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ハワイ伝道庁60年小史

　1953年４月18日、二代真柱様は年祭活動の一環として、八町四方に親里やかた建設の構想を

発表。翌年１月には真東棟から東右四棟までのふしんが実施され、すべて教信者のひのきしん

で進められた。

　同年５月、二代真柱様はハワイへご巡教されることとなったが、背中に腫れ物ができたため出

発を一週間延期された。その時点で、ハワイ伝道庁の改修工事は未だ八分通りであったので、

幸運の延期となり、ハワイご到着前夜の18日にほぼ完成することができた。二代真柱様の著書

で、ご巡教紀行文『右往左往』には次のように記されている。

　「伝道庁はキング通りにあり、思ったよりも新しく見え、又整ってあり、羅府の伝道庁を彷

彿とさせるもの。集まる人に挨拶申し、二階の座敷にくつろぎ、三角布を外して善衞と入浴を

すませ、晩飯をすませて、寝室に入ると、夜半はすぎている。背の手当は、京都市号内では遠

慮していたのだが、予想外に快調であり、一同と共に安堵する。」

　翌日20日はホノルル市内の教会をご参拝。夜は、料亭「しののめ別荘」にて歓迎パーティー

が開催され、知事、市長、総領事などの来賓と教信者合わせて300人が出席した。21日はハワイ

島の６箇所の教会をご参拝という強行日程であった。

やかた普請の只中、海外ご巡教

教信者からレイの贈呈を受けられたご一行。左から、善衞様（三代真柱）、おあい奥様、二代真柱様、諸井慶五郎、
喜多秀義随行員。1954年５月19日、9:45pmホノルル空港にご到着。
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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、天保九年十月二十六日、旬刻限

の到来と共に、教祖をやしろに、この世の表に

お現れ下され、以来、元のぢばをはじめ、よろ

づいさいの真実を説き明かされると共に、親神

様の自由自在の働きを見せて、一れつ人間を陽

気づくめの世界へとお導き下さいます、ご慈愛

の程は、まことに勿体なく有り難い極みでござ

います。私共は、その大きな親心のまにまに、

成人の道を日々歩ませて頂いておりますが、そ

の中にも本日は、立教の元一日にゆかりある当

伝道庁の秋の大祭をつとめさせて頂く日柄でご

ざいますので、ただ今より、おつとめ奉仕者一

同心を一つに合わせ陽気に座りづとめ・てをど

りをつとめさせて頂きます。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。

　昨年十月ご本部の秋季大祭において、教祖百

三十年祭へと向かう指針として、諭達第三号を

ご発布頂きました。以来私どもは、この諭達の

お言葉に込められた真柱様の思いを受けとめ、

をやのお心にしっかりと添わせて頂けるよう、

成人への努力を積み重ねて参りました。今後

も、さらなる仕切り根性と仕切り力をもって、

ひのきしん・にをいがけ・おたすけに精進させ

ていただく所存です。

　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み続けさ

せていただきます。殊に、来年迎える伝道庁創

10月大祭祭文

10月大祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン		 	 宮内泰次	 　　	
賛　者	 中尾スティーブン		 岩田バート　
指図方	 山ロナルド
講話者	 山中修吾庁長　（英）　

	 座りづとめ	 前半	 後半
てをどり	 庁　長	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．社本
(男性)	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｄ．桧垣
	 Ｍ．社本	 Ｗ．三國	 Ｍ．中尾
てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｌ．本田
(女性)	 Ｔ．松川	 Ｋ．齋藤	 Ｓ．柿谷
	 Ｍ．三國	 Ｔ．中尾	 Ｒ．宮内
笛	 Ｙ．宮内	 Ｄ．明本	 Ｔ．岩田
チャンポン	Ｇ．本田	 Ｗ．城	 Jr．本田
拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｔ．岩田	 Ｓ．中尾
太鼓	 Ｔ．一瀬	 Ｅ．高田	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｏ．中尾	 Ｇ．井元	 Ｂ．岩田
小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｂ．岩田	 Ｇ．井上
琴	 Ｃ．美馬	 Ｌ．蘇	 Ｌ．長田
三味線	 Ｃ．明本	 Ｌ．川崎	 Ｆ．伊藤
胡弓	 Ｊ．山	 Ｒ．井上	 Ｌ．井上
地方	 Ｔ．美馬	 Ｓ．三濱	 Ｋ．川崎
	 Ｇ．井上	 Ｍ．中尾	 Ｄ．明本

