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おぢばからのメッセージ

立教173年10月26日
　
　日々は、それぞれの拠点の御用の上に真実を尽くして頂き、誠にご苦労様でござい
ます。
　本日は終日曇り空で少し肌寒い日となりましたが、早朝から大勢の教友がおぢばに
お帰り下さり、立教の元一日を記念して、真柱様を芯に一手一つに勇んで秋季大祭が
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、立教の元一日に思
いを致し、「このたび、世界一れつをたすけるために天降った」との思召に添わせて
いただける為には、日々誠の心を積み重ね、にをいがけ・おたすけに励んで、世界一
れつの人間が兄弟として、互いたて合い助けあいの姿を実現できるよう、この道の歩
みを着実に進めさせていただきたいとの決意をお述べになり、更に、今日絶え間なく
変容する社会において、迷いと不安に揺れ動く人々の心に末代変わらぬ天の理によっ
て安らぎと活力をお与えいただき、お心に添った陽気づくめの世の様を楽しむことの
できますようお導き頂きたいと祈念されました。
　祭典に続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。
　立教の元一日に親神様が教祖の口を通して発せられた第一声のお言葉にある、立教
の目的とその所以となる教えの角目について、おふでさき、おさしづを引用されなが
らお話し下さいました。
　また、私たちが日々頂いているご守護の有り難さについて、どれほど感謝しても感
謝しきれるものではなく、その喜びがひのきしんの勇みとなって現れ、親の思いを叶
えたいという、にをいがけ、おたすけに向かわせるのであると申されました。
　最後に、立教の元一日に当たり、改めて本教の信仰の根源に立ち返り、明日から思
召にお応えする歩みを共々にお誓いしたい、とお述べ下さいました。
（詳細につきましては、「天理時報」、また「みちのとも」等を御熟読頂きますよう
お願い致します。）
　今年の秋季大祭には海外各地より600名を超える教友の方々がお帰り下さり、本日
の祭文奏上並びにお言葉は英語、中国語（北京語、ミン南語）、韓国語、ポルトガル
語、スペイン語、タイ語の７言語で同時通訳が行われました。　
　最後になりましたが、本日付けで切貫元治本部准員（室務課長、元シンガポール出
張所長）が海外部（部詰）に異動となり、室務課長の後任には板倉望氏（本部青年）
が任命されました。これまで庶務課と人材育成課の兼務となっておりました深谷正人
部員（本部青年）は、庶務課の任が解かました。また、11月14日にはコロンビア出張
所にて、清水直太郎氏（本部准員）の出張所長就任奉告の月次祭がつとめられます。
以上、併せてご報告致します。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、
　月日にわにんけんはじめかけたのわ
　よふきゆさんがみたいゆへか　　十四-２５
と、世界中の人間が互いにたすけ合い、陽気
に睦み合う姿を思召されてこの世と人間をお
造り下さいました。以来約束の年限をひたす
らお待ちかねになり、今より173年前、天保
9年（1838）10月26日、旬刻限の到来によ
って教祖をやしろにこの世の表にお現れ下さ
り、だめのみ教えをお啓き下さいました。私
どもは教祖によって初めて元の親に出会い、
元始まりの真実と生きる目的を知ることが出
来ました。以来教祖が50年に亘ってお付け下
されたひながたの道を辿り陽気世界の建設に
向かって確かな歩みを進めさせて頂いており
ますご守護の程は誠に有り難く勿体ない極み
でございます。私どもは日々恙なく結構にお
連れ通り下さるご高恩に報わせて頂きたいと
御恩報じの道を歩ませて頂いておりますが、

1 0月大祭祭文

その中に今日は立教の元一日にゆかりある当
伝道庁の秋の大祭をつとめさせて頂く日柄を
迎えましたので、ただ今よりおつとめ奉仕者
一同心を一つに合わせ陽気に座りづとめ、て
をどりを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ます。
　私どもは世界たすけのよふぼくとして心の
自由とかりものの体を使い誤ることなく、ひ
ながたの道をまっしぐらに歩ませて頂き、世
界一列の陽気ぐらしという大きな目標に向か
って日々心明るくたすけ一条の道を歩ませて
頂きたいと存じます。何卒この上とも厚き親
心をもってお導き下さり多くの人々が身上に
悩み事情に苦しむ混迷の泥沼から一日も早く
救い上げて下さり、互いに助け合い睦み合う
陽気ずくめの世の状へと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お願
い申し上げます。
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10月大祭役割

