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おぢばからのメッセージ

立教175年1月26日

　今週に入り一段と寒さが増した親里は、本日も朝から厳しい寒気に包まれ
ました。そうした中、寒さも厭わずお帰り下された大勢の教友の方々と共
に、教祖のご苦労を偲ばせて頂きながら、立教175年の春季大祭を真柱様を
芯に一手一つに勇んでつとめさせて頂きました。
　
　真柱様は祭文の中で、常に元初りの真実を尋ね、立教の由来とつとめの理
合いを心におさめて、つとめとさづけによるたすけ一条の道を真っすぐに押
し進め、ご存命の教祖にご安心頂けるようつとめる覚悟をお述べになりまし
た。また、激しく揺れ動く世界に戸惑い苦しむ人々に、末代変わらぬ天の理
を伝えて、人間思案の迷いを払い、思召下さる陽気世界へとお導き下さいま
すようにと祈願されました。
祭典に続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。
　
　冒頭で教祖が現身をお隠しになられた今日の日に、改めてこの日に至る日
々を振返り、そこに込められた思召を問い返し、胸に刻み直して明日からの
歩みの上に活かしていきたいと述べられ、つとめの模様立て、また完成につ
いておふでさきを引用しながらお話し下されました。

 また教祖130年祭へ向かう私たちの心構えの手がかりを、教祖が現身をお隠
しになるに先立つ先人たちの心の軌跡に尋ねてみたいとして、教祖伝第10章
「扉ひらいて」を紐解きながら親神様にもたれきって、神一条におつとめを
つとめることの大切さについてお話し下さいました。
　
　最後に昨年お見せ頂いた厳しいお仕込みに込められた思召を深く思案し、
重く受け止めるとともに、これ以上をやに残念・立腹をおかけしないですむ
ように共々に心を引き締めてつとめさせて頂きたいと述べられました。
（詳細につきましては、天理時報、みちのとも等を御熟読頂きますようお願
いします。）

　尚、本日の春季大祭には韓国の約70名、台湾約30名をはじめ、アメリカ、
ブラジル、ネパールなどから計150名を超える教友が海外よりお帰り下さり、
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、ネパール語の5言語で行われました。
　以上、併せてご報告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様には、陽気ぐらしを楽しみに、

