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おぢばからのメッセージ

立教172年10月26日

　日々は、それぞれの拠点の御用の上にお励み下さり、誠にご苦労様でございます。
親里は銀杏の葉が黄色く色づき始め、日に日に秋が深まってきております。本日は終
日雨模様で大変足元の悪い中ではございましたが、日本国内はもとより遠く海外から
も大勢の方々が御帰参下さり、立教172年の秋季大祭が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、教会長・よふぼく一同は、今日の日に改めて立教の元一日に
思いを致し、「いまゝでにないたすけをばするからハ　もとをしらさん事にをいてわ
（9-29）」とのお心を深く心に刻み、思案を掘り下げ、元の理を広く世界に広めて、
陽気世界への歩みを力強く進めさせていただく決心を述べられました。また、世界一
れつが一日も早く誠の親を知り、お心に沿って、陽気づくめの世の様を楽しむことの
できますようにと祈念なされました。
　祭典に続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。冒頭に「この機会に、立教の元
一日に込められた親神様の思召を振り返り、胸に刻み直して、心新たにたすけ一条の
歩みを踏み出させていただきたいと思います。」とお述べになり、おふでさきを引用
されながら、立教の元一日について諄々とお説き下さいました。また、今年の春季大
祭の講話の中でお話下された「家族団欒」ということに触れられ、まず私たち自身が
互いに心を合わせ、助け合う家族の姿を作り出し、周囲へ移していく努力が求められ
ているとお話下さいました。
（詳細につきましては、「天理時報」、また「みちのとも」等をお読み下さいますよ
うお願い致します。）
　今年の秋季大祭には海外各地より約500名の教友の方々がお帰り下さり、本日の祭文
奏上並びにお言葉は英語、中国語（北京語、ミン南語）、韓国語、ポルトガル語、スペ
イン語、タイ語、フィリピン語（祭文のみ）の８言語で同時通訳が行われました。　
　最後になりましたが、本日のおはこびで内統領に山澤廣昭本部員、表統領に上田嘉
太郎本部員がそれぞれお許しを戴かれます。新しい両統領の下、真柱様の思召に沿わ
せて頂きながら、海外部も一手一つに新たな歩みを進めて参りたいと存じます。どう
ぞ宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、

　月日にわにんけんはじめかけたのわ
　よふきゆさんがみたいゆへから　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　	 十四ー２５

と、世界中の人間が互いにたすけ合い、陽気
に睦み合う姿を思召されてこの世と人間をお
造り下さいました。以来約束の年限をひたす
らお待ちかねになり、今より172年前、天保9
年（1838）10月26日、旬刻限の到来によって
教祖をやしろにこの世の表にお現れ下さり、だ
めのみ教えをお啓き下さいました。私どもは教
祖によって初めて元の親に出会い、元始まりの
真実と生きる目的を知ることが出来ました。以
来教祖が50年に亘ってお付け下されたひなが
たの道を辿り陽気世界の建設に向かって確かな
歩みを進めさせて頂いておりますご守護の程は
誠に有り難く勿体ない極みでございます。私ど
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1 0月大祭祭文

もは日々恙なく結構にお連れ通り下さるご高恩
に報わせて頂きたいと御恩報じの道を歩ませて
頂いておりますが、その中に今日は立教の元一
日にゆかりある当伝道庁の秋の大祭をつとめさ
せて頂く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一つに合わせ陽気に座り
づとめ、てをどりを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。
　私どもは世界たすけのよふぼくとして心の自
由とかりものの体を使い誤ることなく、ひなが
たの道をまっしぐらに歩ませて頂き、世界一列
の陽気ぐらしという大きな目標に向かって日々
心明るくたすけ一条の道を歩ませて頂きたいと
存じます。何卒この上とも厚き親心をもってお
導き下さり多くの人々が身上に悩み事情に苦し
む混迷の泥沼から一日も早く救い上げて下さ
り、互いに助け合い睦み合う陽気ずくめの世
の状へと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お願い申し上げます。
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楽人

伝道庁11月月次祭　

11月15日（日）午前9時

祭 典 講 話 ：柿 谷 節 生

日本語通訳：岩田もと子

講話テーマ：よふぼく

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

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 稲福道興　久尾マーク
賛　者	 城ウェイン　三国ウェスリー
指図方	 中尾喜宣
献饌長	 高田エリック
	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ.稲福	 Ｗ.城
(男性)	 Y.中尾	 Ｓ.椎葉	 Ｋ.川崎
	 Ｍ.社本	 Ｅ.高田	 Ｓ.社本
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ.斉藤	 Ｔ.中尾
(女性)	 M.柿谷	 Ｌ.蘇	 Ｌ.浅尾
	 Ｊ.山	 Ｓ.浜田	 Ｆ.伊藤
笛	 Ｎ.浜田	 Ｓ.柿谷	 W.三国
チャンポン	 Ｏ.中尾	 Ｄ.川崎	 Ｅ.高田
拍子木	 Ｒ.山	 Ｋ.川崎	 Ｓ.椎葉
太鼓	 Ｍ.稲福	 Ｇ.井上	 Ｍ.久尾
すりがね	 Ｇ.本田	 Ｓ.中尾	 Ｔ.岩田
小鼓	 Ｔ.美馬	 Ｔ.岩田	 Ｋ.竹村
琴	 Ｅ.目黒	 Ｃ.明本	 Ｒ.宮内
三味線	 Ｔ.松川	 Ｍ.岩田	 Ｓ.中尾
胡弓	 M.中島	 Ｓ.柿谷	 Ｋ.金川
地方	 Ｔ.西村	 Ｔ.一瀬	 Ｙ.宮内
	 Ｃ.斉藤	 Ｇ.明本	 Ｔ.友松

