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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いただき、誠にご苦労様でござい
ます。厳しかった残暑も漸く治まり、親里は日ごとに秋めいてまいりました。本
日は、清々しい秋晴れの下、全国各地より大勢の教友がお帰り下さり、真柱様を
芯にかぐら・てをどりが一手一つに陽気につとめられました。

　真柱様は祭文の中で、お見せ頂く一つ一つの事柄の中に、成人をお急き込み下
さる親心を汲み取り、深く思案を重ねると共に、おたすけに真実を尽くして親の
思召を伝え、お望み下さる陽気世界の実現に向けて着実に歩ませて頂く覚悟をお
述べになりました。また、この月は、にをいがけ強調月間であり、28日から30日
までの三日間は80回目となる全教一斉にをいがけデーとして、全よふぼく信者が
一丸となって布教活動を展開し、この世治まる真実の教えを一人でも多くの人々
の胸へ伝えさせて頂く決心を述べられました。そして、世界だすけに勇むよふぼ
くが一段と世界のふしんに邁進し、時旬と共に道の次第はいよいよ伸び開けて、
一れつ人間が陽気に睦び楽しむ世の状に一日も早くお導き下さいますようにと祈
念されました。

　祭典後の神殿講話は、西田伊太郎本部員がおつとめ下さいました。
「115歳定命」について、おふでさきを引用しながら諄々とお話しくださいまし
た。また、71回目の結婚記念日を迎えられたご夫婦のお話を用いて、夫婦の心を
治めることが、陽気ぐらしにとって大切なことであるとお話しくださいました。
そして、親神様からお借りしている体を大切に使わせて頂き、長く道の御用にお
使い頂ければこんなありがたいことはないと述べられ、お互いに先の楽しみをも
って、喜び上手にこの道を通らせて頂きたいとお話しくださいました。

　祭文でもお述べ頂きましたように、明後日から三日間に亘り実施される全教一
斉にをいがけデーには、お掛け頂く親心、ご期待にしっかりお応え出来るよう、
お互い精一杯つとめさせて頂きたく存じます。
　来月は海外からも大勢ご帰参下さる事と存じますが、特に本年の秋季大祭には諭
達をご発布頂く旨お聞かせ頂いております上から、一人でも多くの教友が直に真柱
様の思召を拝して、共々に年祭活動の第一歩を踏み出させて頂きたいと存じます。
　また大祭前日の10月25日には海外部研修会（教会長・布教所長夫妻対象）、並び
に海外帰参者懇親会を開催させて頂きます。ご帰参頂く方々に一人でも多くご参加
頂けますよう、管内の皆様方へのご案内のほど、どうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様の果てしなく大きく暖かい御心に包

