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おぢばからのメッセージ

立教176年1月26日

　親里は厳しい寒さが続いておりますが、本日も肌を刺すような寒風がふきす
さぶ一日となりました。そんな中、寒さを厭わずおぢばを慕ってお帰り下され
た大勢の教友の方々と共に、教祖が世界ろくじに踏み均しに出られた元一日に
思いを致し、立教176年の春季大祭を真柱様を芯に一手一つにつとめさせて頂
きました。

　真柱様は祭文の中で、教祖130年祭へ向かう三年千日の門出の時旬に、一段と
教祖の道具衆としての自覚を高め、ひながたの道をまっしぐらに、にをいがけ・
おたすけに真実を尽くし、丹精を積み重ねて、親心にお応えできるようつとめ
切る決心をお述べになりました。また、この上共によろづたすけに自由の御守
護を賜わり、世界ろくぢのお言葉通り、道の次第はいよいよ伸び開け、一日も
早く一れつ陽気ぐらしの世の状にお導きくださいますようにと祈願されました。

　祭典に続いて真柱様よりお言葉を頂戴致しました。
冒頭、「本年は三年後の教祖130年祭に向けての三年千日の一年目にあたり、改
めて教祖の年祭の元一日に込められた親のお心を訪ね、噛み締めて仕切っての成
人と一手一つの活動を誓い合いたい」と述べられました。
続いて教祖伝第十章「扉ひらいて」を紐解かれながら、教祖が現身を隠された
日の元一日に立ち返り、神一条でおつとめをつとめることの大切さをお話下さ
いました。その中で、おさしづや諭達を引用されながら、現代に生きる私達信
仰者の指針となるお言葉を頂きました。
　また、身上や事情に悩む人々に親神様の思召の真の意味を伝えることがよふ
ぼくの役目であり、人助けを実践することこそ教祖が何よりもお喜び下さるこ
とであり、親の思召に適うことであるとお話下さいました。
最後に教祖130年祭を目指して、全教におたすけの気運が湧きあがり、みなぎる
よう今年も勇んでつとめて頂きたいと述べられました。
（詳細につきましては、天理時報、みちのとも等をご熟読頂きますようお願い
します。）

　尚、本日の春季大祭には海外より韓国、台湾をはじめ10を超える国・地域か
ら200名近い方々がお帰り下さり、祭文奏上並びに神殿講話の同時通訳は英語、
中国語（北京語）、韓国語、ポルトガル語の４言語で行われました。併せてご
報告申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、陽気ぐらしを楽しみに、この

世と人間をお創り下されてより、永の年月、

並々ならぬご丹精を頂いてお育て下さり、旬

刻限の到来と共に、教祖をやしろに、この世

の表にお現れ下されて、よろづいさいの元の

真実を明かし、つとめを教え、自由の守護を

見せて、一れつを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、日々御高

恩に御礼申し上げ、御恩報じを念じて、勇ん

でたすけ一条の道に励ませて頂いております

中に、本日は当伝道庁の一月大祭を執り行う

日柄を迎えさせて頂きました。この月二十六

日は、教祖が世界中の人間を一日も早くたす

け上げたいとのお心より百十五才の定命を二

十五年お縮めになり、ご存命のお働きをもっ

て世界たすけに踏み出しくだされた元一日で

ございますので、その理を受け、ただ今より

おつとめ奉仕者一同心を揃え、鳴物の調べも

高らかに座りつとめ、てをどりを陽気に勇ん

1月大祭祭文

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、陽気世界の実現に向かっ

て、一層の成人をお誓い申し上げる状をご覧

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。

　教祖百三十年祭へのお打ち出しを頂き、三

年千日の歩みを踏み出したこの時旬、よふぼ

く一同は世界たすけをお急き込みくださる思

召にしっかり添わせて頂けるよう自らの心の

埃を払いたすけ心を高めて難儀不自由に悩み

苦しむ人々に寄り添い、声を掛け、おさづけ

を取り次いで真実を尽くしてまいりたいと

存じます。この年祭に向けてよふぼく一人ひ

とりが一人のよふぼくを丹精することを目差

し、精神力、知恵を振り絞ってたすけ一条の

道のうえに精一杯励ませて頂きます。親神様

には私どものこの願いをお受け取り下さり、

変わらぬ親心をもってよふぼくとしての務め

を果たすことができますようお導き下さり、

神人和楽の陽気世界を一日も早く築かせて頂

くことができますようご守護のほどを一同と

共に慎んでお願い申し上げます。
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教会長・布教所長会議
次回　2月17日（日）　12：45～13：30　

