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おぢばからのメッセージ

立教173年2月26日
　
　ここ数日、親里は季節外れの暖かな陽気が続いております。本日は雨模様となり、足元
の悪い中ではございましたが、全国各地より大勢の教信者の方々がお帰り下さり、真柱様
を芯に2月の月次祭が陽気に勇んでつとめられました。
　真柱様は祭文の中で、「私どもはじめ教会長よふぼく一同は、今の世相に映し出される
不安や苦悩の元をしっかり見据え、未だこの教えを知らぬ人々に親神様の思召を伝え広め
て、世界一れつの人間が兄弟姉妹として互いに立て合い助け合う姿に一段と近づかせて頂
けるよう、つとめとさづけによるたすけ一条の道を真剣に推し進める覚悟でございます」
と述べられ、更に、「ぢばの出張り場所として許された教会に繋がる一人ひとりが、誠の
心を一つに結び合わせて、土地所の陽気ぐらしの道場としてのつとめに邁進し、神人和楽
の世界のふしんに役立つことの出来ますようお導きのほどを一同と共に謹んでお願い申し
上げます」と祈願されました。
　祭典後の神殿講話は、永尾隆徳本部員がおつとめ下さいました。永尾先生は、河原町大
教会初代会長・深谷源次郎先生が常日頃おっしゃっておられた「有り難い神様やで、結構
なお道やで。」というお言葉を台に、どのように有り難い神様で、どのように結構なお道
なのかについてお話下さいました。その中で、おふでさき、みかぐらうた、また教典、教
祖伝等を引用されながら、親神様が元の親であらせることが有り難く、教えに基づいてお
互い助け合う世の様に向かうことが親孝行の道であり、親神様が結構を見せてやろうとお
約束下さる、これが結構なお道だとお話し下さいました。
　最後に、この結構な信仰を子供や孫、後々の世代に伝える縦の伝道、そして親戚、知
人、また人様に伝えさせて頂く横の伝道に励むことがよふぼくのあるべき姿ではないで
しょうか、という言葉で講話を締めくくられました。
　お聞き及びのことと存じますが、海外部では人事異動の時期を迎えるに先立ち、今月大
幅に各部署の配置換えを行いました。また、来る３月１５日には一斉に部内部署異動を行
う予定になっております。しばらくの間、皆様方には何かとご不便をお掛けすることかと
存じますが、互いに一層緊密な連携を取り合いながら、新たなスタートを切らせて頂きた

いと存じますので、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。
　親神様の懐住まいとお聞かせ頂くこの世界
で、溢れる御恵を頂戴し身上自由を叶わせて
頂き、陽気世界実現に向けて成人の歩みを進
めさせて頂いております御守護の程は、誠に
有難く勿体ない限りでございます。私共は厚
き御恵に御礼を申し上げ、教祖のひながたを
通してお教え頂きました真実の道を日々歩ま
せて頂いております中に、本日はこれの伝道
庁の２月月次祭の日柄を迎えましたので、只
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させ
て頂きます。本日は海外部長宮森与一郎先生
のご来臨を頂き、また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
を唱和し親心にお礼申し上げる状をもご覧下
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２月１日より１２日まで、おぢばの天

理教校学園高校の生徒および職員２２名が来
訪、管内の教会に滞在しつつ語学また文化の
研修に励みました。各家庭にて真心のこもっ
たお世話取りを頂き経験を深め、それぞれ一
層の成人を心に期しておぢばに帰って頂いた
ことと存じます。
　また昨日は宮森先生よりおつとめ奉仕者に
対しておてふりのご指導を頂きました。世界
たすけの元であるおつとめに一層の心を込
め一手一つにつとめさせて頂きたいと存じ
ます。
　私どもは、心の拠り所を見つけられず不安
に惑う人々に、末代にかけて揺らぐことのな
い真実の道を辿らせて頂く喜びを胸に湛え、
たすけ一条に励んでこの地に陽気ぐらしの種
を蒔かせて頂く決心でございます。何卒親神
様には私共のこの真心をお受け取り、世界の
人々が生きる喜びを見つけ、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3月月次祭　

