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婦人会ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集い
於：ヒロ教会（2/26）
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おぢばからのメッセージ

立教175年2月26日

　ここ数日少し寒さが和らいで来ておりましたが、本日は朝から冷たい風が
吹く底冷えのする日となりました。そうした中、親里には日曜日と相まって
全国各地より大変大勢の教友がお帰り下さり、真柱様を芯に2月の月次祭が一
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、教祖50年の道すがらをもってお急き込み下されたつ
とめに籠る思召を深く心に刻み、つとめとさづけによる世界たすけの歩みを
力強く進めて、ぢばの出張り場所として許された土地所の教会が、誠真実の
心をもってたすけ一条の拠点としての御用を十分に果たせるよう、務め切ら
せて頂く決心を述べられました。そして、この上ともによろづたすけの上に
鮮やかなる御守護を賜り、道の行く手は次々と伸び栄え、世界一れつが明る
く睦び楽しむ陽気づくめの世の様に一日も早く立て直りますようにと祈念さ
れました。

　祭典後の神殿講話は、喜多秀和本部員がおつとめ下さいました。
　先月の春季大祭での真柱様のお言葉を引用しながら、神一条への歩み方に
ついて、飯降伊蔵先生の足跡をたどれば、教祖の御心に適う心づかいや、態
度の方向性を学ぶことができると述べられ、教祖伝や逸話篇を紐解きながら
飯降伊蔵先生のお通りになられた道すがらについてお話し下さいました。そ
して、教祖の教えを信じ、もたれ、狂わさず、忘れず、ひたすら守り、実践
し続けられた飯降伊蔵先生の固い神一条の信念と、教祖の御心に沿う教えに
基づく生き方を、現代に生きる私たちもたすけ一条の御用を通して身につけ
ていきたいと述べられました。

　既に2月1日付けで部員の異動についてお知らせ致しておりますが、新入部
員を迎えるに先立ち、来月3月15日に部内部署異動を一斉に行う予定になって
おります。またＴＬＩでは3月8日に今年度の卒業式（日本語科38名、おやさ
とふせこみ科20名が卒業予定）を挙行する運びとなっております。
最後になりましたが、真柱様には来月6日よりペルー、コロンビアを御巡教
下さり、3月11日のコロンビア出張所開設40周年記念祭に御臨席頂く予定で
ございます。
　また、ヨーロッパ出張所では同11日に長谷川善久7代所長就任奉告の月次
祭がつとめられます。
　以上、併せてご報告致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　森　与一郎

1



2

　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。

　親神様の懐住まいとお聞かせ頂くこの

世界で、溢れる御恵を頂戴し身上自由を

叶わせて頂き、陽気世界実現に向けて成

人の歩みを進めさせて頂いております御

守護の程は、誠に有難く勿体ない限りで

ございます。私共は厚き御恵に御礼を申

し上げ、教祖ひながたの道をお慕い申し

お教え頂いた真実の道を日々弛みなく勇

んで通らせて頂いております中に、本日

はこれの伝道庁の2月月次祭の日柄を迎

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。

本日は海外部北米オセアニア課長永尾比

奈夫先生のご巡教を頂き、また道の兄弟

姉妹が今日一日を楽しみに参り集い、み

かぐらうたを唱和して親心にお礼申し上

2月月次祭祭文

げ変わらぬ御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。

　去る2月5日より16日まで、天理教校学

園高校のハワイ研修の一行が来訪。管内

の教会・家庭にて世話取りをさせて頂

き、語学や文化を学び見聞を広め研修を

有意義に進めて頂きました。

　私どもよふぼくは、末代にかけて揺ら

ぐことのない真実の道を辿らせて頂く喜

びを胸に湛え、確かな拠り所を持たず不

安に迷う人々に元の親の思召を伝え、た

すけ一条に励んでこの地に陽気ぐらしの

種を蒔かせて頂く決心でございます。何

卒親神様には私共のこの願いをお受け取

りくださり、世界の人々が生きる喜びを

見つけ、互いにたすけあい睦み合う陽気

ず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	 西村忠正　中尾モーゼス　

篳　篥	 明本ダニエル		 　	

鳳　笙	 社本アラン　今中英輔		　

太　鼓	 社本正登司

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

2月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 柿谷節生	
賛　者	 中尾スティーブン　岩田バート
指図方	 本田グレン
献饌長	 稲福道興	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．井上	 Ｓ．三濱
(男性)	 Ｒ．山	 Ｓ．中尾	 Ｊ．蘇
	 Ｃ．三國	 Ｍ．久尾	 Ｍ．中尾
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｔ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｌ．長田
	 Ｍ．三國	 Ｃ．浜田	 Ｙ．川崎
笛	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｂ．岩田
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｗ．城	 Ｓ．社本
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｇ．井元
太鼓	 Ｍ．社本	 Ｔ．一瀬	 Ｍ．三宅
すりがね	 Ｃ．斉藤	 Ｓ．柿谷	 Ｇ．井上
小鼓	 Ｔ．西村	 Ｍ．稲福	 Ｄ．桧垣
琴	 Ｊ．山	 Ｓ．柿谷	 Ｒ．宮内
三味線	 Ｋ．斉藤	 Ｓ．中尾	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｔ．松川	 Ｌ．本田　Ｃ．明本
地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｙ．宮内
	 Ｍ．久尾	 Ｅ．高田	 Ｔ．岩田

