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おぢばからのメッセージ

立教174年5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。
　親里は今、風薫る新緑の季節を迎えております。本日は梅雨の走りを感じさせる
曇り空の一日となりましたが、国々所々より大勢の教友がお帰り下さり、真柱様を
芯に5月の月次祭が陽気に勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で、お見せ頂く様々な節の中に、先の怖き危なき道をお案じ下
される親神様の親心を深く思案し、ともすれば、我さえ良くばの利害や苦楽に捕わ
れ、枝先の栄えに流されがちな己が心を御教えに照らし、一れつ和楽をお望み下さ
る思召をしっかりと心に治めて、人だすけに誠の限りを尽くし、世界のふしんに丹
精させて頂く決心をお述べになりました。そして、よろずたすけの上には自由の御
守護を賜り、あしきが払われ全ての人間が一れつ兄弟姉妹の輪を結び固め、互いに
たすけ合って陽気世界へと歩みを進ませて頂けますようにと祈願されました。

　祭典後の神殿講話は、西田芳治本部員がおつとめ下さいました。
　先生は冒頭、本日が「ぢば定め」が行われた明治八年（1874年）陰暦五月二十六
日の縁の日であることに触れられました。そして、天降りたる元のいんねん、ぢば
定めに至るつとめ完成へのひながたの道と、そこに込められた親神様の思召、教祖
の導きについておふでさき等を引用されながら諄々とお話し下さいました。また、
一人のよふぼくとしておつとめを通し、元のいんねんに心を繋がせて頂き、自ら歩
んで共々に助かる道を通らせて頂きたいとおっしゃられました。

　ハワイではいよいよ明後日28日より30日にかけて伝道庁主催による「天理教ハワ
イコンベンション2011」が開催されます。英語圏を中心に世界各地から300名を超
える教友が参加すると聞かせて頂いておりますが、この集いが更なる世界布教への
かけがえのない一歩となる事を心より願っております。

　最後になりましたが、真柱様御夫妻には来月9日より20日までブラジルを御巡教
下さり、6月12日のブラジル伝道庁創立60周年記念祭にご臨席頂く予定でございま
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、子供可愛い親心のまにまに、