この世と人間をお創り下されてより、永

の年月、並々ならぬご丹精を頂いてお育

て下さり、旬刻限の到来と共に、教祖を

やしろに、この世の表にお現れ下され

て、よろづいさいの元の真実を明かし、

つとめを教え、自由の守護を見せて、一

列を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、日々御高

恩に御礼申し上げ、ご恩報じを念じて、

勇んでたすけ一条の道に励ませて頂いて

おります中に、本日は当伝道庁の1月大

祭を執り行う日柄を迎えさせて頂きまし

た。この月26日は、教祖が世界中の人間

を一日も早くたすけ上げたいとのお心よ

り115才の定命を25年お縮めになり、ご

存命のお働きをもって世界たすけに踏み

出しくだされた元一日でございますの

で、その理を受け、ただ今よりおつとめ

1月大祭祭文

奉仕者一同心を揃え、鳴物の調べも高ら

かに座りつとめ、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、陽気世界の

実現に向かって、一層の成人をお誓い申

し上げる状を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。

　私どもよふぼく一同は、ひながたの道

をさらに深く求め、つとめとさづけによ

るたすけ一条の道を弛むことなく推し進

め、一れつ人間が兄弟姉妹として互いに

立て合い、助け合う世界の実現を目指し

て精一杯力を尽くさせて頂きたいと存じ

ます。親神様には私どものこの願いをお

受け取り下さり、変わらぬ親心をもって

世界たすけのご用にお使い下さり、人々

の心に感謝、慎み、たすけあいの心が育

まれ、やがては思召に沿う神人和楽の陽

気世界を築かせて頂けますようお導きの

ほどを一同と共に慎んでお願い申し上げ

ます。
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楽人

龍　笛	 Ｔ.	西村　Ｔ.	岩田　

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

1月大祭役割

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	 桧垣ダニエル
指図方	 三國クライド
献饌長	 斉藤カーレン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｔ．高田
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｓ．柿谷	 Ｋ．川崎
	 Ｍ．社本	 Ｗ．城	 Ｔ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｌ．蘇　　Ｌ．井上
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｆ．伊藤
	 Ｊ．山	 Ｌ．本田	 Ｍ．井上
笛	 Ｔ．美馬	 Ｔ．岩田	 Ｄ．桧垣
チャンポン	 Ｍ．岩田	 Ｄ．川崎	 Ｊ．蘇
拍子木	 Ｃ．斉藤	 Ｅ．高田	 Ｓ．社本
太鼓	 Ｇ．本田	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｒ．山	 Ｇ．井元	 Ｗ．三國
小鼓	 Ｃ．三國	 Ｍ．久尾	 Ｇ．井上
琴	 Ｃ．美馬	 Ｔ．松川	 Ｍ．井上
三味線	 Ｍ．三國	 Ｋ．金川	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｍ．岩田	 Ｃ．明本　Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．三濱
	 Ｏ．中尾	 Ｗ．三國	 Ｂ．岩田

祭典役割

伝道庁2月月次祭　

2月19日（日）午前9時

祭典講話：永尾比奈夫

(海外部北米オセアニア課長)

英語通訳：一瀬常徳

教会長・布教所長会議

次回　2月19日（日）　12：45～13：30　
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　皆さま方には、日々はそれぞれのお立場に
おきましてたすけ一条のご用のうえにご丹精
くださり、ご苦労様に存じます。ただ今は1
月大祭を陽気に勇んでつとめ終えさせて頂
き、親神様・教祖にはお喜び下されているも
のと思います。有難うございました。本日つ
とめさせて頂いた大祭は、世界たすけを進め
られる親神様が、その方針を変更せられた結
果つとめられることになったという事につい
てお話し申し上げたいと思いますので、しば
らくの間お聞き取り下さいますようお願いい
たします。
　おふでさきに、

なに事も月日一どふゆうた事
ちがいそふなる事わないぞや	　　　　八-70

と記されていますように、親神様のお言葉は
絶対に変わらないものです。しかし、世界
たすけを進められる中で2回、方針を変更し

ておられます。その一つは、一度教えられた
みかぐらうたを途中で変更されたこと。一つ
は、115歳定命とお話しくだされながら、90
歳で現身をお隠し遊ばされたことです。私た
ち人間にはこれが最後の決定だといいなが
ら、それをまた変更するということはしばし
ばあることですが、親神様が一度お決めにな
った方針を変更されるという事は実に重大な
意味があるということです。みかぐらうたが
変更されたことと、教祖が25年定命を縮め
られたことは同じ出来事から起きているので
す。それは、かんろだいが取り払われるとい
う事情からです。その事情が起きる前にみか
ぐらうたが作られましたが、その経緯から申
し上げたいと思います。
　みかぐらうたは教祖69歳のときよりお教え
くださいました。一番初めにお教えくださっ
たのは第一節の、
「あしきをはらうてたすけたまへてんりわう
のみこと」
のお歌です。しかし当初のお歌は、
「あしきはらひたすけたまへてんりわうのみ
こと」
というお歌でした。このお歌は、おさづけを
取り次ぐときの言葉として今も使われていま
す。続いて作られたのは12下りのお歌です。
　その後、第二節の「ちょとはなし」と「よ
ろづよ八首」が教えられ、最後に第三節の、
「あしきをはらうてたすけせきこむいちれつ
すましてかんろだい」
です。しかしこのお歌も当初は、

