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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。

　親神様には一れつの子供可愛い親心のま

に／＼日夜絶え間なくお見守り下され、世界

たすけをお進め下さいます御守護の程は、ま

ことに有り難く勿体ない極みでございます。

私共は日頃賜るご高恩に御礼申し上げ、親心

にお応えさせて頂けるよう日々たすけ一条の

ご用に励ませて頂いておりますが、本日はこ

れの伝道庁の八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。

　この夏のおぢばは２３万人という大勢の

子供たちで賑わいましたが、こどもおぢば

8月月次祭祭文

がえり団体、おやさとセミナー受講生、それ

ぞれに厳しい暑さの中一同結構にお連れ通り

頂き、み教えを学び、尊き汗を流して伏せ込

みに励み、喜びの心を深めて帰らせて頂きま

した。

　また今月２９日には恒例の天理教バザーを

開催させて頂き、地域の方々へのにをいがけ

を進めさせて頂きたいと存じます。さらには

また、来る９月６日には全教一斉においがけ

デーを実施し、広く人々に教祖の御教えを伝

えさせて頂きたいと思います。

　私共は教祖ひながたの道を日々心明るく辿

らせて頂き、未だ真実の親を知らぬ人々に元

の親の思召を伝え、世界中の人々が陽気ぐら

しへと心の向きを正していけるよう精一杯の

努力を積み重ねてまいる所存でございます。

何卒親神様には私共のこの真心をお受け取り

下さり、人々が互いにたすけあい睦み合う楽

しみ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。
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楽人

龍　笛	 	 	 T.岩田		Ｍ.中尾

篳　篥　　　　M.社本	 　	

鳳　笙	 	 　			L.岡村		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	 一瀬常徳　　柿谷節生	 	
賛　者	 高田エリック　三国ウェスリー　	 	
指図方	 西村忠正
献饌長	 宮内泰次	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｓ．社本
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田
	 Ｔ．西村	 Ｗ．城	 Ｓ．三濱
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｃ．浜田
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．久尾	 Ａ．綾川
	 Ｔ．松川	 Ｋ．金川	 Ｒ．宮内
笛	 Ｍ．社本	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三国
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元
拍子木	 Ｃ．三国	 Ｃ．斉藤	 Ｅ．高田
太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｔ．岩田	 Ｏ．中尾
すりがね	 Ｔ．一瀬	 Ｇ．井元	 Ｗ．城
小鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上
琴	 Ｍ．中島	 Ｃ．明本	 Ｌ．浅尾
三味線	 Ｋ．斉藤	 Ｔ．中尾	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｄ．三浦	 Ｌ．蘇　　Ｓ．柿谷
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｇ．明本	 Ｅ．高田	 Ｓ．柿谷

8月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議

次回　9月19日（日）　13：00～13：30　月次祭祭典後
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伝道庁9月月次祭　

9月19日（日）午前9時

祭典講話：岩田もと子

講話テーマ：道すがら

日本語通訳：斉藤カーレン



8月月次祭祭典講話

　　マウイ教会長　久尾マーク

かしもの かりもの

　ただ今は、ハワイ伝道庁の8月の月次祭を
つとめさせていただきました。ご参拝くださ
いました皆さまに御礼申し上げます。本日は
天理教教典第7章「かしもの・かりもの」に
ついて、私が思いますところをお話しさせて
いただきます。
　私たちは、ともすれば、身体は自分の物で
あり、従って自分の好きなように使える物だ
と考えてしまいますが、これは、実は、親神
様が私たちの体にお入り込みくださり、自由
自在のご守護をしてくださっているからこ
そ、自分の思うように身体を使わせていただ
くことができるのです。心ひとつが我がの理
であるとお教え下さっていますように、親神
様は私たちそれぞれに心をお与えくださり、
私たちはその心を自由に使わせていただくこ
とができます。親神様は、その私たちの心に
身体をお貸し下さり、私たちの日々の心の使

