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おぢばからのメッセージ

立教174年6月26日

　日々は、それぞれの拠点の御用の上にご丹精いただき、誠にご苦労様でございま
す。
　ここ数日、日本各地では6月としては記録的な猛暑が続いております。本日も朝
から真夏を思わせる太陽が照りつける中、親里には日曜日とも相まって子供連れを
はじめ大勢の教友がお帰り下さり、6月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽気に
勤め終えられました。

　真柱様は祭文の中で、お見せ頂く数々の出来事の中に、親の思召を深く思案し、
時旬の理に目覚めて教祖の道具衆としての自覚のもと、神一条の精神、欲を忘れた
ひのきしんの態度、一手一つのたすけ合いを持って、こぞってたすけ一条の喜びを
求め、脇目も振らず懸命に務め切る決心をお述べになりました。そして、世界の普
請のよふぼくとしてお使い頂き、人だすけの上には鮮やかな御守護を賜り、一日も
早く人々の心が澄み切り、一列兄弟が互い立て合いたすけ合う陽気づくめの世界へ
と建て替わるようお導き下さいますようにと祈願されました。

　祭典後の神殿講話は、山田和男本部員がおつとめ下さいました。
　先人の方々が教祖にどのようにお育て頂かれて、どのような感動を覚え、陽気ぐ
らし実践の道をお通りになられたのかというお話を、教祖伝、又逸話篇の中からご
紹介下さいました。そして我々は厳しく日々の歩みを振返り、教祖伝、逸話篇など
に記されている多くの先人の足跡を、後に続く我々よふぼくの定規として、正直に
求めて実践させて頂きたいとおっしゃられました。そして、一層の心の成人を目指
した目標を各自が立て、狂わさないように足取りを進めさせて頂いて、親神様、教
祖に少しでも安心して頂こうではありませんかと呼びかけられました。

　本年もいよいよ来月10日から恒例の「おやさと練成会」がスタート致します。
今年の練成会には、英語コース前期9名（7/10～25）、同後期20名（7/10～25）、
ポルトガル語コース27名（含アシスタントカウンセラー1名、7/10～28）、中国語
コース13名（7/10～25）、また8月5日からの開催となる韓国語コースに15名（8/5
～17）、合計84名が受講する予定となっております。期間中無事お連れ通り頂ける
よう、スタッフはじめ部員一同気を引き締めて心一つにつとめさせて頂きたいと思
います。また7月26日から始まります「こどもおぢばがえり」には、海外各地より
大勢の道の子たちが帰参して下さることを心よりお待ち申し上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、一れつ人間をお慈しみ下さ

