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おぢばからのメッセージ

立教173年11月26日
　
　
　日々は、それぞれの拠点の御用の上にご丹精頂き、誠にご苦労様でござい
ます。
　夏の猛暑の反動でしょうか、今年は冬の訪れが随分早いように感じられ
ますが、本日は結構なお日和の御守護を頂き、大勢の教友がお帰り下さる
中、11月の月次祭が真柱様を芯に陽気に勇んでつとめられました。

　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、天地抱き
合わせの親の懐で生かされている喜びを日々心に湛え、御教えの実をひのき
しんの態度と行いに表し、更には人だすけの上に真を尽くして、にをいが
け・おたすけに励ませていただきたいとの決意を述べられました。そして、
人々の心のほこりが払われて、明るく互いに立て合いたすけ合う楽しみづく
めの世界への道を力強く歩ませて頂けますようにと祈念されました。

　祭典講話は宇野和晴本部員がおつとめ下さいました。
　秋季大祭に於ける真柱様のお言葉を引用されながら、おつとめの理の尊
さ、おさづけの取り次ぎの大切さ、また内に向かっての布教の心構えについ
て、おふでさき、おさしづ等を基にお話下さいました。特に、子や孫へ身を
以てお道を伝える事の大切さについてお述べ下さいました。
　そして、家庭の団欒も教会の団欒も私たちの行いにかかっており、共に勇
んでおつとめ、おさづけに誠心誠意丹精させて頂き、教祖へのご恩報じの歩
みを一層大きく踏み出させて頂きましょう、と呼び掛けられ講話を締め括ら
れました。

　立教173年の年も残り僅かとなりました。各々が年の初めに定めた心とこ
れまでの歩みを今一度振り返りながら、残り一ケ月しっかりとつとめさせて
頂きたいと存じます。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
　親神様の、世界一列をたすけたいとの
深い親心にお抱え頂き、火水風の限りな
いご守護にお守り頂いて陽気ぐらしの道
へとお導き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。私どもは御教えを胸に、その思召に
添わせて頂くよう日々たすけ一条の御用
に励ませて頂いておりますが、本日は当
伝道庁の１１月月次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合わせ座りつと
め・てをどりを陽気に勇んでつとめ日頃
賜るご高恩に御礼を申し上げたいと存じ
ます。御前には今日一日を楽しみに参り

1 1月月次祭祭文

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。
　私どもよふぼくは、世上にお見せ頂く
様々な姿に、“こわきあぶなきみちをあん
ぢる”との御心をしっかりと受け止め、世
上の流れに惑わされることなく欲の心を
離れ神一条の信仰を更に深め、互いに助
け合って陽気ぐらし世界の実現に向けて
真実込めてつとめさせて頂きます。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の和を
結び、互いに助け合い睦み合って暮らす
ことのできる陽気づくめの世界へと進展
させて頂く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　　　　Ｓ.サム	 　	

鳳　笙	 	 　			A.社本		E.今中		　

太　鼓	 	 Ｍ.社本

鉦　鼓	 	 C.明本

鞨　鼓	 	 S.社本

11月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳　　	久尾マーク	 	
賛　者	 宮内泰次　　			高田エリック　	 	
指図方	 三国クライド
献饌長	 井上タイロン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｃ．斉藤	 Ｙ．宮内
(男性)	 Ｃ．三国	 Ｏ．中尾	 Ｋ．川崎
	 Ｍ．社本	 Ｔ．岩田	 Ｓ．社本
てをどり	 庁長夫人	 Ｓ．久尾　Ｌ．井上
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．本田	 Ｒ．宮内
	 Ｔ．松川	 Ｓ．中尾	 Ｍ．ユック
笛	 Ｔ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｂ．木村	 Ｇ．井元
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｓ．中尾	 Ｔ．井上
太鼓	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｗ．城
すりがね	 Ｃ．斉藤	 Ｇ．井元	 Ｓ．中尾
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｔ．井上	 Ｏ．中尾
琴	 Ｍ．岩田	 Ｓ．柿谷	 Ｒ．井上
三味線	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｋ．金川
胡弓	 Ｍ．三国	 Ｔ．中尾　Ｙ．川崎
地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．三濱
	 Ｍ．稲福	 Ｍ．久尾	 Ｗ．三国

祭典役割

教会長・布教所長会議
次回　12月19日（日）　12：45～13：30　
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伝道庁12月月次祭　

