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おぢばからのメッセージ

立教172年7月26日

　今年は例年になく梅雨明けが延びておりますが、親里には今年も「こどもおぢばがえ
り」を待ちわびて大勢の子供達がお帰り下さっています。そんな中、本日は七月の月次祭
が真柱様を芯に陽気に勇んで勤め終えられました。真柱様は祭文の中で、本日より開催さ
れるこどもおぢばがえりについて触れられ、夏のおぢばを楽しみに全国各地から帰参する
子どもたちが、日頃元気にお育ていただく喜びを身をもって味わい、明るく心豊かに成長
させていただけるよう、また期間中、万事障りなく順調に運ばせていただけるようお願い
くださいました。また、教会長・よふぼく一同は、只今の世上に見せていただいている数
々の事情の中に、親の思いをたずね、我が心の歪みを正して、教祖がおつけくだされた陽
気ぐらしへのたすけ一条の道を真っ直ぐに勇んで歩ませていただく覚悟を述べられ、一日
も早く世界中が天理に目覚め、誠の心を通い合わせて、明るく開ける世の様をお見せくだ
さいますよう祈念なされました。
　祭典講話は村田雄治本部員（ブラジル伝道庁長）がおつとめ下さいました。先生はま
ず、本日より開催されるこどもおぢばがえりが、みんなが助け合い、喜びの行事となるよ
う願います、と述べられ、次に今年の春季大祭の真柱様のお言葉、逸話篇（一一七、父母
に連れられて）を基に、子や孫へ信仰を伝え、家族ぐるみで教会へ参拝することの大切さ
についてお話し下さいました。またご自身が少年会ブラジル団の団長をお務めになってい
たときの、子供おぢばがえり団参のお話から、少年会員を育成することの意義等について
お話下さいました。
　本年の「こどもおぢばがえり」には、海外各地から700名を超える方々がお帰り下さい
ました。これに先立ち開催された、青年会インターナショナルひのきしん隊（7/18〜24）
にも7つの国・地域から100名近い方々が参加し、親里で尊い汗を流して下さいました。ま
た、今月10日に開講致しましたおやさとセミナーは、一昨日24日をもって閉講を迎えまし
た。期間中は新型インフルエンザという大きな節をお見せいただきましたが、大難を小難に
お連れ通り頂き、受講生全員が無事修了の日を迎える事が出来ました。
　8月に入りますと、夏季日本語・文化研修（8/3〜13おぢばでの研修）や、第二回目を
迎えますおやさとセミナー韓国語コース（8/5〜14）、台湾学生会おぢばがえり（8/17〜
27）等、海外部の夏の行事はまだまだ続きますが、最後まで気を抜くことなく、部員一同
心一つに精一杯つとめさせて頂きたいと存じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
　親神様には教祖をやしろに、この世の表に
お現れ下されて以来、元初まりの真実をお説
き明かし下さり、ひながたを示して陽気ぐら
しへの歩み方をお教え下さいました。さらに
自由のお働きをもって人々の心の埃を払い、
不思議なたすけを見せて成人の道へとお導き
下さいます御守護の程はまことに有難く、日
々御礼申し上げつつ御用に励ませて頂いてお
ります。その中に本日はこれの伝道庁の７月
月次祭の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６月２１日より今月１７日まで２７日

間にわたって開催致しました第３９回ハワイ
修養会は３名の受講者が全日程を終え無事修
了させて頂きました。また只今おぢばで開催
中の親里セミナーには前期・後期生４名が受
講中でありますが、カウンセラー共々一同元
気に教祖のみ教えを学ばせて頂いておりま
す。さらにまた本年のこどもおぢばがえりに
は約７０名、青年会インターナショナルひの
きしん隊には１７名が参加させて頂き、日々
賜るご守護に感謝申し上げつつ、ぢばへの伏
せ込みに尊き汗を流し将来への喜びの種を蒔
かせて頂きたいと念じております。
　私どもよふぼくは、世界中の人間を一人余
さずたすけたいとお急き込みくださる親神様
のお心に添わせて頂き、教祖の道具衆として
たすけ一条の道をしっかり歩ませて頂きま
す。何卒親神様には私共のこの真心をお受け
取り下さり、世界中の人々が一れつ兄弟姉妹
の和を固め、陽気づくめの道を一日も早く楽
しむことができ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8月月次祭　

8月16日（日）午前9時

祭典講話：宮内泰次

講話テーマ：かしもの・かりもの

英語通訳：宮内ルミ

龍　笛	 	 	 	 M.中尾
篳　篥	 	 	 	 M.社本	
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 美馬孝俊　久尾マーク
賛　者 椎葉スパーキー　中尾スティーブン
指図方 西村忠正
献饌長 柿谷節生
   
