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おぢばからのメッセージ

立教175年3月26日

　花の便りが聞かれる季節となりましたが、本日は冬に逆戻りしたかのような肌寒い
日となりました。そんな中、親里で開催される各種行事に参加する若者達をはじめ、
国々所々から大勢の教友がお帰り下さり、3月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに陽
気につとめられました。

　真柱様は祭文の中で、銘々の身上事情も、時としてお見せ頂く世界の事情も、積み
重なる私たち人間の親神様の思召に適わない埃の心遣い、身の行い方への厳しいお知
らせであると心に深く受け止めて、思召に近づかせて頂けるよう、陽気世界創造の理
である元の理を掘りきり、心に治めて、ひながたに沿った歩みを勇んで進めさせて頂
く決心を述べられました。そして、誠の親の理を戴き、人々の心の向きを正して、一
れつ兄弟が互いに扶け合う喜びと希望に満ち溢れた陽気づくめの世界へと御導き頂け
ますようにと祈念されました。

　祭典後の神殿講話は、上田純治本部員がおつとめ下さいました。
　身近に親神様の御守護を感じさせて頂けるものとして、「御供」、「をびやの御供」
「お守り」について逸話篇やおさしづを引用しながらお話し下さり、これらは親神様が
私たちに陽気ぐらしをさせてやりたい、たすけてやりたいとの大きな親心の上からお渡
し下さるということを心に治めなくてならないとお話し下さいました。
　また、「全教一斉ひのきしんデー」、「全教一斉にをいがけデー」が今年で提唱80
年を迎えることについて触れられました。そして日々の活動、心構えがその日の一斉
活動を成功させて頂くことになると述べられ、地道な日々の取り組みを忘れず、教祖
130年祭に向けて三年千日を力強く歩み出すように心の準備を怠りなくしたいものであ
りますとお話し下さいました。

　海外部は3月15日に部内部署移動を行い、23日には約20名の新入部員を迎えさせて頂
きました。年度替わりの何かと忙しい時期でございますが、相互の連携を一層密にしな
がら一手一つに努めさせて頂きたいと存じます。
　迎える4月、おぢばでは教祖御誕生祭がつとめられます。今年も海外から大勢の教友
がご帰参下さることを心よりお待ち申し上げております。
　最後になりましたが、3月26日付本部人事で、本部青年の松田純三、西田昭芳の両
氏が海外部に異動の発表がございました。松田氏は翻訳課、西田氏はアジア一課の配
属です。また、フィリンピン出張所では4月1日に濱田誠４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
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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。

