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おぢばからのメッセージ

立教173年1月26日

　 親里は連日誠に厳しい寒さが続いておりますが、本日は冬晴れの好天の御守護を頂

き、おぢばを慕ってお帰り下された大勢の教友の方々と共に、教祖のご苦労を偲ばせて

頂きながら、立教173年の春季大祭を真柱様を芯に一手一つに陽気に勇んでつとめさせて

頂きました。真柱様は祭文の中で、私共はじめ教会長・よふぼく一同は、今日の日に改

めて深き親心からお急き込み下さいましたつとめと、広くお渡し下されるさづけの理に

思いを致し、様々な問題に悩み苦しむ人々に躊躇することなく親の思召を伝え、たすか

る道へと導くために誠の限りを尽くし切る覚悟をお述べになり、また、世界たすけの道

が更に伸び開けて、一日も早く世界一れつが親の御名を唱え、天の理に沿った陽気ぐら

しに勇む世の様に立て代わりますようにと祈願されました。

　祭典に引き続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。真柱様はまず、教祖が現身を

隠された日を振り返られながら、春季大祭の意義は、何の不安も無くお教えいただいた

通りにおつとめをつとめることができる幸せを喜ぶだけでなく、元一日に思いを致し、

そこに込められた親の思いを噛み締め、胸に刻んで、心新たに思召にお応えする歩みを

進めることである、と述べられました。

　続いておつとめの大切さ、この道を歩む者としての神一条の精神、また一手一つのあ

り方等についてお話し下さいました。その中で、神一条の精神とは親神様の思召に沿い

きる精神であり、三原典を始め、教祖伝、逸話篇、教典等を紐解き、教えを身近にした

生活を送ることにより思召に添える生き方ができようになるとお諭し下さいました。

　最後に、昨年の春季大祭において「家族ぐるみで教会へ参拝しましょう。」という

提唱に言及されたことに触れられ、信仰家庭における家族団欒ということについて改

めてお話し下さいました。詳しい内容につきましては天理時報、みちのともをご熟読

下さい。

　尚、本日の春季大祭には海外より韓国の約160名をはじめ、台湾、アメリカ、ハワイ、

ブラジルなどから総勢230名を超える方々がお帰り下さり、祭文奏上並びに神殿講話の

同時通訳は英語、中国語（北京語）、韓国語、ポルトガル語の４言語で行われました。

　最後になりましたが、ネパール連絡所では隣接地のビル建築工事の影響による建物の

破損が著しく、去る12月に移転を致しました。つきましてはその移転奉告の月次祭を1

月30日につとめさせて頂くこととなっております。以上、併せてご報告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、陽気ぐらしを楽しみに、この

