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おぢばからのメッセージ

立教174年4月26日　 

　日々はそれぞれの拠点の御用の上に御丹精頂き誠に有り難うございます。 

　本日は春の麗らかなお日和のご守護を頂き、国々所々より大勢の教友がお帰り下さり、真

柱様を芯に4月の月次祭が心陽気に勇んでつとめられました。 

　真柱様は祭文の中で、いかなる節にあってもそこに込められた親神様の思召を正しく汲み

取り、誠の心を高めるとともに、気を緩めることなく心のふ しんに徹して、世界隈無くた

すけの輪を一段と広げて参る決心を述べられました。また、来る29日の恒例の全教一斉ひの

きしんデーについて触れられ、親神様 の十全の御守護に生かされていることを感謝し、世

界中の土地所で全教が一丸となってひのきしんに励み、大いに生きる喜びを味わって日頃の

御厚恩にお応え申 し上げたいとお述べになりました。そして、この上ともに自由の御守護

を賜り、道の行く手は大きく伸び開けて世界一列互いに睦び楽しむ陽気づくめの世の様に 

一日も早くお導き下さいますようにと奏上されました。 

　祭典後の神殿講話は、寺田好和本部員がおつとめ下さいました。先生は、よふぼくのある

べき姿・使命について、おふでさき等を引用されながらお話 し下さいました。よふぼくの

あるべき姿とは、ひとすじ心・素直であることであり、その姿に成人させて頂く為には、親

神様の思召を元に、胸の掃除に励ませて 頂くことが大切であると述べられました。また、

ご自身の体験を語られ、お見せ頂く身上事情を、教祖のひながたを元に思案し、それぞれの

立場でお与え頂く御 用を、心勇んでつとめさせて頂くことが大切であるとお話し下さいま

した。最後に、陽気ぐらし実現のお役に立たせて頂くのが、よふぼくの使命であると述べら 

れ、「ひながたの道より道が無いで」と、仰せ頂くことを肝に命じ、よふぼくは教祖の道

具衆として、教祖のお心に溶け込み、世界だすけの御用の上に、お役に たたせて頂けるよ

う、勇んでつとめさせていただこうと呼び掛けられ、講話を締め括られました。 

　東日本における大震災、又それに伴う原発事故の様子が世界中に大きく報じられる中、日

本への渡航を制限する国もあって、本年4月の海外から帰参 者は例年の4分の１程度でござ

いましたが、本日の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、ネパール語（祭文のみ）の5言語で行われました。また現在、修養科英

語クラス（19名）、中国語クラス（16名）、ネパール語クラス（5名）が開催されており、

教祖のお膝元 で尊い心の修養に励んで下さっています。更に今年から新たにスタートした

教人資格講習会の第一回韓国語クラス（9名）、中国語クラス（3名）、ポルトガル語クラス

（9名）が明日27日より開講されます。祭文でもお述べ下さったように、来る4月29日は全教

一斉ひのきしんデーでございます。海外各地でもそれ ぞれの事情に併せて日時場所を設定

頂いておりますが、真柱様の思召を胸に、一人一人がしっかりとひのきしんに励ませて頂き

たいと存じます。 

　最後になりましたが、タイ出張所（野口信也所長）では5月8日に３代所長就任奉告の月次

祭がつとめられる運びとなっております。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
　親神様には一れつの子供をたすけあげた
いとの深い親心より、教祖をやしろにこ
の世の表にお現れ下され、よろづいさいの
真実をお説き明かし下さると共に、不思議
な自由を見せて世界たすけをお進め下さい
ます御守護の程は、まことに有難く勿体な
い極みでございます。私共は厚き御恵の御
恩報じを念じて、たすけ一条の御用に努め
励ませて頂いておりますが、その中に今月
は、教祖が213年前、この世にお生まれ遊
ばされた芽出度い月でございますので、お
祝いと慶びの心を併せ、只今より当伝道庁
の4月月次祭を、おつとめ奉仕者一同陽気
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。

4月月次祭祭文

　去る5日、ご存命の教祖のご誕生日をお
祝い申し、婦人会員によって女鳴物の演奏
を喜びの心一つにつとめさせていただきま
した。さらにまた5月上旬には全教一斉ひ
のきしんデーをハワイ各地で実施させて頂
き、日々身上壮健にお連れ通り頂く御守護
に御礼申し上げたいと存じます。
　私共一同は、教祖が50年の長きにわた
り、幾重の苦難の中をも明るくお通り下さ
れた尊きひながたの道をまっしぐらに辿
り、教祖の道具衆としてのつとめを果た
し、限りなき御恵にお応えさせて頂きたい
と存じます。何卒親神様には私共の真実を
お受け取り下さり、世界中の人々が、我が
身さえ良くばの我欲の心を放れ、親神様の
懐に抱かれ、十全の御守護の中に生かされ
ている真実に目覚めて、一れつ兄弟姉妹と
して共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
すようお導きの程を、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.ヒル

