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おぢばからのメッセージ

立教174年3月26日
　
　花の便りが聞かれる季節となりましたが、ここ数日の親里は真冬に逆戻りしたか
のような寒さが続いております。本日も誠に肌寒い一日となりましたが、鼓笛指導
者研修会や春の学生おぢばがえりに参加する若者達、また子供連れの帰参者が大勢
見受けられる中、3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。

　真柱様は祭文の中で、私どもをはじめ教会長・よふぼく一同は、激しく揺れ動く
世の中で苦しみ悩む人々に世界中の人間は親神様の子供であり、兄弟姉妹であるこ
との真実を伝え、互いに助け合う人間本来のあるべき姿を示し、神人和楽の世界実
現に向けて、力強く歩みを進める決心を述べられ、更に、親の願いに適う陽気ぐら
しの世の様に一段と近づかせて頂くことのできますようにと祈願されました。 
また、過日、東北・関東における大震災という真に厳しい事情をお見せいただいた
ことにも触れられ、この節に籠る親の心を厳しく受け止め、深く思案と反省を重ね
てしっかりと心を引き締め直し、御教えに徹すると共に、一列兄弟の自覚のもと教
内の真実を結集し、誠の心を尽くして復興の上に努力させていただく覚悟をお述べ
になり、罹災した人々の上には温かき親心を賜り、苦難を乗り越えて一日も早く平
穏な日々へ復されますようにと祈念されました。

　祭典後の神殿講話は、増井幾博本部員がおつとめ下さいました。
　まず、今月11日に発生した東北関東大震災で被災された方々に対してお見舞いの
言葉を述べられ、本部の被災地支援の動きについてお話し下さいました。
　続いて、おぢばに帰らせて頂くということ、また教えの理を取り次ぐということ
について、教祖伝、逸話篇、また先人先生方の苦労や増井りん先生の入信の様子、
道すがらを元にお話し下さいました。お話の中で、特に、親の教えを世界隅々に
行き届くようにつとめさせて頂くのが、よふぼくの御用であるとお話し下さいまし
た。

　迎える4月、おぢばでは教祖御誕生祭がつとめられます。今年も海外から大勢の教
友がご帰参下さる事を心よりお待ち申し上げております。
　真柱様が祭文でもお述べ頂きましたように、お見せ頂いた大震災の節を我が事と
して、一人一人が改めて自分自身を振り返り、思召に添う通り方を思案させて頂き
たいと存じます。

　最後になりましたが、3月26日付本部人事により、吉福成人・本部青年（三日講習
課）がアメリカ伝道庁出向との発表がございましたことを併せてご報告致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　森　与一郎



2

　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。
　親神様の深く厚い御守護のまに／＼、身
上の自由をお与え頂き、存命の教祖のお導
きのもと、陽気ぐらしへの成人の道を結構
に歩ませて頂いております御守護の程は、
誠に有難く勿体ない極みでございます。私
共は常に御教えに心を正し、たすけ心を高
めて陽気世界実現に向けて努め励ませて頂
いておりますが、その中に今日はこれの伝
道庁の３月月次祭を執り行う日柄を迎えま
したので、只今よりおつとめ奉仕者一同心
を合わせ座りづとめ・てをどりを陽気に勇
んでつとめさせて頂き日頃のご高恩に御礼
申し上げたいと存じます。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

3月月次祭祭文

ようお願い申し上げます。
　昨日、一昨日とおぢばより井上護夫、飯
降力講師の出講を頂き教人資格講習会講師
研修会を開催させて頂きました。また今月
25日より27日まで少年会のスプリングキ
ャンプを開催、26日にはおつとめまなび総
会を開催させて頂きます。
　私どもようぼくは、昨今お見せ頂く厳し
い世上の姿に親神様の思召をしっかり思案
し、感謝、慎しみ、助け合いの心を胸につ
とめに励み、さづけの取次ぎに努めて思召
に添わせて頂けるよう一層の成人を目指し
て尊き御用に邁進させて頂きます。何卒親
神様には私共のこの真実をお受け取り下さ
いまして、世界中の人々が互いにたすけあ
い睦み合う陽気ぐらし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お願い申し上げま
す。　　　
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楽人