い方に従って色々とご守護を与えて下さって
います。
　ここで、私が体験しましたことをお話しさ
せていただきます。
　本年3月のことですが、私の耳に耳鳴りが
するようになりました。ちょっと耳鳴りがす
る、というような程度のものではありませ
んでした。耳鳴りの音は、例えば、おぢばや
日本の夏には蝉がいます。蝉の鳴き声は皆さ
んも聞いたことがあると思いますが、木にと
まった千匹の蝉が一度に鳴いた音、それも毎
日毎日1日24時間鳴き続けることを想像して
みて下さい。2，3日したら治るだろうと思
いましたので、最初は誰にも言いませんでし
た。しかし、2，3週間経っても治らないの
で、自分で調べてみましたところ、その原因
は必ずしも耳ではなく、癌や腫瘍、血の塊り
など、頭の中にその原因がある可能性がある
ことが分かりました。医者に診てもらった方
が良いと思い、診察を受け、頭のMRI（磁気
共鳴映像法）を受けましたところ、結果は
すべて正常で、癌でも腫瘍でも血の塊りでも
なく、あなたは健康ですよ、と医者に言われ
ました。しかし、異常なのは耳鳴りだけ。耳
鳴りに関する医学的な治療法はないので、何
とか慣れるしか方法はありません、と医者に
言われました。私のこれまでを思い返してい
るうち、マウイ教会の二代会長であった私の
祖母が、耳鳴りがする、とよく私に言ってい
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たのを思い出しました。当時の私は、祖母の
言っている意味が良く分からなかったのです
が、今はそれがどういうことなのか本当に良
く分かります。
　心は、私たちのものとして与えて下さって
いるのですから、私たちは自由に使うことが
できますが、親神様は私たちの心の使い方
に従って、日々色々なご守護を下さってい
ます。良い種を蒔くのか、悪い種を蒔くの
か･･･。辛い思いをするのも、自分が蒔いた
種が生えてきた結果であり、それ以外の何も
のでもありません。おやさまは、いんねんと
いう言葉をもってお教え下さいました。おや
さまは、いんねんのご教理を通して、如何に
したら私たちは自分たちの通り方を変えるこ
とができるのか、ということをご教示下さい
ました。今日までの通り方を振り返って自分
のいんねんを自覚する。そのとき私たちは、
親神様の深い愛情と親心を感じることができ
るのです。どのような事が起こっても、その
事から自らのいんねんを自覚し、親神様にも
たれ、心を立て替えていんねんを抹消するこ
とをお教え下さっています。
　3月のちょうど同じ頃だったのですが、浜田
庁長様から、ハワイ伝道庁で開催する修養会
の講師を務めてくれませんか、と尋ねられま
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した。喜んでお受けしたのですが、間もなく
これは親神様が下さった大きなご守護である
ことに気が付きました。落ち込んだ気持ちを
正す絶好の機会だと思いました。すでに予定
があったため、天理教教典の後編を受け持た
せていただくことになりました。講義の準備
を始めるとすぐに、教典の後編、つまり「第
六章：てびき」、「第七章：かしもの・かり
もの」、「第八章：道すがら」、「第九章：
よふぼく」、「第十章：陽気ぐらし」は、私
自身の反省を促す章ばかりであることが分か
りました。人様に教えるためには、先ず自分
自身が理解していることが肝要ですが、もっ
と大切なことは、自分自身が日々の生活で教
えを実行することです。私自身の心使いを振
り返る機会を与えてくださり、日々を幸せに
通る通り方を模索する機会を私に与えて下さ
ったのです。
　心を立て替えて、勇み心になり、陽気に暮
らせるようにとの思召から、親神様は私たち
にいんねんをお見せ下さるのです。これは親
神様の親心からして下さることなのです。納
得できないようないんねんをお見せいただい
たとしても、それは私たちを苦しまそうと
か、不自由させようとかいう御心からでは決
してないのです。ですから、私たちにより幸
せな暮らしをさせてやりたいと願われる親神
様の愛情を心から信じて心を治めれば、すべ
てを「陽気ぐらし」という元のいんねんに復
元することができるのです。
　「たんのう」とは、どのような時も、そし
てどのような事が起こっても、成って来る理
の中に神様の親心を悟り、喜んで甘受すると
いう心の持ち方である、とお教え下さって
います。「たんのう」の心を治めて、すべ
てを親神様の親心からのお手引きに委ねれ
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ば、前生さんげの道が開かれ、心のほこりや
我が身勝手な心使いを掃うことができ、いん
ねんを切り替えて、親神様の自由自在のご守
護をいただける明日に踏み出すことができる
のです。
　今皆さまの前でこうして立っていても、耳
が鳴っています。ただ、以前のように千匹
の蝉ではなく、2，3匹の蝉の音になりまし
た。ブンブンという音ではなくて、シューと
いう軽い音になっています。もちろんこれも
親神様の大きなご守護であると受け取らせて
いただいています。私自身の体験をお聞きい
ただき、「かしもの・かりもの」の本当の意
味をご理解いただければと願っております。
　最後に、「おふでさき」と「おさしづ」を
いくつか読ませていただいて、お話しを終え
させていただきます。
　おふでさきの第3号41と126に、

