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ハワイ伝道庁60年小史

　今から59年前、戦後すでに９年が経過していたが、衣食住の不足で多くの国民はその日暮ら

しの生活に難渋していた。常に世界たすけを目指しておられた二代真柱様は、ハワイ伝道庁設

立を決断され、海外伝道部次席第一課長の井上護國を庁長に任命し、一日も早くハワイ伝道庁

の設立を命じられた。1954年１月26日に設立任命の理のお許しを頂いた井上庁長は、29日にお

目標様を捧持して丹波市駅（現天理駅）を出発された。お許し願書では、５月15日鎮座祭、16

日開設奉告祭を執行すると定められたが、お目標様をお鎮めする場所の目途も立たないままお

ぢばを離れることとなった。庁長の表情は、どうでもやり遂げねばならぬという不退転の決意

を秘めた厳しい表情であった。

　１月31日深夜、慶応大学で勉学中の前真柱様の見送りを受け、パンアメリカン機で羽田を出

発された。初代庁長の胸にはどうでも二代真柱様の思召を遂行させていただかねばならぬとの

思いがあるばかりである。ハワイ伝道庁開設の時旬が迫ってきていたのである。

土地建物は不定のまま伝道庁設立

教会本部の勤務者、海外伝道部関係者の見送りを受けて丹波市駅を出発する井上庁長。左から、中山正
信伝道課長、後ろに井上綾子庁長夫人、井上庁長、松井忠義海外伝道部長
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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いただいております。そ
の中に本日は当伝道庁の８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
づとめ・てをどりを陽気に勇んでつとめさせていただ
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。
　この夏もおぢばは、大勢の若者たち子供たちで賑わ
いましたが、ハワイ管内からも、おやさとセミナー受
講生、こどもおぢばがえり団体、アロハバンド、少年
ひのきしん隊と、ハワイの道の将来を担う者達が、厳
しい暑さの中、一同結構にお連れ通りいただきまし
た。ぢばの理を肌で感じ、ご存命の教祖の親心に直
に触れ、御教えを学び、尊き汗を流して伏せ込みに
励み、感謝と喜びの心を深めてハワイに戻らせてい
ただきました。誠にありがとうございます。また、先
月末にフロリダにて行われた全米ジュニア柔道大会で
は、天理柔道クラブの子供たちが、天理道場での日頃
の鍛錬の成果を堂々と発揮し、天理の名を高揚させて
いただきました。
　今月25日には、恒例の天理教バザーを開催させてい
ただきます。管内の教友、関係者が一手一つに力を合
わせて、この一大行事を成功させ、バザーを通して地
域の方々へのにをいがけも進めさせていただきたいと
存じます。さらにはまた、来月末に実施予定の全教一
斉にをいがけデーに向けて、日々にをいがけ・おたす
けの意識を持って、周囲に心を配り、一人でも多くの
方々に御教えを伝えさせていただきたいと存じます。
　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
いただき、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いただきま
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、ハワイの道が伸展し、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。

8月月次祭祭文8月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳	 	 宮内泰次	 　　	
賛　者	 三國ウェスリー	 蘇ジミー　
指図方	 中尾善宣	
献饌長	 中尾スティーブン
講話者	 岩田メルビン	 	 	
	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｗ．三國
(男性)	 Ｍ．社本	 Ｇ．明本	 Ｄ．明本
	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｍ．中尾
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｌ．金城
	 Ｔ．松川	 Ｔ．中尾	 Ｌ．長田
笛	 Ｔ．美馬	 Ｔ．岩田	 Ｄ．桧垣
チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｓ．椎葉
拍子木	 Ｒ．山	 Ｓ．柿谷	 Ｋ．川崎
太鼓	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｂ．美馬
すりがね	 Ｃ．齋藤	 Ｓ．中尾	 Ｓ．社本
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｍ．久尾	 Ｂ．岩田
琴	 Ｃ．美馬	 Ｋ．齋藤	 Ｓ．柿谷
三味線	 Ｃ．明本	 Ｌ．川崎	 Ｌ．井上
胡弓	 Ｍ．三國	 Ｌ．蘇	 Ｒ．井上
地方	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｙ．宮内
	 Ｔ．井上	 Ｗ．城	 Ｊ．蘇