祭典役割

伝道庁3月月次祭　

3月18日（日）午前9時

祭典講話：中尾善宣

英語通訳：中尾モーゼス

教会長・布教所長会議

次回　3月18日（日）　12：45～13：30　
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　昨年9月に御命をいただき、海外部北米オセ
アニア課長として、こうして初めてハワイの
地を訪れることが出来て、非常に嬉しく又光
栄に存じます。この喜びと心弾む気持ちは、
只今つとめ終えた勇み心溢れるおつとめに参
拝させていただき、倍増する勢いです。又、
「アロハ」の精神で温かい笑顔で歓迎いただ
き、誠に嬉しく且つ恐縮に思います。
　実を申しますと、ハワイ、殊にハワイ伝道
庁は、私にとって特別な場所です。父が十年
間つとめさせていただいた場所であることも
さることながら、25年前に大学を終えて、
進路で悩んでいる時期をハワイで過ごし、こ
こで、「なるほど、お道は捨てたものではな
い。お道らしく生きることは素晴らしい」と
思い切り、生涯天理教に、本部に伏せ込ませ
て頂こうと決意した場所なのです。過去の大
きなターニングポイントのことをもっとお話
したいのですが、それはまたの機会に譲り、

御命をいただきましたので、思いますところ
をお話させていただきます。しばらくおつき
あいの程よろしくお願い致します。

「十全の守護」と「八つのほこり」
　昨年の秋の大祭の神殿講話で、真柱様は、
二代真柱様がようぼくのめざすべき心構えと
して提唱された三つの指針、即ち、神一条の
精神、ひのきしんの態度、一手一つの和、を
挙げられ、一つ目の「神一条の精神」につい
ての説明に引き続き、「十全の守護の理」、
「八つのほこり」に慣れ親しみ、唱えて暗唱
しようとする動きがあることに触れられ、こ
の二つの教えは、「基本的で身近な項目」で
あると据えられた上で、次のように仰せられ
ました。

覚えて、その説き分けをよく味わい、読み
深め、掘り下げるならば、実に豊かな内容
が含まれていることに気づくと思うのであ
ります。自らの日常生活における心の糧と
するだけでなく、にをいがけ・おたすけの
ための拠り所、手がかりとしても生かすこ
とができると思います。

　言い換えれば、それを覚え、成人の糧とす
ることにとどまらず、それらをにをいがけ・
おたすけに活用することをお促し下さったの
です。本日のお話では、この二つの「身近な
項目」の二つ目、即ち「八つのほこり」を、

2月月次祭祭典講話

八つのほこりの教えの思案と実践

海外部北米オセアニア課長　永尾比奈夫
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有効的に私たち自身の心の澄み切りに役立た
せ、更には、これからのおたすけ布教のため
に役立たせたいという思いから、今一度共々
に思案し、ご相談申し上げたいと存じます。
因に、2年数ヶ月後に迎えられるハワイ伝道
庁創立60周年記念祭に向けてのスローガン
「いま　たすけあいの旬に　微笑みたたえて
　ひのきしん」は、本日の話題と無関係では
ありません。心のほこりを払うことで、私た
ちはたすけ合いの実動へ仕切って動けます
し、みかぐらうたの「よくをわすれてひのき
しん　これがだいゝちこゑとなる」との仰せ
通り、ひのきしんへと自然と邁進出来ると思
うのです。

「八つのほこり」の再考
　「ほこり」の教えについて、親神様はどの
ように捉えたらよいのか、その手がかりを教
えてくださっています。

日々八つ／＼のほこりを諭して居る。八つ
諭すだけでは襖に描いた絵のようなもの。
何遍見ても美し描いたるなあと言うだけで
はならん。めん／＼聞き分けて、心に理
を治めにゃならん。この教というは、どうで
もこうでも心に理が治まらにゃならん。あちら
話しこちら話し、白いものと言うて売っても中
開けて黒かったらどうするぞ。＜中略＞今
日の日のさしづはうっかり聞いて居られん。
この理さえ守りて運ぶなら、神はどんな事も
引き受ける。どんな難も遁れさすという。

明治三十二年七月二十三日 
天理教独立願書に添付する教会起源及び沿
革、教祖履歴、教義の大要に付御願  

　これらの教えは、先に述べたおさしづで
も警鐘を鳴らしてくださっておりますよう
に、先ず第一に私たちが自分たちのケース
に当てはめて思案し、実際に理を心に治め
て、理を守って運ぶ（実践する）ことが肝心
であります。ここぞとばかりに、患い悩む弱
者に追い打ちをかけるようにこの教えを悪用
して叱り、攻撃することは厳に慎むべきであ
ると存じます。また、別席のお話では、親神
天理王命様の十全の御守護と八つのほこりの
お話が、教えの台とも言われる「かしもの・
かりもの」の教えの前後に出てくるのです。
これらの最も実践的な教えの説明の前ふりと
して、いずれおさづけの理をいただかれる将
来のようぼくの方々に、国々所々にて「教の
理」を取り次ぐことをお願いするのです。私
はこの教えの台と二つの身近な教えは、心の
皺を伸ばしてもらうために人々に伝える「教
の理」の根幹であると思います。