　　にんけんハみなみな神のかしものや
　　なんとをもふてつこているやら　　　三-41

　　にんけんハみなみな神のかしものや
　　神のぢうよふこれをしらんか　　　　三-126
　　
明治22年2月14日の「おさしづ」に、
『人間というものは、身はかりもの、心一つ

が我がのもの。たった一つの心より、どんな

理も日々出る。どんな理も受け取る中に、自

由自在という理を聞き分け。』

明治21年12月7日の「おさしづ」に、
『自由自在は、何処にあると思うな。めんめ

んの心、常々に誠あるのが、自由自在とい

う。』

ご清聴ありがとうございました。

月例にをいがけデーのお知らせ

　毎月第3月曜日、伝道庁月次祭翌日のにをいがけデーは以前同様に実施させて頂い
ております。日々のご恩報じであるにをいがけ・おたすけ。皆様も是非この機会にご
参加頂き、心勇んで教祖のお伴に励ませて頂きましょう。　

日程　第3月曜日
時間　午前9時伝道庁集合
＊お願いづとめ後、にをいがけ目的地
　へ出発させて頂きます。
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アイランドニュースアイランドニュース

こどもおぢばがえり参加者所感

　陽気ぐらし、親里、おぢばがえり。この夏
まで、これらの言葉を人生の中で聞いたこと
がありませんでした。しかし、天理で行われ
た様々な行事に参加して、天理教、その哲学
や祭儀、信仰について多くのことを学びまし
た。以下に、この夏の子供おぢばがえりで経
験したことについての感想を述べたいと思い
ます。
　私は、出会った天理教信者が持つ宗教への
献身さと、他人への優しさに感銘を受けまし
た。私自身とても温かく受け入れてもらい、
みなさんにとても親切にして頂きました。例
えば、東中央大教会では予期せず果物やお土
産を頂き、後で知ったのですが、大きな葡萄
や桃はとても高価だったのです。38母屋で
は、アメリカ・カナダグループの方々と出会
い、彼らと楽しく交流をしました。何てひた
むきで、陽気で、楽しい事が好きな人たちで
しょう！特に、伊藤クニ先生には、私たちの

ために、おつとめの手振りの持つ意味だけで
なく、天理教についての説明をする時間を割
いていただき感謝しています。私が理解して
いた手振りの意味とは全く異なっていまし
た。その後、庁長夫妻にお会いし、私たちの
グループに気前よくお菓子を下さいました。
東中央大教会では、いつも温かく見送られ、
帰るときも迎えてくださいました。実際は、
いつも駅まで送って頂いていました。そのよ
うなもてなしで毎日の冒険をスタートできた
ことに感謝しています。
　とりわけこどもおぢばがえりでは、子供た
ちは世界各地から集まった仲間とのふれ合い
によって、それぞれの視野を広げることがで
きたと思います。日本語でのオリエンテーシ
ョンに参加したのは驚きの経験でしたが、す
ぐに各言語に通訳されました。私には、それ
だけ天理教の教えが広がっているのだと感じ
られ、またどれだけおぢばがえりのプログラ
ムが細部に渡り計画されているのかというこ
とを感じました。
　また、子供たちが神様からのご守護に対し
て感謝の心を“お返しする”機会であったひの
きしんの経験も価値あるものでした。みんな
は、冷たいお茶くみをしたり、神殿の回廊拭
きをしました。天理教の本のなかで、教祖は
その意味として、「まわりの者を楽にさせ
る」と説明されています。もし世界中のみん
ながこのような考えで暮らしていたら、どれ
だけ平和で調和のとれた暮らしをお互い過ご

カレン　モウさん
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す事ができるでしょうか。
　私は本当に日本への旅の経験と、こどもおぢ
ばがえりに参加できたことに感謝しています。
私も子供たちも、日本人と天理教の文化にどっ
ぷり浸ったことが、自分たちのためになったと
感じています。また、中尾オーエン先生と井上
リアンさんの模範的なガイドに感謝していま
す。私達は、いつでも天理教について分から
ないことを質問できましたし、言語と適切な
しきたりの間の溝を埋める橋渡しとなってく