龍　笛	 西村忠正	 社本ミカ　
	 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	

楽人

祭典役割
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8月月次祭祭典講話　 ホノルル港教会長  岩田メルビン

　本日は、ハワイ伝道庁8月の月次祭を、皆
さんと共に、陽気に勇んで勤めさせていた
だきました。誠にありがとうございます。
今日は、思うところを少し述べさせていた
だき、来るべきハワイ伝道庁創立60周年と
教祖130年祭を迎えるにあたって何かお役
に立てればと思っています。	
　さて、去年の暮れのことですが、ある新
聞記事が目に留まりました。見出しは「元
教育者でボランティア活動家のノーマン・
ミネヒラ氏、	奉仕と謙虚さで人生を築く」
というものでした。記事の概要は「近所の
英雄たち」のタイトルで、報酬を望まず、
いたって静かな方法で地域社会に奉仕する
人たちの功労を称えるもので、年末の時
期、読者に感銘を与えていました。	
　どうしてこの記事が私の目に留まったの
かというと、ミネヒラ氏は、ワヒアワ地区
に所在するレイレフア高校の校長として数
十年間勤めており、私はワヒアワ教会の会
長を20年間勤め、子供たちがレイレフア高

校に通っていたことから、ミネヒラ氏と会
う機会が多くあったからです。	
　記事の執筆者としてミネヒラ氏を推薦し
た方は、元レイレフア高校の生徒で、現在
はハレイワ小学校の校長ですが、彼女は記
事の中でこう述べています。「ミネヒラ氏
は、表彰されたり世間に認められたりする
ことをむしろ嫌い、彼を知る人なら誰もが
そのことをよく知っている。とても謙虚な
人物で、いつも自分の能力や才能を人のた
めに惜しみなく使い、忍耐強く、皆の助け
となり、良き助言者でもあり、常に寄り来
る人たちの人生を豊かにしてきた。私たち
が、もし彼の行いの一つでいいから実際に
行ったとしたら、この世界はもっと違った
ものに、そしてより良いものになるだろ
う。」
　現在、ミネヒラ氏はボランティアで、ミ
ールズオンウィールズ（給食宅配サービ
ス）の人たちと一緒に、老人に食事を運ん
だり、ホスピス・ハワイで末期患者の看護
のボランティアもされています。彼は記事
の中で「教育者とは奉仕するためにいるの
であって、我々は生徒に奉仕し、あなた方
は人々を助ける。皆がより良くなるために
助けるのです。より多く与えれば、より多
く返ってくる。もし、私たちが誰かを助け
たとしたら、それが全て回って来るわけ
で、他の人に役立つということはとても強
力ですが、全くお金がかからないのです。
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働くために人生がある。私たちは、他の人
に役立つためにここにいるのです」と述べ
ています。	
　教祖は「働くというのは、はたはたの者
を楽にするから、はたらくと言うのや」と
お教えくださいました。さらに、「世界中
の人がたすけ合えば、末の案じも危なきも
ない」ともお教えくださいました。みかぐ
らうた四下り目七ッに、
	

なにかよろづのたすけあい 

むねのうちよりしあんせよ

	
また、おふでさきに、

このみちハどふゆう事にをもうかな 

よろづたがいにたすけばかりを 　　　十三-37

 

せかいぢうたがいにたすけするならば 

月日も心みなひきうける  　　　十三-38

とあります。
　同じ頃、別の新聞記事が目を引きまし
た。見出しに、「もし、世の中に失望した
ら、他の人をたすけることに集中してほし
い」とあり、テキサス大学の「MDアンダ
ーソン病院」と呼ばれるメディカルセンタ
ーについて書かれていました。最新の「ア
メリカニュースとワールドレポート」（U.S.	
News	 and	World	Report）の格付けによる
と、この病院の癌治療はアメリカでナンバ
ーワンと言われています。このメディカル
センターは、患者教育で高い評価を受けて
いますが、ここでは患者に「健康の促進や

