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おぢばからのメッセージ

立教172年12月26日

　今月中旬からの厳しい寒さが少し和らぎ、本日は穏やかなお日和を頂戴して、

お帰り下された大勢の教友の方々と共に、立教172年納めの月の月次祭が真柱様

を芯に一手ひとつに陽気につとめられました。

　真柱様は祭文で、過ぎし一年を振り返り反省を重ね、明けて迎える年は、たす

け一条の道としてお教え頂くつとめとさづけの徹底をもって、布教伝道の強化を

目指して、神一条につとめきらせて頂くとの決心をお述べになられました。ま

た、一れつ兄弟が元の親を称えて互いに睦び楽しむ神人和楽の陽気ぐらしの世の

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。

　祭典講話は田中善太郎本部員がおつとめ下さいました。まず今年が教典の公刊

から６０年ということで、みちのとも10月号掲載の「教典公刊六十年に寄せて」

という特集記事に触れられながら、「革新の時代」から「復元」に至るまでの経

過についてお述べになり、厳しい政府の制限、また制圧の中お通り下された先輩

方の苦労、努力があって、今日私たちが結構にこの道を信仰できているというこ

とをお話し下さいました。

　更に教典第８章「道すがら」を引用され、信仰の順序、またひのきしんの意義、

大切さについて諄々とお話下さいました。

　最後に、教典が公刊から６０年を経た今日の旬に改めて、教祖の道が、先輩方

によって体系立ち、正確に今日へと伝え下さっていることを心に刻み、次代へと

道のすがらを進めさせていただこうと、呼びかけられました。

　いよいよ年の瀬も押し迫り、明日をもって教庁も御用納めとなります。皆様方

には今年一年、それぞれの持ち場立場で、世界たすけの御用の上にご丹精下さい

ましたこと、心よりお礼申し上げます。また来年4月には婦人会が創立百周年を

迎えます。海外各拠点に於かれましては例年にも増して多忙な年になることと存

じますが、真柱様の思召にお応えさせて頂けるよう、お互い一層の飛躍を誓い新

しい年を迎えさせて頂きたいと存じます。

　本年一年、誠に有り難うございました。

	 	 	 	 	 	 	 　　海外部長　　　　　

	 	 	 	 	 	 　	 　　　宮森与一郎



2

立教173年　新春の挨拶

天理教ハワイ伝道庁長　浜田道仁

　明けましておめでとうございます。

　旧年は皆様それぞれのお立場におかれまして

親神様の思召に沿わせて頂けるようご丹精くだ

さり誠にありがとうございました。また伝道庁

の諸行事を滞りなく順調に進めさせて頂く事が

できましたことは、親神様・教祖のお導きは元

より、皆様方のお心寄せのお陰と厚く御礼申し

上げます。

　本年は昨年に続く厳しい不況が世界中に渦

巻き、大勢の人が苦況に立たされています。同じ人として、苦しみ悩む人の姿を

見ることは辛いことです。ましてや人類の親の目には私たちの姿がどのように映

っていることでしょう。親というものは、子供をたすけることばかりを思ってい

るのだと聞かせていただきます。

　みんなが助け合って暮らすなら、どんな助けもしてやろうと言われるのが親のお

心です。我が儘、気儘を通さず、相手を思いやる心で

日々暮らすなら、きっと明るい希望の道へと導いてく

ださいます。まずは私たちようぼくから、天の理に沿

った生き方とどんな苦境にも怯むことない勇み心を周

囲に示し、人々が穏やかに安心して暮らせる社会へと

一歩一歩確実な足取りを進めさせて頂きましょう。

　本年も皆様方のご協力をよろしく願いいたします。
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婦人会　　ハワイ婦人会主任　浜田まさよ

女子青年　ハワイ女子青年委員長　稲福ルイーズ

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年中は婦人会活動の上に数々のお心寄せを頂きありがとうございま

