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おぢばからのメッセージ

立教176年3月26日

　桜花の便りが聞かれる季節となりましたが、本日は少し肌寒い日となりまし
た。そんな中、春休みを迎えた子供達、また今季に親里で開催される各種行事
に参加する若者達など、全国各地から大勢の教友がお帰り下さり、3月の月次
祭が真柱様を芯に一手一つに陽気につとめられました。
 
　真柱様は祭文の中で、今日の実働の時旬に思いを深め、常に反省を怠らず互い
にたすけ合い励まし合って神一条の信念を固め、勇み心を一筋ににをいがけ・お
たすけに真実を尽くして、時旬に相応しい成人の実を上げさせて頂けるようつと
め切る決心を述べられました。そして、この上ともに自由の御守護を賜わり、道
の行く手はいよいよ広く大きく伸び開けて、世界一れつ遍く神名を称えて睦み楽
しむ陽気づくめの世の状に一日も早く立て変わりますようにと祈念されました。

　祭典後の神殿講話は、武谷兼雄本部員がおつとめ下さいました。
　教祖が25年の定命を縮めてまでも、私たちの心の成人をお急き込みになられ
たということを今一度思案させていただきたいと仰り、陽気ぐらしこそ親神様
のお望みであり、思召である、したがってそれが人間生活の目標であり、理想
である、その陽気ぐらしへの道は心で通るものであると述べられました。
　それには、人間思案を絶ち、生まれ子のような素直な心、濁った思惑のない
心で通ることが大事であるとされ、今この時旬には親神様を目標とし、理を頼
りにした一つ心、一手一つの心で通ることが大切だと原典を紐解かれながら述
べられました。
　そして、現代に生きる私たちよふぼくに最も大切なことは、自らが求めて推
し進めることだとされ、心を定め、教祖のひながたをしっかり見つめ、勇みの
種をしっかりと蒔くことが出来れば、やがて喜びの実りを頂くことが出来るの
であると述べられました。
　最後に、この旬によふぼくお互いが教祖の道具衆たる自覚を一段と深め、心
を定めて、それぞれの持ち場立場でにをいがけ・おたすけに丹精させて頂こう
と呼びかけられました。

　海外部は3月15日に部内部署移動を行い、下旬には新たに12名の新入部員を迎
えさせて頂きました。年度替わりの何かと忙しい時期でございますが、相互の連
携を一層密にしながら一手一つに努めさせて頂きたいと存じます。
　迎える4月は教祖御誕生祭がつとめられます。今年も海外から大勢の教友がお
ぢばにご帰参下さる事を心よりお待ち申し上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様の世界一れつをたすけたいとの

深く厚き親心でお抱え下さり、ご存命の

教祖のお導きのもと、陽気ぐらしへの道

を結構に歩ませて頂いております御守護

の程は、誠に有難く勿体ない極みでござ

います。私共は常に御教えに心を正し、

たすけ心を高めて陽気世界実現に向けて

努め励ませて頂いておりますが、その

中に今日はこれの伝道庁の3月月次祭を

執り行う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づ

とめ・てをどりを陽気に勇んでつとめ日

頃のご高恩に御礼申し上げたいと存じま

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。

3月月次祭祭文

　月々の活動、行事を順調に進めさせて

頂きます中に、今月29日より31日まで少

年会のスプリングキャンプを開催、30日

にはおつとめまなび総会を開催させて頂

きます。急務とされる次代の道を担う後

継者の育成にしっかりと力を注いで参り

たいと存じます。

　私どもよふぼくは、世上にお見せ頂く

数々の姿の中に親神様の思召をしっかり

思案し、ひながたの道を通らねばひなが

たいらんと仰せ下さるように、ひながた

の道を歩むことが陽気ぐらしの実践であ

ることを胸に、たんのうの心を治め感謝

の気持ちをひのきしんに表し互い助け合

いの姿を世に映して思召に添わせて頂き

たいと存じます。何卒親神様には私共の

この真実をお受け取り下さいまして、世

界中の人々が共々たすけあい睦み合う陽

気ぐらし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	 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