旬に応じて私共をお仕込み下さり、永の年

月絶えることなき御守護をもって陽気ぐらし

へとお導き下さいます御慈愛のほどは誠にあ

りがたく勿体ない極みでございます。私共は

日々賜ります厚き御恵に感謝の思いを深めつ

つ、御恩報じの道を心勇んで歩ませて頂いて

おりますが、その中にも今日はこれの伝道庁

の５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、ご高恩に御礼申し上げたいと存じま

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、共にみかぐらうたを唱

和して御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。

　全教一斉ひのきしんデーが世界の各地にて

繰り広げられ、去る４月３０日にはオアフ島

地区において約１５０名の参加者を得、身上

壮健にお連れ通り下さるご高恩に御礼申し上

5月月次祭祭文

げ感謝の心を込めて実施させて頂きました。

またカワイ、マウイ、ハワイの各地区におい

ても順次実施させて頂いております。

　また来る２８日より３日間にわたり「絆、

ワンワールド、ワンファミリー」をテーマと

して天理教ハワイコンベンション２０１１を

開催させて頂きます。管内はもとより、アメ

リカ、ヨーロッパ、オーストラリア、日本の

各地より約３２０名がより集うこの開催を好

機と捉え、世上にお見せ下さる数々の厳しい

姿のなかに、自らの考え方や日々の生活のあ

り方の方向転換を求められる親神様の思召を

しっかり練り合い、ひながたの道を素直に辿

り、つとめの勤修とさづけの取り次ぎに励

み、世界たすけをお急き込み下さるお心に少

しでもお応えさせて頂けるよう成人の道を歩

ませて頂きたいと存じます。

　未熟な私たちではありますが何卒親神様に

は大らかな親心でお連れ通り下さり、人々の

心の埃が払われ一列兄弟姉妹の和睦が深まり

互いにたすけあう陽気づ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

程を、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.西村  Ｍ.中尾

篳　篥　　Ｓ.サム  Ｄ.明本  　 

鳳　笙　　Ａ.社本   E.今中  　

太　鼓　　Ｍ.社本

鉦　鼓　　C.明本

鞨　鼓　　S.社本

5月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳　　柿谷節生	
賛　者	 城ウェイン　	川崎カイル　　	 	
指図方	 山ロナルド
献饌長	 中尾オーエン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｍ．稲福
(男性)	 Ｒ．山	 Ｏ．中尾	 Ｓ．社本
	 Ｃ．三国	 Ｋ．川崎	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤　Ｋ．金川
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｒ．宮内
	 Ｍ．三国	 Ｃ．浜田	 Ｙ．川崎
笛	 Ｔ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本
チャンポン	 Ｇ．井上	 Ｅ．高田	 Ｗ．城
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾
太鼓	 M．社本	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上
すりがね	 Ｔ．美馬	 Ｓ．中尾	 Ｋ．川崎
小鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｙ．宮内	 Ｓ．三濱
琴	 Ｊ．山	 Ｔ．松川	 Ｍ．井上
三味線	 Ｍ．岩田	 Ｓ．柿谷	 Ｓ．中尾
胡弓	 Ｃ．明本	 Ｔ．中尾　Ｎ．中尾
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．美馬	 Ｙ．宮内
	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上	 Ｍ．久尾

祭典役割

伝道庁6月月次祭　

6月19日（日）午前9時

祭典講話：斉藤かよ

講話テーマ：ひながた

英語通訳：斉藤カーレン

教会長・布教所長会議
6月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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5月月次祭祭典講話

　　パール教会長　中尾オーエン

天 理 王 命

　私達の信仰する神を天理王命と申し上げま
す。
		「天理」とは天然自然の理を意味し、「王」
とは自然の法則を御支配下され、「命」とは
神を意味します。神とは何でしょう。私にと
って神とはどういう存在なのでしょう。
　天理教の神様は紋型ないところから、この
世と人間をお創り下され、永遠にかわること
なく、すべての物に生命を授け、その時と所
とを与えてくださる元の神、実の神にていま
す。このお働きは、今も変わることなく、こ
の世界や身体の中でお働き下さるので私達は
毎日生かされているのです。そして、分かり
やすい様に、このお働きにそれぞれの神名を
つけて説き分けられたのが「十全の守護」で
す。

１．くにとこたちのみこと
　人間身の内の眼うるおい、世界では水の守
護の理。人間の身体にては眼や体の中のうる
おいの御守護をして下さいます。人間の身体
は70％が水で涙、血液、汗、尿などがそれで
す。地球上においては地球の表面積の約70％
は水です。

２．をもたりのみこと
　人間身の内のぬくみ、世界では火の守護の
理。食べた物が体内で分解される時、発生す
る熱が体温の源です。地球上においては太陽
の熱と光のエネルギーですべての生命を育て
ます。

３．くにさづちのみこと
　人間身の内の女一の道具、皮つなぎ、世界
では万つなぎの守護の理。人間身の内の女一
の道具とは、新しい生命を生み出す大切な器
官の一つです。又、私達の身体は皮膚でおお
われています。そのおかげで、体内の水分を
維持し、細菌など体内に侵入する事を防ぐこ
とができます。世界においては、夫婦、親
子、人とのつなぎ、お金によるつなぎの御守
護の理。

４．月よみのみこと
　人間身の内の男一の道具、骨つっぱり、世
界では万つっぱりの守護の理。人間の身体は
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骨で支えられているので立つ事が出来る。立
つことによって両手が使えることから（人間
は他の動物より）発達してきたのです。

５．くもよみのみこと
　人間身の内の飲み食い出入り、世界では水
気上げ下げの守護の理。飲み食い出入りとは
消化器官の御守護を下さるところです。食べ
た物を胃や腸で消化され、残った不要なもの
は体外に排出されます。地球上においては地
表から水分が蒸発し、雲となります。蒸発す
る時、水に溶け込んでいた色々な物質が取り
除かれ、水は浄化されます。雲はやがて雨と
なって降り、生き物を潤します。

６．かしこねのみこと
　人間身の内の息吹き分け、世界では風の守
護の理。息を吐いたり、吸ったりする呼吸器
系の御守護です。私達は植物が出す酸素を吸
って生きています。逆に植物は私達が吐く
二酸化炭素を吸って生きているのです。動
物と植物がお互いに助け合って生きているの
です。

７．たいしょくてんのみこと
　出産の時、親と子の胎縁を切り、出直しの
時、息を引き取る世話、世界では切ること一
切の守護の理。胎児はお腹の中で母親とへそ
の緒でつながっていて、栄養も酸素も母親か
ら供給されます。そして、生まれてきてへそ
の緒が切れてからは、自力で呼吸を始めま
す。出直す時息を引き取って下さるのも、皆
神様がして下さいます。病の根も切って頂く
のです。切ってつなぐ事は大切です。生地を
切ることによって洋服が出来上がり、木も切
ることによって家が建つ。切ってつないで下