世と人間をお創り下されてより、永の年月、

並々ならぬご丹精を頂いてお育て下さり、旬

刻限の到来と共に、教祖をやしろに、この世

の表にお現れ下されて、よろづいさいの元の

真実を明かし、つとめを教え、自由の守護を

見せて、一列を陽気ぐらしへとお導き下さい

ます御慈愛の程は、まことに有り難く勿体な

い極みでございます。私どもは、日々御高恩

に御礼申し上げ、ご恩報じを念じて、勇んで

神一条の道に励ませて頂いております中に、

本日は当伝道庁の春の大祭を執り行う日柄を

迎えさせて頂きました。今月26日は、教祖が

世界中の人間を一日も早くたすけ上げたいと

のお心より115才の定命を25年縮め、存命の

お働きをもって世界だすけに踏み出された元

一日でございますので、その理を受け、ただ

今よりお勤め奉仕者一同心を揃え、鳴物の調

べも高らかに座りつとめ、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、陽気世界の実現に向

かって、一層の成人をお誓い申し上げる状を

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。

　私どもよふぼく一同は、次ぎなる目標に向

かってつとめとにをいがけに励み、心の闇路

を彷徨っている人々に真の親の思いを伝え、

大いなる親の守護に触れてこの世の真実に目

覚め、ともに世界中の人々の幸せを願う成人

への道を歩ませて頂きたいと存じます。

　親神様には私どものこの真心をお受け取り

下さり、変わらぬ親心をもって世界だすけの

ご用にお使い下さり、人々が互いにたすけあ

い睦み合って陽気ずくめに暮らすことのでき

る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お願

い申し上げます。

目　次

おぢばからのメッセージ		 	 	 				 		1

1月大祭祭文	 	 	 	 				 				 		2

祭典役割、講話		 	 	 				 				 		3～8

アイランドニュース			 	 	 					 		 		9～12

伝道庁連絡	 	 	 	 					 	 13～14

各会だより	 	 	 　　　	 					 	 15～16

食いしん坊レシピ・1月予定	/	12月行事報告	 	 17～18		

1月大祭祭文



楽人

伝道庁2月月次祭　

2月21日（日）午前9時

祭典講話：

海外部・宮森与一郎部長

英語通訳：宮内ルミ

龍　笛	 	 	 M.ヒル

篳　篥	 	 	 M.社本	　	

鳳　笙	 	 	 A.社本　　L.岡村		　

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	 高田エリック　城ウェイン　	 	
指図方	 中尾善宣	
献饌長	 美馬孝俊	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 T．一瀬	 Ｅ．高田
(男性)	 Ｙ.中尾	 Ｏ.中尾	 Ｔ．井尾
	 Ｇ.本田	 Ｋ．川崎	 Ｗ．城
てをどり	 庁長夫人	 Ｊ．山	 Ｋ．金川
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｌ．浅尾
	 Ｃ．明本	 Ｌ．本田	 Ｍ．ユック
笛	 Ｎ．浜田	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三国
チャンポン	 Ｍ．社本	 Ｄ．川崎	 Ｋ．川崎
拍子木	 Ｒ．山	 Ｇ．井上	 Ｃ．齋藤
太鼓	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｓ．社本
すりがね	 Ｃ．三国	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井上
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｙ．宮内	 Ｋ．竹村
琴	 Ｅ．目黒	 Ｅ．宮内	 Ｒ．井上
三味線	 Ｔ．松川	 Ｍ．岩田	 Ｓ．柿谷
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｓ．浜田	 Ｔ．中尾
地方	 Ｔ．一瀬	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内
	 Ｃ．齋藤	 Ｇ．明本	 Ｓ．中尾

1月大祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　2月21日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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1月大祭祭典講話

ハワイ伝道庁長　浜田道仁

お や さ ま

　ただ今、１月の大祭をご参拝のみなさまとと
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。また日々はそれぞれのお立
場におかれまして、世界だすけのご用の上にお
励みくださいましてご苦労様に存じます。本日
は「おやさま」についてお話をさせて頂きたい
と思います。しばらくの間、お聞き取り下さい
ますようお願いいたします。
　教祖は、親神様が人間世界をお造りになった
とき、女雛形におなり下されたいんねんの方で
あります。そのいんねんにより、天保9年10月
26日親神様から月日のやしろとして貰い受けら
れ、たすけ一条の道を通られたのであります。
　　
　いまなるの月日のをもう事なるわ
　くちはにんけん心月日や　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　	 　十二ｰ67

と、おふでさきに記されているように、教祖の
口を通して出される言葉は、人間の言葉であっ
ても、それは親神様のお心から直接出される言
葉です。教祖は、人間の姿をもってこの世に現
れた親神様であります。
　しかし教祖のお言葉や行いは、世間の常識か
らはかけ離れたものであり、常にそばで接し声
を聞く人々は日頃の心安さになれて、話を聞こ
うとしないばかりか、狐や狸に取り憑かれてい
ると嘲笑い、気が違っていると罵りました。そ
のため教祖の言葉が神の言葉であるとは誰も信

じる事ができませんでした。
　そのような疑い深い人々の心を啓くために、
をびやゆるしを初めとして、数々の不思議な
ご守護を示して、姿形は人間であっても、神
がしていることであると何度も繰り返して教
え導かれました。世間の人々がいかに教祖の
ことを見ようとも、教祖は一貫して難儀する
子供達をたすけたいとのお心でありました。
　この世界を造られた親神様にとって、人間
はみな可愛い子供であります。陽気ぐらしを
させてやりたいとの思いで、人間をお造り下
されたのです。

　「この度世界一れつをたすけるために天降

　った」

と、仰せられるように、身上に悩み、事情に苦
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しむ子どもたちをなんとか助けてやりたい、陽
気ぐらしを味わわせてやりたいと、教祖を通し
て始められたのがたすけ一条の道であります。
医療がまだ進歩していない当時は、病気になる
と、加持祈祷に大勢の民衆が頼っていました。
　しかし、

