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おぢばからのメッセージ

立教174年8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。

　親里はまだまだ残暑厳しい中ではございますが、朝夕の空気には少しずつ

秋の気配を感じるようになってきました。本日は子ども連れの帰参者が大勢

お帰り下さり、8月の月次祭が真柱様を芯に陽気に勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で「心さいしんぢつ神がうけとれば　どんなほこりもそふぢする

なり」とお聞かせ頂くお心を胸に、人たすけに誠真実を積み重ね、思召に適う心にな

らせて頂けるよう、日々生かされていることへの感謝と喜びをひのきしんの態度に示

して、互いが立て合いたすけ合える世界を目指し、歩ませて頂く決心をお述べにな

りました。そして、この上とも不思議たすけの理、鮮やかに自由の御守護を賜り、

道の行く手がいよいよ伸び開け、世の人々のほこり心も払われて、思召下さる陽気

づくめの明るい世の様に一日も早く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 、 諸 井 博 和 本 部 員 が お つ と め 下 さ い ま し た 。

　先人の先生方と教祖とのお話、また逸話篇のお話を引用され、当時の先生方の教

祖に対する思い、またどんな思いで日々通られていたのかをお話し下さいました。

　次に、去る3月11日に発生した東日本大震災後の災救隊や教友の方々の救援・復興支

援活動を紹介され、今の私たちの進むべき道しるべになっているキーワードは「たすけ

あい」であると述べられました。そして、人にたすかって頂きたいと願う教内のたすけ

あいの輪、働きがこれから先大きな楽しみの道に繋がっていくとお話し下さいました。

　 ま た 、 ご 自 身 の 体 験 や お さ し づ を 引 用 し て 「 十 全 の 守 護 」 と

「 八 つ の ほ こ り 」 に つ い て お 話 し 下 さ れ 、 こ れ ら の 説 き 分 け を

暗 誦 で き る よ う に し っ か り 読 ん で 頂 き た い と 述 べ ら れ ま し た 。

　8月も余すところ数日となりました。海外部関係の夏の諸行事もそれぞれ

無事終わり、8月29日からのＳＡＴＯＭの夏合宿を残すのみとなりました。

　さて、明くる9月はにをいがけ強調の月でございます。各拠点に於かれまし

てもにをいがけの計画を立てておられることと存じますが、お互いよふぼくと

しての使命感を持って精一杯においがけ・おたすけに励ませて頂きましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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可愛い親心のま

に／＼日夜絶え間なくお見守り下され、

世界たすけをお進め下さいます御守護の程

は、まことに有り難く勿体ない極みでござ

います。私共は日頃賜るご高恩に御礼申し

上げ、親心にお応えさせて頂けるよう日々

たすけ一条のご用に励ませて頂いておりま

すが、本日はこれの伝道庁の八月月次祭を

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。

　この夏のおぢばは23万人という大勢の子

供たちで賑わいましたが、こどもおぢばが

8月月次祭祭文

えり団体、おやさとセミナー受講生、それ

ぞれに厳しい暑さの中一同結構にお連れ通

り頂き、み教えを学び、尊き汗を流して伏

せ込みに励み、喜びの心を深めて帰らせて

頂きました。

　また今月28日には恒例の天理教バザーを

開催させて頂き、地域の方々へのにをい

がけを進めさせて頂きたいと存じます。さ

らにはまた、来る9月5日には全教一斉にを

いがけデーを実施し、広く人々に教祖の御

教えを伝えさせて頂きたいと思います。私

共は教祖ひながたの道を日々心明るく辿ら

せて頂き、未だ真実の親を知らぬ人々に元

の親の思召を伝え、世界中の人々が陽気ぐ

らしへと心の向きを正していけるよう精一

杯の努力を積み重ねてまいる所存でござい

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、人々が互いにたすけあい

睦み合う楽しみ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	 M.	社本

篳　篥	 Ｄ.	明本		 　	

鳳　笙	 Ｅ.	今中		　

太　鼓	 Ｍ.	社本

鉦　鼓	 Ｃ.	明本

鞨　鼓	 Ｓ.	社本

8月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　久尾マーク	
賛　者	 高田エリック　	井上タイロン
指図方	 三國クライド
献饌長	 宮内泰次	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．久尾	 Ｋ．川崎
	 Ｃ．三國	 Ｄ．明本	 Ｗ．城
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤　Ｔ．中尾
(女性)	 Ｍ．三國	 Ｌ．蘇	 Ａ．綾川
	 Ｃ．明本	 Ｌ．本田	 Ｍ．井上
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國	 Ｄ．明本
チャンポン	 Ｍ．社本	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾
拍子木	 Ｇ．本田	 Ｍ．稲福	 Ｓ．社本
太鼓	 Ｍ．岩田	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｔ．井上
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｏ．中尾	 Ｍ．稲福
琴	 Ｍ．柿谷	 Ｍ．岩田	 Ｌ．浅尾
三味線	 Ｊ．山	 Ｓ．中尾	 Ｓ．柿谷
胡弓	 Ｔ．松川	 Ｃ．浜田　Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｓ．三濱
	 Ｃ．斉藤	 Ｔ．井上	 Ｍ．久尾

祭典役割

伝道庁9月月次祭　

9月18日（日）午前9時

祭典講話：伊藤フェイス

講話テーマ：道すがら

英語通訳：一瀬常徳

教会長・布教所長会議

次回　9月18日（日）12：45～13：30　
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8月月次祭祭典講話

