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おぢばからのメッセージ

立教174年2月26日

　
　ここ数日に比べると本日は少し肌寒い日となりましたが、春の足音も感じられる
穏やかな晴天のお日和の下、全国各地より大勢の教友がお帰り下さり、真柱様を芯
に2月の月次祭が一手一つ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、日々胸の掃除を
怠らず、教祖のひながたを慕い求めて、心勇んで歩ませていただいております中に
も、昨今世情にあらわれる身上・事情の多くが、人間関係の希薄化に根ざす現実を
真摯に受け止め、今こそ親神様の御教えを伝え広め、人々の心が打ち払われ、喜び
と慈しみに満ち溢れた世の様に立て替わるよう真実の限りを尽くさせていただきた
いとの決心を述べられ、一人一人の成人は申すまでもなく、ぢばの出張り場所とし
て許された教会がよろづたすけの上に鮮やかなご守護を賜り、たすけ一条の道場と
しての御用を十分に果たすことのできますよう、お導き頂きたいと祈願なさいまし
た。

　祭典後の神殿講話は、山本義和本部員がおつとめ下さいました。
　先生は、冒頭「ようこそおかえり」という言葉に込められたぢばの意義について
お話し下さり、元は変わらないもの、激しく移り変わる世の中の動きの中にあって
も、節目節目、また折に触れて元に思いを致し、元を確かめ、足下を固め、目標を
見つめ直す事を忘れてはならないとお述べ下さいました。
　その後、真柱様のお言葉や、インドから難病を押して修養科に入った娘さんとそ
の両親の話を基に、おぢばの理、またその有り難さについてお話し下さいました。
（後日、みちのとも掲載内容を是非ともお読み下さい。）

　既に2月1日付けで部員の異動についてお知らせ致しておりますが、新入部員を迎
えるに先立ち、3月15日に部内部署異動を一斉に行う予定になっております。またこ
れに先立ち、ＴＬＩでは3月8日に今年度の卒業式（日本語科40名、おやさとふせこ
み科21名が卒業予定）を挙行する運びとなっております。
　
　新旧入れ替わりの慌ただしい時期を迎えますが、海外部各部署はもとより、各拠
点とも一層緊密な連携を取り合いながら、新たなスタートを切らせて頂きたいと存
じますので、どうぞよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
　親神様の懐住まいとお聞かせ頂くこの世
界で、溢れる御恵を頂戴し身上自由を叶
わせて頂き、陽気世界実現に向けて成人の
歩みを進めさせて頂いております御守護の
程は、誠に有難く勿体ない限りでございま
す。私共は厚き御恵に御礼を申し上げ、教
祖のひながたを通してお教え頂きました真
実の道を日々歩ませて頂いております中
に、本日はこれの伝道庁の２月月次祭の日
柄を迎えましたので、只今より、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させて頂きます。
　本日は本部員吉川万太郎先生のご来臨を
頂き、また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
し親心にお礼申し上げ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

2月月次祭祭文

お願い申し上げます。
　去る２月５日より16日まで、おぢばの天
理教校学園高校の生徒および職員26名が語
学や文化の研修のため来訪。管内の教会・
家庭に滞在し、心を込めて受け入れをさせ
て頂きました。また昨日、一昨日と吉川先
生よりおつとめ奉仕者に対して地方と笛の
ご指導を頂きました。世界たすけの元であ
るおつとめに一層の心を込め一手一つにつ
とめさせて頂きたいと存じます。
　私どもは、末代にかけて揺らぐことのな
い真実の道を辿らせて頂く喜びを胸に湛
え、たすけ一条に励んでこの地に陽気ぐら
しの種を蒔かせて頂く決心でございます。
何卒親神様には私共のこの真心をお受け取
り、世界の人々が生きる喜びを見つけ、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。
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楽人

龍　笛　　Ｔ.岩田  Ｍ.中尾　

篳　篥　　Ｓ.サム 　 

鳳　笙　　Ｌ.岡村  Ｍ.ヒル  E.今中  　

太　鼓　　Ｍ.社本

鉦　鼓　　C.明本

鞨　鼓　　S.社本

2月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳　中尾オーエン	 	
賛　者	 高田エリック　三国ウェスリー　	 	
指図方	 西村忠正
献饌長	 美馬孝俊	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｓ．三濱
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｓ．柿谷	 Ｓ．中尾
	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｙ．西村　Ｎ．椎葉
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｌ．井上
	 Ｊ．山	 Ｌ．本田	 Ｌ．長田
笛	 Ｍ．社本	 Ｗ．三国	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｄ．川崎	 Ｋ．川崎
拍子木	 Ｒ．山	 Ｅ．高田	 Ｗ．城
太鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｇ．井元	 Ｔ．井上
すりがね	 Ｃ．三国	 Ｋ．川崎	 Ｍ．鈴木
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｔ．井上	 Ｓ．社本
琴	 M．三国	 Ｃ．明本	 Ｓ．柿谷
三味線	 Ｔ．松川	 Ｍ．岩田	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｋ．斉藤	 Ｃ．浜田　Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．美馬	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｍ．稲福	 Ｔ．岩田	 Ｗ．三国

