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おぢばからのメッセージ

立教173年4月26日
　
　日々はそれぞれの拠点の御用の上に御丹精頂き誠に有り難うございます。
　本日は春の日差しが心地よい晴天の御守護を頂き、真柱様を芯に４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、私共をはじめ教会長・よふぼく一同は、親神様の思召を心に
たたえ、ひながたの道に学び、教祖の道具衆としての自覚を深めて、にをいがけ・お
たすけに励み、一手一つに結び合って、人だすけの実践に勇んで取り組ませて頂く決
意を述べられました。また、来たる29日の恒例の全教一斉ひのきしんデーについて触
れられ、親神様の十全のご守護によって生かされている喜びを態度に表し、国の内外
の各地域でひのきしんを誠心誠意つとめさせていただく旨をお述べ下されました。そ
して、常日頃念ずるよろづたすけの上には、自由のお働きを賜り、人々の心が晴れや
かに澄み渡り、一れつ兄弟が互いに立て合いたすけ合い、和やかに睦び交わす世の様
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。

　祭典後の神殿講話は今村俊三本部員がおつとめ下さいました。先生は冒頭、逸話篇
90「一代より二代」を引用され、「おさしづ」やご自身の経験、また今村家の道すが
ら等を台に、末代の理について諄々とお話下さいました。そして最後に、末代にわた
り、真にたすかる道へと導かれる親神様、教祖の親心にお応えできるよう、これから
も心勇んで成人の道を歩ませて頂きたいと述べられました。

　御誕生祭、婦人会創立百周年記念総会でお帰り下された教友の中には、既に帰国の
途につかれた方も大勢おられますが、本日の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、フランス語、スペイン語、タイ語、
フィリピン語、ネパール語の9言語で行われました。
　現在、親里では修養科英語クラス（30名）、中国語クラス（27名）が開催中です
が、更に5月からはタイ語クラス（13名/予定）が加わる予定です。また明日からの検
定講習会前期には韓国語クラス（29名）、中国語クラス（6名）、同後期にはポルトガ
ル語クラス（14名）が開講されます。海外部員も様々な形でお世話取りをさせて頂い
ておりますが、修養科生また検定講習生を送り出されている教会や各拠点の御期待に
添えるよう、私たちの持ち場立場で精一杯の真実を尽くさせて頂きたいと思っており
ます。
　最後になりましたが、真柱様が祭文でお述べ頂きましたように、海外各地で予定頂
いているひのきしんデーには、今年も一人でも多くの教友にご参加頂けるようお声が
けのほど宜しくお願い致します。そして、ひのきしんを通して一れつ兄弟にお道のに
おいをかけさせて頂きましょう。

　尚、本日のお運びで深谷洋本部准員が第１１代アメリカ伝道庁長の理のお許しを戴
かれますことを併せてご報告致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様には一れつの子供をたすけあげたい

との深い親心より、教祖をやしろにこの世

の表にお現れ下され、よろづいさいの真実を

お説き明かし下さると共に、不思議な自由を

見せて世界たすけをお進め下さいます御守護

の程は、まことに有難く勿体ない極みでござ

います。私共は厚き御恵の御恩報じを念じ

て、たすけ一条の御用に努め励ませて頂いて

おりますが、その中に今月は、教祖が２１２

年前、この世にお生まれ遊ばされた芽出度い

月でございますので、お祝いと慶びの心を併

せ、只今より当伝道庁の４月月次祭を、おつ

とめ奉仕者一同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

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。

　去る６日、ご存命の教祖のご誕生日をお祝

い申し、婦人会員によって女鳴物の演奏を喜
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びの心一つにつとめさせていただきました。