「八つのほこり」に対する望ましいアプローチ
Ⅰ.「味わう」
　それでは具体的に、どのようにしてこの
「八つのほこり」の御教えと向き合っていけ
ばよいのでしょうか。私が思います注視すべ
き一つ目のキーワードは、「味わう」という
ことです。何かを「味わう」という時、口に
含んで味を楽しむ訳です。吟味するのです。
よく噛み、そして飲み込みます。自分の身体
の中に、システムに入れるのです。八つのほ
こりを味わうためには、一つひとつ丁寧に時
間をかけて思案し、自分の心の価値のシステ
ム、価値観に組み込むことが大切であると思
います。

具体的なほこりの個人的な思案：「をしい」
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　八つのほこりの説き分けには皆さん親しん
でくださっていることと存じますが、ここで
具体例としては非常におぼつかないかも知れ
ませんが、幾つかのほこりを味わってみた
いと思います。心のほこりのまず最初に挙げ
られております「をしい」は、心の働きや身
の働きを惜しみ、努力やお金をだすのを惜し
む、骨を折るのを惜しむ心遣いと仰せ下さ
り、別席のお話では、その後に「人のものか
りたるならばりかいるで　はやくへんさいれ
ゑをゆうなり」(三-28)とのおふでさきの一
首を引用下さいます。人間同士の貸し借りで
は、利子が生じ、そして借りているものを借
り主に感謝することが道理であるとの仰せで
すが、しかしそれ以上に、この精巧に働く素
晴らしい身体を、生涯親神様からお借りして
いるこの身を思う時、いかほどの感謝の意と
行為を示すべきなのかという質問を私たちに
投げかけてくださっていると思うのです。こ
のおふでさきの一首は、かしもの・かりもの
の真理は如何に忘れ易いものであるから、う
っかりしないように、より身近な人間同士の
貸し借りを思い起こさせてでも、悟るように
しなさいという親心を感ぜずにはおれませ
ん。また、だからこそ、最初にお述べ下さっ
ているのではないでしょうか。
　特に若いうちは朝早く起きるのが苦手です
ね。私もそうでした。アメリカ伝道庁で御
用をしていた時、当時のアメリカ青年会委員
長と「朝起き」について議論をしたことがあ
りました。彼は、「天理教があまり朝起きし
て神殿掃除に駆り出したり、朝づとめにでる
ことを催促しなければ、天理教の宣伝にとっ
ては良いと思うけど、どうかな。」と投げや
りな言葉で言うので、私は少しムッとして、
ついこう口走っていました。「朝起きしない

と天理教の信者でないとは言わないけれど
も、あなた自身が裏ではしっかりと借りてい
る身体の健康や身の回りの御守護に感謝して
朝起きしている中で、信者さんに対して寛容
な心でそのように言うのなら、それは受入れ
易いけど、どうなの。自分が労力を惜しんで
いる気持ちは全くないの？」彼は口を噤みま
した。
　私自身、朝起き怠慢をしていた時期もあり
ます。皆さんは経験ないですか。私の場合、
どこで切り替わったかというと、それは20年
くらい前に長男が生まれて一週間後に肝炎を
患って、家内の世話も出来ず、子供の面倒も
見れず、一週間以上高熱で床に伏していたと
いう身上のお手入れを、アメリカ伝道庁へ赴
任する一ヶ月前にいただいたことが切っ掛け
でした。それ以降も、気持ちが萎えそうにな
る時は、いつもその時のことを思い起こし、
「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-八ツ)というお歌と
ともに、心を奮い立たせるよう心がけていま
す。情けない日々でしたが、そのお陰で、今
を感謝出来るようになりました。私たちの心
は指向性が強く、熱中しがちです。だから、
ほこりの心をこれ以上積まないためにも、そ
れらの心遣いから離れたよい心を使うことに
専念するのもよい方法かも知れません。「を
しい」のほこりを積まないためには、おさづ
けの理を頂戴したその日の喜びを忘れずに、
おさしづでご教示いただく「一日生涯」の心
で、つくし・運びに積極的に動くことを心が
ければ良いと思います。

「かわい」の思案
　次に、四つ目の「かわい(い)」を思案した
いと思います。しかし、このほこりについて
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は、私自身真意を悟るのは難しいと感じてい
ます。キリスト教の色彩が強い欧米文化圏で
は、「隣人を愛しなさい」という言葉をよく
耳にし、美徳と讃えられますが、天理教のこ
の「可愛い」は、この美徳と反比例している
のでしょうか。「かわい」のほこりは、自分
や自分の家族さえ良ければそれでよいと、他
人のことに思いを馳せない気ままから起こり
ます。保身のため、又、自尊心を保つために
他人のことを悪く言うことも戒められます。
そして、我が子可愛いあまりに、甘やかし、
躾けることもせず、悪行を野放しにするとい
った具体例も挙げられます。より具体的で
すね。
　このほこりに関して、私には少しさんげ話
があります。数年前、私たちが住んでいる
アパート（号館）の駐車場で、私の長男が自
転車に乗ったまま、車との接触事故がありま
した。駐車場から出ようとする車の前方のヘ
ッドライトの横に当たり、車に傷がつきまし
た。車の運転手は同じ号館に住むかたの長男
さんで20代前半の方でした。当時13才の息
子に詰め寄り、捕まえて接触事故の修理代を
出せと迫られたようです。双方の親が出てき
て、事は少し大きくなりました。私の当初の
反応は、迫ってきた青年に怯えている幼い長
男を守るということでした。彼の説明と目
撃者の状況説明とが食い違い、実際に何が起
こったのか判然としませんでした。何度も向
こうの親と話をしました。ことの顛末をいい
ますと、保険には加入しておられたので、さ
したる傷でもないし、保険で修理代を落とす
ことになったのです。しかし、心はすっきり
しません。何故かと考えているときに気がつ
きました。子供を守る事を最優先したがため
に、先方にご迷惑をかけたことを詫びるとい