祭典役割

立六十周年、さらには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。
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１０月大祭祭典講話　ハワイ伝道庁長　山中修吾

　本日は伝道庁の秋季大祭にご参拝下さり、誠
にありがとうございます。そしてただ今は、世
界たすけ、陽気ぐらし世界実現を真剣に祈り願
い、また立教の元一日に思いを馳せるおつとめ
を皆様と共々に陽気に勇んでつとめさせていた
だき、誠に嬉しく存じます。庁長に就任いたし
まして初めての神殿講話で、かなり緊張してお
りますが、秋季大祭に当たり、また今の時旬に
当たり、私の思いますところを申し述べさせて
いただきたいと存じます。しばらくの間お付き
合いの程、よろしくお願いいたします。
　皆様は充分にご承知のことと思いますが、今
申しましたように、秋季大祭は立教の日を記念
して、すなわち天保９年（1838年）10月26日
の立教の元一日に思いを馳せてつとめるおつと
めです。もちろん、ご本部の神殿では毎年10月
26日に、真柱様を芯にぢばを取り囲んで秋季大
祭がつとめられます。ですが、秋季大祭は、た
だ単に「10月に立教の日を記念してつとめるお
つとめ」ではないと思います。もちろん、それ
だけでも大きな意義があると思いますが、その
日参拝に集まる方々全員が立教の元一日に思い
を馳せ、そこに込められた親神様の思召を再確
認し、お互いが教祖の道具衆であるよふぼくと
しての意識を高め、世界たすけへのさらなる努
力を誓わせてもらうのが、秋季大祭の一番大切な
意義目的です。それを忘れてしまっては、大祭が
本当の意味で「大祭」にならないと思います。
　今から175年前、天保９年（1838年）10月に
初めて、親神様は教祖を通して直々に人間世界に
お顕れになりました。『教典』と『教祖伝』の冒
頭にありますように、「我は元の神・実の神で

ある。この屋敷にいんねんあり。このたび、世
界一れつをたすけるために天降った。みきを神
のやしろに貰い受けたい。」というお言葉が、
私たち人間が、教祖のお口を通して初めて耳に
した親神様直々のお言葉です。
　この短いお言葉には、とても大切な内容が含
まれています。教祖を通して顕れた神様はどの
ような神様なのか？なぜ、この場所でこの時
に、何のために顕れたのか？そして中山みきと
いう方はどういうお方で、そのためにどういう
お立場になられるのか？このようなことが全て
この短いお言葉の中に含まれている、と教えら
れます。
　すなわち、教祖を通して初めて人間世界に顕
れた親神様は、紋型ないところからこの世界と
人間を創られた「元の神様」であり、創造以来
今日まで絶え間なく、ご守護・お恵みを下さり
続ける「実の神様」であるということ。この屋
敷には、親神様による人間創造と深い関わりの
ある場所、親神様による人間創造が最初に始ま
った地点があるということ。そして親神様は、
人間創造時にすでに、この年限（天保９年10月
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26日）が来るのを予め約束して待っておられた
ということ。さらには、「世界一れつをたすけ
る」という大目的のために、教祖を通してこの
教えを啓かれるということ。そして、その「世
界一れつをたすける」という大目的のために、
人間創造時における母親の魂のいんねんある教
祖をやしろとして貰い受けられるということ。
このような深い意味合いが全て、その最初の短
いお言葉の中に含まれていたわけです。
　今の私たちは、その後の50年間における教祖
の教えをもとにして、この最初のお言葉（教祖
のお口を通しての親神様の第一声）の深い意味
内容を理解することができます。ですが、突然
にこのお言葉を耳にした夫善兵衞様をはじめそ
の場に居た家族親族の人々は、当然のことなが
ら、その深い意味合いが分かりませんでした。
そもそも善兵衞様は、一年前から続く長男秀司
様の左足の痛みと、それに加えて自分の目とみ
き様の腰の痛みを救けてもらいたい、という一
心で寄加持を行ったわけで、その願いに対する
返答が「世界一れつをたすけるために、みきを
神のやしろに貰い受けたい」という全く予期せ
ぬ、全然関係のないお言葉でしたから、その意
味が全く分からず、ひたすら断り続けられたの
も無理はありません。
　ですが親神様は少しもお退きにならず、お言
葉を重ね、厳しく諭して決断を迫られました。
『教祖伝』の第１章に詳しく書かれています
が、10月24日に始まった親神様と夫善兵衞様と
のこのやりとりは26日朝まで及び、この間不眠
不休で親神様のお言葉を伝え続けられる教祖の
身を案じ、ついに善兵衞様は、あらゆる人間思
案を断ち「みきを差し上げます」とお答えにな
りました。天保９年10月26日午前８時頃のこ
とであり、これが立教の元一日であります。天
理教の教えと歴史はこの日から始まります。中
山みき様というお方が、親神様の入り込んだ神

