S.久尾 A.綾川
笛 S.柿谷 N.浜田 T.岩田
チャンポン R.山 G.明本 E.高田
拍子木 M.稲福 W.城 K.竹村
太鼓 C.三国 S.社本 T.井上
すりがね T.一瀬 D.川崎 S.中尾
小鼓 M.岩田 S.柿谷 M.久尾
琴 J.山 D.三浦 R.井上
三味線 T.松川 L.蘇 T.中尾
胡弓 M.岩田 S.浜田 S.中尾
地方 T.美馬 O.中尾 Y.宮内
 M.久尾 S.中尾 W.城

5月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　6月21日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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５月月次祭祭典講話

太平洋教会長　三国クライド

天理王命

　皆さんお早うございます。先ず初めに、昨日
の婦人会、女子青年、そして青年会の合同総会
を大変素晴らしくつとめられましたこと、誠に
おめでとうございます。本日は、当ハワイ伝道
庁の月次祭にご参拝くださり、ありがとうござ
いました。本日のおつとめも大変陽気につとめ
させていただきました。勇んだおつとめをご覧
になられ、親神様、おやさま、そして祖霊様も
大変お喜びのことと思います。参拝場におられ
る皆さんの笑顔が拝見できて、私も大変嬉しく
思っております。講話を始めさせていただく前
に、日本語へ翻訳をしてくださった一瀬常徳先
生、本日通訳をしてくださる岩田もと子先生に
お礼を申し上げたいと思います。ありがとうご
ざいます。
　本日は、天理教教典第四章、「天理王命」に
ついて、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
ようお願い致します。

大切なポイント
「･･･できること自体の喜び」

　天理教教典第四章は、次のように始まって
います。

「親神を、天理王命とたたえて祈念し奉る。
紋型ないところから、人間世界を造り、永遠
にかわることなく、万物に生命を授け、その
時と所とを与えられる元の神・実の神にてい
ます。」

「親神は、人間世界の根元にていまし、この
世を創められたばかりでなく、この世の有り
とあらゆるもの、悉く、その守護によらぬも
のとてはない。」

　このよふのしんぢつのをや月日なり
　なにかよろづのしゆこするぞや	 	 	
	 　　　　　　	　　　　　　　　六　102

　誠に、親神様からお借りしている私たちの身
体は、親神様の十全の守護をもって、恒にかわ
ることなく、その自由を守護してくださってい
ます。私たちが自由に身体を使わせていただけ
るのは、それは勿論、陽気暮らしをするため、
という特有の目的からです。
　しかしながら、この真実を理解せず、身体は
自分勝手な都合のために使えるんだ、と考えて
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いる人が多勢いるのも明らかに本当です。
　次のおふでさきは、よく見られるこのよう
な考え違いに対して、はっきりとお教えくだ
さっています：

　にんけんハみな／＼神のかしものや
　なんとをもふてつこているやら		 	
	 　　　　　　　　　　　　　　　三　41

　にんけんハみな／＼神のかしものや
　神のぢうよふこれをしらんか	 	 	
	 　　　　　　　　　　　　　　　三　126

　めへ／＼のみのうちよりのかりものを
　 しらずにいてハなにもわからん	 	
	 	 　　　　　　　　　　 三　137

　これらのおふでさきから、私たちは身体をど
のように使わせていただくべきかを理解させて
いただけます。本当に、私たちは親神様から身
体をお借りしており、また、恒にかわることな
く、自由のご守護を頂戴しているのです。
　親神様は、十全の守護それぞれに神名を配さ
れ、それぞれの人間身の内の守護の理と世界で
の守護の理を説きわけられました。これが、親
神様の十全のご守護と呼んでいるものです。時
間が限られていますので、今日は十全のご守護
全部ではなく、私たちが日常の生活でよく意識
している、くにとこたちのみこと：眼うるおい
の守護の理、かしこねのみこと：息吹き分けの
守護の理、くもよみのみこと：飲み食い出入り
の守護の理、この三つの守護の理について考え
てみたいと思います。この三つの守護の理につ
いて考えさせていただく上で、簡単且つ大変重
要なことは、私たちは、これらの守護の理を、
心に喜びを感じられるような使い方を本当にし

