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おぢばからのメッセージ

立教175年11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。
本日は朝から冷たい雨が降り、大変足元の悪い中でございましたが、親里ぢばを
慕って大勢の教友がお帰り下さり、11月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに心陽
気につとめられました。

　真柱様は祭文の中で、混迷を深める今日の世相に流されることなく、まず自ら
が御教えに照らして心を澄まし、互いに扶け合う誠の道を踏み行い、成程の理を
世に映して、陽気ぐらしの環を広げ、人だすけの上に真実を尽くし切る覚悟をお
述べになりました。そして、全教が一丸となり、それぞれの名称が旬の理に萌え
て、陽気ぐらし世界建設の普請に一段と力強く勇んだ歩みを進めさせて頂くこと
のできますようにと祈念なされました。

　祭典後の神殿講話は、山田清太郎本部員がおつとめ下さいました。
　冒頭、本年の秋季大祭での真柱様のお言葉を紹介された後、おふでさきを引用し
ながら、教祖のひながたを通らせて頂くことの大切さについてお話し下さいまし
た。そして、教祖が御身を持ってお通り下された通りに進めば、必ず陽気ぐらし
をさせて頂けるのであると述べられ、陽気ぐらし世界実現に向かって、しっかり
と知恵を絞って、心を誠一条にもって、かりものである身体を十二分に使って、
勇んで歩ませて頂くことが最も大切なことであるとお話し下さいました。
　また、「三年千日」の理について、おさしづ、真柱様のお言葉を用いながらお
話下さり、この三年はどこまでも、歯を食いしばってでも、辛抱してでも、年祭
活動の上にしっかりとつとめさせてもらおうと述べられました。そして、130年
祭に向かって、仕切って一手一つに、たすけ一条の道を歩ませて頂きたいと述べ
られ、講話を締めくくられました。

　既報の通り、両統領の改選（再任）に伴う11月1日発令の人事異動により、海外
部も心機一転新しい布陣で第一歩を踏み出させていただきました。
　立教175年の年も残り僅かとなりましたが、お互い年の初めに定めた心を今一度
思い返して、今年一年の締め括りをしっかりとさせて頂きたいと存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、世界一列をたすけたいとの深

