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おぢばからのメッセージ

立教173年6月26日
　　
　日々は、それぞれの拠点の御用の上にご丹精いただき、誠にご苦労様でございま
す。
　今月中旬に梅雨入りした親里は、本日も雨模様の一日となりました。そうした大
変足元の悪い中ではございましたが、本日は土曜日と相まって全国各地より大勢の
教友がお帰り下さり、６月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽気に勇んで勤め終
えられました。
　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、今日の世情にお
見せいただく様々な姿に、先々の「こわきあふなきみちをあんぢる」との親の切な
るお心を深く思案し、まず道具衆たる私どもよふぼくの成人の遅きをお詫び申し上
げると共に、改めてしっかりと足元を見つめ直し、神一条の信仰に立って、一段と
心を揃え引き締めて、陽気世界の創造に力の限りつとめさせていただく決意を述べ
られました。そして、全てのよふぼくが手を携えて勇んで歩みを進め、真実の親の
理を戴いて世界一列が兄弟姉妹の輪を結び、互いに立て合い助け合って、一日も早
くご安心いただける世の様にお導き頂けますようにと祈念なされました。
　祭典後の神殿講話は橋本武人本部員がおつとめ下さり、陽気ぐらし世界とはどの
ような世界で、陽気ぐらし世界を建設する為にはどうすればいいのか、ということ
についてお話下さいました。
　お話の中では、陽気ぐらし世界建設の為の基本的な条件は、一人一人が人を助け
る心を涵養することであり、人は人を助ける行いを通して、人を助ける心になり、
その人を助ける誠の心になることが、陽気ぐらしを実現していくことになるとお述
べになりました。そして本当の意味で人を助けるということは、その方が他の人を
助けるよふぼくとしての道を歩んで下さるところまでお世話させて頂くことである
とお話下さいました。
　いよいよ来月10日からは恒例の「おやさと練成会」がスタート致します。今年の
練成会には英語コース前期20名、同後期13名、中国語コース14名(以上３コースは
7/10～25、16日間)、ポルトガル語コース　25名（7/10～27、18日間）、韓国語コー
ス14名（8/5～17、13日間）、合計86名が受講する予定となっております。期間中無
事お連れ通り頂けるよう、スタッフはじめ部員一同心一つにつとめさせて頂きたい
と思います。また7月26日から始まります「こどもおぢばがえり」には、海外各地よ
り大勢の道の子たちが帰参して下さることを心よりお待ち申し上げております。
　なお最後になりましたが、真柱様御夫妻には来月14日より20日までアメリカを御
巡教下さり、7月17日の深谷洋アメリカ伝道庁第11代庁長就任奉告祭にご臨席頂く予
定でございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、一れつ人間をお慈しみ下

さる厚い親心より、十全の守護をもって

身上自由を叶わせて下さり、陽気世界建

設を目指して旬々のお仕込みを賜りつつ

成人の道へと導きお育て下さいます御慈

愛の程はまことに有り難く勿体ない極み

でございます。私共はこのご高恩を忘れ

ることなく、朝に夕に御礼を申し上げ、

たすけ一条のご用に励ませて頂いており

ますが、その中にも今日はこれの伝道庁

の６月月次祭を執り行う日柄を迎えまし

たので、おつとめ奉仕者一同心を揃えた

だ今より座りづとめ・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

今日一日を楽しみに参り集いました道の
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6月月次祭祭文

兄弟姉妹がみかぐらうたを唱和し祈念す

るさま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。

　本日より来月１５日まで２６日間にわ

たり、第４０回ハワイ修養会を２名の受

講生を迎え開催させて頂きます。また来

月５日には天理教ピクニックを開催し、

教内の親睦を一層深めていきたいと準備

を進めております。世界たすけをお急き

込み下さる親神様の御心に添い教祖のひ

ながたを辿り誠の心を高めて、一れつの

陽気ずくめの世界実現に向けて邁進させ

て頂きたいと存じます。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

て争いのない世界へ、人々が互いにたす

けあい睦み合う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。



楽人

伝道庁7月月次祭　

7月18日（日）午前9時

祭典講話：金川和子

講話テーマ：てびき

　英語通訳：柿谷節生

龍　笛	 	 	 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	 美馬孝俊　中尾オーウェン	 	
賛　者	 城ウェイン　三国ウェスリー　	 	
指図方	 本田グレン	
献饌長	 柿谷節生	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｍ．岩田
(男性)	 Ｔ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｓ．社本
	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｓ．三濱
てをどり	 庁長夫人	 Ｊ．山　　Ｌ．本田
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｍ．岩田	 Ｒ．宮内
	 M．松川	 Ｎ．椎葉	 Ｌ．浅尾
笛	 M．社本	 Ｎ．浜田	 Ｗ．三国
チャンポン	 Ｔ．美馬	 Ｓ．社本	 Ｇ．井元
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｔ．井上
太鼓	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｍ．久尾
すりがね	 Ｃ．三国	 Ｗ．城	 Ｓ．中尾
小鼓	 Ｔ．一瀬	 Ｍ．久尾	 Ｏ．中尾
琴	 Ｍ．三国	 Ｓ．柿谷	 Ｒ．井上
三味線	 Ｋ．斉藤	 Ｍ．山下	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｃ．明本	 Ｙ．西村	 Ｌ．井上
地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｙ．宮内
	 Ｇ．明本	 Ｓ．中尾	 Ｋ．川崎