祭典役割

伝道庁3月月次祭　

3月20日（日）午前9時

祭典講話：蘇リン

講話テーマ：たすけ一条の道

日本語通訳：一瀬常徳

教会長・布教所長会議
次回　3月20日（日）　12：45～13：30　
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2月月次祭祭典講話

　　本部員　吉川萬太郎先生

御教え通りに勇んだおつとめを

　只今は、当ハワイ伝道庁の二月の月次祭の
おつとめを、いとも陽気につとめ終えられ、
誠に御同慶に存ずる次第であります。
　私は今回初めて当伝道庁の月次祭に参拝さ
せて頂き、大きな感動を覚え、感激で一杯で
あります。おぢばから遠く離れたこのハワイ
の地でもこのように、大勢の参拝者と相共
に、誰に何はばかることなく、白昼堂々と鳴
物の調子も高らかにおつとめをつとめること
が出来る。こんなありがたい、嬉しいことは
ございません。親神様、教祖は、さぞかしお
喜び下さりお勇み下さっていることと、思わ
せて頂きます。その昔、このハワイの道の草
分けの頃よりご苦心下さいました大勢の道の
先輩諸先生方の霊様もまた、同様にお喜び下
さっていることと思います。
　このように、一手一つに勇んで陽気なお
つとめが、世界各地17,141ヶ所全ての教会

で、毎月大勢の用木信者と共に世界一れつの
陽気ぐらしを祈念してつとめられることが理
想であり、それぞれの使命であります。一日
も早く、この地球上の全ての国、全ての地域
で毎月陽気におつとめがつとめられる日の遠
からんことを願ってやまないのであります。
その為にも、先にこの道にお引き寄せ頂いて
いる私共がそれを念じて、月々真剣に月次祭
をつとめさせてもらわなければなりません。
　天保九年十月二十六日、月日のやしろとお
定まりになった教祖は、以来、親神様の思召
を口に筆に、又ひながたに示して思召に適う
生き方をお教え下さいました。それは、一れ
つ可愛い子供達を救けたい、早く陽気ぐらし
をさせてやりたいという温い親心からであ
り、人を生きながらにして、生まれ替わらせ
るという心の入れ替えをお教え下されたので
あります。その具体的方法としてお教え下さ
れた、つとめ、さづけ、証拠守り、をびや許
し、或は御供などを通して、そうした親神様
の不思議を目の当たりにお見せになり、お導
きくだされているのであります。教祖がお進
め下された数々のたすけ一条の道のうちで最
も基本となりますのが、このおつとめであり
ます。教祖はおつとめをよろづたすけの手段
としてお教え下さったのであります。
　今、世界の人々の多くが考えている武力を
後盾に、力ずくで主義主張を通したり、自国
の又は我が民族だけの平和を勝ち取るために
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は、手段を選ばず、うばい取るといった利己
的な考えや行いで、世界の治まりが実現する
ことは決してありません。お聞かせ下さいま
すように、この世の元はじまりは泥の海であ
り、月日親神様は、この混沌たる有様を味気
なく思召され、人間を造り、その陽気ぐらし
をするのを見て、共に楽しもうと思われ、こ
の世と人間をお創め下さったのであります。

　　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ら  十四-25

と仰せ下さいますように、陽気ぐらしをさせ
たいというのが親神様の思召であります。そ
の上から、お創り下されたこのからだをお貸
し下され、心一つが我がの理として心の自由
をお許し下されているのであります。この親
心がわからないところから、人間は心の自由
を用い誤り、銘々、気随気儘な心使いをし
て、我と我が心に埃の心を積み重ね、親神様
の思召に添わぬ暮し方をして、嘆き苦しんで
いるのが今日の人間生活の現状なのでありま
す。親神様はこれを憐れと思召されて、旬刻
限の到来と共に、教祖をやしろとして表に現
れ給い、元初まりの真実を明かし、かしも
の・かりものの理を説いて、一れつ人間の心
を澄まし、陽気ぐらしへと導く道としてお教
え下されたのがおつとめであります。

　　このつとめなんの事やとをもている　
　　よろづたすけのもよふばかりを　　　　二-９

　　つとめてもほかの事とわをもうなよ
　　たすけたいのが一ちよばかりで  　十六-65

とのお言葉通り、一れつの子供をたすけたい

一条からおはじめ下されたおつとめであり
ます。
　私共人間からすれば、お創り下された親神
様の深い思召、親心を胸に治めて、心のほこ
りを払い、心を一つに合わせて御教え通りに
つとめて世界一れつの陽気ぐらしを祈念申し
上げるのが、目指すおつとめであります。　
　稿本天理教教祖伝に、