かしもの・かりもの

　只今は、伝道庁の8月の月次祭を共々に賑や
かにつとめさせて頂き誠にご苦労様に存じま
す。親神様、教祖もさぞお喜び下さり、私共
の真実をお受け取り下された事と存じます。
祭典講話のご指名を頂きましたので、本日は
教典七章「かしもの・かりもの」についてお
話をさせて頂きます。しばらくの間お付き合
い下さいますようお願い申し上げます。
　本日の話の題であります「かしもの・かり
もの」の教理は、天理教の教えの中でも最も
大切な教えであります。おそらくこの道の教
えを聞くまでは、私達の身体がかりものであ
るなどとは考えも及ばなかったことでしょ
う。大体この身体は自分自身そのもので自分
のものであると思っている人の方がはるかに
多いのですが、これは大変な思い間違いで、
私達のこの身体は実は親神様からお借りして
いるかりものなのであると教えて頂いていま
す。では、この身体を借りている借り主は何
であるかといいますと、それは人間の本体と
いうべき魂なのであります。そしてこの魂を
親神様が見澄まされて身体をお貸し下される
のであります。教典第七章では、

　　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

　「人体のこの精巧な構造、微妙な機能は、
両親の工夫で造られたものでもなければ、銘

々の力で動かせるものでもない。すべては、
親神の妙なる思わくにより、又、その守護に
よる。」

と記されています。さらに、　

　　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

　　にんけんハみな／＼神のかしものや
　　神のぢうよふこれをしらんか　　　　三-126

　「この世に生れさせて頂き、日々結構に生
活しているのも、天地抱き合わせの親神の温
かい懐で、絶えず育まれているからである。
即ち、銘々が、日々何の不自由もなく、身上
をつかわせて頂けるのも、親神が、温み・水
気をはじめ、総てに亙って、篤い守護を下さ
ればこそで、いかに己が力や智慧を頼んでい

越乃国ハワイ教会長　美馬孝俊
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ても、一旦、身上のさわりとなれば、発熱に
苦しみ、悪寒に悩み、又、畳一枚が己が住む
世界となって、手足一つさえ自由かなわぬよ
うにもなる。ここをよく思案すれば、身上は
親神のかしものである、という理が、自と胸
に治る。」

と記されています。
　親神天理王命様は、陽気ぐらしを見て共に
楽しみたいと思召されて人間をお造り下さい
ました。その人間創造の元始まりあたり、道
具雛形に入込み、十全の守護を以って無い人
間無い世界を造り、人間の身の内一切を貸し
て自由を与え、限り無い親心を以って、長い
歳月お育て下され、行く先永くお守り下され
ます。つまり人間は親神によって創造され、
守護されている存在であり、宇宙の中の地球
という世界を舞台にして生きていますが、こ
の世界は神の身体であり、人間は神の懐住ま
いをしているのです。さらに個々の人間につ
いていえば、身体は我がものではなく神のか
しもの、心一つが我が理であります。これを
認識することがあらゆる人生観の基本となる
のです。おふでさきには、

　　たん／＼となに事にてもこのよふわ
　　神のからだやしやんしてみよ　三-40、135

というお歌が、第3号の40と135の二回に繰り
返して出てきます。そしてこれに関連して、
必ずかしもの・かりものという言葉が出てき
ます。すなわち、

　　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

　　めへ／＼のみのうちよりのかりものを
　　しらずにいてハなにもわからん　　　三-137

とありますように、身体は神の貸し物であ
り、人間からすると神からの借物だと教えら
れています。この「身の内」とは、大体にお
いて身体を指していますし、「この世は神の
身体」ということは、この世即ち、宇宙、世
界全体は、神の身体として神が存在しておら
れるということであります。しかし親神は、
「目に見えない」存在であり、簡単には理
解し難いお言葉でもあります。かきさげの
中に、

　「それ人間という身の内というは、神のか
しもの・かりもの、心一つが我がの理」

の言葉がありますし、又、おさしづの中に、

人間というものは、身はかりもの、心一つが
我がのもの。たった一つの心より、どんな理
も日々でる。どんな理も受け取る中に、自
由自在という理を聞き分け。
　　　　　　　　　　　　　明治22年2月14日　

とあります。つまり、人間の身体はかりもの
として使わせて頂いているが、我がものとし
て与えられた心の使い方によってどんなあざ
やかな理も日々に出てくる。その現れ出た理
を素直に且つ慎みの心をもって受け取らせて
頂く中に、自由自在という理を聞き分けられ
るようになるということ。さらに、

自由自在は、何処にあると思うな。め
ん／＼の心、常々に誠あるのが、自由自
在という。　　　　　　　　　　　　

　明治21年12月7日

　日々、心に誠をもって使わせて頂くところ
に自由自在という理が現れてくるという事で
す。では、「自由の理」とは、又「誠の心」
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とはどういうことなのでしょうか。このこと
については、常々拝読させて頂く、「おかき
さげ」の中に書かれています。まず「自由の
理」は、

　「日々常にどういう事情どういう理、幾重
事情どんな理、どんな理でも日々に皆受け
取る。受け取る中にただ一つ自由という一つ
の理。自由という理は何処にあるとは思うな
よ。ただめん／＼精神一つの理にある。」