篳　篥　　Ｓ.サム 　 

鳳　笙　　 E.今中  　

太　鼓　　Ｍ.社本

鉦　鼓　　C.明本

鞨　鼓　　S.社本

4月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　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	 稲福道興	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｃ．斉藤	 Ｓ．三濱
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｙ．宮内	 Ｓ．中尾
	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｔ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤　Ｌ．井上
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．本田	 Ｆ．伊藤
	 Ｊ．山	 Ｓ．中尾	 Ａ．綾川
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田	 Ｗ．三国
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｄ．川崎	 Ｇ．井元
拍子木	 Ｃ．三国	 Ｓ．中尾	 Ｋ．川崎
太鼓	 M．岩田	 Ｓ．社本	 Ｅ．高田
すりがね	 Ｍ．社本	 Ｍ．久尾	 Ｗ．城
小鼓	 Ｍ．美馬	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上
琴	 Ｃ．美馬	 Ｍ．岩田	 Ｓ．柿谷
三味線	 Ｍ．三国	 Ｃ．明本	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｙ．西村	 Ｔ．松川　Ｌ．蘇
地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｏ．中尾	 Ｋ．川崎	 Ｓ．社本

祭典役割

伝道庁5月月次祭　

5月15日（日）午前9時

祭典講話：中尾オーエン

講話テーマ：天理王命

英語通訳：中尾妙子

教会長・布教所長会議
次回　5月15日（日）　12：45～13：30
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4月月次祭祭典講話

　　ジョイアス布教所長　一瀬常徳

元 の 理

　只今は、ハワイ伝道庁の四月の月次祭を陽
気につとめさせていただき、親神様、おやさ
まも大変お喜びのことと思います。初めに、
今日、私の講話を通訳して下さる宮内ルミさ
んにお礼を申し上げたいと思います。ルミさ
ん、ありがとうございます。本日は、天理教
教典第三章「元の理」について、お話しさせ
ていただきます。今日の私のお話は、「元の
理」に関する私自身の悟りと解釈であって、
必ずしも教会本部の解釈ではないことを予め
確認させていただきたいと思います。しばら
くの間ご清聴下さいますようお願いいたしま
す。
　親神様は、どのような思召から「元の理」
を私たちにお教えくださったのでしょうか。
親神様にとって、私たちに「元の理」を教え
るということは、どういうことであったので
しょうか。

おふでさきには、

　　このよふのにんけんはじめもとの神
　　たれもしりたるものハあるまい	　　　　三-15

　　このよふをはちめかけたるしんぢつを
　　たれかしりたるものハあるまい	　　　　六-42

　　これからハとのよな事もたん／＼と
　　ゆうてきかするうそとをもうな	 　　　　六-43

　　これからわ高山にてもたにそこも
　　もとはじまりをゆうてきかする	 　　　四-121

　　このはなし一寸の事やとをもうなよ
　　せかい一れつたすけたいから　　四-126

　　このよふのはじまりだしのしんぢつを
　　しらしてをかん事にをいてわ	 　　　　八-21

　　このよふをはじめだしたるしんぢつを
　　みな一れつハしよちせゑねば　　　八-27

　　いまゝでにないたすけをばするからハ
　　もとをしらさん事にをいてわ	 　　　　九-29

　　はや／＼とこのしんちつを一れつに
　　しらしたるならはなしハかるで	 　　　　十-51
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　　いかほどにはなしをといてきかしても
　　もとをしらしてをかん事にハ	 　　　　十-52