のやしろになられた日、教祖が教祖になられた
日、それが天理教の始まりです。
　そして私たち一人ひとりの信仰の上から考え
ても、「教祖は教祖である、中山みき様という
お方は神のやしろである、私たち人間は教祖を
通して初めて親神様の存在と思召を知ることが
できた」ということを信じて受け入れるところ
に天理教信仰の始まり、天理教信仰の根本があ
ります。このことを抜きにしては、天理教の教
えと信仰は成り立ちません。なので、この点を
明らかにするために、『教典』は「親神様」か
らではなく「おやさま」の章から始まってい
ますし、教祖のひながたを詳らかにする『教祖
伝』でも、教祖のご誕生ではなく、教祖が神の
やしろになられる場面から始まっています。
　このように、立教の元一日、教祖が神のやし
ろになられた日を記念してつとめるのが10月の
大祭ですが、先ほども申したように、ただ単に
天理教の始まった日を記念してつとめるおつと
めではありません。参拝する私たち全員が立教
の元一日に思いを馳せ、そこに込められた親神
様の深い思召を再確認し、お互いが教祖の道具
衆であるよふぼくとしての意識を高め、世界た
すけへのさらなる努力を誓わせてもらうのが、
秋季大祭の一番大切な意義目的です。
　教祖がお伝え下さった親神様の教え、私たち
の信仰するこの天理教の教えは、陽気ぐらし世
界の実現、世界中の人々のたすかりを目指す教
えです。自分や自分の家族だけの利益や幸福を
祈り願うちっぽけな宗教ではありません。ぢば
でのかぐらづとめや教会での座りづとめで「あ
しきをはらうてたすけたまへてんりわうのみこ
と」と唱え祈りますが、「たすけたまへplease	
save	us」の対象”us”（私たち）は世界中の人々
すべてを含んでいるはずです。もちろん、多く
の天理教信仰者にとっての信仰の元一日、自分
の家族や教会の信仰の元一日には、初代あるい
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は自分が身上の痛み苦しみや事情の悩みからた
すけていただいた、という事実があると思いま
す。ですが、「たすけていただいて、ありがと
う。さよなら。」ではなく、その身上事情をき
っかけとして、親神様の教えに導かれ、それが
真に目指すところを理解し得心したからこそ、
このお道の信仰を今日まで受け継ぎ、続けてこ
られたんだと思います。
　教祖の夫善兵衞様が、秀司様と教祖と自分の
身体の痛みを何とかたすけてもらいたい、と思
われて始めた寄加持から、「このたび、世界一
れつをたすけるために天降った。みきを神のや
しろに貰い受けたい。」という全く予期せぬ親
神様の啓示が始まりました。もちろんそれは、
立教の三大いんねん、すなわち元初まりにおけ
る時と場所と人に関する約束がすでにあったか
らのことですが、夫善兵衞様は、「あらゆる人
間思案を断ち」自らの決断をなされた後は、周
囲の人々の強い反対がある中でも、教祖にずう
っとついて行かれました。やはりそれは、夫善
兵衞様が、教祖が間近で説かれる親神様の世界
たすけの教えを理解し得心したからだと思うの
です。
　このように考えるとき、立教の元一日の出来
事と、自分の家族や教会の信仰の元一日には大
きなパラレル（共通点）があると言えるのでは
ないでしょうか。言いかえると、教祖のひなが
たの一番最初に、夫善兵衞様を通して、このお
道における信仰のあり方の本質を示して下さっ
ている、ということです。ですから、立教の元
一日に思いを馳せるのと同時に、自らの信仰の
元一日にも思いを馳せる。そして、自分が今な
ぜ何のために、ここハワイでお道の信仰を続け
ているのかを再確認する絶好の機会が秋季大祭
であるとも思うのです。多民族社会であるハワ
イでは、自分の民族的ルーツをとても大切にす
ると聞きますが、自分の信仰的ルーツを定期的

