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おぢばからのメッセージ

立教175年12月26日

　親里は数日前から今年一番の寒気に包まれております。本日も肌を刺すような
寒風が吹く中ではございましたが、冬休みを迎えた子供達など大勢の教友が寒さ
を厭わずお帰り下さり、立教175年納めの月の月次祭が真柱様を芯に一手一つに
心勇んでつとめられました。

　真柱様は祭文の中で、この一年を思い返され、秋季大祭の日に教祖百三十年祭
を目指して心を揃えてつとめる為に諭達第三号を発布したことに触れられ、益々
混迷の度を加える今日の世相にあって、今こそ全よふぼくが立ち上がり、一れつ
こどものたすけを急き込まれるをやの御心を広く世界へにをいがけ、成程の姿を
世に映し、世の立て替えに向けてひながたを目標に、おたすけに誠真実を尽くす
べき旬であるとお述べになりました。また、過ぎし一年を顧みて、届かぬ私共を
大きな親心に抱えてお連れ通り頂きましたことにお礼申し上げられ、来年も変わ
りなくお連れ通り下さいますようにと祈念なされました。

　祭典後の神殿講話は、山澤廣昭本部員がおつとめ下さいました。
　去る、10月26日の秋季大祭にてご発布下された諭達第三号の中で一番強く心に感
じているのは「おたすけ」ということを強調して下さっている点であると述べら
れ、「おたすけ」について、逸話編やおふでさきを引用しながら諄々とお話下さ
いました。また、別席のお言葉を引用しながら、をやに繋がることの大切さを述べ
られ、子供の成人をお待ち下さるをやの心と、そのをやを慕い、訪ねて来る子供の
心が一つに結ばれるところに自由の御守護を頂く元があるとお話下されました。
　そして最後に、教祖百三十年祭を仕切っての年祭活動のスタートラインに臨も
うとする今、全よふぼくが教祖の道具衆として、どんなことからでもおたすけに
立ちあがり、ご存命の教祖の親心にお応えさせていただくことをお誓い申しあげ
たいと述べられました。

　年の瀬も押し迫り、教庁も明日で御用納めとなります。皆様方には今年一年、
世界たすけの御用の上に一方ならぬご丹精を頂きましたこと、心から篤くお礼申
し上げます。教祖百三十年祭に向かう三年千日、諭達第三号をもってお示し頂い
た真柱様の思召にお応えさせて頂けるよう、お互い改めて心引き締め新しい年を
迎えさせて頂きたいと存じます。最後になりましたが、本日のお運びで濱田徳男
本部員が第15代韓国伝道庁長のお許しを戴かれました。就任奉告祭は3月12日の
予定でございます。以上、併せてご報告致します。
　今年一年、誠に有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　森　与一郎
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立教176年　新春挨拶

　明けましておめでとうございます。

　昨年は伝道庁の諸活動、諸行事にご協力くださり誠に有難うございました。お

陰様で順調に進めさせて頂くことができました。厚く御礼申し上げます。

　新しい年を迎え、伝道庁創立六十周年が一年五ヶ月後に迫ってまいりました。

「たすけあい」と「ひのきしん」をスローガンに掲げておりますが、その実践を

一層進めて参りたいと思います。さらに教祖百三十年祭に向かい、諭達第三号で

お述べ頂いております「おたすけ」を、世界たすけを掲げる教えの信仰者として

日々実践し、陽気ぐらしの世界建設に少しずつ近づかせて頂きたいと思います。

対立抗争にあえぐ世界を治められるのは、人間はみな親神様の子供であり、兄弟

姉妹とお教えくださる教祖の教えをおいて外にはないということを心に修め、自

信と誇りを持って世界たすけの道を堂々と歩ませて頂きましょう。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ハワイ伝道庁長　浜田道仁