　「つとめは、かぐら面を用いるが故にかぐ
らづとめと呼び、よろづたすけを現わすつと
めなればたすけづとめとも呼ぶ。かんろだい
を囲んで勤めるが故に、かんろだいのつとめ
とも呼び、陽気ぐらしを讃えるつとめなれ
ば、よふきづとめとも呼ぶ。それぞれの意味
に於いてそれぞれの呼び名を教え、呼び名に
よってつとめにこもる深い理の一つ一つを分
かり易く覚え易く教えられた」（p.72）

とお記し下されています。
　　
　　つとめさいちがハんよふになあたなら　
　　天のあたゑもちがう事なし　             十-34

と仰せ下さり、終始一貫、教祖は陽気ぐらし
へ向かうてだてとしてつとめの完成とその勤
修をお急き込み下されたのであります。特に
おふでさきに於いて、そうしたつとめの完成
への道すじ、いかに親神様がお望み下されて
いるのか分からせて頂けるのであります。今
は、時間の関係で一つ一つお言葉をとり出す
ことは省略させて頂きますが、何のためにつ
とめさせて頂くのか、つとめによってどんな
ご守護を下さるのか、数々のおうたを通して
わからせて頂けるのであります。即ち、よろ
づたすけということ、そのたすけの内容の概
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略を申し述べさせて頂きます。
　このおつとめによって、あらゆる身上をた
すけて頂ける。まめ（忠実）息災、不老、不
死、いつも達者で年の寄るめはない。定命百
十五才と定めたい。をびや、ほふその守護す
る。災難から逃れさせてもらう。身上の養い
となるりゅうけ農作物の守護をする。天の与
えは違うことがない。世の中の始まり、日本
も世界も始まる、等々誠に結構な御守護を、
つとめによってしてやろうとお教え下されて
いるのであります。
　私達は、このことはよく聞かしてもらい、
よく知っているつもりではありますが、つい
うっかりしがちのことがあるのであります。
　おふでさき第七号の82～84のおうたに、

　　月日よりなにの事でもしいかりと
　　ゆうよふにせよちがう事なし　　　　　七-82

　　どのよふなたすけするのもみなつとめ
　　月日ゆうよにたしかするなら 　　　　七-83

　　しんぢつの心あるなら月日にも
　　しかとうけやいたすけするぞや 　　　七-84

とはっきりと念を押して下さっているという
ことなのです。「月日ゆうよにたしかするな
ら」とそこには、条件が付いているのであり
ます。そして、「しんじつの心あるなら」と
つとめる者の心の向きをはっきりとお示し下
さっている点をしっかりと自覚しなければな
らないと思います。
　姿、形、方法のみならず、真実の心を込め
て、お教え頂く通りにつとめるならば、どん
なたすけも皆そのおつとめで守護してやろう
と、私達の守るべき必須条件と申しますか、

親神様からの私達人間が勤める上での大切な
心の置き処をお示し下さっているということ
を忘れてはいけないのであります。それをど
のように実行しているかということであり
ます。
　かぐらづとめは、親神様が人間をお創め下
された御守護の理を、それぞれ手ぶりに表わ
して、十人のつとめ人衆がかぐら面をつけか
んろだいのぢばで、一手一つに陽気に勤めら
れるのであります。このおつとめによって、
世界一れつの人間の心を澄まし、病の根を切
って下さり、謀反の根を切って頂き、陽気ぐ
らしの世界を立て替えて頂けるよう親神様に
祈願する最も大切な御守護を頂く根本なので
あります。
　ぢばの理を頂き、土地所の陽気ぐらしのひ
ながた道場たるそれぞれの教会でのおつとめ
は、それこそかぐらつとめの理を戴いて、元
始りの時の親神様の御守護を同様の御守護を
国々処に戴かせてもらえるおつとめなのであ
ります。
　それぞれの教会で、月々どのようにおつと
めがつとめられているのでしょうか。御教え
通りのおつとめがつとまっているのか、どう
なのかという問題でもあります。御守護は十
分に戴きたい、皆そう願っているのでありま
す。しかし、お教え頂いた通りのおつとめが
つとめられているのか、「月日ゆうよにたし
か」つとめられているのかという問題になっ
てくると、人間の都合が先に立って、様々
な姿がそこにあるように思われるのであり
ます。
　親神様に御満足頂くおつとめ、お喜び頂
き、お勇み頂くおつとめを、教祖が直々に教
えて下さったのであります。人間心で拵えら
れたものではないのであります。



　全てをお造り下さり御守護下さる親神様が
こうつとめたら救けてやろうと仰っているの
であります。それは、詰めて申せば教祖を信
じよということと一つのものであります。そ
の教祖は月日のやしろであられ、お心は月日
のお心そのものであらせられますから、教祖
のおっしゃる事は間違いのないことなのであ
ります。
　教祖を信じ、教祖のお教え下さる通り、素
直に添い切り、その通り実行すること、あら
ゆる人間思案を断ち、一身一家の都合を捨て
て、ただひたすら、教えられた通り、思召に
添いきり、もたれ切ることであります。この
姿こそ教祖のお目がねに叶ったつとめ方と申
せるのではないでしょうか。
　ここで個々の教会のおつとめを考えてみた
いと思います。私たちの教会のおつとめは、
てをどりは男三人女三人の計六人、男鳴物は
六人、女鳴物三人の計九人、地方は最低一人
として合計十六人のおつとめ奉仕者が必要で
す。更におぢばに習い一人一役で三交替を目
指せば四十八人のおつとめ奉仕者が必要とな
り、目標は大きく広がります。

