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ハワイ伝道庁60年小史

　今から72年前、1941年12月7日午前8時15分（ハワイ時間）日本海軍機350機が真珠湾のアメ

リカ海軍艦船を攻撃し、壊滅的被害を与えた。アメリカ在住の日本人には深刻な衝撃を与え

た。日本人は敵国人となり、夜間外出、集会、教会活動の禁止となった。FBIはその夜に教会

へ銃を持って踏み込み、会長を逮捕し、抑留した。

　当時、アメリカ伝道庁管内ハワイ支部には22箇所の教会があったが、10教会の会長・家族18

名が抑留された。収容所では、橋本庁長を芯に教義の勉強、祭儀などをつとめた。教会長とし

て、天理教人としての矜恃を持って、収容所内のひのきしんにつとめた。ハワイに残された家

族は神様へのお供えを怠らず、密かにおつとめを勤め平和への希求を祈願した。反日感情も強

まり、精神的不安と動揺の中で、親神のご守護を願って困苦に耐えた。1945年8月、戦争は終

結。10月に教会長たちは釈放され帰還し、家族と喜びの再会を果たした。

 写真は収容所内の教会長達
　源石一郎アロハ教会役員（前列左から2番目）、中本秀吉ワイキキ教会初代会長（前列右端）

後列左端から、瀬戸直一オアフ教会二代会長、岩田昌幸ホノルル港教会初代会長、上野作次郎

ホノルル教会初代会長、橋本正治アメリカ伝道庁二代庁長、本田兼記ノースホノルル教会初代

会長、後列右端から二人目、竹本彦十カパア教会初代会長

真珠湾攻撃で日系人社会は暗黒の日々
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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。