に見つめてみることも大切なのではないでしょ
うか。
　実際、立教から今日までの175年の間には、
教祖の時代でさえ、せっかく身上や事情でお手
引きを頂いたのに、「たすけていただいて、あ
りがとう。さようなら。」と言ってすぐに離れ
てしまった人。入信はしたけれども、後に何か
の節で心を倒し「神様を信仰していてこんな目
に遭うなら、私は信仰やめる！」と言って信仰
から離れていってしまった人。そしてまた、自
分自身は一生懸命にこの道を通ったけれども、
残念ながら、様々な要因から子供にこのお道の
すばらしさを伝えられず、子供が信仰を受け継
がなかった人。そのような例もあるでしょう。
ですが、今日、伝道庁の秋季大祭ご参拝にお集
まり下さった皆様方は、長年このハワイにおい
て、親神様・教祖を信じ、教祖がお伝え下さっ
た親神様の教えの目指すところを真に理解し心
に治め、その実現を目指して、今日までたすけ
一条・神一条の道を真実をもって歩んでこられ
た方々、先人が付けて下さったハワイの道をし
っかりと受け継いでこられた方々です。今日こ
の中には、二世代また三世代が揃って伝道庁の
おつとめ奉仕者をつとめて下さっている方々も
います。誠に素晴らしいことだと思います。
　そのような方々の長年にわたる地道な努力と
真実の積み重ねのお蔭で、ハワイの道は80年
を越えて今日まで続き、ハワイ伝道庁は来年５
月に創立60周年を迎えます。今年６月の新庁
長就任奉告祭に続いて、再び真柱様をお迎えし
て記念祭をつとめさせていただく予定ですが、
伝道庁創立60年という大きな節目を真柱様と
共に祝うことだけが目的ではありません。ハワ
イのお道につながる私たち一人ひとりが、その
節目に相応しい成人の姿をご覧いただき、親神
様・教祖そして真柱様にお喜びいただく、とい
うことがより大切だと思います。一つの大きな
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行事として、打ち上げ花火のようにその時その
場所だけでパーンと終えてしまうのではなく、
ハワイの道を受け継いできた私たちが、今後も
この道をしっかりと未来へとつなげていくため
に、創立60周年の節目を重要な中継地点、跳躍
台、あるいは給油地点としてとらえ、ハワイの
道の伸展に向けて大きな一歩を踏み出したい、
と強く願います。そのような私たちの様子を真
柱様にご覧いただきたいと思います。
　そのために伝道庁としては、前庁長時代から
続きますが、神殿の壁に掲げてありますよう
に、「いまたすけあいのこの旬に、笑顔でひの
きしん」というシンプルで具体的なスローガン
を用いて、管内の皆さんの意識の高まりを期待
しています。またそれに加えて、私たち一人ひ
とりが具体的な目標を定め、それに向けて努力
をさせていただくことが大切だと思います。大
きな目標は必要ありません。一人ひとりが少し
頑張れば達成できるような具体的な目標を立
て、それを達成するために少し頑張るだけで充
分です。
　たとえば、身上事情で苦しんでる人を知って
いれば、朝夕のおつとめ時にその人のために
祈りを捧げてみる。何かに悩んでいるような人
が近くにいれば、思い切って声を掛けてみる。
具体的に誰かのことを思い浮かべ、その人を教
会や布教所へ誘ってみる。教会や布教所の月次
祭で、今までは参拝場で座ってるだけだった
が、これからは何か鳴物をつとめさせていただ
く。今までは打物だけしかできなかったが、他
の鳴物やお手ふりもつとめさせていただけるよ
うに、練習させていただく。いつも月次祭には
遅れて行っていたが、ちゃんと最初から参拝す
る、あるいは、少し早めに行って、準備を手伝
わせていただく。教会や布教所には月次祭の日
しか参拝に行かなかったが、それ以外の日にも
仕事や学校の行き帰りに参拝に寄り、ひのきし

