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   退任に当たり、御礼のご挨拶を申し上げます｡

思い返しますと12年前、当時の表統領飯降政彦

先生よりハワイ伝道庁のご命を頂きました。そ

の時任命された理由が、私たちがハワイのこと

をよく知っているからでもなく、また英語がう

まく話せるからでもなく、夫婦の仲が良さそう

だからということでした。私たちは普通の夫婦

だと思っていますし、そんなことが理由になる

のかなと思ったのですが、親の声は素直に聞く

ようにと仕込まれてきましたので、何も分から

ないままに着任させて頂きました。

　当初は不安で一杯でありましたが、その不安

は杞憂でありました。多くの方々の堪能な日本

語と親切な態度に支えて頂き、多くの活動行事

を無事に進める事ができました。どうしてこん

なに多くの行事や活動があるのか、もう少し整

理できないかと思いながら、気が付くと更に行

事が増えているという状況になってしまいまし

た。皆様には大変ご苦労、ご面倒をお掛けしま

した。

　また新しい活動をするのか、いい加減にして

欲しいと思われた方もおられるのではないかと

思いますが、私自身は、皆様と一緒に御用をさ

せて頂き、大変充実した楽しい日々を送らせて

頂きました。皆様が辛抱しながらもお力添えく

ださり、支えて下さったお陰で私のこれまでの

人生で最も素晴らしい12年間でありました。

 お道の教勢は下降線を辿り、沈滞ムードが漂

っているように思われますが、ハワイに関して

は、その傾向がない訳ではありませんが、私は

悲観はしていません。むしろこれからに期待を

しています。時間はかかるかも知れませんが、

教祖の教えがグングン広まっていく予感がして

います。ハワイのお道には底力があると感じて

いるからです。

　何かの行事の時でもなかなか準備が進まず、

はらはらしたことがありましたが、いざとなる

と大勢の心と力が結集し立派に成し遂げられた

という事が何度もありました。それだけの力を

ハワイは持っていると思います。また、若い人

たちが元気だということ。元気だけでなく、真

摯に道を求める気持ち、態度があるからです。

そしてその若い人たちを大事に育てようという

先人先輩方の熱い視線を感じるからです。

 新しい山中庁長ご夫妻は語学も堪能であら

れ、また若い人たちの育成の上にも豊富な経験

を積んでおられますので、将来への期待が一層

膨らんできます。ハワイの道は前途洋々であり

ます。私は安心しておぢばの御用に専心させて

頂きます。

　12年間にわたり皆様方のお力添えを頂き、庁

長としてまたハワイ婦人会主任としてのつとめ

を何とか全うさせて頂くことができました。心

より厚く御礼申し上げます。この素晴らしいハ

ワイ、心優しい皆様とお別れするのは寂しいこ

とでありますが、またおぢばでお会いできるこ

とを楽しみに、皆様のご健勝をお祈りいたしま

して御礼の挨拶とさせて頂きます。本当に、本

当に有難うございました。

　アロハ、マハロ。

浜田道仁前庁長退任挨拶
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　皆様こんにちは。山中修吾と申しま