まれ、日々、身上の自由をお与え頂き、存命

の教祖のお導きのもと、陽気ぐらしへの成人

の道を弛みなく歩ませて頂いておりますご守

護の程は、まことに有り難く勿体ない極みで

ございます。私共は常に御教えに心を正し、

たすけ一条の誠を高めて、陽気世界を目指し

て、つとめ励ませて頂いておりますが、本日

はこれの伝道庁の9月月次祭をつとめる日柄

を迎えましたので、ただ今よりおつとめ奉仕

者一同心を揃え、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

姉妹が共に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8月26日に開催致しました第42回天理

教バザーは大勢の来場者を迎え盛況のうち

に終了し、地域へのにをいがけを進めさせ

て頂きまた。また今月3日にはオアフ島地区

9月月次祭祭文

における全教一斉にをいがけを85名の参加

者を得て実施、老いも若きもにをいがけと

ひのきしんに励ませて頂きました。さらに

また、昨日は管内の教会長・布教所長夫妻

の研修会を開催、伝道庁創立60周年にむけ

て、先達となる者が心を一つにたすけ一条

の道を活発に進め教会内容の充実を目指し

て力強く歩む決意を新たにさせて頂きまし

た。また来る29、30日には教化育成プログ

ラムの一環として、ジョイワークショップ

の勉強会をアメリカ伝道庁より講師を迎え

て開催させて頂きます。

　私共よふぼくは、世界にお見せ頂く憂う

べき数々の事情は、一人ひとりの心の埃が

元となって現れていることを思案し、心の

自由を使い誤らぬよう、思召に添って明る

く勇んで世界たすけの道を歩ませて頂きた

いと存じます。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互

いにたすけあい睦み合う陽気ずくめの世の

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	 岩田タッド

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

9月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 　　久尾マーク	
賛　者	 三國ウェスリー　井元ジェリー
指図方	 西村忠正
献饌長	 城ウェイン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｄ．明本
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田
	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｊ．蘇
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｓ．久尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｔ．中尾	 Ｆ．伊藤
	 Ｊ．山	 Ｍ．中村	 Ａ．綾川
笛	 Ｔ．西村	 Ｗ．三國	 Ｓ．柿谷
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｗ．城	 Ｋ．川崎
拍子木	 Ｇ．本田	 Ｔ．一瀬	 Ｔ．井上
太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣
すりがね	 Ｍ．社本	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元
小鼓	 Ｃ．斉藤	 Ｓ．柿谷	 Ｂ．岩田
琴	 Ｍ．三國	 Ｌ．蘇	 Ｌ．金城
三味線	 Ｃ．明本	 Ｋ．斉藤	 Ｒ．宮内
胡弓	 Ｔ．松川	 Ｎ．椎葉　Ｙ．川崎
地方	 Ｍ．岩田	 Ｅ．高田	 Ｓ．三濱
	 Ｄ．川崎	 Ｍ．久尾	 Ｓ．社本

祭典役割

伝道庁10月大祭　

10月21日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

英語通訳：岡村リサ

教会長・布教所長会議
10月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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　本日は、伝道庁九月の月次祭を感謝の心で
勤め終えさせていただきました。先日恒例の
天理教バザーも皆さまの一手一つのおかげで
楽しく過ごさせていただいたことを重ねて親
神様、教祖、霊様にお礼申し上げます。
　このたび、庁長先生より講話のご命を頂き
ました。癖性分のぬけない私ですが、低い
心でつとめさせていただきます。しばらくの
間、お聞き取りくださいますよう、よろしく
お願いいたします。本日の同時通訳は、アロ
ハ教会の川崎カイルさんがつとめてください
ます。ありがとうございます。
　私たちは、十柱の神名によって様々な守護
の説き分けや、八つのほこりを日々聞かせ
ていただき、私自身も読ませていただいてい
ますが、頭ではわかっていても私の心に届い
ていないようです。皆さまはいかがでしょ
うか。
　おふでさきに、

このよふのしんぢつの神月日なり　
あとなるわみなどふくなるそや　　　　六-50

とあります。無い人間、無い世界をお造りく
ださった元の神、実の神、真実の神月日、ご
両神、八柱の道具衆たちの素直さ、まっすぐ
な一条心、正直、一手一つというお心を学ば
せていただきたいと思います。目に見えない
お働きは、形ある物で示そうとすれば天地自
然の動物で表徴した物語になると思います。

「くにとこたちのみこと」
　人間身の内の眼うるおいの守護。世界では
形の無い命の元、水の守護。目で物を見る脳
神経、感覚神経、情報。天にては月様、男
神、陰の理、方位は北、泥海のお姿は地を這
って天に昇る大竜、頭一つ尾が一つ、潮の満
ち引き。竜は一本調子曲がらない、目的に向
かってまっすぐに進む筋が通ることを喜ぶ。
水は素直に自然に沿う、低いところに流れ
る。澄み切った水は見えない物も写し出す。
心が澄み切ってくると、見えない世界やいん
ねんも見えてきます。衣食住全ての基準の設
定、温度、時間、重量、受け入れる、見返り
を求めない、自己主張しない、どんな型にな
っても人を喜ばす、対応できる。味で言いま
すと、月様は辛い、夜つゆ、唾液、あせ。車
でたとえればブレーキ。理をはずさない全て
たんのうの精神です。

