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おぢばからのメッセージ

立教174年1月26日
　
　親里は年の初めから近年にない厳しい寒さが続いておりますが、本日も肌を刺すよ
うな寒風がふきすさぶ一日となりました。そうした中、寒さも厭わずおぢばを慕って
お帰りになられた大勢の教友の方々と共に、教祖のご苦労を偲ばせて頂きながら、立
教174年の春季大祭を真柱様を芯に一手一つに勇んでつとめさせて頂きました。
　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、様々な事情のもつ
れや身上の障りに悩み苦しむ人々に、教祖が定命を縮めてまでお急き込み下さいまし
たつとめと、扉を開いて広くお渡し下されたさづけの理をもって、たすけの真実を尽
くし、尊き親のお働きをいただけるよう努力を積み重ねる覚悟をお述べになりまし
た。また、よろづたすけの上に自由のご守護を賜り、世界だすけの道がいよいよ伸び
開けて、世界一れつの人間が兄弟姉妹として互いに立て合いたすけ合う陽気づくめの
世の様に、一日も早く立て替わらせていただけますようにと祈願されました。
　祭典に引き続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。
　真柱様は冒頭、春季大祭の意義について、元一日に込められた親の思いを噛み締
め、先人達の胸中にも思いを致し、改めて現在の私たちの通り方を顧み、心の向きを
正して、思い新たに思召にお応えする歩みを踏み出す為であるとお述べ下さいまし
た。
　続いて、稿本天理教教祖伝、第十章「扉ひらいて」を基に、教祖が現身を隠される
までの様子を振り返られました。お話の中で、今日では当時と違いおつとめを妨げる
ような法律はないが、神一条に徹することを妨げるものはいろいろある。おつとめに
限った事ではなく、人間思案に流れ、筋道を外しそうになる場面は日常的にあり、教
祖にもどかしい思い、残念の思いをお掛けしていることはないか、折に触れ、自らの
通り方を振り返る事を忘れてはならないとお話し下さいました。
　また、官憲の圧迫故とは申せ、おつとめを手控えていた状態から、教祖のお身上を
通して人々の成人を促し、ついに白昼堂々とおつとめをつとめるまでに導かれた過程
は、ひながた50年を締め括るお仕込みであり、そこからは様々なご享受を汲み取れる
が、その一つにお道の人材を仕込み、育てる上での手本、手がかりを見出す事が出来
るように思うとお述べ下さいました。
　最後に、今日の日に凝縮された親の思いを噛み締め、胸に刻み直して、教祖にお受
け取り頂けるつとめ方を念頭に今年も勇んでお励み下さいますようにと、講話を締め
括られました。
　お言葉につきましては、天理時報、みちのともを必ずご熟読下さい。
　尚、本日の春季大祭には韓国の約120名をはじめ、ブラジル、台湾、アメリカなど
から約200名の教友が海外よりお帰り下さり、祭文奏上並びに神殿講話の同時通訳は
英語、中国語（北京語）、韓国語、ポルトガル語の４言語で行われました。
　以上、併せてご報告いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、陽気ぐらしを楽しみに、こ
の世と人間をお創り下されてより、永の
年月、並々ならぬご丹精を頂いてお育て下
さり、旬刻限の到来と共に、教祖をやしろ
に、この世の表にお現れ下されて、よろづ
いさいの元の真実を明かし、つとめを教
え、自由の守護を見せて、一列を陽気ぐら
し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、日々御高恩に御礼申し上
げ、ご恩報じを念じて、勇んでたすけ一条
の道に励ませて頂いております中に、本日
は当伝道庁の春の大祭を執り行う日柄を迎
えさせて頂きました。この月２６日は、教
祖が世界中の人間を一日も早くたすけ上げ
たいとのお心より１１５才の定命を２５年
お縮めになり、ご存命のお働きをもって世
界たすけに踏み出しくだされた元一日でご

1月大祭祭文

ざいますので、その理を受け、ただ今より
おつとめ奉仕者一同心を揃え、鳴物の調べ
も高らかに座りつとめ、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、陽気世界の実
現に向かって、一層の成人をお誓い申し上
げる状を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。
　私どもよふぼく一同は、心の闇路を彷徨
っている人々に真の親の思いを伝え、大い
なる親の守護に触れてこの世の真実に目覚
め、ともに世界中の人々の幸せを願う成人
への道を歩ませて頂きたいと存じます。
　親神様には私どものこの真心をお受け取
り下さり、変わらぬ親心をもって世界たす
けのご用にお使い下さり、人々が互いにた
すけあい睦み合って陽気ずくめに暮らすこ
とのできる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
に慎んでお願い申し上げます。
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楽人