また、本年は婦人会創立百周年を迎え記念総

会が開催されますので、当地より約２００名

帰参させて頂きます。さらにまた５月上旬に

は全教一斉ひのきしんデーをハワイ各地で実

施させて頂き、日々身上壮健にお連れ通り頂

く御守護に御礼申し上げたいと存じます。

　私共一同は、教祖が５０年の長きにわた

り、幾重の苦難の中をも明るくお通り下さ

り、お付け下された尊きひながたの道をまっ

しぐらに辿り、教祖の道具衆としてのつとめ

を果たし、限りなき御恵にお応えさせて頂き

たいと存じます。何卒親神様には私共の真実

をお受け取り下さり、世界中の人々が、我が

身さえ良くばの我欲の心を放れ、親神様の懐

に抱かれ、十全の御守護の中に生かされてい

る真実に目覚めて、一れつ兄弟姉妹として共

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

きの程を、一同と共に慎んでお願い申し上げ

ます。

　　　



楽人

伝道庁5月月次祭　

5月16日（日）午前9時

祭 典 講 話 ：社本正登司

講話テーマ：天 理 王 命

日本語通訳：岩田メルビン

龍　笛	 	 	 T.岩田

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	 一瀬常徳　柿谷節生	 	
賛　者	 城ウェイン　三国ウェスリー　	 	
指図方	 中尾善宣	
献饌長	 稲福道興	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上
(男性)	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｓ．中尾
	 Ｇ．本田	 Ｔ．美馬	 Ｗ．城
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤	 Ｌ．蘇
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．浜田	 Ｌ．井上
	 Ｍ．岩田	 Ｌ．本田	 Ｍ．ユック
笛	 Ｍ．社本	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三国
チャンポン	 Ｔ．美馬	 Ｗ．城	 Ｙ．宮内
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｓ．柿谷
太鼓	 Ｒ．山	 Ｗ．三国	 Ｓ．社本
すりがね	 Ｏ．中尾	 Ｓ．三濱	 Ｇ．井元
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｍ．久尾	 Ｔ．岩田
琴	 Ｅ．目黒	 Ｋ．金川	 Ｌ．浅尾
三味線	 Ｔ．松川	 Ｍ．山下	 Ｔ．中尾
胡弓	 Ｍ．三国	 Ｓ．柿谷	 Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．一瀬	 Ｏ．中尾	 Ｋ．竹村
	 Ｎ．浜田	 Ｔ．井上	 Ｍ．久尾

4月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　5月16日（日）　12：45～13：30　月次祭祭典後
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4月月次祭祭典講話

ホノルル港教会会長　岩田メルビン

元　の　理

　皆さんアロハ。本日のハワイ伝道庁４月の
月次祭を皆様と共に勇んで、喜びいっぱいに
つとめることができて大変喜んでいます。本
日は天理教教典第三章“元の理”という題で私の
思うところをお話させていただきます。
　私は、大自然に関するテレビ番組を見るの
が好きで、中でもプラネットアースという記
録映画の番組を見るのが大好きです。まず驚
かされるのは、広大さです。そして森、山、
谷、川、砂漠、湖、海に恵まれた地球の美し
さに驚きます。次に、地球の陸と海に住む沢
山の種類の動物、生物に魅せられます。地球
上に棲息する無限の植物に心を奪われます。
そこには沢山の種類の花や私達が食べている
果物や野菜があります。そして最後に、莫大
な数の人間、沢山の人種と民族が地球上に暮
らしていることに驚き、圧倒されます。ホー
ムと呼ばれる地球は、驚くほど壮大で、素晴
らしい所です。
おふでさき3号40と135に、

　　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

このお歌はおふでさきに２回出てきますが、
これは親神様が我々によく思案し理解しても
らいたいのだと私は解釈しています。また、

このお歌を思案すればするほど、私達の住む
この地球が、実に、親神様の身体であると悟
れるのです。素晴らしい景色を有する地球の
美しさをいったいどう説明することができる
でしょうか？陸と海には沢山の種類の動物が
住んでいます。数え切れないほどの種類の美
しい樹木、花、果物、野菜、そして多種多様
の民族がこの地球上に住んでいるのです。
　ここ美しいハワイ州は、人口は１００万を
超え、多数の民族が生活しています。もし自
分が画家で、１００万人の異なる顔を描きな
さいと言われたならば、私に出来るだろうか
と考えてしまいます。１００人か２００人の
異なる顔は描けるかもしれませんが、１００
万人の異なる顔を描くことは不可能です。そ
のようなことをいったいだれが出来るでし
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ょうか？有能な画家でも不可能でしょう。し
かし、親神様はやり遂げました。１００万人
でなく、この地球上で生活する６２億の人間
をです。人間は、皆違う独特の顔を持ってい
ます。ですから、自分の顔を見たら、他の人
と間違えられることは決してないのです。心
と同様に、この顔は私だけのものなのです。
　おふでさき14号25に、

