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おぢばからのメッセージ

立教176年2月26日

　親里は連日の厳しい寒さが幾分和らぎ、穏やかな晴天の御日和の下、全国各
地より大勢の教友がお帰り下さり、真柱様を芯に2月の月次祭が一手一つに陽
気に勇んでつとめられました。
　
　真柱様は祭文の中で、年祭活動第一年目の時旬に相応しく、仕切って教祖の御
心に、親心にお応えし、その使命を自覚してにをいがけ・おたすけに励み、如何
なる中も神一条に、一手一つに一れつたすけの足取りを力強く進めさせて頂く決
心を述べられました。 そして、この上共に自由の御守護を賜わり、人々の心の
成人を早めて、道の行く手は弥増しに新しい芽生えをお見せ頂き、土地所の名称
の理が、ぢばの理を戴いて陽気ぐらし世界建設の確かな拠点としてその任務を十
分に果たして、たすけの道の躍進をお見せ頂けますようにと祈念されました。
　
　祭典後の神殿講話は、吉川萬太郎本部員がおつとめ下さいました。
　春季大祭の際の真柱様のお言葉を振り返りながら、おつとめと、にをいがけ、
おたすけについてお話下さいました。
　おつとめとは、たすけ心を持ってつとめることが大切であり、人の為に祈る
ことほど尊く、親心に適うことは無いと述べられました。各教会の月次祭でつ
とめられるおつとめは、ぢばの理を受けてつとめられるものであり、各々がた
すけ心を込め、一手一つにつとめる事で互い立てあい助け合いの姿が現れてく
る、と述べられ、それが自らを勇ませ、周りを勇ませる陽気づとめになるとお
話下さいました。
　また、「おつとめと共に世界だすけの両輪を担うのが布教である」との真柱
様のお言葉を引用され、自らの体験談をもとに、この旬に身近な所で日常的に
出来るおたすけの大切さをお話しになり、たすけ一条の道の先頭に立ってお導
き下さる真柱様の後に続き、それぞれの持ち場立場で定めた心定めの完遂を目
指し、三年千日をつとめ切ることを誓い合いたいと述べられました。

　明くる3月は新旧交代の時期となりますが、8日には今年度のＴＬＩ卒業式(日
本語科34名、おやさとふせこみ科21名が卒業予定)を挙行する運びとなっており
ます。また3月下旬に新入部員を迎えるに先立ち、15日付けで部内部署異動を行
う予定になっております。

　最後になりましたが、真柱様には来月11日より韓国を御巡教下さり、3月12日
の濱田徳男第15代韓国伝道庁長の就任奉告祭に御臨席頂く予定でございます。
以上、併せてご報告致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様の懐住まいとお聞かせ頂くこの世

界で、溢れる御恵を頂戴し身上自由を叶

わせて頂き、陽気世界実現に向けて成人の

歩みを進めさせて頂いております御守護の

程は、誠に有難く勿体ない限りでござい

ます。私共は厚き御恵に御礼を申し上げ、

教祖のひながたを通してお教え頂きました

真実の道を日々歩ませて頂いております中

に、本日はこれの伝道庁の2月月次祭の日

柄を迎えましたので、只今より、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させて頂きます。

本日は本部員仲野芳行先生のご来臨を頂

き、また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

親心にお礼申し上げ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2月3日より14日まで、おぢばの天理

2月月次祭祭文

教校学園高校の生徒および職員29名が来

訪、伝道庁と管内の教会・布教所・家庭に

滞在し、語学や文化の研修に励み、心を込

めて受け入れをさせて頂きました。また昨

日は教祖130年祭に向けて諭達の精神と活

動方針の徹底を計るうえから本部巡教が実

施され仲野先生より教祖の思召を諄々とお

仕込み頂きました。また引き続いて地方と

笛のご指導を頂き、世界たすけの元である

おつとめを、芯に心を合わせ一手一つに勤

めることの大切さを学ばせて頂きました。

　私どもは末代にかけて揺らぐことのない

真実の道を辿らせて頂く喜びを胸に湛え、

伝道庁創立60周年、さらに教祖130年祭を

目標にたすけ一条に励み、いつの日にかこ

の地の人々が陽気ぐらしを楽しんでもらえ

るよう誠真実の種を蒔かせて頂く決心でご

ざいます。何卒親神様には私共のこの願い

をお受け取り下さり、人々が互いにたすけ

あい睦み合う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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教会長・布教所長会議
次回　3月17日（日）　12：45～13：30　