3

　明けましておめでとうございます。

　昨年は婦人会活動に、またひのきしんにお力添えを頂き、誠にありがとうござ

いました。お陰様で、種々な行事も滞りなくつとめさせて頂くことができました

ことに、心からお礼申し上げます。皆様のご真実を頂き、予定より早く参拝場ク

ッションをお供えさせて頂くことができました。伝道庁創立六十周年までの残

る一年数ヶ月、続けて日々の節約の中からお供えを続けさせて頂きたいと思いま

す。今後も続いて皆様方のお心寄せを頂きますよう、よろしくお願いいたします。

　また、「諭達第三号」のご発布を受けて、これからの三年千日を私たち女性に

お与え頂いた役割を生かし、温かい心で女性ならではのおたすけに励ませて頂き

たいと存じます。さらに、今年11月4日におぢばで開催される、第27回女子青年

大会に向けて、一人でも多くの会員に参加して頂けますように、しっかり丹精を

させて頂きましょう。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ハワイ婦人会主任　浜田まさよ

　昨年中は、少年会スタッフをはじめ、多くの方々から少年会活動のうえに様々

なご支援をいただき、ありがとうございました。特に、アロハバンドとサンデー

スクールに関わるスタッフの方々には、毎月の活動を滞りなく進めていただき感

謝しています。また、年間を通して開催する各行事は、皆様のご尽力なしには進

めることができません。

　今月から教祖百三十年祭へ向かう三年千日が始まりますが、心定めとして、友

人や家族を少年会活動に参加してもらうことを加えていただきたいと思います。

アロハバンドは今年の夏、おぢばがえりをさせていただきます。一人でも多くの

子供たちにアロハバンドへ加入していただけるよう、声かけをお願いいたします。

　縦の伝道、少年会員の育成には終わりがありません。そして、その成果は私た

ち一人ひとりの努力にかかっています。少年会活動へのちょっとした心がけや努

力が将来への種まきとなって、立派なリーダーが育っていくことでしょう。本年

も変わらぬご支援をお願いいたします。

少年会ハワイ団団長　中尾オーエン
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　あけましておめでとうございます。

　諭達第三号のご発布を受けて、教祖百三十年祭に向けて皆様それぞれに心定め

をしておられることと思います。ハワイ青年会のメンバーにもしっかりと心定め

をしていただきたいと思いますが、ちょうど年祭の年にインターナショナルひの

きしん隊が開催されますので、今からでも参加することを視野に入れていただき

たいと思います。私は5月で、ハワイ青年会委員長としての任を終えさせていただ

くことになります。三年前に委員長の任を受けたときに描いていたことのすべて

を達成することは出来ませんでしたが、多くのメンバーにたすけていただき感謝

するとともに、うれしく感じています。昨年は、少年会や女子青年のスタッフと

協力して少年会主催のサンデースクールを再始動しましたが、運営にあたりこれ

からも多くの青年会メンバーに手伝っていただき、進めていきたいと思います。

次期委員長は、中尾モーゼスさんがつとめてくださいます。この一年が実りある

年となるようお祈りいたします。

ハワイ青年会委員長　岩田バート

　昨年中は女子青年活動のうえにご支援を頂きありがとうございました。皆様の

おかげで、様々な行事を進めることができました。今年は、美馬ティファニーさ

んが委員長をつとめてくださいます。今年も女子青年活動への変わらぬご協力を

お願いいたします。そして、おぢばで開催される女子青年大会に多くの仲間と共

に参加させて頂きましょう。

ハワイ女子青年委員長　柿谷ジェニファー

第27回女子青年大会
◇式典
日 時 ： 2 0 1 3 年 1 1 月 4 日 （ 月 ） 午 前 9 時 半
場 所 ： 本 部 中 庭
内 容 ： 真 柱 様 お 言 葉 、 会 長 あ い さ つ 、 他

◇記念行事
・ 支 部 の つ ど い （ 式 典 終 了 後 、 各 詰 所 等 に て 開 催 ） 　
・｢花ひろば Lady,  Go!｣11月3日(日)夕づとめ後、西泉水プール前広場
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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深い親心と厚き御守