　　もとさいかしいかりゆうてをいたなら
　　なにをゆうてもみなきゝハける	　　　　十-53

　　このよふのにんけんもとをせかいちう
　　しらしてをいた事であるなら	 　　十二-129

　　このよふのほんもとなるのしんちつを
　　しいかりしよちせねばいかんで　　十二-139

　　このもとをしいかりしりているものハ
　　とこのものでもさらにあるまい	　　十二-140

　　このたびハほんしんちつをゆてきかす
　　なにをゆうてもしかとしよちせ	 　　十二-141

　　いまゝてハこのよはじめたにんけんの
　　もとなる事をたれもしろまい	 　　　十六-1

　　このたびわこのもとなるをしいかりと
　　とふぞせかいゑみなをしゑたい　　十六-2

　　このもとをしりたるものハないのてな
　　このしんぢつをみなをしゑるで	　　　十六-5

　　このよふのにんけんはじめ元なるを
　　どこの人でもまだしろまいな	 　　十六-10

　　このたびハこのしんちつをせかへぢうへ
　　どふぞしいかりみなをしゑたい	　　十六-11

　　このたびハこのしんちつをせかへちうゑ
　　どふぞしいかりをしゑたいから	　　十七-35

とあります。同じ意味合いのおふでさきをこ
れだけ続けて読ませていただくと、親神様が
何故「元始まりのお話」をされたのか、その
訳を良く分からせていただけるのではないか
と思います。親神様は、「この世を創めた神
を知っている人間はいない」、「元始まりの
真実を知っている人間はいない」、「これか
ら元始まりの真実を話してゆくが、決して嘘
と思ってはいけない」、「元始まりの真実を
知らなければ、人間は本当にたすかることは
できない」、「元始まりの真実を教えておか
なければ、何を話しても、人間はそれを聞き
分けることはできない」、「だから元始まり
の真実をどうしても皆に教えたいのだ」と仰
っておられるのです。
　つまり、人間をたすけあげるためにはどう
しても元始まりの真実を話しておかなければ
ならない、と仰っておられるのであり、私た
ち人間側から言えば、たすけていただくため
にはどうしても元始まりの真実を知る必要が
ある、ということになるのではないかと思い
ます。これは大変重要なポイントではないか
と思います。第三章には、

　「かくて、親神は、おやさまの口を通し
て、親しく、よろづいさいの真実を明かされ
た。それは、長年の間、一れつ人間の成人に
応じて、修理肥として旬々に仕込まれた教え
の点睛である。即ち、ここにいよいよ、親神
直々のだめの教えが垂示された。けだし、十
のものなら九つまで教え、なお、明かされな
かった最後の一点、元の親を知らして、人類
に、親神の子供たるの自覚を与え、一れつ兄
弟姉妹としての親和を促し、親子団欒の陽気
ぐらしの世と立て替えようとの思召からであ
る。」
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とあります。
「･･･元の親を知らして･･･」ということは、
「元の親」を知るためには「元の理」を知る
しか方法はありません。「元の理」を聞かせ
ていただいて初めて「元の親」を分からせて
いただける、ということである訳ですから、
「元の理」こそが「最後の一点」であり、言
い換えれば、「元の理」が「人間が本当にた
すかるための真実」であり、この「元の理」
をもって初めて、「親子団欒の陽気ぐらしの
世と立て替えていただけるのだ」とお教え下
さっているのだと思います。私は、これから
は、より一層注意深く教典第三章を読ませて
いただかなければならないと思っている次第
です。
　二代真柱様の「ひとことはなし、その三」
に、おやさまご在世当時の方々が、「元の
理」のお話を「どろうみこふき」とか「此の
世元創まりの御話」とか呼ばれていたこと
や、また、明治十四年本や明治十六年本と呼
ばれる本はどのようなものであったのかとい
うことについて、さらに、おやさまは、高井
猶吉、山澤良助、仲田佐右衛門（後の儀三
郎）の三人に「こふき話を書いて出しなさ
い」と言われたこと、しかしそのような書き
物でおやさまの思召に添ったものはなかった
ということ、また、「元創まり」に関するお
やさま直筆の教義書はおふでさきしかないこ
となどについて、詳しく書かれていますの
で、興味のある方は「ひとことはなし、その
三」をお読みください。ちなみに、おふでさ
きの中には、「うを」と「み」と「どぢよ」
しか出て参りません。「しやち」とか「か
め」とかは、明治十四年本や明治十六年本を
参考にしたものである、ということも思案す
べき点ではないかと思います。

　第三章「元の理」は、内容がとても膨大で
すので、限られた時間ですべてを網羅するこ
とはとてもできません。そこで今日は主に、
「くにとこたちのみこと・月様」と「をもた
りのみこと・日様」について考えさせていた
だきたいと思います。
　第三章に、「月日親神は、この混沌たる様
を味気なく思召し･･･」とあります。「月日
親神」という表現は、お道の教義書には随所
で使われている表現です。「月日」＝「親神
様」であります。おふでさきには、

