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伝道庁神殿屋根葺き替え普請

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii



おぢばからのメッセージ

立教175年6月26日

　本日の親里は梅雨の中休み、朝から気持ちの良い青空が広がった一日でした。
　そんな中、おぢばには大勢の教友がお帰り下さり、6月の月次祭が真柱様を芯に一
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、一れつの人間が互いにたすけ合う姿をお臨み下さる親のお
心に少しでも近づかせて頂けるよう、自らの心の成人に励み、身上事情に悩み苦し
む人々に親神様の御教えと親心が伝わるよう、にをいがけ・おたすけに懸命に務め
させて頂く決心をお述べになりました。そして、世界中の人々が互いに立て合いた
すけ合って、喜び溢れ、明るく睦び楽しむ神人和楽の陽気ぐらしの世の様に一日も
早く建て変わりますようにと祈念されました。

　祭典後の神殿講話は、永尾教昭本部員がおつとめ下さいました。
　昨年の東日本大震災以降、頻繁に聞かれるようになった「絆」をテーマにお話を進
められました。その上で、特に夫婦、家族の絆について、おさしづやみかぐらうた、
また御自身の体験を挙げてお話し下さいました。そして、人の幸せは物質的な要素で
決まるのではなく、心のありようで決まると述べられ、その心のありようを正して
くれるのが信仰であり、さらには夫婦、家族、教友同士の勇ませ合い、絆の深め合
いであるとお話し下さいました。また、夫婦、家族の絆が弱まっている今こそ、こ
の教えを広く強く世の人々に訴えかけていかなければならないと述べられました。
　
　今月は海外からの帰参者も多く、本日の祭文奏上並びに神殿講話は英語、韓国語、
スペイン語の３言語で行われました。	
　さて、恒例の「おやさと練成会」がいよいよ7月10日よりスタート致します。今
年の練成会には、英語コース前期12名（7/10～25）、同後期10名（7/10～25）、ポ
ルトガル語コース28名（7/10～27）、中国語コース15名（7/10～25）、更に3年ぶ
りの開催となるスペイン語コースには14名（7/10～27）、8月5日からの開催となる
韓国語コースに13名（8/5～17）、合計92名が受講する予定となっております。期
間中無事お連れ通り頂けるよう、スタッフはじめ部員一同心一つに勇んでつとめさ
せて頂きたいと思います。
　最後になりましたが、7月26日から始まります「こどもおぢばがえり」には、海
外各地からも大勢の道の子どもたちが帰参して下さることを心よりお待ち申し上げ
ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、一れつ人間をお慈しみ下