10月大祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　11月15日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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                                                                                                                                                                                                               10月大祭祭典講話

　　　　　ハワイ伝道庁長　浜田道仁

日々笑顔で陽気ぐらしの実践を

　只今立教の元一日に縁ある１０月の大祭を
ご参拝の皆様とともに、滞りなく勤め終えさ
せて頂きました。有り難うございました。１
０月の大祭をつとめるにあたり、私たちは何
のためにこの道が開かれたのかを再確認する
上から、親神様のお心を求め、そしてようぼ
くとしての心構え、勤め方を正し、心新たに
陽気ぐらしの世界実現に向けて歩み出したい
と思います。
　今月１０月２６日、天理教は立教１７２年
を迎えます。立教とは、天理教が始まったと
いうことであります。しかし１つの会社が創
設されたと言うような簡単な話ではありませ
ん。人間世界を創られた親神様がこの世に初
めて現れた、という大変な事態が起きたので
あります。人類の歴史のなかで、時代の流れ
を変える大事変が起こっています。それはル
ネサンスであったり、産業革命であったり、
あるいは飛行機や電信機などの発明、近年で
はI	T	革命などといわれるものです。それら
の革命や発明によって文明は飛躍的に進歩
し、社会が発展し、多くの人々がその恩恵を
受け豊かな生活を享受できるようになって
きました。
　しかし、これらの社会変革とは全く異質
の、それはこの宇宙がただ一度のビッグバン
といわれる大爆発によって始まったように、
それまで一度もなかった宇宙創造の本当の神
が人間世界に初めて出現したのであります。

　天保九年十月二十三日、

「我は元の神・実の神である。この屋敷に
いんねんあり。このたび、世界一れつをた
すけるために天降った。みきを神のやしろ
に貰い受けたい。」

　秀司様の足の障りの平癒を願う祈祷の最中
に、突然この言葉が響き渡りました。修験者
の市兵衞にとっては、初めて聞く神様の名前
であります。夫の善兵衞様は、あまりにも突
然な元の神の要求に対して

「折角の仰せでは御座いますが、子供も沢
山御座いますし、村の役なども勤めて忙し
い家で御座いますので、お受けは出来ませ
ん。他様に立派な家も沢山御座いますか
ら、どうかその方へお越し願います」
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と断りを申され、早々にお昇りくださいと懇
望されます。善兵衞様をはじめ親族一同は、
なぜみき様を神のやしろに貰い受けたいと言
われるのか、全く想像も付かず、困惑するば
かりでありました。納得のいかぬ家人の拒絶
に対して、親神様は一段と厳しい言葉で、
　
　「誰が来ても神は退かぬ。今は種々と心配
　するは無理でないけれど、二十年三十年経
　ったなれば、皆の者成程と思う日が来る程
　に」

と、命ずるように諭されました。
　しかし、中山家の人々も退こうとはせず、
人間の我々は、とても二十年三十年も待って
いる訳には参りません。今直ぐお昇り願いま
す、と強行に迫ります。するとみき様の声は
一層激しく、

その度を加え、このままでは一命の程も気遣
われる様子になったので、遂に善兵衞様は、
事ここに至ってはお受けするより他に途は無
いと思い定め、堅い決心の下に、

　「みきを差し上げます」

とお応えになられたのであります。時に天保
九年十月二十六日午前八時、親神様はみき様
をやしろと定め、世界一れつのたすけに踏み
出されたのであります。みき様は、御年四十
一才、私たちが月日のやしろと仰ぎ、ひなが
たの親と慕い、教祖と称える方となられたの
であります。教祖は、人間の姿をもって地上
に現れた親神様に相違ないのであります。
　こうして私たちは親神様のご存在を知るこ
とが出来るようになったのであります。そし
て人類がこれまで探し求めながら、求め得な
かったことを次々と明らかにされたのであり
ます。人間はいつ、どこで、どのようにして
生まれ、何のために生きていくのか、何故病
気や不治災難に苦しみ、悩まなければならな
いのか。どうすれば健やかに生き、幸せにな
れるのか。教祖は一人ひとりに向き合ってま
さしく親の暖かい慈悲をもって教え諭し導い
て下さったのであります。

　　月日にハせかいぢうゝハみなわが子　
　たすけたいとの心ばかりで　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八ー4　

　親神様のお心は、可愛い我が子である世界
中の人間を、苦しみ悩みから一人余さず助け
てやりたい、ただそのお心だけであります。
そもそも親神様は「陽気ぐらしを見て、共に
楽しみたい」との思召から人間をお創りにな

「元の神の思わく通りするのや、神の言う
こと承知せよ。聞き入れくれた事ならば、
世界一列たすけさそ。もし不承知とあら
ば、この家、粉も無いようにする」

と、無我の境に、ひたすら元の神の思召を伝
えられたのであります。小さい娘さん達は、
神様のお言葉のある度に、余りの怖さに、頭
から布団をかぶり、互いに抱き合って震えて
いました。（逸話編二）
　夜昼三日間にわたり、御幣を手にして端座
せられたまま、一度も食事を取らず、少しの
休息もされぬみき様は、ある時は静かに座っ
て居られるかと思えば、或る時には響き渡る
ような声で厳かに元の神の思召を告げられ、
手は激しく揺れ動き、御幣の垂れ紙は散々に
破れ、みき様の緊張と疲労は傍の見る眼にも



