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おぢばからのメッセージ

　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。
厳しい暑さも漸く和らぎ、朝夕の空気に少しずつ秋の気配を感じる季節となりました。
本日八月の月次祭には、子供連れの帰参者が大勢お帰り下さり、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、先ず今夏おぢばで開催されたこどもおぢばがえり、学生生徒
修養会・高校の部などの諸行事について、大きな事故もなく順調に運ばせて頂けた事
へのお礼を述べられました。また、教会長・よふぼく一同は、御教えを広く世界へ伝
えて、人々を真に喜べる道へと誘い、思召にかなう陽気ぐらしの世を目指して、誠を
尽くさせて頂く決心をお述べになり、更に、道の行く手に障りなく、御教えは大きく
伸び開けて、思召下さいます一れつ陽気づくめの世の様に、一日も早くお導き下さい
ますようにと祈念なされました。
　祭典講話は吉川萬太郎本部員がおつとめ下さいました。先生はまず、教典第10章・陽
気ぐらしを引用され、立教の元一日、親神様の思召を振り返られました。そして、一人
一人がおたすけいただいた元一日を忘れず、その御恩に報いるためにこの道に尽くさせ
ていただき、お説き下された御教えを日々実地に身に行い、広く人様にお伝えすること
が何よりも大切なよふぼくの第一の務めである、と述べられました。
　続いて、短命な因縁という吉川家のお話を台に、ご自身が長くお道の御用にお使いい
ただいている喜びをお話し下さいました。そして最後に、これから先も出来るだけ長く
お道の御用にお使いいただけるようお互い誠を尽くし、勇んで務めきらせていただきま
しょう、と呼びかけられ講話を締め括られました。
　さて、8月も余すところ数日となりました。海外部関係の夏の諸行事もそれぞれ無事
終わり、9月4日からのＳＡＴＯＭの夏合宿を残すのみとなりました。今夏は新型インフ
ルエンザという大きな節をお見せ頂きましたが、一同談じ合いを重ね心一つに通らせて
いただく中に、大きな御守護を頂戴できたものと喜ばせて頂いております。明くる9月
はにをいがけ強調の月でございます。各拠点に於かれましても計画を立てておられるこ
とと存じますが、お互いよふぼくとしての使命感を持って精一杯にをいがけ・おたすけ
に励ませて頂きましょう。

                                                                                                     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可愛い親心のまに／＼
日夜絶え間なくお見守り下され、世界たすけを
お進め下さいます御守護の程は、まことに有り
難く勿体ない極みでございます。私共は常にご
高恩に御礼申し上げ、親心にお応えさせて頂け
るよう日々たすけ一条のご用に励ませて頂いて
おりますが、本日はこれの伝道庁の八月月次祭
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。
この夏のおぢばは２４万人という大勢の子供
たちで賑わいましたが、こどもおぢばがえり団
体、おやさとセミナー受講生、青年会インター

ナショナルひのきしん隊参加者それぞれに厳し
い暑さの中一同結構にお連れ通り頂き、み教え
を学び、尊き汗を流して伏せ込みに励み、喜び
の心を深めて帰らせて頂きました。
また今月３０日には恒例の天理教バザーを開催
させて頂き、地域の方々へのにをいがけを進め
させて頂きたいと存じます。さらにはまた、来
る９月７日には全教一斉においがけデーを実施
し、広く人々に教祖の御教えを伝えさせて頂き
たいと思います。
私共は教祖ひながたの道を日々心明るく辿ら
せて頂き、未だ真実の親を知らぬ人々に元の
親の思召を伝え、世界中の人々が陽気ぐらし
へと心の向きを正していけるよう精一杯の努
力を積み重ねてまいる所存でございます。何
卒親神様には私共のこの真心をお受け取り下
さり、人々が互いにたすけあい睦み合う楽し
み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9月月次祭　

9月20日（日）午前9時

祭典講話：斉藤コリン

講話テーマ：道すがら

日本語通訳：中尾志げみ

龍　笛	 	 	 Ｔ.西村　Ｔ.岩田
篳　篥　　　		Ｍ.社本	
鳳　笙	 	 	 Ｌ.岡村　Ｍ.社本	
太　鼓	 	 Ａ.社本
鉦　鼓	 	
鞨　鼓	 	 Ｓ.社本　