護のまに／＼、日々恙なく結構にお連れ通

り頂き、届かぬながらも世界たすけのご用

に励ませて頂く中に、本日は早くも12月月

次祭を執り行う日柄となりました。この一

年、親神様の思召に添わせて頂けるよう一

層の成人を目指してたすけ一条のご用の上

に励んで参りました。お陰様にて月々の諸

行事をはじめ各会の活動も順調に実施でき

無事にお連れ通り頂くことができましたご

守護のほどは誠に有り難く勿体ない限りで

ございます。この一年に賜りました数々の

御恵みに御礼申し上げ、只今よりおつとめ

奉仕者一同心を合わせ座りつとめ・ておど

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々にみかぐらうたを唱

和し日頃賜るご高恩に御礼申し上げなおも

1 2月月次祭祭文

変わらぬご守護にお縋りする状をもご覧下

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。

　本年もあと僅かとなりましたが、本日よ

り19日までおやさと練成会中期を開催させ

て頂きます。また年末の行事も滞りなくつ

とめさせて頂き、新しい年を心明るく迎え

させて頂きたいと存じます。

　年改まれば教祖130年祭に向かう三年千日

のスタートを切らせて頂きます。昨今世上

にお見せ頂く数々の厳しい出来事の中に、

世界中の人々の心の立て替えをお急き込み

下さる親神様の御心に添い、自らの心を省

みつつおたすけの心を高め、陽気世界の実

現に向けて心一つに勇んで歩ませて頂きた

いと存じます。今年一年に賜りましたご

高恩を重ねてお礼申し上げるとともに、来

たる年も変わりなくお連れ通り下さり、人

々が互いに助け合い睦み合う陽気ずくめの

世の状へと一日も早くお導き下さいますよ

う一同と共に慎んで御願い申し上げます。

目　次
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楽人

龍　笛	 西村忠正　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　		　
太　鼓	 社本正登司
鉦　鼓	 明本千代
鞨　鼓	 社本スコット

12月月次祭役割

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

祭典役割

伝道庁1月大祭　

1月20日（日）午前9時

祭典講話：浜田道仁庁長

英語通訳：井元ジャネス

教会長・布教所長会議
1月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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　皆様おはようございます。伝道庁十二月の
月次祭にご参拝くださいましてありがとうご
ざいます。今日ご参拝の皆様と一緒に世界た
すけを祈念し、一手一つに勇んでおつとめを
勤める様子をご覧になり、親神様もきっとお
喜びくださっていることと思います。
　私はワイキキ教会四代会長の長田リンで
す。お忙しい中、私の講話を通訳してくださ
る一瀬先生にお礼申し上げます。また、この
場をお借りして、私に今日のこの機会を与え
てくださり、また日々親心をもって私を支
え、お導きくださる庁長先生ご夫妻に心から
お礼申し上げたいと思います。
　先月の遥拝式後、庁長先生は、私たちの子
供を幼少の頃から育成していくことの大切さ
をお話くださいました。教理を教えることも
大切ですが、私たち自身の行いを通して教え
を伝えていくことは、それ以上に大切なこと
かも知れない、ともお話くださいました。子
供たちはいくつになったら教えを理解できる
ようになるのか、いくつになったら教えを行
いに出せるようになるのか、私たち親には分
かりませんので、機会あるごとに子供たちに
教えを話し、説明することはとても大切なこ
とだと私は思っています。私は娘に教えを伝
えたく一生懸命努力していますが、伝えよう
としている私自身の信仰を深めてくださり、
私自身が行いに出せるようにしてくださって

いることに気付きました。
　ある日、ドンキホーテへ車で向っていた時
のことで、その頃私の娘は三歳か四歳だった
と思います。雨が降り出して、ふと見ると、
道の反対側をご婦人が傘もなく買い物袋をい
くつか抱えて歩いていました。ご婦人との距
離が近くなると、どこかでお会いしたことが
あるような方でした。私はご婦人の横に車を
付けて「雨ですからお宅までお送りします
よ」と申し出ました。ご婦人は「あなたが向
っていた方向とは反対の方向ですから…」と
言いましたが、私が雨脚も激しくなってきた
のでどうぞ、どうぞと言うものですから、ご
婦人はやっと車に乗ってくださいました。ご
婦人はお宅に着くまで、何度も何度もお礼を
言っておられました。私はご婦人をお宅で降
ろし、別れを言ってドンキホーテに向って引
き返しました。その時、私の娘が後ろの座席
から、「何であの人を乗せたの？また元へ戻

