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おぢばからのメッセージ

立教172年6月26日

　日々は、それぞれの拠点の御用の上にご丹精いただき、誠にご苦労様でございま
す。本日は梅雨の合間の好天に恵まれ、全国各地より大勢の帰参者が寄り集う中、６
月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽気に勤め終えられました。　
　真柱様は祭文の中で、教会長・よふぼく一同は、「心さい月日しんじつうけとれば
どんなたすけもみなうけやうで（8-45）」と仰せ下さる親心を胸に、それぞれの持ち
場立場を真実込めて全うして、勇んでにをいがけ・おたすけに励ませていただく決意
を述べられました。またこの上ともに、よろづたすけに自由のご守護を賜り、一日も
早く一れつ兄弟互いにたすけ合い、陽気に睦び楽しむ世の様にお導き下さいますよう
にと祈念なされました。
　祭典後の神殿講話は土佐忠雄本部員がおつとめ下さいました。土佐先生は、昨年の
秋季大祭の真柱様のお言葉、教典、おさしづ等を引用され、立教の元一日の親神様の
思い、教祖のひながたを再確認し、おつとめとおさづけの大切さを述べられました。
また、日々親神様の教えを実行することにより親神様の教えが身に付き、それが周り
の人へのにをいがけとなり、親神様に自由のご守護をお見せ頂けるのである、とお話
し下さいました。そして、一昨年から昨年にかけて開催された後継者講習会に触れら
れ、今の時旬に道の後継者の育成に力を入れさせていただくことの大切について諄々
とお話下さいました。
　来月10日からはいよいよ恒例の「おやさと練成会」がスタート致します。24日まで
の15日間に亘り開催される今年の練成会には、英語コース前期16名、同後期11名、
ポルトガル語コース14名、中国語コース8名、三年ぶりに開催のスペイン語コースに
は8名が受講予定で、8月5日から15日までの開催となる韓国語コースには19名、合計
76名が受講する予定となっております。期間中無事お連れ通り頂けるよう、スタッフ
はじめ部員一同心一つにつとめさせて頂きたいと思います。また7月26日から始まり
ます「こどもおぢばがえり」には、海外各地より大勢の道の子たちが帰参して下さる
ことを心よりお待ち申し上げております。
　なお最後になりましたが、真柱様御夫妻には今月29日より来月3日まで韓国をご巡教
下さり、6月30日の韓国伝道庁創立百周年記念祭にご臨席頂く予定でございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、一れつ人間をお慈しみ下さる厚
い親心より、十全の守護をもって身上自由を叶
わせて下さり、陽気世界建設を目指して旬々の
お仕込みを賜りつつ成人の道へと導きお育て下
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。私共はこのご高恩を忘れ
ることなく、朝に夕に御礼を申し上げ、たすけ
一条のご用に励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６月月次祭を執り
行う日柄を迎えましたので、おつとめ奉仕者一
同心を揃えただ今より座りづとめ・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
今日一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さまをもご
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。
　本日より来月１７日まで２７日間にわたり、
第３９回ハワイ修養会を３名の受講生を迎え開
催させて頂きます。また来月３日には天理教ピ
クニックを開催し、教内の親睦を一層深めてい
きたいと準備を進めております。世界たすけを
お急き込み下さる親神様の御心に添い教祖のひ
ながたを辿り誠の心を高めて、一れつの陽気ず
くめの世界実現に向けて邁進させて頂きたいと
存じます。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争いのない世界へ、人々
が互いにたすけあい睦み合う世の状へと一日も
早く立て替えて下さいますようお導きのほどを
一同と共に慎んで御願い申し上げます。
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楽人

伝道庁7月月次祭　

7月19日（日）午前9時

祭典講話：高田エリック

日本語通訳：中尾妙子

龍　笛	 	 	 T.西村	 	 T.岩田
篳　篥　　　		M.社本			
鳳　笙	 	 	 L.岡村	 	 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	 斉藤カーレン　柿谷節生
賛　者	 井上タイロン　三国ウェスリー
指図方	 本田グレン
献饌長	 稲福道興
	 	 	
	 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	 O.中尾	 S.中尾
	 G.本田	 W.城	 M.稲福
てをどり	 庁長夫人	 M.岩田	 T.中尾
(女性)	 M.柿谷	 K.斉藤	 S.中尾
	 J.山	 L.蘇	 L.長田
笛	 N.浜田	 S.柿谷	 W.三国
チャンポン	 C.三国	 S.中尾	 W.城
拍子木	 R.山	 T.岩田	 E.高田
太鼓	 M.社本	 S.社本	 M.久尾
すりがね	 T.美馬	 M.久尾	 S.社本
小鼓	 T.西村	 T.美馬	 T.岩田
琴	 E.目黒	 L.川崎	 L.浅尾
三味線	 T.松川	 M.山下	 K.金川
胡弓	 M.中島	 L.本田	 N.椎葉
地方	 M.岩田	 C.斉藤	 O.中尾
	 M.稲福	 G.明本	 T.井上

6月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　7月19日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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6月月次祭祭典講話

ハワイ伝道庁長夫人　浜田まさよ

ひながた

　只今は、ハワイ伝道庁６月の月次祭をご参
拝の皆様と共に、陽気に勇んで勤め終えさせ
て頂きました。誠に有難うございます。
　本日は天理教教典第五章『ひながた』に
ついて、皆様とご一緒に勉強させて頂きた
いと思います。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

　「教祖は、口や筆で親神の教えを説き明
　かされると共に、身を以てこれを示され
　た。この道すがらこそ、万人のひながた
　である。」 
　　　  　 　　   （教典第5章　ひながた）

　これは教典第五章『ひながた』の冒頭の文
章です。教祖は、ご自身を、又いろいろな人
を話しの台に用いられて、私達がどういう心
遣いをすれば陽気ぐらしが出来るかというこ
とを“ひながた”によってお教え下さいまし
た。私達の生涯の中で様々な出来事に遭遇