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 岩田メルビン　中尾オーウェン
賛　者	 井上タイロン　中尾スティーブン
指図方	 中尾喜宣
献饌長	 久尾マーク
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ.稲福	 Ｍ.久尾
(男性)	 Ｙ.中尾	 Ｏ.中尾	 Ｓ.社本
	 M.社本	 Ｓ.柿谷	 Ｅ.高田
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ.斉藤	 Ｓ.柿谷
(女性)	 M.柿谷	 Ｌ.蘇	 Ｋ.金川
	 Ｊ.山	 Ｓ.浜田	 Ａ.綾川
笛	 Ｎ．浜田	 Ｗ.三国	 Ｔ.岩田
チャンポン	 Ｃ.三国	 Ｄ.川崎	 Ｗ.城
拍子木	 Ｒ.山	 Ｇ.明本	 Ｔ.井上
太鼓	 M.岩田	 Ｔ.岩田	 Ｍ.中尾
すりがね	 Ｇ.本田	 Ｅ.高田	 Ｓ.中尾
小鼓	 Ｔ.美馬	 Ｍ.久尾	 Ｏ.中尾
琴	 Ｅ.目黒	 Ｔ.中尾	 Ｒ.井上
三味線	 M.岩田	 Ｍ.山下	 Ｓ.中尾
胡弓	 Ｍ.三国	 Ｄ.三浦	 Ｌ.本田
地方	 Ｔ.西村	 Ｋ.竹村	 Ｙ.宮内
	 Ｃ.斉藤	 Ｗ.城	 Ｇ.明本

8月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　9月20日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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8月月次祭祭典講話

浅草ウェーブ布教所長　宮内泰次

かしもの・かりもの

　今月は天理教教典の第七章かしもの・かり
ものについてお話をさせて頂きます。
　かしもの・かりものの教理は、教祖の教
えを信仰している私達がいろいろな機会で
聞かせて頂いたり、またお話をさせて頂く
事が特に多い教えであると思います。例え
ば、病気やけがをしている方におさづけを
取り次がせてもらう時や、にをいがけで何
か話しをさせてもらう時、また、いろいろ
な行事の講話や講演などでお話を聞かせて
もらうなど、一番みじかにお話をさせて頂
いたり、聞かせて頂いたりする教えだと思
います。ですから、ついついこのかしもの
・かりもののお話になれ親しみすぎて、頭
だけでこの教理を理解をし、心に治まった
ように毎日の暮らしを送っているというこ
とも多いのではないかと思います。“身上か
りものは教えの台”とお教え頂いています。
つまり、親神様が教祖をやしろとして、私
達すべての人間をこの世でよふきぐらしの
できる人間に助けあげたいと言う思いか
ら、だんだんとお教え頂いた教えの根本と
なるものであります。
　おふでさきに、

　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

また、

　せかいぢうこのしんぢつをしりたなら
　 ごふきごふよくだすものわない　　　
　　　　　　　　　　　　　　 　　　六ｰ１２１

とありますように、かしもの・かりものの
教理がしっかりと心に治まるように努力さ
せてもらい、親神様の御守護、お働きを少
しでも感じさせてもらいながら毎日の生活
を送る事が陽気暮らしとお教え下さいま
す、喜びと感謝で満ちた日々を送るための
最も大切なポイントであると思いますし、
それが私達の信仰者の基本的な態度となる
ものだと思います。
　教祖が御在世の頃、増井りんというかた
が信仰をされていました。両目が失明とい
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うところを、奇跡的な御守護を頂き、その
後教祖からあつい信頼を受けられた方です
が、増井りん先生はあるお話の中で次のよ
うにお話しくだされています。

いるのでして、この事を、親神様からこの
身体をお借りしていると表現し、その理合
いをお教えくださっているのが、かしもの
・かりものの教理であります。私は天理教
の神様にはいっさい世話になって無いと思
う人もいると思いますが、たとえそう思っ
てみても、またちがう宗教や教えを信仰し
ているとしても、みんな親神様のお働きを
いただいているおかげで今日一日があるの
であります。好きなテレビや映画を楽しむ
事ができる、子供が授かった、生まれたと
喜び、その子供の成長、孫の成長を見て楽
しむ、寿司だ、焼き肉だ、パスタだと美味
しく食べて喜ぶ、頭を使う仕事、身体を使
う仕事、スポーツで汗を流し、友達と会話
を楽しむ、好きな音楽を聞いて楽しみ、歌
って楽しんで、おいしいビールを飲んで一
日が終わる。すべてのことは、親神様のお
働きのおかげであります。日々私達が頂く
親神様のお働きはほんとにはかり知れない
ものだなと思いますし、どれほどの御恩を
日々に受けてているか、おそらく人間の知
恵や常識では計り知れないものだと思いま
す。ですから、この日々頂いている、御守
護を少しでも多く、あ～有難いなと感じさ
せて頂けるようになりたいと思います。
　以前、ある男性の方へ、おたすけに通わ
せもらったんですが、この方は普段の生
活はほとんどが電気車椅子でされていまし
た。上半身、下半身はほとんど自由がきか
ず、右手をかろうじて動かせる程度でし
た。最初は路上でその方におさづけをさせ
て頂いたんですが、その後、彼のアパート
に行ける事になりました。はじめて彼の部
屋に入る時、その光景に私はたいへんショ
ックをうけました。私達でしたら、なにげ

