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おぢばからのメッセージ

立教173年7月26日
　　
　
　梅雨明けを迎えたおぢばは、連日真夏の太陽が照りつけておりますが、本日は「こ
どもおぢばがえり」に帰り集った大勢の子供達も共々にみかぐらうたを唱和し、七月
の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽気に勤め終えられました。

　真柱様は祭文の中で、本日より開催されるこどもおぢばがえりについて触れられ、
国々所々より帰参した大勢の子供達が様々な行事に参加して、おやさとの夏を楽しむ
様をおおらかな親心にお見守り下さいまして、明るく健やかに、心豊かに成人させて
頂けるようお願い下さいました。
　また、教会長・よふぼく一同は、互いに心を合わせ助け合う家族の姿を作り出し、
周囲へ映していくことが陽気ぐらし世界の実現につながるとの信念を持って、一段と
兄弟の和を固め、身近な所からお心に叶う成人を目指して励まして頂く決意を述べら
れました。そして、人助けに勇む姿に人間思案のほこりが払われ、世界一れつが元な
る親の神名を唱えて、一日も早く陽気づくめに治まる世の中に立て替わるようお導き
頂けますようにと祈念なされました。

　祭典講話は島村廣義本部員がおつとめ下さいました。
　先生は、本日より開催されるこどもおぢばがえりの元一日を振り返り、その成り立
ちと意義について、当時の天理時報等を基にお話し下さいました。そして、今年のこ
どもおぢばがえりも帰参する子供達一人一人の心にお徳を頂戴して、喜びの糧をもっ
て帰って頂けるようにと祈念され、講話を締めくくられました。

　本年の「こどもおぢばがえり」には、海外各地から約700名を超える方々がお帰り
下さり、来る28日は当部食堂前にて恒例の海外帰参者歓迎会を催させて頂くことに
なっております。また、今月10日に開講致しましたおやさとセミナーは、英語前・後
期、中国語コースが昨日閉講を迎え、ポルトガル語コースも明日をもって閉講となり
ますが、全コースとも皆勇んでつとめてくれましたことを、心よりお喜び申し上げま
す。8月に入りますと、第三回目を迎えますおやさとセミナー韓国語コース（8/5〜17
）や、台湾学生会おぢばがえり（8/17〜27）等、海外部の夏の行事はまだまだ続きま
すが、最後まで無事お連れ通り頂けますよう、部員一丸となり、夏の暑さに負けず精
一杯つとめたいと存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様には教祖をやしろに、この世の表に

お現れ下されて以来、元初まりの真実をお説

き明かし下さり、ひながたを示して陽気ぐら

しへの歩み方をお教え下さいました。さらに

自由のお働きをもって人々の心の埃を払い、

不思議なたすけを見せて成人の道へとお導き

下さいます御守護の程はまことに有難く、日

々御礼申し上げつつ御用に励ませて頂いて

おります。その中に本日はこれの伝道庁の７

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。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、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

7月月次祭祭文

ます。

　去る６月２０日より今月１５日まで２６日

間にわたって開催致しました第４０回ハワイ

修養会は受講生１名、聴講生１名で全日程を

終え無事修了させて頂きました。また只今お

ぢばで開催中の親里セミナーには前期・後期

生８名が受講中でありますが、カウンセラー

共々一同元気に教祖のみ教えを学ばせて頂い

ております。さらにまた本年のこどもおぢば

がえりには１１名が帰らせて頂きます。

私どもよふぼくは、世界中の人間を一人余さ

ずたすけたいとお急き込みくださる親神様の

お心に添わせて頂き、教祖の道具衆としてた

すけ一条の道をしっかり歩ませて頂きます。

何卒親神様には私共のこの真心をお受け取り

下さり、世界中の人々が一れつ兄弟姉妹の和

を固め、陽気づくめの道を一日も早く楽しむ

ことができ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

龍　笛	 	 	 T.西村		T.岩田		Ｍ.中尾

篳　篥　　　　	T.美馬	 　	

鳳　笙	 	 　			T.岡村		E.今中		　

太　鼓	 	 A.社本

鉦　鼓	 	 C.明本

鞨　鼓	 	 T.一瀬　

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　斉藤カーレン	 	
賛　者	 宮内泰次　　　井上タイロン　	 	
指図方	 中尾善宣
献饌長	 椎葉スパーキー	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｔ．井上
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｍ．久尾	 Ｅ．高田
	 Ｇ．明本	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤　Ｔ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｌ．井上
	 Ｃ．明本	 Ｃ．浜田	 Ｓ．柿谷
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田	 Ｗ．三国
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｄ．川崎	 Ｓ．椎葉
拍子木	 Ｒ．山	 Ｗ．城	 Ｓ．三濱
太鼓	 Ｃ．三国	 Ｅ．高田	 Ｍ．久尾
すりがね	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｓ．中尾
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｍ．稲福	 Ｔ．岩田
琴	 Ｋ．三浦	 Ｔ．松川	 Ａ．綾川
三味線	 Ｍ．三国	 Ｍ．岩田	 Ｓ．中尾
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｌ．本田	 Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｃ．斉藤	 Ｓ．椎葉	 Ｗ．城

