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ハワイ伝道庁60年小史

　1954年５月22日午後８時より、二代真柱様祭主のもと、厳粛に鎮座の儀が執行された。翌23

日午前９時30分から奉告祭が執行された。二百数十席の椅子が全部埋まり、参拝者は300人余で

あった。真柱様は玉串奉献、礼拝の後、神殿講話で伝道庁設立の意義を教示された。

　

「従来あった教会の修理肥しにつとめる事、そして新しくその任の土地の言葉を以て、人々の喜

びを増していく様に骨を折ること、これは単に伝道庁長だけではなく、関係の教会長なり、信

者の方々が共々に将来の道を思い、将来の世界の喜びを考える時に、自分はこの土地のパイオ

ニヤである、先覚者である、先導者であるという気持を以て進んで頂き度いのであります。」

　土地建物、資金など何も無いところから着任以来111日目にしてこの日の盛儀を迎えた初代庁

長の感激は如何ばかりであったろうか。管内教会長、信者も庁長の決意に心を寄せ、改修工事

ひのきしんに励み、おつとめ、鳴物、雅楽の練習など奉告祭の準備につとめて、晴れの盛儀を

つとめ終えた喜びは如何ばかりであったかと、59年前を振り返り想像する。

伝道庁設立奉告祭

記念撮影はサウスキングストリートにはみ出したので交通巡査が出張して車の通行を規制して行われた
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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、教祖のひながたに少し

でも近づこうと、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11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。

　先月のご本部秋季大祭における神殿講話に

て、真柱様は、この重要な時旬にようぼく全員

が仕切っておたすけに取り組む大切さを諭して

下さいました。私たちは今後も、をやのお心に

しっかりと応えさせていただけるよう、成人へ

の努力を積み重ね、更なる仕切り根性と仕切り

力をもって、身近なところでひのきしん・にを

いがけ・おたすけに精進させていただく所存で

す。また、近年世界中で起こる異常気象や自然

災害の被災者の苦しみにも心を馳せ、できる範

囲での支援と祈りを捧げさせていただきます。

　私ども一同は、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六十周年、

さらには教祖百三十年祭へと向かうこの旬に、

11月月次祭祭文

11月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 齋藤カーレン		 	 柿谷節生	 　　	
賛　者	 三國ウェスリー	 	 美馬ブレイン　
指図方	 三國クライド
講話者	 城ウェイン	（英）　
通訳者	 一瀬常徳			（日）

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

祭典役割

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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１1月月次祭祭典講話　キャッスル教会　城ウェイン

　ただ今2013年11月の月次祭をつとめさせて
いただきました。ご参拝くださり、ありがとう
ございました。
　一年ほど前、神殿講話をするよう浜田前庁長か
ら指名を受けました。神殿講話の指名を受けるの
は会長・布教所長だけだと思っていましたので、
大変驚き、何かの間違いだろうと思いました。他
の人たちにも尋ねてみましたが、冗談ではないこ
とがすぐに分かりました。という訳で、私は今こ
こに立っています。お話を始めさせていただく前
に、私の講話を通訳してくださる一瀬常徳先生に
お礼を申し上げます。天理教が私の一生にどのよ
うに関わってきたかについてお話させていただき
たいと思いますので、しばらくの間お付き合いく
ださいますようお願いいたします。
　私を知らない方もおられるかも知れませんが、
私は城ウェインと申します。私はこれまでずっと
天理教を信仰させていただいています。現在私は
きれいなカネオヘに住んでおり、私の妹である綾
川アイリーン先生がキャッスル教会の会長です。
キャッスル教会は本島大教会所属ホノルル教会に
所属しています。本島大教会は四国香川県の瀬戸
内海にあります。
　教会の歴史が同時に家族の歴史でもある、と
いうことは大変にありがたいことと感謝してお
りますが、教会、そして家族について少しづつ
お話させていただきます。私の父、城イサオ先
生は2006年に出直すまでキャッスル教会の会長
を務めていました。ビッグアイランドのコハラ
に生まれた父は、幼少の頃から大変な苦労を通
りました。父はわずか一歳の頃に母親を突然に
亡くしました。年上の二人の兄姉と父は、日本
の熊本県へ送られ、親戚に育てられました。今
では「帰米」と呼ぶことになるのでしょう。父
の姉と兄は城家で育てられ、私の父は出直した
母親の実家で育てられました。10年間の熊本生

