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おぢばからのメッセージ

立教172年11月26日

「・・・日々という。遠く所より又年の寄らん者一寸や。若い者寄り来る所厄介、世界

から見れば厄介。なれど道から厄介ではない。道から十分大切。道は遠かろが言わん。

たすけ一条と言う。これ聞き分け。十のもので九つ半大切して、半分だけ出けん。十

のもの半の理で九つ半まで消す。よう聞き分け。・・・出て救けるも内々で救けるも

同じ理・・・」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（明治26年6月19日）

というおさしづを引用され、ご自身の天理中学校長という立場、また海外部においておや

さとセミナーの起ち上げに携われた経験を通して、縦の伝道の大切さ、また思春期の子供

達の育て方について詳しくお話になりました。

　既報の通り、両統領の改選に伴う10月28日発令の人事異動により、海外部も心機一転

新しい布陣で第一歩を踏み出させていただきました。立教172年の年も残り僅かとなりま

したが、真柱様が祭文にお述べ頂きましたように、お互い日々の地道な実践の中に喜びを

見出しながら、世界たすけの御用に励ませて頂きたいと存じます。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 	宮森与一郎　　

　日々は、それぞれの拠点の御用の上にご丹精頂き、誠にご苦労様でございます。親里

は晩秋の陽気とは思われぬ暖かな小春日和のご守護を頂き、大勢の教友がお帰り下さる

中、11月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽気につとめられました。

　真柱様は祭文の中で、私共はじめ教会長・よふぼく一同は、今日見聞きする数々の出来

事の中に親のお心を悟り、激しく移り変わる世情に惑わされることなく、日々の地道な実

践の中に喜びを見出し、一段と年限に相応しい心の成人を目指して、陽気世界創造の普請

に一層の丹精を積み重ねさせていただく覚悟をお述べになられ、更に、世界一れつが元な

る親の神名を唱えて、御恵みを感謝し、真の兄弟として互い立てあい助けあい、陽気づく

めに睦み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。

　祭典講話は東井光則本部員がおつとめ下さいました。まず、秋季大祭で真柱様が「家

族ぐるみで教会へ参拝しましょう。」という三会の提唱に再度言及なされたことに触れ

られ、次の世代への信仰の伝え方、また信仰家庭の在り方についてお話し下さいました。

そのお話の中で、
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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、世界一列をたすけたいとの深い

親心にお抱え頂き、限りないご守護にお守り

頂いて陽気ぐらしの道へとお導き下さいます

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。私どもは御教えを胸に、日々

思召に添わせて頂くようたすけ一条の御用に

励ませて頂いておりますが、本日は当伝道庁

の１１月月次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

同心を合わせ座りつとめ・てをどりを陽気に

勇んでつとめ日頃賜るご高恩に御礼を申し上

げたいと存じます。御前には今日一日を楽し
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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。

　私どもよふぼくは、欲を忘れひのきしんに

励むところに心の明るさが生まれ陽気ぐらし

への道が開けるとお教え頂きますように、世

上の流れに惑わされることなく神一条の信仰

を更に深め、世界たすけの上に真実込めてつ

とめさせて頂きます。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

互いにたすけあい睦み合って暮らすことので

きる陽気づくめの世界へと大きく進展させて

頂く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12月月次祭　

12月2０日（日）午前9時

祭 典 講 話 ：西 村 忠 正

日本語通訳：岩田メルビン

講話テーマ：陽気ぐらし

龍　笛	 Ａ.田中　Ｔ.岩田　Ｍ.中尾

篳　篥	 Ｓ.長嶋　　

鳳　笙	 Ｓ.篠原　Ｌ.岡村　Ｍ．社本　

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　斉藤カーレン
賛　者	 井上タイロン　中尾スティーブン
指図方	 西村忠正
献饌長	 稲福道興
	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ.美馬	 Ｙ.宮内
(男性)	 Ｙ.中尾	 Ｍ.久尾	 Ｔ.井上
	 Ｔ.西村	 Ｓ.中尾	 Ｗ.三国
てをどり	 庁長夫人	 Ｊ.山	 Ｋ.金川
(女性)	 M.柿谷	 Ｓ.浜田	 Ｒ.宮内
	 Ｍ.岩田	 Ｓ.柿谷	 Ｍ.ユック
笛	 Ｍ.社本	 Ｎ.浜田	 Ｔ.岩田
チャンポン	 Ｍ.久尾	 Ｇ.明本	 Ｄ.川崎
拍子木	 Ｃ.三国	 Ｄ.川崎	 Ｏ.中尾
太鼓	 Ｍ.稲福	 Ｓ.柿谷	 Ｅ.高田
すりがね	 Ｒ.山	 Ｅ.高田	 Ｗ.城
小鼓	 Ｔ.一瀬	 Ｗ.三国	 Ｓ.社本
琴	 Ｅ.目黒	 Ｋ.斉藤	 Ｒ.井上
三味線	 Ｔ.松川	 Ｃ.明本	 Ｔ.中尾
胡弓	 M.三国	 Ｓ.中尾　	Ｌ.井上
地方	 Ｍ.岩田	 Ｃ.斉藤	 Ｋ.竹村
	 Ｏ.中尾	 Ｔ.岩田	 Ｇ.明本

