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おぢばからのメッセージ

立教175年8月26日

　日々は、それぞれの拠点の御用の上にご丹精頂き、誠にご苦労様でございます。
　親里はまだまだ残暑厳しい日が続いておりますが、本日も親里ぢばを慕って大
勢の教友がお帰り下さり、8月の月次祭が真柱様を芯に陽気に勇んでつとめられ
ました。

　真柱様は祭文の中で、「たん／＼とよふぼくにてハこのよふを　はしめたをや
がみな入こむで」とのお歌を胸に、世界のふしんに立ち後れぬよう、おたすけに
励み、真実を積み重ねて、この世の元なる真実を世界隈無く広げるよう、丹精さ
せて頂く決心をお述べになりました。そして、自由のお働きのもと、この世のあ
しきが払われ、人々の誠の心が高められて、陽気ぐらしへの歩みを力強く前進さ
せて頂きますようにと祈願されました。

　祭典後の神殿講話は、前川治夫本部員がおつとめ下さいました。
　先生は「つくし・はこび」の大切さについて、おさしづや先人の通られた道、
またご自身の教会の信者さんの話を用いながらお話し下さいました。そして「つ
くし・はこび」というのは単に身を運ぶこと、御供をすることだけでなく、親神
様のたすけ一条の御用にお使い頂きたいと誠の心を尽くすことと、真実の行いを
いうのであり、長年尽くした理、運んだ理は必ずや親神様が受け取って下さると
述べられました。
　また、昨年の大震災や昨今の自然災害によって、おぢばや教会へ尽くし、運ぶ
心があっても出来ない教友ががたくさんおられると述べられ、一日も早い復興を
親神様にお願いするとともに、「感謝・慎み・たすけあい」の心でもって日々を
通らせて頂き、その心と実働をお受け取り頂いて親神様にお働き頂きましょうと
お話し下さいました。

 明くる9月は、にをいがけ強調の月でございます。各拠点に於かれましても種々
計画を立てておられることと存じますが、祭文でお述べ下された真柱様の思召を
胸に、お互い教祖の道具衆としての自覚を持って、精一杯にをいがけに励ませて
頂きましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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可愛い親心のま

に／＼日夜絶え間なくお見守り下され、世

界たすけをお進め下さいます御守護の程

は、まことに有り難く勿体ない極みでござ

います。私共は日頃賜るご高恩に御礼申し

上げ、親心にお応えさせて頂けるよう日々

たすけ一条の御用に励ませて頂いておりま

すが、本日はこれの伝道庁の八月月次祭を

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。

　この夏のおぢばは20万人という大勢の子

供たちで賑わいましたが、こどもおぢばが

えり団体、おやさとセミナー受講生、青年

８月月次祭祭文

会インターナショナルひのきしん隊入隊員

とそれぞれに厳しい暑さの中一同結構にお

連れ通り頂き、御教えを学び、尊き汗を流

して伏せ込みに励み、喜びの心を深めて帰

らせて頂きました。

　また今月26日には恒例の天理教バザーを

開催させて頂き、地域の方々へのにをいが

けを進めさせて頂きたいと存じます。さら

にはまた、来る9月3日には提唱80周年を迎

える全教一斉にをいがけデーを実施し、広

く人々に教祖の御教えを伝えさせて頂きた

いと思います。

　私共は教祖ひながたの道を日々心明るく辿

らせて頂き、未だ真実の親を知らぬ人々に元

の親の思召を伝え、世界中の人々が陽気ぐ

らしへと心の向きを正していけるよう精一

杯の努力を積み重ねてまいる所存でござい

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、人々が互いにたすけあい

睦み合う楽しみ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。
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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	 社本アレン		　

