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おぢばからのメッセージ

立教174年12月26日

　親里は一昨日より今年一番の寒気に包まれております。本日も寒風が吹き荒む中で

はございましたが、寒さをいとわず大勢の教友の方々がお帰り下さり、立教174年納

めの月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽気に勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で、この１年を思い返され、3月11日東日本大震災という誠に

厳しい節をお見せ頂いたことに触れられ、「私共は、その意味するところをよく思

案するとともに、銘々に親神様の思召に適わない通り方をしてこなかったかと自問

し、節から芽を吹く御守護を頂けるよう勤め励んで参りましたが、その中を温かい

親心を持って更なる成人の道へとお連れ通りいただきましたことは誠に勿体ない極

みでございます」と御礼の言葉を申されました。「また、過ぎしこの１年への反省

を台として、しっかりと来たるべき年を見据え、苦悩や困難に喘ぐ人々に向けて、

つとめとさづけによるたすけ一条の道を押し進め、一手一つに真実を尽くして世界

たすけの道を弛みなく歩ませて頂く覚悟でございます」と決意を述べられました。

　祭典後の神殿講話は、安野嘉彦本部員がおつとめ下さいました。

　冒頭本年起こった東日本大震災や様々な天災について触れられ、直接被災しなか

った者は親神様からの厳しいお知らせと受け止め、自らを省みて心の向きを正し、

たすけ一条の教祖のお心を求めて、一手一つに真剣に歩ませて頂かなければならな

いと述べられました。

　次に私たちの信仰の原点は信じきる心一つであると述べられ、素直に教えを実践す

るところに信仰の喜びを深めることができるということについて、逸話篇、おさし

づを引用しながらお話下さいました。また、天理大学ラグビー部の活躍を例えに、

「一手一つの和」の大切さについてお話し下さいました。

数々の大節をお与え頂いた立教174年の年もいよいよ数日を残すのみとなりました。

皆様方には今年１年、世界たすけの御用の上に並々ならぬご丹精を頂きましたこと、

心から篤くお礼申し上げます。

　来年はコロンビア出張所、シンガポール出張所がそれぞれ開設40周年、またヨー

ロッパ、インドネシア、フィリピン、オセアニアの各出張所とニューヨークセンタ

ーでは所長交代という大きな節目の年を迎えます。更に、「ひのきしんデー」「に

おいがけデー」が提唱されて80周年を迎える年に当たります。

　この旬に、祭文にもお述べ下された真柱様の思召にお応えさせて頂けるよう、お

互い一層の飛躍を誓い新年を迎えさせて頂きたいと存じます。

　今年一年、誠に有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　森　与一郎
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立教175年　新春の挨拶

天理教ハワイ伝道庁長　浜田道仁

　明けましておめでとうございます。

昨年は伝道庁の諸活動のうえにご協力く

ださり誠に有難うございました。

お陰さまで滞りなく順調に進めさせてい

ただくことができました。

新しい年を迎え、さらに一歩でも親神

様・教祖のお心に近づかせていただきた

いと思います。

　2014年の伝道庁創立60周年に向け、「たすけあい」と「ひのきしん」を

スローガンに掲げております。不確実な世にあって、確かな未来を築きあ

げることができるのは、この道の教えを実践する以外にはないことを強く

感じます。

　本当の平和社会を目指して、皆さまとともに明るく勇んだ日々の陽気ぐ

らしを世に映して行きましょう。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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婦人会　　ハワイ婦人会主任　浜田まさよ
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少年会　　少年会ハワイ団団長　中尾オーエン