ったのであります。そして長い年限の間、大
きな親心をもってお育てくださいました。し
かし、人間達が、我がものとして許された心
の自由を遣い誤り、身上を病み、事情に苦し
み、互いに争い、傷つけ合って暮らす様を哀
れと思召し、本来の目的である陽気ぐらしを
させてやりたいと、自ら人間世界に現れ、た
すけ一条の道をおつけくだされたのでありま
す。世界一れつをたすけて陽気ぐらしへと導
くことこそ、立教の大目的であります。この
目的のため、たすけ一条の方法として教えら
れたのが、つとめであります。

　つとめてもほかのこととわをもうなよ　
　たすけたいのが一ぢよばかりで　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十六ー65
　
　つとめをすることによってたすけて下さる
のであります。

　このつとめせかいぢううのたすけみち
　をしでもものをゆハす事なり　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　	四ー91
　　
　にち／＼にはやくつとめをせきこめよ
　いかなるなんもみなのがれるで　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　　　
　とのよふなむつかしくなるやまいでも
　つとめ一ぢよでみなたすかるで　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十ー１９、20

　つとめによってどんな災難からも、またどの
ような病気もたすけて下さるのであります。
　　
　またゝすけりうけ一れつどこまでも
　いつもほふさくをしゑたいから　　十二ー96

　豊かな実りも与えて下さるのであります。
そして、

　はや／＼と心そろをてしいかりと
　つとめするならせかいをさまる　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　	 	十四ー92

と、平和と繁栄を広く世界に及ぼして下さる
のであります。親神様は、更に又、さづけ
によって、身上もたすけて下さるのであり
ます。

　このさきハなんほむつかしやまいても
　いきとてをどりみなたすけるで　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二ー50　

　どのよふなむつかしくなるやまいでも
　これなをらんとゆうでないぞや　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　	 	十二ー51

　さらに進んでは、　　　
　

　このたすけ百十五才ぢよみよと　
　さだめつけたい神の一ぢよ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　	 				三ー100　
　　　　　　　　　　　　　
　そのゝちハやまずしなすによハらすに
　心したいにいつまでもいよ　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　				四ー37

　またさきハねんけんたちた事ならば
　としをよるめハさらにないぞや　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　				四ー38

　人間は病むことなく、死ぬことなく、弱る
こともなく、人はだれも百十五才の定命を保

6
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ち、なお、心次第によっては、いつまでも生
きさせて下さるのであります。
　
　「・・・人間も二百、三百才まで、病まず
　弱らず居れば、大分に楽しみもあろうな。
　・・・」
　　　　　　(逸話編185「どこい働きに」)

とも仰せられるのであります。二百才、三百
才までも心次第に元気に生きることが出来れ
ばこんな楽しいことはありません。しかし、
まさか、そんなこと本当だろうか、と疑い心
が湧いてくるのではないでしょうか。親神様
は、人間の心を見抜き見通しであります。

　このよふをはじめた神のゆう事に
　せんに一つもちがう事なし　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ー43
　
と、決して間違いの無い事を言っているので
あるから、疑いの心を持たず素直に信じてつ
いて来いといわれるのであります。

　いまゝでにいろ／＼はなしといたるハ
　このだいすへるもよふばかりで　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九ー48

　この台とは、本部神殿の中央に据えられてい
るかんろ台のことであります。

　このだいがでけたちしだいつとめする
　どんな事でもかなハんでなし　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九ー52

　そのうゑゝひらばちのせてをいたなら
　それよりたしかぢきもつをやろ　　			九ー60

　人々の心が澄み切って真実の心となった暁
に、たすけづとめによって「ぢきもつ」とい
う甘露が授けられるのであります。
　富と権力を手に入れた後、最後に求めるの
は不老長寿でしょう。不老長寿は権力者のみ
ならず全ての人間の夢でありましょう。これ
まで誰も手に入れることができなかったその
秘薬を、誰でも手に入れることができるので
す。まさしく夢の様な話です。肉体がなくな
り、魂となって永遠の命を得る、というので
はありません。この体を持ったまま、体で感
じる喜びを持ったまま、二百才でも、三百才
でも心次第にいつまでもこの世に居るように
してやろう、それが可愛い子供に対する親の
思いなのだ、と仰せられるのであります。し
かし、この「ぢきもつ」は、莫大なお金をか
けても、強大な権力をもっても得られない、
心が澄み切ることによってしか得ることがで
きないものなのであります。広大無辺の宇宙
を体として、その存在を維持し続けている親
神様にとって、小さな人間を長く生きさせる
ことなど難しいことではないでしょう。それ
よりも難しいことは、

　　せかいぢうをふくの人てあるからに
　　これすまするがむつかしい事　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五ー75