楽人

龍　笛	 岩田タッド	 社本ミカ	 　
篳　篥	 社本正登司		 　	
鳳　笙	 社本アレン　　		　
太　鼓	 中尾モーゼス
鉦　鼓	 明本千代
鞨　鼓	 社本スコット

2月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 　　中尾オーエン	
賛　者	 中尾スティーブン				桧垣ダニエル　
指図方	 西村忠正
献饌長	 齋藤カーレン	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｇ．明本	 Ｔ．岩田
	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．齋藤　Ｎ．椎葉
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．本田	 Ｓ．久尾
	 Ｍ．三國	 Ｍ．中村	 Ｆ．伊藤
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田	 Ｍ．中尾
チャンポン	 Ｇ．本田	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上
拍子木	 Ｃ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｓ．三濱
太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｅ．高田	 Ｂ．美馬
すりがね	 Ｍ．社本	 Ｏ．中尾	 Ｊ．蘇
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｍ．稲福	 Ｂ．岩田
琴	 Ｃ．美馬	 Ｌ．蘇	 Ｌ．金城
三味線	 Ｊ．山	 Ｍ．山下	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｍ．岩田	 Ｃ．明本　Ｓ．中尾
地方	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣
	 Ｃ．齋藤	 Ｊ．蘇	 Ｓ．社本

祭典役割

伝道庁3月月次祭　

3月17日（日）午前9時

祭典講話：中尾志げみ

英語通訳：宮内ルミ
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　1998年10月大祭の前日、諭達第一号が発
布されました。同時にその年は教祖ご誕生
200年、さらに真柱継承奉告祭が執行された
年であり、全よふぼくが改めて、この門出の
誓いを心新たにするよう呼びかけられたので
あります。その中でおふでさき六首があげら
れ、「人をたすける心は、何よりも親神様の
思召に適う誠真実である」とお示しください
ました。今でもあの諭達第一号のテーマが鮮
明に思い出されます。というのも当時私は、
とても深刻な問題に直面していたからです。
　今日ここでそのことを詳しく話すのではあ
りませんが、諭達の中に込められているお言
葉の意味が非常に深く、私がなぜあの中を通
らなければならなかったのかを教えていただ
いたように思います。
　私はこの道を長く信仰しており、また時を
得てご守護を頂いてきましたので、真柱様
のお言葉はさらに良き手本となり、ありがた
い信条でありました。それは自分の因縁の

自覚に気づく努力を改めてするというもので
した。
　それから、4ヶ月後の1999年2月に私たち
の6番目の孫、ジェナが生まれました。ジェ
ナはいくつかの障害を持つ子で、より深くこ
の教えに気づかせていただくよう、私たち家
族にお見せいただいたのだと思うのです。そ
して、より一層教祖のお声を近くでお聞かせ
いただくようにと、ハッと我に帰るような出
来事が起きたのでありました。先にも申しま
した諭達第一号に、「人をたすける心は、何
よりも親神様の思召に適う誠真実である」と
ありますように、このお言葉が胸におさまれ
ば、後は親神様の愛と親心あるのみであると
思うのです。
　諭達第二号では、「立教百六十九年一月二
十六日、教祖百二十年祭を勤めるに先立ち、
思うところを述べて、全教が仕切って成人の
心を定め、実働するよすがとしたい。成人と
は親の思いに近づく歩みである」というお言
葉を頂きました。ここでは二首のおふでさき
があげられ、教祖は存命のお働きを以て、今
もなお変わることなく、私たちをお導きくだ
されていて、より深くこの教えに気づかせて
いただくよう、「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」「もとを
しらさん事にをいてわ」とお教えいただきま
す。諭達第二号に記されているおかきさげで
は、「人をたすける心は真の誠一つの理で、
救ける理が救かる」