するとき、どういう道を取れば良いのか、
どのようにその出来事を受け止めたら良い
のか、と迷うことが何度も起こってまいり
ます。そんな人間の心を終始ご覧になって
いる教祖は、こういう苦しみの時はこう考
えなさい、悲しい出来事に出合ったらこう
して乗り越えて行きなさい、と教祖自ら歩
んで下さり、私達が納得しやすいようにそ
の通り方を“ひながた”にお示し下さいまし
た。私達は、その“ひながた”を通して、何を
学ばせて頂いたら良いのか。そのことが“ひ
ながた”をたどる上で一番大切なことではな
いでしょうか。
　“ひながたの道”を知っている、解ってい
るというだけでは、辿ることにはなりませ
ん。山のふもとから、少しずつ自分の足で
歩きながら、山の頂上を目指すように、様
々なふしのなかを日々の暮らし方や考え方
を、一つ一つていねいに、“ひながた”を頼
りに歩む事、“ひながた”を今の自分に生か
しながら実行する事が“ひながたを辿る”と
いうことだと思います。
　教祖がお通り下さった“ひながたの道”の
一番最初は「貧に落ちきる」ということで
した。勿論教祖は貧乏になる、ということ
だけを目的にこの道を歩まれたのではあり
ません。「貧に落ちきる」という“ひなが
た”から、教祖は何を私達に教えようとされ
たのでしょうか。
　それは、とかく人間はお金や物があれば
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幸せ、安心と思いがちですが、実はお金や
物がなくても幸せや喜びを感じることが出
来るという事をお教え下さったのです。欲
の心を忘れ、物事に執着する心、こうあら
ねばならないというこだわりの心をぬぐい
去り、親神様の教えを聞かせて頂くことに
よって心の切り替えが出来れば、心に明る
さが生まれ、喜びを見出すことが出来るの
だ、とお教え下されたのです。

　「貧に落ちきらねば、難儀なる者の味がわ
　　からん。」
　　　　（逸話編4　一粒万倍にして返す）

と、仰せになったとも聞かせていただきま
す。他人様を救けさせて頂きたいと思うな
らば、まず相手の身になってみないと、そ
の人の辛い気持ちがわからないということ
だと思います。おたすけの度にその人と同
じ経験をするわけにはいきませんが、自分
の言いたいことをただ相手に伝えようとす
るのではなく、相手の人の悩みをしっかり
と聞かせてもらい、その辛さを理解するこ
とが大事です。

　「よう聞き分けて、満足与えてくれ」
　　　　　　　　　　   （明治34．8．16）

というお言葉通り、おたすけに出させて頂
く者は、その人たちの話しを聞き分けて、
満足を与えられるような柔軟な広い心を持
つことが大切です。何としても救かって頂
けるように教祖にお働き頂きたい、という
誠真実が人を救ける元となり、教祖の“ひな
がた”が人救けをするための手本となります
が、決して“ひながた”を自分の都合のよい

ように解釈しないように、気をつけなけれ
ばなりません。これが“ひながたをひながた
通りに”ということです。そして、いざひと
だすけを、という時に教祖にお働き頂ける
ように、日頃から様々な形で“理作り”をする
ことも忘れてはならないと思います。
　教祖は、

　「この家へやって来る者に、喜ばさずには
　一人もかえされん。」
　　　　 　  （教祖伝第3章　みちすがら）

と、子供を喜ばせたい、たすけたい一条の
お心でありました。「あの人の処にいけ
ば、気持ちが晴れる。」「教会へ行けばど
んな話しもきいてもらえて心が軽くなる、
明るくなる。」と言われるようになれば、
教祖のこの“ひながた”を実行していること
になるでしょう。特に、教会や布教所など
は、訪れて下さる方々に喜びや陽気ぐらし
を味わって頂く処なのだ、ということを教
えて下さるお言葉だと思います。
　稿本教祖伝の中に、

　「ある時は宮池に、ある時は井戸に、身を
　投げようとされた事も幾度か。しかし、い
　よいよとなると、足はしゃくばって、一歩
　も前に進まず、『短気を出すやない、短気
　を出すやない』と親神のみ声、内に聞こえ
　て、どうしても果たせなかった。」
 　  　　　  （教祖伝第3章　みちすがら）

とあります。教祖は人間のお姿をされてい
ますが、お心は親神様なのですから、板挟
みの苦悩というものは無いはずです。それ
なのに何故こういう行為をお見せになった



のでしょうか。
　例えば私達人間には、神様の教え通りに
進むことと、世間との板挟みの苦労をする
事があるかもしれません。人と人との板挟
みで、耐えられないような苦しみを経験す
るかもしれません。八方塞がりになってど
うして良いかわからない時の態度を、教祖
は宮池や井戸へ身を投げようとする姿を通
してお示し下さり、そんな時には短気を出
さず、早まらずに、教祖にお縋りし、親神
様の教えを基準に物事の判断をするように
したならば、必ずご守護頂ける、心配はい
らないということを、この“ひながた”を通し
てお教え頂いていると思うのです。四面楚歌
の状態であっても、天は開いています。ちょ
うどお日様の光が私達一人一人を温かく、優
しく包み込んで下さっているように、教祖が
必ずお守り下さいます。教祖は、

　「神さんを、産んでくれた親と同んなじよ
　うに思いなはれや。そしたら、ほんまの信
　心が出来ますで。」
 　 　　　　   （逸話篇１０４　信心はな）

とお教え下さいます。私はどうにも心が治ま
らない時や、心配なことが起こった時には神
様の前に座ります。そして教祖に甘えてそ
の胸の内を聞いて頂き、「どのように通ら
せて頂いたらよいのか、どうぞお教え下さ
い。」と教祖にお縋りし、お凭れします。
するとその内に神様がいろいろと思い浮か
ばせて下さり、「なるほど、そうか。」と
心が治まり、その苦しい経験を通して、い
つの間にか喜びの心を味わわせて頂くこと
が出来るのです。
　また神様は、思い浮かばせて頂いたこと

