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おぢばからのメッセージ

立教172年9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。親里は早や銀杏の実が落ちる季節を迎えておりますが、本日は一転、夏に逆戻り
したかのような陽気の中、週末とも相まって大変大勢の教友がお帰り下さり、九月の
月次祭が真柱様を芯に一手一つに勇んでつとめられました。
　真柱様は祭文の中で、この月はにをいがけ強調の月であり、月末の三日間は全教一
斉にをいがけデーとして、先ず教会長が率先して路傍講演に立ち、よふぼく挙って人
々へこの世治める真実の道を伝えさせていただく決意をお述べになりました。更にこ
の誠の心に自由のご守護を賜り、一日も早く陽気づくめの世の治まりをお見せいただ
きますようにと祈念なされました。
　祭典講話は永尾一夫本部員がおつとめ下さいました。先生は、ご自身が本部青年に
なられた頃の子供おぢばがえりのテーマソング「世界の果てから」の歌詞（１番・お
ぢばは、おぢばは、魂のふるさと。だから、だからみんなおぢばに帰る。幸せを求め
て世界の果てから、愛と祈りを親神に捧げて。･･･　２番・おぢばに、おぢばに、教祖
がおられる。だから、だからみんなおぢばに帰る。瞳に輝く教えの喜び、愛と誠のひ
ながたを信じて。･･･）を引用され、おふでさき、おかきさげなどを基に、元の理、お
つとめの意義、教祖のひながた、またぢばの理の尊さについて諄々とお話下さいまし
た。又、かぐらづとめの理に繋がる教会でのおつとめをつとめる際の心構え等につい
て、熱くお話下さいました。　
　祭文でもお述べ頂きましたように、今月はにをいがけ強調の月、明後日から三日間
は全教一斉にをいがけデーでございます。お掛け頂く親心、ご期待に十分お応え出来
るよう、お互い精一杯つとめさせて頂きたく存じます。
　また、来月は秋季大祭で、海外からも大勢の教友がお帰り下さることと思います。
既にご案内申し上げておりますように、10月25日には海外部研修会（教会長・布教所
長夫妻対象）、並びに海外帰参者の夕べを開催させて頂きます。ご帰参頂く方々に一
人でも多くご参加頂けますよう、管内の教友の皆様方へのご案内のほど、どうぞよろ
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。
　親神様の果てしなく大きく暖かい御心に包
まれ、日々、身上の自由をお与え頂き、存命
の教祖のお導きのもと、陽気ぐらしへの成人
の道を弛みなく歩ませて頂いておりますご守
護の程は、まことに有り難く勿体ない極みで
ございます。私共は常に御教えに心を正し、
たすけ一条の誠を高めて、陽気世界を目指し
て、つとめ励ませて頂いておりますが、本日
はこれの伝道庁の９月月次祭をつとめる日柄を
迎えましたので、ただ今よりおつとめ奉仕者一
同心を揃え、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共に
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８月３０日に開催致しました第３９回天
理教バザーは大勢の来場者をお迎えし盛況のう
ちに終了させて頂きました。また去る９月７日
にはオアフ島地区における全教一斉にをいがけ
を実施させて頂きました。
　私共よふぼくは、世界にお見せ頂く憂うべき
数々の事情は、一人ひとりの心の埃が元となっ
ていることを思案し、心の自由を使い誤らぬよ
う、思召に添って明るく勇んで世界たすけの道
を歩ませて頂きたいと存じます。何卒親神様に
は私共のこの真心をお受け取り下さいまして世
界中の人々が互いにたすけあい睦み合う陽気ず
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10月大祭　

10月18日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

英語通訳：川崎カイル

講話テーマ： 秋 季 大 祭

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

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 一瀬常徳　柿谷節生
賛　者	 井上タイロン　中尾スティーブン
指図方	 本田グレン
献饌長	 高田エリック
	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 T.一瀬	 T.井上
(男性)	 Y.中尾	 M.久尾	 S.中尾
	 G.本田	 W.城	 T.岩田
てをどり	 庁長夫人	 M.岩田	 K.斉藤
(女性)	 M.柿谷	 S.中尾	 L.井上
	 C.明本	 L.本田	 A.綾川
笛	 T.西村	 T.岩田	 W.三国
チャンポン	 G.明本	 D.川崎	 E.高田
拍子木	 M.社本	 O.中尾	 T.美馬
太鼓	 C.三国	 S.社本	 O.中尾
すりがね	 R.山	 G.井上	 S.社本
小鼓	 C.斉藤	 S.柿谷	 M.久尾
琴	 E.目黒	 M.三国	 M.ユック
三味線	 J.山	 L.蘇	 K.金川
胡弓	 T.松川	 S.柿谷	 S.浜田
地方	 M.岩田	 T.美馬	 K.竹村
	 M.稲福	 E.高田	 W.城

