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おぢばからのメッセージ

立教173年9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。
　厳しかった残暑も漸く治まり、親里は一気に秋めいてまいりました。日曜日と重なっ
た本日の祭典には、清々しい秋晴れの下、全国各地より大変大勢の教友がお帰り下さ
り、真柱様を芯にかぐら・てをどりが一手一つに陽気につとめられました。

　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、混迷を深める今の
世をしっかり見据え、将来に目を向けて、親の思召である陽気づくめの世の治まりをお
見せいただくべく、ひたすら布教伝道に励ませていただきたいと存じます。殊にこの月
はにをいがけ強調月間であり、月末三日間は全教一斉にをいがけデーとして、よふぼく
はこぞってにをいがけに励み、世界へ真実の御教えを伝えさせていただきます」とお述
べになり、また「道の行く手は時と共に伸び開け、世界一れつが陽気ぐらしに睦び楽し
む世の様に一日も早くお導きくださいますようご守護の程を一同と共に謹んでお願い申
し上げます」と祈念されました。

　祭典講話は前川喜三本部員がおつとめ下さいました。
　先生は、32歳の若さで亡くなった医師が著した「飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ」とい
う本の「あたりまえ」という詩を引用され、ご自身の身上のお話、保護司としてのご経
験を基に、おふでさき、おさしづを引用されながら、「あたりまえ」ということの有り
難さについてお話下さいました。
　その上で、親神様が心を尽くしきって下さったお陰で今日の私たちがあり、この親
心、大恩にお応えするには、真実を尽くしきるご恩報じの道を歩ませて頂くことが大切
であるとお話下さいました。

　祭文でもお述べ頂きましたように、日頃から布教伝道を心がけることはもとより、明
後日から三日間に亘り実施される全教一斉にをいがけデーには、お掛け頂く親心、ご期
待にお応え出来るよう、お互い精一杯つとめさせて頂きたく存じます。
　また、来月の秋季大祭には海外からも大勢の教友がお帰り下さることと思います。既
にご案内申し上げておりますように、大祭前日の10月25日には海外部研修会（教会長・
布教所長夫妻対象）、並びに海外帰参者の夕べを開催させて頂きます。ご帰参頂く方々
に一人でも多くご参加頂けますよう、管内の皆様方へのご案内のほど、どうぞよろしく
お願い致します。
　最後になりましたが、9月26日付で上村求道・本部青年が翻訳課（ポルトガル語）に
配属となりましたことを、併せてご連絡致します。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
　親神様の果てしなく大きく暖かい御心に包
まれ、日々、身上の自由をお与え頂き、存命
の教祖のお導きのもと、陽気ぐらしへの成人
の道を弛みなく歩ませて頂いておりますご守
護の程は、まことに有り難く勿体ない極みで
ございます。私共は常に御教えに心を正し、
たすけ一条の誠を高めて、陽気世界を目指し
て、つとめ励ませて頂いておりますが、本日
はこれの伝道庁の九月月次祭をつとめる日柄
を迎えましたので、ただ今よりおつとめ奉仕
者一同心を揃え、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兄弟
姉妹が共に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

9月月次祭祭文

いますようお願い申し上げます。
　去る８月２９日に開催致しました第４０回
天理教バザーは大勢の来場者をお迎えし盛況
のうちに終了させて頂きました。また９月６
日にはオアフ島地区における全教一斉にをい
がけを６０名の参加者を得て実施させて頂き
ました。
　私共よふぼくは、世界にお見せ頂く憂うべ
き数々の事情は、一人ひとりの心の埃が元と
なっていることを思案し、心の自由を使い誤
らぬよう、思召に添って明るく勇んで世界た
すけの道を歩ませて頂きたいと存じます。何
卒親神様には私共のこの真心をお受け取り下
さいまして世界中の人々が互いにたすけあい
睦み合う陽気ず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ほどを一
同と共に慎んで御願い申し上げます。