祭典役割

教会長・布教所長会議
次回　11月21日（日）　12：45～13：30　
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伝道庁秋季大祭　

11月21日（日）午前9時

祭典講話：木村バロン

講話テーマ：よふぼく

英語通訳：中尾妙子



10月大祭祭典講話

　　ハワイ伝道庁長　浜田道仁

一すじ心で神にもたれて

　ただ今10月大祭をご参拝の皆様と共々に陽
気に勇んでつとめさせて頂きました。有難う
ございます。また、皆様方には、日々はそれ
ぞれの持ち場立場におかれまして、親神様の
思召を伝える上に真実を尽くしておつとめ下
さり誠にご苦労様に存じます。本日は立教の
元一日に縁ある秋の大祭でありますので、「
一すじ心」と「もたれる」という事について
思いますところをお話させて頂きたいと思い
ます。
　皆様ご承知の通り天理教は今から173年前
の天保９年（1838年）10月26日に始まりま
した。それより3日前の24日の夜、秀司様は
足の痛み、善兵衞様は眼、みき様は腰、と三
人揃っての悩みとなり、身上回復の祈祷が行
われました。その最中に、
　
　「我は元の神・実の神である。この屋敷に

いんねんあり。このたび、世界一れつをたす
けるために天降った。みきを神のやしろに貰
い受けたい。」

と、突然、神々しい威厳に充ちた声が響きま
した。それは、今までに聞いた事もない神で
あり、思いも寄らぬ啓示でありました。善兵
衞様は、子供が沢山あり、村の役なども勤め
て忙しいので、受けることは出来ないと断り
を言われ、他に立派な家も沢山あるので、そ
ちらの方へ行って頂きたい、と願われまし
た。しかし、元の神はどうしてもお聞き容れ
にならず、

　「誰が来ても神は退かぬ。今は種々と心配
するは無理でないけれど、二十年三十年経
ったなれば、皆の者成程と思う日が来るほ
どに。」

と、命ずるように諭されました。しかし、人
々も退こうとはせず、人間の我々は、とても
二十年も三十年も待つことができないので、
今直ぐお昇り願いますと迫りました。すると
みき様は更に激しく、

　「元の神の思わく通りするのや。神の言う
事承知せよ。聞き入れくれた事ならば、世界
一列救けさそ。もし不承知とあらば、この
家、粉も無いようにする。」
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と、無我の境に、ひたすら元の神の思召を伝
えられました。
　夜昼三日間にわたり、みき様は御幣を手に
して端座せられたまま、一度の食事も取ら
ず、些かの休息もされず、或る時は静かに座
っているかと思えば、或る時には響き渡るよ
うな声で、厳かに元の神の思召を啓示げら
れ、手は激しく揺れ動いて御幣の垂紙は散々
に破れました。食事も取らず床にも寝まず、
昼夜の別なく元の神の思召を伝えるみき様の
緊張と疲労は、生命の危険に曝される様子に
至ったため、遂に善兵衞様は、お受けするよ
り他に途は無いと思い定め、二十六日、朝五
ッ時（午前八時）、堅い決心の下に、

　「みきを差上げます。」

と、お受けされました。この時より、親神様
は中山みき様の御心に入込んで世界たすけの
だめの教えを始められました。時に、御年四
十一歳、天保九年十月二十六日、私たちが月
日のやしろと仰ぎ、ひながたの親と慕い、教
祖と称える方となられました。
　三日間にわたる親神様と家人との間のこの
ような激しいやりとりの後、月日のやしろと
なられた教祖はすぐにでも人々をたすける行
動に取りかかられると思われるのですが、実
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際はそれより20年近くも後のことになりま
す。教祖は、親神様の「貧に落ちれ」との思
召のままに、嫁入り道具はもとより、家財、
家、倉まで売り払われ、明日食べる米さえも
ないという赤貧のどん底へ落ちきる道を急が
れました。しかし家人や親戚知人にとってそ
の行いは理解しがたいものであり、厳しい忠
告や激しい反対が続くなかで、最初のおたす
けがされました。教祖57歳のとき、娘のお
はるさんが出産するにあたり、おびやゆるし
を出されたことが始まりです。
　おはるさんは、家の土壁が落ちるほどの大
地震の日に、男児を楽々と安産しました。こ
のことを知った村人が安産の守護を願ってき
ます。教祖はおはるさんにされたように、三
度息をかけ三度腹を撫でて、

