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おぢばからのメッセージ

立教174年7月26日

　本格的な夏を迎え、おぢばには蝉の声が鳴り響いております。本日は肌を刺すような日

差しが照りつける厳しい暑さの中でございましたが、「こどもおぢばがえり」を待ちわび

て大勢の子供達も親里に帰り集い、7月の月次祭が真柱様を芯に陽気に勇んで勤め終えられ

ました。

　真柱様は祭文の中で、本日より開催されるこどもおぢばがえりに触れられ、国内は申す

までもなく海外の各地より帰り集いました子供たちが「みんなきょうだいおやさとへ」の

テーマのもと、仕込み・伏せ込み行事、お楽しみ行事に参加して楽しむ様を大いなる親心

でお見守り下さいまして、滞りなく順調に運ばせて頂き、親心をおかけ頂いた子供たちが

明るく元気で心豊かに育ちますようにとお願い下さいました。

　また、お見せ頂く時旬の理を心におさめて、急き込み下さるたすけ一条の道を力強く進

め、世界の普請に一層の丹精をさせて頂くとともに、一手一つにひのきしんに励み、たす

け合いの輪を広げ、深い思召にお応えさせて頂く決心を述べられました。さらに、親神様

の御守護のもと、この世のあしきが払われ、いちれつ人間がこぞって元なる親の御理に目

覚めて、一日も早く陽気づくめにおさまる世界へとお導き下さいますようにと祈念されま

した。
　

　祭典後の神殿講話は、三濱善朗本部員がおつとめ下さいました。

　本年春季大祭における真柱様の「世界をろくぢに踏み均すという大事業を進めるには、

教祖の教えを世界に行き渡らせなければなりません。かつてと比べ、お道は結構になった

と喜ぶだけでなく、世界だすけの道はまだ緒に就いたばかりであることを自覚し、気を引

き締めてかかることが肝心であります。」というお言葉を引用され、このお言葉にお応え

するには、ぢばからお出し頂くお声は元より、ぢばを中心とした道の動きを素直に受け、

においがけ・おたすけに結びつけることが肝要であると述べられました。

　さらに東日本大震災についてふれられ、お道が社会と向き合って掲げている「感謝・慎

み・たすけあい」という陽気ぐらしのキーワードを我々が本気で実践することが大切であ

り、教祖のひながたから学び、世に映していかなければならないとお話し下さいました。

また、震災後の台湾における支援や活動についても述べられました。

　本年の「こどもおぢばがえり」には、海外各地から800名近い方々がお帰り下さっていま

す。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

トガル語の4言語で行われました。また今月10日に開講致しましたおやさとセミナーは、昨

日25日をもって英語前・後期コース、中国語コースが閉講し、明日ポルトガル語コースが

閉講を迎えます。期間中、特に布教キャラバンの折には大型の台風が接近し、一部スケジ

ュールを変更しなければならない状況もございましたが、今日まで大過なくお連れ通り頂

きましたこと、心よりお礼申し上げたいと思います。8月には、第4回おやさとセミナー韓

国語コース（8/5〜17）や、台湾学生会おぢばがえり（8/16〜26）等の行事が控えており

ますが、最後まで気を引き締め、部員一同心一つに精一杯つとめさせて頂きたいと存じま

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。

　親神様には教祖をやしろに、この世の表

にお現れ下されて以来、元初まりの真実を

明かし、ひながたを示して陽気ぐらしへの

歩み方をお教え下さいました。さらに自由

のお働きをもって人々の心の埃を払い、不

思議なたすけを見せて成人の道へとお導き

下さいます御守護の程はまことに有難く、

日々御礼申し上げつつ世界たすけの御用に

励ませて頂いております。その中に本日は

これの伝道庁の7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。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。

　去る6月19日より今月14日まで26日間にわ

たって開催致しました第41回ハワイ修養会

7月月次祭祭文

は受講生5名、聴講生1名で全日程を終え無

事修了させて頂きました。また只今おぢば

で開催中の親里セミナーには前期及び後期

生8名が受講中でありますが、カウンセラー

共々一同元気に教祖のみ教えを学ばせて頂

いております。さらにまた本年のこどもお

ぢばがえりには26名が帰らせて頂きます。

　また、22日よりテキサス州で開催される

全米柔道ジュニアオリンピックには天理柔

道クラブよりこれまで最多の26名の選手が

出場、日頃の鍛錬の成果を堂々と発揮させ

て頂きたいと存じます。

　私どもよふぼくは、世界中の人間を一人

余さずたすけたいとお急き込みくださる親

神様のお心に添わせて頂き、教祖の道具衆

としてたすけ一条の道をしっかり歩ませて

頂きます。何卒親神様には私共のこの真心

をお受け取り下さり、世界中の人々が一れ

つ兄弟姉妹の和を固め、陽気づくめの道を

一日も早く楽しむことができますようお導

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	 Ａ.社本		E.今中		　

太　鼓	 Ｍ.社本

鉦　鼓	 C.明本

鞨　鼓	 S.社本

7月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊　　斉藤カーレン	
賛　者	 椎葉スパーキー　三國ウェスリー		
指図方	 西村忠正
献饌長	 椎葉スパーキー	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｓ．三濱	 Ｓ．社本
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｗ．三國	 Ｔ．岩田
	 Ｍ．社本	 Ｓ．椎葉	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．三國　Ｍ．岩田
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｌ．長田
	 Ｊ．山	 Ｋ．金川	 Ｍ．井上
笛	 Ｍ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國
チャンポン	 Ｃ．三國	 Ｄ．川崎	 Ｅ．高田
拍子木	 Ｒ．山	 Ｔ．一瀬	 Ｍ．久尾
太鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｏ．中尾	 Ｗ．城
すりがね	 Ｇ．本田	 Ｍ．稲福	 Ｋ．川崎
小鼓	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上
琴	 Ｃ．美馬	 Ｃ．明本	 Ｌ．井上
三味線	 Ｔ．中尾	 Ｌ．蘇	 Ｓ．中尾
胡弓	 Ｋ．斉藤	 Ｓ．柿谷　Ｌ．本田
地方	 Ｍ．岩田	 Ｅ．高田	 Ｍ．宮内
	 Ｓ．柿谷	 Ｋ．川崎	 Ｏ．中尾

