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おぢばからのメッセージ

立教174年9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。
　親里は厳しかった残暑が漸く和らぎ、清々しい秋の季節を迎えております。本日
は朝から小雨が降り足元の悪い中ではござましたが、各地より大勢の教友がお帰り
下さり、9月の月次祭が真柱様を芯に陽気に勇んでつとめ終えられました。

　真柱様は祭文の中で、お見せ頂く姿の中に親神様の深遠な思召を尋ね、そのお心
に沿う決意を固め、お急き込み下さる世界たすけの御用に勤めさせて頂く覚悟をお
述べになりました。また、この月はにをいがけ強調の月であり、月末の三日間は全
教一斉にをいがけデーとして教会長を先頭に全よふぼくが、報恩感謝を胸に一丸と
なって親神様の思召を地域社会の人々へ伝えさせて頂く決心を述べられました。そ
して、教祖の道具衆としての信念を持ったよふぼくが人たすけに勇み、御教えが世
界に隈無く伸び広がり、一日も早く陽気づくめの世界へと建て替わりますようにと
祈念されました。

　祭典後の神殿講話は、横山一郎本部員がおつとめ下さいました。
　先の東日本大震災や台風の被害について触れられた後、おふでさき第3号の「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」（40、135）を引
用され、続いて「かしもの・かりもの」（41、137）のお言葉が述べられていること
についてお話し下さいました。火・水・風という親神様の御守護に感謝し、親神様
の体、すなわち大自然を守るという努力を私たち人間に求めて下さっており、その
上で自分の事を考えるという順序をお教え下さっているのではないかと述べられま
した。また天理よろづ相談所理事長という立場から、憩いの家に関するお話をして
下さいました。そして歴代真柱様の憩いの家におかけ下さる思いを肝に銘じ、一人
でも多くの人々の心がたすかり、陽気ぐらしへの道を歩んでもらえるようつとめさ
せて頂きたいと述べられました。

　祭文でもお述べ頂きましたように、明後日から三日間に亘り実施される全教一斉
にをいがけデーには、お掛け頂く親心、ご期待にお応え出来るよう、お互い精一杯
つとめさせて頂きたく存じます。
　また、来月の秋季大祭には海外各地からも大勢の教友がお帰り下さることと思いま
す。既にご案内申し上げておりますように、大祭前日の10月25日には海外部研修会
（教会長・布教所長夫妻対象）、並びに海外帰参者懇親会を開催させて頂きます。
ご帰参頂く方々に一人でも多くご参加頂けますよう、管内の皆様方へのご案内のほ
ど、どうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様の果てしなく大きく暖かい御心に