　あけましておめでとうございます。

　昨年中は婦人会活動のうえに、又、ひのきしんにお力添えを頂

き、誠にありがとうございました。お陰さまで滞りなく諸行事を

つとめさせて頂くことができました。

　5月に開催された“天理教ハワイコンベンション”にも多くの方々

がご参加くださいましたが、特に若い世代の方々への丹精の必要性

を強く感じました。若い人たちに天理教の教えを学んで頂く機会を

つくり、又、その行事に参加するようにと勧めるのも私たち婦人会

員の役目ではないかと思います。さらに、伝道庁創立60周年に向けて、参拝場椅子のクッショ

ンを、婦人会からお供えさせて頂くことになりました。皆さまのお心寄せを頂きますよう、よ

ろしくお願いいたします。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

成人目標　「ひながたをたどり　陽気ぐらしの台となりましょう」

活動方針　「元なる思召を心に　実（まこと）のようぼくに育ちましょう」　

一、教えを基に　自らの信仰心を培う	 	 	 一、おつとめに心を込める

一、ぬくみ・つなぎの徳分を活かして身近な人を育てよう　一、にをいがけ・おたすけに励み別席者をご守護頂こう

　昨年は、多くの方々から少年会活動の上にご支援をいただき、ありがとうございました。

　年が過ぎ去るときは、一呼吸おきながら一年を振り返り、自分の目標を確認し、新しい年に向

けて決意を固める、そんな時期です。そして、時が経つにつれて子どもたちも年を重ねます。

気を抜いて、自己満足をしてはいられないのです。次の世代のこどもたちに信仰を伝えるとき

は今であって、明日では遅すぎるのです。長らく休んでいたサンデースクール（第三日曜日）

が、1月15日から再開することになりました。少年会の主な行事は、リーダーズキャンプ（年

2回）、新年の公園清掃ひのきしん、春季キャンプ、総会、教祖ご

誕生お祝い行事、こどもおぢばがえり、海外少年ひのきしん隊、

ユニセフ募金活動となっており、皆様のご協力なしには開催でき

ません。2014年の伝道庁創立60周年に向け少年会では、今年アロ

ハバンドのおぢばがえりと、創立記念祭での演奏を予定していま

す。アロハバンドへの新メンバー加入の声かけをよろしくお願い

します。未来のより活気ある少年会に向けて、本年も変わらぬご

協力をお願いいたします。



青年会　　ハワイ青年会委員長　岩田バート

女子青年　ハワイ女子青年委員長　堀川シェロ
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　あけましておめでとうございます。