とあります。次に、「誠の心」については、

　「誠の心と言えば、一寸には弱いように皆
思うなれど、誠より堅き長きものは無い。
誠一つが天の理。天の理なれば直ぐと受け取
る直ぐと返すが一つの理。…一名一人の心に
誠一つの理があれば、内々十分睦まじいとい
う一つの理が治まるという。…成程の者成程
の人というは、常に誠一つの理で自由とい
う。…運ぶ尽す中に、互い扶け合いという。
互い扶け合いというは、これは諭す理。人を
救ける心は真の誠一つの理で、救ける理が救
かるという。」

とあります。そして最後に、

「これより先永く変わらん事情に。」

と、誠の心を先永く変わることなく持ち続け
るように促され、言葉を締めくくられていま
す。また教典第七章では、

　「しかるに、人は、容易にこの理が治らな
いままに、あさかはかな人間心から、何事
も自分の勝手になるものと思い、とかく、己
一人の苦楽や利害にとらわれて、一れつの和
楽を望まれる親心に、もとる心を遣いがちで

ある。親神は、かかる心遣いを、埃にたとえ
て、戒められている。…心遣いも、銘々に、
我の理として許されてはいるが、親神の心に
添わぬ時は、…心は曇つて、本来の明るさを
失い、遂には手もつけられぬようになる。か
かる心遣いをほこりと教えられ、…常によく
反省して、絶えずほこりを払うようにと諭さ
れている。これらの心遣いをあわれと思召さ
れ、身上や事情の上に、しるしを見せて、心
のほこりを払う節となし、人々を陽気ぐらし
へと導かれる。」

と、教えて下さっています。
　ところで、私達は、日々生かさせて頂く
中、銘々色々な身上や事情の節を見せて頂く
ことがあります。私の父は、石川県の金沢に
ある教会で生まれ育ち、後に大阪にある設
立されて間もない叔母の教会に養子に入り
ました。数年後、叔母が出直し、27歳の若
さで教会長となり、京都生まれの母と結婚し
たすけ一條の道を歩んでおりました。親神様
は、教会長なりたての父に、容赦なく真剣な
お仕込みを始められたのでした。父の身上だ
けでなく、母と子ども達に、さらに教会の事
情にというように、お仕込みは絶え間が無か
ったようでした。長女の肺炎、生後100日で
の次女の出直し、そして母は肺病を患い、幾
度か死線をさまよったこともありました。死
線をさまよっているある日のこと、母は夢を
見ました。白い装束を着た先生が枕元にスー
ッと立って、「あんたな、たすけてもらいた
いと思ったら、裸になりなさい。裸になりな
さい。」と言って、スーッと姿が消えていっ
たそうです。その話を聞いた父は、早速、母
が嫁入りで持ってきたもの一切、寝巻き一枚
残して上級にお供えしたそうであります。そ
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れから、スーッと波が引くように身上が良く
なっていき、救けて頂いたのでした。後日、
父は、あらきとうりよう第109号の中のイン
タビューで、次のように語ってくれました。
　「身上の方が教会を訪ねて来られると、か
しもの・かりものの理のお話しをするほかに
ありません。自分の通った道を話させてもら
うだけです。」又、お互い道のよふぼくが、
日々歩ませて頂く上で何が一番大切か、その
心構えについて、質問された時、
　「こうまんの心を捨てるというか、切り取
ってしまうことができて、はじめてかしも
の・かりものの真実が分かった人だと思うん
です。こうまんというのは、結局、親神様の
圏内に入って、自分が偉そうになってしまう
のがこうまんで、この心を持っていたら大き
なことをしても、皆ゼロに終ってしまうんや
と言うています。いかに単独布教から教会を
つくり上げても、いかに大勢の人に救かって
もらえるようなお諭しを取り次いだと言うて
も、皆これは、親神様がご守護下さったこと
によってつとめさせて頂けたということに過
ぎないんやと。その信仰をずっと心に持って
いる者でなければ、本当のかしもの・かりも
のの話がでけん人やと、こう思うんです。」
と話されました。
　又、私自身や家族の上にも、それぞれ一人
一人に節を見せていただいてまいりました。
全く先の見えない布教の道中、家内は一度だ
けでなく、二度、三度と続いて流産の節を頂
きました。おぢばがえりをして、「をびや許
し」を戴く経済的余裕などありません。そん
な中、5年程経ってやっと次女を授けていただ
きました。「やった」と飛び上がるほどうれ
しく親神様のご守護に感謝したのでした。と
ころが、生後数ヶ月経った検診の際に、医者

