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おぢばからのメッセージ

立教173年5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。
　親里は若葉の緑が目にしみる季節を迎えておりますが、本日は朝からどん
よりとした雲に覆われ、大変肌寒い日となりました。そんな中、今日一日を
楽しみに大勢の教友がお帰り下され、5月の月次祭が真柱様を芯に陽気に勇
んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で、私どもをはじめ教会長よふぼく一同は、昨今にお見
せいただく様々にして困難な世相は、それぞれの心に積み重ねた我が身思案
のほこりによることと悟り、自らを律し、親にご心配をお掛けせぬよう、如
何なる中も教えを拠り所に、喜び心を持って、一段とにをいがけ・おたすけ
に励んで、この世治める真実の道を脇目も振らず歩ませていただく決心を述
べられ、また、人々が親の御理に目覚めて心済みきる中に、悩み・苦しみが
次々と救われて、陽気ぐらしに睦び楽しむ世の様へ一日も早く立て替わりま
すようにと祈願されました。

　祭典後の神殿講話は梶本誠之本部員がおつとめ下さり、教会本部が設立さ
れるまでの様子を振り返りながら、国々の教会名称の成り立ちとその在り方
についてお話し下さいました。
　お話の中では、神一条に親神様の思召実現へつとめきるところが教会であ
り、その神一条を立て切るところに教会長としての心構え、態度の根本があ
るとお述べになりました。
　そして、教会が末代に続く理のお許しを頂いていることについておふでさ
き、おさしづを基にお話し下さいました。

　最後になりましたが、英国連絡所では来月6月6日に連絡所開設10周年記念
月次祭が執り行われる予定です。
　また、本日付けで竹村喜久信・前ハワイ伝道庁書記が海外部庶務課に配属
となりましたことを併せてご報告致します。

　それでは来月も心勇んで勤めさせて頂きましょう。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。

 親神様には、子供可愛い親心のまにまに、旬

に応じて私共をお仕込み下さり、永の年月絶え

ることなき御守護をもってお育て下さいます御

慈愛のほどは誠にありがたく勿体ない極みでご

ざいます。私共は日々賜ります厚き御恵に感謝

の思いを深めつつ、御恩報じの道を心勇んで歩

ませて頂いておりますが、その中にも今日はこ

れの伝道庁の５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

つとめさせて頂きご高恩に御礼申し上げたいと

存じます。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、共にみかぐらうたを

唱和して御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。

 全教一斉ひのきしんデーが世界各地にて繰り

広げられ、去る１日にはオアフ島地区での開

催を約１７０名の参加者を得て実施させて頂き
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5月月次祭祭文