　　月日にわにんけんはじめかけたのわ　
　　よふきゆさんがみたいゆへから	 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十四-25

　親神様はこの地球を創造し、全人類の親で
あります。私達に陽気ぐらしをさせたいとの
思いから、この素晴らしい地球を創られまし
た。それは、生命を維持する目的のみなら
ず、私達が日々陽気ぐらしをして暮らせるよ
うにとの思いからでした。親神様は、人間が
陽気ぐらしを実現するためには、元の理を学
び、理解しなければならないと確信していま
した。同時に、陽気ぐらしの実現に必要なお
つとめの理を理解する機会を私達に下さいま
した。
　おふでさき12号136～141に、
　　　　
　　なにもかも神のゆう事しかときけ
　　なにをゆうてもちがう事なし　　十二‐136
　　
　　しんちつにめつらしたすけをしへたさ　
　　そこでとのよな事もゆうのや　　十二‐137

　　このよふを初てからにない事を　
　　どんな事をもをしへたいから　　十二‐138

　　このよふのほんもとなるのしんちつを　

　　しいかりしょちせねばいかんで　十二-139

　　このもとをしいかりしりているものハ　
　　とこのものでもさらにあるまい　　十二‐140

　　このたびハほんしんちつをゆてきかす　
　　なにをゆうてもしかとしよちせ　　　十二‐141

　
　さらに、おふでさき6号85～88に、
　
　　ないせかいはじめよふとてこの月日
　　たん／＼心つくしたるゆへ　　　　　六‐85
　　
　　このみちをしりたるものハさらになし　
　　月日ざんねんなんとをもうぞ　　　　六‐86
　　
　　こらほどにをもてはじめたこのせかい　
　　月日の心なんとざんねん　　　　　六‐87
　　
　　月日よりたん／＼心つくしきり	
　　そのゆへなるのにんけんである　　　六‐88

　さらに続いて、おふでさき６号80～84に、

　　このよふわどろうみなかの事なるし　
　　なかに月日がいたるまでなり　　　　六‐80

　　月日よりしんぢつをもいついたるわ　
　　なんとせかいをはじめかけたら　　　六‐81

　　ないせかいはぢめかけるハむつかしい　
　　なんとどふぐをみたすもよふを　　　六‐82

　　みすませばなかにどぢよもうをみいも　
　　ほかなるものもみへてあるなり　　　六‐83
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　　そのものをみなひきよせてたんぢやい　
　　にんけんしゆごはぢめかけたら　　　六‐84

　おふでさき６号31～55に、

　　いざなぎといざなみいとをひきよせて　
　　にんけんはぢめしゆごをしゑた　　			六‐31

　　このもとハどろうみなかにうをとみと　
　　それひきだしてふう／＼はちめた　　六‐32

　　このよふの元はじまりハとろのうみ　
　　そのなかよりもどぢよばかりや　　　　六‐33

　　そのうちにうをとみいとがまちりいる　
　　よくみすませばにんげんのかを　　六‐34
　
　　それをみてをもいついたハしんぢつの　
　　月日の心ばかりなるそや　　　　　　六‐35

　　このものにどふくをよせてたん／＼と　
　　しゆこふをしゑた事であるなら　　　　六‐36
　
　　このどふくくにさづちいと月よみと　
　　これみのうちゑしこみたるなら　　　　六‐37

　　くもよみとかしこねへとをふとのべ　
　　たいしよく天とよせた事なら	 　　　　六‐38

　　それからハたしかせかいを初よと　
　　神のそふだんしまりついたり　　　　　六‐39

　　これからわ神のしゆごとゆうものハ　
　　なみたいていな事でないそや　　　六‐40

　　