1月大祭祭典講話

ほこりを払って陽気ぐらしの実践を

ハワイ伝道庁長　浜田道仁
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「あしきはらひたすけたまへいちれつすます
かんろだい」
のお歌でした。この間ちょうど10年かけてみ
かぐらうたをお教えくださり、第三節の、か
んろだいのお歌が教えられたときにぢば定め
が行われ、人間をお造りになった元の地点が
明らかにされました。その後、そのぢばに据
えるかんろだいの石普請が始められますが、
二段までできたところで、石工が突然いなく
なってふしんは頓挫し、翌年にはその石が警
察に没収されるという事態になりました。親
神様はその残念なお気持ちをおふでさきに、
　　　　　　　　　　　　　　　　　
それをばななにもしらさるこ共にな
とりはらハれたこのさねんわな	　　十七-38

と、記されています。そしてみかぐらうたを
変更されることになりました。第一節の、
「あしきはらひたすけたまへてんりわうのみ
こと」
が、
「あしきをはらうてたすけたまへてんりわう
のみこと」
となり、第三節の
「あしきはらひたすけたまへいちれつすます
かんろだい」
が、
「あしきをはらうてたすけせきこむいちれつ
すましてかんろだい」
と変えられました。お歌が変更されたという
ことは、親神様のお心が変わったということ
です。かんろだい取り払い前は、親神様は、
まずかんろだいを建てて人々の心次第の守護
を見せることによって、一れつ人間の心を澄
ましていこうと思召されていたようです。そ
れを、一れつの心を澄ましたうえで建てると

仰せくださることになったのです。
　模様替えに至った直接のきっかけは、かん
ろだいの取り払いといった官憲の迫害であっ
たにせよ、根本的には一れつの心が澄み切ら
ないところに原因があったのです。そこでみ
かぐらうたの地歌を、「あしきはらい」から
「あしきをはらうて」、「たすけたまへ」か
ら「たすけせきこむ」に、「いちれつすま
す」から「いちれつすまして」と改めて、教
祖の周囲にいる人々のみならず、世界の人々
の胸の掃除を急き込まれたのです。かんろだ
いを取り払われた残念なお思いはさらに、

しかときけこのさきなるハとのよふな
かやしあるやらこれしれんでな　　十七-39

とお述べになり、「かやし」をすることを予
告されています。普通、人間が「かやし」と
いうと仕返しをするという意味になります
が、親神様の「かやし」は子供可愛い親心か
らでたことですから人間思案とは違います。
そしてこの「かやし」はいつ現れてくるかに
ついて、

この日ハないつの事やとをもている
廿六日がきたる事なら	 　　十七-46

と仰せになっています。二十六日が来たら現
れてくる「かやし」とは、明治二十年一月二
十六日のことであったのです。つまり教祖が
お姿を隠して、魂としてこの世界を駆け巡
り、人々の心の善悪を表に現して、世界中の
胸の掃除にかかられることになったのです。
親神様が世界たすけの方針を変更されたの
は、私たち人間の心の「ほこり」が原因であ
ったのです。
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このみちハうちもせかいもへたてない
せかいちううのむねのそふぢや　　十五-47

と仰せられるように、「ほこり」が多く積も
っているために親神様のお心が分からない
のです。お心が分からず、お心に添えなけれ
ばご守護を頂くことができません。このこと
はお互いによく承知させて頂いていること
です。
　しかし、「ほこり」の心とはどのような心
使いなのか、知っているようで案外知らない
のではないかと思います。今、教えの基本を
学ばせていただこうということで、親神様の
「十全の守護」と「八つのほこり」を全教的
に学ばせて頂いています。伝道庁におきまし
ても毎夕つとめの時に拝読させて頂いており
ます。親神様は陽気ぐらしをさせてやりたい
とのお心から私たち人間をお造り下されたの
でありますから、誰でも陽気ぐらしができる
はずです。しかし、迷いや悩み、病気や事情
からなかなか抜け出すことができず苦しんで
いる人がいかに多いことでしょうか。それは
自分の思いに捕らわれているからであろうと
思うのです。自分の思いが親神様のお心に添
っていれば、身上事情に苦しむことはまずな
いでしょう。またお心に添っているつもりで
も、実際は懸け離れていることもあるように
思います。
　教祖伝逸話篇31に「天の定規」のお話があ
ります。教祖は、ある日飯降伊蔵さんに、山
から木を一本切って来て、真っ直ぐな柱を作
るよう命じられます。伊蔵さんは、早速、木
を切って来て、真っ直ぐな柱を一本作ったと
ころ、教祖は、定規に当てるよう仰せられ、
隙間がないかと尋ねられるます。伊蔵さんは
定規を当ててみると、果たして隙がある。