　　よふ木゛でも一寸の事でハないからに
　　五十六十の人かずがほし　　　　　七-23

　　このにんもいつ／＼までもへらんよふ
　　まつだいつゝききれめなきよふ 　　　七-24

　　こらほどにをもう月日のしんちつを
　　みなの心わなにをふもうや 　　　　　七-25

とおふでさきにございます上から、今日、思
案しますに、ぢばの出張り場所である一つ一
つの教会にいつの世にも五十人、六十人のよ
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ふぼくをお与え頂きたいもので、「いつ／＼
までも」人数の減ることのないように、縦の
伝道の必要性を痛感いたします。これほどの
親神様の思いを「みなの心わなにをふもう
や」とお前達は一体どう思っているのかと仰
せになっているのであります。つとめの理を
戴いて、常におつとめ奉仕者を育てる努力を
目指さなければなりません。
　おつとめのお役を勤めるに際し、三人五人
といかに優れていても、他の手が揃わなけれ
ば十分なおつとめはできません。一人でも欠
けたり、間違ったり又一人一人は上手でも、
全体に調和がとれなければ、おつとめは不完
全なものになってしまいます。
　例えば太鼓が間違わずに打てても、その打
ち方が必要以上に強すぎたら、他の鳴物の音
を消してしまうし、逆に弱すぎたら全体が勇
み立たないし、又、地方の調子に拍子木が合
わなかったら、たとえ譜面通りに打ってたと
しても、おつとめ全体の調子を狂わす原因に
もなります。お互いに聞く耳を養い、合わせ
る努力を怠ってはなりません。
　教祖はおふでさき全号を通して、つとめの
人衆を揃えることを急き込まれましたが、究
極の目的とされたのは、心を揃えるというこ
とであります。しかも誠真実に心澄み切り、
親という理に溶け込んだ一手一つの心をお求
めになったのであります。
　かぐらつとめの第一節「あしきをはらうて
　たすけたまえ　てんりわうのみこと」の「
みこと」の時、十人のつとめ人衆はそれぞれ
人間創造の十全のご守護の理を手振りに表さ
れ、十人が十人とも皆お手は違います。それ
は親という元という理に溶け込んでつとめら
れる姿であり、一手一つの理が最も明瞭に現
れているのであります。そこに親神様の自由
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自在の守護が現われ、たすけ一条の使命は達
成されると思うのであります。従って、おつ
とめをつとめる者は、親神様のたすけ一条の
思いを我が事としてつとめる事が何よりも重
要なのであります。我が身我が家の幸せのみ
を願うためではなく、世界中の人間の幸せを
祈念して、無欲で全身全霊をささげ、つとめ
きらせてもらいたいものです。
　鳴物をつとめていてよく感じることであり
ますが、人の癖性分が鳴物をつとめる中でよ
く表れるものだなあと思うのであります。
　人の性格というものは、しばらく付き合っ
ていても仲々分からないものでございます
が、鳴物を通しますと、音一つでそれがよく
表れるように思います。一人で鳴らしている
とさして気にならないのですが、おつとめで
は常に九つの鳴物の合奏になるわけでござい
ます。もし人に合わせるという心がなく、性
格をむき出しにいたしますと、一人の時には
通れたことも、九人の合奏になりますと、た
ちまち癖性分がお互いの邪魔になりまして、
迷惑をかけるということになるのでありま
す。
　九つの鳴物がお地と共に、親の心一つに溶
け込んで、一糸乱れずに奏でられますと、そ
こは何とも言えない陽気な雰囲気がかもし出
され、自然と沸き立つ気分になれるのでござ
います。勇み心が増すのであります。しかし
ながら、一人でも癖性分をむき出しにします
と、このような陽気な雰囲気は、たちまちに
して壊れてしまうのであります。
　日頃私共は、知らず知らずの内に案外そう
した癖性分を出して通り、人様に迷惑や不愉
快な思いをさせたり、困らせたりしている場
合が割合多いのではないでしょうか。
　教祖は、「やさしい心になりなされや、人