3月21日（日）午前9時

祭典講話：椎葉スパーキー

講話テーマ：たすけ一条の道

日本語通訳：中 尾 妙 子

龍　笛	 	 	 Ｔ.岩田		 Ｍ.ヒル
篳　篥	 	 	 Ｍ.社本		
鳳　笙	 	 	 Ｅ.今中		　
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　久尾マーク		
賛　者	 中尾スティーブン　三国ウェスリー		
指図方	 西村忠正
献饌長	 美馬孝俊
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ.美馬	 Ｏ.中尾
(男性)	 Ｙ.中尾	 Ｃ.齋藤	 Ｔ.岩田
	 Ｇ.本田	 Ｓ.中尾	 Ｈ.森
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ.斉藤	 Ｔ.中尾
(女性)	 M.柿谷	 Ｓ.浜田	 Ｆ.伊藤
	 Ｍ.岩田	 Ｓ.中尾	 Ｙ.川崎
笛	 Ｎ.浜田	 Ｓ.柿谷	 Ｗ.三国
チャンポン	 Ｒ.山	 Ｓ.椎葉	 Ｇ.井元
拍子木	 Ｃ.三国	 Ｄ.川崎	 Ｓ.社本
太鼓	 Ｍ.岩田	 Ｏ.中尾	 Ｇ.井上
すりがね	 Ｍ.社本	 Ｅ.高田	 Ｋ.川崎
小鼓	 Ｔ.一瀬	 Ｍ.久尾	 Ｔ.井上
琴	 Ｅ.目黒	 Ｓ.柿谷	 Ｋ.竹村
三味線	 Ｍ.三国	 Ｍ.山下	 Ａ.綾川
胡弓	 Ｔ.松川	 Ｌ.本田	 Ｌ.井上
地方	 Ｔ.西村	 Ｇ.明本	 Ｋ.竹村
	 Ｍ.社本	 Ｍ.稲福	 Ｓ.椎葉

2月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　3月21日（日）　12：45～1：30　月次祭祭典後
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2月月次祭祭典講話

天理教海外部長　宮森与一郎先生

　本日は、ハワイ伝道庁の2月の月次祭を賑
やかにお勤めになり、誠におめでとうござい
ます。また、今日は、このお勤めに参拝をさ
せて頂き誠にありがとうございました。庁長
先生より御命を受けて、皆様方の前に立たせ
ていただく事になりましたので、時間を頂戴
して、お話を取り次がさせていただきます。
少しの間、お付き合い下さいます様お願いい
たします。
　さて、皆さん、想像してみて下さい。あな
たは、今真柱様と向かい合って、２人だけで
アイスクリームを食べています。想像出来ま
したか？　そんな事は起こらないと安心し
ていてはダメですよ。世の中何が起こるかわ
かりませんから。「一寸先は闇」なのですか
ら。
　真柱様の前には、チョコレートアイスクリ
ームが、あなたの前にはバニラアイスクリー
ムがあります。あなたは、真柱様の前にある
チョコレートのアイスクリームを一口でい
いから食べてみたい。（チョコレートを嫌い
な人も、今は食べたいと思って下さい）　で
も、前に座っておられるのは真柱様ですか
ら、そう簡単には「一口くれ」とは言えませ
ん。あなたから、そんな失礼な事は言いにく
い。
　では、真柱様の方から気持ち良く、「この
チョコレートアイスクリームを食べてみる

か？」と言ってもらうには、どうすればいい
でしょう。ちょっと考えてみて下さい。あな
たならどうします？
　真柱様のアイスクリームを気持ち良く味わ
うためには、先に、あなたが「このバニラの
アイスクリームを一口いかがですか」と、自
分のアイスクリームを先に差し上げるのが一
番いい方法ではないでしょうか？そうすれ
ば、必ず「お返しに、これを食べてごらん」
と気持ちよく、言ってもらえるはずでありま
す。自分の物は出さずに、人の物を欲しがる
と、願いは叶いません。欲の心を出せば、手
に入らない。欲を捨てた時に、望みはかなう
のです。先に力を出せば、必ず徳が返って来
る。これが、天の理であります。天の理と
は、天然自然の道を歩めばいいのですから、
割合と簡単かも知れません。