した。お陰様で滞りなく諸行事をつとめさせて頂くことができました。

特に、５月に開催された婦人会本部主催の“決起の集い”には多くの会

員の方々がご参加下さり、誠にありがとうございました。重ねて心より

御礼申し上げます。

 いよいよ本年４月１９日には「天理教婦人会創立１００周年記念第９

２回総会」が開催されます。総会に先立ち創立１００周年の記念の日

に当たる１月２８日には、会員一人ひとりが婦人会創立に込められた思いを心に置いて、有意義に過ご

させて頂きたいと思い、行事を計画しております。（詳細は婦人会だよりをご覧ください）そして、ハ

ワイから一人でも多くの会員がこの総会に参加させて頂き、ご存命の教祖に１００周年を迎えさせて頂

くお礼を申し上げたいと思います。会員同志、顔を合わせれば４月の帰参を誘い合うような勇み心と１

００周年を迎える喜びの心をもって、掲げられた活動方針、スローガンの実行を精一杯つとめさせて頂

きましょう。どうぞ本年もよろしく御願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。2009年を無事に終え、また新しく物事を始めるチャンスの時期がや

ってきました。フィットネスを始めたり、生活習慣を変えようと決心し

たり、あるいはもっとひのきしんをしようと心定めをしたりと、新年は

誰もを、古いものから新しいものへと切り替えてくれます。この機会に、

みなさん心定めを見直し、心の成人の更なる高みを目指しましょう。そ

の為には、毎日おつとめをつとめ、より積極的に教会行事に参加しまし

ょう。皆さんお忙しいでしょうが、ひとつ心を定めれば、それが人の為

になり、それがいずれは自分の喜びとして返ってくるのです。そうすれ

ばきっと、素晴らしい一年になることでしょう。皆さんにとって素敵な

一年になることを、お祈りしております。

  成人目標　「ひながたをたどり　陽気ぐらしの台となりましょう」

	 	 活動方針　「元なる思召を心に　実(まこと)	のようぼくに育ちましょう」

一、教えを基に　自らの信仰を培う	 一、おつとめに心を込める	 一、身近な人からにをいがけ・おたすけを

	 	 スローガン「一人の会員が一人の別席者をご守護頂きましょう」
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青年会　　ハワイ青年会委員長　鈴木ダニエル

少年会　　少年会ハワイ団団長　中尾オーエン

 もう2010年だなんて、とても信じられません。過ぎ去った時間はどこ

に行ってしまったのでしょう。2009年の新年の挨拶を書いたばかりな

のに、もう2010年の分を書いているのです。いずれにせよ最善を尽くし

ます。振り返って見て、なにか皆さんが勇むことが書ければいいのです

が。皆さんはどれだけ行いに移すかはわかりません、私自身行えていま

せん。世界の99.9％の人が知らないでしょう。それは、この世界が私た

ちにとって素晴らしく住みよい場所になるかどうかは、私たちの心の持

ち方によるということです。常に多くの問題に苛まれていては、私たち

の暮らすこの惑星の美しさに気づくことも難しいでしょう。こんなこと

を書く理由は、夕方に放送している“30 minutes of local and world problems”というニュースにあ

ります。（実際は10分間が世情への不満・苦情、20分がコマーシャルです）私の意見では、朝夕のおつ

とめは幸せになるための素晴らしい機会です。おつとめをつとめる前は、払うべき心のほこりにまみれ

ている状態です。幸福とほこりは共存しているのだと思います。家で暇を持て余しているなら（私のこ

とかもしれませんが）、教会でひのきしんをさせて頂きましょう。そうすることで、おつとめをする機

会があるでしょう。すべてが救われるわけではありませんが、正しい決定への足がかりとなるはずです。

　みなさんのご健康とご多幸をお祈りしています。　　　　　

　2009年は、80人の少年会員、カウンセラー、育成会員が春期キャンプに参加し、また26人の少年会員

と育成会員がこどもおぢばがえりに参加しました。何名かの参加者が、

こどもおぢばがえり期間中に新型インフルエンザにより隔離さたこと

は、私たちにとって大きな意味があり、この行事をやり抜こうという決

心をしました。育成会員も少年会員も回復力を発揮し、また健康管理へ

の考えを新たにし、おぢばがえりの運営側との理解を深め、協力してい

くことが出来ました。結果的には、不自由な中を、大難は小難にとお連

れ通り頂きました。２０１０年も引き続き、私たちの心の成人と、諸行

事を通して縦の伝道を行い、一丸となって世界に喜びを伝えていきまし

ょう。新年もよろしくお願い致します。
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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深い親心と厚き御守護