　　このよふのはじまりだしハ月日なり
　　なにかいさいをみなをしゑかけ　　　八-15

とあります。「この世を創めたのは月日であ
る」とお教え下さっています。「月日」つま
り「親神様」が「この世を創めたのだ」とい
うことであるのですが、

　　しかときけこのもとなるとゆうのハな
　　くにとこたちにをもたりさまや　　　十六-12

というおふでさきがあります。「くにとこた
ちにをもたりさまや」とは、勿論「くにとこ
たちのみこと」と「をもたりのみこと」のこ
とで、「みこと」という神名で呼ばれていま
す。しかし、「みこと」という神名で呼ばれ
ているとは言っても、これは「月」という神
様が居られ、そして「日」という神様が居
られるということではありません。同じよ
うに、

　　このよふのぢいと天とハちつのをや
　　それよりでけたにんけんである　　　十-54



というおふでさきは、「地」という親が居ら
れ、「天」という親が居られると言っている
訳でもありません。親神様は、「父なる神」
とか「母なる神」とかいうような、つまり男
女どちらか一方だけの性質を持った神様では
なくて、「月と日」または「地と天」という
男女両方の性質を持っておられる神様であ
る、ということをお示しくださっているの
です。
　親神様の「月」と「日」のご性質を「月」
は「くにとこたちのみこと」、そして「日」
は「をもたりのみこと」として、親神様の男
性的な性質と女性的な性質を、それぞれ神名
をもってお示しくださり、私たちが理解しや
すいように、納得しやすいようにお教え下さ
ったものである、と私は理解しています。
　例えば、私は「正義感の強い」性格であり
ながら、「ちょっといい加減」なところもあ
ります。しかし、それは、「正義感の強い」
一瀬と、「ちょっといい加減」な一瀬が別々
に存在しているということではありません。
それと同じように、「くにとこたちのみこ
と」と、「をもたりのみこと」が別々に存在
しているということではないのです。親神様
は、「月と日」、「地と天」という男女両方
の性質を持っておられる神様なのです。
　「月」、「日」又は「月日」という表現
は、第三章の、「･･･そして、月様は、いざ
なぎのみことの体内に、日様は、いざなみの
みことの体内に入り込んで、人間創造の守護
を教え･･･。」という個所にも出てきます。
ここで大切なことは、人間創造の守護を教え
られたのは月日親神様であった、ということ
であり、つまり月日親神様が人間創造の主体
であったということです。これは言うまでも
なく、「くにとこたちのみこと」と「をもた
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りのみこと」のお働きがなければ、いわゆる
親神様のお働きがなければ、人間が生まれる
ことはなかった、ということです。
　第三章には、「続いて、乾の方からしやち
を、巽の方からかめを呼び寄せ、これ又、承
知をさせて貰い受け、食べてその心味(あじわ
い)を試し、その性を見定めて、これ等を男一
の道具、及び、骨つっぱりの道具、又、女一
の道具、及び、皮つなぎの道具とし、夫々を
うをとみとに仕込み、男、女の雛型と定めら
れた。」とあります。
　ここで注意したいことは、第三章「元の
理」では、「入り込む」という表現と、「仕
込む」という表現を使い分けておられると
いう点です。道具については「仕込む」とい
う表現が使われています。これは人間世界創
造における「作業、プロセスの一つ」であっ
たことを意味するのではないかと思うのです
が、月様、日様については、「入り込んで」
という表現を使っています。これは人間創造
における「一つの作業」というようなもので
はなく、親神様御自らがとられた「行動」で
あったことを意味するものだ、と私は考えて
います。
　「うを（魚）」「いざなぎのみこと」に、
「しやち」「月よみのみこと」を仕込み、
そこに「くにとこたちのみこと・月様」が
入り込まれた。また、「み（白蛇）」「いざ
なみのみこと」に「かめ」「くにさづちの
みこと」を仕込み、そこに「をもたりのみこ
と・日様」が入り込まれました。月日親神様
は、他の道具には入り込んでおられません。
月日親神様が「入り込まれた」のは、「いざ
なぎのみこと」と「いざなみのみこと」だけ
です。
　ここに、六柱の神名が出てまいりました。
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この、「くにとこたちのみこと」、「をもた
りのみこと」、「月よみのみこと」、「くに
さづちのみこと」、「いざなぎのみこと」、
「いざなみのみこと」の六柱を「この世初ま
りの六台」と呼んでいます。この六柱には今
まで申し上げましたように、人間創造の際の
結びつきがあることから、この六柱は「かん
ろだいつとめ」において、おのずと一手一つ
になれるのでその必要はないのですが、あと
の四柱については、「かんろだいつとめ」で
は「くにとこたちのみこと」か「をもたりの
みこと」のどちらかから出る紐を手にくくっ
て、一手一つをかたどっています。「ぢば、
かんろだい」の北でつとめられる「くにとこ
たちのみこと」から出る一本の尾は、「くに
とこたちのみこと」の左側、つまりかんろだ
いの東北に位置してつとめられる「たいしよ
く天のみこと」の右腕にくくられています。
そして、「かんろだい」の南でつとめられる
「おもたりのみこと」から出る三本の尾の一
本は、すぐ右におられる「くにさづちのみこ
と」を通り越えて、東でつとめられる「くも
よみのみこと」の左腕にくくられており、あ
との二本は、「をもたりのみこと」の左側、
つまり西南でつとめられる「かしこねのみこ
と」の右腕と、西でつとめられる「をふとの
べのみこと」の右腕にくくられています。
　つまり、一手一つをかたどるために、親神
様である月様又は日様とは結ばれています
が、「道具」同士だけで結ばれてはいないと
いうことも留意すべき点ではないかと思いま
す。教典第三章には、