んをさせていただく。このようなシンプルで具
体的なことで結構です。その積み重ねが大きな
ことにつながっていくと思います。
　今、ひのきしんの話をしましたが、60周年
のスローガンにも「ひのきしん」という言葉が
含まれています。親神様の御守護を頂いて「生
かされている」感謝と喜びの気持ちから、いつ
でもどこでもだれでもができるのが「ひのきし
ん」です。親神様の御守護に対する感謝と喜
びの気持ちから生じる行いは、どういうことで
あっても、すべて「ひのきしん」であるとも教
えられます。あるいは逆に、「ひのきしん」の
行いを通して、感謝と喜びの気持ちがさらに強
まることも多々あると思います。「かしもの・
かりもの」である身体の御守護に対する感謝と
喜びを、その身体を用いて表すということで
すから、身体の貸し主である親神様の思いに沿
った、最も相応しい身体の使い方が「ひのきし
ん」であるとも言えるでしょう。そして、もち
ろん、それは自分のためではなく、周りの人々
をたすける行い、人々に喜びをもたらす行いと
なり、たすけ合い、喜ばせ合いの輪が広がって
いくもととなります。このように、「ひのきし
ん」は「陽気ぐらし」世界への大きな推進力と
もなるのです。このように考えると、60周年
のスローガンは誠に素晴らしい適切なスローガ
ンであると思います。
　「おふでさき」にも、「をやのめにかのふた
ものハにち／＼に　だん／＼心いさむばかり
や」（十五号66）とお教えいただくように、
親神様の思いに沿った生き方、親神様がお喜び
下さるような心遣い・言葉遣い・体使いをすれ
ばするほど、日々心が勇み、喜び心も増し、身
体も元気になってきます。それがまた、さらな
るひのきしんへとつながり、さらなる勇み心喜
び心につながっていきます。「にをいがけは苦
手」という方はあるかもしれませんが、「ひの
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きしんは苦手」という方はいないでしょう。日
々を常に「ひのきしんの精神」と「ひのきしん
の態度」で通ること、その積み重ね自体が周囲
への大きな「にをいがけ」につながります。ま
た、ひのきしんによって、自らの内にある親神
様の御守護への感謝と喜びの気持ちが強まり、
それを周囲の人々にも直に伝えたい、にをいが
けをしたい、という気持ちが湧くようにもなる
はずです。
　おぢばでは、帰参した方々が少しの間でもぢ
ばで伏せ込み、ぢばの理を頂けるようにと、今
年６月から「おやさと伏せ込みひのきしん」案
内所が設けられ、従来の神殿廻廊ふきやトイレ
掃除以外にもいろいろなひのきしんが境内地内
でできるようになりました。それに倣って（お
やしきの延長でもある）ここ伝道庁でも、いつ
でも誰でも、いろんなひのきしんをしてもらえ
るようにさせていただきましたので、どうぞご
活用ください。
　また、「おぢばでもっとしっかりと伏せ込み
をしたい」という方、「神様と向き合って、自
分自身を見つめ直したい」「もっと陽気に勇ん
で生きるようになりたい」という方は、修養科
をお勧めします。来年も４月から英語クラスが
開催予定ですが、親神様・教祖のお膝元おやさ
とぢばで毎日、朝づとめに始まり夕づとめに終
わり、親神様の教えを学び、おつとめを習得
し、そして何よりもひのきしんに明け暮れる三
ヶ月間を過ごすことにより、すばらしい陽気ぐ
らしの力が身に付きます。「修養科は新しい人
生のはじまり」という謳い文句もありますが、
文字通り、修養科は人生をよりよい方向に変え
てくれます。三ヶ月間も仕事や学校を休む、家
族や恋人から離れるのは大変難しい決断だとは
思いますが、それに値するすばらしいものを得
ることができます。
　私自身も今から25年前、アメリカ留学中で