12月月次祭祭典講話

ワイキキ教会長　　長田リン

ワン・ワールド、ワン・ファミリー
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らなければならないじゃない！」と言いま
した。私はすぐに、「でもね、私たちは急い
でないでしょう。雨が降っていたのを気付い
てた？あのおばさんは傘もなくて、袋をたく
さん持って歩いていたでしょう。車で送って
もらっておばさんはとっても喜んでいたでし
ょう？誰かが手伝ってくれたら、あなただっ
て嬉しいでしょう？おばさんを車で送ってあ
げることも、ひのきしんなのよ」と答えまし
た。十秒ぐらい静かだったのですが、その後
娘は、「オー、私たちがおばさんのお手伝い
をしたから、おばさんは嬉しかったのね。お
ばさんが嬉しかったから、神様も嬉しかった
のね？」と言いました。娘のこの言葉にびっ
くりして、あやうくブレーキを踏みそうにな
りましたが、私はまるでジャックポットでも
当てたかのような気持ちになりました。
　この機会に教理の一つを娘に教えたいと思
っていた矢先に、娘の方から思いもしなかっ
た言葉が出たのです。親神様は、人間が互い
に助け合い、仲良く暮らしてくれることを願
って人間をお造りになられたのです。日々の
色々な出来事の中に、子供たちの育成に使わ
せていただける教えがいかにたくさんあるこ
とか、親として驚かされます。私たちが子供
に教えようとしていることを、子供がいつ本
当に分かってくれるのか私たち親には分から
ないことですが、子供が本当に分かってくれ
たことを知った時は、親としてとても嬉しく
なります。そうであるならば、私たち人間が
ただ教えを理解するだけではなく、むしろも
っと大切なこと、つまり私たちがその教えを
実行した時の私たちの親、神様のお喜びはい
かばかりか想像してみてください。その日、

少し後になって、私がご婦人を乗せた同じ道
路でお年寄りが歩いているのを見ると、車を
横に付けていた私の母を思い出しました。母
は全く面識もない人に、ドンキホーテへ行く
のですかと尋ね、ドンキホーテまで乗せてあ
げ、ドンキホーテの入り口で待ち家まで送っ
てあげていました。私自身も気付かないうち
に、母のそのような行為を見て、他人様のお
手伝いをすることを習っていたのだと思い
ます。
　もうすぐ幼稚園に入学するという頃、私の
娘は興奮を抑えられないほど喜んでいまし
た。大きい学校へ行って、新しい友達がで
き、宿題をするのを楽しみにしていました。
最初の一ヶ月間、娘は私が学校へ迎えに行っ
た時から夜寝るまで、学校でのことばかりし
ゃべっていました。毎日毎日です。幼稚園へ
通い始めて二ヶ月目頃から、娘は、娘にひど
いことを言ったり、意地悪したりするクラス
メートの話をしました。車に乗るやいなや、
こんなことを言われたとか、こんなことをさ
れたとか私に話しました。このような状態が
三ヶ月ほど続きました。毎日毎日です。なる
べく、今日は一日どうだった、などと尋ねな
いようにし、学校のことを話すのをなるべく
避けようとしましたが、娘はお風呂に入れて
いる時や寝る時に必ず学校でのことを話しま
す。私はどうしたら良いか分からず、ストレ
スと疲れで眠れない夜もありました。娘を学
校へ迎えに行くのを恐ろしく感じ始め、主人
に会社を休んで学校へ娘を迎えに行ってくれ
るよう頼み込んだことも何度かあったほどで
す。どうしてあげたら良いのか全く解決方法
が分からなかったのでなおさら、苦しんでい
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る娘を見るのが本当に辛かったのです。娘の
前でクラスメートを批判するようなことは一
度も言いませんでしたが、心の中では、クラ
スメートに対しても、親、先生、そしてその
ような状況に対して不満を感じていました。
私の家族や友人は、親や先生と話したほうが
いいとか、そんなクラスメートとは友達にな
らない方がいい、全く無視して避けたらい
い、とか言ってくれました。中には、私のた
めに、そのクラスメートや親を脅かしてあげ
ようか、とさえ言ってくれる人もいました。
私が自分で脅かしてやることも思いつきまし
たが、それは正しい行為だとは思えませんで
した。何と言っても、私は娘に、皆兄弟姉妹
なんだよ、親神様は皆に仲良く暮らしてもら
いたいと願っているんだよ、と日ごろ教えて
いるのですから。私にできることは祈ること
だけでした。
　結局私は、そのクラスメートの先生と親と
話をすることになりました。驚いたことに、
その親は、自分の子供が強くて、嫉妬深く、
わがままであることを認めたのです。しか
し、その親は、自分の子供に注意するつもり
はない、と言うのです。先生と親は、二人と
もこんな状況は一時的なことで、私の娘が何
でも私に話し過ぎているのではないだろう
か、私の娘が一人っ子であることも大きく影
響しているのではないだろうか、などと言う
のです。先生と親の二人から言われたこのよ
うな言葉が私の心に繰り返し繰り返し蘇って
きて、私の方が被害妄想になっているのかも
知れない、私の方がおかしい親なのかも知れ
ないと思わざるを得ない状況でした。先生は
私の娘が、学校へ行きたくない、という言葉