さる厚い親心より、十全の守護をもって

身上自由を叶わせて下さり、陽気世界建

設を目指して旬々のお仕込みを賜りつつ

成人の道へと導きお育て下さいます御慈

愛の程はまことに有り難く勿体ない極み

でございます。私共はこのご高恩を忘れ

ることなく、朝に夕に御礼を申し上げ、

たすけ一条の御用に励ませて頂いており

ますが、その中にも今日はこれの伝道庁

の6月月次祭を執り行う日柄を迎えまし

たので、おつとめ奉仕者一同心を揃えた

だ今より座りづとめ・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

今日一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

るさま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。

　当伝道庁の神殿は昭和39年（1964）に

建築のお許しを頂きたすけ一条の拠点と

6月月次祭祭文

してその役目を遂行してまいりました

が、長年の間に老朽化が進んでまいりま

したので去る5月26日理のお許しを頂き

明日より神殿屋根葺き替えの工事に取り

かからせて頂くことになりました。それ

に先立ち親神様、教祖お目標様には今夕

御遷座頂きまして工事完了までの間手狭

ではございますが仮神殿にお鎮まり頂き

たいと存じます。工期は三週間を見込ん

でおりますが無事進めさせて頂くことが

出来ますようお願い申し上げます。また

来月4日には恒例の天理教ピクニックを

開催し一層の親睦を深めていきたいと準

備を進めております。私共は世界たすけ

をお急き込み下さる親神様の御心に添い

教祖のひながたを辿り誠の心を高めて、

一れつの陽気ずくめの世界実現に向けて

邁進させて頂きたいと存じます。何卒親

神様には私共のこの真実をお受け取り下

さいまして争いのない世界へ、人々が互

いにたすけあい睦み合う世の状へと一日

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	 中尾モーゼス　

篳　篥	 明本ダニエル		 　	

鳳　笙	 社本アレン		　

太　鼓	 社本正登司

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

6月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 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	 高田エリック	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｔ．井上
(男性)	 Ｒ．山	 Ｓ．中尾	 Ｄ．桧垣
	 Ｍ．社本	 Ｄ．明本	 Ｍ．中尾
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｓ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｔ．中尾	 Ｌ．金城
	 Ｊ．山	 Ｃ．浜田	 Ｍ．井上
笛	 Ｏ．中尾	 Ｗ．三國	 Ｂ．岩田
チャンポン	 Ｍ．岩田	 Ｄ．川崎	 Ｗ．城
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｓ．柿谷	 Ｋ．川崎
太鼓	 Ｇ．井上	 Ｅ．高田	 Ｌ．中尾
すりがね	 Ｃ．三國	 Ｗ．城	 Ｄ．明本
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｍ．稲福	 Ｇ．井元
琴	 Ｔ．松川	 Ｓ．柿谷	 Ｒ．宮内
三味線	 Ｃ．明本	 Ｍ．山下	 Ｍ．矢頭
胡弓	 Ｍ．三國	 Ｌ．本田　Ｒ．井上
地方	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｓ．三濱
	 Ｅ．高田	 Ｔ．井上	 Ｓ．社本

祭典役割

伝道庁7月月次祭　

7月15日（日）午前9時

祭典講話：宮内泰次

英語通訳：宮内ルミ

教会長・布教所長会議

次回　7月15日（日）　12：45～13：30　
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　おはようございます。　
　本日は、六月の月次祭にご参拝いただきあ
りがとうございます。ここで元の理について
講話できることをとても光栄に感じていま
す。話を始める前に、講話の命をいただいた
ことを浜田庁長夫妻にお礼申し上げます。ま
た、妻の志げみには、日本語への通訳をして
もらい感謝しています。
　	今日お集まりのお父さん方、父の日おめで
とうございます。ここでお父さんに短いジョ
ークを披露したいと思います。
　父親として、家族を支えてきた男が仕事を
クビになりました。職を見つけることができ
ず、すでに二年が経っていました。一生懸命
探しますが、なかなか見つかりません。そし
て家族を養うために考えた最後の方法が、宝
くじに勝つことでした。失望の中、毎日必死
に神様に宝くじが当たるよう願いました。そ
して何ヶ月か経ち、とうとう我慢できなくな
った妻が言いました。「ねえ、ジム。神様が
出来ることには限りがあるわよ。あなたはま
ず、宝くじを買いに行かないと。」
　もう一つ、今日参拝に遅れて来られた方
へ。人食い人種が、夕食の時間に遅れて来た
客にどんな食事をだすでしょうか…。冷たい
肩です。（フンと肩を動かす、冷遇する動作
のCold	Shoulderとかけています。）

I.　序文
　本日の講話の依頼を受けたとき、偶然に

も「宇宙」と題する番組の第一部「ビッグバ
ン理論」をみたところでした。興味のある方
は、ディスカバリーチャンネルでの放送をご
覧ください。私は番組を見た後、「元の理」
となにか関連するかもしれないと思いまし
た。ビッグバンと元の理。皆様と一緒に考え
られたらと思います。その後、もう一度この
番組を見ようと決め、ノートを取りながら三
度見ました。	
　そして、話の要点をまとめ、息子のシドニ
ー相手に講話の練習をはじめました。話の半
分ほどをすぎたところで、シドニーは失礼に
もいきなり私の話を中断して言いました。
「お父さん、大学の演説法の授業で習ったこ
とだけど、結論を頭において話さないといけ
ないよ。常に何を話したいかを焦点にしない
と。そうだ、自分の話したいことを先に話せ
ば、今の僕のように皆さんが混乱しないです
むと思うけど。」

6月月次祭祭典講話

元 の 理

ネットハワイ布教所長　中尾スティーブン
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　最初は「なんてうぬぼれた息子だ。どうす
ればいいのかを私に助言している。ただ大学
を卒業しただけだというのに。」と思いまし
たが、その言葉には考えさせられるものがあ
りました。とにかく、息子の言うことは的を
得ていました。私は何を話したいのでしょう
か、話の要点は…。
　皆さんは、「どうして自分はここに存在し
ているのだろうか」とか、「どうして私にこ
の様なことが起こっているのか」と自分自身
に問いかけたことはありませんか？そのと
き、あなたの脳はすぐに答えを見つけようと
して、過去の経験を思い起こします。ほとん
どの場合、何を、いつ、どこでの答えはすぐ
に出ますが、なぜの答えを見つけるのは容易
ではないでしょう。そして、答えが見つから
ないことにイライラします。人によっては、
自分自身に腹が立ち、ひどい時は他の人に怒
りを向けるようになるかもしれません。で
も、なぜあなたがここにいるのか、の答えが
わかれば、それがあなた自身を全く新しい物
の見方へと導いてくれることでしょう。新し
い物の見方、それはパラダイム・シフトかも
しれません。自分自身をもっと理解できるよ
うになるでしょう。
　では、どのようにして「なぜ」の答えを見
つけるのでしょうか。それは科学の分野にな
ると思うかもしれませんが、科学はなぜ物事
が起こったのかに対する問いには答えられま
せん。辞書によると、科学は物質世界の研究
に限られています。科学は、組織的な観測と
実験をもちいて、物質、自然界の現象を研究
するものと定義されているのです。これはど
ういう意味でしょうか。それは科学がその探
求において、限界があるということです。そ
れではどこに「なぜ私たちがここにいるの

か」の問いに対する答えがあるのでしょう
か。その答えは、親神様によって明らかにさ
れており、元の理の話に人間を創められた理
由が明言されているのです。
　「言うは易し、行うは難し」とは言ったも
のですが、元の理の章を単に知識を得るため
に読むだけでは、この章の真の意味は理解で
きないでしょう。この読み方を客観的解釈と
言えます。しかし、本当に自分自身を理解し
たいのであれば、この章を主観的に読む必要
があります。主観的に読むとは、自身の心を
開き、感情を込めて読むことです。心を込め
て読むと潜在意識がこの真実を知り、真実を
受け入れ、自分の中に大きな喜びが押し寄
せ、自然にその喜びを他の人と分かち合いた
くなることでしょう。
　そして何と言っても、私の講話を聞きなが
ら、親神様が本当に遠大な努力と緻密な計画
でもって人間を創造され、お創りになった全
てが完全だということを理解いただき、「あ
あ、そうか」という瞬間を感じていただけた
ら幸いです。

Ⅱ.　ビッグバン前置き
　全宇宙は、数えることの出来ない数の星座
からなっていますが、約140億年前までは何
も存在していませんでした。ビッグバンによ
って宇宙空間が誕生し、時間、空間の概念が
うまれました。地球上の全存在は、ビッグバ
ンが起こった最初の瞬間から創造され、その
中でも水は宇宙における最も元始の物質で
す。水は水素から成り、ビッグバンの始まり
と同時に創られ、その後他の全てのものが創
り出されました。科学の最大の疑問は何が宇
宙を創造し、どの様に宇宙が創られたのかで
した。科学者は既にそれらの疑問を解明して
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いますが、なぜ宇宙が創られたのかは謎のま
まです。

Ⅲ.　ビッグバン
　1920年代まで科学者は宇宙が静止状態で不
変のものであると考えていました。1926年、
科学者エドウィン・ハッブルが、宇宙は拡大
していることを発見しました。
調査では二光年離れていると思われていた星
は、実際は四光年先にあり、四光年先の星
は、その時点で八光年離れていました。この
発見により次に、宇宙はどれくらいの速さで
拡大しているのかという疑問が生まれまし
た。宇宙拡大の速度を調べるためには、い
つ、どのようにして宇宙ができたのかを知る
必要がありました。
　今日の私たちは、宇宙がとてつもなく巨大
だと考えるでしょう。しかし、最初の宇宙
はものすごく小さいものでした。その大きさ
は、原子よりも小さいと考えられています。
どれくらい小さいのでしょう。人差し指と親
指を強くあわせて見た、その隙間よりまだま
だ小さいものです。実は宇宙は無から生じま
した。それでは無とはなんでしょう。（例え
ば皆さん目を閉じて下さい。何か見えます
か。それが無です）無からエネルギーが創造
されました。エネルギーから物質が創られま
した。物質が創られるには引力が必要でし
た。引力は完全でなければなりません。引力
が弱すぎれば、私たちは存在していません。
引力が強すぎても私たちは存在せず、大きな
ブラックホールだけが存在します。
　そして、ビッグバンの発生と同時に、宇宙
は急速に拡大しました。その速度は秒の単位
を遥かに超えています。そのため、宇宙拡大
の速度測定のために、新しい時間の単位を作

り出さねばなりませんでした。宇宙は百万分
の一のさらに、百万分の一秒の速さで拡大し
ました。（光の速度より速いものです）
　科学者は、この速度をイメージするため
に、百万分の一の又百万分の一秒の間に、宇
宙が原子の大きさから野球ボールの大きさに
なったとたとえました。もしこれでも想像で
きなければ、ゴルフボールが地球の大きさに
一度に拡大したと考えましょう。そこで科学
者は、「プランクタイム」と呼ばれる新しい
測定単位を作りました。これは宇宙拡大速度
の計測に使われています。プランクタイムは
一秒の五十億分の一に等しいのです。その僅
かな時間で宇宙は手のひらの大きさになり、
次の瞬間には地球の大きさになったのです。
		
Ⅳ.　物質の形成
　ビッグバンが起きたとき、太陽の熱がまだ
暖かいと思われるほど、宇宙空間は高熱の状
態でした。しかし次の瞬間には冷却が始ま
り、物質の形成が始まりました。	
　1920年代にドイツの若い科学者が、エネ
ルギーがどうやって物質を形成するのかにつ
いての理論をたてました。この理論が今では
中学生やそれ以下の子供にも知られている、
相対性理論または、E=mc2と呼ばれるもので
す。ご存知の通り、この科学者はアルバー
ト・アインシュタインです。そして、この計
算式を逆に応用して原子爆弾が作られまし
た。最初に形成された物質は、今日私たちが
目にする建物、木々、植物などではありませ
ん。エネルギーの中で粒子が非常に敏速に動
き、エネルギーが冷却し始めて物質が形成さ
れます。例えば東京駅の通勤ラッシュを想像
して下さい。列車に急いで駆け込んでいる人
々はエネルギーの粒子です。この時は非常に
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高温です。通勤ラッシュが終わり、少なくな
った人々が残った粒子です。この時点で温度
下がり、物質が形成されるのです。私たちが
目にする全ては、物質からなっています。相
対性理論の定式は単に理論であり、この理論
を証明する必要がありました。
　およそ五十年前、1960年代にこの理論の
正否を証明するために、スイスでニューヨー
ク市と同じ面積の実験所を造りました。そこ
でエネルギーが実際に物質を形成するかどう
かの、ビッグバン模擬実験を試みました。そ
れには、実験中の粒子の動きと、物質の形成
を写すカメラを造らなければなりませんでし
た。そこで建造されたカメラは、五階建て
で、重さが約七トンあるものでした。このカ
メラの重量は、エッフェルタワーと同じ重さ
です。実験の結果、アインシュタインの理論
が証明されたのです。
　しかし、エネルギーが物質を形成している
間、反物質も作り出されていました。プラス
マイナスの原理です。たとえば、あなたの双
子の兄弟、姉妹の一方が反物質であると考え
て下さい。何をしようと（左右どちらに動こ
うと）、双子の相手は同じことをします。あ
なたが笑うと向こうも笑い、あなたが泣けば
片方は泣きます。二人はお互いに触れる以外
は、どの様な動作もできます。しかし一度
接触すると、双方とも爆発し消えてしまい
ます。
　これが宇宙が冷却を始めたときに起きてい
たことで、物質と反物質が衝突を繰り返して
いたのです。それは物質と反物質の戦争のよ
うなものです。どちらが勝ったでしょうか。
私たちにとって幸運なことに、物質の量が反
物質より多く、物質が勝利しました。これで
私たち自身も含めて、全ての物が今日存在す

ることとなりました。
　粒子が冷却し始めたとき、最初に形成され
たのは水素（H）です。まもなく、ヘリウム
とリチウムが形成されました。これら全ては
ビッグバンが始まってから三分間の間に起こ
っています。宇宙は形成されてから透明の澄
んだ状態になるまで、三億八千七百万年かか
りました。それまで宇宙は、濃い乳白色の雲
がかった状態でした。それから二億年かけ
て、だんだんと「雲が晴れて」ゆき、最初の
星が形成されました。その後、多くの星が誕
生するまで八百万年を要しました。現在のよ
うに、夜空に星や月が輝き見えるような宇宙
ではなかったのです。
　1964年、二人の科学者がレーダーを使い、
宇宙の「地図」を作ろうとしました。この研
究の最中、ある日変わった「音」が通信機か
ら聞こえてきました。最初は、鳩がレーダー
に糞を落とした音だと考えていました。レー
ダーに登り、掃除をして戻りましたが、また
同じ音が聞こえてきます。そこで発見したの
は鳩の落し物ではなく、宇宙の始まりの音で
した。二人が聞いた音は、約百四十億年前に
宇宙が最初に形成された時に生じた音だった
のです。これによって初めて科学者が音を遡
り、いつ宇宙が形成されたのかを確定しまし
た。その後すぐに、科学者がその研究を継続
できるようNASAが巨大な望遠鏡を積んだロ
ケットを打ち上げました。彼らは、宇宙が百
四十億年前に誕生したこと、そして最初の銀
河が誕生するまで十億年以上かかり、その後
約八十億年かかって私たちの銀河が誕生した
ことを証明しました。科学者は九十億年前に
私たちの銀河が形成されたと推定していま
す。地球はその後、五百万年を経て形成され
ました。
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Ⅴ.　宇宙の終焉
　私たちが「永遠」と呼ぶものには、とても
長い時間がかかります。ある人は、「終焉
に向かうときを除いて、永遠とはとてつもな
く長い時間のことだ」という哲学的な言葉も
残しています。宇宙をばらばらにするとされ
る「ダークエネルギー」が存在するのか、宇
宙に終わりがあるのかどうかは明らかではあ
りません。これに関して様々な見解がありま
す。ビッグバンが再び起きて、宇宙は終焉す
ると主張する学者や、宇宙が凍結すると主張
する学者もいます。しかしながら、実際には
誰にも分かっていないのです。

Ⅵ.　自己理解
　宇宙に期限があるかどうかは分かりません
が、宇宙が誕生したからこそ、私たち人間が
存在しているということは分かります。しか
し、これがどのように「元の理」と関連し、
どうして自分に大切なことなのか、とお思い
になっている方がいるかもしれません。前に
も述べたように、科学は何が、いつ、どのよ

うにして宇宙を創造したかの問いに対する答
えを見つけましたが、未だになぜ宇宙が創造
されたかの答えは見つけていません。親神様
は九億九万九千年前に人間を創造されました
が、その遥か以前に私たち人間のことを念頭
においておられたと思います。人間を創造す
るためには、宇宙を創り出されなければなら
なかったと思います。そして、親神様が何故
人間をお創りになったかの答えは、	第三章
「元の理」にはっきり明言されています。是
非とも今一度感情を込めて心でお読みいただ
きたいと思います。最後におふでさきを引用
させていただきます。

月日よりたん／＼心つくしきり　
そのゆへなるのにんけんである　　　六-88

月日にわにんけんはじめかけたのわ　
よふきゆさんがみたいゆへから　　十四-25

このさきハせかへぢううハどこまでも　
よふきづくめにみなしてかゝる　　　　十-103

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!



ハワイ天理柔道ニュース

アイランドニュースアイランドニュース

　6月26日（火）、ハワイ天理
柔道クラブの全米柔道ジュニ
ア大会出場に先立ち、伝道庁
で選手の活躍を祈って、おねが
いづとめがつとめられました。
浜田庁長は、「勝つことにこだ
わり過ぎず、支えてくれる家族
やコーチに対して感謝の心をも
って試合に臨んでほしい」と、
選手23名を激励しました。大
会は、7月6日から8日まで、ワ
シントン州スポケーンで開催
されます。

結婚おめでとう
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　5月20日（日）、天元分教会に
て、中尾ルイスさん（パール教会）
とヴィライトーン・ミーラヌットさ
ん（名古屋大教会）の結婚式が挙行
され、二人は晴れて夫婦となりまし
た。おめでとうございます。末永く
お幸せに。



　皆さんこんにちは！2012年3月9日に無事、天理教校
専修科を卒業しました宮内ジェイソンです。現在カピオ
ラニ短期大学でマッサージの勉強をしています。まず
最初に、専修科で経験したことを話す前に、自分を支
えてくれた家族、いろいろな国の友人にお礼を言いた
いと思います。この二年間ありがとうございました。
　専修科に入る前、実はTLIへ入るつもりでした。しか
し信仰的にもっと深く自分を導いてくれるものは専修科
と思い、いろんな方と相談し、専修科へ入学すること
を決意しました。専修科の二年間は大変でした。体力
的、精神的、また信仰的にもしんどい思いをしました
が、今までの人生で最高の経験でした。教えを深く勉
強するだけではなく、自分の因縁や、癖性分を学びま
した。私はこの二年間、体や精神的な身上ばかりでし

た。そして信仰を疑うほどつらかったです。何度もやめたい時がありました。専修科は4月か
ら次の年の3月までで、とても厳しい、きつい学校です。この二年の間、休みは三十日間位し
かありません。一年目の9月にはもう後二日間しか休めないほど身上が続きました。9月から
3月まで身上は続きましたが、熱のなかでも学校へ行き、時には身上の為に車椅子を使って学
校へ行きました。あと二日休んだら退学になるところでしたが、専修科の先生方、クラスの同
級生、詰所の家族、海外部の先生方、元ハワイ布教の家の布教師、元青年さんたち、そしても
ちろん親神様、教祖のおかげで一年目を無事に終えることができました。そして、最終的には
卒業することができました。私はこの経験を通して、親神様、教祖に凭れる心を学びました。
　私が専修科で学んだ一番大事なことは自信と勇気です。二年目のテーマは「神一条に徹する自
信と勇気」でした。専修科の生徒もいろんな思いで通って、身につけたものもそれぞれ違うと思
いますが、私にとっては、自分が始めた事をしっかり勤めきる、そしておつとめをしっかり身
に付けて、その意味を理解できるようになることでした。専修科は絶対に楽な学校ではありま
せん。すべてが日本語ですし、文化もアメリカ、特にハワイと比べて、別世界です。しかし、
専修科を経験できたことがとてもありがたく思います。言葉では説明できないところがいっぱ
いありますが、この二年間で学んだこと、経験したことは生涯自分のためになると思います。

ハワイの教友
世界各地で活躍する

ハワイの教友

　第51回
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

　6月21日（木）山田裕子さん（中河/稲葉）が女子青年として、二年間の予定で着任しまし
た。よろしくお願いします。
　また、6月29日（金）には、矢頭真理子さん（愛知/岩村町）が二年間にわたる女子青年の
任を終え帰国しました。翌30日には、中尾ルーカスさん（天元/パール）が一年二ヶ月にわた
る青年の任を終えました。ありがとうございました。

人事連絡

　6月17日（日）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
殿へお遷しいたしました。遷座に伴い、7月月次祭は仮神殿で執り行われます。

遷座祭

神殿屋根葺き替え普請
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　6月18日（月）に、神殿屋根葺替の普請が
開始しました。普請は順調に進んでおり、
予定では7月の第一週中には完成する見込み
です。

　7月20日（金）午後7時30分より、宮森与一郎本部員祭主のもと鎮座祭、翌21日（土）午前
9時より神殿屋根葺替鎮座奉告祭がそれぞれ執り行われます。

神殿屋根葺替鎮座奉告祭



第42回天理教バザーのご案内

今年も天理教バザーの季節がやってきました。第42回目を迎える天理教バザーは、ハ
ワイ管内の教友が集い、楽しみながら地域社会に貢献できる絶好の機会です。また、
数十年にもわたってこのバザーが続いているのは、ひのきしんに励む教友の方々の誠
真実があってこそです。今年もぜひ皆様のお力添えを賜りますよう、どうぞよろしく
お願い致します。

日程：8月26日（日）　午前8時30分～午後2時30分
場所：天理文化センター
住所：2236 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817

出　品
バーベキューチキン、巻き寿司、コーン寿司、赤飯、アンダギ、おはぎ、
ホットドッグ、シェイブアイス、プレートランチ、キムチ、たくわん、三
杯漬け、クッキー、天ぷら、おでん、焼そば、サイミン、スタミナラーメン、
野菜、植木、花、衣類、布団、クッション、古着、中古品、餅つきなど

スクリップ、チキンチケットは伝道庁、またはお近くの教会でお求めいただ
けます。（バーベキューチキンにはチキンチケットが必要です。お間違えの
ないようお願いします。）

ブース設営ひのきしん：8月24日（金）午前9時～午後3時

バザードネーションの受付日時・場所は以下の通りです。

8月13日（月）～22日（水）午前10時～午後4時　於：天理文化センター
家具、電化製品、マットレス、運動器具、コンピューターなどは、お引取りで
きません。

＊お問い合わせは、ハワイ伝道庁（595ｰ6523）までお願い致します。
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女子青年だより

7月4日は、カピオラニ公園で恒例の天理
教ピクニックが開催されます。家族、友人
を誘ってご参加ください。また、8月26日

には、天理教バザーが開催されます。女子
青年は、焼き菓子のブースを担当していま
す。多くの方にお手伝いいただきたいと思
います。よろしくお願いします。
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婦人会だより

忘れてはいけないことはすぐに忘れたり、忘れ
てしまったほうがいいことをいつまでも覚えて
いたりしませんか。すっきり忘れてこそ、何か
を得ることもあるのかも。この夏はすっきりさ
わやかに何かを忘れてみませんか。

■例会

　7月9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

■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

■7、8月の女鳴物練習はお休みです。

■7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

■天理教ピクニック準備ひのきしん

	 7月3日（火）　19：00-　於：伝道庁
＊荷物をトラックに詰め込みます。

少年会だより

■天理教ピクニック当日準備

	 7月4日（水）　7：00-　
　於：カピオラニ公園

■インターナショナルひのきしん隊

　7月18日～24日	
＊7月の月例会議はありません。

今年のおぢばがえりには、ひのきしん隊参
加者6名を含む、合計19名が参加します。

■少年会こどもおぢばがえり

■天理教バザー

8月26日に開催されるバザーでは、多く
の少年会員にひのきしんをしていただき
たいと思います。当日は、駐車場付近、
火の周り、混雑している場所などでは、
安全を守って行動していただくようお願
いします。
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7月行事予定6月行事報告

		 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）・天理教ピクニック
		 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）・主事会準備会
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	11日（水）・三会会議
		 	 	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
	12日（木）・少年会会議
	13日（金）・バザー委員会
	14日（土）・主事会
	15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
	16日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	19日（木）・宮森与一郎海外部長、
		 	 	 	 　永尾比奈夫課長来布（～7/21）
	20日（金）・鎮座祭
	21日（土）・奉告祭
		 	 	 	 ・浜田道仁庁長夫妻帰本（～8/6）

		 4日（月）・文化センター月次祭
		 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）・主事会準備会
	14日（木）・少年会会議
		 	 	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
	16日（土）・主事会
	17日（日）・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
		 	 	 	 ・遷座祭
	18日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・神殿屋根葺き替え普請開始
	20日（水）・バザー委員会
	26日（火）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザーブースヘッド会議
	
	



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

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