　　いまゝてにない事ばかりはちめるわ　
　　なにをゆうのもむつかしき事　　　　　六‐41
　　
　　このよふをはちめかけたるしんぢつを　
　　たれかしりたるものハあるまい　　　　六‐42

　　これからハとのよな事もたん／＼と　
　　ゆうてきかするうそとをもうな　　　　　六‐43

　　にんけんをはぢめかけたハうをとみと
　　これなわしろとたねにはじめて　　　　六‐44

　　このものに月日たいない入こんで　
　　たん／＼しゆごをしゑこんだで　　　　六‐45

　　このこかす九をく九まんに九せん人　
　　九百九十に九人なるそや　　　　　六‐46

　　この人を三か三よさにやどしこみ　　　
　　三ねん三月とゝまりていた　　　　　六‐47
　　
　　それよりもむまれだしたハ五分からや　
　　五分五分としてせへぢんをした　　　六‐48

　　このものに一どをしゑたこのしゆごふ　
　　をなぢたいない三どやどりた　　　　　六‐49

　　このよふのしんぢつの神月日なり　
　　あとなるわみなどふくなるそや　　　六‐50

　　にんけんをはしめよふとてたん／＼と　
　　よせてつこふたこれに神なを　　　　六‐51

　　いざなぎといざなみいとが一の神　
　　これてしよこの大じんくゝなり　　　　　六‐52
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　　またさきハなにかたん／＼とくけれど　
　　いまゝてしらん事ばかりやで　　　　　六‐53

　　このさきハなにをゆうてもにんげんを　
　　はぢめかけたる事ばかりやで　　　　六‐54

　　このよふをはぢめだしたるやしきなり　
　　にんけんはじめもとのをやなり　　　六‐55

　おふでさき16号12に、

　　しかときけこのもとなるとゆうのハな　
　　くにとこたちにをもたりさまや　　　十六‐12

　第12号142～147に、

　　このやしきにんけんはじめどふぐハな　
　　いざなぎいゝといざなみとなり　　十二‐142

　　月よみとくにさづちいとくもよみと　
　　かしこねへとが一のとふぐや	　　十二‐143
　
　　それよりもをふとのべへとゆうのハな　
　　これわりゆけの一のどふくや	　　十二‐144

　　つきなるハたいしょく天とゆうのハな　
　　これわせかいのはさみなるぞや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二‐145