そこで、少し隙があるとお答えすると、教祖
は、世界の人が皆、真っ直ぐやと思うている
事でも、天の定規にあてたら、皆、狂いがあ
るのだとお教え下された逸話です。天の定規
とは、天の理であり、親神様のお心、思召と
いうことです。自分の考えは間違っていな
いと思っていても、親神様のお心に照らし合
わせると、誰でも狂いがあると言われるので
す。親神様のお心はいつまでも変わることは
ありませんので、永遠の定規になるのです。
　陽気ぐらしは、日々の暮らしでありますか
ら、その日々が陽気になるようにと、具体的
に細やかな心使いについて教えて下さってい
るのが「八つのほこり」です。これらの埃を
積まないように気をつけて過ごしていけば陽
気な日々を送ることができるのです。しか
し、八つの具体的な心使いを読ませて頂く
と、毎日いかに「ほこり」の心を使っている
かが分かり愕然とさせられます。「八つのほ
こり」を拝読させて頂き、いつも思い出すの
はアフリカ・コンゴでの苦い経験です。この
話は以前にもさせて頂きましたが、私の反省
であり自らへの厳しい戒めとしてお話させて
頂きます。
　教祖百年祭が終わり、その年家族とともに
コンゴに出発しました。現地教会の会長はコ
ンゴ人のノソンガ・アルフォンスさんです。
私は出張所の責任者と言う立場でしたが、教
会と出張所が一つの敷地内に併設されている
という状況です。出張所は本部の方針を伝
え、ともに協力して布教活動を進めていく役
目でありますが、ノソンガさんはことあるた
びに、ここで２人の責任者はいらない。お前
とおれとどっちが上か？と詰め寄ってきまし
た。自分のやりたいようにしたいノソンガさ
んにとって、私の存在は邪魔になってしかた
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がなかったようです。教会の活動のみなら
ず、日常生活のことでもことごとくぶつかり
ました。怒りが治まらぬ会長、また会長子弟
から、銃を向けられることもありました。
　3年のつとめを終えて帰国することになっ
たとき、パスポート事件が発生しました。コ
ンゴでの責任者はノソンガ氏で、私たちの
出国にはビザが必要です。それを取得するの
はノソンガ氏の役割です。私の前任者が帰国
するとき、パスポートを隠され、身動きが取
れない状況にされたことがあり、もしかした
らと思っていると、案の定同じ結果になって
しまいました。すったもんだのあげくによう
やく全員のパスポートが戻り、なんとか帰国
することができました。おぢばに帰ってまも
なく、私は今まで経験したことのないお尻の
下部の痛みに襲われました。座っても立って
もいられない激痛でした。恐らくこれはノソ
ンガ氏とのことを知らせて下さっているもの
と思い、親神様・教祖にノソンガ氏と争い、
腹を立ててきたことを心からお詫び申しまし
た。そうしますと、その日のうちにすっかり
痛みが取れました。親神様のお知らせはまさ
しくそのことだったと得心しました。それか
ら更に２週間ほど後のことです。新聞を読ん
でいますと、飛行機の墜落事故が載っていま
した。その事故は私たちが乗ったコンゴから
パリへ向かう便で、テロによる爆破事件だっ
たのです。帰国するとき、丁度バケーション
の時期でなかなか予約できず、やっと取れた
のがこの墜落した飛行機だったのです。幸い
なことに、臨時便が出ることになり、私たち
はそれに変更したため災難を逃れることがで
きたのです。臨時便が出ず、予約した便に乗
っていたら、私も家内も家族も、同行の青
年さんたちもアフリカの塵となっていたで

