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おぢばからのメッセージ

立教174年11月26日

　日々は、それぞれの拠点の御用の上に精一杯おつとめ頂き、誠にご苦労様でござい
ます。おぢばはここ数日冬の到来を思わせる寒さが続いておりましたが、本日はうら
らかな小春日和のご守護を頂き、土曜日と相まって全国各地より大変大勢の教友がお
帰り下さる中、十一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、元を忘れず深く教えの理を求め、迷いや逡巡を捨てて、にを
いがけ・おたすけに真実を尽くし、たすけ一条の道を着実に押し進めて、思召下さ
る陽気づくめの世の様へとしっかり丹精させて頂く決心をお述べになりました。そ
して、不思議たすけの理鮮やかにお見せ頂き、それぞれの教会が大いに勇み、人々
の心のほこりが払われて、神と人が共に楽しみ、一れつ人間が兄弟姉妹として互い
に立て合い扶け合う世界へと力強く歩ませて頂けますようにと祈念なされました。

　祭典後の神殿講話は、飯降尹一本部員がおつとめ下さいました。
　冒頭東日本大震災後のおぢばでの動き、また各教区や教友の支援活動についてお
話し下さいました。また、逸話篇の「一寸身上に(8)」「身上にしるしを(166)」と
いうお話を引用され、身上障りは親神様からのお引き寄せであると思案し、自分の
出来ることを出来る限りさせて頂くことによって新しい喜びの道をお見せ頂けると
述べられました。
　そしてこのたびの東日本大震災は世界の事情と思わせて頂き、この道をお教え頂
いたお互いは陽気普請への歩みを一段と早め、それぞれが自分のお与え頂いている
立場、状況、徳分を活かして、人様を教会へ、そしておぢばへとお連れするという
ようにさせて頂きたいとお話下さいました。

　9月より始まりました修養科外国語クラス（フランス語5名、インドネシア語5名）
もいよいよ明日修了式を迎えます。気候、文化の異なる地での3ヶ月に亘る生活は、
修養科生さんにとって想像以上に大変な経験であったことと思いますが、親神様の
御守護、教祖の暖かい親心を身体いっぱいに感じ取って下さったことと存じます。
　さて立教174年も残り僅かとなりました。お互い今年一年の足取りを振り返らせて
頂き、真柱様が祭文にお述べ頂きましたように、お互い信仰の元一日を忘れず、深く
教えの理を求めて、世界たすけの御用に励ま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。

　親神様の、世界一列をたすけたいとの

深い親心にお抱え頂き、火水風の限りな

いご守護にお守り頂いて陽気ぐらしへと

お導き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

どもは御教えを胸に思召に添わせて頂く

よう日々たすけ一条の御用に励ませて頂

いておりますが、本日は当伝道庁の11月

月次祭をつとめさせて頂く日柄を迎えま

したので、ただ今よりおつとめ奉仕者一

同心を合わせ座りつとめ・てをどりを陽

気に勇んでつとめ日頃賜るご高恩に御礼

を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

1 1月月次祭祭文

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。

　私どもよふぼくは、世上にお見せ頂く

様々な姿に、“こわきあぶなきみちをあ

んぢる”との御心をしっかりと受け止

め、世上の流れに惑わされることなく欲

の心を離れ神一条の信仰を更に深め、互

いに助け合って陽気ぐらし世界の実現に

向けて真実込めてつとめさせて頂きま

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

弟の和を結び、互いに助け合い睦み合っ

て暮らすことのできる陽気づくめの世界

へと進展させて頂く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.	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

11月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊　　　久尾マーク	
賛　者	 宮内泰次　　　城ウェイン	
指図方	 山ロナルド
献饌長	 井上タイロン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｓ．三濱
(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．久尾	 Ｓ．社本
	 Ｃ．三國	 Ｔ．井上	 Ｔ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｌ．蘇　　Ｌ．本田
(女性)	 Ｊ．山	 Ｓ．浜田	 Ｌ．浅尾
	 Ｍ．三國	 Ｋ．金川	 Ｍ．井上
笛	 Ｍ．社本	 Ｄ．明本	 Ｍ．中尾
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｗ．城	 Ｊ．蘇
拍子木	 Ｔ．西村	 Ｄ．川崎	 Ｄ．桧垣
太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｂ．岩田	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｏ．中尾	 Ｇ．井元	 Ｂ．岩田
小鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｇ．井上	 Ｄ．明本
琴	 Ｃ．美馬	 Ｔ．松川	 Ｌ．井上
三味線	 Ｍ．岩田	 Ｔ．中尾	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｃ．明本	 Ｒ．宮内　Ｙ．川崎
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｍ．久尾	 Ｔ．岩田	 Ｋ．川崎

