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おぢばからのメッセージ

　立教173年3月26日

桜花の便りが聞こえてくる季節となりましたが、ここ数日の親里は冬に逆戻
りしたような天候が続いております。祭典日の今日もみぞれ交じりの小雨が降
る非常に肌寒い一日となりましたが、春休みを迎えた子供達や、この季に開催
されるおぢばでの各種行事に参加する若者達の姿が大勢見受けられる中、3月
の月次祭が真柱様を芯に一手一つに勇んでつとめられました。
  真柱様は祭文の中で、私共をはじめ教会長・よふぼく一同は、お見せ頂く様
々の事象の中に陽気ぐらしへ導いてやりたいとの親の思いを悟らして頂き、
各々が人間思案の心得違いを改め、誠の心を高めて、にをいがけ・おたすけに
勇み立ち、神人和楽の姿に近づかして頂けるよう懸命につとめきる覚悟をお述
べになり、更に、ぢばからお許し戴いた全ての名称が、土地所のたすけ一条の
拠点としてのつとめをしっかり果たして行くと共に、春の息吹を受けてこれか
ら道を担う若き人も、親神様の御教えを意欲を持って学び、身に行うて、思召
に適う活気溢れる歩みを進めさして頂くことの出来ますようにと祈願されまし
た。

　祭典後の神殿講話は、中山慶純本部員がおつとめ下さり、陽気ぐらしの世界
を実現する為の人間の努力の在り方について、陽気ぐらしのキーワードである
「感謝、慎み、たすけあい」を取り上げ、ご自身の修養科主任としての経験な
どを基に、お話し下さいました。
　その中で先生は、親神様、教祖と強く繋がった「感謝、慎み、たすけあい」
の実行こそが世界一れつの心を澄まし、陽気ぐらしの世の立て替えに繋がって
いくのだとお話下さいました。

　当部は去る23日、海外からのひのきしん者を含め21名の新入部員を迎えさせ
て頂きましたが、目前に控えた教祖御誕生祭並びに婦人会創立百周年記念総会
に向け、部員一同力を合わせその受け入れ準備を着々と進めさせて頂いている
ところでございます。皆様方には元気におぢばにお帰り下さいます事を心より
お待ち申し上げております。

　尚、本日付けで海外部関係の以下の方々の人事について発表がございました
のでご報告致します。　
  深谷洋　　　アメリカ伝道庁長（4月お運び予定）

　三濱成太　　ハワイ伝道庁書記

　木村秀之　　ブラジル伝道庁書記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様の深く厚い御守護のまに／＼、身上の自由をお与え頂き、存命の教祖のお導きのも

と、陽気ぐらしへの成人の道を結構に歩ませて頂いております御守護の程は、誠に有難く勿

体ない極みでございます。私共は常に御教えに心を正し、たすけ心を高めて陽気世界実現に

向けて努め励ませて頂いておりますが、その中に今日はこれの伝道庁の３月月次祭を執り行

う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づとめ・てをどりを

陽気に勇んでつとめさせて頂き日頃のご高恩に御礼申し上げたいと存じます。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。