太　鼓	 岩田タッド

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

8月月次祭役割

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

祭典役割

伝道庁9月月次祭　

9月16日（日）午前9時

祭典講話：三國光子

英語通訳：川崎カイル

教会長・布教所長会議

次回　9月16日（日）　12：45～13：30　
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　本日は伝道庁八月の月次祭に大勢の方が勇
んでご参拝くださるなか、皆さまと共々に世
界たすけのおつとめを陽気に勤めさせていた
だき、誠にありがとうござます。また日本語
通訳をしてくださっている中尾妙子さんにお
礼申し上げます。
　親神様は人間創造のとき、私たち人間一人
ひとりに尊い贈り物を下さいました。それは
魂という贈り物であります。それと同時に、
親神様は私たち子供に意のまま、思いのまま
に考えることができる「心の自由」をお与え
くださいました。さらに、もう一つの素晴ら
しい贈り物、それは人と人との相互関係で
す。この人間関係を通して、人がそれぞれに
交わり、協力し合うことができるのです。そ
して、人と人とが関わり合い、様々な体験を
通して、自分がどういう人間であるかに気づ
かせていただけるのです。自分一人では、こ
れを学ぶことも限られてしまうと思います。

親神様は教祖を通して、人間創造の目的であ
る陽気ぐらしには沿わない間違った考え方、
心遣いを「心のほこり」に譬えて教えてくだ
さいました。本日は、この「心のほこり」に
ついて、どのようにしてこの否定的な考えを
取りのぞくことが出来るのか、そして心を開
いて親神様のご神意、メッセージを受け、よ
り一層心の成人をさせていただけるよう考え
たいと思います。　　
　まず最初に、みかぐらうたの第一節の説明
を、古代から伝わるハワイアンの自然治癒法
「ホ・オポノポノ」のテクニックを用いて考
えてみたいと思います。これは昨年のハワイ
コンベンションでお話する予定でしたが、時
間制限のため紹介できませんでした。古代ハ
ワイアンは多くの神を信じていました。例え
ば、火の神様ロノ、ペレや、鮫、亀、岩や木
を象徴したアウマクアの神様などです。そし
て人間と自然は、決して切り離されたもので
はなく、むしろ一体化したものと信じられて
いました。「ホ・オポノポノ」は家族、個人
を癒す方法として知られ、全ての物事の責
任を自ら取り、自己反省を促すというもの
です。なにか問題が起きた時には、家族、
親戚や友人が集まり、その問題を起こした人
を責めるのではなく、みなそれぞれが自己を
顧み、反省するというものです。その起こっ
てきた問題を見たり聞いたりするということ
は、自分と全く関係のないことではなく、我
事として自己反省をし、その問題の思い当た

8月月次祭祭典講話

心のほこりとみかぐらうた第一節

ホノルル教会長　斉藤カーレン
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る節を改めるということであります。最初、
私は親神様からお与えいただいた心の自由で
物事を考え、話したこと、行ったことに対し
てすべての責任は自分にあると思っていまし
たが、ハワイアンの言うすべての責任という
のは、私が考え、話し、行ったことに対して
だけではなく、世界中の人々が考え、話し、
行動したことすべてを我事として責任を負う
ということです。わたしは、このことを知っ
て実に驚きました。責任を取るという意味
で、今までの私の考えの中には、世界中の人
々のことは入っていなかったのです。世界中
の全責任をかかえる、というのはものすごい
ことではないでしょうか。世界中の人々が同
じように自分のこととして責任を持てば、世
界はもっと早く良い方へ変わるのではないで
しょうか。ハワイアンの信じるホ・オポノポ
ノの信念では、私たち人間は一つなのです。
それは車のバンパーに付けている“One	world	
one	 Family”という考えとよく似ています。
天理教の教えでは、「せかいぢういちれつわ
みなきよたいや　たにんとゆうわさらにない
ぞや」（十三号-43）とおふでさきに記され
ています。
　この「ホ・オポノポノ」のテクニックとい
うのは、起こってきた問題を四つのプロセス
から解決していきます。最初に「元なる神の
愛に戻る」ということから、「愛していま
す」と言います。二つ目は、自己反省をして
「ごめんなさい」と、今までしてきたことに
対してお詫びします。三つ目は、「どうぞお
許しください」と言って許しを願い、悪い記
憶を取り払ってもらうのです。悪い記憶がな
くなったら、その空間が神の純粋な愛と入れ
かわり、素晴らしい考えが入りやすくなるの
です。最後のステップは「ありがとう」で