ました。またカワイ、マウイ、ハワイの各地区

においても順次実施させて頂いております。ま

た昨１５日にはハワイ婦人会、青年会並びに女

子青年の合同総会を、青年会本部中山正直委員

のご臨席を頂き、賑やかに開催させて頂きまし

た。道の台としての自覚を深め、あらきとうり

ようとしての情熱を高め陽気世界の実現に向け

て真っ直ぐに心勇んで歩ませて頂きたいと存じ

ます。さらにまた来る２９日より３１日まで少

年会のスプリングキャンプを実施、３０日には

総会を開催させて頂きたいと存じます。

　私共は人間思案に流されることなくひながた

の道を素直に辿らせて頂き、つとめの勤修とさ

づけの取り次ぎに励み、世界たすけをお急き込

み下さるお思いに少しでもお応えさせて頂きた

いと存じます。届かぬ私たちではありますが何

卒親神様には大らかな親心でお連れ通り下さ

り、人々の心の埃が払われ一列兄弟姉妹の和睦

が深まり互いにたすけあう陽気づくめの世の状

へと一日も早く立て替えて下さいますようお導

きの程を、一同と共に慎んで御願い申し上げま

す。



楽人

伝道庁6月月次祭　

6月20日（日）午前9時

祭 典 講 話 ：浜田シャロット

講話テーマ：ひ な が た

日本語通訳：中尾志げみ

龍　笛	 	 	 T.岩田　Ｍ.中尾

篳　篥　　　　	M.社本	　	

鳳　笙	 	 	 M.ヒル　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	 稲福道興　久尾マーク		
賛　者	 高田エリック　中尾スティーブン　	 	
指図方	 西村忠正	
献饌長	 中尾オーウェン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｓ．椎葉
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｋ．川崎
	 Ｍ．社本	 Ｍ．久尾	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｙ．西村　Ｓ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．斉藤	 Ｆ．伊藤
	 Ｊ．山	 Ｓ．久尾	 Ｍ．ユック
笛	 Ｎ．浜田	 Ｗ．三国	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｔ．一瀬	 Ｄ．川崎	 Ｙ．宮内
拍子木	 Ｇ．井上	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾
太鼓	 Ｃ．三国	 Ｗ．城	 Ｓ．三濱
すりがね	 Ｇ．本田	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．社本
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上
琴	 Ｅ．目黒	 Ｌ．蘇	 Ｌ．長田
三味線	 Ｃ．明本	 Ｔ．中尾	 Ｙ．土屋
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｃ．浜田	 Ｙ．川崎
地方	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｋ．竹村
	 Ｏ．中尾	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．城

5月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　6月20日（日）　12：45～13：30　月次祭祭典後
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5月月次祭祭典講話

マリエ布教所長　社本正登司

天 理 王 命

　皆様こんにちは。無事に五月の月次祭をつ
とめ終えさせて頂くことができ、まことにお
めでとうございます。
　日本からハワイに渡ってきまして五十一年
と三ヶ月が過ぎまして、当時かなりの美青年
でありました私も、今は見る影も無くて後期
高齢者の仲間入り致しました。もう神殿講話
などのお役も当らないものと安心しておりま
したのに、当ってしまいました。しかもその
題名は、教典の第四章「天理王命」。大役で
心配ですが、一生懸命つとめさせて頂きま
す。しばらくお付き合い下さいますようお願
い申し上げます。
　さて、教典の第一章から第五章までは前編
の「教理篇」で、第六章から第十章迄が「
信仰篇」との事で前編の硬い話です。私の苦
手なことですが、修養科の授業でなくて神殿
講話ですので、少し軟らかくと思っており
ます。「天理王命はどこにおいでになります
か。」こう尋ねられて皆さんはどうお答えに
なるでしょうか。

　　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

　このおふでさきのおうたは、千七百十一首
の中で二度も書かれている大切なおうたで
す。だから、私達は天理王命のからだの中で

生かされているのです。それならば、「どこ
においでになるのでしょう。」という質問の
方がおかしいいねと答えられそうです。でも
それでは答えになりませんよね。それは教典
の第一章の終わりのほうに、こんな風に書か
れています。

「更に、深い思わくから、親神天理王命の神
名を、末代かわらぬ親里ぢばに名附け…」

とあります。ーなむてんりおうのみことーと
唱えておつとめができるよう、世界中の人間
をたすけて陽気ぐらしの世に立て替えて頂く
ことができるよう、お祈りすることが、おつ
とめすることができるようにと、人間をたす
けられて、神人和楽ができるようにとの深
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いお考えから、元のぢばに名附けられた神名
なのであります。各教会々々がぢばの理を戴
いてお許しいただくのです。それ故「これの
神床にお鎮り下さいます親神天理王命の御前
に…」と庁長さんや会長さんがまず唱えてお
祈りし、そしておつとめ・てをどりをつとめ
させて頂くのですから、ぢばの理を戴いて真
剣に、間違いなくつとめさせて頂かねばなら
ないのです。まあまあやってるうちに上手に
なるから…、なんて稽古場のつもりでつとめ
てはならないのです。稽古は普段、心して練
習を積んで下さい。申し訳ありません。これ
は私の分野ではなく、第三章の事を申し上げ
てしましました。領地侵害であります。第四
章に戻ります。
　さて、天理王命とは、親神様の総称でその
守護の理を十柱の神名で教えくださっていま
す。