のまに／＼、日々恙なく結構にお連れ通り頂

き、届かぬながらも世界たすけのご用に励ま

せて頂く中に、本日は早くも本年納めの１２

月月次祭を執り行う日柄となりました。この

一年、親神様の思召に添わせて頂けるよう一

層の成人を目指してたすけ一条のご用の上に

励んで参りました。お陰様にて月々の諸行事

をはじめ各会の活動も順調に実施でき無事に

お連れ通り頂くことができましたご守護のほ

どは誠に有り難く勿体ない限りでございま

す。この一年に賜りました数々の御恵みに御

礼申し上げ、只今よりおつとめ奉仕者一同心

を合わせ座りつとめ・ておどりを陽気に勇ん

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

々にみかぐらうたを唱和し日頃賜るご高恩に

御礼申し上げなおも変わらぬご守護にお縋り

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。

　本年もあと僅かとなりましたが、年末の行

事も滞りなくつとめさせて頂き、新しい年を

心明るく迎えさせて頂きたいと存じます。

　私どもよふぼくは世上にお見せ頂く数々の

厳しい出来事の中に、世界中の人々の心の立

て替えをお急き込み下さる親神様の御心を思

い、自らの心の入れ替えを進め、陽気世界の

実現に向けて心一つに勇んで歩ませて頂きた

いと存じます。

　今年一年に賜りましたご高恩を重ねてお礼

申し上げるとともに、来たる年も変わりなく

お連れ通り下さり、人々が互いに助け合い睦

み合う陽気ずくめの世の状へと一日も早くお

導き下さいますよう一同と共に慎んで御願い

申し上げます。
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楽人

伝道庁春季大祭　

1月17日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

英語通訳：井元ジャネス

12月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回会議は中止とさせて頂きます。

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 岩田メルビン　柿谷節生
賛　者	 宮内泰次　三国ウェスリー
指図方	 本田グレン
献饌長	 井上ガイ
	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 T.一瀬	 K.竹村
(男性)	 Y.中尾	 M.久尾	 W.三国
	 G.本田　	 T.井上	 S.社本
てをどり	 庁長夫人	 M.岩田	 S.柿谷
(女性)	 M.柿谷	 K.斉藤	 S.中尾
	 J.山	 T.中尾	 A.綾川
笛	 T.西村	 S.柿谷	 T.岩田
チャンポン	 R.山	 D.川崎	 S.中尾
拍子木	 M.社本	 G.明本	 E.高田
太鼓	 C.三国	 G.井上	 W.城
すりがね	 C.斉藤	 S.中尾	 T.井上
小鼓	 M.岩田	 M.稲福	 M.久尾
琴	 Ｅ.目黒	 L.蘇	 L.井上
三味線	 M.三国	 M.山下	 L.長田
胡弓	 T.松川	 L.本田　	 R.宮内
地方	 T.美馬	 O.中尾	 Y.宮内
	 G.明本	 C.斉藤	 M.稲福

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　
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12月月次祭祭典講話

キラウェア教会長　西村忠正

陽気ぐらし

　	只今、今年納めの月次祭を皆様方と共に陽
気に勤めさせて頂き誠に有難く御同慶に存ず
る次第で有ります。御指名を頂きましたので
暫くの間お付き合い下さいます様お願い申し
上げます。尚、お話の同時通訳をして下さる
方は、岩田メルビン先生であります。宜しく
お願いします。
　親神様は、

　月日にはにんげ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

との思召で人間をお造り下さいました。ですか
ら、お互いは楽しい事、明るい事、嬉しい事が
好きで、淋しい事やつらい事はみなきらいであ
ります。従って親神様の子供である私共にとり
まして、親の思いである陽気ぐらしの世界を建
設すると云う事が目的であり、又陽気づくめの
日々を通らせて頂ける様になる事が人生の本分
であると云う事であります。
　ところが今の人間は陽気ぐらしとはかけ離れ
た生活をして居るのであります。それは親神様
が人間をお造り下さる時に心遣いの自由を楽し
みの理としてお与え下さいましたので、人間は
自分本位の心遣いの方が、何かにつけて都合が
良いので我身思案の心、自分を中心とした勝手
気ままな心を使う様になり、陽気ぐらしを望ま
れる親神様の思召に添わない心を使い、心を曇