9月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　10月18日（日）　12：45～1：30　直会後



4

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                 

9月月次祭祭典講話

　　　ホノルル教会長　斉藤コリン

道すがら

　おはようございます。今日は皆様にご参
拝いただき、世界中の陽気ぐらしへのお願
いを共に心よりお願いいただきまして、誠
にありがとうございます。親神様、教祖も
皆様の誠真実をお受け取りになられたこと
と存知ます。今日私に割り当てられまし
た天理教教典第８章、題して“道すがら：
究極目的への道”について考えましたこと
を述べさせていただきます。
　教祖によって教えられたお道の究極の目
的は、世界一列人間の陽気ぐらしであり親
神様はそれを見て共に楽しまれることにあ
ります。天理教教典は２部に分けられてい
ます。第一章から第五章は前編、第六章か
ら第十章までを後編とし、前編では教えの
基本を、そして後編ではその教えを日常に
どのように活かしていくかということを教
えられています。第六章に、

　｢いかなる病気も、不時災難も、事情のも
　つれも、皆、銘々の反省を促される篤い
　親心のあらわれであり真の陽気ぐらしへ
　導かれる慈愛のてびきにほかならぬ。」
　　　　　　　　（教典第6章　てびき）

とあります。おふでさきに 、

　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そや　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二－７

全ての身上や事情は心得違いのしるしで
あり、親神様のてびきに外ならないので
す。喜びの心で思案し、てびきをさと
り、心を入れ替えることにより、篤い親
心を益々悟り教えの理が胸に治まりま
す。かくててびきのあかしを知り、心が
成人するに連れて大難は小難に、小難は
無難に導かれる事となります。
　第七章では根本になる教え、｢かしも
の・かりもの｣について教えられていま
す。まず私達の体は、親神様が貸してい
て、人間は借りているという真実です。
魂、心だけが、自分のものです。この奇
跡的な体を借りている人間は、体を自由
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に使うことが許されていますがただ銘々
の心遣い一つによって神様のおてびきが
あり、健康状態が定まってきます。心の
自由が与わっている人間は　｢埃｣を積む
心得違いをしがちです。埃は払うまで積
もり、人間の良い因縁に変える成人への
道を妨げます。
　第六章、七章で教えの理を聞き分け、
第八章では、教えの究極の目的へとさら
に進んだ心の成人への導きが述べられて
います。日々に教えの理を聴きわけて通
ることにより、ものの見方も変わってき
ます。たんのう、ひのきしん、人救けの
教えと、誠真実の心はようきぐらしへの
最終目的に近づいてきます。
　教祖のひながたを通して、教祖は何事
に対しても、ものの見方を明るい陽気な
見地で受け取るようにと、常に教えてお
られます。教祖は現れてくる事に深い親
心で臨まれました。教祖は、難儀苦難の
現れは、過去の行いが現れてきたものと
諭されています。ですから、難儀不自由
が現れた時も、常に自分の心を省み、い
かなることも親神様の思惑と悟り、喜び
に転じて勇んで通ることです。現れてく
る全ては、自らのものの見方、言葉、行
い、心遣いからのものであり、自分が原
因であり、自らの責任に他ならないので
す。それを避けて通ることはできませ
ん。自分が創った原因なので自分で消す
こともできます。自分の行った事を無視
しないで受け入れ、新しく何かを作るこ
とで自分を変えて進みましょう。それが
神様から授かった力です。神様はすぐに
受け取り、すぐに返してくださいます。
素晴らしいことでしょう。神様から、自

らを自分の思う様な自分に変える力を授
かっているのです。身上、事情が現れた
ときはいつでも、誠真実の心で喜んで受
け入れるのです。これがたんのうの心で
す。たんのうの心は 苦しみや悩みを明
るくし、その心で苦しみを喜びに転じ、
そして前生のいんねんは納消されます。
たんのうの心で通り、前生から続く自ら
の言葉遣い、心の治め方、行いを悔い改
めます。この世に偶然と言うものはあり
ません。現れること全てに理由がありま
す。無視するのをやめ、何が起こっても
神様の思惑と悟り、喜び勇んで、親の心
にもたれて明るく暮らすことです。現れ
てくることはいままでの心の治め方の窓
であり、神様は親心でお見せになってい
るのです。喜んで受けとり、悔い改める
ことがたんのうの行為となります。
　たんのうの逆の行為は、自分の心の欲
望通り勝手に通ることです。良きにしろ
悪きにしろ現れたことへの自分の対応
は、自分の心どおりに現れてくること
で、当然それは自分自身である事に他
ならないのです。自分の反応が良けれ
ば、幸せで好ましいものであれば変え
ようとは思わず、その反応が怒り、嫉
妬などの否定的なものであれば　変える
といいでしょう。REACTONの単語を、
Re－Actionと分割してみると何度も繰り
返される行為となることが分かります。
毎回同じ様に自分勝手に通るのなら、そ
れは自分が変わっていないことになりま
す。しかし、もし自分の物事への反応が
好ましくないと思えば、ものの見方を変
え、次の時には違った反応をする方法を
学ぶことです。それには何度もかかりま