す。紹介いただきましたように、この

度、12年の長きにわたっておつとめ下さ

った浜田道仁先生の後を受け、ハワイ伝

道庁8代庁長に就任いたしました。今日

ここで皆様にお会いすることができて、

たいへん嬉しく思います。英語・日本語

にかかわらず、できるだけ早くにハワイ

管内の教友の皆様一人ひとりの顔と名前

を覚えたいと思います。

　皆様が伝道庁を通してぢばにしっか

りとつながってもらうお手伝いをする

のが、庁長としての大切なつとめだと考

えています。妻幸恵も英語が話せますの

で、英語の人でも日本語の人でも、誰

もがいつでも気軽に訪問できる伝道庁に

したいと思います。伝道庁は、年齢や性

別、教会系統、国籍や人種、そして言葉

に関係なく全ての人々が一れつ兄弟姉妹

として寄り集い、おぢばのような雰囲

気、陽気ぐらし世界のモデルを醸し出す

所だとも思います。それを真に実現する

お手伝いをするのが私たち夫婦の役目だ

とも思っています。

　伝道庁創立60周年記念祭が一年後に迫

り、また教祖130年祭へと向かう三年千

日の一年目という、この重要な時期に浜

田前庁長夫妻の後を引き継ぐのは大変な

任務であり、その責任の重さを痛感して

おります。しかし、管内の皆様と心をつ

なぎ力を合わせて、ハワイの道のさらな

る発展のために、庁長夫婦として精一杯

つとめさせていただく覚悟です。なにと

ぞ、皆様のご支援とご協力を頂きますよ

うお願い申し上げます。

　おそらく、今まで就任した中では一番

若い庁長夫婦かなと思いますので、かな

り長～い間お世話になると思います。ど

うぞよろしくお願いします。

　マハロ！

山中修吾庁長着任挨拶

幸恵夫人
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ハワイ伝道庁5月月次祭の様子

　ハワイ伝道庁5月の月次祭はハワイらしい快晴のご守護を頂き、19日午前9時

より、山中修吾庁長祭主のもと陽気につとめられました。192名のハワイ管内

教友が参拝したこの日は、山中庁長が家族と共に5月10日に着任して以来、初

めての月次祭となりました。西村忠正キラウエア教会長の祭典講話に続き、

浜田前庁長より退任の挨拶、また山中庁長より就任の挨拶がそれぞれ日英語

で行われました。（前頁記載）そして、山中庁長よりハワイ青年会委員長に

就任した中尾モーゼスに青年会本部からの辞令が手渡され、本人より就任挨

拶がありました。

　その後階下ホールで新旧庁長歓送迎会が行われました。昼食には婦人会員

手作りの料理が振る舞わ

れ、余興ではアロハバン

ドの演奏や婦人会員によ

る合唱が行われました。

集まった教友の方々は新

庁長家族を歓迎する一方

で、浜田前庁長夫妻と別

れを惜しみました。

新旧庁長歓送迎会の様子

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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　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、ハワイ伝道庁長山中修吾

慎んで申し上げます。

　親神様には、子供可愛い親心のまにま

に、旬に応じて私共をお仕込み下さり、永

の年月絶え間ないご守護をもってお育て下

さいます御慈愛のほどは、誠にありがたく

勿体ない極みでございます。私共は日々賜

ります厚き御恵に感謝の思いを深めつつ、

御恩報じの道を心勇んで歩ませて頂いてお

りますが、その中にも今日はこれの伝道庁

の5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

でつとめさせていただき、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、

共に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。

　全教一斉ひのきしんデーが世界各地にて

繰り広げられ、去る5月4日にはオアフ島地

区にての開催を140名余りの参加者を得て

実施させていただきました。またカワイ、

ハワイ、マウイの各地区においても順次実

5月月次祭祭文

施させていただき、日々賜る身上御守護に

対する感謝と喜びの念をもってひのきしん

に励ませていただいております。

　また3月末より行ってまいりました教職

舎の屋根葺替も順調に作業が進み、先月の

29日をもって無事に終えさせていただきま

した。

　事改めて申し上げます。去る4月26日に

御本部教祖殿にて、御存命の教祖よりハワ

イ伝道庁8代庁長の理のお許しを戴き、家

族と共に今月10日に着任させていただきま

した。重き理の御命を戴き、身の引き締

まる思いが致しますが、足掛け12年の長き

に亘り7代庁長としておつとめ下さった浜

田道仁本部員とまさよ夫人の後を受け、管

内教会長、よふぼく信者の方々と心をつな

ぎ、力を合わせて、ハワイの道の更なる発

展に向けて精一杯つとめさせて頂く覚悟で

ございます。

　何卒親神様には大きな親心でお連れ通り

下さり、世界中の人々が一れつ兄弟姉妹の

真実に目覚め、互いに扶け合い睦み合う陽

気ぐらしの世が一日も早く実現しますよう

お導きの程を、一同と共に慎んでお願い申

し上げます。

目　次

浜田前庁長退任挨拶、山中庁長就任挨拶	 	 1～2

5月月次祭の様子、5月月次祭祭文	 	 	 3～4

5月祭典役割、祭典講話		 	 	 　　　	5～8

アイランドニュース、伝道庁連絡、各会だより		 9～13

5月行事報告/6月予定	 	 	 	 　　　	14



5

楽人

龍　笛	 西村忠正		岩田タッド		社本ミカ　
篳　篥	 明本ダニエル	　	
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