らせて来たのであります。元々陽気ぐらしでな
ければならないこの世の中で陽気ぐらしが出来
ないと云うのは、お互い人間の心の種々な使い
方によって、即ち心得違いによって曇らせて来
た結果であります。そこで人間が陽気ぐらしの
出来る人間に生まれ変らねばなりません。或る
先生は「陽気ぐらしが出来る人間に条件は二つ
ある。その一つは神様の御守護・御恩が分かる
人間になること。もう一つは人をたすける心に
なる事」と云われて居ります。御恩が分かる人
間になるには、かしもの・かりものは教えの台
だと云われる様に、身の内の御守護から火水風
の御守護、親神様の大恩を知る事、この世界は
親神様の御守護なくしては何一つとして成り立
たないのであります。
　その御恩が分かれば、当然感謝の気持ちが沸
いて来ます。感謝の気持ちが有れば報恩の心が
湧いて来ます。教祖は命の無いところを助けて



8

頂いた方がお礼を申し上げると、 間にお育て下され、又、今も尚御守護下され
ているかと云う、親神様の御守護、お話であ
ります。おつとめと神様の御守護、御恩のわか
る人間になると云う事は「人をたすける心にな
る事であります」。陽気ぐらし世界は、人をた
すける精神がなければ成り立たないのでありま
す。「人をたすける」「人が喜ぶ」「誰かの役
に立つ」と云う事が陽気ぐらしへ向かう確かな
道筋であります。

　なさけないとのよにしやんしたとても
　人をたすける心ないので	 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二-90

　これからハ月日たのみや一れつわ
　心しいかりいれかゑてくれ	 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二-91
	
　この心どふゆう事であるならば
　せかいたすける一ちよばかりを	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二-92
	
　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

　陽気ぐらしは銘々の心一つの治め方、心一
つの持ちようの理によって、今のままの暮ら
し、今のままの環境に於いても味わわせて頂
けるのであります。
　只今私共夫婦は、私がホノルルへ出て来る
と家内がヒロへ、私がヒロへ帰ると家内がホノ

「そうかえ、命のないところを救けてもろう

て結構やったな。自分が救かって結構やった

ら人さん救けさしてもらいや」

　　　　　（逸話篇155　自分が救かって）

と仰って居ます。又、

「救けてもらい嬉しいと思うなら、その喜

びで救けて欲しいと願う人を助けに行く事

が一番の恩返しやから、しっかりおたすけ

する様に」　

          （逸話篇72　救かる身やもの）

と仰せられたと逸話篇72にあります。このお
道を信仰すると云う事は、御恩報じの道を歩
むと云う事であります。その御恩報じは人だ
すけで有ります。教祖は陽気ぐらしへのたす
け一条の道としてつとめを教えて下さり、お
さづけをお渡し下さいました。

　ようこそつとめについてきた
　これがたすけのもとだてや　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　六下り目　四ツ

と、たすけの本立て、たすけの方法、即ちおつ
とめをつとめる事は親神様を立てると云う事、
本が立てば末が立つ。末である人間が立って行
く御守護が頂けるのであります。そしてかぐら
づとめはよろづたすけのつとめ、即ちどんな御
守護も頂けると聞かせて頂いて居ります。何故
おつとめによってどんな身上も事情も御守護頂
けるかと云う事について教祖はおつとめの理が
わかる様にと元初まりのお話をお聞かせ下さ
り、どんな思いで人間を創り下さり今日の人



ルルへ来るというすれ違いの独身生活をして居
ります。それは決して夫婦仲が悪いからではあ
りません。実は娘の子供、孫のベビーシッター
をする為であります。私は料理が出来ませんの
で、家内が留守中の分としておかずを作ってア
イスボックスやフリーザーに入れてくれて居り
ますので、マイクロオーブンで温めて食事をし
て居ります。幸いに長女が近くに住んで居りま
すので、朝晩のおつとめに帰って来ますので其
の時、朝晩の食事の面倒を見てくれて居ります
ので、家内が留守をして居ても何とか食べて居
ります。最近は不自由をしたお蔭でご飯を炊く
事が出来る様になりました。例えば私共夫婦が
仮に50年一緒に暮らす事が出来るとしたら、
神様の御用（例えば修養科の一期講師）或るい
は人の為などで家庭を留守にした場合、留守を
した期間だけプラスして頂けるのだと自分に云
い聞かせて、すれ違いの独身生活を送って居り
ます。人間と云うものは不自由をしてみて初め
て有難さがわかるものです。
　神様の御守護はあらゆる面でバランスを取っ
て下さって居ると思います。例えば私共の体温
（平熱）は36度5分とされて居りますが、風邪
でこのバランスが崩れるとつらい思いをしなけ
ればなりませんが、必ず「調整」をしてバラン
スを取って下さいます。心の面では自己中心の
考え方で通って、他人の事等かまっておれるか
と云う考え方で居りますと、自分の方へ重量が
かかり過ぎバランスが崩れるので神様が「調
整」してバランスを取って下さいます。その
結果自分中心の重量が重すぎるので、その分だ
け差し引いて「調整」して下さいます。その結
果自分の身体の回りに困った事や、不都合な事
が起こって来ます。それは神様が苦しめ様とか
困らせ様と云うのではなく、心遣いの不十分な
点について調整して、陽気ぐらしをしてくれる