　　このよふのしんぢつの神月日なり
　　あとなるわみなどふくなるそや　　　六-50

というおふでさきを受けて、「この世の元の
神は、月日親神であって、月様を、くにとこ
たちのみこと、日様を、をもたりのみことと
称える。あとなるは皆、雛型であり、道具で
ある。」と記述されています。「道具」とし
てお使いになった、「しやち、かめ、うな
ぎ、かれい、くろぐつな、ふぐ」について
は、「食べてその心味を試し･･･」という表
現になっていますが、「うを」と「み」、
つまり「いざなぎのみこと」と「いざなみ
のみこと」については、「･･･その一すじ心
なるを見澄ました上、最初に産みおろす子
数の年限が経ったなら、宿し込みのいんねん
ある元のやしきに連れ帰り、神として拝をさ
せようと約束し、承知をさせて貰い受けられ
た。」と記述されています。ここで大切なこ
とは、食べてその心味を試さなくても、親神
様が見済ますことができるほど、「うを」と
「み」の心は一すじ心であった、ということ
だと思います。
　「くにとこたちのみこと」と「をもたりの
みこと」を含む十全の守護の説き分けにつき
ましては、来月の神殿講話、教典第四章「天
理王命」でお話があるのではないかと思いま
すので、ここでは割愛させていただきます
が、私が大事だと思っておりますことを一つ
だけ申し上げたいと思います。
　「水」は、この世の全ての生物にとって決
して欠かすことが出来ないものと言っても過
言ではないと思います。一滴の水滴について
考えてみますと、温度が高すぎれば水滴は蒸
発してしまいますし、温度が低すぎれば凍っ
てしまいます。この「くにとこたちのみこ
と」の「すいき」と「をもたりのみこと」の
「ぬくみ」が「丁度良いバランス」の時に、
水滴は水滴として存在することができるので
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す。この絶妙なバランスが保たれて初めて、
水滴が水滴として存在できるわけで、従っ
て、この世の全ての生物にとっては、水滴が
存在できる環境が不可欠である、ということ
になります。「親神様の懐住まい」とか「温
かい親神の懐に抱かれ･･」という表現をよく
使いますが、親神様の懐とは、親神様の「く
にとこたちのみこと」の性質と「をもたりの
みこと」の性質の真ん中、「丁度良いバラン
スのところ」を意味するのではないか、と私
は考えています。
　さらに、平らな台の上に水を一滴落とす
と、丸いボールを真ん中から真二つに切った
時の半分のように、丸くこんもりした形をし
ていますが、少しぐらいゆらしても、ゆらゆ
らするだけで、水滴の形は簡単には崩れませ
ん。これは、水滴の中から外に向かって突っ
張る力が働いており、つまり月よみのみこと
の突っ張りのご守護があることと、表面張力
と言って、水滴の表面が裂けないようにつな
ぐ力が働いている、つまりくにさづちのみこ
との万つなぎのご守護をいただいているから
だ、と悟らせていただいています。突っ張り
のご守護とつなぎのご守護がバランスよく保
たれなければ、水一滴も存在できないという
ことです。夫婦の理合いや、身上の悟りに参
考にしていただければ、と思います。
　教典第三章のほんの一部についてしかお話
しさせていただいておりませんが、時間に限
りがあることですし、また、皆さんもお疲れ
であろうとも思いますので、親神様は何故、
そしてどうのようにそれぞれの道具をお使い
になられたのかについては、第三章をお読み
いただきたいと思います。
　九憶九万九千九百九十九年のうちの「六千
年は知恵の仕込み」であったことも第三章に