龍　笛   T.西村  Ｔ.岩田  Ｍ.中尾　Ｍ.ヒル　

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

1月大祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　柿谷節生	 	
賛　者	 中尾スティーブン　城ウェイン　	 	
指図方	 中尾善宣
献饌長	 岩田メルビン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．稲福	 Ｔ．美馬
	 Ｇ．本田	 Ｗ．城	 Ｓ．社本
てをどり	 庁長夫人	 Ｊ．山　　Ｓ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．斉藤	 Ｍ．ユック
	 Ｔ．松川	 Ｃ．浜田	 Ｙ．川崎
笛	 Ｔ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｗ．三国	 Ｄ．川崎	 Ｅ．高田
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｓ．中尾	 Ｍ．久尾
太鼓	 Ｃ．三国	 Ｅ．高田	 Ｏ．中尾
すりがね	 Ｍ．社本	 Ｇ．井元	 Ｓ．中尾
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｇ．井上	 Ｔ．井上
琴	 Ｃ．美馬	 Ｔ．中尾	 Ｓ．久尾
三味線	 Ｃ．明本	 Ｌ．蘇	 Ｎ．椎葉
胡弓	 Ｍ．中島	 Ｌ．本田　Ｌ．井上
地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｓ．三濱
	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元

祭典役割

伝道庁２月月次祭　

2月20日（日）午前9時

祭典講話：

　　　吉川萬太郎 本部員

英語通訳：岡村リサ

教会長・布教所長会議
次回　2月20日（日）　12：45～13：30　
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1月大祭祭典講話

　　ハワイ伝道庁長　浜田道仁

教 祖　ご 存 命

　ただ今１月大祭を心一つに陽気に勇んでつ
とめさせて頂きました。有難うございます。
今月は教祖が現身を隠され、存命のお働きを
もって世界たすけに踏み出された元一日に縁
ある大祭でありますので、教祖のお心に少し
でも近づかせて頂きたく、ただ今からお話を
させて頂きます。
　明治20年（1887）陰暦正月26日、教祖は
世界中の人々を早くたすけたいとのお心か
ら、現身をおかくしになられました。常々
115才定命と聞いていた周囲の人々は、教祖
は必ずそのお歳まで居てくださると信じ切っ
ていました。ところが90才で突然お姿をお
かくしになり人々は驚愕落胆、これでこの道
はお終いだと茫然自失の状態となりました。
　本席様を通して神意を伺ったところ、

　　　「・・・子供可愛い故、をやの命を二十

五年先の命を縮めて、今からたすけするの
やで。しっかり見て居よ。今までとこれから先
としっかり見て居よ。」

と暖かい親心溢れるお言葉がありました。人
々は、教祖は姿をかくして後までも、一れつ
たすけのために存命のままお働きくだされる
のかと安堵の胸をなで下ろしたのです。
　教祖は常々115才定命と言われながら90才
でお姿をかくされたのは、突然の出来事のよ
うに言われます。しかし、前もってこのこと
を知らせておられるのです。
　明治7年（1874）に誌されたおふでさき第
3号73、74のお歌に、

　　十一に九がなくなりてしんわすれ
　　正月廿六日をまつ　　　　　　　　　三-73

　　このあいだしんもつきくるよくハすれ
　　にんぢうそろふてつとめこしらゑ　　　三-74

と、お姿をかくされる13年前にすでに予告
されているのです。このお歌の、「十一に九
がなくなりて」の意味はいろいろに解釈され
ていますが、十一と九の数字から二十という
数を想像できます。そこから、明治二十年に
なれば、長年の苦労もなく、辛苦も忘れる
ほどに親神の言った証拠試しが実現する日が
来る。この日は正月二十六日で、この日を待
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つのである。その日までにかんろだいを建設
し、真柱も屋敷に定まるようにして、つとめ
人衆もそろってかんろだいつとめができるよ
う、準備万端整えておくようにせよ、という
意味になります。
　このお歌の裏付けとして、教祖が現身をか
くされた2年後のおさしづに、