　「人間思案は一切要らぬ。親神様に凭れ安
心して生ませて頂くよう」

と、諭されました。その後夫人は出産します
が、産後の熱で一月ほど伏せってしまいま
す。そこで教祖に伺ったところ、教祖は、疑
いの心があったからやと仰せられました。決
して疑いの心をもたぬようにと聞きながら、
夫人は教祖のお言葉に充分凭れきれず、昔か
らの慣習に従って出産をしたのです。おびや
ゆるしと世間の慣習の２つに従って出産すれ
ばもっと安らかに出産出来ると考えたのでし
ょうか。しかし、思った通りにはいきません
でした。夫人は心の底から懺悔し、翌年妊娠
したとき、今度は決して疑いません、と固く
誓って再びおびや許しを頂きました。今度は
教祖の教えを守り、親神様にもたれていた
ら、不思議なほど軽く生ませて頂き、産後の
肥立ちもすこぶる順調でありました。
　おびや許しを頂かれた方はご経験があると
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思いますが、出産にあたり、常日頃の心遣い
の善し悪しは問わないので、案じ心や疑いの
心を持たず、ただ一すじに教祖を信じ、凭れ
て通ることが大切だと聞かせて頂きます。こ
のおびや許しが道あけとなって、不思議な生
神様の噂が近郷一帯にひろまり、たすけを求
める人々が教祖の元にやってくるようになり
ました。
　ひとすじ心は人間に付与されている本性で
す。この世界の元始まりのとき、親神様は
泥海の中から夫婦の雛形となる「うお」と「
み」をそばに呼び寄せられ、その一すじ心を
見澄まされて貰い受けられました。親神様
の、人間に陽気ぐらしをさせてやりたいとい
う子供に対する一すじ心、一方それを受ける
方も素直に信じ、一すじ心で応対していると
ころから人間世界は始まっているのです。し
かし、心の自由を与えられているため長い年
限の間にほこりが溜まり、素直に信じること
ができず疑いの心が湧いていることから、お
びやゆるしのように、教祖は疑い深い人々に
証拠を示して、「月日のやしろ」であること
をお示しになられました。いくら元の神、実
の神と言いましても証拠を見なければなかな
か信じることができません。このお道は証拠
信心と言われますように、ご守護の姿を目の
当たりに見せて下さるのです。しかしそのた
めには、教祖だけを一すじに信じて凭れるこ
とが大切だとお教え頂きます。みかぐらう
たに、

　　なんでもこれからひとすぢに
　　かみにもたれてゆきまする　
　　　　　　　　　　　　　　　　三下り目-七ツ

と歌い踊らせていただいていますが、このと
ころだけが左周りになっています。それほど

に凭れると言うことの大切さを強調しておら
れるのだと思います。教祖を信じて疑わず、
一すじ心になったときご守護を頂ける。この
ような経験をされたかたは大勢おられること
と思います。
　私のことを申し上げて恐縮ですが、アフリ
カ・コンゴでの経験をお話させて頂きたいと
思います。
　1986年、教祖100年祭がつとめられたあ
と、5月31日に家族でコンゴへ出向しまし
た。家内と子供4人、6歳の長男、4歳、2
歳、生後2ヶ月の娘たちを連れての長旅でし
た。フランスのパリでコンゴ入国ビザを取り
やっとのことでコンゴに着きました。教会に
参拝し無事到着のお礼を申し上げ、私たちの
宿舎に入り、手提げの籠に入れて連れて行っ
た一番下の娘を抱き上げると、顔が横に向い
ているのです。まだ頭がグラグラして首が座
らない生後２ヶ月の赤児の顔が横に向いたま
ま固まっているのです。両手で顔を正面に向
けても、手を放すとバネのようにすぐ横を向
いてしまいます。恐らく飛行機の振動が原因
だと思いましたが、これは大変なことになっ
たと慌てておさづけを取り次ぎました。しか
し顔はすぐには元に戻ってくれません。夜に
なっており、皆かなり疲れていましたので、
あとは親神様・教祖にお任せして、心配では
ありましたが、そのまま休ませて頂きまし
た。有り難いことに朝になって子供を抱き上
げると、元の状態に戻っておりホットしまし
た。しかし、これからどんなことが起こって
くるやらと不安が胸に広がってきました。私
はコンゴ出向は２回目でしたので、生活の様
子は分かっていましたが、家内にとっては初
めての海外、しかも小さな子供たちを連れて
の生活に不安を通り越して毎日必死の思いだ