包まれ、日々、身上の自由をお与え頂き、

存命の教祖のお導きのもと、陽気ぐらしへ

の成人の道を弛みなく歩ませて頂いており

ますご守護の程は、まことに有り難く勿体

ない極みでございます。私共は常に御教え

に心を正し、たすけ一条の誠を高めて、陽

気世界を目指して、つとめ励ませて頂いて

おりますが、本日はこれの伝道庁の9月月

次祭をつとめる日柄を迎えましたので、た

だ今よりおつとめ奉仕者一同心を揃え、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共にみ

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8月28日に開催致しました第41回天理

教バザーは大勢の来場者をお迎えし盛況の

うちに終了させて頂きました。多くの方々

9月月次祭祭文

のご協力を得て集まった収益金の半額を未

だ復興の途上にある東日本大震災の義援金

として、また一部をハワイにおける社会活

動への寄付に充てさせていただきたいと存

じます。また9月5日にはオアフ島地区にお

ける全教一斉にをいがけを60名の参加者を

得て実施、老いも若きもにをいがけとひの

きしんに励ませていただきました。

さらにまた、昨日はハワイ婦人会・青年

会・女子青年の合同総会を、青年会本部増

井真孝委員のご参列を頂いて開催、会活動

の一層の進展を誓わせて頂きました。

　私共よふぼくは、世界にお見せ頂く憂う

べき数々の事情は、一人ひとりの心の埃が

元となっていることを思案し、心の自由を

使い誤らぬよう、思召に添って明るく勇ん

で世界たすけの道を歩ませて頂きたいと存

じます。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互いにた

すけあい睦み合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	 M.	西村　Ｔ.	岩田　Ｍ.	中尾

篳　篥	 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

9月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
	扈　者	 一瀬常徳	 中尾オーエン	
賛　者	 城ウェイン	 三國ウェスリー
指図方	 本田グレン
献饌長	 久尾マーク	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上
(男性)	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｗ．三國
	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｔ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｊ．山　　Ｓ．久尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｙ．西村	 Ｌ．長田
	 Ｔ．松川	 Ｍ．中村	 Ｙ．川崎
笛	 Ｍ．社本	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本
チャンポン	 Ｃ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｅ．高田
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｓ．三濱
太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｓ．社本	 Ｍ．久尾
すりがね	 Ｒ．山	 Ｇ．井元	 Ｓ．社本
小鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｗ．三國	 Ｇ．井元
琴	 Ｃ．美馬	 Ｋ．金川	 Ｒ．井上
三味線	 Ｍ．山下	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．井上
胡弓	 Ｍ．三國	 Ｔ．中尾　Ｓ．中尾
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｍ．宮内
	 Ｍ．久尾	 Ｗ．城	 Ｓ．中尾

祭典役割

伝道庁10月大祭　

10月16日（日）午前9時

祭典講話：浜田庁長

講話テーマ：十月大祭の意義

英語通訳：桧垣ダニエル

教会長・布教所長会議

次回　10月16日（日）12：45～13：30　
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9月月次祭祭典講話

道 す が ら

　皆様こんにちは。
　本日はご参拝下さいましてありがとうござ
いました。教祖は、「どんな事があってもつ
とめをしなさい。」とよく仰いました。つと
めの完成は陽気ぐらしへの道であると強調し
てお教え下さいました。今日のおつとめを陽
気につとめさせていただき、親神様、教祖も
きっとお喜び下さっているものと思います
し、また私たちの努力に相応しいご守護をお
見せ下さるものと思います。
　天理教教典第八章「道すがら」についてお
話しするよう浜田庁長先生からご指名頂きま
した。ランチを待ち遠しく思っている方もお
られるでしょうから、皆さまが心のほこりを
積まないで済むように、手短にお話しさせて
いただきます。その前に日本語への翻訳をし
てくださる一瀬常徳先生にお礼を申し上げた
いと思います。また、一瀬先生が教会本部翻

訳課では、親神様に「彼」又は「彼女」とい
うような人称代名詞は使わないということを
教えて下さいましたが、文章の流れをスムー
ズにする上から、本日は数カ所でそのような
使い方をさせていただきますので、予めご了
承下さい。
　天理教は天保9年10月26日に始まりまし
た。親神様は、私たちが教祖とお慕い申し上
げる中山みき様を通して、思召されるところ
を明かして下さいました。
　おふでさき第一号の１から３に、

　　よろつよのせかい一れつみはらせど
　　むねのハかりたものハないから 　　　一-１

　　そのはづやといてきかした事ハない
　　なにもしらんがむりでないそや　　　　一-2

　　このたびハ神がをもていあらハれて
　　なにかいさいをといてきかする　　　　一-3

とありますように、神様は教祖のお口を通し
て最後の教えをお説き聞かせ下さいました。
神様は、長い年月をかけ、人間の心の成人に
合わせて十のうちの九つまでお教え下さって
きました。そして最後の一点をお教え下さる
ために、神様は「元の親」であることを知ら
せて、私たちは皆神様の子供であること、そ
して兄弟姉妹として暮らすことの大切さをお

プカラニ布教所長　伊藤フェイス
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教え下さいました。おふでさき第四号の79と
第十三号の43に、

　　せかいぢう神のたあにハみなわがこ
　　一れつハみなをやとをもゑよ　　　　四-79

　　せかいぢういちれつわみなきよたいや
　　たにんとゆうわさらにないぞや　　十三-43

　私たち人間とこの世界をお創り下された神
様ですから、私たち人間の親であることは分
かるのですが、では、どうしたら私たちは最
終目標を達成することができるのでしょう
か。教祖は、この最終目標は、全人類が、親
神様がご覧になられてお喜び下さるような喜
びに満ちた暮らしをすること、つまり「陽
気ぐらし」だとお教え下さいました。私は先
日、讃美歌133.1にある聖書の一節を偶然聞
いたのですが、それには「見よ兄弟達が一つ
になって共に住むことはなんという幸せ、な
んという楽しさであろう。（詩133.1）」と
いう詩でした。
　私たち天理教の信仰者は、天理教は世界宗
教であるとお聞かせいただいていますが、天
理教を信仰していない人たちの中には、天理
教は日本語でおつとめをつとめ、祭儀式もお
つとめ着も日本の物であることから、天理教
は日本の宗教であると考えている人が多勢い
ます。他の宗教を勉強してみますと、天理教
の教えと共通する教えがたくさんあります。
これはすべて神様の御教えなのですから当然
のことです。
　天理教教典第三章に、「この世の元初まり
は、どろ海であった。月日親神は、この混沌
たる様を味気なく思召し、人間を造り、その
陽気ぐらしをするのを見て、ともに楽しもう

