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ハワイ伝道庁60年小史

　1954年１月31日、井上庁長はホノルル空港に到着。教会長達の出迎えを受け、太平洋教会に

お目標様を仮安置した。翌日から、ハワイ政府に勤めていた三國ロバートを案内役として庁舎

探しを始めた。難航すると思われたが、２月６日にマカレー街近くのサウスキング・ストリー

トに旧モルモン教会の空き家が見つかり、資金の目途がつかないにもかかわらず、26日に買収

手続きを完了した。教会長の中から６名の主事、３名の地方委員が指名された。３月10日から

庁舎の整備・清掃ひのきしんが実施された。全教会長に庁舎の買収、改修について丹精してい

ただくことを相談した。最初に上野作次郎が神床上段の建築資材とパーラーの家具をもたせて

いただくと申し出た。三國又五郎は正面玄関の改築と事務室の新設、岩田昌幸は、神床上段の

造営、本田兼記は椅子の設備、山学は、キッチン・トイレの設備、川崎諒策は客室の設営と真

柱様の家具を請け負うと、それぞれ心を定めた。一斉に工事が開始され、４月17日夜、新築

の神床にお目標様を仮安置し、18日に教会長・信者が参集し庁長を芯に月次祭を執行した。

　「何も無い中から、どうでもやらせて頂かねばならん」との井上庁長の強固な意志、管内教

会長、信者達の一手一つの真実が結実し、ハワイ伝道庁が完成したのである。これは人間思案

で言えば奇跡としか言いようがないが、一同の真実をお受け取り下さった親神様が「先回りを

して待っている」と仰せになる不思議なご守護の顕現であった。神床上段の工事が完了した

が、いまだ細部の工事が残っていて、奉告祭までの一ヶ月間、懸命のひのきしんが続いた。

庁舎の買収と改修
伝道庁舎改修に尽力した６人の主事。前列左から三國、庁長、上野。後列左から、山、岩田、本田、川崎
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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、一同を代

表して、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

現れ下さり、よろづ委細の元の真実を教えて、

陽気ぐらしへと導く道をおつけ下さいました。

私共は、この真実の教えを知り、日々に親神様

の御守護を感じ、喜び勇んで暮らさせていただ

いております。と共に、教祖のひながたを少し

でも辿ろうと、成人の努力を積み重ねておりま

す。その中にも、本日は当伝道庁の９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寄り集った道の兄弟姉

妹が、真心を込めて、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８月25日に開催致しました第43回天理教

バザーは、晴天の御守護のもと、大勢の来場者

を迎え、無事に盛況のうちに終了させていただ

き、地域社会への大きなにをいがけとなりまし

た。また今月末の29日には、ハワイでの「全教

一斉にをいがけデー」を実施させていただく予

定です。管内のよふぼく信者一同が、勇ませ合

って、にをいがけとひのきしんに励ませていた

だきます。その日に向けて、日々にをいがけ・

おたすけの意識を強く持ち、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。

　また昨日は、ハワイ婦人会・青年会・女子青

年合同総会を、青年会本部上村求道委員のご臨

席の下、賑やかに開催させていただき、参加者

がそれぞれ会員としての自覚と情熱を高めさせ

ていただきました。

　私どもよふぼくは、一れつ人間の陽気ぐら

しをお望み下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60

９月月次祭祭文

９月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 	 中尾オーエン	 　　	
賛　者	 井元ジェリー	 	 桧垣ダニエル　
指図方	 西村忠正
講話者	 美馬千枝　（日）　
通訳者	 ロビンソン・ジョイ　（日－英）