12月19日（日）午前9時

祭典講話：本田グレン

講話テーマ：陽気ぐらし

英語通訳：一瀬常徳



11月月次祭祭典講話

　　カカアコ教会長　木村バロン

よ ふ ぼ く

　只今は、11月の月次祭を無事つとめ終えさ
せていただきました。親神様、教祖も皆様方
の真実をお受け取りくださり大変お喜びくだ
さっていることと思います。しばらくお時間
を頂きまして、お付き合いくださいますよう
お願い致します。
　はじめに、浜田庁長より教典第九章「よふ
ぼく」についてお話しをするようご指名頂き
ました事、又翻訳してくださった中尾妙子さ
んに御礼を申し上げたいと思います。
　先月の講話で岩田もと子さんが、「身上事
情を通して神様のお手引きを頂き、親神様の
教えを基に教祖のひながたをたどることによ
って心の成人がある」というお話しをされま
した。第九章のはじめに、

　「たすけて頂いた喜びは、自ら外に向っ
て、人だすけの行為となり、ここに、人は、

親神の望まれる陽気ぐらしの普請の用材とな
る。これをよふぼくと仰せられる。親神は、
一れつたすけの切なる思わくから、多くのよ
ふぼくを引き寄せようと急き込まれる。」

さらに、

　「よふぼくには、男女の別もなく、貴賤
の差もない。その用向には、時と所にした
がい相違があろうとも、心一つの理によっ
て、ひとしく、親神のよふぼくたるに変りは
ない。」

　　この木いもめまつをまつわゆハんでな
　　いかなる木いも月日をもわく          七- 21

とあります。このようにお見せいただく身
上、事情は全て神様の思惑あってのことで、
「道の花」と喜んで受け取らせて頂かねばな
りません。しかし、私にとってこの御教えを
理解するまでには随分時間がかかりました。
なぜいろいろな事情、身上が次々と自分に降
りかかってくるのだろうと。
　三年前、浜田庁長からおぢばの英語修養科
一期講師を務めるよう言っていただきまし
た。私は、まず第一に自分は人様に教えるだ
けの器であるかどうか。第二に、私はそれだ
けの教理の内容を把握しているだろうかと自
分を疑うばかりで、お断りして家に帰ってき
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たかったのです。
　みかぐらうた五下り目に、

　七ツ　なんでもなんぎハさゝぬぞへ
　　　　 たすけいちじよのこのところ　　

  九ツ　こゝはこのよのもとのぢば
　 　　  めづらしところがあらはれた

　   　　どうでもしんじんするならバ
　　     かうをむすぼやないかいな

　さらに、六下り目に、

　七ツ　なんぼしんじんしたとても
　　　　  こゝろえちがひはならんぞへ
　　　
  八ツ　やつぱりしんじんせにやならん
　　　    こゝろえちがひはでなほしや

  九ツ　ここまでしんじんしてからハ
　　　   ひとつのかうをもみにやならぬ

　そして九下り目に、

  二ツ　ふじゆうなきやうにしてやらう
　　　    かみのこゝろにもたれつけ
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　おてふりをさせていただいた後で、これら
のお言葉で私は心を澄み切らせていただきま
した。神様のお言葉にもたれて、信じて行う
ならば「徳」をいただくことが出来るので
す。即ち、蒔いた種は皆生えるのだと思うの
です。修養科生の生徒でおさづけの理を戴い
た人たちに、さづけを必ず取り次がせていた
だくように申し伝えました。修養科の終わり
までには800回のおさづけを取り次ごうと心
定めさせていただきましたが、実際にはなん
と1001回も取り次ぐ事が出来たのです。
　ひと月過ぎる毎に、生徒たちはどんなよふ
ぼくに育っていってくれるのだろうかと考え
ていました。クラスで話した事や、てをど
り、みかぐらうたを覚えてくれているだろう
かと心配していましたが、皆よく解かってい
てくれました。中にはもっと学びたいという
生徒もいて私を安心させてくれました。
　三ヶ月のおぢばではもっと色々話したいこ
ともありますが、ただ言えることは、「大変
難しかったけれど、とても学ぶことが多かっ
たということです。」
　この経験を通して、私の心は今までより明
るく、前向きに考えられるようになりまし
た。我々よふぼくは、いつも親神様、教祖に
感謝の気持ちを忘れてはならないと思いま
す。最後までお付き合いいただきましてあり
がとうございました。

