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おぢばからのメッセージ
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　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。

　親里は若葉の緑が目にしみる清々しい季節を迎えておりますが、本日は土曜日

ということも相まって、全国各地より大変大勢の教友がお帰り下さる中、5月の

月次祭が真柱様を芯に心勇んで陽気につとめられました。

 真柱様は祭文の中で、刻々と変容する今の世の中で、思わぬ身上や事情に心を

倒す人々を見過ごすことなく、その心の支えとなり、真実を尽くして教えの理を

治めて頂けるよう、にをいがけ、おたすけに勇んでつとめ切らせて頂く決心を述

べられました。そして、実働の遅れを深く省みて、一段と人だすけに勇み立つ私

共のお心をお受け取り下さいまして、この上とも世界のあしきを取り払い、一れ

つきょうだいの輪を固めて、陽気世界へ力強く前進させて頂けますようにと祈願

されました。

　祭典後の神殿講話は、辻豊雄本部員がおつとめ下さいました。

　誠真実の心について、おかきさげやおさしづを引用しながらお話し下され、親

神様がお望み下さる陽気ぐらしの姿を少しでも周りの人々に映していけるよう、

つとめさせていただかなければならないと述べられました。また我々の信仰がお

ぢばの理を離れては成り立ち得ないと述べられ、日々常々おぢばに心を結ばせて

頂く事は、親神様の思召に心を沿わせて頂くことであり、教祖のお心に近づかせ

て頂くことにもなるので、しっかりと心に治めなくてはならないとお話し下さい

ました。そして、教祖130年祭に向かって、少しでも心の成人につとめる姿を教

祖にご覧頂き、お喜び頂けるよう、共々にこの道を歩ませて頂きたいと述べら

れ、講話を締めくくられました。

　最後になりましたが、インドネシア出張所（上須元喜所長）では、来る6月

10日に5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



５月月次祭祭文

　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、子供可愛い親心のまにま

に、旬に応じて私共をお仕込み下さり、

永の年月絶えることなき御守護をもってお

育て下さいます御慈愛のほどは誠にありが

たく勿体ない極みでございます。私共は日

々賜ります厚き御恵に感謝の思いを深めつ

つ、御恩報じの道を心勇んで歩ませて頂い

ておりますが、その中にも今日はこれの伝

道庁の5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ご高恩に御礼申し

上げたいと存じます。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、

共にみかぐらうたを唱和して御守護にお縋

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。

　提唱80周年を迎えた全教一斉ひのきし

んデーが世界各地にて繰り広げられ、去

る4月28日にはオアフ島地区での開催を約
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160名の参加者を得て実施させて頂きまし

た。またカワイ、マウイ、ハワイの各地区

においても順次実施させて頂いておりま

す。また昨19日にはハワイ婦人会、青年会

並びに女子青年の合同総会を、青年会本部

中山祥吉委員のご臨席を頂き、賑やかに開

催させて頂きました。道の台としての自覚

を深め、あらきとうりようとしての情熱を

高め陽気世界の実現に向けて真っ直ぐに心

勇んで歩ませて頂きたいと存じます。さら

にまた、今月26日にはおぢばにて、神殿屋

根葺替のお許しを頂戴致したく準備を進め

させて頂いております。私共は人間思案に

流されることなくひながたの道を素直に辿

らせて頂き、つとめの勤修とさづけの取り

次ぎに励み、世界たすけをお急き込み下さ

るお思いに少しでもお応えさせて頂きたい

と存じます。届かぬ私たちではありますが

何卒親神様には大らかな親心でお連れ通り

下さり、人々の心の埃が払われ一列兄弟姉

妹の和睦が深まり互いにたすけあう陽気づ

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程を、一同と共に慎

んで御願い申し上げます。

2



教会長・布教所長会議
次回　6月17日（日）　12：45～13：30

５月月次祭役割

祭典役割 楽人

祭　主	 浜田道仁庁長
扈　者	 一瀬常徳	 柿谷節生
賛　者	 川崎カイル	 井元ジェリー
指図方	 西村忠正
献饌長	 宮内泰次

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｋ．川崎
（男性）	 Ｃ．三國	 Ｙ．宮内	 Ｓ．社本	
	 Ｍ．社本	 Ｗ．城	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤	 Ｓ．久尾
（女性）	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｌ．金城
	 Ｙ．西村	 Ｌ．本田	 Ｆ．伊藤
笛	 Ｔ．西村	 Ｄ．明本	 Ｄ．桧垣
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｗ．三國	 Ｓ．中尾
拍子木	 Ｍ．稲福	 Ｅ．高田	 Ｗ．城
太鼓	 Ｙ．中尾	 Ｍ．久尾	 Ｂ．岩田
すりがね	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾	 Ｊ．蘇
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｓ．柿谷	 Ｍ．久尾
琴	 Ｃ．美馬	 Ｌ．蘇	 Ｍ．井上
三味線	 Ｊ．山	 Ｌ．井上	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｔ．松川	 Ｃ．明本	 Ｎ．椎葉
地方	 Ｔ．美馬	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．三濱
	 Ｃ．斉藤	 Ｄ．川崎	 Ｗ．三國