龍　笛　　Ｔ.西村  Ｔ.岩田

篳　篥　　Ｓ.サム 　 

鳳　笙　　Ｌ.岡村  Ａ.社本  E.今中  　

太　鼓　　Ｍ.社本

鉦　鼓　　C.明本

鞨　鼓　　S.社本

3月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊　久尾マーク		
賛　者	 宮内泰次　井元ジェリー　　	 	
指図方	 三国クライド
献饌長	 斉藤カーレン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｗ．城
(男性)	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｃ．斉藤
	 Ｍ．社本	 Ｗ．三国	 Ｓ．社本
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．三国	 Ｋ．斉藤	 Ｌ．浅尾
	 Ｔ．松川	 Ｃ．浜田	 Ｍ．ユック
笛	 Ｍ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｇ．井元
チャンポン	 Ｙ．中尾	 Ｗ．城	 Ｏ．中尾
拍子木	 Ｇ．本田	 Ｇ．井上	 Ｓ．三濱
太鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｏ．中尾	 Ｍ．久尾
すりがね	 Ｍ．岩田	 Ｓ．社本	 Ｗ．三国
小鼓	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｔ．岩田
琴	 M．柿谷	 Ｋ．金川	 Ｒ．井上
三味線	 Ｍ．山下	 Ｔ．中尾	 Ｙ．川崎
胡弓	 Ｊ．山	 Ｃ．明本　Ｓ．柿谷
地方	 Ｃ．三国	 Ｅ．高田	 Ｙ．宮内
	 Ｍ．久尾	 Ｇ．井元	 Ｔ．井上

祭典役割

伝道庁4月月次祭　

4月9日（土）午前9時

祭典講話：一瀬常徳

講話テーマ：元の理

日本語通訳：宮内ルミ

教会長・布教所長会議
4月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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3月月次祭祭典講話

　　台檀教会長　蘇リン

たすけ一条の道

　皆さまおはようございます。
　本日の月次祭も陽気につとめさせていただ
き、親神様、教祖も大変お喜び下されたこと
と思います。お話しを始めさせていただく前
に、本日の通訳をおつとめ下さる一瀬先生に
お礼を申し上げたいと思います。ありがとう
ございます。
　本日は、教典第二章「たすけ一条の道」に
ついてお話しさせていただきます。「たすけ
一条の道」とは、どういう意味なのでしょう
か？教典第二章は、

　　月日にハせかいぢうゝハみなわが子
　　たすけたいとの心ばかりで　　　　　　八-4

というおふでさきで始まっています。
　一れつの人間に陽気ぐらしをさせてやりた
いと思召される親心から、親神様は教祖をや

しろとしてお使いになり、どのようにしたら
たすけ一条という珍しい道を通らせていただ
くことができるのか、ということを明かす真
実をお教え下さいました。おふでさきには、

　　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

とあります。この親心をもって、親神様が私
たちに、よろづたすけの道としてお教え下さ
ったのが、つとめ一条なのです。
　おつとめは、世界をお創りになられたとき
の親神様の珍しいお働きをもって、人間をた
すけたいと思われる上からお教え下さったも
のです。このおつとめによって、全世界を	
「陽気ぐらしの世界」に建て変えていただけ
るのです。おつとめは、親神様の思召を具現
化するための私たちの祈りなのです。おつと
めを通して、私たちは親神様、教祖、そして
ぢばと心を結ぶことができるのです。言い換
えれば、
（１）親神様のご守護に対して深い感謝を申
し上げる。
（２）自分自身の反省を通して、胸の埃を掃
除して心を変える心定めをし、将来に向かう
決意を親神様にお誓いする。
（３）元始まり、そして創造の目的を認識し
つつ、親神様の珍しいお働きを再びお見せい
ただき、陽気ぐらしの世の中に建て替えてい
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ただけるよう努力する、ことなのです。
　おつとめは、私たちの信仰生活の中心であ
り、基礎なのです。このおつとめをつとめ一
条の心でつとめさせていただくこと、それ
が全人類にとってよろづたすけの道なので
す。　このおつとめには、「かんろだいのつ
とめ」、「かぐらづとめ」、	「よふきづと
め」、「たすけづとめ」の四つの呼び名があ
ります。「かんろだいのつとめ」とは、十人
のつとめ人衆が誠真実の心で甘露を授けてい
ただく台を囲んでつとめることから、そう呼
ばれています。かんろだいは、最初の人間宿
し込みの場所を示す「元のぢば」に据えられ
ています。
　また、このおつとめは、十人のつとめ人衆
それぞれがかぐら面をつけ、親神様の守護の
理を手振りにあらわしてつとめることから、
親神様は、このおつとめを「かぐらづとめ」
とも呼ばれました。十人のつとめ人衆が歌に
調子を合わせ、奏でる九つの鳴り物の調べに
心を揃えてつとめることにより、その心は自
と溶け合って陽気になり、親神様の御心と一
つになります。おふでさきには、

　　またさきのよふきづとめをまちかねる
　　なんの事ならかぐらつとめや　　　　四-29

　さらに親神様は、このおつとめを「よふき
づとめ」とも仰せられていますことから、喜
びの心でつとめさせていただかなければなり
ません。創造の目的を胸に治めながら、親神
様に感謝申し上げ、喜びの心を表わすので
す。心を揃えて陽気につとめる時、親神様の
御心と一つになり、身上事情をたすけていた
だけるのです。
　このおつとめは、よろづたすけの祈りでも