 親神様の深く厚い御守護のまに／＼、身

上の自由をお与え頂き、ご存命の教祖の

お導きのもと、陽気ぐらしへの成人の道

を結構に歩ませて頂いております御守護

の程は、誠に有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、

たすけ心を高めて陽気世界実現に向けて

努め励ませて頂いておりますが、その中

に今日はこれの伝道庁の3月月次祭を執

り行う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づと

め・てをどりを陽気に勇んでつとめさせ

て頂き日頃のご高恩に御礼申し上げたい

と存じます。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

3月月次祭祭文

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。

　今月24日より26日まで少年会のスプリ

ングキャンプを開催、25日にはおつとめ

まなび総会を開催させて頂きます。

　私どもようぼくは、昨今お見せ頂く厳

しい世上の姿に親神様の思召をしっかり

思案し、感謝、慎しみ、助け合いの心を

胸につとめに励み、さづけの取次ぎに努

めて思召に添わせて頂けるよう一層の成

人を目指して尊き御用に邁進させて頂き

ます。何卒親神様には私共のこの真実を

お受け取り下さいまして、世界中の人々

が互いにたすけあい睦み合う陽気ぐらし

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

んでお願い申し上げます。
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楽人

龍　笛	 社本正登司　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	 西村忠正

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

3月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　久尾マーク	
賛　者	 井上タイロン　中尾モーゼス
指図方	 中尾善宣
献饌長	 中尾オーエン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｓ．社本
(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．久尾	 Ｇ．井元
	 Ｇ．本田	 Ｓ．中尾	 Ｅ．今中
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．三國　Ｓ．中尾
(女性)	 Ｃ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｌ．金城
	 Ｍ．明本	 Ｓ．柿谷	 Ｍ．井上
笛	 Ｔ．松川	 Ｄ．明本	 Ｍ．中尾
チャンポン	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．川崎	 Ｗ．三國
拍子木	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｍ．久尾
太鼓	 Ｙ．中尾	 Ｅ．高田	 Ｄ．桧垣
すりがね	 Ｔ．美馬	 Ｗ．城	 Ｄ．明本
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｗ．三國	 Ｂ．岩田
琴	 Ｃ．美馬	 Ｌ．井上	 Ａ．綾川
三味線	 Ｔ．中尾	 Ｌ．蘇	 Ｙ．川崎
胡弓	 Ｍ．岩田	 Ｌ．本田　Ｒ．宮内
地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．三濱
	 Ｃ．斉藤	 Ｔ．井上	 Ｗ．城

祭典役割

伝道庁4月月次祭　

4月14日（土）午前9時

祭典講話：高田エリック

日本語通訳：岩田もと子

教会長・布教所長会議
4月の会議は中止です。宜しくお願い致します。



4

　只今は、ご参拝の皆様とともに、三月の月
次祭を陽気に勇んで勤めさせて頂きまして、
親神様、教祖、祖霊様にもご満足頂いている
ことと存じます。祭典講話をつとめるようご
指名を頂きましたのでしばらくの間お付き合
いくださいますようお願い申し上げます。
　今年は講話のテーマを十全の守護と八つの
ほこりについてお話しすることになりまし
た。十全の守護とは、親神様は陽気ぐらしを
楽しみに、この世人間をお造り下され、御守
護下さる元の神様、実の神様であります。こ
の親神様の十全のご守護を十に分け、それぞ
れに神名を配して、お説き分け下さっており
ます。
　最初に出てくる神名は「くにとこたちのみ
こと」ですので、今日はこの神様についてお
話しさせて頂きます。おふでさき第16号の
12のおうたで、

しかときけこのもとなるとゆうのハな
くにとこたちにをもたりさまや　　　　十六-12

　
続いて13のおうたでは、

このをかたどろみづなかをみすまして
うをとみいとをそばいひきよせ　　　十六-13

とお書き下され、月日両神が元の神、実の神
であることを明示されまして、「くにとこた
ちにをもたりさまや」と月日両神に、さまと
いう敬称がつけられていることに注目して頂
きたいと思います。そして次のお歌、このお
方と敬称がついております。おふでさきの中
で敬称がつけられているのはこの2首だけで
あります。

第6号50のおうたでは、

このよふのしんぢつの神月日なり
あとなるわみなどふくなるそや　　　　六-50

と書かれ、月日親神が人間創造の際に道具衆
として、それを寄せてこれに神名をつけたの
であると教示されたのでございます。
　本日は最初に出てくる「くにとこたちのみ
ことさま」（今日はさまをつけます）のご守
護の理についてお話し申し上げたいと存じま
す。月様「男神、父親の理」と日様「女神、
母親の理」の両神が一つで親神様なのです。

3月月次祭祭典講話

「くにとこたちのみこと」のご守護の理

パール教会前会長　中尾善宣
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　先人の書き残された、こふき本の一つ、桝
井本（教祖伝逸話篇16「子供が親のために」
の中に出てくる桝井伊三郎、後の本部員）の
中に、「…月様がさき（先）にい（居）て
た。くにとこ（国床）をみさだ（定）めて、
日様へおだん（談）じなされ候にわ…」と
記されています。とこは漢字で床（ゆか）と
書き、台を意味します。月様が国床を見定め
てというのは、場所の設定です。一方、日様
は、「人間やど（宿）しこ（込）みたもう後
わ、日々にみ（身）がおも（重）くなるゆゑ
（故）に、おもたりの命とゆ（云）う。」と
記されています。これは、日様、時間の設定
です。
　「くにとこたちのみことさま」（月様）が
国床を見定めて、「をもたりのみことさま」
（日様）に相談されたという順序によって、
くにとこたちのみことさまは、１：をもたり
のみことさまが、2：と教えられています。
１は物事の始まりで、物事の中心、基準、基
本であり、２はたっぷりを意味します。　
　「くにとこたちのみこと」と言う神名は、
くに定めのみこととも教えていただいており
ます。これは、国床を見定めるという事か
ら、場所を意味します。場所は月様の理で、
これに対して日様の理は時間と教えられてい
ます。人間が生活していく上で、この両方が
なければ物事は進みません。物事が成立する
ためには、場所と時間の設定が基本となりま
す。これがあって、内容や対象などあらゆる
事柄が決まっていくのであります。
　例えば、私が只今、このハワイ伝道庁とい
う場所に存在しているということ、そして講
話をつとめているという時間、人類の全ての
人が、場所と時間の中で行動して、世界が動
き、そして歴史が成り立っていくのでありま