龍　笛	 中尾モーゼス　泉正冶

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

伝道庁６月月次祭

6月17日（日）午前9時

祭典講話：中尾スティーブン

日本語通訳：中尾志げみ
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５月月次祭祭典講話

「十全の守護」と「八つのほこり」

キラウエア教会長夫人　西村弓子

　只今は、伝道庁の五月の月次祭を皆様方と共
に陽気に勇んで勤めさせていただき、誠に有り難
うございました。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。本日、私の話を同時通訳してくださいます
方は、明本ダニエルさんでございます。よろしくお
願い致します。
　この度、庁長様から「十全の守護」と「八つのほ
こり」についてお話しをするように言われました。
私は教祖八十年祭の四年前、1962年の5月にハ
ワイへ来る予定で手続きをしておりましたが、身
体検査で肺にきずが見受けられるという事で再検
査をしなければならなくなったので、主人と一緒
に行けなくなり、三ヶ月後に延期ということになり
ました。その頃は、結核（tuberculosis）とトラホーム
（Trachoma）はアメリカでは大変厳しく入国が制
限されていました。再検査とは、唾液を取り、それ
を培養して結核菌があるかを調べるのです。大阪
の住友病院へ三日間、毎朝最初の唾液を持って

行って調べてもらうのですが、三日目の朝、電車が
満員で唾液を入れたカップがつぶれて唾液が採
取出来なくなってしまいました。病院の方から二
日間の分があるからいいでしょうと言われたので
安心しており、その間、詰所でひのきしんをしなが
ら待機しておりました。
　そして三ヶ月が経ち結果を問い合わせたとこ
ろ、三日間の内一日分が出ていないので駄目だと
言われ、また検査のやり直しとなりました。またこ
れから三ヶ月となるとパスポートの期限も切れる
事になるので、何とかならないかと海外部の係の
先生が交渉してくださり、口から胃にチューブを入
れ唾液を取り、検査してもらい、その結果を香港に
問い合わせていただいて、漸くOKが出て行けるよ
うになりました。そしてレントゲン写真や渡航許可
の書類は大切だから手に持って行くように言われ
ましたが、生後九ヶ月の子供を連れているので、
スーツケースに入れて送ったらと言われたので、
東京へ送りました。ところが、そのスーツケースだ
けが届いていないので、あわてて東京近辺の駅に
問い合わせをしたところ、それらしいスーツケー
スがあるということが分かり、父に取りに行っても
らい、漸く間に合いました。そして出発当日、嫁ぎ
先の両親、実家の両親、兄姉に見送られて飛行機
に乗り込み、今まで四ヶ月の間種々な“節”に遭い
ましたが、これで漸くハワイへ行けると、今までの
事が走馬燈のように頭に浮かび、やっとハワイへ
行けると思っておりました。
　ところが機内アナウンスでエンジンの故障だか
ら降りてくださいという放送でまた足止めされま
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した。降りて行きましたら幸いに見送りに来てくれ
た身内の者が、今度何時帰ってこれるか分からな
いので飛行機が飛び立つまで見送ってやろうと待
っていてくれたので、心細い思いをせずにすみま
した。教会の方々から頂いた餞別も四ヶ月の間頂
いた節毎に理立てをして残り少なくなっておりま
したが、子どもを連れておりますので、少しは持っ
ていなくてはと思っておりました。これでハワイへ
行けると思っておりましたのに、また足止めされた
ので、有り金全部を父に渡して御供してくれるよう
頼んで、漸くハワイへ来ることが出来ました。神様
は、私共が海外布教に出るにあたって、物や金を
頼りにしないよう神にもたれて通るよう何度も何
度も得心できるまでお仕込みくださったように思
います。
　それから三年住み込み青年として教会で勤め
させていただきました。その間、会長様、奥様に種
々とお仕込み、お育ていただきましたが、今思え
ば知らず知らずの内に、ほこりの心を随分使って
おりました。会長様、奥様は理の上からの仕込み。
私は世間の常識が八十パーセント、世間とお道は
全てが裏腹といわれますが、全くその通りでした。
私の心は最近のハワイのお天気のように、お天気
になったり、雨になったりと一日の内、何回もころ
ころと変わりつめておりました。
　教会住み込み中に次女が生まれました。その子
は誕生前に耳からバイ菌が入ったため、高熱が出
て肩のところに赤い湿疹のようなものが一つぽつ
んと出来ました。そこから高熱の為か、ビリビリと
いう感じで、皮膚が溶けるようになり、顔の色も紫
色に変わってきましたのでびっくりして、とっさに、
これからは会長様、奥様の言われる事は喜んでさ
せていただきますので、どうかこの子をお救けくだ
さい、とこれまでの不足の心をお詫びさせていた
だきました。そして親神様、教祖にお願いをして、
おさづけを取り次がせていただきましたところ、驚