　私どもようぼくは、今日の激しく移り変わる世上に惑わされることなく、現れてくる数

々の出来事の中に親神様の御心を悟り、つとめに励み、さづけの取次ぎに努めて思召に添

わせて頂けるよう一層の成人を目指して尊き御用に邁進させて頂きます。何卒親神様には

私共のこの真実をお受け取り下さいまして、世界中の人々が互いにたすけあい睦み合う陽

気ぐらし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

んでお願い申し上げます。　　　
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楽人

伝道庁4月月次祭　

4月10日（土）午前9時

祭 典 講 話 ：岩田メルビン

講話テーマ：元 　 の 　 理

日本語通訳：岩田もと子

龍　笛	 	 	 M.ヒル

篳　篥	 	 	 M.社本	　	

鳳　笙	 	 	 L.岡村　E.今中		　

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	 岩田メルビン　	稲福道興	 	
賛　者	 宮内泰次	　　　井上タイロン　	 	
指図方	 本田グレン	
献饌長	 久尾マーク	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｓ．椎葉	 Ｗ．三国
(男性)	 Ｙ.中尾	 Ｍ．久尾	 Ｓ．社本
	 Ｔ．西村	 Ｔ．竹村	 Ｇ．井本
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．浅尾
	 Ｔ．松川	 Ｋ．金川	 Ｌ．長田
笛	 Ｎ．浜田	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．竹村
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｋ．川崎	 Ｇ．酒井
拍子木	 Ｍ．社本	 Ｍ．稲福	 Ｗ．城
太鼓	 Ｃ．三国	 Ｗ．三国	 Ｋ．川崎
すりがね	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｓ．中尾
小鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｏ．中尾	 Ａ．村田
琴	 Ｍ．三国	 Ｃ．明本	 Ｍ．ユック
三味線	 Ｋ．斉藤	 Ｔ．中尾	 Ｌ．本田
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｌ．蘇	 Ｒ．井上
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．美馬	 Ｙ．宮内
	 Ｇ．明本	 Ｅ．高田	 Ｍ．久尾

3月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

4月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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3月月次祭祭典講話

カイルアコナ教会長　椎葉スパーキー

たすけ一条の道

		
	 	本日、お話させて頂きます機会をお

与え頂きました事に御礼申し上げたい

と思います。

私、椎葉よしおスパーキーはハワイ

島コナに在住しております。私の教

会は数々の節をお見せ頂きその節を

足掛かりとしてこのたすけ一条へと

お導き頂いたのです。

　おふでさき第１号：５０のおうた

に、

　
　　このはなしほかの事でわないほとに
　　神一じよでこれわが事　　
　　　

　第３号：３のおうたに、

　　　　　　　　　　　　　　
　　しんぢつにそふぢをしたるそののちハ
　　神一ぢよで心いさむる

とあります。今日に至るまで、私は

親神様にいつも見守られてきて、今

歩んでいるこのお道の教えにたいへ

ん感謝をしております。本日つとめ

させて頂きますテーマは「たすけ一

条の道」でございます。

　私はハワイ島ヒロ市の地元で（ロ

ーカルとして）４０年間住んでいま

した。現在はコナにもう１４年住ん

でおります。仕事はツアーバスの運

転をし、日本の観光客を乗せて観光

案内を１０年間しておりました。こ

の仕事のおかげで、私は自分の育っ

た土地のこと、土地の人、又土地

にまつわる話を知ることが出来まし

た。色々な人に出会い１９５０年、

６０年代の良き時代のことを知るこ

とも出来ました。

　私はその後大学に戻り歴史の専攻

で教職員の資格を取りました。そし

て、カウアイ島、ヒロ、コナ市で１

４年間高校と中学校で教えていまし

た。その間、将来のリーダーとなる

べく３０００名もの学生との出会い

があり、その中でも最もよかった事
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は、生徒の親と親しくなり友達にも

なれた事です。

　