す。存在と時間という命題は、哲学者が長年
議論している問題であります。
　月様、即ち、「くにとこたちのみことさ
ま」は、天にては月と現れて、身体では、水
分、目、頭などの働き、世界では水一切の守
護をして下されています。日様、即ち、をも
たりのみことさまは、天にては太陽と現れ
て、身体では、体温、心臓、血液などの働
き、世界では火（日）一切の守護を下されて
います。
　さて、この月日親神様は、どこにおられる
のでしょうか。親神様の十全の守護の理は、
人間身の内と世界との二つに分けて説かれて
いますから一つは、宇宙を含めたこの世界で
あり、一つは人間の体内に入り込んで守護下
されているわけですから、私たち一人一人の
体内の中に居られるのです。そして人間を創
造された地点、かんろだいの据えられてい
る、元のぢばにお鎮まり下されているのでご
ざいます。
　「くにとこたちのみことさま」の御守護
は、人間身の内の目うるおい、世界では水の
守護をしてくださいます。目、即ち見るとい
う事は、全ての行動の中心となります。人間
の目は、先へ先へ見るから、行動が出来ま
す。例えば、朝起きて、朝食の用意をする、
朝食を終えて車に乗り仕事に行く。全ての行
動が目で見定めながら、先へと進んで行きま
す。よって、目は行動の芯と言われます。ま
た、目は脳に繋がる唯一の器官で、目と脳は
大変深い関係にあるのです。ですから、頭の
働きというのは、月様の理と悟らせて頂くこ
とが出来ます。
　目、頭、意識、思考、発想、思いなど、こ
れらの頭の働きは全て、月様の理であると
教えられるのであります。よって、頭の身上
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に関する事は、月様の理を思案する事が、解
決の御守護を頂く手立てになると思います。
　私事になりますが、ここで、頭に身上・お
手入れを頂いた家内の脳梗塞についてお話し
ます。昨年の5月4日、朝の5時半頃、私は自
宅の玄関右手のオフィス兼ベッドルームとし
て使っております部屋におりましたが、只な
らぬ声が聞こえてきました。遠くのほうで、
「お父さん、お父さんすぐ来てください」と
いう声であります。家内は縦長の住宅の一番
奥の部屋をベッドルームにしておりまして、
私はその声を聞いて駆けつけました。家内は
トイレに行こうとしてベッドを降りようとし
たところで発作が起こり倒れこんだようでし
た。「どうしても立てないのよ、私の話して
いることがおかしい？」と言いました。そし
てトイレに行きたいというので家内の身体を
抱きかかえて起こそうとするのですが、どっ
しりと横たわったままで、私の力では100ポ
ンドの身体は動きませんが、どうにか身体を
かかえて引きずってトイレに連れて行き、用
を足すことが出来ました。
　これは大変な事態であると思って、「お母
さんが倒れたから救急車を呼んで」と息子の
オーエンに電話をしました。教会からオーエ
ンが来るのと同時に救急車と消防自動車がや
って来て、家内はクアキニ病院に搬送されま
した。四日間、集中治療室で救急治療を受け
て、マウナラニリハビリテーションセンター
に移動し二ヶ月間、リハビリの治療を受け、
七月自宅に帰り、以来療養を続けておりま
す。自力で衣服を脱いだり着たり、食事を取
り、自分で用を足すことが出来ます。頭の働
きは正常でボケておらず、言葉も明晰です。
戸締りをしたか、電子レンジはオフにしてい
るかと、いつも気をつけてくれます。歩行は