くほど鮮やかに顔色も元に戻りました。それから
は、奥様が私に向いた仕事があるからと云われた
事に気付かせていただき、私が教会の雑用をさせ
ていただく事で、奥様がおたすけに出られるとい
う事に気付きました。その日の夕づとめをつとめ
ながら、あのままあの子が出直しでもしていたらと
思ったら涙がぼろぼろと出て、これからは喜んで
御用をさせていただかねばと思いました。その後
も子供を通してお育ていただきました。お蔭様で、
お与えいただきました三人の子供も欠けることな
く、そしてその子は今、北海道の教会長夫人として
元気で勤めてくれております。
　ところで、初代会長様が出直しされる年の四月
の月次祭に運ばせていただいた時、直会で私の
前に座られ、一緒に食事をしている時に、「ワシが
白を黒と言うてもハイと言えるようお前たちを仕
込むのに、今日は何と言うてお前たちを怒らせよ
うか、どう言うたら腹を立てるか、それを毎日考え
るのに苦労したが、今日まで良くついて来てくれ
た」と言われ、その言葉を聞いて今までの心のわ
だかまりがいっぺんに取れ、そうしてまでも私たち
を仕込んでくださったのかと、その親心に目頭が
熱くなりました。日本へ帰ろうかと思った日もあり
ましたが、そんな時、父の顔が浮かび、私が辛抱
出来ずに帰ったら、父は大教会へも顔出しが出来
ないだろうと思い止まり、おふでさきを開いたら、
「いまのみちいかなみちでもなけくなよ　さきの
ほんみちたのしゆでいよ　（三-37）」というお言葉
が目に飛び込んできました。会長様、奥様の親心
が分からず随分ほこりを積んでいたと思います。
その度に子供達を通して神様も仕込んでください
ました。
　この度いただいたお話の題名は、私にぴったり
のテーマで、親神様の御慈悲が感じられ、祭典講
話のご指名を素直に受けさせていただこうと思
い、ご返事をさせていただきました。実は、去年の
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十月中旬、会長さんがおぢばがえりで留守中に体
調を崩して食欲もなくなりました。なんとかおたす
けや、教会の御用をぽつぽつさせていただいてお
りましたが、会長さんがおぢばの大祭参拝をすま
せて教会へ帰ってくる日、目もよく見えなくて身体
もだるく車が使えないので、娘に頼んで会長さん
を空港へ迎えに行ってもらいました。その晩から
熱が出て、会長さんがおさづけを取り次いでくださ
り、熱は下がりましたが、その後いつもと違って身
体がしゃんとしない日が続き、加えて今回は喘息
が出て、咳がひどく、息苦しく、息が止まりそうでし
た。それが目に来て、目が充血して、なかなか治ら
ずにいました。
　そんな時、ふと四十年前末娘の出産の時、子供
を取れば親の命が危ないという節をいただき、こ
の子が一人前になるまで何とかおいていただき
たいと、とっさに私は親神様に無理なお願いをし、
帝王切開で母子共にご守護をいただいた事が思
い出されました。あれから四十年、その間も何度も
お仕込みをいただいたのですが、忘れておりまし
た。今回は暗い方へ悪い方へとしか考えられず、も
う駄目かなと思い込んでおりました。そんな時、会
長さんから、「お前は本来明るい性格なのに何で
暗い方へ物事を考えるのか。明るい方へたすかる
事を考えなさい。いつもの明るさを取り戻せ」と言
われ、頭では分かっているのですが、つい暗い方
へ心が向いて、悪い方へ物事を考えていました。
そんな時、ハワイ島教友会の総会に庁長様、奥様
のご臨席をいただき、庁長様から「しっかり喜んで
勇んでください、必ずご守護頂けますよ」と明るい
声をかけてくださり、河原町大教会初代の深谷源
次郎先生、結構源さんのお話をしてくださいまし
た。私の住んでおります所は、昔から雨の多い処
で、弁当を忘れてもカッパを忘れるなという言い
伝えがあります。日本も梅雨時になるとよく雨が降
りますが、深谷源次郎先生のおられた町もある年

は特別に雨が多く、一ヶ月近く雨が降り続いたそ
うです。町の人たちも皆んなうんざりしており、如
何な結構源さんでも結構とは言わないだろうと、
誘い水をかけ、毎日毎日よく降りますねと深谷源
次郎先生に声を掛けたら、「結構結構。一ヶ月も降
り続いたこの雨が一時に降ったら家も田畑も皆流
れてしまうが、親神様は一ヶ月にも分けて降らせて
くださったお蔭で、田畑も流れず有り難い事だ、こ
れを結構と喜ばずにおれるか」と言われたそうで
す。庁長様はこのお話をしてくださいました。言わ
れてみれば、全くその通りです。物事を明るく良い
方へ受け止めれば喜べ、悪い方へ考えれば不足
が出て段々と心が落ち込んでしまいます。お蔭様
で何とか本来の明るさを取り戻すことが出来まし
た。
　ところで今年2月23日、教会の前の交差点で事
故がありました。車が教会のフェンスに突っ込み、
フェンスが倒れメールボックスが四十五度に傾
き、ツツジの木も折れてしまいました。幸いにも信
号の柱と交通標識の柱の間に車が入ったので、車
を運転していた人には怪我がなくて結構でした。
いつも会長さんが教会にいる時は私がメールを
取りに行くことはないのですが、この日は私がメー
ルボックスまでメールを取りに行き、ゲートを閉め
ずにホールで昼食をいただいておりました。する
とドンと大きな音がしたので飛び出して行って見
ましたら、メールボックスは傾き、フェンスの半分
まで車がのめり込んでいました。私がもう少し遅
かったら、車の下敷きになっていただろうと思いま
した。会長さんから「その時フェンスとメールボッ
クスとツツジの木がお前の身代わりになってくれ
たんだよ、しっかり喜ばせていただかないとね」と
言われました。フェンスやメールボックスはまた元
通りに修理できますが、命はそういうわけにはい
きません。親神様は私の目の前で喜べる理を見せ
てくださいました。
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　私が申し上げるまでもありませんが、このお道
は親神様が人間創造にあたり、人間が陽気ぐらし
をするのを見て共に楽しみたいとの思いから心を
尽くしてこの素晴らしい機能を備えた身体を造り、
貸してくださっているという事を教祖のお口を通
してお教えいただき、お付けいただいた道であり
ます。みかぐらうた四下り目の九ツに、