をぐずぐず迷ったりせずに、打てば響く
ようにすぐ実行にうつすことをお望みでは
ないか、と思うのです。その実行したこと
が、もしも教祖の思召に適っていないこと
ならば、「別の道があるよ。」とお教え下
さいます。そうしたら考え直して、又次に
思い浮かんだ事を実行する。その繰り返し
をしている内に、だんだんと心の入れ替え
もさせて頂けるようになり、他人様への心
配りも身に付けさせて頂くことが出来て、
少しずつ成人させて頂けるのではないでし
ょうか。
　そして、ご守護の姿を見せて頂いたなら
ば、又そう感じさせて頂いた時には、すぐ
に神様にお礼の気持ちを表すということが
大切だと思います。ついついお願いばかり
が多くなってしまいますが、お礼申し上げ
る時にも神様の前へ行かせて頂くようにし
ています。
　教祖は、どのようにして人々をお育てに
なられたか、教祖伝逸話篇の中にも多く
の“ひながた”を拝すことが出来ます。そし
てその中で、教祖の元へいろいろな悩み事
や苦しみを救けてもらいたいとやって来た
人々に対して、教祖がどのようなお心配り
をなされたかを、学ばせて頂くことが出来
ます。
　教祖は、尋ねてくる一人一人の癖、性分
までよくおつかみになり、その人の成長に
従って、それぞれに合ったさとし方をされ
ています。一度でわからない人には二度、
三度と仕込まれ、根気をもって粘り強く、
繰り返し繰り返しお育てになりました。
　私達が人を育てる立場にある時、一度話
しをして、相手に納得してもらえなかった
といってあきらめたり、反対に何でこんな
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ことが解らないのだろうか、と腹立たしく
思ったりする事はないでしょうか。
　私にはそのような経験が何度もあり、自
分の未熟さをイヤという程知らされ、“ひな
がた”とはほど遠い自分を反省することも多
々有ります。自分自身が低い心になり、相
手に解ってもらえるように努力し続けるこ
とこそ、教祖の“ひながた”を辿る私達の心
のふしんだと思うのです。
　教祖の“ひながた”には、限りなく子供を思
われる親心を感じさせて頂きます。母親が我
が子を慈しみ育てる時には、赤ちゃんなら
ば母乳やミルクを与え、そして離乳食から
だんだんと大人の食べ物と同じものを食べ
させるように、人を育てるには長い時間や
工夫が必要です。教祖の人への丹精は、最
初はやさしく、そしてだんだんと厳しく相
手の成長に応じて、心を掛けて言葉を尽く
してお育てになっておられます。
　教祖は、言葉づかいに心を配る事が大切
だ、ということを教えて下さいました。せ
っかく相手のためにと思って言った言葉で
あっても、その人を傷つけたり、悲しませ
たりしては何にもなりません。反対に、言
葉の使い方一つで、心が明るくなったり、
悩みから解放される人もあるのですから、
やはり言葉は周りの方々が喜び、勇んで下
さるように、心して使わせて頂かねばなり
ません。また、
　
　「言葉一つがよふぼくの力」
　　　　　　　　　　	（明治28．10．7）

とも聞かせて頂きます。実際に人救けの上に
言葉を使わないと、言葉に力は付きません。
時には、言いにくいことでも言わなければな

らない時があります。しかしそれは、心底そ
の人に救かって頂きたいという、真実の言葉
でなくてはなりません。又、親身になって忠
告してくれる人の言うことを、素直に聞ける
お互いでありたいと思います。　
　今から23年前の1986年、教祖100年祭の
年ですが、主人がコンゴ・ブラザビル出張所
勤務のご用を頂き、私も4人の子供を連れて
一緒に出向させて頂きました。日本での暮ら
し方しか知らない私にとって、アフリカ・コ
ンゴでの生活は、まさにびっくりすることが
たくさんありました。特に、安心して医療に
頼れない状況の中で子育てをしながら、子
供たちが病気になったらどうしよう、とい
う不安が一杯で先案じする毎日でした。“お
さづけ”を頼りにしながらも、「おぢばに住
んでいたなら、近くに憩の家病院もあり、
こんな心配をしなくてもよいのになあ。」
と何度も思いました。どんどん心が暗くな
っていきました。
　そんな時、ふと思い浮かんだのが、教祖
の“貧に落ちきられたひながた”です。今ま
で自分が頼りとしてきた事、こだわってき
た事を心から無くしてしまおう、と心の切
り替えを努力する内に、それまで当たり前
だと思っていたことが、親神様の大きなご
守護であったと気づかせて頂き、だんだん
と心が明るくなりました。
　コンゴへ出発する直前、前婦人会長様（
まさ奥様）に出向のご挨拶をさせて頂きま
したとき、次のようにお声をかけて下さい
ました。「まさよちゃん、どんな中も喜ん
で通らせてもらいや。」他にもお話下さっ
たのですが、このお言葉しか覚えていない
のです。けれども、３年数ヶ月の在任中に
お見せ頂いた家族の身上や、様々な事情の
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度に、この一言のお言葉でどれ程たすけて
頂いたかわかりません。毎日をどのように
暮らしていけばいいのだろうと不安な気持
ちになったとき、また子供が身上になり、
どうなるのだろうと心配でいてもたっても
いられない時に、その中でも何か喜ばせて
頂けることはないか、どんな小さな事でも
喜ばせて頂こうと、必死で心掛けました。
何としても喜びを見つけたいと真剣に願う
と、教祖は必ずそれに気づかせて下さいま
す。そして「教祖有難うございます。」と
心から教祖にお礼申し上げている内に、私
の心の中の不安も心配も教祖が消して下さ
り、喜びだけが残っているように感じるの
です。これが“たんのう”という事でしょう
か。喜びというものは自然に与わるもので
はなく、探し求めるものだと気づかせて頂
きました。この喜び探しは、今も私の心の
大きな支えであり「どんな中も喜びの心で
通らせてもらいや。」と私を励まして下さ
ったお言葉は、私の生涯の宝物です。