を救けなされや、癖性分を取りなされや」と
仰せ下さいました。陽気世界実現の大切な角
目であり、日常心して通らねばならぬ大事な
生き方の基本ではなかろうかと思わせて頂き
ます。自分では気づきにくい癖性分をいかに
なくすかを心がけねばならないと、私は自分
自身にいつも言いきかせているつもりです。
　勿論、合わない、合わせにくいという部分
の中に、日頃の自分自身の練習不足や努力の
たらないことから起こることが大半ではあり
ましょう。又分かっているのだけれども技術
が伴わないということもあります。
　それは日頃からの取り組む姿勢でありま
す。更に、よろづたすけの大切なおつとめ
のお役を皆を代表して担わせて頂いている
という自覚の欠如と言えるのではないでしょ
うか。とは申せ、このことは今日の伝道庁の
おつとめから申しているのではありません。
正直、私はお世辞ぬきで今日のおつとめ、本
当に気持ちよく参拝させて頂きました。真剣
に、一生懸命お役に取り組んでおられる姿に
感動いたしました。明るく勇んだ素晴らしい
おつとめでした。
　話を戻しまして、鳴物は単に鳴らし方を学
ぶだけではなく、深い親神様の思召を悟らせ
て頂き、人間をおつくり下さった親の思い
に、より近づかせて頂くことが出来る大切な
機会であります。
　ひたむきに鳴物の稽古をさせて頂きます内
に、大きな御守護を頂き、徳をさづけて下さ
り、自らを育てて下さっていることに気づく
のであります。よふぼくとしての成人を早め
る心のふしんの具体的な進め方の一つと申せ
ます。
　おつとめがつとめられるように丹精させて
頂く、人を寄せて親の思いを伝えさせて頂く
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ことが、大勢の方々のより育つ場となり、よ
り心をつなぐ、たすけあいの場ともなるので
あります。今後共このように伝道庁を中心に
一段とおつとめに関する研修の機会を積み重
ねて頂き、よふぼく信者の集まるところ、常
に陽気な音色が聞こえ、おつとめまなび、て

　1月29、30日、伝道庁にて英語でのHARP講習会が開催されました。本部学生担当委員会・笹
倉雅浩委員が講師として来布し、井上デービットさん（東中央・ハワイセントラル）が講師補佐
をつとめました。参加者は、ハワイ管内15名、アメリカ本土１名、カナダ1名の計17名を数え
ました。5月に行われる天理教ハワイコンベンションでは、HARPを取り入れる上から、スタッ
フの研修をかねて今回のセミナー開催となりました。HARPは、Heart	Awakening	Recreational	
Program（心が目覚めてくる再生プログラム）の頭文字を取ったグループワークで、天理では
20年以上に亘り、学生層育成行事のプログラムとして行われてきました。参加者がグループに
分かれて、お互いの人生や気持ちを語り合う中で、心の交流を育むことが一つの目的です。参
加者は、身体を使ったゲームやディスカッションを通して、グループが果たす役割や機能、ま
たチームワークについて学びました。　　　　　　菅オードリー（本島／ラナイ教会）

アイランドニュースアイランドニュース

をどりに勇み立ち、皆仲良くお教え頂く、明
るく陽気なたすけ合いの輪を広げ、心のふし
んをしっかりと進めて頂きますようお願いし
終わらせて頂きます。
　御清聴ありがとうございました。

HARP 講習会



10

様々なエクササイズを通して
　　　　　HARPの効果を体感した参加者
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　おぢばから、皆さんこんにちは！2月5日
～17日、ハワイにて第4回天理教校学園高校
海外研修が行われました。学生23名、引率
者3名が12日間の研修に参加しました。この
研修の目的は、学生の語学力を高めること、
ハワイでの布教活動に触れること、ホームス
テイでアメリカの生活を体験すること、ハワ
イの歴史・文化を学ぶことです。
　日本を発つ一週間前に、学生の一人が交通
事故に遭い、かかとの骨を折るというふしを
見せられました。私たちは、親神様が大難を
小難にして下さったのだと、この事故をご守
護と受け止め、彼が何とか研修に参加できる
ようみんなでお願いづとめをさせていただき
ました。この親神様のてびきによって、ハワ
イへ発つ前に、学生一人一人が自分自身を振

第4回天理教校学園高校 海外研修プログラム

り返り、心を入れ替える機会をいただきまし
た。このことで、クラスのメンバーがより仲
良くなれたように感じます。有難いことに、
その学生は無事に研修に参加することができ
ました。
　最初の2日間はハワイ伝道庁に宿泊しまし
た。学生たちは不安と興奮の入り混じった様
子でしたが、伝道庁スタッフの温かいもてな
しのおかげで、リラックスして過ごすことが
できました。3日目からはホームステイが始
まりました。今年は、6教会、1布教所、4家
族の計11箇所がホームステイ先として受け
入れていただきました。学生にとって研修の
中で最も期待していたのと同時に心配だった
のはホームステイであったと思います。ホス
トファミリーが迎えに来た時の学生はとても