　いろいろな心をもった人間が集まっている
のが世界であります。これらの人間の心のほ
こりを払い、心を清め澄み切らせる事が難し
い、と言われるのであります。小さな我が心
でさえ自分の思い通りに変えることは至難の
業であります。まして、世界中の人間の心を
澄み切らすとは、どれほど長い時間と努力が
必要とされるでしょうか。それをつとめをす
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を求めて集まってきたのです。
　しかし、現在その宝を求めようとする人が
少なくなってきました。宝の値打ちが無くな
ったのでしょうか。そのような事はけっして
ないと思います。世間の人が宝を見つけられ
ないのは、宝の姿をしていなくなったからだ
と、思うのです。キラキラ光る石が足下にあ
れば誰でも手にとって見ます。それが本物の
宝石であったら、大勢の人が我先にと取り合
うことになるでしょう。しかし取り合いもし
ない、気づきもしないようになったら、それ
は普通の石ころに過ぎない事になります。
　心を揃えてつとめをすれば世界が治まるこ
とや、「ぢきもつ」を頂けば人はみな115才を
定命として、その先は心次第にいつまでも元
気でいられるということが、どこにでもあっ
て誰も気に掛けないような普通のことなので
しょうか。それとも、実現不可能な荒唐無稽
なこととして見向きもしないのでしょうか。
親神様のお心が変わったのでしょうか。教祖
の教えが変わったのでしょうか。そんなこと
はないはずであります。変わったのは私たち
の心が変わったのであり、宝を宝で無くして
しまっているのではないでしょうか。ほこり
や泥にまみれさせているのは私たちなのでは
ないでしょうか。親神様のお心よりも、他の
ことにより高い価値や重要性を求め、教祖の
教えを無意識のうちに低く見てしまっている
のは、私たち自身ではないでしょうか。看板
にしている売り物が、色あせ埃にまみれてい
ては誰も見向きはしません。もっと買っても
らいたい、知ってもらいたい、と思うのであ
れば、買って貰えるように、知って貰えるよ
うに努力をしなければなりません。
　おふでさきに、

ることによって一人ひとりに対する親神様の
働きかけが早く、強く進められていくのであ
ります。親神様のお心やお働き、ご守護の姿
を人々に伝えるためにあるのが天理教会であ
ります。天理教会は陽気ぐらしを目指して看
板を掲げているのであります。看板を掲げて
いる以上、偽りがあってはなりません。看板
に相応しい中味がなければ人には伝わらず、
人は集まってきません。美味しい商品がある
店には客が集まり、その評判は広まって店は
一層繁盛していきます。親切で信頼の出来る
良い医師がいる病院には大勢の患者がやって
きます。要望に応えられるものが有れば人は
自然に集まってくるのです。教会はたすけの
道場といわれます。救いを求めている人は世
の中に大勢いますが、行列ができるように教
会へ尋ねてくるでしょうか。教祖の５０年に
わたるひながたの道のなかで、１７～８度に
わたって警察や監獄にご苦労くだされまし
た。その時、

　「この所へ喧しく止めに来るのは、結構な
　る宝を土中に埋めてあるのを、掘り出しに
　来るようなものである。」　
　　(逸話編154　「神が連れて帰るのや」)

と仰せられていそいそとお出かけになりまし
た。宝とはなんでしょうか。親神様のお心で
す。教祖の教えです。村人や神官僧侶の反対
攻撃、官憲の迫害、このような状況のなかか
ら教えが世界へ広がっていきました。宝が表
に現れていったのです。教祖が現身を隠され
て70年後の昭和30年（1955）ごろ、本教の
信者数は数百万に上ったといいます。当時の
日本の人口が約9000万人と言われますので、
約5％の人が信者であった訳で、大勢の人が宝
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　にんけんのわが子をもうもをなじ事　
　こわきあふなきみちをあんじる　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　					七ー９
　これからハどんな事でも月日にハ　
　もたれつかねばならん事やで　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十一ー３７

　どのよふな事をするにも月日にて　
　もたれていればあふなけハない　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十一ー３８

と、人間も我が子の行く末が危ないことのな
いようと心配しているであろうが、親神とて
同じ事であり、そのようなことになってしま
っては気の毒であるから、親神にもたれつい
てこい。必ず安心できるように、喜べるよう
にしてやるから、信じてついてこいと言われ
るのであります。　　
　高齢化社会となり、介護を必要とする人が
増えてきました。ハワイでは数千人のベッド
数が不足していると言われます。少しでも協
力できるのであれば、それも大切なことであ
ると思います。しかしそれよりもっと大切な
ことは、私たちは、親神様の思召に沿って陽
気ぐらしをめざし、その結果として、人様の
お世話にはできるだけならず、健やかに生涯
を終えることができるよう日々努力していく
ということであります。天理教の人はみな元
気に長生きしているが、どうすればそのよう
になれるのだろうかと、周囲の人々に関心を
もってもらえるよう、実践の姿を周囲の人々
に伝えていくことが、陽気ぐらしという看板
を掲げている教会の目的でありましょう。教
会は大勢のようぼくが集まってできているの
でありますから、私たちようぼく一人ひとり
も同じ看板を掲げているということであり、

陽気ぐらしを実践するという同じ大切な使命
を持っているということであります。
　陽気ぐらしの実践はなによりも、おつとめ
をつとめるということであります。病院は、
治療や手術によって病人を助けます。警察
は、犯罪を止める事によって市民を助け守り
ます。消防署は一刻も早く火を消すことによ
って、家人を助けます。難儀不自由を助ける
にはそれぞれの方法手段があります。この道
を歩む私たちは、つとめの実践によってたす
け一条の道を進めていくのであります。その
つとめを実践するためには、日々が大切であ
ります。日々に、欲を忘れ、生かされている
喜びと感謝の心でひのきしんに励み、みんな
が仲良く、嬉しいなあ、楽しいなあと言って
毎日笑顔で暮らすこと。これが大切なのであ
ります。その日々の積み重ねの結果としてつ
とめを実践するのであります。本日立教の元
一日に縁ある秋の大祭にあたり、私たちはつ
とめによって世界の人々にたすかって頂き、
世界を変えていくのだという心を新たにし、
陽気ぐらし世界実現に向け、新たな一歩を心
明るく踏み出させて頂きましょう。
　ご静聴下さり、有り難うございました。