7月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　8月15日（日）　12：45～13：30　月次祭祭典後
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伝道庁8月月次祭　

8月15日（日）午前9時

祭典講話：久 尾 マ ー ク

講話テーマ：かしもの・かりもの

英語通訳：一 瀬 常 徳



7月月次祭祭典講話

　　ミッドパシフィック布教所長　金川　和子

て　び　き

　ハワイ伝道庁７月の月次祭を喜び勇んでお
つとめ頂き、親神様、教祖、さぞかしお喜び
のことと存じます。
　本日は天理教教典第六章“てびき”という題
でお話しさせて頂きます。又、柿谷節生先生
には同時通訳をお引き受け下さいまして厚く
お礼を申し上げます。
　去る４月には、婦人会百周年記念総会が行
われ、全国各地はもとより、遠く海外からも
大勢の婦人会員が参加し、何と１２万人がよ
り集い、盛大に開催されました。ハワイへ渡
って３５年になりますが、親神様、教祖のお
てびきがあればこそ、ここまで無事にお連れ
通り頂いたことに、ただただ感無量でありま
す。総会において真柱様は、「この百年とい
う大きな節目に際して、あらためて創立の元
一日を振り返り、しっかりとその原点を胸に
刻んで、思い新たに道の台として頼もしい歩

みを踏み出していただきたい。」と締めくく
られました。天理教教典第六章より、

　「世には病苦にさいなまれ、災厄におそわ
れ、家庭の不和をかこち、逆境にもだえるな
ど、その身の不幸をなげいている人が多い。
それは親神を知らず、その深い親心を知らな
いからである。親神は、一れつ人間の親にお
わす。しかるに、人は、この真実を知らず、
従って、互にひとしく親神を親と仰ぐ兄弟姉
妹であることも知らずに、銘々が勝手に生き
ているように思いあやまり、われさえよくば
の我が身思案や、気ままな行をして、他の人
々の心を傷つけ曇らし、世の親和を害ない紊
しているばかりでなく、それがために、己れ
自らの心をも傷つけ曇らしていることを気附
かずにいる。」