　2月5日から17日まで、天理教校学園高校の英語コース教員、生徒、計26名が来布し、ハワ
イで4回目となる海外研修が行われました。引率した三國スコット先生の所感を掲載します。
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心配そうでしたが、次の日彼らが楽しそうに
それぞれのホストファミリーについて話して
いる様子を見て安心しました。最後に伝道庁
で行われた謝恩会では涙を流しながら別れを
惜しんでいる学生を見て、彼らにとってハワ
イにもう一つの家族ができたのだと感じられ
ました。
　研修内容は、英語・文化習慣・フラなどに
関する授業、高校での交流会、病院訪問、ひ
のきしん、にをいがけなど多くの実習が用意
され、毎日とても忙しいスケジュールでした

が、伝道庁や各教会の方々のおかげで
無事にプログラムを終えることが出来
ました。研修後に記入してもらったア
ンケートの中でとても嬉しかったこと
は、ほとんどの学生がにをいがけ実習
を一番に挙げていたことです。ハワイ
の人はとても親切でフレンドリーだっ
たと答えていました。中には、布教師
として再びハワイを訪れたいという学
生もいました。いつかシャツにネク
タイをつけ、パンフレット片手に歩い
ている彼らを見る日が来るかもしれ

ません。
　天理教校学園高校を代表して、改めて今回
の研修に携わっていただいた方々に感謝しま
す。本当に素晴らしい研修となりました。学
生にとってハワイでの経験が、今後のさらな
る英語学習への動機づけとなることを確信し
ています。そしてハワイでの思い出はこの先
ずっと彼らの心に残ることでしょう。皆様の
アロハ・スピリットに感謝します。マハロ！

三國スコット
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　2月12日（土）、弘長健周東大教会長夫妻ご臨席の下、カパア教会にて浜田シャロット三代
会長就任奉告祭が執り行われました。
　カパア教会は、1935年11月25日に設立され、初代会長に竹本彦十が就任しました。その
後、1968年6月26日、浜田修等が二代会長に任命され、現在まで会長の任をつとめてきまし
た。奉告祭当日は、30名以上の教会信者が寄り集い、賑やかに奉告祭が執り行われました。

カパア教会三代会長就任奉告祭
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太平洋教会創立80周年記念月次祭

　2月13日（土）、太平洋教会創立80周年記念月次祭がつとめられました。太平洋教会は1931
年2月に、三國又五郎・イツ夫妻によって設立されました。その後1956年5月、教会設立25周
年の年に、三國ロバートが二代会長に就任しました。ロバート二代会長は、25年間、妻のジェ
ーンと教会の御用をつとめあげ、1981年5月に現会長である私に会長の任を譲りました。現在
まで三代会長として、妻のアンと教会の御用をつとめてまいりました。
　記念祭当日は、部内教会信者をはじめ、日本から11名、インドネシアから1名と遠方からも
参集くださり、合計約230名の方々が集い、賑やかに記念月次祭をつとめさせていただきまし
た。直会では、少年会ハワイ団ポンポンダンス、バンド、フラダンス、天理教校学園の学生に

よるドラム、そして演歌など
様々な余興で盛り上がりまし
た。今回の記念祭でのスロー
ガンは、「夢のある教会を！
」を掲げていました。会長と
して、これからも信者の方々
と一手一つにつとめていくこ
とを誓い、夢を大きくしてい
きたいと思っています。　
　　太平洋教会長　
　　　　　　　三國クライド
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　去る2月18日、19日、本部より吉川萬太郎
先生をお招きしておつとめ勉強会を開催、笛
と地方の指導をして頂きました。
　18日夕づとめ後18名が参加した笛の勉強
会では、吉川講師は受講者が初心者と想定し
て、一般の吹き方とは異なる、おつとめの笛
の吹き方の基本を1時間半にわたって指導し
て下さいました。
　翌19日には午前9時より午後2時半まで地方
の勉強会が行われました。前回は1１年前に開
催されましたが今回は管内教会のおつとめ奉
仕者を対象として60名が受講、講師の熱のこ
もった指導を最後まで真剣に拝聴しました。
　吉川講師はまずおつとめの成立について、
地歌をはじめ歌い方、てをどり、鳴物までお

おつとめ勉強会 ―笛・地方の練習―

つとめのすべてを教祖が直々に教えて下さっ
ったと話されました。続いて、てをどりや鳴
物は決められた形があって受け継がれてきた
が、みかぐらうたは口から耳へと移されてき
たため時代の流れによって変化してきた経緯
を、録音に残されたおつとめの数曲を再現し
て聞かせて頂き、現在の歌い方と大きく異な
るみかぐらうたに受講者一同から驚きの声が
漏れました。このような変化を最小限に止め
たいというところから天理教音楽研究会が設
立され、三代真柱様自らみかぐらうたを歌わ
れて指標とされたと述べられました。
　吉川講師は、まずそれをよく聴くこと、そ
して実際に歌うにあたっては笛の二の音を正
しく取ることを強調され、音階の流れについ

管内教会のおつとめ奉仕者が大勢参加した
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て細やかな注意を促されたのち全員
で唱和を繰り返し練習しました。合
唱が調和のとれたハーモニーになっ
たとき感動の声が上がりました。
　教祖がお教え下された通りにおつ
とめをすれば、みな陽気になれるこ
とを講師から聞かせて頂き、受講者
一同感動のうちに勉強会は終了しま
した。