目　次

おぢばからのメッセージ、9月月次祭祭文	 	 1～2

祭典役割、講話		 	 	 	 	 3～6

アイランドニュース、伝道庁連絡	 	 	 7～9

各会だより、食いしん坊レシピ		 	 											11～13

10月予定	/	9月行事報告	 	 	 　　　　14



楽人

龍　笛	 	 	 T.西村		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	 美馬孝俊　　　中尾オーエン	 	
賛　者	 椎葉スパーキー　三国ウェスリー　	 	
指図方	 中尾善宣
献饌長	 久尾マーク	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．久尾	 Ｗ．三国
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｅ．高田	 Ｍ．稲福
	 Ｍ．社本	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤　Ｎ．椎葉
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｔ．中尾	 Ｓ．中尾
	 Ｊ．山	 Ｌ．本田	 Ａ．綾川
笛	 Ｔ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｍ．社本
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．中尾
拍子木	 Ｔ．一瀬	 Ｃ．斉藤	 Ｔ．井上
太鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｙ．宮内	 Ｓ．社本
すりがね	 Ｃ．三国	 Ｍ．稲福	 Ｗ．城
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｓ．三濱
琴	 Ｍ．三国	 Ｌ．蘇	 Ｒ．宮内
三味線	 Ｍ．岩田	 Ｃ．明本	 Ｌ．井上
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｔ．松川　Ｒ．井上
地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｇ．明本	 Ｗ．城	 Ｓ．椎葉

9月月次祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議
次回　10月17日（日）　12：45～13：30　
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伝道庁秋季大祭　

10月17日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

講話テーマ：秋季大祭

英語通訳：岡村リサ



9月月次祭祭典講話

　　ワヒアワ教会長　岩田もと子

道 す が ら

　ただいまは伝道庁の九月の月次祭を皆様方
と共に陽気に勤めることができ心よりお喜び
申し上げます。
　本日は祭典講話のご指名をいただきました
ので、お聞き苦しいところがあると存じます
が、どうぞ最後までお付き合いくださいます
ようお願い申し上げます。
　本日の講話の題は教典第八章“道すがら”で
ございます。尚、本日の翻訳を担当して下さ
いますのは斉藤カーレン先生です。宜しくお
願いいたします。
　教典第八章の“道すがら”は、私たちが事情、
身上によりお手引きされ、親神様のお話を聞
かせていただき、教祖のひながたを実践して
ゆく成人の様をお示しくださっています。
　まず、第八章の初めの部分を読ませていた
だきます。
　

　「人の心は常に変わりやすい。朝の心は必
ずしも夕の心ではない。とかく、身近に起こ
る事柄に心を動かされて、朝に明るい心も、
夕には暗くなりがちである。一度は、教えに
感激して信仰に志しても、やがて喜び勇めな
くなることもあれば、折角、たすけて頂いて
も、又も、身上のさわりや事情のもつれで、
心が動揺する時もある。この中にあって、常
に己が心を省みて、いかなることも親神の思
わくと悟り、心を倒さずに、喜び勇んで明る
く生活すのが、道の子の歩みである。この心
の治め方をたんのうと教えられる。」

とあります。事情や身上をいただき、心が動
揺した時、常に自分の心遣いを反省し、節を
親神様の思惑とさとり、心を倒さずに喜び勇
んで明るく生活すことは並大抵なことではあ
りません。
　幸いに、	ハワイでは、親神様を信じ、教
祖のおひながたを実践してこられた多くの先
生方がいらしゃいます。“道すがら”というお
題をいただき、私が、先ず第一に思い浮かん
だのは、今から69年前、1941年12月7日、
真珠湾攻撃の直後に、拘留され、本土に抑留
された先輩の方々の道すがらでございます。
抑留生活を巡る全てを、短い時間で述べるこ
とは不可能ですが、先人の体験されたご苦労
の断片だけではありますが、資料をもとに、
私が思い感じたことを、この度、お話しさせ
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ていただきます。
　天理教ハワイ伝道庁50年史に、本土に抑
留された先生方のお名前が書かれている部分
がございますので、読ませていただきます。

　「上野作治郎、三国又五郎、中本秀吉、本
田兼記、岩田昌幸、尾立金左衛門、竹本彦
十、川崎みゆき（以上会長）、瀬戸直一（会
長後継者）、山学、正木庄左衛門（布教所
長）、川崎諒策（会長配偶者）、源石一郎（
教会役員）らが逮捕された。教会では、官憲
の検察があり、教義書を押収、布教活動の禁
止を通告した。」