アイスクリームと誠の心
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　私達も神様に御守護を頂きたいのです。守
って頂きたいのです。神様に力を出してもら
うためには、どうすればいいのでしょう？
　今日は2月の月次祭でしたが、月々の月次
祭には何をするかと言うと、「おつとめ」を
するのであります。9つの鳴り物を奏でて、
みかぐら歌を唱和して、ておどりを踊るのが
「おつとめ」です。でも、ただ単に、鳴り物
を上手に演奏出来たとか、みかぐら歌をいい
声で歌えたとか、ておどりを綺麗に踊れたと
かだけでは、「おつとめ」とは言えません。
「おつとめ」の形が大切ならば、上手に出来
る人を雇って来て、その人達にやってもらえ
ばよいのですが、私達のお勤めはそうは行き
ません。大切な事は、「おつとめ」勤める時
に、私達がどんな心を持って勤めているかで
あります。親神様は私達の心を見ておられる
という事であります。
　では、どんな心を持って「おつとめ」をす
ればいいのでしょうか？それは3つあると思
います。
　まず、第一に「澄み切った心」です。雑念
を振り払った、曇りのない心で「おつとめ」
に臨むことです。私達だって、他人から何か
頼み事をされる時に、依頼する方の人が他の
事を気にしながら、いい加減な気持ちで頼み
事をしてきたら、いい気持ちではありません
し、応えたくもありません。一心な気持ちで
お願いをされたり、真剣に頼まれたりすれば
その姿勢に応えてあげたくなるものです。
　『子供かわいいゆえ、親の命を、25年の命
を縮めて、今からたすけするのやで』とお言
葉にあります。
　今日勤めた「おつとめ」は教祖が50年の艱
難苦労をお通り下されて、尚かつ25年の教祖
の命を縮めてまでも、私達に何としても勤め

て欲しいと、願われたおつとめであります。
私達に願っておられるのです。
　ハワイの皆様方にとっては、おつとめ着を
着けて、日本語で、東洋の雰囲気のする鳴り
物を奏でて勤めるお勤めは難しい事でしょ
う。でも、大切な事は「やってみよう」とい
う心です。上手、下手ではないはずです。雑
念を払って、一心に勤める事が肝心です。こ
れが「澄み切ったこころ」です。　
　二つ目は、「一手一つの心」です。「おつ
とめ」はそれぞれ形も、音も、鳴らし方も
ちがう鳴り物を使います。9つの鳴り物が調
和し、そして地方と融合しなければなりま
せん。ておどりの6人が踊りやすいリズムも
必要です。ておどりも地方や鳴り物を無視し
たり、6人がバラバラに踊っては、気持ちの
悪いものになります。それぞれが他者を気遣
い思いやる「一手一つの心」が大切です。　
　三つ目は、「勇んだ心」です。この「おつ
とめ」によって、親神様のめずらしい「たす
け」が現れるのですから、こんな結構な事
は、他に無いのです。勇めば、神様も勇んだ
働きをして下さいます。
　友達と話をするとき、その友達が沈んだ気
持ちで暗い話をすれば、こちらの気持ちも暗
くなります。明るく勇んだ気持ちで話かけて
きたら、こちらの気持ちも明るくなります。
「おつとめ」は親神様とのコミニュケーショ
ンの時間です。まず、私達から、「勇み心」
を発揮しましょう。アイスクリームの話と同
じです。　
　今言いました3つの心「澄み切った心」、
「一手一つの心」、「勇んだ心」で勤める、
「おつとめ」をどうか皆さんの教会で、布教
所で、家庭で、日々に実践して下さる様にお
願いします。おふでさき、3号143に、



　　にち∧にせかいの心いさむなら　
　　もののりうけハみないさみでる
　　　　　　　　　　　　　　　	 　三ｰ143　

と、教えられています。その時だけだった
り、時々に勇んでいるのではいけません。日
々にとは、いつでもと言うことです。
　さて、おぢばには、天理教語学院という学
校があります。日本以外の国のお道の若者
で、おぢばで日本語を学び、教祖の教えを身
につけたいと望む人達を育成しています。韓
国からも毎年沢山の学生がきています。その
語学院の1年目のコースを修了する時に、学
生全員で「おつとめまなび」を勤めます。そ
の時に、学生の皆さんに質問したことがあり
ます。
　「おつとめを勤める時に、大切な心とは何
ですか？」
と。ある学生が答えてくれました。何と応え
たと思います？
　「『誠の心』です。」
と答えてくれました。。「誠の心」という答
えが返って来るとは思いませんでしたので、
うろたえました。しかし、ここでうろたえた
表情を見せる訳にはいきません。頭にうかん
だのは、「おかきさげ」に教えていただく、
神様のお言葉です。「おさづけの理」を拝戴
した時にいただいた、あのお言葉です。
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とあります。
　人間の常識からすれば、「誠の心」とは何
か頼りない、疑わしいものの様に思うのだ
が、親神様から見ればこれほど確かなものは
無いと、仰せられる。その「誠の心」とはど
んな心なんでしょう。
　先程、「誠の心」と答えた学生に再び「誠
の心」とはどんな心ですかと。すると、「人
をたすける心」です、という答えが返ってき
ました。自分の利益・自分の時間・自分の都
合を捨てて、他人をたすけるために、親神様
に祈り・親神様に尽くし運ぶ姿は、普通に
考えれば、損をしているとしか考えらえま
せん。
　しかし、親神様から見れば、この心こそ
が、唯一親神様に通じる心であり、通じたな
らば、すぐに働いてやろうと仰せられる、私
達の心の使い方なのです。自分が助かりたい
と願えば、助からず、他者を助けてもらいた
いと願えば、他者も自分も助かっていくの
です。
　おふでさき3号38に、