健康問題を解決する最善の方法は、自分自
身を忘れて他人をたすけることに専念する
ことだ」と教えています。	
　その記事によると、「親切」と「思いや
り」が私たちの心と身体に与える影響につ
いて30年以上も研究されていて、その研
究の論評が昨年、臨床心理学ジャーナル
（the	Journal	of	Clinical	Psychology）に記
載されたと書かれていました。それによる
と、人間は親切なことをしようと考えるだ
けでも、自分の体にストレスを減らすホル
モンが放出され、免疫力が増し、脳の中の
感情の処理過程にプラスの効果をもたらす
というのです。人は誰もが、誰かをたすけ
れば、それがどんなに小さな事でも、その
人の脳に鎮痛作用のある物質、エンドルフ
ィンというものを自然に作り出し、それは
痛みを軽減してくれるばかりか、心に冷静
さをもたらし、ストレスも和らげる働きが
あるというのです。従って、人は、誰かを
たすければ、それが精神的・肉体的にも病
気予防になり、プラスの影響をもたらすと
いうのです。重要なことは、ストレス軽減
という見地からも、利己心を捨てて、人の
ために考えることなのです。	
　みかぐらうた二下り目七ッと八ッに、

なんじふをすくひあぐれバ 

やまひのねをきらふ 

とあります。
　今回の講話を作成中に、7月26日付け天
理教教会本部海外部発行の「今月の言葉」
が目に留まり、私が講話で伝えたい「無欲
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でいる」というメッセージにとても相応し
いと感じたので、その中から一部引用いた
します。	

「人をたすける」ことを、頭から否定す
る人もいます。「世知辛い世の中を生き
抜くには、そんなきれいごとだけではい
かないよ」「甘い、甘い。人のことを考
える暇があったら、まず自分のことを考
えるべき」という訳です。「しかしここ
に、我が身・我が家を省みず、徹頭徹尾
人をたすけることを貫き、自らの歩みで
それを実証した方がおられます。教祖で
す。降りかかる苦難をものともせず、颯
爽とお通り下さった教祖。「人一人なり
と救けねば、その日は越せぬ」、そう仰
せられ、人をたすけることを、何よりの
楽しみとされた教祖。その崇高な道すが
らを知れば、どんな利己主義も陰が薄く
なるでしょう。私達の傍らに、さわやか
な笑みを湛えた教祖が、この世に生きる
希望を、高々と掲げておられます！

　教祖はご自身にふりかかる苦難にもかか
わらず、ご自身のことは一切省みず、人た
すけにのみ専念されました。これが、私た
ちに残してくださった教祖のひながたでし
た。自分のことを忘れて人だすけに専心し
たならば、喜びが湧いてくることをお教え
くださっています。親神様が人間創造の時
に願われた陽気ぐらしが得られるのです。
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。

　また、おふでさき12号91から94に、	

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 

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 

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 

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 

とあります。
　数ヶ月前、大学の卒業式に出席しまし
た。そこでの学長スピーチが、再び私の心
に留まりました。彼は、「君たちの将来の
活躍を支える精神を豊かにするには、周囲
の人に心を配る気持ちが必要です。皆さん
は、他人をたすけることが、人生を豊かに
することに貢献するのだと理解するはずで
す」と話しました。
　ここで、また、諭達第三号の一部を拝読
します。

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
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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。
	
　最後に教祖伝逸話篇167「人救けたら」
を拝読させていただきます。	

加見兵四郎は、明治十八年九月一日、当
時十三才の長女きみが、突然、両眼がほ
とんど見えなくなり、同年十月七日か
ら、兵四郎もまた目のお手入れを頂き、
目が見えぬようになったので、十一月一
日、妻つねに申し付けて、おぢばへ代参
させた。教祖は、	
「この目はなあ、難しい目ではあらせ
ん。神様は一寸指で押さえているのや
で。そのなあ、押さえているというの
は、ためしと手引きにかかりているのや
程に。」
と仰せになり、つづいて、	
「人言伝ては、人言伝て。人頼みは、人
頼み。人の口一人くぐれば一人、二人く
ぐれば二人。人の口くぐるだけ、話が狂
う。狂うた話した分にゃ、世界で誤ちが
出来るで。誤ち出来た分にゃ、どうもな
らん。よって、本人が出て来るがよい。
その上、しっかり諭してやるで。」	
と、お諭し下された。つねが家にもどっ
て、この話を伝えると、兵四郎は、「成
る程。その通りや。」と、心から感激し