とあります。私の亡き母、岡部とよは明治３
５年生まれで、女学校へ上がる年に実家が没
落し、やっと受かった女学校をあきらめ、京
都の鐘淵紡績へ女工として働きました。親を
助けた後、親の言うままに、同じく没落し
て、祖父が８歳で四国の善通寺から坂出の醤
油屋へ奉公に出て所帯を持ち、祖母が１９歳
の父を頭に男の子を５人残して子宮ガンで亡
くなり、途方にくれていた時末の弟はまだ４
歳で、子守代わりに長男の嫁にもらわれてい
きました。毎日が喜べず、今日こそ実家へ帰
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ろうかと思いあぐねているとき、長女を身ご
もり、その上乳がんの身上になり、つらいつ
らい毎日の中を、双名島大教会の基礎を築き
あげられ、救けた母をおたすけのお供にお連
れ通り下された中腰せい奥様によりこの道に
引き寄せられました。
　中腰せい奥様は、明治34年に芦津二代会
長、井筒五三朗会長様の肝いりで、高安分教
会の役員、安藤鶴造の次女せいとして生ま
れ、池田分教会の２代、４代会長を勤めた中
腰藤吉の後妻として身一つで旧家で資産家の
中腰家に嫁がれました。しかし、せい奥様
には形ある嫁入り道具こそなかったが、双名
島の礎となる布教力という大きな嫁入り道具
をあつらえての結婚でした。嫁ぎ先の大阪郊
外、止止呂美（とどろみ）で布教をしていた
が、他国者ということで、村人は、お道の話
を聞き入れる耳を持たず、高安仕込みでねば
り強い根性を培って来た布教力を持ってして
も、この壁を破ることはできなかったが、叔
母である井上わいさんが別席を運ぶところま
でこぎつけた。その叔母を誘って止止呂美に
於ける布教を一時断念し、京都布教へ出発
し、夫、藤吉を担任として、京都に馬町（う
ままち）布教所を開設されました。
　時を経て藤吉会長は、馬町布教所を森川氏
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に託して、池田分教会の４代、６代会長を勤
められるのですが、池田の経理状態は、大正
２年に入って窮迫に追い込まれ、執達史の差
し押さえとなり競売に出されるところまでに
なり、芦津大教会としても、この状態を捨て
ておく訳にはいかず、大教会が代わって債権
者に返済の上、競売申し立てを取り下げたの
です。こうして、大教会のお陰で親神様の看
板に泥を塗ることもなく救って頂いたが、こ
こに至った責任は重大であり、藤吉会長様は
辞表を出し、池田分教会を退去することにな
ったのです。
　井筒会長様は、中腰は辞任の後は京都の馬
町に帰るべきであろうが、人に託しており、
中腰家は元々池田の役員であったのを御任命
頂いたのであって、今回の成り行きから見て
も、大教会へいり込むというわけにもいかぬ
し、そうすれば、あたら中腰の一生を朽ちさ
せてしまう結果となる、もう一度中腰に芽を
吹かせて、起ち上がる機会を与えてやりた
い。それには楽々ではいけない、一苦労も二
苦労もしてくれねばならん、丁度今、四国の
双名島が教会長不在で事情になっているから
そちらへ行って一苦労してもらいたい。この
意向が伝えられると藤吉会長様は、双名島宣
教所の復興に赴く事に心が定まったが、せい
奥様は内心この処置を心良しと思わなかった
のです。叔母井上わいと相携えて女二人で京
都に赴き、一軒からのにをいがけで出発して
心血注いだ結果成し遂げた教会であり、京都
に残って布教したかったのだと思います。
　四国とは昔から天皇の流罪場所であった
故、坂出に来るという事が、島流しになった
気持ちがあったのでしょうか、家族５人が狭
い教会で身をよせながら、一がけからの布教
に取り組むのですから、もちろん生活の困窮
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は覚悟の上であったが、もうひとつ治まらな
い気持ちでした。そんなとき、弟の荘次郎さ
んから姉あてに手紙が届き、
　「その節は如何遊ばされていますか、日々
に心に掛かりおりますが、このお道は心一つ
で喜んで暮らせるのですから、心の守りが大
事です。真に水飲んで通る日を喜んで暮らせ
るのですから、心の守りが大事です。真に水
飲んで通る日を喜んで暮らすのと、泣いて暮
らすとの違いによって、生涯の徳不徳がある
のです。中腰家はお道のためには、どんな苦
労も出来てありますが、真の不自由という道
は今日まで無かったのです。教祖は初めに難
儀なされ、これ次に苦労なされ、最後に、柴
も無ければ油も無い、米も無い、真に水飲ん
で通らねばならんいとう日をお通り下された
のですから、真に道を安心して通らせていた
だくには、最後の不自由という事を心よく通
らねばなりません。今日の日はわが生涯に、
もう通ろうとて通ることが出来んのやから、
よくよく心に悟らして頂きまして、わが身忘
れて、無事で通らねば、この日を喜んで多く
の人を通らす事が出来ません。どうぞ今日
の日を楽しんで、人を頼りとせず、真に目に
見えん理を頼り、先に、真に不自由してお通
り下された人の道を眺めてなるほど天の理た
しかという事を得心下さるよう、幾重にも願
います。どうぞ神様を疑わんよう、己の因縁
に負けぬよう、不自由な中を、どうなりとも
通らせて頂くところの、天のお慈悲をあだお
ろそかに思わんように幾重にも願います。す
でに教祖三十年祭も目の前に来ておりますの
で、お道は十年の節ですから、いずれの教会
も大せまりです。この節に倒れんよう、節か
ら芽の出るよう、充分心の守りをなされた
く、教祖二十年祭の後には、お道があのよう

に勇んだのですから、今が道の要故しっかり
願います。」姉上様　荘次郎より
　この手紙を受け取ってからは、せい奥様は
勇みに勇み、近所でにをいのかかった坂西と
わさんは、たびたび近所の家をまわり、お櫃
のかすり飯があったら残してほしいと頼んで
まわり、その残飯が密かに炊きなおされて、
雑炊となり、家族の飢えを充たしました。後
にこの人の養女の坂西マスさんは台湾へ出
て、台南で設立された双台分教会の礎とな
り、戦後愛媛県伊予三島で教会を復興しまし
た。せい奥様は燃やす木も無いので、裏の垣
の潰れたのを拾ってきて使い、きれい好きな
人であったので、どんな寒い日でも片肌脱
いで洗わねば外に出ていかず、暑い真夏でも
帯をお太鼓に結び、身を崩したことはありま
せん。当時内風呂がなかったので、風呂屋へ
行っていたが、それとても毎日行けず、たま
に行くと二時間でも三時間でも入って、京都
弁で誰にでも話しかけるので、知り合いが多
く、天理教の奥さんで名が通っており、後に
その風呂屋の井下リンさんにもにをいがかか
り、その人は後に満州まで出て布教をし、戦
後、東京に双富士分教会を作られました。せ
い奥様は夜は麦稈真田（ばっかんさなだ）の
内職をし、昼はおたすけに走りまわり、多く
のお助け人も育てあげました。
　私の母はせい奥様に導かれ、おたすけのお
供によく連れて頂きました。その話の一つ
に、座敷牢に入れられた娘のおたすけで、家
族が畑仕事に出て留守の家に入り、母に湯を
沸かせて、その娘さんの頭を洗い身体を拭
き、髪の虱を取る姿を見ていたのです。又、
胆石で寝ている人のおたすけに病人の親が天
理教大反対で家に入れてもらえないので、
夜、母が提灯を持って道案内をし、田んぼの
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畦道から真剣にたすかりを願い、子供が生死
さえも定かでないおたすけに夜昼ない看病を
し、夜中に水垢離をとっておたすけしたり
と、赤の他人にここまで一生懸命におたすけ
をする姿を眼のあたりに見て、布教師の尊さ
を感じたのです。そして、我が命を捧げても
悔いない、この奥様に一生ついていこうと心
を定めて、人を救ける理の仕込み、おたすけ
を手に取って教え育てられたと言っておりま
した。
　教祖五十年のひながたの道を、ひながたど
おり歩みぬかれ、にをいがけ、おたすけの
火を燃やし続けて、双名島の大いなる台と