3月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　　久尾マーク　　	
賛　者	 三國ウェスリー　井元ジェリー
指図方	 中尾善宣
献饌長	 柿谷節生	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｔ．井上
(男性)	 Ｔ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本
	 Ｍ．社本	 Ｗ．城	 Ｓ．社本
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｓ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｙ．一瀬
	 Ｊ．山	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎
笛	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｔ．岩田
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｄ．川崎	 Jr．本田
拍子木	 Ｇ．井上	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．椎葉
太鼓	 Ｙ．中尾	 Ｙ．宮内	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｃ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｂ．美馬
小鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｍ．稲福	 Ｄ．桧垣
琴	 Ｔ．松川	 Ｋ．齋藤	 Ｒ．宮内
三味線	 Ｃ．明本	 Ｌ．蘇	 Ｌ．本田
胡弓	 Ｍ．三國	 Ｒ．井上　Ｌ．長田
地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｍ．中尾
	 Ｅ．高田	 Ｍ．久尾	 Ｂ．岩田

祭典役割

伝道庁4月月次祭　

4月13日（土）午前9時

祭典講話：久尾マーク

日本語通訳：一瀬常徳

教会長・布教所長会議
4月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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　おはようございます。ただ今は3月月次祭、	
心一つに陽気にお勤めいただき、親神様・教
祖もさぞかしお喜びのことと存じます。
　何の経験もない者ですが、ご指名頂きこん
な高いところに立って話すこととなりまし
た。まずは浜田庁長先生ご夫妻に貴重な経験
をさせていただくこと、お礼を申し上げま
す。また、私のつたない日本語を訳していた
だく宮内ルミさんに深くお礼申し上げます。
そして皆様にはお聞き苦しいと思いますが、
お許しいただき、ご辛抱をお願い申し上げ
ます。
　昨年の10月26日、論達第三号をご発布さ
れた秋季大祭を私はおぢばで参拝させていた
だきました。直前までおぢばに帰れないと諦
めていましたので、この日に参拝できたこと
は本当に幸運で、親神様・教祖そして家族に
心から感謝しています。この秋季大祭で私が
感じましたことを少し述べさせていただきま
す。　
　当日は、文字通り雲ひとつない秋の優しい
青空が広がり、ハワイから帰った者にとって
は、ありがたい	穏やかで暖かい一日でした。
東西南北礼拝場はもちろん、大勢の人々が神
苑に溢れかえっていました。その中でかぐら
つとめ、十二下りのおてふりが陽気に勤めら
れました。おてふり十二下り目終了後、おつ
とめ奉仕の方々が上段より下がられ神殿講話
が始まるまでの数分間は、いつもは少しざわ
つくのですが、この日は静かな中で「真柱様

のお言葉を頂きます」とのアナウンスがあり
ました。アナウンスの後、真柱様がお話を始
められるまでは、しわぶきひとつない、水を
打ったような静寂がありました。その静寂の
中で真柱様のお言葉が始まりました。お言葉
を一言も逃さないとの参拝者一人ひとりの真
剣に聞き入っておられる静かな熱気の中に私
はいました。その場に居合わせたこの幸せ、
深く感謝しています。真柱様はお言葉の中で
論達第三号をご発表になりました。教祖130
年祭への全教の指針が明らかになりました。
　論達第三号の冒頭部分で「教祖は、世界一
れつをたすけるために、だめの教えを啓か
れ、子供可愛い一杯の親心を以て、たすけ一
条にお通りになり、五十年にわたるひながた
の道をお遺し下された。この間、たすけづと
めを教え、万事の元を明かして道の次第を整
えられ、明治二十年陰暦正月二十六日、かね

3月月次祭祭典講話

ネットハワイ布教所長夫人　中尾志げみ

おつとめを
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て仰せのつとめの実行を尚も急き込み、人々
の成人を促して、現身をかくされた。」と示
されています。
　さて、ここにおられる陽気で満面笑顔の皆
様は、もちろん親神様・教祖に喜んでいただ
けるように毎日心を使われていると思いま
す。そんな皆様に失礼とは思いますがお尋ね
いたします。具体的にどうすれば親神様・教
祖に喜んでいただき、ご守護いただけるので
しょうか？元の親への感謝、ひのきしん、互
い立てあい助け合い。そうです、どんな小さ
なことでも親神様は万倍に受け取ってご守護
くださいます。それでは、教祖が命を25年
縮めて何をお急き込みくだされたのでしょう
か。それは、おつとめの遂行です。皆がおつ
とめを勤めることは親神様が一番お喜びにな
ることと私は思うのです。
　おふでさきに、