て、三日朝、笠間から四里の道を、片手
には杖、片手は妻に引いてもらって、お
屋敷へ帰ってきた。教祖は、先ず、	
「さあ／＼」
と、仰せあり、それから約二時間にわた
って、元初まりのお話をお聞かせ下さ
れた。その時の教祖のお声の大きさは、
あたりの建具がピリピリと震動した程で
あった。そのお言葉がすむや否や、ハッ
と思うと、目はいつとなく、何んとなし
に鮮やかとなり、帰宅してみると、長女
きみの目も鮮やかに御守護頂いていた。	
しかし、その後、兵四郎の目は、毎朝八
時頃までというものは、ボーッとして
遠目は少しもきかず、どう思案しても御
利やくない故に、翌明治十九年正月に、
又、おぢばへ帰って、お伺い願うと、	
「それはなあ、手引きがすんで、ためし
がすまんのやで。ためしというは、人
救けたら我が身救かる、という。我が身
思うてはならん。どうでも、人を救けた
い、救かってもらいたい、という一心に
取り直すなら、身上は鮮やかやで。」と
のお諭しを頂いた。よって、その後、熱
心におたすけに奔走するうちに、自分の
身上も、すっきりお救け頂いた。

　伝道庁創立60周年と教祖130年祭に向か
い、日々に自己中心の考えを捨て、人をた
すける心をもつよう心がけましょう。
　来週行われる第43回天理教バザーの安
全と成功を祈りまして、本日の講話を終わ
ります。ご清聴ありがとうございました。	

（原文英語　日訳：岩田もと子）
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　おやさとセミナーは私の人生を大きく変えてくれ
ました。おぢばで過ごした17日間は、生涯忘れる
ことのできない経験となりました。「一手一つ」
の教えが、期間を通して強調されていました。カ
ナダ、イングランド、ロサンゼルス、シアトル、
そしてハワイから集った英語コース前期のメンバ
ーはすぐに打ち解け、一つのチームとしてお互い
に切磋琢磨しながら学ぶことができました。おて
ふりの修練では、お互いの手振りを指摘し合いな
がら覚えたり、神名流しでは拍子木を交代しなが
らお互いに助け合って実習をこなしました。英語

中村ケーシー（前期受講生）※写真後列右から二番目

コース後期のメンバーや、ブラジル・ポルトガル
語、中国語コースのメンバーとも仲良くなりまし
た。本部神殿で夕づとめをつとめるときは、何か
教祖が近くにいるような気がしました。真柱様・
奥様の前でスピーチをしたこと、前期コースお気
に入りの炊本カレーなど、大きな事から小さな事
まで全て私の心に残っています。
　コーディネーターやカウンセラー、そして全て
のスタッフに心から感謝しています。中期・後期
コースを楽しみにしています。ありがとうござい
ました。

　おやさとセミナーのことを最初に聞いたとき、
このセミナーが私にどんな結果をもたらしてくれ
るのかと考えました。一月の間日本にいることに

中川ローレン（前期受講生）※写真後列右から三番目

恐い気持ちもありましたが、同時にワクワクしま
した。「これはすごいことに違いない。家族がい
ないことに加え、世界中の人と友だちになれる」

アイランドニュースアイランドニュース
おやさと練成会英語コース

　7月8日から25日にかけておぢばで実施された「おやさと練成会英語コース」に、ハワイから8人（前
期6人、後期2人）が受講し、修養と伏せ込みの生活を送った。前期二名と後期一名の所感を掲載する。
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前期受講生
川崎カイコ	 （周東・アロハ）
中川ローレン	 （本島・ラナイ）
中村ケーシー	 （本島・ラナイ）
ヒガ・マリカ	 （天元・パール）
三浦アシュリー	 （本島・ホノルル）
宮内エリック	 （淺草・浅草ハワイ）