祭典役割

伝道庁8月月次祭　

8月21日（日）午前9時

祭典講話：美馬孝俊

講話テーマ：かしもの・かりもの

日本語通訳：ロビンソン・ジョイ

教会長・布教所長会議

次回　8月21日（日）12：45～13：30　
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7月月次祭祭典講話

て　び　き

　アロハ、おはようございます。
　只今は７月月次祭を浜田庁長を芯に陽気に
勤めさせていただきました。鳴物に合わせ
て、座りづとめと十二下りを陽気に唱和いた
だきました。親神様はきっとご守護下さるこ
とでしょう。
　私は井上タイロン、ハワイセントラル教会
の２代会長です。話を始める前に、浜田庁長
より講話の機会をいただいたことを感謝致し
ます。また、通訳をして下さる中尾志げみさ
んにお礼申し上げます。
　	本日は、「てびき」について思うところ
をお話しさせていただきます。昨年、2011
年の講話当番表を受け取り、7月17日の講話
「てびき」に私の名前があるのに気がつきま
した。これは私にとっては簡単な講話の題だ
と思いました。８人兄姉の末っ子として育っ
た体験から、兄姉からは散々「てびき」を受
けてきたからです。今でも皆からこの「てび
き」を受けています。ただ昔と違うことは、
今は「注意」されるだけで、耳を引っ張られ
ることはありません。
　信仰の家庭で育つということは、大抵の場
合大変なことが多いですが、価値ある経験と
言えます。ご存知の方もいると思いますが、
私の両親は日本で生まれ育ち、ハワイで布教
する機会を得ました。このことは、8人兄弟
の末っ子でも苦労しましたが、長女に比べる
と大したことではありません。長女は20歳

年上でいつも私の面倒をみてくれました。姉
が私を引き連れてデートに行き、「あなたの
息子は何歳？」と聞かれることを想像できる
でしょうか。
　皆さんの中でも特に、年上の兄弟がいる年
配の方には、子供時代の思い出と重なること
でしょう。母は私の覚えているだけでも３つ
の仕事に就き、兄姉は学校に行きながら新聞
配達やスーパーマーケットなどのバイトで一
生懸命働きました。	給料を貰っても教会への
お供えが第一で、両親は兄弟がお供えした4分
の1を小遣いとして返してくれました。父は
天理教への信仰と心定めから布教一筋で、父
から私たち家族は天理教の教えを多く学びま
した。子供時代を振り返って、私が神様から
受けた「てびき」のことを考えずにはいられ
ません。何か困難なことがあるといつも、子
供の頃、生死に関わる事故から助かった自分

ハワイセントラル教会長　井上タイロン
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が、いかに幸運であったかということを思い
ます。もちろん当時は起こったことを説明で
きず、少年時代の体験の一つになっているだ
けでした。しかし天理教では、起きてくる全
ての物事に理由があると教えられています。
　この伝道庁での体験を話したいと思いま
す。幼少の頃、鼓笛隊にいましたが、大抵は
練習が終わると年少の子供は遊びまわり、年
上の子供にちょっかいをかけ、いつも最後は
鬼ごっこで終わりました。このゲームでは、
つかまると年上の子から罰を受けました。問
題児の一人と知られていた私は、捕まらない
場所に逃げ隠れをしようと考えていました。
　あの日、私は階下ホールで追いかけられて
いて、台所に逃げ込み、戸を閉めました。	
台所には、角にガスストーブ、流し台、棚、
そしてコンセントが抜かれた空のとても古い
冷蔵庫がありました。私は鬼から逃れるため
に考えることもなく、急いでその冷蔵庫に入
りました。5、60年代の製品で配慮されてい
ることは、品質と耐久性がほとんどで、安全
性に関しては欠けていたようです。冷蔵庫に
入ると、中はとても暗く、窮屈なところだと
気づきました。中から扉を開ける方法が全く
ないと気がついたのはほんの数分後のことで
す。もともと閉所恐怖症ではありませんが、
閉所恐怖症が何なのかを思い知らされた体
験でした。	恐怖に陥り、力の限り叫びまし
た。この冷蔵庫を開けるには、外からハンド
ルを強く引くしかないのです。永遠にそこに
いるように思えましたが、何とか鬼が扉を開
けてくれました。目が外の眩しさに慣れてい
き、外の世界を見れて本当に嬉しく、ほっと
しました。その鬼役の友人は私の首を絞めな
がら笑っていましたが、彼には本当に感謝し
ました。