すが、遂には心地よい反応をしている自
分をみつけ、新しい自分が創られます。 
　自分自身に“これが自分がなりたい自分
なのか？”　“これが自分が選ぶ自分なの
か？”　と問いかけましょう。もし自分
が、物事に対する自分の反応に満足でき
なければ、自分を創りかえましょう。神
様がなりたい自分に変える力をお貸しく
ださることを思い出して下さい。　
　また、人間はお互いに反応し合うよう
にできています。誰かが何かをし、自分
の注意を引いた時は、それは他人を批判
する機会ではなく、自分自身の現れた事
への反応を警告下さっていると思うよい
機会です。他人や状況を批判するのでは
なく、自分を省みる機会とし、変えたい
自分に変え、そして成りたい自分を創る
のです。
　たんのうが必要なのは、殆どよくない
状態のときです。殊に途方もない困難が
表れた時です。たんのうの努力がそれほ
ど必要ではなかったかもしれませんが、
自分の体験の一例をお話ししますと、あ
る日息子ダスティンとその友達をビーチ
へと運転していました。車の前に他の車
が割り込んだとき腹が立ち、いろいろな
言葉がでてきました。その時ダスティン
が、「お父さん、怒ってもどうせ向こう
には聞こえないから無駄だよ。」と言い
ました。その途端私は口を開けたまま、
続きの言葉が全くでてこなくなりまし
た。ダスティンの意見に突然心を奪わ
れ、自分を外から見た目を開けさせたの
です。自分を本当に恥ずかしく思いまし
た。隣の若い将来の運転者に運転マナー
を教える代わりに、怒り心頭に達する自

分がいたのです。
　 あり得ない困難な状況の例えを次に話
します。教祖御在世当時に盲人マッサー
ジ師が、たんのうの心でいかに人生を変
えたかという逸話です。昔の日本では、
盲人は殆どの場合マッサージ師以外の仕
事をみつけるのは難しかったのです。あ
る日盲人按摩師が、お客さんにマッサー
ジをしました。支払いの時になり、顧客
は自分の財布が見つからなく、マッサー
ジ師が自分の財布を盗んだと言い張りま
した。按摩師は謝罪し、そしてお客は帰
りました。すぐ後、その按摩師は顧客の
家を訪ねお金を返そうと思い、親戚にお
金を借りに行きました。同じ頃、お客は
自分の財布を、家の座布団の下からみつ
けました。マッサージ師が顧客の家に行
きお金を返そうとしましたが、お客は自
分の思い違いを謝り、按摩代を支払いま
した。自分はしていないのだから、財布
を盗んだという責めを認めなくてもよか
ったのです。しかし教えを聞き分けてい
るので、神様から自分の前生の姿を見せ
ていただいていると悟り、顧客に謝罪
し、返金の心を定めたのです。因縁を悟
り、喜びを持って受け入れる、又はたん
のうしたのです。後にその人は視力回復
のご守護をいただいています。1891年(明
治24年)12月30日のおさしづに、

　たんのうは真の誠より出る。真の誠はた
　んのう。たんのうは直ぐに受け取る。
　　　　　　 　　　（明治24．12．30）

とあります。神様は誠真実の悔い改めを
受け取り、その悪因縁を切られたので
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す。
　私のたんのうの体験をお話しします。
幼少の頃、おねしょの癖がありました。
自分がふがいなく、だんだんとストレス
になってきました。神様に助けていただ
く様お願いをしました。想像・心象の力
で直すことも試みました。寝る前、水道
栓を夜中じゅう漏れない様、きつく締め
ている描写を心に描きます。でもそれで
も無駄でした。輪ゴムも考えましたが、
いいアイデアではないと・・(ハハ)夜、水
けの物を飲まないようにするのは、特に
喉が渇いている時は難しいことでした。
時々自分自身に腹が立ち、仲間への劣等
感でいっぱいでした。夜尿性については
もちろん誰にも言っていません。自分が
情けなくて、ベッドで泣いた事もありま
す。でもこの事が、多分私が親神様、教
祖へのお願いの仕方を覚え、また私のお
願いの始まりだと思います。
　幼稚園、すなわちヌアヌ小学校での最
初の年、昼食の後昼寝をいたします。そ
の頃は母が自分で縫ったカーキのズボ
ンをよく着せてくれました。他に選べる
ズボンもないので選択の余地はありませ
ん。当時、軍人以外でカーキのズボンを