　たすけでもをかみきとふでいくてなし
　うかがいたてゝいくでなけれど　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　三-45

と、これまでは拝み信心や祈祷によって病気を
治すとか、伺いを立てて教えられた通りにすれ
ば病気が治るという方法であったが、これから
はそのような俗っぽい方法によるのではなく、
本当にたすかるという道を教えられたのであり
ます。教祖がつけられたたすけ一条の道は、こ
の世の元を教えてたすけるということです。

　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おいてわ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　　　九-29

と、これまでの救済方法とは違って本当のた
すけをするためには、この世の元は何である
かということを知らせておかなければならな
い。そのために、

　このもとをどふぞせかいへをしへたさ
　そこで月日があらわれてゞた　　　　　　　　
　　　　　　　　	 　　　　　	 　　十三-31

と、この世の元始まりの真実を教えたいのであ
る。そのために親神がこの世に現れたというこ
とをしっかり承知してもらいたいとの思召であ
ります。元を教えるとは、この世界が始まった

真実とは何かということであります。それはこ
の世界を造ったのは誰か。いつ、どこで、どの
ようにして、何のために造ったのか。そしてそ
の目的に至る方法はなにかということです。
　なぜこの世の元の真実を知らなければなら
ないのでしょうか。元を知ると言うことは、
目的地に至る筋道が分かるということです。
　私たち人間は誰しも幸せを求め、苦しみを厭
います。誰も苦しみを味わいたくありません。
しかし身上や事情に苦しみ悩まなければならな
いのはどうしてなのか。なぜ病気になるのか、
どうすれば苦しみ悩まなくてよくなるのか。そ
のためには、人間とは何なのか、何のために生
きているのかと言うことがわからなければなり
ません。その大切な一つが、

　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

と言われるように、そもそも体というものは、
自分の物のように思っているが、実は親神から
のかりものであって自分のものではない。その
ことが分からなければ、いかに立派なことをい
っても、何も分かっていないのと同じである、
といわれます。
　恐らく大勢の人が自分の体は自分のものと
思って使っているでしょう。しかし自分の力
で動かしていることはなにもありません。夜
寝ている間も、呼吸しています。食べた物は
知らぬ間に消化されています。子供がお腹に
宿ったときでさえ、何時宿ったのか分かりま
せん。具合が悪いと病院に行ったら、大変重
い病気に罹っている、何故もっと早く来なか
ったのかといわれるように、自分の体であれ
ばもう少し様子がわかっても良さそうなもの
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ですが、殆ど分からないのが現実です。元気に
長生きしたいと思っても、命をコントロールす
る事は誰もできません。体は自分のものではな
いという証拠でしょう。自由になりそうでなか
なか思い通りに動かない体、実は親神様からの
かりものであるということをしっかり承知する
ことが大切です。　
　一方、かりものだったら自由にならず使いに
くいと思う人もいるかも知れません。しかし、
もし自分のものであったら、寝ている間に心臓
や肺は止まってしまわないかと寝ずに動かし続
けなければなりません。体の隅々まで気を使い
管理しなければなりません。これでは寝ている
時間もなく睡眠不足で倒れてしまいます。しか
し、そんなこと何も気にしなくてよいから大切
に楽しんで使いなさいと、親神様が責任をもっ
て維持、管理してくださっているのです。かり
ものだから使いやすいのです。なんと気楽で安
心な、有り難いことでしょうか。

　人のものかりたるならばりかいるで
　はやくへんさいれゑをゆうなり　　　　　　　　
　　　　　	 　　　　　　　　　　　　三-28

というお言葉があります。私たちの社会では、
他人から物を借りたならば、利子をつけて礼を
言って、早く返すのが常識というものです。し
かし、それが分かっていながらなかなか実行で
きず、いろいろなトラブルが起きている現状を
ご覧になって、このようなことを仰せられるの
でしょう。また、