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　社本ミカ　		　
太　鼓	 社本正登司
鉦　鼓	 明本千代
鞨　鼓	 社本スコット

1月大祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳	 　柿谷節生	
賛　者	 川崎カイル	　井元ジェリー　
指図方	 中尾善宣
献饌長	 中尾オーエン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｄ．明本
(男性)	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｓ．社本
	 Ｇ．本田	 Ｙ．宮内	 Ｍ．中尾
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．三國　Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｍ．岩田	 Ｌ．長田
	 Ｔ．松川	 Ｔ．中尾	 Ｍ．井上
笛	 Ｍ．社本	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｗ．城	 Ｓ．椎葉
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｔ．井上	 Ｄ．桧垣
太鼓	 Ｙ．宮内	 Ｋ．川崎	 Ｗ．三國
すりがね	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾	 Ｊ．本田
小鼓	 Ｍ．稲福	 Ｗ．三國	 Ｇ．井元
琴	 Ｊ．山	 Ｒ．井上	 Ｙ．一瀬
三味線	 Ｃ．明本	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎
胡弓	 Ｋ．齋藤	 Ｃ．浜田　Ｓ．中尾
地方	 Ｔ．一瀬	 Ｏ．中尾	 Ｓ．三濱
	 Ｄ．川崎	 Ｊ．蘇	 Ｂ．岩田

祭典役割

伝道庁2月月次祭　

2月17日（日）午前9時

祭典講話：三國クライド

日本語通訳：中尾妙子
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　皆さん、おはようございます。伝道庁の一
月大祭に大勢ご参拝くださりありがとうござ
います。ただ今、人々の幸せと世界の平和を
念じて、おつとめを陽気に勇んで勤めさせて
いただきました。親神様・教祖もお慶びくだ
さっていることと思います。
　ただ今から一月大祭にあたって思いますと
ころをお話し申し上げたいと存じますので、
しばらくの間お付き合いくださいますようお
願いいたします。
　最初に東京スカイツリーの話をさせていた
だきます。昨年五月に竣工した東京スカイ
ツリーをご存じだと思います。私はまだ見た
ことがありませんが、最新の技術を駆使して
建てられた世界で一番高い電波塔です。スカ
イツリーは大変興味深い形状をしており、三
本足で立っています。基礎になる部分は三角
形で、上にいくにつれて段々と丸みを帯び、
上層部では円になるという大変変わった形
です。

　さらにこのスカイツリーの特徴は、強い地
震にも耐える世界に類のない構造をしていま
す。世界文化遺産になっている世界最古の木
造建築物である法隆寺に代表される五重塔の
構造が応用されているのです。五重塔が地震
に強い理由は、その内部に地上から最上部ま
で通じる一本の芯が入っているからです。こ
の芯と五層の屋根がバランスをとって強い揺
れを吸収する仕組みになっているのです。一
昨年東日本大地震が起きたときはまだ工事中
でしたが、あの激しい地震に耐え何の異変も
なかったことによってその柔軟かつ強靱な構
造が証明されたと言われます。五重塔、そし
てスカイツリーに応用されているこの芯を、
心の柱という字を書いて心柱（しんばしら）
と言うのだそうです。
　私たちが信仰している天理教には、真柱と
いう芯になる方がおられます。真柱の理は教
祖によって定められたものであり、私たちを
間違いなく陽気ぐらしへと導いてくださる確
かな芯です。この芯に、教祖をお慕いする大
勢の心が寄り集まり、歴代の真柱様のお言葉
に導かれてこの道は発展してきました。
　親神様の思召は、教祖が直々にお書きくだ
された「おふでさき」や「みかぐらうた」さ
らに「おさしづ」に込められていますが、教
祖が御身を隠されて後、その時その時の時旬
に込められる親神様の思召は、真柱様によっ
て私たちにお示しくだされるのです。真柱様
がお示しくださる事柄は、親神様が直々にお