　昨年中は青年会活動の上にご尽力いただき、ありがとうござ

いました。昨年のメインイベントと言えば、やはりハワイコン

ベンションであったと思いますが、次に大きなイベントは私の

結婚式であったのではないでしょうか。

　冗談はさておき、青年会の今年の大きな行事は、7月18日

～24日までおぢばで開催されるインターナショナルひのきしん

隊です。この行事は三年に一度だけ行われるものですから、多

くの青年会員に参加していただきたいと思っています。すでに

20名ほどの参加希望者がいますが、旅費が高いことや、円高の

ため参加を渋っている方もいると思います。そういった方のためにも助成の努力をさせていた

だきますので、より多くの青年会員の参加をお願いいたします。  

　日々の忙しい生活の中で、自宅や勤務先などどこにいても、いろんな形でお道の御用に携わる

ことは可能です。月次祭に参拝するためにその日の予定は空けておくとか、朝づとめに参拝す

るためにいつもより10分早く起きるなど、最終的にはそれは神様への心定めということになる

でしょう。今年は、「たばこを止める！」「5キロやせる！」といったありきたりな目標ではな

く、親神様の日々のご守護のおかげで生かされていることを踏まえた上で、自分の健康のために

出来ることを決意してみてはいかがでしょうか。もちろん、小さな事から始めてみましょう。

　あけましておめでとうございます。去年は多くのひのきしんやバザーに加え、ハワイコンベ

ンションが開催されたこともあり、皆様にとって特に忙しい一年であったことと思います。女

子青年の活動の上にも多くのご支援をいただき感謝しています。ガレージセール、ミニバザー

など滞りなくつとめ終えることができました。女子青年スタッフの方々からも大きなサポート

をいただきありがとうございました。今年から、柿谷ジェニファーさんが新委員長としてつと

めてくれることになりました。今年も女子青年活動へのご協力をお願いいたします。



　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深い親心と厚き御

守護のまに／＼、日々恙なく結構にお連

れ通り頂き、届かぬながらも世界たすけ

のご用に励ませて頂く中に、本日は早く

も12月月次祭を執り行う日柄となりまし

た。この一年、親神様の思召に添わせて

頂けるよう一層の成人を目指してたすけ

一条のご用の上に励んで参りました。お

陰様にて月々の諸行事をはじめ各会の活

動も順調に実施でき無事にお連れ通り頂

くことができましたご守護のほどは誠に

有り難く勿体ない限りでございます。こ

の一年に賜りました数々の御恵みに御礼

申し上げ、只今よりおつとめ奉仕者一同

心を合わせ座りつとめ・ておどりを陽気

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

の兄弟姉妹が共々にみかぐらうたを唱和

1 2月月次祭祭文

し日頃賜るご高恩に御礼申し上げなおも

変わらぬご守護にお縋りする状をもご覧

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。

　本年もあと僅かとなりましたが、本日

よりおやさとセミナーコースⅡを開催さ

せて頂きます。また年末の行事も滞りな

くつとめさせて頂き、新しい年を心明る

く迎えさせて頂きたいと存じます。

　私どもよふぼくは世上にお見せ頂く数

々の厳しい出来事の中に、世界中の人々

の心の立て替えをお急き込み下さる親神

様の御心を思い、自らの心の入れ替えを

進め、陽気世界の実現に向けて心一つに

勇んで歩ませて頂きたいと存じます。

　今年一年に賜りましたご高恩を重ねて

お礼申し上げるとともに、来たる年も変

わりなくお連れ通り下さり、人々が互い

に助け合い睦み合う陽気ずくめの世の状

へと一日も早くお導き下さいますよう一

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、新春の挨拶	 	 	 1～4

月次祭祭文、祭典役割	 	 	 	 	 5～6

祭典講話、伝道庁連絡	 	 	 	 	 7～11

アイランドニュース、フォトギャラリー2011	 　　　12～16

各会だより、1月予定/12月行事報告	 	 　　　17～18

5



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

12月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　斉藤カーレン	
賛　者	 高田エリック　	蘇ジミー	
指図方	 西村忠正
献饌長	 中尾スティーブン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｄ．桧垣
(男性)	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｂ．岩田
	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｔ．美馬
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｎ．椎葉
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．中尾	 Ａ．綾川
	 Ｃ．明本	 Ｒ．宮内	 Ｍ．井上
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國	 Ｄ．明本
チャンポン	 Ｇ．井上	 Ｋ．川崎	 Ｇ．井元
拍子木	 Ｒ．山	 Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾
太鼓	 Ｃ．三國	 Ｍ．久尾	 Ｔ．岩田
すりがね	 Ｙ．中尾	 Ｗ．城	 Ｊ．蘇
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｂ．岩田	 Ｗ．三國
琴	 Ｊ．山	 Ｔ．中尾	 Ｌ．浅尾
三味線	 Ｋ．斉藤	 Ｔ．松川	 Ｓ．久尾
胡弓	 Ｍ．三國	 Ｌ．蘇　　Ｓ．柿谷
地方	 Ｔ．美馬	 Ｃ．斉藤	 Ｓ．三濱
	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上	 Ｓ．社本

祭典役割

伝道庁1月大祭　

1月15日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

講話テーマ：ほこりの心

英語通訳：井元ジャネス

教会長・布教所長会議

1月の会議は中止です。よろしくお願いします。
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12月月次祭祭典講話

陽気ぐらし

　本日は、今年最後の12月の月次祭を陽気に
勇んでつとめさせて頂き、親神様、教祖にも
さぞかしお喜び頂けたことと存じます。
　ご指名を頂きましたので、教典第10章「陽
気ぐらし」についてお話しをさせて頂きたい
と存じます。しばらくの間ご清聴下さいます
ようお願いいたします。尚、本日同時通訳を
してくださる方は岩田タッド先生です。岩田
タッド先生よろしくお願いします。
　天理教といえば、「陽気ぐらし」、「陽気
ぐらしの天理教」と、このようにお道の教え
と陽気ぐらしとは切っても切れない深いつな
がりがあるのであります。それは、おふでさ
きに、