　　「さあ／＼正月二十六日と筆に付けて
置いて、始め掛けた理を見よ。・・・」
　　　　　　　　     明治22年（1889）3月10日

というお言葉があります。「筆に付けて置い
て」とは、おふでさきに誌しておいたという
ことです。おふでさき全1711首のなかで「
正月二十六日」と表現されているのはこの
一首だけですから、「十一に九がなくなり
て」という一節が明治20年を指しているこ
とは、明らかです。しかし、当時の人々にと
って、おふでさきを目にする人はそれほど多
くの人ではなかったでしょう。またこのお歌
が何を意味しているのか理解できる人はいな
かったと思われます。人々が教祖は115才ま
で居て下さると信じていたのは無理からぬこ
とでした。
　教祖がお付け下されたひながたの道は50年
です。41才から90才までの50年です。しか
し115才定命とのお言葉通りに現身をもって
おられたとすれば、ひながたの道は41才か
ら115才までの75年という事になります。も
し、ひながたの道が75年であったとすれば、
どのような道をつけられたのでしょうか。
　私の勝手な思案でありますが、定命通りに
115才まで現身をもっておいでになれば、ひ
ながたの道は内容が異なったものになってい
たと思われます。50年のひながたでは、115

才の内、お命を縮められた２５年分は、本席
様を通して、おさしづをもって導いてくださ
ったのでありますが、もし、ひながたの道を
75年と仮定するならば、現身をもって115才
の定命を全うされていることになり、おさし
づによるお言葉はなかったと想像します。も
しおさしづがなかったとすれば、教祖はご存
命でおいで下さるということがどれだけ人々
に信じられたでしょうか。姿をかくしただけ
で、いままでと変わりないのやで、と言われ
ても、疑い深くなっている人間には、お姿の
見えない教祖のお心やお働きは感じられなく
なってしまうのではないでしょうか。それ故
に、存命で働いているということを得心させ
るために、本席様を通してお言葉を出し、守
護しているということを肌身に感じさせて教
えてくだされたのだと思います。本席様は人
間でありますので、親神様が本席様に入りこ
まれた時のみ親神様のお言葉になるのです。
教祖ひながたの道は最初から50年を予定され
ていたということです。稿本教祖伝を読ませ
て頂くと、親神様は用意周到に段取りを進め
ておられることがよく分からせて頂きます。
　少し天理教史を振り返ってみますと、ま
ず、後に本席となられる飯降伊蔵様が夫人の
身上をご守護頂いたことから元治元年（1864
）信仰を始め、やがてお屋敷へ引き寄せられ
て教祖の代理を務められるようになっていき
ます。予言とされる前出の、「十一に九がな
くなりて」のおふでさきが書かれたのは明治
7年（1874）ですが、この年にはかんろだい
の模型やかぐら面が作られ、おつとめの準備
が進められていきます。おふでさきのご執筆
はこの年に第3号から6号半ばまで約450首作
られます。翌明治8年（1875）には第6号半
ばから12号までの約800首が作られ、この２
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年間で書かれたおふでさきは、実に全体の73
％に達しています。
　因みにおふでさきは明治２年（1869）か
ら15年（1882）まで、14年間にわたって執
筆されています。おふでさきは現実に起きて
くる事柄を台として書かれており、明治７、
８年はお道が大きく動こうとしている時であ
りました。この明治７年には、教祖が定命を
お縮めになられた遠因となる、高山への布教
が始まります。高山とは、社会の上層で権力
を振るっている階層のことを指しています。
２人の高弟が大和神社に遣わされ、どのよう
な神様を祀っているのか尋ねます。大和神社
は教祖がお生まれになられた三昧田村の前川
家のすぐ近くにあり、日本の古代天皇から続
く由緒ある神社です。
　明治７年を遡る10年前の元治元年（1864
）、この神社で大きな事件が起こりました。
教祖のお屋敷で最初の「つとめ場所」のふし
んが行われ、棟上げができた翌日、秀司様は
じめ10数名が豆越村の山中家へ赴きました。
教祖から、
　　「行く道すがら神前を通る時には、拝を
するように。」
とのお言葉を受けて出掛けます。丁度この神
社の前にさしかかった時、お言葉通りに拍
子木や太鼓をたたいて「おつとめ」をしたと
ころ、神職が出てきて中止を命じ、祈祷の邪
魔をしたとて取り調べの上数日間留置しまし
た。ようやくできはじめた信者はこの一件か
ら恐れをなして信仰を止めるという大きな事
件となった経緯があります。
　10年前の出来事とはいえ大きな「ふし」と
なったこの神社に、教祖は敢えて神祇問答を
仕掛けていかれたのです。いわば挑戦です。