困難ですが、室内では自由に歩くことが出来
ます。視力とか、手に痺れがくるとか、関節
が痛いとか、体のかゆみなどの後遺症はあり
ます。
　私は、天理文庫で週五日は寄贈書、ビデオ
の整理、セールにするか蔵書にするかの仕分
け、新着図書雑誌の貸出カード作成など登録
業務、館内の整備のご用につとめています。
外から見たら、好きでやっとるんじゃ、気楽
な仕事じゃ、くらいに思っておられる人が
二、三人はあるようです。そうした日常の中
で、食材の買い物、家内の三度の食事、献立
から、調理、後片付け、ヤードの掃除、家の
中の掃除をして家内の世話どりをしておりま
す。多忙の日々であります。主婦の皆さんの
ご苦労がよくわかりました。
　私は1954年の5月伝道庁が開設された年の
8月、ハワイ布教に参りました。以来今年で
58年という年限を過ごしたのであります。こ
の58年を振り返ってみますと、色々と浮かび
上がって参りますことは、実に恥の多い、教
えに沿わない恥ずかしい行動も二つ三つ、い
や五つくらい、いやもっとあったと思われる
のであります。人殺しや泥棒はしたことはあ
りませんが、親に心配をかけ親不孝をしたこ
ともあります。それが家内の身上に今お知ら
せ頂いたものと思っております。人には決し
て言えることではなく、死ぬまで話すことは
ないと思います。谷崎潤一郎という小説家は
「我という人の心はただひとり我より外に知
る人はなし」と言っておりましたが、私もま
たこの心境と同じであります。
　苦難の道の中ハワイ伝道の土台となられ
た、先輩先生の上野作次郎ホノルル教会初代
会長、三国又五郎太平洋教会初代会長、岩田
昌幸ホノルル港教会初代会長、本田兼記ノー
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スホノルル教会初代会長、川崎みゆきアロハ
教会初代会長、長山ツギ・パール教会初代会
長の先生方はハワイ伝道の上にすばらしい足
跡を残されたのであります。これらの先生方
を私は尊敬しております、そのご苦労を思い
ますととうてい足元にも及ばないと、及ばな
かったと私は深い反省を持って思い続けてい
るのでございます。
　そうした58年の私の通り方を考えて、こ
の度の家内の身上は、親神様から私自身への
お仕込みであると、私は悟っております。こ
れまで、お前は自分勝手に気ままに通ってき
た、お前の人生も長くない。人生の終末にあ
たり改めて、「くにとこたちのみことさま」
の理を思案して、人生を全うせよとのお仕込
みを頂いたものと思っております。
　天元分教会三代会長をつとめた私の母は、
夫の会長が出直した後、太平洋戦争の末
期、1945年に43歳で会長となり27年間天元
の道の発展に多大な貢献をして1970年に会長
を辞任、その後、本部の神殿おたすけ係を拝
命しました。1972年3月神戸にある、弟が会
長をしている山乃街分教会で脳梗塞で倒れ、
数日後に憩いの家へ入院。重い症状で寝たき
りの状態となり、半年後72歳で出直しまし
た。生前、母は「中風にだけはなりたくない
な」と言って日夜おたすけに励んでおりまし
たが、なりたくない病気になってしまった母
の無念を思いますと、私はいつになっても忘
れることは出来ません。誰もがなりたくない
病気です。なりたくない病気に何故なるので
しょうか？おふでさきにやまいではないとい
う言葉が入ったおうたが八首ございます。関
連するおうた六首を引用しますと、