と思いつかれた。」とあります。
　どうしたら私たちは、人間存在の最終目標
である「陽気ぐらし」を具現化することがで
きるのでしょうか。この目標を具現化させて
やろうと、親神様は「陽気づとめ」をもって
のたすけ一条の道をお教え下さいました。
「陽気づとめ」は、人間元初まりの理がその
根拠となっています。親神様はこの世界をお
創り下され、そして親神様のご守護をいただ
いているからこそ万物が存在できるのです。
明治22年6月1日のおさしづに、

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。
　私たちの身体は親神様からの借り物です
が、私たちの心は私たちのものです。天理教
ではこれを、「かしもの・かりもの」と言っ
ています。私たちの身体そしてその機能につ
いて良く考えてみますと、私たちの身体は本
当に素晴らしい機械です。心臓の伸縮、呼
吸、身体中にまんべんなく血液を巡らせるこ
となど、意識してやっている人は誰もいませ
ん。腕や足を意識して動かしているかも知れ
ませんが、それも神様のご守護があるからこ
そ出来ることなのです。であるにもかかわら
ず、何故私たちは幸せを感じないのでしょう
か？私たち人間は、何かと言えば不足を言い
ます。私もその一人です。暑すぎるとか、寒
すぎるとか…。これは美味しくないとか好き
じゃないとか…。どうして私の言うことを聞
いてくれないのかしら…。どうして私の思う
ようにしてくれないのかしら…。何でこんな
事をしなければならないのかしらとか。皆さ
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んの中には今、「話が長いな…。お腹が空い
ているのに…。」と不愉快に思っている方も
おられるかも知れません。人間というものは
自己中心的で、自分の力で生きているんだと
勘違いしています。自分の事だけ考え、他人
を傷つけようと、他人の心を曇らせようとお
構いなし、というような生き方をしている人
たちが多勢います。他人を自分の思うように
変えようと思っても、変えることは出来ませ
ん。私たちが唯一コントロール出来ること
は、自分の考え方、感じ方、そして自分自身
の言動しかありません。心は私たちそれぞれ
のものですから、神様ですら私たちを変える
ことは出来ません。ですから、変えてやりた
いとお考えのときは、神様は私たちに身上や
事情を見せて下さるのです。
　おふでさき第二号の７に、

　　なにゝてもやまいいたみハさらになし
　　神のせきこみてびきなるそや　 二-7

とあります。
　病気や事情のもつれ、不時災難などはすべ
て、私たち人間に反省を促し、我が身勝手
な心を、他人を助けたいという心に変えるよ
う、そしてネガティブな習性や腹立ちや欲、
憎いなどの心の埃をもっとポジティブなもの
に変えるよう促して下さる神様からの警告で
す。私たち人間の親が、子供を愛するが故
に、子供が間違ったことをした時には躾けて
やらなければならないのと同じように、神様
も人間に早く陽気ぐらしの世界を築かせてや
りたいと思召されるが故にお知らせ下される
のです。ですから、病気のときや、事情に悩
むときは、ポジティブな受取り方を心がけ、
それは神様からのお手引きであると受取り、