あることから、「たすけづとめ」とも教えら
れています。この「たすけづとめ」で身上の
さわりや災難をたすけていただける、とお教
えくださるおふでさきはたくさんあります
が、さらに病まず、死なず、弱らないご守護
をくださるともお教え下さっています。
　この珍しい「たすけづとめ」に関してです
が、およそ５年前、2006年のことですが、夜
10時ごろ友人から電話がかかってきました。
この友人の妹さんが、夜７時ごろ元気な男の
子を出産したのですが、出血が止まらず、医
者もどこから出血しているのか分からないと
いうことでした。いつもは物静かなこの友人
が、電話ではまるで気が狂ったのではない
か、と思えるほどでした。病院へすぐに行く
から、と言ったところ、そちらでお祈りして
いただけないか、とのことでしたので、早速
「特別なお願いづとめ」をつとめさせていた
だきました。私と一緒にお願いづとめをして
下さい、と主人に頼むと主人は、「ダメ、ウ
ンチ！」と叫びました。本当なんです。
「特別なお願いづとめ」が終わってから友人
に電話すると、友人の声が震えていることに
気が付きました。私は病院へ行くことにし、
主人にも一緒に行ってくれないかと頼みまし
たが、主人は、「僕は寝る…。」という返事
でした。病院に着くと、私の友人と妹のご主
人が抱き合って泣いていました。私の友人
は、あとは妹の生命力次第です、と私に言い
ました。待合室で私が「座りづとめ」を始め
ると、私の友人も一緒におつとめしてくれま
した。その後手術室の方へ向かうと、家族や
親戚、友人たちが手術室の外で、皆うな垂れ
て立っていました。「もうたすからない。」
と思っていることが感じられました。もう最
悪の雰囲気で、私にはとてもいたたまれる雰
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囲気ではありませんでした。「どこかお祈り
できる場所はありませんか。」と尋ねると、
私の友人は病院で働いているのですが、当直
の看護師たちが、「手術室のすぐ隣の部屋が
空いています。」と言ってくれました。私は
教祖にお礼を申し上げました。皆さまもお分
かりのように、病人の傍に居られることに
なったのは、教祖がお働き下さっただから
です。
　私はその部屋で「座りづとめ」を６回から
８回つとめました。その後、よろづよと十
二下りのお手振りをさせていただきました。
終わりの方で、手を間違えているのに気付い
た時には、同じ手振りを何度か繰り返してい
たのではないかと思いました。「みかぐらう
た」の本を持ってくるんだった、と思いまし
た。私がお手振りをしている間、私の友人が
何度も部屋に入ってきましたが、妹の血液は
全部身体から出てしまい、新しい血液をたく
さん輸血している、と私に言いました。もう
およそ6時間も出血していることになります。
午前1時をちょっと過ぎた頃だったとおもいま
すが、十二下り目が丁度終わった時、私の友
人が部屋に入ってきて、「医者が止血できま
した。子宮を摘出しました。」と私に言いま
した。集中治療室へ搬送される妹さんに会う
ことが出来ましたが、妹さんの顔はまるで幽
霊のように真っ白でした。おさづけを取り次
がせていただけないでしょうか、と尋ねます
と、私の友人は、「たぶん治療室に入らせて
くれないでしょう。」と言いました。教会へ
帰り、シャワーを浴びてから、もう一度お手
振りをさせていただいてから休んだ時は、午
前２時を過ぎていました。
　私は翌日仕事に出ましたが、大変に疲れて
いて、職場の同僚から「どうしたの？」と尋

ねられるほどでした。午後になると、言葉は
もぐもぐして、お客様に間違った返答をして
しまい、とうとう同僚から「15分間休みな
さい。」と命令されてしまいました。その翌
日も疲労がまだ残っていました。同僚から、
「どうしたの。」と尋ねられ、まるで身体中
の血液が私の身体から全部出てしまったよう
に感じる、と説明した時、「ハッ！」と気が
付きました。教祖は、友人の妹さんが少しで
も早く回復できるように、妹さんの負担の一
部を私に持たせてくれたのでしょうか？私の
疲労は、回復するのに三日かかりました。三
日目に私の友人に会いに行ったところ、友人
の妹さんは男の子に母乳をやっていました。
妹さんの太ももこそちょっと腫れてはいまし
たが、まるで何もなかったかのような様子で
した。おさづけをさせていただけますか、と
頼みましたが、「妹は信じていないから。」
と私の友人に言われました。
　一年後、友人の甥の一歳の誕生日のパーテ
ィーで、私の友人は、私にたすけていただい
たお陰で、甥は母親と一緒に一歳の誕生日を
お祝いすることができたのです、とスピーチ
しました。たすけて下さったのは教祖で、私
がたすけたのではありません、と正しい理解
を促したところ、私の友人は、「分かってい
ます。でも、あなたはたすかるように仲立ち
してくださったエンジェルです。」と言いま
した。私はエンジェルでは決してありませ
ん。しかし、昨年4月、婦人会100周年記念
祭の折りに、私の友人が彼女の昔からの知り
合いを大勢連れておぢばへ帰るようにして下
さったのは、神様の計らいだったのだと思い
ます。ハワイに戻ってからも、私の友人は、
「これからも一緒におぢばへ帰らせてもらう
から…。」と言ってくれました。神様のお計