「お道の教理は理屈ではない、身に行うの
がお道の教理なのでございます。話しは出
来てもおこないは難しいのでございます。
教理は心のうちにちゃんと定規と納めて、
その理を守らねばなりません。その教理の
もとは貸物借物からはじまるのでございま
す。そしてこの 貸物借物を心にしめて、理
を表すのがよろしいのです。教祖ご在世中
から、『貸物借物が肝心じゃ』と仰しゃっ
ていられました。ある人になりますと、お
話しを聞いていましても、『あの人のお話
は 貸物借物や、決まっている』と言うよう
に、心に納めない人があります。けれど
も、もともとお道の教理の根本であるこの 
貸物借物が分かっていなければ、お道の人
とはいえないのであります。人間、ほこり
をつむのも、不足を重ねるのも、この『 貸
物借物の理』が分からないからでございま
して、これが分からないために、たんのう
という一つの誠を心に納める事が出来ない
のであります。人の話しを聞くのやない、
話しの理を聞くのや。これさえ心に納まれ
ば、不足はない。不足がなければたんのう
が出来る。たんのうは真の誠と聞かしてい
ただいているのでございます。」　

と、あります。私達すべての人間は親神様
の十全のお働きを頂いてはじめて、この世
に生を受け、だんだんと成長しながら今こ
うして生きているのであります。つまり、
私達は親神様のお働きを頂いて生かされて



なくというか、何も考えずにポケットやバ
ッグから鍵を取り出してドアを開けて部屋
の中へと入って行く訳ですが、彼の場合は
車いすに取り付けてある４０センチぐらい
の棒のような物を口にくわえて、それでド
アに取り付けられている、ドアを開けるた
めの暗唱番号をまるで鳥がそのくちばしで
何かを突つくようにして押すんです。そう
すると、ドアが自動的にあいて中に入ると
いった感じでした。必ずしもスムーズにそ
の作業が行われたわけではなく、私は何か
唖然とした感じで彼のドアを開ける様子を
見ていました。指一本のことなんですね。
彼の指が一本だけでも自由に動いたら、彼
の生活もだいぶ違うだろうなあと思いまし
た。
　こんな話しを読んだ事があります。ちょ
っと昔の話しですが、奈良県庁のある役人
さんが、おぢばへお道の教えについて聞き
に来られたそうです。そのときちょうどそ
こに居合わせた東本大教会の初代、中川よ
し先生は「指一本動くのも、神様のおかげ
でね」と一言われたそうです。すると、そ
の役人さんは「分かりました」といって帰
っていったそうですが、ふだんあたりまえ
に、物が見えたり、言葉がしゃべれたり、
この指を使っていろいろな作業をしたり、
何でもない私達の一つ一つの動作や身体の
働きがどれ程ありがたい事であり、尊い事
であるか、命がけのおたすけをされた先生
ならでこそ言える、一言のおさとしだと思
います。
　かしもの・かりもののご教理で、もうひ
とつ大切な角目は、心の自由を許されて
いる私達の毎日の心遣いの大切さでありま
す。お言葉に、
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人間というものは、身はかりもの、心一つが
我がのもの。たった一つの心より、どんな理
も日々出る。どんな理も受け取る中に、自由
自在という理を聞き分け。　　
　　　　　　　　 　（明治22．2．14）

とお教え頂き、教典では次のように記され
ています。

身の内の自由がかなうのも、難儀不自由を
かこつのも、銘々の心遣い一つによって定
まる。それを、心一つが我がの理と教えら
れる。　　　　 　　（天理教教典第7章）

　私達の人生、また毎日の暮らしの中で現
れてくる様々な現象。それが善い事であ
れ、受け入れたくないような事であれ、そ
の元は私達それぞれの心遣いにあるという
事です。そして、私達の心遣いの中で、と
くに気をつけなければならい心遣いをほこ
りに喩えて、教祖の教えをそれぞれの心の
定規として、心のほこりを払い、一日も早
く陽気暮らしのできる人間に成人してくれ
るよう急き込まれています。
　私達は　をしい、ほしい、にくい、かわ
い、うらみ、はらだち、よく、こうまん、
の八つのほこり、そして、「うそとついし
ょうこれきらい」とお教え頂いています。
天理教教典にはこの埃について、

元来、埃は、拭けば飛ぶほどささいなもの
である。早めに掃除さえすれば、たやすく
綺麗にはらえるが、ともすれば、いつし
か、うずだかく積もりかさなり、遂には、
掃いても拭いても、取り除きにくくなるも
のである。



と記され、第七章のしめくくりには、

すなわち、身上かしもの・かりものの理を
よく思案し、心一つが我がの理であること
を自覚して、日々常々、胸のほこりの掃除
を怠らず、いかなる場合にも、教祖のひな
がたを慕い、すべて親神にもたれて、人を
たすける心で通るのが、道の子の心がけで
ある。　　　　　　（天理教教典第7章）

に、日々の暮らしの中で、もっともっと、
感謝とよろこびの心を感じさせて頂けるよ
う、努力して行きたいと思います。

　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

　このよふハ一れつハみな月日なり
　にんけんハみな月日かしもの  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六-１２０

ご清聴ありがとうございました。

と書かれています。最初にお話ししました
ように、“身上かりものは教えの台”とお教
え頂いているこの教えが少しづつでも心に
納まって行く事が大切だと思います。私自
身も	「	貸物借物が肝心じゃ」と仰しゃった
おやさまのお言葉を忘れないよう、お酒が
入った時だけの陽気暮らしにならないよう