とあります。なお、ヒロ教会の尾立金左衛門
会長様は、抑留中ニューメキシコ州のサンタ
フェ収容所で身上のため56歳でお出直しされ
ました。
　アメリカ本土での抑留生活がどんなにつら
く、悲惨で、惨めなものだったか。しかし、
その中をいかにして通ってこられたのか。そ
れは、6年間抑留生活を送られ、その時に書
き続けられたと言う、アメリカ伝道庁二代庁
長橋本正治先生の残された日記“軟禁六年”や
自叙伝“章魚”の中から当時の状況を伺い知る
ことができます。その中の一部が“ハワイ伝
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道の曙”上野作次郎と津志の86ページに記載
されておりますので、この場をお借りして、
読ませて頂きたいと思います。	
　
　「衣食住が保証された極楽生活であるべき
筈の抑留生活は、事実に於ては地獄であっ
た。心身共に牢獄生活を余儀なくされた。幾
多の同胞が、萬斛の怨をのんで金網の中で永
久の眠りにつき、或は狂してケンタッキー州
の病院へ送られて行った。そして柵内に多年
に亘って残された人々は、当人は気付いては
居なかったろうが、確かに異常心理に半狂乱
していたと言ってよい。その中に辛くもどう
にか堪え得、読書や研究にいそしみ得たの
は、何と言っても信仰のおかげであった。こ
れ、偏へに親神様、教祖の絶大なる御加護の
たまものと信じる。」

と書かれています。この短い文章だけでもい
かに過酷な抑留生活だったかが伺えます。
　主人の父でありますホノルル港初代会長も
抑留生活を送った一人でしたが、生前、過酷
な抑留時代のお話をほとんど語られたことは
なかったようで、身内の者には、“そんなにひ
どく扱われなかった”とおっしゃっていたそう
です。しかし、暗黙の裡に語られなかったこ
とが、逆に私にとっては義父の苦労を物語っ
ているのではと察します。ここで、12月7日
の様子を“天理教ハワイ伝道庁50年史”から読
ませていただきます。

　「1941年12月7日、日本海軍が真珠湾攻
撃、この一日町中は騒然としていた。夜の十
時頃、白人と二世のFBIが教会へやって来て、
移民局へ来る様に言われて連れて行かれた。
以来四年間教会は閉鎖され、会長は妻と子供
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三人を残して、米本土で収容される事となっ
た。教会の住宅に六家族が住み、心を合わせ
て教会の留守を守った。敵国外国人であるこ
とに対する蔑視や白眼視にも耐え、信者達は
心倒さず真実をつくした。1945年、会長は釈
放され帰還した。」

とあります。日本から布教師としてハワイに
渡ってこられた先生方は、道半ばにして、突
然の戦争開始と同時に逮捕され本土にて抑留
生活を余儀なくさせられるとは、夢にも思わ
なかったことででしょう。また、ハワイに残
された奥様方、家族、信者さん方も大変ご苦
労されました。当局の厳しい取り調べはあり
ますし、教会は閉ざされ、それまでの信者の
皆さんは急に姿を見せなくなってしまいまし
た。その中を必死で神様をお守りしてこられ
ました。また、会長さん方はハワイに戻られ
てからは、すべてやり直し、ゼロからのスタ

ートとなったわけです。皆さんの御苦労を思
うとき、胸が一杯になります。
　しかし、この過酷な時代の中、	親神様に
もたれ、教祖を見つめて守ってこられた、ハ
ワイの先輩方の道すがらがあったからこそ、	
今日のハワイの道があるのではないでしょう
か。そして、それは、また、「いかなること
も親神の思わくと悟り、心を倒さずに、喜び
勇んで明るく生活す」ようにと、教えられて
いる私達の心の支えとなり、大きな励ましと
なっているのです。私事ですが、日々の生活
の中で、時にくじけそうになることもありま
す。しかし、戦禍の中、お道を通ってこられ
た先人の方々のご苦労を思いますと、沈みが
ちな心も勇気づけられ、明るく前向きになれ
るのです。そんな、目に見えない財産、信仰
の喜びを遺して下された先輩の皆様に感謝し
ております。
　本日はご清聴ありがとうございました。