5月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 　柿谷節生　　	
賛　者	 川崎カイル	 　桧垣ダニエル
指図方	 三國クライド
献饌長	 高田エリック
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．浜田	 Ｓ．社本
(男性)	 Ｍ．浜田	 Ｍ．稲福	 Ｔ．岩田
	 Ｙ．中尾	 Ｅ．高田	 Ｄ．桧垣
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田　Ｔ．中尾
(女性)	 Ｍ．浜田	 Ｋ．齋藤	 Ｌ．本田
	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｒ．宮内
笛	 Ｔ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本
チャンポン	 Ｒ．山	 Ｂ．美馬	 Ｓ．三濱
拍子木	 Ｂ．木村	 Ｓ．中尾	 Ｂ．岩田
太鼓	 Ｃ．三國	 Ｏ．中尾	 Ｂ．美馬
すりがね	 Ｔ．井上	 Ｓ．椎葉	 Ｊ．蘇
小鼓	 Ｓ．三濱	 Ｗ．三國	 Ｍ．中尾
琴	 Ｍ．三國	 Ｌ．蘇	 Ｙ．一瀬
三味線	 Ｃ．明本	 Ｓ．柿谷	 Ｓ．久尾
胡弓	 Ｊ．山	 Ｙ．西村　Ｓ．中尾
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内
	 Ｔ．美馬	 Ｂ．木村	 Ｋ．川崎
	 Ｍ．久尾	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元

祭典役割

伝道庁6月月次祭　

6月16日（日）午前9時

祭典講話：山澤廣昭本部員

英語通訳：桧垣ダニエル

教会長・布教所長会議
6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、5月の月次祭を共々に陽気に勤
め終えさせていただき、ご同慶に存じる次第
であります。ご指名を頂きましたので、ただ
今から本日の講話をつとめさせていただきま
す。短いお話ですのでお付き合いいただきま
すようお願い申し上げます。
　昨年の秋季大祭に教祖130年祭に向かって
我々教会長を始め、全教の者が一丸となって
年祭活動、三年千日仕切ってつとめる心の向
きをお示しいただく諭達第三号の発布を頂き
ました。真柱様は、一人でも多くのよふぼく
がおたすけが出来るようにと要望されまし
た。おふでさきに、

わかるよふむねのうちよりしやんせよ
人たすけたらわがみたすかる	 　　三-47

　本当のたすかりは、「たすける理がたすか
る」とお教えいただきますように、人の難
儀を何とかたすけてあげたい、不自由をたす
けてあげたいと思う心は、誠の心で親神様の
心に適う天の理であります。おふでさきに、

いまヽでハせかいぢううハ一れつに
めゑ／＼しやんをしてわいれども　　十二-89

なさけないとのよにしやんしたとても
人をたすける心ないので　　　　　　　　十二-90

これからハ月日たのみや一れつわ
心しいかりいれかゑてくれ	 十二-91

この心どふゆう事であるならば
せかいたすける一ちよばかりを　	 十二-92

このさきハせかいぢううハ一れつに
よろづたがいにたすけするなら　	 十二-93

月日にもその心をばうけとりて
どんなたすけもするとをもゑよ　	 十二-94

　この一連のおうたから互いにたすけ合う心
になれば、どんなたすけもしてやろうと仰せ
いただいているのであります。親神様が人間
を造られた目的は、人間が互いにたすけ合っ
て陽気ぐらしをするのを見て、共に楽しみた
いということであります。

5月月次祭祭典講話

キラウエア教会長　西村忠正

生かされている喜びを感じおたすけに励もう
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　私たちは、十全のご守護の理をお教えいた
だいていますが、果たして日々心から感謝と
喜びの心で通らせていただいているでしょう
か。「人は病気の時に健康のありがたさを知
る」という言葉がありますが、身体に不自由
をして初めて健康のありがたさを知るもので
す。「難儀さそう、不自由さそうという親は
どこにもない。可愛いから身上になやみかけ
る」と仰せいただいています。
　以前、三十代の若さで癌のために亡くなっ
た医師が、死の直前に最愛の妻と幼い我が子
に、「あたりまえ」という詩を書き残してい
るのを紹介させていただきます。