が、家内と私に、「子どもの心臓に穴が開い
ているようです。今はまだ小さい穴ですが、
子どもが大きくなるにつれて、もし自然にそ
の穴が塞がらなければ、将来、心臓手術を施
さないといけなくなるかもしれません…。」
と告げたのでした。私達は、聞いてびっくで
す。その瞬間、子どもを授けていただいた喜
びは薄れ、心の中は曇り空であります。帰宅
して早速おさづけを取り次ぎました。子ども
は元気ですが、先は不安です。そんな時、親
が通ってくれた道に想いを馳せ、又、親神様
の真意は何かを思案したのでした。その結
果、分かったことは、誠に当たり前のことで
すが、やはり「かしもの・かりものの理」で
した。厳しくもありがたい親神様のお仕込み
でした。「どんな理も日々出る。どんな理も
受ける中に、自由自在という理も聞き分け」
のお言葉を思案し、反省をし、節は節と受け
止めさせて頂く一方、節にとらわれることな
く、神に凭れる心を思案し、布教に歩かせて
頂いたのでした。そうこうしてるうちに、5
、6年が経ち学校に行くころには、神様のお
働きによって穴も塞がり、無事ご守護頂いた
のでした。
　数年前のことですが、ある日、息子の友人
が肝臓病で自宅で倒れ、救急車で病院に搬送
され入院したことがありました。私は、息子
から頼まれて病院へ行き、救急治療室で寝て
いるＩ君におさづけを取り次ぎました。最初
の三日間の取次ぎ、中一日空けて、次の三日
間の取次ぎ、さらに一日空けて、三日間の取
次ぎに病院に通いました。ご守護は鮮やかで
した。三分の一程度に収縮して機能しなくな
っていた肝臓が徐々に回復し、思ったより早
く退院できたのでした。退院後は、教会に足
を運んでもらい、おねがいづとめとおさづ
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けの取次ぎを三日ずつに仕切って三回させて
頂いた結果、医者も驚くほどの速さで、肝臓
の機能が回復し、三ヶ月後には仕事に復帰で
きるまで元気になり、ご守護いただいたので
した。その息子さんの元気になった姿を見た
お母さんが、その後、おさづけの取次ぎを願
い出られるようになり、この方もご守護を頂
き、以来毎月の月次祭に参拝に来られるよう
になりました。
　教祖伝逸話篇の第147「本当のたすかり」の
お話を引用させていただきますと、

「山本与平妻いさは、明治十五年、ふしぎな
たすけを頂いて、足腰がブキブキと音を立
てて立ち上がり、年来の足の悩みをすっきり
御守護頂いた。が、そのあと手が少しふるえ
て、なかなかよくならない。少しのことで
あったが、当人はこれを苦にしていた。それ
で、明治十七年夏、おぢばへ帰り、教祖にお
目にかかって、そのふるえる手を出して、
「お息をかけて頂きとうございます。」と、
願った。すると教祖は、「息をかけるは、い
と易い事やが、あんたは足を救けて頂いたの
やから、手の少しふるえるぐらいは何の差し
支えはしない。すっきり救けてもらうより
は、少しぐらい残っている方が、前生のいん
ねんもよく悟れるし、いつまでも忘れなく
て、それが本当のたすかりやで。人、皆、す
っきり救かることばかり願うが、真実救かる
理が大事やで。」

と、お諭し下されたと書かれています。この
お話の中に、人間に、「かしもの・かりもの
の理」の思案と、「神に凭れる心の成人」を
促される教祖の絶妙なるおたすけの姿をうか
がい知ることが出来ます。
　そこで、「神に凭れる心の成人」について

少し思案したいと思います。親神様は、人
間が陽気ぐらしをするのを見て共に楽しみ
たいと思召され、苦心されて人間をご創造下
さいました。さらに親神の懐住まいをする人
間が、生きていく上に必要なあらゆる万物す
べてをお創り下さいました。しかしながら、
今、人々は神への感謝を忘れ家族だけでなく
人と人との絆は薄れ、助け合いの心が忘れら
れ、且つ社会だけでなく世界でも国々同士の
争いが耐えることはありません。こういう現
在の姿は、親神様のお望みの姿ではないとい
う事は言うまでもありません。その争いの根
源は、即ち人間の心の持ち方、遣い方に起因
しています。またそれぞれの人間の病気や事
情、災難は、人間に対する神の意見、手引き
ともお教え下されています。故に、おつとめ
を教え、病気の治癒や事情の治まりだけでな
く、家庭の平和、しいては世界の平和を祈る
法や、たすかる道を教えて下さいました。
　又、昨今、世界のあちこちで災害が次々と
起こっていますし、日本でも大きな地震と津
波による自然災害が発生し、さらに人間で知
恵で造り出した原子力発電から漏れる放射能
の被害が人間の生命や生活を脅かしていま
す。これはどういう神様からのメッセージな
のか、なぜ、神の子どもである人間が、この
ような苦しみを受けなければならないのでし
ょうか。考えて見ますと、これは、人間の科
学万能主義の考えが、実は人間の知恵をはる
かに超えた領域内にはいった結果に対する神
からの警鐘、警告ではないだろうか。では今
は、この神の警鐘に対して、何をすべきなの
か。など考えなければならない時が来ている
のではないか。そして、まさに今、親神の神
意を深く思案し、思召に添った生き方をする
ことが、親神のお望みであるという答えを早
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く知り、「神に凭れる心の成人」をしていか
ねばなりません。
　六千年の「知恵の仕込み」と、三千九百九
十九年の「文字の仕込み」を受けることによ
って、人間は今日の文明社会を築き生きるこ
とが出来るようになりました。そして、人間
を百十五歳定命まで進化させるためには「知
恵の仕込み」と、「文字の仕込み」につづい
て、「心一つ我がの理」として人間に与えら
れた心を、親神の思召に添って使い、生きる
ことが出来るよう、身上事情やあらゆる節を
通して、「神に凭れる心の成人」を促され、
そのための「心の仕込み」をすすめられてい
るのではないでしょうか。したがって、その
「心の仕込み」をしっかり受け止めさせて頂
くためにも、教祖がお教え下さったおつとめ
を勤めること。そして銘々の身体は、親神様