穿いているのを見たことがないので、着
るのは嫌でした。でも本当の理由は、濡
れるとはっきり目に見えるからです。昼
寝から起きて、カーキズボンが濡れてい
たことがよくありました。本当に恥ずか
しいことです。それを隠し、すぐにお手
洗いに走り、きれいにしますが、濡れた
カーキズボンに何処まで処置ができるで
しょう？ヘヤードライヤーも持っていま
せん。それで、いつもジャケットで前を
隠す様に腰に巻き、濡れたズボンを隠し
ていました。その上、臭いが乾いたあと
でも残っています。シミもあります。だ
から殆どずっとジャケットを腰に巻きつ
けて歩いていました。１０代になっても
まだ夜尿症は続き、本当に心配になって
きました。天理教では１５歳までは、親
のさんげと教えられています。母は、親
に不足をすると、子供が夜尿症になると
聞かされていると言っていました。だか
ら、１５歳になると夜尿症は止まると自
分に言い聞かせましたが、その年に近く
なっても　回数が減っただけです。“大人
になっても、おねしょしているのかな”と
も心配しました。うれしいことに１５才
前で癖は治り、本当に安堵し、「よかっ
た、僕はきっとその因縁を持っていなか
った」と思いました。
　しかし自分の子供を持ち、子供がおね
しょを始め、運命は繰り返されることに
気がつき、すぐに何に対しても不足する
のをやめ、自分を変えるようにしまし
た。この時、成ってくるのは過去の行
動の表れと思い、喜び勇んで成ってくる
理を受け取るたんのうの教えを実践し、
そしてうれしい事に夜尿症はとまりまし
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た。
　心の埃を払い続けることで、ものの見
方は明るく澄み、心の治めかたとかりも
のの体との間の真理を掴むことができま
す。苦しみの中たんのうで通り、過去を
悔い改めると、因縁は納消され、心は
澄んできます。親神様のご守護を切に身
に感じる時、ますます心は明るく、感謝
の喜びが増します。その喜びは自らの態
度や行為にあらわれ、これをひのきしん
と教えられてます。ひのきしんとは神様
のご守護に感謝の喜びでもって行うもの
で、報いを期待するものではありませ
ん。日々常々神様の恵みに感謝する日々
の奉納、寄進です。もし見返りを期して
行われば、それは誠の寄進ではなく、欲
を伴う願いであります。この寄進は、労
力、金銭、食物、時間等と、色々の形で
表すことができます。みかぐらうた十一
下り目四つに、

　よくをわすれてひのきしん
　これがだいいちこえとなる 
　　　　　　　　　　  　　（十一下り目　4）

　もしも無欲に、求めることなく尽くす
時、誠の神様への感謝の気持ちで行われ
るとき、銘々の生活に美しい実を結ぶ肥
となり、周りの人々をも感化するので
す。
　病や苦しみは、道路の標識の様に人生
の案内であり、心の治め方の誤りを正す
方法をお示しいただいているのです。病
に臥せった時、神様の思惑と喜んで受け
取り、ものの見方を正し、神様への感謝
の気持ちの現れとしてひのきしんに励み

ます。みかぐらうた三下り目八つに、 

　やむほどつらいことハない
　わしもこれからひのきしん
　　　　　　　　　　  　　　（三下り目　8）

　神様への感謝を表すひのきしんを、別
の形として神様の言葉を広め、人を助け
る行為にもあらわれてきます。みかぐら
うた七下り目一つに、
 
　 ひとことはなしハひのきしん
 　にほひばかりをかけておく
　　　　　　　　　　  　　　（七下り目　1）

　信仰が進み成人すると、神様への感謝
と喜びを人に伝えたいと思うようにな
り、欲をわすれて、人ににほいがけをは
じめ、さらに周りの人も悪いいんねんを
払い、喜びの生活へと導かれます。ます
ます多くの人々が喜びと感謝を分かち合
うところに、世の中は最終目的の世界助
けに近づくことになります。おふでさき
に 、
　　　 
　 わかるよふむねのうちよりしやんせよ
　 ひとたすけたらわがみたすかる  
   　　　　三－47

　 このさきハせかいぢううハ一れつに  
　 よろづたがいにたすけするなら 
　　　　　　　　　　　　　　　　十二－93

　 月日にもその心をばうけとりて 
　 どんなたすけもするとをもえよ  
　　　　　　　　　　　　　　　　十二－94
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　教祖が身をおかくしになる前の1887年
1月13日のおさしづに、親神様は教祖の
５０年のひながたをとおして誠真実の
通り方を示されたとあります。ひなが
たの道中で教祖は、話され、筆に書か
れ、そして生活の見本をお示しになって
います。教祖が何を言われ、何を行われ
たかは私達に誠真実の通り方をみせてお
られます。教祖は｢誠真実｣の意味を、人
の言うことをそのまま受け取る所にあり
ます。言い換えますと漢字の意味｢誠｣は
　“何を話し“　”何をしたか”が完全に一
致することとあります。口と心と行いが
一致すれば、それは誠真実となります。
神様には、言動の違う所が全くありませ
ん。そして、同じ立場にいる私達は、神
様と共に誠真実、口と心と行いの一致を
学ぶ任務があります。
　1887年(明治20年)7月のおさしづで
は、人々がどの様に教祖に導かれ、成人
への道の助言が示されています。大阪近
藤政慶若狭行きの伺いで 、