ったことと思います。アフリカには熱帯病が
多く、渡航前に予防接種をしておかなくては
いけません。しかし、乳児や小さな子供では
出来ない種類のものもあり、コンゴに着いて
からすることになりました。保健所にいきま
すと、大勢の乳幼児が母親に抱かれて集まっ
ていました。私たちの順番になりドクターの
前に座りますと、なんと前の赤ちゃんに使っ
た注射針をろうそくの火であぶって消毒し、
それで注射したのです。さも当たり前のよ
うに。
　コンゴでは当時、エイズが急速に広がって
おり、世界保健機関（WHO）の発表により
ますと、コンゴではエイズの保菌者が国民の
30％に達しているということでした。ほぼ
3人に1人が感染しているという事になりま
す。これは大変な数です。母親から胎内感染
した赤ちゃんもいるかもしれません。いくら
ろうそくの火で消毒したとはいえ、同じ注射
針を続けて使っていれば、感染する可能性が
あるのではないかと、実際現場を見て恐怖を
感じました。
　エイズの感染は注意をしていれば避けるこ
とができます。しかしマラリアの感染は日常
的に起きますのでさらに注意していないとい
つ発症するか分かりません。現に大勢の子供
たちがマラリアに感染し死亡していますの
で、私たちは、予防のために薬を毎日飲んで
いました。子供達はこの薬が苦くてなかなか
飲もうとせず、いろいろ試した結果ココアと
混ぜると苦みが消えることが分かり、やっと
飲んでくれるようになりました。　
　あるとき、一緒にご用していた青年さんが
ひどいマラリアに罹りました。毎日同じよう
に薬を飲んでいたにも拘わらず、高熱を出
し、嘔吐と下痢が続くなかで意識が薄れてい

き、命がなくなるのではないかと思われるほ
ど大変危険な症状になり、本当に心配しまし
た。ドクターを呼んで診察してもらうと、症
状はかなり厳しいが、死ぬことはないという
ので、少し安堵しました。ドクターの話によ
れば、この青年の症状はまだ中程度で、更に
激しいマラリアがあり、それに罹るとあっと
いう間に死んでしまうと言うのです。若い元
気な青年がこのような状態になったのですか
ら、幼い子供たちはいつ罹ってもおかしくな
いと思いました。子供ばかりではありませ
ん。私たち自身もそうです。マラリアは蚊に
刺されるだけで菌が体内に入りますので、刺
されないようにといくら注意をしてもそれは
到底不可能です。いつでもどこでも刺されて
しまいます。特に朝夕のおつとめ参拝中は集
中的に狙われます。おつとめの手振りどころ
ではありません。顔や足に止まる蚊を追い払
う手振りの方が多いのです。夜の寝ている間
は全く無防備になります。就寝前には部屋の
中の蚊を一掃して寝るのですが、夜中に子供
達がトイレに行きます。部屋のドアーを開け
たままで出ていきますので、その間に進入
し、朝起きてみると、腹をたっぷりと真っ赤
にふくらませた蚊が何匹も白い壁に止まって
います。これが毎日続きます。
　私はエイズの知識がなく、当初蚊によって
も感染されるものと考えていました。注射針
と同じようなものと思っていたのです。です
からマラリアと同時にエイズへの感染を本当
に心配しました。しかし私たちの生活の仕方
で蚊に刺されることを防ぐ方法など考えられ
ず、親神様・教祖にどうかお守り下さいと真
剣に御願いする以外に方法はありませんでし
た。後に、蚊によるエイズの感染はないと聞
いてホットしたのですが、これだけ刺されて
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いるのだからマラリアはいつか発症するだろ
う、家族みんなが無事元気におぢばに帰る事
ができるだろうかと、そのような思いが常に
心の中に秘められていました。家内も口には
出しませんでしたが、同じ思いだったと思い
ます。しかし、マラリアはお陰様で本当に有
り難いことに誰も発症することなく無事にお
連れ通りいただきました。
　またこのようなことがありました。息子が
小学校3年生のとき、学校で遊んでいるあい
だに転倒して、頭をコンクリートの角にぶ
つけ、5針縫うという怪我をした時のことで
す。学校の先生から電話がかかってきまし
て、子供が怪我をしたからすぐ来いとのこと
です。家内と急いで学校へ行きましたら、フ
ランス人の校医さんのクリニックが市内にあ
るので、そこで治療して貰えとのことです。
息子の頭は傷口がぱっくりと開いていました
が、血は止まっていました。ガーゼで押さえ
ながらそのクリニックへいきますと、ドクタ
ーは、ここには器具がないので、国立病院に
行けとのことです。それで国立病院の救急へ
いきました。国立病院と言っても建物は大き
く立派に見えますが、コンクリートを打った
だけの、寒々とした飾り気もない病室です。
だだっ広い救急治療室にはいりますと先に患
者がいました。腕に大けがをした男性で、縫
合手術が始まろうとしていました。衝立がな
いためその様子を後ろの方から見ていたので
すが、ドクターは、麻酔をせずに針を通し始
めたのです。案の定、ぎゃーっという悲鳴が
あがりました。その激痛に苦しむ様子を我々
はとても正視できず、息子の頭を抱えて耳を
塞ぎました。何度か叫び声があがって手術は
終わりました。次に息子の番になった時、急
に恐怖が襲ってきました。この子にも麻酔は