みなそろてはやくつとめをするならバ
そばがいさめバ神もいさむる　	 　　　一号-11

　そして、論達にもおつとめを勤めることは
「よふぼくの使命」とあります。おぢばは
元より伝道庁や教会でのおつとめ・てをど
りは、寄り来る人に背中を向けて勤められ
ます。普通に考えて、こんな失礼なことは
ないとは思われませんか。どうして集う人に
背中を向けておつとめするのでしょうか。お
つとめを勤める意義は親神様・教祖にお喜び
いただけるよう、そしてそれが世界中の人々
へのご守護となるということにあります。集
う者それぞれの胸にあるのは親神様・教祖だ
けなのです。勤める者にとってはそのおつと
めをご覧いただきたいのは親神様・教祖なの
です。

　ご承知のように、教祖がお教えになったお
つとめの言葉は、ここハワイで使われている
言葉ではありません。それでもハワイにお生
まれの皆様が素直におつとめをされている姿
に私はいつも頭の下がる思いをしています。
私のおつとめ・おてふりは小さい頃から教え
られたままのものです。ハワイの皆様はそん
な私よりもっともっと努力して、時々は意味
が解らなくても神様のお言葉を素直に、心を
込めておてふりされています。ここで強調し
たいのですが、親神様は結果を受け取られる
のではありません。もちろん間違わずに勤め
ることは第一です。
　おふでさきに、

つとめさいちがハんよふになあたなら
天のあたゑもちがう事なし　　　							十号-34

と親神様は厳しく仰り、また私たちを励まし
ておられます。おつとめを勤めるとき、間違
わずに勤めることを第一に心に留めるのです
が、私はそれに至るまでの努力と、神様への
心を親神様がお受け取りになると思うので
す。ハワイの皆様の真剣なおつとめに親神様
はきっと、もう何倍もお喜びになっていると
思います。
　話は変わりますが、私の夫は日本語学校時
代、おぢばに住んでいる方のロックバンドで
練習・演奏をさせてもらっていました。メ
ンバーは日本人の方々です。私達の若い頃
ですから、サンタナやエリック・クラプト
ン、CCR（Credence	Clear-water	Revival）と
か…古いですね。そういう曲を演奏いたしま
す。今でも時々メンバーが集まって演奏され
ていると聞いています。そのバンドでボーカ
ルを担当している人のことですが、ボーカル
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はもちろん英語で、主人の評では「少し日本
人のアクセントはあるけれど、ちゃんとした
英語の発音」と言っています。ハスキーな深
い声は曲を華やかにし、音楽の得意でない私
でも隠れたファンとなっていました。私はそ
の方は英語の堪能な方、少なくとも歌詞は英
語を見て歌っていらっしゃると思っていまし
た。でも、最近主人からその方の歌う英語歌
詞は、全部カタカナで書いてあると聞きまし
た。もちろん耳の良い方なので、歌われると
立派な英語になっています。「どうして英語
の歌を歌うの」と主人は聞いたことがあるそ
うです。「意味は分からないけれど、歌って
いると楽しくなってくるので」というのがそ
の友達の答えです。
　皆さん、おつとめ・てをどりをしている
と、言葉の意味は分からなくても気持ちが、
心が陽気に勇んできませんか。そうです、お
つとめは陽気づとめなのです。私はお道の信
仰家庭に生まれました。小さい頃からおてふ
りをそれこそ何の意味も分からないまま真似
て、一緒に踊っていました。よく伝道庁や教
会でのおてふり学びのとき、小さなお子様が
一緒におてふりをされている姿を見ます。と
ても微笑ましく、そしてお子様のご両親の信
仰を私は尊敬いたします。　
　教祖はお姿をお隠しになってから、万人が
たすかるよう、私たち子供におさづけをお
渡しになりました。もちろん私たちよふぼく
は、おさづけを取り次ぎ、存命の教祖にお出
ましいただき、病む人のたすけを願うのは使
命です。ただ、おさづけの理を戴けるのは17
歳からです。でも幼い時から人のおたすけが
できます。おつとめで神様に人のたすけをお
願いできるのです。子供をお持ちの皆様、教
祖は「小さい時から心をうつさにゃならん」