ているだろうか、それともその反対の使い方は
してはいないだろうか、と自分自身に問いかけ
てみることです。
　人や物事を見る時、私たちは、喜びを感じ
るような見方をしているでしょうか？それと
も、ネガティブな見方をして、余りにも批判
的に不当な見方をしていないでしょうか？他
人様の足りないところばかりを見てはいない
でしょうか？話をする時、私たちは、人の心
に勇気が湧くような、心が奮起するような、
勇むような話し方をしているでしょうか？そ
れとも、他人様のことなどは心にかけず、悲
しみ悩んでいる他人様に、もっと悲しくなる
ような、悩みがもっと深くなるような話し方
をしていないでしょうか？食べ物があること
に感謝し、そしてその食べ物を食べさせてい
ただくときには感謝していただいているでし
ょうか？食べ物に好き嫌いがあったり、自分
の好みの味でなければ満足できない、という
ことはないでしょうか？
　気を付けないと、私たちはこのような親神
様の守護の理を、親神様の思召に反する使い
方で使ってしまいます。これほど情けないこ
とは他にはありません。覚えておきたいこと
は、本当の喜びは、何を食べるのかとか、味
はどうなのか、ということにあるのではなく
て、食べられるということ自体に真の喜びが
あるということです。
　教祖伝には、ある日、食べ物と言えば漬物
しかなく、飲み物は水しかない時、おやさま
はお子様たちに、

「世界には、枕もとに食物を山ほど積んで
も、食べるに食べられず、水も喉を越さん
と言うて苦しんでいる人もある。そのこと
を思えば、わしらは結構や、水を飲めば水



の味がする。親神様が結構にお興え下されて
ある。」

と諭された、とお教えいただいています。
本当に大切なことは、「･･･できること自体の
喜び」です。
　病床にあって身体を動かすことさえ出来ない
人や、喉から何も通すことが出来ない人、モル
ヒネの力を借りなければ、激痛に耐えられない
人など、おたすけをいつもされている方には、
このようなことが良く分かると思います。
　白血病の男性に、クアキニ病院で毎日おさ
づけを取り次がせていただいたことを私は覚
えています。ある朝、ひどい雨が降っていた
のですが、私が病室に入ると、その男性は窓
の傍に立っていました。私が近寄ると、その
男性は、「三国先生、あそこに人がいるのが
見えますか？」と言いました。雨の中で仕事
をしている守衛さんのことを言っているのが
分かりました。その男性は、「私は、残りの
人生をずっとあのような仕事をしても構わな
い。」と言いました。これは、ほんの数か月
前まで、航空会社でフルタイムの仕事をしな
がら、スポーツはする、宝石のセールスはす
るというように、本当に強健だったその男性
から出た言葉でした。
　病院を出る時はまだ雨が降っていましたが、
ドアの外へ歩いてゆけること自体に心から喜び
を感じ、激しく降る雨を、まるでマッサージを
受けているがごとく気持ち良く感じました。私
は、私の心の中でしばらく忘れていた「･･･で
きること自体の喜び」を思い起こさせてくれた
その男性に、心の中でお礼を言いました。