る厚い親心より、十全の守護をもって身

上自由を叶わせて下さり、陽気世界建設を

目指して旬々のお仕込みを賜りつつ成人の

道へと導きお育て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。私共はこのご高恩を忘れることなく、

朝に夕に御礼を申し上げ、たすけ一条のご

用に励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6月月次祭を執り

行う日柄を迎えましたので、おつとめ奉仕

者一同心を揃えただ今より座りづとめ・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

し祈念するさま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

6月月次祭祭文

げます。

　去る5月28日より30日まで3日間にわた

り、ハワイコンベンション2011を、世界各

地より320名の参加者を迎えて開催、この

道を歩むお互いが絆を深め、世界たすけの

思いを高めさせて頂きました。また本日よ

り来月14日まで26日間にわたり、第41回ハ

ワイ修養会を4名の受講生を迎え開催させ

て頂きます。さらにまた来月4日には天理

教ピクニックを開催し、教内の親睦を一層

深めていきたいと準備を進めております。

世界たすけをお急き込み下さる親神様の御

心に添い教祖のひながたを辿り誠の心を高

めて、一れつの陽気ずくめの世界実現に向

けて邁進させて頂きたいと存じます。何卒

親神様には私共のこの真実をお受け取り下

さいまして争いのない世界へ、人々が互い

にたすけあい睦み合う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。

目　次

おぢばからのメッセージ、6月月次祭祭文　　　　　1～2

祭典役割、講話　　　　　　　　　　　　　　　　   3～6

アイランドニュース、伝道庁連絡　　　　　　　　   7～10

各会だより　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11～12

食いしん坊レシピ、7月予定/6月行事報告　　　　  13～14



3

楽人

龍　笛	 Ｍ.社本		Ｔ.岩田		Ｍ.中尾

篳　篥	 Ｄ.明本		 　	

鳳　笙	 Ａ.社本		Ｌ.岡村		E.今中		　

太　鼓	 Ｔ.西村

鉦　鼓	 C.明本

鞨　鼓	 S.社本

6月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 稲福道興　　中尾オーエン	
賛　者	 中尾スティーブン　井元ジェリー	 	
指図方	 中尾善宣
献饌長	 柿谷節生	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｙ．宮内
(男性)	 Ｔ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．井上
	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｗ．城
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．本田	 Ｌ．浅尾
	 Ｃ．明本	 Ｓ．中尾	 Ｌ．長田
笛	 Ｃ．三国	 Ｄ．明本	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｇ．井上	 Ｍ．久尾
拍子木	 Ｃ．斉藤	 Ｏ．中尾	 Ｋ．川崎
太鼓	 Ｙ．中尾	 Ｗ．三国	 Ｓ．社本
すりがね	 Ｍ．社本	 Ｇ．井元	 Ｏ．中尾
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｔ．岩田	 Ｇ．井元
琴	 Ｍ．三国	 Ｔ．中尾	 Ｎ．椎葉
三味線	 Ｋ．斉藤	 Ｌ．蘇	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｊ．山	 Ｓ．柿谷　Ｒ．井上
地方	 Ｍ．美馬	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．三濱
	 Ｅ．高田	 Ｍ．久尾	 Ｓ．中尾

祭典役割

伝道庁7月月次祭　

7月17日（日）午前9時

祭典講話：井上タイロン

講話テーマ：てびき

英語通訳：中尾志げみ

教会長・布教所長会議

次回　7月17日（日）12：45～13：30　
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6月月次祭祭典講話

　　ホノルル教会長夫人　斉藤かよ

ひ な が た

　ただ今から、教典第5章「ひながた」につ
いて勉強をさせていただきます。通訳をして
くださいますのは、斉藤カーレン先生です。
それではよろしくお願い致します。
　私たちは教祖によって親神様の御存在を知
り、教祖によって人間の始まり出しを知り、
教祖によって親神様の思召とそのご守護を教
えて頂きました。正にこのお道は、教祖によ
って始められ、教祖がおられなければ私たち
は何も分からなかったのです。
　今日勉強させて頂くタイトルは、「ひなが
た」ですが、教祖のひながたの道とは、何も
分からない私たち人間にどうしたら親神様の
思召を納得させることができるだろうかと、
口で説いて、又は筆を取って自らが通って見
せてくださった道すがらのことでございま
す。それでは、まず最初に年代を追って教祖