い親心にお抱え頂き、火水風の限りないご

守護にお守り頂いて陽気ぐらしへとお導き

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。私どもは日々

結構にお連れ通り頂く喜びを胸に思召に添

わせて頂きたいと日々たすけ一条の御用に

励ませて頂いておりますが、その中に本日

は当伝道庁の11月月次祭をつとめさせて頂

く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合わせ座りつとめ・て

をどりを陽気に勇んでつとめ日頃賜るご高

恩に御礼を申し上げ、尚も変わらぬご守護

にお縋りする状をお受け取り頂きたいと存

じます。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

1 1月月次祭祭文

神様にもお勇み下さいますようお願い申し

上げます。

　教祖130年祭に向かって諭達第三号をご

発布頂き、私どもよふぼくの進むべき道を

お示し下さいました。この度の諭達におい

て、ようぼく一人ひとりに「おたすけ」の

実践を呼びかけて頂いておりますように、

身上・事情に悩み苦しむ人々に寄り添い親

神様の思召をしっかり伝えさせて頂きたい

と存じます。世上にお見せ頂く様々な姿に

惑わされることなく欲の心を離れ神一条の

信仰を更に深め、互いに助け合って陽気ぐ

らし世界の実現に向けて真実込めてつとめ

させて頂きます。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

一れつ兄弟の和を結び、互いに助け合い睦

み合って暮らすことのできる陽気づくめの

世界へと進展させて頂くことができますよ

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	 岩田タッド　中尾モーゼス	 　

篳　篥	 明本ダニエル		 　	

鳳　笙	 社本アレン　岡村リサ		　

太　鼓	 西村忠正

鉦　鼓	 明本千代

鞨　鼓	 社本スコット

11月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　　	斉藤カーレン	
賛　者	 中尾スティーブン		蘇ジミー
指図方	 三國クライド
献饌長	 三國ウェスリー	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｋ．川崎
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｍ．久尾	 Ｓ．社本
	 Ｒ．山	 Ｗ．城	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．斉藤	 Ｌ．金城
	 Ｍ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎
笛	 Ｃ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｂ．岩田
チャンポン	 Ｃ．斉藤	 Ｄ．川崎	 Ｊ．蘇
拍子木	 Ｏ．中尾	 Ｅ．高田	 Ｓ．椎葉
太鼓	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田
すりがね	 Ｇ．本田	 Ｓ．中尾	 Ｍ．中尾
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｔ．井上	 Ｄ．明本
琴	 Ｔ．松川	 Ｒ．井上	 Ｓ．中尾
三味線	 Ｃ．明本	 Ｌ．蘇	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｊ．山	 Ｔ．中尾　Ｌ．本田
地方	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｓ．三濱
	 Ｍ．稲福	 Ｗ．三國	 Ｄ．桧垣

祭典役割

伝道庁12月月次祭　

12月16日（日）午前9時

祭典講話：長田リン

日本語通訳：一瀬常徳

教会長・布教所長会議
次回　12月16日（日）　12：45～13：30　
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　ただいま十一月の月次祭を皆さまと共に
陽気に勇んでつとめさせていただくことが
できましたこと、誠にありがとうございま
した。講話のご指名を頂いたのですが、私
の声はご覧の通りです。お聞き取りにくい
こととは存じますが、精一杯つとめさせて
いただきます。なお、講話の翻訳は三濱成
太先生にしていただきましたこと、この場
をお借りしてお礼申し上げます。
　天理教教典第四章「天理王命」の中で、
次のことが記されています。

親神は、人間世界の根本にていまし、こ
の世を創められたばかりでなく、この世
の有りとあらゆるもの、悉く、その守護
によらぬものとてはない。しかも、その
自由の守護の程は、眼に、身に、心に、

ありありと、感じることが出来る。まこ
とに、元の神・実の神にています。

　私たちは、このことを何度も繰り返し拝
読させていただき、また聞かせていただい
ておりますので、感覚的には理解している
のかもしれません。しかし果たして本当に
理解していると言えるのでしょうか。この
お言葉は間違いなく真実であります。しか
し深刻な身上を患ったり、あるいは人知を
超えるような大きな災難を被ったりでもし
ないかぎり本当に分かったとは言えないの
ではないでしょうか。自分の力では抗しき
れないことに遭遇したとき、私たちは親神
様のご守護におもたれする以外に何もでき
ません。
　私はこれまでいたって健康には無関心で
通ってまいりました。しかし今年の一月二
十一日、いつものように朝目覚めると、身
体に異変を感じました。声が出なくなって
いたのです。かろうじて音に出した声はか
すかに聞こえるささやき程度にしかなりま
せんでした。特に悪寒がすることもなかっ
たので、喉頭炎を患ったかなと思ったほど
でした。診断予約を入れ、翌日医者に診て
もらったところ、抗生物質を処方されまし
た。それから二週間、抗生物質をかかさず