	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｍ．久尾	 Ｋ．川崎
(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田
	 Ｃ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｊ．蘇
てをどり	 庁長夫人	 Ｓ．久尾	 Ｓ．中尾
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｎ．椎葉	 Ｍ．井上
	 Ｊ．山	 Ｋ．齋藤	 Ｍ．田ノ上
笛	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｄ．明本
チャンポン	Ｒ．山	 Ｄ．川崎	 Ｂ．美馬
拍子木	 Ｇ．本田	 Ｗ．城	 Ｂ．岩田
太鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣
すりがね	 Ｍ．社本	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元
小鼓	 Ｔ．西村	 Ｍ．稲福	 Ｍ．中尾
琴	 Ｔ．松川	 Ｋ．金川	 Ｙ．一瀬
三味線	 Ｍ．三國	 Ｍ．山下	 Ｙ．川崎
胡弓	 Ｙ．西村	 Ｃ．浜田	 Ａ．綾川
地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｅ．高田
	 Ｓ．椎葉	 Ｔ．井上	 Ｓ．社本

祭典役割

周年、さらには教祖130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。
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９月月次祭祭典講話　越乃國ハワイ教会長夫人  美馬千枝

　ただ今は、９月の月次祭を共々に陽気に勇
んで一手一つに勤めさせていただき、誠にあ
りがとうございます。親神様、教祖も私ども
の真実をお受け取り下さり、お喜びくだされ
ていることと存じます。ご指名を頂きました
ので、届きませんが神殿講話をつとめさせて
いただきます。しばらくの間、お付き合いく
ださいますようお願い申し上げます。
　今私たちは、教祖130年祭に向かう三年千
日の実動一年目を、諭達第三号に込められた
をやのお心に少しでも近づかせていただこう
と、日々努力を積み重ね歩ませていただいて
いるところであります。諭達の中で、真柱様
は、「よふぼくは、教えを学び身につけ、日
々実践して、土地所の成る程の人となろう。
天地抱き合わせの理を象る夫婦をはじめ、己
が家族の在り方を正し、たすけ合いを実行し
て、足元から陽気ぐらしの輪を広げよう。」
と、お示しくださいました。毎日、諭達第三
号を拝読させていただくたびに、私は、12
、13年前頃から知り合いになった、近所に住
んで居られたおじいさんとのことが思い出さ
れるのです。今日は、そのおじいさんを通し
て色々学ばせていただいたことや、自らの身
上の節を通して、改めてお道のすばらしさを
身に沁みて感じられるようになったことなど
をお話させていただきます。
　まずおじいさんのことから話をさせていた
だきます。初めの頃は、庭の垣根越しに挨拶
をしたり、少しお話しする程度でしたが、あ

る日、庭で育てられたパイナップルを一つ採
って持って来てくださり、「とても甘いパイ
ナップルだから試してみなさい」と言って帰
って行かれました。早速、お供えさせていた
だき、お下がりを皆で頂いたところ、本当に
甘い甘いパイナップルでした。翌日、「とて
も美味しかったです」とお礼を言うと、今度
は「自分が種から育てた」と言って、ネギを
持って来てくださいました。お供えさせてい
ただき、今度は頂いたネギを使って何か作っ
てお返ししようと思い、すき焼きを作り、夕
食に間に合うように持って行きました。「早
速、いただきます」と言って、喜んで受け取
ってくださいました。
　それからは、頻繁に、「種から育てたよ」
と言って、冬瓜、枝豆、春菊、からし菜、茄
子、水菜、パパイヤなど、何でも庭で出来た
もの、さらに花も種から育てたものや挿し木
で増やしたもの、時には、品評会にでも出品
出来るほどの立派な菊なども持って来てくだ
さいました。私のことをいつも、「おばさ
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ん、おばさん」と呼んで可愛がっていただく
ようになりました。おそらく、私が日本人だ
からそのように呼ぶようになったのだと思い
ます。そして、	初めは玄関だけで立ち話を
するだけだったのですが、そのうちに家の中
まで入れていただくようになり、時には長話
をするようになっていました。
　2004年１月、家族みんなが待ちに待った
長女の妊娠がわかり、教会中が大喜びをしま
した。ところがそれもつかの間、その年の３
月に私に身上のおしらせを頂いたのでした。
病名は、乳癌でした。その診察結果を聞いて
教会は、一時暗く沈んでしまいました。それ
からは毎日みんなでお願いづとめをし、家族
が添い願いをし、会長におさづけを取り次い
でいただいたのでした。さらに、長男がおぢ
ばの修養科に行く心定めをしてくれました。
厳しい身上の節を与えて頂く中、教会の者が
中心に心を合わせ、親神様、教祖にもたれて
一日一日を生かさせて頂いているご守護に感
謝をして過ごさせていただこうと心定めした
のでした。そして翌月の４月に２回の手術を
受け、続いて抗ガン剤の投与、さらに放射線
治療などあらゆる治療が一年近くにわたって
行われました。
　幸いにも、私は、以前に会長と一緒に同じ
身上の方のおたすけをさせていただいていた
ことがあり、この身上のことについては多少
なりとも知識がありました。「大難を小難
に」と、日々お連れ通りくださるその中で身
上の節を頂いたからこそ、「かしもの、かり
もの」の理がより深く心に治まるようにな
り、より多くの生きる喜びを見出すことが出
来るようになりました。また、私が医者から