 座りづとめ 前半 後半
てをどり 庁　長 Ｍ.久尾 Ｔ.美馬
(男性) Ｔ.西村 Ｅ.高田 Ｍ.稲福
 Ｇ.本田 Ｗ.三国 Ｔ.井上
てをどり 庁長夫人 Ｊ.山 Ｌ.本田
(女性) M.柿谷 Ｄ.三浦 Ｌ.浅尾
 Ｃ.明本　　Ｓ.三浦 Ｍ.ユック
笛 Ｍ.社本 Ｓ.柿谷 Ｗ.三国
チャンポン Ｃ.斉藤 Ｓ.社本 Ｓ.椎葉
拍子木 Ｙ.中尾 Ｇ.明本 Ｓ.柿谷
太鼓 Ｇ.明本 Ｇ.井上 Ｓ.社本
すりがね Ｒ.山 Ｓ.中尾 Ｔ.西村
小鼓 Ｃ.三国 Ｍ.稲福 Ｋ.竹村
琴 Ｅ.目黒 Ｌ.蘇 Ｆ.伊藤
三味線 Ｍ.三国 Ｋ.斉藤 Ｓ.柿谷
胡弓 Ｔ.松川 Ｓ.中尾 Ｔ.中尾

地方 Ｔ.美馬 Ｔ.西村 Ｃ.斉藤
 Ｎ.浜田 Ｓ.椎葉 Ｍ.久尾 

7月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　8月16日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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7月月次祭祭典講話

マカレー教会長　高田エリック

てびき

　皆様、おはようございます。本日は伝道庁
7月の月次祭に御参拝いただき、誠に有難う
ございます。陽気に勇んで勤め終えられ、
親神様、教祖も大変お喜びくださっている事
と思います。私は、マカレー教会会長高田エ
リックです。御命を頂きましたので、しばら
く御付き合いの程、よろしくお願いいたしま
す。始める前に一言、日本語の翻訳をして下
さっている中尾妙子さんに御礼を申し上げた
いと思います。
　天理教教典後編第六章に「てびき」とあり
ます。さて、「てびき」とは何を意味するの
でしょう。二代真柱様の「天理教教典講義」
（P.59）にはこう書かれてあります。

			なににてもやまいいたみハさらになし
　神のせきこみてびきなるぞや　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　(二-７)

　せかいじゅうどこがあしきやいたみしょ
　神のみちおせてびきしらすに　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（二ｰ２２）

とお教えいただいているのですが、では、何
故てびきが必要なのか、という事です。
　教祖伝第八章「親心」（P.213）には、こ
う書いてあります。

　「・・・前編は、陽気ぐらしへのよって来
る所以を、お説きになったのであり、後編
は、その陽気ぐらしへの道、いわゆる我々の
悟り一つによって陽気ぐらしに進んでゆくと
いう、その足取りを書いたものであります。
即ち、後編において前の話をよく悟り、ひな
がたの教祖の足跡を見つめることによって導
かれる。」　　　
　　　　　　　　　　　（天理教教典講義)

と、あります。この「てびき」の中におふ
でさき第二号7と22のおうたが書かれてい
ます。

　「本来、親神と、その思召のまゝに創ら
れた人間とは、親子であって、決して、縁
もゆかりもない間柄ではない。しかし、心
の自由を与えられた人間は、長の年限の間
に、我が身勝手な心遣いをして、ほこりを
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積み重ねてきた。この人間思案と、終始か
わらぬ月日の心との間には、一見、縁のな
い間柄と思われそうな隔たりが感ぜられる
ようになった。その結果、容易には親の声
を理解出来にくい、人間世界となって居る
のが、現状である。」
　　　　　　　　（教祖伝第8章　親心)　

り、からだは神が人に『貸している』、
又、我々人間は神よりこのからだを『借
りている　』。人は病気をすることによ
って、自己の存在の根本を知るところと
なる。その意味において、『病』自体が親
神のご守護によるものである事を自覚する
のである。からだが神から貸し与えられた
ものであり、神の守護によって生かされて
いるものである限り、病は自分のからだを
通しての神の働きかけ、語りかけとしての
意味を持つのである。神は病において、自
らの思惑を人間に開示せられるのである。
病は神の『思惑』において、生起してくる
のであり、それはまた神の『用向き』であ
るといわれるのも、こうした意味において
である。
　神は病においてどの様な思惑を教示しよ
うとされるのか。何を語りかけておられる
のであろうか。それは、人間の創造の目的
を明かし、人間本来の在り方を教えられる
のである。ただ単に教えられるのではな
く、一人一人の心遣いに即して教えられ
るのである。それは、人間の悪しきに対
する語りかけとして現わされる。神の心に
反する心得違い（ほこり）に『病』の起こ
る因がある。『病は』人間の心得違いに対
する、神の指摘であり、警告であるといわ
れる。」
　　　　　（天理教事典「病」912頁参照）

　又、さらに「天理教事典」の中の、「や
まい」についての説明は、こう書かれてい
ます。

　「人間は元気な時はややもすれば、から
だは自分の思いのままに働き、使うことが
できると考えがちである。けれども、いっ
たん病の床に伏したとき、人間は自分のか
らだが思いのいままにならない事を、即ち
身体がまったく自己の意思を離れているこ
とに気が付く。人は自分のからだが自分の
ものであって、自分のものでないという事
に気が付くのである。いわば、自分で生き
ているのではなくて、自分は生かされてい
るところにあることに気ずく事、それは神
より与えられたものであることを自覚する
のである。神様は、こうした身体の根本的
なあり方を『かしもの、かりもの』という
端的な言葉によって教えられている。つま