1月大祭祭典講話

ハワイ伝道庁長　浜田道仁

　　教祖130年祭に向けて、よふぼく一人が
一人のよふぼくの丹精を目差そう　　
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残しくだされたお言葉と寸分の違いはありま
せん。ただその時代に最も必要とされること
に重点を置いて説かれているのです。
　真柱様のお言葉は、現代における「おさし
づ」だと私は思います。「皆の一声千声よ
り、しんばしらの一声」（明治39年5月26
日）と言われますように、発言力のある人の
意見、あるいは大勢が一致した意見であって
も神一条の心から出た意見でなければ受け取
れない。それより真柱様に心を寄せなさい、
と仰せられているのです。真柱の理はそれほ
どに重いものです。その真柱様がご存命の教
祖になんとしてもお喜びいただきたいとのお
心から仰っているのが、教祖百三十年祭を迎
えるに当たってご発布下さった諭達第三号の
お言葉です。
　皆さま、是非身近な処に置いて、毎日一度
は読ませていただきましょう。このご諭達で
は、よふぼくはみなおたすけをしようと仰っ
ています。その内容について少しお話をさせ
ていただきたいと思います。まず前置きを述
べられ、続いて、教祖は何のために天理教を
啓かれたか、それは、世界一れつをたすける
ためにこの道をつけたのだと、立教の目的が
述べられています。続いて世界一れつをたす
けて何を目差すのか、それは陽気ぐらしを目
差すのだ。その目差すべき陽気ぐらしとはど
ういうものか、それは、人々の心が澄み切っ
て、互いにたすけあって暮らす世の中だと、
仰せになっています。
　では、現実の世の様はどうであるかとお述
べになり、現実の世の様は、人々の心が澄み
切ってたすけ合うどころか、欲望の追求、争
いに明け暮れている。また、たすけ合いどこ
ろか、人間関係はますます希薄化して、無縁
社会といわれるような世の姿になっている。