らい…。友人の妹さんは、本当に「たすけづ
とめ」でたすけていただいたのであり、教祖
がお傍に居て下さったお陰だと心から信じて
います。
　教祖は、私たちに「たすけづとめ」をお教
え下さり、「さづけの理」を授けて下さいま
した。ここに居られる皆さまの中にも、この
「ギフト」を頂かれている方が大勢いると思
います。私たちはこの「ギフト」を使わせて
いただいているでしょうか？躊躇っている方
や質問がある方は、５月28、29、30日に開
催される「ハワイコンベンション」に是非ご
参加ください。「たすけづとめ」に関する講
習会もございます。子供たち、孫たち、そし
て信者さんたちに、お祈りの仕方を教えてい
かなければなりません。
「皆さまの中でどなたか…、えー、ゴード
ン・イノウエさん、お立ちください。イノウ
エさん。あなたはおさづけを頂かれています
か？」　
「いいえ、今年、親里セミナー・コースIIIの
折りに頂くつもりでいます。」
「そうですか。例えば、あなたの同級生のお
父さんが病気になったとしましょう。あなた
はまだおさづけを頂いていないわけですが、
そんな時、あなたは同級生のお父さんのため
にどのようにお祈りしますか？」
「ひのきしん、そして、座りづとめを普段よ
り多くつとめることもできます。」
「ゴードンさん、ありがとうございました。
どうぞお座り下さい。」
　ゴードンさんが言われたように、お祈りと
してひのきしんをすることもできます。素晴
らしい答えです。1歳や2歳の子供にも、他
人様のために一緒にお祈りしよう、と言うこ
ともできますし、一緒にひのきしんすること
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もできます。ゴードンさんは、座りづとめを
普段より多くつとめるとも言われました。1
回、3回、6回でも多く座りづとめをつとめ
ることもできます。特別に祈りに真実を込め
ること、そして他人様のために祈ることを、
小さい頃から教えて行くことが大切です。お
さづけをまだ頂いていないことから、その代
わりにひのきしんをする、普段より多く座り
づとめをする。ゴードンさん、ありがとうご
ざいました。
　天保9年10月26日、教祖は「親神様のや
しろ」となられました。元の母、教祖は私た
ち一人一人を産んで下さり、私たちを兄弟姉
妹にして下さいました。教祖は、子供可愛い
親心から、たすけ一条の道として、おつとめ
をお教え下さり、おさづけを授けて下さいま
した。教祖は、心の持ち方さえ間違えなけれ
ば、つまり日々感謝と喜びの心を持ち続けさ
えするならば、どんな難儀な中でも陽気に通
れる道をお示しくださいました。
　教祖50年のひながたの中で、教祖は、「を
びや許し」のたすけをもってたすけ一条の道
を始められました。妊娠中そして出産を控え
る婦人たちをたすけ、それまでの言い伝えや
慣習にとらわれることなく、どうしたら親神
様のご守護にもたれることができるかをお示
しくださいました。初めの20年間、教祖は子
育てや家事も構わず、蔵の中に何時間も座ら
れ、「元始まり」や「たすけづとめ」、教理
などをどのようにして人間に伝えるのか、親
神様の指示を受けておられました。教祖は親
神様からのご指示を20年間受けられ、親族
たちや、一度は教祖にたすけられ、教祖のお
優しさの恩恵を受けた村人たちからのあざけ
りを20年間甘受されたのです。
　ここで、海外部長宮森与一郎先生が、2008
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年に本島大教会の春季大祭でお話し下さった
お話しを紹介させていただきたいと思いま
す。このお話は、1920年2月の「みちのと
も」に掲載されています。このお話は、教祖
のお傍近くに居られた方が、教祖がお姿をお
隠しになられる前のご様子を語っているもの
で、その一部を紹介させていただきます。