と仰っています。ぜひともお子様が小さい時
から、おつとめ・おてふりを一緒にお勤めい
ただきますようお願いいたします。　
　また、おつとめで直接訪ねられない、遠く
離れている人々へのおたすけを私たちは親神
様にお願いできます。昔、交通が不便でおぢ
ばに帰っておさづけを頂くのが今のように容
易でなかったとき、おさづけに代えて病人の
枕元でおつとめ・十二下りを勤められたとも
聞きます。　
　おふでさきに、

とのよふなむつかしくなるやまいでも
つとめ一ぢよてみなたすかるで　				十号-20

　婦人会では、毎年成人目標と活動方針が発
表され、婦人会員はそれを心に留めて過ごし
ます。その一つに、数年前から去年まで「お
つとめに心を込める」がありました。はじめ
てこの言葉を聞いたとき、私は自分が恥ずか
しくなりました。ただ単におつとめをするの
ではないのです。おつとめ・おてふりを慣れ
た動作の連鎖として勤めるのではないので
す。心を込めるのです。もちろん、毎日おつ
とめをするときは、まずは親神様のご守護に
お礼申し上げます。ご守護をお願いいたしま
す。でも心を込めておつとめ・おてふりをし
ていたかどうか、全く自信がなかったので
す。今は、少しは神様にお受け取りいただい
ているでしょうか。
　皆様は「陽気」という月刊本をお読みにな
ったことがありますか。残念ながら日本語の
本です。連載の記事もありますが、毎月それ
ぞれの立場で異なる執筆者の信仰体験が掲載
されています。ハワイ、アメリカ、ブラジル
など日本以外にお住まいの先生方も体験談を
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書かれています。その本には、おつとめで奇
跡と思えるご守護を頂かれたお話がいつも多
く書かれています。あちこちの教会や布教所
で、毎日十二下りのおてふりをつとめておら
れるとあります。ある先生は毎日一度ならず
何度も十二下りのおてふりを実行されている
そうです。ある教会では、毎日時間を決めて
十二下りを一度学ばれた後、みんなの心が陽
気になって誰からともなく「もう一度勤めさ
せていただこう」と十二下りのおてふりを繰
り返されるという記事も目にしています。ま
た身上で立てない方は座ったままで、重篤の
方はお地を唱和するだけ、あるいは心の中で
勤めておられることも書かれてありました。
もちろん、ここハワイでも十二下りを毎日お
勤めの会長様、先生方がいらっしゃいます。
皆様ご存知のように、伝道庁長先生ご夫妻も
ご多忙の中、ハワイ管内はもちろん世界への
ご守護を願って毎日十二下りてをどりを勤め
てくださっています。

　皆さん、庁長先生に続こうではありません
か。教会、布教所、ご自宅で朝・夕のおつと
めはもちろん、おてふりを毎日一下りでも多
く踊らせていただきませんか。そして、ご論
達の「教会に心を繋ぎ、足を運んでその使命
であるおつとめを勤め」を実践いたしましょ
う。おつとめは人々の心の向きを「陽気ぐら
し」に変えるご守護を頂くおたすけです。心
を込めて、陽気におつとめを勤め、親神様・
教祖にお喜びいただきましょう。ハワイに住
む私たちがまずハワイから身近な人はもちろ
ん、全世界に向けておたすけをいたしまし
ょう。

ようこそつとめについてきた
これがたすけのもとだてや　　　　六下り目-四ッ

いつもかぐらやてをどりや
すゑではめづらしたすけする　　六下り目-五ッ

　ありがとうございました。

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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ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

アイランドニュースアイランドニュース

　3月24日（日）、ハワイ島婦人会“教祖ご誕生お祝いの集い”がカカコ教会を会場に、庁長先
生、浜田まさよハワイ婦人会主任、他オアフ島より3名の婦人会員（岡田、堀川、川崎）を迎
え、43名の参加者のもと開催されました。おつとめ、主任挨拶に続き、参加者一人ひとりが
記入した教祖ご誕生お祝いメッセージをキラウエア火山を模ったパネルに貼り付けご誕生を祝
うとともに、教祖130年祭を目指し一手一つに頑張ろうと誓い合いました。余興では、カカコ
教会のエリザベスさんがゲームを担当し、私がバネルシアター（35年前の絵を使用）を担当さ
せていただき、参加者一同笑顔一杯で教祖のお祝いをさせていただきました。昼食は、浜田庁