様と望んで居られるからであります。この世界
は互いに助け合う事によって陽気ぐらしが出来
るのであります。

　わかるよふむねのうちよりしやんせよ
　人たすけたらわがみたすかる		 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三-47

反対に我が身を忘れて人様のたすかりの為に
尽くして行けば、自分の方が軽くなってバラ
ンスが崩れますので、自分の方へ足して下さ
りバランスを取って下さいます。そうすると
自分の身体や身の回りに嬉しい事や有難い事
が起こって来ます。
　「蒔いたる種はみな生える」と教えて頂い
て居ります種は正直であります。野菜の種を
蒔けば野菜が出来ます。花の種を蒔けば花が
咲きます。人参の種を蒔いて大根が出来ると
云う事はありません。私達が教えて頂いている
種と云うのは、私達の心の使い方と行いであり
ます。私達は過去から未来への長い道のりの中
で今を生きて居ります。過去が有ったから今が
有り、今が有るから未来があるのであります。
未来への種となる心の使い方は大変重要であり
ます。心というものは自分の思う様に自由に使
う事が出来ます。良い使い方をすれば良い未来
が、そうでない使い方をすればそうでない未来
がやって来ます。
　私達の身体は親神様からのかりものでありま
す。親神様が陽気ぐらしが出来る様にとお造り
下さったものであります。親神様の思いであり
人間の生きる目的である陽気ぐらしをする為に
は、今生かされている事、この身体を使わせて
頂ける事に感謝し、報恩の心を持って大切に使
わせて頂かねばなりません。そして私達の身体
には陽気ぐらしをする為の道具が備わっていま
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す。目、鼻、口、両手、両足、男女一の道具と
9つの道具があり、自由に使わせて頂いて居り
ます。この道具の使い方が大切であります。使
い方を間違えると周りの人に悲しみや恨み等の
心をもたらす事になりますので、間違った使い
方をしないで、陽気ぐらしが出来る様に使わせ
て頂かねばなりません。
　ところで、先日11月20日のハワイ報知に次
の様な記事がありました。「いい夫婦の日」
を進める会（桂文珍名誉会長）が10月初旬に
インターネットで16才から69才の既婚男女を
対象に調査したところ、400人から回答を得
た。円満度では30パーセントが「とても円満
54.4パーセントが「まあ円満」と答え、次に「
生まれ変わっても今のパートナーを選ぶか」と
の問いには45パーセントが「考える」、40パ
ーセントが「今の人を選ぶ」、15パーセント

が「別の人」と回答。世代別では50代は「今
の人」と答えた男性は54パーセント、なんと
女性は28パーセントと云う結果が出た。
皆さんは如何ですか。相手からはっきりと別の
人と云われるか、或いは二度と一緒になりたく
ないと云われるか、はっきりと云うと可愛そう
だから考えてみると云われるか、或いは本心か
ら今の人と云われるか、一度考えてみる事も必
要ではないでしょうか。「人間は夫婦から創め
られた」と教えられています。夫婦の治まりが
何よりも大切であります。
　尚、皆様には年末で何かと忙しい事とは存
じますが、風邪等引かれませぬ様お過ごし下さ
り、より良き新しい年をお迎え下さいます様お
祈りしてお話を終えさせて頂きます。
御静聴有難う御座居ました。

