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提唱80周年全教一斉ひのきしんデー（オアフ会場）
於：ホノルル動物園（4/28）

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii



おぢばからのメッセージ

立教175年4月26日

　日々はそれぞれの拠点の御用の上に御丹精頂き誠に有り難うございます。
　ここ数日、親里は初夏を思わせる陽気が続いておりましたが、本日は朝から曇り空
で、時折小雨の降る中、4月の月次祭が心陽気に勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で、成ってくる様々な姿の中に親神様のお急き込みを悟り、如何な
る中もひながたを目標に揺るがぬ信念を持って節から芽が吹く姿をお見せ頂けるよう、
この真実の道を歩み抜く決心を述べられました。続いて、提唱から80年を迎える全教
一斉ひのきしんデーについて触れられ、親神様の十全の御守護により生かされている
喜びをひのきしんに表し、全教が大いに勇み、日頃の御厚恩にお応え申し上げたいと
お述べになりました。そして、人々の心のほこりが次々と払われ、天理に目覚め、御
恵みに浴くして一れつきょうだい互いに扶け合い睦び楽しむ陽気づくめの世の状に一
日も早くお導き下さいますようにと奏上されました。

　祭典後の神殿講話は、中山慶治本部員がおつとめ下さり、教会のありがたさ、また
あり方についてお話し下さいました。教会で、人と人との繋がりの中に身を置けるこ
とがまずありがたいことと述べられ、その繋がりは「名称末代の理」に繋がっている
とお話し下さいました。そして、末代にかけて変わらず守り続けていくものというこ
とについて、前真柱様のお言葉を紹介され、我々が守っていくものは陽気ぐらしの道
場である教会を先人の方々が願い出てお許し頂いた心定め、つまり親神様との約束、
その時の陽気ぐらしの心であるとお話し下さいました。また、「よふぼくの三信条」
を視野に、教会に住まわせて頂く者のあるべき姿について諄々とお話し下さいました。

　教祖誕生祭と合わせ、今月は海外から大変大勢の教友がお帰り下さいましたが、本日
の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、タイ語、5言語で行われました。おぢばでは現在、修養科英語クラス（11名）、中
国語クラス（20名）、スペイン語クラス（19名）が開催されており、教祖のお膝元で心
の修養に励んで下さっています。加えて5月からは修養科タイ語クラス（9名予定）もス
タートします。更に明日からの教人資格講習会では、韓国語（9名）、中国語（11名）
ポルトガル語（8名）の三つの外国語クラスが開講される予定です。

　来る4月29日は全教一斉ひのきしんデーでございます。海外各地でもそれぞれの実
情に併せて日時場所を設定頂いておりますが、祭文にお述べ頂きました真柱様の思召
を胸に、一人一人がしっかりとひのきしんに尊い汗を流させて頂きたいと存じます。
最後になりましたが、ニューヨークセンター（弓削マイケル所長）では、来月5月6日
に７代所長就任奉告の月次祭がつとめられる運びとなっております。以上、併せて御
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。