2月月次祭祭典講話

太平洋教会長　三國クライド

起こってくることを教祖の声として受け取る
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とありますように、人をたすける真実の理で
私たちはたすけていただけるのであると、い
ま一度気づかせていただくのであります。
　教祖130年祭を2016年に勤めるに先立ち、
昨年10月26日に真柱様より諭達第三号がご発
布下されました。3ヶ月間の心の準備段階はも
う過ぎて、今や三年千日の年祭に向かって、
一手一つになり、人をたすけ、よふぼくが前
向きになり、一人のよふぼくが一人のよふ
ぼくのご守護を頂こうとスタートしました。
　この日、私は境内中庭で真柱様より諭達第
三号を拝聴させていただいていたときに、色
々な考えや思いが心に浮かびました。私の心
に一つ一つ、そのお言葉が耳に鳴り響き、耳
をつねるような思いがしました。その中でも
私個人の反省でありますが、ここで少し皆さ
まにお話しさせていただきたいと存じます。
　それは今から1年前に家で起きた事でありま
す。昨年、本部の秋季大祭と同じ時期に親戚
が来ることになっていたので、その時はおぢ
ばかえりをしないと決めていました。私が30
年以上教会長を務めさせていただいている中
で初めてのことです。そう決めた時に、私の
良心への呵責が、私の父である亡き二代会長
の言っていた言葉を思い出させました。父は
「教会長として25年の間、ご本部の御用以外
で、一度も太平洋のお祭を欠席したことはな
い」と言っていました。にもかかわらず、私
の心はもう帰らないと決めていたのです。そ
こで、ゲストが泊まるアパートの準備をして
いたところ、コンクリートのデコボコした床
に、後ろ向きに転んで後頭部を打ってしまっ
たのです。家内が私の頭にテニスボール大の
こぶを見つけたときはパニックになっていま
した。すぐにおさづけを取り次いでくれて、
アイスパックで冷やし、救急へ連れて行って

くれました。なんと、この災難時に周りには
誰も人がいなかったのです。3日間の入院の
間、2度CATスキャンで調べたところ、脳し
んとうを起こしていて、髪の毛ほどの細い骨
折が頭骨にあり、脳のまわりにわずかに出血
していたのです。そして、今までにないひど
い頭痛がしました。それは、かつてないほど
の神様からのお知らせでありました。
　諭達第三号に、「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」（十二号-78）とありますが、神様は
まさに私がおぢばへ出発するはずであった日
と同じ10月18日にお見せくださったのです。
皮肉なことに、お客様の滞在中はずっとベッ
ドで寝たきりでしたし、むしろお見舞に来て
いただく側になってしまったのです。
　3週間は寝たきりの状態、おまけに絶えず頭
痛が伴い、食欲もなく、便秘も初めて経験し
ました。以来、このようなつらい立場にある
人の気持ちが良くわかるようになりました。
ありがたかったことは、数え切れないほどの
おさづけを昼夜問わず、取り次いでいただい
たのですが、最初の2日間は誰が取り次いで
くださったか覚えていないのです。数分で終
わるおさづけでありますが、毎回、確かな心
の安らぎを頂きました。
　その年の暮れ、息子が年末の家族のデ
ィナーを計画してくれて、そこに参加で
きるほどまで回復しました。「Wolfgang’s	
Steakhouse」で私はフィレミニオンをご馳
走になりました。とてもおいしそうなので
すが、全く味がしません。「これが高価な
ステ―キなのか」と思い、息子のWesに「ケ
チャップとソースとタバスコを持ってきても
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らえないかね？」と聞きますと、「それはと
っても失礼なことだよ」と言われました。そ
の頃、家内の作る料理はみなうす味で、すべ
ての料理に塩、こしょう、醤油をもっと足し
てくれと私がいつも言っていると家内が話し
ていました。そこで、私の舌の味覚が損なわ
れたのは、あの打撲以来であることを皆が納
得したわけです。
　そこでやっと分かったのですが、シャンプ
ー、石鹸、香りのするスプレー、殺虫剤も
みな匂いがしないのです。何も匂わないので
す。そこで、賢い息子は、「それはご守護だ
よ。いつもいやな臭いのするものに文句ばか
り言ってたじゃないか。お皿の上をゴキブリ
が歩いたかどうかも、鼻を近づけなくても分
かると、得意になっていたじゃないか」と言
いました。
　ちょっと嫌味に聞こえましたが、教祖が大
切なメッセージを届けてくださったのだと
受け取りました。前にもお話しさせていただ
いたように、「起こってきた事はすべて教祖
のお声として受け取る」と喜ばせていただい
ています。教祖ありがとうございます、そし
てありがとうWes。今一番の心配は、もし火
が出て火事になったとしても、多分臭いがし
ないので、家内が私に一早く知らせないと
いけません。あぶないですね。においを嗅げ
ないおかげで、良いこともたくさんあります
が、困ったことも出てきます。おなかのガス
を出しても音だけしか聞こえないということ
です。
　教会の額縁にあるお言葉ですが、このお言
葉も心にいつも留めています。周東大教会五
代会長、弘長義誠先生の書かれたものです。
「苦しみの中に楽しみの種があるほどに」い
かに苦しい状態のときでも、その中には喜び