　　これまでハどふぐいゝさいみなよせて　
　　とのよなみちもとふりぬけたで　十二‐146

　　このさきハよせたどふぐをみハけして　
　　しこむもよふをいそぐばかりや　　十二‐147

これらのおふでさきから、この世人間を創造

された時の並々ならぬ親神様のご苦労に感謝
せずにはいられません。教典には次のように
書かれています。

　『その後、人間は、虫、鳥、畜類などと、
八千八度の生まれ更りを経て、又もや皆出
直し、最後に、めざるが一匹だけ残った。
この胎に、男５人女５人の十人ずつの人間
が宿り、五分から生れ、五分五分と成人し
て八寸になった時、親神の守護によって、ど
ろ海の中に高低が出来かけ、一尺八寸に成人
した時、海山も天地も日月も、漸く区別出来
るように、かたまりかけてきた。そして、人
間は、一尺八寸から三尺になるまでは、一胎
に男一人女一人の二人ずつ生まれ、三尺に成
人した時、ものを言い始め、一胎に一人ずつ
生れるようになった。次いで、五尺になった
時、海山も天地も世界も皆出来て、人間は陸
上の生活をするようになった。この間、九億
九万年は水中の住居、六千年は知恵の仕込
み、三千九百九十九年は文字の仕込みと仰せ
られる。』
　
　以前、私は二ヶ所のベーカリーで働いてい
ました。仕事中は立ち続けで、ゼロから作り
あげるので大変な労力のいる仕事でした。経
験から学ぶことが多く、おいしいケーキやパ
イや菓子パンがどんな作業で出来上がるか今
ではわかります。焼き菓子をいただくときに
はその工程にどれだけの時間と労力が費やさ
れたかを思うだけで、感謝の気持ちが湧いて
きます。これと同様に、親神様は、元の理を
通して、人間創造の時にどれほどの時間と労
力をかけたかを、我々人間に深く理解しても
らいたいのです。私達は命と体に感謝するこ
とが大切です。さらには、自分の体を大切に
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使うと同時に、他の人に喜びや幸せをかもし、
思いやりの心で他の人々を大切にすることで
す。言い換えれば、人助けをすることです。
　元の理から学んだもう一つの大切なことは、
親神様は人間創造の時に様々な道具をよびよ
せ、その時に承知をさせて貰い受けられまし
た。そして、親神様は食べてその心味わいを試
されました。その一すじ心を見澄ました上、道
具としてお使いになりました。
　一すじ心とは、澄み切った心、誠の心、すな
わち他の人達と合わせていく心、人を助ける心
です。これはとても大切で、我々の体は驚くほ
ど複雑にでき、各臓器と体の各部がそれぞれ支
え合いながら、完全に調和して働いているので
す。これは親神様の人間創造の時の思いであ
り、一すじ心は全人類の究極の目標です。平和
と調和のあるところにこそ陽気ぐらしが実現さ
れ、人類が一列兄弟として陽気に暮らすことが
出来るのです。そして一つの世界、一つの家族
となるのです。
　おふでさき６号29～30に、
　
　　いまゝてにない事ばかりゆいかけて　
　　よろづたすけのつとめをしへる　　　　六‐29

　　このつとめ十人にんぢうそのなかに　
　　もとはぢまりのをやがいるなり　　　　　六‐30

　かんろだいづとめは、１０人のつとめ人衆
が、ぢばにおいて、かんろだいを囲み、人間世
界創造の時の親神様のそれぞれのご守護を現し
てつとめられます。それぞれ異なる面をつけ、
それぞれ異なる手振りにより親神様の人間創造
の時のご守護を再現しています。ぢばの理によ
り、世界中の教会は設立のお許しをいただいて
います。かんろだいづとめは、ぢば以外ではつ

とめられないのですが、このおつとめによ
り、ハワイはもとより世界中の人々が、たす
けづとめの素晴らしい理をいただくのです。
おぢばでつとめる「かんろだいづとめ」の理
をいただいて各教会でおつとめがつとめられ
ます。ですから、このすばらしい教えを信仰
する我々は、自教会の月次祭に参拝し、おつ
とめ奉仕者になれるよう努力することが大切
です。おつとめをつとめる時は、親神様、教
祖と一体になり、一すじ心と成人させていた
だける時なのです。
　私達が残せる遺産とは、子供、孫、ひ孫、
親戚、友人、そのほかの人達におつとめの大
切さを教える事と強く信じています。教祖
は、４月１８日にお誕生日をお迎えになりま
す。その教祖が、おたすけと陽気ぐらしに必
要なこの大切なおつとめを教えて下さいまし
た。教祖は私達の成人をおせきこみくださる
上から、私達がおつとめをつとめることがで
きるよう、定命を２５年縮めて、御身をお隠
しになりました。
　我々の近所や地域で、より多くの人がおつ
とめをつとめることが出来たなら、どんなに
素晴らしいことでしょう。親神様、教祖はど
んなにお喜びになることでしょう！
　最後に、婦人会創立１００周年をお祝い申
し上げます。皆さんが安全で素晴らしいおぢ
ば帰りが出来ますようにお祈りしています。
　ご清聴ありがとうございました。



アイランドニュースアイランドニュース

9

－婦人会－　創立100周年記念総会団参 報告１

　婦人会創立100周年記念総会にあわせてハワ
イからも多くの教信者が帰参させて頂き、帰参
者合計は、管内の関係者を含め220余名となっ
た。4月18日午前10時から“教祖誕生祭”が執り
行われ、午後3時から“女子青年のつどい”そし
て夕づとめ後には“よろこび広場”が催された。
翌19日、“天理教婦人会創立100周年記念第92
回総会”が開催された。式典は世界中からの帰
参者のために12言語で同時通訳、午後1時から
の記念講演会は「陽気ぐらしの台へ」をテーマ