す。否定的で悪い記憶を取り去ってくれたこ
とを神に感謝するのです。この四つのステッ
プは、「愛しています、ごめんなさい、許し
てください、そしてありがとう」です。した
がって、すべての責任は自分にあると考え、
自分を良い方へと変えること、その一人ひと
りの心遣いの輪が広がり、世界が変わるので
す。これがいわゆる、全責任を取るというこ
との意味なのです。自分のことだけを考える
のではなく、世界中の兄弟の責任をも取ると
いうことなのです。ホ・オポノポノの四つの
プロセスは、座りづとめとよく似ています。
　第一節の「あしきをはらうて」と歌うとき
に、あなたの心はどこに焦点を当てています
か。大抵は「あしき」に焦点を当てているの
ではないでしょうか。まず最初に、「合掌の
手」から始まります。みかぐらうたには、四
十回合掌の手があります。最初の「ーつ」で
合掌の手を入れて、最後の「なむてんりわう
のみこと」の合掌の手、と数えると全部で二
百二回になります。かみ（十六回）、つとめ
（七回）、しんじん（六回）、ごくらく（二
回）、たのみ（二回）、いのり（二回）、か
みな（一回）、まいる（一回）、かみのやか
た（一回）、そしてあしきをはらうての時に
も二度出てきます。この「あしき」とは、悪
いことの意味に解釈されますが、なぜ「あし
き」も合掌の手なのでしょうか。神様は「一
寸のほこりがついたゆへなり」とお説きくだ
さっていて、それは些細なことのように聞こ
えますが、ほんの少しのほこりでも払うこと
が本当のたすかりの鍵となるのです。
　考えてみれば、合掌の手は神に祈る手に違
いないので、この二つの「あしき」にも悪で
はなく、良い意味が含まれているのだと思い
ます。座っておつとめをさせていただくと
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き、心を澄み切り、世界平和を祈るという目
的があります。ですから、手を合わせて「あ
しき」と唱える前に、世界たすけという目的
が込められているのです。心を澄ます過程は
素晴らしいことであり、「あしきをはらう
て」と唱えながら合掌の手をすることとは、
見事に調和していると思いませんか。第一節
の出だしは「あしき」という言葉から始ま
り、否定的な意味合いに受け取られる傾向に
あると思いますが、この合掌の手が最初に出
てくるということは、「ほこり」の意味での
「あしき」ではなく、「元なる親神様の愛」
という受け取り方が大切なのではないでしょ
うか。
　「ホ・オポノポノ」の四つのステップによ
る心の浄化と、おつとめの第一節との相互関
係を見ていただきたいと思います。「ホ・オ
ポノポノ」での最初のステップは、｢愛してい
ます」と言いながら、「愛である神の原点に
戻る」というプロセスです。おつとめの第一
節では、「あしき」と唱えて合掌の手で始ま
りますが、親神様はこの合掌の手を通して、
人間をお造りになった元なる親神様の親心を
たずねてほしいと思っておられると思うので
す。そして神様は人間に心の自由をお与えに
なりましたが、その結果人間はあしきの心を
積み重ねてきました。「あし・き」とこのた
った二つのビートでありますが、あしきに至
るまでの順序を理解することが必要です。そ
れは、「あしき」を払ってくださるのは神様
ですから、神の愛である原点を振り返るだけ
でなく、「私はこのあしきを受け入れます」
と考えることが大切です。それは、｢自分が
誰であるか、どのような心遣いを積み重ねて
きたのか、すべて受け入れます｣と言ってい
るのと同じです。この「自分の積み重ねて