　　みへるのもなにの事やらしれまいな
　　高い山からをふくハんのみち　　　　五-57

　　このとこへよびにくるのもでゝくるも
　　神のをもハくあるからの事　　　　　　五-59

と、いよいよ世界に向かって、髙い山から往
還道を付ける。警察の召喚も出張も高山たす
けを急き込まれる親神の思召に他ならぬ、と
これ以降12年間にわたり、17〜８回に及ぶ
教祖の留置投獄という形をもって高山布教が
始まります。
　大和神社の一件から教祖は山村御殿へ呼び
出されて詰問され、（山村御殿というのは皇
族に拘わる由緒ある寺）いよいよ警察の取り
締まりが始まります。そして礼拝の目標とな
る御幣や鏡などが没収、教祖の元に参詣して
はいけないと信仰を差し止められることにな
っていきます。しかし教祖は、

　　このあかいきものをなんとをもている
　　なかに月日がこもりいるそや　　　　六-６３

と、おふでさきに誌し、赤衣を召され、いさ
さかも躊躇されることなく、自ら「月日のや
しろ」におわす理を明らかにされました。ま
たその赤衣は悪難よけのお守りとして広く人
々に渡される事になりました。
　翌明治8年（1875）には、かんろだいが据
えられるぢば定めが行われ、人間創造の元の
地点が明らかにされました。さらにおつとめ
の第３節、「あしきはらいたすけたまへいち
れつすますかんろだい」の歌と手振りが教え
られ、かんろだいつとめの手一通りが初めて
整えられました。
　このように明治７、８年のころは教義が整
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えられ、高弟の方々が多く入信し、布教活動
が活発に進められている時です。このような
時に、明治20年陰暦正月26日に現身を隠す
ことを予言しておられるのです。官憲の取り
締まりや神官僧侶の迫害は日を追って激しく
なり、その度が増すにつれ信仰についた人々
の心が揺らいできます。一方、教祖はおつと
めを急き込まれます。誰の干渉も受けずにお
つとめができるようにと、人々はいろいろな
方法を模索します。しかしどの方法も教祖は
お許しにはなりません。むしろ、そんなこと
をすれば命がなくなるぞ、といわれるほど厳
しい言葉を出して止められます。
　おつとめを急き込まれる教祖のお言葉とは
反対に、人々はおつとめをすることに躊躇し
ます。おつとめをすれば高齢になられていく
教祖が、真夏の暑いとき、また凍える寒さの
なかで警察や監獄に何日間も留置拘留される
のです。もし私が先人のかたがたの一隅にい
たとすれば恐らく同じ態度を取っていたこと
と思います。理と情の板挟みになって迷い悩
み続けていたことと思います。
　世界たすけの道はおつとめをつとめる事に
よって進められることを、親神様は人間創造
の時より決定されているのです。おつとめを
つとめる事が陽気ぐらしへの唯一の方法なの
ですから、どのような反対攻撃があってもこ
れを変更するわけにはいきません。ですから
教祖はご自分の身をもって人々の決断を迫ら
れたのです。そして、自分の身はどうなって
もよいと覚悟を決めておつとめを実行したと
き、たすけ一条の道を通りやすいようにして
くだされたのです。それは教祖が現身をかく
されるということだったのです。
　親神様は人間の感情がこれ以上持ち堪えら
れないというギリギリのところで心を決める

重要なお言葉をくださっています。
　次の大変有名なお言葉があります。

　　「さあ／＼月日がありてこの世界あり。
世界ありてそれ／＼あり、それ／＼ありて身
の内あり、身の内ありて律あり、律ありても心
定めが第一やで」

というお言葉です。教祖のお身上が迫り、命
が危ないという状況のなか、お側の人々との
対話のなかで下さった、この世界の構成と心
の使い方の順序についてお説きくだされた大
変重要なお言葉です。私たちの住む社会で
は、人々が安心して平穏に暮らしていくため
に法律というものが決められています。それ
に違反すれば罰則が与えられます。しかし法
律というものは人間が決めたものであり、社
会の変化によって変わっていくものです。人
間が知恵を出し合って決めた法律というもの
は大切なものではあるが、もっと重要なこと
は、人間世界を造り守っている神の思いに添
うことが最も大切なのだと教えています。こ
のお言葉はまさしくこのような切羽詰まった
状況のなかでお教えくだされたものです。む
しろそのような状況を設定して、大切な角目
のお言葉をくだされたのだと思います。
　教祖がお命を縮めてまで願っておられるこ
とは、私たち人間が仲良く助け合って陽気に
暮らすということです。しかし今の私たちは
どれほどご期待に添えているでしょうか。教
祖は今どのような思いで私たちを見ておられ
るのでしょうか。
　一連のおふでさきにお思いを誌されてい
ます。