後期受講生
五十嵐ユウ	 （防府・ホノルル港）
ロダン・ショーン（東愛・愛盛）	

ハワイ出身スタッフ・受講生

前期カウンセラー
久尾シンシア（本島・マウイ）

前期コーディネーター
宮内ジェイソン（淺草・浅草ハワイ）

後期カウンセラー
井上マイケル（東中央・ハワイセントラル）	

　大学生活が始まるのをわくわくしながら待って
います。世界中から集まった、それぞれ異なる視
点を持つ学生との出会いがあるからです。人は、
個人の信じることにおいては、すべてを経験しよ
うとします。その中には、宗教家、無神論者、中
立的な立場の人などさまざまでしょう。大学で
は、おそらく私が唯一の天理教信仰者であると思
いますが、おやさとセミナーで学んだことは、教
えを伝えるのに恥ずかしがっている理由はないと
いうことです。名古屋での布教実習のように、ほ

とんど分からない言語で、知らない人に話しかけ
ることができたら、大学でクラスメートにお道の
話をすることはまだ簡単なことでしょう。境内ひ
のきしんのこと、さづけの理を戴くことの意味、
ぢばの大切さなど、おやさとセミナーで経験し学
んだことをはやくクラスメートに伝えたいなと思
っています。そして、みんなが信じていること、
それをなぜ信じているのかということも聞いてみ
たいと思います。

ロダン・ショーン（後期受講生）

と思い、とても興奮していました。でも、おばの
ダフニーはこのプログラムについて「楽しいけど、
大変よ」と話し、十三峠越えについて説明してくれ
ました。その話を聞いたとき私は、「何の話をし
てるの？この世界一怠慢な人間にそんなことがで
きるかしら」と思っていました。それでも、やっ
てみようと思い、おぢばに着いたらネガティブな
気持ちは捨てて、日本での滞在をみんなと一緒に
楽しいものにしようと自分に言い聞かせました。
　セミナー期間中は、おぢばの環境のおかげで、
普段より良い態度で過ごすことができたと思いま
す。たとえば、不満を言ったり、けんか腰になら
ずに喜んでプログラムに参加しました。新たな人
との出会いに積極的になり、生涯残るような思い
出をつくりました。メンバーみんなが同じ気持ち
でいたので、どんな難しいことでも乗り越えてい
けたのだと思います。特に十三峠越えは、今まで
歩いたなかでも一番過酷でした。本当にきつかっ
たけど、お互いに助け合いながら歩きました。誰
も遅れることなく、みんな揃って歩くことができ

ました。フィニッシュラインを踏んだときは、ま
さに「やった！」という気持ちでした。また、石
川での布教実習は大変でした。三日間昼ご飯抜き
で、湿気の多い中でしたが、誰一人諦めることな
く戸別訪問に歩きました。メンバーお互いが助け
合うことで、大きな問題もなく布教実習を終える
ことができました。
	今年の夏はセミナーのおかげで、人生の中でも最
高の夏となりました。こんなにもすぐに、多くの
人と仲良くなれるとは思いもしませんでした。前
期コースのメンバーは、初日からすでにベストフ
レンドのようで、お互いの悩みを相談したり、経
験を語り合うなかで、深い絆を築くことができま
した。セミナーに参加させてくれた両親に感謝し
ています。両親のおかげで新たな友人と出会い、
今ではみんなを家族のように感じています。おや
さとセミナーがどれだけ私の信仰心を変えてくれた
のかということを他の人に伝えたいと思います。そ
して、セミナーに参加してもきっと後悔しないと、
みんなに参加を勧めたいです。
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第43回天理教バザー
　	8月25日、天理文化センターで天理教バザーが開催された。今年で43回を数える天理教バザ
ーでは、30品以上の食品に加え、小物や古着、手作りの布団や枕なども並び、ハワイでは最大
級のバザーとして知られている。会場に設置された巨大なテント内では、バンドやウクレレ演
奏、餅つきも披露され、来場者はテント内のテーブルで食事をしながらパフォーマンスを鑑賞
できる。会場は終日多くの来場者でにぎわった。

伝道庁連絡
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　9月27日（金）午前10時より、伝道庁にて秋季霊祭が執り行われます。霊祭に引き続き以
下の方々の年祭も執り行われます。