う行為がおろそかになっていたのです。先方
もお道の方です。あまりにも杓子定規にビジ
ネスライクに対応しすぎて、誠意が足らなか
った。2週間後くらいにようやくその青年を
探して、本人に、過度に子供を守ることに終
始したことと、迷惑をかけたことを謝りまし
た。自転車の不注意運転で長男を叱る事もし
ていなかったのです。誰の証言が正しいかと
いうことよりも、関わった他者に対して慈し
みと暖かみのある心で接することがより重要
だと気がつきました。自分や自分の家族を愛
することと同様に、隣人やその家族を慈しむ
ことが出来るかは、一見健康であれ、悩んで
なくとも、その方をこちらがおたすけの対象
と捉える事ができるかどうかによるのだと思
います。又、そのような他者を思いやる心遣
いが、側な者と反対する者との差別をされな
かった教祖の深い広い慈愛の親心に近づく歩
みであると信じて止みません。

「にくい」の思案
　自分の顔が潰れたと言っては人を憎み、自
分が気に入らないと言っては人を憎み、誰が
どういったと言っては人を憎む事が、「にく
い」心遣いです。これは、自分の大切にする
価値観や思いを人に押し付け、自分よがりの
基準に満たない人を悪く言って憎むことです
が、自分の基準や価値観が最良の基準でもな
ければ、教祖のお心にも適っていないことを
悟れないと、憎い気持ちや頑なな気持ちが湧
いてきます。
　実は、おぢばで1月に海外からお帰りのあ
る会長様と会食をしました。その先生は私が
尊敬する、非常に情熱溢れる先生ですが、
その情熱のあまり、自分の土地所の布教や教
会運営のためとは言え、管内のリーダーと少
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し揉めていると仰っておられました。そのリ
ーダーとの確執というか、これまでの色々
な経緯をお話くださいましたが、しばらく
して、ため息をつき、こう吐露されました。
「他人に対する不平不満は、廻り回って、自
分が不足しなければならない事態を招いてし
まうとある本に書いてあった。不足には不足
の理が廻ってくるのですね。不足は雪だるま
式に増えていく。だから私も止める」と。尊
敬する先生ですら、このほこりの心と格闘し
ておられ、その中で、心を低くしておられる
姿に感銘を受けました。この態度は、アメ
リカ流に言えば、「従者の指導力」(Servant	
Leadership)の一例とも言えるかも知れませ
ん。別席のお話では、このほこりの説き分け
のくだりで、「なんぎするのもこゝろから　
わがみうらみであるほどに」（十下り目-七
ツ）を引用くだされ、人を憎む前に、我身を
振り返り反省をすることを強くお促しくださ
います。
　10年以上も前の話ですが、教会本部のお打
ち出しで「後継者研修会」が海外の拠点でも
開催されました。アメリカ伝道庁でも、250
名以上の若者が北米大陸全土から一堂に会し
て盛大に三日間のスケジュールで開催されま
した。当時としては画期的で、日本語を話す
人がごくごく少数派で、英語の方々が大半で
したので、英語から日本語に通訳を施しまし
た。時代を担う若者の結集を目の当たりにし
アメリカ本土やカナダの道の将来が明るく拓
ける気運を感じた私は、間髪入れずに、同様
の研修会を毎年開催する案を後継者委員会に
提出しました。しかし、余り受けは良くあり
ませんでした。小規模の地区開催と伝道庁開
催の両方を織り込んだ修正案を再度委員会に
諮り、一応通過して、主事会で議題に挙がる

かと思いましたが、数ヶ月経っても音沙汰な
し。そこでまず、後継者委員会委員長の主事
先生に伺うと、「その案件は庁長先生に預け
た」との返事でした。忸怩たる思いで、何故
庁長先生は渋っておられるのかといぶかしい
思いを抱いていました。唯、北米の管内が必
要としているイベントは絶対に必要だとの信
念の強さ故に、しばらく庁長先生や主事先生
に対して憤慨し、落胆もしました。そしてそ
の次の動きがないまま、2年が経ち、何かや
はり行動に起こさねばとの思いで、庁長先生
に直接伺ったところ、庁長先生は、「その声
が君からでなく、管内のネイティブの若者の
声として聞きたかった」と一言だけポツリと
仰いました。その時、ハタと庁長先生の意図
に気付き、自分の案を取り下げました。そし
て私が書記の任を終えて本部に戻ってから1
年後、今でも語り継がれているほどの第一回
目の「セミナー2000」がネイティブのベテ
ランそして若手講師や世話係を立てて盛大に
開催され、その翌年には、地区開催と隔年で
つとめられるようになりました。私の案は、
私のものではなくなり、より改善されたイベ
ントへと変容して、管内の方々が興奮するよ
うなプランとして実施されたのです。この数
年に及ぶ流れを通して、私利私欲を去り、低
い、且つ堅固な姿勢を貫き、目先の結果を求
めず、人智を尽くすことが、いずれ旬の動き
を呼び込む一助となるということを学びま
した。