とし、7会場で行われ、18日の“女子青年のつど
い”と同様に8言語で同時通訳された。三年千日
のお打ち出し後から、出発間近の日まで、会員
同士が「100周年におぢばがえりさせて頂こ
う！」を合言葉に声を掛け合い、「日々の理の
お供」も、婦人ならではのコツコツとした積み
重ねの結果、大きなご守護をいただいた。創立
100周年という又とない大きな旬の波に乗らせ
て頂き、会員一同喜びと勇み心一杯で帰参し、
感激の内に各行事に参加させていただいた。

　　女子青年のつどい参加者 　　よろこび広場で見事完売！

　　記念式典前、神殿中庭にて 　　海外帰参者懇親会での一コマ
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－婦人会－　第50回教祖ご誕生お祝いの集い

　４月６日（火）午後７時より、伝道庁神殿
に於いて、教祖２１２回目のご誕生日をお祝
いする、第５０回教祖ご誕生お祝いの集いが開
催された。今回の集いに先駆け、婦人会では４
月５日（月）の月例会後に最終練習を行った。
お祝いの集いでは、参加者は８８名を数え、礼
拝後、琴、三味線、胡弓、地方にそれぞれ分か

れ、よろづよ八首から十二下りまでを、４交代
でつとめた。その後主任より婦人会創立１００
周年記念総会帰参、５月開催予定の総会につい
て説明があった。なお、神殿での集い行事終了
後、おさがりのケーキやお菓子で和やかな一時
を過ごし散会した。

餅つき

　4月8日（木）、マルカイで毎年行われるチャリティーイベント「テイスト・オブ・マルカイ」
にて餅つきを披露しました。迫力ある餅つきに集まった観客からは、歓声が上がりました。搗き
立ての餅は、あんこ餅として召し上がっていただきました。
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－少年会－　教祖ご誕生お祝い行事

　4月18日（日）、伝道庁にて子供28名、大
人20名の参加者が、教祖212回目のご誕生日
をお祝いしました。中には、家族ぐるみで教
会に参拝するために、この機会を利用してい
る家族も見られました。おつとめに続き、ジ
ュニアリーダーの川崎トーリ君と宮内エリッ
ク君がパワーポイントを使いながら教祖の物
語を発表してくれました。その後ホールにて青

年会がウォーターバルーントスやエッグハント
といった楽しいゲームを行いました。お昼には
ピザをいただき、みんなで教祖ご誕生お祝いソ
ングを歌いました。教祖にお供えさせていただ
いた巨大なケーキもみんなでいただきました。
何よりも良かったのは、みんなで力を合わせて
一斉に掃除をさせていただいたことでした。

ご結婚おめでとうございます

　4月22日（木）、本部教祖殿において海外
部ひのきしん者・酒井ギャリーさん（本島）
と片山治枝さん（本島）の結婚式が執り行わ
れました。おめでとうございます。末永くお
幸せに！
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ハワイ少年会は、ユニセフより昨年のハロウィーン募
金活動において表彰を受けました。以下、内容を掲載
します。「一日に亡くなる子供の数、24000人をゼロ
に減らすための救命基金におけるリーダーシップを称
えると共に、2009年ユニセフハロウィーン募金での
主要な募金団体としての地位を表彰して、アメリカ基
金ユニセフアンバサダーの称号を授与する」それに伴
い、ハワイ少年会の中尾団長は、支援いただいた各教
会、布教所、また多くの方々に感謝の意を述べると共
に、元ハワイ伝道庁書記・岩田長太郎先生の妻で、岩
田スーザンさんにもお礼を述べました。スーザンさん

－少年会－　ユニセフより表彰

柔道ニュース

は任期中に、サンデースクールを開講され、1975年に伝道庁でユニセフ活動として最初のハ
ロウィーン募金を行いました。活動は、昨年で35周年を迎えました。

　3月13日（土）14日
（日）に、ワシントン州
スポケーンで全米ユース
柔道選手権大会が開催さ
れました。5歳から19歳
までの全米トッププレイ
ヤーを含む、約400人の
選手が競い合うなか、ハ