2010年秋季大祭おぢばがえり

海外帰参者の夕べ

日　時　：10月25日（月）

　　　　　午後4時開宴

場　所　：第6食堂

参加御供：1,000円

＊直属の教会を通して海外部にお

申し込み下さい。

海外部研修会

対　象　：教会長・布教所長夫妻

日　時　：10月25日（月）

　　　　　午後2時25分開会

場　所　：東右第4棟　4階講堂

テーマ　：「医療とおたすけ」



7

アイランドニュースアイランドニュース

全教一斉にをいがけデー

　9月6日（月）オアフ島地区に於いて全教一斉にをいがけデーが実施されました。今年は、60
名以上の参加者が集いました。午前9時、参加者はモイリイリスタジアム公園に集合し、戸別
訪問、清掃ひのきしんに分かれ、それぞれにをいがけに励みました。

おさづけの理のお取次ぎ 様々な方との出会い
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　	地域へのにをいがけ、また教友お互いが親戚、あるいは未信者の友人知人をバザ
ーひのきしんに誘うことでも大きなにをいがけになっている毎年恒例の天理教バザー
も今年で４０回目を数えました。今回から新たなひのきしんTシャツを着用すること
になり、そのため各ブース担当者からひのきしんに携わる方々一人一枚のTシャツ申
し込み総数は400枚を超えました。
　バザー当日は早朝から雨模様、またリトルリーグ世界大会の決勝戦にハワイのチー
ムが出場することもあり、客足が心配されましたが杞憂に終わりました。

総収入
	 $48,389.78
総支出
	 $27,563.34	

純利益
	 $20,826.44

天理教バザー報告

　バザーの収益金は、伝道庁諸活動、各会
関係、施設メンテナンス、また災害基金と
して利用させていただきます。皆様のご支
援をいただき、誠に有難うございました。

バザー委員長　中尾オーエン

青年会ひのきしん

　9月26日（日）の伝道庁遥拝式後、青年
会、女子青年合同でレインボーハレの大掃
除を行いました。約15名が集い、窓拭きや
トイレ掃除、倉庫の整理、カーペット掃除
機がけなどを行いました。その後バーベー
キューランチを頂きました。お手伝い頂い
た皆さんありがとうございました。レイン
ボーハレをきれいに保てるように毎年行っ
ていきたいと思います。
　　　　　　
　　　　ハワイ青年会委員長　岩田バート
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秋 季 霊 祭

　9月27日（月）午前10時より、伝道庁
に於いて秋季霊祭が執り行われました。
これに併せて、ハワイ伝道の上にご尽力
下された先人の年祭が執行されました。

TENRIKYO HAWAII CONVENTION 2011

・期 間　5月28日、29日、30日

・会 場　ヒルトンハワイアンビレッジ

　　　　〈住所〉2005 Kalia Road, Honolulu, Hawaii

・参加費
　〈Ａ〉＄100（2011年1月31日までに申し込みされる場合）

　〈Ｂ〉＄120（2011年2月1日～3月31日の期間に申し込み

　　　　　　　　　される場合）

＊参加費は、5月28日（土）の昼食、29日（日）の昼食と夜のルアウ
（パーティー）代を含んでいます。締切りは、2011年3月31日までで
す。申し込み書は、以下のウェブサイトより取得できます。

　http://www.tenrikyohawaiiconvention2011.com/



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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婦人会・月例ヌアヌハレ慰問

　婦人会では毎月1回、第2土曜日に伝道庁に隣
接する老人養護施設「ヌアヌハレ」を訪問し、
歌や踊りなどを通して療養中の方々との交流を
深めています。

月例コミュニティひのきしんデーのお知らせ

　毎月、オアフ島内の公共施設の清掃などを通
し、地域社会への貢献を目指す「コミュニティ
ひのきしんデー」を行っています。ひのきしん
を通して地域への「にをいがけ」もさせていた
だきましょう。

　日程　第1火曜日
　時間　午前9時伝道庁集合
＊参拝をした後、ひのきしん現場に出発します。

月例にをいがけデーのお知らせ

　毎月第3月曜日は、にをいがけデーを実施しています。皆様も是非この機会に、心
勇んで教祖のお伴に励ませていただきましょう。　

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。

　日程　第2土曜日
　時間　午前9時伝道庁集合
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　「おさしづと婦人会」についての勉強会
が10月16日（土）日英両語で開催されま
す。（3回開催予定）「おさしづ」は神様
と人間との往復書簡。この機会に神様のお
心を紐解いてみませんか。多くの方々の参
加をお待ちしています。