「八ツのほこり」への適切なアプローチ
II.「心で認知し、反省する」
　時間の都合上、八つのうち、三つしかお話
出来ませんでしたが、おふでさきに、ほこり
は何故お説き下さったかの親心を拝察させて
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いただけます。

ほこりさいすきやかはろた事ならば
あとハめづらしたすけするぞや　　　　三-98

いまのみちほこりだらけであるからに　
ほふけをもちてそふぢふしたて	　　　三-145

とありますように、奇麗に速やかにほこりを
払うように促される親心は、珍しいたすけを
見せたいというたすけ一條です。しかし、こ
の払う過程では、箒を持って実際に掃除をす
ることが必須となります。教祖が、「御教え
を定規として、それに照らして心のほこりを
払うように」と、我々に実践を促してくださ
っているようです。これが、ほこりの説き分
けを聞き分け、心に治めた後の次のステップ
です。
　この肝心な段階は、しかし静かに水面下で
進むのでおろそかになりがちです。心を鎮め
て反省をして、自分の心の動き、特に情動を
注視する。八つをお示しくだされるのも、こ
の反省が容易に出来るようにとの配慮かと存
じます。深い反省と思案は、私たちの往々に
して過度の負の感情が表れる心の習性を掴む
ことになります。ここで自分を誤摩化さない
ことが大切かと思います。それは私たちの健
全な個性であり、独自性であると肯定しがち
ですが、他者を思いやらぬ癖性分であり、自
分の道が狭く窮屈になる原因として認知する
必要があると思います。どの時点で、健全な
個性が、癖性分となるのか。なにによって判
断するのでしょう。
　それは、基本的には、他者を思いやる利他
心に根ざすのか、自分勝手な利己心に根ざす
のかが判断の基準かと思います。近年の傾向

として言えることは、最近の先生の大半は、
非常に口調も穏やかですが、他人の悪行を強
く戒め、叱咤する先生が減ったことです。一
見、良い傾向のように捉えられますが、よく
よくその心のうちを自身に置き換えて考える
と、真逆の分析が可能になります。私自身、
普段穏やかな口調で話しますし、大らかな性
格だと思っていますが、しかし、心の奥底に
は、人から嫌われたくないという本音が見え
隠れします。家で、家族や子供たちに接する
厳しい態度はあまり外ではとりません。私の
他人に対するソフトな穏やかな物腰や態度
は、実は、多分に、我身可愛いのほこりの心
が深く根ざしていると思います。
　これまで、三つのほこりの自分のケースを
恥ずかしながらも披露したのは、この反省と
いう大切なステップの微々たる足がかりを提
示したかったからです。しかしながら、それ
だけでは充分ではありません。実際に、神様
が急き込まれる「掃除をする」という作業、
実践が残されているのです。

III.「身に行う」
おつとめ
　それでは、信仰生活でどのように「掃除す
る」のでしょう。原典にその根拠を求めてみ
ましょう。おふでさきに以下の二首のお歌が
あります。

たん／＼とつとめをしへるこのもよふ　
むねのうちよりみなそふぢする	　　　　七-95

このみちをはやくをしへるこのつとめ　
せかい一れつ心すまする　　　　　　七-99

心のほこりを認知し反省する過程を経たな
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ら、その反省に立ち、信仰的に心を動かす、
実動することですが、第一にはつとめを教え
られた通りにつとめることです。神様への奉
仕で一心に祈ることです。おつとめをつとめ
ることで胸の掃除がなされるという奇跡が起
こるのでしょうか。それは正しい心でつとめ
ることが肝心です。私たちの心が一手一つに
調和し、世界たすけの望まれる親の御心に溶
け込むところに達成されると信じます。「あ
しきをはらうてたすけたまへ　てんりわうの
みこと」「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」かぐらづと
めの主たる目的、そしてその延長線上にある
国々所々で勤められる月次祭や日々のおつと
めの目的も、このほこりの「払い」にあると
申しても過言ではありません。どのおつとめ
でもこの同じ地歌を唱和するのですから。

ひのきしん
　伝統的に、自己中の、気随気侭なほこりの
心遣いとは対局に位置し、日々心がける信仰
実践のもう一つの態度として、私たちは「ひ
のきしん」を提唱しています。「みかぐらう
た」に拠れば、ひのきしんの教義的な第一義
は、神の田地である「ぢばへの真実の伏せ込
み」という意味になるのでしょうが、社会へ
向かった活動として、このかりものである身
体を含め、神様から頂戴する御守護や恵みに
感謝し、その喜び心を奉仕活動を含む利他的
な活動とを通して体現することも社会的実践
論では肝心なひのきしんです。どちらにも共
通するのが、神恩報謝の心と喜び心です。
「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-四ツ）とお歌
い下されてありますように、我欲を去って勤
しむところに、心の成人の、心を澄み切る道