と、この様に、我々人間は我が身勝手な心遣
いをするので、人間の思いと神の思召との間
に大きなギヤップといいますか、断差がある
のです。そして、親神様は、身上や事情を通
して間違った心遣いを正し、心のほこりを掃
除しなさいと戒めてくださいます。病と事情
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を通して、心の成人を願って下さっていま
す。私達は心の修養をし、たんのうの心を治
め、陽気ぐらしに到達するまでに、どんな心
を日々に遣うかという事を捜し求め、よく理
解できるまで、人生の旅に出ます。
　私も、又皆さまもそうと思いますが、日々
に色々な問題が起きてきます。又、時々ちょ
っとした病気になったり、出来れば不幸な出
来事は避けたいいのですが、思わぬ事情に出
会うこともあります。しかし、これらすべて
の事は、親神様のお手引きであり、この教え
をもっと理解出来るように、との親心から見
せて頂く事であります。
　神様からのお手引きをお見せ頂いたとき、
なかなかこれが親心ゆえの御守護だなんて思
えません。喜べるどころか、心を倒し否定的
な言葉ばかりを出してしまうのが常です。し
かし、その問題を乗り越えた時には、親神様
に御礼を申し上げ、どうして、誰が、なに
を、そしていつ間違った心遣いをしたかと
自分に問いただすのです。これを天理教で
は「悟り」といい、心の反省をし、間違った
心を入れ替えます。これが、その問題を解決
し、身上を治していただく元だと思います。
間違った心の遣い方を認め、今までの考えか
たを改めることによって神様から御守護を頂
くのだと思います。陽気ぐらしをさせて頂く
には、まず、自身がどの様な心を日々に遣っ
ているかを認め、又どの様な心遣いをしてい
くべきかを反省するべきであります。
　おふでさきに、

　しんぢつに心さだめてねがうなら
　ちうようぢざいにいまのまあにも　　
　　　　　　 　　　　　　　　　　　（一ｰ４３）

　いままでハどんな心でいたるとも
　いちやのまにも心いれかえ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　(十七ｰ１４)

　しんぢつに心すきやかいれかえば
　それも月日がすぐにうけとる　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（十七ｰ１５）

とあります。陽気ぐらしへの道に向かってい
くにはまだまだたくさん学ぶべき事がたくさ
んあります。色々な病気がありますが、ど
ういう心遣いから病が起こるのかを知りた
いと思います。今は亡き深谷忠政先生の書
かれた｢病の根を切る｣という本をお勧めし
たいと思います。
　親神様の私達、子どもに対しての親心か
ら、時々お手引きをお示し下さいます。そ
れによって、私達は再び心を思い起こし間違
った心遣いを改め、又陽気ぐらしへとお導き
頂くのです。日々に生かされている事に御礼
申し上げ、親神様の変わりない御守護に感謝
して、たんのうさせて頂く事であると思いま
す。そうすることによって、親神様、教祖を
身近に感じられ、常に勇んだ心で通らせてい
ただけると思うのです。
　最後に、おふでさきを拝読させて頂きた
いと思います。

　 しやんして心さためてついてこい
　すえハたのもしみちがあるぞや　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（五ｰ２４）     	

これをもちまして、本日の講話を終えさせて
頂きたいと思います。
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アイランドニュースアイランドニュース

各教会・家族グループで団欒

第54回天理教ピクニック開催

　7月3日毎年恒例の天理教ピクニックが、カ
ピオラニ公園で開催されました。午前9時の
浜田伝道庁長の開始挨拶に続き、男女対抗綱
引き、玉入れ等のゲームが行われ、約330名
の参加者が楽しい時間を過ごしました。晴天
のご守護を頂いた当日は、青年会・女子青年

会場を盛り上げてくれたＭＣの皆さん女性陣大奮闘の男女対抗綱引き

夢中でゲームを楽しむ子供達

によって早朝から設営準備・司会進行が進め
ら、どの年代の方にも楽しめるようにと趣向
が凝らされた様々なゲームを通して、参加者
は互いに交流を深め合いました。また地元テ
レビ局が取材に訪れるなど、会場は終日和気
藹々とした雰囲気に包まれました。
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最後は恒例の水風船キャッチゲーム

二人一組スイカ早食い競争子供も大人も一緒にフラ・フープリレー

女性限定　野菜・果物争奪レース

お互いの息を合わせて二人三脚ＴＶ局のインタビューを受ける少年会員達
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第39回ハワイ修養会