　　月日にわどのよなものもわが子なり
　　かわいばかりでみてハいれども　十二-８８
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　　なさけないとのよにしやんしたとても
　　人をたすける心ないので　　　　　十二-９０

　　これからハ月日たのみや一れつわ
　　心しいかりいれかゑてくれ　　　　十二-９１

　　ここ心どふゆう事であるならば
　　せかいたすける一ちよばかりを　十二-９２

　　このさきハせかいぢううハ一れつに
　　よろづたがいにたすけするなら　十二-９３

　　月日にもその心をばうけとりて
　　どんなたすけもするとをもゑよ　　十二-９４

　　このたすけどふゆう事にをもうか
　　ほふそせんよにたしかうけやう　　十二-９５

　　またゝすけりうけ一れつどこまでも
　　いつもほふさくをしゑたいから　　十二-９６

　親神にとって世界中の人間はどんなもので
も一人余さず可愛い子供である。親は子供達
がたすかることばかりを思っているのに、お
前たちは自分のことばかり考えて、苦しみ難
儀している人のことを考えようとしないのは
なんと残念なことか。これからは心をしっか
り入れ替えてたすけ一条の心になってもらい
たい。世界中の人間が親神の心に添い、互い
にたすけあって暮らしていくならばどんなた
すけもしてやろう。最も恐れられている天然
痘にも掛からないように守ってやろう。食べ
る物に困らないよういつも豊かな稔りにして
やろう。お前たちをたすけてやりたいのだ。
と、私たち子供が可愛いお心一杯でおられる
のです。天然痘は現在絶滅していますが、今
で言えばインフルエンザのような非常に強い

伝染力を持つ病気と言うことができます。
　天保九年、親神様が初めてこの世界に現れ
下されたとき、夫善兵衞様は３日間苦慮され
たうえ、みき様の命を案じて神のやしろに差
し上げることを決意されました。それによっ
てこの道が始まり発展してきました。明治20
年、教祖お姿をおかくしのときも、教祖の命
にかかわるという状況の中で初代真柱様を中
心に一同の決意を求められ、その決意によっ
て教祖は存命の理をもってお働きくださる事
になりました。いずれも決意がされて物事が
動き始めたのです。このことは私たちが道を
歩むときの心の持ち方を示して下されている
のであります。決意つまり心を定めるところ
から物事が始まっていくのであります。教祖
は私たちに神一条の道を歩む決意を促される
ために、50年間ひながたの道をお通りくださ
れたともいえます。そして決意、すなわち心
を定め、堅く守って通るならば教祖は決して
見放しはされません。必ず陽気ぐらしへと導
いてくださるのです。

　　「さあ／＼これまで住んで居る。何処
へも行てはせんで。何処へも行てはせん
で。日々の道を見て思やんしてくれねばなら
ん。」　　　　　　　　　　明治２３年３月１７日

　教祖はご存命です。ご存命でいつも私たち
を見守って下さっているのです。何の心配も
いりません。教祖にもたれ、安心して、意気
揚々と世界たすけの道を歩ませて頂きましょ
う。
　ご静聴、有難うございました。
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　ハワイの地を離れたのが、もう
随分昔のことと感じています。妻
のはること結婚した後、サンフラ
ンシスコに移り住んで2年半が経
ちました。ここでの生活は本当に
素晴らしく、人々はとても温かく
て、親切な方ばかりです。ハワイ
を離れたことで、今まで当たり前
と感じていたことに感謝できるよ
うになりました。サンフランシス
コに移住してから多くのご守護が
ありました。日本で7年間を過ご
し、何の資格もないままアメリカ

に戻りましたが、自分の専門分野での職に就くことができました。自分たちが全くの新しい土
地でやっていけるのかと本当に心配していましたが、おぢば時代の友人のおかげで今の仕事を
得ることができました。それだけではなく、様々な場面で親神様のご守護をいただいていて、
そのすべてを書き尽くすことはできません。私たちは教会のとても近くに住んでいるので、そ
のおかげで毎月おつとめ着を着て、おつとめをつとめさせていただいています。家では、出来
るだけ毎日、朝夕のおつとめをつとめるよう心がけています。親神様、教祖に繋がり続けるこ
とが、変わらぬ健康、幸せなど溢れんばかりのご守護をいただける基になると信じています。
それでは、またみなさんに会えることを楽しみに
しています。