を口に出した時点で行動を起こすから、と私
に言いました。すると、何と私たちが話し合
った日の二日後に娘は学校へ行きたくない、
という言葉を口に出したのです。先生に会う
代わりに、私は直接学校のカウンセラーに会
いに行きました。それまで私が書いてきた記
録を見た途端、そのカウンセラーは非常に驚
いていました。カウンセラーは、「これは間
違いなく苛めです。言葉による苛めと、身体
的な苛めの両方です。どうしてこんなに長い
間、誰も気が付かずに続いていたのか理解で
きません」と言いました。カウンセラーは早
速行動を取り、カウンセラー、校長先生、ク
ラスメート、そして私の娘との話し合いの場
を設けました。そのクラスメートは全てを認
めました。それから数週間後、何と同じクラ
スメートともう一人のクラスメートから苛め
られた、と二人の親がレポートしたのです。
これで私が被害妄想であったのでも、おかし
かったのでもないということがはっきりしま
した。
　私は毎日親神様にお導きを下さいますよう
祈り続けました。すると、ある朝、伝道庁で
の参拝後、それまでのストレスが全てまるで
空中へ消え去ったように思え、とても静かな
気持ちになりました。まるで教祖が私に話し
かけてくれたかのようで、その時私は娘に何
を伝えるべきなのか、はっきり分かったので
す。その日、娘を学校へ迎えに行った後、私
たちは座り、次のように娘に話しました。
　「幼稚園では本当に良い子でいてくれて、
お母さんは本当に誇りに思っているよ。クラ
スメートはいつもあなたにひどく当たるけ
ど、私たちには皆、良いところも悪いところ
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もあるのよ。だけど、人の良いところを見て
あげることが大切なの。あなたとクラスメー
トは同じ年だけど、年には関係なく、色々な
ことを学ぶタイミングがみんな違うのね。あ
なたのクラスメートは友達になる方法をま
だ学んでいないのかも知れないね。でも、
あなたにはお友達がたくさんいるから、友達
のつくり方を知っているから、きっと親神様
が、あなたのクラスメートに友達のつくり方
を教えてあげてちょうだい、と言ってるんだ
と思うよ」と娘に話しました。頭を縦に振る
娘の目が輝くのが分かりました。娘は「ア
ー、そうか、分かった。あの子は誰とも遊ば
ないの。そして、私に他のお友達と遊んじゃ
だめだって言うの。そうね、あの子はお友達
のつくり方をきっと知らないのね。じゃあ、
私が教えてあげるわ」と言いました。幼い子
供に一番分かりやすい話をしたのかも知れま
せん。その当時から、そして今でも変わりま
せんが、娘の夢は、大きくなったら学校の先
生になることです。その当時私の娘は四歳で
した。
　クラスメートの態度はその後も変わること
はなく意地悪が続いたのですが、一つ変わっ
たことがありました。変わったのは、意地悪
に対する私の娘の態度でした。娘が私に意地
悪された話をするとき、以前のように下を向
いたまま話すのではなく、もっと元気な言い
方で「今日ね、私のクラスメートが私にこん
なことを言ったの。こんなことをしたの。で
も、いいんだ。あの子はまだお友達になる方
法を知らないんだから。私が教えてあげる」
と話しました。娘が言葉や身体的な苛めを受
けていることを分かっていながら学校へ通わ