　6月21日に開講した第39回ハワイ修養会
は、7月17日に終講式を迎え、3人の受講生
は無事一ヶ月間の課程を修了しました。

　終講式前日に、受講生による感話大会が
行われましたので、以下にその原稿を掲載
致します。

小池　クリスティー
（網島・ネットハワイ布教所）

　最初にこの感話のことを告げられた時、と
ても不安になりました。しかしながら、修養
会が進むにつれ、良いアイデアが浮かんでき
ました。最終的には、この短期間の修養会
は、私により強い信仰を持たせ、生き生き
とした教理への理解を与え、より深く天理
教について学ぶことが出来ました。またこ
の感話を準備することも、私の経験を少し
ばかり反省することにもなりました。過去
に起こった私の信仰に影響を与えたであろ
う出来事を思い出そうと一生懸命考えまし
た。私はとても幸せな人間ですが、そんな
私にも忘れることの出来ない、不幸な出来
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事がいくつかあります。
　私は9歳で競泳を始めました。10歳の頃、
幾つかの水泳大会に参加し、家族もみんな揃
って応援に来てくれていました。帰宅した時
のことです、私たちは勝手口の窓が粉々に砕
かれ、ドアノブの近くの枠がはぎ取られ、ド
アが少し開いていることに気がつきました。
父が、まだ犯人は中にいるかもしれないか
ら、ガレージにいるようにと私たちに告げ、
中を見に行った時、私の心臓は激しく鼓動し
ました。室内は荒らされていて、いくつかの
貴重品も失われていました。幸いにも犯人は
もう立ち去った後で、誰もけがをすることな
くすみました。
　15歳の時、初めて自動車事故に巻き込ま
れました。私は4人の女友達と一緒に、その
うちの一人が運転する車で水球の試合に向か
うところでした。私たちはプールへの道に迷
っていました。混み合った交差点で左折しよ
うとした時のことです、私たちは向かってく
る車のスピードを見誤ってしましました。私
は後部座席の中央に座っていましたが、右側
の窓に向かって猛スピードで車が向かってく
るのを今でも鮮明に記憶しています。ものす
ごい衝撃と共に私たちの車は何度か回転し、
私たちの驚き叫ぶ悲鳴が聞こえました。幸運
なことに、誰もその衝突事故で怪我をするこ
となく、車は車道の脇で停止し、他の車にぶ
つかることもありませんでした。もう一方の
車は、まだ車道の真ん中に停止しており、運
転手は動いていませんでした。彼が怪我をし
ているのではないか？と、心配になりました
が、彼は車を交差点から移動出来る程でし
た。とても優しい人で、私たちの事ばかり心
配してくれました。素敵な車に大きな傷がつ
いてしまったにもかかわらず、怒っているよ

うには少しも見えませんでした。
　本当に私たちは幸運でした。当時は、“シ
ートベルトをカチッと締めよう、さもなけ
ればチケットがきられます。”という法律が
施行された頃でしたので、私たちはプールへ
出発する前に、お互いにこの法律を口に出し
て、シートベルトを確認しあいました。もし
シートベルトをしていなかったら、結果はも
っと悲惨なものになっていたでしょう。もの
すごい衝撃がありましたが、驚くべき事に後
部座席の窓は割れませんでした。
　高校の最上級生の時、私が17歳の時の
ことです、弟と彼の友達数人とで映画を観
にでかけました。午後11時頃に映画が終わ
り、私達はミリラニ・ショッピングセンタ
ーの映画館とスターバックスの間の駐車場
にいました。その時まわりには誰もいませ
んでしたが、それがこの事件が起こるべく
して起こる状況であったのです。細く背の
高い年上の男が、足を引きづりながらビー
ル瓶をもってこちらに向かってきました。
彼は大声で私たちの会話にわりこみ、お金
を求めてきました。最初、友人の知り合い
がふざけているのだと思いましたが、すぐ
さま事の重大さに気がつきました。何を言
えば、何をすればいいのかわからず、体が
凍り付いたようでした。男の子達はいくらか
のお金を彼に渡し追い払おうとしましたが、
一人の女の子が、お金を渡す必要はない。私
たちを放っておいて！と大声で言ったので、
彼らは躊躇していました。友達の一人が、男
の頭からサングラスを取ると、どこからとも
なくもう一人の男が現れて、男の後ろに立っ
て、戦うようなそぶりを見せました。もうこ
れ以上のトラブルは避けたかったので、彼ら
にお金を渡して立ち去っていきました。その
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数分後、一人の警備員がやってくるのが見え
ました。私たちは、いてはいけない場所に、
いてはいけない時間にいたのです。もし友人
が応戦していたら、何とも言い難い出来事が
起こっていたでしょう。彼らがどんな武器を
持っていたのか、あそこに何人の仲間がいた
のか…ただただ誰も怪我をしなくて良かった
と思うばかりです。
　同じ年に、私は二度目の自動車事故にあ
いましたが、その時は私が運転手でした。
朝早く起きて、グレートアロハランという
チャリティーイベントに、学校の仲間達と
出かけました。前夜は遅く寝たので、十分
な睡眠時間をとらずに行きました。イベン
トが終わりワヒアワのレイレフア高校に戻
りました。そこから家のあるミリラニまで
戻る道中、私は居眠り運転をしてしまいま
した。そしてミリラニの出口ランプのとこ
ろにある路肩のレーンに、ゆっくりとそれ
て行ってしまったのです。その時、助手席
で眠っていた弟が起き、うろたえた声で「
なにをやってるんだ！」と叫びました。私は
とっさにハンドルを切り、車体を正しい方向
に修正しました。ガードレールにぶつかり、
道路に戻ったのです。すぐさまサイドミラー
で後ろを確認しましたが、後続のトラックと
は十分に車間があり大事故にはなりませんで
した。トラックの運転手は私に何が起こった
んだろう、と思ったでしょう。どちらも事故
にならなかったのは、本当に幸運なことでし
た。弟があの時目を覚ましてくれて、本当に
良かったです。高校への通学と帰宅は、いつ
も同じ道を通っていたので、ある日自分がぶ
つかったガードレールを見てみました。なん
とそのほんの少し前は溝になっていて、少し
でも早くハンドルを切っていたら、溝に落ち