こゝはこのよのごくらくや
わしもはや／＼まゐりたい

とお教えいただいておりますように、このお道は
死んであの世に天国や極楽を求める教えではな
く、親神様は私たちが互いにたすけ合って陽気ぐ
らしをするのを見て共に楽しみたいとの思いから
お付けいただいた道であります。親神様は私共人
間に心の自由を与えてくださいました。それは自
ら互いにたすけ合って、陽気ぐらしをしてくれるよ
うにとの思いからであります。しかし、自己中心の
心遣いをすると親神様の心に適わないほこりの
心遣いとなり、陽気ぐらしとは反対の陰気ぐらしに
なってしまいます。そこで人間の心遣いに戒律を
求めても到底守る事は出来ないということは、親
神様は十分ご存知でありますから、

一れつにあしきとゆうてないけれど　
一寸のほこりがついたゆへなり　　　　一-53

教典の第七章には、

元来、埃は、吹けば飛ぶほど些細なもので
ある。早めに掃除さえすれば、たやすく綺
麗に払えるが、ともすれば積りやすくて、
油断をすれば、いつしか、うずだかく積り
かさなり、遂には、掃いても拭いても、取
り除きにくくなるものである。

　人間創造の元一日から今日まで、十全の守護に
よってこの世の一切をご支配くださり、お育ていた
だいている神様でありますから、私共に出来ない
ことをやれというようなことは言うておられないの
であります。

よろづよにせかいのところみハたせど
あしきのものハさらにないぞや		 一-52

一れつにあしきとゆうてないけれど　
一寸のほこりがついたゆへなり	 一-53

元々親神様の子供ですから、悪人等という者はい
ない。それはちょっとのほこりが付いたからで、そ
のほこりを払いなさい。すれば必ずたすかるんだ
と励ましていただいているのであります。身上・事
情にしても、ちょっとのほこりのせいであるから、

このほこりすきやかはろた事ならば
あとハよろづのたすけ一ちよ	 	 二-20

ほこりさえ払えば、身上・事情もたすけてやろうと
仰せいただいているのであります。

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

このみちハをしいほしいとかハいと
よくとこふまんこれがほこりや	 	 三-96

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

　やまいは心得違いをお知らせくださる親心で、
その心得違いが身上・事情の因で、をしい、ほし
い、かわい、よく、こうまんの五つを「これがほこり
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や」と。そしてこのほこりさえ払えば、珍しいたすけ
をしてやろうと親神様が引き受けてくださってい
るのであります。親なればこそ成人の鈍い私のよ
うな者でも見捨てることなく何度も何度も節を通
してお育てくださっているのであります。
　実は、主人からハワイへ行ったら楽をさせてや
るからと騙されて来ました。考えてみれば、まだ行
ったこともないハワイ。そして教会長でもない、何
にもない、ないない尽くめの一介の貧乏布教師で
あります。苦労は目に見えているのに、ぬけぬけと
言う方も言う方だが、騙される方も騙される方だと
思っていました。しかし、このお道の教えは、この
世で極楽生活をするんだと教えていただいている
のであります。
　みかぐらうたの四下り目に、

七ッ	　なにかよろづのたすけあい　
	 　むねのうちよりしあんせよ	
八ッ	　やまひのすつきりねはぬける
	 　こゝろハだん／＼いさみくる	
九ッ	　こゝはこのよのごくらくや
	 　わしもはや／＼まゐりたい	
十ド	　このたびむねのうち
	 　すみきりましたがありがたい

とお教えいただいております。互いにたすけ合うこ
と、そして日々ほこりを払うことを忘れず心を澄ま
して、共に楽しみたいと仰せいただく親神様の思
召に沿わせていただけるよう、これが本当の“ごく
らく”だと気が付きました。
　ご静聴有り難うございました。