月日にわにんけんはじめかけたのわ
よふきゆさんがみたいゆへから　　十四-25

と、人間の生きる目的は「陽気ぐらしをす
る」ことであると謳われているからでありま
す。また教典第10章には、

「たすけの道にいそしむ日々は、晴れやかな
喜びに包まれ、湧き上る楽しさに満たされ
る。それは、常に温かい親神の懐に抱かれ、
人をたすけて我が身たすかる安らぎの中に身
をおくからである。これが陽気ぐらしの境地
である。」

とありますように、人を助ける行いの中にこ
そ、陽気ぐらしを味わわせて頂ける境地があ
ることを教えて頂いているのであります。
みかぐらうたには、

いつもたすけがせくからに
はやくやうきになりてこい　　四下り目-五ツ

とお教え頂いています。陽気ぐらしこそお助
けの基本であり、その陽気ぐらしの実践を世
界たすけのために急き込んでいると謳ってい
るのであります。
　更におさしづにおきましては、

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、ほんとの陽気とは云えん。
	 	 　　　　明治30年12月11日

かりゆし布教所長　稲福道興
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と、このように陽気ぐらしとは、我が身、我
が家、我がコミュニティー、我が国の結構を
願う生き方ではなく、世界中の人々を勇ま
し、誰も苦しませることなく、陽気ぐらしへ
と導かせて頂く行いこそ、本当の陽気ぐら
しであると書き証されているのであります。
　それでは、万人のひながたの道をお残し下
された教祖50年の道すがらに、陽気ぐらし
の手本、雛型を拝察させて頂きたいと存じま
す。およそ、教祖50年のご生涯と申します
のは、世間的に見て、あるいは家庭的に見ま
しても、それは決して恵まれた境遇とは言え
なかったのであります。月日のやしろにお成
りあそばされてから、16年後に夫、善兵衛様
に先立たれました。その後次々にお子様はお
出直しになられ、御歳84歳のときには、長年
教祖と共にご苦労下された秀司先生にも先立
たれ、現身をお隠しになられるまでの6年間
は、お二人のお孫さんとお暮らしになるとい
う有様であられました。更に御歳78歳のご高
齢になられてから89歳の、現身をお隠しにな
られる前年までの約10年間、教祖は17、8回
も留置所、監獄へご苦労下さっておられるの
であります。このように教祖50年のひながた
の道は、恵まれるどころか、悲惨きわまる境
遇であらせられました。その中にも教祖は、
「此処に来る者、喜ばさずには一人も去なさ
ん」「世界助けは、止むに止まれん」
と、どんな境遇にあられましても、全人類の
陽気ぐらし実現のために「人を助けるのが真
の誠」と、全よふぼく、信者の先頭にお立ち
になり、「人だすけの陽気ぐらし」の手本、
雛型をお残し下されたのであります。
　さてここで、ささやかながら、数年前我が
家で体験させて頂いた「人だすけの陽気ぐら
し」について少しお話させて頂きたいと存じ

ます。それは2008年のホノルルマラソンが
行われた朝の出来事でした。私どもの長女の
夫と、二女、三女がホノルルマラソンに参加
することになり、残りの私ども夫婦と長女、
孫は、出迎えのため動物園の入り口近くでス
タンバイしておりました。4時間台で婿が到
着し、6時間台で三女が戻って参りました。
二女は8時間台との知らせが入ったので気長
に待つことになりました。すると突然、動
物園の入り口付近で、75歳の男性がバタッ
と倒れたのです。その事に気付いた長女がま
ず最初に飛び出し、続いて三女もその男性の
元に駆け寄りました。二人とも、長女は看護
士、三女はスポーツトレーナーとライセンス
があることから、両脇を抱え介抱し、すぐに
救急車の手配をしたのであります。すると突
然、隣の簡易イスに腰掛けていた妻が大きな
声で「ダディー、おさづけ、おさづけ」と叫
んだのです。「そうか」といわれて、ギック
リ腰のまだ完治しない重い腰をあげ、その75
歳の男性の方に向かったのです。しかし、身
なりがラフな格好なので、おさづけの依頼を
どう切り出せばよいか一瞬戸惑ったのです。
そしてふと財布の中に、伝道庁発行の「ミニ
スター」の証明書があることに気付き、急い
でそのカードを取り出し、その方に見せたの
です。しばらくして頷かれたので、名前と歳
を尋ね、無事おさづけを取り次がせて頂くこ
とができたのです。おさづけ取次ぎ後、本人
も、付き添っておられた奥さんも「サンキュ
ー、サンキュー」と感謝を称えながら私の手
を握って下さったのでした。間もなく救急車
が到着し、その男性は無事病院に運ばれてい
ったのであります。
　翌月の我が布教所の祭典のお話で、「人だ
すけの陽気ぐらし」について語りました。