さあさあ、尋ねる事情を、どうせともこ
うせとも、行けとも行くなとも、どうし
てやろうとも、この処、前から言うた事
はないで、何事も皆銘々の心次第と言う
てある事やで、何処に居ても月日の身の
内や。何処に居るのも同じ事、誠の心一
つや、誠が天の理や。天の理にさえ叶え
ば、何処に居ても道が付くで。実誠無け
ねば、何処い行たとて、何をしたとて道
は狭ばむばかりやで、しいかり聞き分け
ねば分からん、しいかり聞き分けて諭す
がよい。
　　　　　　 　　（明治20．7．30）
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　私達は神様の体の内に住んでいます。
誠真実は天の理で、天の理を心において
それに一致すれば、常に親神様のご守
護があり、道が開けてきます。もう一方
では、誠なしでは進む道が狭くなってき
ます。この定規に注意をはらうと、誠真
実かどうか、神様の思惑や天の理に沿っ
ているかどうかが分かってきます。かく
て、教祖の暖かい思いやりのある言葉が
人々に受け入れられ続けるのです。
　結論として、誠は簡単にできる教えで
はないばかりか、自分自身の経験を通し
て誠の心を育て、学ばなければなりませ
ん。おさづけの理の効能は誠真実の心に
あります。人救けに専念する者は、誠の
心を持たねばなりません。心の埃を有効
に払うのには、誠真実への努力をしなけ
ればなりません。誠真実のないたんのう
は効きません。誠真実のないひのきしん
も効きません。互いの助け合いも、人を
たすけるのも、誠真実なしでは効きませ
ん。だから、一生誠真実の努力をするこ
とが必要なのです。お互いに助け合い、
相互に立てあう時、誠真実への成人の道
がより開けてきます。“誠真実は天の理で
ある”と教えられている様に。
　みかぐらうた四下り目と十下り目に、

　やまひのすつきりねはぬける
　こゝろハだんヘいさみくる   
　　　　　　　　　　  　　　（四下り目　8） 
　 よくにきりないどろみづや
　 こゝろすみきれごくらくや   
　　　　　　　　　　  　　　（十下り目　8） 
 　
とあります。私達は、究極の目的陽気ぐ



らしへと懸命に努力しています。誠真実
の心で努力し、自分の心の内に目を向
け、それぞれの心が澄み切る時、この世

の‘ごくらく’が現実のものと現れてくる
のです。
　ご清聴ありがとうございました。
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2009年秋季大祭おぢばがえり

海外帰参者の夕べ

日　時　：10月25日（日）　午後3時半受付、4時開始

場　所　：第6食堂

参加御供：1,000円（12歳以下無料）

＊直属の教会を通して海外部にお申し込み下さい。

申込先　：海外部庶務課（10月20日締切）

海外部研修会

開催日：立教 172 年 10月 25 日（日）

会　場：東右第四棟4階講堂

受講費：無料

申込先：海外部庶務課（10月20日締切）

12：45　受　付（はっぴ着用）

13：15　開　会（部長挨拶）

13：30　ビデオ上映『中臺講師紹介』

　　　　　ならびに『報德分教会の一日』

13：45　第一講　中臺勘治・報德分教会長（日本橋）

14：30　休　憩

14：45　第二講　坂口章司・ノルデステ芳洋教会前会長

      　　（兵神・ブラジル）



全教一斉にをいがけデー

　9月7日（月）、オアフ島地区に於いて全教
一斉にをいがけデーが実施されました。午前
9時、参加者全員がモイリイリスタジアム公
園に集合。戸別訪問グループ、公園ひのきし
んグループに分かれ、約50名の参加者それぞ
れが教祖の御教えを胸に、にをいがけに励み
ました。

アイランドニュースアイランドニュース

オアフ島地区
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　9月6日、マウイ島の天理教ハレアカラ教会
のメンバーが、全教一斉にをいがけデーに参
加しました。参加者はカフルイ地区を訪れ、
戸別訪問を通してにをいがけを行い、信仰の
喜びを伝えました。
　あるお宅では、Tさんという男性が、「皆さ
んが尋ねて下さるのを待っていました。」と、
笑顔で訪問したグループを迎えて下さいまし
た。続けて、「おさづけを取り次いで頂いた後
とても気分がよくなったので、皆さんがまた訪
ねて下さるのを待っていたのです。」と言われ
ました。また別のお宅では、Fさんという女性
におさづけを取り次がせて頂きました。彼女は
メンバーの優しさにとても心打たれた様子で、
嬉し涙を流して見送って下さいました。

マウイ島地区
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エッセイコンテスト結果発表

サラ・ソルトマン
（中河・フレズノ）

　天理教の教義は、自己の改善だけでな
く、他者をたすけることにも同様に焦点
を合わせており、他に類の無い宗教で
す。信仰の無い父と、天理教の母、そし
てキリスト教米国聖公会派の学校に通っ
ている私ですが、幸運にも私は複数の宗
教に触れる機会が多くあります。その中
でも、天理教の教えは、他者への与え
と、非自己中心的な行いを通して自らを
成人させるということを、極めて強調さ
れており、

　「月日（神）が人間をはじめたのは、よふ
　きゆさんが見たい上から」
　　　 （The Path  to the Joyous Life:1頁）

と述べられています。
　私たちの信仰の道には、4つの大きな
段階があると考えます。これらにはそれ
ぞれ明確な境界線や具体的な足がかりは
ないのですが、私たちが達することので
きる心の成人の状態と、それをどう使う
のかに基づいています。
　信仰の道の第一段階は、初めて天理教