アイランドニュースアイランドニュース

婦人会・青年会・女子青年合同総会

　5月19日（土）、婦人会・青年会・女子青年合同総会が伝道庁で開催され、ハワイ教友150名が集いま
した。青年会本部からは、中山祥吉委員が臨席しました。参加者一同は、すわりづとめ・十二下りのおつ
とめをつとめた後、婦人会員は神殿で、青年会員は階下ホールにてそれぞれ式典を行いました。式典に
引き続き、神殿で永田パトリシアさんの信仰感話がありました。次項に感話全文を掲載します。
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　皆さんこんにちわ。永田パトリシアです。ノース
ホノルル教会の角田ロバートとジーンの娘で、こ
こホノルルで生まれ育ちました。しばらくのお付き
合いをよろしくお願いします。
　私が四歳の頃、母が勤めに出て、兄のベンは幼
稚園に、そして私は“ばあちゃん”と留守番でした。
時々ばあちゃんが「バスで出かけよう」と言って一
緒に出かけました。パロロのどこかのお宅を訪ね
て、私がリビングのソファーで待っている間、ばあ
ちゃんはそのお宅の寝室に入っていきました。「あ
しきはらひたすけたまえ…」と聞こえてきました。
おたすけでした。また時には知り合いのおばさん
が、ばあちゃんと私を迎えに来て、伝道庁のひのき
しんに参加しました。当時、家ではテレビの上に神
様がお祀りしてありました。ばあちゃんは毎朝夕お
つとめをし、夕づとめの時間になるとベンと私に、
「マンマンちゃん、10分だけね」とテレビを消しま
した。私のかずとりのやり方はひどいものでした。
かずとりを手に持ち一本おろす。そしてすぐに膝
の間に両手で持ってもう一本、これを繰り返すと
おつとめが早く終わると思っていました。しかしば
あちゃんを騙せませんでした。ばあちゃんは、ちゃ
んと数えていたのです。そして決して怒らず、いつ

もありがとうと言ってくれました。ばあちゃんはよく
「パット、おぢばに行きなさい。日本語を勉強しな
さい」と言ってました。懐かしい思いでいっぱいで
す。ばあちゃんは私に将来の種を植え付けたのだ
と思います。
　1968年にばあちゃんが肺炎で入院しました。ど
うしてもおぢばがえりに参加したい一心で御守護
をいただき、医師から充分船旅ができると言われ
るほど元気になりました。当時の松岡庁長が団長
のハワイ団とともに、3月15日に無事おぢばに到
着しました。そして一週間後おぢばでばあちゃん
は出直し、おじいちゃんと一緒にお墓地に永眠し
ました。父の姉でノースホノルルの前会長奥さん
の本田ヘレンおばさんから、ばあちゃんは到着し
たその日に神殿に参拝し、自分の鞄をそのままお
賽銭箱に入れたと聞きました。この事はばあちゃ
んが出直した後、境内係から鞄を返してもらって
分かったことです。
　おぢばの天理大学日本語選科に入学するつも
りでしたが、仕事をしながらカピオラニ短期大学
に入学しました。両親が出勤の途中私を学校に送
っていたのですが、三、四日目にひどい交通渋滞
に遭い、5分ほど学校に遅刻しました。教室の扉は
閉まっていましたが、こっそり入ろうとしました。戸
を開け、腰をかがめて自分の席にむかいました。
その時「角田！どこへ行くんだ？」と声がしました。
私は腰を伸ばし「自分の席へ」と答えたのですが、
教授は他の生徒を指差しながら「あなたの言い訳
が何かは分からないけど、みんなは時間通りに来
ています」とドアを指差し、「出て行きなさい」と言
ったのです。「ああ、いいですよ」と答え、怒りも恥じ
も感じることなく外に出て、日本に行くんだと思い
ました。すぐに事務所に行き退学届けを提出し、
学校を辞めたのです。

9

「信仰感話」永田パトリシア（ノースホノルル教会）



　1969年10月、一年半の日語選科に入学しまし
た。いつもばあちゃんのことを想い、日本語はもち
ろんですが、それだけでなく天理教を学ぶために
天理大学の学生宗教クラブ「よふぼく会」に入る
ことを決めました。日本語選科の先生は反対でし
たが、よふぼく会会長と一緒に学長に頭を下げて
お願いをしました。これで私が初めての外国人会
員となりました。毎年よふぼく会は本部の色々な
行事に参加する以外に、夏季伝道にも出ていま
した。その年は夏季伝道で初めて海外（台湾と香
港）へ男性グループを派遣することになりました。
海外派遣グループの班長が私の将来の夫、永田
耕一でした。事前準備として、英会話の指導を頼
まれました。奈良の大仏殿のそばで、外国人に天
理教のお話をさせてもらい勉強をしました。
　その年、よふぼく会の残りの会員は神奈川県で
の布教が決まっていました。これにも準備が必要
でした。本部神殿での朝夕のおつとめ、よろづよ
八首おてふり、おふでさき拝読を一緒に行いまし
た。よふぼく会講社祭り、こどもおぢばがえりのひ
のきしん、少年会活動の勉強、路傍講演の練習と
私にとっては大変な日々でした。そして天理から
神奈川へ出発。硬い席の夜行列車に乗りました。
とても暑くて眠れませんでした。数日間は神名流
し、路傍講演をし、パンフレット配り、公園での子
ども会ひのきしんなどを行いました。これが私の
将来に関係するとは思いもよらないものでした。
主人は天理大学卒業後すぐに、当時の海外伝道
部アメリカ課で勤務をしました。私は一年半の選
科を終え修養科に入り、そして海外伝道部に勤め
ました。当時は38母屋もなく、詰所の無い海外信
者はやかた別席所の上四階での宿泊をお願いし
ていました。伝道部がその世話取りをしていまし
たが、ベッドの準備、やかん、コップ、ゴミ箱、スプ
ーン・フォーク、トイレペーパーの用意など細々と
ありました。借用願書を出し、取りに行き宿舎に配