　１９９２年に私の両親が二人とも

アルツハイマーである事が妹達と話

し合って分かったのです。ですから

私は、再び大学に戻りヒロにありま

すヘルスケアの老人介護補助者の資

格を受け、以来私達家族４人は２０

０３年から２００９年の６年間コナ

で両親のお世話をしていました。

　昨年６月以降より私は麻薬常習者

やアルコール中毒、精神障害患者の

ケアの仕事をさせていただいていま

す。親神様は色々な節をお見せくだ

さり、見て、聞いて学びそれを生活

の中に生かしていかなければけない

と思いました。

　今までの４つの仕事は、ツアーバ

スドライバー、高校の教師、教会

長、そして介護士。それはすべて次

のステップへ進む為への教訓です。

現在の仕事であるリハビリ　ホーム

では、私はカウンセラーであり、指

導者であり、監視であり、調理人で

あります。

　入居者の方は脳の障害の人がわり

に多いです、しかしほとんどが精神

的に不安定であり、９０％はホーム

レスであった人達。２９歳から６８

歳の年齢の中で６０%は男性、そして

女性はたたかれたり、虐待を受けた

りした人、と言った恵まれない人が

多いです。

　私はホームに住む人たちに次のこ

とを指導します。シャワーを取り身

ぎれいに出来る様になる事、自分の

洗濯物が出来るようになる事、お金

の管理が出来るようになる事、きち

んと食べ物を食べることができ、料

理も出来るようになる事、自分の部

屋、シャワー室、キッチンをきれい

に掃除できる様になる事、新しいこ

とを習いパートタイムの仕事につけ

る様になる事、人と話をしたり、交

わることができるようになること、

共同生活の中で暮らすことが出来る

ようになる事、警察や病院に自分で

電話の緊急相談センターなどに対応

できるようになる事。私は心の成人

をしながら、新しい方法で社会の人

のために自分をトレーニングしてい

ます。

　私のゴールはホームの人達が自分

に自信を持ち、社会に復帰できるよ

うになれる事です。ここに居る人達

のたいていは子供の頃、両親に虐待

され、きちんと育てられていないの

です。多くは、両親がいつも居なく

て育った人。多くのその親は子ども

のことをあきらめ、会いに行くこと

すらしなくなった人達です。そして

又、たいていの人は親がいないか、

もう連絡も取れなくなってしまった

状態だそうです。

天理教の信仰者なら、子を持つ親は

皆、正しく育てようと思っていま

す。

　しかし、ここに居る人たちは親か

ら愛情もしつけもされずに育ち、生

きる気力を失った人達です。親に育

てられなかった人達の成りの果ての
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姿であります。精神不安定や、怒

り、自信喪失、信頼喪失、虐待など

はみな生きる気力を失った人の姿で

あります。暴力的になり、たいてい

は自己本位になり、人に心を開くと

いうことができない。こういうこと

から、人と交わることや、公の場所

に出ることができないのです。

　私達は州政府から成る、主にソー

シャルワーカーのスタッフの下に、

生きる術をなくした入居者の人たち

を「たすけ一条」の心になれる様お

世話取りをしているのです。ここ

では、州政府から部屋、食べ物、こ

づかい、作業訓練などが支給されま

す。

　私達スタッフは生きる糧（かて）

を失った人たちを新たな生き方へと

導き、チームで働きかけます。たい

ていの人は少しずつではあります

が、日に日によくなってきていま

す。そして、５％の人は社会に復帰

しますが、他の１０％の人は精神病

院に戻り、その他の人達は夫々の段

階に応じて回復していきます。家族

が愛情をそそぐ事により自信と誇

り、そして喜びが持てるようになり

ます。私のお世話している入居者は

信頼という言葉を知らないので嘘を

つき、そして落ち込み、いつも怒っ

ています。

　親神様の親心あふれるてびきを通

して心の入れ替え、人と心を合わせ

る事や自尊心を持つことや他の人と

うまく交われるようになる事を教え

ますが、その人達は、心が自分だ

けの狭い考えにとらわれ、ただ、自

分の事だけを心配し、視野が狭く、

すべてにおいて否定的であります。

心も、お腹もけして満たされないの

です。私達スタッフが食事を作りま

す。スナックは２４時間いつでも食

べられます。ガーデニング、料理、

コンピユーター、掃除の仕方などを

教えるクラスがあり、又ゲームや町

へ出かけるという楽しみもありま

す。　

　私達は、気力を失った人の心を救

う努力を惜しまずにします。この仕

事は責任の多い仕事で、長期に渡っ

て目標に向い治療を進めて行く仕事

です。

　ここは７０名のスタッフと２５名

以上のサポートをするエージエンシ

ースタッフでお世話どりをさせてい

ただいてます。以前は精神病の人

や、ホームレスの人を社会の中に野

放しにしていましたが、政府は今、

このプログラムを作りそれらの人

びとに働きかけています。小さい頃

に、きちんとした生活をしていなか

った人は、まともな生活が出来る様

に改善させようとしていますが、非

常に長い時間のかかるの事です。入

居者はたいてい規則の中で生活する

為に必要な物、こづかいや又シャン

プー、石鹸や洗剤などを与えてもら

ってます。

　人によって、このプログラムに合

わせられる人も居ますが、それがで

きない人もいます。生活帯を変える

のには時間がかかりますが、少しづ
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つ良くなってきてます。