程の肥となりえるのだと思います。
　長年お道を通らせていただく中で、ややも
すれば形骸化しがちな、又勢いを失いがちな
心に喝を入れ、心に新鮮さを取り戻し、喜び
づくめを維持するには何が必要なのでしょ
う。この質問を自分に問い質す時、いつも心
に浮かぶのが、「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-八
ツ）というお歌です。私たちの中で、おそら
く人生で辛酸を舐めた、また一番辛かった、
情けなかったと記憶する、深刻な身上、事情
のお手入れをいただいた経験の全くない人は
いないと存じます。その節の道中を思い起こ
し、明日への再出発にすることが、心の形骸
化の払拭には効果があるかと存じます。私た
ちの多くは初代の信仰ではないので、劇的な
入信の時を経験していません。そんな人生観
を覆すような大きな転換期はなかったかも知
れません。しかし、必ずそれに変わる節をお
与えいただいており、それを信仰に拠って乗
り越えたからこそ、今の自分があると思いま
す。よく自分史を見つめ直し、その時、その
場所の困難な、辛かった体験を「信仰の元一
日」にすることも必要かと存じます。勿論、
それぞれの家庭の信仰初代に遡って思案をす
ることをないがしろにするという意味ではあ
りません。

さんげ
　もう一つ、目立たないけれども、心を澄み
切る道を推し進める上で大切なこととして、
「さんげ」について触れてみたいと思いま
す。別席のお話の中では、一つひとつのほこ
りの説き分けに随分と時間を割き、その上
で、このように申し上げます。



このほこりあなた方にあると申しませんけ
れども、心に当たることがあるならば、め
ん╱╲の心から、こういうことをして来
た、と、親に話をするように親神様に申し
上げて、さんげなされませ。

　ほこりのお話は、銘々が自発的にそれぞれ
自分自身の心を振り返り、入れ替えるために
聞かせていただくのであります。親神様、教
祖に、このようなほこりを積んできましたと
申し上げた上で、さんげをするように促され
ております。それでは、本来、さんげとどう
いうものなのでしょうか。「さんげ」につい
て、おさしづではこのようにご教示ください
ます。

世界大恩忘れ小恩送る、というような
事ではどうもならん。この順序早く聞き取
って、心にさんげ、理のさんげ、心改め
て、ほんにそうであったなあ、と順序の道
を立ったら、日々理を栄える。

明治三十四年二月四日
本席先日より御身上御障りに付、御願の処
申し上げば、休みになりてからと仰せ下さ
れ御伺致さざれ共、一昨晩より御障りに付
如何の処でありますや本日願

更には、

さんげだけでは受け取れん。それを運ん
でこそさんげという。

明治二十九年四月四日　夜一時
刻限御話

と仰せ下さいます。この二つのおさしづのお
言葉では、具体的に言及はされませんが、神
様は子供たちに、心から「かしもの・かりも
の」の真理に目醒め、得心をするようにお促
し下さっており、その大恩に報いるという正
しい動機に基づき、感謝の心で、心定めをす
ることをご期待下さっていると信じます。口
先だけの「さんげ」「悔い改め」だけでは充
分ではない。その「さんげ」が本物であれ
ば、心の入れ替えと望ましい信仰態度、実動
として表れてくるはずです。私は、予々、節
から、勢いある新芽が息吹き、明るい成人へ
の旬と転じるためには、心定めというものが
不可欠であると、予々、思っております。そ
の節が、大勢の人の関わる事であれば、一手
一つという調和も欠かせないでしょう。

まとめ
　皆さんは、現在、ハワイ伝道庁60周年記念
祭へ向かう「三年千日」の真っただ中におら
れ、日々ご尽力くださり、唯々頭が下がる思
いですが、「いま　たすけあいのこの旬に　
微笑みたたえて　ひのきしん」のスローガン
を地で行く一手一つの歩みを進められ、ハワ
イの道がより一層伸展することを心からお祈
り申し上げる次第です。また、その旬の動き
に微々たるながら追い風をという望みから、
更には、皆さんの意欲的な信仰的な渇きを少
しでも満たせればと念じて、拙いお話を致し
ました。何かのご参考になれば幸いです。
　長時間に亘り、ご清聴ありがとうございま
した。

11
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第５回天理教校学園高校 海外研修プログラム

　2月5日から16日までの12日間に渡り、立
教174年度天理教校学園高等学校ハワイ語学
研修を実施させて頂き、親神様、教祖のご守
護のもと、無事に通らせて頂きました。
　はじめからとんでもないことを言うようで
すが、研修の引率職員というのは、一番近く
にいながらも、研修の肝心なところは何も分
かっていないというのが本当のところではな
いかと思っています。なぜなら、職員はこの
研修の核心ともいえる部分にはいずれも立ち
会っていないのです。その最たるものとして
はホームステイがあります。
　学生たちは二名ないしは三名のグループに
分かれ、約一週間に渡ってホノルル近郊の
ご家庭から伝道庁に通わせて頂いておりまし
たが、学生たちは皆口を揃えてこのホームス
テイが一番の思い出になったと言います。当
然、学生たちはことある事にホームステイで
体験したことを語ってくれましたし、職員も