したが、ふとしたことから行き詰まりを感じ、
思い切って大学を半年休学しておぢばに帰り修
養科に入りました。両親は突然のことだったの
で大変心配しましたが、修養科で三ヶ月間、お
ぢばで文字通り神様を中心とした生活を三ヶ月
間させていただいた私は、元気にアメリカ留学
に戻ることができました。あの時、半年休学し
て修養科に行かなくても、そのまま留学をなん
とか続けられたかもしれません。今から振り返
れば不思議なことですが、その時に思い切って
「修養科に行こう」という決断ができたおかげ
で、その後と今の私があります。また、今から
四年前には、英語クラス教祖伝の一期講師の御
命を頂きました。様々な理由から「今はできま
せん」と返答してもおかしくはなかったのです
が、なぜか「分かりました。やらせてもらいま
す」と素直に返答することができました。その
お蔭で、世界中から集まった修養科生と共に、
再び修養科生活を送る機会を頂き、すばらしい
三ヶ月を過ごさせていただきました。その時の
英語クラス担任と教典の一期講師はカカコ教会
の木村バロン先生でしたが、今から考えると、
私とハワイのつながりはそこから始まったよう
な気がします。今年は斉藤ダスティン君、カギ
ハラ・マイカ君、前川チェルシーさんが修養科
英語クラスを受講し、すばらしい体験と成人を
して帰ってきてくれました。また、斉藤アイリ
スさんも教祖伝一期講師として立派におつとめ
下さいました。ぜひ来年も、ハワイから修養科
英語クラスに誰かが入ってくれることを期待し
ます。
　まとまりのない話になりましたが、最後に
「神→月日→をや」についてお話をして終え
たいと思います。『教典』の第一章に、また別
席のお話にも出てきますので、皆さんもよくご
存知と思いますが、教祖は「おふでさき」の中
で、あるいは寄り来る人々に親神様の教えを
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説かれる中で、人々の成人に応じて、親神様を
指し示す言葉を「神」から「月日」そして「を
や」というように変えられました。別席のお話
には次のようにあります。
何とかして親神様の理を皆の者に得心させたい
という上から、一れつの人間をお創め下された
親神様を、初めのうちは、これまでに言い習わ
してきた神と称えてお教え下され、更に又、神
は神でも、世界の人々がこれまで信じてきたよ
うなありふれた神ではなく、この世人間を創め
られた真実の神元の神であると、ことわけてお
教え下され、だん╱╲と成人するに従うては、
一層鮮やかに親神様を感じさせるために、目の
当たりに仰ぎ見ることの出来る月日と呼んでお
説き下され、尚、進んでは、尊び敬うだけの神
ではなく、何事もうち明けて、すがりつける親
身の親であることを教えるために、をやとよん
で身近に感じさせるよう、お教え下されたので
ございます。
　私は数年前までは、このことについてはあま
り深く考えず、「教祖が当時の人々にそのよう
に教えられた。当時の人々の理解度に応じて、
神→月日→をやというふうに呼び名を変えら
れた」というぐらいにしか思っていませんでし
た。ですがある日、この「神→月日→をや」と
いう親神様の呼び名の変更は、今の私たち自身
の信仰的成熟の度合いを表しているのではない
か、と気付きました。
　すなわち、「神」という言葉に表される人間
の信仰のあり方は、「苦しい時の神頼み」と
も言われるように、普段は神様の方に心を全然
向けていないのに、何か困ったことがある時に
だけ、たすけが必要な時にだけ、神様に真剣に
お祈りしてご加護をお願いする、というような
あり方です。「ご利益信心」とも呼べるでし
ょう。
　「月日」という呼び名に表される信仰のあり