11月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　12月20日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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																																																																																																																																																																																																															11月月次祭祭典講話

高知誠教会長　柿谷節生

よふぼく

　本日はハワイ伝道庁11月の月次祭にご参

拝くださいましてありがとうございます。

本日の月次祭も心をこめてつとめられまし

たが、親神様、おやさま、そして庁長先生

にはことのほかお喜びいただけたことと拝

察いたします。本日のお話の題はよふぼく

となっていますが、私は未熟者であります

し、よいお手本ではありませんので、むし

ろ最近心に思うところをお話させていただ

いた方が良いかと思います。お与えいただ

きましたお役を一生懸命つとめさせていた

だきます。どうぞ最後までお付き合いくだ

さいますようお願い申し上げます。

　月次祭がくるたびに、なぜ今日みんなが

ここに集まるのだろうかと考ることがあり

ます。家にいてフットボールをテレビで観

たり子供達と有意義に過したらもっと楽し

いのではないでしょうか？皆さん、なぜ私

達はここにいるか考えてみてください。そ

の理由は、私達はこの道に引き寄せられ

た、おやさまの道具衆であるからです。二

代真柱様のお言葉を引用いたします。

うこと、この二つであります。世界一れつ

をたすけ切るおやさまの道具衆、それは、

その精神にふさわしく、各自々々の心の入

れ替え、胸の掃除が第一であります。そし

て、互いに助け合いながら、おやさまのご

守護をいただいて、陽気ぐらしの喜びを世

界の隅々まで伝える、このことが大切な役

割なのであります。われわれはおやさまの

道具衆である。このことをまず胸において

いただきたい。｣

　｢おやさまの道具衆、これは二つの面をも

って、考えていただくことができます。一

つは、内に反省して、その御用の資格をし

っかりと胸にいだくこと、一つは外に相手

を携えて、一手一つの喜びを分かち合うとい

　さらに、

｢おやさまの道具衆として神一条の精神、

一手一つの和、欲を忘れたひのきしんの態

度という、三つの信条を日常の心定めとし

てまいりました。｣
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献撰、撤撰、朝夕づとめの責任をもつこと