　2月5日から16日まで、天理教校学園高校の職員３名、学生23名が来布し、5回目となる海
外研修が行われました。引率した竹内幸仁教員の所感を掲載します。

報告や感想を聞き出す努力はしました。しか
し、それは飽くまで彼らが実際に見聞きし、
感じたことのほんの一部に過ぎません。ホス
トファミリーの方々が学生たちにどのような
お言葉をかけて下さり、どのように接して下
さったのか、我々は想像するしかありません
が、その待遇のすばらしさは学生たちの行動
を見れば明らかです。毎朝伝道庁に着くなり
前の晩ホームステイで体験したことを熱く語
り、別れ際に涙し、空き時間さえあればそれ
を費やして感謝状をしたためるその姿の端々
から、彼らが覚えた感動がありありと伝わっ
てきました。しかもそれは単に美味しいもの
を食べた、楽しい買い物ができたという世俗
的な魅力に留まらないところがまさにこの研
修の真髄ではないかと思います。ホストファ
ミリーの温かい人柄と真実を通して、学生た
ちは改めて信仰の在り方、有難さを学んでく
れたことでしょう。
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　真っ先に学生たちの口をつくのはややもす
ればパイナップルの甘さや買い物の楽しさと
いったことかも知れませんが、そうしたも
のだけでは到底これほどまでに学生たちの心
を動かすホームステイは実現しなかったでし
ょう。ホームステイを引き受けて下さった皆
様、誠にありがとうございました。
　ホームステイのほかに、庁長先生方をはじ
め諸先生方によるレクチャー、異国でのひの
きしん、そしてにをいがけ実習など、おぢば
とはひと味違った信仰体験を通して、自分た
ちの信仰を見つめ直すきっかけになったので
はないでしょうか。
　また、語学習得という観点から見ても、こ
の研修は宝の山でした。研修に参加する学生
たちはいずれも英語コースという特殊なクラ
スに属しています。担任や副担任とのやりと
りから、英語の授業に至るまで全て英語とい
う環境の中で、生きた英語を身につけてもら
うというのが狙いですが、限界はあるもので
す。普段学生たちにとって英語の源は限られ
た英語教員が大部分を占めています。英語に
触れる機会は比較的多くはなりますが、全方
位を英語で固めることはできません。対し
て、研修中は見るもの、聞くもの、出会うも
の全てが英語の先生です。教育者として、自
分が教えた知識が学生によって活用されるの

は嬉しいことですが、どこで
覚えてきたのかと思うような
フレーズが飛び交うのもまた
喜ばしいものです。日本では
試験範囲についての質問しか
しない学生が、純粋に自分が
知りたいことを聞いてきたの
も、この研修の特徴でした。
必要に迫られて初めてボキャ
ブラリーの少なさ、表現力の
乏しさに危機感を感じたので
しょう。もっと事前に勉強

すれば良かったと嘆く学生が後を絶ちません
が、自分に足りないものが分かれば、そこか
ら成長できるのではないかと思います。これ
を契機に意欲的に英語を身につけていってほ
しいものです。
　最後に、この場をお借りしまして、庁長先
生、奥様をはじめ、伝道庁の皆様に心より御
礼申し上げたいと思います。言うまでもな
く、この研修は伝道庁の全面的なご支援なく
しては考えられません。全て皆様の温かい親
心の賜です。研修生の内何人がこの先ハワイ
あるいは海外の他の地に赴くことになるか分
かりませんが、皆様のご期待に応えさせて頂
けますよう、私共教校学園高校の職員も全力
で人材の丹精に当たる所存です。誠にありが
とうございました。
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女子青年 こかん様に続く会

天理文化センター清掃ひのきしん

赤ちゃん誕生おめでとう

　2月6日（月）三國ウェスリー、恵子（太平洋）夫妻
に赤ちゃんが誕生しました。名前は、ファルコン・デ
レック・けいしんちゃん、身長51cm、体重2903gの元
気な男の子です。おめでとうございます。

　2月18日（土）、ハワイ女子青年こ
かん様に続く会が伝道庁で開催され
ました。参加者14名（他ひのきしん6
名）は、まず中尾オーエン・パール教
会長の「十全の守護とさづけ」の講話
を拝聴、その後ハワイ婦人会委員によ
る女鳴物の教え方を主とした女鳴物練
習を受講しました。昼食では、ランチ
ョンミーティングのスタイルをとり、
日頃お道の女性として感じていること
や疑問に思っていることなど建設的な
質問意見等が活発に交わされました。

　2月20日（月）、ハワイ婦人会、ハワイ青
年会、少年会ハワイ団主催による天理文化セ
ンターの大掃除が行われました。当日は教友
のみならず、ハワイ天理柔道クラブ、天理文
庫メンバー、サタデースクールメンバーとい
った天理文化センターの一般活動メンバーも
大掃除に賛同し参加してくださり、	参加者総
数は100名を超えました。



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　2月22日（水）、三宅元樹さん（川之江・
玉美）が1年9ヶ月の伝道庁青年の任を終え
帰国しました。

伝道庁人事

婦人会 ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集い
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　2月26日（日）、婦人会ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集いが浜田まさよハワイ婦人会主任を
迎え、ヒロ教会にて開催されました。参加者は50名を数え、中には初めて参加された方もいま
した。参加者一同は座りづとめ・よろづよをつとめた後、教祖にお祝いのメッセージと共にア
ンソリウムをお供えしました。
　続いて浜田主任から挨拶がありました。主任は、朝方降り続いていた雨を振り返り、「雨が
降るのもご守護であり、雨が埃を静めるように、女性も温かさや繋ぎといった徳分を活かし、
ほこりが立つような状況
に直面しても、心を治め
ていけるように心がけた
い」と述べ、また「その
ように自らの心をおさめ
ていくことが、やがては
家族や友人とのきずなを
深め、みんなが仲良くな
っていく基になる」と話
しました。挨拶後は、歌
やゲームに興じ、最後に
昼食を食べて集いを終え
ました。