「先月のホノルルマラソンのあの朝、75歳
の男性をみんなで手分けし、それぞれの役割
を演じておたすけさせて頂いたが、実はそれ
こそ『人だすけの陽気ぐらし』だったんです
よ」と話したのです。つまり、二女が2時間遅
れ、ゆっくり待機できたこと、長女、三女が
看護できるライセンスを持っていたこと、そ
して隣にいた家内が「ダディー、おさづけ、
おさづけ」と大声を張り上げたこと。みんな
の一手一つの和が、一人の男性のお助けをさ
せて頂くことができた、その大切さを説き聞
かせたのでありました。
　さて、親神様はこの世、人間の創造とその
目的である陽気ぐらしをお教え下されたのみ
ならず、おふでさきに次のようにご宣言下さ
れたのであります。

このさきハせかへぢううハどこまでも
よふきづくめにみなしてかゝる　　　　十-103

更に、おふでさき最後の17号では、

このみちをはやくみとふてせきこんだ
さあこれからハよふきつくめや　　十七-23

　これから世界中の人々を陽気ぐらしさせる
と親神様がご宣言され、そのために教祖を
介してこのたすけづとめを急き込んだのであ
ると謳われたのであります。そしてこれから
この世は陽気ぐらしの世に展開していくこと
をご予言下されたのであります。そして、私
はそのご予言が着実に実現に向いつつあるよ
うに思えてならないのであります。立教以前
の世界の人類の歴史は、すべて陽気ぐらしへ
の準備期間であったと教祖は仰っておられ
ます。