　		しんじつにたすけ一ぢよの心なら　
　　なにゆハいでもしかとうけとる
　　　　　　　　　　　　　　　	 　　三ｰ38　

と、あります。心の底から人をたすけさせて
いただきたい、という心であるならば、何も
口で上手な事、綺麗な事をいわなくても、親
神は受け取っている、ということです。　
　さて、人は誰でも、生まれる時を自分で決
める事は出来ません。生まれる場所も、性別
も選べないし、自分の顔、背丈すら決められ
ないのです。自分の人生は、自分で決める
と、どれだけ叫んでみても、変えられないも

『日々という常という。日々常に誠一つ

という。誠の心と言えば、一寸には弱

いように皆思うなれど、誠より堅き、

長きものは無い。誠一つが天の理。天

の理なれば、直ぐと受け取り直ぐと返

すが一つの理』



のは、変えられないのです。それは、この身
体が神様からの借り物であるからです。私の
場合は、この身体を神様が私に貸したので、
私がどれだけ文句を言おうとも変わりませ
ん。小さい子供の頃は、親が与えてくれる
物、親が決める事に従わなければ生きてはい
けません。だんだん成長するにつれて、自分
で決める事が出来る範囲が広がってきます。
どこの学校へ進学するとか、どんなスポーツ
をするとか、誰を好きになるとか、どんな仕
事に就くとか、成長するにつれて自分で選択
をする事ができるようになります。
　人は、成長していくと、毎日毎日が選択の
連続になります。大きな選択もありますが、
小さな選択でも選ぶ方向が少しちがうだけ
で、結果は大きく違います。皆さんは、今日
は、伝道庁へ参拝に行こうと決めました。も
し、行かないと、決めていたら、私と出会う
事はなかった。出会いによって、人は刻々と
変化していきます。生まれ変わって行くので
す。いい影響を与えてくれる人と出会うの
も、その反対になるのも、すべては「運」で
す。「運」を、このお道の信仰では、「いん
ねん」といいます。
　私達の人生で、出会いは大切です。そし
て、出会ったその人をどの様に感じるのかが
大切です。おふでさき13号43に、

　			せかいぢういちれつわみなきよたいや　
　　たにんとゆうわさらにないぞや
　　　　　　　　　　　　　　　	 　十三ｰ43　

と教えられます。全ての出会う人々は、自分
の「いんねん」の現れであると思えるかどう
かが、大切なポイントです。出会った人を大
切な人だと思えば、自分の「いんねん」も、

いい方向へむかいます。「運」が開けます。
　いま、世界では「エコ、エコ」とよく言い
ます。物を大切にする。資源を大切にする。
そして、私達は出会いを、出会った人を大切
にしたいと思います。　
　一昨年、私の教会からご本部へお届けする
お供えの額が、心定めしていた金額を下回り
そうでした。会長として、すなわち教会の代
表として、自ら決めた心定めであります。そ
れは、私の教会に繋がる信者さん達の真心を
結集して達成することによって、信者さん達
が神様の自由自在のご守護を頂くための「心
定め」でありますから、おろそかにはできま
せん。何とか出来ないものかと頑張るのです
が、できません。
　私の教会は、山の中で建物もかなり古くな
ってきています。ですから、万が一、雨漏り
などの修繕の費用を、少しの額ですが、貯め
てありました。それをお供えすれば、何とか
目標額になります。かなり悩みました。この
お金がなくなってから、どこか建物を修理し
なければいけなくなったら、どうしよう？
　銀行の入り口を出たり入ったり、何度もし
ました。最後は、意を決して、お供えのため
の小切手にして銀行を出ました。銀行を出た
とたんに、目の前を車が通りました。実は、
教会の車はかなり古くて、やっと走っている
様な状態です。新しいのが欲しかったのです
が、銀行を出たとたんに、目の前を、欲しか
った車が通り過ぎていきます。思わず、小切
手を見てしまいました。
　それから、2～3日が過ぎて、大雨がふり
ました。すごいですね。雨漏りしたのです。
もう、どうしようもありません。銀行にお金
はないのですから。「どうしようもないな
ら、仕方ない」と思えば、気は楽ですね。神