きたいんねんを否定する」のでなく、「私の
いんねんを自覚します」というところから心
を澄み切るというプロセスが始まるのです。
　次に「はらうて」です。ホ・オポノポノの
二つ目のステップは、すべての責任を負いま
すと自己反省をします。すべてこの人生で行
ってきたことに「ごめんなさい」と言いま
す。どうか間違った心遣いの記憶を消してく
ださいと、どんな間違った心を使ってきたの
か分かりませんが、すべての行ってきた良か
らぬことに対し、全責任をとるのです。第一
節でも同じように、してきたことをすべて認
め、自己反省をし、神様に心のほこりを払っ
ていただくのです。
　次は「たすけたまへ」です。ホ・オポノポ
ノの三つ目のステップは「許しを願う」こと
です。座りづとめでの手振りは、胸三寸をは
らい、そして手のひらを返して両手で受ける
手振り、つまり「どうぞおたすけください」
という意味であります。
　最後に、ホ・オポノポノの四つ目は、神様
に「ありがとうございます」と祈るのです。
第一節では「てんりわうのみこと」とお礼を
申し上げます。
　皆さんおそらく、天理教の教えとは違うこ
とをなぜ話すのかと思うでしょうが、ホ・オ
ポノポノを学んでみると、よく似た点がある
ことに気づいたのです。そして座りづとめの
合掌の手の持つ意味合いをもっと認識したわ
けであります。というのも、今まで私はなぜ
最初に、この合掌の手が「あしき」という否
定的な言葉に使われているのかと思っていた
からです。今まで私は心のほこりということ
に焦点を置いていましたが、ほこりを払って
いただく前に、今は神様の親心とおつとめの
目的をよく考えたいと思います。ただ言葉を
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そのまま唱えるだけではなく、その意味合い
の根本を探り、その言葉と手振りをよく吟味
し、探し求めなければならないと思います。
　天理教教典第三章「元の理」三十三ページ
に、「ここにいよいよ、親神直直のだめの教
が垂示された。けだし、十のものなら九つま
で教え…」と書かれてありますように、人間
創造以来、何千回も宗教の開祖やスピリチュ
アルな指導者を神様はこの世に送り、十のも
のなら九つまで私たち子供に教えてきまし
た。私の考えは、このホ・オポノポノの治癒
療法という他の思想を引用して、親神様が教
えを伝えてくださっているのだと思います。
天理教では、親神様が心の自由をお与えくだ
さり、その心を正しく教えに添って使うため
に、八つのほこりの心遣いを戒めてくださっ
ています。何千年もの間にわれわれ人間は、
否定的な考え方がこびりついているのです。
をしい、ほしい、にくい、かわい、うらみ、
はらだち、よく、こうまんという心を使って
きたのです。その心遣いが、本来の目的であ
る陽気ぐらしとは反対の方向へ向かっている
のです。
　私たちは心の自由を許されているので、八
つのほこりを学んだ人は、否定的な考え方、
捉え方をしないようにする義務があると思う
のです。私は皆さまにぜひ否定的なものの見
方をするのではなく、八つのほこりの反対の
心遣いをもつという心がけをしていただきた
いと思います。なぜなら、そのほこりの心遣
いに気をとられてばかりいると、否定的な心
に自然となっていくのです。例えば「引き寄
せの法則」によると、「病気になりたくな
い」という言葉を出してはいけないのだそう
です。なぜなら、それは否定的な方へと誘因
されるからです。「病気」という言葉を使わ

ずに、「健康で丈夫な身体でありたい」とい
う方が良いのです。ですから、良い方の見
方、考え方をすることで、私たちの生活がよ
り良い方へと導かれるのです。良い考え方を
する習慣を身につける練習をすることによっ
て、あなたがなりたい人間になれるのです。
どんな人間になりたいか、という目標があれ
ば、それに向かってその通りの人間になれる
と思います。
　今は亡き森下二郎（名東/ブラザーフッド
教会前会長）会長とケイ夫人（現会長）は、
「ほこりを払うリスト」というものを作り、
「心のほこり」とは反対に心が勇めるように
なる心遣いのリストを考えました。否定的な
見方に集中するのでなく、良い考え方ができ
るように練習するのです。以前、この「引き
寄せの法則」の話を二郎会長と話したことが
ありました。その後、二郎会長は本来の八つ
のほこりの心遣いを全く反対の心遣いに置き
換えたリストを作ったのです。彼が出直して
からケイ夫人は、毎日この心遣いを練習する
ため、それを一枚のカードにし、ラミネート
をして人がいつでも持ち歩けるように作られ
たのです。