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

なにゝてもやまいとゆうてさらになし
心ちがいのみちがあるから	 　　　　三-95

しやんせよやまいとゆうてさらになし
神のみちをせいけんなるぞや　　　三-138

いかなるのやまいとゆうてないけれど
みにさわりつく神のよふむき　　　　　四-25

みのうちにとのよな事をしたとても
やまいでわない月日ていりや　　　十四-21

とのよふなせつない事がありてもな
やまいでわないをやのさねんや　　十四-77

　やまいではない、それは神のせきこみ、道
をせいけん（道を教えること）、手引き、神
のよふむき、月日手入れ、をやのざんねん、
心ちがいの道がある。と、この七つについて
強く反省を求めておられるものと思案するの
でございます。当然、私が身上になるところ
を、教会の上によくつとめ、何も悪くない家
内が身代わりになってくれたと悟り、教祖の
思召に沿って、私の残された人生も終末は近
いですが精一杯、ひながたの道を求めてつと
めていきたいと願っております。
　「くにとこたちのみことさま」の眼うるお
い、水の理の守護について申し上げて、この
講話を終わらせて頂きます。私どもの身体は
70パーセントが水分で成り立っていると言
われております。中でも頭部は水分の割合が
多いといわれています。頭蓋骨の中には豆腐
のようなものがあって、そこは人間の全機能
が集中しているのであります。　
　脱水症状で身体の水分が減少しますと、生
命にかかわって参ります。人間は一ヶ月食事
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をしなくても生きられますが（教祖は明治2年
4月末から38日間の断食をされております）
、水分が取れなくなれば、生きていることは
出来ません。私達の生存している地球も70
パーセントが海です。海では多くの生物が水
によって生かされ、人間はその生物の魚類を
頂いて生命の糧としています。月様の水の守
護とは、生命そのものの御守護を意味するも
のでございます。
　お互い様に日々お恵みを頂いている十全の
御守護に感謝し、その報恩の道につとめて頂
くことをお願いしまして、私の講話を終わら
せて頂きます。ありがとうございました。

　もう一言、言わせて頂きますと、今日の私
の講話は孫のモーゼス、知恵子夫婦が協力し
て、パソコン入力、翻訳を担当し、同時通訳
の責任を果たしてくれましたことにお礼を
言います。これは親バカのたわ言でありま
すが、孫夫婦が私のつたない道すがらを理解
し、そして親の信仰を継いでいこうという精
神があると私は確信しております。親、子、
孫三世代が御用を勤めさせて頂けることは私
の無上の喜びであります。孫夫婦がハワイ伝
道の上に大いに頑張ってもらいたいと心から
願っております。
　これは私の遺言であります。

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提唱80周年
各会場日程
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アイランドニュースアイランドニュース

　少年会スプリングキャンプを3月24日から
26日まで天理文化センターで行いました。期
間中の二日目に伝道庁で第37回少年会総会を
開催しました。今年のキャンプには昨年の54
名を上回る67名の少年会員が参加しました。
　初日のミニオリンピックは、当初屋外で催
す予定でしたが雨天のため、柔道場内に場所
を変更し、柿谷ジェニファー女子青年委員長
が中心となって行事進行をつとめてください
ました。夕刻、伝道庁の夕づとめ参拝、その
後翌日の総会に向けておつとめ、鳴物練習を

行いました。
　二日目は、少年会総会を伝道庁で開催し、
座りづとめ、よろづよ八首をつとめた後、中
尾オーエン団長が少年会長様のご告辞を代
読、次に浜田庁長から少年会員に挨拶をくだ
さいました。続いて、15歳になり少年会を卒
業する5名の会員を表彰、美馬ティファニーさ
んがハワイ女子青年を代表し新たに女子青年
に加わる5名と握手を交わしました。昼食会で
は、川崎トーリーさんのバンドメンバーはト
ランペット合奏、山本メーガンさんのグルー

少年会スプリングキャンプ＆第37回総会
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プはヒップホップダンスを披露し、会場を沸
かせました。午後は、天理文化センターでキ
ャンプ場清掃ひのきしんの後、チーム対抗ア
ドベンチャートレイルを行い大いに盛り上が
り、夜は青年会メンバーにより組まれたキャ
ンプファイヤーを囲み、各グループによる寸
劇を披露し、焼きマシュマロを食べ、キャン
プの醍醐味でもあるキャンプファイヤーを十

二分に満喫することとなりました。　
　最終日は、朝からテントの撤収や柔道場の
片づけのひのきしんを行い、カカアコ・ウ
ォーターフロント公園に移動し、ダンボール
スライダーで盛り上がりました。最後はお礼
づとめをつとめ全スケジュールが終了しま
した。
　期間中は、参加者同士のもめ事もありまし

たが、そのような問題を通して、ス
タッフと少年会員が共に、「考え、
学ぶ」機会を与えていただきました。
多くの方々にひのきしんをしていただ
き、成功裏につとめることができまし
た。ありがとうございました。
少年会ハワイ団団長　中尾オーエン
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春季霊祭

　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した。霊祭に続き、以下
の方々の年祭が執り行われました。