　お話ししたいもっと多くの「てびき」に関
する話がありますが、時間が限られています
ので、親神様のお手引き、ご守護を受けた友
人の話しをしたいと思います。
	　私には他宗教を信仰をしている多くの親友
がいますが、他宗教でありながらお互いがど
のように知り合い、どのようにして友情とい
う同じ立場を分かち合えるのか不思議に感じ
ています。彼らの人生に関わることができ、
親神様にしかできない方法で友人を助けさせ
ていただいたことは、まさに親神様のご守護
に他ならないと思います。
　昔からの言葉で、「神様の成すことは人間
には理解し難い」とあります。そうです、人
間が陽気ぐらしをするのを眺めたいという親
神様の思召に気づかなかったら、その言葉は
本当だと言えます。親神様が中山みきを通し
て定められた刻限にこの世に現れてから、こ
の親神様の思召は何度も教えられてきまし
た。「てびき」は、親神様によって人間が如
何なる病気、不幸、災難からも免れるよう手
助け下さる一つの方法です。ようぼくとして
私は、おさづけを通して親神様の思召を友人
に理解してもらい、話し合う中でその教えを
伝えてきました。
　数年前のある日、親友の奥さんから電話が
ありました。その友人は私より数歳年上です
が、日頃から運動不足を感じていたため、少
しずつ運動を始め、やがては二人で公園を歩
くか、自転車に乗ることが日課となっていま
した。その日は奥さんが歩き、彼が自転車に
乗っていました。奥さんが歩道を歩いている
と、つい先ほど友人が自転車に乗っていた場
所で、騒ぎが起きていることに気づきまし
た。近づいてみると、友人が駐車中の車の間
に無意識の状態で倒れていたのです。奥さん
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はパニックになりながら彼のもとに駆けつけ
ました。その少し前に、二人の医師が道を挟
んで運動中で、友人が自転車から転倒するの
を見ていました。彼らは、救急車の到着まで
力になってくれました。この話を聞き、友人
は親神様のご守護を受けたのだと本当に納得
しました。その後、彼は入院中に多くの検査
を受けました。診断の結果、3本の冠状動脈が
90パーセント詰っているため、3重バイパス
手術が必要ということが判明しました。もし
あの日の出来事が無ければ、友人は今ここに
はいなかったことでしょう。この親神様のて
びきを通して、友人とその家族だけでなく、
彼の友人までもが親神様のご守護を目の当り
にしたのです。それ以来、友人は毎日電話を
かけてくれるようになりました。
　1987年、天理での２年間にわたる勉学を
終えハワイに帰り、伝道庁での活動に忙しく
していました。それから間もなく、幼馴染
が飲みに連れいってくれました。会話の中で
友人は、日本での生活や経験について尋ねて
きました。教理の多くを話すことは出来ませ
んでしたが、天理での生活について話しまし
た。そして、その翌年日本へ行くつもりだと
話すと、一緒について行っていいかと尋ねて
きました。そうして、私たち二人はその翌年
天理へ帰ると、友人は神殿の光景に感銘して
いました。参拝の後、詰所に戻るとスタッフ
の暖かい歓迎を受けました。これが友人にと
って最初のおぢば団参であり、その後何度も
訪れることになるのです。私の両親はその友
人とおぢばに帰ることをとても喜んでくれま
した。友人はその後私と一緒に団参するよう
になり、今では自分で参拝に訪れるようにな
りました。
　2003年のある日、別の友人から入院中の

母におさづけを取り次いでくれないかと電話
がありました。母と私はすぐに病院にかけつ
けました。おさづけ取り次ぎの後、友人がそ
のお母さんに起こったことを説明してくれま
した。医者が子宮の癌を見つけ、それが大量
の出血の原因だということでした。最初のお
さづけを取り次ぐ前に医者が、CATスキャン
で子宮の中の癌のサイズとその割合を調べま
した。映像は鮮明ではありませんでしたが、
癌の割合は子宮の20－25％でした。この数
字は手術で完全に取り去ることのできるもの
です。医者と手術執刀医は	2、3日後の手術の
予定をたてました。手術の日まで母と私は毎
日おさづけを取り次ぎました。予定された手
術の前に再度、CATスキャンをすると、癌が
無くなっていることが分かったのです。そし
て手術は取りやめになりました。家族全員信
じられません。友人はこの鮮やかなご守護に
対して心から感謝し、天理に数週間帰る心を
定めました。そして今でも心定めとして、毎
日仕事の後、伝道庁とハワイセントラル教会
に親子で参拝し、心定めを実行しています。
　今日の社会は、生活の便利さに恵まれてい
ます。そのため私たちは、時に焦点を見失
い、心はほこりで溢れてしまいます。こうな
ると人生は悲惨で無力なものとなります。そ
のことが、私にとって親神様のお手引きを信
じることの出来る理由になっているのです。
すべての人間が親神様の真の思召を理解する
まで、私たちはまず自分たちの考えや行動を
教えに沿わせ、日々真実の種を蒔かなければ
なりません。親神様に私達の心を受け取って
いただいたとき、陽気ぐらしが実現されるの
です。
　ご清聴ありがとうございました。
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アイランドニュースアイランドニュース

　去る6月、鳥海浩ハワイ天理柔道クラブ総師範が全
米柔道連盟より六段を授与されました。6月の伝道庁
月次祭祭典終了後、殿内で庁長からその栄誉を称えら
れました。
　鳥海氏は、ハワイ天理柔道クラブが、浜田庁長夫妻
をはじめ、柔道委員会メンバーや天理教関係者の支援
のおかげで、全米で10指に入る道場まで発展し、今
後は全米で一番のクラブになれるよう精進していきた
いと抱負を述べました。

　5月30日から6月3日まで5日間にわたり、伝道庁で「英語で歌って踊れるみかぐらうた」の翻
訳会議が開催されました。この会議は、翻訳に関わる中心的なメンバーが、ハワイコンベンショ
ン参加のためハワイに集まる機会を利用して開催できるよう、事前に計画されていました。参加
者は、ロサンゼルスから岡崎マーロン・サウザンパシフィック教会長、上杉レベッカ氏、ニュー
ヨークから佐々木ルイーズ・フェローシップジョイ布教所長夫人、ハワイからは一瀬常徳ジョイ
アス布教所長、岩田メルビン・もと子ホノ
ルル港教会長夫妻、斉藤カーレン・ホノル
ル教会長、中尾妙子パール教会長夫人、井
元ジャネス氏がそれぞれ参加し、竹内伸
幸・旭志ロンドン布教所長がロンドンか
ら初日の会議にインターネットを介して
ライブで参加しました。会議は午前9時か
ら午後5時まで行われ、主に九下り目と十
下り目を実際に英語で歌い、踊りながら
翻訳作業が進められました。