祭典役割

伝道庁12月月次祭　

12月18日（日）午前9時

祭典講話：稲福道興

講話テーマ：陽気ぐらし

英語通訳：岩田タッド

教会長・布教所長会議

次回　12月18日（日）12：45～13：30　



4

11月月次祭祭典講話

よ ふ ぼ く

　本日は天理教ハワイ伝道庁の11月の月次
祭にご参拝くださいましてありがとうござい
ます。浜田庁長ご夫妻には、日々にご丹精を
頂きありがとうございます。特に、斉藤カー
レン先生に参考資料を使わせていただき、ま
た、岩田もと子さんには本日の翻訳をして
いただき有り難く思っております。本日の講
話の題は、天理教教典第九章の「よふぼく」
です。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。
　数年前に中尾オーエン会長が講話の中でお
話下さったことと似ているのですが、「よふ
ぼく」という言葉を始めて聞いたのは、天理
教の家庭で育つ子供として、少年会の行事に
参加した時でした。誓いの言葉の終わりに、
「ひのきしんに励み、互いに助け合って、立
派なよふぼくに育ちます」とあります。私は
その時、立派な「よふぼく」とは、素直な子

供になることだと思っていました。その後、
私は	「よふぼく」は「用材」であることを学
び、用材とは、ウエブスター辞書によれば、
建築資材として切断され製材された材木とあ
ります。それは、あたかも林業農夫が苗木を
植えて育て、いつかその木が建築用資材とな
るように、親神様、教祖は、私達を陽気ぐら
し建設のために必要な「よふぼく」「用材」
となる日までお育てくださるのです。
　実は、おさづけの理を頂戴する前に、私は
すでによふぼくであると思っていました。し
かし、人は9回の別席を終えおさづけの理を
いただいた後に、「よふぼく」となるので
す。9回の別席を受ける目的は、心を生まれか
わらせるためです。この心の生まれかわりと
は、助かりたいと言う思いや助けられた喜び
から、他人に助かってもらいたいという心に
変わることです。『よふぼく手帳』と『お道
のことば』によりますと、別席のお話を聞く
ことによって、我々は親神様の思いに従い、
教理を身に付けることで心を入れ替え、心を
定め、自身の生き方を反省し、考え方や行い
の誤りを正して行くことが出来ると教えられ
ています。そして、その親神様の思いとは、
この世の中を陽気づくめの世界に立て替える
ことなのです。
　私が成長する時に、私の人生に影響を与え
た人が二人います。私の父、故城イサオ会長
がその一人でした。皆さんの中にはご存知の

キャッスル教会長　綾川アイリーン
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方もいらっしゃると思いますが、父は若いと
きに患った大病から天理教に導かれました。
当時、お医者からこれ以上なす術はないとい
われていたのですが、ラナイ教会の故菅芳江
会長によるおさづけによって助けられ、それ
以来、父は熱心な天理教の信者になりまし
た。父は、まさに「よふぼく」の手本でし
た。父は出直すその日まで、毎日よふぼくと
して、三つの勤めを果たしました。
　1.	神一条の精神
　2.	ひのきしんの態度
　3.	一手ひとつの和
　父は、毎日朝夕のおつとめをしていまし
た。子供の時は、私達兄弟は朝づとめを休ん
でも良かったのですが、夕づとめは必ず勤め
なければなりませんでした。毎週末はホノル
ル教会か伝道庁にいました。親がひのきしん
をしている間、私たちは多くの少年会行事に
参加しました。大きくなってからも、その活
動は続いています。父は、神様の御用をする
ことがどんなに大切かをいつも話していまし
た。父は退職すると毎週外出し、おさづけを
取り次いでいました。
　父の一番の精神はひのきしんでした。教会
や伝道庁でひのきしんをしていた父の姿を覚
えてくださっている人がいると思いますが、
父は、家族、教会の信者、友人、近所の人
たちのためにいつもひのきしんをしていま
した。父は、すばらしいレストランに行くと
か、ゴルフをするとか、カード遊びをすると
か、旅行に出るという人ではありませんでし
た。他人を助け、おぢば帰りをして、故前田
ヒロヨシさんとビールやお酒を飲むことを楽
しんでいました。
　父は、波風を立てずに、一手一つの心で、
「流れに従って」行く人でした。父はいつも