まさに、陽気ぐらしから反対に遠ざかるよう
な世相だと指摘されています。そのような状
況のなかで、ではよふぼくはいかに行動すべ
きか、今まさにをやの思いを伝えて世界をた
すける、世の立て替えに立ち上がるべき時で
ある。
　しかし、世の立て替え、あるいは陽気ぐら
し世界の実現と言っても、一気にはいきませ
ん。そこでよふぼくは日々何を心掛けるべき
か。まずは、よふぼくの日々の地道な活動の
積み重ねによって世の立て替え、陽気ぐらし
への立て替えを一歩々々実現する。そのため
によふぼくは、まず教えを身につけ実践し
て、土地所の成程の人になろうと仰っていま
す。天地抱き合わせの理を象る夫婦をはじ
め、家族の在り方を正し、内々がたすけ合
って、足元から陽気ぐらしを作り出し、それ
を広げていこう。そうして、この世の立て替
え、それに向かう手がかりとしての「ふし」
について触れられ、世間の人は嘆いたり悲し
んだり、あるいは恨んだりするような出来事
を契機として、心の向きを変える。胸の掃除
をし、心を入れ替え、真にたすかる道へ誘
う。さらに、おたすけについて具体的な段取
りを事細かに述べられています。
　おたすけは周囲に心を配ることから始ま
る。もしも周囲に苦しんでいる人があれば、
その人のために祈ろう。さらに進んで声を掛
けていこう。病気で苦しんでいる人にはおさ
づけを取り次ぎ、悩める人の胸の内をじっく
りと聴く。あるいは寄り添って、教えに基づ
き、心の向きを変えてもらえるようなお話を
して導いていこう。そして最終的には、共々
に人だすけに向かうまでに丹精していこう
と、非常に細やかにおたすけの段取りをお述
べくださっています。
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　このように、おたすけということを強調
し、焦点を絞って仰っていますが、おたすけ
は何も特別のことではありません。天理教は
世界一れつをたすけるために啓かれた教えで
すから、この教えを信じる者は、我が身、我
が家のたすかりだけを願うのではなく、世界
のたすかり、人々のたすかりを願ってこそ、
このお道の信仰者です。何も特別のことでは
なく、当然のことであろうと思います。
　おたすけの実践を求められている私たちよ
うぼくも悩みを持っています。自分が悩ん
でいるのに人たすけをするなんてとてもでき
ない、と思われる人もいるでしょう。しかし
その悩みを、おたすけをすることによってた
すけてやろうと仰せくださるのです。どんな
形、方法でもまずやってみようということ
です。
　とはいえ、おたすけはなかなか簡単にはで
きません。よほど強い決心と勇気がなければ
なかなかできません。私はハワイに来させて
いただいておさづけを取り次がせていただく
ことが多くありました。しかし、最初は躊躇
しました。個人のお宅の場合には、まだ馴染
みが無いのに訪ねていいものか、また入院中
の方には、ハワイの病院の状況がよくわから
ないうえに、言葉が不自由ですので戸惑いま
した。入院した人と同室の人がいるところで
おさづけを取り次いで迷惑にならないかとい
う思いもあり、なかなかお見舞いにいこうと
いう気持ちになりませんでした。しかし何度
か経験しているうちに様子が分かり、個室に
入っていることも多いのであまり気にせずお
さづけを取り次がせていただけるようになり
ました。
　あるとき一ヶ月間、毎日病院へおたすけに
通ったことがあります。いつも夫婦でハッピ

を着て行きますので、「黒いカラスが来たと
病院の人が話しているよ」と家族の方から言
われたこともあります。その方はお元気にな
って退院されましたが、何度もおさづけを取
り次がせていただいても、出直された方は多
くおられます。自分の真実が足りず申し訳な
い、残念な気持ちが湧いてきますが、出直し
はされたけれども、魂はきっとたすけていた
だいていると信じ、また身上の方がおられる
と聞いてはおさづけを取り次がせていただい
ています。
　　
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　　　　十五-60

と、聞かせていただきます。親神様が働いて
くださるのはおさづけだけではありません。
一言の話にも働いてくださるのです。
　こんなことがありました。まだハワイへ来
させていただく前のことですが、スペインの
小さな町にある布教所を訪問した時、隣の家
の女性と出会いました。その女性は結婚して
7年になるが子供ができず、主人は仕事で留
守が多く寂しい、と言いますので、ここに祀
っている神様は人間と世界を造ってくださっ
た神様ですから、赤ちゃんをご守護いただき
たければここに来て所長さんの言うことをよ
く聞いてください、と話して別れました。そ
の後一年ほどして、おぢばでその女性と偶然
出会いました。彼女は「あの後妊娠し嬉しく
ておぢばに帰らせていただき、昨日をびや許
しを頂きました」と言われました。私は大変
驚き、嬉しく思いました。この女性は、この
布教所の最初のよふぼくとなったのです。
　一言の話し掛けから、人生が変わっていく
ということは多くの人が経験されていること



7

ではないかと思います。教祖の逸話篇のなか
にも、病気の回復を願ってお寺参りしようと
出かけたら、生神様のいる庄屋敷に行ったら
どうかと言われて行くと、教祖に会いたすけ
ていただいたというお話がいくつかありま
す。途中で出会った人はただ情報として伝え
ただけですが、結果としてその人がたすけら
れたのですから、自分に人をたすける力がな
くても助言するだけで大きなたすかりに繋が
ることがあるということです。
　　
しんぢつの心しだいにいづかたも　
いかなしゆごふもせんとゆハんで　　　　四-95