になるので心配でした。父は、強制はしな

いのですが、おぢば帰りの前にはおたすけ

をしていた人の名前を私に告げていまし

た。不治の病にかかっている人や、出直す

のも時間の問題という重病人が多かったの

で嫌いでした。行かなくてもよかったし、

すなわち強制もなく、父に対し喜べません

でしたが、どういうわけか、若かったので

出かけてゆきました。どうしてか分りませ

んが、父に代わってお助けをした人達は安

らかに出直しました。その時はとても申し

訳なく、真実が足りないので出直されたの

だと思いました。

　しかし今、その時の経験を振り返ってみ

ると、安らかに出直せるということは親神

様の沢山の素晴らしいご守護のうちの一つ

だとわかりました。この道に因縁がある我

々は親神様によって育てていただいていま

す。間違いなく努力すれば、親神様が私達

をお連れくださり、どんな節であっても私

達が満足できるようにお働き下さいます。

　父が留守の時に、私にお助けに行く様に

頼んだことがありました。それは熱心な信

者さんの親類にあたる人でした。その人を

存じ上げなかったので、躊躇し、今行くべ

きなのか、それとも仕事の後で行くべきな

のか、夜行くべきなのかと悩みました。考

えれば考えるほど躊躇しました。その人が

病人であれば、我々は決して躊躇してはい

けないのです。

　病室に着いたとき、驚いたことにその人

はもう既に出直していました。家族、友人

に囲まれて、若かった私はどうしたらよい

か分らず、途方にくれ、どうしてこんなに

難しい場面に私を置くのか父に対し喜べま

　さらに、

｢神一条の精神はおふでさき、おさしづから

皆さん方は、じかに神一条のお言葉を悟り

取ることができるのであります。ひのきし

んの態度、これは私の欲、私欲を離れて、

素直におやさまのひながたを歩むことであ

ります。｣

　これは、１９６６年10月26日、立教百二

十九年天理教よのもと会総会における二代

真柱様のお話です。おふでさきに、

　どのよふなところの人がでゝきても
　みないんねんのものであるから
　　　　　　　　　　　　　　	（四―54）

　よふぼくとしての全責任を理解できない

かもしれませんが、好むと好まざるとに関

わらず、親神様が、私達をお使いくださる

のであれば、因縁ゆえ、望んでいなくて

も、導かれてゆくのです。生まれたときか

ら、この道に因縁があれば、親神様に引き

寄せられ、お育ていただくのです。親神様

がお使いになるとなれば、隠れても、逃げ

ても、お断りしても無駄なのです。

　わたしは幼少の頃から、ワイシャツ、ネ

クタイ、紺色のズボン姿の父を見たら、す

ぐにおたすけに行くのだなとわかっていま

した。これは、父のおたすけのユニフォー

ムだったのです。清潔な白いワイシャツと

大教会長様からいただいたネクタイ、そし

て紺色のズボンでした。私にしてみたら、

父はネクタイをしめたジュニア警官のよう

に見えました。成長するに従って、両親が

揃っておぢばに帰るときには、私が教会、



せんでした。その人は既に死んでしまって

いるのです。部屋に家族と友達がいる中、

遅すぎましたが、私に出来ることはただ一

つ、それはおさづけを取次ぐことだとわか

りました。それまで死人に触れたことがな

かった私は、とても怖く、でもおさづけを

お取次ぎしましたが、その最中まるで空箱

に触れているようで、冷たく空洞のように

感じました。そして、どうして私をこのよ

うな難しい場面にいつも置くのだろうと父

に対し喜べませんでした。そのような場面

に私達を置くのは産みの親でなく、少しず

つ私達を育てて下さっている親神様だとい

うことを、今は確信しています。

　驚いたことに、家族は私が訪ねて行った

ことに感謝し、天理教の信者ではなかった

のですが、皆さん心が慰められたと私は感

じました。これがおさづけの驚異です。重

症の患者を前に家族が希望を失っている時

が沢山ありますが、皆さんの前でおさづけ

を病人に取次ぎ、家族に喜ばれ、おさづけ

の尊さを知りました。

　このような経験から、我々はよふぼくと

して、みな等しく、頼りとするのはおつ

とめとさづけの二つだけであるということ

を学びました。おつとめなくして、どうし

ておさづけをお取次ぎできるでしょうか？

おつとめを間違えてしまうことがあります

が、おつとめを間違えないように勤める努

力が成人の過程で重要なことであり、お助

けする時に必ず力になってくれるのです。

　おふでさきに、

　

　一寸はなし神の心のせきこみハ
　よふぼくよせるもよふばかりを　
　　　　　　　　　　　　　　（三―128）

　この道に因縁あれば、好むと好まざると

に関わらず、親神様がお使いになるのであ

れば、我々は育てられ、隠れても、逃げて

も、お断りもできないのです。若い頃を振

り返るとき、それは教会長になるずっと以

前のことですが、不足をした経験が沢山あ

りましたが、その経験は私が教会長になる

ための導きであったのです。よふぼくにつ

いてのおふでさきです。

　この木いもめまつをまつわゆハんでな
　いかなる木いも月日をもわく　
　　　　　　　　　　　　　　　（七―21）

　いかなきもをふくよせてハあるけれど
　いがみかゞみハこれわかなハん
　　　　　　　　　　　　　　　（三―50）

　たんたんとよふぼくにてハこのよふを
　はじめたをやがみな入こむで	
　　　　　　　　　　　　　　（十五―60）

　このよふをはじめたをやか入りこめば
　どんな事をばするやしれんで	
　　　　　　　　　　　　　　（十五―61)

　とのよふな事をしたとてあんぢなよ
　なにかよろつわをやのうけやい	

　　　　　　　　　　　　　　（十五―62）

　この事をはやく心をしいかりと
　さためをつけてはやくかゝれよ	

　　　　　　　　　　　　　　　(十五―63)

　みかぐらうたに、

6
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　一ツ　ひろいせかいやくになかに
　　　　　いしもたちきもないかいな	