からのかりものであり、欲や高慢の心を捨て
親神に感謝し祈ること。さらに親神の思召に
随うて自由の心を使わせていただくことが重
要であるという理をわきまえつつ、陽気暮ら
し世界実現への祈りを続けさせて頂くことが
大切であります。そして、この「神に凭れる
心の成人」が、これからの人間、即ち人類の
運命を左右する重大な条件となっているよう
に思うのであります。
　最後に、おふでさきを引用させて頂いて話
を終わりたいと思います。

　　みのうちのなやむ事をばしやんして
　　神にもたれる心しやんせ　　　　　　五-10

　　このよふハ一れつハみな月日なり
　　にんけんハみな月日かしもの　　六-120

　ご清聴有難うございました。　

第52回ハワイ婦人会総会

第54回ハワイ青年会総会

日程：9月17日（土）
場所：伝道庁
時間：午前10時より

・おつとめ

　座りづとめ、よろづよ八首

・式典

　（おつとめ、式典は婦人会、青年会
　　女子青年合同で行います。）
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アイランドニュースアイランドニュース

　7月24日から30日まで、少年
会ハワイ団がこどもおぢばがえ
りに参加しました。夜のパレー
ドには26日にハワイ団として出
場し、アロハバンドは27日の鼓
笛オンパレードと夜のパレード
にそれぞれ出場しました。ハワ
イからは27名の参加者をいただ
き、その内8名がアロハバンドメ
ンバーで、7名が少年ひのきしん
隊に参加しました。

少年会こどもおぢばがえり

ハワイ天理柔道ニュース

　7月22日から24日まで、テキサ
ス州アーバインで開催された全米
柔道ジュニアオリンピックに、天
理柔道クラブから26名の選手が参
加し、金メダル11個、銀メダル2
個、銅メダル3個を獲得し、出場し
た106チームの中で最も優秀な成
績を残しました。また、ミンディ
ー・チョウ、パイヒ・ペスタノの
二選手は、11月に南アフリカのケ
ープタウンで開催される世界ジュ
ニア柔道選手権大会のアメリカ代
表選手に選ばれました。 7月11日、大会に先立ち伝道庁でおねがいづとめがつとめられた



　あの日（3/11）は、夕方から友人の家でバ
ーベキューを楽しんでいた。そこには知人の
案内でハワイに来ていたスタミナラーメンの
中井氏の姿もあり、友人の知人で東京から観
光で来ていた親子もいた。みんなでワイワイ騒
いでいたら、その親子のお母さんの携帯が突然
なって、東京に居る旦那さんからだと言う。旦
那さんは家の机の下から電話をかけているらし
く、とんでもなくデカい地震が襲っていてまだ
揺れているという。次に自分の電話がなり、ハ	
ワイの友人からだった。えらいテンパった声で
「テレビ見てるか？えらい事になってるぞ」と
言う。そして慌ててテレビを付けた瞬間そこに
いた全員が絶句した。	まるで映画そのままの
映像だったが、テレビの右上には	「LIVE」の
表示があった。沈黙の中で後ろからすすり泣
く声が聞こえた。2番めの娘と友達の娘がその
ライブ映像を見ながら泣いていた。大人とは
違う感覚を持つ5歳の娘たち。見慣れた、楽し
いはずの日本の街が真っ黒な水に呑まれて行
く。逃げ回る人や車が映像には映っていた。
　一週間経っても、一ヶ月経ってもその時の
光景が頭から離れず、被災した子供たちのこ
とがずっと気になって気になってしょうがな
かった。あの子供達は目の前で人や車、家や
遺体が流されていくのをあの寒さの中、ただ
見つめるしかなかったのだろうと思った。テレ
ビの映像を観ただけであれだけ取り乱した自分
の娘たちと、被災地で家族や友人、家や日常の

東日本大震災被災地支援報告

　3月に起きた東日本大震災の被災地（仙台・岩手）に、ハワイから魁生智仁氏（南阿・登美
岡）が天理スタミナラーメン2000杯とハワイ教友や友人から集めたスナック約2000個を備え
て自ら赴き、支援活動を行いました。以下に所感を掲載します。

全てを失った子供たちの事を考えると比較には
ならないが、何とも言えない、言葉に言い表せ
られない気持ちが湧いてきた。私の子供とハワ
イの子供たちが、被災地の子らを応援すること
で、この遠く離れた2つの場所を結ぶことがで
きると考えた。
　自分なりに一番良いと考えた方法が「アロハ
スナック」。ハワイのスナックに写真とメッセ
ージをテープで貼りつけただけだが、温かさの
ある子供達の手作りアロハスナック。娘の小学
校では、校長先生がすぐ賛同してくれて、最初
は被災地に行く事を大反対した妻が中心とな
り、日本人の母親と毎朝、毎夕学校の始業前と
始業後に、校門の前でビラ配りとアロハスナッ
クの回収を行ってくれた。近所の方や隣町の小
学校の校長先生までもが立ち上がってくれた。
ハワイ教友から集まったスナックと合わせて、
計約200kg（約2000個）が集まった。とんで
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もない数だったので、桧垣ダニエルさんに連絡
してJALと交渉してもらった。ダニエルさんの
交渉のおかげで、救援物資扱いで私の体と一緒
に日本へ運ぶことができた。ダニエルさんホン
マにありがとう。スナックの数も十分あったの
で、約20箇所の避難所と5、6箇所の学校や駅
前で子供たちに配ることができた。サポートし
てくれた学校の関係者や父兄の皆さん、ハワイ
教友の皆さんに感謝します。英語で書かれたメ
ッセージもあれば、習いたての日本語で書かれ
たメッセージもある。男の子の顔もあれば女の
子の顔もある。多分あのメッセージは被災地の
子供たちが大事にとっておいてくれているでし
ょう。あの子達は写真や手紙も全て流されてし	
まったんです。もしかしたら、あのスナックの
メッセージが子供たちにとって震災後初めての
手紙になったかもしれません。
　後日、ハワイの会長さんからア	ロハスナック
を託した姪に被災地の子どもからメールであり
がとうと、連絡があったと聞いて本当に嬉しか
った。娘の学校では終業式の時、全校生徒に私
の撮ってきた写真をスライドショーで流してく
れた。先生たちの中には涙を流していた人もい
たという。スナックを託した子供達はあの写真