と、一言の話でも真実の心があれば親神様・
教祖はご守護くださるのです。
　ある教会の会長さんが、山梨県にある部内
教会を目差して自転車で走っていました。数
日かかってもうすぐ到着するという時、後ろ
からきた自動車の中から突然声をかけられま
した。「先生、私は天理教のよふぼくですが
自分の会社が倒産しかかっています。どうし
たらいいですか。」この会長さんは、背中に
「天理王命」の幟を付けて走っていたので
す。その幟を見つけ、縋る思いで声をかけた
のです。会長さんは、一日中走り続けてクタ
クタに疲れており、考える余裕もなく朦朧と
する頭で「修養科へ行きなさい」と反射的に
答えて別れました。目的の教会に着くや上級
教会からの連絡で、修養科一期講師を務める
ようにとのことです。
　修養科が始まったある日の午後、授業を終
え自転車を押しながら詰所に帰る途中、担当
しているクラスの一番の組係から、「先生
は、自転車で山梨へ行かれたことがあります
か」と尋ねられました。この会長さんも、組

係さんもお互いの顔をはっきりと覚えていな
かったのですが、自転車を見て分かったので
す。何と二人は同じクラスで再び出会ったの
です。その組係さんは懸命に教えを学び、ひ
のきしんに励んで理づくりをし、修養科を無
事終えて後、苦労はあったようですが会社を
復興させたということです。
　一言をどのように伝えればよいか、と思案
することもしばしばあると思います。どのよ
うに伝えたらよいのか分からない時は遠慮な
く誰かに相談し、アドバイスを得ることで
す。そしてそのアドバイスが、とても相手に
伝えられないような無理なことでも、自分で
それを止めてしまうのではなく、親神様が仰
ってくださったのだと思ってそのまま伝える
ということが大切です。また、アドバイスを
する人は、ただ自分の知識や経験から話すの
ではなく、教えをしっかり学び、親神様から
アドバイスを頂くのだという気持ちで伝える
ことが大切です。
　適切なアドバイスをするためには、自分の
心を澄ますことが肝心です。自分自身が親神
様の思召にしっかり添わなければなりませ
ん。そのためには教会に心を繋ぎ、足を運
び、おつとめをして心の埃を払うことです。
埃を払って澄んだ心に浮かばせていただくの
です。しかし心の埃はなかなか取れないもの
です。私も含め、自分の癖性分を直したいと
思っている人はおられるのではないかと思い
ますが、このような方法をされてみたらいか
がでしょう。ある先生のお話でありますが、
このように言っておられます。
　「朝夕のおつとめで今日一日心の埃を払
い、親神様にご心配をかけることのないよ
う、私はうらみ、はらだちを気をつけて通ら
せていただきます。あるいは、私はよくとこ



8

うまんを気をつけて通らせていただきます、
と誓って通らせてもらう。毎日こうして願え
ば埃の心が浮かばんようになる。このおつと
めで心の埃を払い、ご守護を頂くのだ」と話
しておられます。このような祈りを毎日続け
ていけば、数年経てば穏やかな心の持ちよう
になっていくことでしょう。私も癖性分がな
かなか取れませんので、是非やってみようと
思います。
　昨年末起きた銃乱射事件は、母子の絆が断
ち切られ、関係の無い子供たちが巻き添えに
なった悲惨な事件です。家庭に大きな事情が
あったのでしょう。母子の間で心通わせる絆
を結びあえなかったのでしょうか。信頼関係
を築けなかったのでしょうか。おたすけは周
囲に心を配ることから始まる、と仰せいただ
くように、まずは最も身近な夫婦、家族から
お互いに気を配り心を使い合うことが大切だ
と思います。朝起きたときの挨拶一つが大変
重要です。それも相手が言うのを待って返事
をするのではなく、自分の方から先に声をか
ける気持ちが大切です。また、たとえ夫婦や
親子の親しい間でも、何かをしてもらったと
きには、ありがとうという言葉や感謝の気持
ちを表すことによって家族の絆や信頼関係は
生まれてくるのだと思います。
　家族の中で誰かが、他の人のおたすけをし
ようとしたら、自分は関係ないというのでは
なく、家族みんなでその人のたすかりを祈る
ことも大切です。一人のたすかりをみんなで
願う。家族の絆はこうしてさらに深まってい
くのではないかと思います。
　「おたすけは難しい」と思っている方もお
られるでしょう。しかし、おたすけという言
葉にあまり捕らわれなくても良いのではない
かと思います。相手のことを思いやり、困っ