れました。彼らの存在がこの旅をより意味
のある、質の高いものにしてくれました。
少年会からは、寛大な旅費の助成を頂きあり
がとうございます。それは期待していたもの
ではありませんでしたが、とても感謝してい
ます。全体的に日本での経験を振り返ってみ
て、短い期間ではありましたが、天理教の一
員となれたことに感謝し、私たちをとてもオ
ープンに、温かく迎えてくださり、心から感
謝しています。

　日本はいつでも、何のためらいもなく訪れる
ことのできる国です。日本への初めての旅は、
高校生の時でした。親友が誘ってくれたので
す。その時は、ハワイを離れ他の国へいくこと
に興奮していました。その友達の教会のグルー
プと一緒に招かれたところが、天理教のこども
おぢばがえりだったのです。日本では二週間半
を過ごしましたが、旅行の思い出は天理教の教
会のメンバーだけでなく、色んな国々からの若
者と出会ったときの興奮でした。私は朝夕のお
つとめで神殿に行ったり、パレードや鼓笛隊に
参加したことをはっきりと覚えています。私た
ちが38母屋をいっぱいにした最初のグループの

一つだったことでしょう。みなさんお分かり
のように、私は若くありません！
　今年のおぢばがえりに参加できたことは、
私と息子のパトリックにとってとても特別な
ことでした。パトリックは、異なる国からの
若者と出会うこと、日本の文化に浸ることが
大好きなのです。今回のおぢばがえりは、彼
にとって二度目の機会でした。去年、パトリ
ックはティーンエイジ症候群を患い、おぢば
がえりに行きたがりませんでした。「お母さ
んが僕に、どんな行事に参加させようとして
いるのか分からないから行きたくない。」と
言っていました。それでも参加して、家に帰
ると、私たち夫婦に向かって言ったのは、「
こんな最高の行事に参加させてくれてありが
とう。」というお礼の言葉だったのです。今
年のおぢばがえりは年齢制限のため、彼にと
って最後の年であったので、待ちきれないと
いう様子でした。パトリックは、おぢばで出
会った友達や、特に強い関係を持つ、ゴード
ン君やケナン君についてよく話をしました。
私の友達も家族もパトリックの態度の変化に
気付いていて、それは彼の人だすけに向かう
態度や、私たちが日常当たり前に感じている

パウリン　ラムさん
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事に対して、「ありがとう」などの優しい言
葉を言うようになったことに表れています。
パトリックは内気な性格で、自分から会話を
始めるようなタイプではなかったのですが、
今では簡単に他の大人に話しかけ、自分から
会話を始めようとしていると感じています。
一年間、彼は日本での旅行や、日本に関する
事ばかり話していました。パトリックの日本
文化への情熱は、彼が日本人と中国人の血を
引く人種的な背景をもっていることを気付か
せてくれます。
　去年と比べて今年は小さいグループでした
が、彼は素晴らしい時間を過ごすことができ
ました。何が一番良かったのか聞いてみる
と、すぐに「もちろん、少ひ！」と答えが返
ってきました。みんなが優しくて、不足も言
わずとてもよく動き、暑さや毎日のおつとめ
にも不満をせずに過ごしていたと話してくれ
ました。彼は天理に住みたいとまで言ってい
ました。
　私にとって天理に帰ることは、家に帰るよ
うに感じられて、それはまさにご守護でし
た。最初の滞在がどうであったかの詳細は忘
れてしまいましたが、正直その時感じたもの
と同じ、温かさやもてなしの心を感じまし
た。私は、ハワイでの物が溢れて、沢山の資
源を無駄にし続けている生活について考えさ
せられました。二週間もの間、日本の文化に
浸ることで、私たちが如何に今の生活をシン
プルにできて、より環境に対して責任を持つ
ことができるのかということを考えさせられ
ました。また、この旅をより楽しく、より満
足のいく旅にしてくれたのは、友情であり、
人の優しい振る舞いでした。見知らぬ人へ
の挨拶や、混雑した電車、地下鉄、バスの中
でお年寄りや妊婦、身体の不自由な人に席を