　たん／＼となに事にてもこのよふわ
　神のからだやしやんしてみよ　　　　　　　　　
　　　　　	 　　　　　　　　　三-40・135

というお言葉もあります。全宇宙は親神様の体
であります。人間の体はその一部であるだけで
なく、人間が生活するに必要な物はすべて親神
様からの恵みとして与えてくださっているので
す。その恵みに対しても感謝し大切に使わなけ
ればなりません。
　体を自由に使わせて頂き、大きな恵みを頂き
ながら、そのご恩を知らずにいては、

　たん／＼とをんかかさなりそのゆへハ
　きゆばとみへるみちがあるから　　　　　　　
　　　　　　　　　　　	 　　　　　　　八-54

と、牛馬のような姿になることもあると注意
を促され、そのようになっては気の毒である
から、恩に報いる心を使うようにいわれます。
　牛馬とみえるとは、動物そのものの牛や馬に
生まれ変わることであるのか、畜生道といわれ
る、生前に悪業をなした者が行くといわれる世
界があり、そこで苦しむ様な姿になるといわれ
るのか定かではありません。
　このお話をなされるには、当時、一つの例が
あったと言い伝えられています。それは、教祖
の住居近くに、たいへん邪険な性質の婦人が住
んでいて、教祖からいろいろと恩を受けながら
も、いっこうに感謝せず、お屋敷の前を通って
も立ち寄ることさえしなかった。教祖に対して
だけでなく、村の人たちに対してもむごい心遣
いが多かったと言われています。教祖はこの婦
人について、

　「報恩の道を知らぬ者は、牛馬におちる」

　「牛見たようなものになる」

　　　　　　　　　（おふでさき「注釈」）

と言われました。果たしてその婦人はその後
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歩行ができぬ病気となり、20余年間、家族の
大変な厄介になってこの世を終わった、とい
うことです。
　親神様がお望みになる陽気ぐらしはこの地
上に実現されるものです。そのためには体を
持っていることと心があることが大切な条件
となります。心と体を使って陽気ぐらしをす
るのです。体はかりものであることは先程触れ
ましたが、一方心は一人ひとり我がものとして
与えられています。それは銘々が責任を持って
使えと言われるのです。自分のものであれば、
好きなように使えて大変便利なものです。心は
全くの自由ですから、どのようなことも考え、
思うことができます。しかし、何故自由な心を
与えてくださっているのか、よくよく思案しな
ければなりません。
　陽気ぐらしとは、言葉を換えて言えば、仲良
くするということです。世界中の人間は同じ親
から生まれた兄弟姉妹です。兄弟姉妹として仲
良くする心を使うということです。しかし自由
な心からは色々な心遣いが湧いてきます。元々
人間には生きていくために必要な欲が備わって
います。それを上手に使いながら生きていけば
よいのですが、度が過ぎて仕舞うこともありま
す。それはほこりと言われる欲となって、色々
な姿で現れてきます。取り合いが始まり、競争
になり、喧嘩が始まります。そこで、

　せかいぢうどこのものとハゆハんでな
　心のほこりみにさハりつく　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五-9

と、信仰をしている者であろうが、なかろう
が、ほこりの心を使うと身上に現れる事になる
ので、印が見えたら心の使い方の誤りを反省す
るように促されます。反省ができれば小さな出

来事として済みますが、反省がないままに、欲
の心を積み重ねていけば、
　
　なにもかもごふよくつくしそのゆへハ

　神のりいふくみえてくるぞや　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　二-43

と、厳しいご注意を受けることになります。
　現在の世界の経済状況の悪化の原因は、金融
関係者の儲けるだけ儲けようという強欲が元だ
という専門家がいます。そのためにどれほど多
くの人が苦況に立たされているでしょうか。
しかし、誰の心にも欲があり、決して金融界
を動かしている人ばかりの責任とは思われま
せん。　
　　　　　　
　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　　　　　　　　
　　　　　	 　　　　　　　　　　　六-121