しょう。腹を立てるということがいかにお心
に添わないかということを、思い知らされま
した。
　「はらだち」の説き分けは、「短気や癇癪
は、我が身の徳を落とし、我が身の命を損な
うことがあります。」とお教えいただきます
が、正しくその通りであったと身にしみて感
じています。「はらだち」は、自分が腹をた
てぬようにするばかりでなく、人にも腹を立
てさせぬよう、とあります。
　これも苦い経験です。アフリカから帰って
きて、友人とある店で食事をしていたとき、
学生時代にお世話になった先輩に出会いまし
た。いまどこの部署におられるのかと尋ねる
と、○○にいるとのことでした。私は何気な
く、「まだ、そこにいるのですか」と言いま
すと、「まだとは、なんだ」と急に機嫌が悪
くなり、怒られてしまいました。「まだ」の
一言が、激怒させてしまうとは思ってもいな
かったのですが、不注意でした。「愛想づか
しや、切り口上、捨て言葉はおくびにも出す
やないで」と仰せになりますが、言葉という
ものは余程注意して使わねばなりません。
　ハーバード大学のエルマ・ゲーツ博士が行
った実験があります。喜びや悲しみ、怒りの
感情をもった人それぞれから吐き出された息
を冷却して、そのときできた沈殿物の色を見
る実験で、苦痛や悲哀を感じている時は、灰
色の沈殿物ができ、激しい怒りのときには、
栗茶色の沈殿物ができます。激しい怒りのと
きにできた栗茶色の沈殿物を集めハツカネズ
ミに注射したところ、数分間で死んでしまっ
たということです。さらに、一人のひとが、
一時間腹を立て続けると、80人の人を殺す
だけの毒素が体内にできると言われます。ど
なたも経験があると思いますが、腹を立て
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ると気分が悪くなります。それは、血液の中
に毒素ができるからだということです。「ハ
ラワタが煮えくり返る」という、激しい怒り
を表す言葉があります。ひどく激怒している
人の胃腸をレントゲンで見ると、胃は激しく
動き、腸は蛇のようにのたくっているのが見
えるということです。しかし、不思議なこと
に自分が悪いと思っているときには腹が立ち
ません。腹が立つときというのは、「自分は
悪くない。あいつが悪いからだ。」と思って
いるときです。考えてみると、自分は悪くな
いのに、自分が勝手に腹を立てて、自分の血
液の中に毒素を作っているということになり
ます。
　善人が増えるほど、社会は悪くなり、悪人
が増えると、社会は良くなる、といいます。
善人が増えれば、良い社会になるはずなの
に、反対に悪い社会になるとはどういうこと
でしょうか。それは、「私は正しい、相手が
悪いんだ」、と思う人ばかりだと喧嘩や争い
になりますが、「私が悪うございました」と
言うと、「いえいえこちらの方こそ悪うござ
いました」、と言う人が増えてくると喧嘩や
争いは起こりません。「ほこり」の心使いは
お互いが仲良くできない心使いであるといえ
ます。「ほこり」は、そのままにしておく
と、染み付いたり、こびりついたりします。
それが「いんねん」となっていきます。
　人間はみな陽気ぐらしができるというの
は、「元のいんねん」といわれます。それに
対して、個人が使った心の積み重ねは個人の
「いんねん」となっていきます。良い「いん
ねん」もあれば悪い「いんねん」もありま
す。良い「いんねん」が現われるときは誰も
自然に喜べますが、悪い「いんねん」が出て
きたとき、なぜこんなことになるのかと、自