月例にをいがけデーのお知らせ

　新しい年、立教173年を迎えました。
伝道庁では引き続き月例にをいがけを実
施致します。
　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　伝道庁月次祭翌日
時間　午前9時伝道庁集合
　　　おつとめをしてから出発します。
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第37回ホノルルマラソン

　12月13日（日）第37回ホノルルマラソンが開催され、ハワイ教友の中からも5名が参加しま
した。以下に参加者の稲福ルイーズさんの感想を掲載させて頂きます。

			森　央	 	 4時間19分19秒

村田　明彦	 	 4時間25分11秒

高橋　ジョーダン	 4時間48分08秒

稲福　ルイーズ	 	 5時間18分45秒

ラム　キャスリン	 5時間40分57秒

管内参加者タイム一覧

完走後の記念撮影（筆者右）

　雨雲のない空の下、23,000人を超えるラン
ナーが2009年ホノルルマラソンに参加しまし
た。私個人的には、5回目の、そして最後の参
加でしたので、5時間以内で走りきりたいと思
っていました。腰にポシェットを締め、足にキ
ネシオテープを貼り、走りきってやるという気
持ちで漲っていました。毎年8月から一生懸命
トレーニングを重ね、マラソンへの準備を行
い、新しい靴下、シューズ、そしてランニン
グウェアーを買い揃え、決意を固めます。しか
し残念なことに、21マイルを通過した所で、
右腸脛靱帯が炎症を起こしてしまい、残りを
歩かざるをえなくなってしまいました。結果
は、5時間18分45秒で自己最高記録でした。
なので決してみじめな気分だったわけではあ
りません。私の姉、ケイシー・ラムとその夫、

そして従兄弟もマラソンに参加しました。みん
な別々にゴールしましたが、天候にめぐまれた
こともあって、みんな自己ベストを更新しまし
た。本当に素晴らしいお天気で、大きな怪我を
することもなく終えることができ、親神様の御
守護を感じることができました。来年は沿道か
ら、ランナー達を応援したいと考えています。

伝道庁からもスタッフ3名が参加しました

アイランドニュースアイランドニュース
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伝道庁年末大掃除

　12月26日（土）、遙拝式後伝道庁にて年末
大掃除が実施された。当日は48名の管内教信
者が参加し、神殿をはじめ教職舎、駐車場、裏
庭など、庁内の清掃にあたりました。
　また、28日（月）夕づとめ後には、お社内
の清掃が行われました。

HUGSクリスマスパーティー

　12月19日（土）夕方より、天理文化セン
ターにて、HUGSのクリスマスパーティーが
開催され、300名以上の関係者が集まりまし
た。HUGSとは、難病を患う子供を抱える家族
達を支援するボランティア団体で、伝道庁から
天理文化センターを、クリスマスパーティーの
会場として提供しています。

梯子とやぐらを使用し、普段手の届かないところまで掃除を行った。

　当日は、ハワイ管内の青年会、女子青年のメ
ンバー達も会場に集い、パーティーの運営をサ
ポートしました。
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おやさと練成会中期・カウンセラー所感

　	おやさと練成会コース2はいつも、参加者の
伝道庁への見方や、そのつながりをふかめる良
い機会となっています。例年ロサンゼルス・ハ
ワイの両地域で開催されています。しかしなが
ら今年は、ハワイ管内の参加者が一名の為、彼
とカウンセラーの私が、カリフォルニア州のア
メリカ伝道庁まで行かせて頂きました。25年
間のおやさと練成会の歴史の中で、初めての
ことではないでしょうか。
　あまりよくご存じでない方もおられるかも
しれませんが、昨夏の練成会コース1はH1N1
型インフルエンザの多大な影響を受けました。
私たちのコースは、他コースから隔離され、予
定されていた野外行事に参加できないという、
大変厳しい状況下にありました。感染し症状の
現れている受講生は、数日間隔離され、孤立以
上のものを感じました。このような状況にもよ

受講生・講師揃っての修了記念

らず、受講生はスタッフ、カウンセラーを手助
けする気持ちを忘れることなく、参加者同士で
の手紙のやりとりを通して励まし合いました。
このコース1での逆境を通して、受講生はより
親密になり、コース2はさらにそれを強固なも
のへと成す機会となりました。
　諸行事を通して、受講生は「一手一つ」を学
び、またグループでの会話から様々な話題に触
れました。おさづけの理拝戴の大切さ、アメリ
カ合衆国社会における天理教の信仰、そしてア
メリカ合衆国での天理教の歴史について講義を
受けました。仲間と共に学び、さらに友情を深
め、受講生達はコース3で経験するであろう、
今までとは異なる苦難への準備を整えました。
夜通しの境内掛や、異国でのにをいがけを通
して、受講生達は2010年コースに挑む準備万
端です。　　　　カウンセラー・稲福ルイーズ