　世界中の人間が、この世の一切は親神様が創
造し、守護しているという真実を知ったなら
ば、だれも強気、強欲を出して自分勝手に生
きようとするものはいなくなると言われます。
　そもそもなぜほこりが蔓延するのでしょう
か。それは善悪や、価値観、物事の判断基準が
異なるからだと思います。世界には多くの人が
います。それらの人々を導く数多くの宗教や思
想があります。それらは人間創造の目的や、秩
序、善悪、目的に至る方法などいろんな点で異
なり、それらがぶつかり合うと大混乱を起こす
ことになります。
　もしこのハワイでアメリカの交通ルールも
あれば日本のルールもある。さらにヨーロッ
パやアジアの国のルールも混在しているとい
うことになると、右側を走る車があれば、左
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側を走る車もあると言うことになって大混乱に
なるのは容易に想像できます。
　自分たちのグループの中だけであれば問題は
ありませんが、他のグループと接するとき、直
ぐにルールの違いが問題となってきます。相
互の話し合いによって、共通のルールを作れば
よいのですが、ともすれば力の強い方が、自分
たちのルールを相手に押しつけようとします。
そこには当然摩擦が起き、納得できなければ
争いになり、そしてその争いがさらに別の争い
を引き起こし連鎖反応のように繰り返されてい
きます。大は国家や民族、小は企業や家族、ま
た一人ひとりがそれを繰り返してきているので
はないでしょうか。しかも自分は正しいと思っ
ている者同志の衝突は、大変厄介で難しい問題
です。
　多くの人間がいろいろな事情や病気で悩み苦
しむ姿を哀れに思われ、なんとかたすけてやり
たいと、親神様はこの世に現れて来られまし
た。そして今まで明らかにされなかったこの世
の真実を教えて下さいました。この真実を知れ
ば、争いの根は切れ、病の根を切ることがで
きると、助けの道を付けてくださったのです。
　この世に存在するのは天の理という１つのル
ールだけです。この世界は親神様が造られたと
いうこと。親神様は人間の実の親であるという
こと。人間は陽気ぐらしという一つの目的に向
かっているということ。その目的に向かい親神
様が守護し、教祖が導いてくださっているとい

うこと。これが天の理というルールです。
　そのルールの内容は、世界中の人間を一日
も早くたすけあげたいという親心と、仲良く
暮らそうという人間の思いです。人間の誕生
から到達点である陽気ぐらしへと向かう道
は、天の理というルールに沿わなければ実現
はできません。天の理こそが世界の人々に共
通する、真の平和世界を実現する唯一のルー
ルであるということ、これを教えるために教
祖は５０年という長い年限をかけて私たちに
教えて下されたのです。
　陽気ぐらしの世界はまだまだ実現されてい
ません。長い時間がかかるでしょう。しかし
教祖は、必ずその世界を実現すると、今も存
命のまま私たちをお守り下さりお導きくださ
っているのです。天の理に沿って生きてゆけ
ば、必ず本当の幸せ、真の平和社会へと到達
できるのです。天の理に沿う生き方とは、感
謝・慎み・たすけあいの心を以て、みんな仲
良く暮らすことであります。
　本年４月には、婦人会が創立１００周年を
迎えます。婦人の偉大な力によって、この道
が伸展してきたといえます。婦人のみなら
ず、一人でも多くおぢばに帰らせて頂き、親
神様・教祖にお喜び頂き、更なる活力を頂い
て陽気世界実現に向けて心明るく勇んで歩ま
せて頂きましょう。ご静聴くださり有り難う
ございました。



アイランドニュースアイランドニュース

おやさと練成会中期　受講生所感

　
　今回のアメリカ伝道庁でのセミナーに参加
して、私はようぼくになるためには幾つかの
ステップを踏まなければならないということ
が分かりました。その一つ目のステップはお
さづけについて学ぶことです。おさづけを取
り次ぐ時には、「あしきはらいたすけたまえ
天理王命」ととなえながら「おてふり」と呼ば
れる手ぶりをして、「なむたすけたまえ天理王
命」ととなえながら、患部を三回撫でます。こ
れを三度繰り返します。私はさらに、今現在世
界には17,000を超える教会があることを知り
ました。（アメリカには60箇所以上。）これ
は、先人の方々による、熱烈なおたすけによ
るということは言うまでもありません。人の
たすかりを願い、おつとめとおさづけによっ
て多くの不思議なご守護を受けてこられたの