10年祭           ジェームス・レイJr. 主 撫養 　 信者

10年祭  八木克広 主  東肥 　 那覇分教会信者

20年祭  李敬根 主  京城 　 道林布教所長

20年祭  柿谷龍生 主  高知 　 髙知誠教会初代会長

20年祭  吉田進 主  本部  ハワイ伝道庁三代庁長

50年祭  目黒三次 主  周東  マキキ教会二代会長

伝道庁連絡伝道庁連絡
秋季霊祭のお知らせ
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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　　　

　こんにちは、髙知誠教会の柿谷テイ
トです。私は、昼間はハナウマ湾でシ
ュノーケルのインストラクターとライ
フガードとして働き、夜は焼き肉屋で
勤めています。どちらも接客が主な仕
事内容です。

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？　

　スローガンの実践と言われたら、やはりどんなに難しいお客さんを相手にしても笑顔を絶や
さないことです。ハナウマ湾に来られる観光客は主に日本の方が多いですが、様々な人がおら
れます。ハワイにいることに感謝し喜んでいる人もいれば、毎年来ていて、自分たちの思い通
りにいかないと不満を言う人もいます。でもどんな人に出会っても、出来る限り質問やクレー
ムに対応し、みなさんのハワイでの経験を台無しにしないよう心がけています。勤務中におさ
づけを未だ取り次いだことがないのでありがたいです！
　お客さんからは、私が日本出身だと思われているようで、その前提でどこから来たのかと聞
かれます。ハワイ出身だと答えると、どうして両親はハワイへ渡ってきたのかと、さらに尋ね
られます。両親は天理教の布教師としてハワイに渡ってきて、私も天理教を信仰していると答
えると、みなさんとても興味を持ってくださり、そこから長い会話が始まります。
　夜は、焼き肉屋「平城苑」で働いています。忙しくなる時間帯なので、とても大変でスト
レスも溜まりますが、お客さんにはまた来て頂けるよう笑顔で接客しています。同僚にたい
してもできるだけサポートしながら、お店がうまく運営できるようつとめていきたいです。

伝道庁9月月次祭　	 9月15日（日）午前9時

講話者：美馬千枝
※9月の教会長・布教所長会議は、12時45分から行います。
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　教祖130年祭に向かう三年千日の歩みの中、教祖の道具衆である私たちは、教祖に喜んでい
ただきたいという一心で、にをいがけ・おたすけをはじめとする様々な活動に取り組んでいま
す。その道中に溢れ出る各自の信仰熱意や見せられる御守護の喜びなどを文字に起こし、御存
命の教祖に寄せる思いを世界中の教友と分かち合えるよう、下記の要領で皆様からエッセイを
募集いたします。教祖に真実の心をお届けできるよう、一人でも多くの方のご参加をお待ちし
ております。皆様の「勇み心」をお届けください。

募集内容	 テーマを「私と教祖」とするエッセイ。タイトルは自由。
	 	 Ａ４またはレターサイズの用紙で1～2枚程度。文字数は問いません。
	 	 自国の言語、または、日本語での執筆をお願いいたします。

例	 	 ・おたすけに歩く中での教祖への思い	 ・布教体験談
	 	 ・教祖への手紙		 	 	 ・教祖と共に歩む喜び
	 	 ・三年千日の一年目をふりかえって	 ・日々の感謝の思い	 など
※文中にイラストを挿入していただいても結構です。絵手紙や子供の絵なども受け付けます。

対象	 	 海外の教友。年齢は問いません。

締め切り	 立教176年（2013年）12月26日（木）

提出方法	 氏名、年齢、国名、直属を明記の上、下記の手順でご提出ください。

	 □パソコンで作成の場合	 データ(doc、pdf等)を専用アドレスに送信。
	 □手書きの場合		 	 スキャナーでデータ化し、専用アドレスに送信。
	 □データがない場合	 	 海外部に提出。

宛先	 	 アドレス	 130knk@gmail.com
	 	 住所	 	 Tenrikyo	Overseas	Department
	 	 	 	 271	Mishima,	Tenri,	Nara,	632-8501,	JAPAN

　提出されたエッセイは、立教177年(2014年)4月教祖誕生祭に向けて、海外部ホームページ
(http://kaigai.tenrikyo.or.jp/)に掲載します。※匿名での掲載を希望される場合は、提出時に
その旨をお伝えください。