「あたりまえ」
あたりまえ	こんなすばらしいことを、
みんなはなぜよろこばないのでしょう　
あたりまえであることを	
お父さんがいる、お母さんがいる
手が二本あって、足が二本ある	
行きたいところへ自分で歩いていける	
手をのばせばなんでもとれる	
音がきこえて声がでる	
こんなしあわせなことがあるのでしょうか	
しかし、だれもそれをよろこばない	
あたりまえだ、と笑ってすます。	
食事がたべられる	
夜になるとちゃんと眠れ、そして又朝がくる
空気を胸いっぱいにすえる
笑える、泣ける、叫ぶこともできる
走りまわれる
みんなあたりまえのこと
こんなすばらしいことを、
みんなは決してよろこばない
そのありがたさを知っているのは、

それを失った人たちだけ　
なぜでしょう	あたりまえ
井村和清著『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ』

　交通事故で胸を強く打ったため、一年近く
口から物が食べられず胃に直接食べ物（流動
食）を入れておられた方がある時、「先生、
ビールをパイプで胃に入れたら結構酔うで」
と言われびっくりしたことがあります。人間
は食べられないとか、飲めないということに
なりますと、色々と考えるものですね。その
とき、せっかくビールを飲むのなら口で味わ
ってお腹に入れたらいいのにと笑って話した
ことがあります。その方は、人がおいしそう
に食べているのに、自分は食べられないので
どれだけ残念な思いをされたか分かりませ
ん。幸いに、食べられるようになってからし
ばらくの間、人並みに口から食事ができると
いうことが、どれだけありがたく、嬉しくて
自分ひとりの宝物のように思っていたそう
です。
　また長年大腸癌のため、人工肛門をつけて
おられた方が、癌が全快しているので腸を元
につないであげましょうと医師から言われ、
何年ぶりかに元につないでもらい、最初に便
所に行って出た物が色も良し型も良く、嬉し
くて手にすくって拝みたいようだったと話し
ておられましたが、普通の人がいくらなんで
も自分の出した大便を手にすくって拝みたい
というようなことはとても考えられません。
長年苦労をされたからこそだと思うのであり
ます。また、49才でストローク（脳卒中）
になった人のところへおたすけに行き、おさ
づけを取り次いでいる時に、麻痺した方の
手の親指がピクッと動いたので、その方に手
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を鼻のところまで上げてごらんと言いました
ら「できない」と言われるので、そう言わず
に上げてみなさいと言いましたが、「できな
い」と言ってやろうともしませんので、「あ
んたね、やりもしないで出来ないと言わず
に、素直にやってみろ」と怒ったら、じわじ
わとやり出して、鼻のところまで手が上がっ
たとたん、ポロッと涙をこぼして喜ばれまし
た。事故のため人並みに食べることが出来な
かった人が、食べられるようになったという
ことは、どれだけ嬉しくありがたいことか。
人工肛門を付けていた人が元につないでもら
って、当たり前のところから便が出るように
なった喜び、麻痺した手足が動くようにな
り、涙を流して喜んだこと、これらは全て元
の健康なときの姿に返っただけのことであり
ます。したがって健康な身体を自由に使わせ
ていただいているお互いは、毎日不思議なご
守護を頂いているのであります。何とか、あ
りがたいもったいないと心からお礼を申し
上げ、勇んで通らせていただかねばなりま
せん。
　結局たすける、たすかるということは、毎
日頂いている親神様の十全のご守護のあり
がたさを分からせていただき、また人にも理
解してもらって日々をありがたい、もったい
ないと感謝して勇んで通らせていただくこと
であります。私たちは、毎日泣いて喜び、大
便を手にすくって拝みたいようなご守護を日
々頂いて、お連れ通りいただいているのであ
ります。そのような素晴らしいご守護をいた
だいていることを自覚しているか、そうでな
いかの違いであります。私たちは、その喜び
の心を周囲の人に知っていただき、共々に喜
び勇んでいただくことがにをいがけであり、