ハワイ天理柔道ニュース

「英語で歌って踊れるみかぐらうた」翻訳会議
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　6月12日（日）、教会創立十周年記念祭が月次祭に併せて、浜田道仁ハワイ伝道庁長夫妻、
並びに宇野美和越乃國大教会長臨席のもと、午前十時より執り行われました。美馬孝俊会長は
祭文の中で、「教会設立十周年を迎えるにあたり、これまでお導き下された親神様の深い親心
と限りないご守護に感謝申し上げると共に、来る11月に迎える大教会創立120周年に向かって

掲げられた“心を澄み切り、
親の声を伝えて、世界たす
けに邁進しよう”というスロ
ーガンに沿って、世界たすけ
の上に真実を込めてつとめさ
せていただく決心でございま
す」と述べられました。
　おつとめ後は、浜田庁長か
らの祝辞、また宇野大教会長
による講話がありました。直
会では、ハワイアンの歌、教
会史をたどるスライドショー
などが披露され、和やかな一
時を過ごしました。

越乃國ハワイ教会創立十周年記念祭

赤ちゃん誕生

　5月11日（水）本郷ケンイチ、ゆかりアレ
キサンダー布教所長夫妻に赤ちゃんが誕生し
ました。名前は、クロエ・ココナちゃん、身
長50cm、体重2977gの元気な女の子です。お
めでとうございます！
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　7月4日（月）、第56回天理教ピクニックがカピオラニ公園にて開催されました。毎年ピクニ
ックでは、年配の方から、子供まで楽しむことのできる様々なゲームが組まれています。200
名を超す参加者がハワイの青空の下、綱引き、ポテトサックレース、水風船投げ、女性限定の
野菜・果物争奪戦などのゲームで盛り上がり、互いの親睦を深めました。昼食には、各教会、
布教所から持ち寄りの食事、女子青年からは、カキ氷が振舞われました。参加者の中には、50
数年ぶりに参加したという方の姿もありました。

第56回天理教ピクニック
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第41回ハワイ修養会

　6月19日に開講した第41回ハワイ修養会は、7月14日に閉講し、受講生の浜田シロ、中尾ニ
ュートン、川崎ジェイソン、井上ミシェル、久尾シンシアの5名が約一ヶ月間の修養を終えま
した。以下に、7月13日に行われた感話の内容を掲載します。

　皆さんこんにちは。もし私の身上について
知りたいと思っておられても、そんなに大し
た報告はございません。まぁ、この意地悪じ
いさんはもうしばらく皆さんと一緒にいると
だけ言っておきましょうか。
　それでは、修養会の感想をお話しします。
私が修養会に参加した目的のひとつは、天理
教への理解を深めるということでした。その
ために、できる限り質問をし、その答えを喜
んで受け止めるよう努めました。私が尋ねた
すべての質問をここで皆さんにお伝えしよう
とすると、明日の朝までかかってしまいそう
なので、特にこの一つについて話したいと思
います。
　なぜ、あしきをはろうてのおつとめ（第一
節）は21回つとめるのか？手振りはとても

シンプルで習得しやすいので、7～10回もす
れば十分なのではないか。この質問に対する
岡田レナ先生の回答はとても印象深いもので
した。もっとも、私はすぐに忘れてしまいま
したが…、ごめんなさい！私自身の回答をお
話しする前に、まずはいくつかその背景を知
っていただきましょう。
　私がまだ学生だったころ、ある測量学の教
授がこんな質問をしました。「君たちは微分
積分を習いましたか？」私たちが「はい」
と答えると、教授は話を進めました。「で
は、100ヤード先に壁があると想定してくだ
さい。残りの距離の半分ずつ壁に向かって進
んで行きます。つまり、最初は50ヤード、次
は25ヤード、12.5ヤード…という具合に。お
そらく、限りがないでしょう。もし壁までた
どり着けたら、100万ドルもらえますよ。そ
れでは、たどり着けたら天国へ行けるとし、
たどり着けなかったら地獄に行くと仮定しま
しょうか。一度スタートしたら、後戻りはで
きません。」
　私たちはそれぞれスタートするかしないか
を聞かれました。私は自分の答えに自信を持
っていました。頭のよい生徒も他の生徒も同
じ答えで、それは的確なものでした。答えは
「NO」です。理論的に、壁にたどり着くの
は不可能です。残りの距離がたとえ1ミリで
も1000分の1ミリでも、その半分の数字ま
で進むことしかできないのですから。誰も天

　浜田　シロ
（船場・明心ホノルル布教所長）



国へたどり着くことはできない、それをみん
なは数学者のように考えた、と教授は言いま
した。教授だったらエンジニアとして考え、
ためらうことなく壁へ足を進めていたそうで
す。人間として、彼はやがてはもう少しで触
れそうなくらい壁に近づくことができるでし
ょう。言い換えると、あとちょっと！（close	
enough!）
　卒業後、私は地形測量を行う建築現場で働
いていました。測量とは、勾配や土地を測定
するものです。ある時、伝道庁のような急な
斜面がある現場にいました。私は、未補正の
データを取り、100分の1フィートずつ標高
をノートに記録していました（例えば100.12
又は100フィート1インチ）。ある老先輩がや
って来て、私のノートを覗き込んで言いまし
た。「おかしいな、最後の数値はなんだ？」
私は「39.38」と答えました。すると彼はそ
の地点の土を足でこすり、「訂正しろ」と言
いました。「39.32」少しいらいらして答え
ました。最後に彼はこう言いました。「39.3
だ、惜しいな！（close	enough!）」
　その後、先輩が正しかったということに気
づいたのは、等高線地図を作っていたときで
した。私が標高を測っていた急な斜面に関し
ては、2フィートの等高線間隔は等高線地図上
では半インチ以下でした。したがって、39.38
と39.32の違いは本当にわずかなものだった
のです。
　4週間前、修養会が始まったとき、私たち
は一人ひとりばらばらでしたが、この修養会
を通して絆が生まれ、親しくなれたように思
います。修養会が始まってすぐの頃、おつと
めの時は早く来た人から座席を選んでいこう
というルールをみんなで作りました。よく見
ていたら、私がたいてい真ん中に座っていた