　ハワイ伝道庁9月月次祭後に、浜田庁長より今年度のエッセイコンテストの入賞

者が発表されました。今月号では、見事1位に入賞されたサラ・ソルトマンさんの

エッセイを掲載します。尚、2・3位入賞者の作品は、来月号から掲載予定です。

に触れた時の反応です。この段階では、
儀礼と教理への懐疑心があると考えられ
ます。おつとめにより心の埃を掃い、健
康への感謝を表すということは、非常に
捉えにくい概念です。むしろ、おつとめ
はとても時間のかかる儀式だと思いま
す。またこの段階における心の成人過程
では、ひのきしんや健康への感謝を表す
行為は、精神的にも肉体的にも望まない
負担と感じます。おふでさきなどの原点
で教えられている概念から、疑いの気持
ちや無関心さを抱きます。これは、思召
を理解できない心、ひいては、
　
　「濁水の様に心が濁っているから」
　　　　　　　　　(教典第一章　おやさま)
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と考えられます。9歳になる私の弟の成
人過程も、まだこの段階にあります。ま
だ喜んでおつとめをつとめることができ
ず、教えを聞こうとすることはありませ
ん。従って、初めて教えに触れた子供達
や人々は、最初の段階で懐疑的になるの
です。
　成人の道の第二段階は、天理教の教え
を理解し、吸収し始める時に始まりま
す。それらには、たすけ一条に生き、前
向きで陽気な精神を保つことが盛り込ま
れています。教理の基本的なものに、
身体は神からのかりものであり、心一つ
が自分のものであるという教えがありま
す。これを理解することは成人する上で
重要であり、この第二段階で起こること
です。このことで、おつとめやひのきし
んがよりしやすいものになります。この
段階では、まだ親神の思召を全て理解す
るまでには至りませんが、しかし泥水が
澄んでいくように、ゆっくりと心が澄ん
でいくのです。私は私自身が、ようやく
この成人の段階に達したと信じていま
す。今は、おつとめをつとめることと、
親神様から頂いている限りないご守護に
対し感謝することが、どれほど大切であ
るかが自覚できるようになりました。
　第三段階では、人々は天理教に大いに
貢献し、その信仰や儀礼を受け入れるこ
とに全く問題なくなります。この段階に
なると、自分の理念をまだ知らない人々
と分かち合い始めるのです。私の叔母の
クリスティーンは、心の成人でこの段階
に達しています。数年前、彼女の夫が白
血病と診断されました。おばさんは、こ
の病気を通して様々な合併症に引き起こ

した、マサおじさんの介護と、幼い息子
を育てながら、それらの極度のストレス
にさらされていました。そんな苦しい時
でも、彼女は神様への信仰を少しも失わ
なかったのです。彼女は、叔父の闘病の
苦しみを受け入れることができ、教えを
日々の生活に適用してそれらを乗り越え
ていったのです。だからこそ叔母は、叔
父が出直した時、健やかに感謝の気持ち
をもって彼の死を受け入れることが出来
たのです。今日に至るまで、叔母は毎日
2回のおつとめをつとめ、家にお社を祀
り、毎月フレズノにある教会の月次祭に
参拝しています。
　成人の道の最終段階は、教会長・教会
長夫人として貢献することです。この段
階では、親神様の教えに一つの疑いもな
く、その心は人をたすけたいという確か
な真実の状態です。私はいつも、会長さ
ん・奥さん方の神様にもたれきる姿勢に
驚かされます。それは大きな時間と労力
の献身であり、より心地よい生活である
といえます。教典に、

　「親神が、陽気ぐらしをさせたいとの思召
　で、人間世界を造られたからである。」
　　　　　　　　　（教典第6章　てびき）

と述べられています。この心の成人の段
階にいる人は、この思召を日々の生活で
実行するだけでなく、人々に伝えるとい
う目的をもっています。それゆえに、こ
の段階の人々は、広く教えを人々に伝
え、自分たちも救われると信じているの
です。
　心の成人の過程で、5番目の段階があ
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は、心のすばらしい使い方と、ご守護に
満ちたより良い生活の送り方をお示し下
さったのです。
　信仰の道の四段階は、人生をかけて到
達するのか、あるいはもっと大きな苦難
を通り抜けなければならないのかもしれ
ません。純粋な心と精神を保ちながら、
教えを伝えることは難しいことしょう。
ですが、おやさまの人生を通して示され
たこの理想的な生き方をこそ、私達が進
んで辿らなければならないのです。願わ
くば私も成人の道を、引き続き辿ってい
ければと思っています。

るのですが、この高尚で敬虔な信仰の域
に達することが出来た人は、一人しかい
ません。その女性とは、天理教の教祖中
山みき様です。中山家の米倉に泥棒が入
った時も、その犯人が捕らえられ、それ
が中山家の小作人であるとわかった時、
「貧に迫っての事であろう。その心が可
愛想や。」と、その男に米を与えて帰さ
れたのです。どんな人でもこれほどの親
神様への信仰の域へは、誰も達すること
ができないのではないでしょうか。おや
さまのひながたは、私たちみんなが進ん
でたどるべきものの一つです。おやさま