　親神様には教祖をやしろに、この世の表にお現れ下

されて以来、元初まりの真実を明かし、ひながたを示

して、陽気ぐらしへの歩み方をお教え下さいました。

さらに自由のお働きをもって人々の心の埃を払い、旬

々のお仕込みにより成人の道へとお導き下さいます御

守護の程はまことに有難く、日々御礼申し上げつつ、

世界たすけの御用に励ませて頂いております。その中

に本日は当伝道庁の７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。

御前には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。

　真柱様の御臨席を戴いての新庁長就任奉告祭の喜び

の余韻の残る中、去る６月18日より今月12日まで25日

間にわたって開催致しました第42回ハワイ修養会は、

受講生２名、聴講生１名で全日程を無事に終了させて

頂きました。また只今おぢばで開催中の親里セミナー

には、前期生６名、後期生２名が受講中であります

が、カウンセラー共々、一同元気に、教祖の御教えを

学び実践させて頂いております。さらにまた、本年の

こどもおぢばがえりには、アロハバンドと共に大人を

含む43名が帰らせて頂きます。将来ハワイの道を担う

若者たちが、真夏のおぢばにて尊い伏せ込みの汗を流

し、ぢばの理を体感し、「をや」の理をしっかりと頂

戴させて頂きたいと存じます。

　また、今月26日から28日にかけてフロリダ州で開催

される全米ジュニア柔道大会には天理柔道クラブより

19名の選手が出場します。日頃の鍛錬の成果を堂々と

発揮し、天理の名を高揚させて頂きたいと存じます。

　私どもよふぼくは、世界中の人間を一人余さずたす

けたいとお急き込みくださる親神様のお心に添わせて

頂き、教祖の道具衆として神一条、たすけ一条の道を

ハワイのこの地でしっかりと歩ませて頂きます。殊

に、来年迎える伝道庁創立六十周年、さらには二年

半後の教祖百三十年祭へと向かうこの旬に、銘々が仕

切って成人への努力を日々積み重ねさせていただきま

す。何卒親神様には私共のこの真心をお受け取り下さ

り、世界中の人々が互いにたすけ合い睦み合う陽気ぐ

らしの世の状へと一日も早く立て替わりますようお導

きのほどを、一同と共に慎んでお願い申し上げます。

7月月次祭祭文7月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン　久尾マーク	 　　	
賛　者	 高田エリック　美馬ブレイン
指図方	 本田グレン
献饌長	 井上タイロン
	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｇ．明本	 Ｓ．社本
(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．稲福	 Ｇ．井元
	 Ｔ．西村	 Ｔ．井上	 Ｂ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．齋藤	 Ｓ．柿谷
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｙ．一瀬
	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｙ．川崎
笛	 Ｔ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本
チャンポン	Ｇ．本田	 Ｓ．中尾	 Ｂ．美馬
拍子木	 Ｍ．社本	 Ｂ．美馬	 Ｍ．中尾
太鼓	 Ｃ．三國	 Ｗ．城	 Ｅ．高田
すりがね	 Ｙ．中尾	 Ｇ．井上	 Ｄ．桧垣
小鼓	 Ｔ．一瀬	 Ｂ．岩田	 Ｇ．井上
琴	 Ｔ．松川	 Ｒ．井上	 Ｍ．井上
三味線	 Ｍ．岩田	 Ｍ．山下	 Ａ．綾川
胡弓	 Ｙ．西村	 Ｃ．浜田	 Ｒ．宮内
地方	 Ｍ．岩田	 Ｊ．蘇	 Ｓ．三濱
	 Ｍ．久尾	 Ｍ．中尾	 Ｋ．川崎

龍　笛	 西村忠正　	 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	

楽人

祭典役割
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7月月次祭祭典講話　　マリエ布教所長　社本正登司

　新しい庁長先生のもと、勇んで7月の月
次祭を勤めさせていただき、さぞ親神様・
教祖もお勇みくださっていることと喜ば
せていただきます。ご指名を頂きました
ので誠に至らぬ者ですが、しばらくつと
めさせていただきます。どうぞよろしく
お付き合いくださいますようお願い申し
上げます。尚、とりとめのない私の話を
翻訳してくださった桧垣ダニエルさんに
心よりお礼申し上げます。
　1959年2月1日、夜11時少しみぞれの
混じった小雨がぱらつく神戸第四頭をア
メリカプレジデント社のウィルソン号が
ゆっくりと岸を離れはじめました。大型
バス一台に乗って見送りに来てくださっ
た大勢の皆さんに向かって、テープを一
生懸命に投げたのがつい昨日のことのよ
うにはっきりと思い出されます。ハワイ
に着いたのが2月11日。この日に生まれ
たのだと思うことにしましたので、今54
歳半です。24歳でしたので、今年誕生日
が来ましたら、79歳になります。紅顔の
美少年だったのに、今は見る影もなくて
残念です。一日か二日前のことをすっか
り忘れてしまうのに、若い昔のことがは
っきり思い出されます。
　教祖70年祭の頃、二代真柱様が幾度と

なく申されました。「お言葉に75年経
てば日本国中道あら／＼、それから先は
世界すみからすみまで天理王命の神名を
流すと仰せられてある。若者よ海外布教
だ。」そのお言葉を自分のことのように
受け止め、全く通じない英語力の身もか
えりみず、おまけに部内9箇所を持つ教
会の長男の身で、ハワイの土になると決
めて来てしまいました。
　理由は山のようにありますが、今とて
も説明する時間がありませんので省略し
ますが、大きい理由の一つが、私を呼ん
でくださったノースパシフィック初代会
長殿の「ハワイ伝道庁ができたが、日本
の教会に比べ年も浅いし、文化伝道がな
ってない。君がハワイへ行って手伝って
やってくれんかな」という言葉でした。
そのため、まず最初にサンデースクール
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の手伝いをしました。ゲームを教え、道
の子の歌の本を頑張ってプリントしまし
た。その頃若かった井上マイラさんもと
てもよく手伝ってくださいました。しか
し、言葉が通じにくいので考えた末に、
ノースホノルル教会の子供たちに雅楽を
教えました。一夏の休みで、笙、篳篥、
龍笛、太鼓、鉦鼓と5名の子供楽人がで
き、みんながとても勇みました。それが
だんだんエスカレートしてハワイ大学の
正課に取り入れられ、昨年夏50周年記
念公演をつとめることが出来ました。そ
れまでには、スミスソニアンから招待を
受けたり、ドイツのケルン大学音楽楽部
にヨーロッパ人初の雅楽団体を創立させ
たり、数え切れない程の思い出がありま
す。50年も続けられた理由はいろいろ
あります。その中の一つ、二つを申しま
す。
　井上護國初代庁長に「フルオーケスト
ラをそろえることは難しいので、とても
大学の雅楽を教えられません」と私が申
し上げると「社本君、御用だぞ。御用と
いうのは教祖がやれとおっしゃっている
のや。出来る出来んやない。やらんなら
んのや」とのお言葉を頂きました。それ
で「笑われまい、そしられまいという心
を捨てて、低い心で出来ることからやら
せてもらいます」と心に決めました。
　次にバーバラ・スミス教授から「専属
の教師（大学の職員）にならないか」と