　　　　　　　　　　　　（八下り目―１）

　九ツ　このききらうかあのいしと
　　　　　おもへどかみのむねしだい	 　　

　　　　　　　　　　　　（八下り目―９）

　よふぼくとして選ばれるかは親神様のお

心によるものです。我々はこれに対して何

も言うことができません。教会に来た人で

教会の一員になろうと努力したにもかかわ

らず、因縁がなく、続かなかった人が沢山

います。陽気世界建設に必要な用材であれ

ば、隠れても、逃げても、お断りしても無

駄なのです。過去、現在そして将来も同じ

です。親神様が我々をお使いになるとなれ

ば、よふぼくが必要であれば、呼び出され

るのです。親神様は用材をさがしに世界の

隅々まで行かれます。こう考えますと、修

養会が大切だと思うのです。因縁ゆえに、

自由意志で生徒はより学び取ろうとします

が、強制されると何か欠けて生徒がやめて

しまうことがよくあります。それは、生徒

に原因があるのでなく、因縁、すなわち旬

が来ていなかったのです。今日ここにお集

まりの皆様はよい見本であり、ここに今集

まっていることは、すなわち親神様が皆さ

んを使っているのです。

　私の教会の神殿の裏にある神饌場の隣

に、父がよく勉強をしたり書き物をしてい

た机があります。もう使うことがないし、

私はむしろコンピューターを使うので何度

も捨てようかと思ったことがあります。机

のガラス敷きの下には太陽にさらされて、

既に薄くなりようやく読めるくらいになっ

てしまった、1962年、今から47年前の元

旦に父が書いた心定めが入っています。心

定めの一部をご紹介します。「我はお助け

人なり。今日も存命のおおやさまと共にあ

り。」これは、別席のお話を順々に聞かせ

ていただき、お授けを拝戴し、自己中心の

心を捨て、世界救済のためにおやさまのひ

ながたと共に歩むことを言っていると思い

ます。

　信仰には順序があります。第一にお話を

聴き、次に理解し、そこで終らず、理解し

たことをおつとめとおたすけを通して実行

に移すこと、これが我々の使命であり、一

日、一週間、一ヶ月、一年、あるいは一生

かかろうとも先輩の方々のため、私達はや

り遂げなければなりません。最後にもう一

度この短い文章を繰り返しまして今日の講

話を終ります。「我はお助け人なり。今日

も存命のおおやさまと共にあり。」

ご清聴ありがとうございました。

ハワイ伝道庁11月月次祭の様子



　	典型的な信仰の第一段階は、神について

学び、人間がどのように創造されたかを知

ることでしょう。宗教と個人の背景事情に

依りますが、多くの人は神に対して懐疑的

になり無心論者になるか、あるいは人生の

指針からあらゆる宗教思想を無くして生き

るようになり、第一段階を通過しません。

更に、2．神を信じること、3．人間創造と

神の思召への理解、4．可能な限り信仰につ

いて学び、ひいては学びたいと思い、実践

する、5．陽気ぐらしの生活を送る、そし

て6．完全な成人に達する、（しかしこれ

は人によっては達することは出来ないと言

うでしょう）という段階を考えられます。

　みかぐらうたの意味やおふでさきの内容

など、私自身はまだ学ぶことが多く、現在

第四段階に位置していると思います。しか

し私は幸せを感じており、それは第四段階

にようやく到達したということだけでな

く、さらにより深くできるだけ多くの教理

を学ぶという気持ちが沸いてきたからで

す。我が家のお社の前で、毎日朝夕のおつ

とめをつとめることが楽しく、12下りの

ておどりを学ぶことに心から熱中していま

す。数日毎に新しいお歌を一つ覚えよう

と、仕事の行き帰りに自転車に乗りながら

勉強しています。今は8下り目の最中です。

周りの人の妨げになりたくないので、誰か

が近くにいるときはいつでも静かに歌って

いるのですが、最近は、もし誰かが私の歌

を聞いて何か感じて下さることがあれば、

それは天理の町で誰かがみかぐらうたを歌

っているのを聞いて、心が勇んだ自分の経

験に通じるものがあるのではないかと、感

じるようになりました。

　毎週何首かのお歌を覚えていますが、そ

れまでに覚えたお歌を忘れないように日課

としてほぼ七下り目までを繰り返して歌っ

ています。同じ歌を何度も繰り返し歌うの
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エッセイコンテスト結果発表

エルマー中尾

（天元・パール）

　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、第3位に入賞されたエルマー中尾さんのエッセイを掲載します。