ハワイ伝道庁10月大祭の様子



ハワイの教友
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　世界中のハワイ教友の中より、今月はおぢばで英語教師を勤め、真実の伏せ込みをさ
れている明本ダニエルさん（周東・パラダイス教会）の所感を掲載させて頂きます。

　アロハ！この原稿を依頼された時、締め切
りまで三日と言われました。どういうことで
しょうか？一種の挑戦でした。
　さて、ここおぢばに来て以来、たくさんの
「挑戦」がありました。どの挑戦の時も、
まず自らの行動に映すということを学びまし
た。加えてここで出会った友人達が、これら
の事を楽しいのものにしてくれました。
　原稿を依頼されている間に、私が以前した
会話について考え始めました。天理にいるア
メリカ人の友人が、彼が大学生の時に友人と
宗教について語り合ったことを話してくれま

世界各地で活躍する

ハワイの教友

　第48回

海外帰参者の為に
ウクレレを演奏するダニエルさん(左)

した。一人はキリスト教徒で、もう一人はユ
ダヤ教徒だったそうです。なんだか飲み屋で
の、たわいない冗談の始まりにも聞こえるか
もしれませんが、ともかくその一人が、「ど
うして教会の代表のことを“Reverend”（英：
牧師、尊敬すべき～、の意）と呼ぶんだい？
君はキリスト教徒なの？この言葉はキリスト
教用語って知っているの？日本では何と呼ん
でいるの？」と彼に尋ねたそうです。そこで
彼は、「会長か会長さんと呼ぶよ。」と言っ
たそうです。するとその友人は大声で、「す
ごくいいと思うよ。それが天理教独自の用語
じゃないか。“Reverend”よりもむしろそっち
を使うべきじゃないかな？」ユダヤ教の友人
も、「僕もそう思うよ。僕たちは“Reverend”
ではなく、(ユダヤ教の会長・牧師のこと
を)“Rabbi”と呼ぶよ。」と、付け加えたそう
です。
　私達の中でどれだけの人が、より簡単に教
えを広める為に、天理教の“西洋化”に挑んで
いるのだろう、ということを考えました。ど
こまでが必要で、どこまでを残すべきなの
か。例えば、よく話されるのが、おつとめ時
に紋付きに代えて、他のものを着用するとい
うことです。よく聞くのに、他宗教、例えば



キリスト教では、信者が教会に行くのにスー
ツを着用させるそうです。ふーむ、ハワイで
は多くの人が、教会や伝道庁にＴシャツと短
パンで来ますけど…。カソリックの学校に勤
めていた時は、神父さんはミサの時にカソリ
ックの法服着を義務づけられていましたし、
従者の少年達も法服を着なくてはなりません
でした。また聖歌隊の斉唱で祭壇の近くにい
る場合は、全員は法服を着用しなくてはなり
ません。天理教では、上段でおつとめをつと
める時、紋付きを着用します。
　彼との会話を通して、人々が紋付きを着
て、笑い楽しみ集う教会に参拝する方が、ス
ーツに身を包み、文句を言う不機嫌な人々が
集まる教会に行くよりも、好きだということ
を再確認しました。背景にビーチでも想像し
て下さい、そしてみんなが水着でバーベキュ
ーを楽しんでいる…もしそこで皆が惨めで、
幸せを偽っていたら、僕は偉大で、幸せで、

誠実な人々と一緒に、不快で、暑く、煩わし
い紋付きを着る方を選ぶでしょう。見かけ以
上に、私達の内面が教えを広める上で重要で
あるのだと思います。
　しかし、多くの変え得ることがあります、
ここで住むこともその一つの「挑戦」です。
常に物事がより良くなるように努力していま
すが、それは私自身から始まるということを
学びました。
　このような機会を与えて下さった親神様と
教祖に感謝しています。そして自分が悩んで
いるということに、感謝したいと思います。
本当に、本当にＴＬＩに行くか悩みました、
どれほど否定してきたことか。両親と家族に
本当に感謝しています。そしてハワイの皆さ
んの友情、皆さんが皆さんでいてくれること
に感謝しています。ハワイは本当に個性的
で、暮らすのに最高の場所です。すぐに帰り
ます！

月例にをいがけデーのお知らせ

　伝道庁月次祭翌月曜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　伝道庁月次祭翌月曜
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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アイランドニュースアイランドニュース

　マウイ島で生まれ育った私は、天理教の教
会のことは知りませんでした。親神様のお導
きにより天理教を信心し始め、今はよふぼく
となり2年目です。私達の信仰の道には、そ
れぞれ大きな違いがあるのでしょうが、それ
らは、「経験、成長、実行」という三つの段
階に特徴づけることができるのではないでし
ょうか。「経験」というのは例えば、身上や
事情で苦しんでいる身近な人との簡単な会話
などですが、この体験はしばしばある種の学
習又は成人への始まりや導きとなります。信
仰における成人は、習ったことを行動に移す
ということで、自らの体験やそこから学んだ
ことに基づき、ある種の変化や主張するとい
うことです。これらの三つの段階は、私達の
信仰の道で繰り返していくことのように思わ
れます。
　私の信仰の道は、多くの段階を経てきまし
たが、初めて天理教に触れることになったの
は40歳の時でした。私の母は天理教ハレア
カラ教会の近くにあるレストランで働いてお
り、教会長の中山先生はそこの従業員に天理
教のお話を取り次ぎによく来られていまし
た。当時私は30代でオアフ島で暮らしてい
たのですが、母に会いにマウイを訪れたと
き、彼女と天理教のつながりを聞き、彼女と
一緒にハレカラカ教会に行くことを決めたの
です。その時初めて天理教の教理とつとめに