病名を知らされた同じ日に三女は家に居り、
「看護婦のテストに合格」との知らせを受け
ました。偶然とはいえ、親神様、教祖の温か
いお導きを感じさせていただいたのでした。
　手術の時主治医に、三女が看護婦の資格を
持っていることを話すと、「面倒を見てくれ
る人があれば、術後は家で療養する方がい
い」と言って帰してくれました。お陰で一日
も入院せずに済み、本当に教祖が先回りし
てお導きくだされ、ご守護くだされたので
した。
　そんな自宅療養中、８月に長女に第一子が
誕生、９月には、真柱様ご夫妻が教会にお入
込みくださるという二重の喜びとなり、教会
も再び明るさを取り戻しました。ただ教会で
療養しているだけでは誠に申し訳ない、何か
させていただこうと思案し、しばらく途切れ
ていたおかず作りをまた始め、	最初にお話
をしたおじいさんの家に届けるようにしま
した。
　おじいさんは、いつも通り庭で育てた野菜
や果物を持って来てくださいます。最初の頃
は、重い物でも歩いて持って来てくださって
いたのですが、やがてはだんだんと歩行が難
しくなり、フェンスにつかまったり、おばあ
さんの肩を借りたりしてでも教会に持って来
てくださいました。だんだんと足が弱るその
様子を見て、私は心配になり、「何かあった
ら電話をかけてくださいね」と、教会の電話
番号を渡しておきました。やがて「取りに来
てほしい」と電話がかかるようになり、その
うち、「リビングルームから寝室に戻りたい
ので手を貸してほしい」と、夕方頃に毎日電
話がかかるようになり、その都度会長や子供
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たちと手分けしていき、二階にある部屋まで
連れて行ってあげるようになりました。間も
なくすると、ご自分の部屋から出ることが出
来なくなり、部屋の中でベッドから椅子に移
り座るという状態になってしまいました。そ
してベッドに戻る時には、自分では立てない
ので、どうしても人の手が必要です。お手伝
いに行く度におばあさんは、「何もお返しす
ることが出来ません。すみません」と言われ
ます。その都度私は、「このようなお手伝い
はいつでも出来ますので喜んでさせていただ
きますから、遠慮なく電話してください。お
ばあさんは、もし周りに困っている人がいれ
ば、おばあさんの出来ることをさせていただ
ければそれでいいんですよ」と言いますと、
とても安心されておられました。
　さらに症状は悪化し、毎日お昼過ぎに電話
がかかるようになりました。家に誰もいない
時は、早朝勤務を終え帰宅している娘婿に一
緒に行ってもらいお手伝いをさせていただき
ます。娘婿はあまりお道のことは知りません
ので、毎日頼むのも悪い気がしましたが、
「いつも子供達の面倒をみてくれるので自分
たちは大たすかりしている。皆が喜ぶことで
あれば自分もうれしいのでいつでも手伝いま
す」と言ってくれましたので安心しました。
また他の子供たちも、喜んで手伝ってくれま
すので心強く思いました。おじいさんは日に
日に弱り痩せて骨と皮という状態になられて
も頭の方はしっかりされていて、伺うと話は
止まりません。手足の力がなく、移動するの
に抱き上げなければならない状態なのに、ど
のようにして毎日ベッドの下に降りられるの
かが不思議でした。それから間もなくして、