　「私が教祖のお傍で遊んでいた頃のことで
すが、教祖の親指が、右の親指だったか、左
の親指だったかよく覚えていませんが、少し
曲がっているのに気が付きました。私がその
ことを教祖にお尋ねすると、教祖は、憑きも
のに憑かれたと疑われ、両方の親指を結わか
れて吊るされた時から折れたままや、と言わ
れました。教祖は17、18回も投獄のご苦労を
通られました。私たちは別席で、教祖は、寒
い冬には拘置所の木の床の上でお過ごしにな
り、暑い夏にはうちわすらなくお過ごしにな
られた、とお聞かせいただいていますが、先
人たちの中には教祖が拷問にかけられるのを
目にされた方もおられます。」

　だから、教祖が、「つとめをせよ。」と仰
っていたにもかかわらず、先人たちはおつと
めをつとめられなかったのではないでしょう
か。それまで私はどうしてつとめられなかっ
たのか、いつも不思議に思っていたのです
が、初代真柱様、秀治様、そして当時の方々
がおつとめをつとめることを躊躇われた理由
がやっと分かりました。教祖が手を結わかれ
て何時間も吊るされるというのは、とても見
るに忍びないことであったに違いありませ
ん。2007年の婦人会総会で真柱様は、
　
　「それでは神一条の精神を涵養するにはど

うすればよいかという点に進みますが、毎日
の自分を顧みて、その時々の自分の身体にお
知らせ下さることを、教祖のお導きであると
悟ることであろうかと思うのであります。」

とお話し下さいました。
　反省と親神様のお手引きを示す例として、
私の主人の体験を少しお話しさせていただき
ます。私の主人、ジミー・ソーは、台湾の台
北出身です。主人の家族は、儀式の折などに
線香や食べ物をお供えする程度で、ただ伝統
的な宗教に従っているだけで、神々を深く信
仰してはいないと思います。
　2004年8月15日、ハワイ伝道庁の月次祭に
参拝させていただいた後、腹痛を感じながら
家に帰りました。主人が家のどこかにいるこ
とは分かっていましたが、私はそのままベッ
ドに横になりました。家の電話が鳴りました
が、疲れていて起き上がれませんでした。す
ぐまた電話が鳴り、誰からだろうと思ってい
ました。電話が三度目に鳴り、やっと起き上
がって電話を取りましたが、またすぐに切れ
てしまいました。四度目に電話が鳴った時、
電話してきているのはジミーだったことが分
かりました。ジミーは、怪我をして地面の上
で横になっているんだ、と言いました。屋根
に上がって裏庭のマンゴーの枝を切っている
うちに、足をすべらせて屋根から落ちた、と
いうのです。私がすぐに電話に出なかったの
で、家の裏側から家の横まで60フィートほど
這ってきていたのです。パニック状態で慌て
て外へ出ると、ジミーは「芸者」みたいな恰
好で座っていて、すごく嬉しそうな顔をして
いました。私は「ムッ」として、「ふざけて
るの？」と言った後すぐに、主人の膝に砂
利がくっついているのが見え、裏庭から這
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ってきたことが分かりました。私はすぐにお
さづけを取り次がせていただきましたが、取
り次ぎながら涙が溢れ出て止まりませんでし
た。おさづけが終わると、主人は、「なんで
そんなに泣いてるの？」、「もし僕が死んだ
らどうするの？」と聞くので、私は、「もっ
と泣くわよ。」と答えました。二人で大笑い
しました。
　相当な痛みだったようですが、主人は何と
かリビングルームまで這うことができまし
た。足を氷水に浸した後、主人は救急治療を
受けることにしました。私が車を出来る限り
玄関近くまで動かしてくると、主人は這って
車に乗りました。救急病棟には夜半まで6時間
いました。レントゲンをたくさん撮った後、
両足とも踵は粉々になっているので、一切重
荷をかけてはいけない、と言われました。両
足に大きなギブスが当てられました。堪え難
いほどの痛みであるにもかかわらず、ジミー
は寿司キングに電話し、遅い夕食にと、寿司
の盛り合わせのテイクアウトを注文しまし
た。家に帰ったのは真夜中を過ぎていました
が、主人の状況に合わせ、居間のスペースを
調整しました。これは居間に、主人のために
ベッドとポータブルのトイレを準備したとい
うことです。
　数日後、整形外科の専門医に診てもらいま
したが、医者からは、一ヶ月間は仕事をして
はいけないし歩いてもいけない。足が完全に
治るまで、足を心臓より高い位置に置いてお
きなさい、と言われました。医者は、週七日
働く「仕事中毒」の主人にそう言ったので
す。医者のこの命令は、ジミーにはほぼ不可
能と言ってよいほど守れない命令だったので
すが、しぶしぶながら承知したようでした。
私は主人の怪我が治るまで、毎日おさづけを