の誘いに、庁長先生は、「社本君、君は
ハワイへ布教に来たんだ。そんなことは
引き受けることはならん」とのお言葉。
ハイ、と答え帰りがけの私の後ろ姿に、
「ひのきしんやな。ひのきしんでやるの
なら立派なことだぞ」と声をかけてくだ
さいました。それで今もって大学から見
ればよそ者の講師で、ガソリン代ほどの
礼金で頑張っています。
　日頃は、「こんにちは。日本語わかり
ますか」と尋ね、「いいえ」だと英語の
パンフレットを手渡して次の家へと歩き
回っています。いろんな思い出がありま
すが、それも時間の都合でとても話しき
れません。辛かったこと、楽しかったこ
と、悲しかったことなど今となってはみ
んな楽しい思い出です。
　教祖130年祭、諭達にお示しいただい
たように、たすけていただける旬であり
ます。今に素晴らしいおたすけの実がど
んどんあがるのだと心勇んで、みっとも
なくてもいい、笑われてもいいと明るい
心で、おじいちゃん頑張れよと自らを励
まして、頑張っている昨今であります。
　どんなに力弱い道でも、どんなに見苦
しい道でも続いていれば必ずいつの日
か、頼もしい道へと導いてくださる教祖
を信じて頑張らせていただきましょう。
　ご静聴ありがとうございました。
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アイランドニュースアイランドニュース
第42回ハワイ修養会

　ハワイ伝道庁は、6月18日から7月12日にかけて、42回目となるハワイ修養会を開催し、藤原
ノーランさん（マウイ教会）と藤原トリーシャさん（マウイ教会）が修養会を修了した。以下
に、7月11日に行われた感話から、トリーシャさんの感話内容を掲載する。

　皆さん、こんにちは。今回の修養会を受講
させていただきました、藤原トリーシャで
す。最初に修養会で教理を教えてくださり、
経験談を話してくださった全ての先生方にお
礼申し上げます。深い知識と勇気を持った先
生方から多くのことを学び、とても光栄に感
じています。
　ここ数年間で私の人生には何度も変化があ
りました。でもいつも「お道」が側にありま
した。
　今まで自分の宗教を人に話すことを恥ずか
しく感じていました。決して教えに対して恥
ずかしく感じていたのではなく、友達の誰も
が聞いたことのない宗教だったからです。仏
教徒やクリスチャンの友人であっても、天
理教以外の宗教なら知っているということ