の道すがらを偲ばせていただきます。
　教祖は天保9年10月26日、月日のやしろに
おなり下さいました。その後10日も経たない
うちに、3年間内倉にお入りになられました。
その間、お出ましになるのは稀であったと聞
かせていただいております。内倉では何をさ
れていたのか。それは、二代真柱様の解説に
よると、教祖は月日親神様のお言葉を練って
おられた。耳に入ってくる親神様のお言葉を
人間にどういう風に伝えたなら解ってくれる
だろうかとお考えになっていた、と説いてお
られます。教祖は月日のやしろですから、何
もわざわざ3年間も内倉にこもって親神様の
お言葉をお聞きになる必要はないのです。あ
くまでも、人間の側に立ってどのように教え
たらよく解ってくれるか、というところまで
心を使って下さっているのです。これも私た
ちに示された大切な「ひながた」ではないで
しょうか。私たちがまだお道を知らない人、
このお道をあまり知らない人に話をさせてい
ただく時にここまで心をかけているでしょう
か。私は、どちらかと言えば、こんなことが
どうして分からないのかなあ、と分かっても
らえないことを人のせいにしています。「分
からん子供が分からんのやない。親の教えが
届かんのや」というお言葉がございますが、
その通りです。
　そして、次になさったことは施しです。教
祖は「貧に落ち切れ」とのお言葉のままに、
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家財も家も山林も、おさしづに従ってその都
度タダのような値段でお売り払いなされまし
た。この施しには16年という長い年月をか
けられました。この貧に落ち切られた目的は
決して貧乏になることではなく、欲をすて、
執着をさることで心に明るさが生まれ、陽気
ぐらしを味わえるということです。つまり、
胸の掃除が目的なのです。教祖は世界だすけ
の一歩として、屋敷の大掃除をなさったので
す。そして同時に、そこに住む人々の胸の掃
除もされました。中山家という個人の屋敷
を、世界をたすける神の館に変えていかれた
のです。
　16年に亘って施しをされた教祖は、嘉永6
年に夫、善兵衛様を亡くされます。そして同
じ年、末女こかん様を大阪へ神名流しへと出
しておられます。普通で考えましたなら夫の
出直しという一番悲しい時に、娘に神名を流
させるなどということが出来るでしょうか。
また、この年には長年お住まいになっておら
れた住居を叩き壊して、「これから世界の普
請にかかる。祝うて下され」などと言ってお
られます。そして安政元年、こかんさまの大
阪布教の翌年ですが、初めておはる様におび
や許しをお渡し下さっています。その後、最
もどん底生活と思われる安政4年には、初め
て助けていただいた人がお礼にといって、4
合のお米を持ってやって来たという事実が残
っております。ようやく信者が出来かけてき
たのが、この3年程あとの立教から数えて23
年目くらいのことだそうです。後の本席、飯
降伊蔵様が入信されましたのが、立教から数
えて26年目で、この頃になってようやく道の
夜明けが訪れてきたのです。
　しかしようやく訪れた道の夜明けは、新た
な苦難の始まりでもありました。それは、今

までは教祖がたすけ一条の道を説いて下さっ
たにも関わらず、人々の理解がないために、
「あれは狐憑きや、狸憑きや」などと言わ
れ、皆が生神様と慕い寄ってきて力が出来て
くると、これを妨害にやって来るというよう
なことが起こってきたのです。そのような中
にも、教祖は人間宿し込みのぢばと、かんろ
だいの理を明かし、おつとめを教え、証拠守
りや息・てをどりのさづけをお渡し下さいま
した。そして、教祖は一日も早く世界を助け
あげたいとおつとめを急き込まれたのです。
けれども、当時の先生方は、教祖が警察に御
苦労されることが耐えられず、教祖の御教え
通りのおつとめをつとめることが難しかった
のです。しかし、ついに意を決して鳴り物の
音も高らかに、おつとめをつとめたその日、
明治20年1月26日に教祖は25年先の命を縮め
て90歳で現身をおかくしになりました。そし
てお姿があるときには渡せなかった、さづけ
の理を御本席様を通してお渡し下されるよう
になりました。教祖は今なお御存命で世界中
を駆け巡ってお働き下さっています。
　皆様方には十分ご承知の教祖50年の道すが
らを簡単にかいつまんでお話しさせていただ
きました。教祖のひながたの道は、こんな事
があった、あんな事があったと覚えるための
ものではありません。教祖はこのような道を
お通りになった、そしてそれを「ひながた」
として残してくださった。そこで、私たち
はどうするのかということです。例えば、最
初教祖は、3年間内倉に篭られました。そし
て、どのようにしたら親神様の思召を人間に
納得してもらえるだろうかと心を使って下さ
いました。今度は私たちがこのひながたをど
のようにして辿らせていただいたら良いだろ
うか、と苦心する番だと思います。人生にお
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ける一場面、一場面において教祖のひながと
を思い起こすことが大切なのだと思います。
　教祖のひながた、それを一言で言うなら
ば、子供可愛い無条件の愛だということが言
えると思います。決して見返りを求めない
心、これがひながたの心だと思います。そし
てそこが一番大切なところだと思います。私
がしてあげたのではなく、させていただい
た。この心を決して忘れてはいけないと思い
ます。ある先人の先生が、「少しでも人に何
かをしてげたと思ったら、その場ですぐに忘
れなさい。そして少しでも人に何かをしてい
ただいたら、一生をかけてその恩を返しなさ
い」と言われましたが、正にその通りです。
　教祖が一番お喜びになること、それはおつ
とめをつとめることです。今の私たちは堂々
と、いつでもおつとめをつとめることができ
ます。けれども、本当に信じて本当に心を込
めてさせていただいているでしょうか。おつ
とめをつとめることによって魂にこびり付い
たほこりを払って、本来のピカピカのダイア
モンドのような輝きを取り戻すのです。おつ
とめによって、今生だけではなく、前生、前
々生、そして私たちが水中に住まいをしてい
た9億9万年まで遡って魂の浄化をすること
が出来るのです。そして自分が心のほこりを