くにとこたちのみこと
　人間身の内の眼うるおい、世界では水の守
　護の理。

をもたりのみこと
　人間身の内のぬくみ、世界では火の守護の
　理。

くにさづちのみこと
　人間身の内の女一の道具、皮つなぎ、世界
　では万つなぎの守護の理。

月よみのみこと
　人間身の内の男一の道具、骨つっぱり、世
　界では万つっぱりの守護の理。

くもよみのみこと

　人間身の内の飲み食い出入り、世界では水
　気上げ下げの守護の理。

かしこねのみこと
　人間身の内の息吹き分け、世界では風の守
　護の理。

たいしょく天のみこと
　出産の時、親と子の胎縁を切り、出直の　
　時、息を引きとる世話、世界では切る事一
　切の守護の理。

をふとのべのみこと
　出産の時、親の胎内から子を引き出す世　
　話、世界では引き出し一切の守護の理。

いざなぎのみこと　男雛形・種の理。
いざなみのみこと　女雛形・苗代の理。
　
　さて、またここで第三章の文章をお借りす
る事になります。

　　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

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

　　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

　　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

　このように、おふでさきにお記し下されて
います。ここで私は、先月の講話の後の庁長
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先生のお話の一節を思い出します。それは、
　「高弟の方々が教祖の元に行くといつも人
間を創めた時の話をされる。そのたびに教祖
は泣いて話して下さった。」
ということであります。世の中には、いろん
な宗教があり、それぞれ独自の創世記が伝え
られていて、神が人間を創造するのにほとん
どが、全知全能の神が安々と人間を創造され
たように説いていて、神の偉大さが説明され
ていて、又一面では一神教のほうが優れた教
えのような感じで受け取られてきたこともあ
ります。
　ちょっとここで私事でありますが、一つの
経験話をお聞きください。ある時、あるプロ
フェッサーと仲良くビールを飲んでいまし
た。その有名な大学教授は、ある宗教の重要
な役を持っていました。その彼が私に、「天
理教とはどんな教えかね。」と尋ねました。
そこで私は反対に、「あなたの信ずる神様は
天のお父さんでしょう。」と言いますと「う
ん」と答えました。そこで「お母さんはどこ
にいるの？」と尋ねたら、彼は「お母さん？
」とキョトンとした顔でしばらく黙っていま
した。そこで私は、「私達の教えは天のお母
さんの教えです。人間が楽しく暮らせるよう
に教えられています。」と答えました。
「楽しく？」「はい、楽しく。」「あなた

は教会へ行き、サービスが終わって出て来る
とき、明るい笑顔でなく、むしろ暗い難しい
顔をして出てくるのでしょう。」「うん…。
」「私達は笑顔で勇んで出てきます。」「笑
顔？」「神様は私達人間を創った親でしょ
う。」「うん…。」「あなた自身の子供さん
達が暗い顔をしてるのと、ニコニコ笑顔でい
るのとどっちが好きですか。明るく勇んで暮
らしている子供の姿の方がうんと楽しいでし
ょう。」「うん、そうだね。」
　長くなりますので、話を元に戻します。さ
て、教祖が泣いて話された、元はじまりの話
は、「人間が成人するに従って本当の姿が理
解出来るようになる」と仰せになったとお聞
かせ頂いています。教典第二章に、

　　にんけんをはじめかけたるしよこふに
　　かんろふたいをすゑてをくぞや　　十七-9

「かんろだいとは、人間宿し込みの元なるぢ
ばに、その証拠としてすえる台で、人間の創
造と、その成人の理とを現して形造り、人間
世界の本元と、その窮りない発展とを意味す
る。」