備、お帰りの後は片付け、借用品の数の確認、返
却、清掃、そして海外への荷造り発送などもしてい
ました。
　この様に主人と一緒に仕事をしていたおかげ
でお互いになにかを感じ、将来を誓いあいまし
た。1972年におぢばの教祖殿で結婚。しばらくは
此花詰所に住み込みました。その後大阪の教会に
もどりましたが主人は伝道部へバス、電車を乗り
継ぎ毎日片道二時間かけて勤務を続けていまし
た。1975年には、翌年の教祖90年祭で吉田庁長
とブラジル帰参者が宿泊する宿舎の準備や世話
取りを依頼されました。翌年主人は本部での五年
の勤務のあと教会に帰ることをきめ、すぐに修養
科、検定講習を受講しました。ある日、伝道部から
電話があり、本部から主人に一年半程ハワイ伝道
庁の書記として勤めてくれないかという打診でし
た。
　ハワイへ渡る一ヶ月前に息子が高熱をおこし、
次の日には長女が、三日目は次女と次々に発熱し
ました。義母と私とで毎日おさづけを取次ぎまし
た。息子の熱が下がりましたが、考えられないくら
いのひどい咳が出始めました。翌日には長女の熱
が下がり、咳が出る。そして次女にも同じことが起
こりました。「曾ばあちゃん」と呼んでいる主人の
祖母がおさとしで「熱は不足から来る。主人か親
に不足をしていないか」と言われましたが、「とん
でもない」と答えました。曾おばあちゃんは「だっ
たら理立て、お供えや」と。主人の収入はないし、
どうしてお供え出来るのかと考えましたが、どこか
の引き出しの化粧袋に小銭があったのを思い出
しました。それを探し出し、早速お供え袋にいれ、
裏に金額を書きお賽銭箱にのせました。義父が大
教会に行くことになっていて、御供を直接会長さ
んに渡すと言ってくれました。しばらくして、会長夫
人から電話があり、「あの、直美ちゃん封筒に書い
てある金額と中身があわんよ」とのことで、実は二
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千円足りませんでした。二千円は、当時でたったの
6、７ドルと思われるでしょうが、結婚してから本当
にお金の無い生活をしていました。主人の本部か
らのお与えは全て教会にお供えしていました。そ
れでもまた必死で引き出しを全部あけて、どうに
か足りない分を集めました。急いで封筒に入れ、
お賽銭箱の上に置きました。信じられない事に、ち
ょうどその時三人の咳が止まったのです。
　1976年10月、出発の日がきました。出る前にい
つもちょこんと座っている曾ばあちゃんの部屋に
挨拶に行きました。私が食事を運ぶといつも大事
な昔話をしてくれた曾おばあちゃん。「いってきま
す」と挨拶すると、「もうこれが最後やね、もう会わ
んやろ」と言われました。角田のばあちゃんにして
も曾ばあちゃんにしても、信仰の深い人は分かる
のでしょうか。この挨拶を最後に、翌年1月10日、
教会の大祭の夜に出直しました。ハワイでは吉田
庁長が直々に出迎えてくださり、一年九カ月滞在
しました。1978年夏、こどもおぢばがえりのためハ
ワイ団と一緒に大阪に戻りましたが、こども三人と
ハワイに渡り、帰りはハワイ産の次男道男ジェー
ムズも加わりました。私の母はいつも教会や伝道
庁でひのきしんをしていました。1980年9月父か
ら「お母さんが動脈瘤で入院した。すぐ帰ってきて
ほしい」と電話がありました。上の三人をおいて道
男を連れてハワイに帰りました。母は四度手術を
受け、私はハワイに四ヶ月滞在しました。手術、リ
ハビリ、会話訓練などを繰り返し、その甲斐あって
右側麻痺ですが、左手で食事やその他のことがで
きるようになり、さらに話し始め、杖をついて歩け
るようになりました。思ったより快復できたのは、
ずっと続けたきた信仰のお陰だと思いました。い
つも母は行事の参加やひのきしん、人の世話にと
駆け回っていました。母の身上で多くを学びまし
た。人を助けると神様が見守ってくださり、導いて
くださいます。その時は気がつかないかも知れま