して、今日の基礎を作りあげられたせい奥様
は、７３歳で教祖の懐に帰られました。双名
島六十有余年で、大教会昇格となり、三代真
柱様より、「事情教会でも大教会になれるの
だということを、皆様方は実証して頂いた、
私はそのお話をする事が出来る」と強調され
ました。
　元一日の理を忘れる事なく、大教会長様よ
り打ち出された来年に迎える双名島創立百周
年に向けて、唯一、海外にある我が布教所か
ら一人でも多くの人を誘っておぢば、大教会
へ運びたいと思っています。
ご清聴ありがとうございました。

バザードネーションの募集

	　8月29日に開催される天理教バザーに向け、以下のドネーションを受け付け
ています。よろしくお願い致します。

■食べ物
　・白米
　・砂糖
　・塩　
　・だしの素　
　・青のり
　・鰹節　
　・とんかつソース

■品物
・割り箸3000膳
・ペーパータオル12ロール
・紙袋（大・中・小）
・ラップ　
・ナプキン
・プラフォーク300本
・ガスボンベ10缶

☆寄付できる方は、8月13日までに当山ジュリアTEL	620-0034までご連絡下さい。
品物は15日から19日までに伝道庁へ届くようお願い致します。

 

第55回天理教ピクニック開催



熱闘！男女対抗綱引き

スイカ早食いゲーム大好評のシェイブアイス

Shape Sorterリレー家族・友人との楽しい一時

8

アイランドニュースアイランドニュース

第55回天理教ピクニック開催

　7月5日（月）、毎年恒例の天理教ピクニッ
クが青空の下、カピオラニ公園で開催されま
した。青年会・女子青年主導による綱引き、
玉入れなどの様々なゲームが行われ、300名
以上の参加者が楽しい時間を過ごし、お互い
の親睦を深め合いました。
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第40回ハワイ修養会

こんにちは。美馬ティファニーです。今日は
お道の信仰についての話をさせて頂きます。
私は、天理教信仰5代目の末っ子として生まれ
ました。父の話から聞いた方もいると思いま
すが、信仰初代は天理教教祖伝逸話篇105の
お話にも出てくる、宇野善助になります。妻
のみさの産後の患いを助けて頂いた事から、
私の家の信仰は始まりました。
　1973年9月に、私の父と母は布教活動をす
るために来布し、最初の1年2ヶ月は伝道庁
で住み込み、そこで長女が産まれました。両
親は、多くの困難を乗り越え、2001年6月に
教会を設立することができました。私の家族
は、こどもおちばがえり、少年ひのきしん隊

　6月20日に開講した第40回ハワイ修養会
は、7月15日に終講式を迎え、受講生の美
馬ティファニーさんが一ヶ月間の課程を修

了し、高比良哲さんが後半から聴講生とし
て参加しました。以下に、14日に行われた
感話の内容を掲載致します。

美馬　ティファニー
（越乃国・越乃国ハワイ教会）
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やおやさとセミナーだけでなく、にをいがけ
やひのきしんなど様々な教会活動へ参加する
ことに多くの時間を使ってきたこと覚えてい
ます。修養会や修養科は、兄弟姉妹がそれぞ
れ参加してきたので、小さな頃から知ってい
ました。ですから私はそれなりの年齢になっ
たら、修養会や修養科に参加するのは当たり
前なのだと感じていました。元々は、去年か
一昨年の夏に友達と一緒に受講するつもりで
いたのですが、物事は計画通りにはいきませ
んでした。皆さんは知っているかもしれませ
んが、私以外にもう二人の応募がなければ、
今年の修養会は開催されない可能性がありま
した。幸いにも、一人の応募があり、私を含
め二人でしたが予定通り修養会を進めること
になりました。しかし、残念ながら数日後に
クラスメートが受講を続けられなくなり、私
は一人で受けることになったのです。コース
の半ばには身上をいただき、家で数日休ませ
て頂いた後、また伝道庁に戻りました。その
夜に母に電話をして、修養会を途中で辞めた
いけど、本当は辞めたくないと自分の曖昧な
心を伝えました。母は私の気持ちを確かめな
がら、途中で辞めてもいいと言ってくれまし
たが、私自身心の底では辞めたくないと分か
っていましたし、母も同じように思ってくれ
ていたと思います。幸い、伝道庁、そして修
養会のスタッフの支えのおかげで、続ける事
が出来て、一ヶ月間の修養会を終えることが
できました。
　私は天理教の教えと共に育ってきました
が、両親のような成人レベルで教えを理解し
たことがありませんでした。修養会唯一の受
講生であることは、一つの恵みであり、自分
自身を振り返るための時間がたくさんありま
した。過去の出来事を振り返り、自分が蒔い