と記されています。かんろだいが六角である
事と、人間を形成する分子が六角に繋がって
いる事、それにかんろだいづとめの姿を真上
から見下ろした姿が、原子が核を中心にいく
つもの染色体が寄せてはかえすような運動を
している姿にとてもよく似ているという事が
理解されてきたのは、まだそれ程古い時代の
ことではないのです。有名なアインシュタイ
ン博士が「相対性理論」を発表し、世界の物
理学が大きく進展し始めたと云ってもいい
事柄も、元はじまりの話がまとめられた最
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初の明治十四年「此世始まりの御話控」（山
沢良治郎）なるものの方が、三十二年も前の
ことであり、世界の物理学の研究が更に進ん
だ近年では、目に見えない宇宙のいろいろな
原理がどんどん発見され、証明されていって
います。その中の一つの大きな「謎」に、す
べての物の基本が、陰と陽とで成り立ってい
る、つまり、プラスとマイナスが同じ数量で
成り立っているという事と、それがゼロにな
って消えてしまわない理由という事で、それ
に対しての究明が大きく注目されているので
す。プラスでもなく、マイナスでもない「中
性子」の存在を発表し（電気を帯びていない
素粒子）、それが証明され、ノーベル賞を受
賞した日本の湯川博士。つい最近では、素粒
子の最も小さいものとされる、クオークが三
つあるとされていたのに、六つありますと発
表した益川・小林理論が1972年には全く見
向きもされないで数年間が過ぎ、色んな研究
が進むにつれ注目されるようになり、ついに
その存在が実証され、ノーベル賞を受賞され
たのがつい一昨年のことでありました。その
研究発表が、「クオークは三つのみでなく、
六つあります」というのであります。こうし
た相対性の破れと呼ばれる素粒子の存在が、
世界を一瞬にしてゼロ化してしまう現象を止
めていると考えられるならば、月日親神が人
間創造のはじめに、何故六柱の道具衆を呼び
集めて、食べてその心根を味わった上、人間
をお創りになったのかの「謎」もそのへんに
あり、教祖が泣いて語られた元はじまりの親
神のご苦労の一端がうかがえるような気がし
てなりません。成人次第見えて来る、「元の
理」の真実が物理学上からも理解出来る日が
近づいているような気がしてなりません。こ
れは、私の個人的見解でありますので、あま

り気にしないで下さって結構です。又々、第
三章元の理に侵入してしまいました。最後
に、親神様の親心を一寸申し上げます。
　　
　　ここでつとめをしてゐれど
　　むねのわかりたものハない　　九下り目-9

　　とてもかみなをよびだせば
　　はやくこもとへたづねでよ　　九下り目-10

　これは今から百二十数年も以前のおうたで
ありますが、もうつとめ場所も建てられ、
多くの先生方が誠真実を尽くしておいでにな
ったのですが、むねのわかりたものはない、
そしてそれでも神名を呼び出せば早くこもと
へたずね出ようとおおせられているのです。
　人様たすけたい、たすかってもらいたい真
実の心で、神名を呼び出せば、神様は信仰が
深かろうと浅かろうと、親神の御心が十分判
っていなくても、すぐにこもとへ飛んで来て
たすけて下さる事を信じ、十柱の神名と守護
の理を心におさめて、自身を持っておたすけ
に出させて頂きましょう。
　最後になりましたが、難しい私の話を通訳
して下さった岩田先生に心から御礼申し上げ
ます。
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ハワイの教友
世界各地で活躍する

ハワイの教友

　第49回

　世界中のハワイ教友の中より、今月はアイオワ州にあるグレネル大学で学んでいる久尾グラン
トさん（本島、マウイ教会）の所感を掲載します。

　グーテンタッグ！久尾グラントです。現在、アイ
オワにあるグリネル大学3年生で、化学を専攻して
います。私がなぜアイオワという無作為な所で学校
を決めたのかということに疑問を持つ方がたくさん
いるようですが、私にとってそれは最高の決断であ
ったと確信しています。アイオワコーカスや、科学
的な研究など、グリネルに来たことを後悔していた
頃には感じられなかった、価値ある時間を過ごして
います。私の知る限りでは、アイオワには教会も布
教所もなく、どの教会活動からも孤立していること
が最初はとても変な感じがしていました。例えば、
一月をまるまるどこの月次祭にも参加できずに過ご
すことは私にとって普通ではありませんでした。し
かし、教会で育ったことが私にとって特権であり、
それによって日々教祖の教えを実践することができ