「親神天理王命様にお礼を言うためにおつと
めをする」

　私たち信仰者にとって、毎日二回おつとめを
することは、ごく当り前なことです。おつとめ
の最初のお祈りで、親神天理王命の名を唱えて
祈念します。座りづとめの第一節では、「あ
しきをはろうてたすけたまえてんりおうのみ
こと」と唱和し、親神天理王命の名前を21回
唱えて祈念します。第二節の「ちょっとはな
し…」では、その最後に、「なむてんりおう
のみこと」と唱和します。おつとめの最後の
お祈りで、再び親神天理王命の名を唱えて祈念
します。教会や布教所では、普通座りづとめの
後に、二下りずつおてふりをしていると思いま
すが、それぞれの下りの最後に、「なむてんり
おうのみこと」を二回（「よろづよ八首」の場
合は1回ですが…）、合計4回唱和します。そ
して、勿論よふぼくである私たちは、毎日最
低1回はおさづけを取り次がせていただきます
が、おさづけを取り次がせていただく時は、そ
の最初と最後に、「てんりおうのみこと」と心
で唱えます。おさづけの中では、「あしきはら
いたすけたまえてんりおうのみこと」と「なむ
たすけたまえてんりおうのみこと」を3回ずつ
唱え、これを3回繰り返します。おさづけを取
り次がせていただく回数や、一日のおつとめの
回数によってもっと多くなりますが、私たちは
一日だいたい50回くらい「親神天理王命様」
の名を唱えて祈念しています。
　濱田庁長様から、今日は「天理教教典第四
章天理王命」についてお話しするようご指名
を受けた時、どうして私がこの章のご指名を
受けるようになったのだろうか、と考えてみ
ました。私にとって、「天理王命」とは一体
どういう意味なのだろうか、と自問してみま
した。これまで教理勉強をさせていただいて
いる中で、第四章は何度も読ませていただい

6



ています。私はどのような思いで、どのよう
な心持で毎日50回以上も「親神天理王命」の
名前を唱えているのだろうか？座りづとめやお
てふりの間は、ほとんど手振りに合わせるため
に「なむてんりおうのみこと」と唱和している
ことに、私は気が付きました。座りづとめの間
は、回数を数えるために、私は親神様の十全の
守護の理を暗誦しています。
　おさづけを取り次がせていただく時の唱和
は、より懸命なものになります。この違いは
多分、その場で他の人のために祈る時には、感
情がより高まるためだと思います。病気や怪我
の重さや緊急性などによっても、祈りの懸命さ
が違ってくるのではないかと思います。私が取
り次がせていただいたおさづけの中で、感情の
高まりを強く感じたおさづけの一つは、この神
殿で取り次がせていただいたおさづけで、私の
父親に取り次いだおさづけです。皆さんの中に
も、その時の月次祭に参拝しておられた方も多
分いると思います。
　神殿講話をしていた父の言葉が急に分かりに
くくなったなと思った瞬間、真っすぐ後ろに倒
れ、頭を上段の角にぶつけました。すぐに駆け
上がると、父は出血しており、ひきつけを起こ
しているかのように身体が震えていました。私
の寿命を10年差し上げますので、どうぞお救
け下さいとお祈りし、その場ですぐにおさづ
けを取り次がせていただきました。おさづけ
の取り次ぎが終わる頃には、父の体の震えは
止まり、意識も戻りました。数人の方にお手
伝いいただきながら、父を男子の更衣室へ連
れて行きましたところ、参拝者の皆さんの前
であのような事態になってしまったことを、
父は大変恥ずかしそうにしていました。救急
車が到着した時も、初めは病院へ行くことも
嫌だと言っていました。

　父はその後すっかり回復し、私が申し出た
10年を優に超える年月を生かせていただき、
90歳の誕生日の数日前に出直しました。この
ように、私は、おさづけの効能をまざまざと
見せていただきました。私が出直した時には、
10年足すのを忘れないように、と時折家内に
言って確認しています。
　教典第四章の終りの方で、次のようにお教え
くださっています。

「親神は、人間の実の親にています。親神
は、ただ一すじに、一れつの子供に陽気ぐら
しをさせたいと望ませられ、教祖をやしろと
して表に現れ、元初まりのいんねんあるぢば
において、たすけ一条の道を啓かれた。ぢば
は、天理王命の神名を授けられたところ、そ
の理を以て、教祖は、存命のまま、永久にこ
こに留り、一れつを守護されている。」

　親神様が唯一望まれていることは、子供た
ち皆が陽気ぐらしをすることです。この真実
があるからこそ、人間は誰しも「幸せ」を願
うのです。陽気ぐらしへの真実の道を私たち
に教えたいがために、親神様はおやさまを社
としてこの世にお現れくだされたのです。そ
して、さらに、おやさまは私たち全人類を守
るために、永遠に存命でおられるのです。お
やさまは真に親神様の社であり、おやさまの
御魂は全人類を守るために永遠に存命でおら
れるのだ、と信じること、それこそが私たち
の信仰の真髄です。