女子青年 ガレージセール
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アイランドニュースアイランドニュース

　
「次へ渡していこう	～ガレージセールを終えて～」　
　女子青年ではここ数年の間、婦人会創立100周年記念の団参に向けて、多くの募金活動に励んで
きました。ガレージセールやミニバザーなどの行事を何度も行いました。また青年会では、2009
年のインターナショナルひのきしんに参加するために募金活動を行いました。青年会はその後、女
子青年のガレージセールに参加し、カーウォッシュを担当してくれました。その時の収益は、間近
に迫っていた婦人会創立100周年の団参に寄付しました。そして今回、4月の団参が終わり、女子青
年は「次に渡していく」という考えを持って、10月31日にガレージセールを行いました。その収益
金は来年行われるハワイコンベンション2011に寄付します。ガレージセールでは、青年会が協力し
てカキ氷とカレーの販売を担当してくれました。そこで得た収益もまたコンベンションに寄付しま
す。このようにみんなが「次に渡す」という考えを実践していけば、必ず世界は良い方向へ変わっ
ていくと確信しています。是非、この「次に渡す」ことを意識してもらい、誰かが助けを求めてい
る時に手を差し伸べていただきたいと思います。	　　　　　　　

ハワイ女子青年委員長　　稲福ルイーズ

女子青年 ガレージセール
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少年会 ユニセフ募金活動 少年会 リーダーズキャンプ
　
　第36回少年会ユニセフ募金活動での収益は1200ドルを超え、すべてユニセフ本部に寄付い
たしました。この活動は、過去5年間で少年会だけの活動ではなく、ハワイ伝道庁管内の教会
を含めた活動として拡がっています。今年も10月31日ハロウィーンの夜には、伝道庁スタッ
フを含む15名が各々のコスチュームを身に纏い、ワイキキ・カラカウア通りにて募金活動を
行いました。当日の収益は200ドルに達しました。150を超える世界各国・地域で活動してい
るユニセフは、世界中の子供たちに、健康医療、水、食糧、教育、保護など様々な支援を行
っています。皆様のご協力ありがとうございました。

　11月6日（土）、社本正登司マリエ布教所長率いるハワイ大学雅楽研究会は、津雅龍会（津
大教会雅楽グループ）とハワイ大学オービスホールで二時間半に亘りジョイントコンサートを
行いました。津雅龍会のメンバーにはハワイ布教の家第二期卒寮生の鈴木氏、また第二専修科
卒業後に伝道庁で一年間青年づとめをつとめた眞田氏も含まれ、管内教友にとっては懐かしい
出会いもありました。なお、津雅龍会は翌7日には、アラモアナセンターの中央ステージにて単
独公演を行い、大勢の買い物客が足を止め雅楽の音色に聞き入っていました。

雅楽ニュース
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少年会 リーダーズキャンプ
　
　少年会は11月26日（金）、27日（土）に会員のリーダー層を対象としたお楽しみキャンプ
を行いました。会員6名、育成会員数名が参加しました。キャンプ最初の活動は、アラモアナ
パーク・マジックアイランドでの海釣りで、参加者は種類の違う魚4匹釣り上げました。釣り
上げた魚は海に返しました。ナム・ロバートさん、マエダ・ロイドさん、斉藤カーレン先生、
井上タイロン先生、柿谷節生先生、以上釣り好きのスタッフからは、アドバイスをもらった
り、釣り道具を貸していただきとても感謝しています。26日夜は、DVDで"Grownups"を鑑賞
し、翌日27日の午前中は、フォートシャフターのボーリングセンターでボーリングを楽しみ
ました。その後、天理文化センターにて少年会スタッフも一緒にランチピクニックとフット

ボールで盛り上がりまし
た。ひのきしん精神でお
手伝いいただいたスタッ
フに感謝します。

パピオ（小ロウニンアジ）

　11月28日（日）に、天理文化センター内で
の剪定ひのきしんを行いました。当日は8名の
青年会員がひのきしんに励みました。

青年会ひのきしん
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第23回ハワイ島教友会総会

　11月28日（日）午前10時より第23回ハワイ島教友会総会が浜田庁長夫妻臨席のもとヒロ市
の天理教キラウェア教会に於いて開催されました。当日は晴天のご守護をいただき、ヒロ市か
ら車で二時間半かかるコナ市からも信者が寄り集い、各教会・布教所の信者40名の参加者を数
え、十二下りのおつとめがつとめられました。
　式典では、支部長の挨拶、続いて浜田庁長が祝辞を述べられ、また来年5月開催の天理教ハ
ワイコンベンションの案内が行われました。その後記念撮影を行い、各教会・布教所から持
ち寄ったハワイ島ならではの珍味、そして豪華なご馳走をいただきながら余興を楽しみ、成
功裏に総会は幕を閉じました。