神様に許しを請い、我が身勝手な心遣いを、
他人を助ける心に変えていただけるよう、神
様に救けを請うことが大切です。御教えの理
が心に治まり、心の成人が進むにつれて、大
難を小難にご守護下さる神様の愛とお手引き
に感謝できるようになり、今まで喜べなかっ
たことが喜べるようになります。今までは喜
ぶことができなかった人生の節が喜べるよう
になる。これは陽気ぐらしに向かうポジティ
ブな前進です。
　御教えを理解し、心の埃を掃い、そして己
のいんねんを自覚できるようになれば、事象
の受取り方が変わり、より陽気な心になり、
親神様のご守護をこれまで以上に感謝できる
ようになります。ひのきしんは、神様への感
謝の表現方法の一つです。
　私が初めておぢばで天理教のお話を聞かせ
ていただいた時のことですが、私は、ひのき
しんとは他の人と一緒にもっこで土を運ぶこ
とだと思いました。私は、何故昨日私たちが
そっちへ運んだ土を、今日は他の人たちがこ
っちへ戻しているのか不可解でなりませんで
した。馬鹿げた事をするものだと思いまし
た。しかし大事なことは、土を運ぶという作
業ではなく、神様に、そのような作業が出来
るほど健康で強い身体をご守護いただいてい
るという感謝を表現することなのです。私た
ちは、他人様を助けさせていただける喜びを
表現するために、常にひのきしん精神を心に
置いておかなければなりません。出来るに越
したことはありませんが、何もボランティア
活動などに定期的に参加出来なくても、教会
の掃除のお手伝いが毎日出来なくても構わな
いのです。お年寄りに食べ物を持って行って
あげること、一人で寂しい思いをしている
人を訪ねてあげること、目についたゴミを拾
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うこと…。立ち上がるのを手伝ってあげるこ
と、話を聞いてあげること、笑顔を見せてあ
げること…。これもひのきしんです。ひのき
しんとは、健康にお守り下さっていることの
感謝・喜びを表現することです。
　みかぐらうたに、

　　よくをわすれてひのきしん　
　　これがだいゝちこえとなる　　十一下り目-4
　　
　　やむほどつらいことハない　
　　わしもこれからひのきしん　　　　三下り目-8

　　ひとことはなしハひのきしん
　　にほひばかりをかけておく　　　七下り目-1

ともありますように、おたすけさせていただ
くこと、そして神様のお言葉を伝えることも
ひのきしんです。
　教祖は、私たちが陽気ぐらしを具現化する
ために、三つの方法をお教え下さいました。
その一つは、私たちの胸と心から埃を掃わな
ければいけない、ということです。教祖は、
監獄に留置された時でも、食べ物がない時で
も、笑われそしられた時でも、どんな難儀な
中でも、常に陽気に勇んでお通り下さいまし
た。教祖は、私たちが理解できるようにと、
ひながたをお残し下されたのです。言葉にし
て書き残して下されたばかりでなく、教祖
は、御自ら実際にお通り下いました。私たち
の務めは、陽気ぐらしの世界を築き上げるた
めに、教祖のひながたを道標として使わせて
いただくことです。親神様の御教えが私たち
の人生の指針であるならば、教祖のひながた
は、その指針でお教え下さる御教えの実行で
あると見ることもできます。

　陽気ぐらしの世界を具現化するためにお教
え下さった二番目の方法は、おつとめをつと
めるということです。かぐらづとめにより、
元初まりの真実を今の世に現して下さいま
す。神様は、このおつとめをつとめること
で、私たちを救けて下さると確約して下さっ
ています。
　最後の方法は、おさづけを取り次がせてい
ただくことです。他人様のために祈ることを
もって、私たち自身の病、そしていんねんの
根を切らせていただくことができ、私たち自
身の心を澄まさせていただけます。また、相
手の方にもそのようになっていただくお手伝
いをさせていただくことにもなります。
　陽気ぐらしの世界は、心を治め、御教えを
実行し、弛まずにお道を通らせていただくと
いう私たち一人一人の努力をもって具現化で
きるものなのです。
　現在第14世のダライ・ラマは、「この宇
宙は私たちの行為と思考のエコーであること
を覚えておきなさい。」、「作用・反作用の
法則は物理だけのものではありません。人間
関係にも当てはまります。良い行いをすれば
良い事が現れ、悪い行いをすれば悪い事が現
れます。」、「幸せであること、それは宿命
の如何ではありません。それは選択の問題で
す。」と話しています。
　親神様は私たちに心の自由をお与え下さっ
たのですから、他人を助けるという心の使い
方を選択して、神様が人間創造においてお望
みになられた陽気世界を築きましょう。
　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

マウイ教会創立80周年

　8月7日（日）、マウイ教会では、創立80周年を記念して、片山かおり本島大教会長夫人、
長男幹太郎氏、また浜田伝道庁長夫妻臨席のもと、月次祭が賑やかに執り行われました。お
つとめに続き、浜田庁長からの祝辞、本島大教会長からの祝辞をかおり夫人が代読し、最後に
久尾マーク・マウイ教会長からの挨拶がありました。マーク会長は、前会長夫妻をはじめ、マ
ウイ教会に繋がる先人の先生方に心からの感謝の意を捧げられました。50名の出席者は、記念
撮影のあと、展示されたマウイ教会80年の歴史を写真で鑑賞した後、直会を楽しみました。
マウイ教会は1931年にマウイ島ラハイナで設立されました。ハワイの本島系の教会では4番目
に設立された教会です。