9月月次祭祭典講話

十全の守護の説き分け

太平洋教会長夫人　三國光子
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「をもたりのみこと」
　人間身の内のぬくみの守護。天にては日
様、昼の理です。世界を照らす太陽、光と
熱、明るさ、女神、泥海のお姿は大蛇、頭一
つに尾が三つ。先に剣がついてくもよみのみ
こと、かしこねのみこと、をふとのべのみこ
とにつながっています。相対する南で、かぐ
らづとめをおつとめくださいます。役割は育
てる、大地、肥やし、ごみ、まわりをきれい
にする、生活のエネルギー、柔軟性、太陽
は子供である地球に対して惜しみなく尽くす
のみ。心臓の血管は、年をとっても穏やかで
やわらかく動いてくれますが、コレステロー
ルが溜まると赤信号です。ご注意ください。
　生命、防寒健康、血液、溶かす、暖かさ。
日様は味で言うと甘い。頭十二の理を持っ
て、一年十二ヶ月昼の理、一日十二時間、干
支の十二支。大蛇は、十二ヶ月季節に合わせ
て人間を楽しませてくれる。三つの剣はむや
みに出しては困ります。女性はみな、邪険と
言う剣を持っています。
　くもよみのみこと（につながる剣）は、食
べすぎ飲みすぎ暴飲暴食に対する戒め。かし
こねのみこと（につながる剣）は、言葉の
理、言いたい放題しゃべりすぎもストップ、
気をつけなさいと乱暴な言葉の戒め。をふと
のべのみこと（につながる剣）は、構いすぎ
教育家庭のしつけ等、成長引き出しをストッ
プさせます。教育ママとよく言われますが、
構いすぎはいけませんよという戒め。女性は
子供を産み、何人でも育てられる。女性は産
み育ての役です。父親は旅行に行ってもお土
産は一つ。男の子、女の子でも同じ。チョコ
レート一箱とか、母親はその場に合わせて数
多く変化を与え、楽しみを与えて育てる。父
親によってはよく気がつく細かい心配りので

きる男性もいます。私が子供の頃は戦争中で
貧しかったことを理由に、小学生の子供たち
には何も買ってあげない母親でした。頂き物
で十分。子供たちは慣れておりますから、ア
ルバイトで手に入れたお金で、下着など全て
を自分たちで揃えていました。会長と二人の
お嫁さんには、今も感謝感謝です。私は、シ
ョッピングマーケットは苦手です。でも天へ
の貯金は母親ゆずりで大好きです。わが子に
も、自分が出さないと入らないよと理由を言
って天に貯金をさせます。余分な話をしてす
みません。
　をもたりのみことは、車にたとえてアクセ
ルです。ドンドン出していき、尽くす一方、
二つ一つで人の心を動かす。内にかたく外に
やわらかく、自身に固い信念、他人に対して
はどうぞお好きなようにしてくださいとい
う、柔らかい血管の心になりたいです。
　次に八柱の道具衆の神名です。

「くにさづちのみこと」
　人間身の内の女一の道具、皮つなぎの守
護。世界では金銭、縁談よろずつなぎの守
護。ほこりは「うらみ」。女神。泥海のお姿
は亀です。方位は東と南の間、巽の方位で
す。亀は気が長く踏ん張り通す持続力、急
がず慌てず反対したり逆らったりしません。
歯がありません。丸飲みです。無抵抗で、丸
ごと受ける。頭と尾が同じ高さ。二億年前か
ら変化なし、食欲がない、腹八分、健康、長
生き、単純、くよくよしない、心をつなぎ合
わす。腹わたや筋で糸を作り、手術の時に使
う、抜糸しなくても皮に溶け込む、何回転ん
でも自らの力で回転して起き上がる、元に戻
る。皮は醜い物をかくす。身体にかぎらず大
きい物は地球から、小さい物は細胞まで何か
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ら何まで一枚の皮でカバーしている。内部の
弱いものを保護する働き。

「つきよみのみこと」
　人間身の内の男一の道具。骨つっぱりの守
護。世界ではよろずつっぱりの守護。ほこり
は「腹立ち」。泥海のお姿はシャチ。いるか
の種類で、海の暴れん坊。鯨殺しとも言われ
る鋭い上下二十四本の歯を持ち、鯨魚とも読
みます。方位は乾、北と西の間。立つ物すべ
てのお働き。人間は、多くの骨がバランス良
く組み合わされて、立ったり座ったり起きた
り寝たりできるのです。
　男性は目覚め良く、元気で家庭の柱となっ
て家族を支え、家ではおとなしく外ではシ
ャチのように仕事をする。建物も柱がつっぱ
り合って倒れない。突進力、押し通す力。障
害となる様々なことを乗り切っていけるだけ
の信念を、生活の中に生かす。親があって子
がある。神があって世界がある。順序を立て
る。大切なものを先に立てるという態度。行
いによって結局は自分自身が立っていくとい
う道理を知るべきである。これを順序の理と
いう。立毛草木すべてつっぱり一条の守護を
下さる。支え、踏ん張り根気が必要となる。
信仰は信念を強くする。骨は人間の体に働き
を与える。骨の動きのように伸びたり縮んだ
り、屈伸自在でなければならない。片意地を
はったり負けず嫌いであったり我意を立てた
り頑固であってはならない。人を立てたら我
が身が立つ。人という字は支え合っている。
相手の言い分を立ててあげる。