の種が必ずあるのだ、という意味です。
　諭達第三号に、「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」と示されています。これらのお言
葉はみかぐらうた十下り目四ツと結びつくと
思います。

四ッ	よくにきりないどろみづや
	 こゝろすみきれごくらくや

　欲の心があると「我さえ良ければ人はどう
でもよし」という傾向になりやすく、陽気ぐ
らしとは相反するものです。人は心を澄み切
らせ、お互いがたすけ合いの心で通れば、真
実にたすかる道があるのです。常に人をたす
けることを中心にしていたなら「我をわす
れ」いつの間にか自分がたすけていただいて
いる。確かに、人をたすけることをおろそか
にすると、自分のことばかりにとらわれてい
ると思いませんか。
　いつも教祖のことを思う時、まず50年のひ
ながたの道を思います。その思いをずっと思
い巡らしていると、腕に鳥肌が立つほど心が
揺れ動き、そして何度も何度もひながたを思
えば思うほど、わたしの心に触れるあるメロ
デイーが聞こえてきます。「起こってきた事
すべては教祖のお声と受け取る」ということ
が自然と思えるようになり、「女の一生」と
いうメロデイーを聞くと、より一層教祖のお
言葉を身近に感じられるのです。この三年千
日がスタートしたことは、私にとって特に重
要な意味をもちます。50年前、前生の因縁
あって私は安部光子と夫婦になりました。そ
の50年は数え切れないほどの感動的な事を見
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せていただき、家族の事、またおたすけを通
して心温まる経験もたくさんありました。私
たちの50年は、教祖のひながたあってこそ喜
びの中を通らせてらせていただけたものと思
います。教祖ありがとうございます。
　諭達第一号で真柱様は、「ここで全教一手
一つの奮起と実動を要望し、御存命のお導き
を願い奉る。」諭達第二号では、「全教が勇
んで立ち上がり、一手一つに勤め切ることを
切望する」と力説され、さらに諭達第三号で
は、「教祖の道具衆たるよふぼくお互いが、
その使命を自覚し、任務に邁進して、御存
命の教祖にお喜び頂きたいと願ってやまな

い。」
　「願ってやまない」と切迫した意味が込め
られ、再び腕に鳥肌が立ち、目には涙があふ
れる思いであります。これを機に心を一つ
に、共にご存命の教祖にお喜びいただきたい
と存じます。
　最後に一言。例えば皆さまが私にお金を下
さったとしたらそれはただのお金です。しか
し、あなたの時間を下さったなら、それはあ
なたの一生の一部を頂いたことになります。
今日は、その一生の一部を頂戴いたしまして
心よりお礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