春季霊祭のお知らせ

　3月27日（火）午前10時より、伝道庁にて春季霊祭が執り行われます。霊祭に続き、以下の
方々の年祭も執り行われます。

  1年祭　　坂井バイオレットのゑ 刀自　　那美岐　  　　中埴分教会布教師

20年祭　　中本キクヨ 刀自　　　　　　　周東　　　　　ワイキキ教会初代会長夫人　　

20年祭　　本田兼記 主　　　　　　　ノウスアメリカ　　   ノースホノルル初代会長

30年祭　　桂さかゑ 刀自　　　　　　ノウスアメリカ　　　　   ノース第４布教所長

4月月次祭日のお知らせ

　4月の伝道庁月次祭は、第2土曜日の14日に執り行われます。第3日曜日の15日ではありませ
んので、周知頂きますようお願い致します。
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オアフ島
		 	 4月28日（土）　	 午前9時	 ホノルル動物園
カウアイ島　　　　　　　　　　
	 	4月22日（日）	 午前10時	 日本人墓地
マウイ島
	 	 4月28日（土）	 午前8時半	 マカワオ軍人墓地
ハワイ島
	 コハラ 5月		6日（日）　	 午後		1時	 オールド・コナ空港公園
	 ヒロ	 5月26日（土）　	 午前		8時	 ホメラニ軍人墓地
	 コナ	 5月26日（土）　	 午前11時	 コナ・メモリアルパーク

全教一斉ひのきしんデー 日程

永尾比奈夫・北米オセアニア課長来布

　2月15日から22日まで、永尾比奈夫・海外部北米オセアニア課長が課長就任後初めてハワ
イを訪れ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島に所在する全教会、ならびにオアフ島の教会を
参拝されました。



　天理教婦人会第94回総会
　式典　　日時：4月19日（火）9：30-
	 　場所：本部中庭
　記念行事　支部の集い（各直属支部で開催）

婦人会だより
日一日と暖かくなってきました。常夏の島ハワ
イも今は春です。あなたの心も春ですか。春
といえば、少年会キャンプの季節です。子供た
ちが、おつとめの大好きなよふぼくに育ってい
ただけるよう総会をみんなで応援しましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　3月10日（土）　9：30-10：30

■例会

　3月12日（月）　9：00-
　・ミーティング
　・逸話篇
　・浜田庁長講話

■女鳴物練習

　3月13日（火）　9：00-
　＊4月はお休みです。

■バザーひのきしん

　毎週水曜日　　　9：00-12：00
　於：ウエストハウス

■第52回教祖ご誕生お祝いの集い

　4月10日(火)　　19：00-

　・御供＄3、ハッピ・白靴下着用です。

　・総合練習は、4月9日(月)例会ミーティング

　　後に行います。
　
　＊3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。

青年会だより

■例会＆少年会キャンプ設置

　3月18日（日）	13：00-
　於：天理文化センター

少年会だより

■ひのきしん

・少年会キャンプファイヤー準備　
　3月25日（日）	9：00-
・少年会キャンプ撤収
　3月26日（月）	8：00-
　於：天理文化センター

女子青年だより

■	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。紺色のワンワ
ールド・ワンファミリーＴシャツを新しいユ

■ひのきしんお知らせ

　3月24日、少年会スプリングキャンプ初日の
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ニフォームとしていますので、注文を希望され
る方は、申込用紙にサイズを記入して下さい。
一枚10ドルです。参加申し込みは伝道庁事務
所、またはonakao@tenrikyopearl.org. までご
連絡ください。

午後2時から行われるミニオリンピックで手伝
いいただける方を募集しています。



2月行事報告 3月行事予定
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		 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）
	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）・主事会準備会
	15日（水）・永尾比奈夫課長来布
	16日（木）・少年会会議
	18日（土）・主事会
		 	 	 	 ・女子青年こかん様に続く会
	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
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
	20日（月）・文化センター大掃除
		 	 	 	 ・三濱書記家族帰本
	21日（火）・布教/育成委員会
	22日（水）・永尾比奈夫課長帰本
		 	 	 	 ・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

		 3日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 5日（月）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 6日（火）・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
		 9日（金）・三濱書記家族帰任
	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/文庫ジョイント委員会
	13日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・主事会準備会
	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
		 	 	 	 ・青年会例会
		 	 	 	 ・少年会アロハバンド練習
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・今中英輔氏（布教師）帰国
	19日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	24日（土）・少年会スプリングキャンプ
		 	 	 	 	（～26日）
	25日（日）・少年会総会
	26日（月）・遥拝式
	27日（火）・春季霊祭



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

第42回ハワイ修養会ご案内
開催期間：2012年6月17日（日）～7月12日（木）
修養内容：天理教教典（天理教の基本教理）
　　　　　教祖伝(おやさまの生涯）
　　　　　ひのきしん(親神様への感謝を日々の行動に表すこと）
　　　　　教話
　　　　　おつとめ練習(世界たすけの方法である”おつとめ”を学ぶ）
　　　　　上記の他、様々な活動を通し教理の実践
対　　象：17歳以上
受講御供：＄200
受講申込：伝道庁事務所まで
　＊願書申込締切は開催一週間前の6月10日(日)です。