た様子なら手を差し伸べて、元気に明るく暮
らせるような言葉を出し合っていけば自然と
たすけあいになっていくと思います。陽気ぐ
らしはみんなが仲良く暮らすことです。仲良
く暮らすことが、お互いにおたすけとなり、
日々計り知れないご守護を下さる親神様・教
祖へのご恩報じとなるのです。
　ただ今の時旬は、一年四ヶ月後に控える伝
道庁の創立六十周年と三年後に迎える教祖百
三十年祭と、それぞれ大きな節が重なってい
る時旬です。そのどちらに向けて通るのかと
いう通り方に違いはありません。伝道庁が設
置された目的も、教祖が御身の命を縮めてお
姿を隠されたのも、同じ世界たすけに向かっ
てのことです。伝道庁創立記念祭に向けての
スローガンである「たすけあい」と「笑顔で
ひのきしん」を一層励んで身に行いましょ
う。そして声を掛け合って一人でも多くの人
が実践する輪を広げて行きましょう。
　さらに教祖百三十年祭に向けての三年千
日、仕切り根性、仕切り力、仕切り知恵をも
って、三年のうちにようぼく一人が一人のよ
うぼくをご守護いただけるよう日々におたす
けに励ませていただきましょう。そしてこの
ハワイの人々が本当に陽気ぐらしを楽しんで
暮らせるように、私たちようぼくが心一つに
合わせてご存命の教祖にお喜びいただけるよ
う世界たすけの道を堂々と歩ませていただき
ましょう。
　世界中の人間は皆兄弟姉妹、ワンワール
ド、ワンファミリー。互いに助け合って陽気
ぐらしでいきましょう。ご静聴くださりあり
がとうございました。
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餅つき（日本文化センター主催オハナ祭）

アイランドニュースアイランドニュース

婦人会　新年会

　1月13日（日）、伝道庁スタッフとハワイ教友10数名が、モイリイリ公園で開催された日
本文化センター主催の第20回オハナ祭で餅つきを披露しました。オハナ祭のプログラムのな
かでもメインイベントととあって、来場者の注目を集め、大きな喝采を浴びました。当日会
場では、餅つき
の説明に加え、
天理教の教えを
記したパンフレ
ットを来場者に
手渡したり、ハ
ワイローカルニ
ュース番組のキ
ャスターが天理
教の説明をした
りと、絶好のに
をいがけの場と
もなりました。

　1月14日（月）、婦
人会は例会に併せて新
年会を伝道庁で行い、
婦人会員30名が参加し
ました。参加者は、浜
田庁長の講話を聴き、
椅子取りゲームや球送
りリレーなどに興じま
した。

ネイル・アバクロンビーハワイ州知事と青年会メンバー
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ジョイ・ワークショップ

2013ジョイワークショップ・スケジュール

　1月20日、昨年来アメリカ伝道庁の協力を得てハワイ伝道庁布教・育成委員会が中心となり
開催計画が練られてきたジョイワークショップがハワイ伝道庁でも初めて開催し、9名が受講
しました。2006年にアメリカ伝道庁でスタートしたジョイワークショップは、天理教の教え
にふれ信仰の緒に就いた方々を対象に90分間のプログラムで基本教理、信仰実践を紹介し、
喜びの心をもって日々通るためのヒントを与えることを目的としています。
　ハワイ初開催の講師には、斉藤アイリスさん（ホノルル教会教人）、進行係には三国ウェス
リーさんがその任をつとめ、受講した方からは、「スライドを用いてのプレゼンテーションで
は、基本教理が分かりやすく示されていて良かった」との声がありました。
　ハワイでのジョイワークショップは伝道庁以外でも開催を予定していますので、随時スケジ
ュールをご確認の上、信仰の緒に就いた方、または教えを知らない方を誘い、ジョイワークシ
ョップ受講を促し、さらなる道の発展に共々に邁進させていただきましょう。