老衰のため出直されたのでした。
　身上を頂いていた私でも、皆の手を借りて
最後までおじいさんのお世話が出来ました。
たとえ自分ひとりでは到底出来そうにないこ
とであっても、まず自分が心を定め、出来る
ことから人のために精一杯つとめさせていた
だくことが大切であるということ、さらに人
に喜んでいただきたいと一生懸命にお世話取
りをさせていただく親の姿を通して、周りの
子供たちも一緒になって人のお世話をしてく
れるようになるという二つのことを、おじい
さんのお世話取りを通して、学ばせていただ
いたのでした。たとえ出来そうにないと思っ
ていたことでも、親神様、教祖の思召に沿っ
て皆で心と力を合わせていけば、何でも出来
るのではないでしょうか。
　私が通院していた時のお医者さんは、「い
つもおかあさんを連れて来てくれてありがと
う」と子供たちに礼を言ってくださいます。
そして私の肩をポンと叩いて診察が終わりま
す。このお医者さんのちょっとした言葉の掛
け方、心遣いにいつも暖かい気持ちになって
帰ってきました。人に優しく言葉をかける、
気を配る、心を配るということがいかに大切
なことであるか身に沁みる思いがしたので
した。
　今年の５月、上級から大教会長の巡教があ
りました。その折、「参拝する時に、手をぴ
ったり合わせて手を叩いて参拝させていただ
きましょう。人に合わす、心を合わすという
意味合いがあります」と教えていただきまし
た。始めはなかなか音がでないのですが、慣
れてくるといい音がするそうです。
　諭達第三号に、「時として、親神様は子供
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の行く末を案じる上から、様々なふしを以っ
て心の入れ替えを促される。
　しかし、おふでさきに、

とのよふな事をするのも月日にわ　

たすけたいとの一ちよはかりで　　　　十二-78

と、全ては、ひたすら一れつ人間をたすけて
やりたいとの親心からであると仰せられる。
」さらに、「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。」	
と、お示しくだされています。
　また、本年婦人会総会第95回総会に於い
て、婦人会長様は、「女性の役割から思案す
るならば、一番大切なのは、まずはお与え頂
いた我が子を立派なよふぼくへと育て上げる
こと、そして身近な人々を実のよふぼくへと
育てることだと思うのでございます。そのた
めには、自らが実のよふぼくに育つ努力は
欠かせません。」と述べられました。かしも

の・かりものの身体に、身上を見せていただ
いた時こそ、育つ旬だということを、自分自
身の身上を通して学ばせていただきました。
　おさしづに、「続いてあってこそ、道とい
う。続かん事は道とは言わん。」とありま
す。たすけの旬、たすかる旬、成人の旬とお
聞かせ頂く三年千日のこの時旬に、親神様の
思いを伝え、教祖にお喜びいただけるよう、
自分の出来るおたすけを通して育つ努力をさ
せていただくとともに、このすばらしいお道
の教えを子供、孫、さらにひ孫へと、後々の
子らにもしっかりと着実に伝えていきたいと
思っています。

どのよふなたすけするのもしんちつの　
をやがいるからみなひきうける　
　
この事をこれをまことにをもうなら　
まことしんぢつ心したいや　　　　　　 
  (おふでさき七-101、102) 

　ご清聴いただきありがとうございました。

10月31日、ハロウィーンの日に、
カラカウア通りで募金活動を行いま
す。また各教会・布教所を通じて、
オレンジの募金箱も配布させていた
だきます。今年も皆さまのご協力を
お願い致します。