　ホームレスや以前に麻薬中毒だっ

た人は、人を信じるということがな

かなかできない。中には、麻薬にお

ぼれて元の姿に戻ってしまう人も多

々あります。少しづつ、少しづつ、

一日一日、そして一歩一歩の進歩を

大事に育ててあげ私達スタッフを信

頼してもらえる様になるよう努めて

います。

　入居者は６ヶ月間の契約をし、私

達スタッフの指導の下に、三つのゴ

ールを達成できるよう目指します。

例えば、パートタイムの仕事に就け

るようになること、又人と話しが出

来るようになり、人と交われる様に

なる事。自分で料理や掃除ができ、

自分の身の回りの事がきちんと出来

る様になれる事。或いは、自分で薬

をきちんと取ることが出来る様にな

る事、などです。

　私は、料理をして彼らのお腹を満

たし、本を読んだり、一緒にゲーム

をしたりして心を満たして上げ、そ

して親神様のお力を通して彼らが自

信を持って自分で生活出来るように

指導しています。

　私達は彼らの激しい感情や、怒り

や行動をおさえ、良い方へ抑える様

コントロールします。又、良い行

動が出来、落ち着いている日は誉

めてあげる様にしています。精神分

裂病、多重人格、躁鬱性の病気、声

が耳に聞こえてくる病、麻薬中毒、

アルコール中毒、鬱病、といった病

気を持つ人たちは色々な症状が出ま

す。ですから夜となく、昼となく毎

日お世話させて頂いているのです。

私達の唯一の手助けとなるのは９１

１に電話をすることです。そして警

察に精神病院へ連れて行ってもらう

ことです。以前私のお世話した５０

人の入居者の内で、たった一人だけ

が社会に復帰しました。私は出来る

だけ自分の仕事の範囲でおたすけを

させて頂いてます。老人と、精神の

病の人です。今までにたすけ一条の

道の教えを沢山の人に伝えてきまし

た。

　私はおつとめをする事によって　

より一層心の勇みが出てきて神様の

思い、即ち「人をたすけて我が身た

すかる」という教えが理解出来るよ

うになりました。
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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
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15日(木)
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。

  
ー少年会ー

第35回総会＆スプリング・キャンプ
日　時
　・スプリング・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
　　　  を募集しています。
　　   ＊他島から参加下さる方には、旅費の半額の助成があります。    
               
　※詳細は追って連絡させて頂きます。



アイランドニュースアイランドニュース
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－ハワイ島－  婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

　どんよりとしたお天気ではありましたが、
爽やかな風の中、カカコ教会を会場に22名
が参加、4交代にて女鳴物の演奏が行われま
した。みかぐらうたの唱和と、鳴物の音色が
一つになり、会員一同も喜び勇み、教祖にも
お喜び頂けた事と思います。
　演奏後、主任より、間近に迫った創立百周
年への思いや、今年の活動方針についての説
明がありました。
　ランチタイムは、会員持ち寄りの沢山の
手料理、デザートを頂きながら、話も盛り
上がり、笑いの絶えない楽しい一日となり
ました。

春季霊祭

　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、併せてハワイの道の上に

ご尽力下された故人の年祭も執り行われた。

  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　4代会長配偶者
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婦人会バザーひのきしん

　毎年2月から8月初旬、毎週水曜日の朝9時から12時まで、婦人会70代・80代のメンバ
ー15人ほどがウェストハウスに集い、バザーに出品するための様々な品物を作っていま
す。皆さんここに来ると「楽しくて、勇んだ気持ちになれる！」と口を揃えておっしゃ
います。自分たちでもその品数の多さに驚きますが、例えば、鍋つかみ、枕、洗濯ばさ
み入れや、パッチワークの毛布に布団など合計2千点ほどがあります。

熱心に作業をされる婦人会員の皆さん 　一つ一つ丁寧に作られる品の数々

第50回ハワイ婦人会総会

第52回ハワイ青年会総会

日程：5月16日（土）

場所：伝道庁

時間：午前9時30分より

・おつとめ

（青年会・婦人会・女子青年合同）

・記念式典（各会）

・フードバザー　

　(青年会・婦人会・女子青年合同）

　焼きそば、おでん等
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青年会餅つき

　3月28日（日）に、青年会はモアナ・サーフライダーホテルにて餅つきを行いました。当
日は晴れやかな空の下、婦人会、女子青年会の方々のお手伝いもいただき、多くの方に搗き
たてのお餅を召し上がっていただきました。ひのきしんにお集まり頂いた皆さん、ありがと

うございました。

　　参加者も一緒に「よいしょっ！」 搗き立て餅にあんこを詰める女子青年
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みんなで教祖212回目のお誕生日をお祝いしよう！

　ハワイ少年会教祖ご誕生お祝い行事

日程：4月18日（日）

場所：伝道庁

時間：午前9時30分より

・おつとめ　　

・開会挨拶

・教祖のお話

・ゲーム

・ピザのランチ

・教祖お誕生日ソング

3月号「春季霊祭のお知らせ」の中に、泉一マノア教会三代会長配偶者とあるのは、
マノア教会四代会長配偶者の誤りでした。お詫びして訂正致します。

お詫びと訂正

赤ちゃん誕生

　2010年2月27日に、魁生智仁さん、峰
子さん夫妻（南阿）に赤ちゃんが誕生しま
した。名前は、ニコール・ひなたちゃん、
身長50.8cm、体重3218gの元気な女の子
です。おめでとうございます！