分の運命を呪ったり、神を恨んだりしたくな
るものです。しかし「いんねん」は心の道と
いわれるように自分が使ってきた心の現われ
です。「いんねん」は長い時間の流れのなか
に現われてくるのです。このことを知ること
が「いんねん」を納消するもとになります。
しかし、前生を認めない人にはそれができま
せん。私たち人間は９億年という長い魂の歴
史を持っているのです。どのような記録が刻
み込まれているのか、容易には分かるもので
はありません。
　私は生まれてから10歳頃まで、両親の顔
をよく覚えていません。両親は高知県の山の
中にある繁藤大教会の会長をつとめていたの
ですが、おぢばのご用が第一と思ってほとん
どおぢばに行っていたのです。ですから教会
には、住み込みの家族は他に大勢いたので
すが、私たち家族は兄弟姉妹しかいませんで
した。随分寂しい思いをしました。ハワイで
のご用を仰せられ、夫婦でやって参りまして
10年になりました。子供たちをおぢばに残
してきたわけですが、60年前に両親が私たち
子供をのこしておぢばに行ったように、今は
立場が逆になって、私たち夫婦が子供を残し
てハワイにやってきているのです。子供たち
には寂しい思いをさせてきました。「いんね
んなら通らにゃならん。通って果たさにゃな
らん」ともお聞かせ頂きます。「いんねん」
があるならそれを避けて通ることはできませ
ん。いんねんを逃れようと思っても、そのと
きはうまく逃れたように思っても必ずついて
きます。いつか通らなければならないように
必ずなってきます。それならば、いやいや通
るよりは、喜んで通らせてもらいましょう。
私たちがいない間にも娘一人が結婚し、2人
目の娘が間もなく結婚させて頂くことになり
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ました。親神様のご用をさせて頂いているな
らば、何も心配はいりません。

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　九下り目-二ツ

とも、また、

にち／＼にをやのしやんとゆうものわ
たすけるもよふばかりをもてる　　　十四-35

　
とも仰せくださいます。
　私たちは自分のことを心配する以上に、親
神様・教祖は私たちのことをいつもお心にか
け、お守りくださっているのです。なんと有
り難いことでしょう。蒔いた種はみな生える
のであり、自分で摘み取るしか方法はありま
せん。「たんのうは前生いんねんのさんげ」
とお聞かせくださるように、「いんねん」か
ら現れてくる姿に背を向けるのではなく、向
き合っていく姿勢が大切です。
　病気を初め、人間関係のもつれや戦争、天
災地変、社会に現れる諸悪の原因はすべて、
小さな「ほこり」から始まっているのです。
気にならないからと言って見過ごしていくわ
けにはいきません。「ほこり」を積まないよ
うにするにはは自らが努力しなければなりま

せん。しかし、積んでしまった「ほこり」は
自分の力では取り除くことができません。親
神様が払ってくださるのでありますから、親
神様の思召に沿う努力をする以外に手立ては
ありません。
　それにはなんといってもおつとめをするこ
とです。ただ教会で参拝するだけでなく、手
振りをしておつとめをするのです。また、親
神様の願いは、みんなが仲良く暮らす事であ
りますから、家族や身近な人で、病気で苦し
んでいる人があれば、ためらわずにおさづけ
を取り次がせていただくことです。互い扶け
合いのためにおさづけの理を渡してくださっ
ているのでありますから、もっと使わせてい
ただきましょう。事情で悩んでいる人があ
れば、それが治まっていくように祈りまし
ょう。
　教祖が、定命をお縮めになられてまでも望
まれたのは、互いにたすけあう姿なのです。
私たち、人間の心が澄み明るく勇んでくれば
親神様もお勇みくださいます。陽気ぐらし
は、「ほこり」を払い明るく勇んだ心によっ
て実現されるのです。世界一れつの陽気ぐら
しという壮大な目標に向かって、小さな歩み
であっても、一歩々々力強い足取りを共々に
進めていきましょう。
　ご静聴くださり有り難うございました。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　今年の1月より、女子青年委員長が、堀川シェロさん（府内・ミリラニ布）から、柿谷ジェ
ニファーさん（高知・髙知誠）に交代となりました。