少年会　ハロウィーン・ユニセフ募金
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　皆さん、こんにちは。まず、親神様・教祖
にお礼を申しあげたいと思います。どうもあ
りがとうございます。私は今日、この夏の修
養科での経験について、話をするよう頼まれ
ました。それはすばらしい経験で、期待し
ていたこと全てを手に入れたように感じま
した。
　まず修養科へ行くことになった経緯をお話
しします。私は2012年の夏、インターナシ
ョナルひのきしん隊に参加しました。とても
楽しい思い出で、真柱様とバンザイをしたこ
とを覚えています。そのとき、ここにいるの
は私の友人だ、私の兄弟だと感じました。そ
の旅の間、私は磁石のように強くおぢばに引
き寄せられているのを感じました。心の中に
強く惹かれるものがあり、すぐにおぢばに戻
ってこなければと思いました。ひのきしん隊
が終わったとき、妹のニコールは、修養科を
終えていました。そしてそこでの経験を話し
てくれました。その時、来年天理に戻って修
養科に入ることを決めたのです。
　私は長男ですので、伝統的には教会を継ぐ
立場にあります。少なくとも、私の父はそう
でした。父は小さい頃からまわりのプレッシ
ャーをとても強く感じ、苦労したと私に話し

齋藤ダスティン（ホノルル教会）

てくれました。ですから、自分と同じように
苦労してほしくない、最終的には自分で決め
ることだ言いました。それは私が天理教を嫌
いだということではありません。私は教えが
大好きです。ただ、精神的な指導者になるの
はとても大変なことだと思いました。
この10年間を振り返ると、おやさとセミナ
ーを終え、おさづけの理を拝戴し、その後は
レストランで働いてきました。とても良い収
入があり、生活を楽しんでいました。けれど
も、何か物足りなさを感じていました。私は
将来を考え始め、ずっとこの仕事を続けるこ
とが想像できませんでした。私には手引きが
必要でした。そこで、私はおつとめをつとめ
始めました。この10年間、あまりつとめて

アイランドニュースアイランドニュース
婦人会・青年会・女子青年合同総会

　ハワイ伝道庁では９月14日、上村求道・青年会本部委員を迎え 「婦人会・青年会・女子青年合同総
会」を開催し、ハワイ管内の婦人会員、青年会員、女子青年ら計139人が参集した。参加者たちは、座
りづとめ・十二下りのおつとめを勤めた後、婦人会、青年会に分かれて式典を行った。各会式典に続
き、神殿で山中庁長の挨拶、また齋藤ダスティンが信仰感話をつとめた。本稿では、齋藤ダスティンの
感話の内容を掲載する。
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いませんでしたが、ひのきしん隊から帰って
から毎日するようになりました。すると少し
ずつ物事が良くなり始めました。好きなこと
をして、良い人に出会うことができました。
そして、レストランを辞めて週末とホリデー
は休み、９時から５時の日中に働くことにし
ました。サンクスギビング、クリスマス、お
正月など、全ての休日を家族と一緒に過ごし
たのは、10年ぶりでした。みんなと一緒に
座って食べるのはとても楽しく、ありがたい
ことでした。たった一つ、みんなとても年を
とっていました。
　12月頃、本当に修養科に行くべきか悩み
始めました。ノースショアの浜辺に座って、
教祖に何かサインを見せてくださるようにお
願いしました。どこへ行って、何をするべき
か知りたかったのです。それからサーフボー
ドをこいで、海の中で座っていました。す
ると、大きな雨雲が現れました。大きなダブ
ルレインボーが現れて、心の中で、「落ち着
いて、落ち着いて。あなたはいるべき所にい
て、行くべき所に行く。心配しないで」とい
う声が聞こえてきました。
　三ヶ月後、６人の修養科英語クラスの生徒
とスタッフが桜の木の下を、冷たい風に吹か
れながら歩いていました。ハワイからチェル
シー、マイカ、私。ワシントンからクリス福
田、カリフォルニアからポール八木、ウガン
ダからアシアト、コロンビアからセバスチャ
ンの６人でした。私たちの講師は、叔母のア
イリス先生と岩橋先生でした。私はこのグル
ープに入れたことに幸運とご守護を感じまし
た。	親神様と教祖が確かに私の後ろにいて
くださると感じました。詰所での生活やスケ
ジュールに慣れるのが大変でした。食事はと