笛の練習

若い世代も熱心に受講した

熱のこもった指導をされる吉川先生 声を合わせてみかぐらうたを唱和
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少年会だより

　3月25日（金）～27日（日）、少年会ス
プリングキャンプと総会が開催されます。
詳細は広告をご覧ください。期間中、ひ
のきしんをしてくださる方を募集していま
す。カウンセラー、テントの設置撤収、バ
ンの運転、キッチンスタッフなど多くの方
のご協力をお願いいたします。

　ハワイ団のこどもおぢばがえり日程
は、7/24（38母屋チェックイン16時）
～7/30（チェックアウト9時）となっ
ています。ひのきしん隊に参加する方
には、航空費の援助があります。詳しく
は、少年会ハワイ団団長中尾オーエンま
でご連絡ください。

■少年会こどもおぢばがえり

■少年会春季キャンプ＆総会

　“絆”はハワイコンベンションのテーマで
す。私たち世界中の人間は、兄弟姉妹と
いう絆で結ばれていると教祖はおっしゃ
いました。ハワイ伝道庁につながる私た
ちは、兄弟姉妹の中の兄弟姉妹です。たす
け合い、信じ合い、励まし合って教祖にお
喜び頂けるよう今日もつとめさせて頂きま
しょう。

■ヌアヌハレ慰問

　3月12日（土）　9：30-10：30

■例会

　3月14日（月）　9：00-
　・ミーティング
　・庁長先生講話
　・記念品ラッピング
　＊4月例会は、4月4日(第1月曜日)です。

婦人会だより ■女鳴物練習

　　3月15日（火）　9：00-
　＊4月はお休みです。

■バザーひのきしん

　毎週水曜日　　　9：00-12：00
　於：ウエストハウス

■第51回教祖ご誕生お祝いの集い

　4月5日(火)　　　19：00
　・御供＄3、ハッピ・白靴下着用です。
　・総合練習は、4月4日(月)例会ミーティ
　　ング後に行います。

＊3月の月次祭直会当番は防府グループで
　す。よろしくお願い致します。

　天理教婦人会第93回総会
　式典　4月19日（火）午前9時30分
　記念行事　式典終了後、直属支部で開催
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

4月月次祭日のお知らせ

　4月の伝道庁月次祭は、第2土曜日の9日に執り行われます。第3日曜日の17日ではありませ
んので、周知頂きますようお願い致します。

春季霊祭のお知らせ

　3月27日（土）午前10時より、伝道庁にて春季霊祭が執り行われます。霊祭に続き、以下の
方々の年祭も執り行われます。

10年祭　　　斉藤静枝 刀自　　　　本島　　　　　　　ホノルル教会三代会長夫人

20年祭　　　出田諫男 主　　　　　本島　　　　　　　ハウイキ布教所長

20年祭　　　小柳トミ 刀自　　　　城法　　　　　　　よふぼく

30年祭　　　藤原一人 主　　　　　本島　　　　　　　布教所長配偶者

50年祭　　　上田秀雄 主　　　ノースホノルル　　　　ノース第二布教所長

第41回ハワイ修養会ご案内
開催期間：2011年6月19日（日）～7月14日（木）
修養内容：天理教教典（天理教の基本教理）
　　　　　教祖伝(おやさまの生涯）
　　　　　ひのきしん(親神様への感謝を日々の行動に表すこと）
　　　　　教話
　　　　　おつとめ練習(世界たすけの方法である”おつとめ”を学ぶ）
　　　　　上記の他、様々な活動を通し教理の実践
対　　象：17歳以上
受講御供：＄200
受講申込：伝道庁事務所まで
　＊願書申込締切は開催一週間前の6月12日(日)です。
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天理文化センター清掃ひのきしん

　2月21日（月）、午前9時から11時まで、
天理文化センターの大掃除が行われました。
婦人会、青年会、少年会、女子青年のメンバ
ーなどハワイ教友だけでなく、天理柔道、サ
タデースクール、天理文庫の会員など教外の
方も参加し、合計約100名の参加者が文化セ
ンターの清掃ひのきしんにあたりました。文
化センターに関わる教内・教外の方々と触れ
合う良い機会にもなり、それによって文化セ
ンターが、地域社会に「喜び」を伝えるため
の場所にもなっていくことでしょう。ひのき
しんに参加して下さった皆様ありがとうござ
いました。

女子青年 こかん様に続く会

　2月26日（土）、伝道庁遥拝式後、女子青年こかん様に続く会を開催しました。女子青年メ
ンバー7名が参加しました。はじめに、斉藤カーレン会長による十全の守護に関する講義、特に
かぐらづとめとの関係についてお話をしていただきました。続いて、庁長夫人をはじめ婦人会

員のサポートの下、女鳴物
の練習をしました。昼食に
は、おいしいラザニアとガ
ーリックパンをいただきま
した。	忙しい中、セミナ
ーに参加して下さった皆様
ありがとうございました。