　親神様はいろいろな出来事、いわゆる“ふ
し”を通して、心遣いについて勉強する機会
を与えて下さいます。「どこまで解ったか
な。“ひながた”を辿る努力が出来ているか
な。」と、まるで親神様から試験を受けて
いるような気持ちになる時もあります。こ
のような事を何度も繰り返して、ようやく
親神様・教祖にしっかりと縋り付いて行き
たいと思うようにならせて頂きました。
　親神様は、楽しく嬉しい思いもたくさん
させて下さいますが、反対に、苦しいこと
や辛いことを通して、今の自分に必要な、
大切な事を教えて下さいます。成ってくる
ことを真剣に考え、反省し、その中から喜
びを探し求める努力をすることにより、心
が明るい方向へと切り替わるご守護をき
っと頂戴出来ると信じます。ただひとすじ
に、親神様のお心、教祖の“ひながた”を頼
りに、明るい喜びの心で日々を通らせて頂
きましょう。
　御静聴有難うございました。

　婦人会英語グループでは、ホーム

レス施設の子供達への文房具の寄付

活動を実施しています。筆記用具等

の文房具を提供して下さる方は、伝

道庁までお届け下さい。皆様のご協

力をよろしくお願い致します。

婦人会英語グループ(Hui O Wahine Ohana)
スクール・サプライドライブ
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婦人会・青年会・女子青年

合同総会

信仰体験発表
トウエン・タボール

　皆さん、今日はお集まりいただきありが
とうございます。私をご存知ない方、トウ
エン・タボールと申します。今日は私の人
生と信仰の経験についてお話しさせていた
だきます。
　私をご存知ない方、私はカトリックの家
庭に生まれ育ちました。9人兄弟の末っ子
です。父は板金工でシムと言います。母は
ルシアと言います。母は私と同様、宗教的
な家庭に育ちましたから、両親は土曜ごと
に古いステーションワゴンに私たちを乗せ
て、5時半のミサに参加していました。日
曜もカテキズムという教理教育に参加しま
した。若者のための日曜学校です。正直言
って、行きたいと思ったことは一度もあり
ません。いつも行かずにすむ理由、方法
を探していました。しかし、母が頑固でし
たので、行かざるを得ませんでした。五年
生の時には、少年祭壇奉仕者であるアルタ
ーボーイズに加わりました。これは私が神
父になるための第一歩でした。私が神父な
んて想像できますか？土曜には、トム神父
の授業も受けました。後に、私は母に神父
になる気が全くないことを話しました。信
仰の段階は、教理教育から信仰を固めた者
に授けられる堅信礼へと進みます。堅信礼

の過程は2年です。これによって堅固なカ
トリック教徒になるか、一信者にとどまる
か、道を選択するわけです。私は堅信礼を
授かった日のことを覚えています。母は大
喜びでした。母とはよく宗教観をめぐって
ぶつかり合っていましたから。母は私に、
「堅信礼を受けて欲しかったのは、ただあ
なたに回りに誰もいない人生を歩んで欲し
くなかったから」と言ったのです。その時
は、母の言葉の意味がよく分かりませんで
した。
　1年後、親友の一人から電話をもらいま
した。彼女の娘、メイシーのゴッド・ファ
ーザー、つまり、代父になってくれないか
と頼まれたのです。私はすごく興奮して、
後々どんな責任が伴うか知らずに引き受け
てしまいました。そして、家に飛んで帰
って、母にこの大ニュースを知らせまし
た。母は、「ミスティの宗教は？」と尋ね
ました。よく知らなかったので、次の日ミ
スティに代父母の役割とは、また、彼女の
宗教は何か尋ねました。まず、彼女は災難
が起きた時にきちんと役割を果たしてくれ
そうだから私を選んだ旨を説明してくれま
した。そして、その晩私を彼女の修道会に
連れて行きました。私にとって、そこはひ
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どく衝撃的でした。「神道」だったのでし
ょうか。始めにお話したように、生まれて
からずっとカトリックの人々に囲まれてい
たのです。近所の人は、向かいも、右も左
も、カトリック。一緒に育った友達も、つ
きあった女の子達も、皆カトリック。だか
ら、この時人生で初めて、全く未知の戸を
くぐったのです。
　彼らの祈りの意味や根拠が全く理解でき
ませんでした。ただ、穏やかな気持にはな
りましたから、通い続けたのです。代父母
になって、その子の両親の望みに沿うべき
責任と義務も感じていましたから。今日ま
でメイシーと私は良好な関係を保っていま
す。
　23歳の時、デシーという素敵な女性と
出会いました。私たちは一夜にして恋に落
ちたと言ってもいいでしょう。ある晩、友
達と会うために車を運転していると、彼女
がある言葉を口にしたのです。「子供！」
「結婚したら！」私は衝動的にブレーキを
踏み、車を道端に止め、外に出ました。彼
女はドアを開けて、歩み寄り、「そう。そ
ういう事を考えている。だって、それ程幸
せだから！」と言いました。こうして、そ
の夜のうちに、私たちは婚約したのです。
指輪も買いました。私は家に戻って、この
大ニュースを母に話しました。母は私を見
て、また、「彼女の宗教は？」と言いまし
た。
　次の日、2人分の昼ごはんを買って、彼
女をマジックアイランドに連れて行きまし
た。昼ごはんを食べながら、彼女の宗教を
尋ねると、クリスチャンと答えました。同
じキリスト教だからそれ程ショックはなか
ったのですが、宗派はよく分かりませんで

