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おぢばからのメッセージ

立教176年4月26日

　日々はそれぞれの拠点の御用の上に御丹精頂き誠に有り難うございます。
　春の麗らかなお日和のご守護を頂き、国々所々より大勢の教友がお帰り下さる
中、真柱様を芯に4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、教祖130年祭へ向かう仕切りの時旬にあたり、老いも若
きも一段と心を揃え、一手一つに結び締まりて、まっしぐらにひながたの道を辿
り、如何なる中も心明るく勇んでたすけ一条に邁進させて頂く覚悟を述べられま
した。また、来る29日の恒例の全教一斉ひのきしんデーについて触れられ、道の
子こぞって参加し、親神様の御守護に生かされている喜びと感謝の心を行動に現
わし、たすけ合いの姿を世に映して思召にお応えさせて頂けるよう、成人の歩み
を進めさせて頂く決心をお述べになりました。そして、この上ともに自由の御守
護を賜り、道の次第は時旬と共にいよいよ伸び開けて、人々の心澄み渡り、互い
にたすけ合い、陽気づくめに勇み立つ世の状に、一日も早くお導きくださいます
ようにと祈願されました。

　本日の神殿講話は、私宮森がつとめさせて頂きました。（内容につきましては、
天理時報、みちのとも等をご覧下さいませ。）

　教祖誕生祭と併せて、今月は海外から大変大勢の教友がお帰り下さいましたが、
本日の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、タイ語、5言語で行われました。
　おぢばでは現在、修養科英語クラス（7名）、中国語クラス（27名）、ネパール
語クラス（12名）が開催されており、教祖のお膝元で尊い心の修養に励んで下さっ
ています。加えて5月からは、初の開催となります外国人の為の海外日本語クラス
（8名予定）もスタートします。更に明日からの教人資格講習会では、韓国語（9
名）、ポルトガル語（14名）の外国語クラスが開講される予定です。
　来る4月29日は全教一斉ひのきしんデーでございます。海外各地でもそれぞれの
実情に併せて日時場所を設定頂いておりますが、祭文にお述べ頂きました真柱様の
思召にお応えできるよう、教祖130年祭に向かうこの旬に、たすけ心を胸にひのき
しんに尊い汗を流させて頂きたいと存じます。
　最後になりましたが、本日のお運びで山中修吾本部准員が第8代ハワイ伝道庁長
のお許しを戴かれました。就任奉告祭は6月15日の予定でございます。以上、併せ
て御報告致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　親神様には一れつの子供をたすけあげた

いとの深い親心より、教祖をやしろにこの

世の表にお現れ下され、よろづいさいの真

実をお説き明かし下さると共に、不思議な

自由を見せて世界たすけをお進め下さいま

す御守護の程は、まことに有難く勿体な

い極みでございます。私共は厚き御恵の御

恩報じを念じて、たすけ一条の御用に努め

励ませて頂いておりますが、その中に今月

は、教祖が215年前、この世にお生まれ遊

ばされた芽出度い月でございますので、お

祝いと慶びの心を併せ、只今より当伝道庁

の4月月次祭を、おつとめ奉仕者一同陽気

に勇ん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。

　去る9日、ご存命の教祖のご誕生日をお

祝い申し、婦人会員によって女鳴物の演奏

を喜びの心一つにつとめさせていただきま

した。さらにまた5月4日より月末にかけて

4月月次祭祭文

全教一斉ひのきしんデーをハワイ各地で実

施させて頂き、日々身上壮健にお連れ通り

頂く御守護に御礼申し上げひのきしんに励

ませて頂きたいと存じます。

　また私事でございますが、3月31日付け

をもって庁長の職を辞任する事になりまし

た。顧みますれば2001年成人の鈍い者に重

き理の御用を頂戴し、今日まで管内教友の

皆様とともに精一杯つとめさせて頂きまし

た。この間に賜りました数々のご守護、お

導きに心より厚く御礼申し上げます。誠に

有難うございました。

　私共一同は、教祖が50年の長きにわた

り、幾重の苦難の中をも明るくお通り下

された尊きひながたの道をまっしぐらに辿

り、教祖の道具衆としてのつとめを果た

し、限りなき御恵にお応えさせて頂きたい

と存じます。何卒親神様には私共の願いを

お受け取り下さり、世界中の人々が我が身

さえ良くばの我欲の心を放れ、十全の御守

護の中に生かされている真実に目覚めて、

一れつ兄弟姉妹として共にたすけあい睦み

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程を、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	 西村忠正　岩田タッド	 　
篳　篥	 社本正登司		 　	
鳳　笙	 岡村リサ　　		　
太　鼓	 中尾モーゼス
鉦　鼓	 明本千代
鞨　鼓	 社本スコット