せんが、我が身助かるのです。父母の姿をみると
もちろん信仰のお陰もありますが、お互いの深い
愛情に気がつきます。真似のできないことです。父
の長年母を辛抱強く介護する姿をみて、後年父が
倒れたときには誰かが父の世話をしなければと
思いました。
　1982年、今ハワイに住んでいる三女まゆみを
授かりました。1984年には大教会長就任の奉告
祭の準備。私は自転車ハンドルに子供椅子をつ
け、まゆみを乗せ大教会へひのきしんに片道一時
間かけて毎月通いました。1988年には主人が国
分町分教会の五代会長となりました。そして私が
40歳のときに六番目が生まれました。1988年私
の兄のベンが胃癌の二回目の手術を受けました。
お見舞いに行き、日本に帰る前に「少しよくなった
らおぢばに御礼参拝をしないとね」と言っていま
した。兄は家族でおぢばに、そして教会にも来てく
れました。兄の家族と私の家族で沢山の思い出を
つくりました。父から兄が三度目の癌が再発し、手
術が不可能と電話がありました。その9月に49歳
で出直しました。知らせを聞き、主人と直ぐにおぢ
ばへの参拝を決め、ちょうど末の娘が学校から帰
ってきたので連れていきました。神殿に着き娘に
お賽銭用に千円札を渡しました。上がると娘が「マ
ミーお金が無い、落としてどこかに行った」と言い
ます。境内係の方にも一緒に探してもらい、やっと
回廊の下、セメントの地面でみつけました。
　参拝をしていると私の首のうしろで冷たい風を
感じました。兄が「僕もおぢばにまた帰ってきたよ」
と言ったのだと思います。兄の仕事が手品師。兄
がお札を廊下の隙間に落としたのでしょう。皆さ
ん神殿の回廊をご存知でしょう。板の間の隙間に
新札が落ちるでしょうか。このことから私達人間は
出直すと皆おぢばに帰ってくるのだと感じました。
　1999年長男が結婚。長男夫婦は大教会に五年
間住み込みました。2004年に三人の子供と共に
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教会に帰ってきました。その前年には教会の信者
さんのお心寄せで神殿を新築。その後すぐに台
所、お風呂場の新築と続きました。明るいきれい
な神殿、そしてボタン一つでお湯の出る台所とお
風呂。夢のようです。嫁いでから主人と焚き物を集
めたり、のこぎりで切り、斧で割り、針金で束ね教
会の横にいつも積み上げていました。積み上げて
ある焚き物を見ると胸がいっぱいでこの世で一番
の金持ちになったように思いました。
　私の母が7月に長い療養生活の後出直しまし
た。父は87歳、24年間の介護が終わり、これから
自分の人生を楽しめると私は思いました。私は
2005年にハワイに帰り、母の一年祭をつとめまし
た。その時父は元気で、YMCAに歩いて通ってい
ました。
　2006年3月、主人の母が部屋で転び骨盤を骨
折しました。手術、リハビリに四ヶ月かかりました。
教祖120年祭慶祝の年、4月に私の父が教会の信
者さんとおぢばに帰ってきました。主人の母が退
院して帰ってきました。玄関の階段を上がりやす
くし、ベッドを借り、手すりをつけ、お風呂用椅子
の設置と準備しました。すぐその後主人の父が長

年勤めていた天理教大阪教務支庁を引退して帰
ってきました。何もかもうまく運んでいると思って
いたとき、8月に私の父から食欲が無く、痩せてき
ていると電話がありました。留守中の手配をして
ハワイに帰り一ヶ月間滞在しました。父は様々な
検査を受けました。検査の結果を待つ間、大阪に
帰り様々な用事を済まし、三週間後に再び帰って
きました。2007年の正月明けに私の父は胃癌と
わかりました。24回の放射線治療に通いました。
90歳の父は初めの頃は元気にバスでどこへでも
出かけていました。それでも20回目、21回目の頃
には随分弱り、ハワイの兄嫁か教会の奥さんに電
話をし、車を頼みました。24回目の時には既に歩
けなくなり、歩行器を利用しました。眠るのもつら
そうで、好物にも手をつけません。心臓外科での
検査の結果、心臓肥大、心房付近の微小繊維化に
より二ヶ所の小さな漏洩がみつかりました。	
　毎日のおさづけの取次ぎ、理立て、お供、お願い
づとめと元気になってくれるよう涙を流しながら
願いました。今度はハワイではなく日本が恋しくな
りました。月を重ね、年を重ねもう父と一緒に6年
6ヶ月います。父は歩くのに歩行器が必要で、手に
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は感覚がありません。紙コップやサンドイッチを渡
すと潰してしまいます。着替えと入浴は手助けが
必要ですがテレビを見て、スナックを食べます。す
べて親神様、教祖のご守護です。父は4ヶ月後には
95歳になります。
　私は友達をつくり、同じ七階に住むお年寄り夫
婦におさづけを取次ぎ、お手伝いをしています。
歯医者さんで通訳のひのきしんもします。まわりに
笑顔、やさしさ、思いやり、心配り、そのように信仰
を体で表しています。そうすれば良い事が色々な
形で返ってきます。良い経験、悪い経験、楽しい出
来事、悲しい出来事がありますが、いつも私の心
の中にはみかぐらうた四下り目の「ひとがなにご

といはうとも　かみがみているきをしずめ」があ
ります。時に人は間違った見方で他人を判断しま
す。それは、どのように見たら良いかという経験が
ないのです。ですから人の考え方を変えることは
出来ないが、自分の考え方を変えることで、物事
は良くなっていくのではないでしょうか。
　全てに理由があり、信仰は頭ではなく心と体で
学ぶものです。起こってくる出来事のわけを知り、
理解し受け入れることが必要です。常に人の良い
ところを見て、物事の良い面をみることが大切で
す。私がここにいることができるのは私の大教会、
家族、そして教会家族のご理解のおかげです。
　お聞き取りいただき、ありがとうございました。

浜田まさよ・ハワイ婦人会主任の挨拶 80歳のお祝いを受けるフォーブスさん
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青年会長様の御告辞を代読
する中山祥吉・青年会本部委員
（左上）

浜田道仁庁長の挨拶（右上）

岩田バート・ハワイ青年会委
員長の挨拶（右）

青年会歌を熱唱するハワイ青
年会員（下）
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全教一斉ひのきしんデー各会場報告