した。それから、彼女は日曜は朝9時に礼拝
があるから、一緒に来ないかと私を誘いま
した。もちろん、「行く」と答えました。
そして、その時から私は毎日曜に礼拝に出
席するようになりました。カトリックから
クリスチャン、つまり、プロテスタントの
信仰へ移行するのは難しいことではありま
せん。もちろん違いはありますが、実のと
ころ違いは二つしかありませんから。
　確か、私が27歳の時でした。仲間とカピ
オラ二公園でのピクニックに参加すること
になりました。ボッチボールをして楽しく
過ごしました。そこで最初に会ったのが、
アンティ・リンでした。愛すべき人です！
いつも幸せそうで、前向きです。そして、
全く思いがけずスピ－カーからこんな声が
聞こえました。「えっ！何で！、タボール
君じゃないか！」なんと、それは「バナナ
・リパブリック」での昔の友人、鈴木ダニ
エルさんではありませんか。彼もすごくい
い人です。その時までそれとは知らずに、
私は天理教の行事に初参加していたわけで
す。そこで出会った人は皆すごく感じのよ
い人たちでした。伊藤・ラウ・クリステル
さんが天理教のメンバーだということも、
この時分かりました。そして、時が経つに
つれて、彼女の夫、スペンサーと私はＨＵ
ＧＳという支援団体のディナーや、ＨＵＧ
Ｓからやってくる子供達と一緒に遊ぶベ
ンチャークラブの手伝いをするようになり
ました。参加すればする程、どんどん興味
が沸いていきました。私の記憶が正しけれ
ば、スペンサーとバザーの設営を手伝って
いた時、初めて中尾オーエン先生と出会っ
たのです。正直言って、その頃の私は信仰
というより私個人の価値について、迷い混
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乱していました。その晩、私は中尾先生に
彼の信仰に対して質問を浴びせました。反
対の立場から、先生の信仰を打ち砕いてみ
ようとさえしたのです。今あの時の否定的
な態度をお詫びしたいと思います。先生は
そんな私の態度に少しも動じない確固とし
た信仰をもっておられました。ひとつ覚え
ていることは「私を見てください」と先生
がおっしゃったことです。この言葉は中尾
先生に限らず、ほかの多くの天理コミュニ
ティの方々からも聞きました。その意味す
るところを理解するまでには少々時間がか
かりました。
　その数ヶ月後、鈴木ダニエルさんから、
「週末は忙しいか」との電話をもらいまし
た。それで、その週末に初めてひのきしん
に参加して、ペンキ塗りや草刈り、木を切
ったりしました。	井上タイロン先生のお
宅でした。驚いたのは、皆が楽しみなが
ら、少し興奮気味に手伝いをしていたこと
です。次の週末も大勢で手伝いに行き、で
きる限りのことをしました。この時も、ま
た皆前向きで、幸せそうで、興奮気味でし
た。その週の後半ダニエルさんのところに
天理教の信仰について話を聞きに行ったの
です。今度はあら捜しのためではなく、心
を開いていました。私は彼に天理コミュニ
ティでどんな人に会っても、誰からも説教
をされたことがないと話したのです。話し
ているうちに、「私を見てください」とい
う言葉が頭に浮かんできました。しばらく
話をやめてこの言葉をじっくり考えている
と、驚くべきことに気づいたのです。私が
会った人は皆ニコニコしていて、態度が前
向きなのです。そうです。あの言葉は本当
だったのです。皆が天理教であるから、誰

も私に説教して聞かせる必要などなかった
のです。
　今から1年程前、私たちはスペシャル・
オリンピックのグループに関わる機会があ
りました。大勢の仲間がハワイ大学の陸上
競技場に行って、手伝いをしました。その
日は、私にとって目から鱗が落ちた1日で
した。大勢の選手や監督、親御さんとの出
会いがありました。ただ、手伝いがしたい
がために、皆がそこに集まっていました。
誰に何を頼んでもいいのです。もう最高に
楽しかったです。何故かよく分かりません
が、あの日の私はもっともっとしたい、と
いう気持に駆られたのです。つい先日研修
を終えて、今私はスペシャル・オリンピッ
ク、ソフトボール・チームのアシスタント
・コーチです。
　私は母に、私たちのしている偉大で素晴
らしい活動のことを話しました。正直言っ
て、親の教えを辿らない私に母はちょっと
失望しているだろう、と思っていました。
ところが、母はこう言ってくれたのです。
「ただあなたに自分が望むことを何か見つ
けて欲しかっただけ。それは正にあなた
自身の手で見つけなければならなかったも
の。なぜなら、私たちは皆同じ神様を信じ
ているのだから」と。
　ありがとうございました。
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合同総会

信仰体験発表

平野　信代

　庁長奥様より御命を頂きましたので、私
の体験したことをお話させて頂きます。私
は教祖80年祭の「海外布教」のお打ち出
しの折、本島大教会三代会長のお声で、大
教会でミスター平野と盛大な挙式をして頂
き、9月3日不安と焦燥にかられホノルル
に到着しました。その時の暑さと甘い花の
香りを今でも覚えています。
　信仰の浅い私は「成ってくるのが天の
理」「上は神の声」「素直が助かる」の三
神言をモットーにホノルル教会に5年住み込
みました。2年間アパートに移りその間、日
本領事館で総領事の昼食のお世話取りをさ
せて頂きました。その後吉田庁長様の御命
で文化センターで夫婦揃って約5年ひのき
しんを致しました。プリスクールの園児の
昼食を作ったり、その頃佐野原大教会から
移された教祖殿の設置と共に枯れ園の造園
に携わる方々のお世話取りをさせて頂きま
したが、真柱様のお入り込みも頂き、目ま
ぐるしい毎日ではありましたが、一番楽し
かった思い出です。
　次にホノルル教会の創立50周年の記念と
して本島三代大教会長のお声により主人が
修養科の教養係として3ヶ月本島詰所に伏
せ込むことになりました。その間私はホノ