月例にをいがけデーのお知らせ

　毎月第3月曜日、伝道庁月次祭翌日のにをいがけデーは以前同様に実施させて頂い
ております。日々のご恩報じであるにをいがけ・おたすけ。皆様も是非この機会にご
参加頂き、心勇んで教祖のお伴に励ませて頂きましょう。　

日程　第3月曜日
時間　午前9時伝道庁集合
＊お願いづとめ後、にをいがけ目的地
　へ出発させて頂きます。
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カルミン・リーザンドゥラ・ブリス

　4月から6月まで、おぢばで修養科英語クラスが開講されました。今月号では、受講
生のカルミン・リーザンドゥラ・ブリスさん（周東・カパア）の所感を掲載させて頂
きます。

さしづはどんなさしづするやろうと思うや
ろう。さあ／＼さしづ／＼。しっかり聞き
取れ。筆取れ。‥‥‥細い道は通りよい。
往還道は通り難くい。‥‥‥往還道は世界
の道、細い道は心の道、心の道は誠、誠は
天の理、天の理であたゑという。　
　　 （明治23年4月6日　午後10時17分）

んなものであったか、そして私の心から放た
れた、「ハローお母さん、お父さん、神様！
ただいまかえりました。ついに帰ってきまし
た。私をふるさとに引き寄せてくれて、人類
を、地球を創ってくれてありがとう。小さな
ころから、私はここにきて神様を手伝うこと
を分かっていました。だから今ここにいるの
です。ついに見つけました。どんなことでも
させて頂きます。望むところに私を導いて下
さい。少しずつついて行きます。」という叫
びを覚えています。
　2009年3月26日に、さづけの理を拝戴し、
よふぼくとなることができました。

　修養科に出発する前、自分への励ましと集
中の為にこのおさしづに祈りを込めていまし
た。日記の表紙にこのおさしづを書き記し、
おぢばで集中したい時はいつもそれを見まし
た。また、裏表紙にも別のおさしづを書き記
しました。神様しか知らない、私の心の支え
として。

　案じる事は要らん。案じると楽しみの理が
　薄うなる。案じの理が回る。
　　　　　　　　　　 （明治23年4月16日）

　私の修養科での経験を振り返ると、これら
2つのおさしづが今回の私のおぢばがえりの
骨格であり、焦点でした。
　2009年3月21日、私の32歳の誕生日にかん
ろだいを見る為、おぢばに到着しました。今
でもあの時の子どものような喜びと熱狂がど

修養科英語クラス受講生所感
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　修養科が始まる前週、修養科英語クラスの
生徒は132母屋に宿泊し、お互いに顔見知り
になりました。私と同室の人とは、修養科を
通して親友になりました。ミホとジョイ、通
称“双子”です。ニューヨークセンターからの
顔見知り、ティムにも会いました。又、ネパ
ール、イタリア、オーストラリア、フィリピ
ン、アフリカそして私の好きなマルティニー
ク島出身の生徒達がいました。彼らとのおぢ
ばでの本当に素敵な日々を皆さんと共有した
いのは山々なのですが、自重しておきます。
本が一冊必要になりますので。ですが、私が
おぢばに滞在中、海外部や詰所の皆さんは本
当に良くして下さいました。彼らの勤務上し
て下さる事以上のものを与えて頂きました。
どうもありがとうございました。
　修養科は4月1日に始まりました。この日
は私たちが講師の先生方にお会いした最初の
日です。ホームルームは木村バロン先生（実
は私は彼に空港で一度会っていました。彼の
バッグに天理教の札がついていました。）、
偉大で優しく、丁寧で育て上手、そして真面
目で温厚な方です。あと、おもしろい人とも
言っておきます。私達にとって完璧な方でし
た。教祖伝の講義は、山中修吾先生が担当下
さいました。彼はジョークと奥さんをとても
愛している、プロの大学教授です。（私達も
彼の奥さんが大好きで、彼女はまるでひなが
たの生けるお手本のような人でした。私のお
琴の先生をお勤め下さいました。）彼はとて
も具体的で、知性と偉大さのスーパーマンと
でも言いましょうか、私とティムは彼に質問
をするのが大好きで、本当に多くの質問をし
ました。
　私はおぢばでの修養科を楽しむことができ
ました。人々はみんな友好的で私を受け入れ