4月月次祭役割

祭　主	 浜田道仁庁長	 	
扈　者	 齋藤カーレン	 稲福道興　　	
賛　者	 中尾スティーブン	 岩田バート
指図方	 山ロナルド
献饌長	 宮内泰次	
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎
(男性)	 Ｃ．三國	 Ｇ．明本	 Ｇ．井元
	 Ｇ．本田	 Ｍ．久尾	 Ｂ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．三國　Ａ．綾川
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｌ．長田
	 Ｔ．松川	 Ｃ．浜田	 Ｍ．井上
笛	 Ｗ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｊ．川崎
チャンポン	 Ｍ．社本	 Ｄ．川崎	 Jr．本田
拍子木	 Ｒ．山	 Ｅ．高田	 Ｍ．中尾
太鼓	 Ｍ．岩田	 Ｙ．宮内	 Ｂ．美馬
すりがね	 Ｙ．中尾	 Ｓ．中尾	 Ｓ．椎葉
小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｔ．井上	 Ｔ．岩田
琴	 Ｃ．美馬	 Ｒ．井上	 Ｒ．宮内
三味線	 Ｙ．西村	 Ｍ．山下	 Ｆ．伊藤
胡弓	 Ｃ．明本	 Ｔ．中尾　Ｙ．川崎
地方	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｄ．桧垣
	 Ｃ．齋藤	 Ｂ．木村	 Ｓ．社本
	 Ｍ．稲福	 Ｗ．城	 Ｊ．蘇

祭典役割

伝道庁5月月次祭　

5月19日（日）午前9時

祭典講話：西村忠正

英語通訳：齋藤カーレン

教会長・布教所長会議
5月の会議は中止です。宜しくお願い致します。
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　ただ今は、ハワイ伝道庁の4月の月次祭を勤
めさせていただきました。ご参拝くださいまし
た皆さまにお礼申し上げます。本日は、「諭
達第三号」そして「教祖130年祭」について、
私が思いますところをお話しさせていただきま
す。ご清聴のほどよろしくお願いいたします。

一、1887年1月26日、教祖年祭の元一日と
	 年祭に向う三年千日の活動について
　教祖の年祭は、私たちが新たに成し遂げた心
の成人をご覧いただいて、ご存命の教祖にお喜
びいただくために10年ごとに訪れる節目であり
ます。私たち「よふぼく」は、教祖年祭の元一
日の意義をしっかり心に納めて、三年千日の旬
に同じ方向に向かって一手一つに努め、教祖の
親心にお応えしなければなりません。
　教祖の年祭は、私たち全ての人間の心の成人
を急き込まれる上から、御自らの寿命を25年縮
めて現身をおかくしになられた陰暦明治20年1月
26日をその元一日としています。

　天理教教祖伝には、教祖が現身をお隠しにな
られたことを聞いた人々は、全く驚愕し落胆し
た、と記述されています。しかし、飯降伊蔵を
通して伺うと、次のおさしづがありました。

さあ／＼ろっくの地にする。皆々揃うたか／＼。よう聞

き分け。これまでに言うた事、實の箱へ入れて置いた

が、神が扉開いて出たから、子供可愛い故、をやの

命を二十五年先の命を縮めて、今からたすけするの

やで。しっかり見て居よ。今までとこれから先としっかり見

て居よ。扉開いてろっくの地にしようか、扉閉めてろっく

の地に。扉開いて、ろっくの地にしてくれ、と、言うたやな

いか。思うようにしてやった。さあ、これまで子供にやりたい

ものもあった。なれども、ようやらなんだ。又々これから先だ

ん／＼に理が渡そう。よう聞いて置け。

（明治二十年二月十八日のおさしづ）

　当時の人々は「今からたすけするのやで…」
という教祖のお言葉に一筋の望みを見つけ、一
心不乱におたすけに奔走したところ、あちらこ
ちらで不思議なご守護を見せていただいた。こ
れは教祖がおたすけに回る人々の真実をお受け
取り下さり、お働き下さったからです。なるほ
ど教祖はご存命でおられ、これまでと変わらず
にお働き下さっている、と確信した人々はおた
すけに尚一層の努力を傾け、次々にご守護を見
せていただかれたのです。この通り方こそが、
今教祖130年祭に向う私たちが、貴重なお手本
としなければならないことだと思います。
　昨年の秋季大祭の折、真柱様は諭達第三号を
ご発表くださり、その神殿講話の中で次のよう
にお話しくださいました。