おたすけであります。これから教祖130年祭
まで、仕切ってにをいがけ・おたすけに心を
込め、丹精させていただくことが、今のお互
いに課せられた御用であり、この旬に懸命に
つとめさせていただきたいと思うのであり
ます。
　辻忠作先生が教祖に「なぜ、おたすけをし
なければならないのですか」とお尋ねすると
教祖は、「人をたすけさせてもらうというこ
とは、恩返しになり徳を積むことにもなる。
前生からの悪いいんねんも切ってくださるの
やから、どれだけ結構にさせていただけるか
分からんで。精出してたすけさせてもらいな
されや」と答えておられます。
　教祖130年祭への諭達第三号で真柱様は、

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
める人の胸の内に耳を傾け、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、おたすけのあり方を詳細にわたってお諭
しくださっています。私たちは日々親神様か
ら素晴らしいご守護を頂き、お連れ通りいた
だいています。
　その喜びの心と、誠真実の心でにをいが
け・おたすけに、自分には重いと思われるく
らいの心定めをもって、三年千日仕切ってつ
とめさせていただきたいと思っています。
　ご清聴ありがとうございました。
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全教一斉ひのきしんデー

アイランドニュースアイランドニュース

　5月4日、全教一斉ひのきしんデー（オアフ島地区）がホノルル動物園で開催され、オアフ島
内の教友約140名がお馴染みの“One	World	One	Family”ひのきしんＴシャツを身にまとい、清
掃に取り組みました。オアフ島地区では、同動物園がひのきしん会場となって27年目になりま
す。約17万平方㌔の園内には大木・モンキーポッドがあり、その木から大量に落下する木の実
をかき集め、綺麗な芝生に戻すことが主なひのきしんとなっています。ハワイ州の他の地区で
も、5月下旬まで順次開催されました。

こんにちは赤ちゃん

　5月6日（月）、明本ダニエル、ひろみ夫
妻（周東/パラダイス）に赤ちゃんが誕生し
ました。名前は、ダンテ・尋康、体重2869
グラム、身長50センチの元気な男の子です。
　おめでとうございます。

＊出産、結婚に関する情報をご存じでしたら、ハワイ伝道庁までお知らせください。
　本誌にて紹介させていただきます。電話：595-6523　Email：dendocho@tenrikyo-hawaii.com
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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。

アロハ、桧垣ダニエルです。私はホノルルの日本航空で管
理部長をしています。私の業務は、給料・従業員名簿や施
設の管理、人事育成などで、顧客との関わりはほとんどな
いですが、同僚をサポートしながら楽しく働いています。

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？

　顧客との関わりはほとんどありませんが、同僚との関係には特に気を使っています。毎日笑顔で
挨拶をする、仕事がうまくいったときは感謝の心を示す、誕生日にはカードを送るといったことが
私にとってひのきしんです。ときには同僚の悩みを聞くこともあります。笑顔、挨拶、ほめ言葉と
いうのは、相手に関心や感謝を示すための最も簡単な方法で、毎日職場で誰でも出来るひのきしん
だと思います。
　人事育成に関する業務も私の大切な役割です。同僚の個人的な問題を聞き、助言するなかで相手
と深く関わり合うことがあります。怪我や病気に関わることであれば、おさづけを取り次ぐことも
あります。でも宗教のことになると相手にネガティブな印象を与え、お互いの関係を悪くしかねな
いので、職場では慎重を要します。それでも最後は人だすけの気持ちが勝り、状況に応じて出来る
だけおさづけを取り次ぐようにしています。
　人事に関わっていると、天理教の教えについて話をさせていただく機会がありますが、会話のな
かでは直接的に天理教の話をせずに、自分の経験をもとに感謝、価値、人だすけなどについて説明
します。ノーベル賞受賞者、ダニエル・カーネマンの言葉に、「人は因果関係の生き物であり、結
果に原因を求めたがり、矛盾した偶然性を嫌う」とあります。だからこそ私たちは自らの経験をも
とにお道の教えを伝える必要があり、それによって物事が今あるように起こってきたことの意味を
理解することができ、今の問題を乗り越えるために何が出来るのかを知ることができるのです。
　皆さん積極的に教えを学び、経験を積んで成人の道を歩みましょう。そして、チャンスがあれば
家族や友人、職場の同僚に教えを伝え、人だすけやひのきしんを通して親神様に感謝の心を伝えま
しょう。
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伝 道 庁 連 絡伝 道 庁 連 絡
山中修吾8代庁長着任