記述されています。ある文献によれば、「六
千年間の知恵の仕込みの間には、くにさづち
のみことに人間の生体を受けさせて、藤や蔦
のような物を割いて着物を織らすことを始
め、をふとのべのみことに人間の生体を受け
させ、入り込んで立毛食べ物を作ることを教
え、くもよみのみことに人間の生を受けさ
せ、入り込んで食べる道を教え、月よみのみ
ことに人間の生を受けさせ、入り込んで、木
や竹をもって住家を造る道を教えた。」とあ
ります。
　これはつまり、私たちに衣食住の方法をお
教えくださったのだと思うのですが、それも
全て、私たち人間が陽気に暮らせるように、
と願う親神様の思召からのことであったと思
わせていただきます。従って「知恵の仕込
み」の「知恵」とは「恵みを知る」と書きま
すように、「恵みを知る」能力を親神様から
授けていただいたのだと私は解釈していま
す。親神様から授けていただいたこの能力
を、私たちは、ともすると我さえ良ければと
いう思いのために使ってしまいがちです。中
には、神の存在を疑ったり、神の存在それ自
体を否定したりする能力に使っている人もい
るようです。そのような能力の使い方は「恵
みを知る」という能力の正しい使い方とは言
えません。私たち人間の知識や学習力という
ものは、「より多く、そしてより深く親神様
の恵みを知るため」のものであり、またその
ように使わせていただかなければならないも
のである、と私は考えています。第三章を読
んで、それを理知的に分析し、理解しようと
することも決して無駄なことではないとは思
いますが、是非その中から一つでも二つで
も、新たに親神様の恵みを知ることが出来る
ように、今までは感じられなかった親神様の
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ご守護を感じられるようになるように読ませ
ていただくのが肝要ではないかと思っており
ます。
　最後に、今日の講話で一番重要と思うポイ
ントを申し上げますと、それは、人間をたす
けあげるためにはどうしても元始まりの真実
を話しておかなければならない、とお教えい
ただいていること、そしてこの元始まりの真
実こそ「最後の一点」であり、この「最後(だ
め)の一点」は、教典第三章「元の理」でお教
え下さっている、ということです。
　全てのおたすけの源であり、つまり「よろ
ずたすけ」のかなめである「かぐらづとめ」
の理合を分からせていただくためには「元の
理」を知らなければなりません。天理王命様

が私たち人間の親であることを知るため、従
って私たちは皆兄弟姉妹であること、そして
いんねんのご教理も、かしもの・かりものの
ご教理も、お道の教理の根本はすべて「元の
理」にあることをここで再確認させていただ
ければ幸いです。

　　このよふのほんもとなるのしんちつを
　　しいかりしよちせねばいかんで　　十二-139

　　このたびわこのもとなるをしいかりと
　　とふぞせかいゑみなをしゑたい　　十六-2

　　このたびハこのしんちつをせかへぢうへ
　　どふぞしいかりみなをしゑたい	　　十六-11

　ご清聴誠にありがとうございました。

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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少年会　第36回総会＆スプリングキャンプ

アイランドニュースアイランドニュース

　3月25日～27日、少年会スプリングキャ
ンプと第36回総会が行われました。子供54
名、カウンセラー6名、アダルトリーダー20
名、計80名が参加しました。キャンプ二日
前から、強風と大雨の影響で天理文庫の屋
根が剥がれたり、テントのパイプが折れたり
と、キャンプ開催が危ぶまれるほどの被害が
ありました。それでも、多くの方のサポート
によりスプリングキャンプを開催することが
できました。
　期間中を通して雨が降り続いていました
が、ミニオリンピックやキャンプファイヤー
など外で行う行事や、移動する際には雨足が

弱まるというご守護をいただきました。最終
日にはすっかり止んで、問題なく撤収作業を
終えることができました。キャンプに参加し
た少年会員には、良いお天気のためというよ
りも、日本の大震災による被災者のためにお
祈りさせていただきましょうと、いつも伝え
ていました。神様は、キャンプに関わる方々
の心からのひのきしん精神と、真剣におつと
めをつとめる姿を受け取って下さったのだと
思います。期間中二人の子供が怪我をしまし
たが、最後まで参加してくれました。準備や
撤収などのひのきしんをして下さった皆様、
ありがとうございました。