4月月次祭祭典講話

マウイ教会長　久尾マーク

教祖13 0年祭と諭達第三号
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教祖は、世界中の人間をたすけ上げ、人間創
造の目的である陽気ぐらしの世へと立て替え
る道筋をお付けくださいました。このたす
け一条の道の根本として、たすけづとめを教
え、その実行を重ね重ね急き込んで、人々の
心の成人を促して現身をおかくしになりまし
た。この教祖のお心に応えるために、すべて
のよふぼくが仕切っておたすけに励もうとい
うことであります。この旬に、一人でも多く
のよふぼくが、おたすけを実行できるように
なってほしいと思うのであります。
（2012年秋季大祭の真柱様神殿講話より）

　真柱様はその神殿講話の中で、三年千日の旬
にあたって私たちに望まれることを明確にお述
べ下さいました。教祖は、私たちが成人するこ
と、そしておつとめを勤めることを望んでおら
れます。ですので、私たちよふぼく一人一人は
己が心の成人に努め、仕切っておたすけ活動に
励むことをもって、お応えしなければなりま
せん。

二、親神様のご守護への感謝と喜びについて
　世界中の人々は親神様の完全且つ隔たりのな
いご守護を頂戴しています。今一度、親神様の
十全の守護を一つ一つ思い起こして親心を味わ
い、感謝と喜びの心を深めましょう。
　私たちは毎朝目を覚まし、元気に新たな一日
を迎えさせていただいていますが、これが来る
日も来る日も繰り返されることから、知らない
うちにあたり前のことと思ってしまいがちです
が、決してあたり前のことと思ってはいけない
のです。私たちはこの世に生を受け、そして生
かせていただいていますが、これは親神様のご
守護のおかげに他なりません。
　親神様は人間世界をお造りくだされた元の神
であり、火、水、風のご守護を与えてくださ
り、人間身の内ではぬくみ、水気、息のご守護

を下さる、つまりよろず一切のご守護を下さる
真実の神であらせられます。ぬくみと水気のバ
ランスを丁度良く保ってくださるおかげで、私
たちは思うように身体を使わせていただけるの
です。このバランスが崩れると、熱が出て苦し
んだり、命を失う危険すら生じます。目で見
て、耳で聞き、鼻で嗅ぎ、口で噛み、手を使っ
て作業をし、足で歩く。これもそれも、親神様
がこの世に生を受けさせてくださり、そして生
きて行くうえに必要な道具を全て親神様がお与
えくださっているからこそであり、さらに、私
たちが陽気ぐらしができるようにと、常に温か
い親心でご覧くださり、お守りくださっている
からこそのことです。
　毎日身体を思うように、そして健康に使わせ
ていただける、これが喜びの根源です。素晴ら
しいご守護をいただいて、毎日不自由なく通ら
せていただける、これが喜びの源泉です。親神
様が不思議なご守護を下さっているからこそ、
ということを認識できれば、「かしもの・かり
もの」である身体に対する感謝の念が湧き、生
かされていることに喜びを感じることができる
ようになります。
　陽気ぐらしは、心を澄まして通る生き方でも
あります。教祖の御教えを求める私たちにとっ
て、真実の親の思召を伝えて、世界たすけの一
端を担わせていただくことは、私たちの義務で
す。私たちよふぼくは、ご教理を学んで心に納
め、そしてそれを実行に移さなければなりませ
ん。親神様の思召を伝えることは私たちの義務
です。おたすけ、そしておつとめをもって心を
澄ますこと、このどちらも欠かかすことはでき
ません。おつとめを勤めることによって心を澄
ますことができ、また成人させていただくこと
もできます。そしてさらに成人させていただく
ために、私たち自らの行いに真実が見えるよう
になるまで、ご教理を学んで心に納めることが
肝要です。
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三、よふぼく一人一人がおたすけを実行する
	 ことについて
　諭達第三号の第６ページ目に、

おたすけは周囲に心を配ることから始まる。
身上・事情に苦しむ人、悩む人があれば、先
ずは、その治まりを願い、進んで声を掛け、
たすけの手を差し伸べよう。病む人には真実
込めておさづけを取り次ぎ、悩める人の胸の
うちに耳を傾け、寄り添うとともに、をやの
声を伝え、心の向きが変わるようにと導く。
更には、共々に人だすけに向かうまでに丹精
したい。