9 月 霊 祭

　9月27日（日）午前10時より、伝道庁
に於いて9月霊祭が執り行われた。これ
に併せて、ハワイ伝道の上にご尽力下さ
れた先人の年祭が執行された。
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おやさとセミナー
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。後期受講生

柿谷ライアン君の所感を掲載します。



天理教バザー感想・反省

今年はpupu plateブース責任者の担当を
させて頂きました。2年前から手伝いを
していますが大変だと思っていました。
売る物はBBQ ショートリブとチキンウイ
ングと決まっていますが問題はスタッフ
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　コース3の経験は、自分が想像していた以
上のものになりました。こんなにも多くの新
たな出会いがあり、そしてコースの仲間と大
いに楽しんだのは、去年の夏以来でした。そ
の中で一番の出来事といえば、参加出来なか
った二人の代わりに参加された、新しいコー
ディネーターと教育スタッフの方が、去年と
はまた違うセミナーを作っておられました。
おそらく今年のコース３は、これまでのどの
年とも違ったものになったのではないかと思

います。なぜなら、セミナーが進むにつれ期
間が短縮され、当初の予定通りににをいがけ
に行くことはありませんでした。別席を運び
おさづけを拝戴する機会は頂くことが出来ま
したが、それらは本当に素晴らしい体験でし
た。振り返ってみて、この夏を通して、自分
の予想を超えた、本当にたくさんの喜びを頂
きました。大学に進む前の夏休みの半分を費
やし、日本で送った時間は、私にとってとて
も素晴らしいものでした。

でした。去年と一昨年はスタッフが足り
なくてお客さんが長い列になってしまい
迷惑をかけてしまいました。
　ご存知だと思いますが私は日本航空で
総務マネージャーをさせて頂いておりま

檜垣ダニエル



す。会社での色々な活動をコーディネー
トしています。その中にJALピクニック、
インターナショナルフードフェスティバ
ル (Aloha United Wayのfundraiser)、餅つ
き等があり、これら活動が成功できてい
るのは伝道庁のお陰なのです。テント、
テーブル、いす、 BBQグリル, 焼きそば
の鉄板, 餅つき道具等は全部伝道庁から
お借りしています。日本航空は伝道庁に
大変お世話になっております。
　ある日 (バザーの一ヶ月程前) 職場の
同僚にバザーのことを話しました。「今
年は私と山本浩徳さんがpupu plate ブ
ースをやりますので天理教バザーに来て
下さいね。」と言うつもりで話をしまし
た。すると同僚たちから「もしお手伝い
出来ることがありましたら、させてくだ
さい。」という返事が返ってきました。
職場の人たちは会社が天理教ハワイ伝道
庁に大変お世話になっているので恩返し

をさせて頂きたいというひのきしんの気
持ちなのです。バザーの日、手伝いをし
てくれた人たちは合計8名でした。（日
本航空から5名、高田先生と友達3名）
120lbsの BBQショートリブと 240ピース
のチキンウイングを焼いて11：15に売れ
きれました！早く売り切れたことは嬉し
かったけれど、バザー担当の中尾先生に
「売り切れるのが早すぎる！」と言われ
ました。来年はもっとたくさん作らない
といけないですね。
 お陰でpupu plateブースが成功して良
かったです。手伝ってくださった皆さん
はコミュニケーションとチームワークが
良くてスムーズに仕事が出来たと思いま
す。同僚たちはバザーの雰囲気がとても
良かったので、また来年もお手伝いした
いと言ってくれました。来年は職場のス
タッフにもっと声をかけて、天理教バザ
ーにさらに貢献したいと思います。

17

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

教会事情

・改称
　     マノア教会 → 淺草ハワイ教会
・教会所属変更
　　 牛込 → 淺草
・任命
　　  泉千代子 → 宮内泰次
・恒例祭日変更
　　  第4日曜日 → 第2日曜日

　9月26日に理のお許しを頂かれました。
就任奉告祭は11月14日（土）に執行され
ます。

布教所長変更 ・淺草ウェーブ布教所
　　   所長　宮内泰次 → 宮内ルミ
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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。

月例コミュニティひのきしんデーのお知らせ

　オアフ島内の公共施設の清掃などを通し、地域社会への貢献を目指す「コミュニ
ティひのきしんデー」を実施させて頂きます。ご参加の際には、緑のひのきしんTシ
ャツをご着用下さい。尚、Tシャツをお持ちでない方は、伝道庁事務所までご連絡下
さい。　

　日程　第1火曜日
　時間　午前9時伝道庁集合
＊参拝をした後、ひのきしん現場に出発します。

天理教バザー会計報告
　今年度の天理教バザーの会計報告をさ
せて頂きます。昨年度に比べて、総収入
が伸び、総支出が減少し、純利益の上か
らもバザーは大成功でした。皆様のご支
援に改めて御礼申し上げます。