西村忠正ハワイ島支部長の挨拶

教友持ち寄りの昼食で楽しい一時

心一つに十二下りのおつとめ

余興を盛り上げた司会の二人



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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教会長任命

教会事情

　11月26日のお運びにて、浜田シャーロット姉が、カパア教会長任命の理のお許しを戴かれ
ました。2月12日（土）に就任奉告祭が執り行われます。　

　ホノルル港教会は、8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
ました。遷座祭11月4日、鎮座祭11月10日、奉告祭11月11日にそれぞれ執り行われました。

修養科英語クラスのご案内

　詳細はハワイ伝道庁事務所(595-6523)もしくは、お近くの教会・布教所にお尋ね下さ
い。ビザ申請等の手続きもありますので、受講を希望されます方は、早めにご連絡下さ
い。

赤ちゃん誕生

　11月10日（水）、ラム・ソールさん、キャ
シーさん夫妻（東肥／かりゆし布教所）に赤
ちゃんが誕生しました。名前は、ラム・サラ
ン・ナオ・ニコちゃんで、体重2920グラム、
身長50センチの元気な女の子です。おめでと
うございます。

　11月7日（日）、松岡マットさん、トレイ
シーさん夫妻（東中央／ハワイセントラル）
に赤ちゃんが誕生しました。名前は、松岡・
清士・ティアゴちゃんで、体重3204グラム、
身長47センチの元気な男の子です。おめでと
うございます。



青年会だより

■HUGS クリスマスパーティーひのきしん

　12月18日（土）　12：00-22：00
　於：天理文化センター
　交代は井上マイケルまで連絡下さい。

■青年会月例会議
　12月19日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール
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　婦人会創立100周年の年も、もう少しで
過ぎ去ろうとしています。あなたにとっ
て100周年はどのような意味を持ちました
か。ハワイ婦人会では、新たな歩みの第
一歩として、原典の一つ「おさしづ」を紐
解き、親の思いを身に行えるよう勉強させ
ていただいています。親の思いを今一度思
い返し、新たな年へつながせていただきま
しょう。

■例会

　12月13日（月）　		9：00-
　・ミーティング　
　・逸話篇　
　・庁長先生講話

婦人会だより
■鳴物練習

　12月14日（火）　9：00-

＊今月の月次祭直会当番は、周東グループ
です。よろしくお願い致します。

＊新年会のお知らせ

　1月の例会は10日（月）午前10時から行
います。ゲームやプレゼントがたくさんあ
ります。お一人でも多くご参加下さい。会
費は一人＄10です。12月26日までに会計
（柿谷・中尾志げみ）までお納め下さい。

■First	Insurance	Co.	餅つき

　1月3日（月）　　		9：00
　於：1100	Ward	Avenue
　詳細は菊池カイルにお尋ね下さい。
	
■新年会
　日程は12月の会議で決定します。
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少年会だより

■リーダーズお楽しみキャンプ
　リーダーズキャンプの釣り活動では、ウナ
ギ、フグ、エソ、パピオ(小ロウニンアジ)の4
匹が釣れました。キャンプに協力してくれた
皆さん、釣り道具やアドバイスをくれたスタ
ッフに感謝します。

■少年会リーダーズキャンプ＆新年会
新年のリーダーズキャンプと新年会（公園清
掃ひのきしん＆BBQピクニック）は、1月22
日（土）、23日（日）に予定しています。清
掃ひのきしんとBBQは日曜日に行います。カ
レンダーに予定を入れておいてください！