少年会ハワイ団団長　中尾オーエン
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少年会ハワイ団

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。

少年会教祖ご誕生お祝い行事

　4月17日（日）、午前9時半より伝道庁にて少年会教祖ご誕生お祝い行事を行いました。50
名の参加者が教祖213回目のご誕生日をお祝いしました。おつとめに続いて、川崎カイコ君
（アロハ教会）と宮内ケニー君（浅草ハワイ教会）による教祖物語の朗読がありました。そ
の後、青年会員主導によるゲームで盛り上がりました。昼食では教祖ご誕生お祝いの歌をみ
んなで歌い、ケーキをいただきました。最後に参加者みんなで清掃ひのきしんをさせていた
だき、散会しました。
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　４月5日（火）午後７時より、伝道庁
神殿に於いて、教祖213回目のお誕生日
をお祝いする、第５1回教祖ご誕生お祝
いの集いが開催されました。
　お祝いの集いでは、参加者70名が礼拝
後、琴、三味線、鼓弓、地方にそれぞれ
分かれ、よろづよ八首から十二下りまで
を４交代でつとめました。
　神殿での集い行事終了後、おさがりの
ケーキやお菓子で和やかな一時を過ごし
集いを終えました。

婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

 　　　　　

－婦人会英語グループ－ 支援活動紹介

　婦人会英語グループ（フイ・オ・ワヒネ・オハナ）は、皆様からお寄せいただいた
食料品（缶詰など）をIHS（Institute	of	Human	Service：福祉非営利団体）へ寄付させ
ていただきました。今年で8
回目となるこの活動は、教祖
のご誕生月である4月に行う
ことで、教えを忘れずに通ら
せていただくという目的のも
と始まりました。
　今年も多くの寄付をホーム
レスの方々に届けさせていた
だくことができました。ご協
力いただいた皆様、ありがと
うございました。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
人事連絡

　4月1日（金）より、中尾ルーカスさん（パー
ル）が、1年間の予定で伝道庁青年としてつと
めています。
　また、明本ダニエルさん（パラダイス教会）
が、4月18日をもって海外部での勤務を終え、
帰布しました。

ラナイ教会（本島）
菅フランシス正子会長夫人お出直し

　去る4月10日、菅フランシス正子・ラナイ教会長
夫人がお出直しされました。享年78才。告別式は5
月6日、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。
　菅夫人は、香川県の本島で生まれ育ちました。菅
ハリー会長と結婚してハワイに移り住み、オードリ
ー、モウリー、ダフニーの三女を授かりました。長
年にわたり教会の御用に身を捧げ、ハワイ婦人会や
少年会の活動にも貢献されました。菅夫人のご功績
に深く感謝申し上げ、心より哀悼の意を表します。

東日本大震災義援金報告

　東日本大震災発生後、ハワイ伝道庁にて義援金
を募りましたところ、4月30日までに寄せられた
義援金総額は2万4984ドルになりました。
　義援金全額は天理教道友社が窓口となって受け
付けている「天理教被災教区・災救隊支援募金」
にお届けいたします。大勢の方の真実のご協力、
有り難うございました。



女子青年だより

■ 堀川シェロ委員長より
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　4月19日、御本部殿内に於いて、第93回
婦人会総会が開催されました。冷たい雨と
風、そして雷の鳴る中で聞かせていただい
た、真柱様、会長様のお言葉は、私たちの
身と心にしみわたりました。昨年に引き続
き、忘れられない、有難い総会となりまし
た。百周年を超え、第一歩を踏み出したお
互いは、さらに心を引き締めて、何があっ
ても動じない道の台とならせていただきま
しょう。

■例会

　5月9日（月）　　9：00-
　・ミーティング
　・教理勉強（教祖伝逸話篇）
　・庁長先生講話
　

婦人会だより

■鳴物練習

　5月10日（火）　9：00-10：30
　6月14日（火）　9：00-10：30

■ヌアヌハレ慰問

　5月14日（土）　9：00-

■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

＊４月の月次祭直会当番はノースホノルル
グループです。よろしくお願い致します。

　ハワイコンベンション開催が間近に迫っています。まだ参加費の支払いが済んでい
ない方は、すぐに伝道庁までお寄せください。内容は盛り沢山ですので、三日間しっ
かり参加していただきたいと思います。当日お会いできることを楽しみにしています。
　また、伝道庁月次祭直会でのひのきしんをしていただける方を集っています。