しないのだろうか。それよりもさらに心配に
なったのは、縫合する針は先の人の針を使う
のだろうかと、ドキドキしながらドクターの
動きを見ていました。もしそうなら、断ろう
と思っていましたら、ガラスの戸棚から、包
装された新しい針を取り出したのを見て、本
当にホットしました。針が新しいものである
ことを見て安心し、息子には気の毒だったの
ですが、麻酔は無くても仕方がないと諦めま
した。やはり麻酔はされず、息子も何回かぎ
ゃーっと声を上げながら必死に耐えていまし
た。無事に縫合手術が終わった時には、息子
も私も家内もがっくり力が抜けて疲労困憊し
てしまいました。
　あるとき、コンゴ人の青年に、エイズが広
がっている。注意しないといけないね。と言
いますと、ここにはもっと怖い病気がたくさ
んある、とそれほど気にしていない様子で
す。三日マラリヤとか急性肝炎、エボラ出血
熱、そのほかにも罹ったと思ったら直ぐ死ん
でしまう病気がたくさんあるというのです。
このような風土ですから、私たちも何時どの
ようになるか分からず、不安で一杯でした。
ただ毎日、無事にお連れ通り頂くことを念じ
て、親神様に凭れ着くというよりも、むしろ
必死にしがみつくという思いでした。熱を出
したり、腹痛を起こしたりと言うことも何度
もありました。恐らくハワイや日本であれば
すぐに病院へ行ったでしょう。しかし、コン
ゴでは病院に行くとまた別の病気に罹る可能
性も高いので、じっとして回復を待ちまし
た。このような日々を過ごしながら、本当に
お陰様で３年間、家族皆無事にお連れ通り頂
きました。
　今思い返しますと、一日一日が必死であり
ました。頼りにするのは親神様・教祖だけ
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でありました。親神様・教祖にしがみついて
通ってきた日々でありました。今日一日が無
事であったら結構というそんな思いであった
ように思います。そのことを思いますと今は
なんと結構なことでしょうか。コンゴのよう
な大変過酷な状況であったから親神様・教祖
にしがみつくしか方法がなかったかも知れま
せん。現在は何もかも結構で、結構さに慣れ
てしまい、親神様・教祖におすがりするより
も、進んだ医療や豊かな経済に重きを置く場
合があるように思います。しかしいくら社会
の状況が変わっても、私たちの身のうちには
親神様が入り込んで働き、ご守護くださって
いるから無事元気に過ごさせて頂けることに
変わりはありません。おふでさきに、