　どのよふなたすけするのもしんちつの
　をやがいるからみなひきうける		 	
	 	　　　　　　　　　　　　　七　101
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春の叙勲受領

アイランドニュースアイランドニュース

　社本正登司ハワイ雅楽会会長が、4月29日付
けで、長年に亘る雅楽振興の功績が認められ、
春の叙勲・旭日双光章を受賞された。5月13日
に日本政府外務省で行われた叙勲伝達式に夫
人同伴で出席、叙勲と勲記を受領された。式
典の後、外務省の計らいで皇居を訪れ、天皇
・皇后両陛下に拝謁、お祝いのお言葉を受け
たられた。

社本先生の話
　雅楽は一人で出来るものではありません。大
勢の人々のご協力を頂いて今日に至っておりま
す。従って、この叙勲は私個人だけでなくご協
力下さいました皆さん全員に与えられたものと
して、お受け致しました。
　思えばよく今まで続いてきたなぁと思いま
す。何も無いなかから雅楽を教えるというこ
とで、とてもやれそうにないと思っておりまし
たが、当時の井上庁長先生が、「社本君、御用
とは、教祖がやれと仰るのや。出来る出来んや
ない、やらんならんのや！！」とピシャっと仰
ったことが、私の脳にズシッと突き刺さったの
です。それなら教祖が力を貸して下さる。「教
祖、あんたの責任だよー！」と、こんな思いで
やってまいりました。
　最近、私はそろそろ引退して、若い人達に
後を任せたいと考えていましたが、今回の叙
勲受領でまた責任が増えましたので、死ぬま
で生涯現役でつもりで頑張りたいと思います
ので、引き続き皆様のご協力をよろしくお願
い致します。

社本先生略歴
1934年11月29日愛知県生まれ
御供所分教会(中野)の子弟。天理高校、専
修科卒業後1959年にハワイ布教に来布。
1962年から講師として、ハワイ大学に雅楽
クラスを開講。現在まで一環して雅楽の指
導と普及に尽力し、ハワイにおける雅楽教
育の基礎を築いてきた。1968年一般からの
参加者も含めたハワイ雅楽研究会を設立。
雅楽を通して幅広い国際交流を展開してお
られ、2000年には、ドイツ・ケルン大学に
招かれ、同大学の雅楽アンサンブル設立に
尽力された。現在ハワイ雅楽研究会会長、
日本雅楽会理事を兼任。ハワイ伝道庁主
事、中野大教会・マリエ布教所長。



オアフ島地区は昨年に続き、ホノルル動物園でひのきしんを行った。

全教一斉ひのきしんデー

　毎年恒例の全教一斉ひのきしんデーが、各島
それぞれの日程で開催された。オアフ島では、
ホノルル動物園においてひのきしんデーが開催
された。当日は快晴の御守護を頂き、園内のゴ
ミ拾い、草抜き、落ち葉掃除を行った。各教会
ごとの参加と共に、家族単位で揃ってひのきし
んに励む姿もあちこちに見られた。

　マウイ島はマカワオ軍人墓地にて、カウアイ
島はカパア日本人墓地でそれぞれ除草、空き缶
・ゴミ拾いが行われた。
　ハワイ島では、コハラ、コナ地区でそれぞれ
に空き缶・ゴミ拾い作業が行われた。ヒロ地区
では28日のメモリアルデーを前にして、ホメ
ラニ軍人墓地にて清掃ひのきしんを行った。

オアフ島 5月 2日（土） ホノルル動物園  137名
カウアイ島	 カパア　 9日（土） カパア日本人墓地 　10名
マウイ島  19日（火） カナハ・ビーチパーク   24名
ハワイ島 コナ   3日（日）　 コナメモリアルパーク     7名
  コハラ 10日（日）　 旧コナ空港公園      6名
  ヒロ 23日（土）　 ホメラニ軍人墓地   17名