てしまうところでした。
　私の従姉のステイシーが、その事故の数
週間後にロサンゼルスから戻ってきたので
すが、偶然にも彼女も同じ頃に事故にあって
いたそうです。ロスの高速道路の上で車が回
転してレーンを横切ってしまったのですが、
他の車にはぶつからなかったそうです。みん
なにその話をした後、彼女はその車の中で、
親神様と教祖に感謝したのだと言いました。
それを聞くまで私は、自分は幸運なんだとし
か思っておらず、神様が私に手を差し伸べて
くださったのだということは全く思いもして
いませんでした。	 	
　今日まで、どれほどこれらのような出来事
に遭遇してきたのかわかりません。過去にお
いて、あるいはこれから誰しも人生に苦難は
あるでしょう。そこで重要なことは、たんの
うを忘れないことです。強盗や交通事故、あ
るいは死に直面するというひどくつらいこと
は、難しいかもしれませんが、成人するには
それらのことを受け入れないといけません。
また親神様、教祖を思い、自己を振り返り、
何を見せて頂いているのかを悟ることが大切
だと思います。良いことも悪いことも親神様
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前川　ティファニー
（周東・太平洋教会）

　私の名前は前川ティファニーです。これ
から感話をさせて頂きます。天理教では、
おつとめやておどりをしなさいと教えられ
ますが、私はそれが何故かわかりませんで
した。教会で生まれ育ちましたが、教えに
対し鈍感になっていたようです。ただ子供
の頃から続けてきたというだけで、教会に
行っておつとめをしていました。その答え
を見いだすことも、また不思議に思うこと
もありませんでした。ただ単に、やらなく
てはならないと思っていました。
　おやさとセミナーを終え、私は一段と教
理に近づきました。天理教について新たな
こと、たとえば、おぢばでだけ行われるか
ぐらづとめがあるということです。どのよう
になされるのかを、一目見ることも出来まし
た。今はより明瞭におつとめをつとめる大切
さがわかります。修養会もまた、いんねんに
関する事柄や、この場に私たちが“お引き寄
せ‘頂いたということなど、より深い教理理
解を私に与えてくれました。修養会が始ま

12

ったばかりの頃は、どこか他のところに行
きたいと思う程きつかったです。中でも朝
5時15分に起床して、朝のひのきしんを行
うことは一番つらかったです。しかし日が
経つに連れ、週に一度のお休みが本当に有
り難く感じるようになりました。丸一日自
分のことを出来るのがとても嬉しく感じま
した。たくさん楽しみ、よく学び、この一
ヶ月の修養会に参加できたことを本当に嬉
しく思います。もう終わりを迎えようとし
ていることが信じられない位、アッと言う
間に時間は過ぎていきました。
　修養会は私にとって本当に素晴らしい経験
で、私の信仰はより強まりました。自分が、
日々受ける御守護に対してより大きな感謝の
心をもつよう教えてくれた天理教の信者であ
る、ということをありがたく思います。ここ
から、私の天理教への信仰がより深まってい
くことでしょう。

のお働きとして受け止め、不幸な出来事も親
神様からのメッセージであると悟るならば、

それらは成人へとつながり、本当に陽気ぐら
しをし始められるのではないでしょうか。



ケン　ジェッソン
（敷島・敷土分教会）

　母方の曽祖父が戦後復員してから天理教を
信仰、その後途切れるが祖母の姉が病気にか
かった時に天理教のことを思い出し、姉と二
人で修養科に参加してご守護をもらった。
　その後、母が修養科に参加したときに父
に出会いました。アメリカに住んでいた父
は日本に興味がありハーバード大学で澤井
義次先生に会ってお手振りを学んだ後、持
っていた車を売ってお金を作って天理にき
ました。
　僕自身は祖父母の家が大阪にあったので、
泊まった後何度か天理に帰ったり子供おちば
かえりに参加しました。その後、学生生徒修
養会にも参加しました。天理教がなければ僕
は生まれてこなかったわけで、ありがたいな
と思っています。
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　良いか悪いかは別として、2009年こども
おぢばがえりは、豚インフルエンザに慢性
的に悩まされ、少なくとも10人が隔離され
るという忘れられないものになりました。私
達のグループの大半（大人30人・子供30人
・幼児2人）が第38母屋（信者宿舎）に到
着した時には、すでに他のグループの数名
が、感染の疑いで隔離されていました。私
達が同じ運命を辿らないように願いつつ、
他グループへの心配と同情を除いては、何
事も無いかのようにスケジュールを進めて
行きました。
 しかしながら私たちのメンバーの一人が、
25日夕方に高熱を出し、翌日の本部月次祭