　　これからハどんな事でも月日にハ
　　もたれつかねばならん事やで　　十一-37

とあります。状況が厳しいときだけでなく、
平穏なときでも、どんな時でもどのようなこ
とでも、しっかり凭れて通るようにに諭され
ています。そうすれば、

　　どのよふな事をするにも月日にて
　　もたれていればあふなけハない　十一-38

と、何も危ないことのないように連れて通っ
てやろうと仰せ下さっているのです。
　カカコウォーターパークにえひめ丸の慰霊
碑が建立されています。2001年2月にアメリ
カ海軍の潜水艦と日本の水産高校の練習船が
衝突して、練習船が沈没、多くの若い命が亡
くなりました。この広い海でどうしてあのよ
うな事故が起こるのか、現場近くで海を見な
がら思いました。おさしづに、

　「往還道は通り難くい。細道は通りよいと
いうは、どういうものやと思うやろ。さあ心
に掛けて通るから、細道は通りよい」　　　
　　　　　　　　おさしづ　明治２２.１１.１

と仰せ下さいます。細い道は、道を踏み外さ
ないようにと注意して通ります。一方、往還
道は、広い道ですから安心して目を閉じてい
ても通れます。しかしここに油断や慢心が生
じます。安全だ、安心だと思っていたとこ
ろ、油断や慢心によってとんでもないことが
現れてくるのです。一すじ心は、細道を通る
ような危険な、厳しい状況のときだけ、自分
の都合のよいときだけすればよいと言うので
はありません。みかぐらうたに、

　　ふじゅうなきよにしてやろう
　　かみのこころにもたれつけ　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　九下り目-二ツ

と、いつでも、どんな時にも凭れついてこい
と仰せ下さるのです。エイズは今も広がりつ
つあります。新型インフルエンザのようにい
つ発生するか分からない、そして世界的規模
で広がっていくものもあります。テロリズム
の危険性も喧しく伝えられています。自分で
自分の命を守ることはほんの少ししかできま
せん。いざというときに守って頂けるかどう
か、それは常々の通り方にあります。親神
様・教祖がその心を受け取ってそれに相応し
いご守護を見せてくださるのです。
　親神様は、善悪を見極め、天国に行く人、
地獄に行く人を振り分ける裁判官のような神
様ではありません。いつも、人間が困ってい
ないか、苦しんでいないか、怖いことが起
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こらないよう、危ない道に陥らないようにと
いつもご心配くだされ、毎日元気に機嫌良く
暮らせる様にと願い守って下さっているので
す。まさに、たすけてやりたい、子供可愛い
一条の、私たちの親であられます。
　　
　　これからハどんな事でも月日にハ
　　もたれつかねばならん事やで　　十一-37
　　
　　どのよふな事をするにも月日にて

　　もたれていればあふなけハない　十一-38

　子供達をたすけてやりたいお心いっぱいの
親神様・教祖にご心配をおかけしなくて済む
よう、私たちも一すじ心になって親神様・教
祖にしっかりお凭れし、深く大きな親心にお
応えさせて頂きたいと思います。
　本日、立教の元一日に縁ある秋の大祭をお
つとめ下さいました機会に、陽気ぐらしへの
歩みの一端を思案させて頂きました。お聞き
取りくださり有難うございました。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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伝道庁白アリ駆除

上段高八足・椅子使用

　10月20日（水）～22日（金）にかけて伝
道庁では白アリ駆除を行いました。その方法
は、従来のテントで建物を覆った燻蒸消毒で
はなく、被害のある箇所に特殊なオレンジオ
イルを注入し駆除するというもので、伝道庁
内の全ての建物で実施しました。

　10月1日（金）より、伝道庁では朝夕のお
つとめを円座から椅子に変えてつとめていま
す。それに伴い、毎月月次祭での祭儀式、座
りづとめを椅子式で執り行わせて頂くことに
なりました。



青年会だより

■伐採ひのきしん＆バーベキュー
11月28日（日）　9：00
於：文化センター

■青年会月例会議
　11月21日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール

11

　先月開催された“おさしづと婦人会”の勉
強会には、大勢の方々にご参加いただきあ
りがとうございました。
　今月の20日（土）には、第二回目が開催
されます。前回参加された方はもちろん、
今回が初めての方もお一人でも多くご参加
下さい。