払うということは、自分のためではなく、全
ての命を救っていくことにつながります。そ
れはよく鏡に譬えて教えられています。自分
の心が世界にうつっていくのです。しかし、
心はすぐにまたほこりを生み出しますので、
一度払ったからこれで良いということはない
のです。日々、少なくとも朝と夕にはさせて
いただかなければならないでしょう。
　今年3月11日、日本の東北で大地震と津波
が発生しました。その時に、日本のフォーク
シンガーの松山千春さんがこの震災を乗り越
えるためにこんなことを言っていました。
「知恵のある者は知恵を出そう。お金のある
者は、お金を出そう。何も出すものがない者
は、元気を出そう」この言葉を聞いて、私は
とても心を動かされ励まされました。教祖の
ひながたを辿る私たちは何を出せるでしょう
か。私たちには、教祖から教えていただい
た、おつとめとおさづけがあります。今こそ
おつとめとおさづけを精一杯使わせていただ
きましょう。
　最後に先月大盛況に開催されました、天理
教ハワイコンベンション2011のテーマは絆
でした。教祖のひながたを勉強し、心におさ
めて教祖と自分の絆をもっと深めていきたい
と思います。

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。



7

アイランドニュースアイランドニュース

 天理教ハワイコンベンション2011　

　　　　　　　　　　川崎カイル実行委員長

　天理教ハワイコンベンション2011を5月28
日から30日まで、ワイキキにあるヒルトン・
ハワイアン・ビレッジホテルを会場に開催さ
せていただきました。素晴らしい親神様、教
祖のご守護はもとより、ハワイ伝道庁をはじ
めコンベンションのハワイ委員会、おぢば委
員会、大勢の方々のご協力を賜り成功裏に開
催させていただくことができましたこと、厚
くお礼申し上げます。
　コンベンションは、浜田道仁ハワイ伝道庁
長の挨拶に始まり、その後のプログラムでは
全体講義、分科会、グループディスカッショ
ンが行われました。初日は主におつとめに焦
点を絞り、斉藤カーレン・ホノルル教会長、
岡崎マーロン・サウザンパシフィック教会
長、一瀬常徳・ジョイアス布教所長がそれぞ
れ講演を行い、加えて英語で座りづとめとよ
ろづよの地唄を唱えながら実際にお手を振る
ことが披露されました。
　二日目は、「つながり」をテーマに、デマ
トス・マイケル氏（ハワイ大学マノア校講
師）とターナー・ハジメ氏（ロサンゼルス・
セントラル教会ようぼく）が全体講義を行い
ました。その後参加者は五つの分科会（英語
版よろづよ体験、おさづけの取り次ぎ、現代
のようぼく、家族と信仰、基本教理）に分か
れ、参加者はその内二つの分科会を受講し、
グループディスカッションを通して信仰の在
り方、信仰の実践について語り合いました。