総収入
 $48,116,66
総支出
 $22,266,69

純利益
 $25,849,97
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　朝まだ薄暗い中で、時折吹く風に秋の
気配を感じます。街のデコレーション
は、ハロウィンも感謝祭も通りこしてク
リスマスがやってきそうな雰囲気です。
　来年4月に開催される婦人会創立百周
年も、もうすぐそこまで来ています。帰
参申し込み用紙（ピンクの紙）は、10月
18日までに伝道庁に届くように各教会を
通してお申し込み下さい。

■ヌアヌハレ慰問
　10月10日（土）   9：30-10：30

■月例会
　10月12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
　10月13日（火）   9：00-10：30

＊10月大祭の直会当番は合同Ｂ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 1 0 月
14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

■月例ひのきしん

　1．10月24日(土)　午前8時半～午後4時
　川崎カイルさん祖母宅清掃
　2．10月25日(日)　午前8時半～午後4時
　TCC道具倉庫・トイレ裏ペンキ塗り
　3．11月22日(日)　午前8時半～
　川崎ジェイソンさん叔母宅庭掃除
　午前8時半に伝道庁からシャトルが出ます。
　庭掃除(午後4時終了予定)

★ 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。



女子青年だより
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少年会だより

■ユニセフ募金活動
　10月はユニセフの月です。昨年は
1000ドルの募金が集まりました。今年
は、フィリピン、サモアそしてインド
ネシアで大きな災害があり、今まで以上
に必要性が高まっています。各教会・布
教所のピジョンボックスに、ユニセフの
オレンジ色の募金箱が伝道庁に準備して
あります。まだお手元に届いていない方
は、伝道庁オフィスからお持ち帰り下さ
い。11月9日までに、伝道庁オフィスま
で募金箱をご返却下さい。皆様のご支援
よろしくお願い致します。

■ガレージセールのご案内
11月29日にガレージセールを開催しま
す。新品でも中古品でも、商品をご寄付
頂ける方は、11月18日に伝道庁までお
持ち下さい。素晴らしいガレージセール
になるよう、皆さん一緒に頑張りましょ
う。参加できる方は、ルイーズか蘇リン
先生までご連絡をお願いします。

■アロハバンド
　10月18日の伝道庁大祭後の直会で、ア
ロハバンドの演奏をする予定です。10月
11日（日）午後1時半から、アロハバンド
とポンポン隊合同で練習します。よろしく
お願いします。

■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。

■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。

■女子青年会議のお知らせ
10月4日午後7時と、10月10日の午前
10時から、伝道庁ミーティングルーム
で会議を行います。都合のつく方は、
是非ご参加下さい。
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　マウイ島のハナに、知り合って３年になる私の友達であり
良き相談相手がいます。彼女、ミルナ・カステロさんが、
昔からよく作っていたこのチキンスープのレシピを教えて
くれました。日曜日に作って、２、３日は持ちます。欲し
いときにすぐ作れるので、材料を一緒にパックにいれて保
存しておくと便利です。
　凝って作っても、簡単に済ませてもよし、食べる人も喜ん
で調理も簡単！スプーンの音が鳴りやまないでしょう！

食いしん坊レシピ

チキンスープ
　材料
・チキンか七面鳥のガラ(身が少し残っていると良い)
・人参・じゃがいも・セロリ・玉葱・マカロニ(無ければお米）
・リプトンのチキンヌードルスープ(1袋)・水

・チキンヌードルの麺を加えるのは、具材を全て食べきった後にされることを
　お薦めします。麺が水分を含むときに、数日のうちに香りが無くなってしま
　います。
・ガラスープは、冷凍してまた使うことが出来ます。
・レシピに記載されている野菜は、ほんの使用例です。どんな野菜でも使えま
　すので、独創的にお試し下さい！

　作り方
・鍋に水とガラを入れ、火にかけます。
・一度煮立たせた後に、一時間ほど煮込みます。
・骨を取り除いた後、じゃがいも、人参、セロリ、玉葱をスープに混ぜ
　野菜がやわらかくなるまで煮込みます。
・チキンヌードルの味付け粉だけをスープに加え、さらにマカロニか米
　を加えます。数分煮込んだら出来上がりです。
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 2日（金） ・特別主事会
 3日（土）・布教の家10月大祭
 5日（月） ・婦人会委員会
 6日（火）・コミュニティーひのきしんデー
 7日（水） ・三会会議
  ・まこと/オリジンズ編集会議
10日（土）・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
11日（日）・アロハバンド練習
12日（月）・婦人会例会
13日（火） ・婦人会鳴物練習
 ・主事会準備会
 ・布教・育成委員会
14日（水） ・青年会会議
15日（木） ・少年会会議
17日（土） ・主事会
18日（日） ・伝道庁10月大祭
 ・教会長・布教所長会議
19日（月） ・月例にをいがけデー
 ・庁長夫妻帰本（～11/8）
25日（日）・青年会ひのきしん
 　(伝道庁トイレ外壁ペンキ塗り)
26日（月）・遥拝式
 ・おてふり・鳴り物練習

9月行事報告

 5日（土） ・布教の家月次祭
 7日（月） ・全教一斉にをいがけデー
  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

10月行事予定



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。