さる御守護の理。

８．をふとのべのみこと
　出産の時、親の胎内から子を引き出す世
話、世界では引き出し一切の守護の理。親の
体内から子を引き出す世話。すなわちお産の
ことです。胎児が成長し、月満ちてこの世に
お引き出し頂きます。やがて身も心も成長
し、教育によって学力、能力が伸びる。植物
や木が種から育ち、野菜、果物が熟しとれ
る。これは皆引き出し一切の守護の理です。
ですから人を救ける心と行いを心がけている
と、素晴らしい人生を引き延ばしていただけ
るのです。

９．いざなぎのみこと　男ひながた・種の理

10．いざなみのみこと		女ひながた・苗代の理
　女の人は命を育む苗代として乳幼児を育て
る大切なお働きを与えられています。

　人間はみな親神様の十全の守護によってこ
の世に存在し生かされているのです。
　ある人が私に、「あなたはどうやって神の
存在を人に説明しますか？」と聞きました。
その人に私は、「では、どうやって人間が創
られたのか、どうやって私達は生きていると
思いますか？」と尋ねました。すると、その
人は「それは自然の成り行きだ。」と言うの
で、私は、「自然とは、自然現象とか何か偉
大なるものが人間を創造し、生命を維持して
いるということですか？もし、そうならそれ
が神ですよ。」と言いました。すると彼は言
い直して、「いや、ただ単にこう成ってきた
だけだ。」というのです。私は｢何一つ偶然
に成ってきたという事はない。」と言いまし
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た。「もしこの世界と人間が偶然に出来てき
たのであれば、なぜ今あなたが食べているこ
の夕食の料理も偶然に出来ないのですか。」
と言いました。もし、あなたが美味しい食事
をしても、これはただ目の前に出され、当た
り前という気持ちで食べていたら、料理した
人はどんなに思うでしょう。感謝もなく当た
り前でいたら、作ってくれた人に申し訳なく
思いませんか。
　何一つ偶然にできる事はないのです。誰か
が苦心をして料理をしてくれている様に、誰
かがこの世界と人間を創ったのです。それが
神様ですと、このように私は神さまの存在を
説明しました。それはおふでさきにも示され
ています。

　　月日よりたん／＼心つくしきり
　　そのゆへなるのにんげんである　　　六-88

　以前におぢばの三カ月の修養科講師をさせ
て頂いた時のことです。親神様の説明をさせ
て頂こうとした時に、ある生徒が質問をして
きました。
　｢神とはすごいもので渺茫（びょうぼう）
たるものであり、この巨大な地球は時速1660
キロメートルの速さで24時間ごとに一回転
する。そして、太陽の周りを時速108,000キ
ロメートルの速さで音も立てずに回ります。
神とは計り知れない無限のものだ。神はあま
りに無限大なので、理解する事なんか出来な
い。」と言うのです。
　私は、「その通り。神様の存在は計り知れ
ないものですが、教祖の教えを通して神様の
お心が分かるようになるのです。」と言いま
した。そして次の御言葉を読ませていただき
ました。

　　このよふを初た神の事ならば
　　せかい一れつみなわがこなり　　　四-62

　　いちれつのこともがかハいそれゆへに
　　いろ／＼心つくしきるなり　　　　　　四-63

　　月日にハみな一れつハわが子なり
　　かハいゝばいをもていれとも　　　　八-60

教典第４章より、

　「この世は、親神の身体であって、世界
は、その隅々に至るまで、親神の恵みに充ち
ている。そして、その恵みは、或いは、これ
を火、水、風に現わして目のあたりに示し、
又、眼にこそ見えぬが、厳然たる天理とし
て、この世を守護されている。即ち、ありと
あらゆるものの命の源であり、一切現象の元
である」

とあります。一切の現象を起こされる親神様
は、この度の東日本大地震と津波をお見せ下
さいました。普段は静かな海が、予告もな
く、ある日突然にＭ9.0の大地震が起こり、
続いて、ビルの高さ14、15階ほどの高さの
大津波が人も、家も、家畜や船も海へのみ込
んで行ってしまったのです。被害に遭った、
北日本の地域（岩手、宮城、福島、茨城）は
マグロをはじめ、カツオ、さんま、わかめ等
の海産物が一番多く獲れるところで、日本で
も最も漁獲量の盛んな地域です。又、原発の
あった福島県は米どころであるだけでなく、
きゅうり、りんご等も多くとれる土地です。
　今、日本人の食生活の基盤となる食物や水
が放射能による汚染におびやかされていま