11月月次祭祭典講話

髙知誠教会長　　柿谷節生

親　心
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とりましたが何も効果はありませんでし
た。ちょうどこの時、二十六年間勤めた会
社が保険会社に保険料の支払いを滞ったた
め、私の保険も保険会社より解約させら
れました。保険が無い状態に陥った中、更
に強力な抗生物質を処方されました。しか
し、それとて然したる効果は無く、保険が
無い中医療費ばかりが嵩張るので、医療機
関にかかるのを止めました。二ヶ月後によ
うやく保険への再加入が認められました。
この間なぜ自分がこのような目に遭うのか
全く理解できず悩みに悩みました。
　四月にようやく保険に再加入することが
でき、耳鼻咽喉科の専門医を紹介されまし
た。内視鏡で診てもらったところ、右側の
声帯が塞がっていて全く機能していないこ
とが分かり、次に喉と胸のCTスキャンを受
けることになりました。
　CTスキャンの診断結果を聞きに行きま
すと、医者は「良い知らせです。肺ガンで
はありません。しかし偽動脈瘤が大動脈に
あります」とこのように話ししてください
ました。医学用語では、胸部大動脈瘤とい
いまして、大動脈が膨れている状態を指し
ます。これは打撲などによって引き起こさ
れるもので、時としては大動脈が破裂し生
命の危険を脅かすほどの症状だそうです。
破裂動脈瘤で命を落とす方も少なくありま
せん。聞かされた時には、背筋が寒くな
り、ショックのあまり完全に言葉を失いま
した。
　医者から交通事故あるいは何か激しく胸
を打つようなことがこれまでにあったかを

尋ねられました。つまり、私の状態は交通
事故にあった人あるいは高層階から飛び降
り自殺をはかった人に見られる症状だった
からです。
　最後に胸を強く打ったのはいつだったか
思い返してみますと、二十年前のことが思
い出されました。キングストリートにある
中華料理店で昼食をテイクアウトし店を出
たところで、ものすごいスピードで自転車
をこいでいた若者とぶつかり、彼の頭が私
の胸に激突しました。今でもはっきりと覚
えているのですが、その若者は薬物を摂取
していたような感じで目はうつろ、そして
衝突後も私に大丈夫ですかの一言もかける
ことなく急いでその場から走り去ったので
す。一ヶ月ほど胸の痛みが続きましたが、
当時はまだ若かったので、肋骨でも打撲し
たのだろうと思い医者に行かずに耐えたも
のです。そのことを医者に話すと、医者は
そのときの胸の打撲が小さな動脈瘤を引き
起こし二十年という歳月を経て現在の大き
さになってきたのではないかと話してくだ
さいました。動脈瘤が神経声帯の血液の流
れを悪くし声が出ないという症状になった
のです。
　X線、スキャン等、いろいろな検査を受
けた後、今年の六月、一週間に二度手術を
受けることになりました。最初の手術は患
部に付着している血管の流れを変えるため
のバイパス手術でした。二度目はカテーテ
ルを挿入し動脈瘤破裂を防ぐため人工血管
の移植手術でした。両方とも想定されてい
た手術時間を二時間超過し、二度の手術時
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間は合わせて約十時間となりました。
　この場をお借りし、入院中ならびに自宅
療養中におさづけを取り次いでくださった
方々にお礼を申し上げたく存じます。いろ
いろな方々からおさづけを取り次いでいた
だくことはこれまでになく、皆さまの誠真
実のお蔭で本当に早い回復をご守護いただ
き、手術は成功と担当医より聞かせていた
だきました。血液循環も良くなり、先月検
査のためCTスキャンを受けたところ、全
てが順調との結果を得ました。術後の今、
これまで以上に活気がみなぎっているよう
に感じています。
　声が出なくなったこと、保険契約が切れ
たこと、手術までのタイミングなど、昨
年来からの様々なことを振り返りますと、
いつ動脈瘤が破裂してもおかしくないとこ
ろまで来ていましたので、今は本当に安堵
感に包まれ感謝の気持ちで満たされていま
す。動脈瘤がこれまでの二十年の間いつ起
こってもおかしくないという事実を思い返
しますと、今現在このように生かされてい
ることが本当に奇跡であることを身にしみ
て感じています。私自身の存在が親神様が
確かにおられることの証拠なのです。毎日
親神様の親心溢れる温かみを感じていま
す。親神様のご守護を頂戴していることに
より引き続き生かされている喜びを感じる
ことができていることを確信しています。
　天理教教典では次のように記されていま
す。

しかも、親神は、どこまでも、一れつ

子供を愛撫される親にています。しかる
に、この親心を悟らず、天理を無視し、
己が力を過信して、我ままな心を遣い、
得手勝手な行をしているのは、万一切を
支配し、総てを見ぬき見透されている親
神の眼から見れば、あたかも独り歩きす
る幼児のようで、これほど危いことは
ない。