　親神様には一れつの子供をたすけあげ

たいとの深い親心より、教祖をやしろに

この世の表にお現れ下され、よろづいさ

いの真実をお説き明かし下さると共に、

不思議な自由を見せて世界たすけをお進

め下さいます御守護の程は、まことに有

難く勿体ない極みでございます。私共は

厚き御恵の御恩報じを念じて、たすけ一

条の御用に努め励ませて頂いております

が、その中に今月は、教祖が214年前、

この世にお生まれ遊ばされた芽出度い月

でございますので、お祝いと慶びの心を

併せ、只今より当伝道庁の4月月次祭を、

おつとめ奉仕者一同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。

　去る10日、ご存命の教祖のご誕生日を

お祝い申し、婦人会員によって女鳴物の

4月月次祭祭文

演奏を喜びの心一つにつとめさせていた

だきました。さらにまた今月28日より5

月末にかけて全教一斉ひのきしんデーを

ハワイ各地で実施させて頂きます。本年

は提唱されて80周年を迎える節目の年で

あり、一人でも大勢の参加者を得て、日

々身上壮健にお連れ通り頂く御守護に御

礼申し上げひのきしんに励ませて頂きた

いと存じます。

　私共一同は、教祖が50年の長きにわた

り、幾重の苦難の中をも明るくお通り下

された尊きひながたの道をまっしぐらに

辿り、教祖の道具衆としてのつとめを果

たし、限りなき御恵にお応えさせて頂き

たいと存じます。何卒親神様には私共の

願いをお受け取り下さり、世界中の人々

が、我が身さえ良くばの我欲の心を放

れ、親神様の懐に抱かれ、十全の御守護

の中に生かされている真実に目覚めて、

一れつ兄弟姉妹として共にたすけあい睦

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程

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	 泉正治　

篳　篥	 明本ダニエル		 　	

鳳　笙	 社本ミカ		　

太　鼓	 社本正登司

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

4月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 斉藤カーレン　久尾マーク	
賛　者	 井上タイロン　三国ウェスリー
指図方	 山ロナルド
献饌長	 柿谷節生	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．井上	 Ｏ．中尾
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．桧垣
	 Ｍ．社本	 Ｅ．高田	 Ｂ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｌ．本田
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｔ．中尾	 Ｒ．宮内
	 Ｊ．山	 Ｓ．中尾	 Ｌ．長田
笛	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｓ．柿谷
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｄ．川崎	 Ｗ．城
拍子木	 Ｒ．山	 Ｊ．蘇	 Ｓ．社本
太鼓	 Ｃ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｃ．斉藤	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎
小鼓	 Ｗ．三國	 Ｍ．久尾	 Ｓ．三濱
琴	 Ｍ．三國	 Ｒ．井上	 Ｙ．川崎
三味線	 Ｔ．松川	 Ｍ．山下	 Ｓ．柿谷
胡弓	 Ｙ．西村	 Ｌ．蘇　　Ｌ．井上
地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｙ．宮内
	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎	 Ｅ．高田

祭典役割

伝道庁5月月次祭　

5月20日（日）午前9時

祭典講話：西村弓子

英語通訳：明本ダニエル

教会長・布教所長会議

次回　5月20日（日）　12：45～13：30　
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　皆さんおはようございます。
　本日は	四月の月次祭にご参拝いただき、
陽気に一手一つにつとめられましたこと、	
さぞ	親神様・教祖もお喜び下さっているこ
とと存じます。私は高田エリックと申し、天
理教マカレー教会の会長をしております。浜
田庁長先生より、本日の祭典講話をつとめる
ようにとご指名がありましたので、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。
　現在、我々は、天理教ハワイ伝道庁創立六
十周年を迎えるにあたって、「三年千日」を
仕切らせていただいた訳ですが、本日は、前
真柱様がご執筆くださいました「道しるべ」
という本の中から一部を引用させていただき
ます。小題「三年千日にこもる親心　－心の
惰性をお戒め－」の中で、	次のように書いて
くださっています。

　私達は「三年千日」と、よく口にいた
し、三年千日の仕切り根性などと云々しま
すが、この三年千日の意味も、実は、教
祖五年祭を三年前にして教えていただいた
のです。
　明治二十二年十一月七日の刻限おさしづ
の中に、

難しい事は言わん。難しい事をせいとも、
紋型無き事をせいと言わん。皆一つ／＼の
ひながたの道がある。ひながたの道を通
れんというような事ではどうもならん。あ
ちらへ廻り、日々の處、三十日と言えば、
五十日向うの守護をして居る事を知らん。
これ分からんような事ではどうもならん。
ひながたの道通れんような事ではどうもな
らん。長い事を通れと言えば、出けんが一
つの理。世界道というは、どんな道あるや
ら分からん。世界の道は千筋、神の道は一
條。世界の道は千筋、神の道には先の分か
らんような事をせいとは言わん。ひながた
の道が通れんような事ではどうもならん。
どんな者もこんな者も、案ぜる道が見え掛
けてはどうもなろまい。一日二日經ったら
と言うたら、どんな事やと思て居たやろ。
ちゃんとしてやる道は見るも同じ事。ひな
がたの道を通らねばひながた要らん。ひな
がたなおせばどうもなろうまい。これをよ
う聞き分けて、何處から見ても成程やと言
うようにしたならば、それでよいのや。十