す。二カ月経つ今も、船を失くし、仕事を失
くし、家をなくし、家族もなくした１３万人
の人が避難生活をしています。この現状を通
して神様は何を私達に知らせてくださってい
るのでしょうか。今、物の豊かな時代に慣れ
てしまった私達は、感謝の心がうすれてきて
いないでしょうか。水や電気を無駄に使って
いないでしょうか。
　物に頼りすぎて神様を信じるという心がう
すくなってはいないでしょうか。私達の日々
の心遣いが、神様のお心との間にずれがある
のではないでしょうか。みかぐらうたに、　

　　みなせかいのむねのうち　　
　　かがみのごとくにうつるなり　　六下り目-3
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とあります様に、今の社会において生起する
出来事はみな私達の心遣いを映し出す鏡のよ
うなもの。
　被害に遭われた方々、亡くなられた方々が
私達の代わりに犠牲となられ、そして教えて
くれた事は、日々に生かされていることへの
感謝、物を大切にする慎みの心とそして困っ
ている人を救ける心を持つことであると思い
ます。今こそ被災地へ義援金を少しでも送ら
せてもらいたいと、世界中から救け合いの姿
が多くみられ、人々の心は、親神様の思召に
少しでも近づいているのではないかと思わせ
て頂きます。

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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全教一斉ひのきしんデー

アイランドニュースアイランドニュース

　4月30日（日）、全教一斉ひのきしんデー
（オアフ島地区）がホノルル動物園に於いて
行われ、156名が参加しました。
　午前9時、動物園に集合した参加者は、表
統領のメッセージ（日英両語）を拝聴、また
動物園の職員代表から永年にわたるひのきし
ん実施に対する謝辞を受けた後、ひのきしん
を開始しました。
　大勢の観光客が訪れる中、"One	World,	One	
Family"のロゴ入りＴシャツを着用して、午前

11時まで清掃ひのきしんに励みました。米
本土の観光客から「ありがとう」と言葉をか
けられる場面も見られました。また当日は、
地元のレイレフア高校のバンドメンバー42名
が、3月におぢばで天理高校・天理教校との
ジョイント・コンサート開催に対する感謝の
気持ちを込めて、今回のひのきしんデーに参
加しました。尚、別項記載の通り、オアフ島
地区会場以外に五会場で、全教一斉ひのきし
んデーが実施されました。

オアフ島ホノルル　ホノルル動物園
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オアフ島　　　ホノルル	 4月30日（日）　ホノルル動物園 　　156名

カウアイ島　　カパア   5月14日（土）　カパア日本人墓地 　　  12名

マウイ島　　　マカワオ 　　   7日（土）　マカワオ軍人基地 　　  22名

ハワイ島　　　コナ    　   8日（日）　コナメモリアルパーク 　　　7名

　　　　　　　コハラ 　 　  8日（日）　旧コナ空港公園 　　　4名

　　　　　　　ヒロ         28日（土）　ホメラニ軍人墓地 　　 19名

各会場報告

マウイ島マカワオ　マカワオ軍人墓地

ハワイ島ヒロ　ホメラニ軍人墓地 ハワイ島コナ　コナメモリアルパーク
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天理教ハワイコンベンション2011開催

　5月28日から3日間、英語圏の教友が一堂に会し、信仰的なつながりを深め合う「天理教ハ
ワイコンベンション2011」が、ホノルル市内のヒルトン・ハワイアン・ビレッジホテルにて
開催されました。世界7カ国から集まった320名の参加者は、ワークショップや分科会などを
通して、信仰実践のあり方などについて語り合い、お互いのつながりを深めました。詳細は
次号に掲載します。

第56回天理教ピクニックのお知らせ

日　程：7月4日（月）

時　間：午前9時～午後2時

場　所：カピオラニ公園

皆様のご参加をお待ちしております!