ハワイの教友

　世界中のハワイ教友の中より、今回はカリフォルニア州・サンフランシスコに在住の井上
グラントさん（東中央・ハワイセントラル教会）の所感を掲載します。

世界各地で活躍する

ハワイの教友

　第50回
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　昨年の12月29日（水）、マウイ教会では毎年恒例の餅つきが行われました。今回用いられた
もち米は約55㎏。まず蒸籠を使い昔ながらの方法でもち米を蒸した後、餅つき機で餅をつき、
教会メンバー、家族、友人が一緒になって鏡餅、小餅、餡餅、よもぎ餅を作り、希望者には出
来上がった餅を振る舞いました。今年で二回目になりますが、薬物乱用や酒害からの立ち直り
を支援する施設のマラマファミリー・リカバリーセンターのディレクターの案内で、今年も治
療を受けている女性の方々が教会関係者と共に小餅、餡餅、よもぎ餅といった様々な餅を丸め
ました。餅といえば、醤油をつけて食べる、あるいは海苔を巻いて食べることしか知らなかっ
た方にとっては、とても素晴らしい体験になりました。マラマファミリー・リカバリーセンタ
ーの方が来てくださったお陰で、今回初めて教会に足を運んでくださった方にも天理教の教え
を伝えさせていただくことができました。初めて教えに触れた方にとっては、天理教が一人の
女性から始まったことに深い感銘を受けていました。リカバリーセンターで治療を受けている
方々の多くは、様々な問題を抱えています。しかし、教祖の教えに触れたことにより、困難に
打ち勝つことができる確信を得たことと思います。皆さまにとって、2011年が素晴らしい年と
なるよう祈っています。　　　　　　　　　　　　　　　　プカラニ布教所長　伊藤フェイス

アイランドニュースアイランドニュース

餅つきニュース

Malama Family Recovery Centerのみなさん

マウイ島年末餅つき
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　1月3日（月）、ファースト・インシュア
ランス・カンパニー（保険会社）が創立百周
年を祝うため、青年会に餅つきをしていただ
きたいとの依頼があり、青年会・婦人会・伝
道庁スタッフメンバーが本社ビル屋上にて餅
つきを行いました。三臼搗き、搗き上がった
餅はその場で餡餅にし、従業員に振る舞いま
した。対外的な場で餅つきを披露する場合、
ピンク地に白抜きでTENRIKYOの文字がある
揃いのハッピを着用し行います。今回は、フ
ァースト・インシュアランスカンパニー社長も喜んでこのハッピを着用し何度か杵を手に実際に
搗いていました。餅つきの様子はテレビニュースで流れ、また新聞にも写真入りで紹介されま
した。ひのきしんに来てくださった皆さま、有り難うございました。今年も多くの餅つきを予
定していますので、是非参加していただきたいと思います。　　　青年会委員長　岩田バート

青年会餅つき

オハナ祭餅つき

　１月９日（日）、日本文化センターで開催されたオハナ祭りに於いて餅つきを行いました。1
度につき２臼で、計3回の餅つきを行いました。餅つきの様子を一目見ようと大勢の見物客が集
まり、何人かの方には一緒に餅つきに参加していただきました。子供も大人も一緒になって餅
をつく姿は素晴らしいものでした。搗いた餅はあんこを包んで小餅にして来場者に振舞われま
した。当日のお手伝いしていただいた皆様、ありがとうございました。
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婦人会 新年会

マッキンリー高校餅つき

　1月21日（金）、ホノルルサウスキングス
トリートにあるマッキンリー高校にて餅つ
きを行いました。当日は、色んな職業を紹介
する授業の中で、教会の活動として紹介さ
れ、100人以上の学生の前で餅つきを披露し
ました。見慣れない餅つきの様子を見て、学
生からは大きな歓声があがりました。また、
数人の学生にも餅つきに参加してもらいま
した。

ジェスチャーゲームでのひとこま

　1月10日（月）、婦人会新年会を行いました。当日は32名の婦人会員が集い、楽しく賑やか
に開催されました。初めに庁長先生からのお話しがあり、続いて稲福ルイーズさん指導の下、
参加者全員でエクササイズをしました。この体操が大変好評で、参加者の中には毎月行いたい
という方もいました。その後、毎年恒例のイスとりゲーム、風船リレー、ジェスチャーゲーム
などを楽しみました。ランチは、お弁当とおすし、主任特製のおぜんざいなどを頂き、閉会し
ました。
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少年会　リーダーシップキャンプ＆新年会