た種から生えてきた芽を見つめ、また感謝の
心を持って、受け入れることを学びました。
身上のときに父がおさづけを取り次いでくれ
た後、なぜ私がベストを尽くそうとしている
のに身上になるのかと尋ねたのです。父は、
この身上が私に「たんのう」と、全ての事柄
を受け入れることを教えて頂いているのだと
話してくれました。心配することはなく、こ
の身上を精神的に強く成長するための方法と
して活かさせて頂こうと話してくれました。
父のアドバイスに加えて、このような経験が
私に教えてくれたことは、人が病気になった
ときにどう感じるのかを理解することであ
り、こうして健康に感謝するということが分
かるようになりました。私は心が如何に強い
ものかということと、心と身体の関係の大切
さを理解できるようになりました。それで
も、今回の修養会が私の成人を促してくれた
と感じています。そして今から改めて成人を
続け、両親が敷いてくれた道を歩み続けてい
きたいと思います。
　最後に親神様、教祖の絶え間ないてびきに
感謝し、また浜田庁長夫妻にお礼を言いたい
と思います。先生方がいなければ、修養会は
ないのですから。そして、滞在期間中お世話
をしてくれて、親切に接してくれた伝道庁ス
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タッフの皆さん、講師の先生方、カウンセラ
ー、キッチンスタッフとして少ない受講生の
ために忙しい中時間を割いてくださった婦人
会の皆さん、ありがとうございました。それ
から、最初のクラスメートのデヴィンさん、

　今、私はハワイ大学大学院の学生で美術を
専攻しています。ハワイ大学に来て最初の一
年は学校にある院生のオフィスで寝起きして
いました。
　2008年3月、私は当時始めたばかりのアル
バイト先の大学図書館で働いていた女性と知
り合いになり、彼女は当時の私の生活状況を
とても心配してくださり、そして紹介された
のが、ホノルル港教会でした。聞けば教会長
の岩田先生とその女性は、40年も前に天理
大学で日本語を一緒に勉強したご学友だった
のです。
　それから二年の間、ホノルル港教会で生活
させていただいている間に、おつとめや月次
祭、ピクニックなどのイベントにも時々参加
させていただきました。しかし、自分の頭の
中は朝から晩までずっと、学校で制作する美
術作品や論文にプレゼンテーション、そして
成績のことで一杯でした。毎日の生活はほぼ
学校で、教会に帰って来ても、ご飯を食べた
らすぐ学校に戻り、丸一週間帰ってこないこ
とも屢々でした。
　もともと美しいものが創りたくて美術を始
め、それを人に見せることの嬉しさで、はじ
めは美術制作をするのが楽しくて仕様がなか
った私ですが、続けるうちに、楽しさより
も、自分のこだわりというか、執着心が頭を
もたげるようになっていきました。創作の過
程を楽しむ心をいつしか忘れ、結果優先主義
になり、追いつめられた意地と行き場のない

彼がいなければ今年の修養会は開催されなか
ったでしょう。そして後半からクラスメート
として一緒にいてくれた哲さんに感謝しま
す。最後に、いつも私を支えてくれる家族に
感謝します。ありがとうございました。

　ハワイ伝道庁で行われた、2010年度の修養
会の後半より聴講生として参加させていただ
きました。
　私は、2008年の7月から伝道庁近くのホ
ノルル港教会の寮で住まわせていただいてお
り、その縁も兼ねて、ホノルル港教会長の岩
田メルビン先生よりこの度の参加を勧められ
ていました。すでに二年もの間、ホノルル港
教会でお世話になっているとはいえ、ずいぶ
ん悩みました。
　私は生まれも育ちも奈良県生駒市です。奈
良といえば、まさに天理教のお膝元だったの
ですが、両親ともに宗教への関心は薄く、ご
縁と言えば一つだけ、幼い頃、迷子になった
折に生駒大教会の女性の方に助けていただい
たことが何となく記憶の片隅に残っているく
らいのものでした。