ことに気づいたでしょう。そこからだと、み
んなの手振りをマネしやすかったのです。朝
づとめはみんな寝ぼけているので、夕づとめ
に関してしか言えませんが、これが私の観察
結果です。

1週目：みんなそれぞれ自分のリズムで、少し
早い人もいれば遅い人もいる。

2週目：だんだんそろってきたが、やっぱりま
だ5人とも別々のリズム。

3週目：毎日おつとめを続けてつとめること
で、3週目の終わりにはほぼ揃ってお手を振
っていた。
　
　ということで、なぜ座りづとめの第1節を
21回つとめるのか、という問いに対する私の
回答はこうなります。陽気づとめが完璧な調
和を表すものなら、教祖は21回がそれを目指
すのにちょうどいい回数だ（close	 enough）
とお思いになった。とてもありがたいことで
すね。
　最後に、皆さんにお聞きします。このちょ
っとした実験に参加したいという方はおられ
ますか？
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　　皆さんこんにちは。ハワイ修養会を修了
するにあたり、感話を話すようにとのことで
すので、聞き苦しいかとは思いますが、しば
らく話しをさせていただきます。
　修養会の授業が進むにつれて、クラスメー
トと多くの話題について話しました。その中
の一つが「道」についてで、それがどのよう
に私たち自身に関係しているのかという議論
でした。私は授業中に、おふでさきの二首を
読みました。

　　いまの事なにもゆうでハないほどに
　　さきのをふくハんみちがみへるで　　三-36

　　いまのみちいかなみちでもなけくなよ
　　さきのほんみちたのしゆでいよ　　　　三-37

　このお言葉を読んだときに、どういうわけ
かデジャヴ（既視感）を感じたのです。私の
話を進めるまえに、デジャヴの定義について
話しておきます。デジャヴはフランス語で、
「既に見た」という意味であり、実際は一度
も経験したことがないのに、すでにどこかで
体験したことのように感じることです。フラ
ンスの心理学者、エミール・ブワラックが提

唱した言葉です。一般的なデジャヴは、その
体験を「よく知っている」という感覚だけで
なく、「確かに見た覚えがあるが、いつ、ど
こでのことか思い出せない」というような違
和感を伴う場合が多いのです。「過去の体
験」は夢に属するものであると考えらます
が、多くの場合、デジャヴは「過去に実際に
体験した」という確固たる感覚があり、夢や
単なる物忘れとは異なるのです。
　私は2009年4月頃から退職に向けての準備
を始めました。退職後の計画は、まずアメリ
カ大陸を横断し、途中で友人を訪ね、カリフ
ォルニアにいる孫たちに会い、ハワイに戻っ
た後日本の修養科に入り、修了後はハワイに
帰って母の世話をするという遠大な計画でし
た。これは正に大計画であり、マーフィーの
法則にあるように、失敗する可能性があると
やはり失敗するのでした。2010年10月に退
職しましたが、結局私の計画はうまくいきま
せんでした。しかし、強いデジャヴを感じて
いました。
　年が明けて2011年1月、トラックで大陸を
横断する代わりに、飛行機でカリフォルニア
へ飛び、孫との時間を過ごしました。私はど
うすれば最初の計画を実行できるのか、と再
び考えをめぐらせていました。しかし4月初
旬に、私はこの事が教祖の「サイン」だと感
じ、自分のお気に入りだったトラックを息子
に譲りました。私はもはや言い訳は出来ず、4
月末にはニュージャージーを離れ、ハワイに
帰ってきました。退職前に計画していた修養
科に入ることは、母と教祖に約束していた事
でした。ですから、修養科ではないですが、
修養会への参加は、教祖のてびきと、家族の
たすけがあって決意するに至ったのです。
　皆さんもデジャヴを感じたことがあると思

中尾　ニュートン
（網島・ネットハワイ布教所）
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いますが、その不思議さは理解できません。
しかし、最近はそれが強くなり、頻繁に起こ
るようになりました。2010年の退職前後、
頻繁に起きていたデジャヴはその後少なくな
り、今また強くなっています。
　先に述べた二首のおふでさきを拝読したと
き、その時が私にとって信仰を感じた瞬間で
あり、その時にデジャヴというものを少し理
解できました。そうです。最初の計画で修養
科に入ることを決めた時に、強いデジャヴを
感じていました。1月、2月、3月その計画か
ら逸れてしまった頃、デジャヴは弱くなりや
がては消えていました。そして修養会受講を
定めた時、そのデジャヴは再び強くなりま
した。
　「道」についてのおふでさきを読み、その

あと感話があることを知ったとき、教祖がす
でに「デジャヴ」というトピックを与えて下
さっていることに気づいていました。多くの
講師の話や教えを通して、私は正しい道を歩
んでいることを納得しました。
　デジャヴを通して、教祖はいつも私の「い
んねん」と「道」を示して下さってきたと感
じています。自分自身の道が少しでも見えて
くることを期待しています。私の経験をお話
ししましたが、次はあなたが、「正しい道を
歩んでいるのだろうか？自分のいんねんを変
えられるのだろうか？」と自身に問いかけて
いただきたいと思います。そして、先のほん
みちを楽しんでいきましょう。ありがとうご
ざいました。