譲る行為は、当たり前にできることではあり
ません。年上の人への尊敬や、もてなしの心
は、私が日本で出合った正に優しい振る舞い
の一例でありました。
　他に印象に残ったものは天理教でした。私
の祖母は、前の教会の信者でしたが、私自身
は、元々天理教ついての知識はありせんでし
た。期間中私とカレンには、天理教について
喜んで教えてくれる辛抱強い先生方がいまし
た。浜田庁長夫妻、中尾オーエン先生、井上
タイロン・リアン夫妻、井上ゴードン、ダグ
ラス、伊藤国繁先生、ヨシ、明本ダニエルさ
ん、東中央大教会長先生夫妻、その他多くの
方々に感謝しています。彼らはみんな優しく
おてふりの動きを説明してくれました。です
から私たちは立派に見えたと思いますし、彼
らから宗教の背景を学ぶことができたと思い
ます。プログラムが終了する前に、すべての
教会のメンバーが共通して一つのことを共有
できたと感じています。それは、人に対して
先に印象を決めずに、お互い助け合うという
ことです。
　この旅で、日本文化に浸ることができて本
当に良かったと感じています。東中央大教
会、宿舎のスタッフ、海外部スタッフ、そし
てこどもおぢばがえりのスタッフの皆様に感
謝いたします。どうもありがとうございま
した。

おやさと練成会受講生所感
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おやさと練成会受講生所感

　7月10日から27日まで開催されたおやさと練成会に、ハワイから8名が受講しま

した。その中で、前期受講生4名の所感を掲載します。

　今年の夏は、おやさとセミナー英語コース
前期に参加するためにおぢばを訪れました。
世界中から集まった受講生との素晴らしい出
会いがありました。セミナーは私の人生にお
いて最も価値ある経験の一つであり、天理教
について多くの事を学びました。
　最初は、広島での布教キャラバンは、それ
ほど良いものとは思っていませんでした。キ
ャラバンでは、戸別訪問や路傍講演をしまし
た。最初はみんなにをいがけ活動をやりたく
なかったようでしたが、最後には自分たちに
とって誇れるものとなっていました。広島で
出会った布教師さん達は、とても良くしてく
れて、言葉が分からなくても話しかけてくれ
ました。セミナーに来る前は、まさか自分が
道の真ん中でメガホンを持って、沢山の道行
く人々に向かってスピーチするなんて考えて

藤原　トリーシャさん
（本島・マウイ）

もいませんでした。しかし、それをやったの
です！戸別訪問では、わずかの人ですが私た
ちと話しをしてくれた方がいました。一人の
方は、天理教ではないのにお供えをしてくれ
ました。彼女は私たちがアメリカから来たと
いうことに興味を持っていたようですが、そ
れ以上に熱い太陽の下であちこち歩いている
ことに感動して下さいました。天理教の教え
を尊重してくれる人がいるということが嬉し
かったです。最初は布教活動に対して不安を
感じていましたが、それはきっと記憶に残る
経験になると感じていたので、最後までみん
なとやり遂げたかったのです。
　	今年の十三峠越えは、悪天候のために、最
後まで歩くことができませんでした。十三峠
を完歩し、峠の上でよろづよを踊ることは、
セミナーの伝統の様に思われているので、後
期コースではなんとかやり遂げたいと思って
います。
　おやさとセミナーを通して学んだことの一
つは、みんなのためなら一緒に動くことがで
きることです。セミナーが終わる頃には、本
当に「一手一つ」の教えを皆で感じることが
できたように思いますし、「ワンワールド・
ワンファミリー」に真実を尽くすことができ
たように感じます。おやさとセミナーに参加
するチャンスをいただけて本当に感謝して
います。中期、後期コースが待ちきれない
です！
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　教祖の存在を感じたことがありますか。私
はおぢばにいる間、教祖はいつも私たちを見
つめて下さっていたと感じています。守られ
ているという感覚は、リラックスできて、と
ても安心するものでした。自分のすべての病
気が消えていくようでした。
　岩田バート講師の授業で学んだことは、お

ヤップ　シェイさん
（周東・カパア）

つとめをつとめるときに、完璧につとめると
いうよりも、とにかくベストを尽くすことが
大切だということでした。正直、私の人生で
二回目のおぢば帰りは、最も印象的で、最高
の時間となりました。自分自身を天理教と呼
ぶことに誇りを感じ、神様がこの道に寄せて
くれたことにとても嬉しく思います。私がど
れだけ道を逸れても、親神様はいつも何とか
引き戻してくれます。
　にをいがけは楽しかったです。人を助ける
ということを感じさせてくれました。セミナ
ーの友達からは、日々神様からいただく恩恵
に対して感謝することの大切さを学びまし
た。セミナーに参加するまで天理教に対して
その様に考えたことはありませんでした。お
やさとセミナーに参加していなかったら、尊
敬、寛大さ、優しさ、そして感謝というもの
を学ぶことはなかったでしょう。この経験は
この先ずっと私の心に残り、セミナーで出会
った仲間はみんな天理教の家族です。