が、私にとって慣れない状況でした。天理教
について説明しなければならないのが嫌でし
たが、それは自分で教えをしっかりと理解で
きていないからでした。ただ親に言われるま
ま教会に通っていたのです。黒の着物を着て
おつとめを勤めている人たちがいることぐら
いしか知りませんでした。でも、親里セミナ
ーや修養会を受講して、だんだんと教えを理
解できるようになりました。今は自分の宗教
に対して何も後ろめたさを感じていません。
　今まで生きてきて、私にはいつも悪い事が
起きるなと感じて、何で私なの？と思うこと
が多々ありました。人生はとても不公平だと
感じていました。でも、全ての困難が実はご
守護だったのだと学びました。ですから、辛
いことがあったときにただ腹を立て、神様に
理由を問いかける代わりに、腹を立てた自分
の心を変える努力をし、辛いことに対して積
極的な見方をしていくよう心を定めていくこ
とが大切だと学びました。それは「たんの
う」と言えるのかと思いますが、腹立ちのほ
こりを積むのではなく、喜びをもって受けい
れていくことでいんねんを切らせていただけ
るのです。でも腹を立てないようにするのは
難しいですが、いつもポジティブにいられる
よう努力したいです。
　私は現在、オレゴン州にあるウィラメット
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大学に通っており、ちょうど一年目を終えた
ところです。この一年間は順調でしたが、大
変な事もありました。
　入学して三ヶ月目に交通事故に遭いまし
た。住んでいる寮から歩道に出ようとしたと
きに、自転車が正面から突っ込んできたので
す。側には友人が数名いました。自転車に乗
った女性が何とか止まろうと必死になってい
たのは覚えていますが、私が避けようとする
前にすでにその女性はすごいスピードで迫っ
ていました。その時私ができたことは、ぶつ
かってくる衝撃に構えることだけでした。自
転車のハンドルを押さえて何とか止めようと
しました。その後はものすごい痛みで歩くこ
とさえできませんでした。友人は動揺してい
たようで、学校の診療所が閉まっていたの
で、救急車を呼ぶべきかどうか相談していま
した。救急車を呼んでもらうべきでしたが、
同時にそうしてほしくない気持ちもありまし
た。学校や両親が関わるような状況になるの
が嫌で、特に両親に心配をかけたくなかった
のです。なぜなら両親はすぐにオレゴンまで
様子を見に来られないので、知らせない方が
余計に心配をかけなくてすむと思ったからで
す。私はみんなに大丈夫だと伝え、寮の部屋
まで連れて行ってもらいました。傷跡を見る
とタトゥが彫られたようにタイヤの跡が付い
ていました。
　自転車に乗っていた方は、何度も謝罪して
こられました。彼女はルームメイトからそ
の自転車を借りたけど、自転車が古くてほと
んど使われていなかったのでブレーキの調子
が悪かったことを説明されていなかった、と
話してくれました。私はあなたを責めていな
い、ただ事故が起きてしまっただけだと話す
と、彼女はそんな私の対応に感謝していまし