第6回天理教校学園高校海外研修プログラム

アイランドニュースアイランドニュース

　2月3日から14日まで、天理教校学園高校生26名と引率3名が来布し、6回目となる海外研修

が行われました。引率した三國スコット教員の所感を掲載します。
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　アロハ！今年で6回目を数える海外研修プ
ログラムの主な目的は、語学研修、アメリカ
文化体験、ハワイでの布教活動という3つが
あげられます。
　活動内容は、英語やフラダンスのレッス
ン、ホームステイ、ひのきしん・にをいが
け実習、病院訪問、現地高校生との交流な
ど、12日間という短期間にたくさんのプログ
ラムが組まれています。期間中を通して好天
気に恵まれましたが、にをいがけ実習日は、
出発時に雨が降っていて実習を行えるのか懸
念されましたが、実習中は雨が降ら
ず、終了直後に再び降り出しました。
まさにご守護を見せていただいたなと
感じました。また学生の一人が高熱の
ため休養を余儀なくされるということ
もありました。彼女の身上を神様から
の手引きと受け止め、あらためて私た
ち一人ひとりがハワイにいる意味を考
える機会を与えていただきました。お
願いづとめをつとめ、3日目には何と
か復帰することができました。帰国後
の振り返りで彼女は、「研修の活動す
べてに参加できなかったけど、休養中

は今まで考えもしなかったことを考
えることができた。普通に生活でき
ることが当たり前じゃないのだと気
づき、感謝することができた」と書
いてくれました。
　今年は11箇所の教会、布教所、
信者宅がホームステイ先として受け
入れていただきました。学生にとっ
て最も楽しみの一つであったホーム
ステイですが、いざその日が近づく
と、彼らの表情は硬くなっていきま
した。不安に思うこともあったと思
いますが、一週間後、彼らの明るい

表情を見ると、ホームステイ・ファミリーと
の厚い絆を築くことができたのだなと感じさ
せていただきました。
　最後に、浜田庁長ご夫妻をはじめ、伝道庁
スタッフ、そして研修にご協力いただいた全
ての方にお礼申し上げます。皆様のご支援な
くして、このような研修は成し得ません。学
生がおぢばに持ち帰ったものには、英語学習
や信仰の理解に対する新たなモチベーション
だけでなく、アロハの精神も含まれているこ
とでしょう。
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本部巡教

　教祖130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、
各直属教会や海外拠点への「本部巡教」が11月20日から行われていますが、ハワイ伝道庁は仲
野芳行本部員を講師に迎え2月16日に開催し、130名が受講しました。
　午前9時半より仲野本部員を芯に親神様、教祖、祖霊様を礼拝。浜田庁長の開講挨拶に続き、
仲野本部員が登壇し、一同と共に「諭達」を拝読した後、諭達第三号の趣旨とそこに込められ
た親の思いについて自身の経験談をちりばめながら話されました。
　仲野本部員は、まず親神様はよふぼく一人ひとりがそれぞれの立場でおたすけを実践するこ
とを心待ちにしているのであり、年祭に向かう心構えとして「常にご存命の教祖と一緒に歩ま
せていただいているという自覚をもつことが大切」と述べました。また、自身の身上の経験か
ら「人は辛いことがあるとそのことに目を向けがちだが、喜べることに目を向けたら気持ちが
楽になった。嬉しいこともご守護だが、辛いことは特別なご守護である」と勇み方の一つの方
法を示されました。さらに、おつとめはたすけ一条の親の思いがこもっているとし「自分のた
すかりではなく他人のたすかりを願って勤めるから自分がたすかる。教会の月次祭はおたすけ
の現場なのであり、そのように感じていただけるよう声をかけてほしい」と呼びかけました。
　続いて浜田庁長から挨拶があり、三年千日の心定めとして「一人のよふぼくが一人のよふぼ
くを丹精する」と決意を述べました。最後に仲野本部員を芯におつとめが勤められました。
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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!