です。もしあなたが病気で苦しんでいて、お
さづけの取り次ぎを願うのであれば、是非近
くの教会や伝道庁までご連絡下さい。お役に
立ちたいと思います。
　もう一つのステップはおつとめをつとめる事
です。教祖がまだ現身を隠される前、近畿地方
で大きな干ばつが起こりました。水田が干上が
り、稲穂やその茎が茶色に変色して枯れる寸前
にまでなりました。そして村人たちがお屋敷ま
でやってきて、雨乞いのおつとめをつとめるよ
うに教祖に願い出ました。それに対して教祖は
「雨降るも神、降らぬのも神、皆、神の自由で
ある。心次第、雨を授けるで。さあ掛かれ／＼
」と仰せになりました。その後すぐにおつとめ
人が雨乞いづとめを一手ひとつに心を揃えてつ
とめました。やがて東の空に一点の黒い雲が現
れ、それは徐々に空全体に広がっていきまし
た。しばらくすると雷を伴うどしゃ降りとな
り、それは村人たちの袖のたもとに雨水が溜ま
るほどの勢いであったそうです。これほどの激
しい雨の中を、真剣に雨乞いづとめをつとめた
おつとめ人たちの喜びは言葉に出来ないもので
あったでしょう。このように、誠の心でおつと
めをつとめることによって、この世界・人間を
お造り下された親神様に受け取って頂き、不思
議な御守護を授かるのです。
　これが今回のセミナーを通して私が学んだ
ことです。ロサンゼルスでの経験は素晴らし
いものになりました。これからの若い世代の
方々にも私と同じような体験をしてほしいと
思います。

ヤップ・ルイ（周東・カパア）
※筆者左側

9



-婦人会-　新年会

　立教173年の新年会は、26名の婦人会員が参
加して楽しく賑やかに開催されました。
　最初に庁長先生よりお話しを聞かせて頂き、
「日々我がもののように使わせて頂いている身
体に、心から感謝させて頂くこと」の大切さを
再確認させて頂きました。

音楽に合わせてイス取りゲームを楽しむ

二組に分かれての風船運びリレー

　その後、イスとりゲームや風船リレー、ビ
ンゴゲームなどを楽しみ、参加者は沢山の景
品を頂きました。
　ランチはお弁当とぜんざい、おすしなどを頂
き、最後におやさまご誕生祝歌などを皆で歌い
閉会となりました。

和気藹々と会話を楽しみながら食事
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於：日本文化センターオハナ祭(1/10)
餅つきを通して、地域の方々に「TENRIKYO」の名を知って頂く素晴らしい機会となった

伝道庁　正月餅つき

搗いたお餅はその場で来場者に振る舞われた

　1月10日、日本文化センター・オハナ祭りに
於いて餅つきを行いました。それに先立ち、
今年もオハナ祭りの宣伝として、1月4日に地
元TV局の早朝ニュース番組内で餅つきを行い
ました。
　当日は、日本文化とその伝統に触れようと大
勢の人が来場し、ステージ上から司会者が餅つ
きの案内をすると、餅つき会場の周りは、餅が
どのようにして作られるのかを一目見ようと大
勢の人が集まり、背中にTENRIKYOと書かれた
ピンク色のハッピを着た青年会員が、「よいし
ょ」のかけ声を共に餅をつく姿に、多くの見物
客が見入っていました。また見物客の中から
も、餅つきに参加して頂き、会場は終日賑や
かな雰囲気に包まれました。
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赤ちゃん誕生

　2009年12月19日に、竹田アーロンさん、ジ
ェニファーさん	(旧姓一瀬・ジョイアス布教所)
夫妻に赤ちゃんが誕生しました。
　名前は、竹田・サラ・まゆみちゃん、身長
49.5cm、体重2289gの元気な女の子です。お
めでとうございます。

　1月21日は、ワイキキにあるシェ
ラトン・プリンセス・カイウラニホ
テルに於いて餅つきを行いました。
　陽気なかけ声と共に餅をつく杵の
音がロビーに鳴り響き、大勢の観光
客が足を止めて、餅つきを見物しま
した。この場でも、見物客から数人
に餅つきに参加して頂きました。
　宿泊中の日本人観光者には、海外
で天理教の名前を聞き、驚いた様
子の人もいました。また外国人観光
客の中には、蒸籠や餅米を用いての
調理方法に関して質問をする人もお
り、興味深そうに説明を聞いていま
した。

