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おぢばからのメッセージ

立教175年10月26日

　日々は、それぞれの拠点の御用の上にお励み下さり、誠にご苦労様でございます。
親里は銀杏の葉が黄色く色づき始め、日に日に秋が深まって来ております。本日は秋
晴れの好天の御守護を頂戴し、日本国内はもとより遠く海外からも大勢の方々が御帰
参下さる中、立教175年の秋季大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、秋季大祭にあたり、立教の元一日に思いを致し、御心に沿っ
て一層たすけ一条に励む決意を深めるなか、本日諭達第三号を発布して教祖 130年
祭に向けて心を揃えると共に、一手一つに年祭活動を進めさせて頂く上から、来月か
ら来年2月にかけて直属教会に対して本部巡教を行わせて頂く旨をお述べになりまし
た。また、親神様には只今の時旬を重大な節目として大きくたすけの前進を誓う私共
の決意をお受け取り下さいまして、つとめとさづけによるたすけ一条の道に鮮やかな
御守護を賜わり、心が澄み切り、誠が高まって、天理の世界が輝く陽気ぐらしの世の
状に、一歩でも近づかせて頂けますようにと祈念されました。

　祭典に続いて真柱様よりお言葉を頂戴いたしました。
　冒頭で今日の日に改めて立教の元一日を振り返り、そこに込められた思召を噛みし
め、心新たに教祖の道具衆としての歩みを踏み出したいとお述べになられました。そ
してこの道は世界中の人間を全て隔てなくたすける上げるという目標を掲げる教えで
あるとお述べになり、「たすけ」についておふでさき、おかきさげを引用しながらお
話下されるとともに、逸話編の話を用いて、よふぼくが心がける「おたすけ」の在り
方について諄々とお話下さいました。また、130年祭への三年千日を前に、年祭活動
に取り組む心構えの指針にしてもらいたいと、「諭達第三号」をご発布下さり、この
旬に一人でも多くのよふぼくがおたすけを実行できるようになってほしいとお述べに
なられました。（詳細につきましては、天理時報、みちのとも等を御熟読頂きますよ
うお願いします。）

　今年の秋季大祭には海外各地より600名を超える教友の方々がお帰り下さり、本日の
祭文奏上並びにお言葉は英語、中国語（北京語、ミン南語）、韓国語、ポルトガル語、
スペイン語、フランス語、タイ語、ネパール語の９言語で同時通訳が行われました。　
　最後になりましたが、本日のおはこびで内統領に山澤廣昭本部員、表統領に上田嘉
太郎本部員がそれぞれ再任のお許しを戴かれます。
　諭達をもってお示し頂いた真柱様の思召をしっかりと胸に治め、教祖130年祭に向
って一手一つに新たな歩みを進めて参りたいと存じます。どうぞ宜しくお願いいたし
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、