様のする事ですから、成る様になるさ、と思
っていたら、不思議はおこります。随分以前
に、「においがけ」に行った先の家の方から
連絡があって、「おじいちゃんが亡くなりま
した。お世話になったので、寄付をしたい」
と申されます。数回、訪ねて行っただけで、
別席も奨めたのに行ってくれなかった、あの
爺さんの家族からの連絡です。本当は、そん
な爺さんの事は忘れてしまっていたのです。
でも、折角のお供えですから、受け取って、
まず一部をおぢばへ、残りを屋根の修理に、
内緒ですが、中古車ながら、車を買い替える
事もできました。車を換えたことは、内緒で
すよ。
　神様は、必ず私達を捨ててはおかないので
す。むしろ、先へ先へと回って働いて下さい
ます。安心して、神様の御用を勤める、その
覚悟が大切です。推理小説は、誰が犯人なの
か分らないから面白い。大どんでん返しがあ
るから面白い。人間関係も矛盾だらけです。
だから面白い。詰らない顔をしている人をニ
ッコリさせるには、どうすればいいかと考え
る。文句を言っている人に感謝の言葉を言わ
すには、どうすればいいかと考える。すなわ
ち、人を変えてやろうと思うと、結構人生は
面白いものです。人を変えるのは難しい事で
す。でも、難しいから面白いのかも知れませ
ん。テレビのクイズ番組だって、簡単だった
ら誰も見ません。

『日々尽くして嬉しい。尽くさずして種

を蒔けば、日々帳面をよごして居るよ

うなもの・・・日々嬉しい一つの種は

一粒万倍に成りて、日々治まりて来る』

　人を助けるには、その人の心を変えねばな
りません。どうすればいいのでしょう？人を
変えるには、自分を変えてみるのが一番で
す。アイスクリームと同じです。「くれ」と
は言わずに、「どうぞ」と言う様に変えてみ
る。自分を変えるという事は、自分の行動を
変えるという事です。どんなことをすればい
いのか？優しい言葉をかける、親切にする、
物質的に援助する、救いの手を差し伸べる。
それを突き詰めて行けば、「ひのきしん」で
あり、「おつとめ」を勤めることであり「お
さずけ」を取り次ぐことです。先ずは、親神
様にむかって、「一口いかがですか」と、自
分から先に尽くすことが肝心です。
　1981年12月19日のおさしづに、

とあります。親神様に一つ尽くせば、万倍
です。
　どうか、精一杯の尽くし・運びで、神様か
ら万倍のお返しを頂いて下さい。先に出さな
ければ、返ってはきません。確りとおつとめ
を勤めて、おさづけを取り次いで、人たすけ
の実を挙げていただけます様にお願いをし
て、本日の勤めを終えさせていただきます。



アイランドニュースアイランドニュース

　2月1日（月）から12日(金)まで、天理教校学園高校の英語コース教員、生徒、計22名が来布
し、ハワイにおいて3回目の海外研修が行われました。生徒達は、伝道庁及び管内各教会にホ
ームステイし、交流を深めると共に、英語レッスンや高校での交流会、またダイアモンドヘッ
ドやパールハーバー、プランテーション・ヴィレッジ等を訪れ、英語だけでなく、ハワイの自
然、文化、歴史を学びました。
　教校学園高校滞在中、各教会の婦人会が昼食・夕食の準備をして下さり、生徒達は普段口にす
ることのない料理に、大変喜んでいました。ありがとうございました。