「十のものなら九つまで教えてきた。最後の
一点の教えがこの道の教えである。」
と、このように聞かせて頂いております。例
えてみますと、旬の到来を待って、教祖が指
揮棒を振り「陽気ぐらし」の大演奏をお始め
になられたようなものです。つまり、今まで
の人類の歴史を振り返ってみて、古今東西、
それぞれの時代、場所において、それぞれの
楽器ごとで陽気ぐらしのお稽古をしていたの
です。ある時代ではバイオリン、他の場所で
はフルート、ピアノ等々であります。すべて
の楽器がそれぞれの役割をマスターできるよ
うになり、旬の到来を待って、教祖がタクト
をお取りになり、陽気ぐらしの大演奏が始ま
ったのであります。これが時旬の理ではない
かと思わせて頂きます。更に、その陽気ぐら
しの旬の到来を如実に物語りますのが、文明
の発達のスピードの加速についてでありま
す。とりわけ、交通や通信の発達には目を見
張るものがあります。立教当時の江戸時代の
交通手段といえば、籠か馬でありました。ま
た通信手段にしても、せいぜい飛脚か早馬を
利用するしかありませんでした。ところが、
今日ではロケットで月まで往復できるように
なり、携帯電話やコンピューターで世界中と
瞬時に交信ができるようになりました。すご
い文明の発達ではありませんか。たった174
年間にであります。
　実は、この文明の急激な発達に、ある謎を
抱いた若者がおりました。1972年、丁度40
年前ごろ、私は青年会本部から派遣された三
人の布教師の一人として、伝道庁で勤務させ
て頂いていたころ聞いた話であります。ファ
ーリントン高校の生徒たちが、世界史を学ん
でいるうちにある不思議な現象にぶつかった
のであります。それは1838年の立教前まで
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は、世界の文明の進歩はゆるやかなカーブを
描いておりました。ところが立教後、そのカ
ーブは急上昇し始めたのであります。彼らは
親神様の思召を知る由もなかったので、その
事が謎に思えたのも無理からぬことでありま
した。人間の思想においても、立教を境にし
て大きく変化し進化を見せております。立教
前は、常識の世界では、この世は生存競争の
苦の娑婆で、極楽浄土、天国は死後のあの世
にあると思われておりましたが、教祖が「月
日のやしろ」にお成りになられてから、「こ
こがこの世の極楽で、陽気ぐらしの舞台であ
る」とご宣言なされたのであります。これ
は、人間の心が教祖のお話を理解できるまで
に成人してきたと云えるのではないかと思わ
れます。
　このような心の成人、心の進化の模様を、
「おたまじゃくしとカエル」のたとえ話に
してみるとよく理解できるのではないかと思
われます。おたまじゃくしは水中で生まれ育
ち、エラ呼吸をし、尻尾を振って泳ぎ回って
いました。ところがある時期にくると、突然
エラ呼吸から肺呼吸に変わり、手足が出て尻
尾が切れ、カエルに変身し、水中の暮らしか
ら陸上の生活に変化していくのです。このよ
うに人間の心は今までの生存競争の苦の娑婆
のおたま（じゃくし）の世界から、助け合う
カエルの世界に移り住んで、もうおたまの世
界には戻れない、すなわち人だすけの陽気ぐ
らししか許されない世界に移り住んでいると
いう自覚をしなければならなくなってしまっ
たのです。カエルは水中の暮らしに戻ってし
まうと、肺呼吸ができなくなり、生きられな
くなるのです。と同様に、私たち人間は、陽
気ぐらしに反する生き方をすると、身上、事
情そして天災地変等々で、その度ごとにお知

らせを受け、陽気ぐらしの方向に舵取りの軌
道修正を余儀なくされるのであります。つま
り人類は、天保9年10月26日以降、陽気ぐ
らし世界に向かう大きな大きなエスカレータ
ーに乗せられたのであるとお考えになっては
如何でしょうか。自分は陽気ぐらしが嫌だ、
倒し合いの暮らしが良いと思っても陽気ぐら
しへ向かう流れに逆らうと怪我をします。下
手をすると出直しという事態を引き起こしか
ねません。何人と云えどもこの流れに逆らう
ことはもうできなくなってしまったのです。
　私たち人類はこの事実をしっかり認識し、
親神様の思召下さる陽気ぐらしを素直に実行
することが如何に大切な事であるか、思案さ
せて頂かなくてはならないのではないかと存
じます。何故ならば、おふでさきに、

月日よりよふきづくめとゆうのをな
これとめたならさねんゑろなる	　　十四-27

と謳われてあります。このお歌は、人間を陽
気ぐらしへと導く親神様の大事なおつとめを
差し止めると、どんな結果になるかについて
の厳しいお言葉であります。そしてこの「さ
ねんゑろなる」のご警告は、実は、やがてあ
の第二次世界大戦へと展開して行くほど厳し
いお言葉でありました。
　実は、世界たすけのおつとめを差し止め
たばかりでなく、教祖をして17、18回も監
獄、留置所に拘引せしめたのは、まさに我が
国さえよければ他人はどうでも構わないとす
る、明治政府から続いていた、国家神道思想
であったのです。このような親神様の思召下
さる陽気ぐらしに逆行するようなイズム（考
え方）を根絶するためには、第二次世界大戦
という、日本国民はもとより、天理教教会本
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部をも弾圧し苦しめ、大きな犠牲を払い、悲
しいプロセスを伴った終結を迎えなければな
らなかったのです。
　そして戦後、日本の終戦を一番喜ばれたの
は二代真柱様でした。教祖の時代から弾圧を
受けてきた教団の最高責任者として、「本物
のお道の信仰が今から始まる」と、言葉に言
い表せないお喜びがおありになったと思わせ
て頂くのであります。そして、二代真柱様は
「復元」の道を掲げ、喜び勇んで私たちよふ
ぼく、信者を導いていかれた経緯は皆さま方
も良くご承知の通りであります。
　いまや70億人という全人類は、この世の
陽気ぐらしの舞台で、互い助け合いの陽気ぐ
らしを演じるよう親神様、教祖から切にお望
み頂いております。しかしながら、その親の
切なる思いを知らせて頂いているよふぼく、
信者の数は僅かであります。従って未だその
親の思いを知らない兄弟姉妹にその理をお伝
えすることは大変重要な御用でありますし、
また世界の友はその知らせを待ち望んでおり
ます。何故ならば人間の全ての苦しみは、こ
の世界をお造り下さった親神様の教えを知ら
ない、「無知」に起因するからであります。
人は親の切なる思いを知らないが故に、自分