エッセイコンテスト結果発表

キャロライン・ドースィー
（防府・ハレアカラ）

　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2位に入賞されたキャロライン・ドースィーさんのエッセイ

を掲載します。尚、3位入賞者の作品は、12月号に掲載予定です。

触れたのです。その場に座り儀式を注意深く
見ていると、おつとめの、特にておどりが他
のどの宗教とも大きく異なっていることに気
がつきました。そしてすぐに他の信者さん方
と一緒におつとめを勤めたいという強い思い
がわき起こったのです。おつとめは極めて外
国的なもので、特に私は日本語がわからない
にもかかわらず、とても魅力的で力強く感じ
たのです。また「私達は日々、親神様の深く
篤い親心に感謝して通ることが肝心である。
」というお話に感銘を受けました。こうして
初めてお道の教えを聞き、熱烈におつとめを
学びたいと感じた私は、ローマ字のみかぐら
歌本をお借りし、オアフに帰ってから、時間
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があれば仕事の昼食休憩などでさえも地歌の
練習をしました。その数年後父が出直し、
私は母の世話をするためにマウイに戻りまし
た。週に一度は教会を訪ねることが出来るよ
うになり、自分で一生懸命おつとめを学び
ました。
　教会に運ぶようになり、中山先生はたびた
び私に、火・水・風のご守護などの天理教の
教理をお話下さいました。男性と女性の調和
を含め、万物が存在するのに精緻なバランス
が必要であるということを、彼女がどれほど
強調していたかを覚えています。先生のお話
は日本語でしたので、概念を理解するのに少
し時間がかかりましたし、それほど日本語を
理解することは出来ませんでした。より深く
教えを理解する為に、英語で書かれた天理教
の書物を引き続きお借りしました。そしてよ
り理解するにつれ、天理教と教会へのつなが
りをより感じるようになりました。
　私は週に一度教会におつとめに行っていま
したが、約10年前に私の兄弟が大きな自動
車事故に巻き込まれてからは、彼の回復を健
康、そしてご守護をお祈りする為に毎日教会
を訪れ、掃除をさせてもらい、朝づとめに参
拝しました。教会に朝づとめに行く前も家で
お祈りをしていましたが、毎朝教会の朝づと
めに参拝することで、多くの方々の健康をよ
り強くお祈りする機会を頂きました。

　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ゑよ　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　						(十二－94)

　兄弟の事故の後、私はハレアカラ教会のお
つとめ奉仕者になりました。鳴物とておどり
を学ぶために何度もおつとめ練習に通いまし
た。日本語が理解出来ない私がおつとめを学
ぶことは大きな挑戦でしたが、いつも必死で
つとめ方を学びました。未だに日本語を読む
ことは出来ませんが、毎日の練習を経て、今
はておどりをつとめ、地歌を歌えるようにな
りました。

　｢稽古出来てなければ、道具の前に坐って､
　心で弾け。その心を受け取る。｣　　　　
　　　　　　(教祖伝逸話編54　心で弾け)

　親神様のご守護により、母は95歳まで生
かせて頂き2年前に出直しました。彼女の出
直後、おぢばに帰る機会を頂き、さづけの理
を拝戴しました。別席を運ばせて頂き、より
深く教理を修めたかったのです。さづけの理
を頂く時は、体が熱くなっていくのを感じま
した。篤いご守護を感じ、より心が勇みま
した。
　我が家に帰ってからは、病で苦しんでいる
人々におさづけをさせて頂けることに本当に
感謝しています。ある病気をずっと患ってい
る義理の弟におさづけを取り次ぐことは、私
にとって特別意義深いことです。彼はオアフ
島に住んでいるので、彼ら夫婦はホノルル港
教会とワヒアワ教会に参拝に行くようになり
ました。私達をお見守り下さりご守護下さっ
ている親神様に毎日お礼申し上げています。
体験し、学び、さらなる成人を遂げるために
それを実行していくと共に、私の信仰の旅も
続いて行くでしょう。
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教会本部秋季大祭

　	回廊、階段、そして冷たい雨の為にカバ
ーのかけられた椅子を埋め尽くした、大勢の
参拝人が寄り集う中、秋季大祭が厳かに執り
行われました。雨の中でも立ちながら参拝さ
れる人々の傘で、中庭は埋め尽くされていま
した。彼らは教祖のご苦労を、この時旬に味
わいたかったのかもしれません。教祖のひな
がたを思い返し、教えを実践する決意を新た
にしたことでしょう。教祖のお通り下された
道は、何ものにも取って代わることのできぬ
ものです。
　教祖が月日のやしろとなられた午前8時か
ら、真柱様を芯に祭典が始まりました。祭文
の中で真柱様は、私たちが立教の元一日を思
い返し、元の理を学び世界へ広げることを、
おふでさき