講師の先生に倣ってフラを楽しむ ダイアモンドヘッドの頂上を目指して！

真剣に講義に聞き入る学生達 英語でのにをいがけに向けて一生懸命練習

第3回天理教校学園高校ハワイ語学研修



松村　博教諭
（教校学園高校英語科主任）

　	今年も天理教校学園高校Ⅱ群英語コースの
ハワイ語学研修が2月1日～12日に行われ、生
徒19名と引率3名が伝道庁を拠点にオアフ島
内の10教会にホームステイでお世話になりな
がら研修を進めさせていただきました。
　「ハワイ」何と楽しい気分にさせてくれる言
葉でしょう。日本人にとって昔から馴染みのあ
る憧れの場所であり、海外リゾートの代名詞と
も呼べる場所です。
　2005年に教校学園高校が誕生し、2年生から
コース制を敷くことになって英語コースが設け
られることになったとき、その教育内容の大き
な柱として考えられたのが2年生の2月に海外
語学研修を実施する、というものでした。天
理教語学院(TLI)の海外研修を参考にしながら
その実現の可能性を探る中でなかなかよい候
補地が見つからず、本当に実施できるのか考え
あぐねていたところ、研修地の候補として挙が
ってきたのがハワイでした。ハワイと聞くとど
うしても遊びで行く所というイメージが強く、
研修にはそぐわないのではないかと思ってしま
いますが、伝道庁という拠点があって教会も多
く、英語を身につけるだけでなく海外布教の歴
史と現状についても学ぶことができる、という
点でこれ以上の場所はないのではないか、と考
え至りました。早速、浜田庁長先生に相談した
ところ、非常に前向きに相談に乗ってくださっ
て事が進み、当時の松田校長の後押しもあって
2008年2月に初のハワイ研修が実現に至り、今
年でもう3回目を数えます。
　2月1日、みぞれ交じりの冷たい雨の降る日

本を発った私たちを常夏のハワイが迎えてくれ
ました。伝道庁では庁長先生御夫妻はじめ、竹
村先生御夫妻や伝道庁スタッフの温かい歓迎と
きめ細かいお世話取りにより、非常に心地よく
過ごさせていただきました。特に皆で感激した
のが食事です。各教会が当番でメニューを考え
てくださり、アメリカやハワイの定番料理でも
生徒たちにとっては初めて目にするもので、物
珍しさとともに味付けの絶妙でついついたくさ
ん食べてしまい、日に日に顔が丸くなっていく
生徒を何人も目にしました。私は顔よりはお腹
が丸くなっていきました。
　研修中には講義が4回と英会話のレッスンが
6回ありました。講義では庁長先生や主事の先
生方がハワイの歴史と現状やハワイの伝道史に
ついてわかりやすく解説してくださいました。
またレッスンはハワイの教友がとても工夫を凝
らして教えてくださったので、どの生徒ももう
一度レッスンを受けたいと言っています。ホ

　今回の研修で、引率として同行された天理教校学園高校
英語教諭・村松先生の所感を掲載させて頂きます。



11

ームステイは生徒たちにとってかけがえのな
い体験となったようです。本当の家族のよう
に感じさせてくれたホストファミリーの方々
には感謝でいっぱいです。様々な活動を通し
て、ハワイやアメリカの文化を吸収できまし
たが、英語を身につけるという目標について
は、毎年反省に挙がることですが、どうして
も生徒間で日本語を使ってしまい、十分な成
果を上げられたかは疑問が残ります。今後は
確実に改善していきたい点です。
　夢のような12日間が過ぎ、おぢばに帰らせ
ていただいた日も寒かったのですが、私たちは

冬の過ごし方を忘れてしまっていました。「水
が合う」という言葉がありますが、そのように
感じた生徒も多かったようで、みんな絶対また
ハワイを訪れると言っています。私自身にとっ
ても24年ぶりに訪れたハワイは人も気候も暖か
く、20年前から3年間過ごしたアメリカでの日
々を思い起こさせるもので、またアメリカで暮
らしたいと強く感じさせるものでした。
　私たちはこの研修でお世話になった人々と
ハワイの地を忘れることなく、海外布教の一
助となる決意でいます。本当にありがとうご
ざいました。

ダイアモンドヘッドを登り切り

ワイキキの街と海を背に、 清々しい表情を見せる学生達
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三会合同天理文化センター清掃ひのきしん

家族揃ってひのきしんに参加 当日は好天に恵まれ、ひのきしん日和となった

脚立に登り窓ふきをする少年会員達(写真右)

　毎年恒例の三会（婦人会・青年会・少年会）
合同天理文化センター清掃ひのきしんが、2月
15日のプレジデンツデーに80名の参加者を迎
えて行われました。
　婦人会員が、神殿まわりの草引きや昼食の準
備を、青年会員がグラウンドや斜面の草刈りを
行い、そして少年会員がトイレのドアや窓ふき
を行いました。またサタデースクール（日本語
クラス）の生徒と保護者が、図書館の子供用ブ
ースの清掃を行い、天理柔道のメンバーと保護
者が、扇風機、照明、ガラス窓、畳、そしてト
イレの清掃を行いました。
　ひのきしんを終えてお腹を空かせた参加者
は、ビーフシチューを食べながら交流を深め
ました。御参加頂いた皆さん、どうもありが
とうございました