取り次がせていただきました。
　一カ月後、ジミーは短い距離なら歩けるよ
うになりましたが、そんなある日、ジミーは
突然立ち止まり、正面から私の顔を見て「出
来る限り、ホノルル教会の月次祭に参拝する
よ。」と言いました。ホノルル教会は、私た
ちの教会の上級教会です。私は驚き、泣き出
してしまいました。結婚して20年、私も私
の母も、ホノルル教会で月次祭がつとめられ
る第二日曜日には、仕事を休んで参拝してく
れないか、と頼み続けてきました。ジミーの
この約束を聞いて、私は、神様に対するジミ
ーの真実の心定めに、言葉も出ないほどでし
た。ジミーは、毎年一度は私と一緒におぢば
帰りもする、とも約束してくれましたが、　
「そんなに一度に大きな心定めをしなくて
も、一年おきでいいよ。」と私は答えまし
た。回復を待つ間、私は主人に、天理教の教
理を説いたり、説教したりするようなことは
せず、ただ介抱に専念していました。私は、
主人が自ら考え方を変えてくれたことが、信
じられないほど本当に嬉しかったのです。こ
の大怪我で一ヶ月間仕事を休まなければなら
ない結果となったお陰で、ジミーはやっと仕
事を休み、身体を休めることができ、だんだ
ん回復するに従って、神様の尊いお働きに感
謝することができるようになったのだと思い
ます。この大怪我は主人の人生をプラス方向
に変えてくれたばかりではなく、私と一緒に
ホノルル教会の月次祭に参拝して、神様にお
礼申し上げることができるようになりまし
た。今日まで、主人は親神様とのこの約束を
守っています。全く「節から芽が出る。」の
お教え通り、あの災難によって主人は、心を
立て替える機会を頂き、新たな信仰心に目
覚め、「かしもの・かりもの」のご教理を
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より深く理解できるようにさせていただき、
治していただいた踵を、自らを勇んで教会へ
運ぶことに使わせていただける結果になりま
した。
　最後に、今日お話しさせていただいた中の
二つのポイントを繰り返させていただきたい
と思います。最初のポイントは、若い人たち
に、他人様のために祈り、おつとめをつとめ
ることを教えさせていただき、そしておさや
まからの授かりもの、「おさづけの理」をい
ただいたならば、是非使わせていただくこと
の大切さを教えなければいけないこと。
　二つ目のポイントは、2007年の婦人会総会
で真柱様がお話し下さいました。
　
　「それでは神一条の精神を涵養するにはど
うすればよいかという点に進みますが、毎日
の自分を顧みて、その時々の自分の身体にお
知らせ下さることを、教祖のお導きであると
悟ることであろうかと思うのであります。」

ということです。ご清聴ありがとうございま
した。
　話が大変長くなって申し訳ありませんが、
先日の地震と津波で日本の仙台が大変なこと
になっていることは皆さんもお聞きおよびの
ことでしょうが、この仙台での災害は、被災
した仙台の人たちだけの問題ではなく、私た
ちそれぞれの心の使い方につながりがあるわ
けで、皆が心の使い方を振りかえらなければ
ならないことです。私たちは皆、心でつなが
っているのですから、早速今日から、普段よ
り多く座りづとめをつとめていただきたい、
または、教会へ行って特別なお願いづとめを
一緒につとめていただきたいと願っていま
す。自分自身の心の使い方を振りかえると共
に、被災者の方々の無事をお祈りください。
皆さまの深い真実にお礼申し上げます。
　ありがとうございました。

救援募金のお知らせ
　このたびの日本の「東日本大震災」でお出直しなされました方々なら
びに関係の皆さま方に対し、衷心よりお悔やみ申し上げます。また、被
災されました方々に対し、心からお見舞い申し上げます。

　震災直後に天理教教会本部では、災害救援対策本部が設置され、被害
が拡大している現状に対し、天理教災害救援募金が実施されています。
ハワイ伝道庁でも義援金を受け付け、お寄せいただいた真心は、「天理
教災害救援募金」へお届けさせていただきます。

　金封でお寄せいただく場合、表書きには、「災害救援募金」と記し
ていただき、チェックでお寄せいただく場合には、宛名は「Tenr ikyo	
Hawai i 	Dendocho」としていただき、「disaster 	re l ie f」とチェック
に明記していただきますようお願いいたします。
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婦人会　ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集い

ゲームを楽しむ参加者

アイランドニュースアイランドニュース

参加者が作成した桜の木

教祖ご誕生お祝い賛歌を合唱

　2月27日（日）、婦人会ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集いを浜田まさよハワイ婦人会主任を
迎え、カカコ教会にて開催し36名が参加しました。中尾妙子委員がゲームの指導をしてくださ
り、内容を盛り立ててくださいました。教祖ご誕生お祝いの意味を込めて、大きな桜の木を描
きました。折り紙で作った花びらには、教祖に向けたメッセージを参加者が記入しました。
　最後に参加者全員で、お祝いの歌を合唱しました。その中で95歳のご婦人が、自らお祝いの
歌を日本語で歌いたいと申し出られ歌われましたが、気持ちのこもった独唱に感動しました。
どの方からも慶びの声と笑顔が溢れていました。そのような姿を見て、教祖もお喜び下さって
いると感じます。この楽しかった心を大切に、来年も続けさせていただきたいと願います。																															
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイルアコナ教会　椎葉七重
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餅つきニュース