は退屈に思われるかもしれませんが、私は

よくお歌の隠された意味や象徴をその中に

見出すことがあり、物事を決定したり毎日

を振り返る時に、私を手引きする一助とな

っています。

　みかぐらうたは、親神様のお言葉を教祖

がお記しになったものなので、私は特別に

気持ちをこめて、歌に隠された親神様のメ

ッセージを理解し、より満たされた生活に

導いて頂けるように努めています。おつと

めのお歌とおふでさきは、陽気ぐらしをす

る上で有効な手引書です。初めて子供を授

かった夫婦は、どのように子育てしようか

と途方に暮れることでしょう、その時親に

相談したり、とにかくやってみるか、また

あるいは子育て入門書を購入したりするで

しょう。人類の元なる親である親神様は、

実際の姿をもって助言を与えて下さること

はありません。今日の親が例をもって示す

のと同様に、ひながたである教祖を通して

お示し下さいます。また親神様は、おつと

めの地歌を手引書として、自らの通り方と

子育ての方法を残して下さっているので

す。

　天理教を学んできて、現在「欲」という

概念がようやく明確に理解できるように

なってきました。ておどりの中に七回この

ことばが使われており、多くのお歌の主題

でもあります。以前は「欲」はお金に関す

ることだと考えていましたが、今はその他

の願望に対しても深い意味があるというこ

とに気づき、それによって生活上の多くの

悩みを乗り越えられるようになってきまし

た。

　辞書に依れば、「欲」とは、『必要な物

や価値のある物を手に入れたい、あるいは

所有したいという度を超えた欲望、特に物

質的豊かさへの関心を指す』とあります。

個人的見解ですが、英語の「欲」という言

葉は、日本語のそれよりも、金銭的・物質

的豊かさをより強く暗示しているのではな

いでしょうか。いずれにせよ、定義に当て

はまる観念として、『必要な物や価値のあ

る物を手に入れたい、あるいは所有したい

という度を超えた欲望』ということでしょ

う。

　私自身、金銭や贈り物を人に与えたり、

また惜しみなく教会にお供えしたりチャリ

ティーに寄付たりしますので、自分が欲深

くない人間だと考えていたのですが、自分

と我が子達に良いことが起こることしか考

えていないのではないか、という違う側面

から人生を見たとき、自分の欲に気がつき

ました。成功の為に一生懸命になるのは良

いことですが、それらの情熱は簡単に度が

過ぎてしまいます。仕事、学校、スポーツ

や結婚生活において、常に完璧を求めるべ

きではないでしょう。努力が報われず成功

を収められない時、落ち込んだり怒ったり

するよりも、不幸な出来事や辛い事が起こ

ったときにそれを受け止めてこそより大き

な喜びを得ることが出来るのです。憎し

み、嫉み、高慢そして不幸の元は、しばし

ば物質的な欲望よりも感情的なものに起因

しているのです。

　物・土地・お金・正しい評価・幸福・

愛・世間の注目を手にしたいという欲望

は、人間にとって自然なものです。これら

無くしては、生活は満たされないでしょ

う。みかぐらうた5下り目の第4首と7下り

目の第3首から5首までに基づいて、私は

神様はこれらの「欲」を人間に備えて、創
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造下さったのではないかと考えています。

　四ッ　よくのないものなけれども　
　　	 神のまえにはよくはない

　　　　　　　　　　　　　　　　　（五下り目）

　三ッ　みな世界のこころには　
	 でんぢのいたぬものはない

　四ッ　よきぢがあらばいちれつに　
	 たれもほしいであろうがな
　
		五ッ　いずれのかたもおなじこと　
	 わしもあのぢをもとめたい
　　　　　　　　　　　　		　（七下り目）

　諸問題は、本来抑えられるべき過度の欲

望から起こるとみかぐらうた8下り目から

11下り目の中に教えられています。

　四ッ　よくのこころをうちわすれ　
	 とくと心をさだめかけ　　（8下り目）

　三ッ　みればせかいの心には　
	 よくがまじりてあるほどに　（9下り目）

　四ッ　よくにきりないどろみずや　
	 心すみきれごくらくや　（10下り目）

　四ッ　よくをわすれてひのきしん　
	 これがだい一肥となる　（11下り目）

　	 信仰の道をたどり続ける上で、この「

欲」に関する自分の解釈が、私の行いやそ

の他の人の行いについて理解するのに、特

に役立っています。過度の欲望は、八つの

ほこりでよく説明されており、怒り・我慢

弱さ、あるいは強迫観念や中毒、破壊衝動

といったものが、私たちを不幸へと導くの

です。情熱や欲望は人間の性ですが、欲を

すっきりと忘れる中に幸せを見つけるとい

うことは、「言うは易し、行うは難し」で

す。不可能だとは思いますが、目標に到達

することが大事なのではなく、それぞれの

ペースで、それぞれの道を経て、そこに辿

り着こうと試みることが肝要です。

月例にをいがけデーのお知らせ

　一人でも多くの方に、お道の素晴らしさを伝えさせ

て頂き、陽気ぐらしに向けて歩ませて頂きましょう。

日程　伝道庁月次祭翌月曜日

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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本島大・ホノルル教会

創立80周年記念祭

　1929年にハワイで最初に設立された、天理

教ホノルル教会	(1902,	South	King	Street・斉

藤カーレン会長)	の、創立80周年記念祭が11

月11日に執り行われました。

　片山幹太・本島大教会長夫妻、ハワイ伝道

庁長・浜田道仁夫妻のご臨席を頂き、ホノル

ル教会のメンバーが陽気に心を揃えておつと

めをつとめました。挨拶に立った斉藤会長

は、今日のホノルル教会に繋がっている、歴

代の会長と信者が辿られた苦労の道と、培わ

れた信仰の基礎に感謝の意を述べました。さ

らに、就任当初は年配の方々が相次いで出直

し、不安になることもあったが、今日、着実

に若い世代が育ち、教会を取り仕切る役員会

に繋がり、教会を助けてくれている、と述べ

ました。

　当日の天気予報では大荒れの天気が予想さ

れていましたが、教会周辺は快晴の素晴らし

いご守護を頂き、110人の参拝者で祭典は執

り行われました。昼食会は、教会近くの日本

レストラン「魚卓」で行われ、ホノルル教会

の歴史を振り返るビデオ上映や、ホノルル教

会メンバーによる様々な出し物が行われ、大

変賑やかな楽しい時間を過ごしました。
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淺草大・淺草ハワイ教会