てくれました。私は自己を見つめなおし、友
人である‘双子’と共におさづけを多くの方に
取り次がせて頂きました。私達の願う心の真
実にのって、神様はお働き下さいました。た
くさんの人から感謝の言葉を頂きました。ま
た、仲間と私の真実を神様がお受け取り下さ
り、天理で私をひと月車いす生活に追い込ん
だ長年の膝の痛みを御守護頂いたのです。お
医者さんからは、両膝の手術が必要になるか
もしれず、左足に留め具をつけて歩くことに
なると言われていたのです。今は少し痛む時
もありますが、ほとんど痛みなく歩けます。
早く走ったり踊ったり出来るようなりたいで
す。一歩踏み出すごとに、心が感謝の気持ち
へと向います。
					たくさんの友達ができ、楽しい時間を存分
に味わい、それと同時に真実の種まきの方法
に、より気付けるようになりました。他の人
にお道を知ってもらう方法がわかりました。
シンプルな良い例としては、自分が出来る限
り誠真実の心になれば、神様の意思で会うべ
き人々が近くに引き寄せられてくるのです。
彼らが誠真実の人であれば、彼らもこの道を
歩み始めるでしょう。それはすごいことです
ね。私は膝の身上によって、通常の回廊拭き
ひのきしんは不可能になりました。代わりに
私のお気に入りのひのきしんだったのが、神
殿の板の隙間のほこりを掃除することでし
た。すぐに友人ができました。みんな私がど
んな道具を使っているのか聞いたり、道具を
貸してくれたりしました。最後にはみんなも
その掃除を一緒に始めたので、ほこりが溜ま
っている場所をさがさなくてはならないくら
いでした。私達の誠真実が、神様の住まいで
ある神殿をあるべき姿、ほこりがない姿に保
っているということを知れて、とても良い気
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分でした。
　修養科で学んだことが私にとってはほとん
ど全てですが、私のお気に入りにはこんな
ものがあります。私自身には、どんなでこぼ
こみちを走ってもしっかりとつかまり、素敵
な時間を過ごし、笑うことが出来る力。そし
て、私を支えて下さった大勢の方々、特に私

を天理教へと導いてくれたジョン・ハートマ
ン、学んだことを私に伝えてくれて、ありが
とう。そして浜田会長とご家族の皆さん、私
をカパア教会において下さってありがとうご
ざいます。皆さんのおかげで、私はこのお道
と、精神的なつながりをもった家族を見つけ
ることが出来ました。

おやさとセミナー

後期受講生所感

　7月10日（火）から27日（金）までの18日間、おぢばにておやさと練成会が開催

され、ハワイより前期・後期合わせて4名の受講生が参加しました。今月は、後期

受講生2名の所感を掲載させて頂きます。

　　2009年7月8から24日まで、おやさと練
成会がおぢばで開催されました。今年度は参
加者にとって、とてもユニークなものになり
ました。先ず新型インフルエンザにより、
3日間の期間短縮です。それを聞いた時はす
ごくショックでした。ですが日本に着いてか

らは、おぢばに帰り仲間に再会し、共に練
成会を終えることを本当に楽しみにしていま
した。
　38母屋に到着しみんなに会った時、2人の
メンバーが都合がつかずに帰ってこれないこ
とを聞き、みんながっかりしました。またコ
ース1のメンバー達が新型インフルエンザを
発症したことも、みんなにショックを与えま
した。その日はコース3でプール掃除ひのし
んをした日で、その日から各コースの日程が
変更されました。
　コース3メンバーは、あまり外出すること
ができず、特に境内ひのきしんはほとんど外
出できませんでした。ウイルスを広げるわけ
にはいかなかったので、1日目の境内ひのき
しんのシフトは行うことができませんでした
が、2日目は行う事ができました。もう一つ
コース3にとってショックだったのが、おさ
づけの理拝戴日が予定より延期されたことで
す。本当にがっかりしましたが、7月15日に
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久尾シンスィア
（本島・マウイ）



　コース3のみんなに会った瞬間から、今回
は何か特別なものになると感じました。特に
自分にそう感じさせたことは、スペイン語コ
ース、英語コース1の受講生にも素敵な受講
生が多いように見受けられたこと、そして自
分が後数週間以内にはさづけの理を拝戴し、
きっとおさづけを取り次がせてもらえるだろ
う、ということで、やはり自分の直感は正し
かったようです。
　セミナーが開始されて最初の3日間が過ぎ
た時、コース1受講生の一人が新型インフル
エンザを発症しました。そしてその時から、
さらに驚くべきことが起こり始めました。僕
たちは予定されていた境内ひのきしんの内の
2日間に参加することができず、また全コー
スが隔離されました。毎日コース1受講生の
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回復を祈っておつとめをしましたが、境内ひ
のきしん中に新たに3名が発症したという知

椎葉ティモシー
（中和・カイルアコナ）

さづけの理を拝戴することができました。私
たちはよふぼくになったのです。本当に特別
な一日になりました。みんなが、コース1で
身上の受講生におさづけを取り次ぎたいと思
っていました。
　日数が経つにつれ、予定がどんどん変更さ
れ、コース3が38母屋からＴＬＩへ、そして
コース1が違う宿舎へ移っていきました。コ
ース1と離ればなれになるのは本当にさみし
かったです。又、例年宿泊する場所とは違う
38母屋に慣れてきていましたが、おやさと練
成会を受講しているようには感じませんでし
たが、ＴＬＩに移ってからはおやさと練成会
を受講している、やはりここが練成会受講生
が宿泊すべき場所だなと感じました。
　天理にいる間、スケジュールは変更され続
けていて、私たちは愛知布教実習に行くこと
ができませんでした。とても楽しみにしてい
たので、残念でした。通常コース3では愛知