てもおいしかったです。いつも昼食を楽しみ
にしていました。なぜなら英語クラスは、毎
日第五食堂で昼食を食べていましたが、第五
食堂は女子の修養科生の食堂でもあったから
です。とにかく食事はとても美味しかったで
す。そんな修養科中、すごいことが起こりま
した。
　ある日、私たちは詰所の人と一緒にはえで
づとめに参拝しました。これは豊作を願って
つとめられます。予定では、かぐらづとめを
参拝し戻ることになっていました。私たちは
つとめ人衆が見える所に座りました。周りに
はとても沢山の人がいました。そこで「おつ
とめの最後まで居なさい。そうすれば何かが
分かるでしょう」という声が心の中で聞こえ
ました。それで、私は「よし」と思いまし
た。教養係の先生におつとめの最後まで居て
も良いかと尋ねました。門限までに帰るよう
にと先生は言いました。かぐらづとめが終わ
って、私たちの詰所の人は帰りました。そし
て１/３の参拝者も帰りました。一番前に座
って、てをどりを見ながら、みかぐらうたを
歌いました。よろづよの後、また多くの人が
神殿を去りました。前半の後も同じでした。
その時、温度が下がって寒く感じて、教祖が
「悲しいね」と仰ったように思いました。十
一、十二下り目になった時には、各礼拝場に
は、20人くらいの人しかいませんでした。日
本で、特に天理のみなさんは忙しいのです。
結局、教祖が私自身と私の信仰を見せてくだ
さったのだと思います。
　はえでづとめの参拝を終え、北礼拝場でお
願いづとめを勤めることにしました。お願い
づとめを終えた頃には、周りには誰もいな
く、自分一人が北礼拝場にいました。その
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時、自分の進むべき道が何であるかに気づき
ました。もし尊い御用を仰せつかるようなこ
とがあれば、それをしっかりと受け入れる覚
悟を決めました。自分にはその尊い御用は似
つかわないかもしれないと思っていたことも
ありましたが、これからは精一杯頑張りたい
と思います。教祖は常に自分の側においでく
ださるということを信じています。
　修養科期間中、大切なことを数多く学びま
した。特にひのきしんについては、心と身体
の関係、どのような考え方で通ることがより
良いのかを学びました。覚えているのは、風
が吹いている中で落ち葉を集め、ちりとりに
入れることがどれだけ難しいことか。風が吹
いている中で落ち葉をちりとりに入れるのに
は、風がないときに比べ二倍のエネルギーが
必要でした。風が吹いている中で落ち葉を集
めるのはかなり大変ですが、落ち葉にしてみ
れば、落ち葉はいとも容易くただ風に舞うが
ごとくちりとりに入っていきます。その光景
を見て、風が私に向かって吹いてくるのは、
親神様が何かを自分に仰ってくださっている
ようで、たとえば向かってくる風に抗うよう
に動くのと、風に乗って動くのでは大きな違
いがあり、あたかもそれは喜びづくめの生活
とフラストレーションが溜まって生活するほ
どの違いではないかと気づきました。
　誠真実の大切さも学ばせていただきまし
た。誠真実の心を培うには、心落ち着いてお
つとめをつとめることだと気づきました。修
養科期間中に心定めをしたことの一つは、詰
所に戻る道中毎日神殿でおつとめをし、併せ
て同期の修養科生の身上のたすかりをお願い
させていただきました。自分自身この目では
っきりとおさづけの効能を見させていただ