6月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　7月18日（日）　12：45～13：30　月次祭祭典後
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6月月次祭祭典講話

カパア教会長夫人　浜田シャロット

ひ な が た

　	本日、「ひながた」の題のもと、私自身の４１
年と４ヶ月の歩みを話したいと存じます。私は２
１歳のとき、天理教のことを全く知らずにお道を
はじめました。太平洋教会前会長、故三国ロバー
ト先生の紹介で、浜田修等会長と見合い結婚をい
たしました。二人には、殊に私には、如何にして教
祖のように生きるのかという、親神様からの試練の
時がありました。結婚して最初の５年間は、次から
次へと全員年子で子供が生まれ、迷路の中にいるよ
うでした。カパア会長さんがいつも私に気づかせて
くれるように、私の天理教のレベルは会長さんと比
べて小学生のようなものです。最初の１０年は、精
神病者、薬害患者、親戚、友人、虐待された子供、
お年寄りなど色々な人が神様から引き寄せられて教
会に住み込んでいました。私がまだ独身で、ちょう
ど２１歳になった頃、母が当時太平洋教会にお参り
していた母の友人村上さんと日本へ行かないかと私
を誘いました。当時、ジェネラルモーター新車部で
働いていた父が、長い間私の欲しがっていた赤いス
ティングレイスポーツカーを買ってあげると言って
いましたので、日本に行くのを迷っていました。で
も車は日本から帰ってから自分で買おうと決めたの
です。故三国ロバート会長と太平洋に繋がる全ての
教会の方達も日本へ行くことになっていました。こ
の旅行が、私には結局約３年の滞在となりました。
これが私の天理教信仰への始まりです。その後日本
語学校、修養科、講習、見合い結婚と続きます。私
が日本に最初に行ったグループの中で、今でも思
い出す方がいます。それはアロハ教会故川崎エド

ワード会長で、「あなたをいつか天理教信仰者に
するよ。」と私に話し、その時はなんてことを言
う人だろうと思っていました。でも、数日後、三
国ロバート先生から費用は要らないから日本の学
校で、日本語を習わないかと聞かれました。それ
から、前にも言いましたように、天理教養成の全
てのコースを進み終えることとなりました。おぢ
ばで受けたお手引きもよく思い出します。ひとつ
はおぢばのふるさと寮で参加は駄目だと言われて
いた料理教室に参加して、体半分におよぶ火傷を
したことです。もうひとつは、学校の卒業を控え
て汗疹が出来、それが感染性の腫れ物、にきびと
なり顔両面に広がりました。この二つの出来事で
私は、天理教の皮つなぎの教えを学びました。こ
の４１年間を振り返っていつも前大教会弘長親奥
様との約束を果たしているかと自分に問いかけま
す。それは、カパア会長さんをお世話すること、
天理教の教えを実践しながら生きることでした。
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最初の５年は教えを知らず、わがままでもっとも
困難な時でした。いつも泣いては、母に電話をし
ていました。しかしある日父が、｢いつでも帰って
きていいよ。」「でも　子供たちのことを考えて決
心しなさい。」と言いました。それから今までずっ
と父の言ったこの優しい言葉を思いかえします。
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今日、自分の兄弟姉妹の中で私が、全く教祖のよ
うではないですが、少しでも教祖のように生きさ
せて頂いていると思います。そして、いつでも天
理教の信仰を理解しようとしていますし、真のひ
ながたを辿ろうとしている私がいると言うことが
できます。

第40回天理教バザーのご案内

今年も天理教バザーの開催が近づいて参りました。来る8月29日（日）に第
40回目を迎えるこのバザーは、仲間達と楽しく集いながら、地域社会に貢献
する絶好の機会です。また、数十年にもわたってこのバザーが続いているの
は、ひのきしんに励む教友の方々の誠真実があってこそです。今年もぜひ皆
様のお力添えを賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。