　自分の身に起こった今回の厳しいお手入
れを通して、なぜこれほどまでに厳しいお
手入れをいただいたのかを考えさせられま
した。もしかしたら、お道からかなりはず
れてきてしまったのだろうかとも思いまし
た。もちろん私にはほこりが山のように堆
く積もっているので、どのようにして払っ
たらよいのか分からなくなってきたのかも
しれません。しかし、私たちにとって親神
様と教祖をつなぐ命綱のつとめとさづけ、
このつとめとさづけの実践のみ私が親神様
と教祖のお心に報いるすべはないと素直に
感じています。
　昨年来最も辛く感じたことは、おつとめ
を自由に勇んでベストにつとめることがで
きなかったことです。これまでは、いつで
も自信に満ちあふれておつとめをつとめる
ことができたのですが、十分に声が出ず話
しをすることすらままならず、ましてやみ
かぐらうたを歌うことができないというこ
とはとても辛いことでした。おつとめをつ
とめることは与えられた責務のようにとら
えることがあります。しかし満足におつと
めをつとめることができない状態になりま
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すとそれは本当に意気消沈してしまいま
す。おつとめをつとめることは私たちこの
道を信ずる者にとっての最も大切なことで
あるからです。先月、おぢばの秋季大祭
に帰らせていただきました。美しい音色で
つとめられる地方を真摯に拝聴いたしまし
た。もう一度みかぐらうたを歌えることが
できるようになるということが如何に素晴
らしいことかと思わずにはいられませんで
した。
　かしこねのみこと様は、話しをする能力
を司ってくださっているとお教えいただい
ています。

かしこねのみこと、人間身の内の息吹き
分け、世界では風の守護の理。

　元の理のお話の中で、かしこねのみこと
は「かれい」のお姿であるとお聞かせいた
だいています。魚釣りに行かれて「かれ
い」を釣り上げた人はご存知のことと思い
ますが、かれいは海の底で砂に隠れていて
見つけにくく、その姿はまるで団扇のよう
であります。かれいの特性を考えますと、
海の底で生きていて見つけにくいというこ
とは、「慎み」ということを現しているの
ではないでしょうか。またその形が団扇の
ようであり、団扇は柔らかな風、さわやか
な風を起こします。柔らかな風、さわやか
な風は、優しい心地よい言葉を表している
ということの解釈ができます。
　私の声は百パーセントからほど遠い状態
ではありますが、生かされています。生か

されているかぎり、望みはあります。二十
年の歳月を経て私は声を失うことになりま
した。これから先二十年かけて声が完全に
戻ってくるのもまた自然なことではないか
と思っています。辛抱強く通らせていただ
き、自己中心的な心の使い方を日々払う努
力を積み重ね、かしこねのみことのご守護
でお教えくださっているように、慎み深
く、より丁寧な言葉を使い他の人たちを元
気づけることができるようつとめさせてい
ただきたいと思っております。
　最後に次のおふでさきのお言葉を引用し
講話を終わらせていただきたいと思いま
す。

このよふのしんぢつのをや月日なり
なにかよろづのしゆこするぞや　　　六-102

どのよふなたすけするのもしんちつの
をやがいるからみなひきうける　　　七-101

月日にハせかいぢううハみなわが子
かハいいゝばいこれが一ちよ　　　十七-16

　お聞き苦しいところがあったことと存じ
ますが、最後までご静聴くださり、ありが
とうございました。（柿谷理恵夫人代読）
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第25回ハワイ島教友会総会