き、おさづけを取り次ぐ者、おさづけを受
ける者の真実の心が親神様の心と合致するこ
との大切さを学び得ました。おさづけを取り
次ぐことが大好きになり、もう一つの心定め
として、毎日おさづけを取り次ぐことにしま
した。
　天理教の歴史もたくさん学びましたが、も
っと大切なことを学びました。それは、友情
を培い、同じ修養科生同士の絆を深めること
ができたことです。学び得た教えを実践する
ことの大切さ、さらには自分が知り得たこと
を他の人にも伝えていくことが重要であるこ
とを学びました。多くの人たちがそれぞれ悩
みや疑問を抱いています。そうした人たちの
悩みや疑問に答えていくことは、本当に意義
あることです。
　最後になりますが、心を落ち着け、神様に
もたれ、心配せずに、一分一秒のこの瞬間を
喜んで通りましょう。修養科修了の際、教祖
130年祭前までにもう一度おぢばに帰り、教
人資格講習会の受講とおぢばでのひのきしん
をさせていただくことを決めました。
　この場をお借りし、自分を支えてくださっ
ている皆さん、スタッフの方々、家族の皆、
友達にお礼を申し上げたいと思います。山中
庁長先生ご夫妻には庁長就任前から色々とお
心をかけてくださりありがとうございまし
た。もっともっとたくさん話したいことがあ
りますが、今皆さんが思っていること、また
自分も思っていることがありますので…。そ
れは、ランチです。ですから、ここで終わら
せていただきたいと思います。
　ご静聴ありがとうございました。
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第81回全教一斉にをいがけデー
　９月29日（日）、全教一斉にをいがけデ
ー（オアフ地区）が、オールド・スタジアム
公園周辺で実施され、ハワイ管内の教友72
名が参加した。参加者は、戸別訪問と清掃ひ
のきしんのグループに分かれて、にをいがけ
を行い、ハワイ教友の勇んだ姿が見られた。

泉 千代子マノア教会四代会長お出直し

　2013年９月20日、泉千代子・マノア教会（牛込）四
代会長が91歳でお出直しになられた。24日に葬儀が執り
行われた。
　泉会長は、1921年12月10日熊本県で出生。カリヒ教
会の信者・泉一と結婚した後、1962年8月にハワイへ移
住し、1964年８月にラニロア布教所を設立した。その後
布教所を解散し、1991年８月、69歳でマノア教会四代
会長の任命のお許しを頂いた。教会は2009年９月に義理
の息子である宮内泰次が後継し、浅草ハワイ教会と改称
し現在に至る。
泉会長のご功績に深く感謝申し上げ、心より哀悼の意を
表します。
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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　　　

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？　

　レストランではお客さんに店の雰囲気や食事
を楽しんでいただき、喜んで帰っていただける
よう心を尽くし、時にはお客さんや従業員の安
全と喜びのために、お祈りをしていたこともあ

ります。顧客と従業員双方を大切にし、笑顔で挨拶することを意識していました。また、メニ
ューの食材を届けて下さる方にも心を配っていました。彼らのおかげで食事を提供できるので
すから、レストランにとってどれだけ大切な存在かということを伝えていました。すでに経営
から退いていますが、レストランにつながる多くの方と今でも交友があることを嬉しく感じて
います。その多くはホノルル港教会の月次祭に参拝して下さっています。運転できない方を教
会まで送らせていただくこともしばしばあります。これが今の私にとってのひのきしんです。

　ホノルル港教会所属のジョン・テルヤと申
します。私は以前ホノルルにあるニュー・
イーグル・カフェのオーナーを務めていま
した。

伝道庁連絡

第27回女子青年大会
◇ 式 典
日 時 ： 2 0 1 3 年 1 1 月 ４ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 半
場 所 ： 本 部 中 庭
内 容 ： 真 柱 様 お 言 葉 、 会 長 あ い さ つ 、 他