とあります。
　真柱様は、「おたすけ」を簡潔に分かりやす
くご説明くださいました。真柱様は基本的に、
「周囲の人々に心を配り、その人たちに手を差
し伸べ、そしてその人たち自身が人だすけに向
えるようになるまで丹精することだ」と仰って
いるのです。

　教祖ご年祭の意義は、教祖の深い親心に「仕
切心を持って」お応えすることです。陰暦明
治20年1月26日、当時の人々はまさにそのよ
うにお応えしたのであり、そのような行いこ
そ、教祖が当時の人々に望んでいたことだっ
たのです。教祖は、今ここに居る私たちよふぼ
くに対しても、全く同じことを望んでおられる
のではないか、と私は思っています。真柱様は
私たちに、仕切ってお応えすることを促してお
られます。私たちよふぼくの務めは、教祖のお
供をさせていただきながらおたすけを実践し、
「用木」としての務めを果たし、そして今の世
を「陽気ぐらしの世界」に建て替えるべく、真
実をもっておたすけに掛からせていただくこと
です。
　年祭は2016年の1月に執り行われます。し
かし、より大切なことは、それに向う三年千日
を、今からどのように通らせていただくかとい
うことであり、私たちの通り方こそが世の中を
変えることにつながり、年祭を本当に意義足ら
しめるのことになるのです。
　ご清聴ありがとうございました。

第53回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

　4月9日（火）、婦人会教祖ご誕生お祝
いの集いが伝道庁で開催され、76名の婦
人会員・女子青年が参加し、琴、三味線、
胡弓、そして地方を入れ、よろづよ八首か
ら十二下り目までを四交代でつとめ、教祖
215回目のお誕生日を祝いました。
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少年会教祖ご誕生お祝い行事

　4月21日（日）、伝道庁で少年会教祖ご誕生お祝い行事が開催されました。参加者は、少年
会員、会員家族・友人を含め65名を数えました。一同は、神殿で座りづとめを勤めた後、階下
ホールに移動し、山本クリスティーさん
（アロハ教会）とヤップ・ケンビーさん
（カパア教会）がナレーションをつとめ
る教祖物語のスライドショーを鑑賞しま
した。その後、青年会メンバー主導のお
楽しみゲームに興じ、教祖ご誕生お祝い
の歌とバースデーケーキで教祖215回目
のお誕生日をお祝いしました。

本部人事

　4月26日のおはこびで、山中修吾本部准員が第8代ハワイ伝道庁長のお許しを戴かれまし
た。5月10日に着任予定です。

伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡

教職舎屋根葺替工事

　3月28日（木）に始まった伝道庁教職舎の屋根葺き替え工事は、4月29日をもって終了しま
した。青色の屋根に葺き替えられました。

伝道庁人事

　4月30日（火）、川崎ジェイソンさん（周
東/アロハ）が一年間の伝道庁青年の任を終え
ました。ありがとうございました。
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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。

　「まこと」読者の皆さん、こんにちは。菊池カイルです。私は信
仰初代で、現在は二等軍曹として空軍基地で勤務し、主に「イーグ
ル・ヴィジョン地上局」の整備・操作を担当しています。地上局と
は、人工衛星からの画像を直接現場で受信する地上の無線局で、「
グーグルアース」で見ることのできる衛星写真と同等の映像を生で
見ることができます。このシステムは国防総省に5つしかないシス
テムの一つしかなく、定期的に移動配備されています。効率的に任
務をこなしていくためには、整備の迅速さが求められます。当然そ
れによって多大なストレスを感じます。
　海外の基地に配備されると、長い間家族や友人から離れなけれ
ばなりません。何ヶ月もの間、一日24時間を同僚と過ごすには忍
耐力が必要です。些細なコミュニケーションのすれ違いが、大き
なケンカに発展し、皆の士気が下がることもあります。私は「笑
顔でひのきしん」を心に留め、お互いの関係がうまく保てるよう
つとめています。