ワイ天理柔道クラブから出場した選手たち
が活躍を見せました。その中でも、ミンデ
ィ・チャオさんは女子の中で特に目立ち、
３つのメダルを獲得しました。右に天理柔
道メダリストの結果を掲載します。

女子IJFジュニア
　57㎏級　銀：クリシー・チャオ
　63㎏級　金：ミンディー・チャオ
　70㎏級　金：カイマナ・ランドクイスト
			Open　　金：ミンディー・チャオ

男子IJFジュニア
100㎏級　金：ペスタノ・デイン

女子ジュブナイルB
　63㎏級　金：ミンディー・チャオ
　70㎏級　金：カイマナ・ランドクイスト

男子ジュブナイルB
　90㎏級　金：デイン・ペスタノ

女子ジュブナイルA
　44㎏級　金：キャシディー・チャンドラ

男子ジュブナイルA
　48㎏級　金：ノア・ピネダ・アバヤ



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

伝道庁人事
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イーストハウス修理

4月22日～25日まで、天理文化センターに
あるイーストハウスの屋根修理が行われまし
た。カパア教会からの青年8人、女子青年2

人が修理にあたり、青年会のメンバー数名も
ひのきしんに参加してくれました。

三濱成太書記着任挨拶
　この度、ハワイ伝道庁書記の御命をいただ
き、4月5日（月）に家族（妻・盛子、息子・
素正）と共に来布しました。私たち家族は、
海外の道の御用の上には縁があり、祖父母、
両親も海外で御用をつとめ、私たちの代でも
また海外で御用をつとめさせていただくこと
になり、嬉しく思っています。どうぞよろし
くお願いします。
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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19日（月）～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
定しています。詳しい内容については、後日連絡をさせて頂き
ます。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。

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13日(日)です。



　喜びと感謝と感激の内に婦人会創立百周
年記念総会はつとめ終えられました。おぢ
ばへ帰られた方々も留守を守られた方々
も、本当にありがとうございました。一用
木としての使命を自覚し、お道の女性とし
ての役割を果たせるよう、今日からまた新
たな百年に向かっての第一歩を踏み出しま
しょう。

■ヌアヌハレ慰問
　5月8日（土）　　　9：30-10：30

■婦人会例会
　5月10日（第二月曜日）　　9：00-
〈庁長先生のお話し後、記念品のラッピン
　グと総会の総合練習をさせて頂きます〉

青年会だより

■全教一斉ひのきしんデー

■合同総会おつとめ練習
5月13日（木）　19：00　
於：伝道庁ホール

　5月1日（土）　9：00-11：00
　於：ホノルル動物園
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婦人会だより ■女鳴物練習　　　　　　　　
　5月はお休みです
　6月15日（火）　　	　9：00-10：30

■総会おつとめ総合練習　　　	
　5月13日（木）　　　　　　		19：00-

■総合ひのきしん　
　5月14日（金）　　　　　　　9：00-

■青年会・婦人会・女子青年合同総会

　5月15日（土）　　　　　　　9：30-

■バザーひのきしん

　毎週水曜日　　　　　9：00-12：00

＊今月の月次祭直会当番は、周東グループです。
よろしくお願い致します。

■合同総会

　5月15日（土）9：30　於：伝道庁

■少年会キャンプ
　5月29日、30日、31日
　於：伝道庁、文化センター

■スペシャルオリンピック
　5月29日、または30日
　於：ハワイ大学マノアキャンパス

　



　

女子青年だより

少年会だより

■	2010年春季キャンプのお知らせ
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　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
～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。皆さ
ん、カレンダーにチェックしておいて下
さい。