ます。ですから、自分のスケジュールの中で、で
きるだけ毎日朝夕のおつとめをつとめるようにし
ています。勉強に忙しくて、ストレスの溜まって
いる時でも、自分がやるべき事に没頭するのは容
易いことです。しかしながらいつも思い出すこと
は、逸話篇123のお話しの中で、教祖が梅谷四郎
兵衞に仰った「神さんめどやで。」というお言
葉です。このお言葉を知ってから、毎日おつとめ
をする時間をつくり、この素晴らしい場所で学ぶ
ことができる、神様のご守護に感謝しています。	
私のいるところから教会の活動に参加することは
難しいですが、休みを使って通うようにしていま
す。昨年は夏と冬の休みの時期に帰省できたら良
かったのですが、距離、そして金銭的にも不可能
でした。その代わりに、夏休みにはミッドウェス
ト教会に行き、教会の周りでひのきしんをさせて
いただき、しかもシカゴ地区での全教一斉ひのき
しんデーに参加することができました。学期後は
ロサンゼルスを訪れ、カリフォルニア教会とター
ミナル教会の8月の月次祭に参拝することができ
ました。さらに、アメリカ伝道庁で約5日間を過
ごさせていただきました。最近では、3月の春休
みを使い、一週間半を伝道庁で過ごさせて頂き、
リフレッシュできました。改めて教会活動に繋が
り、誠の種を蒔かせていただきました。家から離
れていながら、親神様から戴く沢山のご守護に対
して、毎日感謝でいっぱいです。
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－婦人会－　創立100周年記念総会団参 報告2

　「創立100周年」関連の諸行事は、滞りなくつとめられ、今も心の中にその感激と感謝の気持ちが大
きく残っています。そして新たなスタートを始める今、更なる心の成人を目指して再出発させて頂きま
しょう。100周年を振り返り、婦人会員の“声”をお届け致します。

平佐よし子さん(ホノルル港教会)

　ホノルル港教会、前会長岩田カネ先生から、「おぢばで
大きな行事のある時には帰って下さい。」と言われていた
ので、今年の百周年記念総会には元気でいれば帰りたいと
思っていました。今年95歳です！おぢばでは、沢山の行事
に参加し、またハワイにご縁のある方々にお会いし、忙し
い毎日を送りました。昨年半ばから、身上で半年ほど入院
されていた、大教会長様のお元気な姿に接し、大変感激し
ました。天理での行事を終えて、防府大教会に参拝し、そ
の後は飛騨の高山でゆっくり温泉に浸かり、疲れをとりま
した。日本滞在中、元気で通ることが出来、感謝していま
す。（写真前列左から3番目）

キャサリン・ラムさん(かりゆし布教所)

　女子青年の集いの終わりに、女子青年の交流
会がありました。古い友人と再会し、新しい友
人と出会うことのできた素晴らしい機会でし
た。メンバーは、ハワイ、カナダ、そしてアメ
リカ本土の各地から集まりました。北米各地、
カナダ、またハワイから女子青年が集まったの
は初めてのことで、新しい人との繋がりを持つ
ことができました。アメリカ、カナダの異なる
地域に家族がいることに気づき、またおぢばに
帰ったときには、新たな人と出会うことでしょ
う。このような若い家族と出会う機会を頂き嬉
しく思い、そして再びおやさとで会う日を楽し
みにしています。
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宮内ルミさん(浅草ハワイ教会長夫人)

椎葉七重さん(カイルアコナ教会長夫人)