女子青年委員長交代
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アイランドニュースアイランドニュース

婦人会新年会

　1月9日（月）、婦人会は例会に併せて新年会を行いました。参加した31名の婦人会員は、
浜田庁長の講話、ゲーム、昼食を通して、楽しいひとときを過ごしました。

オハナ祭　餅つき

　1月8日（日）、モイリイリ公園で開催
された、日本文化センター主催のオハナ祭
で餅つきを披露しました。日本伝統文化の
披露とあって、オハナ祭来場者の注目を集
め、大きな喝采を浴びました。ハワイ日系
新聞においては、天理教の餅つきが来場者
に一番人気であったとの記事も掲載された
ほど好評を得ました。またハワイの航空会
社が機内で上映する多様な文化溢れるハワ
イの魅力紹介の一つとすべく、今回の餅つ
きの様子を撮影していました。なお、当日
会場では、餅つきの説明に加え、天理教の教えを記したパンフレットを来場者に手渡し、絶好
のにをいがけの場ともなりました。
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少年会リーダーシップキャンプ＆新年会

少年会サンデースクール

　1月15日、伝道庁一月大祭にあわせて、少年会主催のサンデースクールが再開されました。
　サンデースクールでは、毎月のテーマに沿った「お話」「クラフト作り」を通して、少年会
員が楽しみながら教えを学べるプログラムを考えています。
　当日は、少年会員18名、育成会員15名が、大祭の座りづとめ・よろづよ八首まで神殿で参
拝し、その後レインボーハレに移り、今月は「少年会のちかい・三つの約束」をテーマに、
プログラムを実施しました。参加した会員は「ひのきしん」「たすけあい」の教えにはどのよ
うな実践があるのかを学びました。会員の中からは、積極的な質問もでました。クラフト作り
では、「三つの約束」と「今年の目標」を貼り付けたリースを作成しました。故井上芳・初代
ハワイセントラル教会長夫人からいただいた折りヅル、千代紙の蝶、小箱などを一緒に貼り付
け、お正月らしいリースに仕上がりました。
　サンデースクールの趣旨は、少年会員の育成および人材育成システムの構築、青年会・女子
青年の伝道庁60周年に向けた活動の一環、サンデースクールのスタッフ同士の交流の場、とし
ています。今後もスタッフ同士で、月
々のテーマに沿い、少年会員が楽しみ
ながら教理を学べる内容を考えていき
たいと思います。このサンデースクー
ルを通して、少年会員が教理に触れ、
少年会活動への参加が増えることを期
待し、学生会、おやさと練成会、青年
会・女子青年へと成人の歩みをすすめ
てくれることを願っています。不用
になったクラフト用品（はさみ、の
り、色紙、クレヨンなど）の寄付を
お願いします。
　サンデースクール責任者　山本浩徳

　1月28日、29日に少年会リーダーシップキャンプと新年会を開催しました。参加者8名（男
子3名、女子5名）の内2名は初参加で、今までキャンプを経験してきたメンバーにとっては、
自らの経験を活かし、またその経験を新メンバーに伝える機会となりました。
　ワークショップでは、井上デービッドさんと柿谷ジェニファーさんに進行役をつとめていた
だき、二人の上手な進め方により有意義なワークショップとなりました。野外活動では、バー
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ハワイセントラル教会（東中央）
井上芳初代会長夫人お出直し