少年会リーダーズキャンプ
新年公園清掃・ＢＢＱピクニック

　1月30日、毎年恒例の少年会リーダーズキャ
ンプが、31日に新年公園清掃・ＢＢＱピクニ
ックが行われました。生活に役立つ経験とレッ
スンを学び、またそれを通してリーダーシップ
を養うことを目的としたこのリーダーシップキ
ャンプには、女子4人、男子8人と5人の育成会
員が参加しました。スケジュールは、リーダシ
ップ研修からポイ作り、天理文化センターでの
ひのきしん、おみやげ袋の作成、入浴時間、キ
ッチン見廻り、そしてＢＢＱピクニックで行う
ゲームの練習まで、文字通り「詰め込まれて」
いました。参加者は先ず、青年会員によって催
された、チームワークとコミュニケーションの
研修を受け、次に対人関係を築く技術を準育成
会員から学びました。　
　しかしながら、このキャンプ一番の見所はポ
イ作りのハワイ文化を保存するＮＰＯマナ・ア
イから来て下さったクム（講師の意味）ダニエ
ル・アンソニーさんのタロイモつきの実演でし

た。リーダー達は、直に手に触れてイモを洗
い、石を使ってイモをすり潰し、ポイ（タロイ
モの団子）を作りました。ポイは夕食のシチュ
ーの具材にしたり、また油で揚げてスナックに
なりました。アンソニーさんは、視覚・聴覚・
嗅覚・触覚・味覚そして精神の六感を使って、
タロイモに触れることを強調していました。
　新年公園清掃とＢＢＱピクニックは、100人
以上の参加者を集めて行われました。ある保護
者の方が、「この行事は本当に子供の為になり
ますね。」と仰っていましたが、幼年期から地
域に貢献することの大切さを教える上で非常に
重要で、子供たちは自分たちが遊ぶ公園で、責
任感を持ってくれることでしょう。
　当日の朝は雨天でしたが、開始の遙拝をした
ところで雨が止むという素晴らしい御守護を頂
きました。今後もこうような活動を通して、人
々に教えを伝えていけるよう、皆さんのご協力
をお願い致します。ありがとうございまいた。



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

  5年祭  　三国ロバート輝夫 　周東  太平洋教会2代会長

  5年祭  　井上ゴードン覚司 　東中央　　 ハワイセントラル教会初代会長

30年祭  　上田千代 　　ノースホノルル　　 ノース第二布教所2代所長

30年祭        　　　内田峰子  　周東  ハワイコナ布教所初代所長

30年祭  　泉　一　　  　牛込　 マノア教会三代会長配偶者
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春季霊祭のお知らせ

　3月27日（土）午前10時より、伝道庁にて春季霊祭が執り行われます。霊祭に引き続き
以下の方々の年祭も執り行われます。

海外部長　宮森与一郎先生来庁

　2月18日(木)、海外部長・宮森与一郎先生が来庁されました。滞在中は、管内教会の御巡
教、伝道庁おつとめ奉仕者へのお手直し・祭儀式練習、また月次祭では祭典講話をおつとめ
下さいました。2月23日(月）に帰本されました。



TCC日本建物白アリ駆除

　天理文化センターの日本建物は長年の間にシロアリの被害を受け傷みが酷くなってき
たため、去る2月10日、11日と2日間にわたって燻蒸消毒が行われました。前回行われた
のは1999年で、11年ぶりの駆除作業となりました。

　4月の伝道庁月次祭は、第2土曜日の10日に執り行われます。第3日曜日の18日とお間
違いになられませんよう、皆さんご周知頂きますようよろしくお願い致します。

4月月次祭日のお知らせ

伝道庁人事

　2月23日（火）に、海外部・森央部員（芦津）
が、3年間の天理文庫司書の任を終え、帰国しま
した。帰国後は、海外部人材育成課で勤務されて
います。ありがとうございました。

森　央さん
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2月行事報告3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
	 6日（土）	・天理文化センター月次祭
10日（水）・ＴＣＣ日本建物燻蒸（～11日）
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
	 ・青年会会議
20日（土）・おつとめ奉仕者おてふり勉強会
	 ・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（金）・遥拝式
	 ・おてふり・鳴物練習
28日（日）	・ハワイ島婦人会
	 　教祖御誕生お祝いの集い