でも発熱が続いた為、「憩の家」病院の近
くの施設に搬送されました。祭典中、同室
であったメンバー全員が呼び戻され、その
7名は38母屋の別室に移され隔離されまし
た。2時間毎に健康チェックの為体温が計測
されました。
　彼らが当日予定されていたほとんどの行事
に参加できないこと聞いた時はとても悲しか
ったですが、親里パレード参加の時間にはハ
ワイ団として自由に行動出来る様になりまし
た。翌朝、また一人が発熱し、数名が再度隔
離されてしまいました。しかし、28日の夕
方には、発熱者以外は自由に行動出来るよう
になり、海外部での歓迎パーティーには参加
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することが出来ました。またその日にも、他
の部屋の子供が軽い発熱を起こし隔離されま
したが、翌日の遅くに熱が下がったので自由
になりました。
　言うまでもなく、豚インフルエンザとそれ
に伴う隔離により、いくつかの予定していた
ことが出来きず、また行事への参加者がいな
かったり、帰りのフライト予約の変更を余儀
なくされました。子供達はがっかりしたでし
ょう、しかしそれ以上に、今回の為に一生懸
命練習してきたにも関わらず、幾つかのパフ
ォーマンスや行事に参加出来なかったメンバ
ーを目の当たりにした大人達の顔は悲壮的で
した。全てのことを通して、私たちは祈り続
けるしかありませんでした。
　皆さんのご協力とお気遣い、そして少な
くとも2回のお願いづとめと、神様から頂
いた御守護により、何とかおぢばがえりの
行事を、殆どのメンバーが参加して終える
事が出来ました。アロハバンドとポンポン
隊は、27日のお供え演奏では64組の鼓笛隊
と共に、そして夜のパレードでは、隔離さ

れたメンバーがいない中で、それぞれ見事
に演じきりました。
　発熱が続いたり、遅れて発熱した人は滞在
を延長し、帰国予定日から一週間以内に帰国
予定です。比較的涼しい天候に恵まれ、その
他の面では素晴らしいおぢばがえりとなりま
した。出来る限りの感謝・真実・一手一つを
私たちは行いました。豚インフルエンザによ
り、私たちはより団結し、考えあい解決を図
りました。
　この様な状況でしたが、親神様は私たちの
大難を小難へとお連れ通り下されたと思いま
す。少年ひのきしん隊を除いて、男性は一つ
の部屋に宿泊していましたので、たとえ一人
でも発熱者が出ていれば全員が隔離されてい
たでしょう。ハワイ団にとって悲惨な状況に
なったでしょうが、驚くべきことに私達男性
18人は一人も発熱しませんでした。
　この苦しい中、互いに心配し協力しあった
皆さん、特に隔離された人の分まで頑張って
下さった方々にお礼申し上げます。私たちの
為に遠くからお願いづとめをして下さった皆
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さん、ありがとうございました。また、海外
部北米オセアニア課長の一瀬先生、毎日訪問
し状況を把握し、関係団体に情報を提供して
頂き、ありがとうございました。そして海外
部員の源野千帆さん、明本ダニエルさん、一
生懸命に私たちのスケジュールを調整した
り、必要な物品を供給して頂いたり、また
隔離者のお世話どりなど、本当にありがと
うございました。そしてお忙しいにも関わ

らず、絶え間ないご支援と励ましを頂いた
浜田庁長夫妻にお礼申し上げます。どうも
ありがとうございました。
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－青年会－　第7回インターナショナルひのきしん隊

　7月18日から24日にかけて、ハワイ青年会
はインターナショナルひのきしん隊2009に
参加しました。18名の勇んだ参加者が、お
ぢばへと帰りました。井上マイケルが班長、
鈴木ダニエルが副リーダーをつとめ、みんな
一緒に草抜き、草刈り、机と椅子の設置、窓
ふき、山中からの丸太運びなどのひのきしん
に、大きな笑い声と真実をもって励みまし
た。親神様がすべてのひのきしんに、健康と
天候の素晴らしい守護を下さいました。今回
は、各メンバーそれぞれがグループ内で特別
な役割を与えられ、その責任を熱心にこなし
ていました。班内でそれぞれ、アナウンサー
係、旗持ち、通訳係、洗濯係、作業の効率化
を考える係、お疲れ様を言う係、コップ洗浄
係、もりあげ係、合掌（いただきます）係、

水汲み係、整列係、人数確認係などです。私
たちの豊かな想像力が楽しみを加えたのは、
言うまでもありません。ハワイグループは誇
りを持ち、一手一つに働くところを見るの
は、本当に素晴らしいことでした。
　毎朝4時半に起床することは簡単なことで
はありませんでしたが、みんな揃って神殿で
朝づとめをつとめることは、本当に気持ち良
く一日を始めることができました。その後、
本部食堂で全員で朝食を頂きます。そして朝
づとめの流れから、各国青年会のそれぞれも
持ち場へと向かいます。午後のひのきしんも
ほとんど午前と変わりありません。その後夕
食を頂き、入浴となります。一日の長く厳し
いひのきしんの後に、お風呂でゆっくりする
事以上の休息はありません。このひのきしん
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隊には様々な素晴らしい要素があり、言葉だ
けでこの感情を表すことは非常に難しいで
す。確かなことはアメリカ本土からの教友
達や、その他の国々の青年会の皆さんと共
に時間を過ごすことは、驚くほど素晴らしい
ということです。夜には、いつものチップス
とジュースが会話を盛り上げてくれます。何
人かのメンバーは、飲み物やピンポン球、コ
ップを使ってゲームをするのですが、本当に
彼ら若い隊員達は楽しみ方というものを知っ
ています。私はというと、ハワイからの教友
達と一緒に過ごしていました。私はハワイか
らのひのきしん隊参加者に、「今年のひのき
しん隊は本当にぎやかだね」と話したことを