　この度、創立百周年記念に参拝させて頂き、カ
イルアコナ教会の婦人会として、おぢばがえりし

　婦人会創立100周年を祝い、ハワイから多くの方々が帰参しました。私はこの大切な行事に参加でき
ないと分かっていたので、この団参の準備段階で、出来る事は何でもさせて頂こうと決めていました。
フライトの段取り、ガイドブックや荷札の作成、また他の方々と一緒によろこび広場で売るための手作
りカードの作成などをさせて頂きました。それから、息子にも手伝ってもらい、ナッツやチョコレート
を詰めたり、携帯ストラップを作成しました。おぢばで
のお祝い行事に参加できませんでしたが、小さな方法
で、この大切な行事のお手伝いをさせていただけて感謝
しています。

たくても帰れない信者の皆様のご真実を胸に代表で参
拝させて頂いたこと、大切な時旬に今生かされている
ことを心から喜ばせて頂きました。また、中和詰所で
宿泊させて頂きまして、中和部属のブラジルから30名
の帰参者と一緒に海外のお部屋に泊まらせて頂きまし
た。英語では会話が出来ず、日本語の出来る方に通訳
をしてもらいながらコミュニケーションをして5日間
を共に過ごさせて頂きましたが、同じ大教会という
親しみと共に、海外で教会をさせていただく者の交
流を持たせていただけた貴重な時間だった様に感じ
ました。Mahalo!
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全教一斉ひのきしんデー

オアフ島	 5月	 1日（土）	 ホノルル動物園	 	 175名

カウアイ島	 カパア　	1日（土）	 カパア日本人墓地	 　		9名

マウイ島	 マカワオ22日（土）	 マカワオ軍人基地	 		29名

ハワイ島	 コナ	 		2日（日）　	 コナメモリアルパーク	 				7名

	 	 コハラ	 		9日（日）　	 旧コナ空港公園	 	 				4名

	 	 ヒロ	 29日（土）　	 ホメラニ軍人墓地	 		22名

各会場報告

　5月1日、オアフ地区での全教一斉ひのき
しんデーが青空の下、ホノルル動物園で行わ
れ、幼児から年輩の方まで180人が集いまし
た。参加者は、熊手で落ち葉や、毎年落ちて
くるモンキーポッドの種を集めていました。
家族で来ていた方は、この機会を利用し子供
たちと楽しい時間を過ごしながら、ひのきし
んの大切さを伝えていました。今年は、清掃
後に弁当が配られ家族で楽しむ姿が見られま
した。
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第51回婦人会総会
第53回青年会総会

　5月15日（土）婦人会・青年会・女子青年の合同総会が行われ、計168名の参加者が集っ
た。午前9時半から青年会本部・中山正直委員の礼拝でおつとめが開始され、終了後はそのま
ま神殿にて式典が執り行われた。婦人会では、浜田まさよハワイ婦人会主任が婦人会本部か
らの祝辞を代読し、その後80歳を迎えられた婦人会員が祝福された。青年会では、中山委員
が’青年会長様の御告辞を代読し、ハワイ青年会委員長交代式が行われた。

鈴木ダニエル青年会前委員長 中山正直委員御告辞を代読 岩田バート青年会新委員長
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赤ちゃん誕生

　2010年5月15日に、山本浩徳さん、由美
子さん夫妻（南阿）に赤ちゃんが誕生しまし
た。名前は、リノ・春花（はるか）ちゃんで
す。リノはハワイ語で「光輝く」という意味
で、春花は由美子さんの祖父が読んだ「とこ
春の	花の都やハワイの園で	清く	美しい	花と
咲け」という短歌からとりました。身長50.8
㎝、体重2919ｇの元気な女の子です。
おめでとうございます。

スペシャルオリンピック

　5月28日～30日に、ハワイ大学にて、ス
ペシャルオリンピックスの第42回夏季大会
が開催されました。スペシャルオリンピッ
クスは、障害のある人の自立や社会参加を
目的として競技会を行う国際的なスポーツ
組織です。29日に大会ボランティアとして
女子青年8名が参加し、有意義な時間を過ご
しました。

　ｰ少年会ハワイ団ｰ 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。詳しい内容につきましては、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あります。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
伝道庁人事