■	2011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

■こかん様に続く会
　「こかん様に続く会」に参加して下さっ

た皆様、本当にありがとうございました。

十全の守護や婦人会の歴史についてのお

話、楽しいゲームなど素晴らしい内容でし

た。また次回の会に参加していただきたい

と思います。

■委員長交代のお知らせ
　私、稲福ルイーズは来年で女子青年委員

長を終えることなりました。委員長として

の2年間はとても有意義なものでした。リ

ーダーシップのスキルを多く学び、この立

場のお陰で、多くのお道の方々と知り合う

ことができました。正式には来年交代とな

りますが、後任は堀川シェロさんが担って

くれることになりました。これまで支えて

くれた方々に感謝します。



12月行事予定11月行事報告

		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
　　　　　・津大教会雅龍会お供え演奏	
		6日（土）・津雅龍会演奏会（ハワイ大学）
		7日（日）・雅龍会アラモアナセンター公演
		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
11日（木）・まこと/オリジンズ編集会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
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
　　　　　・布教/育成委員会
18日（木）・少年会会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
20日（土）・第二回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
　　　　　・青年会会議
22日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・ソーラー設置検討会
23日（火）・祭儀委員会　　
26日（金）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
　　　　　・少年会リーダーズキャンプ(～27)
27日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
28日（日）・ハワイ島教友会

		2日（木）・ハワイコンベンション会議
		6日（月）・	文化センター月次祭
		7日（火）・コミュニティーひのきしんデー
　　　　　・翻訳委員会
　　　　　・一瀬孝治北米オセアニア課長来布
		8日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
　　　　　・婦人会委員会
13日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
14日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
15日（水）・ハワイコンベンション会議
16日（木）・少年会会議
　　　　　・一瀬孝治北米オセアニア課長帰本
　　　　　・張間仁海外部員来布
18日（土）・ヌアヌハレ慰問
　　　　　・主事会
19日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長布教所長会議	　　　　
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
　　　　　・おやさと練成会中期コース開講
20日（月）・月例にをいがけデー
21日（火）・祭儀委員会
25日（土）・張間仁海外部員帰本
26日（日）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
　　　　　・伝道庁年末大掃除
30日（木）・伝道庁餅つき
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2011年ハワイ伝道庁活動計画

1月
・少年会リーダースキャンプ、新年会	 　　　　

　　　　　　　　　　　　　	 (22、23日)

・春季大祭おぢばがえり　　　　　		(26日)

・HARP研修会　　　　　　　			(29、30日)

2月
・天理教校学園高校海外語学研修	 	 	

	 	 	 　　　(5日～16日)

・文化センター大掃除　　　　　　		(15日)

・地方(ぢかた)鳴物講習会　　	 　				(19日)

・女子青年こかん様に続く会　	(26、27日)	

・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

　　　　　　　　　　　　　　　　		(27日)	

3月
・少年会総会及びキャンプ（総会26日）　　　

　　　　　　　　　　　　　　(25～27日)

4月
・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い　			(5日)

・少年会教祖ご誕生お祝い行事	　　(17日)

・教祖誕生祭おぢばがえり　　　　	(18日)

・全教一斉ひのきしんデー	 　　(30日)	

5月
・婦人会・青年会・女子青年総会　(未定)

・天理教ハワイコンベンション2011

　　　　　　　　　　　　　　(28～30日)

6月
・ハワイ修養会								(6月19日～7月14日)		

	7月
・天理教ピクニック	 　　　　　　(4日)

・こどもおぢばがえり　　　(18日～30日)	

8月
・第41回天理教バザー	 	 　　(28日)

9月
・全教一斉にをいがけデー　　　　（5日）

10月
・秋季大祭おぢばがえり	 　　(26日)

11月
・ハワイ島教友会総会	 	 　

・少年会鼓笛キャンプ　　　			(26日～27日)	

12月
・おやさと練成会中期コース			　　(未定)

月間行事
伝道庁

・本部月次祭遥拝式　・伝道庁月次祭

・主事会　・婦人会例会、女鳴物練習

・教会長布教所長会議　・月例にをいがけ

・青年会/女子青年会議　

・婦人会による施設慰問

・おてふり/鳴物練習　

・各会委員会　・アロハバンド練習　

・機関紙オリジンズ/まこと発刊

・月例コミュニティーひのきしん

天理文化センター

＊天理文庫（水～日　午前10時～午後4時）

＊天理柔道（月、水、金：午後5時30分～7時30分）

	 　 （土：午前9時～11時）
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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

１２月２６日（日）　　年末大掃除　　　　　　　　　	　遥拝式後
　　　３０日（木）　　伝道庁餅つき　　　　　　　　 ７：００AM　
立教１７４年	
　１月	 １日（土）　　元旦祭　　　　　　　　　	　 １０：００AM
　　					　9日（日）　　日本文化センター餅つき　　　	　　未定
　

伝道庁年末年始行事予定