に行って1週間にいをいがけをします。愛知
に行った私の2人の兄から、愛知はにをいが
けにとても良い土地だと聞いていたので本当
に行きたかったのです。愛知には行けません
でしたが、他コースの受講生と一緒にビーチ
清掃をしたり、長島スパーランドに行った
り、コース1の代わりにおつとめまなびをつ
とめたりしました。変更を余儀なくされたま
ま終わりましたが、仲間達とより深くお互い
を知ることができました。本当に彼らと仲良
くなったという実感があります。スケジュー
ル通りの行事はできませんでしたが、それで
もとても楽しく、皆が楽しみました。スタッ
フの皆さん、二人のカウンセラーさん、素敵
な経験ができたこと、そして最後の激励パー
ティーでコース1受講生の元気な顔を見るこ
とができたこと、本当に感謝しています。最
後にはすべてうまくいきました。おやさと練
成会最高です！



ス1受講生のほとんどが新型インフルエンザ
に感染し、布教実習にも行くことが出来ず、
みんなが隔離され、コース3受講生は、必要な
人におさづけを取り次ぐことが出来ず、予定
通りにさづけの理を拝戴することも出来ず、
例年コース3が学ぶことを、私達は学ぶこと
が出来ませんでした。ですが天理教について
言葉では学ぶことのできない何かを、私達は
学ぶことができ、それは全て最高の経験にな
ったと信じています。今までのコース3の講
義では、このことを十分に学ぶことはできな
かったでしょう。起こった全ての教訓には、
起こるべき理由があるのです。
　私達は通常のプロフラムは行えませんでし
たが、その代わりに神様が私達に必要な講義
を与えて下さったのだと感じています。神様
が私に、起こった出来事とその理由を学ぶよ
うに思し召しになったのだと信じています。
コース1で新型インフルエンザが発症したこ
と、セミナーが初めて38母屋で開催された
こと、自分がこのコースに参加したこと、そ
して私のカウンセラーがブレインさんとジョ
イスさんが勤めて下さったこと、これら全て
のことに理由があるのです。
　それぞれの講義を通して学んだことで、少
しずつ陽気ぐらしに近づきました。今までの
様に学べなかったのは本当に残念ですが、私
達にふさわしい方法で今回学ぶことができま
した。またそれ以外の講義で学んだことも、
ずっと忘れることはないでしょう。

らせを聞きました。二度目に帰寮した時、コ
ース1を除く全コースが、セミナー修了まで
ＴＬＩへ宿舎を移動しました。その間、コー
ス1セミナーを再開する為に他の宿舎に移り
ました。
　その時聞いたことですが、新型インフルエ
ンザにより、おやさと練成会の歴史の中で初
めて、愛知への布教実習がとり止めになり、
私達受講生も愛知へ行くはずだった期間をど
う過ごすのか、アイデアを考えました。次の
3日間は、チームワーク・聞く・理解すると
いうテーマでワークショップを行いました。
ある講義はハワイ出身の女性からで、彼女は
とても困難な道を通り抜けてこられたそうで
す。しかしそのことが彼女の信仰を強くし、
現在陽気に生活できているのです。次の日、
伊豆七条村まで歩いている時に、神様は今ま
で自分にサインを送り続けて下さっており、
それを通してより良い人間へと成長出来たの
だということに気づくこと出来ました。
　正直に言うと、このコース3にいる間ずっ
と不安でした。コースを変更して下さいとお
願いするほどで、他のコースの方が10倍良
く見えました。その時気づいたのですが、自
分の周りにいる人々の行動は、自分自身がそ
こに映し出されたものであるということ、そ
して神様がなぜこのようなことを自分に起こ
したのか、それは自分がもしこのコースの中
にいなければ、そこから何も学ぶことができ
なかったからだということです。これらのこ
とに気づいた時、全てのことが、ますます楽
しく思えるようになりました。
　もし今年のおやさと練成会について訪ねら
れたら、ほとんどの人が今年は本当に特別な
経験が出来たと答えるでしょう。全てのこと
が計画通りに行かなかっただけでなく、コー
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　少年会アロハバンドは今年の夏、２年ぶり
に子供団参に参加しました。	今回はポンポ
ン隊の初参加の他、鼓笛こどもおぢばがえり
初参加の隊員も多く、夏のおぢばでこの子供
達がどんな感激を味わってくれるか、たいへ
ん楽しみにハワイを出発しました。また、今
回はマウイ島からも２名の少年会員が参加し
てくれました。
　７月２５日、宿泊場所の３８母屋９階で２
７日に参加する鼓笛お供え演奏、そしておや
さとパレードのための練習が行われました。
おぢばでの練習、どの子の顔も真剣そのもの
でした。またこの練習にはアメリカ団鼓笛隊
のオオサワ・タカシ君が私達の練習の手伝い
に来てくれました。彼もアロハバンドの子供
達と共に、真剣にそして熱心に指導してくれ
ました。２７日朝、小雨がパラツく中、アロ
ハバンドの鼓笛隊員そしてポンポン隊の子供
達は、全国から集まった約２０００人の鼓笛
隊員と共に、親神様、教祖の御前で立派にお