	 1日（月）	・婦人会委員会
	 2日（火）	・月例コミュニティーひのきしん
	 4日（木）	・三会会議
	 6日（土）	・天理文化センター月次祭
	 8日（月）	・婦人会例会
	 	 ・竹村書記家族帰本
	 9日（火）	・布教育成委員会
13日（土）	・婦人会ヌアヌ・ハレ慰問
15日（月）	・海外部坂上部員夫妻着任
	 ・竹村書記帰布
16日（火）・婦人会鳴物練習
	 ・主事会準備会
17日（水）	・青年会会議
18日（木）・少年会会議
20日（土）	・夕づとめ午後6時
	 ・主事会
21日（日）・伝道庁3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
	 ・ひのきしん者酒井ギャリー帰本
23日（火）・伝道庁青年村田明彦帰本
26日（金）・遥拝式
	 ・おてふり・鳴物練習
27日（土）	・春季霊祭
28日（日）	・青年会もちつき　於：モアナサーフライダーホテル
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　「なってくるのが天の理」、というお言葉
がありますが、「なるようになる」のです。
「なるようにしか、ならない」のです。これ
はネガティヴに聞こえるかもしれませんが、
本当はこれほどポジティブな考え方はないと
思います。今の姿がどんな姿であろうとも、
これが最高の御守護と知る時、初めて神様に
もたれることが出来るような気がします。
　心配せず、期待せず、ただ信じて今月も一
日一日過ごしたいと思います。

■月例会

　3月8日(第二月曜日）
　・ミーティング	 9：00-
　・よろこび広場商品・記念品ラッピング
※4月例会は、4月5日第一月曜日です。
■ヌアヌハレ慰問

　3月13日（土）	 9：30-10：30
■女鳴物練習

　3月16日（火）	 9：00-
※4月はお休みです。　

■バザーひのきしん　於：ウェストハウス

　毎週水曜日	 	 9：30-12：00

婦人会だより ■第50回教祖ご誕生お祝いの集い

　4月6日（火）	 									　7：00PM
　・御供＄3、ハッピ・白靴下着用です。
　・総合練習は、4月5日（月）例会ミーティング後	
　	に行います。
＊3月の直会当番は合同Ａ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
・海外帰参者懇親会   
   　4月20日(火)午後5時～
   　       21日(水)正午～
　　　　　　　　　　　第3食堂　
・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

■"婦人会創立百周年"　記念の日行事開催

　100年前の1910年1月28日に、天理教婦
人会が創立されたことを記念し、この日を有
意義に、大切な一日として過ごさせて頂こう
と、当日は会員39名が参加した。全員で12
下りのてをどりまなびを勤め、続いて100周
年を迎える喜びや、毎日の通り方などについ
て練りあった。
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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。

少年会だより

■2010年春期キャンプのお知らせ

■教祖ご誕生お祝い行事

　おぢばでは婦人会創立百周年第92回
総会が控える中、ハワイでは教祖ご誕生
お祝い行事を開催します。教祖のご誕生
日にあたる4月18日午前9時半より開始
します。

　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。おつとめ練
習の日程は、後日連絡させて頂きます。

■天理文化センター清掃ひのきしん

　天理文化センター清掃ひのきしんにご
参加下さった皆さん、ありがとうござい
ました。

■ひのきしんのお知らせ

　3月13日（土）の午前8時から午後1時
まで、マカキロにあるトエン・タバルさ
ん宅でひのきしんを行います。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

■餅つきのお知らせ

3月28日（日）モアナ・サーフライダー
で餅つきを行います。午前8時から準備開
始、10時に餅つき開始です。よろしくお
願いします。

　次回の青年会ミーティングは、3月18日
（木）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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ー少年会ー

第35回総会＆スプリング・キャンプ
日　時
　・リーダーズ・キャンプ：2010年5月29日（土）～31日（月）
　 ・総会：5月30日（日）

対　象： 6歳～15歳までの少年会員
　　　＊16歳以上で、カウンセラー、又引率係としてご協力下さる方
　　　  を募集中です。
　　   ＊他島から御参加下さる方には、旅費の半額の助成金が与えられ      
               ます。

　※詳細は追って連絡させて頂きます。

第40回ハワイ修養会ご案内
開催期間：2010年6月20日(日)～7月16日(金)
修養内容：天理教教典（天理教の基本教理）
　　　　　教祖伝(おやさまの生涯）
　　　　　ひのきしん(親神様への感謝を日々の行動に表すこと）
　　　　　教話
　　　　　おつとめ練習(世界たすけの方法である”おつとめ”を学ぶ）
　　　　　上記の他、様々な活動を通し教理の実践
対　　象：17歳以上
受講御供：＄200
受講申込：伝道庁事務所まで
　＊願書申込締切は開催一週間前の6月14日(月)です。
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　　　少年会ハワイ団　リーダーズキャンプ　
伝統的ハワイ食「ポイ」作りを学ぶ少年会員達