Miserliness	
をしい	

Covetousness
ほしい

Hatred	
にくい	

Self-love	
かわい

Grudge-bearing	
うらみ　

Generous	&	Willing
物惜しみしない心

Grateful	and	Fulfilled	
満たされた、有難い心

Loving	&	Affectionate	
愛情、優しい心

Altruistic	&	Compassionate	
利他的、情け深い

Accepting	&	Forgiving
	受ける心、許す心　
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　二郎会長とケイ夫人のこの素晴らしいアイ
デアに、お礼を申し上げたいと思います。で
は、ここで心が勇めるようになる心遣いのリ
ストを練習してみたいと思います。（上述の
八つのほこりとその反対の心遣いを読む）

Anger	
はらだち

Greed	
よく

Arrogance	
こうまん

Falsehood	
うそ

Flattery	
ついしよ

Calm	&	Joyous	
穏やか、陽気な心

Selfless	&	Considerate	
献身的な、思慮深い心

Humble	&	Respectful	
低い心、人を立てる

Honest	&	Authentic	
正直な心、確実な

Sincere	&	Praising	
真実の心、人をほめる

　最後にもう一度、合掌の手でおつとめをは
じめるときに、「元なる親神様の愛」を心に
おいて祈ってください。私たち人間は親神様
によって造られ、心の自由を与えられている
ことに気づき、見るもいんねん、聞くもいん
ねんと聞かせていただくように、それぞれが
自分のいんねんを自覚し、常に自己反省を
し、そして神様に心のほこりを払っていただ
くようお願いすることで、世界たすけに加わ
ることができるのです。おつとめをつとめる
とき、その手振りにこれらの深い意味が込め
られているはずなのです。「ほこりを払うリ
スト」をもとにして、心が勇めるようになる
心の使い方を練習し、良い人生を引き寄せる
ようにしましょう。そうすれば、自分の目指
すところの良い人間になれるのではないかと
思います。

アイランドニュースアイランドニュース

　8月11日（土）松岡マット、トレイシー
夫妻（ハワイセントラル教会）に赤ちゃ
んが誕生しました。名前は、タイ・ヨシヒ
ロ、3062グラム、47センチの元気な男の
子です。おめでとうございます。

結婚おめでとう 赤ちゃん誕生

　7月14日（土）
明本ダニエルさ
ん（パラダイス
教会）と、佐久
間 ひ ろ み さ ん					
（城法）がパラ
ダイス教会で挙
式し、夫婦とな
られました。お
めでとうござい
ます。
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ハワイ団少年会こどもおぢばがえり（7/24～30）

　　今夏のこどもおぢばがえりには、ハワイ
から20名帰参しました。少年会ハワイ団団長
として子供たちをおぢばへ引率させていただ
くことができたこと有り難く感じています。
親里の夏はとても蒸し暑く、またハードスケ
ジュールではありましたが、参加した方々は
皆一様に楽しんでくださいました。
　参加者の内、二家族が未信者で初めてのお
ぢばがえりでしたので、こどもおぢばがえり
のスケールの大きさ、人の多さに驚かれてい
ました。特に夜のパレードがあれほど壮大な
ものとは思いもよらなかったのではないでし
ょうか。また、鼓笛隊のお供え演奏では、60
以上の鼓笛隊が心を一つに揃えて演奏する様
子は、毎年見ている私でさえ感動しました。
各鼓笛隊に40名隊員がいるとすると、一日総
勢2400名ほどの子供たちがお供え演奏をし、
おぢばがえり期間中の9日間にわたり毎日お供
え演奏がつとめられるので、期間中約500以
上の鼓笛隊がお供え演奏をつとめることにな