各会場報告
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赤ちゃん誕生

オアフ島

ハワイ島ヒロ地区マウイ島

ハワイ島コナ地区

　4月14日（火）、デービッド・テイラー、ア
ナベラさん夫妻（天元・パール教会）に赤ちゃ
んが誕生しました。名前はゾーイ・瑞喜（みず
き)・テイラーちゃんで、体重3175グラム、身
長48.3センチの元気な女の子です。おめでとう
ございます。
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　5月16日（土）、婦人会・青年会・女子青
年の合同総会が開催され、計177名が参加し
た。日本の真夏を思わせる強烈な日差しが降
り注ぐも、心地良いそよ風のご守護を頂き、
午前9時30分から青年会本部・深谷太清委員
の3殿礼拝で開始されたおつとめは、座りづ
とめから12下り目まで計7交代で勇んでつと
められた。各会とも、事前におてふり・鳴物
練習をそれぞれ行っており、殿内には陽気な
鳴り物の音と、みかぐらうたを唱和する声が
響き渡った。
　おつとめ終了後は、婦人会・女子青年は神
殿にて、青年会は階下ホールにてそれぞれ式
典が執り行われた。
　婦人会式典では、浜田まさよハワイ婦人会
主任が婦人会本部からの祝辞を代読。その
後、80歳を迎えられた婦人会員へ祝福のレイ
が贈呈された。
　青年会式典では、鈴木委員長が青年会長様
の御告辞を代読。その後、深谷委員があいさ
つと祝辞を述べられた。各式典終了後、参加者
全員が再び神殿に集合。浜田道仁庁長が祝辞を
述べた。続いて、平野のぶよ婦人会員、トエン
・タバル青年会員がそれぞれ信仰体験発表をし
た後、神殿前で記念撮影を行った。
　式典終了後は、バーベキュー、焼きそば、
ぜんざい、おでん等のフードバザーが用意さ
れ、美味しい食事をを楽しみながら互いの親
睦を深め合った。

一手一つにつとめられたおつとめ

婦人会総会式典

青年会総会式典

第50回婦人会総会

第52回青年会総会
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当日は青年会員によって献饌が行われた 80歳を迎えられた婦人会員の皆さん

青年会本部より深谷太清委員の挨拶 熱心に聞き入る青年会員達

総会後の和やかな雰囲気の中、記念撮影が行われた
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ハワイ青年会第52回総会　
　5月16日、青年会・婦人会・女子青年合同総