会長就任奉告祭

　11月14日(土)、淺草ハワイ教会（前マノア

教会・泉千代子会長、牛込大）の名称・所属

変更、及び五代会長就任奉告祭が執り行われ

ました。

　体調悪化により、泉前会長は教会長として

の勤めを果たすことが困難な状態となり、ま

た教会後継者が不在の為、教会本部のお許し

を頂いて、所属を牛込から淺草に、名称をマ

ノア教会から淺草ハワイ教会に変更、宮内泰

次前淺草ウェーブ布教所長が五代会長に就任

し、新たな門出をすることになりました。（

牛込大教会、淺草大教会ともに東大教会から

分離昇級）

　当日は、宮内泰夫淺草大教会長、有子夫人

と四人の役員先生方、そして浜田道仁ハワイ

伝道庁長夫妻の臨席のもと、大勢の管内教会

関係者、友人が寄り集い、一手一つににぎや

かに奉告祭がつとめられました。　
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　ユニセフ募金活動は、個人から教会に至る

まで様々な範囲で、毎年ハロウィンの季節に

実施されています。10月31日（土）、ハロ

ウィン当日夜には、伝道庁スタッフ、少年

会員、各教会からの参加者がそれぞれ独自

のコスチュームを身に纏い、同じく独創的

なコスチュームを身に着けた人々で賑わう

ワイキキ・カラカウア通りにて、募金活動

を行いました。

　例年通り各教会・布教所にオレンジ色の

募金箱を配布させて頂き、ご協力をお願い

しました。今年度は	$1,220.33の募金が集ま

りました。全額ユニセフに寄付させて頂きま

す。ご協力頂いた皆さん、どうもありがとう

ございました。

少年会

ユニセフ募金活動

ワイキキ・カラカウア通りでの
募金活動の様子
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おやさと練成会