新任教会長の集い

　5月21日(金)に、竹村喜久信前書記が、4
年9ヶ月の伝道庁での任を終え帰国しまし
た。

　また6月1日(火)より、岡田法夫・レナ夫妻
（島ヶ原）が、天理文庫で勤務されることに
なりました。

　第70回新任教会長の集いが５月２７日（木）、２８日（金）に開催されました。今回は、今
の真柱様になられてから、初めて御用場でお言葉をくださいました。受講者数は、１８３名に
のぼり、海外教会は８カ所、１２名が参加しました。ハワイからは、宮内泰次浅草ハワイ教会
長（浅草）、長田リン・ワイキキ教会長（周東）の2名が受講しました。

Hawaii Convention 2011
　天理教ハワイコンベンション2011が来年5月28、29、30日に行われます。浜田庁長より実
行委員とアドバイザーが任命されました。

実行委員
　　・川崎カイル　・桧垣ダニエル　・菅ダフニ　・山本浩徳　・井上デービッド　
　　・佐々木理子　・中尾モーゼス　・稲福ルイーズ　・岩田タッド
アドバイザー　
　　・岩田メルビン　・岡田レナ
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　婦人会長様は百周年記念総会の席上で、
「にをいがけ・おたすけが毎日の御用とな
るように」とお話し下さいました。もし、
にをいがけ・おたすけに行くことができな
い時でも、全ての行いをおたすけの心で行
ってみるのはどうでしょう。お皿一枚洗う
時も、庭を掃く時も、心の汚れを洗うよう
に、心のほこりを掃くつもりで人様のたす
かりを願いながらさせて頂くのはどうでし
ょう。今月始まる修養会の食事ひのきしん
も、心を込めて、にをいがけ・おたすけの
心でつとめさせて頂きましょう。

■月例会
　6月14日（第二月曜日）　　
　・ミーティング　　　　　9：00-9：45

婦人会だより
　
　・教理勉強（教祖伝逸話篇）
　　　　　　　　　　　　　10：00-11：00
　・講話（庁長先生）　　　11：00-11：30

■女鳴物練習　　　　　　　　
　6月15日（火）　　	　9：00-10：30

■バザーひのきしん

　毎週水曜日　　　　　9：00-12：00
　於：ウエストハウス

＊6月の月次祭直会当番は、防府グループです。
よろしくお願い致します。

＊修養会期間中の食事ひのきしんも、よろし
くお願い致します。

女子青年だより

Thank You!!　

 スペシャルオリンピックと少年会キャン

プに参加いただいた皆さん、ありがとう

ございました。周りの地域や次の世代に

映していけるような熱意を示すことがで

きたのはとても良かったです。女子青年

に携わってほしいボランティア活動があ

れば、稲福ルイーズloubell333@yahoo.

comまでご連絡下さい。

■ミニバザー＆飲み物コーナー

        ボランティアと寄付のお願い

　伝道庁月次祭で月例ミニバザーを行って

いますが、お手伝い頂ける方を募集してい

ます。また、飲み物コーナーでの準備やお

茶入れのひのきしんもお願いします。もし

焼き菓子などの寄付をして頂ける方がいま

したら、ルイーズ551-3158まで連絡いただ

くか、月次祭中にス

タッフまでお知らせ

下さい。
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青年会だより

■月例会議 ■天理教ピクニック
7月5日（月）　7：00　
於：カピオラニ公園

　6月20日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール

少年会だより

■	2010年度スプリングキャンプ
　少年会キャンプと第35回少年会総会が、5
月29日～31日のメモリアルデーの週末に行
われました。キャンプを行う上で、熱心にひ
のきしんをして下さった皆さん、ありがとう
ございました。

■	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、旅費の援助があります。詳細は後
日お知らせします。または中尾オーウェン
までご連絡下さい。	電話:	734-1449			mail:	
onakao@tenrikyopearl.org.