日程：8月29日（日）　午前8時30分～午後2時30分

場所：天理文化センター

住所：2236 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817

出　品
バーベキューチキン、巻き寿司、いなり寿司、赤飯、アンダギ、おはぎ、ホット

ドッグ、シェーブアイス、プレートランチ、キムチ、たくわん、さんばい漬け、

クッキー、天ぷら、おでん、焼そば、サイミン、スタミナラーメン、野菜、植木、

花、衣類、布団、クッション、古着、中古品、餅つきなど。

スクリップ、チキンチケットは伝道庁、または近くの教会で準備して
います。（バーベキューチキンにはチキンチケットが必要です。
お間違いのないようお願いします）

ブース設営ひのきしん：8月27日（金）午前9時～午後3時

バザーへのドネーションは以下の日時・場所で受け付けております。

8月18日（水）～26日（木）午前10時～午後4時　天理文化センター
なお、家具、電化製品、マットレス、運動器具、コンピューターなどは、取り
扱っておりません。

＊バザーに関する質問はハワイ伝道庁事務所(595ｰ6523）までお問い
　合わせ下さい。
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2010年5月15日

婦人会・青年会・女子青年

合同総会

信仰体験発表
菊池カイル

　ハワイ青年会委員長で友人の鈴木ダニエ
ルさんからスピーチを頼まれた時は、原稿
ぐらい一気に書けると思いましたが、ブ
レインストーミングをしても、ほんのシャ
ワー程度のアイデアしか出てきませんでし
た。しかし、何度も書き直しするうちに、
私が天理教へ辿りつくまでの道のりは長く
険しく予期せぬものではありましたが、い
んねんあってこそ親神様に引き寄せられた
ことが改めて分かりました。わずか二年で
すが、活発なメンバーになりました。この
二年間が自分の人生において最も充実し解
放された二年間であることは友人と家族が
証言してくれます。     
　私は菊池カイルと申します。日系四世で
す。ハワイで生まれ育ちました。空軍の州
兵ですが、ハワイ大学では宗教学を専攻し
ました。子供の頃、私の家ではキリスト教
と浄土真宗の二宗派が混ざった信仰を実践
していました。十代の頃、この鷹揚にブレ
ンドされた信仰から次第にキリスト教の方
に傾き、洗礼も受けました。しかし、その
後、仲間の偽善ぶりやプロテスタント教会
の古びた教義に幻滅して、キリスト教の信
仰から離れました。この最初の信仰上の負
の経験が大学で宗教を学ぶ動機になりまし
た。今思うと、何かを求めていたように思

います。魂に触れるような体験を求めてい
ました。しかし、実際は、知識が増すにつ
れ傲慢になり、学業を終える頃には、愚か
にも宗教については学び尽くしたと思い込
んでいました。不思議な信仰体験など何一
つなかったのですが。当時の私の信仰心は
薄く、ジョークで神を冒とくしたり、祈る
ことといえばどうかハワイ大学のフットボ
ールチームが７ポイントかそれ以上の差で
勝つようにということぐらいでした。大い
なる心得違い、奨学金の無駄遣いでした。
自分では正しいことをしたいと思っている
善良な人間だと思っていましたが、今思え
ば、あの頃の私はあまりにも利己的で親神
様の思召に無知でした。
　２００５年のことです。私の無知の終わ
りが始まった年でした。私は名誉あるスミ
ソニアン研究所でのフェローシップを終え
て世界中に行けるフルタイムの仕事に就い
たところでした。しかし、教典第六章「て
びき」にあるように、親神様は我さえよく
ばのあぶない道を行く私を憐れんで、我欲
に打ち勝ち、人間思案の心得違いを改める
よう試練を与えてくださいました。その年
の後半、私は州兵として配属され、ガール
フレンドは私の子供を妊娠していました。
しかし、私の海外勤務中に彼女は子供を流
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産してしまい、他の男性の元へ去っていき
ました。惨めさでボロボロになって任務か
ら戻りました。自分自身ばかりか心配する
周りの人達までも傷つけました。憎しみと
怒りでいっぱいで、痛みと空しさを紛らす
ために快楽的な自滅の暗闇に迷い込み、薬
物を乱用し、不誠実な男女関係を持ちまし
た。自分を見失い、何者であるのかさえ分
からくなっていました。二度も警察に逮捕
されても、まだ親神様からのシグナルに気
づきませんでした。当時の私はわざとあぶ
ない道を選び、多くの人を傷つけました。
ひどい心得違いが私の人生を不幸にし、そ
れを救えるのはもう神様の深い親心以外に
はありませんでした。そんなどん底の時、
友人の川崎バートさんからクリスマスのひ
のきしんに誘われました。難病の子供達が
家族とクリスマスを祝うのを手伝うひのき
しんです。驚きました。日本の教会が自由
に何の偏見もなくキリスト教の習慣を行っ
ているのを見たのですから。所属の宗教に
関係なく皆が真心を尽くして助け合ってい
る姿を見たのは初めてでした。かつて所属
していたキリスト教会では絶対にありえな
いことです。私の小さな手助けに対して、
皆からすごく感謝されたことにも感銘し
ました。その晩、百回を超えて聞いた「あ
りがとう」の言葉。耐えていた心の苦しみ
も罪悪観もすべて私に対する親神様のプラ
ンの一部だったのでしょう。大胆にものの
見方を変え、奮い立てるように、親神様が
あの晩を私のために用意してくださったの
です。青年会のミーティングやひのきしん
に参加し始め、すばらしいようぼくの方達
に会いました。何と言っても、誰一人とし
て永遠の天罰などと脅迫めいて天理教にな