プリンセス・カイウラニホテル餅つき

　1月21日（木）午前10時半から、プリンセス・カイウラニホテルで餅つきを行います。昼食
は、ホテルから提供されます。多くの方のご参加をお願い致します。

おてふり勉強会のお知らせ

　2月20日（土）午前9時から11時半まで、海外部長・宮森与一郎先生を講師にお迎えし、伝道
庁おつとめ奉仕者を対象に、おてふり勉強会を開講します。万障繰り合わせの上、ご参加頂きま
すようお願い致します。

伝道庁　新看板設置

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　オアフ島の幹線道路であるパリハイウェイに面して設置されている伝道庁の看板は、1971、2
年に作られました。当時は、内側からの照明によって文字が浮かび上がるようにプラスチック製
の板でしたが、照明は禁じられ、風雨にさらされて文字が掠れ、また内側から延びてきた木の枝
によって亀裂が入ってきたため、取り替えることになりました。これまで表示は「TENRIKYO		
HAWAII	 	DENDOCHO」でしたが、天理教会であることを明示するため「TENRIKYO	MISSION	
HEADQUARTERS	OF	HAWAII」と改め、昨年末２７日に設置されました。新しい看板は、スチ
ール製の白板に紫の文字が書かれ、夜は車のライトに照らされてくっきりと浮かび上がってい
ます。なお、両名称とも州政府に届け出された正式名称です。

交換される前の旧看板
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　立教173年の新春を迎え、婦人会創立百周
年の記念総会は目前に迫りましたが、今月の
28日は天理教婦人会が創立されて正に100
年目の記念の日に当たります。この日を心
を込めて迎え、新たな門出の日とさせて頂
きましょう。

■ヌアヌハレ慰問
　1月9日（土）	 	 9：30-10：30
■例会（新年会）
　1月11日（月）	 　　　10：00-
　会費　　一人10＄(お楽しみ行事・昼食)
　◎2月例会はお休みです。
■女鳴物練習
　1月12日（火）	 	 9：00-
　2月16日（火）	 	 9：00-
■婦人会創立百周年　記念の日
　1月28日（木）	 　　　9：30-
　於：伝道庁　　　　十二下り・練り合い
☆行事に参加されない方も、この日を有意　
　義に、大切な一日としてお過ごし下さい。

＊一月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

女子青年だより

新年あけましておめでとうございます。
　女子青年は4月におぢばがえりを予定してい
ます。興味があるけれど、まだ連絡をしてい
ないというあなた、ぜひ私稲福ルイーズか、
蘇リン先生までご連絡下さい。皆揃っておぢ
ばに帰らせて頂きましょう。

★ 婦 人 会 創 立 百 周 年

第 9 2 回 総 会

・式典	 	 　　		4月19日(月)午前10時

　　　　　　　　　　　　本部中庭

・記念行事・講演会　　　午後1時

・女子青年のつどい　4月18日(日)午後3時

	 	 	 天理大学杣之内第一体育館

	 	 	 　　天理高校総合体育館

・よろこび広場　　　4月18日(日)

　　　　　　　　　夕づとめ後～午後9時

　　　　　　東西泉水プール前広場真南通り

・別席月間	 　　	3月20日～		5月10日

	 　　　　　　　　10月20日～11月30日

・記念展示会　　　			3月20日～	5月10日

■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。



■月例ミーティング
　次回ミーティングは、1月13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
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少年会だより

■リーダースキャンプと新年会のお知らせ
　1月30・31日（土・日）、12歳以上の
少年会員を対象に、毎年恒例のリーダー
ズ・キャンプを開催	します。30日午前9時
半から、翌日午後1時半のバーベキュー後
までです。
　30日の公園清掃とＢＢＱは、どなたで
もご参加頂けます。午前9時に伝道庁か、
九時半の清掃開始時にモイリイリ・スタ
ジアムパークに御集合下さい。所属の教
会・布教所に参加人数を事前にお知らせ
下さい。各教会・布教所で参加の連絡が
ありましたら、お手数ですが中尾オーウ
ェン（TEL:734-1449,	 E-mail:onakao@
tenrikyopearl.org）までご連絡頂きますよ
う、お願い申し上げます。