「いまゝでにないたすけをばするからハ　
　もとをしらさん事にをいてわ（9-29）」
を引用しながらご祈念なされました。
　また、たすけ一条の心になることと共に、
今年の春季大祭祭文でお述べになられた、家
族が互いにたすけい、まず私たちが一手一つ
に心を合わせ、地域社会の中でのモデルとな
る幸せな家族の輪を作ることを、お急き込み
になられました。その後、真柱様のお手に合
わせ終了の礼拝がされました。
　例え寒く雨の中でも、大勢の参拝者の方々
と共に、おぢばで一つの目標である世界平和
に向かい祈り、お言葉とたすけへのご守護を
頂くと、不思議な高揚感を感じます。やはり
この場所は、われわれ人類が創造された親
里、ぢばなのです。

岩田タッド・ハレアカラ教会長と共に受賞の喜びを分かち合うドースィーさん
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ハワイ青年会ひのきしん

　	　天理文化センターの大きな倉庫のような
古い建物が、ペンキで塗り直されてきれいに
なるなんて、驚きでした。
　去る10月25日、ハワイ青年会は、天理文化
センターの大きな古い倉庫と、伝道庁階下ホ
ール外にあるトイレ裏側の壁を、ペンキ塗り
ひのきしんできれいにさせて頂きました。朝
から夕方までかかりましたが、その価値のあ
る内容でした。青年会員とその友人を含め、
約15人のメンバーがひのきしんに集まりまし
た。この週末は、青年会にとって非常に充実
した時間で、これ以外にも2つのひのきしん
を前日にさせて頂くことができました。まさ
にペンキ塗りの大当たりと言うべきもので、
創立80周年を控えるホノルル教会と、カイム

キにある会員宅でもペンキ塗りをさせて頂く
ことが出来ました。
　3つのひのきしんを通して、大勢の会員と
その友人に出会えたことは、本当に嬉しいこ
とです。そうです、青年会が成長しているの
です、感動しますね。非常に忙しい予定を遣
り繰りして、行事を行うということはいつも
簡単にできることではありませんが、皆さ
ん一生懸命させて頂きましょう。通っただけ
が、自分の道です。他の行事を手伝うこと、
自分の所属教会に加え他の教会のお手伝いを
させて頂くこと、そして「ひのきしん」の言
葉を忘れずにいること、このことがハワイ天
理教を一手一つに寄せるたった一つの方法で
す。みんなで勇んで歩ませて頂きましょう。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

伝道庁人事

　10月1日（木）より、高橋・ジョーダン・裕
明さん（高安・井高野分教会）が、伝道庁青年
として勤めて下さっています。来年1月末まで
の予定です。よろしくお願い致します。

　高橋・ジョーダン・裕明さん

伝道庁書籍棚紹介

　伝道庁では、日本語・英語の教理本
をはじめ、道友社発行のお道に関する
書籍を各種取り揃えております。どう
ぞお気軽にお立ち寄り下さい。本の必
要な方は伝道庁事務所までお問い合わ
せ下さい。
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おやさと練成会 2 5周年同窓会のお知らせ
　11月29日（土）午前9時半より、ハワイ伝道庁に於いて、おやさと練成会25周年
記念同窓会を開催致します。過去に受講生やカウンセラーとして参加された方、あ
るいはスタッフとして運営に携わられた皆さんの御参加をお待ちしております。同
期の参加者や、カウンセラー、または近くに住んでおられる関係者同士で声を掛け
合って、周知して頂けると幸いです。
　共に教えを学んだ仲間と、おぢばでの良き時間を思い出し、さらに互いの信仰と
絆を深めていきませんか。

プログラム内容
☆おぢばからのおやさと練成会25周年記念ビデオ上映

☆ハワイ・コンベンション2011の紹介

☆長谷川フレッド（本島・ポートランド）スピーチ

☆ハワイ大学フットボールチーム・ウォリアーズ

　　　　　対

　サン・ノゼ州立大学の試合観戦

参加案内
☆参加費10＄

☆参加希望される方は、宮内ルミまでご連絡ください。

　TEL:080-382-0079
　E-Mail: joyous.acceptance@tenrikyo-hawaii.com
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　「まつりは待つ理」とお聞かせ頂きま
すが、毎月の月次祭だけでなく、何に対
しても「待つ理」という言葉をあてはめ
てみてはどうでしょうか。

　待つというのは楽しみに待つこと、わ

くわくする気持ちで待つこと、そのため

には準備万端整っていなければなりませ

ん。準備を楽しんで行い、その日を笑顔

で迎える婦人会創立百周年。心の準備は

できましたか。

■月例会
　11月9日（月）	 	
・ミーティング		 		9：00-10：00

・教祖伝逸話篇		 10：15-11：00
■女鳴物練習
　11月10日（火）	 　9：00-10：30
■ヌアヌハレ慰問

　11月14日（土）	 　9：30-10：30

■月次祭直会当番
　今月は、防府グループです。よろしくお
　願い致します。
■母親講座開催のお知らせ

・日時　　　12月12日　13：00-

・場所　　　天理文化センター布教の家(予定)
・内容　　　
　学校での麻薬対策教育・思春期・いじめに
　ついて、30分間わかりやすい’英語での講義
　(日本語のパンフレットもございます！)

婦人会だより

★ 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

■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。

■女子青年ひのきしんのお知らせ
　11月15日の伝道庁月次祭終了後、女子
青年でひのきしんをさせて頂きます。昼
食後に階下ホールにご集合下さい。
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少年会だより