前川　チェルシーさん
（周東・太平洋）

　おやさとセミナーに参加することになるま
では、この夏は楽しくて忘れられない夏にな
ると思っていました。友達と一緒に、スカイ
ダイビングやスキューバダイビング、ジェッ
トスキーなど今までやったことのない楽しい
事を全てやろうと話していたのです。でも、
二週間ちょっとのおやさとセミナーに参加す
るようにと言われたのです。最初はセミナー
に参加することは、夏休みを無駄にすること
であり、夏休みを過ごす方法としては最後の
選択肢でした。
　セミナーが始まったとき、私は全くワクワ
クしませんでしたが、しばらくたって友達が
できました。それでも、あまりの暑さに文句

を言いながら、一日中オーブンの中にいるよ
うだと感じていました。でも期間中、目隠し
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をして目の見えない人の体験をするという研
修があり、それによって目が見えるというこ
とに感謝し、暑さに不足を言うべきではない
と気付かされました。なぜなら、生きている
ことにまず感謝するべきであり、神様のご守
護であるこの元気な身体をいただいているこ
とに感謝するべきだと感じたからです。
　セミナー期間中は多くの講義があり、それ
は天理教について私のたくさんの疑問に答え
てくれましたし、より天理教を理解するのを

たすけてくれました。ですからセミナーは、
本当に私の人生を変える経験であり、参加し
て良かったなと思います。そして、来年は後
期コースを修了するため、おさづけの理を戴
くため、そして前期コースで出会った仲間に
再会するために、また日本に行けることを楽
しみにしています。結局この夏が楽しくて忘
れられない夏になると考えていたのは、最初
から正しかったのだと感じています。

ソルトマン　サラさん
（中河・セントラルフレスノ）

　私の母は熱心な天理教信仰者です。でも他
宗教の家庭で育った私は、同じような天理教
への献身的な態度を分かち合うことはできま
せんでした。毎日おつとめをしたくありませ
んでした。そんな風に私の天理教信仰との関
係は、もし私が天理教に関わらなかったら、
母が悲しむだろうという罪悪感からなってい
ました。ですから、母からおやさとセミナー
に参加するように言われたとき、それを受け
たのです。前期コースを通して得た経験につ
いて振り返ってみると、私は一月前にいやい
やながら日本行きの飛行機に乗った自分とは

違っていることに気付きました。まだ信仰の
ある面には懐疑的ですが、母が私にそうして
ほしいという理由からではなく、自分から積
極的に鳴物を学び、おつとめをつとめるよう
になってきています。おやさとセミナーは、
天理教のより深い教えを理解するための手助
けをしてくれました。それは、幸福や人助け
を強調している教えです。そして最も重要な
のは、少しだけど母のことを理解できるよう
になってきたということです。この夏の出会
いに感謝し、次の中期・後期コースに期待し
ています。
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第40回天理教バザー開催

　8月29日（日）、恒例の天理教バザーが文化センターにて8時半より行われました。今年は開
始前からの雨と、同日テレビで放映された野球のリトルリーグ世界シリーズ決勝ハワイ対日本
戦があったためか、開始時の来場者は昨年よりも少ないように感じられました。それでも、日
中を通して来場者は増え続け、昼前には雨もあがりました。ほっとしたのはもちろんですが、
やはりバザーはご守護いただいていると感じずにはいられませんでした。8時半に開始したバザ
ーは、午後2時には、ほとんどの商品が売り切れ、2時半に終了しました。今私が思うことは、
このバザーがいかに特別なものであるかということであり、バザーは本当に素晴らしいという
声を聞かせていただきます。大きな事故もなく、怪我もなく、そしてシロアリも出なくて（ウ
エストハウスを除いて）嬉しく思います。皆様の絶え間ないボランティア精神と、誠真実のお
かげで、親神様のお恵みをいただき、バザーは成功でした。この場をお借りしまして、皆様の
心添えに感謝します。ありがとうございました。

バザー実行委員長　中尾オーエン

開始前からの長い列 女性に人気の焼き菓子

種類豊富な漬物 秘伝特製焼きそば
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焼きたてのたこやき 力強い餅つきのパフォーマンス