長ご夫妻の送別会も兼ねて、各教会自慢の手
料理が振る舞われるなか、カイルアコナ教会
信者のハタミさん（98歳）が“さよならの歌”
を歌ってくださいました。
　庁長先生、奥様にはハワイ島教友会員に、
いつも優しい言葉掛け、笑顔、ぬくもりを
頂き、本当にありがとうございました。私
たちはこれからもキラウエア火山のように
熱く、一手一つで頑張ります。頑張れ！頑
張れ！ハワイ島！

（カイルアコナ教会；椎葉七重）
会員が作成した「キラウエア火山」
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少年会スプリングキャンプ＆第38回おつとめまなび総会

　3月29日から31日まで、少年会スプリングキャンプと第38回おつとめまなび総会が開催さ
れました。総会には50名を超える少年会員が参加し、にぎやかにおつとめが勤められました。
ミニオリンピックやキャンプファイヤー
など、期間中のイベントは婦人会、青年
会、女子青年の多くの方にお手伝い頂き
行うことができました。ありがとうござ
いました。
　今回私は初めてコーディネーターとし
てスプリングキャンプに関わらせていた
だきましたが、想像していたよりも大変
で、学校の先生方の忍耐強さやそのスキ
ルのすごさを思い知らされました。子供
というのは、かわいくて一緒に遊ぶと楽
しい一方で、やはり手がかかります。
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ハワイ島教友会主催「絵話おやさま」
日　　時：2013年5月28日（火）午前10時
場　　所：天理教ヒロ教会
講	 師：松谷武一先生
＊『先人の面影』の著者でも知られる松谷先生を講師としてお招きし、教
祖の生い立ちや教えについて、スライドを用いてお話しくださいます。興
味のある方は、カイルアコナ教会・椎葉スパーキーまでご連絡下さい。
電話：1-808-325-1656（教会）または、1-808-936-7957（携帯）

　私自身、親にならせていただき、道の子にとってい
かにキャンプが大切かということを感じるようになり
ました。また、幼少の頃からキャンプに参加してきた
自分にとって、親から離れて友達と過ごす時間は特別
で、お互いにふれ合う中で多くのことを学びました。
キャンプで子供たちはだんだんと他の子たちと協力し
て問題に取り組むようになります。彼らは日常生活の
ように、親が立てたルールに従うのではなく、自ら考
え行動しなければなりません。そのなかでリーダー
は、他の子供たちの責任をもつようになるのです。
　おつとめ、ひのきしんやたすけ合いといった教理
も含め、キャンプで学んだこと全てが私の人生に大

きな影響をもっています。また次の少年
会行事でお手伝いさせていただけたらと
思います。
　庁長先生ご夫妻には、長年にわたり少年
会キャンプをご支援いただき、中でもキャ
ンプファイヤーで行われる「劇」の採点を
していただきありがとうございました。
	 　　（パール教会；中尾ルイス）
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　　　　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。

　ホノルル港教会の岩田モニカです。私は現在「アイランド・ヘ
リテージ」という会社でグラフィックデザイナーをしています。

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」を実践していますか？

　まだ小さな歩みですが、ハワイ伝道庁創立60周年へ向けてのテー
マである「笑顔でひのきしん」を心に留め、成人のための努力をし
ているところです。業務のほとんどは、パソコンを使って一人で行
うので、いわゆる身体を使って動いて行う「ひのきしん」という機
会は少ないかと思いますが、自分に何ができるのかと考えたときに
まず思い浮かんだのは、私が以前勤めていた天理教校学園高校で校
長先生がよく生徒に強調していたことでした。それは「自分が使っ
た場所は前よりもきれいにしておく。そうすれば次に使う人が気持

ちよく使うことができる」という言葉でした。その言葉を胸に、トイレを使った後はペーパータオルを拾
ってカウンターを拭いたり、また事務所のキッチンでコーヒーを入れるときは、粉くずを拾ったりして、
きれいにしておくよう心がけています。それから私自身甘党で、仕事がつらいとき口にするお菓子がどれ
だけ有り難いかということを知っているので、同僚のためにお菓子を切らしているときはいつも足すよう
にしています。こういった行動は本当に小さなものですが、皆さんと同じように、私も一日の時間の多く
を職場で過ごしているので、その中でお道の教えを実践できる方法を探していきたいと思います。皆さん
がどのように職場でお道の教えを実践されているのか聞かせていただきたいです。