◇ 記 念 行 事
・ 支 部 の つ ど い （ 式 典 終 了 後 、 各 詰 所 等 に て 開 催 ） 　
・｢花ひろば Lady,  Go!｣11月3日(日)夕づとめ後、西泉水プール前広場
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　教祖130年祭に向かう三年千日の歩みの中で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。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。

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。

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。
※募集要項を各教会、布教所に配布いたしました。伝道庁神殿後方にも置いてありますので、
必要な方はご利用ください。

教祖130年祭 エッセイ「私と教祖」募集要項

　来年４月から６月まで、修養科英語クラスが開催されます。受講を希望される方は、11月
17日までに伝道庁事務所へお知らせください。

伝道庁連絡伝道庁連絡
2014修養科英語クラス

伝道庁10月大祭　	 10月20日（日）午前９時

講話者：山中修吾庁長
※10月の教会長・布教所長会議は中止です。
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青年会だより

女子青年だより

少年会だより

11月４日におぢばで開催される第27回女子青年大会開催までもうすぐです。大会参加へ向
けて、今月も大祭祭典後のミニバザーを行いますので、皆さんのご協力をお願いします。

婦人会・青年会・女子青年合同総会には、
大勢の方々のひのきしんと真心のお供えを
頂きありがとうございました。もう少しで
暑かった今年の夏も終わりを告げ、朝夕に
は秋の気配を感じるようになるでしょう。
今月の例会は庁長先生による教理の勉強
と、主任による「逸話集」の講義がござ
います。多くの方々のご参加をお待ちし
ています。

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　10月12日（土）	 	 9：30

■婦人会例会

　10月14日（月）	 	 9：00
　・教理勉強会
　・主任講義

■婦人会鳴物練習

　10月15日（火）	 	 9：00

■10月の大祭直会当番は、合同C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31日、ハロウィーンの日にユニセフ募金活動を行います。場所は、カラカウア通り
Galleria（DFS）前で、午後７時半から８時半まで行います。ユニセフは、世界190以上
の国や地域で、恵まれない子供たちのために様々な支援活動を行っています。少年会ハ
ワイ団では、ユニセフの活動を支援するために、毎年カラカウア通りの街頭に立って募
金活動を行っています。また、募金箱も各教会、布教所を通じて配布されますので、ご
協力お願いします。

■ハロウィーンユニセフ募金

■委員長メッセージ 　　
今月の青年会月例会議は、16日夜７時半か

らレインボーハレで行います。伝道庁創立
60周年、そして教祖130年祭へ向けて「笑
顔でひのきしん」の態度で今月も通らせて
いただきましょう。
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９月行事報告 10月行事予定

		 1日（火）・月例にをいがけ
		 	 	 	 ・天理文化センター大祭
		 2日（水）・コミュニティーひのきしん	
		 	 	 	 ・伝道庁60周年会議
		 3日（木）・おやさとセミナー会議
		 6日（日）・山中修吾庁長夫妻ハワイ島巡教
		 8日（火）・育成委員会
		 9日（水）・婦人会委員会
	12日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問	
	14日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	15日（火）・婦人会鳴物練習
	16日（水）・主事会準備会
	17日（木）・少年会会議
	19日（土）・主事会
	20日（日）・伝道庁大祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・布教委員会
	21日（月）・山中修吾庁長帰本
	26日（土）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習
	29日（火）・山中修吾庁長帰任
	30日（水）・山中幸恵庁長夫人帰本(～11/7)
	31日（木）・少年会ユニセフ募金	 	
		 	 	

		 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
		 	 	 	 ・婦人会総会鳴物練習
	13日（金）・ワイキキ神名流し
	14日（土）・婦人会/青年会/女子青年合同総会
		 	 	 	 ・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
	16日（月）・坂上典明部員家族帰本
	17日（火）・上村求道委員離布	 	
	19日（木）・少年会会議
	26日（木）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザー反省会
	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
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