分科会終了後には再度全体講義として、飯降
政彦本部員より参加者一同に対してこの道を
通る上での激励の挨拶をいただきました。夜
にはルアウ（懇親会）が屋外で行われ、フラ
ダンス、和太鼓、プロの歌手によるステージ
演奏が場に一層の華をもたらしました。
　最終日は、ダイヤモンドヘッドを背景に記
念撮影を行い、その後グループに分かれ最後
のグループワークを行い、グループワーク終
了後、永尾教昭海外部次長の閉会の挨拶を
以て三日間のコンベンションに幕を閉じま
した。
　参加者からは、次のコンベンションに対す
る期待の声があがっていました。今回のコン
ベンションは全て英語で行われたこと、そし
て初めておぢば以外の場所で開催されたこと
に意義があったと感じます。そして、この成
功が、次のコンベンション開催への活性剤と
なることを願っています。多くの方々のご支
援をいただき感謝しています。ありがとうご
ざいました。
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分科会「現代のよふぼく」 グループディスカッション

英語「歌って踊れるみかぐらうた」実演 飯降政彦本部員による講演

ルアウ（懇親会）会場 最終日、グループワークの様子
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第41回ハワイ修養会開講

赤ちゃん誕生

　6月19日（日）伝道庁月次祭終了後、第41回ハワイ修養会が開講されました。期間は、7月
14日までの約一ヶ月間に亘り開催されます。受講生は、浜田シロ（船場/明心ホノルル布）、
中尾ニュートン（網島/ネットハワイ布）、川崎ジェイソン（周東/アロハ）、井上ミシェル
（東中央/ハワイ海布）、久尾シンシア（本島/マウイ）の5名と、聴講生の田之上マイケル（
本島/ヒロ）計6名が、教理勉強やおてふり・鳴物練習などを通して、研鑽を積んでいます。

　4月22日（金）岩田タッド、典子ハレアカ
ラ教会長夫妻に3番目の赤ちゃんが誕生しま
した。名前は、ネイサン・睦ちゃん、身長
48cm、体重2722gの元気な男の子です。おめ
でとうございます！

　5月9日（月）ロビンソン・ガレット、ジョ
イ夫妻（越乃國ハワイ）に赤ちゃんが誕生しま
した。名前は、カイリーちゃん、身長52cm、
体重3402gの元気な女の子です。おめでとう
ございます！
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
書籍紹介

　「カレーサンデー」には、教祖の教えを分か
りやすく理解するために、様々な人たちの信仰
的な体験談や物語、詩、講話などが盛り込まれ
ています。本書は英語で書かれており、３部に
分かれています。「カレーサンデー」は、体験
談や詩などで構成され、「スパイシーカレーサ
ンデー」には、英語圏の拠点や教会で講演され
た講話が集められています。そして、「スイー
トカレーサンデー」は、子供向けの内容となっ
ています。興味のある方は、伝道庁事務所まで
お問い合わせください。

中埴分教会（那美岐）
坂井バイオレットのえ姉お出直し

　去る5月23日、坂井バイオレットのえさん（那
美岐/中埴）が89歳でお出直しされました。私た
ちは坂井さんのことを「のえさん」と親しみを込
めて呼んでいました。のえさんは、1965年4月に
渡布して以来、46年間布教師として神一条ににを
いがけ、おたすけに身を捧げ、天理教バザーや餅
つき、また数多くの婦人会行事に多大な貢献をさ
れました。告別式は、6月14日に伝道庁にて、浜
田伝道庁長斎主の下しめやかに執り行われまし
た。告別式には、日本から佐藤慶一郎中埴分教
会長、甥の坂井一博氏も参列し、多くの友人が
のえさんとの別れを偲びました。

宮内ルミ（浅草ハワイ教会長夫人）



女子青年だより

■ 堀川シェロ委員長より
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　修養会、ピクニック、おやさとセミナ
ー、こどもおぢばがえりと今月も行事が続
きます。忙しく過ぎゆく時の中で大切な事
は、何事も心を込めて行うということ。心
を込めるとは感謝の心を持つということで
はないでしょうか。今月も感謝の心一杯に
ひのきしんに、おたすけにとつとめさせて
頂きましょう。

■例会

　7月はお休みです。
　8月8日（月）　9：00-

■鳴物練習

　7月、8月はお休みです。

婦人会だより

■ヌアヌハレ慰問

　7月9日（土）　9：30-10：30

■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

＊7月の月次祭直会当番は合同B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。

　来る８月28日には、天理教バザーが開催されます。女子青年は毎年、焼き菓子コー
ナーを担当しています。今年も焼き菓子のドネーションをお願いします。詳細は、後
日連絡させていただきます。