を見て、本当に良いことをしたと改めて気づい
たと思う。残念ながらスナックを託せなかった
子供たちは少し後悔したかもしれない。でもそ
れが次に絶対繋がると思う。今回の話を聞いた
誰かが立ち上がって、後に続いてくれればと思
っています。誰が行ったかは全く関係のないこ
とで、ハワイの皆が被災地のことをこんなに心
配していることができるだけ多くの人に伝わる
ように、また被災した人達が少しでも元気にな
ってくれることを心から願っています。
　誰でもいいから続け！行け！行け！続け！方
法は何でもOKや！

日程

5/7成田着
5/8早朝5時仙台駅着。仙台の友人の迎えでスタメン号のトラック準備とスタメン用の野菜類
の仕入れ。夕方スタメンチーム仙台着。
5/9早朝、石巻へ。駅前でラーメン支給開始。夕方に南三陸へ。公園で夜10時頃まで支給。
5/10早朝、気仙沼の孤立した集落で支給。その後、避難所の中学校内で行う。2日間で計2000
杯のラーメンを提供。
5/11早朝、スタメンチームは天理へ出発。私は車にキャンプ用具などを積んで岩手の大船渡
へ。16日までキャンプをしながらひのきしんとアロハスナックを配る毎日。
5/17おぢば着。18日のフライトでホノルルへ帰国。
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第41回天理教バザー

13

　8月28日（日）、41回目となる天理教バザーが天理文化センターで開催されました。今年も
多くの方に来場していただき、大盛況のバザーとなりました。来場者からは、「本当に素晴ら
しいバザー」という声も聞かせていただきました。準備から当日のひのきしんまで、多くの方
に支えていただき、ありがとうございました。地域社会に向けた一つの「にをいがけ」として
の役割も果たすことができました。また、本年は収益の半額を東日本大震災復興のための義援
金とさせていただきます。

ラジオで放送されるほど人気の「おでん」 搗きたてのお餅はすぐに完売

チケットを求めて長蛇の列が続いた 天理の味「スタミナラーメン」が大好評
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色とりどりの花が並んだ植木コーナー

第3駐車場まで満車

ハムスターに注目が集まったゲーム・おもちゃコーナー 今回初売り、植木鉢用のシンダー（溶岩）

種々食べ物を楽しむ人で賑わう

来場者の一番人気はオールドアイテム（古物）



　おやさとセミナーへの参加は、僕の人生の
中で最高の経験になりました。今まで知らな
かった多くの人たちに会うことはとても価値
があったし、今回参加して良かったと感じて
います。前期コースの時は参加する気になれ
ず、今回も時間の無駄だと思いましたが、と
にかく参加してみました。そしてセミナーは
本当に素晴らしいと感じました。前期では、
みんなとても親切に接してくれましたが、僕
はここにはいたくない、早く終わって家に帰
りたいと期間中ずっと思っていました。でも
後期コースでは、世界各国から来る人たちと
友達になれるよう、楽しめるよう自ら努力し
ました。すごく良い人たちばかりで、みんな
と親しくなれたことが、きっと僕にとっての

一番の思い出だと思います。コース中はいろ
んな行事があり、すごく楽しかったです。特
に愛知に行った時が良かったです。布教の家
の布教師さんたちはみんなとても良い人たち
で、にをいがけ実習中もすごくポジティブで
した。戸別訪問をしていて、目の前でドアを
ピシャリと閉められても布教師さんは怒るこ
となく次の家を訪問していました。布教実習
最終日の夜には僕たちと布教師さんたちそれ
ぞれがスキットをして、一緒に楽しみまし
た。最高の夜でした。期間中は大変なことも
たくさんありましたが、最終的にはみんなが
家族のように一つになれたように感じます。
セミナー全コースを通して一生の友達ができ
ました。いつかみんなでおぢばへ帰ってまた
楽しみたいです。

柿谷　ジョン（高知・髙知誠）

おやさと練成会英語コース

　7月10日から25日まで開催されたおやさと練成会英語コースに、ハワイから8名が受講しま
した。その内、後期受講生3名の所感を掲載します。

　今年の夏、私はおやさとセミナー英語後期
コースに参加するためおぢばへ帰りました。
最高に思い出に残るおぢばがえりでした。別
席で何度もお話を聞くのは興味深く、最終的
におさづけの理を拝戴できた時が最も価値あ
る瞬間でした。一生忘れられません。境内実
習は、一晩中起きて2時間しか眠れず、大変
であまり楽しくなかったけど、人が来ない時
間帯に神殿の警備をするのは重要な御用で素
晴らしい経験でした。それから、私たちはこ
どもおぢばがえりのためのプール掃除もしま