せることに、私も少し気が引けました。それ
でも、娘はあきらめませんでした。そのクラ
スメートとあまり近づかないようにさせよう
と、いつもいつもその子と遊ばなくてもいい
のよ、と娘に言ったりもしました。その子の
意地悪は変わらないまま、娘はとうとう学校
の最後の日までその子と遊び続けました。で
すから、同級生たちや先生たちの推薦を受け
て、娘が学校から「思いやり賞」を受けた時
は、嬉しい驚きと共に、タイムリーなご守護
だなあ、とも感じました。娘にとってこの賞
は、「自分は正しいことをしてきたんだ」と
いうことの証しになりましたが、私にとって
は、「節から芽が出る」というご教理を娘に
教える絶好の機会となりました。
　今、私の娘は小学校二年生です。皆さんに
信じてもらえるかどうか分かりませんが、私
の娘とこのクラスメートは今親友です。一緒
にダンス教室に通い、二人はいつも一緒にい
ます。私の娘には親友がたくさんいますが、
このクラスメートも親友の一人です。つい最
近私はその子の親から「あなたの娘さんは学
校で他に友達がいるの？」と尋ねられまし
た。少し変な質問だなとは思いましたが「は
い、たくさんいますよ」と返答した後、私は
少し冗談気味に「私と結婚したいという男の
子が学校に十人いるのよ、と娘から聞いてま
す」と話しました。するとその子の親は「私
の子供は学校で友達がいない、娘が友達のこ
とを話すときは、いつもあなたの娘さんのこ
とだけなの」と少々心配げに言いました。
　天理教では、十五歳になるまで、子供は親
の心次第に神様のご守護を頂く、と教えられ
ます。娘が辛い状況にあった頃、私は自分自
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身や私自身の心に真剣に目を向けたことはあ
りませんでした。でもそれから間もなく、今
度は私自身が、私や私の家族が直接的にかか
わる問題に巻き込まれてしまいました。人間
関係にかかわる問題でしたので、娘の時と同
じような問題を今度は私が直面することにな
りました。ある人たちに対して大変失望し、
もう少しで「お道」からも離れるところでし
た。しかし、自分の心を入れ替えて実行に移
したことで問題は解決しました。それは私の
娘がクラスメートとの問題を抱えていたとき
に、私が娘に教えたことと全く同じことをし
たことになります。神様が私の娘を通してお
見せくださったお手引き、あれは実は私自身
に見せてくださったことだったのだ、と気が
付きました。諭達第三号に、

　時として、親神様は子供の行く末を案じ
る上から、様々なふしを以て心の入れ替え
を促される。しかし、
　とのよふな事をするのも月日にわ
　たすけたいとの一ちよはかりで　十二-78
と、全ては、ひたすら一れつ人間をたす
けてやりたいとの親心からであると仰せ
られる。
　あらゆる災厄や難渋は胸の掃除を求めら
れる親心の表れである。自らを省みること
はもとより、見せられる事柄を通して、人
だすけを促されていると受け止め、積極的
なおたすけを心掛けたい。また、常に人だ
すけを心掛けてこそ、世界たすけを掲げる
教えの信仰者であり、それは「人たすけた
らわがみたすかる」と仰せられるように、
自らが真にたすかる道でもある。

とあります。
　私たちそれぞれは、おふでさき、みかぐら
うた、おさしづなどを拝読させていただいて
いますし、ご教理の書物を読ませていただい
ています。ご教理のお話を聞き、講話を拝聴
させていただいてもいますし、また反対にお
話させていただくこともあります。スローガ
ンやマグネットなどをもって、またはにをい
がけを通してご教理を説くこともあります。
しかし、それらを行動に移して、実際に「お
道を通っている人」は何人いるでしょうか。
神様は「道を通る」という表現を使ってお教
えくださったのは、まさに「通る」ことの大
切さを私たちに教えたいがためではなかった
のでしょうか。
　来月はもう新しい年になるわけですが、た
だ新しい年になるばかりではなく、教祖百三
十年祭に向う「三年千日」の旬に突入する年
でもあります。諭達第三号にはさらに、