　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

と、世界中の人間が互いにたすけ合い、陽

気に睦み合う姿を思召されてこの世と人間

をお造り下さいました。以来約束の年限を

ひたすらお待ちかねになり、今より175年

前、天保9年（1838）10月26日、旬刻限の

到来によって教祖をやしろにこの世の表に

お現れ下さり、だめのみ教えをお啓き下さ

いました。私どもは教祖によって初めて元

の親に出会い、元始まりの真実と生きる目

的を知ることが出来ました。以来教祖が50

年に亘ってお付け下されたひながたの道を

辿り陽気ぐらし世界の実現に向かう歩みを

進めさせて頂いておりますご守護の程は誠

に有り難く勿体ない極みでございます。私

どもは日々恙なく結構にお連れ通り下さる

ご高恩に報わせて頂きたいと御恩報じの道

を歩ませて頂いておりますが、その中に本

日は立教の元一日にゆかりある当伝道庁の

秋の大祭をつとめさせて頂く日柄を迎えま

1 0月大祭祭文

したので、ただ今よりおつとめ奉仕者一同心

を一つに合わせ陽気に座りづとめ、てをどり

を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。

 ご本部でつとめられる秋季大祭において、

真柱様より教祖130年祭に向かう指針として

諭達のご発布を頂きます。私どもはこの諭達

に込められるお言葉を親神様の思召と受け止

め、親のお心にしっかりと添わせて頂けるよ

う、成人への歩みを進めて参りたいと存じま

す。よふぼく一人ひとりが教祖の道具衆とし

て、ひながたの道をまっしぐらに歩ませて頂

き、混迷する社会にあって不安を抱え難儀す

る人々に真の親の思召を伝え世界一列の陽気

ぐらしという大きな目標に向かって日々心明

るくたすけ一条の道を歩ませて頂きます。何

卒親神様にはこの上とも厚き親心をもってお

導き下さり、人々が互いに助け合って睦み合

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

に慎んでお願い申し上げます。
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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

10月大祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳	 　中尾オーエン	
賛　者	 城ウェイン	 　桧垣ダニエル
指図方	 本田グレン
献饌長	 中尾スティーブン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｓ．椎葉
(男性)	 Ｒ．山	 Ｅ．高田	 Ｔ．井上
	 Ｇ．本田	 Ｗ．三國	 Ｍ．中尾
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．三國　Ｓ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｙ．一瀬
	 Ｃ．明本	 Ｌ．本田	 Ｌ．長田
笛	 Ｍ．社本	 Ｄ．明本	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｍ．稲福	 Ｂ．岩田	 Ｓ．社本
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｗ．城	 Ｄ．桧垣
太鼓	 Ｅ．高田	 Ｓ．社本	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾	 Ｂ．岩田
小鼓	 Ｔ．岩田	 Ｄ．桧垣	 Ｗ．三國
琴	 Ｃ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｍ．井上
三味線	 Ｊ．山	 Ｍ．山下	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｍ．岩田	 Ｒ．宮内　Ｒ．井上
地方	 Ｔ．一瀬	 Ｏ．中尾	 Ｓ．三濱
	 Ｔ．井上	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．中尾

祭典役割

伝道庁11月月次祭　

11月18日（日）午前9時

祭典講話：柿谷節生

日本語通訳：一瀬常徳

教会長・布教所長会議
次回　11月18日（日）　12：45～13：30　
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　ただいまは、秋の大祭を皆さまとともに
心一つに陽気に勇んで勤めさせていただき
ました。親神様・教祖にはお喜びくだされ
たものと思います。ありがとうございまし
た。
　ただいまから思いますところをお話申し
上げたいと存じますので、しばらくの間お
聞き取りくださいますようお願いいたしま
す。本日通訳をお務めくださるのは、岡村
リサさんです。ありがとうございます。よ
ろしくお願いします。
　最初から私事で恐縮ですが、孫が二人で
きまして、来春には三人目が誕生する予
定です。いずれも嫁に行った二人の娘の子
ですが、本当に可愛いですね。おぢばに帰
らせていただくと大概会いにきてくれます
が、子供に会うよりも孫に会いたい気持ち

が強いほどです。私たちは普段離れており
なかなか会えませんので、会ったときには
嬉しい気持ちが倍増します。二歳になる最
初の孫は女の子ですが、母親に似てやんち
ゃばかりしています。いたずらをしては母
親にしかられていますが、言うことを聞か
ず、いたずらを繰り返します。またしから
れるのが分かっているのに懲りず、またや
っています。しかし、どんないたずらをし
てもすべてが可愛く思えます。
　この子はアニメーションのアンパンマン
が大好きで、このときだけが静かな時間で
す。それに少年会の歌が好きで、音楽が流
れ出すと足を踏んで調子を取り、手を振っ
て踊り出します。娘家族が所属している布
教所では鼓笛隊を結成していますが、まだ
ほんの小さなグループなので、二歳の孫に
もポンポンのダンスを教えているのです。
娘が歌を歌い、私たちがリズムに合わせて
手を叩くと益々調子に乗って動きも激しく
なっていきます。それがダンスの特徴をち
ゃんと知っており、決めるところはポーズ
をしっかり決めてきますので、終わった後
は拍手喝采です。ポンポンダンスに続いて
次はおつとめです。娘が「あしきをはらう
て」と歌い出すとちゃんと座って手振りを
するのです。単調なおつとめは直に飽きて

