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おぢばからのメッセージ

立教173年12月26日
　
　親里は昨日より今年一番の寒気に包まれております。本日は祭典直前に降
り出した雨が途中みぞれに変わる底冷えのする一日となりましたが、寒さを
いとわずお帰り下された大勢の教友の方々と共に、立教173年納めの月の月
次祭が真柱様を芯に一手一つに勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文で、私どもをはじめ教会長・よふぼく一同は、今年の歩みを
台として更なる成人を目指し、にをいがけ・おたすけに励み、人だすけの真
実を積み重ねて、陽気世界の普請に一段と丹精させて頂く決心をお述べにな
られました。そして、今年一年の間におかけ頂いたご厚恩に御礼を申し上げ
られ、併せて来年も変わりなくお連れ通り頂けますようにと祈念なされまし
た。 

　祭典講話は松田元雄本部員がおつとめ下さいました。
　まず、飯降伊蔵先生の入信の様子と道すがらについて触れながら、信仰者
としての道の歩み方の順序についてお話し下さいました。
　続いて、年祭の中間点にあって心や行動が緩みがちな今、どう道を通るべ
きかを、真柱様が昨年来仰せ下されている家族団欒、特にその元となる夫婦
の在り方、また男女の特質について、おふでさき、おさしづ、みかぐらうた
を引用されながらお話し下さいました。お話の中で、夫婦は、お互いを最も
身近な鏡として、そこに映し出されるいんねんを自覚し、悪いんねんならそ
れを納消するようにつとめることが大切である、また、男女にはそれぞれ役
割があり、お互いに認め合い、立て合い、助け合い、その心を治めていくと
ころに家族団欒を実現する第一歩になるとお述べ下さいました。

　年の瀬もいよいよ押し迫り、教庁は明日をもって御用納めとなります。本
年は4月に開催されました婦人会創立百周年記念総会をはじめ、海外から大
変大勢の教友がお帰り下さいました。各拠点におかれましても例年にも益し
て多忙な一年を過ごされたことと存じます。
今年一年それぞれの持ち場立ち場で、世界たすけの御用の上にご丹精下さい
ましたこと、心よりお礼申し上げますと共に、祭文にもお述べ下された真柱
様の思召にお応えさせて頂けるよう、お互い一層の飛躍を誓い新年を迎えさ
せて頂きたいと存じます。
　健やかによい年をお迎え下さいませ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　森　与一郎

　　



立教174年　新春の挨拶

天理教ハワイ伝道庁長　浜田道仁

　新年あけましておめでとうございます。

　旧年中は伝道庁の諸活動、諸行事の上に

ご協力くださり無事滞りなく進めさせて頂

けましたこと心より厚く御礼申し上げま

す。有難うございました。

　新しい年を迎え心新たにこの１年を歩ま

せて頂きたいと思います。伝道庁は３年後

に創立６０周年を迎えます。本年はその第

１年目にあたります。世界たすけをお急き

込みくださる親神様・教祖のお心に些かでもお応えすべく精一杯努力させて頂

きたいと思います。

　世界は激しく揺れ動き終わりの見えない争いがあちこちで続いています。力

と力の衝突からは破壊が生まれるだけです。真に世界が治まる道は誠真実によ

ってしか実現されないことを教祖はお示しくださっています。誠の心は頼りな

い弱いもののように見られますが、誠の心ほど強

いものはないと仰せられます。

　私たちはお教え頂くままに誠真実を尽くして

世界の人々の平和を願いたすけ一条の道を弛み

なく歩み続けてまいりたいと思います。本年も

一手一つに心を結び合い明るく勇んでひながた

の道を歩ませて頂きましょう。
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婦人会　　ハワイ婦人会主任　浜田まさよ