赤ちゃん誕生

　8月27日（土）、武田アーロン、ジェニフ
ァー夫妻（池田/ジョイアス布）に赤ちゃん
が誕生しました。名前は、武田・善徳・ジェ
イク、2941グラム、50センチの元気な男の
子です。おめでとうございます。
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婦人会・青年会・女子青年合同総会

　9月17日（土）、婦人会・青年会・女子青年合同総会が伝道庁で開催されました。当日は、
青年会本部から増井真孝委員を迎え、午前10時から126名の教友が浜田伝道庁長を芯に座りづ
とめをつとめ、続いて駐車場にてよろづよ八首のてをどりまなびを行いました。式典では、浜
田まさよハワイ婦人会主任が婦人会本部からの祝辞を代読し、増井委員が青年会長様の御告辞
を英語で代読しました。続いて、浜田庁長、浜田ハワイ婦人会主任からの挨拶、80歳を迎えた
婦人会員の祝福、岩田バート・ハワイ青年会委員長、堀川シェロ・女子青年委員長の挨拶があ
り、最後に井上デービッド（ハワイ海布教所）青年会員の信仰感話で式典を終えました。以下
に井上デービッド青年会員の信仰感話を掲載します。

　皆さんこんにちは。
　このような総会でお話しさせていただくこと
ができ光栄の至りです。あまり大勢の前でスピ
ーチをしたことがありませんので、緊張気味で
す。どうぞ、皆さんお忙しくお疲れであろうか
と思いますので、スピーチの間ご遠慮なくお休
みになってください。
　ハワイセントラル教会の井上デービッドと申
します。今日は、運営委員とプログラム担当チ
ーフを中尾モーゼスさんと共に勤めた「天理教
ハワイコンベンション2011」について話すよ
うにとのことですので、コンベンション会場
での私の経験をお話しさせていただきます。
　コンベンションに先立って、どういう形にな

るのか、参加者は何を期待すればいいのかなど
多くの疑問の声をいただいていました。しか
し、コンベンションが始まると、すべてが計
画通りに進み出しました。プログラムの進行
やまとめ方に関してスタッフには良い知らせ
やコメントが届きました。終わってからも、
お褒めの言葉や、鼓舞された、もっと教えを
学びたい、2016年の天理フォーラムに是非参
加したいとの感想が寄せられました。
　私個人としても私たちが一番望んだことは達
成されたと感じています。それは、　
１）コンベンションの立案、運営にあたって若
い世代にどんどん働いてもらうこと。
２）次の大きなイベント、2016年おぢばでの
天理フォーラムに求められるもの、関心事を
探り出すこと。
３）友達や教会のメンバー同士など、人とのつ
ながり、教祖、親神様とのつながりを深めるた
めの強い基盤を造ること、です。
　これらは、親神様、教祖、御霊様のご守護と
お導きはもちろんのこと、スタッフ、サポータ
ーの方々、参加者、すべての皆さんの努力の結
果、達成できたと感じています。
　このコンベンションを通して、多くの新し
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い見方が生まれ、経験し、仲間づくりが進みま
した。将来に繋げられることを望みます。コン
ベンションやフォーラムといったものの成否は
どんな成果があったか、何が残せたかで測るべ
きでしょうが、個人的には参加者がこのイベン
ト中に一つになって、親神様の教えの理解を深
めたなら、陽気ぐらしへ一歩は近づいたと考え
ます。世界中から大勢が集まり、教えを学び、
そして何より、ひとつの環境の下で共に楽しく
過ごしました。私はコンベンションの間中、特
に、ルアウで大きな一つの輪になって歌い（歌
詞はよく知らなかったのですが）、「ワンワー
ルド・ワンファミリー」を体現したあの瞬間を
味わった時に、そう感じていました。
　この三年間、克服すべき多くの難題があり
ましたが、会長様方、家族、海外部の支援に
より、コンベンションを成功させることがで
き、運営委員の一人として本当に良い経験を
させていただきました。委員一人ひとりがこ
の経験を通して、自分自身、天理教の組織、
また、親神様の思召について多くを学んだと
思います。さて、ここからは、私の経験をお
話ししましょう。
　コンベンションの二ヶ月程前から、私は仕事
と私生活と準備にかかる時間のためにストレス
を感じ始めました。この生活が二年余り続き、
私の身体には負担がかかっていたのでしょう。
過労とストレスのために体内で出血していたの
です。潰瘍でなかったのは幸いでしたが、トイ
レで用を足す時に異変が起こりました。個室で
用を足していると、痛みが走りました。便器の
中を覗くと、血で真っ赤になっていて驚きまし
た。この話はこれ以上詳しくするのは控えま
す。とにかく、このような状態がコンベンショ
ンの一週間前まで頻繁に起こりました。始まっ
てからは、さらにひどくなるのです。六日間続