4月月次祭祭典講話

道 し る べ

マカレー教会長　高田エリック
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年あとの道は、どんな事を説いても、いか
程説いても、そんな事は無い、何を言うや
らと言うて居たのや。國々のものやない。
そこからそこの者でも分からなんだ。なれ
ど十年經ち、二十年經ち、口に言われん、
筆に書き盡せん道を通りて来た。なれど千
年も二千年も通りたのやない。僅か五十
年。五十年の間の道を、まあ五十年三十年
も通れと言えばいこまい。二十年も十年も
通れと言うのやない。まあ十年の中の三つ
や。三日の間の道を通ればよいのや。僅か
千日の道を通れと言うのや。千日の道が難
しいのや。ひながたの道より道が無いで。
何程急いたとて急いだとていかせんで。ひ
ながたの道より道無いで。

とあります。まことに、至れり尽くせりの
親心が、私達の心に温かく染み込むような
気持がするではありませんか。
　教祖のひながたを辿るということは、年
祭でなくても心得ねばならない問題であり
ながら、とかく弛み易く惰れがちな私達
を思われる親のお心が年祭を仕切りに引き
締めて下さるように窺えます。しかも、詳
しく教えて下さるばかりか、教祖がお通り
下さった五十年のひながたの道を、そのま
ま五十年通れということでなく、三年千日
でよいからしっかり通れば、五十年の道を
通ったのと同じ理に受け取ると仰せ下さる
ことは、何と有難い温かい親心でありまし
ょうか。
　更に、このおさしづの終わりの方で「細
道は通りよい、往還通り難くい」とお諭し
頂いています。
　未公認の時代から公認された時代へと道
は開け、世界の常識から言えば往還道へ出

たとも言える当時の事情を考え合わせる
時、私はここにも親心を感じるのでありま
す。苦しく難儀な道中では、親を求め、教
えを求めて緊張して歩みを進めるお互いで
ありますが、結構すぎる道の中では、とか
く惰性に流され易く、元を忘れてしまい易
い私達の心の弱さをお論し頂くように思う
のであります。
　まして、教祖五年祭当時とは比ぶべくも
ない往還道をお与え頂いている今日、諭達
第二号で「成って来る理に耳をすまし、
教祖の面影を求めて身近に教祖を拝し、三
年千日、ひながたの道を明るく歩み抜かせ
ていただきたい」と申し合わせたのは、
門出の初心を忘れたくなかったからであ
ります。

　この刻限のおさしづと三代真柱様のお話を
聞かせていただくと、本当に、我々が道を通
る上で、教祖が教えてくださったことを身を
以て行うことの大切さを、日々常に心に留め
て行かなければならないと心から思えるので
す。朝夕のおつとめは、親神様のご守護を感
謝することです。毎日世間に出れば、教祖を
ひながたに、笑顔で人々を勇ませ、たすけの
手を差し伸べて、この教えを広めることが出
来るのです。教祖のひながたを辿る上で何よ
りも大切なことは、「陽気づとめ」のおつと
めを学んで参加させてもらうことです。

みなそろてはやくつとめをするならバ
そばがいさめバ神もいさむる　　　　　一-11

どのよふなたすけするのもみなつとめ
月日ゆうよにたしかするなら　　　　　七-83
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しんぢつの心あるなら月日にも
しかとうけやいたすけするぞや　　　　七-84