10月大祭祭典講話

ハワイ伝道庁長　浜田道仁

よふぼくはこぞっておたすけに励もう
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やめてしまうのですが、それでも「ちよと
はなし」も「いちれつすましてかんろだ
い」もそれらしく手振りができるのですか
ら、私たちは嬉しくてたまりません。何度
でも見たくなってしまいます。
　母親である娘は、高校時代不登校になっ
た時期があり随分心配をしました。私たち
への反抗も強く、ちゃんと話し合うことが
できない時が長く続きました。その娘がこ
のハワイにも来た青年布教師と結婚し、お
ぢばがえりで数日家を空けるときは、その
日数分毎回お供えを取り替えて朝づとめを
して出かけてくるというのですから、そこ
までするのかと驚き、感心してしまいまし
た。孫たちが将来どのように成長していく
か分かりませんが、親の後を慕って素直な
子に育ってもらいたいと願っています。
　最初から孫の話になってしまいました
が、おふでさきには、
　　
にんけんもこ共かわいであろをがな　
それをふもをてしやんしてくれ	 　　十四-34

と誌されています。私たち人間が我が子や
孫を可愛く思うように、人間の親である親
神様もすべての人間をみな可愛く思ってい
るのだと仰せられています。それほどに可
愛い一杯の子供が、苦しみ悩んでいる姿を
ご覧になって、
　
にち／＼にをやのしやんとゆうものわ　
たすけるもよふばかりをもてる	　　十四-35
　

と、何とか救けてやりたい、楽しく陽気な

暮らしをさせてやりたいと思ってくださっ
ています。
　今月二十六日は、百七十五年前に親神様
が人間世界に初めて現れられた日でありま
すが、「世界一れつをたすけるために天降
った」とご宣言になり、たすけ一条の道を
お始めくださいました。にもかかわらず、
今も変わることなく苦しみ悩む人がどれほ
どいることでしょうか。何の心配もないよ
うな平和な世界がある一方で、日に日に争
いが激しくなる世界があります。同じ信仰
を持つ者同士で争っている世界もありま
す。

一れつのこどもハかわいばかりなり　
とこにへたてわさらになけれど　　　十五-69

しかときけ心ちがゑばせひがない　
そこでだん／＼ていりするのや　　十五-70

と、みな可愛い子供であるけれども、心得
違いがあればそれを正してもらいたいから
手入れするのだと言われます。どのような
心得違いをしているのでしょうか。
　　
それしらすみなにんけんの心とて　
わがみしやんをばかりをもふて　　　　八-13

と、自分勝手な考えばかりに明け暮れてい
る心が天理に添っていないのである、と仰
せられます。そして、

なさけないとのよにしやんしたとても

人をたすける心ないので　　　　　十二-90
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と、自分が助かることばかりを願い、苦し
み悩んでいる人をたすけようという心がな
いのが同じ兄弟であるのに、情けなく残念
である。

わかるよふむねのうちよりしやんせよ　

人たすけたらわがみたすかる	　　　　三-47

　
しっかり思案をせねばならないことは、神
一条の心でもって人をたすける心になるこ
とである。そして、人をたすけることが、
実は我が身がたすかっていることなのであ
る。これが天理であり、親神の思いなのだ
と言われます。そこで、

一寸はなし神の心のせきこみハ　

よふぼくよせるもよふばかりを　　　　三-128

にち／＼によふほくにてわていりする　

どこがあしきとさらにをもうな　　　　　三-131

と、親神の思召を伝えるようぼくを望ま
れ、手入れをして引き寄せられるのです。
その一例として、辻忠作先生の話をされて
います。辻忠作先生は、お道の草創期、教
祖のお側で仕込まれ重要な役割を担われた
先人です。この先生をだんだんと仕込んで
いかれる様子がおふでさきに誌されていま
す。