けて、トイレに行く度に、大量出血がありまし
た。これはもう医者に行って検査してもらわな
ければと思いました。しかし、開催が数日後に
迫っていましたから、できる限り準備のお手伝
いをしなければならないと思い、終わったら医
者に行きますから何とかコンベンションを楽し
んでお手伝いする体力をいただきたいと神様に
お願いしました。
　前の晩は、少し熱も出て、一晩中咳込みま
した。初日は何とかなったものの、二日目は
ルアウまでは体がもたないだろうと疑っていま
した。初日の最後に「さづけセッション」があ
り、岩田タッド会長さんがコーディネーターで
した。（タッドさん、お手伝いありがとうごさ
いました。）友人の一人が私のところに来て、
具合が良くないのを知っていて、「さづけセッ
ションに行って、おさづけを受けたら。」と言
ってくれたので、このセッションに出ました。
すると、岩田さんから、「デービッド、いい所
に来てくれた。Ｍさんにおさづけを取り次いで
くれませんか。」と言われたのです。
　私は喜んでカリフォルニアから来られたＭ
さんにおさづけを取り次ぎました。彼女はあ
まり天理教の行事に参加したことのない方で
したが、コンベンションに参加して心から喜
んでいたと後でスタッフから聞きました。セ
ッションの後、別の友人がやって来て、「お
さづけを取り次ごう。」と言ってくれました。
私がおさづけを受けに来たのを知っていたので
す。さすがに、あの箇所に頼むのはためらわれ
たので、原因であろう胃のあたりにおさづけを
お願いしました。
　その晩は、六日間で最も大量に出血しまし
た。しかし、翌日は完璧でした。出血は全く無
く、気分も良く、コンベンションもルアウも一
緒に楽しく過すことができました。
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　何故、どのように出血が止まったのかと不思
議に思いました。何故今なのだろうと。おさづ
けによる奇跡だと簡単に答えることはできます
が、私は教祖のひながたを思い出しました。教
祖のご家庭は裕福でしたが、人をたすけるため
にご自分たちの物を施し、そうして、教祖のご
家族は貧乏になられ、ご苦労をされました。暮
らしは貧しくなっても、どんな状況にあって
も、いかに苦労をたんのうし、人をたすけ続
けるかをこのひながたは示しています。この行
為を通して私たちはたすかるのだと思います。
　コンベンションの間、委員としてこの三年間
仕事と家族と教会の御用と自分の生活をこなす
苦労に耐えた自分に気付いた時、この教えを思
いました。私は何ひとつ得るものがないどころ
か出血までしてしまった！しかし、悪い状況で
はあるが、これをたんのうしたからこそ、コン
ベンションに参加もでき、おさづけを取り次ぐ
機会まで与えられたものと信じます。だからこ
そご守護いただけたと思います。その後、医
者には行っていません。出血もありません。
　今日ここにいる私たちはみんな何かしらの

苦労を抱えていると思います。家族、友達、金
銭、学校、恋愛、健康、人生、などなど。私た
ちは親神様に今ある自分を喜び、おつとめをつ
とめ、互いにたすけ合うように教えられていま
す。繰り返しますが、まず今の苦労を喜んで受
け入れることを学び、来週の、来月の、来年の
自分の姿に、さらには、苦労なく陽気に暮らせ
る来世のことにまで思いを馳せましょう。今の
苦労をたんのうした時、私たちは人生をもう少
し楽しめるようになるでしょう。そうすれば、
人をたすけることもできます。こうして、困難
な状況から救われるのだと思います。すべての
皆さんに通用するかどうかは分かりませんが、
試してみてください。駄目で元々です。繰り返
します。たんのうし、楽しみ、人をたすけ、そ
して、たすかりましょう。
　終わりに、一言。「人たすけて、我が身たす
かる」これを信じましょう。そして、思い立っ
たら実行しましょう。お時間をいただきありが
とうございました。今日の話から何か少しでも
感じ取っていただけたら嬉しいです。ありがと
うございました。