青年会だより

■餅つき

　3月5日（土）　10：00-11：00
　於：シェラトン・ワイキキホテル

　3月12日（土）		10：00-11：00
　於：シェラトン・プリンセス
　　　　　　　　カイウラニホテル　

■月例会議

　3月20日（日）　　13：00-
　於：伝道庁
　（キャノピーテント設置含む）

■ひのきしん

・少年会キャンプファイヤー準備
　3月26日（土）　　16：00-

・少年会キャンプ撤収
　3月27日（日）　　8：00-
　於：文化センター　　

女子青年だより

■ハワイコンベンション
　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、3月31日までに申し込

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

ズかシェロまでご連絡ください。

■ひのきしんのお知らせ
　少年会スプリングキャンプで行う、ミニ

オリンピックの手伝いをして下さる方を募

集しています。3月25日、午後1時からで

す。予定が空いている方は、堀川シェロ、

もしくは長田リンまでご連絡ください。 
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　最近参加したパーティーで、とっても美味しいスイー
トポテトサラダに出合いました。最近食べた中ではダン
トツでした。ポテト自体の甘さもさることながら、マヨ
ネーズ、オニオン、わさびが絶妙に絡み合っていまし
た。あなたもきっと満足することでしょう！

材料
　さつまいも‥‥‥‥‥‥‥大2個
　紅いも‥‥‥‥‥‥‥‥‥大2個
　赤いも‥‥‥‥‥‥‥‥‥中4個
　ベーコン‥‥‥‥‥‥‥‥4枚
　向日葵種‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ6杯
　玉ねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥半個
　ネギ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量

スイート・ポテト・サラダ

食いしん坊レシピ

作り方
①　フォークが簡単にささるぐらいまでポテ
　　トを茹で、皮をむきます。赤芋の皮は残
　　しておきます。

②　次に、ポテトを一口サイズに切ります。
　　玉ねぎをさいの目に切り、ネギを細かく
　　切っておきます。ベーコンをかりっとな
　　るまで揚げ、小さく切ります。

③　ポテト、玉ねぎ、ネギ、ベーコンを混ぜ
　　合わせ、そこにマヨネーズ、わさびを加
　　えます。向日葵の種を加え、塩コショウ

で味を整えたら出来上がりです。冷やしてお
召し上がりください。

調味料
　マヨネーズ‥‥‥‥大さじ山盛り6杯
　わさび‥‥‥‥‥‥大さじ1、2杯
　塩コショウ‥‥‥‥適量
　

 

 



２月行事報告３月行事予定

	１日（火）・コミュニティーひのきしんデー
	3	日（木）・鈴木雅幸部員離任
	５日（土）・餅つき(シェラトン・ワイキキ)
	７日（月）・文化センター月次祭
	８日（火）・翻訳委員会
　　　　　・布教・育成委員会
		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
　　　　　・餅つき(シェラトン・プリンセス
　　　　　　カイウラニ)
14日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
15日（火）・主事会準備会
　　　　　・婦人会鳴物練習
17日（木）・井上護夫本部准員、飯降力本部
　　　　　　青年来布
18日（金）・教人資格講習会講師研修会(～19)
19日（土）・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
　　　　　・飯降力本部青年帰本
21日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・井上護夫本部准員帰本
22日（火）・祭儀委員会
25日（木）・少年会スプリングキャンプ(～27)
26日（土）・遥拝式
　　　　　・少年会総会
27日（日）・春季霊祭

	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本
	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
10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
12日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
　　　　　・カパア三代教会長就任奉告祭
13日（日）・太平洋教会80周年記念月次祭
15日（火）・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
　　　　　・教校学園高校生帰本
17日（木）・ハワイコンベンション会議
18日（金）・笛講習会
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）・吉川萬太郎本部員帰本
　　　　　・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
　　　　　・女子青年こかん様に続く会
27日（日）・ハワイ島婦人会教祖ご誕生
　　　　　　お祝いの集い
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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

  

ー少年会ー

第36回総会＆スプリング・キャンプ

日　時

　・スプリングキャンプ：2011年3月25日（金）～27日（日）

　 ・総会：3月26日（土）

対　象： 6歳～15歳までの少年会員
　　　＊16歳以上で、カウンセラー、又引率係としてご協力下さる方
　　　  を募集中です。
　　   　　 

キャンプ日程

　3月20日（日）　　　　キャンプ参加申し込み締切
　3月25日（金）    9：30    リーダーズ (11歳以上の会員) ､ カウンセラーTCC集合
　　　　　　　   12：30 天理文化センターにて一般会員受付開始
　3月26日（土）10：30　第36回総会開催（伝道庁）
　　　　　　　　　　　　　　　　＊友人、家族を誘って御参加下さい。
　3月27日（日）14：00　天理文化センターにて閉会、解散
　＊詳細については、中尾オーエンまでお尋ねください。TEL：734-1449
　　　　　　　　　　　　　  　