会が開催されました。本当に素晴らしいおつと

めがつとめられ・・・・毎年おきまりの、あり

きたりのことを言うのはやめにしておきましょ

う。多くの素晴らしいことであふれた一日でし

た。当然反省すべきこともあったのですが。

　平野さんとタバルさんが非常に感動的な、

心揺さぶる信仰体験発表をされたこと、稲福

先生、青年会、婦人会、女子青年が作った美味

しい食事、勇んでつとめられたおつとめ、様々

な喜びがありました。ガルシアさんの司会も素

晴らしかったですし、深谷委員の話す英語はと

ても洗練されていました。この行事をサポート

して下さった皆さんに、心からお礼申し上げま

す。そして忘れてはならないことは、この行事

に限らず、全ての天理教の行事が家族や学校、

仕事を持った人達のひのきしんで運営されてい

るということです。次の行事で、あなたにお会

い出来ることを楽しみにしています。

三会合同総会を振り返って　

ハワイ青年会委員長

　　鈴木ダニエル

ハワイ婦人会員

宮内ルミ

ハワイ婦人会第50回総会
　5月16日、第50回婦人会総会が青年会・女子

青年合同で、陽気にぎやかに開催されました。

三会合同でおつとめがつとめられた後、女性は

神殿内に残り、総会の第一部が行われました。

浜田庁長婦人が、婦人会本部からの祝辞の代読

と挨拶がを行われました。その後、80歳を迎

えられた会員のお祝いと、婦人会・女子青年の

各会歌を斉唱しました。その後男性も殿内に合

流し、総会第二部が行われ、平野のぶよさんと

トエン・タバルさんがそれぞれ感動的な信仰体

験を発表されました。

　2010年4月に婦人会創立100周年をお祝いす

るにあたり、会員一同勇んでおつとめをつと

め、また式典後のフードバザーにも取り組ん

でまいりました。皆さんのおかげで、第50回

総会も成功裏に終えることが出来ました。あ

りがとうございました。
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第39回天理教バザーのご案内

今年も天理教バザーの開催が近づいて参りました。来る8月27日（日）に第
39回目を迎えるこのバザーは、仲間達と楽しく集いながら、地域社会に貢献
する絶好の機会です。また、数十年にもわたってこのバザーが続いているの
は、ひのきしんに励む教友の方々の誠真実があってこそだと思います。今年
もぜひ皆様のお力添えを賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。

日程：8月30日（日）　午前8時30分～午後2時30分
場所：天理文化センター

住所：2236	Nuuanu	Avenue,	Honolulu,	HI	96817

商品
バーベキューチキン、巻き寿司、いなり寿司、赤飯、アンダギ、おはぎ、ホット

ドッグ、シェーブアイス、プレートランチ、キムチ、たくわん、さんばい漬け、

クッキー、天ぷら、おでん、焼そば、サイミン、スタミナラーメン、野菜、植木、

花、衣類、布団、クッション、古着、中古品、餅つきなど。

スクリップ、チキンチケットは伝道庁、または近くの教会で準備して
おります。（バーベキューチキンにはチキンチケットが必要です。
お間違いのないようお願い致します）

ブース設営ひのきしん：8月28日（金）午前9時～午後3時

バザーへのドネーションは以下の日時・場所で受け付けております。

8月17日（月）～20日（火）午前10時～午後4時　天理文化センター
なお、家具、電化製品、マットレス、運動器具、コンピューターなどは、取り
扱っておりません。

＊バザーに関する質問はハワイ伝道庁事務所(595ｰ6523）までお問い
　合わせ下さい。
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　早いもので、今年ももう折り返し地点
を迎えました。5月30日、31日に開催さ
れた決起の集いはいかがでしたか？1年後
に迎える創立百周年のためだけでなく、私
達がこれから生き抜いていくための、新た
な糧を頂けたのだと思います。
　この先は一人でも多くの方に救かって
頂けるよう、親神様の御教えをお伝え
し、日々をおたすけの心で通らせて頂き
ましょう。

■月例会
　6月8日（第2月曜日） 
・ミーティング     9：00-10：00
・教理勉強（教祖伝逸話篇） 

    10：15-11：15

・講話（庁長先生）　　 11：15-11：45

■ヌアヌハレ慰問
　6月13日（土）      9：30-10：30

■女鳴物練習
　6月16日（火）      9：00-

■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

■Women’s Support Network
    　　　　　　　　　　月次祭直会終了後

※6月の月次祭直会当番は、ノースホノルル
　教会です。よろしくお願いします。

※修養会期間中の食事ひのきしんも、よろ
　しくお願い致します。

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6月17日
（水）午後7時半からです。

青年会だより

今月は多くのひのきしんを予定しており
ます。日程が決まり次第、連絡させて頂
きます。

　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、827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。



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
　お願いづとめ・説明会のお知らせ

　6月28日午後7時から、伝道庁神殿に
おいて、夏のこどもおぢばがえり参加
者とその保護者でお願いづとめをさせ
て頂きます。その後、説明会をさせて
頂きます。ご参加下さいますようお願
い申し上げます。

■アロハバンド
第2・3日曜日に、伝道庁で練習を行い
ます。

■夏のこどもおぢばがえり募金活動
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。
　加えて現在、寄付して頂いたキャッ
サバチップスを二つ＄1で販売しており
ます。どうぞご利用下さい。