■春期キャンプのお知らせ
　通常は三月に開催されていた春期キャン
プですが、今年はメモリアルデーの週末に
当たる、5月29日から31日（土～月）に
開催します。伝道庁行事との予定が重な
る為に変更となりました。よろしくお願
い致します。

■ひのきしんのお知らせ
　1月23日（土）、午前9時から午後2時
まで、ホオロカヒ布教所（井元ジェリー所
長）でひのきしんを行います。

■新年会のお知らせ
　1月23日（土）午後7時より、パールシ
ティーの菊池カイルさん宅で新年会を実
施します。ぜひご参加下さい。



材料
シェル（貝型）パスタ　　　１/2カップ
モッツァレラチーズ
（刻んだもの）　　　　　　１/2カップ
リコッタチーズ　　　　　　１/2カップ
パルメザンチーズ　　　　　１/2カップ
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　いつもチキンを使った良いレシピを探しているのですが、
今回はフードチャンネルで見つけた、レイチェル・レイさん
のものを掲載させてもらいます。私は彼女の30分クッキング
が大好きです。簡単で完璧、調理に時間を割くことのできな
い人にぴったりで、なおかつ彩りも素敵です。どうぞお楽し
み下さい。

食いしん坊レシピ

詰め物チキン焼き

粗挽き塩パセリ入　１/2カップ
パン粉　　　　　　	2/3カップ
約300ｇの鶏胸肉　		4枚
マリナラソース　					3カップ

作り方
1．予めオーブンを約180度に温めて、耐熱板にパーチメントペーパーを敷いておきます。　
　沸騰したお湯に塩を加えて、パスタを4分茹でます。茹で上がったら水気を切って、冷水で
　ゆすぎます。パスタをボールに移し、モッツァレラ、リコッタ、パルメザン、粗塩、パセ
　リを加えて混ぜます。
	
２．浅いボールに卵をいくつか割ります。パン粉も浅い他のボールに入れておきます。

３．パスタとチーズを混ぜたものを、各鶏肉の皮の下に詰めていきます。詰め物をした鶏肉
　を卵につけて、その後パン粉をまぶし、皮側を仰向けにして用意しておいた耐熱板に並べま
　す。50分焼いて、鶏肉の温度が簡易温度計で約75度になっていれば出来上がりです。

４．ソース用鍋でマリナラソースを温めます。お皿にソースを先に盛りつけ、そこに鶏肉を
　乗せましょう。パセリをひ１匙かけて完成です。



12月行事報告1月行事予定
	 1日（金）・元旦祭
	 3日（日）・まこと/オリジンズ会議
	 4日（月）	・KＯＨＮ餅つき＠JCCH
	 	 ・婦人会委員会
	 5日（火）・月例コミュニティーひのきしん
	 6日（水）・三会会議
	 8日（金）・文化センター一月大祭
	 9日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
10日（日）	・日本文化センター餅つき
11日（月）・婦人会初例会・新年会
12日（火）	・婦人会鳴物練習
	 ・布教育成委員会
13日（水）	・青年会会議
14日（木）	・少年会会議
16日（土）	・主事会
17日（日）	・伝道庁1月大祭
	 ・アロハバンド練習
18日（月）	・にをいがけデー
	 ・庁長夫妻帰本
26日（火）	・遥拝式
	 ・おてふり・鳴物練習
30日（土）・少年会リーダーズキャンプ
31日（日）・少年会新年会

18

	 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
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
22日（火）	・布教育成委員会
26日（金）・遙拝式
	 ・年末大掃除
27日（土）・伝道庁正面新看板設置
28日（日）・婦人会お節料理作りひのきしん	
	 ・クアキニ病院寄付用餅つき
	 ・お社清掃
30日（火）・伝道庁餅つき



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

31日は午前9時半よりモイイリイにあるスタジアムパークにて新年会を開催致します。

少年会　リーダースキャンプ＆新年会

日　　程：1月30日（土）～31日（日）

場　　所：ハワイ伝道庁

集合時間：午前10時

対象年齢：10～18才