　「修養会参加の理由は何ですか？」講師が
最初に尋ねる問いです。私は、「教えを改め
て学ぶため」と答えました。しかし、それは
修養会受講を決めた後に思いついた理由で
す。それより少し前のある夜、兄のデービッ
ドと伝道庁に立ち寄ったとき、庁長夫妻から
修養会受講を勧められていました。私がうろ

たえていると、奥さんはすぐに「考えてみて
ね」と続け、答えは保留のまま家に帰りま
した。家族と一緒にビールを飲んでいました
が、気づかぬうちにもう1人の兄のマイケル
の車に乗せられ、修養会の申込書を取りに伝
道庁へ戻っていたのです。ですから、本当は
2、3杯のビールのおかげで私は今ここにいる
のです。というのは冗談で、本当に親神様、
庁長夫妻のおかげで参加させていただき感謝
しています。
　私は今までに何度か教えが深く心に響いた
経験があります。天理教校専修科に入る前の
天理での2年間は、本当に感謝の気持ちで過
ごしていました。何も私を止めることはでき
ないというぐらい有頂天で、感謝と喜びに満
ちていました。そして、その勢いのまま私は
専修科に入りました。専修科に入っても私の
勢いは止まらず、朝1時に起きて、詰所の掃
除をしたり、早朝から神殿に通ったりと勇ん

井上　ミシェル
（東中央・ハワイ海布教所）
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でいました。しかし、ある日私の身体は止ま
ってしまい、結局は車椅子に乗るまでになっ
てしまいました。ついには、神様から「あっ
ちへ行け。おまえは必要ない」と言われなが
ら蹴り飛ばされているような気持ちになって
しまいました。それが大きな精神的打撃とな
って、それ以降は今回の修養会を受講するま
でお道からは離れていました。
「信じることができるのか？」とは、授業で
ノートに書いた一つの問いでした。私は、ク
ラスの先生が教えや体験談を話す時に、彼ら
から発せられる信仰というものを見て、聞い
て、感じることができました。信じるために
は自分の心が開いていないことに気づいたの
です。
　教祖伝のクラスで、私たちは順番にみかぐ
らうたを大きな声で朗読しました。私の順番
は、三下り目でやってきました。読み始める
と段々言葉では言えない気持ちが自分の中に
芽生えてきました。これが神様の言葉だ、こ
の世界の創造主であり、世界中の70億の人
間を守護くださる神様なんだ、これが親神の
言葉、教え、愛なんだ！と強い悟りの気持ち
が湧いてきました。七ツになるとさらに私の
心を強く打ち、込み上げてくるものがありま
した。

	 七ツ	 なんでもこれからひとすぢに
	 	 かみにもたれてゆきまする

	 八ツ	 やむほどつらいことハない
	 	 わしもこれからひのきしん

	 九ツ	 こゝまでしん／＼したけれど
	 	 もとのかみとハしらなんだ

	 十ド	 このたびあらはれた
	 	 じつのかみにはさうゐない

何とか涙をこらえ、声は震えながらも最後ま
で歌いきることができました。しかし、まだ
9つ歌が残っています。四、五下り目では親
神様の温かさを感じました。六下り目では感
謝の心でいっぱいになり、七下り目に入ると
涙が溢れてきて、八下り目で大きく息を吸
い、九下り目で再び私の順番がめぐってきま
した。その時には涙が私の頬をつたい流れて
いました。すすり泣くのを何とかこらえなが
ら、再び大きく息を吸い込み、歌い始めま
した。

	 一ツ	 ひろいせかいをうちまわり
	 	 一せん二せんでたすけゆく

私の声は、もはやコントロールできないほど
震えていました。

	 二ツ	 ふじゆうなきやうにしてやらう
	 	 かみのこゝろにもたれつけ

　今や前を見る事もできず、声も出なくなり
そこで止まってしまいました。それ以上読む
ことができず、残りのみかぐらうたをただ聞
きながら泣きじゃくっていました。
　「だんだんと」新たな信仰心をもって、成
人の道を歩み始めました。教典や授業の先生
が強調するように、ただ神様にもたれていれ
ば、何も心配はいらないのです。日々心を新
たにし、神様にもたれることを忘れずに、心
配しすぎず通っていきたいと思います。2007
年、私はまるで親神様から捨てられたような
気持ちでいましたが、今神様は温かく迎えて
くれています。でも本当は、ずっと親神様の
てびきを頂いていて、いつも親神様の傍にい
たのです。
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　庁長先生、皆さんこんにちは。今から、私
が今まで経験してきたこと、そしてこの修養
会を通して学んだことについてお話しさせて
頂きます。
　天理教の教会で育ってきた私にとって、朝
夕のおつとめや日々のひのきしんは、ごく当
たり前のものでした。子供の頃は、夕づとめ
の時間に寝ていたり、ひのきしんをしようと
しない時もありましたが、そんな時いつも母
は、教祖が私の命を助けて下さった話をして
くれました。おふでさきに、
　
	 たいないゑやどしこむのも月日なり　
	 むまれだすのも月日せわどり　　　六-131
　
とあります。母が私を妊娠したとき、医者か
ら私は未熟児だと言われたそうです。当時、
会長だった私の祖父は、毎晩母におさづけを
取り次ぎました。何度も何度もお願いし、私
は1991年9月18日に生まれました。7ポンド
もある元気な赤ちゃんに医者は皆驚き、私を
「ミラクルベイビー」と呼びました。
　それから約10ヶ月後、私は川崎病にかか