ルル教会につとめておりましたが、ある時
太平洋教会の高田さんの依頼でフードラン
ドの社長宅へ住み込むことになりました。
勿論大教会長さまのお許しを得、おたすけ
の精神で住み込ませて頂きましたが環境と
いい、食事といい、住居といい、家族同様
の待遇でファミリーに温かく迎えて頂きま
るで別世界の生活でした。
　しかしここで主人が身上となり2日間で
出直してしまいました。そして4代会長の
御命でアメリカ本土の本島布教の家で学生
の世話取りをするようにと命ぜられまし
た。独り身で悲しみのどん底でやる気は全
くなく再三お断りをしましたが、これが子
なしの因縁を切らせて頂く道だと教えられ
ました。この時は厚き情と理のはざまで悩
み苦しみました。そしてついに布教の家に
行き10年つとめました。住めば都と言いま
すが、色々な体験をしました。そして教祖
110年祭の年、本島へ帰りました。
　次に5代会長のお声で、ある会社の会長
宅へ身の回りのお世話取りに行くことにな
りました。ここも又広大なすばらしい庭園
に立派な邸宅で、衣食住は最高。ここで
10年つとめ、教祖の120年祭の前年詰所で
ひのきしん、そして3年前の5月にホノル
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ル教会へ留守役として努めるようにとのこ
とで現在に至っております。今になって振
り返ってみますと、これからお話する今回
の身上御守護を頂けたもとは、喜び勇んで
とまでは言えませんが、親の声を頼りに通
らせて頂けたからではないかと感謝してお
ります。
　去年の6月28日のことでした。健康診断
でクアキニ病院のドクター三木へ行きまし
た。全てがオーケーとのことでしたが、そ
の頃夜中に2、3度急に肩のあたりが重く
感じられたことをドクターに話すと、すぐ
に心電図を取って下さいました。その結果
異変を感じたドクター三木はすぐに心臓の
第一人者であるドクター福山に連絡を取ろ
うとされました。ドクター福山はいつもな
らその時間にはすぐには連絡がつかないの
で、私は会長様と一旦教会に帰るよう言わ
れました。ところがその途中カピオラニ病
院近くまで帰ってきた時、携帯電話が鳴
り、運良くドクター福山に連絡がつき、す
ぐ診断してもらったところ、「血管が3本共
95パーセントもつまっている。すぐに救急
に戻りなさい。できるだけ早く手術をしな
ければいけない。」と言われました。その
日は土曜日で翌日をはさんで月曜日に再検

査、その結果、3時間後に手術をするとす
ぐに決まりました。「会長さん、大変お世
話になりました。お願いづとめと信者さん
方にありがとうとさよならを言って下さい
ね。」とお願いし、この澄み切った美しい
青空ともお別れ、一体どこに行くのだろう
と一筋の涙がほほを伝い流れました。そし
て午後5時手術室へ。すぐに麻酔が効いた
のか腰のあたりが少し冷たい感じがしたの
が最後、その後は全くわかりません。
　夢を見ました。「水」と「理」と「施」
の字が遠くからだんだん大きくなり目の前
でスーっと消えてゆく。私は暗い所を泳い
でいる感じがしました。その時「そんなに
もがかなくてもいいよ」と優しい声。だん
だんとまわりが明るくなって目が覚めまし
た。うつろな目に赤いものが見え、だんだ
んとはっきりしてきました。会長さんが赤
いシャツを着てベッドの側でたぶんおさづ
けの取り次ぎをしておられたのだと思いま
す。寒々として部屋のかべの丸い時計は午
前12時5分すぎをさしています。真夜中に
もかかわらずおさづけを取り次がれたと温
かい真実に涙して眠りに入りました。1時間
おきにドクターの検診。次の2日間はICUに
移り、4日目には3階の一般病棟へ移りまし
た。5日目には歩行練習。点滴を持ちロビー
を歩きました。6日目には歩行器で歩く練
習。7日目には看護士さんと手をつないで
歩き、8日目は10メートル程を1人で歩け
るようになりました。9日目からはリハビ
リセンターへ移り1ヶ月リハビリする予定
がキャンセルされ、9日目に退院出来まし
た。その日玄関でドクター三木とお会いし
ました。ドクター三木は「あの日心電図を
取っていなかったら今頃はホソイだったな
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ぁー」と笑って仰いました。私は心から御
礼申し上げました。
　検診の度に目まい、頭痛、腰痛、胸の痛
みを聞かれますが、全てオーケー。熱も
平常、血圧も良く、何の後遺症もありませ
ん。ドクターはこんなにトントンと事が運
ぶのは珍しい、運が良かったと言われます
が、私は奇蹟だと思います。
　庁長様、会長様はじめ多くの人々の真実
のおさづけを頂き、お道なればこそ人々に
支えられ助け合うありがたさを心の底から
感謝し、幸福です。
　6ヶ月は安静、無理をしないようにと言
われましたが、嬉しさの余りおぢばお礼参
拝を心定めし、会長様も側にいるからと安
心して10月の御大祭に藤野さんと3人で帰
らせて頂きました。そこで又、不思議なこ
とに出会ったのです。関西空港で着陸した
直後、後席より「平野さん」という声。後
ろを振り向くと「僕と平野さんは縁がある
なあ」と笑顔でドクター三木。感動と涙で
声も出ません。もし途中で体調が悪くなっ
たらと教祖に守られている御守護に感激