　1月22日、23日の二日間で少年会リーダーシップキャンプ＆新年会を行いました。4名の参
加者（男子2名、女子2名）で行われた今回のキャンプは、とても順調に進みました。彼らは
期間中を通して団結したチームのように、仲良く過ごしてくれました。彼らに与えた影響は
強くなかったかもしれませんが、この経験がリーダーとして成長する上で、新たな自信やスキ
ルを与えてくれたと信じています。モイリイリ公園で行われた清掃ひのきしんには、約60名の
参加者が集まりました。大人も子供も一緒になってひのきしんに励む姿は、素晴らしい光景で
した。私はひのきしん当日の挨拶で、大人は、子供が見習うことのできるモデルになろうと話
しました。さもないと子供は自分勝手になり、やがてはお道から離れていくのです。子供たち
が一生懸命動いているということは、私たちが次の世代に信仰を伝えられていると言えるので
はないでしょうか。公園内はゴミや刈った芝で散らかっていましたが、みんなが楽しめる綺麗
な公園になりました。そして子供たちと一緒にホームレスの方に、プレートランチを配りまし
た。ある女性は、笑顔でありがとうと言葉を返してくれました。その方にランチを渡した少年
会員も嬉しかったことでしょう。
　キャンプ初日のチームワークショップを盛り上げてくれて、またひのきしんの物品搬入、テ
ント設置撤収、バーベキューなどを担当してくれた青年会、女子青年の皆様ありがとうござい
ました。また、昼食の料理、準備をしてくれた少年会スタッフやボランティアの方々に感謝し
ています。皆様の一手一つと誠の心が、今回のキャンプを成功に導いてくれました。またその
誠の心が参加者、地域社会、さらには世界平和へと繋がっていくことでしょう。ありがとうご
ざいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少年会団長　中尾オーエン
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婦人会「おさしづと婦人会」勉強会

　1月15日（土）伝道庁にて日英両語で開催
された、第3回「おさしづと婦人会」勉強会
に参加させていただきました。明治31年3月
25日のおさしづを基に、婦人会創設の意義
について学ばせていただきました。ただ何と
なく婦人会行事に参加するよりも価値ある経
験となりました。勉強会に参加した感想を少
し述べさせていただきます。
　人間思案で物事を進めるのではなく、神様
の思召に沿って生きていくために、道の理を
理解することが大切です。神様の思召に沿っ
て物事を進めてきた先人のおかげで、今のお
道があるのです。もし真に心を治めた人が芯
となり、他の人を育てていくならば、周りの

　昨年より三回に渡り、「おさしづと婦人会」勉強会が日英両語で開催されました。参加
者の一人、ソルトマン・せつみさん（中河・セントラルフレスノ）の所感を掲載します。

人の心も治まっていくことでしょう。このこ
とは、教会、布教所、家族など様々な組織に
活かすことができます。婦人会の初期のメン
バーは、後からお道に繋がった人々が、神様
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

女子青年委員長交代

　今年の1月より、女子青年委員長が、稲福ルイーズさん（東肥・かりゆし布）から堀川シェ
ロさん（府内・ミリラニ布）に交代となりました。

の思召を理解できるよう彼らを育て、丹精し
ていく必要がありました。そして、お互いに
切磋琢磨し、成人の道を歩んできたのです。
これは私たちが、鳴物、おてふり、にをいが
けやおたすけなどのスキルを高める上でも言
えることです。おたすけの機会を求め、他人
の声に耳を傾けることは、最初の大きな一歩
です。男性と女性の価値は平等でありなが
ら、その役割は異なります。ですから、多様

なグループの中で調和をとりながらつとめる
ことが必要不可欠なのです。
　婦人会の活動に関わる上で、この使命を心
に留めておくことが重要です。そして改めて
婦人会活動の目的を見きわめ、それが親神様
の思召に沿っているかを確認することが肝心
だと思います。その結果、大きな御守護をい
ただくことができるのです。

サンシャイン布教所（周東大・太平洋教会）
三浦ドリス布教所長お出直し

　2010年12月19日、サンシャイン布教所長
の三浦ドリスさんがお出直しになられまし
た。初代布教所長として30年近く布教所を
おまもり下さいました。娘さんのおたすけか
ら、ますます熱心になられ、素晴らしいご守
護をいただかれました。昨年婦人会創立100
周年には、ご自分の身上も忘れて娘さんの休
暇を早くから約束してくだされ、一緒に喜ん
でお帰り下さいました。これが最後のおぢば
がえりになるなど本当に残念でなりません。
きっとご主人様と親神様のもとで心安らか
に、子供さんや孫さんをお見守り下さってい
ると思います。
　　　　　太平洋教会会長夫人　三国光子
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　3回にわたって開催された「おさしづと婦
人会」勉強会は、日英両語で多勢の方の参
加を頂き無事に終了いたしました。
神様の思いを真剣に聞かせて頂くと“なるほ
ど”と心から納得ができ心に喜びが生まれま
す。この喜びをもって「おたすけ」「にを
いがけ」にと私たちの日々のつとめを果た
させて頂きましょう。