りますので、まさに圧巻です。
　未信者の参加者に少しでもお道の教えを知
っていただくため、朝夕のおつとめ後に引率
者から教理を取り次ぐ時間を設けました。ま
た、おさづけの取り次ぎを通してもお道の教
えを伝えることができました。私は期間中三
度おさづけを取り次がせていただく機会があ
りました。精神的に不安定になった方、また
ひどい咳に悩まされていた方へおさづけを取
り次がせていただき、いずれもすっきり鮮や
かなご守護を頂戴いたしました。
　少年会の三つの約束のなかに、「ものを大
切にします」というテーマがあります。宿舎
のラウンジで三台のエアコンがつけっぱなし
になっていることがありました。しかし、三
つの約束を学んだ子供たちは、いつもラウン
ジを離れるときはエアコンを消していくよ
うになりました。最終日に行った全体の振り
返りで引率者からは、「家族がより親密にな
れた」「知らない人からもおかえりなさい、

－ハワイ団団長　中尾オーエン所感－
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と挨拶されてとても歓迎されていて、親しさ
を感じた」といった積極的な意見がありまし
た。
　初めておぢばを訪れた方にとって、おぢば
は当然未知の場所です。しかし、五日経って
何か違いを感じているのではないでしょう
か。教えに触れ、ひのきしんを通してその教
えを実践し、新しい友人がどんどん増えて、
大きな家族の一員であるように感じているこ
とでしょう。まさに陽気ぐらしを体感してい
るのではないでしょうか。おぢばという特別
な場所で感じた「陽気ぐらし」を、それぞれ
の家に帰ったら、今度は家族や友人に伝え、
いつでも人だすけを実践し、地域のリーダー
となって新たな仲間をおぢばに連れて帰って
いただきたいと思います。そうすれば、陽気
ぐらしの輪が世界に拡がっていくことでしょ
う。
　お金や物を子供に与えることはできます。
でも、お金や物というのは、いつかは消えて

しまいます。子供たちに与えられるもので最
も大切なのは、人だすけの精神ではないでし
ょうか。この精神はいつまでも残り、幸せな
生活を送る鍵となるでしょう。1954年に少年
会が発足し58年が経ちます。こどもおぢばが
えりに参加した子供たちが親になり、その子
供たちが今度はおぢばがえりに参加し、また
次の子供たちがおぢばに帰る。そうして、親
から子、子から孫へと陽気ぐらしのバトンは
渡されてきました。ハワイからのこどもおぢ
ばがえり帰参がいつまでも続いていくよう、
心をかけていきたいと思います。
　
　おふでさきに、

そのとこでせかいぢううのにんけんわ
みなそのぢばではじめかけたで　　　十七-7

そのぢばハせかい一れつとこまても
これハにほんのこきよなるぞや　　　十七-8

　友人の誘いを受けて、初めて「こどもおぢ
ばがえり」に参加し、天理のおぢばを訪れま
した。本部神殿は、とても壮大で美しいもので
した。神殿の中に入り、祈りをささげると、何
ともいえない温かさと心地よさを感じました。
詰所に向かう途中、至る所に「ようこそおかえ
り」と書かれた看板がかかっていることに気づ
きました。その夜は、私たち家族は興奮してい
たのと同時に、次の日がどんな一日になるのか
とあれこれ思いをめぐらしていました。
　毎日おつとめの後、ハワイグループのメンバ
ーから天理教の教えや信仰について話を聞かせ
ていただきましたが、どれもが私たち家族にと

って心に響くお話でした。おつとめとお話で始
まる日々は、とても心が安らぐものでした。そ
して、ひのきしんの歌を毎朝歌い、勇んだ気持
ちで日々の活動に取り組むことができました。
　最終日は本当に早くやってきました。今回の
旅を通して出会った人々から元気をもらい、日
々のおつとめやお楽しみ行事に参加して、心豊
かにさせていただきました。このような素晴ら
しい機会を頂き、心から天理教の家族にお礼申
し上げます。この経験はずっと私たちの心に残
ることでしょう。天理の街を離れるときに子供
たちは涙を浮かべながらひのきしんの歌を歌っ
ていました。どうもありがとうございました。