　ご存知のように、おつとめをつとめ、教祖
のひながたを通ると、絶えずご守護を頂ける
のです。この道を続けることによって、親神
様と教祖は我々子供のたすけ一条の上に成人
した姿を大変喜んでくださるのです。私達一
人ひとりが教えをしっかり心におさめること

によって、親神様に喜んでいただける毎日を
送ることができるのです。それは心の成人に
励み、心を世界助けに向け、これによって世
界各国、各地の信者と心一つに睦み会うこと
ができるのです。親神様の教えと三代真柱様
のお言葉を聞いて、	私達はこの道の上にし
っかりつとめていきたいものです。これをも
ちまして、本日の講話を終わります。
　	ご静聴ありがとうございました。

アイランドニュースアイランドニュース

婦人会　第52回教祖ご誕生お祝いの集い

　4月10日（火）、婦人会による教祖ご誕生お祝いの集いが伝道庁で開催され,参加者は78名を
数えました。今年で52回目を数えるこのお祝い行事は、今年も掲載写真の通り、琴、三味線、
胡弓、そして地方を入れ、よろづよ八首から十二下り目までを四交代でつとめました。神殿で
のお祝い行事の後、参加者は伝道庁のラウンジに移り、おさがりのバースデーケーキやお菓子
をいただき、和やかな一時を過ごしました。



7

提唱80周年　全教一斉ひのきしんデー

少年会　教祖ご誕生お祝い行事

　4月15日（日）、伝道庁で少年会教祖ご誕生お祝い行事を開催しました。参加者は、少年会
員、会員家族・友人を含め70名を数えました。参加者一同は、神殿で座りづとめをつとめた
後、階下ホールに移動し、スクリーンに映し出された教祖物語を鑑賞しました。その後、青年
会メンバー主導のお楽しみゲームに興じ、教祖ご誕生お祝いの歌とバースデーケーキで盛大に
教祖214回目のご誕生日をお祝いしました。

　晴天に恵まれた4月28日、全教一斉ひのきしんデー（オアフ島地区）がホノルル動物園で開
催されました。オアフ島内の教友、約160名（内レイレフア高校生43名）が“One	World	One	
Family”のひのきしんＴシャツを身にまとい、
ひのきしんに汗を流しました。ハワイでは、
この時期モンキーポッドの樹から大量の実が
落下します。園内にある巨大なモンキーポッ
ドからも実が落ちるので、例年それをかき集
め綺麗な芝生に戻すことが主なひのきしんと
なっています。今年は、恒例の樹の実・落ち
葉集めに加え、動物園からの依頼で、象の飼育
場付近の草取りや看板の清掃なども行い、充実
したひのきしんデーとなりました。



8

少年会ハワイ団

夏のこどもおぢばがえりのご案内

日程　2012年７月24日（火）～30日（月）
少年会ハワイ団では、今年も夏のこどもおぢばがえり団参を予定しています。詳細につ
いては、少年会ハワイ団団長、中尾オーエン（TEL:	381-9612）までご連絡ください。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　4月12日（木）、泉正治さん	（亀岡）が
伝道庁青年として、2年間の予定で着任しま
した。

人事連絡

本部人事

　4月18日付で、三濱成太書記が本部准員に登用されました。おめでとうございます。

　今年で提唱80周年を迎えた全
教一斉ひのきしんデー。ハワイ州
ホノルルでは、1961年から1985
年まで24年間マキキ墓地で実施
され、1986年から現在のホノル
ル動物園に移り、今年で26年目を
迎えました。ハワイ州の他の地区
では、マウイ島で同日28日、カウ
アイ島で29日にそれぞれひのき
しんデーが開催され、5月にハワ
イ島の三つの地区で開催される予
定です。

事情おはこび

　ハワイ伝道庁は、4月26日のおはこびで、伝道庁付属建物屋根葺き替えのお許しをいただき
ました。付属建物は、神殿階下ホール外の海側に設置されているトイレの屋根です。
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ハワイ伝道庁創立60周年　
参拝場クッションの御供について