覚えています。
　次回のインターナショナルひのきしん隊へ
参加しにおぢばへ帰るあなた、もしあなたが
グループ写真の撮影を日本人のひのきしん進
行係の人に頼んで、彼が走って逃げても驚か
ないで下さい。「ピクチャータイム！」マイ
ケルのこの言葉が、日本人のひのきしん進行
役の方が、宙に高々と舞う合図でした。彼ら
は真剣な顔つきで宙を舞い、こわばった笑顔
を浮かべていました。
　ハワイでも、勇み心そのままに青年会会議
や行事に参加して下さい。3年後に再びひの
きしん隊がありますので、今からまたお金を
貯め始めましょう！
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　7月10日から24日までの14日間、おぢば
にて開催されたおやさと練成会には、世界各
地の学生が参加した。ハワイからは、英語コ
ース前期受講生1名、同後期受講生3名、ス

　前期カウンセラー
　稲福　ルイーズ
　　　　　　　　（東肥・かりゆし布）

　後期カウンセラー
　美馬　ブレイン　 
　　　　　　（越乃國・越乃國ハワイ）

おやさと練成会

スタッフ・受講生紹介

タッフ2名の計6名が参加した。講義、ひの
きしん、布教実習、そして仲間達との交流を
通し、参加者達は身をもってお道の教えの素
晴らしさを味わった。

前期受講生
ヤップ　ルイ　　　    （周東・カパア）

　

後期受講生
柿谷　ライアン　 　   （高知・高知誠）
椎葉　ティモシー 　   
　　　　　　　（中和・カイルアコナ）
久尾　スィンシア 　  （本島・マウイ）
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ハワイ天理柔道

全米ジュニア大会

　7月11日（土）の両日、カリフォルニア州
サン・フランシスコで全米ジュニア柔道選手
権大会が開催され、ハワイ天理柔道クラブか
らも選手が出場しました。大会に先立ち、7月
7日に伝道庁でお願いづとめがつとめられまし
た。右に結果詳細を掲載させて頂きます。

ノア・ピネダ・アバヤ 
　　　　　　　　　一位, Boys Inter. 2; 42 kg
フォーブ・ピネダ・アバヤ
　　　　　　　　　一位, Girls Bantam, 27 kg
カーソン・フー
　　　　　　　　　一位, Boys Bantam, 35 kg
アマンダ・ヒガ
　　　　　　　　　二位, Girls Inter. 1; 26 kg
ジャレッド・カネコ
　　　　　　　　　二位, Boys Inter. 2; 38 kg
ザリーナ・ピネダ・アバヤ
　　　　　　　　　三位, Girls Inter. 1; 30 kg

バイデン・ベジャ、シェビー・フェリシルダ両
選手は、惜しくも入賞を逃しました。
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　3会合同ひのきしんのお知らせ

	　8月30日（日）に開催される天理教バザーに先駆け、婦人会、青年会、少年
会合同のひのきしんを行います。沢山の方々のご参加をお待ちしております。

日程：8月22日（土）
時間：午前9時～11時
場所：天理文化センター（TCC）

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

天理教語学院・日本語課
入学願書及び一れつ会扶育願書

　2010年度の「天理教語学院日本語科入学願書」と「日本語科志願者のための一れつ会扶育願
書」が伝道庁に届いています。出願期間は下記の通りです。

　・一れつ会扶育願書（費用無料）
　　出間期間：2007年9月1日〜27日

　・天理教語学院日本語科入学願書
　　出願期間：2007年9月1日〜27日

　出願をご希望の方は、伝道庁事務所（595ｰ6523）までご連絡下さい。

　今年も、全教一斉にをいがけデーがいよいよ間近に迫りました。9月はに
をいがけ強調月間です。皆さんもぜひこの一つの旬をきっかけとして、共
ににをいがけ・おたすけに励みませんか？

全教一斉にをいがけデーのお知らせ

日　程：9月7日（月）　
時　間：午前9時～11時
＊集合場所等の詳細について　
　は、来月号にてご連絡させ
　て頂きます。

21



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、またはお近くの教会でお求め
下さい。（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）～25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。

＊バザーに関するお問い合わせは、ハワイ伝道庁事務所（595ｰ6523）
　までお願い致します。
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　私たちは願い道どおりのものが全て与
わるわけではなくても、必要なものは
全てお与え頂いていると聞いたことがあ
ります。そうだとすれば、与わらないの
は、今の自分に必要ないのかもしれませ
ん。そして、お与え頂いているものは全
て、良いことも悪いことも必要だからこ
そ。それならば、まずは感謝ですね。
　バザーを前に身辺整理をしていると、
そんな気持ちになりました。

■ヌアヌ・ハレ慰問
　8月8日（土）　　　　	9：30-10：30

■月例会
　8月10日（第2月曜日）	
・ミーティング		 		9：00-10：00

・教理勉強（逸話篇）	 10：15-11：15

・教理勉強（庁長先生）11：15-11：45

■鳴物練習
　8月11日（火）	 		9：00-10：30

■バザーひのきしん
　8月

	 17･18日（月･火） 	 こんにゃく作り

	 18日（火）	 	 	つけもの作り

	 22日（土）　　　　　ＴＣＣ清掃

	 27日（木）	 	 	おでん作り

※尚、ウエストハウスひのきしんは、8月　
　5日で終了です。ありがとうございました。
※8月月次祭の直会当番は周東グループで　
　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8月12日
（水）午後7時半からです。