少年会ハワイ団

夏のこどもおぢばがえりのご案内

日程　2011年７月24日（日）～30日（土）
少年会ハワイ団では、今年も夏のこどもおぢばがえり団参を予
定しています。詳しい内容については、後日連絡をさせて頂き
ます。

　3月5日（土）、シェラトン・ワイキキホテル、12日（土）プリンセス・カイウラニホテル
でそれぞれ餅つきを行いました。どちらの会場でも多くの観光客が足を止め、豪快な餅つき
の様子に歓声をあげていました。宿泊客にも実際に餅をついていただきましたが、シェラトン
では、90歳の方が一番大きな杵で餅を搗いていたのが印象的でした。宿泊客からは、天理教に
ついて質問される場面もあり、餅つきが一つのにをいがけとしての役割を果たしています。
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教人資格講習会講師研修会

　今年一月から従来の教会長資格検定講習会のシステムが変わり、名称、内容、日程も新た
に、教会長資格検定講習会前期は「教人資格講習会」となりました。教人資格講習会は五日
間の三セットで行われ、教人資格講習会では実動するようぼく、教会活動において中核をな
す教人の育成を目指して
います。従来、8月27	日
より開催されていた教会長
資格検定講習会前期英語ク
ラスは、今年から教人資格
講習会英語クラスとなるた
め、去る3月17日、18日の
二日間にわたり、井上護夫
本部准員、飯降力本部青年
を講師に迎え、ハワイ管内
の七名の教会長・布教所長
が講師辞令を拝命し、教人
資格講習会英語クラス講師
研修会を伝道庁にて開催し
ました。

カイムキ教会（本島）
井上清マイク会長お出直し

　去る3月5日、井上清マイク・カイムキ教会長が
お出直しされました。享年95才。みたまうつしの
儀は3月13日、告別式は3月27日、いずれも細井葬
儀所において、斉藤カーレンホノルル教会長斎主の
下しめやかに執り行われました。井上会長の長年に
わたるご功績に深く感謝申し上げ、心より哀悼の意
を表します。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

伝道庁人事

　3月3日（木）、鈴木雅幸海外部員（本部）
が1年間のハワイでの任を終え、ニューヨーク
センターに異動しました。	

　3月8日（火）、天理教語学院の卒業式が行
われ、おやさとふせこみ科の中尾ルーカスさ
ん（天元・パール/写真右）、日本語科の中尾
ルイスさん（天元・パール/写真左）がそれぞ
れ卒業しました。

天理教語学院卒業式

			ハワイ伝道庁創立60周年記念祭は、2014年5月17日(土)に執行予定とお決めいただきました。

ハワイ伝道庁創立60周年記念祭

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。



女子青年だより

■ 堀川シェロ委員長より
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　私たち人間は、何年もの間ゆがんだ心の
波動を地球に与え続けてきました。美し
い地球をあまりにも傷つけてしまいまし
た。けれども人の意識は自然を変えること
ができるはず。怒りを優しさに、不安を安
心に、恨みを許しに変える心を定める。そ
れは今すぐ誰にでも出来ること。おつとめ
をつとめ、心のほこりを払い、今苦難を抱
えている多くの方々のため、母なる大地・
地球のため、祈らせていただきましょう。

■例会

　4月4日（月）　9：00-
　・ミーティング
　・教祖ご誕生お祝いの集いの鳴物練習

■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。

■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

婦人会だより ＊女鳴物練習、ヌアヌハレ慰問はお休み
　です。
＊４月の月次祭直会当番は本島グループで
　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

＊今年もホームレスシェルターへの缶詰の
　寄付をお願い致します。米、しょうゆ、
　シリアルなど、生もの以外受け付けま　
　す。4月9日（土）伝道庁月次祭までに伝
　道庁へお届けください。

　3月例会後、地震災害復興の
お願いづとめに参加した婦人会員

　少年会スプリングキャンプの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。ミニオリンピックでは、子供たちが本当に喜んでいたようで、大成功だったと
思います。ミニオリンピック開始直前まで降っていた雨は、ちょうど始まる頃にはや
み、快晴のご守護をいただきました。また、次回ひのきしんもよろしくお願いします。