女子青年　ハワイ女子青年委員長　稲福ルイーズ

　　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は婦人会創立百周年の年にあたり、記念総会ま

た１年を通して大勢の方々がハワイからおぢばへお帰

り下さり誠に有難うございました。

　また、それぞれのお立場で精一杯ご用にお励み下さ

り、婦人会活動の上にも一方ならぬご尽力を頂き重ね

て心よりお礼申しあげます。

　昨秋より婦人会創設に関するおさしづを拝読して親

の思いを今一度思い返し、さらに身に行えるようにと

いううえから「おさしづと婦人会」の勉強会を実施しております。

　百周年を越え、再出発の第一歩を踏み出す今年、実（まこと）のようぼくにならせ

て頂けるよう一段の成人を目指して共々に勇んでつとめさせて頂きましょう。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　  成人目標　「ひながたをたどり　陽気ぐらしの台となりましょう」

  活動方針　「元なる思召を心に　実(まこと) のようぼくに育ちましょう」

一、教えを基に　自らの信仰心を培う　一、おつとめに心を込める　一、身近な人からにをいがけ・おたすけを

　新年を迎え、また新しい事を始める時期がやってきました。

　新たな年、新たな決意、そして新たな委員長。今年から堀川

シェロさんが女子青年の新委員長としてつとめてくれることに

なりました。皆様にとって2011年が素晴らしい年となるように

願いつつ、また女子青年へのご協力をお願いいたします。今年

は天理教ハワイコンベンションが行なわれます。とても楽し

みにしています。それではコンベンションで会いましょう！

　　女子青年活動の角目

　　一、教会へ参拝しましょう

　　 一、ひのきしんをしましょう

　　　　　　　　　　　　　一、にをいがけをしましょう
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青年会　　ハワイ青年会委員長　岩田バート