した。汚れを全部キレイにするのはすごく大
変でしたが、皆との水遊びがまたいい思い出
になりました。愛知の布教実習は一生に一度
の経験でした。私は何人かの人におさづけを
取り次ぐことができてラッキーでした。でも
おさづけの取次ぎが思い出深かったのではな
く、彼らと出会い、それぞれのストーリーに
私は魅了されました。私はたくさんの素敵な
人たちと出会い、その中には戦争を経験され
た方もいて、戦時中の生活について話をして
くれました。最初は、私たちが天理教だから
という理由で断られましたが、アメリカ（ハ

藤原　トリーシャ（本島・マウイ）
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ワイ）から来たことを伝えるとおじいさんは
話をしてくれました。話の最後におじいさん
が、今まで私たち以外の誰にも戦争時代の話
をしたことがなく、私たちが天理教だという
ことも忘れていたと言っていたことが一番の
驚きでした。私たちが見知らぬ天理教の者
だというにも関わらず、誰にも話したことの
ない話を聞かせてもらい、しかもおさづけを

　友情、それはパンツの中で用を足すような
もの。こう言うと聞こえは悪いけど、それは
暖かくて、他の誰でもない自分にしか感じら
れないもの。お金では買えない価値のあるも
のです。おやさとセミナーは、その友情の大
切さを本当に感じさせてくれました。新しい
友達、家族と引き合わせてくれたセミナーに
とても感謝しています。でも友情だけがセミ
ナーで得られたものではなく、期待以上に多
くのことを学びました。例えば、汗まみれに

なるほどのハードな活動を通して、よりお互
いに繋がり合えることができました。不足を
言うのではなく、チームとして皆で楽しむこ
とができました。また、別席のおかげで、教
祖の生い立ちや天理教の始まりについて沢山
のことを学びました。それは、にをいがけの
時に役立つことでしょう。友情や知識を得た
ことに対してだけではなく、スタッフや先生
たちに恵まれ、多くの方々に支えられて、と
ても感謝しています。この先もずっとセミナ
ーが続いていくことを願っています。

ヤップ　シェイ（周東・カパア）

取り次がせていただけてとても光栄でした。
後期コースでは、前期で達成できなかった十
三峠越えの機会もありました。セミナー中に
たくさんのことを経験できてうれしく思いま
す。後期コースでの経験、そして仲間たちの
ことは決して忘れません。また近いうちにみ
んなに会えることを願っています。ようぼく
になれたことを誇りに思います！
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前期カウンセラー

斉藤　ニコール（本島・ホノルル）

後期カウンセラー

井上　デービッド（東中央・ハワイセントラル） 
　
前期受講生

堀川　ロン　 （府内・ミリラニ布）
川崎　トーリ	 （周東・アロハ）

ハワイ出身スタッフ・受講生紹介

後期受講生

藤原　ノーラン	 （本島・マウイ）
藤原　トリーシャ	 （本島・マウイ）	
前川　チェルシー	 （周東・太平洋）
ヤップ　シェイ	 （周東・カパア）
柿谷　ジョン	 	 （高知・髙知誠）
井上　ゴードン（東中央・ハワイセントラル）

赤ちゃん誕生

　7月21日（木）、ハワイ伝道庁勤務者の坂
上典明・綾乃夫妻（池田/鶴湘南）に赤ちゃん
が誕生しました。名前は、大晴（たいせい）
ウィル、3079グラム、53センチの元気な男
の子です。おめでとうございます。

おつとめまなび：川崎トーリ（左）
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神名流しの様子：藤原トリーシャ（中央）



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　去る7月16日、脇本幸子ヒロ教会三代会長がお出直しさ
れました。享年86歳。
　脇本会長は1924年満州で出生し、1944年に脇本寿夫
と結婚し一男を儲けました。戦争により2年後に夫を亡
くし、息子を連れて日本に引き揚げました。1947年、
親神様のてびきを受け修養科を受講し、よふぼくとなり
ました。その後、片山俊次本島大教会三代会長の命を受
け1949年から広島で布教していましたが、ヒロ教会二代
会長が急逝したため、片山大教会長は脇本会長を三代会長
として任命しました。1959年に来布し、今日まで52年間
にわたり会長の任をつとめあげ、またハワイ伝道庁主事、

脇本幸子ヒロ教会長（本島）お出直し

本島大教会准員としてたすけ一條の上に身を捧げられました。
　告別式は8月1日に、片山幹太本島大教会長斎主のもと、ハワイ島ヒロのドード葬儀所にてし
めやかに執り行われました。脇本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。

岡村定男カリヒ教会教人（牛込）お出直し

　去る6月26日、岡村定男氏（カリヒ教会教
人）がお出直しされました。享年85歳。岡村
氏は、伝道庁、天理文化センター、その他教
会の普請の上にご尽力くださいました。告別
式は7月23日、細井葬儀所にて山ロナルド・
カリヒ教会長斎主の下しめやかに執り行われ
ました。岡村氏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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　地域社会への大きな“にをいがけ”となっ
た「天理教バザー」。収益の半分は、災
害の義援金となって日本に届くことでしょ
う。今月は、全教一斉にをいがけデーと、
青年会・女子青年との合同総会が開催され
ます。一人でも多くの方々と共に参加致し
ましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　9月10日（土）　9：30-10：30