青年会だより

■月例会議

　4月9日（土）　　13：00-
　於：伝道庁
　　
■少年会教祖ご誕生お祝い行事

　　　　　　　　ゲームひのきしん

　4月17日（日）　　9：00-
　於：伝道庁

■ひのきしん

　レインボーハレ青年会倉庫清掃＆BBQ
　4月17日（日）　　13：00-
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少年会だより

■少年会こどもおぢばがえり■少年会春季キャンプ＆総会

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

　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。

　3月25日（金）～27日（日）、少年
会スプリングキャンプと総会を開催しま
した。期間中、多くの方々にひのきしん
をしていただき、成功裏につとめさせて
いただきました。ありがとうございまし
た。

　4月17日（日）午前9時半より、伝道
庁にて教祖ご誕生お祝い行事を行いま
す。大きなスクリーンに教祖の物語を上
映し、またレクレーションゲームを行い
ます。家族みんなで参加してください！
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　近頃の学校給食がどんなものかは分かりませんが、私の頃はたっ
たの25セントで美味しいランチが食べられました。35セントでシ
ナモントーストとジュースが買えました。私のお気に入りといえ
ば、ミートローフ、グリーンビーンズ、ショートブレッドクッキ
ーで、なかでも特に忘れられないのが、スパニッシュライスでし
た。ある料理本を読んでいたら、偶然にそのレシピを見つけて感
激しました。ご存知の方は、懐かしのレシピに心おどることでしょ
う。初めての方は、ハマってしまうかもしれません。気をつけて！

材料（6～8人分）
　牛肉ミンチ‥‥‥‥‥‥450ｇ
　ニンニク‥‥‥‥‥‥‥1、2片
　玉ねぎ小‥‥‥‥‥‥‥1玉
　ピーマン‥‥‥‥‥‥‥1個
　煮トマト‥‥‥‥‥‥‥1缶(約390g)
　種なしオリーブ‥‥‥‥1缶(約170g)
　米‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5カップ

スパニッシュ・ライス

食いしん坊レシピ

作り方
①　大きめのフライパンに油をしき、刻んだ
　　ニンニク、玉ねぎを軽く炒めます。そこ
　　に牛肉ミンチ、刻んだピーマンを加え、
　　チリパウダー、塩、こしょう、オレガノ
　　で味をつけます。ミンチ肉に火が通るま
　　で炒めたら、米を加え3分間炒めます。

②　次に缶詰の煮トマトを加え、フライパン
　　の中で小さめに崩し、そこに水の切って
　　いないオリーブを混ぜます。

③　米が浸かるぐらいまで水を足し、蓋をし

て米が炊き上がるまで蒸し焼きにします。
約40分ほどで出来上がりますが、ときおり
混ぜながら米を焦がさないように注意して
ください。
＊ベジタリアンの方には、牛ミンチの代わ
りにマッシュルームがぴったりです。

調味料
　油‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
　チリパウダー‥‥‥‥‥大さじ1、2杯
　塩コショウ‥‥‥‥‥‥適量
　オレガノ‥‥‥‥‥‥‥小さじ半



３月行事報告４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
		9日（水）・	まこと/オリジンズ編集会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
10日（木）・ハワイコンベンション会議
11日（金）・伝道庁60周年会議
　　　　　・歌って踊れるみかぐらうた会議
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）・婦人会鳴物練習
　　　　　・布教/育成委員会
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
25日（木）・少年会スプリングキャンプ(～27)
26日（土）・遥拝式
　　　　　・第36回少年会ハワイ団
　　　　　　おつとめまなび総会
27日（日）・春季霊祭

		4日（月）・婦人会例会
		5日（火）・文化センター月次祭
　　　　　・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い	
		7日（木）・まこと/オリジンズ編集会議
		9日（土）・月次祭
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
10日（日）・庁長夫妻帰本（～5/3）
11日（月）・月例にをいがけデー
12日（火）・翻訳委員会
　　　　　・祭儀委員会
17日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
18日（月）・文化センター委員会
26日（土）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
30日（土）・全教一斉ひのきしんデー
　　　　　　　　　　　　　（オアフ島会場）

18



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

Phone : (808)595-6523  Fax : (808)595-7748
E-mail : dendocho@tenrikyo-hawaii.com

オアフ島
   4月30日（土）　 午前9時 ホノルル動物園
カウアイ島　　　　　　　　　　
  5月1日（日）  午後1時半 日本人墓地
マウイ島
  5月7日（土） 　　　午前8時半 マカワオ軍人墓地
ハワイ島
 コナ 5月 8日（日）　 午前10時半 コナ・メモリアルパーク
 コハラ 5月  8日（日）　 午前10時 オールド・コナ空港公園
 ヒロ 5月28日（土）　 午前 8時 ホメラニ軍人墓地

全教一斉ひのきしんデー 日程