れと言う人がいないところが最高です。だ
からこそ、無理なく引き寄せられて、私自
身で結論に至ることができました。自分で
も驚いています。おつとめや祭典に参加す
る程、教理を読む程にバラバラになった人
生が元に戻ってきたからです。それは不思
議なパズルの謎解きが分かり始めた時に似
ています。大学での学びは天理教の教えの
真理を確認するためだったかのようです。
心を入れ替えると人生の見方もガラッと変
わりました。天理教の教理には全米ベスト
セラーのセルフヘルプ本から学んだ基本が
すべて書かれています。出直しや生まれ変
わりの教えは私が読んだ仏教経典とも一致
します。「かしもの・かりもの」の教えは
心と体の力を提唱するニューエイジ思想に
も通じます。人生の試練を経て基礎固めは
できたので、これらの教えを道具として自
らの信仰を築いていけるように思います。
夕づとめを初めて真剣に勤めた時、なぜか
涙がこぼれました。帰属感がありました。
親神様の天理教の教えと陽気ぐらしへの導
きにより人生にもう一度目的を得たように
感じられたのです。とは言え、一夜にして
完全に立ち直ったなどとは言いません。ま
だまだ心には悪魔が住んでいますし、日々
山のような心のほこりと格闘しています
が、青年会の友人を頼り、親神様にもたれ
ていいんだと思うと、心は落ち着きます。
もう人生を不幸と嘆かずに、喜びます。親
神様の導きがあるのですから。人生はそう
あるべきです。ワンワールド・ワンファミ
リー。すべてに合う理解しやすいゴールで
す。何よりも、私を奮い立たせてくれま
す。ありがとうございました。
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2010年5月15日