　5月10日（金）に山中修吾庁長が家族とと
もに着任しました。

　5月19日付けで、岩田バート前委員長（防
府/ホノルル港）に代わり、中尾モーゼス　
（天元/パール）が新委員長として3年間の任
期で就任しました。

■山中幸恵ハワイ婦人会新主任挨拶

アロハ！先月、婦人会本部より天理教ハワ
イ婦人会の新主任として任命を受けまし
た。このような責任ある立場での経験は全
くありませんが、役目を一生懸命つとめさ
せていただく所存ですので、これまでと同
様、皆様のご支援とご指導をどうぞよろし
くお願いします！また浜田前主任には、長
年にわたりハワイ婦人会の上にご尽力を賜
り、ありがとうございました。庁長就任奉
告祭で真柱様ご一行をお迎えするにあた
り、準備ひのきしんにご協力いただき誠に
ありがとうございます。引き続き皆さまの
ご協力をお願いいたします。

■バザーひのきしん

　毎週水曜日	 	 9：00-12：00
　ウエストハウス

※今月は修養会も開催されます。食事ひの
　きしん、よろしくお願いいたします。
※6月の月例会、鳴物練習はお休みさせて
　いただきます。
※月次祭の直会は、14日金曜日にシチュー
　をつくらせていただきますので、ひのき
　しんよろしくお願いいたします。

婦人会だより

　5月26日のおはこびで、中川オードリーさ
んがラナイ教会三代会長の理のお許しを戴か
れました。

ハワイ青年会委員長交代

教会長就任

ジョイワークショップ開催

4月14日	 パール教会	 参加者13名
4月27日	 ハレアカラ教会	 参加者４名
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■月例会議

	 6月12日（水）	 19：00-
　レインボーハレ

青年会だより

女子青年だより

少年会だより

今年の11月におぢばで開催される女子青
年大会にハワイから一人でも多くの会員に
参加していただけるよう旅費資金を募る目
的で、女子青年では伝道庁月次祭祭典後に
ミニバザーを行っています。焼き菓子に加
え、石けんの詰め合わせや、手作りのカー

■こどもおぢばがえり

　参加者は各自でフライトの予約をお願い
します。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。ひのきしん隊参加者とアロ
ハバンドのメンバーには、航空費の助成が
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。
電話：381-9612  
E-mail: onakao@tenrikyopearl.org

　ハワイ青年会の委員長を務めさせていた
だくことになりました中尾モーゼスです。
はじめに、ハワイ伝道庁長として12年間に
わたりつとめて下さった浜田前庁長夫妻に
感謝いたします。私自身、ご夫妻からはあ
りがたいお仕込みを頂き、温かい親心をも
って成人の道へ導いてくださいました。
　そして、教祖130年祭へ向かう三年千日
の時旬に、委員長として務めさせていただ
けることをとても感謝しています。諭達第
三号で真柱様は、“陽気ぐらしは心を澄ます
生き方”また“今こそ道の子お互いは挙って
立ち上がり、人々に心を澄まし、たすけ合
う生き方を提示しよう”とお諭し下さってい
ます。これらのお言葉をこの旬を通る上で

の指針として、親神様・教祖に感謝を示し
ていきたいと思います。
　今回新たに役員を務めていただく会員を
紹介します。副委員長：井上デービッド、
会計：中尾シドニー、少年会との連絡係：
菊池カイル、以上の方々です。よろしくお
願いします。また、これまで伝道庁月次祭
日の第三日曜日に行っていた月例会議を伝
道庁月次祭前の水曜日に変更させていただ
きます。会議参加への呼びかけをお願いす
るとともに、目前にせまる庁長就任奉告祭
や天理教ピクニック、バザーにも多くのメ
ンバーの力添えをお願いします。　　