アロハバンド・ポンポン隊

おぢばがえり

供え演奏をさせて頂きました。またその晩に
は、おやさとパレードに出演し、鼓笛合同隊
ですばらしい演奏をさせて頂きました。ポン
ポン隊の子供達も、初めてのパレード参加と
は思えないほどの立派なパーフォーマンスで
した。鼓笛隊、そしてポンポン隊の子供達が
一生懸命演奏する姿はホントに眩しいほど光
り輝いていました！！！
　今年のこどもおぢばがえりを迎えるまで、
鼓笛、ポンポンスタッフの熱心な指導はもと
より、特にポンポン隊のお母さん方の多くの
ひのきしんを頂いて、すばらしいポンポンユ
ニホームも仕上がり、鼓笛お供え演奏、おや
さとパレードと立派に演奏をさせて頂けたこ
とは、ほんとうに有難い事だと思います。今
回は新型インフルエンザの影響を受け、お供
え演奏または、おやさとパレードに参加でき
なくなってしまった子供達もいました。たい
へんに残念な事でありました。
　しかし、今回のおぢばでお見せ頂き、経験
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高知大・高知誠教会

創立30周年記念祭

　８月９日、高知大教会長様御夫妻、ハワイ伝
道庁様御夫妻のご臨席を賜り、高知誠教会創立
３０周年記念祭が執り行われました。節目の一
日に、大勢の信者がより集いました。

　祭典後、大教会長様は、高知誠教会５０年の
布教道中を御労い下さいました。またさらに、
高知大教会創立１２０周年に向けての更なる成
人を促されました。　
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させて頂いた事が、これからの隊活動の上で
の大きな原動力となるよう、次の鼓笛こども
おぢばがえりをめざして、アロハバンドス
タッフ一同さらに努力していきたいと思いま
す。最後におぢばに於いていろいろとアロハ
バンドの上にご協力くださった、ハワイ少年
会のスタッフのみなさんや、ご父兄のみなさ
んに心から御礼申し上げます。また、感動あ
る、すばらしい経験を夏のおぢばで一緒に味
わいましょう。
　　　　　アロハバンド責任者　　宮内泰次
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第39回天理教バザー開催

　8月30日（日）、毎年恒例の天理教バザーが
天理文化センターで開催された。今年で39回
目を迎えたハワイ管内年間最大行事には長年の
伝統となっているメニューに加え、天理スタミ
ナラーメンやたこ焼き、エンタテインメントス
テージなど、様々な催しが行われた。会場は多
くの来場者とひのきしん者で賑わい、終日会場
は人々の活気に包まれた。

婦人会が仕込んだ美味しいおでん

様々な出し物が行われたメインステージ

ハワイ島からの新鮮な野菜・果物とたこ焼き

暑い中、アンダーギを揚げて下さった皆さん

大人気の巻き寿司



子供達が大喜びのおもちゃブース
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多くの品物が並べられた柔道場内

手作りの漬物は豊富な品揃え

冷たくて美味しいバブルドリンク

　今年の天理教バザーも、皆様方
の誠真実とお心添えにより、大盛
況のうちに終了させて頂く事が出
来ました。当紙面上より、心より
御礼申し上げます。誠にありがと
うございました。

大勢の人で賑わうメインテント内の様子
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天理柔道ニュース

　6月19日（日）コネチカット州のバーチ・
ミードウ・バンケットファシリティーで、岩
田テリーさん（ホノルル港教会）とスティー
ブン・ストーネリーさんの結婚式が執り行わ
れました。おめでとうございます。末永くお
幸せに。

　7月25日（水）、フロリダ州レイク・ブエ
ナビスタで全米柔道ジュニアオリンピックが
開催され、ハワイ天理柔道クラブからも選手
が出場し、好結果を残されました。おめでと
うございます。
　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。

コール・チャンドラー
　　　　　　　一位, Boys Intermediate, B 38 kg
ジャレッド・カネコ
　　　　　　　一位, Boys Intermediate, A 27 kg
ミンディー・チャオ
　　　　　　　一位, Female Juvenile, B 57 kg
カイマナ・ランクィスト
　　　　　　　三位, Female Juvenile. B 63 kg
キャスィディー・チャンドラー
　　　　　　　一位, Female Juvenile. A 48 kg
デーン・ペスターノ
　　　　　　　一位, Male Juvenile. A 64+ kg

ご結婚のお知らせ
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伝道庁人事

　中尾モーゼス部員

　8月31日（月）付けで海外部・中尾モーゼ
ス部員（天元/パール教会後継者）が、伝道庁
勤務を終了し、9月2日に日本へ出発されまし
た。二年間ありがとうございました。

　8月12日（水）海外部ひのきしん者・酒井ギ
ャリーさん（本島・カカコ教会ようぼく）が、
中尾モーゼス部員の後任として、伝道庁に着任
されました。来年3月まで勤めて下さる予定で
す。よろしくお願い致します。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
秋季霊祭のお知らせ