一寸はなしのぼせかんてきゆうている　

やまいでハない神のせきこみ　　　　二-11

たん／＼としんぢつ神の一ちよふ　

といてきかせどまだハかりない　　　　二-12

　　

二二の二の五つにはなしかけ　

よろついんねんみなときゝかす　　　三-147

高山のせきゝよきいてしんしつの　

神のはなしをきいてしやんせ　　　　	三-148

　　

にち／＼に神のはなしをたん／＼と　

きいてたのしめこふきなるぞや　　　	三-149

　おふでさきに個人の名前が出てくるのは
一首のみですので、全体としては史実から
判断していくことになります。辻忠作先生
はおやしきの北にある豊田村の人で、文久
三年(1863)に入信されますが、入信の動
機は妹くらさんの精神病からでした。教祖
に諭しを受けて信仰を始めると、くらさん
の身上は薄紙をはぐようにだんだんよくな
り、やがて全快し、縁あって嫁入りしまし
た。しかし忠作先生は家内に反対があった
ため信仰が鈍り、教祖のもとへ少しも運ば
ぬようになっていきました。そのような
時、くらさんの病が再発して実家にもどさ
れることになり、世間からは、のぼせてい
るとか疳がでていると噂されて困っていま
した。　
　そこで忠作先生が教祖にお伺いすると、
それは決して病ではなく、親神が辻忠作を
引き寄せたい急き込みなのである。これま
で、いろいろと神一条の真実の道を説いて
諭しているけれど、まだ悟りがつかないよ
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うなので身上にしるして呼び寄せたのであ
る、と諭されました。教祖から諭されて忠
作先生は再び熱心になり、くらさんの病も
よくなって復縁しました。
　しかし、またもや信仰が途絶えていきま
した。そして数年経って、教祖は忠作先生
の一層の成人を願う上から、激しい歯痛に
知らせて手引きをし、「よろづいんねん」
の理、すなわち、人間創造の「元の理」の
話から、辻忠作個人のいんねんの話まで、
すべて説いて聞かせられました。そしてこ
の親神の教える「よろづいんねん」の話
と、高山といわれる神社、仏閣の神官、僧
侶の説教とを比較したとき、どちらが真実
であるかよく思案せよ。親神の話が真実で
あると納得できるであろう。信心というも
のは、日々に親神の真実の話を聞き分け
て、それを楽しみにして通ることが、末代
にわたってたすかる台となるのである、と
諭されたのです。それ以降忠作先生は道の
重鎮となっていかれました。
（「こふき」とは、いついつまでも変わら
ずに語り伝えられていく、たすけの台とな
る話ということ）
　この「二二の二の五つにはなしかけ」と
いうお歌は、この歌だけをみていると難解
ですが、当時の史実や前後のお歌から理解
できるのでありまして、辻忠作先生の歯が
突然痛み出し、どうにもならなくなって教
祖のもとを訪ねたときが、明治七年二月二
十二日の夜の五ッ刻（午後八時）であった
と誌されています。
　教祖の右腕の一人となられた辻忠作先生