私に「素直な心」を持つようにと教えてくれ
ました。素直になることは従順になることで
した。しかし、天理教では、素直とは、神一
条の心と親神様の思いと教えの理に対して、
正直でまっすぐに応える心を持つことです。
正直でまっすぐな心を持つということは、神
様の思いを喜びと真実の心で	受け入れること
だと思います。
　また、母である、パンジィ・フサエが、父
と結婚した時、同時に天理教を受け入れたこ
とをとても素晴らしいことだと思います。な
ぜなら、母は仏教を信仰する家庭で育ちまし
たし、当時は天理教のことを理解することは
なかなか困難だったからです。しかし、母は
父について行きました。私には、これが「素
直」なのです。両親は熱心に天理教の教えを
聴きました。そして、両親のよふぼくとして
のお手本があったからこそ、私を含む兄弟す
べてが今のよふぼくになれたと思うのです。
両親が一生を天理教にささげたように、私も
しっかりとした基盤を築きたいと思っていま
す。私は、未だ未熟で未経験で、先は長い道
のりですが、努力し続けるつもりです。「よ
ふぼく」になった人は、皆自分なりに「よふ
ぼく」になる努力を続けています。人はそれ
ぞれ違うもので、	ほかの人と同じ様になる
ことを期待すべきではないけれど、しかし、
私たちは、みな共通した何かを持っていま
す。それは、私たちは「よふぼく」であると
いうことです。
　私は両親が城家のよふぼく一世であること
に感謝しています。親が大変な苦労と困難の
中を通ってくれたからこそ我々次の世代はそ
こまで苦労を経験しなくてもよいわけで、一
体、自分なら親が通ってくれた同じ苦労の道
を通ることができたただろうかと考えます。
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今、城家のよふぼく二代目、三代目として、
両親のつけてくれた道をひき続いて通って行
きたいと強く願っています。なぜなら、両親
は	ここまで困難の中を私達のために、通って
くれたのですから。
　最後にお話ししたいことは、	私達は、「よ
ふぼく」として、親神様、教祖の道具となっ
て陽気ぐらし世界の建設に役立ちたいとお誓
いしました。ところが、いろいろな事情を聞
くにつれどうして、衝突、不和、論争が起こ
り、それが友人、家族、教会の信者さん、知
り合い、見知らぬ人との不仲や不幸を生む結
果になるのだろうかと思うことがあります。
それは、私たちが、自分の言動がどんな結果
をもたらすかに気づいていないからではない
でしょうか？

皆んな勇ましてこそ、真の陽気という。め
ん／＼楽しんで、後々の者苦しますよう

では、ほんとの陽気とは言えん。
おさしづ明治30年12月11日

　教典に、人皆、相互に一つの道の理に心を
合わせ、互い立て合い扶け合うてこそ、陽気
に生活して行けると書いてあります。
　私たちよふぼくは、常によふぼくになった
日のことを思い起こし、親神様と教祖にお誓
いしたことを忘れてはなりません。それは陽
気ぐらしの道具衆として、家族、友人、信
者、他人に常に喜びを与えることです。私
は、喜びは家庭から始まり、そこから人様に
喜びを与えることができると信じています。
このお役を頂き、英語でのさまざまな資料を
読むことができました。私には、このすばら
しい教えを学び、理解することがまだまだ沢
山あります。皆様お揃いで楽しい感謝祭をお
迎えください。
　ご清聴ありがとうございました。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　詳細はハワイ伝道庁事務所(595-6523)もしくは、お近くの教会・布教所にお尋ね下さい。
　ビザ申請等の手続きもありますので、受講を希望されます方は、早めにご連絡下さい。

修養科英語クラスのご案内
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アイランドニュースアイランドニュース

少年会リーダーズキャンプ

第24回ハワイ島教友会総会

　ハワイ少年会は、11月25日、26日に少年会のリーダー層を対象としたお楽しみキャンプを
開催しました。11名の育成会員が参加し、初日は鳴物練習を行い、ソルトレーク・レクレー
ションセンターでバスケットボー
ルやスイミングに興じ、夜はDVD
を鑑賞しました。二日目は、天理
文化センターでフットボールを楽し
み、ランチには少年会スタッフ、ア
ロハバンドのメンバー、サタデース
クール、その家族友人など70名ほ
どが集まりました。準備・運営の
ひのきしんをしていただいた皆様
ありがとうございました。

　11月27日（日）第24回ハワイ島教友会総会が、浜田庁長夫妻臨席のもとキラウエア教会に
て開催されました。ハワイ島教友会は1962年に創立され、ハワイ島に在住する教友同士の繋
がりの場としての役割を担ってきました。
　当日は44名の教友が集い、中には友人を
誘って参加した方もいました。十二下りの
おつとめをつとめた後、西村支部長（キラ
ウエア教会長）、浜田庁長の挨拶、その後
記念撮影、昼食と続き、最後はビンゴゲー
ムで閉会となりました。

ビンゴゲームで商品を獲得（写真右）
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　今年は世界中の人々が意識の変革をせず
にはいられない年となりました。毎日当た
り前に過ごせることが、どれだけ有り難い
かを思い知り、生かされている今を大切に
せずにはいられません。今年最後のこの月
を感謝の心で通らせていただきましょう。