「くもよみのみこと」
　女神、泥海のお姿はうなぎ、方位は東、卯
の方角。をもたりのみこととつながっていま

す。ほこりは「かわい」。人間身の内の飲み
食い出入りのご守護。世界では水気上げ下げ
の守護。消化器官、食道、胃腸、内臓器官。
食物を口から食べて胃や腸でこなし、正味は
血や肉となりカスは排泄されます。スムーズ
に消化。うなぎの自由自在のお働き。海水は
太陽に温められ水蒸気となって天にのぼり、
雲となって冷やされて雨や雪となって地上に
降り、川を流れて人のためになり、また海に
戻り太陽の熱で温められると、繰り返し水は
循環しています。うなぎは海水でも淡水でも
生きられる。食物はゆっくり味わい、歯で噛
みくだいて食べると健康にも良い。神様のお
話もよく聞いて味わい、よく飲み込むと心の
栄養になります。

「かしこねのみこと」
　男神、方位は西と南の間未申（ひつじさ
る）。ほこりは「にくい」。人間身の内の息
吹き分けの守護。息、呼吸、空気、言語の
徳、脈間器官、風は空気（大気）の働き。か
れいは右に目が寄っている。海底で保護色を
出しながら泳ぐ。人間も相手に合わすように
すれば会話が発展していく。動物の呼吸は酸
素を吸い、植物は反対に酸素を出して、無限
に助け合って守られているのです。吐くも吸
うも五分五分の理。行動には時間がかかりま
すが、言葉はすぐに出るので気をつけましょ
う。癖性分があるので自分の思いを通し解決
しようとすると、本筋からはずれる。自分で
はなかなかわからないのです。
　おふでさきに、

こへやとてなにがきくとハをもうなよ　
心のまことしんぢつがきく	 　　　　四-51
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とあります。
　「肥は声や」と聞かせていただきます。植
物を育てるのと同じ強い肥をかけると枯れて
しまいます。人を育てるのも人の心を曇らせ
るのも言葉です。そよ風、人を勇ます、喜
ばす、安心させる、気持ちの良い風です。
北風、冷たい言葉、寒い時に吹く。台風、
大声、荒い言葉、暴言は破滅を招く。つゆ
（梅雨）風、湿気とカビを呼ぶ、女の愚痴、
小言。

「たいしょくてんのみこと」
　出産の時、親と子の胎縁を切り、出直しの
時息を引きとる世話。世界では切ること一切
の守護の理。女神、泥海のお姿は「ふぐ」。
方位は北と東の間、艮（うしとら）。ほこ
りは「よく」で、くにとこたちのみことと
つながっています。この世は生と死と「つな
ぎ」と「きる」との繰り返しで永遠の前進で
ある。
　おふでさきには、

つきなるハたいしよく天とゆうのハな
これはせかいのはさみなるぞや　十二-145

　親と子の胎縁が切れるから子供は一人の人
間として育つ。思い切ることにより、次の運
命が開く（決断力）。悪いいんねんを切って
いただき、良いいんねんと切り替える。
　たいしょく天のみことのお働きで、胎内に
おいてへその緒の肉縁を切ってくださり、を
ふとのべのみことの働きで胎内から引き出さ
れ、くにさづちのみことのお働きで生命をつ
ないでくださる。息が切れるから生まれてく
るのです。

「をふとのべのみこと」
　出産の時、親の胎内から子を引き出す世
話。世界では引き出し一切の守護。方位は
西。男神、泥海のお姿は黒蛇（くろぐつな）
で、ほこりは、こうまん。
　おふでさきに、