アイランドニュースアイランドニュース

　11月25日（日）、25回目となるハワイ島教友会総会が、浜田庁長夫妻臨席のもとキラウエア
教会にて開催され、34名の教友が集いました。ハワイ島教友会は1962年に創立され、ハワイ
島に在住する教友同士の繋がりの場としての役割を担っています。より多くの方に総会のおつ
とめに参加していただけるよう、今年は十二下りのおつとめがハッピで勤めらました。おつと
め後、西村忠正支部長（キラウエア教会長）の挨拶に続き、浜田庁長からおつとめを勤めるこ
との大切さについてお話しくださいました。昼食後の余興ではビンゴゲームが催されました。
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信仰体験話 －ライアン・キャサリン海軍少佐を偲んで－

松岡マット（ハワイセントラル教会/東中央）

　2012年9月23日、私の友人、ライアン・
ケイティ・キャサリン少佐が亡くなりま
した。彼女は、人命救助隊の士官であり、
また母でもありました。ヘリコプターのパ
イロットとして、遠い場所ではロシア、ア
ラスカ、南アメリカに配属され、海で行方
不明になった人の救助や、外国からの脅威
に対する防衛にその身を捧げました。癌を
患い一年間にわたる闘病の末、残念ながら
三十歳という若さでこの世を去りました。
　ケイティが亡くなるまでの半年間、貴重
な時間を一緒に過ごし、逆境と戦う中で彼
女の精神力の強さを垣間見ました。その姿
から多くのことを学び、天理教の教えに対
しても改めて確信を持ちました。ここでは
「一日生涯」と「にをいがけ」について私
なりに感じたことを書かせていただきま
す。
　ケイティは、かなりの楽観主義者であり
ながら現実主義者でもありました。私が驚
いたことは、彼女が亡くなったあとのこと
について率直に話すことでした。最後の二
ヶ月間は、葬儀のプランや夫へ支払われる
保険金、また家族にたいしてどれだけ自分
の死を悲しまずに喜んでほしいか、などに
ついて素直に話していました。あるとき彼
女は「私が今望んでいるのは、あと数ヶ月
でもいいから生きたいということ…」と話
していました。そのとき、私自身がどれだ
け身勝手だったのかと思い知らせました。

私は心の中で、今までしそこなったこと、
望んでいることを思い出してみましたが、
そのほとんどが些細なことでした。そんな
私の心を読んでいたかのように、ケイティ
は彼女自身の存在だけでなく、今ある全て
の「物」に執着するのではなく、私たちは
精神（心）でつながっているのだというこ
とを気づかせてくれました。彼女は、今生
きている世界はただの物理的な世界であっ
て、次の人生には何も残らない、引き継が
れるのは魂だけだと信じていました。さら
に今の人生は、次の人生のために自分自身
を清め澄ます時間だと話しました。彼女は
何が本当に大切なのかということの捉え方
を解っていて、私はそれが多くの点でお道
の教えと似ていると感じました。
　彼女の考え方によって、私自身ある考え
を思い起こしました。それは、もしあなた
の運命（次の人生）が出直す前の最後の言
動や態度によって決定されるとしたら、そ
れはどんなものでしょうか。そしてどのよ
うに決まるのでしょうか。それはお道の教
えに沿っているでしょうか。そして、もし
自分が出直すときに、次の人生に持ってい
けるものが最後の言動や思考だとしたら。
そこで私が考え至ったことは、いつなんど
き出直すことがあっても、親神様に喜んで
いただける通り方をしないといけないとい
うことでした。ひのきしんをしているとき
や、我が子を育てるとき、人だすけにむか
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っているときであっても、このことを心に
留めておけば、常に親神様の御心に沿った
態度で通っていると言えると思います。
　もちろん永遠の魂というのは、出直す前
の最後の言動によって決められるわけでは
ありません。しかし、もし私たちがこの考
え方で生きるとしたら、「今」という一瞬
を生きることができます。そして、今を生
きることが、人生を通して親神様の御心に
沿って生きることにつながると考えると、
それが一日生涯なのだと思い至りました。
一日を生涯として生きることで、自分の心
を澄まし、次の人生のために悪いんねんを
納消させていただけると思います。
　次に「にをいがけ」についてですが、に
をいがけの象徴とも言える戸別訪問、そし
てにをいがけの際、たんのうと神一条の精
神を持つことはとても大切なことです。し
かし世界は常に変化し、その基準も変わる
中で、教えの伝え方も変わっていきます。
いかに効果的なにをいがけができるのかと