－育成会員代表　コダマ・ウェンディ所感－
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第42回天理教バザー

　8月26日（日）、第42回天理教バザーを天理文化センターで開催しました。準備から当日の
ひのきしん、また撤収まで多くの方の誠真実をいただき、大盛況のうちにつとめ終えさせてい
ただきました。ありがとうございました。地域社会に向けた「にをいがけ」となりました。



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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秋季霊祭のお知らせ

　9月27日（木）午前10時より、伝道庁にて秋季霊祭が執り行われます。霊祭に引き続き以下
の方々の年祭も執り行われます。

  5年祭  椎葉ハツ子 刀自 中和 　 カイルアコナ教会二代会長夫人

10年祭  井上みや子 刀自 周東 　 レインボー布教所初代所長

20年祭  川崎エドワード  主 周東 　 アロハ教会三代会長

30年祭  野村ヒサ 刀自  防府 　 ワヒアワ教会初代会長夫人

30年祭  中尾ミヨ 刀自  尾道  満天美勇教会初代会長

30年祭  藤井ユリ 刀自  高知  ノースキング教会初代会長
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婦人会だより

真夏のビッグイベント、天理教バザーを無事
に終えさせていただきました。皆様の真心の
ひのきしんに心からお礼申し上げます。あり
がとうございました。ひのきしんで培った感
謝の心を胸に、今月の全教一斉にをいがけデ
ーにも勇んで参加させていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　9月8日（土）	 9：30-

■例会

　9月10日（月）　
　・ミーティング	 9：00-9：45
　・教理勉強(逸話篇)				10：00-11：00	
　・庁長先生講話										11：00-11：30

■女鳴物練習

　9月11日（火）	 9：00-
　
■母親講座

　9月18日（火）											10：00-12：00
　於：伝道庁、レインボーハレ
　9月9日参加申し込み締め切り

■9月の直会当番は本島グループですが、
　バザーの慰労をかねた直会ですので皆
　様のご協力をお願いいたします。ひの
　きしんは、9月14日（金）午前9時から
　行ないます。

青年会だより

■月例会議

	 9月16日（日）	 　13：00-
　於：レインボーハレ

少年会だより

■庭清掃ひのきしん

	 9月30日（日）	 9：00-
　於：カリヒ教会

少年会担当のゲーム・おもちゃブースで
お手伝いいただいた皆様ありがとうござ
いました。

■天理教バザー「ゲーム・おもちゃブース」

■全教一斉にをいがけデー

９月３日は、全教一斉にをいがけデーが
開催されます。今年は提唱されてから80
年という節目の年です。ご家族の方を誘
ってご参加ください。

10月のハロウィーンでユニセフ募金活動
を行います。世界で苦しんでいる子供た
ちを救うために募金を募ります。オレン
ジの募金箱が各教会、布教所を通じて配
布されます。または、伝道庁でも入手で
きます。ご協力お願いします。

■ユニセフハロウィーン募金
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8月行事報告 9月行事予定

		 1日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 3日（月）・全教一斉にをいがけデー
		 4日（火）・文化センター月次祭
		 8日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	10日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター/文庫ジョイント委員会
	11日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・主事会準備会
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	12日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
	13日（木）・少年会会議
	15日（土）・教会長布教所長夫妻研修会
	16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
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・おやさと練成会会議
	17日（月）・月例にをいがけデー
	18日（火）・母親講座
	26日（水）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザーブースヘッド反省会
	27日（木）・秋季霊祭
	29、30日	 ・Joy	Workshop講師研修会

		 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
		 	 	 	 ・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
	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
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	20日（月）・月例にをいがけデー
	25日（土）・遥拝式/バザーお願いづとめ
	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】	 ハワイ伝道庁



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!