25周年記念同窓会

　	 11月21日（土）、ハワイ伝道庁に於いて

おやさと練成会25周年同窓会が開催されまし

た。前回の20周年同窓会は、ラスベガスで開

催されましたが、今回はおぢば、ロサンゼル

ス、ニューヨーク、そしてハワイの各地域で

実施されました。

　今回ハワイでは、長谷川フレッドさん（本

島大・N.C.教会、写真右）が感話発表者とし

て来庁され、彼のおぢばでのひのきしん、大

阪、そしてロサンゼルスでの布教生活を通し

て感じた信仰体験を発表されました。さらに

海外部代表として、永尾比奈夫人材育成課

長、梶本満男部員が出席下さいました。また

2011年に開催されるハワイコンベンション

に向けての討議も行われ、どのように計画を

進行し、実施していくのが最良の方法である

かが、議論されました。

　昼食会では、1985年に練成会が始まって

以来の、各年の練成会の様子が記念ビデオで

上映されました。参加された約50名の練成

会修了生の皆さん、どうもありがとうござい

ました。
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ハワイ島教友会総会

　11月29日（日曜日）午前10時から、天

理教キラウエア教会に於いて、第22回ハワ

イ島教友会総会が開催された。当日は涼し

く、快適な天候の御守護を頂いた。

　この行事は、1962年に発足したハワイ

島教友会によって毎年開催されている。島

内各地から信者達が寄り集い、１２下りの

おつとめをつとめた。

　式典では、支部長である西村忠正会長と

浜田庁長より挨拶があった。浜田庁長は、

陽気ぐらしは人間の生きる目的であり、日

々に陽気ぐらしを実践することが大切であ

る。そのためには、身の上や周囲における

事柄を思案し、たんのうの心をもって通る

ことが大切である。それが陽気ぐらしを実

現する種になると話した。

　その後記念撮影を行い、教友が持ち寄っ

たビュッフェ形式の美味しい昼食を頂い

た。そしてラッキーナンバーを楽しみ、全

日程を終了した。



女子青年

ガレージセール

少年会

リーダー層お楽しみキャンプ

　11月29日（日）午

前9時より午後２時ま

で、伝道庁・階下ホー

ルに於いてハワイ女子

青年共催のガレージセ

ールが開催されまし

た。管内教会・教友よ

り多くの品物が寄付さ

れました。

　当日は朝一番からお

越し下さる方や、青年

会の洗車中に会場に足

を運んで下される方な

ど、多くの方々がご来

場下さった。また女子

　11月27、28日（土・日）に、少年会リー

ダー層お楽しみキャンプが、伝道庁で行われ

ました。女子4人、男子7人と育成会員9人が

参加しました。このキャンプは、少年会リー

ダー（小学校高学年・中学生）層を対象に、

春期キャンプや今年一年を通して行ったひの

きしんで、彼らがリーダーとしての行動や、

責任をもって役割をこなしてくれたことに対

しての、ご褒美として開催されました。

　初日は、参加者はアイススケートや信仰に

ついての練り会い、ＤＶＤで映画鑑賞会を楽

しみました。二日目は、ボーリングとＢＢＱ

ピクニックを満喫しました。

　キャンプでは、伝道庁の朝夕のおつとめに

参拝したり、参加者同士で互いの信仰につい

て語り合ったり、また育成会員と少年会員の

交流を行うなど、心の成人を促す機会が設け

られました。今年のキャンプでは特に、仲間

意識と仲間同士の交流を持つことが出来た様

です。
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青年手作りのスパムむすびも販売され、好評を博していた。

　品物をご寄付頂いた皆様、設営・運営をお手伝い頂いた皆様、どうもありがとうございまし

た。尚、収益は来年4月のおぢばがえりの旅費として、使用させて頂きます。



周東大・太平洋教会
米田豊さんお出直し

追悼　米田豊さん
　故米田豊氏は、1914年米田吉太郎、みつ

の三男として生を受けられた。下西ちさとと

結婚し、デニス、グレン、ハーベイの三男と

八人の孫の子宝に恵まれた。太平洋教会の一

員として、献身的に、積極的に骨身を惜しま

ず尽くされた。また教会本部、ハワイ伝道庁

の御用の上にも、翻訳・通訳の責任者として

尽力された。

　英語と日本語間の卓越した翻訳・通訳能力

で、即座に正確な祭典講話を通訳されたり、

天理教関連書籍の翻訳をされた。日本語で書

かれていることの本質を見極め、それを英語

で伝えるということが、どういうことである

のかを知り尽くされていた。また、修養科英

語コース、教会長資格検定の講師も勤めら

れた。

　享年95歳、9月26日、天理教の元一日を祝

う意義深い日に出直された。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
修養科英語クラスのご案内

詳細はハワイ伝道庁事務所(595-6523)か、お近くの教会・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、至急ご連絡下さい。