天理文化センター大掃除
2月18日（月）午前9時～11時

婦人会、青年会、少年会、女子青年合同で清掃ひのきしん
を行います。家族、友人を誘ってご参加ください。

 
日にち 時間 場所 講師 進行係1 進行係2

2/10（日） 午後2時 ホノルル教会 長田リン ソルトマンせつみ 鈴木ダレル

3/17（日） 午後1時 ハワイ伝道庁 川崎カイル 井上タイロン 長田リン

4/14（日） 午後1時 パール教会 ソルトマンせつみ 桧垣ダニエル 井上タイロン

5/19（日） 午後1時 ハワイ伝道庁 伊藤フェイス 岩田タッド 川崎カイル

6/9（日） 未定 太平洋教会 浜田チャド 鈴木ダレル /

7/7（日） 未定 ハワイセントラル教会 三國ウェスリー 齋藤アイリス /

8/18（日） 未定 ハワイ伝道庁 綾川アイリーン 未定 /
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少年会　リーダーシップキャンプ＆新年会

　少年会ハワイ団は、1月26日、27日に少年会リーダーシップキャンプと新年会を開催し、少
年会員9名（男子4名、女子5名）が参加しました。初日は、美馬ティファニー女子青年委員長
がコミュニケーションについて、菊池カ
イル・ハワイ青年会委員がチームワーク
についてワークショップを行いました。
また、中川オードリー少年会育成委員
が、3月に開催するスプリングキャンプ
の計画案の作成を参加者に提案し、少年
会員はキャンプがどのように計画される
のかについて学びました。二日目は、オ
ールドスタジアムパークで清掃ひのきし
んとバーベキューを行い、約80名の教友
が参加しました。

　　　　伝道庁創立60周年企画
ハワイ教友笑顔でひのきしん　　　

　ハワイ伝道庁創立60周年を来年に控え、本稿では、そのスローガンである「いまたすけあいのこの旬に　微

笑みたたえてひのきしん」をテーマに、道のよふぼくとして、それぞれの職場で勇むハワイ教友を紹介します。

パール教会の中尾ルイスです。ソフトウェアを開発していて、業務の自動化、
レポート作成により、人びとの暮らしがより快適になるようなソフトウェアの
開発を目指しています。

Ｑ：職場ではどのようにして「たすけあい、
　　笑顔でひのきしん」を実践できると思いますか？

ある日の会議で二人の上司がある問題について議論していましたが、お互いに
意見が違う上に、プライドがあるのでなかなか解決策には至りませんでした。
私は二人の考え方を理解するようつとめていましたが、そのときに「笑顔でひ
のきしん」を思い出し、お互いにどれだけ違いがあっても、態度はポジティブ
にあるべきだと思いました。それを伝えるためには自分自身が笑顔でポジティ
ブな態度であるべきだと感じています。ただ他人にこう考えたらいい、こうし
たらいいと言うのではなく、まず相手の考え方を受け入れて「たすけあい」の
雰囲気をつくっていけたらと思います。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

事情おはこび

　ハワイ伝道庁は、1月26日のおはこびで、伝道庁付属建物屋根葺替（教職舎）のお許しを頂
きました。2月月次祭後に着工の予定です。

伝道庁おつとめ奉仕者任命

　1月20日付で、田ノ上実譜年・ヒロ教会長（本島）、美馬ブレイン・越乃國ハワイ教会長後
継者（越乃國）の二名が新たに伝道庁おつとめ奉仕者として任命されました。　

女子青年委員長交代

　1月20日付で、女子青年委員長が、柿谷ジェニファー（高知・髙知誠）から、美馬ティファ
ニー（越乃國・越乃國ハワイ）に交代しました。

伝道庁主事任命

　今年1月より、3年の任期で以下の10名が伝道庁主事として任命されました。
三國クライド（太平洋教会長）、岩田メルビン（ホノルル港教会長）、美馬孝俊（越乃國ハワ
イ教会長）、	齋藤カーレン（ホノルル教会長）、一瀬常徳（ジョイアス布教所長）、稲福道興
（かりゆし布教所長）、中尾オーエン（パール教会長）、柿谷節生（髙知誠教会長）、宮内泰
次（浅草ハワイ教会長）、久尾マーク（マウイ教会長）	　