　新年明けましておめでとうございます。はじめに皆様に

は、昨年ハワイ青年会委員長としての最初の年を支えてい

ただき感謝しています。特に青年会の幹部の方々には、活

動を進めていく上で多くの時間を割いていただきありがと

うございます。

　2011年には多くのイベントが待ち構えています。特にメ

モリアルデーの週末に行なわれる、天理教ハワイコンベン

ションは一大イベントです。まだ聞いた事がないという方

がいたら、コンベンションのチラシをご覧いただきたいと

思います。チラシはスターバックスのようにどこにでもあ

りますので、是非ご一読ください。コンベンションの宣伝

委員会は最高の仕事をしてくれています。そのおかげで、

青年会のメンバーが作詞作曲してくれた“One World, One Family”を気がつくと口

ずさんでいる自分がいます。皆様にハワイコンベンションへの参加を勧めるのには、

ただ天理教の信仰や理解を深めることだけが理由ではありません。次の天理フォーラ

ムがどこか世界の遠い場所で行なわれるかもしれないことを考えると、行くだけでも

大変です。やはり今回参加してほしいと思います。こういう風に書いてほしいとコン

ベンション委員会に言われたわけではないのですが、これで私の参加費も割引きにな

ったらいいのになあ…。

　とにかく私がコンベンションの早割りチケットを手に入れに行く前に、今一度2011

年のハワイ青年会へのご支援をお願いしたいと思いま

す。一年を通して行なわれる月例ミーティングやその

他青年会行事に、全ての青年会メンバーを誘っていた

だきたいと思います。それでは皆様のご多幸を祈り、

コンベンションで会えることを楽しみにしています。

4



まこと・オリジンズ編集長　井上タイロン

　皆様明けましておめでとうございます。井上タイロンです。今回私が中尾オーエン

先生に代わり、ニュースレター（まこと・オリジンズ）の編集長をつとめさせていた

だくことになりました。オーエン先生は過去8年間編集長としてニュースレターの編集

に携わってこらました。その絶え間ない努力と、献

身的なサポートに感謝しています。新たな編集長と

して、オーエン先生の後をしっかりと継いでいける

よう努力していきたいと思います。

　この私の新たな試みに対して、またこの道が次の

未来へ進んでいくために、皆様の変わらぬご協力を

お願いいたします。

少年会　　少年会ハワイ団団長　中尾オーエン

　昨年中は少年会活動の上に多くのご尽力を頂き、誠にありがとうございました。

サンデースクール、二度のリーダーズキャンプ、公園清掃

ひのきしん、春季キャンプ、総会、教祖ご誕生お祝い行

事、こどもおぢばがえり、少年ひのきしん隊やユニセフ募

金活動など、数々の行事は皆様のサポートなしには実現で

きませんでした。そしてこれらの活動が子供たちの信仰を

養い、また友人や家族に信仰を伝えていく基礎となるので

す。

　本年も皆様からの力添えにより、少年会活動がより活発

なものになることでしょう。ようこそ2011年へ。

マハロ、そしてアロハ！
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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深い親心と厚き御守
護のまに／＼、日々恙なく結構にお連れ通
り頂き、届かぬながらも世界たすけのご用
に励ませて頂く中に、本日は早くも本年納
めの１２月月次祭を執り行う日柄となりま
した。この一年、親神様の思召に添わせて
頂けるよう一層の成人を目指してたすけ一
条のご用の上に励んで参りました。お陰様
にて月々の諸行事をはじめ各会の活動も順
調に実施でき無事にお連れ通り頂くことが
できましたご守護のほどは誠に有り難く勿
体ない限りでございます。この一年に賜り
ました数々の御恵みに御礼申し上げ、只今
よりおつとめ奉仕者一同心を合わせ座りつ
とめ・てお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々にみか

1 2月月次祭祭文

ぐらうたを唱和し日頃賜るご高恩に御礼申
し上げなおも変わらぬご守護にお縋りする
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。
　本年もあと僅かとなりましたが、年末の
行事も滞りなくつとめさせて頂き、新しい
年を心明るく迎えさせて頂きたいと存じま
す。
　私どもよふぼくは世上にお見せ頂く数々
の厳しい出来事の中に、世界中の人々の心
の立て替えをお急き込み下さる親神様の御
心を思い、自らの心の入れ替えを進め、陽
気世界の実現に向けて心一つに勇んで歩ま
せて頂きたいと存じます。
　今年一年に賜りましたご高恩を重ねてお
礼申し上げるとともに、来たる年も変わり
なくお連れ通り下さり、人々が互いに助け
合い睦み合う陽気ずくめの世の状へと一日
も早くお導き下さいますよう一同と共に慎
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	 	 　			Ｌ.岡村		E.今中		　

太　鼓	 	 Ｍ.社本

鉦　鼓	 	 C.明本

鞨　鼓	 	 S.社本

12月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊　　	斉藤カーレン	 	
賛　者	 井上タイロン　	井元ジェリー　	 	
指図方	 本田グレン
献饌長	 中尾スティーブン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．美馬	 Ｅ．高田
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上
	 Ｔ．西村	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｋ．金川
(女性)	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｌ．浅尾
	 Ｍ．三国	 Ｔ．中尾	 Ａ．綾川
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三国	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｍ．社本	 Ｇ．井元	 Ｓ．社本
拍子木	 Ｒ．山	 Ｃ．三国	 Ｓ．中尾
太鼓	 Ｍ．岩田	 Ｓ．社本	 Ｗ．三国
すりがね	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｗ．城
小鼓	 Ｍ．稲福	 Ｔ．岩田	 Ｓ．三濱
琴	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．斉藤	 Ｌ．長田
三味線	 Ｔ．松川	 Ｍ．山下	 Ｓ．柿谷
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｃ．明本　Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．一瀬	 Ｃ．斉藤	 Ｙ．宮内
	 Ｏ．中尾	 Ｔ．井上	 Ｓ．椎葉

祭典役割

教会長・布教所長会議
1月は中止とさせて頂きます。
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伝道庁1月大祭　