　　　
婦人会英語グループからのお願い

婦人会英語グループはこの度、ホームレス施設に入居中の子供達に、衣類（新

品）とおもちゃを寄付することになりました。衣類、おもちゃ類を12月20日（

日）伝道庁月次祭まで伝道庁事務所にて受け付けております。皆様のご協力を

お願い致します。

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

（595-6523）までお問い合わせ下

さい。

18



19

　100周年に向けての活動の一つである、

「日々の理」のお供え、皆様も続けて下さ

っている事と思います。日々のささやかな

節約を積み重ねて、100周年を迎えさせて

頂く感謝の心を実行させて頂きたいと思い

ます。お供えは、教会、又は伝道庁を通し

て婦人会本部へ届けさせて頂きます。後悔

のないように、精一杯つとめさせて頂きま

しょう。

☆母親講座開催のお知らせ
　日時	　12月12日（土）　13：00～

　場所	　天理文化センター布教の家

☆新年会のお知らせ
　1月の例会は11日（新年会）です。楽しい

ゲームやプレゼントがたくさんございます。

お一人でも多くご参加下さい。会費は一人

$10です。12月26日までに、会計(柿谷、中

尾志げみ)までお納め下さい。

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、12月

17日（木）午後7時15分から、レイン

ボー・ハレで行います。

青年会だより

■H.U.G.Sひのきしん
　12月19日に、恒例のH.U.G.Sクリスマ

スパーティーが開催されます。様々なひの

きしんに人手が必要とされています。詳細

は、メールか電話で後日こちらから連絡さ

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。

■ヌアヌ・ハレ慰問
　12月12日（土）　　　9：30-10：30	

■月例会
　12月14日（月）	 	

・ミーティング		 		9：00-		9：45

・教理勉強（教祖伝逸話篇）

	 	 	 	 10：00-11：00

・講話　（庁長先生）　11：00-11：30

■女鳴物練習
　12月15日（火）　　　9：00-10：30

■月次祭直会当番
　12月の月次祭直会当番は、ノースホノル					

　ル教会です。よろしくお願い致します。



女子青年だより
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少年会だより

■ユニセフ募金活動報告

■女子青年ひのきしん
　11月月次祭後に清掃ひのきしんをお手伝い

頂いた皆さん、どうもありがとうございまし

た。清潔なトイレとゴミ箱を、みなさん喜ん

で下さっています。

■ガレージセール
　女子青年ガレージセールをお手伝い頂いた

皆さん、どうもありがとうございました。お

陰様で成功裏に終えることが出来ました。収

益金は、来年４月の婦人会創立100周年へ

の、女子青年おぢばがえりの助成金として

使用させて頂きます。参加希望の方は、蘇リ

ン先生か稲福ルイーズまでお知らせ下さい。

■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。

　今年度も、多くの方に募金活動をご支援

頂きました。お陰様で、ユニセフ・アメリ

カ支部に寄付する総額が、	 $1,220.33と

なりました。	 本当にありがとうございま

した。

■少年会リーダー層お楽しみキャンプ
　少年会リーダー層お楽しみキャンプ

が、１1月27、28日に伝道庁レインボ

ー・ハレで行われました。女子4名、男

子7名、育成会員5名が参加し、少年会

リーダー層が、春期キャンプや今年一

年を通して行ったひのきしんへのご褒美

の時間を過ごしました。参加者はスケー

ト、ＤＶＤ鑑賞、ボーリング、ＢＢＱな

どを、心ゆくまで楽しみました。伝道庁

スタッフ、育成会員の皆さん、ご協力あ

りがとうございました。

■2010年春期キャンプ
　通常3月の春休みに開催する春期キャン

プですが、来年度は	戦没者追悼記念日の週

末5月29～31（土～日）に行います。各々

のスケジュールに予定を追加して下さい。

■アロハバンド・ポンポン隊練習
　今月は、第3日曜日、伝道庁月次祭終了後

の午後1時半から3時まで伝道庁で練習しま

す。よろしくお願いします。



11月行事報告12月行事予定

	 1日（火）・月例コミュニティーひのきしん

	 2日（水）	・三会会議

	 3日（木）	・まこと/オリジンズ会議

	 5日（土）	・布教の家月次祭

		7日（月）	 ・婦人会委員会

		8日（火）	 ・布教育成委員会

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）・伝道庁にをいがけデー

26日（金）・遙拝式

	 ・年末大掃除

30日（火）・伝道庁餅つき
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	 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

12日（木）	・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

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

	 ・青年会カーウォッシュ

	 ・第22回ハワイ島教友会総会
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2010年ハワイ伝道庁活動計画

1月

・春季大祭おぢばがえり	 　　(26日)

・少年会リーダースキャンプ、新年会	 　　　　

　　　　　　　　　　　　　	 (30、31日)

2月

・天理教校学園高校海外語学研修	 	 	

	 	 	 　　　(1日～12日)

・文化センター大掃除	 　　　	　　(15日)

・おてふり勉強会　　　　	 　				(20日)

・女子青年こかん様に続く会　(27日～28日)	

・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝演奏会　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　					(28日)	

4月

・婦人会教祖ご誕生お祝演奏会	　　	(6日)

・少年会教祖ご誕生お祝い行事	　　(18日)	 	

・教祖御誕生祭おぢばがえり	 　　(4月)

5月

・全教一斉ひのきしんデー	 　　(1日)	 	

・婦人会・青年会・女子青年総会　(15日)

・少年会総会及びキャンプ（総会30日）	

　　　			 	 	 　　　(29日～31日)

6月

・ハワイ修養会								(6月20日～7月16日)		

	7月

・天理教ピクニック	 　　　　　　(5日)

・こどもおぢばがえり　　　(19日～30日)	

8月

・第40回天理教バザー	 	 　　(29日)

9月

・全教一斉にをいがけデー　　　　（6日）

10月

・秋季大祭おぢばがえり	 　(26日)

11月

・ハワイ島教友会総会	 	 　(11月)

・少年会鼓笛キャンプ　　　			(27日～28日)	

12月

・おやさと練成会中期コース			(26日～29日)

月間行事

伝道庁

・本部月次祭遥拝式　・伝道庁月次祭

・主事会　・婦人会例会、女鳴物練習

・教会長布教所長会議　・月例にをいがけ

・青年会/女子青年会議　

・婦人会による施設慰問

・おてふり/鳴物練習　・サンデースクール

・各会委員会　・アロハバンド練習　

・機関紙オリジンズ/まこと発刊

・月例コミュニティーひのきしん

天理文化センター

＊天理文庫（水～日　午前10時～午後4時）

＊天理柔道（月、水、金：午後5時30分～7時30分）

	 　 （土：午前9時～11時）



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

１２月２６日（土）　　年末大掃除　　　　　　　　　	　遥拝式後

　　　３０日（水）　　伝道庁餅つき　　　　　　　　 ７：００AM　

立教１７２年	

　１月	 １日（金）　　元旦祭　　　　　　　　　	　 １０：００AM

　　					１0日（日）　　日本文化センター餅つき　　　	　　未定

伝道庁年末年始行事予定