ホテルロビーでの餅つきは、多くの観
光客の注目を集めた（写真上）

搗きたての餅は、あんこを包んで小餅
にして振る舞われた（写真下）
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
伝道庁おつとめ奉仕者任命
　	2010年1月17日付で、井本ジェリーさん（ホオロカヒ布教所長・本島）と、川崎陽子さ
ん（アロハ教会後継者夫人・周東）が、それぞれ新たに伝道庁おつとめ奉仕者に任命され
ました。

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。

伝道庁人事
　1月15日（木）に、ニューヨークセンターから鈴木雅幸さん（本部）が着任されました。
伝道庁青年として2年間おつとめ下さいます。
　また、高橋ジョーダン裕明さん（高安・井高野）が、1月31をもって4ヶ月の伝道庁青年
勤めを終えられました。高橋さんは日本に帰国後、専修科を受験される予定です。

鈴木雅幸さん 高橋ジョーダン裕明さん今中英輔さん

ハイチ地震　緊急災害基金
　今月12日の地震で大きな被害の出たハイチに対し、ハワイ伝道庁緊急災害基金より5000
ドルをUNICEFを通して寄付をしましたので、ご報告致します。
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ハワイ布教の家入寮式
　１月17日（土）午後1時より、伝道庁に於いてハワイ布教の家入寮式が行われ、第16期生
として、今中英輔さん	（宇仁・杉原谷）	が入寮されました。尚ハワイ寮はこれまで天理文
化センターにありましたが、今期より伝道庁内に移動しました。



ハワイ女子青年・こかん様に続く会のお知らせハワイ女子青年・こかん様に続く会のお知らせ

日　時　：2月27日(土)、28日(日)＊1泊2日

集合時間：27日午前9時15分

集合場所：台檀教会																参加御供：＄5

内　容　：
　・27日：スピーチ、女鳴物練習（調弦を主とする）、おてふりまなび、
　　　　　ミーティング（にをいがけ、	2010年おぢばで開催の女子青年
　　　　　 大会について)
　・28日：台檀教会月次祭参拝

少年会総会日程変更のお知らせ

　少年会総会と春期キャンプは毎年3月に行
われていましたが、今年度はメモリアルデ
ーの週末に当たる、5月29日（土）～31日
（月）に開催致します。よろしくお願い致
します。
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　　　　　※昨年度の様子



　時の経つのは早いもの、2月は特にそう
感じます。楽しくてアッというまにすぎて
しまう日も、悲しくて一歩も前に進めそう
にない日も、過ぎてしまえば同じ24時間。
それならいっそ、どんな時も楽しんでみま
せんか？きっといいことが待っていると思
います。

■ヌアヌハレ慰問

　2月13日（土）	 9：30-10：30
■女鳴物練習

　2月16日（火）	 9：00-
　3月16日（火）	 9：00-
■バザーひのきしん

　今月3日よりウエストハウスに於いてバ
ザーひのきしんが始まります。縫い物ひの
きしんに参加して下さる方、お待ちしてい
ます。

＊2月例会はお休みです。

■三会合同ＴＣＣ清掃ひのきしん

　2月15日（月）天理文化センターで清
掃ひのきしんが開催されます。詳細は後
日連絡させて頂きます。

青年会だより

■月例ミーティング

■ひのきしんのお知らせ

2月28日（日）カハラ地区で、庭清掃ひ
のきしんをさせて頂きます。詳細は後日
連絡させて頂きます。

　次回の青年会ミーティングは、2月
17日（水）午後7時15分から、レイン
ボー・ハレにて行います。
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婦人会だより ＊天理教校学園高校の食事ひのきしん当番　
の教会は、よろしくお願い致します。
＊2月の直会当番は本島グループです。よろしく
　お願い致します。

★ 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



女子青年だより

■こかん様に続く会

　こかん様に続く会が、2月27・28日
に開催されます、受付は台檀教会にて
午前9:15分からです。一泊して様々な
活動を行います。どうぞ週末の予定を空
けてご参加下さい。伝道庁月次祭の女子
青年ミニバザーの場所で、受付をしてお
ります。当日は送迎をさせて頂くことも
可能です。

　