でさえ、信仰に対して何度も迷いが生じて
いるのですから、私たちにもそれ以上の迷
いがあっても当然かもしれません。しか
し、迷いがあってもいつかは親神様のお心
にしっかりと添う心になって行かなければ
ならないと思います。迷いが生じる原因は
いろいろあるのでしょうが、教祖の教えに
確信が持てず、周囲の人の言葉や態度に惑
わされてしまうのでしょう。
　みかぐらうたに、「むらかたはやくにた
すけたい　なれどこころがわからいで」と
ありますが、忠作先生の家はおぢばからす
ぐ北にある村ですから、教祖のお姿を時々
見かけたかも知れません。また村人たち
は、中山家の生活ぶりを見ていろいろ噂を
しているのを聞いていたかも知れません。
それらの風評を気にして信仰が鈍っていっ
たのではないかと想像します。
　「人が目標か、神が目標か」と厳しくお
尋ねになるお言葉がありますが、それを取
り違えるところから、不足や不平、不満が
溜まってきて道から離れていく姿となって
現れているのではないでしょうか。「不足
は切る理、喜びは繋がる理」と言われま
す。嬉しいな、結構やなあ、ありがたいな
あという言葉に満たされているところに
は、切れて離れていくという姿は見られな
いはずです。不足や不平、不満があるとこ
ろには人は集まってはきません。面白くな
いから行きたくないのです。人は楽しいと
ころへ行きたいのです。陽気ぐらしをして
いる家庭は末代まで栄えていきます。陽気
暮らしの教会は益々栄え隆盛になっていき
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ます。天の理に添っていれば自然にそのよ
うになっていくのです。
　おぢばのこの秋の大祭において、真柱様
から諭達のご発布があり、教祖百三十年祭
活動、三年千日活動のご提唱があります。
今度の教祖百三十年祭は「おたすけ」を中
心に活動が進められるようです。これから
はよふぼくが常におたすけを心がけ、おた
すけの渦が全教で巻き起こるという活動に
なるのだと思います。しかし、おたすけは
教会長さんや道専務の人がすることで自分
とは関係ない、私は教会へ参拝してひのき
しんをさせてもらったらよいと考えている
人もおられるのではないかと思います。
　しかし、教祖はこの道に引き寄せられた
らみんなおたすけをするのですよと教えて
くださいました。おたすけは誰にでもでき
ると教えていただいているのです。自分の
力でおたすけをしようとしてもそれは不可
能です。しかし、親神様・教祖にお働きい
ただき、お導きいただけばできるのです。
ではどうすればよいか。「神の心に凭れつ
け」と仰っているのでありますから、親神
様・教祖にお願いをすればいいのです。
　そのお願いをする方法として教祖は「つ
とめ」と「さづけ」を教えてくださいまし
た。五十年間ご苦労くださっておつとめが
いかに大切であるかということを教えてく
ださり、教祖がお姿をお隠しになったあ
と、本席様を通して大勢の人におさづけを
下さいました。おさづけを頂いた人は親神
様から見込まれ、期待されているのですか
ら、親神様にお願いすればおたすけは誰に

でもできるのです。
　皆さま方の中にはまだおたすけをしたこ
とがないという方もおられるかもしれませ
ん。しかし今度の年祭ではみんなおたすけ
をしようということです。おたすけをした
経験がなければ難しいと思いますが、まず
はおたすけをしますという心を定めること
です。「心定めが第一や」と仰せられるの
ですから、何かを始めようとするときは心
定めが肝心です。そして親神様・教祖に向
き合うときにどうぞおたすけにお使いくだ
さいとお願いするのです。それを願い続け
ると必ずチャンスが現れてきます。病気や
事情で悩んでいる人が目の前に現れてきま
すのでその機会を逃さないことです。
　とはいえ失敗はつきものです。失敗して
も大丈夫、チャンスは何度でもあります。
その人が病気で苦しんでいるのなら、おさ
づけを取り次がせていただきましょう。お
さづけの取り次ぎ方を忘れてしまったとい
う人は後で誰か聞きやすい人に尋ねてくだ
さい。あるいは私のところへお越しくださ
い。いい年になって誰かに尋ねることを決
して恥ずかしいと思わないでください。知
らないままでいるほうがもっと恥ずかしい
ことなのですから。何かの事情で苦しんで
いる人があればその人に寄り添って話を聴
きましょう。その人がたすかることを毎日
念じていたら何かの悟りを浮かばせてくだ
さいます。一生懸命に願うところに浮かば
せていただいた悟りは、神様の思召であろ
うと思いますので、迷わずにその人に伝え
ることが大切です。そして、あなたも誰か
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のことをお願いされたらいかがですかと語
りかけてみましょう。他の誰かのことをお
願いするようになればその人は大きく成人
します。人のたすかりを願う心になると自
分の心が変わっていくのです。
　　
わかるよふむねのうちよりしやんせよ　