昨年から皆様のお心寄せを頂き、おかげ様で早くも新し
いクッションに変わりました。誠にありがとうございま
した。この御供は、60周年まで続けさせて頂き、伝道
庁の御用の上に使って頂きたいと思います。御供の方
法は今まで通りです。どうぞよろしくお願い致します。

婦人会だより
昨日まであんなに美しく咲いていた桜の花も、
今日は潔く散ってしまいました。来年まで一年
のお別れです。命は限りあるもの。いつまでも
同じ姿を望むことはできません。だからこそ命
ある今を私たちは精一杯生きてみましょう。後
悔せず、心配せず、恐れずに。これから若葉の
季節が始まります。

■ヌアヌハレ慰問

　5月12日（土）　9：30-10：30

■例会
　5月14日（月）　9：00-
　・ミーティング　・浜田庁長講話
　・総会おつとめ練習

■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

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

　5月19日（土）　		9：30-
・おつとめ総合練習

　5月16日（水）　19：00-
・準備ひのきしん

　5月18日（金）　		9：00-　　
＊女鳴物練習はお休みです。
＊5月の月次祭直会当番は、合同Ｃグループです。
　よろしくお願い致します。

青年会だより

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

	 5月19日（土）　9：30-　於：伝道庁
＊駐車場は天理文化センターをご利用下さい。
　シャトルバンが8時～9時半の間で運行してい
　ます。総会終了後、天理文化センターでバー
　ベキューとバレーボール大会を行います。ど
　うぞご参加下さい。

少年会だより

・おつとめ総合練習

	 5月16日（水）	 	 19：00-	
・準備ひのきしん

	 5月18日（金）	 	 		9：00-
■月例会議

	 5月20日（日）	 	 13：00-　於：伝道庁
■もちつき

	 5月27日（日）	 	 		9：00-
　於：プリンセス・カイウラニホテル
＊トラックは、朝8時に伝道庁を出発します。

ハワイ団こどもおぢばがえりは、7/24（午後4
時、第38母屋チェックイン）～7/30（午前9時
チェックアウト）を予定しています。少年ひの
きしん隊本部練成会海外隊（海外少ひ隊）参加
者には、航空費の助成があります。詳しくは、少

■少年会こどもおぢばがえり

年会ハワイ団団長・中尾オーエンまでご連絡
ください。海外少ひ隊は、	10～15歳の少年会
員を対象としています。世界各地からおぢば
に集った会員が、お茶汲みひのきしん、アト
ラクション行事、夜のパレード、交流会など
様々なプログラムを通して信仰に触れ、お互
いの親睦を深め合うことができます。是非ご
参加ください。
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5月行事予定4月行事報告
		 1日（火）・コミュニティーひのきしん	
		 5日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 7日（月）・庁長夫妻帰任
		 	 	 	 ・婦人会委員会	 	
		 8日（火）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
		 9日（水）・三会会議
	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/文庫ジョイント委員会
	15日（火）・主事会準備会
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	16日（水）・合同総会おつとめ練習
	17日（木）・中山祥吉青年会本部委員来布
		 	 	 	 	（～5/22）
		 	 	 	 ・少年会会議
	19日（土）・婦人会/青年会合同総会
		 	 	 	 ・主事会
	20日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・少年会アロハバンド練習
		 	 	 	 ・サンデースクール
	21日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	22日（火）・坂上典明部員家族帰本（～6/8）
	23日（水）・浜田道仁庁長帰本（～5/28）
	26日（土）・遥拝式/おてふり鳴物練習
	27日（日）・餅つき(プリンセス・カイウラニホテル）
	

		 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
	11日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
	12日（木）・少年会会議
		 	 	 	 ・泉正治青年着任
	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
	17日（火）・布教/育成委員会
	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
	29日（日）・青年会カーウォッシュ
	30日（月）・祭儀委員会



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。