教祖130年祭 エッセイ「私と教祖」募集要項
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■月例会議

	 9月11日（水）	 19：30-
　レインボーハレ

■上村青年会本部委員とにをいがけ活動

	 9月13日（金）	 9：00-

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

	 8月14日（土）	 9：30-
※総会後、18時よりTCCでビアガーデン
を行います。家族・友人を誘ってご参加く
ださい。

青年会だより

少年会だより

■委員長メッセージ 　　
もう夏が終わろうとしているなんて信じられま
せん。もちろんハワイは年中夏の気候ですが、
この季節になると、天理教ピクニックやおやさ
とセミナー、こどもおぢばがえりなどの教内行
事に加え、家族や友人とのバーベキューや独立
記念日の花火大会など様々なイベントがあり、
特別な気持ちと期待が湧いてきます。しかし夏
といえば、天理教バザーをおいて他にないので
はないでしょうか。天理教バザーに関わる全て
のひのきしんに皆様の誠真実をいただきありが
とうございました。レイバーデーは、家族や友
人とリラックスした時間をお過ごし下さい。そ
して、9月14日には三会合同総会が開催されま

■天理教バザー「ゲーム・玩具ブース」

少年会担当のゲーム・玩具ブースでお手伝
い頂いた皆様ありがとうございました。

9月29日に全教一斉にをいがけデーが開催
されます。午前9時からモイリイリ・スタ

皆様の喜びと感謝の心が種となり、親神様・教
祖のご守護を頂いて、今年もまた“天理教バザー”
という大きな花を咲かせることができました。
長い間のひのきしん本当にありがとうございま
した。今月14日は婦人会総会、29日は全教一
斉にをいがけデーがございます。よろしくお願
いいたします。

■婦人会例会＆総会おつとめ練習

　9月9日（月）	 	 9：00
※例会後に総会のおつとめ練習を行います。

■9月13日（金）午前9時より、総会の昼食準備
ひのきしんがあります。

■9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。

婦人会だより

10月のハロウィーンでユニセフ募金活動
を行います。世界で苦しんでいる子供た
ちを救うために募金を募ります。オレン
ジの募金箱が各教会、布教所を通じて配
布されます。または、伝道庁でも入手で
きます。ご協力お願いします。

■全教一斉にをいがけデー

■ハロウィーンユニセフ募金

す。伝道庁でつとめられる陽気づとめに、皆様
こぞって参拝いただき、夕方に天理文化センタ
ーで行われるイベントにも参加してください。
どうぞよろしくお願いします。

ジアムパークで、戸別訪問と清掃ひのきし
んに分かれて行います。
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８月行事報告 ９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
		 	 	 	 ・天理文化センター月次祭
		 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
	14日（水）・青年会会議
		 	 	 	 ・主事会準備会
	15日（木）・バザー委員会
	17日（土）・主事会
	18日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・布教委員会
	19日（月）・月例にをいがけ
	20日（火）・育成委員会
	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（月）・天理文化センター月次祭	
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 3日（火）・月例にをいがけ
		 4日（水）・コミュニティーひのきしん	
		 	 	 	 ・三会会議	
		 7日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・女子青年会議	 	
		 9日（月）・婦人会例会	
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	11日（水）・主事会準備会
		 	 	 	 ・青年会会議	 	
	12日（木）・上村求道青年会本部委員来布
		 	 	 	 ・少年会会議
	14日（土）・三会合同総会
		 	 	 	 ・主事会
	15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
	16日（月）・坂上典明部員家族帰本
	17日（火）・上村求道委員離布	 	
	26日（木）・遥拝式/おてふり鳴物練習
	27日（金）・秋季霊祭
	28日（土）・坂上典明部員家族帰任
	29日（日）・全教一斉にをいがけデー

女子青年だより
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
いします。



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29日（日）　午前9時～午前11時
場所：モイリイリ・オールド・スタジアムパーク

全教一斉にをいがけデー

当日は、戸別訪問と清掃ひのきしんのグループに分かれて行います。
清掃ひのきしんに参加される方は、One World One Family のひのきし
んＴシャツを着用してください。