高比良　哲
（防府・ホノルル港教会）
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敵愾心が、当時の自分には心の支えでした。
修養会のことは2009年の初旬頃から岩田先
生より説明していただき、たびたびお誘いの
声も頂戴していましたが、私は断り続けま
した。自分の生活費と、学費の大事な収入源
である図書館での仕事を中断すること、なに
よりも大学での勉学の毎日を中断することな
ど、もっての他だと考えていたからです。
　そんな私が途中からではありますが、修養
会への参加を踏み切れましたのも、なにか不
思議な力に引き寄せられた、というよりほか
にありません。勿論、岩田先生より幾度とな
く説得していただいたこと、そして今回の修
養会でたった一人の受講生になった美馬ティ
ファニーさんを不憫に思ったことも理由にあ
げられますが、当の私が自分で決断したとい
う自覚が薄いのです。むしろ先に述べました
ように、なにか不思議な力、天理教でいいま
すと「親神様」にお引き寄せいただいた、と
いう方が確かに感じられます。
　楽しい時間はあっという間に過ぎると言い
ますが、ほんとうに楽しく過ごさせていただ
いた10日間でした。朝寝坊が常の自分です
が、不思議と目覚まし時計なしで毎朝4時に
は目が覚めましたし、5時過ぎからの神殿椅
子拭き、枯葉掃除に花の水やりなどのひのき
しんを、ほぼ日課となるくらい楽しませてい
ただきました。ハワイ州内の諸処の教会から
足を運んでくださった会長先生方による、天
理教の教えの真髄に触れる講義は、天理教と
出合って間も経たない自分にはとても新鮮で
興味深い内容でした。まだまだ未熟者の私で
すが、教典を開く度にふと脳裏に浮かんだ「
陽気ぐらし」という言葉。その「陽気ぐら
し」がたくさん詰まった、短くも充実した日
々を送れたこと、とても嬉しく思います。し

ばらく忘れていた「楽しむ」ということの原
点に返していただきましたこと、心より感謝
しています。
　天理教典の講義の最終日に久尾マーク先生
がおっしゃったことが今でも心に残っていま
す。「皆さんは今日で修養会を修了します
が、今日が出発点だと思ってください。ここ
で学んだことを日々の中で実践してこそ、は
じめてこの修養会が活きてくるのです。お道
というものには終わりがありません。皆さん
がその生涯を全うするまで、いや、その先も
ずっと、子孫代々へとその教えを橋渡しして
いくものなのですから。」
　まさにこれからが始まり。この修養会で学
んだことを日々実践していくことの大切な課
題をいただいたように思います。	
　最後になりましたが、この度の修養会の私
の途中からの参加を快諾してくださった浜田
伝道庁長先生ご夫妻、私たち二人のために各
教会から足を運んで優しくご教授してくださ
った先生方、伝道庁での日常生活やひのきし
ん等でお世話してくださった三濱書記先生ご
夫妻とスタッフの方々に、この場を借りて改
めてお礼を申し上げたいと思います。ありが
とうございました。
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　　－少年会－ こどもおぢばがえり

　今年のおぢばがえりにはハワイから10名が
帰参しました。子供5名と、カウンセラーの
久尾マイルズさんが海外少年ひのきしん隊に
参加したため、大人だけのグループでアメリ
カ・カナダグループと一緒に、各活動に参加
しました。7月30日の最終日に、本部朝づと
めで、パトリック・ラム君が海外少年ひのき
しん隊から選ばれた8人と一緒に小鼓をつと

めました。ハワイからの他の参加者は、片山
ケナン君（ハワイセントラル）、ロバート・
マウ君（ハワイセントラル）、浜田チェリー
さん（カパア）、浜田シャーリーさん（カパ
ア）で、8カ国から124名のカウンセラーが
海外少年ひのきしん隊に参加しました。その
内、アメリカ19名、カナダ6名、オーストラ
リア4名、イギリス1名、香港2名、ブラジル
14名、韓国40名、台湾38名でした。
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　赤ちゃん誕生

　6月16日（水）、社本スコット・弘美さん
夫妻（中野・マリエ）に赤ちゃんが誕生しま
した。名前は、社本リキ・カヒアウちゃん
で、体重3068グラム、身長49.5センチの元気
な男の子です。おめでとうございます。
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　おやさと練成会

　前期カウンセラー

　 井上　デービッド（東中央・ハワイセントラル）

　後期カウンセラー

　	稲福　ルイーズ　（東肥・かりゆし布）	
　
　前期受講生

　 柿谷　ジョン　（高知・高知誠）
　 ソルトマン　サラ
　　　　　（中河・セントラルフレスノ）

スタッフ・受講生紹介

	藤原　ノーラン　　　　　　（本島・マウイ）
	藤原　トゥリシャ　　　　　（本島・マウイ）
	前川　チェルシー　　　　　（周東・太平洋）
	ヤップ　シェイ　　　　　　（周東・カパア）
	井上　ゴードン（東中央・ハワイセントラル）

後期受講生

	ヤップ　ルイ　　　　　　　（周東・カパア）

講師

	岩田　バート　　　　　（防府・ホノルル港）

　7月10日から25日まで、おぢばで開催され
たおやさと練成会に、ハワイから英語コース
前期受講生7名、同後期受講生1名、カウンセ

ラー2名、講師1名の計11名が参加しました。
前期コースのカウンセラーとして参加した、
井上デービッドさんの所感を掲載します。
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英語前期コースカウンセラー
　　　　　　　　　　　井上デービッド