ド、ギフトバックなども揃えています。皆
さんのご協力をお願いします。
　女子青年は、8月に開催される天理教バ
ザーで焼き菓子ブースを担当しています
が、準備やバザー当日のひのきしんにお手
伝いいただける方を募集しています。ご協
力いただける方は、美馬ティファニーまで
ご連絡ください。電話：455-9106	
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定時おつとめ
本年6月より130年祭まで、本部行事のある日を除く日曜・祝日及び25日の正午に、定時のお
つとめが勤められる。

神殿おたすけ
「神殿おたすけ」のさらなる活用を期して、定時のおつとめ終了後、願い出た者に、おたすけ
掛員が西礼拝場でおさづけを取り次ぐ。希望する者は、定時のおつとめ終了後、西お守り所前
廊下に設けられる受付で、所定の用紙に氏名・住所・年齢・直属教会・所属教会・病名を記し
（おさづけ取次時のお願いでの必要事項）、申し込む。但しこれは「願書」ではなく、従って
直属教会長や所属教会長、詰所の署名や捺印は不要、その場ですぐに申し込める。外国語の用
紙も用意。
※　通訳希望の場合、3日前までに海外部翻訳課に、口頭または電話で相談のこと。
※　対応言語は、通訳・申込用紙とも、英語、韓国語、北京語、ミン南語、広東語、ポルト
ガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、インドネシア語、タイ
語、ネパール語、ヒンディー語、フィリピン語、モンゴル語、ベトナム語の18言語。

おやさと伏せ込みひのきしん
定時のおつとめが勤められる日の午前9時から午後4時まで、「おやさと伏せ込みひのきしん案
内所」が、旧迷子センター（保安室境内掛南支所北側）に開設され、ひのきしんの内容紹介、
受付、道具の貸し出しをしていただける。当日、受付用紙（外国語版も用意：言語は上記に同
じ）に必要事項を記入し、申し込む。大口の団体での参加は、事前に相談いただければありが
たいとのこと。「おやさと伏せ込みひのきしん案内所」：0743-63-1757

※　定時のおつとめのない日でも、従来通り、境内掛本所で境内地ひのきしんを受付しても
らえる（30人以上で参加の場合、事前に境内掛本所に用意されている「ひのきしん願書」に
記入し、申し込む）。

カレー弁当
定時のおつとめが勤められる日の昼食に、希望すればカレー弁当の配食を受けることができ
る。当日の午前9時から午前11時までに「おやさと伏せ込みひのきしん案内所」内の「カレ
ー弁当受付」（0743-63-2519）へ、直接もしくは電話で申し込む。この案内所で「カレー
弁当引換券」を現金引き換えで受け取る（発券時間は午前9時から午後1時）。弁当の受け取
りは、お茶所（西泉水プール前広場西側）で、「引換券」を持参し、カレー弁当を受け取る。

定時おつとめに関わる動きについて
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5月行事報告 6月行事予定

		 3日（月）・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 5日（水）・三会会議
		 8日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
		 9日（日）・アロハバンド練習
	10日（月）・天理文化センター委員会
	12日（水）・真柱様ご到着
		 	 	 	 ・青年会会議
	15日（土）・8代庁長就任奉告祭
	16日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・布教委員会
	17日（月）・真柱様ご出発
	18日（火）・ハワイ修養会開講
	23日（日）・山中庁長家族一時帰本(～7/2)
	26日（金）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習

		 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	
		 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
	12日（日）・アロハバンド練習
	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
		 	 	 	 ・新旧庁長歓送迎会
		 	 	 	 ・おやさとセミナーオリエンテーション
		 	 	 	 ・布教委員会	
20日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・祭儀委員会
	21日（火）・浜田前庁長夫妻帰本
	26日（火）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザーブースヘッド会議
27日（水）	・祭儀委員会

第58回天理教ピクニック
	 日時	：　2013年７月４日（金）　午前９時～午後２時　
	 場所	：　カピオラニ公園

	 ＊家族、友人を誘ってご参加ください！



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!