りました。川崎病とは、特に日系、韓国系の
５歳以下の子供がかかりやすく、高熱や発疹
をともない、心臓にも影響する病気です。私
は全身に、また口の中にまで湿疹ができまし
た。両親はただのハシカだと思い、マウイ
の病院へ私を連れて行きました。何も変化は
見られず良くならなかったので、私はオアフ
のカピオラニ病院へ送られることになりまし
た。長時間の治療の間、私はずっと泣いてい
て、母はずっと私を抱いていてくれました。
上級教会の本島大教会ではお願いづとめをつ
とめてくださいました。私の命は、親神様と
教祖に助けていただいたのです。大勢の方々
の誠真実と手助けがなければ、私はここには
いないでしょう。
　正直言って、修養会に参加するのはあまり
楽しみではありませんでした。友達と遊びた
かったし、学校が始まるまでゆっくりしたい
と思っていました。でも、親神様と教祖に修
養会へ参加するとお誓いしたのでそんなこと
は言っていられませんでした。決意はしまし
たが、はじめ参加者は私１人だと聞き不安に
なりました。でも最終的に参加者は４人にな
り、そして後からもう１人加わりました。教
祖がこの素晴らしいグループの一員になるよ

久尾　シンシア
（本島・マウイ教会）
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うお導き下さったのです。みんないつも賑や
かで、絆の強いグループでした。
　斉藤アイリス先生に教わった教祖伝のクラ
スで、私たちはたくさん話し合いの時間を持
ちました。そのとき私は、自分がどれだけこ
の修養会から逃げたかったかを打ち明けまし
た。この中で一番年下だし、頑張れるだろう
かと、自分を見失った気分でいました。教祖
伝第三章「みちすがら」に、教祖が自殺を試
みたことについてのお話がありました。

或る時は宮池に、或る時は井戸に、身を
投げようとされた事も幾度か。しかし、
いよ／＼となると、足はしやくばって、
一歩も前に進まず、「短気をだすやな
い／＼。」と、親神の御声、内に聞え
て、どうしても果せなかった。

　その日、夕づとめをつとめながら、私は涙
が止まりませんでした。きっと教祖が修養会
から逃げようとしていた私をお止め下さった
のだと思うと、胸がいっぱいになりました。
　このことを通して、私はおやさとセミナー
での出来事を思い出しました。グループの中
には知り合いがおらず、ハワイ出身は自分だ

けで、なかなか仲良くなれなくて、寂しくて
不安でした。どうしてあんなにつらかったの
か自分でも分からないくらいでした。身上の
ていれも頂き、精神的にも体力的にもとても
つらい時期でした。おさしづに、

人間というは、身の内神のかしもの・
かりもの、心一つ我が理。　　　

明治22年6月1日

とあります。
　修養会に参加して、分かったことがありま
す。教祖は、私に自分の過去を振り返らせよ
うと、ここへ引き寄せて下さったのです。い
ままで自分が経験してきた苦労は、全て教祖
の「てびき」でした。この先、親神様、教祖
にしっかりもたれて自分の歩むべき道を見つ
けていきます。おふでさきに、

	 にんけんハみな／＼神のかしものや
	 なんとをもふてつこているやら　　　三-41

とあります。これからも、毎日勇んで通り、
心の使い方を正す努力を続けようと思いま
す。今回の修養会に参加させて頂き、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
アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム

　7月7日、ハワイ伝道庁は、ハワイ州運輸局が管轄
する「アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム」によ
り、ダウンタウンのビンヤード通りから伝道庁前まで
の区間2マイルを2年間管理することになりました。
それにより、ビンヤードとパリハイウェイの分岐点の
中央分離帯と、伝道庁前の2マイルの地点の2箇所に
「Tenrikyo	 Church」の文字が記された看板が設置さ
れました。アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム
は、1985年頃にテキサス州交通局により、州ハイウ
ェイの清掃美化を目的として始められました。道路を
「養子にする（Adopt）」という発想のもと、市民グ
ループや企業に道路の一定区画の管理を依頼し、清掃
活動によってハイウェイはもとより、州全体の美化を
図るプログラムです。

ワイキキ教会（周東）
中島マーガレット前教会長お出直し

　6月23日、中島マーガレット・ワイキキ教
会前会長がお出直しされました。享年86歳
でした。
　中島前会長は、1998年から2008年まで10
年間会長の任をつとめ、上級教会である太平
洋教会や伝道庁でのひのきしん・にをいがけ
活動、婦人会活動に貢献されました。
　告別式は、7月15日に細井葬儀所にてしめ
やかに執り行われました。中島前会長のご功
績に深く感謝申し上げ、心より哀悼の意を表
します。
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第41回天理教バザーのご案内

今年も天理教バザーの開催が近づいて参りました。来る8月28日（日）に第
41回目を迎えるこのバザーは、仲間達と楽しく集いながら、地域社会に貢献
する絶好の機会です。また、数十年にもわたってこのバザーが続いているの
は、ひのきしんに励む教友の方々の誠真実があってこそです。今年もぜひ皆
様のお力添えを賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。

日程：8月28日（日）　午前8時30分～午後2時30分

場所：天理文化センター

住所：2236 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817

出　品
バーベキューチキン、巻き寿司、いなり寿司、赤飯、アンダギ、おはぎ、ホット

ドッグ、シェーブアイス、プレートランチ、キムチ、たくわん、さんばい漬け、

クッキー、天ぷら、おでん、焼そば、サイミン、スタミナラーメン、野菜、植木、

花、衣類、布団、クッション、古着、中古品、餅つきなど。

スクリップ、チキンチケットは伝道庁、または近くの教会で準備して
います。（バーベキューチキンにはチキンチケットが必要です。
お間違いのないようお願いします）

ブース設営ひのきしん：8月26日（金）午前10時半～午後3時
26日伝道庁遥拝式後に、お願いづとめがつとめられます。

バザーへのドネーションは以下の日時・場所で受け付けております。

8月17日（水）～24日（水）午前10時～午後4時　天理文化センター
なお、家具、電化製品、マットレス、運動器具、コンピューターなどは、取り
扱っておりません。

＊バザーに関する質問はハワイ伝道庁事務所(595ｰ6523）までお問い
　合わせ下さい。
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女子青年だより