人たすけたらわがみたすかる　　　　三-47

　これが「おたすけ」です。しかしこちら
の思いをなかなか受け入れてもらえないこ
とがあります。その場合は、伝え方に問題
があるのか、自分自身が人の言葉や助言を
受け入れているかどうかを顧みることも大
切です。冒頭にお話しした娘は、私たちに
反抗して言うことを聴こうとしませんでし
た。しかし、娘に聴く気がなくても、いつ
家を飛び出していくか分からない心配もあ
りましたが、これは話しておかなければ
と思ったことは一方的であっても話しまし
た。案の定聴きたくないといってすぐその
場を立ち去ったことがしばしばでした。し
かし娘の反抗は、私たちへのお仕込みであ
ったのです。知っているつもり、分かって
いるつもりでも実行ができていない、実行
できていないのにいかにも分かった風なこ
とを言っている私たち親へのお仕込みであ
りました。その事に気がついて私は娘の前
で、辛い思いをさせているのは私自身のせ
いだ、悪かったと詫び、自分の至らぬとこ
ろを教えてくれてありがとうとお礼を言い
ました。娘の態度が変わっていったのはそ
れからだったように思います。

　今では、二人の子供を育てながら主人は
夜のアルバイトで生計を立て、日中はにを
いがけ・おたすけに励んでいます。三女
は、今年結婚し、主人は先月事情教会の会
長の理をお許しいただきました。長男と次
女はともに本部で御用をさせていただいて
おりますが、こんな結構なありがたいこと
はないと喜ばせていただいております。私
はこれといった大した御用はできません
が、子供たちにはみなお道の御用をして
もらいたいと願ってきました。四人の子供
みながそれぞれ道の御用をつとめてくれて
います。その子供たちはさらにその子に道
を伝えようと一生懸命になっています。孫
は親のいうことを素直に受けておつとめを
し、ポンポンダンスをして私たちを喜ばせ
てくれています。本当にありがたく嬉しい
ことです。孫の姿にこれほど喜ばせていた
だけるのですから、私たちが、教えられる
通りにおつとめをつとめ、おたすけをさせ
ていただくなら親神様・教祖はどんなにお
喜びくださるでしょうか。
　道は切れては道とはなりません。続いて
こそ道なのです。末代へと続く結構な道な
のです。そして世界中の人々がともに嬉し
いな、ありがたいなあと心から思える真実
の道なのです。一人でも多くの人が、一日
でも早くこの結構な道を歩んでいただける
ように、そしていつの日か本当に平和な世
界が訪れるよう、私たちよふぼくが心を合
わせ笑顔をもって元気に勇んでたすけ一条
の道を歩ませていただきましょう。ご静聴
くださりありがとうございました。
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ジョイワークショップ・トレーニングセミナー

　お道に引き寄せられて日の浅い人や、日々の生活を陽気に過ごしたいという人たちに、教
えの基本や信仰実践を紹介し、喜びの心で日々暮らすためのヒントを提供するジョイワーク
ショップ。2006年にアメリカ伝道庁でスタートして以来、北米各地で開催され、現在までの
累計受講者数は400名を数えます。またジョイワークショップは、受講者が学ぶためだけでは
なく、プログラムを進める講師や進行係を育成するという役割も担っています。
　ハワイの布教・育成委員会は、ジョイワークショップのハワイ開催に向け、ロサンゼルスか
ら、上杉コウジ氏（中河/パシフィックバレー教会）と雪本ゼン氏（中河/セントラルフレズノ
教会）を講師として招き、ジョイワークショップの講師や進行係育成を目的としたトレーニ
ングセミナーを9月29日、30日にハワイ伝道庁で開催しました。参加者17名は、二人の講師
からジョイワークショップの趣旨と進行方法の指導を受けた後、実際のワークショップを想定
して模擬セッションを行い、受講者と進行係という二つの視点からジョイワークショップに
ついて学びました。ハワイでは、来年の初旬にジョイワークショップを開催する予定です。

アイランドニュースアイランドニュース
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結婚おめでとう

　10月23日（火）、蘇ジェンソンさん（本
島/台檀教会）、山本サヤカさん（洲本/サン
マテオ教会）が本部教祖殿、御存命の教祖の
御前で夫婦固めの盃を頂かれました。
　おめでとうございます。末永くお幸せに。