し、喜び勇んでおぢばへ教祖に御礼申し上
げました。
　大教会長様はじめ皆が安心して下さいま
した。だんだんと年を重ねますと心身共に
通り易い方へ流れがちです。親神様から、
「もっとしっかりしなさい。本当に信仰す
る気があるのか」と愛の手紙を頂いたと反
省をしております。
　手術中の夢に出てきた水・理・施しの理
合、水の恩、低い心、神の筋道、ひのきし
んをしっかり胸におさめ、この体験を人々
にお話し真実の道を人々に伝え、何を見て
も何を聞いても喜びに変える心作り、慎み
と感謝を忘れずに笑顔でつとめさせて頂き
たいと思っています。
　人生のゴールラインも近づいてまいりま
した。和やかに美しく女の一生を閉じたい
と思います。50台は豊かに、60台は健やか
に、70台は和やかに、80台は愛らしく、い
ぶし銀のように美しく低い優しい心で、日
々を楽しく通らせて頂きましょう。　
　御静聴まことにありがとうございまし
た。

月例にをいがけデー

伝道庁では月例にをいがけを実施しています。
皆さんもぜひ一緒ににをいがけ・おたすけに励みませんか？

日程　伝道庁月次祭（第3日曜日）翌日
時間　午前9時伝道庁集合
　　　おつとめをしてから出発します。
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アイランドニュースアイランドニュース

ハワイ天理柔道ニュース

　3月29日にペンシルバニア州ヨークで行わ
れた全米ユース＆スカラスティック柔道大会
から、ハワイ天理柔道のメンバーが見事メダ
ルを持ち帰りました。
　コール・チャンドラーさんとミンディー・
チャオさんが各階級でそれぞれ金メダルを獲
得しました。クリッスィー・チャオさんは、

敗者復活戦でクリスタル・バッツさん（フォ
ンタナ・カリフォルニア、ウエストコースト
・柔道トレーニングセンター）に惜しくも敗
れました。二人は、三度相まみえ、一度目は
バッツさん、二度目はチャオさんが勝ちまし
たが、最後にまたバッツさんが勝ち、勝敗が
決まりました。

　                  個人結果（ペンシルバニア州・ヨーク）
ジャレッド・カネコ　　　　　　　　男子中級1　　38kgs　1位
コール・チャンドラー　　　　　　　男子中級2　　38kgs　1位
デイン・パイヒ・ペスタノ　　　　　成年男子Ａ　   90kgs　1位
ミンディー・チャオ　　　　　　　　成年女子Ｂ　   52kgs　1位
クリッスィ・チャオ　　　　　　　　成年女子IJF　 57 kgs　2位
キャスィディー・チャンドラー　　　成年女子Ａ　 48 kgs　3位

　　また、パイヒ・ペスタノさんがエキシビシ
ョンマッチに出場し、プエルト・リコ代表選
手に技ありで勝利しました。ミンディー・チ
ャオさんは、今年8月にハンガリーのブダペ
ストで開催される、柔道世界選手権のアメリ
カ代表強化チーム15－16歳部門に選出され
ます。おめでとうございます。

　カリフォルニア州サンディエゴで4月17～
19日に開催された全米柔道選手権大会兼代
表チーム選考会に、ハワイ天理柔道の選手
が出場しました。4選手が各部門で5位まで
に入賞しました。代表チームに選考される
には、各部門で一位になり、第一シードの
選手に勝たなければなりません。

　                 個人結果（カリフォルニア州サンディエゴ）
アーノルド・トリウミ　　　　　　　 成年男子　　 60kgs　5位
タイラー・イベラ　　　　　　　　　成年女子　　　48kgs　3位
クリッスィ・チャオ　　　　　　　　成年女子　   　52kgs　5位
ミンディー・チャオ　　　　　　　　成年女子　　   57kgs　3位
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ハワイ婦人会　決起の集い

　婦人会創立100周年に向けて、会員のさら
なる成人を目指して「創立100周年婦人会員
決起の集い」（天理教婦人会主催）が、ハワ
イ管内の3会場で開催されました。
　プログラムは、ビデオ「創立の思召と
100年の歩み」の上映、講話（深谷かよ子
婦人会本部講師）、感話（会員代表）、そ
して参加者全員でのおつとめ、最後に記念撮
影が行われました。各会場の参加者達は、来

年4月の帰参者心定め300名を目標に、「集
い」に参加出来なかった会員にもさらに声
をかけ、一人でも多くの帰参者をご守護頂
こう、と誓い合った。

5月30日(土)	 9:30AM～(ハワイ伝道庁)	121名

	 　　 5:00ＰＭ～(マウイ教会）　 23名

　　31日(日)10:00AM～(ヒロ教会)　　　44名

　　　　　　　　　　　　　　　　　 (会員数)

マウイ島地区（マウイ教会）

オアフ島地区（伝道庁）

ハワイ島地区（ヒロ教会）

婦人会本部より来布下さった深谷かよこ講師
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

第39回ハワイ修養会開講

　6月21日（日）伝道庁月次祭終了後、伝
道庁神殿に於いて第39回ハワイ修養会が
開講されました。3名の英語コース受講生
が、教理・おてふり・鳴物・祭儀式を学ん
でいます。

布教所長交代のお知らせ

　昨年に引き続き、井上タイロン先生（東中
央・ハワイセントラル教会長）が教養掛をお
つとめ下さっています。また各教会・個人合
同の婦人会の方が、美味しい昼食・夕食を用
意して下さっています。