■堀川シェロ委員長より
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　今月末には、天理教バザーが開催されま
す。バザーの目的の一つは、にをいがけ
です。あなたの明るい笑顔と、温かい言葉
が、一つの絆となって誰かをこの道へと導
いてくれることでしょう。

■例会

　8月8日（月）　9：00-
　・ミーティング　・逸話篇
　・庁長先生講話

■鳴物練習

　8月はお休みです。

■ヌアヌハレ慰問

　8月13日（土）　9：30-10：30

婦人会だより ■バザーひのきしん

　・漬物作り　　　　　8月16日（火）　

　・漬物パッキング　　8月17日（水）

　・こんにゃく作り　　8月18日（木）

　・古着仕分け　　　　8月22日（月）

　　　　　　　　時間：午前9時

　　　　　　　　　於：文化センター
　
＊ウエストハウスのバザーひのきしんに　
　ご参加下さった皆様、ありがとうござ　
　いました。

＊8月の月次祭直会当番は合同Aグループ　
　です。よろしくお願い致します。

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

　9月17日（土）　10：00-
　・座りづとめ、よろづよ八首
　・式典

８月28日（日）のバザーに先立ち、前日の27日朝9時より、焼き菓子の袋詰めを行い
ます。焼き菓子は、26日（金）までにお寄せください。アレルギーのある方のため
に、お菓子には必ず、原材料を記したラベルを付けてください。商品の値段は先に付
けないようにお願いします。

9月17日（土）に、婦人会・青年会・女子青年合同総会が開催されます。詳細は後日
連絡します。



青年会だより

■バザー会場設営ひのきしん

　8月13日（土）　9：00-
　於：天理文化センター
内容：カーペット、テーブルなどの設置

■月例会議＆キャノピーテント設置

　8月21日（日）　13：00-
　於：レインボーハレ

■バザー最終準備

　8月27日（土）　　8：00-
　於：天理文化センター
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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が、7/24
～7/30まで行われました。参加者は27
名で、その内7名が海外少年ひのきしん
隊に参加しました。彼らは暑さをものと
もせず、勇んでひのきしんにつとめてく
れました。
　

■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。

　　
■天理教バザー当日ひのきしん

　8月28日（日）　　7：00-
　於：天理文化センター

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

　9月17日（土）　　10：00-
　於：伝道庁
　
＊バザー当日の駐車場整理ひのきしんを
　していただける方は、岩田バート青年
　会委員長までご連絡ください。



ドクターペッパーＢＢＱソース
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80年代の初め頃、カリフォルニアのミッションビエホに住んでいま
した。そこに大教会が運営するミッションセンターがあり、5人の
少年がそこから学校に通っていました。
彼らは今では日本とアメリカ本土でそれぞれ教会長となって活躍
していますが、その頃の彼らは全然食欲がなかったのです。その
ため、私の料理への情熱はその時から始まりました。このレシピ
の出どころは忘れてしまいましたが、少年たちは大好きでした。
それではどうぞ。

材料
無塩バター	‥‥‥‥‥‥‥‥‥	大さじ4
玉ねぎ大	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１個
ニンニク	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	4片
ケチャップ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥	1カップ
トマトペースト	‥‥‥‥‥‥‥	大さじ3
ドクターペッパー	‥‥‥‥1缶（340mg）

食いしん坊レシピ

作り方
①　ソースパンでバターを溶かし、細かく切
　　った玉ねぎ、ニンニクを半透明になるま
　　で10分程軽く炒めます。そこに残りの材
　　料を入れ、とろ火で約15分間煮ます。

②　ソースがどろっとなるまでさらに20～30
　　分煮込みます。味をみながらお好みで塩
　　コショウを足します。

③　火を止め10分間冷やした後、ミキサーに
　　かけたら出来上がりです。ミキサーによ
　　ってよりソースの厚みが増します。

リンゴ酢	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	1/2カップ
ウスターソース	‥‥‥‥‥‥‥‥1/3カップ
ブラウンシュガー	‥‥‥‥‥‥	1/2カップ
チリパウダー	‥‥‥‥‥‥‥‥‥	小さじ2
白ごま	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1
砂糖	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1

☆　冷蔵庫で冷やせば2週間は鮮度を保つこと
　　ができます。肉料理にはもってこいのメニ
　　ューです。是非お試しください。



８月行事予定７月行事報告

		2日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		3日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		5日（金）・庁長夫妻帰任
		8日（月）・婦人会例会
　　　　　・婦人会委員会
		9日（火）・文化センター月次祭
　　　　　・翻訳委員会
11日（木）・バザーブースヘッド会議
13日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
14日（日）・少年会会議
15日（月）・文化センター委員会
16日（火）・主事会準備会
20日（土）・主事会
21日（日）・伝道庁月次祭
22日（月）・月例にをいがけデー
23日（火）・祭儀委員会
26日（金）・遥拝式
28日（日）・第41回天理教バザー

		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
		7日（木）・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		
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
18日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・祭儀委員会
19日（火）・庁長夫妻帰本（～8/5）
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

　今年も、全教一斉にをいがけデーが近づいてきました。9月は、にをいが
け強調月間です。皆さんもぜひこの一つの旬をきっかけに、友人・家族を
誘って、にをいがけ・おたすけに励みましょう！

全教一斉にをいがけデーのお知らせ

日　程：9月 5日（月）レイバーホリデー　

時　間：午前9時～11時
集　合：モイリイリスタジアムパーク

内　容：戸別訪問、ひのきしん