■例会

　2月例会はお休みです。
　3月例会は、3月14日（月）です。

■ヌアヌハレ慰問

　2月12日（土）　9：30-10：30

婦人会だより

■鳴物練習

　2月15日（火）　9：00-
　3月15日（火）　9：00-

■TCC清掃ひのきしん（3会合同）

　2月21日（月）

■バザーひのきしん

　毎週水曜日　　　9：30-12：30
　於：ウエストハウス

2月の月次祭直会当番は合同Ａグループで
す。よろしくお願い致します。

少年会だより

　1月22日、23日に行われた少年会リーダ
ーシップキャンプにて、物品運搬、テント
設置、バーベキュー準備、撤収作業まで多
岐に亘るひのきしんをしてくださった青年
会の皆さま、ありがとうございました。

	

　3月25日（金）から27日（日）の3日
間で、少年会春季キャンプと総会を行い
ます。カウンセラー、リーダー層、テン
トの設置と撤収、バンの運転手、キッチ
ンスタッフなど、多くの方のご協力をお
願いします。

■少年会リーダーズキャンプ＆新年会 ■少年会春季キャンプ＆総会
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青年会だより

■青年会月例会議
　2月20日（日）　13：00
　於：伝道庁ホール

■TCC清掃ひのきしん

　2月21日（月）　　9：00-
　木の伐採・剪定ひのきしんをさせていた
だく予定です。多くの方に参加いただきた
いと思います。よろしくお願いします。

女子青年だより

■こかん様に続く会
　2月26日（土）　9：00-

　場　　所：伝道庁

　参加御供：＄5

・当日の予定は、遥拝式参拝後、十全の守

　護についての講義を聞かせていただき、

　続いて、鳴物練習を行います。最後に遅

　めの昼食をいただき閉会となります。参

　加よろしくおねがいします。

■お知らせ
・まだハワイコンベンションの参加を申し

　込んでいない方は、早めに申し込みをお

　願いします。また、会場となるヒルト　

　ン・ハワイアン・ビレッジで宿泊される

　方にお知らせです。2部屋(隣合わせ)を

　予約していますので、宿泊したい方はル

　イーズかシェロまで連絡してください。

・伝道庁月次祭直会のミニバザーで販売す

　るための商品、特に焼き菓子のドネーシ

　ョンをお願いします。

■新委員長より 
・前女子青年委員長、また幹部として活躍

　してくれたルイーズ、テリー、そして新

　たに幹部として加わったモニカ、ニコー

　ル、また女子青年のアドバイザーとし欠

　かせない蘇リン先生、本当に感謝してい

　ます。これからもご協力お願いします。



1月行事報告2月行事予定

１日（火）・コミュニティーひのきしんデー
　　　　　・笹倉雅浩学生担当委員会委員帰国
２日（水）・庁長夫妻帰任
４日（金）・婦人会委員会
　　　　　・ハワイコンベンション会議
５日（土）・教校学園高校海外研修一行来布
７日（月）・文化センター月次祭
８日（火）・翻訳委員会
９日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
12日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
14日（月）・文化センター委員会
15日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教育成委員会
16日（水）・吉川萬太郎本部員来布
　　　　　・教校学園高校生離布
17日（木）・少年会会議
19日（土）・地方講習会
　　　　　・主事会
20日（日）・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
21日（月）・文化センター大掃除
22日（火）・吉川萬太郎本部員離布
　　　　　・祭儀委員会
24日（木）・ハワイコンベンション会議
26日（土）・遥拝式
　　　　　・鳴物練習

		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、新年会
　　　　　・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）・まこと/オリジンズ編集会議
　　　　			・ハワイコンベンション会議	
15日（土）・婦人会おさしづ勉強会
　　　　　・主事会
16日（日）・伝道庁一月大祭
　　　　　・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
19日（水）・少年会会議
21日（金）・マッキンリー高校餅つき
22日（土）・少年会リーダーズキャンプ
25日（日）・ハワイコンベンション会議　　
26日（水）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
27日（木）・ハワイコンベンション会議
29日（土）・HARP講習会（〜30日）
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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/