世の人々が元の親を知り、一れつ兄弟姉妹
の真実に目覚めて、互いに睦み合い、た
すけ合う神人和楽の陽気世界の実現を目
指して、弛むことなく世界のふしんを進
めよう。

とあります。
　最後に、皆様、どうぞ無事にそして陽気な
ホリデーシーズンをお迎えください。サンタ
クロースも見ていることでしょうから、良い
子でいてください。良い子でいられなくて
も、せめて楽しんでください。
　ワン・ワールド、ワン・ファミリー、ご清
聴ありがとうございました。マハロ。
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おやさと練成会中期開催

アイランドニュースアイランドニュース

中期カウンセラー　井上マイケル
　
　12月16日から19日まで、おやさと練成会英語コース中期が伝道庁で開催され、ロダン・ショ
ーンさん（東愛大教会）、五十嵐柚さん（ホノルル港教会）の二名が受講しました。海外部か
らは、張間仁部員がコーディネーターとして来布しました。四日間のスケジュールを通して、
受講生二人は今までよりも伝道庁という場所に親しみ、家族の信仰やお道の教えを学んでくれ
たことと思います。それも素晴らしい講師や伝道庁スタッフのサポートがあってこそだと感じ
ています。今年の夏には、おぢばで練成会後期が開催されます。次はおぢばで勇んだ二人の姿
を見られることを楽しみにしています。
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立教176年の新春。皆様はいかがお過ごしで
しょうか。いよいよ全教は、教祖百三十年
祭、三年千日のスタートラインに立ちまし
た。そして、ハワイの私たちは伝道庁創立六
十周年に向かってラストスパートです。今年
も一年、お与えいただいた今、この時を感謝
して通らせていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　1月12日（土）	 9：30-10：30　

■例会（新年会）

　1月14日（月）	 10：00-
　・浜田庁長講話
　・新年会（ゲーム、ランチ）
　＊2月はお休みです。

■女鳴物練習

　1月15日（火）	 9：00-10：30　
　＊2月はお休みです。

■1月の大祭直会当番は周東グループです。
　よろしくお願いいたします。

■餅つき

　1月5日（土）	 10：00-
　プリンセス・カイウラニホテル

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1月26、27日の二日間です。ホ
ノルルスタジアム・ステイト公園での清
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。

■少年会スプリングキャンプ＆
	 	 第38回ハワイ団少年会総会

3月29日から31日にかけて、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）	 9：30-　台檀教会

・講義	 9：30-10：30
・鳴物練習	 10：30-12：30
・昼食	 12：30-

＊詳細は、柿谷ジェニファーまでお尋ねく
　ださい。電話：	230-5562

■日本文化センターオハナ祭餅つき

　1月13日（日）	 モイリイリ公園
　1回目：10：30、2回目：12：00
　3回目：13：30

■月例会議

	 1月20日（日）	 13：00-
　レインボーハレ
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12月行事報告 1月行事予定
		 1日（火）・元旦祭
		 4日（金）・主事会
		 5日（土）・餅つき(プリンセスカイウラニホテル)
		 7日（月）・文化センター大祭
	12日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
	13日（日）・餅つき(日本文化センター)
	14日（月）・婦人会初例会
		 	 	 	 ・文化センター委員会
	15日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・布教/育成委員会
	16日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		 	 	 	 ・三会会議		 	 	
	17日（木）・少年会会議
	19日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	20日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・教校学園研修ホストファミリー説明会
		 	 	 	 ・ジョイワークショップ
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	21日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・浜田庁長夫妻帰本(～2/5)	
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	26日（土）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり/鳴物練習
	26、27日	 ・少年会リーダーズキャンプ

		 3日（月）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・伝道庁六十周年関係会議
		 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
		 	 	 	 ・婦人会委員会
	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
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・おやさと練成会中期開講
	17日（月）・月例にをいがけデー
	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
	
	



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

本 部 巡 教
日時：2月16日（土）午前9時半～午前11時半

場所：ハワイ伝道庁

講師：仲野芳行本部員

内容：諭達拝読、講話、おつとめなど

＊よふぼくの方はこぞって受講してください。　