婦人会・青年会・女子青年

合同総会

信仰体験発表
柿谷ジェニファー

　皆さん、おはようございます。今日は、この４

月におぢばで開催された、婦人会総会のことを話

したいと思います。婦人会総会に参加したその様

子と、またこのおぢばがえりでの私の成人につい

ての話しをお聞き下さいますようお願いします。

　今年は天理教婦人会創立百周年の年で100周年

を記念して婦人会総会が開催されました。総会に

向けての成人目標は、「ひながたを辿り陽気ぐら

しの台となりましょう」です。活動方針として、｢

元なる思召を心に、まこと(実)のようぼくに育ち

ましょう」とあり、その具体的な指針が、１．

教えを基に自らの信仰心を培う　２．おつとめに

心をこめる　３．身近な人からにをいがけ・おた

すけを、というものを掲げました。ほとんどのお

話しのテーマは、陽気ぐらしへとたどる努力の中

で、家族の絆を深めるために、家庭の台としての

女性の役割が主なものでした。

　おぢばがえりをするにあたり、私は就職の機会

を逃すようで、この旅行を少し腹立たしく思って

いました。この旅行をするために、自分の卒業も

含めて全て事前に計画を立ててはいましたが、今

年一月から毎週平均10件の求職を続けていたの

に、いつも面接までこぎつけるだけで採用はあり

ません。返事の無い理由は分かっていました。４

月に、ここにいないからです。すぐにお金がなく

なり、我慢もできず、おぢばがえりが全ての問題

の原因だと責めていました。それでも10万人以上

の参拝者で賑わった、4月18日の教祖御誕生祭に

参拝しました。御誕生祭の後、女子青年大会が

天理大学杣之内第一体育館で開かれ、婦人会長

であり真柱様夫人の中山はるえ様がお話し下さ

いました。お話の中で中山会長様は、広い話題

に亘ってお話し下され、教祖が教えを広められ

る時のご苦労を話されました。若い女性に外観

に重きを置くのではなく、内面が美しい人であ

ることの重要性を強調されました。会長様は、

婦人会創立が、天理教の女性の信仰的成人を神

様が強く望まれて設立されたことを其々に思い

起し下さいました。親神様には男女の違いはあ

りません。男女差別のあった時代に婦人会が創

設されたのは、婦人の心の成人を望まれ、婦人

に教理を学び、世界助けへ積極的に出て働くこ

とを求められたからなのです。このことはすな

わち、練りあいを重ね談じ合い、諭し合いなが

らお道の活動を進めることでした。

　お話しに続いて、女子青年二人から成人につ

いての会員発表がありました。その後、天理高

校生のマーチングやダンスのパフォーマンスが

ありました。同じ日の夜、よろこび広場が開催

され、婦人会支部・教区による様々な品物が売

られ、ハワイ婦人会もハワイ産ネックレスと携

帯用ストラップ、マカデミアナッツ、チョコレ

ート、手作りカードを販売しました。殆ど他の

ブースと同様、ハワイのブースも全て売りつく

しとなりました。この行事には大群衆がつめか

け、あの状態で誰も怪我のなかったことは、親
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神様のご守護に他ありません。

　翌日の2010年4月19日は、婦人会総会が開催

されました。婦人会長様はお話の中で、100周年

までの行事の要点を話されました。会長様は、

百周年に向かっての私たちの精一杯の活動を親

神様はお受け取り下さっている、と話され、ま

た日々の理積み立てについて、多くのお供が集

まったことへのお礼を述べられました。会長様

は、女子青年大会でも仰せになったことを婦人

会総会でも強調してお話しされました。

　会長様のお話の後は、真柱様のお話がありま

した。真柱様は、会員其々に総会への準備と積

み立ての努力をねぎらわれました。真柱様は１

００周年は、出直し、生まれ変わってもう一段

成人の歩みを進める節目の年だとおおせになり

ました。何のためにこの婦人会が始められたの

かを確認し、今後の心の成人に拠り所とするよ

うに仰せになりました。婦人会長様と同じよう

に、真柱様も婦人会は人間によって始められた

のではなく、親神様から男と同じようにひなが

たを辿るように、お急きこみいただいたとお話

し下さいました。真柱様は、親神様にはようぼ

くの働きに男と女の隔てが無いと、はっきりと

おっしゃいました。このことは男も女も全く同

じということではなく、それは本来の性の違い

があり、また男女の役割には違いがあるとお話

し下さいました。十柱の神様で女雛形はいざな

みのみことです。女雛形は、かめで表され、か

めは持久力、強い忍耐力の性格を持つとされて

います。女雛形を役割としてみると、女は家庭

の台であります。真柱様は男女が相互の違いを

認識し、互いに尊重しあい、一手一つに携えて

心の成人と陽気ぐらしへと向かうよう励まされ

ました。

　婦人会総会後は、｢陽気ぐらしの台へ｣をテー

マに、深谷善太郎先生の記念講演に参加しまし

た。深谷先生の講演では、陽気ぐらし達成への

根本は、家族の連帯が重要だと話されました。

世界中で離婚率が増加していますが、夫と妻の

絆を強くする必要を述べられました。深谷先生

は、この社会の問題こそが天理教信仰者の出番

であり、教えを広め、絆を持ち、お互いに連

帯する理想の陽気な家庭へと導くよう励まされ

ました。婦人会総会の成人目標に及び深谷先生

は、女は生まれながらに人への限りない慈しみ

を持ち合わせていると述べられました。他人を

抱きしめ、人への思いやりを示すのです。これ

はおやさまが月日のやしろでおられた時にお示

しになったのと同じ親心です。ようぼくの任務

は、この親心を何処でも、多くの人に伝えるこ

とです。そこから陽気ぐらしの実現が始まると

話されました。

　その夜、ハワイ女子青年はアメリカ女子青年

と38母屋で合流し、ゲームをしながら交流しま

した。私は、他の約束があったので参加できま

せんでしたが、参加した皆さんからは、特に会

う機会の無い人々とお互いに知り会え、楽しく

過ごしたこと、ハワイとアメリカ女子青年の交

流できる良い機会がもっとあれば、と聞きまし

た。このアメリカ女子青年との交流行事が、婦

人会総会行事の締めくくりでした。

　私個人の話に戻りまして、おぢばから帰った翌

日、天理へ発つ直前に面接を受けた会社から電話

があり、私のために採用を延ばしていたとの連絡

がありました。この会社は、求職したどの会社よ

りも良い給料で、一番良い福利厚生恩典のある

会社でした。これは本当に親神様のご守護で、

おぢば帰りをしたおかげで、この仕事を得るこ

とができたと気づき、神様のことをしていれば

あとは受け取ってもらえるのだと悟りました。

　ご清聴ありがとうございます。

第35回　少年会スプリングキャンプ・総会
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アイランドニュースアイランドニュース