■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。

■カード作りひのきしん

　4月におぢばで開催されるよろこび広
場で販売するカードの仕上げをしてい
ます。時間のある方は、お手伝いをおね
がいします。日時はまもなく連絡させて
頂きます。

少年会だより

■天理文化センター清掃ひのきしん

　2月15日プレジデンツデーの午前9時か
ら11時まで、三会主催の天理文化センター
の清掃ひのきしんが行われます。例年は伝
道庁月次祭の翌日に行われていましたが、
今年度は第二日曜日の翌月曜日です。私た
ちの姿勢を通して、子供たちにひのきしん
の素晴らしさを伝えていきましょう。私達
一人一人の文化センターです。尚、当日は
11時から文化センターで昼食が準備されま
す。どうぞお召し上がり下さい。

■2010年春期キャンプのお知らせ

■教祖ご誕生お祝い行事

　ハワイから300人の帰参者を目標としてい
る婦人会創立100周年記念行事が、教祖御誕
生祭の慶祝旬間に開催されますが、4月18日
第3日曜日、教祖のご誕生日当日に、私達も
例年通り少年会教祖ご誕生お祝い行事を行
います。午前9時半開始予定です。みなさん
のご参加をお待ちしています。

　例年春休み中に開催されていた少年会春
期キャンプですが、今年は5月29日から31
日（土～月）、メモリアルデーの週末に開
催します。みなさんカレンダーに印をつけ
ておいて下さい。
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今月は松延ジーンさんから頂いたレシピで、ハワイ婦人
会のヒット作、おいしいプレッツェルです。贈り物に
も、BBQパーティーの前菜にも、お客様のお茶請けにも、
どんな時にも使えます。どんな時でも簡単でみんなに喜ば
れるのがこのレシピです。どうぞお楽しみ下さい！

材料
36オンス・ハニーウィートプレッツェル
　　　　　（サムズクラブのもの）　　　　　１箱
12オンス・ポップコーンオイル
ドライランチドレッシングミックス　　　　					1　　　
ガーリックパウダー　																																														小さじ1
ディル（ハーブ）の葉　																																										小さじ2

ランチドレッシング・プレッツェル

食いしん坊レシピ

作り方
１．オーブンを250度F（約120℃）まで温めておきます。	

２．プレッツェルを大きめのアルミホイルの器に移します。そこにポップコーンオ　
　イルを注ぎ、しっかりと混ぜます。

３．別の器にランチドレッシング、ガーリックパウダー、ディルの葉を入れて混ぜ　
　　合わせ、それをプレッツェルに振りかけます。

４．よく混ぜ合わせたら、10分毎に混ぜながら、30分間焼きます。出来上がった
　　ら冷ましてから盛りつけて下さい。
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1月行事報告2月行事予定
	 1日（月）	・天理教校学園高校来布
	 2日（火）	・月例コミュニティーひのきしん
	 	 ・庁長夫妻帰布
	 3日（水）	・三会会議
	 6日（土）	・天理文化センター月次祭
12日（金）	・天理教校学園高校帰国
13日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
15日（月）	・三会主催
	 　天理文化センター清掃ひのきしん
17日（水）	・青年会会議
18日（木）・海外部宮森部長来布
	 ・少年会会議
20日（土）・おつとめ奉仕者おてふり勉強会
	 ・夕づとめ午後6時
	 ・主事会
21日（日）・伝道庁2月月次祭
	 ・教会長布教所長会議
	 ・アロハバンド練習
22日（月）・月例にをいがけデー
	 ・宮森部長帰本
23日（火）・森部員離任
26日（月）・遥拝式
	 ・おてふり・鳴物練習
27日（火）	・女子青年こかん様に続く会
	 　於：台檀教会（～28日）
28日（水）	・ハワイ島婦人会
	 　教祖御誕生お祝い演奏会

	 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）・天理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
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
28日（木）・婦人会創立100周年記念行事
30日（土）・少年会リーダーズキャンプ
31日（日）・少年会新年会
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天理文化センターひのきしんデーのお知らせ

T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

日　程　:  2月15日（月）

時　間　:  午前9時～11時　プレジデンツデー

内　容　:  窓ふき、草刈り、日本庭園内清掃

       柔道場清掃（トイレ・シャワー室・キッチン）

婦人会、青年会、女子青年、少年会による合同ひのきしんを以下の日程で実

施致します。多くの方のご参加をお待ちしております。

天理文化センターひのきしんデーのお知らせ天理文化センターひのきしんデーのお知らせ