■ユニセフ募金活動
　今年も募金活動にご協力頂きまして、誠
にありがとうございました。現在もまだ募
金活動期間中ですので、報告は来月号に掲
載させて頂きます。募金箱は11月9日まで
に、伝道庁事務所までご返却下さい。

■少年会リーダー層お楽しみキャンプ
　今年度は、アロハバンドキャンプが開催
されませんので、11月27、28日に12歳以
上の少年会員を対象として、少年会リーダ
ー層お楽しみキャンプを開催します。申し
込み用紙は、伝道庁事務所にて配布しており
ます。あるいは、中尾オーウェン	(onakao@
tenrikyopearl.org)までメールを頂ければ、
コピーのデータをお送りいたします。

■月例ミーティング
　次回の青年会ミーティングは11月11

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

■ひのきしん予定
・カイムキ地区パーティー(10th＆11thア

　ベニューの間のバスケットコート集合)

　1．11月7日(土)午前8時～午後3時

　2．昼食・ベストは支給されます。

　3．5名のひのきしんをお願いします。

・ホノルル教会清掃(80周年記念祭に向けて)

　1．11月7日(土)午前8時半～午後2時

　2．3～4名のひのきしんをお願いします。

・ホノルル教会80周年記念祭警備ひのきしん

　1．11月11日(ベテランズデー)正午～午後2時半

　2．昼食はお弁当が支給されます。

　3．3名のひのきしんをお願いします。

・川崎ジェイソンさん叔母宅の裏庭清掃ひの

　きしん

　1．11月22日(日)午後8時半～午後4時

　2．先に伝道庁に集合してから出発します。

・洗車ひのきしん

　1．11月29日(日)

　2．詳しくは後日お知らせします。
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　感謝祭を目前に控えて、ちょっと先走りして感謝祭のレシピを探すことにしま
した。皆さん大好きなコーンブレッドを使ったレシピ、フードネットワークから
サンドラ・リーさんのものをご紹介します。サンドラさんは、調理済みのものを
用いて簡単に準備をすませます。もし彼女お勧めのDurkee	Grill	 Creations	Mix
が手に入らない場合は、イタリアンハーブの色々な種類を混ぜあわせたものを
使うと良いですよ。あるいはシンプルに、お好みのハーブで香り付けしてもい
いでしょう。このレシピは七面鳥の詰め物ではなく、お皿に添えてください。
世界一簡単な七面鳥の作り方も掲載しておきます。どうぞおいしい七面鳥をお
楽しみ下さい！

作り方

材料
卵(大)・・・1個

チキンブロス(低塩)・・1カップ

コーンブレッド(市販の物)・・1インチの角切りに

したもの

解凍した玉葱(サイの目切)・・1カップ

イタリアン・ハーブミックス・・小さじ2杯

栗の水煮・・1缶(8オンス)

クリーム状スイートコーン・・1缶(14.75オンス)

モンテレーチーズ(スライス)・・1カップ

食いしん坊レシピ

世界一シンプルな七面鳥のオーブン焼き

1.	あらかじめオーブンを約160℃まで温めておきます。七面鳥の首と臓器を取り除きます。
2.	レバー以外の臓器をグレービーソース用にとっておきます。紙タオルで七面鳥の水気を取り、
　塩こしょうを内側と外側にまぶします。
3.	玉葱、人参、林檎、ハーブ等の香草類を鳥のお腹に詰め込んだら、胸を仰向けにしてフライ　
　パンに置き、溶かしたバターを全身にハケで塗ります。アルミホイルで覆ったら、2時間焼き　
　ます。(10～12パウンドの場合です。1パウンド増える毎に、15分余計に焼いてください。)　
4.	焼き上がったらホイルを取り、溶かしたバターをかけます。もう一度220℃で一時間焼くか、
　もも肉がやわらかくなるまで75℃で焼きましょう。グレービーソースを作る間に、味を馴染ま
　せておきます。

コーンブレッドの添え物（七面鳥用）

作り方
※予めオーブンを約160℃に温めておきます。約2.8リットルのキャセロール鍋にクッキングス
　プレーをかけておきます。
1.	卵とチキンブロスを容器に入れ混ぜます。
2.	大きめの器に、1と残りの材料を入れ、よく混ぜます。
3.	用意しておいたキャセロール鍋に2を移し、約1時間オーブンで焼いたら出来上がりです。



10行事報告11月行事予定
	 3日（火）	・コミュニティーひのきしんデー
	 5日（木）	・まこと/オリジンズ会議
	 7日（土）	・布教の家月次祭
		8日（日）	・庁長夫妻帰布
		9日（月）	・婦人会例会
10日（火）・婦人会鳴物練習
	 ・主事会準備会
	 ・布教育成委員会
11日（水）	・青年会会議
14日（土）	・ヌアヌ・ハレ慰問	
	 ・主事会
15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
16日（月）・伝道庁にをいがけデー
19日（木）	・少年会会議
20日（金）	・特別主事会
21日（土）・おやさと練成会25周年同窓会
26日（木）・遙拝式
	 ・おてふり・鳴物練習
29日（日）・女子青年ガレージセール
	 ・ハワイ島教友会総会
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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
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
	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
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・鳴物練習



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

修養科英語クラスのお知らせ

　詳細はハワイ伝道庁事務所
(595-6523)か、お近くの天理
教教会・布教所にお尋ね下さ
い。
　ビザ申請等の手続きもござい
ますので、受講を希望されます
方は、11月16日までに伝道庁
へお申し込み下さい。