方は、月と太陽が絶えず天空から地上を照らし
続けているのと同じように、「神様は常に人間
一人ひとりを見守って下さっている」というよ
うに、常に神様の存在を意識し、その守護働き
を実感し、また感謝して日々を過ごすというあ
り方です。
　そして最後に、教祖は、（教祖をやしろとし
て顕れた）この神様は全人類の「をや」である
「親神」「親なる神」なんだということをお教
え下さいました。全ての人間をたすけたい、陽
気ぐらしへと導きたい、という親神様の深い親
心から始まったのがこの教えです。教祖はその
親神様の親心を体現して、50年間直々に人々を
教え導かれ、現身を隠されて後も、ご存命のお
働きにより、親心いっぱいに私たちを導いて下
さっています。そのことを固く信じ、親神様・
教祖の親心にもたれて、その親心に「子供」と
してお応えすることが、私たちの大切なつとめ
です。教祖が神様を「をや」という呼び名で表
された一番の理由は、私たち人間が親神様の	
「子供」として成人する、ということを強く望
まれたからだと思うのです。日々「をや」の思
いに沿った通り方をする、「をや」の思いに応
える努力をする、ということが、私たちの信仰
の究極的なあり方であり、「諭達第三号」にも
お示しいただくように、そのことを特に強く意
識して通るのが、教祖百三十年祭へと向かう今
の時旬なのです。
　ですから、どうぞ皆さん、親神様・教祖の親
心を感じ、それにしっかりとお応えさせてい
ただきましょう！ご清聴ありがとうございま
した。
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女子青年だより

どんなに辛くて悲しいことが起きてもその
裏には必ず親神様の親心が満ちあふれてい
るはず。けれども中々すぐには全てに感謝
することは難しいですね。心にも毎日の筋
トレが必要。その為にも今一度諭達を熟読
し、「三年千日」二年目への準備をさせて
頂きましょう。

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　11月9日（土）	 	 9：30

■婦人会例会

　11月11日（月）	 	 9：00

■婦人会鳴物練習

　11月12日（火）	 	 9：00

■11月の大祭直会当番は、合同Aグルー　
プです。よろしくお願い致します。

婦人会だより

とうございます。「花ひろば	Lady,	Go!」は
３日の夕づとめ後に開催され、本大会は４
日に開催されます。４日の夜は、はるえ奥
様との会食があります。

　少年会ハワイ団は、ユニセフ（国際連合児童基金）活動の一環であるハロウィン・ユニセフ
募金（Trick	or	Treat	for	UNICEF）に毎年参加している。今年も10月31日のハロウィン夜に、
ハワイ管内の教友が、カラカウア通りの一角に立ち募金を募った。ハワイ管内の教会・布教所
には募金箱を配布し、ユニセフ活動の支援を呼びかけている。

アイランドニュースアイランドニュース
少年会　ハロウィン・ユニセフ募金

こんにちは赤ちゃん

　９月30日（月）、三國ウェスリー、恵子夫妻
（太平洋教会）に赤ちゃんが誕生しました。名
前は、フィネックス・アンソニー・義輝、体重
2830グラム、身長49.5センチの元気な男の子で
す。おめでとうございます。

女子青年大会参加へのご支援を頂きありが
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10月行事報告 11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）・庁長夫妻ハワイ島巡教
		 9日（水）・婦人会委員会
	12日（土）・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）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
	17日（木）・少年会会議
	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	

		 1日（金）・月例にをいがけ
		 2日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 4日（月）・天理文化センター月次祭
		 5日（火）・コミュニティーひのきしん	
		 6日（水）・伝道庁60周年会議
		 7日（木）・山中幸恵庁長夫人帰任
		 9日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問	
	11日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	12日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・育成委員会
	13日（水）・主事会準備会
		 	 	 	 ・青年会会議
	14日（木）・少年会会議
	16日（土）・主事会
	17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
	24日（土）・ハワイ島教友会総会
		 	 	 	 ・山中修吾庁長帰本（～12/2）
	26日（火）・遥拝式／おてふり鳴物練習

青年会だより

少年会だより

ユニセフ募金にご協力いただきありがとう
ございます。	各教会・布教所に配布した募
金箱は、11月17日、伝道庁月次祭の日まで
に伝道庁へお返しください。

■ハロウィーンユニセフ募金

■月例会議

　11月13日（水）	 19：30
　レインボーハレ

■リーダーズキャンプ

来年の1月25、26日にリーダーズキャンプ
を行います。26日は、午前10時からオール
ド・スタジアム公園で清掃ひのきしんとバ
ーベキューを行います。
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伝道庁11月月次祭　	 11月17日（日）午前９時

講話者：城ウェイン（キャッスル教会）
※教会長・布教所長会議は12：45から行います。