勝手な生き方に走り、身上になり、事情を起
こし天災地変という苦しみの繰り返しを余儀
なくされているのであります。今こそ私ども
よふぼく、信者は、親の思いを未だ知らない
兄弟姉妹にお伝えする旬の真っ只中に在り
ます。
　2014年、伝道庁は創立60周年を迎えるこ
とになりました。そして、そのスローガンが
掲げられております。

「いま	たすけあいの	この旬に　
　微笑たたえて	ひのきしん」

このスローガンに沿って、私も微笑みたた
えて、

ひとことはなしハひのきしん
にほいばかりをかけておく　七下り目-一ツ

のみかぐらうたのお言葉を胸に、一人でも多
くの未だ親の思いを知らない同胞にその思い
をお伝えし、「人だすけの陽気ぐらし」が一
日も早くその方々の周囲に展開して頂けるよ
う、喜び勇んでつとめさせて頂きたいと存じ
ます。ご清聴、有難うございました。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　東日本大震災の義援金総額は、4万2636ドルとなりました。全額を「天理教被災教区・災救
隊支援募金」にお届けいたしました。ハワイ管内から大勢の方の真実のご協力をいただき、あ
りがとうございました。

東日本大震災義援金報告
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伝道庁年末大掃除

　12月26日（月）、本部月次祭遥拝式に続いて年末大掃除を行いました。また、夕づとめ後
にお社内の清掃を行いました。



アイランドニュースアイランドニュース

おやさと練成会英語中期

　12月18日から21日まで、おやさと練成会英語コース中期が伝道庁で開催され、川崎トーリ
さん（アロハ教会）、堀川ロンさん（ミリラニ布）の二名が受講しました。海外部からは、ア
レハンドロ・ヒメネス部員がスタッフとして来布しました。カウンセラーをつとめた斉藤ニコ
ールさんの所感を掲載します。

　高校生の時に、おやさと練成会を受講して
以来、前回の英語前期からカウンセラーの立
場で、改めて練成会に携わることができて嬉
しく思います。練成会中期の一つの目的は、
受講生にとって伝道庁がより近い存在になっ
てもらうことです。これは受講生が、お道に
繋がりつづけるための一つの方法であると考
えると、とても大切なことだと思います。練
成会を通して巡り合った人たちは、受講生に
とってお道の家族となることでしょう。今回
は、二人の受講生が講義やおつとめ修練を通

して、天理教の教えを学びました。私が受講
生の頃そうだったように、彼らは期間中ずっ
と集中していたわけではなかったかもしれま
せん。しかし大事なことは、二人が少なくと
も、いつかは学ぶべきことの一端を学んでく
れたということです。学ぶべきことは、まだ
まだ沢山あるのです。だからこそ、若い頃か
ら学び始めることが大切だと思います。ハワ
イでのにをいがけ活動は、日本で行ったもの
とは大分違ったようです。日本では戸別訪問
の際、外国人として見られるので、もっと好
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赤ちゃん誕生おめでとう