　9月27日（日）午前10時より、伝道庁にて秋季霊祭が執り行われます。また、霊祭に引き続
き以下の御霊の年祭が執り行われます。
				
10年祭	 松川クラレンス幸雄	 　　松阪　　松風布教所よふぼく

　20年祭	 中津エディス・スミ子　　本島　　ワイパフ教会2代会長

　20年祭	 長谷川速水・ホーレス　　ノウスアメリカ　　ノースパシフィック教会初代会長 

　20年祭	 渡辺タマ	 	 　　日光　　よふぼく	
 

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。

　酒井ギャリーさん
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　真夏の祭典「天理教バザー」も無事に
つとめさせて頂くことができました。皆
様のご真実、本当にありがとうございま
した。
　今月は7日に「全教一斉にをいがけデー」
が開催されます。私達がにをいがけに出さ
せて頂くのは、天理教の信者を増やすため
だけでなく、人を救けさせて頂くためとお
教え頂きました。日頃から「にをいがけ」
を心がけて、一人でも多くの方にお道の教
えを伝えさせて頂きましょう。

■ヌアヌハレ慰問
　9月12日（土）	 		9：30-10：30

■月例会
　9月14日（月）
・ミーティング		 		9：00-10：00

・教祖伝逸話篇		 10：15-11：00

・教理勉強（庁長先生）11：00-11：30

■女鳴物練習
　9月15日（火）	 		9：00-10：30

◎ウエストハウスのバザーひのきしんに
　ご参加下さった皆様、ありがとうござ
　いました。
◎9月月次祭の直会当番は合同Aグループ

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9月16日
（水）午後7時15分からです。

青年会だより

■月例ひのきしん

　今月もいくつかのひのきしんを計画し
　ています。詳細は後日連絡させて頂き
　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

☆帰参案内・申し込み書が必要な方はお申
　し出下さい。（担当：斉藤かよ）
☆帰参申し込みは、各教会・布教所を通し
　てお願い致します。

ですが、バザー慰労の直会ですので、他
のグループの方々にもひのきしんをお願
い致します。



女子青年だより
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少年会だより

■アロハバンド練習のお知らせ
９月20日伝道庁月次祭終了後、午後１
時半から3時半まで、伝道庁で練習致し
ます。よろしくお願い致します。

■天理教バザー■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。

天理教バザーに参加下さった皆さんあり
がとうございました。焼き菓子等の詰め
合わせを寄付して下さった方々、女子青
年の2ブースをお手伝い下さった方々、
皆さんのお陰で、成功裏に終える事が出
来ました。本当にありがとうございまし
た。



作り方
・容器の中に材料全てと氷を入れ
て混ぜます。お好みで裏ごしをし
て下さい。私はほとんど裏ごしし
ます。

・氷を入れたグラスに注いで出来
上がりです。美味しいですよ！
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	みなさんどう思われているかわかりませんが、ここのところ暑
いですよね？私の職場にはエアコンが無いので余計にそう思いま
す。健康にはいいのでしょけど、とはいえもしこれで私の毛穴が
きれいになっていなかったら、他にどんな手を使えばいいという
のでしょう？
　以前にも増して、なにかリフレッシュ出来る飲み物が欲しいと
ころです。お水を飲むのもいいのですが、何か物足りない、と思
う時ありますよね。このレモネードはまさにそういう時のレシピ
です。とても簡単でさわやか、みなさんも楽しんで頂けると思い
ます。

食いしん坊レシピ

さわやかレモネード
材料
・レモネード　　　　　　　　　　　　　1ピッチャー(4カップ)
・粗めにみじん切りしたキュウリ　　　　約450g
・粗めにきざんだミント　　　　　　　　1/2カップ



8月行事報告9月行事予定

	 5日（土）	・布教の家月次祭
	 7日（月）	・全教一斉にをいがけデー
	 	 ・婦人会委員会
	 	8日（火）	・布教・育成委員
10日（木）	・まこと/オリジンズ編集会議
12日（土）	・婦人会ヌアヌハレ慰問
14日（月）・婦人会例会
15日（火）	・婦人会鳴物練習
	 ・主事会準備会
16日（水）・青年会会議
17日（木）	・少年会会議
19日（土）	・主事会
20日（日）・伝道庁月次祭
	 ・教会長・布教所長会議
	 ・アロハバンド練習
21日（月）・月例にをいがけデー
26日（土）・本部月次祭遥拝式
	 ・おてふり・鳴り物練習
27日（日）	・秋季霊祭
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	 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
	 ・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）・本部月次祭遙拝式
	 	 /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）	・第39回天理教バザー開催
	 	 	 　　　（同日撤収）
31日（月）・バザー片づけ



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

ユニセフ募金活動　－少年会－

　毎年ハロウィンの季節になると「Trick	or	Treat	for	UNICEF」、の
台詞でお馴染みのユニセフ募金活動。少年会主催のこの活動は、今年
で35回目を迎えます。今年も皆さんのご協力をお願い致します。