　2011年12月22日、井上芳ハワイセントラル教会初代
会長夫人がお出直しされました。享年91歳。告別式は1月
14日、細井葬儀所において、柏木大明東中央大教会長斎
主の下しめやかに執り行われました。井上夫人は日本で出
生し、結婚後は東京で布教していました。4人目の子ども
を出産した後に夫婦で来布し、1975年に夫の井上ゴード
ン氏がハワイセントラル教会を設立しました。9人の子ど
もを育てると共に、複数の仕事を掛け持ちしながら、教会
や伝道庁の御用に尽し通ってこられました。ハワイ婦人会
活動はもとより、その他多くの会活動に貢献されました。
井上夫人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。

バーズポイントの沿岸警備隊員としてつとめている松岡マットさんの紹介で、基地内の見学を
させていただきました。参加したメンバーは、救助用のヘリコプターや航空機を間近にし、興
奮した面持ちで見入っていました。二日目は、モイリイリ公園で清掃ひのきしんとバーベキュ
ーを行い、参加者は70名を数えました。ひのきしん前のゴミが散在した状態と比べると、見違
えるほど綺麗な公園となり、地域社会への貢献となりました。また、参加者の中には初参加の
方も見られ、お互いの交流の場となりました。	 　	 　少年会ハワイ団団長　中尾オーエン
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婦人会だより

今年最初の庁長先生の婦人会に対するメッ
セージは「皆さん悪者になりましょう」と
いうことでした。この悪者という意味は決
して悪人ということではなく、何か良くな
い事が起きた時に他人のせいにせず「全て
私の責任です」と自分のせいにして責任を
取れる人間になりましょう、という意味で
す。世間では責任のなすり合いということ
が多い昨今ですが、私たちは勇気を持って

責任をとれる人間になれるよう成人させ
ていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　2月11日（土）　9：30-10：30

＊2月例会、鳴物練習はお休みです。
＊天理教校学園高校の昼食準備ひのきしん
　よろしくお願い致します。
＊2月の月次祭直会当番は、周東グループ
です。よろしくお願い致します。

青年会だより

■例会

　2月19日（日）	 13：00-
　於：レインボーハレ

少年会だより
■	少年会スプリングキャンプ＆総会

3月24日～26日に開催します。参加申し
込みは伝道庁事務所、または下記アドレ
スまでご連絡ください。
onakao@tenrikyopearl.org. 

■伐採ひのきしん

　2月25日（日）	 9：00-
　於：ハワイカイ布教所
　住所：7152	Niumalu	Loop

女子青年だより

■天理文化センター清掃ひのきしん

2月20日（月）、午前9時から11時まで
天理文化センターで清掃ひのきしんを行
います。多くの方の参加をお待ちしてい
ます。

皆さんこんにちは。今年度の委員長をつと
めることになりました、柿谷ジェニファー
です。今年の女子青年活動の上にご支援い
ただきますようお願いします。

■こかんセミナー

　2月18日（土）　9：30-
　於：ハワイ伝道庁
　参加御供：5ドル
＊詳細については、Eメール：jenkakitani@
gmail.comまたは、電話：230-5562までお
たずねください。
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1月行事報告

		1日（日）・元旦祭		
		3日（火）・文化センター大祭
		7日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
　　　　　・まこと/オリジンズ編集会議
		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
　　　　　・サンデースクール
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）
　　　　　・餅つき(プリンセスカイウラニ)

2月行事予定

		3日（金）・庁長夫妻帰任		
		4日（土）・文化センター月次祭
		5日（日）・教校学園高校生来布（～16日）
		7日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		8日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問		
　　　　　・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
13日（月）・文化センター/文庫ジョイント委員会
14日（火）・布教/育成委員会
15日（水）・永尾比奈夫課長来布（～22日）
　　　　　・主事会準備会
16日（木）・少年会会議
18日（土）・主事会
19日（日）・伝道庁月次祭
　　　　　・教会長布教所長会議
　　　　　・青年会例会
　　　　　・少年会アロハバンド練習
20日（月）・文化センター大掃除
　　　　　・祭儀委員会
　　　　　・三濱書記家族帰本
22日（火）・三宅元樹青年離任
26日（日）・遥拝式
　　　　　・ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集い
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