意的に接してくれた、と二人は話していまし
た。それでも、二人とも出会った方々と、上
手なやり取りをしていました。練成会後期は
来年の夏におぢばで開催され、前期、中期よ
りもハードな日程となりますが、二人はやり
遂げる力をもっていると感じています。後期
はどんな内容になるのか、今からとても楽し
みです。今回の練成会をサポートしていただ
いた伝道庁スタッフ、海外部スタッフの皆様
に感謝します。
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　10月4日（火）サイズモア・マイケル、エミリー
（ジョイアス布）夫妻に赤ちゃんが誕生しました。
名前は、ソフィー・美由紀ちゃん、身長53cm、体
重3119gの元気な女の子です。

　12月3日（土）キタガワ・コーリー、ジャネル
（プカラニ布）夫妻に赤ちゃんが誕生しました。
名前は、ケイデン・ヒロシくん、身長49cm、体重
2693gの元気な男の子です。

　11月30日（水）岡田リンカーン、恵子（島ヶ原ハ
ワイ布）夫妻に赤ちゃんが誕生しました。名前は、マ
イロ・祐門（ひろと）くん、身長50cm、体重3260g
の元気な男の子です。



フォトギャラリー 2011

天理教ハワイコンベンション2011（5/28～5/30）
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「おさしづと婦人会」勉強会（1/15）

HARP研修会（1/29.1/30）



15

婦人会・青年会・女子青年合同総会（9/17）

笛・地方講習会（2/18.2/19）

吉川萬太郎本部員を講師として招き

開催

少年会教祖ご誕生お祝い行事（4/17）
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ハワイ修養会（6/19～7/14）

第41回天理教バザー（8/28） 全教一斉にをいがけデー（9/5）

7/ 2 2～24に開催された全

米柔道ジュニアオリンピ

ックに出場し、優秀な成績

を収めた天理柔道クラブの

メンバー



婦人会だより

明けましておめでとうございます。
今年はハワイ伝道庁創立60周年に向かう三
年千日、二年目の年です。婦人会では、神
殿のチェアーのクッションをお供えさせて
いただきたく皆様にドネーションをお願い
しています。長い間、使わせて頂いたクッ
ションに感謝をして座らせていただき、今
年も世界中の兄弟姉妹のため祈らせていた
だきましょう。

■例会（新年会）

　1月9日（月）　10：00-
　・庁長先生講話
　・新年会（ゲーム、ランチ）
＊2月例会はお休みです。

■鳴物練習

　1月10日（火）　9：00-10：30

■ヌアヌハレ慰問

　1月14日（土）　9：30-

＊1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。

青年会だより

■JCCH New Year's Ohana Festval-餅つき-

　1月8日（日）
　於：モイリイリ公園
　1回目：10：30、2回目：12：00
　3回目：13：30

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、3月
24日～26日に開催予定です。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
行います。清掃ひのきしんとBBQは29日
の午前10時から行います。

■例会

　1月15日（日）	 13：00-
　於：レインボーハレ

■少年会新年会ピクニック準備

　1月29日（日）	 8：00-
　於：モイリイリ公園
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＊ユニセフ募金
　ユニセフ募金の集計は、1,002ドルとな
りました。ご協力いただいた皆様ありがと
うございました。



12月行事報告

		1日（日）・元旦祭		
		3日（火）・文化センター大祭
		4日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		7日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		8日（日）・日本文化センター餅つき
		9日（月）・婦人会例会
　　　　　・文化センター委員会
10日（火）・婦人会鳴物練習		
　　　　　・主事会準備会
　　　　　・布教/育成委員会
11日（水）・三会会議
12日（木）・少年会会議
14日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
　　　　　・主事会
15日（日）・伝道庁1月大祭
　　　　　・青年会会議
　　　　　・アロハバンド練習
16日（月）・庁長夫妻帰本（～2/3）
　　　　　・月例にをいがけデー
　　　　　・祭儀委員会
26日（木）・遥拝式
28日（土）・少年会リーダーズキャンプ
　　　　　　（～29日）

1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		
　　　　　・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
　　　　　・少年会アロハバンド練習
　　　　　・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・お社掃除
30日（金）・伝道庁餅つき
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