地方・笛勉強会

　2月16日午前に開催された「本部巡教」に続き、午後からは仲野芳行本部員を講師として、
地方・笛勉強会を開催し、30名が受講しました。
　始めに行われた地方勉強会で仲野本部員は、三代真柱様が歌われたみかぐらうたについて説
明したうえで「鳴物の音が合っていても、地方が狂っていると陽気なおつとめにはならない。
陽気なおつとめをつとめるための指標として前真柱様の歌声を参考にしてほしい」と話しま
した。また地方の息継ぎについて「自分のタイミングで息継ぎをするのではなく、言葉の意
味を大切にして、どこで息継ぎをするのかを考えることが大切」と述べ、実際に受講者とみ
かぐらうたを歌いながらそのタイミングについて確認しました。続いて行われた笛勉強会で
は、二の音を入れるタイミングや笛の構え方など笛を吹くうえでの基本を説明し、特に注意

する点として、女鳴物のピッチに
合わせることを強調されました。
そのためには「練習する際は、他
の鳴物と一緒に行い、相手のくせ
を知っておくことが必要で、月次
祭本番は他の鳴物の音を聞ける余
裕をもって吹けるように準備する
ことが大切である」と述べられま
した。最後によろづよから六下り
目までを通して練習し、勉強会を
終えました。
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菅ハリー・ラナイ教会二代会長を偲んで

　2013年1月11日、ラナイ教会二代会長・菅ハリー
勝二氏が87歳でお出直しになられました。菅会長は
1925年にホノルル市で出生、ホノルルアカデミー・
オブ・アートで美術を学んだ後、ホノルル・アドバ
タイザーの広告部に37年間勤め、ロイヤルアミュー
ズメントや日本映画上映館など数々の映画館の看板
作成を手がけました。1959年に岩橋正子さんと結婚
し、三女をもうけました。1985年にラナイ教会二代
会長に就任して後は、教会・伝道庁の御用に身を捧
げられましたが、特に自身の徳分を活かして、教会
の看板や行事のポスター作成に力を注がれました。	
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。

こかん様に続く会

　2月23日（土）「こかん様に続く会」が台壇教会で開かれ、女子青年メンバー、婦人会員
併せて20名が参加しました。参加者は今年11月におぢばで開催される女子青年大会に向けて
作成されたビデオを鑑賞、その後岩田メルビン・ホノルル港教会長の講話を拝聴し、女鳴物
の練習を行いました。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
春季霊祭のお知らせ

　3月27日（水）午前10時より、伝道庁にて春季霊祭が執り行われます。霊祭に続き、以下の
方々の年祭も執り行われます。

1年祭　　  井上芳 刀自   東中央  ハワイセントラル教会初代会長夫人 
1年祭　　  カウヒニ和子 刀自  東愛  愛盛分教会信者
20年祭　　瀬戸キミイ 刀自  本島  オアフ教会二代会長夫人　　
20年祭　　中山ミヨ 刀自  防府  ハレアカラ教会初代会長
30年祭　　竹本彦十 主   周東  カパア教会初代会長

4月月次祭日のお知らせ

　4月の伝道庁月次祭は、第2土曜日の13日に執り行われます。第3日曜日の21日ではありませ
んので、周知頂きますようお願い致します。

婦人会成人目標
ひながたをたどり　陽気ぐらしの台となりましょう

活動方針
全婦人会員は　ご恩報じの道を邁進しよう
一、教えを実践して実のよふぼくに育つ
一、身近な人を実のよふぼくに育てる

オアフ島	 	5月4日（土）　	 午前9時	 ホノルル動物園

カウアイ島	 	5月26日（日）		 午前10時	 日本人墓地

マウイ島	 	5月11日（土）		 午前8時半	 マカワオ軍人墓地

ハワイ島
	 コハラ 		5月11日（土）　	 午後9時	 オールド・コナ空港公園
	 ヒロ	 	5月25日（土）　	 午前8時半	 ホメラニ軍人墓地
	 コナ	 	5月26日（日）　	 午前11時	 コナ・メモリアルパーク