第35回　少年会スプリングキャンプ・総会

　ハワイ少年会スプリングキャンプが、5月
29日（土）から31日（月）にかけて天理文
化センターで行われ、併せて2日目には第
35回少年会総会が伝道庁で行われました。
　総会ではまず、中尾オーウェン団長が少
年会長様からのメッセージを代読しまし
た。真柱様は、「親神様は私たちが陽気ぐ
らしをするの見て楽しむために人間を創ら
れました。陽気ぐらしとは、すべての人間
が仲良く助け合う暮らしです。」とお言葉
を下さいました。続いて中尾団長は、親神
様への感謝を表すために、両親と一緒にそ
れぞれの教会へ参拝すること、また人間が
創られた場所であり、世界人類のふるさと

である、ぢばへ帰るようにと促しました。
最後に、少年会員育成に尽力されているス
タッフに感謝を述べ、また少年会の活動方
針である「子供たちを教会へつなぎ、親神
様への感謝の心を育もう」を改めて強調し
ました。
　少年会員60人と、12人のカウンセラー、
そして20人の育成スタッフ、ひのきしんス
タッフがキャンプと総会に参加しました。
少年会キャンプでは、オリエンテーショ
ン、ミニオリンピック、おつとめまなび、
夕べの集い、朝夕のおつとめ、総会、キャ
ンプファイヤーや、ゲームなど様々なスケ
ジュールが組まれ充実した内容でした。
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「少年会キャンプの重要性」
　　　　　　ハワイ少年会団長
　　　　　　　　　中尾オーウェン

　ある人は、子供のためのキャンプといえ
ば、ただ楽しむだけのものだと考える人
もいるでしょう。しかし、それだけではな
いのです。そこには詳細な計画があるので
す。チラシや申し込み書の作成、みんなに
キャンプのお知らせをして、道具を集め、
必要なボランティアをお願いしたりと、様
々な準備があります。私達は一週間前から
会場を清掃し、キャノピーテントを設置し
ました。2日前には、キャンプテントを設
置し、食事のメニューや買い物リストも
作りました。食べ物のドネーションは金銭
的に助かりました。料理のスケジュールが
出来、ボランティアも集まり、キッチンや
料理道具も集まりました。そして、あとは
食事の準備だけが大きなプロジェクトでし
た。
　普通のキャンプと、少年会キャンプとで
は何が特別で、何が違うのか。私は、それ
が子供たちに与える教えであり、価値であ
ると信じています。キャンプの内容は、年

を重ねるごとに充実しています。朝夕のお
つとめ、朝早くに起きること、総会でのお
つとめ学び、清掃ひのきしん、少年会のち
かいを読んだり、少年会の歌を歌うなど、
そういう内容が子供たちの中の教えや価値
を育てていくのです。おつとめやひのきし
んは、私たちの信仰の基本であり、子供た
ちにまず最初に教えるものです。ひのきし
んとは、もちろん見返りを求めず、他人の
ために行動することで、生かさせて頂いて
いることへの感謝を表すことです。そして
キャンプを通して、彼らは教えられたこと
を言葉で聞き、実際に行動に移すことで自
分のものにすることができるのです。子供
たちは、風呂場やシャワーを掃除し、テー
ブルを拭いたり、敷地を掃いたり、掃除機
をかけたり、皿洗いをしたりします。そう
いった精神的な活動だけでなく、チーム対
抗のオリンピックやアドベンチャートレイ
ルなど楽しむ活動を通して、グループの目
標を達成しながら、リーダーシップやチー
ムワーク、そして協力することを徐々に教
えていくのです。もちろんスケジュールや
プログラムだけでなく、キャンプの運営者
から、育成スタッフ、カウンセラー、青年
会、女子青年、夜の見回りスタッフなど、
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キャンプを進めていく上で有能な人材が必
要です。彼らが子供たちにとって手本とな
る、頼れるスタッフなのです。
　毎年、有利なことの一つとして、ベテラ
ンの子供たちや、ジュニアリーダーたちは
キャンプで何があるのかを知っていること
です。そして彼らが、少年会キャンプでの
異なる面を説明することで、自然と新しい
子供たちの先生となり、リーダーとなるの
です。あるグループのリーダーは、まだ13
歳ですが、同じグループに最も大変な子供
が二人いました。一人は仮にＡと呼び、彼
は独特で他と違う行動をとり、グループか
ら外れ、時に考えられない行動をとりま
す。もう一人をＢと呼び、彼はいつも他の
子供たちをからかい、グループ活動を外れ
て行動していました。ＡもＢも二人とも、
多くの場面でリーダーの言うことを聞きま
せんでした。Ａは、アドベンチャートレイ
ルのゲーム中に迷子になり、それがなけれ
ばチームは勝っていたことでしょう。しか
し、そのリーダーは、リーダーとして何年
もキャンプに参加している経験、彼が持つ
責任感や情熱、そしてカウンセラーの支え
のおかげで、我慢を失ないませんでした。