青年会だより

■月例会議

　5月15日（日）　　13：00-
　於：伝道庁
　　

■ハワイコンベンション会場ひのきしん

　5月28日～30日
　於：ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
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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。少年ひのきしん隊本部練成会海
外隊（海外少ひ隊）に参加する方、また
はアロハバンドのメンバーには、航空費
の助成がありますので、詳しくは、少年
会ハワイ団団長中尾オーエンまでお尋ね
ください。
　海外少ひ隊は、10才～15才の少年会
員を対象としています。台湾、韓国、

　4月17日に、伝道庁にて教祖ご誕生お
祝い行事を賑やかに開催しました。参加
者数は、子供30名、大人20名でした。
ひのきしんをして下さった皆様ありがと
うございました。

香港、カナダ、イギリス、ブラジル、
オーストラリア、アメリカなど世界各地
から多くの子供たちがおぢばに集い、お
茶汲みのひのきしんを行います。また、
こどもおぢばがえりのアトラクション、
夜のパレード、交流会など様々なプログ
ラムが用意されています。是非ご参加く
ださい。



えびマヨ・クルミ和え
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　中華料理は最高ですね。私は前世が中国人だったに違いな
い、と思うほど中華が好きです。中華料理を食べると、すぐ
にその作り方が分かってしまいます。今月のレシピは、そん
なお気に入りの中の一つで、初めて食べた時はまさに天国に
いるようでした。みなさんも是非ご賞味ください。

材料
海老（大）‥‥‥‥	230ｇ
水‥‥‥‥‥‥‥‥	2カップ/4カップ
クルミ‥‥‥‥‥‥	1カップ
砂糖‥‥‥‥‥‥‥	1/2カップ/大さじ1
はちみつ‥‥‥‥‥	1/4カップ
油‥‥‥‥‥‥‥‥	適量

食いしん坊レシピ

作り方
①　海老の殻をむいておきます。水2カップ
　　を火にかけ、クルミを10分間茹でてか
　　ら出します。次に4カップの水を火にか
　　け、砂糖を溶かし、そこにクルミを加え
　　さらに10分間茹でます。鍋から出したク
　　ルミに、はちみつを絡めます。油を熱し
　　た中華なべでクルミを数分間炒めます。

②　先に殻をむいておいた海老を卵の白身、
　　小麦粉に付け、中華なべで数分間さっと
　　炒めます。炒めた海老を上げ、なべの油
　　を捨てておきます。

③　同じ中華なべに残りの調味料を入れて、

そこに海老を入れ、1分間炒めます。お皿
に海老とクルミを盛り付け、お好みで煎り
ごまをまぶしたら完成です。

小麦粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥	適量
卵の白身‥‥‥‥‥‥‥‥	2個分
酢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	大さじ半
マヨネーズ‥‥‥‥‥‥‥	大さじ2
コンデンスミルク‥‥‥‥	大さじ1
煎りごま‥‥‥‥‥‥‥‥	大さじ1



４月行事報告 ５月行事予定

		3日（火）・庁長夫妻帰任
　　　　　・月例コミュニティーひのきしん
		4日（水）・文化センター月次祭
　　　　　・まこと/オリジンズ会議
		5日（木）・バザーブースヘッド会議
		9日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
10日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
12日（木）・少年会会議
14日（土）・主事会
　　　　　・婦人会ヌアヌハレ慰問
15日（土）・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
16日（月）・月例にをいがけデー
17日（火）・祭儀委員会
26日（木）・遥拝式
28～30日			・天理教ハワイコンベンション
30日（月）・翻訳会議（～3/6）

		1日（金）・中尾ルーカス青年着任
		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
		6日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
　　　　・(英語)歌って踊れるみかぐらうた会議
		9日（土）・月次祭
　　　　　・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
13日（水）・ハワイコンベンション会議
17日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
　　　　・(英語)歌って踊れるみかぐらうた練習
18日（月）・文化センター委員会
19日（火）・祭儀委員会
21日（木）・ハワイコンベンション会議
　　　　　・バザー委員会
26日（土）・遥拝式
　　　　　・おてふり鳴物練習
28日（金）・ハワイコンベンション会議
30日（土）・全教一斉ひのきしんデー
　　　　　　　　　　　　　（オアフ島地区）
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