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

伝道庁人事
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　3月8日（月）竹村京子書記夫人が、4年7
ヶ月の伝道庁での任を終え、子供と共に帰
国しました。

修養科英語クラス
4月から6月まで、おぢばで開催している修養科英語クラスの一期講師に、斉藤カーレン会長（本
島・ホノルル）がおつとめ下さっています。また、ハワイから7名の受講生がいます。檜垣ロナル
ド（周東・ホオポノ布）、川崎バート（周東・アロハ）、リードベーター・ソーランド（東本・
ホンノエ布）、シース・キャロー（周東・カパア）、高橋ジョン（本島・ホノルル）、蘇ジェン
ソン（本島・台壇）、ロドルフォ・ビラヌエバ（那美岐・ 廣國）以上の7名です。

　3月15日（月）海外部、坂上典明部員・綾
乃夫妻（池田）が伝道庁勤務のため来庁し
ました。

　3月22日（月）海外部ひのきしん者・酒井
ギャリーさん（本島）が7ヶ月の伝道庁勤務
を終え帰本しました。今後は引き続き、海外
部にてひのきしんをする予定です。

　3月23日（火）村田明彦さん（八木）が2
年間の伝道庁青年を終え帰国しました。
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カウアイ島　　　　　　　　　　
  5月1日（土）  午前9時 日本人墓地
オアフ島
   5月1日（土）　 午前9時 ホノルル動物園
マウイ島
  4月19日（日） 午前8時半 カナハ・ビーチパーク
ハワイ島
 コナ 5月 2日（日）　 午前10時半 コナ・メモリアルパーク
 コハラ 5月  9日（日）　 午前10時 オールド・コナ空港公園
 ヒロ 5月29日（土）　 午前 8時半 ホメラニ軍人墓地

＊オアフ島会場参加者には3箇所（文化センター・アロハ教会・パロロプー
ルパーキング）よりシャトルバスの送迎を用意しております。また、お昼の
お弁当も用意しております。詳細は伝道庁事務所までお尋ね下さい。よろし
くお願い致します。

全教一斉ひのきしんデー

少年会ハワイ団

夏のこどもおぢばがえりのご案内

日程　７月16日（木）～29日（木）､30日（金）

少年会ハワイ団では、今年も夏のこどもおぢばがえり団参を予
定しております。詳しい内容につきましては、後日連絡をさせ
て頂きます。旅費は現段階で、約1,100ドルと見積もっており
ます。尚、海外少年ひのきしん隊参加者には、旅費助成金の支
給もございます。



　４月です。今月おぢばでは、教祖御誕生
祭の後３時から女子青年の集いが、そして
19日には婦人会創立百周年記念総会が行わ
れます。心の中のいらない荷物は、きれい
さっぱり手離して、心の自由を手にして旅
立ちましょう。百年という時をこえて、教
祖の御教えにもっともっと近づくために。

■月例会
　4月5日（第１月曜日）
・ミーティング　　9：00-9：30
・講話（庁長先生）9：30-10：00
・「お祝の集い」総合練習10：15-
■第50回教祖ご誕生お祝の集い
　4月6日（火）　19：00-
　（御供＄3、ハッピ、白靴下）
■ヌアヌ・ハレ慰問
　4月10日（土）　9：30-10：30
■バザーひのきしん

　毎週水曜日　　　9：00-12：00
　（4月14、21、28日はお休みです）

青年会だより

■月例ミーティング

■ひのきしんのお知らせ

４月のひのきしん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、4月
15日（木）午後7時30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
＊今月の月次祭直会当番は、合同Bグループで
す。よろしくお願いします。
＊今年もホームシェルターへの缶詰の寄付を
お願い致します。米、しょうゆ、シリアル、生もの
以外受け付けます。4月10日（土）伝道庁月次祭
までに伝道庁へお届けください。

★ 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

■教祖ご誕生お祝い行事
　4月18日に教祖ご誕生お祝い行事が行わ
れます。青年会でゲームをさせていただ
く際のお手伝いを募集しています。



女子青年だより

少年会だより

■貢献全教一斉ひのきしんデー

■教祖ご誕生お祝い行事
　婦人会創立100周年記念行事がおぢばで行
われる中、ハワイにいるみんなは一緒に教祖
のお誕生日をお祝いしよう！4月18日第3日
曜日、教祖のご誕生日当日に、例年通り少