こんにちは赤ちゃん

　9月18日（火）、タバタ・ジェフ、シャノ
ン（旧姓：中尾）夫妻（ネットハワイ布）
に赤ちゃんが誕生しました。名前は、ジェッ
ト・ミサオ、体重3232グラム、身長48セン
チの元気な男の子です。おめでとうござい
ます。

　9月5日（水）、タケグチ・ウェイド、ス
テイシー（旧姓：中尾）夫妻（ネットハワイ
布）に赤ちゃんが誕生しました。名前は、エ
ミ・カナエ、体重3742グラム、身長53セン
チの元気な女の子です。おめでとうござい
ます。
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少年会　ハロウィン・ユニセフ募金

　10月31日ハロウィンの夜、ハワイ州ホノルル市では多くの市民や観光客が様々な衣装を身
にまとい、ワイキキのメインストリート・カラカウア通りを練り歩きます。
　少年会ハワイ団は、ユニセフ（国際連合児童基金）活動の一環であるハロウィン・ユニセフ
募金（Trick	or	Treat	for	UNICEF）に毎年参加しています。今年も31日のハロウィン夜には20
名の教友が思い思いの衣装を身にま
とい、カラカウア通りの一角に立ち
募金を募りました。
　参加者は、道行く人たちに「Trick	
or	treat	for	UNICEF!」と声をかける
だけではなく、音楽に合わせてダン
スも披露し、募金活動を行いまし
た。また、ハワイ管内の教会・布教
所には募金箱を配布し、ユニセフ活
動の支援を呼びかけています。募金
額は、次号の少年会だよりのなかで
お知らせします。
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今年も余すところあと二ヶ月となりました。
教祖百三十年祭への三年千日が始まる来年を
前にして、今月はゆっくりと心の整理をして
みてはどうでしょう。日頃置き去りにしてい
るかもしれない自分の心を両手に包んでやさ
しくいたわってあげてください。

■ヌアヌハレ慰問

　11月10日（土）	 9：30-10：30　

■例会

　11月12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

　11月13日（火）	 		9：00-10：30　

■11月の月次祭直会当番は合同Bグループ
　です。よろしくお願いいたします。

■月例会議

	 11月18日（日）	　13：00-
　於：レインボーハレ

■HUGSクリスマスパーティー

　12月15日（土）
　＊会場のセッティングや撤収のひのきし
　んを行います。詳細は岩田バートまでお
　尋ねください。	

ユニセフ募金にご協力いただきありがとうございます。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。皆様の小さなお心寄せが大きなたすけへ
とつながっていきます。各教会・布教所に配布した募金箱は、11月18日の伝道庁月次祭
の日に伝道庁までお返しください。

■ユニセフハロウィーン募金

婦人会だより

青年会だより

少年会だより

■リーダーズキャンプ

来年の1月26、27日にリーダーズキャンプを行います。27日は、モイリイリ公園で清掃
ひのきしんとバーベキューを行います。詳細は後日お知らせします。

■リーダーズお楽しみキャンプ

今年のお楽しみキャンプはキャンセルさせていただきます。
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10月行事報告 11月行事予定

		 3日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 5日（月）・文化センター月次祭
		 6日（火）・浜田道仁庁長夫妻帰任
		 	 	 	 ・月例コミュニティーひのきしん
	10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	12日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター委員会
	13日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・主事会準備会
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	14日（水）・三会会議
		 	 	 	 ・まこと/オリジンズ編集会議
	15日（木）・少年会会議
	17日（土）・主事会
	18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
	19日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会	
	25日（日）・ハワイ島教友会総会
	26日（月）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり/鳴物練習

		 1日（月）・文化センター秋季大祭
		 2日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 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）・文化センター委員会
	16日（火）・婦人会鳴物練習
	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
	22日（月）・月例にをいがけデー
	23日（火）・三濱成太書記帰本
	26日（金）・遥拝式
		 	 	 	 ・ジョイワークショップ勉強会
	29日（月）・三濱成太書記帰任
	31日（水）・少年会ユニセフ募金活動
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