オアフ島	 ホノルル	 4月28日（土）	 	 ホノルル動物園	 	 160名
マウイ島	 マカワオ	 	 28日（土）	 	 マカワオ軍人墓地	17名
カウアイ島	 カパア		 29日（日）	 	 日本人墓地	 	 10名
ハワイ島	 コハラ		 5月6日（土）	 	 旧コナ空港公園	 	 5名
	 	 コナ	 	 26日（土）	 	 コナメモリアルパーク	 8名
	 	 ヒロ	 	 26日（土）	 	 ホメラニ軍人墓地	17名

ハワイ島ヒロ　ホメラニ軍人墓地

カウアイ島カパア　日本人墓地
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ハワイ島コハラ　旧コナ空港公園



カイムキ教会（本島）
井上・ノラ・かおる前会長夫人お出直し

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　2012年4月18日、井上かおるカイムキ教会三代会長夫人がお
出直しされました。享年83歳。告別式は5月19日、細井葬儀所に
おいて、斉藤カーレン・ホノルル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1928年11月18日に四人兄弟の長女として、ホノル
ルで出生しました。料理が好きで、熱心な読書家でした。
　1953年5月11日に、井上マイクと結婚し、二人の子供をもうけ
ました。井上夫人の母、小笠原きさえがカイムキ教会二代会長
をつとめていたため、夫であるマイクが教会を継ぎ、1986年1月
26日に三代会長として就任しました。
　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。

事情運び

　ハワイ伝道庁は、5月26日のお運びで、神殿屋根葺替ならびに臨時祭典のお許しをいただきました。
6月17日（日）月次祭後、午後7時30分より遷座祭を執り行い、親神様、教祖お目標様、祖霊様を仮神殿
へお遷し申し上げます。神殿屋根葺き替えの工事は6月18日から始められ、約3週間の予定で進められ
ます。7月月次祭は仮神殿で執り行われ、7月20日（金）夜に鎮座祭、翌21日に奉告祭がつとめられます。
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遷座祭		 	 	 6月17日（日）午後7時30分
7月月次祭　	 	 7月15日（日）午前9時
鎮座祭　		 	 7月20日（金）午後7時30分
奉告祭　		 	 7月21日（土）午前9時



婦人会だより

少年会だより

青年会だより

先日、婦人会・青年会・女子青年の合同総会が
晴天のもと開催されました。老いも若きも、男性
も女性も一緒に仲良くおつとめをつとめさせて
頂きました。おつとめに込めた私たちの感謝と
祈りをこれからの会活動の中にもしっかり活か
していきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　6月9日（土）	 9：30-10：30

■例会

　 6月11日（月）
　・ミーティング	 9：00-9：45
　・教理勉強（教祖伝逸話篇）10：00-11：00
　・浜田庁長講話	 11：00-11：30

■女鳴物練習

　6月12日（火）	 9：00-10：30

■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

＊6月の月次祭直会当番は、合同Ｂグループ　
　です。よろしくお願い致します。

■月例会議

　6月17日（日）　　13：00-

■伐採ひのきしん＆天理教ピクニック準備

　6月23日（土）　　9：00-
　天理文化センター

■こどもおぢばがえり

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あうことができます。是非ご参加ください。
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5月行事報告 6月行事予定
	 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
	 9日（水）	・青年会/婦人会会議
	 	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
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
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
19日（土）	・婦人会/青年会/女子青年合同総会
	 	 	 ・主事会
20日（日）	・月次祭
	 	 	 ・サンデースクール
	 	 	 ・教会長布教所長会議
	 	 	 ・青年会会議
	 	 	 ・アロハバンド練習
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
23日（水）	・浜田道仁庁長帰本
26日（土）	・遥拝式/おてふり鳴物練習
	 	 	 ・バザーブースヘッド会議
27日（日）	・餅つき（プリンセスカイウラニホテル）
31日（木）	・少年会会議

	 4日（月）	・文化センター月次祭
	 	 	 ・婦人会委員会
	 5日（火）	・コミュニティーひのきしん
	 8日（金）	・坂上典明部員家族帰任
	 9日（土）	・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
11日（月）	・婦人会例会
	 	 	 ・文化センター/文庫ジョイント委員会
12日（火）	・婦人会鳴物練習
	 	 	 ・布教/育成委員会
	 	 	 ・主事会準備会
13日（水）	・まこと/オリジンズ編集会議
	 	 	 ・三会会議
14日（木）	・少年会会議
16日（土）	・主事会
17日（日）	・月次祭
	 	 	 ・遷座祭
	 	 	 ・サンデースクール
	 	 	 ・教会長布教所長会議
	 	 	 ・青年会会議
	 	 	 ・アロハバンド練習
18日（月）	・月例にをいがけ
19日（火）	・祭儀委員会
26日（水）	・遥拝式/おてふり鳴物練習
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ひのきしん者募集中！
8月26日（日）に開催される天理教バザーの「焼きそばブース」で、焼きそば調理の手伝いをしていただける方2名を募集して
います。興味のある方は、下記の連絡先までご一報ください。

　　日　　時：	 8月26日	 　7：30AM	-	12:30PM
　　連		絡		先：	 稲福道興（焼きそばブース担当者）　電話：753-6479　Email：	irnethi@gmail.com



TENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

ハワイ伝道庁創立60周年記念祭
立教177(2014)年5月17日執行

いま たすけあいの この旬に 微笑みたたえて ひのきしん
-One World, One Family-

Now is the Time for Mutual Help...
...Hinokishin with a Smile!