いうのは、その人によるのです。にをいが
けのときに、ただお道の教えを話すだけで
は伝わりません。日々の誠真実の行いがあ
ってこそ、自分の伝えたいことが相手に伝
わるのではないでしょうか。要するに、口
と行いが一つになるということです。
　また、にをいがけには様々な方法があり
ます。私の職場では、ほとんどの方がキリ
スト教徒ですが、私が教えの話をするとき
は自分から話すのではなく、尋ねられたら
説明するようにしています。それは、まわ
りの人がすでに私が天理教信仰者であると
いうことを知っているから効果があるので
す。そして、おたすけにかかっている相手
がいつもお道を受け入れてくれるとは限り
ませんが、大抵理解してくれるのは家族や
友人など自分の身近にいる人たちです。で
すから、身近にいる人たちが、少しでも天
理教のことを知っていたら、あなたの言動
や態度すべてがにをいがけとなるのではな
いでしょうか。（原文英語）

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!



伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
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本部巡教

　少年会ハワイ団は、去る11月24日にアロハバンドとポンポン隊の一日練習をハワイ伝道庁
と天理文化センターで行い、少年会員、リーダー、スタッフを含め計19名が参加しました。
　アロハバンドは、来年のこどもおぢばがえり、また再来年に迎える伝道庁六十周年での演奏
に向けて、毎月伝道庁月次祭の祭典後に練習を行っています。今回は強化練習として、こども
おぢばがえりのテーマ曲の演奏と行進練習を行い、それぞれのレベル向上につとめました。

少年会ハワイ団アロハバンド一日練習

　	教祖百三十年祭へ向かう三年千日活動の指針となる「諭達第三号」が発布されたことを受
け、教会本部は11月20日から2月末まで各直属教会と海外拠点への本部巡教を実施されること
になりました。ハワイ伝道庁では、2月16日（土）午前9時30分から午前11時30分に仲野芳行
本部員を講師に開催予定です。よふぼくの方々はこぞって受講いただき教祖百三十年祭に向け
ての三年千日を心を仕切って通らせていただきましょう。

笛・地方勉強会

　2月16日午後、笛・地方の勉強会を仲野芳行本部員の指導を頂いて行います。受講希望の方
は伝道庁事務所までご連絡ください。
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■伝道庁年末大掃除は、12月26日遥拝式後
に行います。ご協力おねがいします。

教祖百二十年祭に向かう三年千日仕上げの年
真柱様は「どのようにしたら自分のつとめが
教祖にお喜びいただけるか」ということを考
えながらつとめるようにと仰いました。いよ
いよ来年はハワイ伝道庁創立六十周年、三年
千日仕上げの年を迎えます。今一度、真柱様
のこのお言葉を噛みしめて日々悔いのないよ
う通らせていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　12月8日（土）	 9：30-10：30　

■例会

　12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	
　・浜田庁長講話										11：00-11：30