■2010年春季キャンプのお知らせ　
　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。伝道庁行事との兼ね合いでこの予定とな
っています。みなさんカレンダーに印をつけ
ておいて下さい。いろんな教会でおつとめ学
びを予定しています。
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■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。

　地域に貢献しながら、にをいがけもす
る。そんな有意義な時間を家族や友達と
一緒に過ごしませんか。ひのきしんデーを
例年通り、5月1日（土）ホノルル動物園に
て、午前9時から11時までさせていただき
ます。シャトルバスと弁当が出ます。また
お知らせします。

■婦人会創立百周年記念　

　いよいよこの時がやってきました！婦人会

創立百周年を祝いにおぢばへ帰るみなさん

が、無事に帰られるようお祈りしましょう。

そして、この行事のために募金していただい

た皆さん、どうもありがとうございました。

参加できない方のためにもイベントを開催す

る予定です。ぜひ女子青年だよりから目を離

さぬようお願いします。

■こかん様に続く会のお知らせ

　最近続いていた津波の影響のため、こかん

様に続く会のセミナーは延期となります。

婦人会創立百周年総記念行事後に行う予定

です。

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。



イースターにぴったりのレシピを探していたら、レイチェ
ル・レイさんのウエブサイトですばらしいマフィンのレシ
ピを見つけました。私は甘いマフィンが好きで、ゆっくり
味わって食べる種類のものに出くわしたことはありません
でした。捜し物はあまり気にかけていない時に見つかるも
のです。ベジタリアンの人はこのレシピをベーコンなしで
試してみてはどうでしょうか。ベーコン入りのものはとて
もおいしかったですが、ベーコンなしでもきっとおいしい
でしょう。

材料
小麦粉　　　　　　　2カップ
砂糖　　　　　　　　大さじ1＋小さじ1
ベーキングソーダ　　小さじ1-1/4
塩　　　　　　　　　小さじ1/4
こしょう　　　　　　小さじ1/4
荒く刻んだベーコン　8枚分

コーン＆ベーコン・マフィン

食いしん坊レシピ

作り方
1.	オーブンを400度（204℃）に熱しておく。紙のベーキングカップをマフィン型
（12カップ用）に並べる。大きなボールに小麦粉、砂糖、ベーキングソーダ、塩、
こしょうを入れかき混ぜる。

2.	テフロン加工のフライパンでベーコンを中火で、時折かき混ぜカリッとなるまで炒
める。穴あきお玉でベーコンを小さなボールに移す。ベーコンの油を捨てる。フライ
パンにバターを入れ、中火で溶かす。タマネギのみじん切りを入れ、よく混ぜながら
柔らかくなるまで約5分炒める。ベーコンを加え、火から下ろす。

3.	コーンを1の大きなボールに入れ混ぜる。真ん中に凹みを作り、バターミルク、
卵、2で作ったベーコンの混ぜものを入れる。混ぜたものがまとまるまで折りたたむ
ように混ぜる。マフィン型と同数に小分けする。型に入れ、天辺がきつね色になるま
で約20分焼く。（途中でマフィン型を180度回転させること）。
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無塩バター　	 	 大さじ6
タマネギのみじん切り	 1/3カップ
冷凍コーン	 	 1-1/2カップ
バターミルク	 	 1-1/4カップ
軽く溶いた卵	 	 Lサイズ1個



3月行事報告4月行事予定
　2日（金）・三会会議
　5日（月）・婦人会例会
　				　　　		・三濱書記家族着任　　　　　　
　6日（火）・月例コミュニティーひのきしん
																				・婦人会第50回教祖御誕生
　　　　　　　　　　　　　　お祝演奏会
　8日（木）・マルカイ餅つき
　9日（金）・主事会
	10日（土）・伝道庁月次祭
		　　　　　
	11日（日）・庁長夫妻帰本
	12日（月）・月例にをいがけデー
	18日（日）・少年会行事
	26日（月）・遥拝式
　　　　　		・おてふり・鳴物練習
	30日（金）・庁長夫妻帰庁
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	 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
		3日（水）・柔道委員会
	 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	
　　　　　			・竹村書記一時帰本
	 	 ・竹村書記夫人家族離任
	 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
18日（木）	・青年会会議
　　　　　	・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
29日（月）・セミナ－会議
31日（水）・婦人会委員会
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