毎年大人気のおでん 多くの人で賑わった古物コーナー

リニューアルしたスクリップブース 巻き寿司、スパムむすびも好評



　今年の天理教バザーも、皆様の
誠真実とお心添えにより、大盛況
のうちに終了させて頂く事が出来
ました。当紙面上より、心より御
礼申し上げます。誠にありがとう
ございました。

15

ハワイ雅楽研究会

　7月24日、社本正登司先生率
いるハワイ雅楽研究会は、奈良
県で行われている「平城遷都
1300年祭」での全国雅楽フェ
スティバルに招待され、演奏を
披露しました。記念祭は、今年
一年間を通して、様々な行事が
行われます。古の都を再現し、
近くには演奏のための野外ステ
ージも組まれています。雅楽フェスティバルには、ハワイから5名と、日本在住の7名が参加
しました。天理大学、天理高校、そして他の天理教関係のグループが同じく演奏しました。

天理でお馴染みスタミナラーメン 美しく陳列されたアンソリウム

ステージを飾ったバンド＆フラ
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  5年祭  　本郷謙次 主　　　 　名東  アレキサンダー布教所初代所長

10年祭  　木村昇 主　　　　 　本島　　 カカアコ教会四代会長配偶者

20年祭  　中島ノブ 刀自　　　　  本島　　　　ワイルク教会二代会長

20年祭        　　　長谷川静枝 刀自　　ノウスアメリカ ノースパシフィック教会初代夫人

30年祭  　中村政吉 主　　 　郡山　 教人

秋季霊祭のお知らせ

　9月27日（月）午前10時より、伝道庁にて秋季霊祭が執り行われます。霊祭に引き続き
以下の方々の年祭も執り行われます。

17

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

  ホオポノ布教所

		開設日：2010年1月26日
		所　長：桧垣ダニエル
		月次祭：第２土曜日
		住　所：95-1163	Makaikai	St.	#181
　　　　		Mililani,	Hawai’i		96789
		電　話：722-7706（ダニエル携帯）

　8月14日（土）、伝道庁長夫妻臨席のも
と、ホオポノ布教所（周東・アロハ：桧
垣ダニエル所長）の開所式が執り行われ
ました。

教会事情

・8月22日（日）、アロハ教会にて、神殿屋根葺替の奉告祭が、弘長健周東大教会長臨席のも
とつとめられました。

・8月26日のお運びにて、ホノルル港教会が遷座祭及び、神殿屋根葺替のお許しを戴かれまし
た。遷座祭11月5日、鎮座祭11月10日、奉告祭11月11日にそれぞれつとめられます。

布教所開設
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伝道庁書籍棚紹介

　伝道庁では、日本語・英語の教理本
をはじめ、道友社発行のお道に関する
書籍を各種取り揃えております。どう
ぞお気軽にお立ち寄り下さい。
　本の必要な方は伝道庁事務所
（595-6523）までお問い合わせ下
さい。

  女子青年　ガレージ・セール

日程：10月3 1日 (日 )

時間：午前9時～午後1時

場所：ハワイ伝道庁

　＊企画・運営に中心となって携わってくださる方、当日の運営に関わって下さる方が

　　おられましたらご連絡下さい。

　＊この行事での収益金は、天理教ハワイコンベンション2011に寄付させて頂きます。

　＊	商品をご提供下さる方は、伝道庁10月月次祭の日に伝道庁までご持参下さい。

　＊詳細に関しましては、稲福ルイーズ　携帯：551-3158または、

　　Ｅメール：loubell333@yahoo.comまでご連絡下さい。



19

　おかげ様で今年のバザーも無事につとめ
終えさせて頂くことができました。特に
ソーイングひのきしんにご参加下さった皆
様、長い間のひのきしん、本当にありがと
うございました。さて、9月6日は、にをい
がけデーです。教祖は私たちがたすけて頂
いたことを人に話してまわりなさい、とお
っしゃいました。たとえ、大きな身上や事
情がたすかったという経験がなくても、日
々結構に生かされている奇跡を感謝の心で
伝えさせて頂きましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　9月11日（土）　9：30-10：30

婦人会だより

■例会

　9月13日（月）　9：00-
　・ミーティング　
　・逸話篇　
　・庁長先生講話

■鳴物練習

　9月14日（火）　9：00-

＊9月の月次祭直会当番は、防府グループ
ですが、バザー慰労の直会ですので、他
のグループの方々にもひのきしんをよろし
くお願い致します。

女子青年だより

■ガレージセール
　10月31日（日）　9：00-13：00

　於：伝道庁ホール

ガレージセールに向けて、10月19日の伝道

庁月次祭の日から、品物を集め始めます。

伝道庁まで商品をお寄せ頂くか、スタッフ

■Big Mahalo！
　今年の第40回天理教バザーでお手伝い頂

いたみなさん、本当にありがとうございま

した！女子青年の焼き菓子ブースでは、ア

ンダギはもちろん、いも天もほとんど売れ

て、全ての商品が完売しました。Mahalo!