た。友人は、もし自分だったら怒って訴える
かもしれないし、とにかく彼女の謝罪を受け
入れられないと話しました。私がなぜそのよ
うに受け入れられたのかと考えてみると、そ
れは信仰によるものだったのだと思います。
私は友人に、「怒りは何も解決しないし、起
きたことはもう過去のことで、誰も変えるこ
とはできない。私はまだ生きているし、動く
ことができる。だから腹を立てるようなこと
は何もないよ」と話しました。
　みんなが帰ったあと、一つのことが思い浮
かびました。それはおつとめでした。ですか
ら私自身気づかぬうちに「たんのう」すると
いうことを実践していたのかなと思います。
私はその時、事故を起こした彼女が、無事で
あるように、トラウマを持つことがないよう
にと祈りました。彼女も事故に関わる一人で
ありながら、誰も彼女のことを気に留めてい
なかったからです。
　いつもマウイ教会で勤めていたおつとめを
大学に通い始めて以来はじめて勤めたこと
に、変な感じがしました。大学に一番近い教
会でもかなり距離があることを理由に、おつ
とめを勤めることを怠っていました。そんな
私に母がお道のお話を英訳して送ってくれま
した。毎月第一日曜日、マウイ教会の月次祭
に参拝する代わりに、そのお話を読みまし
た。それが私にとってお道につながっていら
れる唯一の方法であったので、忘れられない
時間となりました。教会に何も出来ていない
自分が申し訳なく感じましたが、自分を導い
てくれる教えがまだ心の中にあることに嬉し
く感じました。
　他に私の人生で大きな事と言えば、地域ボ
ランティア活動で、お道ではひのきしん活動
と言えますが、未信者の方からは私がただボ
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ランティア活動を楽しんでいると見られてい
ますが、いつも活動に参加するときは、自分
の身体を人だすけのために使わせていただけ
ることに感謝し、ひのきしんの精神で参加し
ています。みんなから何でそんなに一生懸命
ボランティアをするのかと尋ねられると、私
は人だすけをしているんだと自ら実感できる
ことが大好きだからと答えます。私が天理教
の教えを大好きなのは、人だすけがいかに大
切かということを示してくれるからです。ボ
ランティア活動の良いところは、参加した人
の一日を明るくし、彼らの笑顔を見ることが
できる点だと思います。
　仲間の多くは私が友達付き合いを諦めて、
土曜の朝早くに起きて夕方まで慈善活動をし
ていると思う人もいるでしょう。でも私は自
分の時間を犠牲にしているのではなく、むし
ろ人だすけをすることで最善の方法で時間を
過ごしているのです。もっと多くの人が人だ
すけを日常のこととして捉え、考えずに実行
できるようになったら素晴らしいなと思い
ます。
　人だすけの日常化ということを考えたと
き、修養会を受講する二日前に起きたことが
思い出されました。そのとき友人とモール
で話していましたが、中年の男性が他
のグループの人たちに近寄っていくの
に気づきました。でも彼が話を終える
前に、周りにいた人たちは男性から遠
ざかっていきました。彼は結局私たち
がいるテーブルまで来て、目が不自由
なので助けてほしいと訊ねてこられま
した。そして、もしできればの彼の家
族に電話して、連れて帰るように頼ん
でほしいと訊ねてこられました。しか
し、友人はみんな携帯電話を見せない

ようにして、返事をするのをためらっていた
ので、私はすぐにオッケーだと伝えました。
その男性は、友人の反応を見ていませんでし
たが、私は申し訳なく感じていました。
　その方はとても感謝してくれて、いつもは
誰かがたすけてくれるまで20人ほどに声をか
け、聞いてくれるまで20分はかかると話して
いました。その方が去った後、みんなは私が
その男性を手助けしたことに感謝しているけ
ど、もし私がいなかったら誰もたすけの手を
差し伸べなかっただろうし、目が不自由と言
っても知らない人をたすけるのはあまり安全
ではない、と話しました。その言葉に対して
私は、もし自分たちがその男性と同じ立場だ
ったらどうするのか、誰かにたすけを求める
のではないかと伝えました。
　大抵の人は、私がいつも幸せそうにしてい
て、会うと元気に言葉をかけてくれるので、
気持ちをリフレッシュできると言ってくださ
います。私の人生のモットーは、いつも笑顔
でポジティブ志向です。そのことを意識する
ことで、お道の教えを日常生活でより実践し
やすくなります。お道の教えのおかげで今の
私があり、この教えが私自身の基盤となって
います。ありがとうございました。
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第58回天理教ピクニック
　7月4日（木）、天理教ピクニックがカピ
オラニ公園で開催され、250名のハワイ管
内教友やその家族が参加した。天理教ピク
ニックでは、青年会、女子青年のメンバー
が中心となり様々なゲームを企画し、当日
の運営をしている。

　7月26日から28日まで、フロ
リダ州フォートローダーデール
で開催された2013全米柔道オ
ープンに、ハワイ天理柔道か
ら20名の選手が出場し、金メ
ダル5個、銀メダル6個、銅メ
ダル3個の計14個のメダルを獲
得した。同クラブの選手たち
は大会に先立ち、7月18日に伝
道庁でつとめられたお願いづと
めに参拝した。

ハワイ天理柔道ニュース

伝道庁8月月次祭　	 8月18日（日）午前9時

講話者：岩田メルビン　通訳者：岩田もと子
※8月の教会長・布教所長会議は中止です。
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■月例会議