そしてグループをまとめ、みんなが協力し
合うために、自分がやるべき事に集中し続
けていたと、私は強く感じています。結局
彼のチームは、キャンプファイヤーの劇で
最多数票を勝ち取りました。そこでの劇は
全て、あるテーマや教えに基づいていて、
子供たちは教えを実演することができて、
わかり易い形にすることができるのです。
そのリーダーの忍耐力と集中力のおかげ
で、ＡとＢは最後には劇や残る活動でも、
グループについて行かざるをえなかったの
です。そうでなければ、彼らは楽しさを得
る事ができなかったでしょう。
キャンプのテーマは、「みんなで一つの家
族として親里へ帰ろう」でした。私達みん
なが親里へ帰ることはできないので、一つ
の家族として帰られない人を助けて、協力
することに専念しましょう。
私はこのキャンプ行事と総会が、一つの大
きくて重要なおたすけであると強く思いま
す。なぜなら、それが子供たちに大きな影
響を与え、私たちの地域の未来を象徴して
いるからです。子供たちはそれぞれ異なる
背景から来てお互いを知りませんが、キャ
ンプの終わりの頃には一つの家族のように
なっているのです。それは彼らの幸せそう
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　第40回ハワイ修養会開講

　6月20日（日）、伝道庁月次祭終了後、神殿に於いて第40回ハワイ修養会が開講されまし
た。受講生は、英語受講生の美馬ティファニーさん（越乃國ハワイ）で、教理や鳴物など熱
心に学んでいます。昨年と同様、井上タイロン先生に教養掛をおつとめ頂いています。

な表情にも表れていますし、お互いの話し
方、ひのきしんをしながら助け合う姿に見
ることができます。
　私は総会でのスピーチで、地域社会にお
ける暴力団や麻薬について話しました。こ
の少年会も一つのギャングだと言いました
が、私達は良いギャングです。麻薬や暴力
の代わりに、平和と希望を地域社会に運ぶ
のです。私は子供たちに、「良い方か悪い
方か、どちらのギャングに入りたい？」と
尋ねました。もちろん、彼らは大声で、「
良いギャング！」と叫びました。しかし、
もし私たちがこの様な活動を続けなかった
ら、子供たちは「悪いギャング」のところ
以外に、行く場所がないのではないでしょ
うか。ですから私たちは、自分たちの活動
に積極的にならなければなりません。受け
身や怠慢な状態ではいれらないのです。私
たちの中でまだ関わっていない人や、次の

世代、未来の医者や弁護士のため、そして
暴力団の数を減らすために、私たちと一緒
に少年会活動をサポートして頂きたいと思
います。
　　
　　「もう道というは、小さい時から心写さに
ゃならん。そこえ／＼年取れてからどうもな
らん。」　　　　　　（明治33年11月16日）

　天理柔道ニュース
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
伝道庁人事

　6月8日（火）に、三宅元樹さん（川之
江・玉美）が伝道庁青年として2年間の予定
で着任しました。　

　6月15日（火）に、矢頭真理子さん（愛
知・岩村町）が伝道庁女子青年として2年間
の予定で着任しました。

お知らせ

7月1日より、伝道庁事務所並びに、正面ゲートは、21：00で閉門させて
頂きます。ご理解、ご協力の程宜しくお願致します。

　天理柔道ニュース

　6月29日に、ハワイ天理柔道チームの全米
ジュニア大会出場に先立ち、11名の大会出場
者と家族や友人も含め、約30名の参加者が伝
道庁に集まり、おねがいづとめがつとめられ
ました。大会は7月2日～4日にカリフォルニ
ア州、アーバインで行われ、天理柔道クラブ
からの多くの選手が活躍しました。その大会
に引き続き、4人の選手が、7月24、25日に
ジョージア州、アトランタで行われる全米
ジュニアオリンピックに出場する予定です。
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　庁長先生は、遥拝式のお話の中で、「おさ

づけの理を身上の方に取り次がせて頂き、親

神様のお働きを十分に頂くには、自分の心の埃

がきれいに掃除されていなくてはいけない」と

お話し下さいました。ともすれば、おたすけに

臨む時、どうすれば相手（身上の方）が勇んで

下さるかなど、相手が変わることを願いがちで

すが、変わらなければならないのは自分なの

ですね。心のお掃除、日々に心がけたいと思

います。
■ヌアヌハレ慰問　　　　　　　
　7月10日（土）　　	　9：30-10：30

■月例会
	7月12日（第二月曜日）　　
	・ミーティング　　　　　		9：00-9：45
	・『おさしづと婦人会』	　10：00-11：00
	・講話（庁長先生）　　　11：00-11：30
	（8月はお休みです）