に連絡して取りに行って頂くようにさせて

頂きます。お手伝い頂ける方は、稲福ルイ

ーズか、蘇リンまでご連絡ください。すべ

ての売り上げが、天理教ハワイコンベンシ

ョン2011に寄付される予定です。 
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青年会だより
■遥拝式・レインボーハレ掃除
9月26日（日）　9：00
BBQランチ付き

少年会だより

■	全教一斉ひのきしんデー
　9月6日に行われる全教一斉にをいがけデ
ーに、子供たちを誘いましょう。当日は、
午前9時にモイリイリスタジアムパークに集
合です。戸別訪問を中心として、清掃ひのき
しんもあります。新しいひのきしんTシャツ
を着て、掃除用具を持ってきてください。

■ユニセフ活動
　去年の募金活動では、サモア、フィリピ
ン、インドネシアでの災害を含む世界中の
子供たちを救うために、1200ドル以上の募
金が集まりました。今年のユニセフ活動は、
パキスタンでの二次災害を防ぐために、時間
との戦いです。マラリア、下痢、その他の病
気が蔓延しています。10月のハロウィーン
ユニセフ募金に向けて、これらの地域にい
る子供たちの苦しみを和らげるために、ユニ
セフ活動にご協力ください。これが私たちの
誠真実であり、おたすけです。Thank	you！

■青年会月例会議

　9月19日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール

■	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エン団長は、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。



　先月号では、97年以来初めて、レシピを載せること
ができませんでした。楽しみにしていた方、申し訳ご
ざいませんでした。
　それでは、今月号のレシピを紹介します。どこの食
卓でも、ウケること間違いなしの素晴らしいレシピを
見つけました。パルメザンミートボールを是非ご賞味
ください！簡単でとってもおいしいですよ。

材料
・牛ひき肉　450ｇ
・すりおろし
　　パルメザンチーズ　1/2カップ

パルメザン・ミートボール

食いしん坊レシピ

作り方
　先にオーブンを375度まで温めて
おきます。ひき肉、チーズ、パセ
リ、玉子、ニンニクを練り合わせ、
ボールの形に丸めます。だいたい
12個分になります。それをアルミ
ホイルを敷いたオーブンプレートに
並べ、25分間焼いたら出来上がり
です。

・きざみパセリ1/4カップ
・玉子　1個
・にんにく　1房
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8月行事報告9月行事予定
		1日（水）・ハワイコンベンション会議	
　　　　　・伝道庁創立60周年準備会議
		6日（月）・全教一斉ひのきしんデー
		7日（火）・文化センター月次祭
　　　　　・婦人会委員会	
		9日（木）・ハワイコンベンション会議
11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
13日（月）・婦人会例会
14日（火）・婦人会鳴物練習	
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
15日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
16日（木）・少年会会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
18日（土）・椎葉前カイルアコナ教会長
　　　　　　合祀祭
　　　　　・主事会	
19日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長布教所長会議
20日（月）・月例にをいがけデー
26日（日）・遥拝式
　　　　　・おてふり/鳴物練習
27日（月）・秋季霊祭

			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
		9日（月）・文化センター会議
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
　　　　　・ハワイコンベンション会議
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
　　　　　・ホオポノ布教所奉告祭
15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
16日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・祭儀委員会
17日（火）・翻訳会議
18日（水）・バザーへの品物寄付受付開始
21日（土）・バザーひのきしん
25日（水）・ハワイコンベンション会議
26日（木）・遥拝式
　　　　　・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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T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

ユニセフ募金活動　－少年会－

　毎年ハロウィンの季節になると「Trick	or	Treat	for	UNICEF」、の
台詞でお馴染みのユニセフ募金活動。少年会主催のこの活動は、今
年で36回目を迎えます。今年も皆さんのご協力をお願い致します。