1月16日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

講話テーマ：おやさま

英語通訳：井元ジャネス



12月月次祭祭典講話

　　ノースホノルル教会長　本田グレン

陽 気 ぐ ら し

　おはようございます。一年の最後の月とい
うのは何かとせわしなく、新年に向けての準
備をしておられる方も多いのではないかと思
います。
　本日はハワイ伝道庁の12月の月次祭にお
出かけくださいまして誠にありがとうござい
ました。皆様お一人おひとりの真実は親神様
にお受け取りいただけたものと確信していま
す。
　昨年の12月、浜田庁長先生から自宅に電話
があり、天理教教典第10章「陽気ぐらし」に
ついて話すよう神殿講話のご指名をいただき
ました。第10章は、教典の最後の章です。ご
指名をいただいたのは、「教典第10章･･･よふ
きぐらし･･･」、これは何と光栄なことなのだ
ろう、と思いました。そして1年間も準備期間
をいただきました。1年間も準備期間をいただ
いたのだから、どうしても素晴らしい神殿講

話にしなければ･･･と思いました。謹んで指
名を受けさせていただいた結果、今ここにこ
うして立っている訳です。時の経つのは誠に
早いものです。1年があっという間に過ぎて
しまいました。どうぞリラックスして、天理
教教典第10章に関する大変重要な講話をお
聞きください。
　天理教教典は、天理教教会本部が原典であ
る「おふでさき」、「みかぐらうた」、「お
さしづ」をまとめて編纂したものです。
　天理教教典は、1949年10月26日に中山正
善二代真柱様がお認めになったものです。明
治22年6月1日のおさしづに、
　
　　「人間というは、身の内神のかしもの・か
りもの、心一つ我が理。」

とあります。これは大変に重要なお言葉で、
このお言葉を常に心に置きながら本日の講話
を進めさせていただきます。
　心というものは、それぞれがユニークなも
のであり、同じ心は二つとありません。親神
様は私たちの心に、善と悪を、そして真実と
偽りを見分ける能力を与えてくださいまし
た。親神様は何故私たち人間をお創りになっ
たのでしょうか。親神様が私たち人間をお創
りになられたのは、人間が陽気ぐらしをす
るのを見て共に楽しみたい、と思召されたか
らです。親神様のこの思召を実現すること
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こそが、人生の意義であり、私たち人間の究
極の目標なのです。明るく勇んだ心は陽気な
心。毎日を陽気な心で過ごすことにより、私
たちは真の幸福を見出し、人生の生き甲斐を
感じ取ることができるのです。その反対に、
暗い心、いずんだ心は、どれだけ長く信仰し
ても、親神様の御心に沿うものではありませ
ん。暗い心の行きつくところは、不幸でしか
ありません。皆さまもご存じのように、暗い
心は、病気など身体の不具合の原因にもなり
ます。
　浜田庁長が神殿講話で、「天理教はキリス
ト教とは異なり、陽気ぐらしを感じるために
死ぬ必要はありません。」とお話しされた
ことがあると記憶しています。浜田庁長のこ
のお言葉は、私にとって天国と地獄について
深く考えさせられる意味深いお言葉でした。
言い換えれば、キリスト教では、「死」は天
国か地獄のどちらかへ向かうための踏み石だ
と考えているということです。キリスト教で
は、天国と地獄の概念を浸透させています。
良い人は、死んだら天国へ行く。天国には、
羽根を付けた天使がいて、ハープがあり、平
和な雰囲気に囲まれている所で、どうも柔ら
かい雲の上にあるようです。
　その反対に、悪い人は、死んだら地獄へ行
く。地獄は地球の真ん中あたりの深くそして
燃えている所にあり、そこでは長い尻尾、そ
して頭に二つの角を付けた真っ赤な男たちが
悪い人を待っている･･･。悪い人は、このよ
うな地獄にずっといなければならないことに
なる。地獄はあまり居心地が良さそうではあ
りません。私はそんな所に行きたくはありま
せん。悪い人はそんな所へ行くことになるん
だ、と教えているのかも知れません。もし私
がそんなことを言われたら、私は絶対良い人
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になります。
　人間には、責任感を持ちつつ自由に生きる
権限が与えられています。心がどのような状
態にあるかによって、神様からのご守護の受
け取り方が変わってきます。
　天理教では、良い人になるか悪い人になる
かの選択は私たちに与えられています。つま
り、私たちは全く自由に選択することができ
るということです。助け合いの心、真実の心
をもって幸せに生きていれば、私たちの精神
が良い心で満ちていれば、他人様が私たちを
快く思って下さり、そのような幸せの心は私
たちの周りに映って行きます。このようにす
れば、当然のことながら、皆が幸せになれる
のです。これこそが、私たちが求めている陽
気ぐらしなのではないでしょうか。
　自分の行いに幸せを感じる人生･･･、そし
て私たちを幸せにしてくれる心の持ち方･･･
。言い換えれば、私たちは生きながらにして
陽気ぐらしを楽しむことができるのです。こ
こが他の宗教と違うところで、庁長先生が言
われましたように、陽気ぐらしするためや天
国へ行くために死ぬ必要はないのです。考え
てみてください。素晴らしいことではありま
せんか。陽気ぐらしを今ここで楽しむことが
できるのです。この陽気を今ここで味わうこ
とができるのです。
　皆さまの右の方、左の方を見てください。
隣の方の顔は笑顔ですか？笑顔でなければ、
あなたの笑顔をその方に見せてあげてくだ
さい。
　これが陽気な世界への第一歩なのです。あ
なたの隣の方が笑顔を返してきたら、それが
始まりなのです。あなたとその隣の方は、ま
さに陽気ぐらしの境地に足を踏み入れたこと
になります。
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　あなたが笑顔を絶やさなければ、笑顔はい
ずれ他の人の顔に映り、その人たちの笑顔が
さらに他の人に映って行く･･･笑顔は伝染しま
す。それは、無意識のうちに、人は誰でも幸
せになることを望んでいるからであり、身の
回りに喜びを感じたいと望んでいるからだと
思います。隣の方を起こして笑顔を見せてや
ってください。やがて皆の顔が笑顔になり、
隣同士に座っているのが楽しくなるのではな
いかと思います。不幸を避けるために守らな
ければならないルールは勿論あります。が、
しかし、これが一番簡単な方法であり、あな
たにもそして他の人にも恩恵が感じられるこ
となのです。心のほこりには、