婦人会だより ■女鳴物練習

　7月13日（火）　　　9：00-10：30
　（8月はお休みです）

■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

＊7月の月次祭直会当番は、ノースホノルル
　教会です。よろしくお願い致します。

女子青年だより

　天理教ピクニックにお手伝い頂いた皆

様ありがとうございました。みなさん楽

しんだことでしょう。これからの行事を

お伝えします。

続いて、28日（土）は伝道庁にて商品の袋

詰めや値付けをします。29日（日）バザー

当日は、朝7時から15時までブース運営のひ

のきしんがあります。

■天理教バザー
　バザーへの焼き菓子などの寄付は、8月

27日（金）までに伝道庁へお寄せ下さい。

その際、ラベルが貼られていること、材料

が記載されていることを確認して下さい。

■ ガレージセール

　10月31日（日）　9：00-13：00

　於：伝道庁ホール

■こかん様に続く会

　日程は、11月13日（土）の9時から14時

までとなります。詳細は後日お伝えしま

す。

＊婦人会本部より以下のように報告が
　ありました。
・別席者数（3月20日～5月10日まで）

　　初席　　　　　		　　	　　3,763名

　				中席　　　　　　　　				14,087名
		おさづけの理拝戴者　　　　	1,263名

・創立100周年のお供え
　　賛同者数　　　　　　		227,631名
　　総額　　　		　　1,383,291,081円　
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青年会だより

■天理教ピクニック準備

■青年会月例会議
7月18日（日）　13：00　
於：伝道庁ホール

　7月4日（日）　19：00
　於：伝道庁

少年会だより

■	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
（小ひカウンセラーは13時にチェックイ
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、中尾オーウ
ェンまでご連絡下さい。	電話:	734-1449			
mail:	onakao@tenrikyopearl.org.

■天理教ピクニック当日準備
　7月5日（月）　7：00
　於：カピオラニ公園

■青年会バーベキューパーティー

　7月31日（土）　19：00
　於：レインボーハレ

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。



シーザーサラダ＆玉子なしドレッシング

伝道庁で修養会が行われていて、その食事当番のひのきしんがあ
りました。97年9月号に掲載したレシピで、メニューはスパゲティ
でした！伝道庁の翻訳会議でよく出されて、もう一度この素晴ら
しいレシピを味わえたことは、一つの喜びでした。しかし、今回
はスパゲティではなく、これも食事当番の時のメニューですが、
玉子なしのシーザーサラダとドレッシングです。斉藤アイリスさ
んがこのレシピを教えてくれて、とても美味しかったのです。玉
子のアレルギーがある方、コレステロールを抑えたい方に必見で
す。それでは楽しんで！

ドレッシング材料
・	パルメザンチーズ1/4カップ
・	マヨネーズ1/4カップ
・	オリーブオイル1/8カップ
・	アンチョビペースト小さじ半分
・	ウスターソース小さじ1/2
・	こしょう小さじ1/4
・	ドライマスタード小さじ1/8
・	細かく刻んだニンニク半分

食いしん坊レシピ

ドレッシングの作り方
　全ての材料を合わせて、よく混ぜたら完成ですが、食べる前に3～4時間冷
やしておくとよりおいしいです。このドレッシングは足しながら、3～4週間
はまた使うことができます。

サラダの作り方
　レタス、チーズ、クルトンを混ぜ、ドレッシングであえたら出来上がり！

サラダ材料
・	レタス8カップ
・クルトン、パルメザンチーズ適量
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6月行事報告7月行事予定

		4日（日）・庁長夫妻カイルアコナ教会巡教
		5日（月）・天理教ピクニック
		6日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		7日（水）・三会会議　
10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
12日（月）・婦人会例会・委員会
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
13日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・布教/育成委員会
15日（木）・ハワイ修養会終講式
17日（土）・主事会
18日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長布教所長会議
　　　　　・青年会会議
19日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・庁長夫妻帰本
　　　　　・こどもおぢばがえり団体帰参
26日（月）・遥拝式/おてふり鳴物練習
29日（木）・ハワイコンベンション会議
30日（金）・こどもおぢばがえり団体帰布

			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　
　　　　　・ハワイコンベンション準備会議
14日（月）・婦人会例会
15日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・矢頭真理子女子青年着任
16日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
17日（木）・少年会会議
19日（土）・主事会
20日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・アロハバンド練習
　　　　　・ハワイ修養会開講式
21日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・バザーコミュニティー会議
26日（土）・遥拝式
　　　　　・バザーブースヘッド会議
27日（日）・少年会こどもおぢばがえり
　　　　　　オリエンテーション
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Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii

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：　８月29日（日）

時　間：　午前8時半～午後2時半

場　所：　天理文化センター

バサー用スクリップの申し込みは、

伝道庁事務所へご連絡下さい。

第 4 0 回 　 天 理 教 バ ザ ー
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少年会スプリングキャンプ（5/29～31）
　　　於：天理文化センター

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii


