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伝道庁神殿屋根葺替鎮座奉告祭（7/21）

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii



おぢばからのメッセージ

立教175年7月26日

　おぢばは連日真夏の太陽が照りつけておりますが、本日は「こどもおぢばがえり」に
帰り集った大勢の子供達も共々にみかぐらうたを唱和し、7月の月次祭が真柱様を芯に
一手一つに陽気に勤め終えられました。
　真柱様は祭文の中で、本日より開催されるこどもおぢばがえりに触れられ、国内はも
とより、遠く海外からも大勢の子供たちが親里ぢばに帰り集い「よろこびいっぱい！さ
あ ひのきしん」のテーマの下、様々な行事に参加して教えに触れながら共に喜びと感
謝の心を育む状を大いなる親心でお見守り下さいまして、期間中無事滞りなく運ばせて
頂き、子供たちが親の御恵みに浴して活き活きと心豊かに育ちますようにと祈願なさい
ました。 続いて、親の思召に沿い、神一条の信念をもって布教伝道に勇み、つとめと
さづけによるたすけ一条の道を推し進め、世界のふしんに一層の丹精をさせて頂く決
意を述べられ、更に、よろづたすけの上には自由の御守護を賜わり、一れつきょうだ
い互いに扶け合う陽気づくめの世の状に立て変わりますようにと祈念下さいました。
　祭典後の神殿講話は、田中信行本部員がおつとめ下さいました。
　家族ぐるみの信仰の大切さについて、おさしづや逸話篇を引用しながらお話し下さ
り、親の口と心と行いの一致した真実の理を、子どもが自らの目で見ることによって
のみ、親の信仰を子どもが引き継いで後に伝えてくれると述べられました。そして、
にをいがけ、おたすけに励むとともに、親神様から預かった自分の子どもが一人残ら
ず信仰の道を通ってくれるように育てることの大切さを痛切に感じていると述べられ、
講話を締めくくられました。
　本年の「こどもおぢばがえり」には、海外各地から700名を超える教友がお帰り下さい
ました。これに先立ち開催された、第8回青年会インターナショナルひのきしん隊（7/18
〜24）にも10カ国・地域から143名が参加下さり、親里で尊い汗を流して下さいました。
　また今月10日に開講致しましたおやさと練成会は、昨日25日をもって英語前・後期
コース、中国語コースが閉講し、明日ポルトガル語コース、スペイン語コースが閉講
を迎えます。期間を通して大変厳しい暑さの中での練成会でございましたが、前半は
おやしきにて基本教理やおつとめを、後半にはおぢばを離れての教理実践と布教実習
に勇んで取り組んでくれました。今日まで大過なくお連れ通り頂きましたこと、心よ
りお礼申し上げたいと思います。8月には、第5回目の開催となるおやさとセミナー韓
国語コース（8/5〜17）をはじめ、夏季日本語文化研修（8/5～15）、台湾学生会おぢ
ばがえり（8/16〜28）等の行事が控えておりますが、担当の部員はもとより、海外部
一同心一つに精一杯つとめさせて頂きたいと存じます。
　最後になりましたが、真柱様御夫妻には来月18日よりシンガポール、マレーシアを御
巡教下さり、8月19日のシンガポール出張所開設40周年記念祭に御臨席頂く予定でござ
います。また、オセアニア出張所では同19日に松井知春2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。　　　　

　親神様には教祖をやしろに、この世の表に

お現れ下されて以来、元初まりの真実を明か

し、ひながたを示して陽気ぐらしへの歩み方

をお教え下さいました。さらに自由のお働き

をもって人々の心の埃を払い、不思議なたす

けを見せて成人の道へとお導き下さいます御

守護の程はまことに有難く、日々御礼申し上

げつつ世界たすけの御用に励ませて頂いてお

ります。その中に本日はこれの伝道庁の7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。

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6月18日より始まりました神殿屋根葺替

の工事はお陰様にて順調に進展し、今月9日を

もって無事終了致しました。来る20日に鎮座

7月月次祭祭文

祭を執り行い翌21日に奉告祭を勤めさせて頂

きます。また只今おぢばで開催中の親里セミ

ナーには前期及び後期生4名が受講中であり

ますが、カウンセラー共々一同元気に教祖の

み教えを学ばせて頂いております。また青年

会インターナショナルひのきしん隊が結成さ

れ23名の会員が参加させて頂きます。さらに

また本年のこどもおぢばがえりには20数名が

帰らせて頂きます。また、今月6日より8日ま

でワシントン州で開催された全米柔道ジュニ

ア大会には天理柔道クラブより23名の選手が

出場、16名が入賞し日頃の鍛錬の成果を遺憾

なく発揮させて頂きました。

　私どもよふぼくは、世界中の人間を一人余

さずたすけたいとお急き込みくださる親神

様のお心に添わせて頂き、教祖の道具衆とし

てたすけ一条の道をしっかり歩ませて頂きま

す。何卒親神様には私共のこの真心をお受け

取り下さり、世界中の人々が一れつ兄弟姉妹

の和を固め、陽気づくめの道を一日も早く楽

しむことができ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	 社本正登司	　

篳　篥	 明本ダニエル		 　	

鳳　笙	 社本アレン		　

太　鼓	 中尾モーゼス

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

7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	 中尾スティーブン		蘇ジミー
指図方	 本田グレン
献饌長	 久尾マーク	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｍ．久尾
(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．稲福	 Ｊ．蘇
	 Ｔ．西村	 Ｔ．井上	 Ｂ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．斉藤　Ｓ．柿谷
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｙ．一瀬
	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｙ．川崎
笛	 Ｃ．三國	 Ｄ．明本	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．桧垣
拍子木	 Ｍ．社本	 Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾
太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｗ．城	 Ｓ．社本
すりがね	 Ｙ．中尾	 Ｇ．井上	 Ｓ．三濱
小鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｔ．一瀬	 Ｍ．中尾
琴	 Ｃ．美馬	 Ｍ．岩田	 Ｌ．長田
三味線	 Ｔ．松川	 Ｔ．中尾	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｊ．山	 Ｃ．浜田　Ｌ．井上
地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｙ．宮内
	 Ｍ．久尾	 Ｋ．川崎	 Ｇ．井元

祭典役割

伝道庁8月月次祭　

8月19日（日）午前9時

祭典講話：斉藤カーレン

日本語通訳：中尾妙子

教会長・布教所長会議
8月の会議は中止です。宜しくお願い致します。

7月月次祭は仮神殿で執り行った
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　只今は、七月の伝道庁月次祭を陽気に、ま
た勇んで勤めさせていただきました。今月の
講話のご指命を頂きましたので、少しの間、
お付き合いのほどお願いいたします。
　本日は、心のほこりについて少しお話しを
させていただきたいと思います。話があっち
に行ったり、こっちに行ったりするところも
あると思いますが、よろしくお願いいたしま
す。
　私たちの信仰しているこの教えは、私たち
全人類の親である親神天理王命様が、教祖の
口を通して創められた神直々の教えでありま
す。教祖、中山みき様は、人類創造の時、母
親の役割をされた魂のいんねんから、親神様
の約束どおり、天保9年10月26日に月日の社
となられ、つまり親神様は教祖のお身体を社
とされて、世界が治まる真実の教えをお説き
くださいました。親神様は、「この世界で、
私たち人間が、皆親神様の子供として扶け合

いながら、陽気ぐらしをするのを見て共に楽
しみたい」という思いから人間・世界をお創
めくださいました。そして、私たち人間が陽
気ぐらしができるように、親神様の自由のお
働きをもって、私たちのこの身体をはじめと
し、人間が生きるため、暮らすためのあらゆ
ること、あらゆる環境を守護し、お働きくだ
さっているのであります。このすべてのお働
き、ご守護は只々、私たち人間がこの世界で
陽気ぐらしをするのを見て、人間の親なる神
も一緒にその喜びを分かち合いたいという、
親心からお与えくださっています。そして、
私たち人間には心の自由を与え、自分のもの
としてゆるされているこの心を使ってお互い
に扶け合いながら全人類が陽気ぐらしをする
日を今か、今かとお待ちくださっているので
あります。
　しかし、私たち人間はその親の思いを知ら
ず、数多くの生まれ変わりの中、我がものと
して許された心の使い道を誤り、互いに争
い、傷つけ合ったり、勝手気ままな心遣い
や、自分や自分たちさえよければいいんだと
いった自己中心的な、親の思いとは全く違っ
た方向を歩み出してしまいました。教祖はこ
のような、人間の陽気ぐらしを望まれている
親神様の思いから外れてしまった心遣いをほ
こりに喩え、常に私たちの心遣いを親の思い
に照らしあわせ、それぞれの誤った心の使い
方を反省し、心のほこりを払う道をお教えく
ださいました。

7月月次祭祭典講話

心のほこり

浅草ハワイ教会長　宮内泰次
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　天理教教典第七章では、ほこりについて、
「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」と喩えに用いられたほ
こりについて説明されています。一般にほこ
りというのは、私たちが普段生活していて
も、いろんなところにあっという間にたまる
ものです。時にはこんな所に、と思うような
場所にもほこりがたまっているときがありま
す。また、しばらくの間、掃除を怠っていた
所などは、ほこりが積もり重なり、なかなか
元のきれいな状態にもどすのに苦労する場合
があります。
　また、ほこりによって本来正しく機能すべ
き物が機能しなくなってしまうこともよくあ
ると思います。現在誰もが使っています、い
ろいろな電子機器やコンピューターなども、
このほこりが原因で故障したり、正しく作動
しなくなるといったケースが多くあると思い
ます。ちょっと古い話ですが、昔は私たちは
レコードで音楽を楽しんだわけですが、たま
に気持ちよく自分の好きな曲を聴いています
と、いきなり曲が違うところに飛んでしまっ
たり、パチパチと嫌な雑音がはいったりとい
うようなことがよくありました。これもレコ
ード盤に附着したほこりが原因だったわけ
です。
　教祖は私たちの心の「ほこり」も、このど
こにでもある「ほこり」のように、時として
積もりやすく、また知らず知らずのうちに積
もり重なり、その結果として、ちょうどコン
ピューターなどがほこりによって故障した
り、正しく動かなくなったりするように、心

のほこりによって、私たちの身体の具合が悪
くなったり、夫婦や家族、または仕事場で何
か問題が起きたり、つらく悲しい思いをしな
ければならないようなことにもなるのです。
ですから、常に心遣いを反省し、心のほこり
を早く掃除するようお導きくださっていま
す。そして、私たちの心遣いを反省する手が
かりとして、をしい、ほしい、にくい、かわ
い、うらみ、はらだち、よく、こうまん、の
八つのほこりをお教えくださいました。
　簡単に説き分けを言いますと、

「おしい」とは、
心の働き、身の働きを惜しみ、税金など納め
るべき物を出し惜しむ。借りた物を返すのを
惜しんだり、嫌なことを人にさせて、自分は
楽をしたいという心。

「ほしい」とは、
努力もせず、十分な働きもしないで、金銭を
ほしがり、不相応に良い物を着たい、食べた
い、また、あるが上にも欲しがるような心。

「にくい」とは、
人の助言や、忠告をかえって悪くとって、そ
の人を憎んだり、人の陰口を言って、そしり
笑うような心。

「かわい」とは、
自分さえ良ければ他人はどうでもよい。ま
た、わが子への愛にひかれて、食べ物や着る
物の好き嫌いを言わし、間違ったことも注意
しないで、気ままにさせておく心。

「うらみ」とは、
顔をつぶされた、望みを妨げられたと、自分
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の力の足りなさや、德のなさを思わず、人を
恨み、根に持つこと。

「はらだち」とは、
人が悪いことを言った、意に反することをし
たとて腹をたてる。また、我を通して、相手
の言い分に耳を貸そうとしないで腹を立てる
ような心。

「よく」とは、
人より多く身につけたい、取れるだけ取りた
いという心。人をだまして利をかすめ、ある
いは盗み、取り込むなど、何によらず人の物
をただ我が身につけるのは強欲。また色情に
溺れるのは色欲であります。

「こうまん」とは、
思い上がってうぬぼれ、富や地位をかさに着
て人を見下すような心。また、頭の良いのを
鼻にかけて人を侮（あなど）り、人の欠点を
探す。あるいは知らないことを知ったふりを
するような心。

　このようにほこりとなる心遣いは、ついつ
い使ってしまうことが多いと思いますが、教
祖はほこりは積んだら、だめだと強調された
のでなく、ほこりは積みやすいものなので、
常々に気をつけると言うこと、そしてほこり
を払う努力が大切であると教えられました。
　おふでさきには、

月日にハみな一れつハわが子なり	
かハいゝばいをもていれとも	 　　　　八-60

一れつハみなめへ／＼のむねのうち
ほこりいゝばいつもりあるから　　　　　八-61

このほこりすきやかそふぢせん事に
月日いかほどをもふたるとて	　　　　八-62

　
　そしてまた、

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

にち／＼にみにさハりつくとくしんせ	
心ちがいを神がしらする　　　　　　　四-42

とお教え頂きまして、この心のほこりの教理
をもって、只単に日々の私たちの心遣いに注
意を促してくださっているだけでなく、病気
や私たちが直面するいろいろな問題を通し
て、私たちの誤った心の使い方を知らしてく
ださり、心遣いを反省する機会を与え、ちゃ
んと私たちが陽気ぐらしのできる人間に成
人できるよう導いてくださっているのであり
ます。
　ですから、私たちは、常日頃心遣いを教理
に照らし合わせ、ほこりの心遣いに気をつけ
ながら心のほこりを払う努力を続け、少しで
も親神様、教祖の思いに沿った心遣いで日々
を通ることが大切であると思います。
　私たちは、「誠一つが天の理」とお教え頂
き、誠の心、すなわち人を思いやる心、人に
助かって貰いたいと願う心が神様のお心に適
った心遣いであり、親神様、教祖に受け取っ
ていただける心だと教えて頂いています。
　例えば、職場や学校などで友人や仕事仲間
が病気や個人的な問題で元気がない、悩んで
いる、そんな時ちょっとでも声をかけて、少
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しでも気分が楽になるように励ましてあげ
る、または何かできることがあれば力になっ
てあげる。こういう一見なんでもないような
人に対しての心遣いは、私たち人間が助け合
いながら陽気ぐらしをするのを見て共に楽し
みたいという、親神様の思いにぴったりと合
うのですから、親の思いに沿った心遣いとい
うことになると思います。自己中心的な心遣
いである、ほこりの心とは正反対の心遣いで
あると思います。
　私はこのほこりの教えは、意外と小さい頃
から聞かせていいただいていた教えで、頭で
はよく理解していたつもりでした。何かほこ
りという喩えのように、少しこの教えを軽く
考えてしまっていたような気がします。せっ
かくほこりの教えを聞かせていただいていた
のに、しっかり心に治めさせていただく努力
が足りないうえから、積まなくてもよいよう
な心のほこりを積んでしまったり、また、他
の人にほこりを積ませてしまうようなことも
あるわけです。今の世の中を見ても、ほんと
にこの心のほこりが元となって難儀、不自由
をされている方が多いように思います。
　この間、以前ハワイに五年程いました鈴木
君という布教の家の元寮生がハワイに来まし
た。賑やかな男なので、皆さんの中にもまだ
覚えてくださっている方も多いと思います。
彼は現在日本で会長となりまして、今も尚、
一年に一度ハワイに来ておたすけと布教をし
ています。今回ハワイに来る前に、彼はおぢ
ばで青年会のひのきしん隊に入っていたそう
で、そのひのきしん隊での感話大会で、今回
参加されたある方のお話を聞かせてくれまし
た。「実は私、つい最近までホームレスをや
ってました」と語りだしたその方は、勤めて
いた会社からリストラされて仕事を失い、つ

いには家族までも彼の元から立ち去ってしま
い、路上での生活をするようになったそうで
す。「世の中に自分ほど不幸な人間はいな
い」と思い、毎日自殺ばかり考えていたそう
です。そんなある日、公園のベンチに座っ
て、死ぬことを考えていた時に、ある方が彼
のところに一枚のチラシを置いていったそう
です。そのチラシを何気なく見た彼は「陽気
ぐらし」と言う文字に何かを感じて、まだ近
くにいた、そのチラシを置いていった方の所
に行って話しかけたのです。このチラシを置
いた方は、天理教の会長さんでした。
　そして、このことがきっかけで、彼はこの
会長さんの教会に住み込ませていただくこと
になりました。朝夕のおつとめも見よう見ま
ねで一生懸命つとめたそうですが、その教会
で毎日拝読する「十全の守護」と「八つのほ
こり」を何度となく読んでいるうちに、「今
まで、私自身が使ってきた心の間違いがここ
に全て書かれている」と気づき、それまでの
自分自信を振り返り、深く反省することがで
きた彼は、「どうしてもっと早く天理教と出
会えなかったのだろう」と話されたそうで
す。そして、だんだんとお道の教えを聞かせ
ていただき、自ら絶とうとした命を助けてい
ただいて、今こうしてここに立って話しをさ
せていただいていますと、涙ながらにお話し
されたそうです。
　おさしづでは、八つのほこりについて次の
ように、お諭しくださっています。

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、
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どうでもこうでも心に理が治まらにゃなら
ん。　　　　明治三十二年七月二十三日

　
　今、約七十億の人がいると言われるこの世
界で、私たちはこの世界が治まり、夫婦、家
族、そしてそれぞれが陽気ぐらしを味わうこ
とのできる教えをいち早く知り、信仰をして
います。私たちのこの信仰は、ただ教会に行
って神様に拝んで、いろいろとお願いごとを
するというだけの、いわゆる拝み・祈祷の信
心ではありません。教祖が教えてくださる教
えをよく聞き分け、その教えが心に治まるよ
う、できるところから少しでも実行していく
ところに喜ばせていただけけるような姿を、
または、救けを頂戴することができるのだと
教えていただいています。この心のほこりの
教理もしかり、ただ教祖の教えとしてなるほ
どと理解するだけではなく、しっかりと心に
治まり、親神様のお望みくださる陽気ぐら

しができる人間にならせていただけるよう実
践をもって、共々に努力していきたいと思い
ます。
　ここにあります、この小冊誌は昨年おぢば
から出ました、親神様の十全のお働きと、八
つのほこりの説き分けが書かれたものです。
もうすでに読まれた方もいると思いますが、
ぜひ皆さんにも何度も何度も読んでいただく
ことをお勧めいたします。最後におふでさき
から、二首拝読させていただき、本日の講話
を終わらせていただきます。

にんけんのわが子をもうもをなぢ事
こわきあふなきみちをあんぢる　　　　　七-9

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

　ご静聴ありがとうございました。

	 全教一斉にをいがけデー
－教えを世界へ伝えよう－

日時	 ：	 2012年9月3日（月）　Labor	Day
時間	：	 9:00am-11:00am
場所	：	 モイリイリ・スタジアム公園

当日はモイリイリスタジアムパーク周辺の戸別訪問、または公園内の清掃ひのきしん
を行います。ご家族、お友達を誘って提唱80周年のにをいがけデーに参加しましょう。

服装：	 ひのきしんは“One	World	One	Family”のTシャツを着用。
	 にをいがけには適した服装でお願いします。

提唱　					
周年80



第57回天理教ピクニック

アイランドニュースアイランドニュース

　7月4日（水）、第57回目となる天理教ピクニックがカピオラニ公園で開催され、参加者は
200名を数えました。天理教ピクニックでは、青年会、女子青年のメンバーが中心となり様
々なゲームを企画し、当日の運営をしています。今
年の賞品には、各種ギフトカードに加え、一等には
ホテル宿泊券が用意され、会場は大いに盛り上がり
ました。

9

赤ちゃん誕生おめでとう

　7月2日（月）、中尾ルイス・ミーラヌッ
ト夫妻（パール教会）に赤ちゃんが誕生しま
した。
　名前は、オリヴィア・つぼみ・ティプチン
ダー、2870グラム、45センチの元気な女の
子です。おめでとうございます。

水風船キャッチ ポテトサックリレー
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ヒロ教会四代会長就任奉告祭

　7月14日（土）、ハワイ島のヒロ教会にて、田ノ上実譜年・四代会長就任奉告祭が執り行わ
れました。ヒロ教会は、1931年1月26日に設立され、今年で81年目を迎えます。奉告祭当日は
晴天に恵まれ、本島大教会長夫妻、伝道庁長夫妻をはじめ、ハワイ島の内外から教友信者50余
名が集い、終始明るく和やかにつとめられました。田ノ上会長は、「陽気ぐらしに向かう教会
の使命を果させていただけるようつとめたい」と挨拶しました。

ハワイ天理柔道ニュース

　7月6日から8日まで、ワシントン州スポ
ケーンで開催された全米柔道ジュニア大会
に、ハワイ天理柔道から23名の選手が出場
し、金メダル11個、銀メダル4個、銅メダ
ル1個の好成績をおさめました。また、そ
の内の五名が7月20、21日にテキサス州
アーバインで開催された全米柔道ジュニア
オリンピックに出場し、金、銀、銅それぞ
れ一個ずつを獲得しました。おめでとうご
ざいます。
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青年会インターナショナルひのきしん隊

　7月18日から24日まで、おぢばで第八回目となる青年会インターナショナルひのきしん隊が
開催されました。ハワイから23名の青年会員が参加し、ひのきしんに汗を流しました。参加者
の一人、岡田ジェファーソンさん（島ヶ原ハワイ布）の所感を掲載します。

　みなさん、お久しぶりです。今回で三度目
となるインターナショナルひのきしん隊入隊
でしたが、ハワイ青年会委員長と副委員長の
提案により、班長を任されることになりまし
た。過去二回は、一隊員として参加させてい
ただきましたが、今回は班長という大役を任
されることになり、責任の重さを感じてい
ました。しかし、班長の立場から今までと違
う視野を持って取り組ませていただき、勉強
をさせていただこうという気持ちで、今回の
ひのきしん隊への入隊を決意いたしました。
　ご存知の方もおられると思いますが、私の
両親は一昨年までおぢばで勤めていました
が、現在はハワイの天理文化センターにある
天理文庫の管理人を任されています。そし
て、今回のおぢばがえりは私にとって初めて
両親のいないおぢばがえりとなり、少しば
かり不安を感じていました。「親がいるって
ことはそれだけで心強いんやな、有難いんや
な」と実感しました。また私自身、親にど

れだけ甘えていたかを実感させられました。
　ひのきしん隊前日に、各国青年会代表者、
または代理人が集まり、事前ミーティングが
行われ、そこでは修養科の同期の方と再会し
ました。おぢばでは必ずと言っていいほど、
不思議な巡り合わせを体験します。私以外に
も同じ班の隊員同士で修養科の同期生がいま
した。一人はアメリカ本土から、もう一人は
なんとネパールからでしたので驚きました。
　ひのきしん隊の初日に、班の隊員振り分け
や各班の班長、副班長が決められました。覚
悟を決めていた私は班長に指名されるのだろ
うと思っていましたが、班長に立候補する方
がいました。その方のおかげで私は副班長に
なり、肩の荷が軽くなりました。ひのきしん
は、神殿中庭の整地、物品運搬や伐採した雑
木の運搬など体力的にきつい作業が続きまし
たが、とにかく身上者が出ないことだけを願
い、常に安全に気を付けました。その甲斐あ
ってか、大きな怪我や病気もなく、私の担当



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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　6月18日（月）に開始した神殿屋根葺替の普請は、7月9日（月）に全工程が終了し、新し
い屋根となりました。そして、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した。
　奉告祭では、すわりづとめ・十二下りのおつとめが陽気に勤められた後、宮森本部員より挨
拶がありました。宮森本部員は、おさしづ、みかぐらうたを引用しながら、「ふし」について
説明したうえで、「神殿屋根の修理という一つの“ふし”を通して、私たちが神一条の精神をも
ち、一手一つになり、勇んだ心でひのきしんに励んでいるかどうかを確認する絶好の機会とな
った。日常のなかで起きる様々なふしに直面したとき、これら三つの心の持ち方を思い起こし
てほしい」とお話しくださいました。（写真：新しく葺き替えられた屋根）

神殿屋根葺替鎮座奉告祭

した班は全員、実動五日間の全行程を終える
ことができました。五日間を通して、非常に
天候に恵まれたことも神様のご守護でした。
　また、ひのきしん隊期間も含め、おぢばに
滞在していた十三日間の間、多くの懐かしい
友人と再会させていただき、会う度に面倒を
見ていただきました。これも全て、両親がお
ぢばで勤めていた時に一生懸命伏せ込み、戴
いた徳のおかげだと感じました。おぢばで両
親が多くの方のお世話取りをしてくれていた

から、おぢばにいない二人の分まで息子であ
る私のことを気遣ってくださっているのだな
と感じました。偉大な両親のおかげでとても
居心地の良いおぢばがえりとなりました。ま
た、親の積んだ徳は、子供に回ってくるのだ
と実感したとき、いつになるか分からないけ
ど、「もし、自分にも子供ができたら、その
時のために今からでも徳を積ませていただか
ないとな」と思えるようになりました。また
おぢばへ帰られる日が楽しみです。



女子青年だより

8月26日に、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

7月20日、伝道庁で鎮座祭、21日には神
殿屋根葺き替え鎮座奉告祭がそれぞれ執り
行われました。宮森与一郎海外部長は、
挨拶の中で、「神一条の精神」「一手一つ
の和」「勇み心」についてお話しされまし
た。新しい屋根の下、まず私たちが仲良く
手を取り合って、勇んで六十周年に向かう
心定めをさせていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　8月11日（土）	 9：30-10：30
　
■例会

　8月13日（月）　天理文化センター	
　・ミーティング	 9：00

■バザーひのきしん

　於：天理文化センター	 9：00-
　・こんにゃく作り	 8月13日（月）
　・衣類仕分け		 8月13日（月）
　・漬物作り	 	 8月15日（水）
　・漬物パッキング	 8月16日（木）
　・おでん仕込み	 8月23日（木）

■8月の女鳴物練習はありません。

■ウエストハウスのバザーひのきしんにご
　参加くださった皆様、ありがとうござい
　ました。

■8月の月次祭直会当番は、合同Ａグループ
　です。よろしくお願いいたします。

青年会だより

■庭清掃ひのきしん

	 8月4日（土）　　於：カリヒ教会
＊当日は、8時半に伝道庁集合

少年会だより

■天理教バザーテント設置

	 8月19日（日）	 於：天理文化センター
＊伝道庁参拝場の復旧後に行います。

■天理教バザー駐車場整理ひのきしん

　8月26日（日）7：00-　

今年のおぢばがえりには、ひのきしん隊
参加者6名とカウンセラー1名を含む、合
計30名が参加してくださいました。

■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月行事報告 8月行事予定
		 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）・第57回天理教ピクニック
		 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
		 	 	 	 ・主事会準備会
	14日（土）・主事会
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	15日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
		 	 	 	 ・サンデースクール
	16日（月）・月例にをいがけデー
	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）
	24日（火）・布教/育成委員会
	26日（木）・遥拝式/おつとめ鳴物練習

		 2日（木）・バザー委員会
		 4日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 6日（月）・浜田道仁庁長夫妻帰任
		 7日（火）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・コミュニティーひのきしん
		 8日（水）・まこと/オリジンズ編集会議	
		 9日（木）・バザーブースヘッド会議
	11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	13日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター/文庫ジョイント委員会
	14日（火）・主事会準備会
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	16日（木）・少年会会議
	18日（土）・主事会
		 	 	 	 ・文化センター清掃ひのきしん
	19日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
	20日（月）・月例にをいがけデー
	21日（火）・祭儀委員会
	25日（土）・遥拝式
	26日（日）・第42回天理教バザー
	
	

教会長・布教所長夫妻研修会
【日時】	 2012年9月15日（土）	 10：00am-2：00pm　

【場所】	 アラモアナ・ホテル（Ilima Room）



T ENRIKYO 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!