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？

　以前、ジョイワークショップで他人を喜ばすときに、感謝と誠の心をもつことも一つのひのきしんの
形だと学び、自分が出来るだけ陽気な心でいることが大切だと思いました。任務がうまくいかないとき
は、同僚の不満のはけ口となって励ましたり、隊長とのカウセリングセッションでは、よく否定的な雰
囲気になるので、そんなときこそジョークを言って、その場が明るくなるようつとめています。お道に
つながって以来、私がいつも明るく笑顔でいるので、隊員のみんなも私自身の変化に気づいているので
はないかと思います。天理教の良いモデルとなれるよう努力したいです。
　私が出来る一番のひのきしんは、隊員がこなす日々の任務に対し、心からの感謝を示すことです。軍
の習慣というのは温かく感謝に満ちたものではありません。それは、規則や命令から成り、日常の任務
や作業を遂行するためのものです。ですから、小さなことですが、朝食にマナプアを持っていったり、
長い任務が終わったときはハイタッチをしたりして、出来るだけ隊員の努力に対して感謝の気持ちを表
すようにしています。感謝したり、笑顔でいることは小さな行いですが、その影響は計り知れません。
陽気にポジティブにいることが、隊員みんなが一つになれる一番の方法だと感じています。
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4月19日、本部中庭に於て第95回婦人会総会
が快晴のもと開催されました。真柱様、婦人
会長様からは、実のよふぼくに育つため、ま
た育てるために、活動方針である”ご恩報じの
道”をしっかり歩もうとお話を頂きました。教
祖130年祭、三年千日への道を一歩ずつ大切
に歩ませて頂きましょう。

■ヌアヌハレ慰問	 	
　5月11日（土）	 　9：30-10：30　

■婦人会例会

　5月13日（月）	 　9：00-

■女鳴物練習

　5月14日（火）	 　9：00-10：30
　
■バザーひのきしん

　毎週水曜日	 	 9：00-12：00
　ウエストハウス

■新旧庁長歓送迎会準備ひのきしん

　5月18日（土）	 9：00-
※新旧庁長歓送迎会を5月の月次祭終了後
に開催します。前日の準備ひのきしんには
防府グループ以外の皆さんもお手伝い下さ
い。よろしくお願い致します。

■岩田バート委員長より挨拶

5月19日をもってハワイ青年会委員長として
三年間の任を終えさせて頂くことになりま
した。中尾モーゼスさんが次期委員長を務め
てくださいます。任期中は青年会員のみなら
ず、多くの方に支えて頂きありがとうござい
ました。次期委員長のさらなる活躍を祈って
います。ありがとうございました。

婦人会だより

青年会だより

少年会だより

■新旧庁長歓送迎会と庁長就任奉告祭

サンデースクールとアロハバンドのメン
バーが、新旧庁長歓送迎会と就任奉告祭
で歌と楽器演奏を披露します。子供たち
に参加の呼びかけをお願いします。

■こどもおぢばがえり

　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：午後4
時）～7/30（チェックアウト：午前9時）
です。少年ひのきしん隊本部練成会海外隊
（海外少ひ隊）参加者には、食費と宿泊費
の助成があります。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。	メール：onakao@tenrikyopearl.org.

■4月20日に青年会員14名が伝道庁神殿と階下

ホールのワックスがけを行いました。
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4月行事報告 5月行事予定

		 1日（水）・三会会議
		 4日（土）・全教一斉ひのきしんデー
		 6日（月）・天理文化センター月次祭	
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 7日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 8日（水）・まこと/オリジンズ会議
	10日（金）・山中修吾庁長家族着任
	11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	13日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・天理文化センター委員会
	14日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・主事会準備会
		 	 	 	 ・育成委員会
	16日（木）・少年会会議
	18日（土）・主事会
	19日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	20日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	21日（火）・浜田前庁長夫妻離任
	26日（火）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザーブースヘッド会議

		 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
		 9日（火）・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
	12日（金）・主事会
	13日（土）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・青年会会議
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	14日（日）・浜田庁長夫妻帰本
		 	 	 	 ・布教委員会	
	15日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	16日（火）・育成委員会
	18日（木）・少年会会議	
	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
	30日（火）・浜田前庁長夫妻帰任

第42回ハワイ修養会ご案内

開催期間：2013年6月18日（火）～7月12日（金）
修養内容：天理教教典（天理教の基本教理）
　　　　　教祖伝(おやさまの生涯）
　　　　　ひのきしん(親神様への感謝を日々の行動に表すこと）
　　　　　教話
　　　　　おつとめ練習(世界たすけの方法である”おつとめ”を学ぶ）
＊17才以上が対象で、受講御供は200ドルです。受講希望の方は6月11日(火)
までに伝道庁事務所までお申し込み下さい。



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8代庁長就任奉告祭

 2013年6月15日（土）　午前10時執行