青年会だより

■月例会議

　7月17日（日）　13：00-
　於：レインボーハレ
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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。現在申込者は26名で、その内
7名が海外少ひ隊に参加する予定です。
こどもおぢばがえりには、毎年世界各地
から25万人以上の人たちがおぢばに集ま
り、様々な活動を通して信仰の喜びを感
じることの出来る行事です。
　

■天理教ピクニックひのきしん

　7月4日（月）　　6：30-
　於：カピオラニ公園

■天理教ピクニック準備ひのきしん

　7月3日（日）　　19：00-
　於：伝道庁

■レインボーハレ清掃＆ＢＢＱ

　7月31日（日）　　9：00-
　於：レインボーハレ
　　

■天理教バザー

少年会は、天理教バザーでゲームコーナ
ーを担当しています。今年も皆様のご協
力をお願いします。おもちゃのドネーシ
ョンや当日の運営などのお手伝いをして
いただける方は、宮内泰次浅草ハワイ教
会長夫妻までご連絡ください。

＊お知らせ

　6月25日（土）岩田バート委員長と小山
　モニカさんが結婚しました。
　おめでとうございます！



ラーメン・コールスロー
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　先日友人とアラモアナにあるラーメン屋「ごま亭」に行って
きました。坦々麺が有名ですが、とてもおいしかったです。
ラーメンについて話す中で、面白いレシピが話題にあがりま
した。サラダと麺のコラボレーション！しかも麺は茹でる前
の状態です。今まで考えつきもしませんでした。きっと満足
いただけるでしょう。

材料
ベジタブルオイル	‥‥‥‥‥大さじ2
砂糖	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
酢	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ3
塩	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ半
黒こしょう	‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ半

食いしん坊レシピ

作り方
①　オーブンを175℃で熱しておきます。

②　中ボールに、油、酢、砂糖、麺のスパイ
　　ス、塩こしょうを入れて混ぜ合わせドレ
　　ッシングをつくります。

③　先に温めておいたオーブンで、ゴマとス
　　ライスアーモンドを10分、もしくは軽く
　　焦げ目がつくまで焼きます。

④　大きめのボールで、千切りキャベツ、青
　　ネギ、砕いた袋麺を合わせます。そこに
　　ドレッシングを加え、適度に和えます。
　　ゴマとアーモンドをまぶしたら出来上が
　　りです。

ごま	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
スライスアーモンド	‥‥‥‥‥1/4カップ
千切りキャベツ	‥‥‥‥‥‥‥半玉
青ネギ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5本
袋麺（チキン味）‥‥‥‥‥‥	1袋



７月行事予定６月行事報告

		6日（月）・文化センター月次祭
　　　　　・婦人会委員会
　　　　　・ハワイコンベンション会議
		7日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		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
16日（木）・少年会会議
18日（土）・主事会
19日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・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（日）・遥拝式
　　　　　・バザーブースヘッド会議
27日（月）・少年会ハワイ団こどもおぢば
　　　　　　がえりお願いづとめ、説明会

		4日（月）・天理教ピクニック
		5日（火）・文化センター月次祭
		6日（水）・三会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
		9日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
11日（月）・文化センター委員会
12日（火）・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
14日（木）・ハワイ修養会閉講
　　　　　・少年会会議
16日（土）・主事会
17日（日）・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
18日（月）・月例にをいがけデー
19日（火）・庁長夫妻帰本（～8/5）
　　　　　・翻訳委員会
　　　　　・祭儀委員会
24日（日）・少年会ハワイ団
　　　　　　こどもおぢばがえり（～7/30）
26日（火）・遥拝式
　　　　　・おてふり/鳴物練習
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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

 　　　　　

日　程：　８月28日（日）

時　間：　午前8時半～午後2時半

場　所：　天理文化センター

バサー用スクリップの申し込みは、

伝道庁事務所へご連絡下さい。

第 4 1 回 　 天 理 教 バ ザ ー