１．	 をしい
２．	 ほしい
３．	 にくい
４．	 かわいい
５．	 うらみ
６．	 はらだち
７．	 よく
８．	 こうまん

がありますが、うそとついしょうにも注意し
なければなりません。これら心のほこりは、
病気や不幸の原因になりますので、常に覚え
ておき、日々の生活でそのような心遣いをし
ないように注意しなければなりません。
　幸せであること、または陽気であること
は、基本的には私たちがこのような心のほこ
りをどのように扱うかにかかっています。善
悪を選択する能力を与えられている私たち人
間は、無意識のうちにもほこりの心を使って
しまうことがあります。皆さんも時々腹が立
ったり、恨みに思ったりすることはありませ

んか？ちょっと時間が経つと自分が何で怒っ
ていたのか忘れてしまうこともありますが。
親神様のご守護のおかげで、私たちは祈りや
ひのきしんを通して毎日このほこりを「払
う」ことができます。
　ほこりは毎日積りますので、私たちは親神
様から頂いている方法を使って毎日きれいに
払うことを忘れてはなりません。それは台所
のテーブルをきれいに拭くようなもので、翌
日にはまたほこりがうっすらと溜まっていま
す。テーブルを拭かないでおくと、小さなほ
こりがだんだん厚く積もり、厚く積もれば積
もるほど、きれいに「払う」のが難しくなり
ます。
　まとめますと、親神様が、おやさまを月日
のやしろとしてこの世に現れ出でられ、人間
の陽気ぐらしを見て、共に楽しもうという、
人間世界創造の思召をお教え下さいました。
親神様は、専らたすけ一条の道を宣（の）べ
て、たすけづとめを教え、又、いき・てをど
りのさづけによって、一れつたすけを急き込
まれました。親神様は、元の理を説いて、私
たち人間をどのように創られたのかお教えく
ださいました。そして、親神様を天理王命と
たたえて祈念することをお教えくださいまし
た。私たちは、おやさま中山みき様を通し
て、親神様のみ教えを知り、「陽気ぐらし」
の実現に向かって一条心で通ることをお教え
いただきました。
　さらに、おやさまを通して、私たちの身体
は親神様からの「かりもの」であること、そ
してご守護のあるところを悟ってほこりを払
うこと、心をつくる努力をすることをお教え
くださいました。教典ではさらに、