	 8月14日（水）	 19：30-
　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
会に向けて、伝道庁月次祭祭典後のミニバザー
を引き続き行います。皆さんのご協力をお願い

■委員長メッセージ 　　
先月の会議で、今後の青年会活動について多く
の提案がありました。メンバーの熱は、それぞ
れが味わったおぢばでの経験に基づいているの
だと思います。その経験がハワイにいる私たち
を勇ませているもとなのです。今後の青年会の

します。また女子青年は、天理教バザーで焼き
菓子ブースを担当していますが、焼き方を担当
して頂ける方を募集しています。興味のある方
は、美馬ティファニーまでご連絡ください。
電話：455-9106	

■こどもおぢばがえり

今年は43名（少ひ6名、鼓笛隊18名含む）
が帰参しました。有り難うございました。

■天理教バザー

いよいよ今月25日に天理教バザーが開催
されます。多くの方のひのきしん参加を
お待ちしています。

動きに期待するとともに、そこに関わることが
できて嬉しく思います。次はバザーがやってき
ます。準備ひのきしんや、当日の駐車場整理、
シャトルサービスなど多くのひのきしんに皆さ
んのご協力をお願いします。

今月末にはバザーが開催されます。自分の持ち
物を整理して、バザーにドネーションするチ
ャンスです。一つの物を手放すかどうか迷うと
き、私たちは未来への不安と過去への執着を断
ち切る決断を行っている気がします。思い切っ
て不必要な物は手放してみましょう。心もきっ
と軽くなることでしょう。

■ヌアヌハレ慰問		
　8月9日（土）	 	 9：30-10：30　

■婦人会例会

　8月12日（月）	於：天理文化センター
　ミーティング	 	 9：00
※会議の後、バザーひのきしんを行います。

■女鳴物練習

　8月はお休みです。

■バザーひのきしん

　於：天理文化センター	 9：00-
　・蒟蒻、漬物作り	 8月13日（火）
　・漬物パッキング	 8月14日（水）
　・おでん仕込み	 8月22日～24日
　・天ぷら仕込み	 8月23日、24日

■ウエストハウスでのバザーひのきしんに参加
　頂いた皆様ありがとうございました。

■8月の月次祭直会当番は、周東グループ
　です。よろしくお願い致します。

婦人会だより
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７月行事報告 ８月行事予定

		 3日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 6日（火）・山中修吾庁長帰任
		 	 	 	 ・コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・文化センター月次祭
		 7日（水）・まこと/オリジンズ編集会議
		 	 	 	 ・婦人会総会会議
		 8日（木）・バザーブースヘッド会議
	10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	12日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・天理文化センター委員会
	13日（火）・主事会準備会
		 	 	 	 ・育成委員会	 	
	14日（水）・青年会会議
	15日（木）・少年会会議
	17日（土）・主事会
	18日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
	19日（月）・月例にをいがけ
	20日（火）・祭儀委員会
	24日（土）・バザーお願いづとめ
	25日（日）・第43回天理教バザー
	26日（月）・遥拝式

		 2日（火）・山中修吾庁長家族帰任
		 	 	 	 ・コミュニティーひのきしん
		 4日（木）・第58回天理教ピクニック
		 6日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 9日（火）・天理文化センター月次祭	
		 	 	 	 ・育成委員会
	12日（金）・修養会閉講式
	13日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	15日（月）・婦人会委員会
	16日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・主事会準備会	 	
	18日（木）・天理柔道お願いづとめ
	20日（土）・主事会
	21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
	22日（月）・山中修吾庁長帰本（～8/6）
	24日（水）・ハワイ団こどもおぢばがえり
		 	 	 	 	（～7/30）
		 	 	 	 ・青年会会議
	26日（火）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

日時：2013年9月14日（土）午前9時半執行
場所：ハワイ伝道庁

・おつとめ（婦人会・青年会・女子青年合同）
・式典（各会）

第54回ハワイ婦人会総会
第56回ハワイ青年会総会