青年会だより

■天理教バザー準備ひのきしん
・TCCテーブル設置	
　8月15日(土)	 	 9：00-12：00
・TCC清掃
　8月22日(土)	 	 9：00-11：00
・TCCテント設営
　8月23日(日）		 9：00-

天理教ピクニックのひのきしん、
ありがとうございました！

・TCCテーブル設置
　8月28日(金）		 時間未定
・駐車場整理ひのきしん
　8月30日(日)	 	 バザー当日

★ 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

少年会だより

■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。。是
非お買い求め下さい。

■アロハバンド
一生懸命に練習に励んだ隊員の皆さん、
おぢばがえり中お世話下さった保護者の
皆さん、どうもありがとうございまし
た。本当に素晴らしいおぢばがえりでし
た。尚、8月は練習はありません

■夏のこどもおぢばがえり
アロハバンド隊員20人と少年ひのきしん
隊参加者11人を含む総勢60人のハワイ団
は、7月16日に出発し、29・30両日に帰
国しました。様々なご寄付・サポートを
賜った皆様に、お礼申し上げます。

■天理教バザーのご案内
宮内先生が、天理教バザーでおもちゃ・ゲ
ームブースを開いて下さいます。8月30日
のバザーへ、少年会員、保護者の方々のお
力添えを頂けますようお願い致します。航
空費の助成を頂かれた方は、どんな形でも
結構ですのでバザーにご協力頂ければと思
います。よろしくお願い致します。

■天理教バザーのお知らせ■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。

■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。

■月例ミニバザー：
　シルク製スタンドの販売
今月キラキラして目立つ、可愛いシルク
製のスタンドを$2.5で販売させて頂きま
す。どうぞお立ち寄り下さい。

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。
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　もう何年ハングリー・リポーターのレシピをやってきたのでしょう。も
う少なくとも10年は続けさせてもらっていまが、それはそれはたくさんの
レシピです。過去のレシピを振り返って私が思うのは、その多くはメイン
ディッシュであり、デザートはそれほど多くはないということです。
　そこで今月は、私が見つけた中で最もシンプルなレシピに決めました。
なんだと思いますか？チョコレートを使いますよ…そう、そうです！あな
たをまるで、百万円を使い切ったくらい幸せにしてくれるチョコレートで
す。あま～い、あま～いチョコレート・プリンです。作るのも簡単で、も
ちろんとても喜ばれます。皆さんの楽しむ姿が目に浮かびますよ！

食いしん坊レシピ

作り方
※予めオーブンを180℃まで温めておきます。
　カップ8個分の広さのある耐熱皿に、油を塗っておきます。

1．薄力粉、ココアパウダー、上白糖①をボールに入れよく混ぜ、中央にくぼみを作		
　　ります。

2．牛乳、卵、バター、バニラエッセンスを1の真ん中に注ぎます。よく混ざるまで
　 優しく混ぜます。混ざったら、用意しておいた皿に注ぎます。余りのココアパウ
　 ダーと砂糖②を熱湯に入れて混ぜ、スプーンの上に垂らしながら、ゆっくりとプ
　 リン型に注ぎます。

3．40分焼くか、刺した串になにもつかない位まで焼きます。食卓に出す前に、お好
　　みで上に粉砂糖をまぶしてお召し上がり下さい。

材料
薄力粉	(予め塩の混ぜてあるもの)　
　　　　　　　　　　　　1カップ
ココアパウダー　　　　　小さじ２
上白糖①　　　　　　　　½カップ

ベイクド・チョコレートプディング

牛乳　　　　　　　　　　½カップ
卵　　　　　　　　　　　1個
溶かしたバター　　　　　60ｇ
バニラエッセンス　　　　小さじ1
上白糖②　　　　　　　　¾カップ
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7月行事報告8月行事予定

	 4日（火）・月例コミュニティーひのきしんデー
	 6日（木）・まこと/オリジンズ編集会議
	 7日（金）	・庁長夫妻帰布
	 8日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
	 	 ・布教の家月次祭
10日（月）	・婦人会例会
	 ・バザー委員会
11日（火）・婦人会鳴物練習
	 ・主事会準備会
	 ・布教･育成委員会
12日（水）	・青年会会議
13日（木）・バザーブースヘッド会議
14日（金）	・柔道場畳あげ
15日（土）	・柔道練習休止（9/1まで）
	 ・柔道場内テーブル設置
	 ・夕づとめ午後6時
	 ・主事会
16日（日）	・伝道庁月次祭
	 ・教会長･布教所長会議
17日（月）	・月例にをいがけデー
	 ★バザーへの品物寄付受付開始
22日（土）	・バザー前ＴＣＣひのきしん
23日（日）・バザー用テント設営
　　　　　・寿司棚、花壇、ブース組み立て
25日（火）	★バザーへの品物寄付受付修了
26日（水）・遙拝式/バザーお願いづとめ
27日（木）・バザー用テント設営（業者）
29日（土）・バザー準備
30日（日）・朝づとめ午前6時
	 ・第39回天理教バザー開催
	 	 	 　　　（同日撤収）
31日（月）・バザー片づけ

	 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）・海外部諸井次長来庁
13日（月）・婦人会例会
14日（火）・主事会準備会
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
　	 ・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。

第 3 9 回 　 天 理 教 バ ザ ー

T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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