　「起きろ！整列！ソックスはどこやった？
ハッピの紐を結びなさい。静かに！シーッ…
」これがカウンセラーの役目です。
　7月10日から25日まで、天理教語学院で
行われた親里セミナー前期コースには、アメ
リカ・カナダから20名の学生が受講しまし
た。おぢばでの16日間、学生達は天理教の
教えに対する興味を広げ、深めることが出来
ました。おてふり練習やおつとめ演習を通し
て、もっとみかぐらうたについて学びたいと
いう学生もいました。岩田バート講師の講義
では、教えについて沢山の質疑応答があり、
次の中期・後期コースには、親神様との繋が
りを強くするために、さらに多くの学生が
参加することを願っています。十三峠では、
悪天候のため早く終わってしまいましたが、
一緒に歩くことでみんなが「一手一つ」の教
えを学びました。布教キャラバンでは、ひの
きしん、神名流し、路傍講演、戸別訪問を行
い、多くの学生が価値ある経験をしました。
布教キャラバン中にとても感動したことは、
学生たちの笑顔の素晴らしさと、戸別訪問を
楽しんでいたことです。炎天下で汗をかきな
がら、昼食なしで、日本語が分からず、人に
断られる布教活動は大変なものです。私たち
の祖父母、両親が日本からハワイへ来て、言
葉が通じない中毎日布教に歩いていたことが
如何に大変なことだったかを思い知らされま
した。しかし、ほとんどの学生は、にをいが
けで人から拒否される状況でさえそれを簡単
に笑顔と、「ありがとう」という言葉に変え
ていきました。この前向きで心からの「あり
がとう」の言葉には、沢山の意味が込められ

ています。学生たちがこの先の人生におい
て、どんな人に出会ってもその人を受け入れ
ていくことであり、先の楽しみに向けて種を
蒔くということです。その言葉が、精神的に
身上を持った人を少しでも変えていくことで
しょう。
　学生みんながこの感謝の態度を来年の愛
知、そしてそれぞれの生活で実行できること
を願っています。臭いものを踏んだり、近所
迷惑な隣人がいたり、レストランでの悪いサ
ービスなど、自分にとって合わないこと、悪
い状況というのは日常の中で出くわすことで
あり、全てが不規則にやって来ます。しか
し、深刻になることは何もなく、単純な笑顔
と「ありがとう」の言葉で終わることかも知
れませんし、ひょっとしたらその人を変える
ことになるかもしれません。
　今年の相方のカウンセラーは、カリフォル
ニア出身の冨沢メアリーさんで、私達は学生
20人の成人する姿を見る機会を得られて、と
ても幸せでした。カウンセラーとして、20人
を世話し、かつて自分がやっていたことを思
い返して、ぎっしり詰まったスケジュールに
従いながら、自分をコントロールすることを
同時にやるのは、とてもストレスの溜まるこ
とでした。しかし、両親が子供を育てるよう
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に、それは絶対に価値ある経験であり、彼ら
が帰ったときは少し悲しくなりました。7月
25日に、20名全ての学生が無事に前期コー
スを修了し、生涯の友と、沢山の思い出を携

えそれぞれの家路に就きました。また来年、
後期コースで会えること、そしてみんなが一
緒におさづけの理を拝戴できることを楽しみ
にしています。　

　天理柔道ニュース

　7月3日、4日にカリフォルニア州、アーバ
インで行われた全米柔道ジュニア大会で天理
柔道チームの選手が活躍しました。結果をお
知らせします。
　また、アトランタで行われたジュニアオ
リンピックでは、Taylor	 Ibera選手と、Dane	
Paihi	 Pestano選手が優勝しました。二選手
は、10月にモロッコで行われる柔道ジュニ
ア世界選手権のアメリカチームに選ばれまし
た。おめでとうございます。

金メダル
		Phoebe	Pineda	Abaya	:	Girls	Inter.1			30kg
		Czarina	Pineda	Abaya	:	Girls	Inter.2			34kg
		Taylor	Ibera
銀メダル
		Hilina'i	Meyer	:	Girls	Inter.2	42kg
		Sydnie	Lista	:	Girls	Inter.2				47kg
		Carson	Fu	:	Boys	Inter.1							38kg
		Noah	Pineda	Abaya

四位
Cole	Chandler,　Zion	Lista

Cassidy	Chandler,	Shannon	Redwood,	Ho'ala	Meyer
の三選手は惜しくも入賞を逃しました。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

伝道庁人事

　6月7日（月）に、土屋陽子海外部員（玉
島）が2年2ヶ月の伝道庁勤務を終え帰国し
ました。現在、海外部人材育成課にて御用し
ています。

　三会合同ひのきしんのお知らせ

8月29日（日）に開催される天理教バザーに先駆け、婦人会、青年会、少年会
合同のひのきしんを行います。沢山の方々のご参加をお待ちしております。

日程：8月21日（土）
時間：午前9時～11時
場所：天理文化センター（TCC）

住　　所：650	9TH.	AVE.,	
　　　　　HONOLULU,	HI	96816
祭		典		日：第四日曜日

　ハレケアクア布教所　
　布教所長：鈴木・ダレル・アキオ
　直　　属：本島

教会事情

　アロハ教会は、7月26日のお運びにて、神
殿屋根葺替及び、遷座祭日のお許しを戴かれ

布教所開設

ました。遷座祭7月27日、鎮座祭8月21日、
奉告祭8月22日となっています。
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　何事もおたすけの心で、行うことができ
れば今日一日の一瞬一瞬が光り輝いてくる
と思います。今月末の天理教バザーでは、
その輝きに多くの人が癒されますように、
精魂込めてつとめさせて頂きましょう。