座りづとめ終了後、駐車場にてよろづよ八首を全員で踊った
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青年会本部・増井真孝委員が
青年会長様の御告辞を代読

ハワイ青年会・岩田バート委員長の挨拶 ハワイ女子青年・堀川シェロ委員長の挨拶

婦人会から80歳のお祝いを受けたサカイさん
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全教一斉にをいがけデー

　9月5日（月）、全教一斉にをいがけデーがモイリイリスタジアム公園周辺で実施されまし
た。午前9時にモイリイリスタジアム公園に集合した約60名の参加者は、戸別訪問と清掃ひ
のきしんに分かれ、にをいがけに励みました。戸別訪問では、おさづけの理を取り次ぐ参加
者もあり、ハワイ教友の勇んだ姿が見られました。

庭先でおさづけの理を取り次ぐ パンフレット片手に道行く人にも声をかけた



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　8月28日に行われた天理教バザーは、皆様の誠真実とお
心添えにより、大盛況のうちに終えさせて頂くことが出来
ました。心より御礼申し上げます。
　右にバザーの収支報告を掲載します。また純利益か
ら、$15,000を東日本大震災義援金として「天理教被災
教区・災救隊支援募金」に寄付します。
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秋 季 霊 祭

　9月27日（火）午前10時より、伝道庁に於
いて秋季霊祭が執り行われました。これに併
せて、ハワイ伝道の上にご尽力下された先人
の年祭が執行されました。

天理教バザー収支報告

　Adopt A Highway 
　　　　　清掃ひのきしん

　9月23日（金）、伝道庁はアダプト・ア・
ハイウェイ・プログラムの清掃ひのきしんを
試験的に行いました。10名の参加者がダウ
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3グループに分かれてゴミ拾
いを行いました。
　今後は、奇数月が第一土曜日に、偶数月が
第二土曜日に、いずれも午前9時から行いま
す。次回は10月8日（土）、午前9時から行
います。
　

総収入：$53,959.76
総支出：$24,949.39

純利益：$29,010.37



女子青年だより

■堀川シェロ委員長より

　「自然に帰ろう」ということがよく言わ
れます。人間も大自然の一部であるのに、
あまりにもかけ離れた存在になってしまっ
たからでしょうか。力を抜いて、何も心配
せずに、自然体の姿勢で、この秋も喜んで
御用にお使いいただきたいものです。

■ヌアヌハレ慰問

　10月8日（土）　9：30-10：30

婦人会だより ■例会

　10月10日（月）　9：00-
　・ミーティング　
　・逸話篇
　・庁長先生講話

■鳴物練習

　10月11日（火）　9：00-10：30
　11月15日（火）　9：00-10：30

＊10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。

婦人会・青年会・女子青年合同総会に参加いただいた皆様ありがとうございました。総
会当日は、朝から雨模様でしたが、よろづよ八首のおてふりを外でつとめる直前に雨が
上がり、参加者全員総立ちで心一つに勇んでつとめることができました。
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■ガレージセール

　10月30日（日）　9：00-13：00

女子青年ガレージセールを上記の日程で行います。それに先立ち、10月16日の伝道庁
10月大祭の日からセールの品物を集めますので、ドネーションしていただける方は伝
道庁まで持参してください。準備ひのきしんは、ガレージセール前日の29日に行いま
す。お手伝いいただける方は、堀川シェロか蘇リンまでお知らせください。よろしく
お願いします。



青年会だより

■月例会議

　10月16日（日）　　13：00-
　於：レインボーハレ

■カーウォッシュ

　10月30日（日）	 8：00-
　於：伝道庁

＊30日に行われる女子青年ガレージセー

少年会だより

■ユニセフハロウィーン募金

世界中で一日に2万１千人の子供たちが
命を落としています。彼らを救うために
UNICEFは、世界150ヶ国で様々な支援活
動を行っています。ハロウィーンユニセ
フ募金活動を通して、子供でも少しの募
金をすることで世界中の子供たちを救う
ことができます。一人でも多くの方に募金
していただきたいと思います。よろしくお
願いします。

ルに併せて、青年会ではカーウォッシュ
をさせていただきます。そこでの収益は、
来年のインターナショナルひのきしん隊
に参加する方のための助成金とさせてい
ただきます。