■女鳴物練習

　12月11日（火）	 		9：00-10：30　

■12月の月次祭直会当番は合同Cグループ
　です。よろしくお願いいたします。

■月例会議

	 12月16日（日）	　13：00-
　於：レインボーハレ

■HUGSクリスマスパーティーひのきしん

　12月15日（土）天理文化センター
　＊お手伝いいただける方は中尾モーゼス
　までお知らせください。当日は、ひのき
　しんTシャツを着用してください。	

募金の総計額は、651.78ドルでした。
ご協力いただきありがとうございました。

■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 ■リーダーズキャンプ＆ピクニック

日程は来年の1月26、27日の二日間で
す。モイリイリ公園での清掃ひのきしん
とバーベキューピクニックは、27日の午
前10時から行います。

■アロハバンド一日練習

11月24日に伝道庁と天理文化センターで
アロハバンドの一日練習を行いました。
ご協力いただいた皆様ありがとうござい
ました。

■少年会スプリングキャンプ＆
	 	 第38回ハワイ団少年会総会

来春3月29日から31日にスプリングキャ
ンプと第38回総会を開催します。詳細
は、中尾オーエンまでお尋ねください。

■こかん様に続く会

　2月23日（土）9：00-　台檀教会
	＊詳細は、柿谷ジェニファーまでお尋ねく
　ださい。電話：	230-5562

＊新年会（初例会）のお知らせ
2013年1月14日(月)午前10時より。参加希望
の方は12月26日までに会費10ドルを添えて会
計(中尾しげみ、柿谷)までお申し込み下さい。



11月行事報告 12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
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	14日（水）・三会会議		 	 	
		 	 	 	 ・主事会準備会
	15日（木）・まこと/オリジンズ編集会議
	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	
		 	 	 	 ・少年会会議
	24日（土）・アロハバンド一日練習
	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

		 3日（月）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 4日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 8日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	10日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター委員会	
	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）・張間仁海外部員来布
		 	 	 	 ・少年会会議	 	 	
	15日（土）・主事会
	16日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・教会長/布教所長会議
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・おやさと練成会中期開講
	17日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	19日（水）・おやさと練成会中期閉講
	22日（土）・張間仁海外部員離布
	26日（水）・遥拝式
		 	 	 	 ・伝道庁年末大掃除	
	30日（日）・伝道庁餅つき
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2013年度ハワイ伝道庁行事予定

1月
・春季大祭おぢばがえり	 (26日)
・少年会リーダースキャンプ、新年会
	 	 (26、27日)

2月
・本部巡教	 	 (16日)
・文化センター大掃除	 	 (18日)
・女子青年こかん様に続く会	 (23日)
・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
　　　　　　　　　　　	 　　　　　		(24日)

3月
・少年会総会及びキャンプ	　　		（総会30日）
		 	(29～31日)

4月
・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い	 	 	(9日)
・教祖誕生祭おぢばがえり	 	 	(18日)
・少年会教祖ご誕生お祝い行事	 	(21日)

5月
・全教一斉ひのきしんデー	 	 (4日)	
・婦人会・青年会・女子青年総会	 	(18日)

6月
・ハワイ修養会	 (6月16日～7月11日)			
7月
・天理教ピクニック	 (4日)
・こどもおぢばがえり	 (24日～30日)	

8月
・第43回天理教バザー	 (25日)

9月
・全教一斉にをいがけデー	 (29日)

10月
・秋季大祭おぢばがえり	 	 (26日)

11月
・ハワイ島教友会総会	 (26日)
・少年会鼓笛キャンプ/リーダースキャンプ
		 (23日、24日)	
12月
・おやさと練成会中期コース	 (15日～18日)

月間行事
・本部月次祭遥拝式　
・伝道庁月次祭
・主事会　
・教会長布教所長会議　
・おてふり、鳴物練習　
・Adopt	A	Highway	Program	(ハイウェイ清掃)
・月例にをいがけ
・月例コミュニティーひのきしん
・婦人会例会
・婦人会鳴物練習
・婦人会による施設慰問
・青年会/女子青年会議　
・各会委員会　
・サンデースクール
・アロハバンド練習　
・機関紙オリジンズ/まこと発刊

＊天理文庫	（水～日　午前10時～午後4時）
＊天理柔道	（月、水、金：午後5時30分～7時30分）
		 	（土：午前9時～11時）



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

12月26日（水）	 年末大掃除	 	遥拝式後
	 30日（金）	 伝道庁餅つき	 		7：00	AM

2013年（立教176年）	
	 1月	 1日（火）	 元旦祭	 	 10：00	AM
							13日（日）	 日本文化センター餅つき	 10：30	AM
　

伝道庁年末年始行事予定