　カカコ教会の住所が郵便局の方針により下記の通り変更になりました。
（旧住所）　　　　　　　　　　　　　　　（新住所）

教会住所変更

Old	address:	Tenrikyo	Kakaako	Church
150	Iiwipolena	Road
Hilo,	HI	96720-1778

New	address:	Tenrikyo	Kakaako	Church
135	Iiwipolena	Road
Hilo,	HI	96720-1779

第55回天理教ピクニックのお知らせ

日　程：7月5日（月）

時　間：午前9時～午後2時

場　所：カピオラニ公園

皆様のご参加をお待ちしております!



きっと多くの方が愛する人との実りあるメモリアルデーの休日を
過ごされたことと思います。私も同じように、親友のために料理
を作っていました。家のレンジが壊れていたので、オーブンなし
で作らなければならなかったのですが、いつもと違う喜びがあり
ました。何年か前に披露したレシピにいくつか材料を加え、シン
プルなシチューを簡単に作りました。おいしいですよ！

材料
・ステーキ約1キロ
・ステーキを包める量のベーコン
・玉ねぎ大1つ
・じゃがいも6個
・マッシュルーム1トレイ
・にんじん6個

ビーフベーコン・クリームシチュー

食いしん坊レシピ

作り方
　まずはじめにステーキを親指ぐらいのサイズに切ります。そしてベーコン
も三枚にスライスしておきます。ステーキをベーコンで包み、爪楊枝で止め
ます。ポテトとニンジンを大きめに切り、たっぷりのお湯でやや軟らかくな
るまで茹でます。ベーコン巻きステーキをこんがりとなるまで焼き、玉ねぎ
を加えてから半透明になるまで炒めます。余分な油を取り、野菜を茹でたお
湯をそこに加えます。10分ほどゆっくりと煮込んだら、マッシュルームク
リームを加えます。よく混ざるまで煮込みます。必要であれば水に溶いた小
麦粉をいれ濃くします。色合いを良くするために、スライスしたインゲン豆
を入れ、塩コショウを加え味を整えます。そのまま、もしくはご飯の上にか
けて出来上がりです。

・インゲン豆（色合いを良くするため）
・マッシュルームクリーム（ニンニクとマッシュ
　ルーム風味）4つ
・塩コショウ
・爪楊枝
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5月行事報告6月行事予定
		1日（火）・コミュニティーひのきしんデー
　　　　　・梶本満男海外部員帰本
		3日（木）・バザーブースヘッド会議
		7日（月）・婦人会委員会
　　　　　・土屋陽子海外部員帰国
		8日（火）・三宅元樹伝道庁青年着任　
14日（月）・婦人会例会
15日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教育成委員会
　　　　　・矢頭真理子女子青年着任
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
　　　　　・ハワイ修養会開講式
21日（月）・月例にをいがけデー
26日（土）・遥拝式
28日（月）・少年会こどもおぢばがえり
　　　　　　オリエンテーション

			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/鳴物練習
11日（火）・主事会準備会
　　　　　・布教・育成委員会
12日（水）・ハワイコンベンション会議
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
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
　　　　　・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
　　　　　	・青年会本部中山正直委員帰本
19日（水）・少年会会議
20日（木）・まことオリジンズ会議
21日（金）・竹村喜久信書記帰国
23日（日）・少年会鳴物練習
24日（火）・バザー委員会
26日（水）・遥拝式
　　　　　・おてふり/鳴物練習
27日（木）・梶本満男海外部員来庁
　　　　　・ハワイコンベンション準備会議
　　　　　　（～30日）
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
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T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

教会長資格検定講習会

英語クラス

【前期】　　　　　　８月２７日～９月１４日
　　　　　　　　　　 願書受付日：８月２５日

【後期】　　　　　　９月２７日～１０月１９日
　　　　　　　　　　 願書受付日：９月２５日

【教会長資格検定試験日】　 １０月２０日

【受講資格】　　　修養科修了後、二ヶ月を経てから
　　　　　　　　　　 受講することができます。
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