婦人会だより

■ヌアヌハレ慰問

　12月10日（土）　9：30-

■例会

　12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

　12月13日（火）　9：00-10：30

＊11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。

＊新年会のお知らせ
　1月の例会は、9日（月）午前10時から
行います。ゲームやプレゼントがたくさ
んあります。お一人でも多くご参加くだ
さい。会費は一人10ドルです。12月26日
までに会計（柿谷、中尾しげみ）までお納
めください。

青年会だより

■HUGSクリスマスパーティー

　12月17日（土）	
　於：天理文化センター
　＊当日ひのきしんできる方は、菊池カイ
　ルまで連絡ください。

少年会だより

■	少年会スプリングキャンプ＆総会

少年会スプリングキャンプと総会
は、2012年3月24日～26日の日程で開
催予定です。カレンダーに予定を入れて
おいてください。

■少年会リーダーズキャンプ＆新年会

新年のリーダーズキャンプと新年会（
公園清掃ひのきしん＆BBQピクニック）
は、1月28日（土）、29日（日）に予定
しています。清掃ひのきしんとBBQは日
曜日の午前10時から行います。

■例会

　12月18日（日）	 13：00-
　於：レインボーハレ
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11月行事報告

		1日（火）・月例コミュニティーひのきしん		
		2日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		3日（木）・庁長夫妻帰任
		5日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		7日（月）・文化センター月次祭
12日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
14日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
15日（火）・婦人会鳴物練習		
　　　　　・主事会準備会
17日（木）・少年会会議
19日（土）・主事会
20日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
　　　　　・庁長夫妻帰本（～26日）
21日（月）・月例にをいがけデー
　　　　　・祭儀委員会
25日（金）・少年会リーダーズキャンプ
	 	 　（～26日）
26日（土）・遥拝式
27日（日）・ハワイ島教友会総会

12月行事予定

		5日（月）・文化センター月次祭
　　　　　・婦人会委員会
		6日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		7日（水）・三会会議
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
　　　　　・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
12日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
　　　　　・アレハンドロ部員来布(～22日)
13日（火）・婦人会鳴物練習		
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
15日（木）・少年会会議
17日（土）・主事会
18日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長/布教所長会議
　　　　　・青年会会議
　　　　　・おやさと練成会中期（～21日）
19日（月）・月例にをいがけ
　　　　　・祭儀委員会
26日（月）・遥拝式
　　　　　・年末大掃除
30日（金）・伝道庁餅つき（朝づとめ後）
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1月
・春季大祭おぢばがえり	 (26日)

・少年会リーダーズキャンプ、新年会

	 	 (28、29日)

2月
・文化センター大掃除	 	 (20日)

・女子青年こかん様に続く会	 (未定)

・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

　　　　　　　　　　　	 　　　　　		(26日)

3月
・少年会総会及びキャンプ（総会25日）

		 	(24～26日)

・エッセイコンテスト	 	 (未定)

4月
・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い	 	(10日)

・少年会教祖ご誕生お祝い行事	 	(15日)

・教祖誕生祭おぢばがえり	 	 	(18日)

・全教一斉ひのきしんデー	 	 (28日)	

5月
・婦人会・青年会・女子青年総会	 	(19日)

6月
・ハワイ修養会	 (6月17日～7月12日)		

	7月
・天理教ピクニック	 (4日)

・こどもおぢばがえり	 (24日～30日)	

8月
・第42回天理教バザー	 (26日)

9月
・全教一斉にをいがけデー	 (3日)

10月
・秋季大祭おぢばがえり	 	 (26日)

11月
・ハワイ島教友会総会	 (25日)	

　

・少年会鼓笛キャンプ/リーダーズキャンプ

		 (26日～27日)	

12月
・おやさと練成会中期コース	 (16日～19日)

月間行事
伝道庁
・本部月次祭遥拝式　

・伝道庁月次祭

・主事会　

・教会長布教所長会議　

・おてふり/鳴物練習　

・Adopt	A	Highway	Program	(ハイウェイ清掃)

・月例にをいがけ

・月例コミュニティーひのきしん

・婦人会例会

・婦人会鳴物練習

・婦人会による施設慰問

・青年会/女子青年会議　

・各会委員会　

・サンデースクール

・アロハバンド練習　

・機関紙オリジンズ/まこと発刊

天理文化センター
＊天理文庫	（水～日　午前10時～午後4時）

＊天理柔道	（月、水、金：午後5時30分～7時30分）

		 	（土：午前9時～11時）



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

12月26日（月）	 年末大掃除	 	遥拝式後
	 30日（金）	 伝道庁餅つき	 		7：00	AM
立教175年	
	 1月	 1日（日）	 元旦祭	 	 10：00	AM
	 	 	 8日（日）	 日本文化センター餅つき	 10：30	AM
　

伝道庁年末年始行事予定