布教所移転

　今年1月より島ヶ原ハワイ布教所（岡田法夫所長）がハワイで再開設しました。

　1月11日（金）、菅ハリー・ラナイ教会長がお出直しされました。享年87歳。告別式は2月
15日（金）午後6時より細井葬儀所で執り行われます。菅会長のご功績に深く感謝申し上げ、
心より哀悼の意を表します。

訃　報
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2013年もあっという間に2月です。先月の初例
会で庁長先生は、「今年は三つのマンを心から
取り除きましょう」とお話下さいました。三つ
のマンとは、自慢、高慢、不満だそうです。こ
の三つを心の中で思っても良くないということ
ですから容易ではありません。でも、私たちに
は教祖から教えて頂いたおつとめがあります。
日々にしっかり心の埃を払い、来年までに少し
でも三つのマンを掃除させて頂きましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　次回2月6日（水）	9：00-12：00
　於：ウエストハウス

■ヌアヌハレ慰問

　2月9日（土）	9：30-10：30　

※2月例会、鳴物練習はお休みです。
※天理教校学園高校の昼食、夕食準備ひの
　きしんよろしくお願い致します。
※2月の月次祭直会当番は、本島グループ
　です。よろしくお願い致します。

■庭清掃ひのきしん

　2月24日（日）	 9：00-
　カネオヘ地区
※詳細は菊池カイルまでお尋ねください。

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 ■天理文化センター大掃除

2月18日（月）	　9：00-11：00

■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（金）～31日（日）
※申し込みは伝道庁事務所か中尾オーエ
ンまでお尋ねください。
Email:	onakao@tenrikyopearl.org.

■こかん様に続く会

　2月23日（土）	 		9：30-　
　於：台檀教会
・講義	 		9：30-10：30
・鳴物練習	 10：30-12：30
・昼食	 12：30-

■月例会議

	 2月17日（日）	 13：00-
　レインボーハレ

皆さん、こんにちは。越乃國ハワイ教会の美
馬ティファニーです。今年の女子青年委員長
を務めさせていただくことになりました。よ
ろしくお願いします。今年は11月におぢば
で女子青年大会が開催されます。多くの仲間
を誘って参加させていただきましょう。今年

も女子青年活動のうえにご協力いただきます
ようお願いします。

■アロハバンド・ミニバザー

アロハバンドのこどもおぢばがえり参加を支
援するために、伝道庁月次祭祭典後の直会で
ミニバザーを行い、募金を募っています。寄
付していただける物がありましたら、品物に
名前、量、ミニバザー用と明記し伝道庁まで
お寄せください。
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1月行事報告 2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1月大祭
		 8日（火）・月例コミュニティーひのきしん
	12日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	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
		 	 	 	 ・婦人会委員会
	20日（日）・伝道庁1月大祭
		 	 	 	 ・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（日）・教校学園高校生来布
		 4日（月）・文化センター月次祭
		 5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
		 6日（水）・主事会
		 9日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	11日（月）・文化センター委員会
	14日（木）・教校学園高校生離布
	15日（金）・仲野芳行本部員来布
	16日（土）・本部巡教
		 	 	 	 ・地方/笛勉強会
	17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
		 	 	 	 ・青年会会議
	18日（月）・文化センター大掃除
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	19日（火）・仲野芳行本部員帰本
		 	 	 	 ・浜田道仁庁長帰本
	23日（土）・女子青年こかん様に続く会
	26日（火）・遥拝式
	27日（水）・浜田道仁庁長帰任
	
	



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。　