■例会

　11月8日（月）　		9：00-
　・ミーティング　
　・逸話篇　
　・庁長先生講話

■鳴物練習

　　11月16日（火）　9：00-

婦人会だより ■「おさしづと婦人会」勉強会（第二回）

　11月20日（土）　9：00-11：00
・初めて参加される方のみ＄5参加御供
・前回テキストを購入された方は忘れない
ようご持参下さい。

＊今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。

　10月23日（金）パロロバレーにある、
井上タイロン会長の友人宅にて、庭の整
地ひのきしんを行いました。当日は5名の
青年会員が参加し、尊い汗を流しました。

第一回おさしづ勉強会の様子
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少年会だより

■ユニセフ活動
　ユニセフ基金を支援いただきありがとう
ございます。去年の募金活動では、1200ド
ル以上の募金が集まりました。今年は、パ
キスタンで発生した洪水における緊急支援
を必要としています。そこではマラリア、下
痢、その他の病気が蔓延しています。ハロウ
ィーンユニセフ募金の報告は来月させていた
だきます。ハロウィーン募金活動は、世界中
の子供たちを救うためだけではなく、子供た
ちに人だすけということを伝えていく機会で
す。Thank	you！

■リーダーズキャンプ
　少年会リーダーズキャンプが11月26日（
金）午後1時から、27日（土）午後2時まで
の二日間で行われます。内容は、釣り、プー
ル、ビデオ鑑賞、ボーリングなどを予定して
います。友達を誘って参加してください。対
象年齢は、12歳～15歳で、16歳以上はリー

ダー、カウンセラー、付添いとして参加して
いただきたいと思います。詳しくは、中尾オ
ーエンまで連絡ください。
電話：381-9612　
Eメール：onakao@tenrikyopearl.org

■	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。

女子青年だより

■ガレージセールひのきしん
　ガレージセールでお手伝いいただいた皆

さん本当にありがとうございました。収

益はすべて来年5月に行われる、天理教ハ

ワイコンベンションに寄付させていただ

きます。

■こかん様に続く会
　11月13日（土）　9：30-13：30

　於：伝道庁ホール

　延期となっていた「こかん様に続く会」

を開催します。今回のセミナーでは、婦

人会創設の意義について学びます。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。 



’

　	マーナさんはマウイに住む私の友人で、良き相談相
手です。地域のお年寄りを支援している活発な女性で
す。彼女は最近マウイで募金活動を行い、そこで出し
たのがお年寄りの方が大好きな漬け物でした。きっと
あなたも喜んでマイレシピに加えられると思います！
それではどうぞ！

材料
　キャベツ‥‥‥‥‥‥‥‥1個
　マスタードキャベツ‥‥‥	3個
　ハワイアンソルト‥‥‥‥大さじ4杯
　ごま‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2杯
　

八味漬け

食いしん坊レシピ

作り方

①　漬け汁の調味料を鍋で熱し、冷まして
おきます。
②　キャベツを切って、30分間塩に漬けて
おきます。
③　漬けたらキャベツを搾り、ごまをふり
ます。
④　冷めた漬け汁をキャベツに混ぜて出来
上がりです。

漬け汁材料
　醤油‥‥‥‥‥‥‥‥1/3カップ
　酢‥‥‥‥‥‥‥‥‥1/4カップ
　ブラウンシュガー‥‥1/4カップ
　チリペッパー‥‥‥‥少々
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10月行事報告 11月行事予定

		2日（火）・コミュニティーひのきしん	デー
		4日（木）・庁長夫妻帰布
　　　　　・ハワイコンベンション会議
		5日（金）・婦人会委員会	
		8日（月）・婦人会例会
		9日（火）・文化センター月次祭
10日（水）・三会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
13日（土）・女子青年こかん様に続く会	
15日（月）・文化センター委員会
16日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・翻訳委員会
18日（木）・少年会会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
20日（土）・婦人会おさしづ勉強会
　　　　　・主事会
21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
22日（月）・月例にをいがけデー
23日（火）・祭儀委員会　　
26日（金）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習

		4日（月）・文化センター大祭
　　　　　・婦人会委員会
		5日（火）・コミュニティーひのきしんデー
		6日（水）・三会会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
		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
10日（日）・祭儀勉強会
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
　　　　　・ハワイコンベンション会議
14日（木）・少年会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
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
　　　　　・アロハバンド練習
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）・ハワイコンベンション会議
　　　　　・伝道庁建物シロアリ駆除
　　　　　　（～22日）
26日（火）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
27日（水）・ハワイコンベンション会議
31日（日）・女子青年ガレージセール
　　　　　・少年会ハロウィーンユニセフ募金
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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

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/