ハワイー204名	 	 アメリカ本土ー80名	 日本ー26名	 香港ー2名	
オーストラリアー2名	 フランスー2名	 	 英国ー1名	 カナダー3名	 	 	
	

参加者統計



女子青年だより

■	堀川シェロ委員長より
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　先月開催されたハワイコンベンションに
は、ハワイ・アメリカ本土をはじめ、カ
ナダ、イギリス、フランス、オーストラリ
ア、香港、日本の7カ国から、300名を超え
る人々が集まり、ともに語り合い、信仰を
深めました。
　このコンベンションを通して、私たちは
どのような絆を、どれだけ多くの人と結
び合えたのでしょうか？"One	World,	One	
Family"の教えをこれからも世界に向かっ
て発信していきましょう。

■鳴物練習

　6月、7月はお休みです。

■ヌアヌハレ慰問

　6月11日（土）　9：30-

婦人会だより ■例会

　6月13日（月）　　9：00-
　・ミーティング
　・総会真柱様お言葉、婦人会長様
　　ご挨拶を拝読
　・100周年総会DVD

■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

＊6月の月次祭直会当番は周東グループです。
　よろしくお願い致します。

＊修養会期間中の食事ひのきしんもよろし
　くお願い致します。

　ハワイコンベンションを滞りなく開催させていただきました。長期間に亘り、皆様
のご協力をいただきありがとうございました。参加された方は、新たな視点を持ち、
信仰を深められたことと思います。またこれからの行事については随時連絡させてい
ただきます。ハワイコンベンションで学んだ事を活かして、各教会や伝道庁の月次祭
に参拝し、ひのきしんに参加しましょう。



青年会だより

■月例会議

　6月19日（日）　　13：00-
　於：伝道庁
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少年会だより

■少年会こどもおぢばがえり
　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、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、お茶接
待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。
　詳しくは、電話：734-1449、または
メール：onakao@tenrikyopearl.orgまで
連絡ください。

■天理教ピクニックひのきしん

　7月4日（月）　　9：00-
　於：カピオラニ公園



カレー風味チキン
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　スターバックスで働き始めて一年になりますが、お客との
会話の中でとても興味深いレシピが話題にあがりました。持
寄りパーティー、バーベキュー、ピクニックなど、色んな場
面で大活躍のレシピです。

材料
コスコ冷凍チキン	‥‥‥‥‥‥‥1パック
醤油	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
カレー粉	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
オリーブ油	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3/4カップ
ニンニク（お好み）

食いしん坊レシピ

作り方
①　チキンを解凍します。全ての調味料を混
　　ぜ合わせ、お好みの量のニンニクを潰し
　　香りをつけます。

②　チキンと、合わせた調味料をジップロッ
　　クに入れて、一晩寝かせます。グリル　
　　かオーブンで照り焼きにしたら、出来
　　上がりです。



６月行事予定５月行事報告
		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
		5日（木）・バザーブースヘッド会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
		9日（月）・婦人会例会
10日（火）・婦人会鳴物練習
　　　　　・主事会準備会
11日（水）・ハワイコンベンション会議
12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
13日（金）・(英語)歌って踊れるみかぐらうた練習
14日（土）・主事会
　　　　　・(英語)歌って踊れるみかぐらうた練習
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）・(英語)歌って踊れるみかぐらうた会議
19日（木）・ハワイコンベンション会議
　　　　　・少年会会議
20日（金）・ハワイコンベンション会議
　　　　　・梶本満男、岡橋善教両部員来布
21日（土）・コンベンション分科会会議
　　　　　・ハワイコンベンション会議
24日（火）・伝道庁60周年準備会議
26日（木）・遥拝式
　　　　　

28～30日			・天理教ハワイコンベンション2011
30日（月）

		6日（月）・文化センター月次祭
　　　　　・婦人会委員会
		7日（火）・月例コミュニティーひのきしん
　　　　　・布教/育成委員会
		8日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		9日（木）・バザー委員会
11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
13日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
16日（木）・少年会会議
18日（土）・主事会
19日（日）・伝道庁6月月次祭
　　　　　・おやさと練成会説明会
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
　　　　　・第41回ハワイ修養会開講
　　　　　　　　　　　　　　（～7/14）
20日（月）・月例にをいがけデー
21日（火）・祭儀委員会
26日（土）・遥拝式

・(英語)歌って踊れるみかぐらうた会議（～6/3）

　　　　				・永尾比奈夫課長、他海外部一行8名来布
27日（金）・飯降政彦天理大学長、諸井博和道友社長
　　　　　　深谷洋アメリカ伝道庁長
　　　　　　永尾教昭海外部次長、一瀬孝治課長来布
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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

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。