　　「かくして進む成人の道すがらには、雨



HUGSクリスマスパーティー

11

　11月13日（土）女子青年は、「こかん様に続く会」を伝道庁にて開催しました。当日は15
名の女子青年メンバーが集い、十全の守護についての講義、その講義に関する小テスト、お
楽しみゲームやビュッフェランチを通してお互いの親睦を深めました。

アイランドニュースアイランドニュース

女子青年 こかん様に続く会

の日も風の日もある。しかも、その中に、日
々たんのうの心を治め、又、ひのきしんに勇
む。そして、治められた誠真実は、自ら他に
及び、一人の道は多くの人々の道となる。即
ち、道の子はよふぼくを志し、さづけの理を
頂いて、たすけ一条にいそしみ、天の理を取
り次ぎ、道の先達となる。ここに、不思議な
たすけの実が次々とあらわれ、魂は続々と更
生されて行く。」

とあり、さすれば、

　　「我も人も共に和し、一手一つの心に、

楽しみづくめの陽気ぐらしの世界があらわれ
る。」

とあります。皆さん、このような世界こそ、
「親神の望まれる真の平和世界であり、これ
ぞ、この道の目標（めど）。」なのです。
　教典の最後は、

　　このみちハどふゆう事にをもうかな
　　このよをさめるしんぢつのみち

　というお言葉で終わっています。
　ご清聴誠にありがとうございました。

斉藤カーレン先生による講義 ゲーム「人間知恵の輪」
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ホノルルマラソン

～ホノルルマラソンに参加して～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木雅幸

　12月12日（日）、第38回ホノルルマラソンに
は2万人を超えるランナーが集まり、伝道庁から
もスタッフの坂上典明氏と私がエントリーしまし
た。2人ともフルマラソンは初めてでしたが、幸
い天候にも恵まれ、また沿道の声援やボランティ
アスタッフの支援によって無事に走り切る事が出
来ました。私、5時間51分、坂上氏、5時間28分
と決して満足のいくタイムではありませんでした
が、何より参加できたこと、フィニッシュライン
に立てたことが感激でした。このような機会を与
えて頂き本当にありがとうございました。

坂上氏と筆者

HUGSクリスマスパーティー

　12月18日（土）、天理文化センターを会場にHUGSのクリスマスパーティーが催されまし
た。HUGSとは民間ボランティアによって支えられている団体で、障害を持った子どもと家族
を多方面から支援しています。HUGSのクリスマスパーティーを担当し、今年で七年目を迎え
ました。年々参加者が増え、今年も300名を数えました。参加者は食事、余興を楽しみ、子ど
も達は皆サンタクロースの登場を心待ちにしていました。ボランティアで参加してくれた80名
の方々に感謝します。皆様の支援がなければこのような大きなイベントは開催できませんでし
た。ありがとうございました。
　　　　　HUGS責任者：中尾スティーブン　　　　　　
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おやさと練成会英語中期

伝道庁年末大掃除

　12月26日（日）、伝道庁の遥拝式後に年末大掃除を行ないました。当日は40名以上の管内教
信者と伝道庁スタッフにより、神殿上段、参拝場、教職舎、レインボーハレなど庁内全体の清
掃が行なわれました。また同日、夕づとめ後にお社内の清掃を行ないました。

　12月19日（日）～22日（水）にわたり、伝道庁にて、おやさと練成会英語コース中期を開
催しました。海外部からは、張間仁部員がスタッフとして来布しました。次項に受講生、藤
原ノーランさんの所感を掲載します。
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　ハワイ伝道庁で開催さ
れた、おやさと練成会英
語中期コースは、参加し
た受講生にとって良い経
験になりました。受講生
7人全員が口をそろえる