■ありがとうございました！！
　昨年に続き、今年も三会合同総会(第
50回婦人会総会)を盛大に開催させて頂
き、陽気におつとめをつとめさせて頂く
ことが出来ました。ご参加下さった皆さ
んどうもありがとうございました。
　ガレージセールと洗車をお手伝い頂い
た皆さん、どうもありがとうございまし
た。お陰様で、イベントは大成功でし
た。近くまたバザーを開催したいと考
えています。参加できなかった方も、
それぞれの立場でご協力頂き、ありがと
うございました。収益金は、女子青年の
2010年4月のおぢばがえり、青年会の今
年7月のインターナショナル・ひのきし
ん隊の助成金として、それぞれ利用さ
せて頂きます。

■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
金活動をしています。ご協力よろしくお
願い致します。
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食いしん坊レシピ

　鶏肉と玉ねぎのマスタード・ソース焼き

　特に主婦や仕事をしている人が、多くのことにおわれている今
日、私はシンプルなレシピをとても頼りにしています。チキンは
いつも経済的で健康にもよく、私たちの教会で昼食や夕食に、様
々な形でたびたび使われています。このレシピはとてもシンプル
で、食欲をそそるものです。どこかに持ち寄るもよし、お客様に
出してもよし、家族をおなかいっぱいにしてもよし、どうぞお楽
しみ下さい。

・鶏もも肉　8切れ
・マスタード　¼カップ
・油　　　　小さじ2
・玉ねぎみじん切り　適量

・小麦粉　　小さじ1
・チキンストック　1.5カップ
・タイム(香草)みじん切り　小さじ１

材料

作り方
1．鶏もも肉を器の中に入れ、そこにマスタードを入れ、馴染むまで軽く混	
　　ぜます。

2．深い鍋に熱した油の中に、鶏肉を重ならないように入れていきます。強火
　 で5分間、あるいは一度ひっくり返して黄金色になるまで火を通します。

3．チキンを鍋から取り出します。そこにたまねぎを加え、中火で一分炒め、	
　　小麦粉を加えさらに一分混ぜます。チキンストックとタイムを鍋に加えま	
　　す。馴染むまで混ぜてから、沸騰させます。

4．チキンを鍋に戻して、弱火にします。ふたをせずに、時々ひっくり返しな	
　　がら、10分間程調理します。

5．皿にチキンを盛り、上からスプーンでソースをかけます。お好みでセージ	
　　やパセリをかけてどうぞ。



5月行事報告6月行事予定
 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デー
 3日（水） ・三会会議
 4日（木） ・まこと/オリジンズ編集会議
 6日（土） ・布教の家月次祭
 8日（月） ・婦人会例会
  ・森部員帰布
 9日（火） ・布教・育成委員会
13日（土） ・ヌアヌ・ハレ慰問
14日（日） ・ハワイ修養会願書受付締切
 ・アロハバンド・ポンポン隊練習
16日（火）・婦人会鳴物練習
 ・主事会準備会
17日（水）・青年会会議
18日（木）・少年会会議
20日（土） ・夕づとめ午後6時
 ・主事会
21日（日） ・伝道庁月次祭
 ・教会長・布教所長会議
 ・ハワイ修養会開講式
 ・アロハバンド・ポンポン隊練習
22日（月） ・月例にをいがけデー
26日（金） ・遙拝式
 ・おてふり/鳴物練習
28日（火） ・少年会こどもおぢばがえり
 　お願いづとめ、オリエンテーション
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 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
12日（火） ・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
16日（土）・婦人会、青年会、女子青年
 　合同総会
  ・夕づとめ午後6時
  ・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
21日（木）・少年会会議
24日（日）・森部員一時帰本
26日（火） ・遙拝式
30日（土） ・婦人会創立100周年決起の集い
 　於：伝道庁、マウイ教会
31日（日）・婦人会創立100周年決起の集い
 　於：ヒロ教会 
 ・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



第54回天理教ピクニックのお知らせ

日　程：7月3日（金）

時　間：午前9時～午後2時

場　所：カピオラニ公園

皆様のご参加をお待ちしております!

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、様々な活動を通した教えの実践
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。

多くの方々の受講をお待ち致しております。