  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

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　3月16日（金）、伝道庁にてハワイ布教の
家卒寮式が行われ、今中英輔さん	（宇仁・杉
原谷）が卒寮しました。今中さんは、2年2ヶ
月にわたる布教活動を終え、3月18日（日）
に帰国しました。

ハワイ布教の家卒寮式

天理教語学院卒業式

　3月8日（木）、天理教語学院（TLI）の卒業式が行われ、日本語科の久尾マイルスさん（本
島・マウイ）、ダイマル・カレンさん（中和・カイルアコナ）が卒業しました。

海外帰参者の夕べ

日　　時：立教175年4月20日（金）17:00～18:30
受　　付：16:30	～
場　　所：本部第三食堂
参加御供：1000円（12歳以下は無料）
＊参加希望者は直属の教会を通じて、海外部庶務課までお申し込みくだ
さい。
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　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
人と人以外の生き物が、仲良く尊重し合い、愛
し合って生きてゆくことができたとき、地球
はおだやかに自然を育んでくれると思います。
命の鼓動が聞こえる4月。私たち人間から全ての
ものに愛を発信してみませんか。

■例会

　4月9日（月）　　　9：00-
　・ミーティング
　・教祖ご誕生お祝いの集いの鳴物練習

■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。

■ヌアヌハレ慰問

　4月14日（土）　9：30-10：30

■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
　
＊女鳴物練習はお休みです。
＊4月の月次祭直会当番は、防府グループです。
　よろしくお願い致します。

青年会だより

■例会

　4月14日（土）　　13：00-
　於：レインボーハレー

少年会だより

■ひのきしん

・少年会教祖ご誕生お祝い行事　
　4月15日（日）	9：00-　於：伝道庁
■カーウォッシュ

　4月29日（日）	8：00-
　於：伝道庁

女子青年だより

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

■第52回教祖ご誕生お祝いの集い

　4月10日（火）　　19：00-

ハッピ、白靴下着用

■青年会カーウォッシュ

　4月29日（日）	8：00-　於：伝道庁　

4月15日（日）午前9時半より、伝道庁にて
教祖ご誕生お祝い行事を行います。スクリー
ンに教祖の物語を上映し、皆でゲームをしま
す。家族、友人を誘って参加してください。

　ハワイ団のこどもおぢばがえり日程は、7/24
（38母屋チェックイン16時）～7/30（チェッ
クアウト9時）となっています。ひのきしん隊
に参加する方には、航空費の助成があります。
詳しくは、少年会ハワイ団団長中尾オーエンま
でご連絡ください。

■少年会こどもおぢばがえり



13

3月行事報告 4月行事予定

		 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
		 7日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		 8日（木）・普請委員会
		 9日（金）・三濱書記家族帰任
	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
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	14日（水）・三会会議
	15日（木）・少年会会議
		 	 	 	 ・普請委員会
	17日（土）・主事会
	18日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
		 	 	 	 ・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/おてふり鳴物練習
	27日（火）・春季霊祭
	31日（土）・餅つき（シェラトンワイキキ）

		 2日（月）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 3日（火）・コミュニティーひのきしん
		 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
		 9日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター/文庫ジョイント委員会
	10日（火）・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
	12日（木）・少年会会議
	13日（金）・主事会
	14日（土）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・少年会アロハバンド練習
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・浜田庁長夫妻帰本
	15日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
	16日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	26日（木）・遥拝式/おてふり鳴物練習
	28日（土）・全教一斉ひのきしんデー
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感謝　慎み　たすけあい
～教えを態度に表そう～　

Gratitude, Moderation, Mutual Help
Let's Demonstrate the Teachings through Our Attitudes

全教一斉ひのきしんデー提唱８０周年
The 80th Anniversary of the Launch of Tenrikyo Hinokishin Day

Date :  April 28, 2012 (Saturday)
Time :  9:00am - 11:00am
Place :  Honolulu Zoo

TENRIKYO MISSION HEADQUARTERS OF HAWAII



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53回ハワイ婦人会総会
第55回ハワイ青年会総会

日程：5月19日（土）

場所：伝道庁

時間：午前9時30分より

・おつとめ
（青年会・婦人会・女子青年合同）
・式典（各会）