ことは、セミナーに関わったスタッフや講師
たちの素晴らしいサポートのおかげで、今回
のセミナーが興味深く、楽しみめるものにな
ったということです。4日間みんなで一緒に
価値ある時間を過ごすことができました。そ
の中でも特に印象に残った活動は、マルヒア
病院への訪問でした。そこではお年寄りの方
に楽しんでもらうため、歌を歌ったり、クラ
フトの作業を手伝ったりしました。最後には
デイケアのスタッフやお年寄りの方々からお
礼の言葉をいただくことができました。
　また、にをいがけ活動では、伝道庁周辺の
お宅を訪問して、たくさんの人たちと出会い
貴重な時間を過ごしました。メンバーの中に
は、にをいがけ中におさづけの理を取り次い
でいる機会にめぐり合うことができた学生も

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
地方・鳴物講習会

　２月19日（土）午前９時から１１時半まで、本部員・吉川萬太郎先生を講師にお迎えし、
地方・鳴物講習会を開催致します。

カウンセラー 
　井上　デービッド　（東中央・ハワイセントラル）

中期修了生
　井上　ゴードン　（東中央・ハワイセントラル）
　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）
藤原　トゥリシャ（本島・マウイ）
藤原　ノーラン　（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）

いました。セミナー期間中で大変だった事は
朝が早いことで、ほとんどの受講生は朝5時
に起きることが辛かったようです。朝が早く
て疲れていたので、休憩中は大抵みんな寝て
いました。後期コースではそこまで疲れるこ
とのないようにしたいです。全体としてセミ
ナー中期コースは、心に残る経験となりまし
た。浜田庁長先生夫妻をはじめ、スタッフ、
講師の方々に感謝します。次は、おぢばで開
催されるおやさと練成会英語後期コースで、
みんなに会えることを楽しみにしています。
　　　　　　　　　　　　【藤原ノーラン】



4月 婦人会創立百周年記念総会

　　　　　　　　　　　　　ハワイからの帰参者
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フォトギャラリー 2010

5月 青年会・婦人会・女子青年合同総会

　1月 少年会リーダーズキャンプ
　　　　　　　　　　　ポイ作り体験

1月 婦人会新年会
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　2月 婦人会

　　　教祖ご誕生お祝いの集い

3月 青年会餅つき

　モアナサーフライダーホテル

4月 婦人会創立百周年記念総会

　　　　　　　　　　　　　ハワイからの帰参者

5月 少年会総会　おつとめまなび
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6月～7月 

　　　　ハワイ修養会

7月 天理教ピクニック

8月 天理教バザー

9月 少年会こどもおぢばがえり
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9月全教一斉にをいがけデー

10月 女子青年ガレージセール

12月 伝道庁年末餅つき
11月 女子青年こかん様に続く会
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　新年明けましておめでとうございます。
今年は世界中の英語圏の方々がハワイに
集まり、信仰を深め合うハワイコンベン
ションが開催されます。そしてまた、ハ
ワイ伝道庁創立60周年へ向かう三年千日
のスタートの年でもあります。どんな行事
を行なう時にも大切なことは、おつとめを
つとめる心でさせて頂くということではな
いでしょうか。今年も一年、神様の心に溶
け込んで、一手一つにつとめさせていただ
きましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　1月8日（土）　9：30-