■例会

　9月12日（月）　9：00-
　・ミーティング　
　・逸話篇
　・庁長先生講話

■鳴物練習

　9月13日（火）　9：00-

婦人会だより
■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
　（長ズボン、ハッピ着用）
　・式典
＊16日（金）9：00～総会準備ひのきしん

＊9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。
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婦人会バザー漬物作りひのきしんの様子

  1年祭　　　佐藤カーレン 刀自　　ハワイ伝道庁 　よふぼく

30年祭　　　中島信夫 主　　　　　周東  　ハレナニ布教所長配偶者

30年祭　　　鈴木スミ 刀自　　　　本島  　ラナイ教会信者

30年祭　　　尾崎一美 主　　　　　牛込 マノア教会(現浅草ハワイ教会)二代会長

秋季霊祭のお知らせ

　9月27日（火）午前10時より、伝道庁にて秋季霊祭が執り行われます。霊祭に引き続き以下
の方々の年祭も執り行われます。



青年会だより

■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

＊長ズボンにハッピ着用でお願いします。
　ハッピは、紐かピンなどで前が閉まるこ
　とを確認してください。　

少年会だより

■天理教バザー

少年会のゲーム・おもちゃブースのひの
きしんをして下さった皆様ありがとうご
ざいました。　

■ユニセフハロウィーン募金

10月にハロウィーンユニセフ募金活動が
行われます。世界中で苦しんでいる子供
たちを救うために、募金を募ります。オ
レンジの募金箱が各教会、布教所を通じ
て配布されます。または、伝道庁でも募
金箱を受け取ることができます。よろし
くお願いします。

■青年会本部委員との交流会

　9月18日（日）　13：00-
　於：レインボーハレ

＊月例会議はお休みです。

■全教一斉にをいがけデー

ハワイでは全教一斉にをいがけデー
が、9月5日（レイバーホリデー）に行わ
れます。当日は、9時にモイリイリ公園
に集合してください。公園周辺の清掃ひ

女子青年だより

■堀川シェロ委員長より

バザーのひのきしんに来て下さった皆様ありがとうございました。9月17日（土）は、
婦人会・青年会・女子青年合同総会が開催されます。長ズボン、ハッピ着用でお願いし
ます。もしデザートを持ってきていただける方がいたら、よろしくお願いします。ま
た、10月30日（日）は、女子青年ガレージセールを行う予定です。スケジュールを空
けておいて下さい。詳細は後日連絡します。
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のきしんも行いますので、ひのきしんＴ
シャツを着て、掃除用具持参でお願いし
ます。家族を誘って参加してください。



照焼きレタス巻き

私はよくヘルシーなレシピを探していて、最近の食事では
炭水化物と砂糖の量は控え目にしています。今回のレシピ
では、砂糖が入っていますが、身体を維持するのに必要な
栄養分は充分に摂取できるので後悔せずに沢山食べられま
すよ。お腹一杯になるけど、カロリーは控え目です。是非
お試しください。

材料（４人前）
牛ひき肉	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	450ｇ
人参	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	大2本　
玉ねぎ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	一個
ロメインレタス	‥‥‥‥‥‥‥	一個
キャベツ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	2カップ

食いしん坊レシピ

作り方
①　フライパンでオリーブオイル大さじ１杯
　　を高温で熱します。そこにひき肉を入　
　　れ、約４分ほど肉が茶色になるまでほぐ
　　しながら炒めます。

②　薄くスライスした人参と玉ねぎ、そして
　　1/4カップの水を入れ中火で約４分、野
　　菜が柔らかくなるまで炒めます。

③　次にテリヤキソースを加え火が通るま　
　　でさらに４分炒めます。出来上がったも
　　のに、コリアンダー（お好み）、千切

　　りキャベツ、もやしを混ぜ、レタスで

もやし	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	一袋
芝麻醤（チーマージャン）‥‥‥	お好み
テリヤキソース	‥‥‥‥‥‥‥	1/4カップ
コリアンダー	‥‥‥‥‥‥‥‥‥	お好み
ピーナッツ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	大さじ４

　　包んだら完成です。お好みで、細かくした
ピーナッツと芝麻醤をかけてお召し上がりくだ
さい。
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８月行事報告 9月行事予定

		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		
15日（月）・文化センター委員会
16日（火）・主事会準備会
17日（水）・伝道庁60周年準備会議
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

		1日（木）・おやさとセミナー会議
		5日（月）・全教一斉にをいがけデー
　　　　　・婦人会委員会
		6日（火）・文化センター月次祭
		7日（水）・三会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
		8日（木）・月例コミュニティーひのきしん
10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
12日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
13日（火）・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
15日（木）・少年会会議
17日（土）・婦人会/青年会/女子青年合同総会
18日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長/布教所長会議
　　　　　・青年会会議
19日（月）・月例にをいがけデー
20日（火）・祭儀委員会
26日（月）・遥拝式
　　　　　・おてふり/鳴物練習
27日（火）・秋季霊祭

22



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

ハロウィンの季節になるとカラカ
ウア通りで募金活動を行います。
各教会・布教所を通じて、オレン
ジの募金箱も配布させていただき
ます。少年会主催のこの活動は、
今年で37回目を迎えます。今年
も皆さんのご協力をお願い致しま
す。

―少年会―　ユニセフ募金活動