たいないゑやどしこむのも月日なり
むまれだすのも月日せわどり　　　　六-131

　誕生、知恵、成長、筋、毛、立毛、引き延
ばしの守護。人間の成育と食物、生産全部引
き受けてくださいます。男性は、四十五歳を
過ぎると役職も安定してくるのでご注意。反
対の方位がくもよみのみことで「かわいい」
のほこり。皆さまのおかげと思い、ご恩報じ
に心を配ること。蛇は脱皮、生きている限り
命がけの試練が脱皮です。神が引き出してく
ださる。前の物を出さなければ奥にある物は
引き出されない。人のため世のために出し切
る。引き出すことによって引き出される。人
の世話取りをする中に、いつしか自分が成人
させていただく。人助けたら我が身助かる。
神のお言葉に通じる。
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「いざなぎのみこと」
　うを、うろこのない魚。人間の顔。月様よ
り仕込まれた男雛形、種の理。種とは原因、
理由。
　おふでさきに、

このどぢよなにの事やとをもている
これにんけんのたねであるそや　　四-123

にんけんをはぢめかけたハうをとみと
これなわしろとたねにはじめて　　　　六-44

　心がまっすぐ、正直、話の材料、月様の代
理。人間の雛形になってくださった親。力強
さ、指導力、堅さ、計画力、二つ一つ、夫
婦。種には数え切れないほどの情報がある。
相手を思いやる心第一、一条心が本性、勢

い、遺伝子。種は旬をみて蒔く。欲しいと思
うものを蒔く。

「いざなみのみこと」
　女雛形、苗代の理。苗代は種を蒔く場所。
女神。方位は中北（艮）。み様、白蛇（しろ
ぐつな）気配り、細やかさ、優しさ、やわら
かさ、暖かさ。日様の代理。
　おふでさきに、

いざなぎといざなみいとをひきよせて
にんけんはぢめしゆごをしゑた　　　　六-31

　この辺で終わらせていただきます。今日の
講話の資料は庁長先生、元の理勉強会、山田
先生、岡田先生より頂戴しました。
　ありがとうございました。

10月31日、ハロウィーンの日

に、カラカウア通りで募金活動を

行います。また各教会・布教所を

通じて、オレンジの募金箱も配布

させていただきます。少年会主催

のこの活動は、今年で38回目を迎

えます。今年も皆さまのご協力を

お願い致します。

－少年会－　ユニセフ募金活動
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提唱八十周年　全教一斉にをいがけデー

　9月3日（月）、燦々と日射しが降りそそぐなか、提唱八十周年を迎える全教一斉にをいが
けデー（オアフ地区）が、モイリイリのホノルルスタジアム・レクレーション公園周辺で実
施され、ハワイ管内の教友八十五名が参加しました。
　参加者は、戸別訪問と清掃ひのきしんのグループに分かれて、にをいがけを行いました。
公園内の清掃ひのきしんは、子供やお年寄
りの方にも無理なくできるにをいがけの方
法として、2006年から始めました。当日
の清掃ひのきしんには、公園内にいた一般
の方が参加し、ひのきしんの輪が広がりま
した。戸別訪問では、十二のグループに分
かれてにをいがけを行い、合計六回のおさ
づけを取り次ぐなど、教友の勇んだ姿が見
られました。

アイランドニュースアイランドニュース



　9月15日（土）、午前10時から午後2時まで、ハワイ伝道庁において、管内の教会長、布教
所長夫妻を対象にした研修会を開催し、五十名が参加しました。
　研修会は、ウォーミングアップから始まり、遥拝、開講挨拶に続き、「	ひのきしんへの気づ
き」をテーマとして、研修会のために特別に編集されたビデオを鑑賞しました。その後日本語、
英語のグループに分かれ、「ひのきしんの意味合い、にをいがけ、おたすけの実践活動」とい
うテーマに沿ってディスカッションを行いました。午後のディスカッションでは、「教会・布
教所の発展をいかに進めるか」というテーマのもと、各グループの進行係が参加者一人ひとり
に問いかけ、真剣且つ熱心に語り合いました。
　グループディスカッションに続き、浜田庁長から講話がありました。庁長は、「2014年の
伝道庁六十周年に向かって、先達となる者が心一つにたすけ一条の道をいかに推し進めるべき
か」と参加者に問いかけ、「世界たすけ、陽気ぐらしの道場である教会・布教所において、そ
の竜頭たる教会長・布教所長が、率先して教祖の教えを実践し、教会内容の充実を目指して力
強く歩もう」と述べました。最後に、庁長を芯に一手一つに参加者全員でお礼の座りづとめを
勤め、六十周年に向かう決意をあらたにして研修会
を終えました。