■ヌアヌハレ慰問

　10月9日（土）　9：30-10：30

■例会

　10月11日（月）　9：00-
　11月8日（月）　		9：00-
　・ミーティング　

婦人会だより

　・逸話篇　
　・庁長先生講話

■鳴物練習

　10月12日（火）　9：00-
　11月16日（火）　9：00-

■「おさしづと婦人会」勉強会（第一回）
　10月16日（土）　9：00-11：00
　参加御供　＄5（テキスト代を含む）

＊秋季大祭直会当番は、合同Ａグループで
す。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17日の伝

道庁秋季大祭の日から、品物を集め始めま

す。伝道庁まで商品をお寄せいただくか、

スタッフに連絡して取りに行っていただき

ます。お手伝いいただける方は、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に寄付されます。 

■こかん様に続く会
　11月13日（日）　9：30-13：30

　於：伝道庁ホール

　今回のセミナーでは、婦人会の始まり

と、その理由の重要性について学びます。

いつもの通り、感話や美味しいランチ、そ

して素晴らしい人との繋がりがあります。

どうぞ奮ってご参加ください。 
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青年会だより

■ガレージセールひのきしん
10月31日（日）　8：00
於：伝道庁ホール

少年会だより

■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
にいる子供たちを救うために、ユニセフ活
動にご協力ください。Halloween	Count!”	の
意味は扮装してキャンディーをもらうだけ
ではなく、世界中の子供たちを救い、さら
に子供たちに人だすけを伝えていく機会で
す。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
　10月17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。

9月26日　レインボーハレ大掃除



　もうすぐハロウィーンですね。仕事に持ってい
けて、パーティーにも出せる簡単なレシピを探し
ていました。子供たちはみんなこのチョコレート
のかかったクリスピーバーが大好きでしょう。そ
れではどうぞ！

材料
　LAND	O	LAKESのバター‥‥‥‥‥‥		1/2カップ
　レギュラーサイズのマシュマロ‥‥‥2袋（280ｇ）
　オレンジ着色料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3滴
　クリスピーライスシリアル‥‥‥‥‥10カップ
　チョコチップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1/2カップ
　ショートニング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1

ハロウィーン・クリスピーバー

食いしん坊レシピ

作り方
①　45ｃｍ×30ｃｍ×3ｃｍの型に薄くバタ
ーを塗っておきます。1/2カップのバターを
弱火で1、2分溶かし、マシュマロと着色料を
加えます。溶けるまで2、3分かき混ぜ、そこ
にシリアルを入れ、よく絡むまで混ぜます。

②　準備しておいた型に、混ぜたシリアル
ミックスを入れ、形を整えます。小さめの
ソースパンにチョコチップとショートニン
グを入れて、混ぜながら滑らかになるまで2
～4分熱します。

③　溶けたチョコレートをシリアルバーに網
の目状にかけて、30分ほど待ちましょう。そ

して48等分に分けて出来上がりです。

＊LAND	O	LAKESのバターの代わりにキャ
ノーラ油を使えます。通常は、着色料を使
わなくてもいいです。
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9月行事報告 10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）・全教一斉にをいがけデー
		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
　　　　　・ソーラーシステム検討会議
14日（火）・婦人会鳴物練習	
　　　　　・主事会準備会
15日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
16日（木）・祭儀委員会
　　　　　・ハワイコンベンション会議
18日（土）・椎葉芳延・ハツ子カイルアコナ
　　　　　　　教会二代会長夫妻合祀祭
　　　　　・主事会	
19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
20日（月）・月例にをいがけデー
21日（火）・月例ひのきしんデー
　　　　　・布教/育成委員会　
　　　　　・祭儀委員会　　
23日（木）・ハワイコンベンション会議　　
26日（日）・遥拝式
　　　　　・バザー反省会
27日（月）・秋季霊祭
29日（水）・ハワイコンベンション会議
30日（木）・おやさとセミナー会議

		4日（月）・文化センター大祭
		5日（火）・コミュニティーひのきしんデー
		6日（水）・三会会議
		7日（木）・コンベンションPRリハーサル
		9日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
11日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
12日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
13日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
14日（木）・少年会会議
16日（土）・婦人会勉強会
　　　　　・主事会
17日（日）・伝道庁秋季大祭
　　　　　・教会長布教所長会議	　　　　
　　　　　・青年会会議
18日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・庁長夫妻帰本（～11/4）
19日（火）・祭儀委員会
20日（水）・コンベンション準備委員会
26日（火）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
31日（日）・女子青年ガレージセール
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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。