　4月19日付けで、中尾・輝男・スティーブ
ンさんが、ネットハワイ布教所（網島分）の
3代布教所長に就任されました。おめでとう
ございます。

熱心に聴講する受講生達 ておどり練習の様子

祭典終了後、中尾久子前所長とスティーブン
新所長を芯に参拝者一同で記念撮影(右)
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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30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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先月の例会をもって、十全の守護の勉強
会は終了致しました。今月からは新たに
教理勉強を始めさせて頂きます。講師は
もう一度庁長先生にお願いしました。例
会を通して神様の思いを知り、たすけ合
いのできる人間に成人させて頂きましょ
う。

■月例会
　7月13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

・教理勉強（庁長先生）11：15-11：45

■ヌアヌハレ慰問
　7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
　

※7月の鳴物練習、若いお母さんの会はお
　休みとさせて頂きます。
※7月の月次祭直会当番はホノルル教会で
　す。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7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

■ひのきしん

■天理教ピクニック準備ひのきしん

今月もひのきしんを予定しております。
詳しくは後日連絡させて頂きます。

7月3日（金）午前9時から午後2時ま
で、カピオラニ公園で第54回天理教ピ
クニックを開催します。当日の準備設
営（午前6時半公園集合）と、前日の
準備ひのきしんもよろしくお願い致し
ます。

★ 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



女子青年だより

■月例ミニバザー：
　エクステンションの実施
今後も引き続き、伝道庁月次祭後のミ
ニバザーを行わせて頂きます。今月は
エクステンション・ヘアーを$2.5で実
施させて頂きます。ミニバザーで、よ
りお洒落になってお帰り下さい。
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少年会だより

■天理教バザーのお知らせ
8月30日は恒例の天理教バザーです。
女子青年は今年、いもの天ぷら、野菜
の天ぷら、おはぎ、クッキーと赤飯の
ブース担当です。ブース運営のひのき
しんと、焼き菓子等の寄付をお願いし
ます。また、クッキーの材料の寄付も
受け付けています。8月28日(金)までに
伝道庁にお持ち下さい。よろしくお願
い致します。

■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、クーポン帳を
$3で引き続き販売しております。加
えて、キャッサバチップスを通常1袋
$3.99のところを、2袋$1で販売してお
ります。是非お買い求め下さい。

■アロハバンド
第2・3日曜日の午後1時半から3時半ま
で、伝道庁で練習を行います。

■夏のこどもおぢばがえり
おぢばがえり団体は7月16日に出発し、
29、30日に帰布します。およそ60人の
団体で、内アロハバンドが20人と、少
年ひのきしん隊参加者が11人います。
様々な募金活動を含め、多岐に渡り皆
様から多大なご支援を頂いたことをお
礼申し上げます。ありがとうございま
した。

■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。

■婦人会創立100周年記念総会
2010年4月の婦人会創立100周年記念総
会への参加を企画しております。参加の
可否を、蘇リン先生までご連絡下さいま
すよう、お願い致します。



食いしん坊レシピ

玉ねぎとアスパラガスのフリタータ(イタリア風オムレツ)

　私にとっては、愛して止まない存在…美味しいオム
レツ…。でも皆さんの中でフリタータをご存じの方は
少ないのではないでしょうか。一体何かって？要する
にとても大きなオムレツなのです。
　いくつかある私のお気に入りのレシピ情報源から、
これは是非皆さんにもお薦めしたいレシピを見つけま
した。いつもの卵料理とは少し違いますよ。フライパ
ンの中に混ぜるだけです。誰でもできちゃいますよ！

・バター　　　　　　　　小さじ2
・玉ねぎのみじん切り　　適量
・アスパラガス缶詰	 　　１缶　
・天日干しトマト　　　　小さじ2

　　・卵　　　　　　　5個
　　・クリーム　　　　1/2カップ
　　・塩こしょう　　　少々

材料

作り方
※予めオーブンを160℃まで温めておきます。パイ皿か耐熱皿に溶かしたバ
ターか油をひいておきます。

1．フライパンに溶かしたバターと玉ねぎを入れて、中火で2分間程やわらか	
　 くなるまで炒め、キッチンペーパーに上げて油を切ります。

2．1で炒めた玉ねぎ、アスパラガスとトマトを混ぜ合わせて、予め用意して
　 おいたパイ皿か耐熱皿に広げます。

3．溶いた卵、クリームと塩こしょうを混ぜ合わせ、それを2の野菜の上に注
　 ぎます。30分程、黄金色になるまで焼いたら出来上がりです。
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6月行事報告7月行事予定

	 2日（火）	・月例コミュニティーひのきしんデー
	 4日（木）	・婦人会委員会
	 6日（土）	・布教の家月次祭
	 8日（月）	・婦人会例会
	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
	 	 ・森部員帰布
13日（土）	・婦人会ヌアヌ・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）	・主事会
21日（日）	・伝道庁月次祭
	 ・教会長・布教所長会議
	 ・第39回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
23日（火）・婦人会（日・英）委員会
26日（金）	・本部月次祭遙拝式
	 ・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
	

	 3日（金）・天理教ピクニック
	 5日（日）	・布教の家月次祭
	 	 ・弓削マイケル氏来庁
	 7日（火）	・月例コミュニティーひのきしんデー
	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議

	 8日（水）	・布教・育成委員会
11日（土）・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
12日（日）・海外部諸井次長来布
13日（月）・婦人会例会
14日（火）・主事会準備会
15日（水）	・青年会会議
16日（木）	・子供おぢばがえり団体出発
	 ・修養会門出会
17日（金）	・ハワイ修養会終講式
18日（土）・主事会
19日（日）・伝道庁月次祭
	 ・教会長・布教所長会議
20日（月）・月例にをいがけデー
	 ・弓削マイケル氏帰州
21日（火）	・庁長夫妻帰本
26日（日）	・本部月次祭遙拝式
	 ・おてふり/鳴物練習
29日（水）・おぢばがえり団体①帰布
30日（木）・おぢばがえり団体②帰布
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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。

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　天理教バザーのお知らせ