■例会（新年会）

　1月10日（月）　		10：00-
　・庁長先生講話
　・新年会（ゲーム、会食など）
　☆2月例会はお休みです。

■鳴物練習

　1月11日（火）　9：00-
　2月15日（火）　9：00-

婦人会だより ■第三回「おさしづと婦人会」勉強会

　1月15日（土）　9：00-（最終回）
　参加御供　＄5（初回の方のみ）

■もちつきひのきしん

　1月3日（第一保険会社）於：ワード
　1月9日（日本文化センター）
　　　　
■バザーひのきしん

　2月9日（水）よりウエストハウスに於
いてバザーひのきしんが始まります。縫
い物ひのきしんに参加して下さる方、お
待ちしています。

＊今月の大祭直会当番は、合同Ｂグループ
です。よろしくお願い致します。

＊天理教校学園高校の食事ひのきしん当
番の方々は、よろしくお願い致します。

女子青年だより

■こかん様に続く会
　2月26日（土）、27日（日）の二日間で

　行ないます。

■ひのきしん
　6月19日、伝道庁月次祭後にひのきし　

　んを行ないます。詳細は後日お知らせ

　ます。



青年会だより

■First	Insurance	Co.	餅つき

　1月3日（月）　　		9：00
　於：1100	Ward	Avenue

■青年会月例会議
　1月16日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール

■少年会新年会ピクニック準備

　1月23日（日）　　　　9：00
　於：モイリイリスタジアムパーク
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少年会だより

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！

「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。

■少年会リーダーズキャンプ＆新年会 ■2011年度　少年会活動方針



　2011年兎年が、実りある一年になることを願っています。
今回は新年を祝うのにふさわしいメニューを探していまし
た。日本では一杯のそばで年を越すのが一般的ですね。です
から、このレシピをネットで見つけた時はどれだけ嬉しかっ
たことでしょうか。一人前：295cal、脂質4.8ｇ（コレステ
ロール46mg）となります。詳しい情報はallrecipes.comで確
認できます。お勧めのドリンクですが、こだわりの方にはリ
ースリングワイン、そうでない方にはグラスビールで十分で
しょう。それでは、新年を祝って乾杯！

材料
　鶏むね肉‥‥‥‥‥‥‥‥‥500ｇ
　玉ねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個
　キャベツ‥‥‥‥‥‥‥‥‥半玉
　人参‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２本
　焼そば麺‥‥‥‥‥‥‥‥‥200ｇ
　にんにく（きざみ）‥‥‥‥２片

チキン焼きそば

食いしん坊レシピ

作り方
①　大きめのフライパンに、ごま油、キャノ
　　ーラ油、チリペーストを入れて、30秒間
　　さっと熱します。そこに刻んだにんにく
　　を入れ、さらに30秒間炒めます。

②　次に、鶏肉と醤油1/4カップを入れて、
　　お肉に焼き目がつくまで炒めたら、フ　
　ライパンから取り出して置いておきます。

③　そして、フライパンに玉ねぎ、キャベ　
　　ツ、人参を入れてキャベツがしなっとな

るまで炒めます。残りの醤油を加え、麺と鶏
肉を混ぜて炒め合せたら出来上がりです。お
祝い用のお皿に盛り付けましょう！

調味料
　キャノーラ油‥‥‥‥‥‥		大さじ1
　チリペースト‥‥‥‥‥‥			大さじ2
　醤油‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1/2カップ
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12月行事報告1月行事予定

		1日（土）・元旦祭
		3日（月）・青年会餅つき
		4日（火）・文化センター１月大祭
		6日（木）・婦人会委員会
		8日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
		9日（日）・日本文化センター餅つき
10日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
11日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会	
13日（木）・ハワイコンベンション会議	
　　　　　	・まこと/オリジンズ編集会議
15日（土）・婦人会おさしづ勉強会
　　　　　・主事会
16日（日）・伝道庁1月大祭
　　　　　・教校学園海外研修説明会
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
17日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・庁長夫妻帰本（～2/2）
18日（火）・祭儀委員会
22日（土）・少年会リーダーズキャンプ
23日（日）・少年会新年会　　
26日（水）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
29日（土）・HARP講習会（～30日）

		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
		9日（木）・ハワイコンベンション会議
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
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）・HUGSクリスマスパーティー
　　　　　　　　　　　　　　　　ひのきしん
　　　　　・主事会
19日（日）・伝道庁月次祭　　　　
　　　　　・青年会会議
　　　　　・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
22日（水）・おやさと練成会中期コース閉講
25日（土）・張間仁海外部員帰本
26日（日）・遥拝式
　　　　　・伝道庁年末大掃除
30日（木）・伝道庁餅つき
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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/