　婦人会創立百周年記念行事に参加下さ

った皆さん、ありがとうございました。

女子青年の集いにはとても感激し、女子

青年合同の喜び広場は大成功のうちに終

えることができました。懐かしい友人と

の再会、また新しい友との出会いがあり

ました。

　そして、ハワイ女子青年に二人の新

■	夏のこどもおぢばがえり
　今年の夏の子供おぢばがえりは、7月19日
（月）に出発し、7月30日（金）に帰国の予
定となっています。38母屋には、7月24日の
16：00にチェックインして、30日までの宿
泊となります。海外少年ひのきしん隊参加者
には、旅費助成金の支給があります。詳細は
後日お知らせします。

しいメンバーを迎えることになりました。

小山モニカさんと、松川トレイシーさんで

す。よろしくお願いします。

　合同総会は、5月15日（土）に行われま

す。参加できる方は、どの鳴物ができるの

かということも併せて、堀川シェロまでお

知らせください。



今回は、みんな大好きチキンレシピです。最近友人のお宅
でこの料理をいただき、喜びを感じました。今月の「食い
しん坊レシピ」で掲載したいと伝えると、ジョディは喜ん
でレシピを披露してくれました。簡単で、必要なものはす
べて棚の中にあるでしょう。それではどうぞ！

材料
卵　　　　　　　　　　	Lサイズ2個
マスタード(お好み)　　		大さじ2
細かく砕いた
　パルメザンチーズ　					2-1/2カップ
乾燥したパン粉　　　					1カップ

パルメザン・クラストチキン

食いしん坊レシピ

作り方
浅めのボールに卵とお好みでマスタードを入れ、よく混ぜます。別のボール
に、パルメザン2カップ、パン粉、塩、こしょうを入れ混ぜ合わせます。そ
して鶏肉を洗い、ペイパータオルで軽く叩きながら水気を取ります。鶏の切
り身を卵に浸し、余分な卵を落としたらパン粉をつけます。お皿に移し、残
りの切り身も同じようにパン粉までつけておきます。フライパンで大さじ2杯
のオリーブオイルを中火で熱し、そこに鶏の切り身半分を入れて、片面3～5
分、小麦色になるまで焼き、両面を焼いたらお皿に移します。しっかりとフラ
イパンを拭いて、また大さじ2杯の油を入れて同じように焼いていきます。焼
けたらお皿にのせて、レタスを飾りレモンを添えたら完成！
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塩　　　　　　　　小さじ1/2
黒こしょう　　　　小さじ1/4
鶏の切り身　　　　1-1/2パウンド
オリーブオイル　　小さじ6
レタス　　　　　　1つ
レモン　　　　　　一切れ



4月行事報告5月行事予定
		1日（土）・全教一斉ひのきしんデー
		　　　　	　オアフ島地区
		3日（月）・婦人会委員会
		5日（水）・少年会会議
		6日（木）・三会会議
		8日（土）・ヌアヌハレ慰問
10日（月）・婦人会例会
11日（火）・主事会準備会
　　　　　・布教・育成委員会
12日（水）・青年会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
13日（木）・合同総会おつとめ練習
　　　　　・青年会本部中山正直委員来庁
　　　　　　（～17日）
15日（土）・婦人会、青年会、女子青年
　　　　　　合同総会
　　　　　・主事会
16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
　　　　　・おやさとセミナー
　　　　　　オリエンテーション
17日（月）・月例にをいがけデー
19日（水）・少年会会議
21日（金）・竹村喜久信書記帰国
23日（日）・少年会鳴物練習
26日（水）・遥拝式
　　　　　・おてふり/鳴物練習
29日（土）・少年会スプリングキャンプ
　　　　　　（～31日）
30日（日）・少年会総会

18

		1日（木）・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
　　　　　　お祝い行事
		7日（水）・少年会会議
		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
13日（火）・布教・育成委員会
15日（木）・婦人会団体団参
　　　　　・まこと/オリジンズ会議
16日（金）・婦人会団体団参
18日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
19日（月）・竹村書記一時帰本
22日（木）・竹村書記帰庁
　　　　　・イーストハウス屋根修理
26日（月）・遥拝式
	　　　　			・婦人会団体帰国
30日（金）・庁長夫妻帰庁
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第51回ハワイ婦人会総会

第53回ハワイ青年会総会

日程：5月15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）

・式典（合同）
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