10

ハワイ伝道庁主催　教会長・布教所長夫妻研修会
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結婚おめでとう

　9月1日（土）、鈴木ダレル、美紀（旧姓：
野田）ハレケアクア布教所長夫妻（本島）
が、ハワイ伝道庁で挙式されました。おめで
とうございます。末永くお幸せに。

母親講座

　9月18日（火）、午前９時から12時まで、
伝道庁で母親講座が開催され、18名が参加
しました。今回は、日本人の母親を対象に、
日米文化相違と異文化における子育てについ
て、岡田レナ・天理文庫司書（島ヶ原ハワイ
布教所）を講師に迎えお話いただき、講話
後、小グループに分かれ、子育てに対する不
安や喜び、また親である（になる）とはどう
いうことかについて練り合いを行いました。

教会長・布教所長夫妻研修会　

グループワークの様子



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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　9月27日（木）、午前10時より伝道庁秋季
霊祭を執り行いました。霊祭に引き続き、下
記の通り、ハワイ伝道の上にご尽力くだされ
た方々の年祭も執り行いました。

  1年祭  脇本幸子 刀自  本島  ヒロ教会三代会長

  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

人事連絡

　9月18日（火）、前川和也さん（敷島/畝
南）が伝道庁青年として、2年間の予定で着
任しました。

　8月26日（日）に行われた天理教バザーは、皆さまの
誠真実とお心添えにより、大盛況のうちに終えさせて
いただくことができました。心よりお礼申し上げます。
右にバザーの収支報告を掲載します。

天理教バザー収支報告 総収入：$51,955.50

総支出：$25,911.77

純利益：$26,043.73

秋季霊祭　



今月の大祭直会でミニバザーを行います。

そのときに販売する焼き菓子のドネーショ
ンをしていただける方は、当日持ってきて
いただくか、柿谷ジェニファーまでご連絡
ください。電話：230-5562
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ハワイ伝道庁創立六十周年を迎える私たち
にとって、来年は三年千日仕上げの年であ
り、教祖百三十年祭へ向かう、三年千日始
まりの年でもあります。今月26日に、真柱
様は諭達を発表されます。勇み心で受け取ら
せていただく、心の準備はできていますか。

■例会

　10月8日（月）　

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

■女鳴物練習

　10月16日（火）	 9：00-

■ヌアヌハレ慰問

　10月13日（土）	 9：30-　

■10月の大祭直会当番は防府グループで
　す。よろしくお願いいたします。

■月例会議

	 10月21日（日）	　13：00-
　於：レインボーハレ

■伐採ひのきしん

	 10月28日（日）	9：00-
　於：パールシティ地区
　＊詳細は菊池カイルまでお尋ね下さい。
　

世界中で、一日に21,000人もの子供たちが命を落としています。ユニセフは、世界150
ヶ国以上の国で、恵まれない子供たちのために様々な支援活動を行っています。少年
会ハワイ団では、ユニセフの活動を支援するために、ハロウィーンで募金活動を行い
ます。また、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ので、ご協力
お願いします。

■ユニセフハロウィーン募金

婦人会だより

青年会だより

女子青年だより

少年会だより
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9月行事報告 10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
		 	 	 	 ・教会長布教所長夫妻研修会会議
		 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
		 	 	 	 ・教会長布教所長夫妻研修会会議
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	12日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		 	 	 	 ・教会長布教所長夫妻研修会会議
	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
		 	 	 	 ・バザー反省会
	27日（木）・秋季霊祭
	28日（金）・雪本ゼン、上杉コウジ両氏来布
	29、30日	 ・ジョイワークショップ講師研修会

		 1日（月）・文化センター大祭
		 2日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 3日（水）・三会会議
		 8日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 9日（火）・布教/育成委員会
	10日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
	13日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	15日（月）・文化センター/文庫ジョイント委員会
	16日（火）・婦人会鳴物練習
	18日（木）・少年会会議
	21日（日）・伝道庁秋季大祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・浜田道仁庁長夫妻帰本（～11/7)
	22日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	23日（火）・三濱成太書記帰本（～10/29）
	26日（金）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり/鳴物練習
	31日（水）・少年会ユニセフ募金活動
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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!