■2011年度　少年会活動方針

「子供たちを教会へつなぎ、親神様への
感謝の心を育もう」の活動方針のもと、
少年会は以下の目標を定めています。

1、教会おとまり会は、子供に信仰を伝
　える絶好の場である。全隊で実施し、
　さらに継続できるよう各団においての
　啓蒙と計画的な活動を推進する。

2、支部においては、ひのきしん活動を
　通して、会員を発掘し、その育成を
　図る。

3、こどもおぢばがえりに、全教会から
　の帰参はもとより、少年会員の増加
　を目指す。

中尾オーエン団長は、これらの活動目標
を教会単位で定めるよう求めています。	
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ズッキーニ・マフィン

生のズッキーニをランチドレッシングにつけて食べるのが私
のお気に入りで、簡単で満足できるところが最高です。最近
では、ズッキーニをマフィンに入れて食べると美味しいこと
に気づきました。日々必要な食物繊維を補ってくれることで
しょう。ヘルシーおやつにぴったりのレシピです。

材料（18人前）
ズッキーニ	‥‥‥‥‥‥‥‥	1カップ半
押しオーツ麦	‥‥‥‥‥‥‥	1カップ半
全粒粉	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	1カップ半
重曹	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	小さじ2
タルタル酸パウダー	‥‥‥‥	小さじ2
シナモン	‥‥‥‥‥‥‥‥‥	小さじ1杯半
ナツメグ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥	小さじ1/4
ハチミツ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	1/2カップ

食いしん坊レシピ

作り方
①　オーブンを163℃で温め、マフィン用の
　　型にオイルを塗っておきます。卸した　
　　ズッキーニを、ペイパータオルで絞り水
　　気を切ります。

②　ボールにオーツ麦、全粒粉、重曹、タル
　　タル酸パウダー（Cream	of	Tartar）、スパ
　　イスを入れ混ぜます。そして別のボール
　　に、ハチミツ、アップルソース、細かく
　　砕いた乾燥パイナップルとアプリコット、
　　バニラ、パイナップルジュース（缶詰）を
　　入れ、卵白と混ぜます。

パイナップルジュース	‥‥‥‥	1/4カップ
バニラ	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	小さじ1
アップルソース（砂糖なし）	‥	3/4カップ
乾燥パイナップル	‥‥‥‥‥‥	220ｇ
卵白	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	卵2個分
乾燥アプリコット	‥‥‥‥‥‥	6つ
ペカンナッツ	‥‥‥‥‥‥‥‥	1/4カップ
挽き亜麻	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	小さじ２

③　二つのボールの中身を混ぜ合わせ、先に用
意していた型に流します。すり潰したペカンナ
ッツと亜麻をふりかけ、オーブンで20分間焼い
たら出来上がりです。
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９月行事報告 10月行事予定
		3日（月）・文化センター10月大祭
　　　　　・婦人会委員会
		4日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		5日（水）・三会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
		8日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
　　　　　・アダプト	ア	ハイウェイ
	 	 　清掃ひのきしん　
10日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
11日（火）・婦人会鳴物練習		
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
13日（木）・少年会会議
15日（土）・主事会
16日（日）・伝道庁10月大祭
　　　　　・教会長/布教所長会議
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
17日（月）・月例にをいがけデー
18日（火）・祭儀委員会
26日（水）・遥拝式
　　　　　・おてふり/鳴物練習
30日（日）・女子青年ガレージセール
31日（月）・少年会ユニセフ募金活動

		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
		6日（火）・文化センター月次祭
		7日（水）・三会会議
		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
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
14日（水）・ハワイ伝道庁60周年準備会議
17日（土）・婦人会/青年会/女子青年合同総会
　　　　　・主事会
18日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長/布教所長会議
　　　　　・アロハバンド練習
19日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・祭儀委員会
20日（火）・布教/育成委員会
26日（月）・遥拝式
　　　　　・翻訳委員会
　　　　　・バザー反省会
27日（火）・秋季霊祭
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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

＊商品は16日、伝道庁10月大祭の日に伝道庁で受け付けます。
＊ガレージセール前日の会場準備、当日の運営のひのきしんをしていた
　だける方、また詳細に関しては、堀川シェロ（TEL：551-1695）
　までお尋ねください。

女子青年　ガレージ・セール
日 程： 10月30日（日）
時 間： 午前9 時～ 午後1 時
場 所： ハワイ伝道庁ホール