こんにちは赤ちゃん

　3月28日（木）、ハワイ伝道庁勤務者の坂
上典明、綾乃夫妻（池田/鶴湘南）に2番目の
赤ちゃんが誕生しました。
　名前は、湊（みなと）・エディ、体重2903
グラム、身長54センチの元気な男の子です。
　おめでとうございます。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

婦人会・青年会・女子青年合同総会

　婦人会・青年会・女子青年合同総会は例年5月に開催していますが、今年は9月に開催させ
ていただきます。

海外帰参者懇親会
日　　時：立教176年4月20日（土）午後５時開宴
場　　所：本部第三食堂
参加御供：1000円（12歳以下は無料）
＊参加希望者は直属教会を通じて、海外部庶務課までお申し込み下さい。

「ドミトリー」外壁塗り替え

　青年会員を中心として、1月下旬から行わ
れていたハワイ伝道庁敷地内にある付属宿舎
「ドミトリー」の塗装替えひのきしんが3月
末に完了し、もともとの白色から黄白色に塗
り替えられました。
　ひのきしんにご協力いただいた皆様ありが
とうございました。

教職舎屋根葺替工事

　3月28日（木）より、伝道庁教職舎の屋
根葺き替え工事が開始しました。工期は、
約3週間を予定しています。

ハワイ伝道庁8代庁長就任奉告祭
 2013年6月15日（土）　午前10時執行
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4月8日、第2月曜日は婦人会例会が行われ
ます。12年間、この月例会では庁長先生
ご夫妻から沢山のことを教わりました。お
ふでさき、逸話篇、おてふり、八つのほこ
り、十全のご守護など全てが心の糧となっ
て、私たちの心に残っています。4月例会
では、お二人に精一杯の感謝を捧げさせて
いただきましょう。皆様のご参加をお待ち
しています。

■婦人会例会

　4月8日（月）	　
　・ミーティング									9：00-9：45
　・教祖ご誕生お祝いの集いの鳴物練習

■ヌアヌハレ慰問	 	
　4月13日（土）	 　9：30-10：30　

■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。

■バザーひのきしん

　毎週水曜日	 	 9：00-12：00
　ウエストハウス

※4月の月次祭直会当番は、合同Bグループ
　です。よろしくお願い致します。

※今年もホームレスシェルターへの缶詰の寄付
　をお願い致します。米、醤油、シリアルな
　ど、生もの以外受け付けます。4月13日(土)
　伝道庁月次祭までに伝道庁へお届け下さい。

■伝道庁神殿と階下ホールワックスがけ

　4月20､21日（土・日）午前8時より
※昼食付です。詳細は菊池カイルまでおた
　ずねください。

婦人会だより

青年会だより

少年会だより

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

4月21日（日）午前9時半より、伝道庁
にて教祖ご誕生お祝い行事を行います。

■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日までスプリングキャン
プと総会を開催させていただきました。
多くの方に準備から撤収までお手伝いい
ただきありがとうございました。

■月例会議

	 4月13日（土）	 13：00-
　レインボーハレ

■こどもおぢばがえり

　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）

スクリーンに教祖の物語を上映し、みんな
でゲームをします。家族、友人を誘って参
加してください。

　ハワイ団のこどもおぢばがえり日程
は、7/24（38母屋チェックイン16時）
～7/30（チェックアウト9時）で、ひのき
しん隊に参加する方のチェックアウト時間
は10時半です。詳しくは、少年会ハワイ団
団長中尾オーエンまでご連絡ください。
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3月行事報告 4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
		 	 	 	 ・育成委員会
	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
	18日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	24日（日）・婦人会ハワイ島
		 	 	 	 		 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
	28日（木）・伝道庁教職舎屋根葺替工事開始
	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

		 1日（月）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会委員会	
		 2日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 6日（土）・Adopt	A	Highway清掃ひのきしん
		 8日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター委員会	
		 9日（火）・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
	10日（水）・まこと/オリジンズ会議
	11日（木）・少年会会議
	12日（金）・主事会
	13日（土）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	14日（日）・浜田庁長夫妻帰本（～30日）
		 	 	 	 ・布教委員会	
	15日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	21日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
	26日（金）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習
	27日（土）・少年会アロハバンド一日練習



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

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!