全教一斉ひのきしんデー日程
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3月3日はひな祭り。たとえ豪華で素敵なお雛様
でももったいないと言って箱にしまっていたの
では誰も楽しむことはできません。教祖の御教
えも日々自らが身に行ない人に伝えてこそ価値
があり、教祖に喜んで頂けると思います。三年
千日、3ヶ月目が始まりました。
■ヌアヌハレ慰問

　3月9日（土）	 	 	 9：30-10：30　

■婦人会例会
　3月11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

　3月12日（火）		 			9：00-10：30　
※4月はお休みです。

■バザーひのきしん

　毎週水曜日	 	 9：00-12：00
　ウエストハウス

■第53回教祖ご誕生お祝いの集い

　4月9日（火）　　19：00-
　・御供＄3、ハッピ・白靴下着用です。
　・総合練習は、4月8日（月）例会後に
　　行います。

※3月の月次祭直会当番は、合同Aグループ
　です。よろしくお願い致します。

■少年会キャンプ撤収ひのきしん
　3月31日（日）	 8：00-12：00
　天理文化センター

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
■夏のこどもおぢばがえり

日程は7/24～7/30。38母屋のチェック
インは24日午後4時、チェックアウトは
30日午前9時（ハワイ団）、午前10時半
（少ひ隊）となっています。

■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（金）～31日（日）
ユニフォームはOne	World	One	Familyの
ひのきしんTシャツ（紺色）です。
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.

■月例会議
	 3月17日（日）	 13：00-
　レインボーハレ

今年の女子青年の役員をお知らせします。

委員長：美馬ティファニー
会　計：柿谷ジェニファー
書　記：前川ティファニー
以上よろしくお願い致します。

■アロハバンド
アロハバンドは今年のおぢばがえりに帰
参予定をしています。ミニバザーやバン
ド練習にご協力頂きありがとうござい
ます。

　天理教婦人会第95回総会
　式典　　日時：4月19日（金）9：30-
	 　場所：本部中庭
　記念行事　支部の集い（各直属支部で開催）



14

2月行事報告 3月行事予定

		 2日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 4日（月）・天理文化センター月次祭	
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 5日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 6日（水）・まこと/オリジンズ会議
		 7日（木）・前川和也青年一時帰国
		 9日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	10日（日）・三濱成太書記家族帰任
	11日（月）・婦人会例会
	12日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・主事会準備会
	13日（水）・前川和也青年帰任
		 	 	 	 ・三会会議
	14日（木）・少年会会議
	16日（土）・主事会
	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
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・ジョイワークショップ
	18日（月）・月例にをいがけデー
	24日（日）・ハワイ島婦人会
		 	 	 	 		 教祖ご誕生お祝いの集い
	26日（火）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり/鳴物練習
	27日（水）・春季霊祭
	29日（金）・少年会スプリングキャンプ
	30日（土）・少年会総会
	31日（日）・少年会キャンプ解散

		 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
		 7日（木）・まこと/オリジンズ会議
		 9日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	14日（木）・教校学園高校生離布
		 	 	 	 ・少年会会議
	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
		 	 	 	 ・育成委員会
	21日（木）・少年会会議
	23日（土）・女子青年こかん様に続く会
	26日（火）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習
	27日（水）・浜田道仁庁長帰任
	28日（木）・三濱成太書記家族帰本
	



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

少年会ハワイ団
第38回総会＆スプリングキャンプ

	 日程	：	 2013年3月29日（金）～3月31日（日）　
	 総会	：	 3月30日（土）午前9時半開始
	 対象	：	 7歳～15歳までの少年会員
（15歳以上の会員はカウンセラーまたはリーダーとして参加いただけます。）

スケジュール、参加費用などの詳細については、中尾オーエン団長までお
たずね下さい。電話：381-9612、メール：onakao@tenrikyopearl.org.