■月例会
　8月はお休みです

■女鳴物練習

　8月はお休みです

婦人会だより
■バザーひのきしん　
　・お漬物作り　　8月17日　	9：00-　
　・蒟蒻作り　　　8月18日　	9：00-　
　・古着仕分け　　8月23日　	9：00-
　　　　　　　　（於：文化センター）

＊8月の月次祭直会当番は、本島グループ　　
です。よろしくお願い致します。

女子青年だより

8月28日（土）

　商品の袋詰め、値付け　於：伝道庁

8月29日（日）　　　午前7：30-午後3：00

　バザー当日のブース手伝いはまだ間に合

います。出来るだけ早めにルイーズまでお

知らせ下さい。

■ガレージセール
　10月31日（日）　9：00-13：00

　於：伝道庁ホール

■天理教バザー！
8月27日（金）

　焼き菓子などの寄付は伝道庁へお寄せ下

さい。その際、ラベル、材料が記載されて

いることを確認して下さい。

■ミニバザーボランティアのお願い
　伝道庁の月次祭の日に行われているミニ

バザーのボランティアを募集しています。

また飲み物テーブル、飲み物のセッティ

ング、お茶くみの手伝いも必要です。焼

き物の寄付、または昼食の手伝いの出来

る方は、稲福ルイーズ 551-3158 までご

連絡頂くか、祭典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

■天理教バザー準備

■バザー準備
8月21日、28日　13：00　
於：文化センター

　8月14日（土）　9：00
　於：文化センター柔道場

少年会だより

■	こどもおぢばがえり
　	今年のこどもおぢばがえりは、参加者
全員が海外少年ひのきしん隊に参加しまし
た。帰参者は、子供5人、大人2人、育成会
員2人でした。

■青年会月例会議

　8月15日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール

■バザー駐車場整備

　8月29日（日）　7：00
　於：文化センター

■	2010年度　少年会活動方針
　「子供たちを教会へつなぎ、親神様への

感謝の心を育もう」のスローガンの下、少

年会は以下の目標を定めています。

　1、全ての支部における各教会での

　　 お泊り会の実施

　2、各地域でのひのきしん活動の促進

　3、こどもおぢばがえりに参加できる

　　 少年会員の獲得

 ハワイ団の中尾オーウェン団長は、この

目標を可能な限り教会単位での実現を求め

ています。

まこと・オリジンズスタッフ募集
	パソコンを使っておたすけ活動しませんか？編集に参加して、世界中の人に信仰や天理教の“今”を
伝えましょう！まこと・オリジンズの目的は、

一、天理教のおつとめ、活動や行事に関する情報をハワイのお道の人に限らず、すべての人に伝

えること。

一、言葉、習慣、そして親神様・教祖の御心を通してぢばの理を伝えることで、天理教に興味を

持ってもらい、信仰へと促すこと。

もし興味があれば、中尾オーウェンまでご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：734-1449　Email：onakao@tenrikyopearl.org



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）～25日（火）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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7月行事報告8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）・第55回天理教ピクニック
		6日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		7日（水）・三会会議　
12日（月）・婦人会例会・委員会
　　　　　・文化センター会議
　　　　　・バザー関係会議
13日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・布教/育成委員会
　　　　　・主事会準備会
15日（木）・ハワイ修養会終講式
　　　　　・祭儀委員会
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
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
　　　　　・祭儀委員会
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

			2日（月）・バザー委員会
		3日（火）・コミュニティーひのきしんデー
		8日（日）・庁長帰布
10日（火）・主事会準備会　
　　　　　・布教/育成委員会
11日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
12日（木）・バザーブースヘッド会議
13日（金）・柔道場畳あげ
14日（土）・庁長夫人帰布
　　　　　・婦人会ヌアヌハレ慰問
　　　　　・主事会
15日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・アロハバンド練習
　　　　　・教会長布教所長会議
16日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・祭儀委員会
18日（水）・バザーへの品物寄付受付開始
21日（金）・バザーひのきしん
26日（木）・遥拝式
26日（木）・バザーお願いづとめ
29日（日）・第40回天理教バザー開催
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　今年も、全教一斉にをいがけデーが近づいてきました。9月はにをいがけ
強調月間です。皆さんもぜひこの一つの旬をきっかけに、友人・家族を誘
って、にをいがけ・おたすけに励みましょう！

全教一斉にをいがけデーのお知らせ

日　程：9月6日（月）　
時　間：午前9時～11時
集　合：モイリイリスタジアムパーク

内　容：戸別訪問、ひのきしん

T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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