活の後、父の兄と父はハワイへ戻り、結局ラナ
イ島で父親そしてもう一人の兄と一緒に暮らす
ことになりました。
　父はラナイ島におりました十代の頃、吐血
性胃潰瘍を患っていました。ホノルルで専門医
の治療を受けましたが、治りませんでした。そ
んな頃父は人から天理教の教えがあることを聞
き、ラナイ教会の会長であった菅ヨシエ先生を
尋ねる決心をしました。菅先生はおさづけを取
り次いでくださり、その後のことは言えば、「
人生そのものが物語っている…」というような
表現をしますが、その時以来父は変わらず大変
熱心に信仰し、忠実にお道を通りました。
　私が覚えている限り、父のお陰で、私の人生
は常に天理教が関わっていました。小さい頃、
私は兄弟たちと一緒に伝道庁のサンデースクー
ルに参加しました。日曜日の朝、サンデースク
ールの子供たちをピックアップするためにカッ
コいい「ポンコツ」でホノルル中を走り回った
のを覚えています。何処へ行っても皆に見つめ
られていましたので、多分カッコいいバスだっ
たのだと思います。たまたまその運転手は私の
父だったので、城家の子供たちは必ず参加しな
ければならないという状況でした。
　その頃同じバスに乗っていた子供たちの中に
は、各々の教会の会長さんになって、今この参
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拝場に座っている人が何人かいます。当時の先
生方は、出直された吉岡ビル先生、角田ジーン
先生、ミセス・タグチ、そして井上マイラさん
などでした。若い生徒たちは、このような先生
方の熱心な信仰や努力に感銘を受け、信仰をす
るようになったのだと思います。私の場合は本
当に強烈な影響を受けました。これから布教を
していかれる方々に申し上げますが、大勢の信
者さんを、とお考えの方は、是非若い子供たち
に信仰を伝える努力をしてください。
　私はその後、特にハイスクールを卒業した後
からですが、お道の信仰に大変積極的になりま
した。1970年にはおぢば帰りをさせていただ
き、大阪で開催された万博にも行かせていただ
きました。おぢば滞在中には、別席がどのよう
なものであるかを知らぬまま、「とても良いこ
とだから…」という父の言葉だけを頼りに、三
席運ばせていただきました。大教会の主だった
方々にもお会いすることができ、鼓笛隊の一員
として万博イベントに参加させていただくこと
もできました。日本でのこのような経験は、私
の信仰をより深め、お道との関わりをより強固
なものにしました。
　私は、オアフ島に戻ってから、二年間リーワ
ード・コミュニティ・カレッジに通い、その後
ハワイ大学マノア校へ通いました。大学での勉
強を続けながら、私はフリフリ・チキン募金活
動、例年のバザー、1974年に開催された天理
教ハワイ大会の企画・渉外係など、積極的にお
道の活動に参加させていただきました。私は一
れつ会の扶育（奨学金）を受けていましたこと
から、そのお礼のひとつとして、伝道庁でひの
きしんをさせていただきました。1975年の5月
に教育学部の学士号を受け、また、米国陸軍予
備軍の少尉の位を受領しました。
　私は陸軍でのキャリアを早く始めたいと思っ
ていたのですが、10ヶ月間待たなければならな
いことになりました。私は父から、この10ヶ月
間を利用しておぢば帰りをし、その後日本語の
修養科に入るよう説得されました。ハワイ大学
卒業後、私は1975年の夏、子供おぢばがえり

行事に参加させていただき、その折におさづけ
の理を拝戴しました。修養科は、私にとっては
第二言語である日本語の修養科でしたが、「今
やらなければ、次の機会というものは決して訪
れない…」と言われますように、あえて申し上
げますが、父のアドバイスは全く的確なもので
あり、後悔したことはこれまでも一切ありませ
ん。三ヶ月の修養科を終え、教祖90年祭にも参
拝させていただいて、翌1976年、私は陸軍の任
務に就くためハワイに戻りました。
　その後11年半軍務に就き、現役服務で韓国へ
二回、ドイツへ一回、コロラド州フォート・カ
ーソンへ一回任務に就いたことがあります。こ
の間、ハワイに戻るまで信仰活動への参加はお
休みしていました。信仰活動への参加はお休み
していましたが、ホノルルにある教会に毎月欠
かさずにお供えを送らせていただきましたし、
休暇をもらえた時には、出来る限りホノルル教
会、伝道庁、本島大教会、そしておぢばに参拝
させていただきました。
　1986年、私は私の最後の任務地がハワイのス
コフィールド・バラックスになるとは思いもし
ませんでした。少佐の位に選ばれなかったこと
を告げられたのは、私が34歳の時でした。これ
は個人企業でピンク・スリップ（解雇通知）を
受け取ったのと同じようなことです。結果とし
て、私はおよそ12年間の軍務を終了し、任務を
離れることになりました。20年間の任務を全う
しようと考えていたにもかかわらず、半年以内
に退任するよう陸軍から告げられました。昇格
の機会を逸したことで、私のエゴは回復不可能
なほど傷つきました。私自身だけではなく、両
親のことを思うと、とても恥ずかしく思いまし
た。この挫折から立ち直るのに長い時間がかか
りました。実際のところ、このことを人様にお
話するのは今回が初めてです。
　退役通知を受け取って最初に心に浮かんだの
は、新しい仕事を探さなければいけないという
恐怖でした。それまで私には陸軍での経験しか
ありません。どうしたらいいのだろうか？ちゃ
んとした仕事があるだろうか？1986年という
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年は、陸軍が撤退を行った年で、10万人という
数の軍人が解任されました。特にハワイでは安
定した仕事に就くのは難しい状況でした。何か
しらの返答があることを期待して、私はそれこ
そ世界中に履歴書を送り始めました。
　父は予想通り私のこの困難をポジティブに受
け止め、今回のことは私にとってかえって良か
ったんだ。軍務を離れることになったことで、
教会の行事にももっと参加できるようになった
し、戦争へ駆り出される心配もなくなったじゃ
ないか、と力強く私に言いました。その当時私
は父の言っていることを受け入れることはでき
ませんでしたが、今は納得できています。私の
あの時の失敗は、実は神様が私に与えてくださ
ったご守護であり、私に下さった大切なみ教え
であった、と今は解釈しています。父と母が私
のことを決して諦めなかったお陰で、私は今こ
うして皆様の前でお話をさせていただくこと
ができています。悲観的な思いに囚われる間も
なく、大変ポジティブなことが起こりました。
　解任日の二週間前、私は第25隊歩兵部本部
から面接を行うという電話を受けました。面接
後、私は即刻雇用されることになり、任務を中
断することもなくなりました。つまり、私はあ
る日古い軍服を脱ぎ、陸軍の非戦闘員としての
新しいキャリアを開始すべく、翌日新しいアロ
ハシャツを着た、ということになったのです。
私自身これを、神様がなされたこと、と受け取
っています。これは1987年のことでした。
　私は、また、米国陸軍予備軍に入隊できるご
守護もいただきました。12年間の軍務経験を無
駄にしてしまうのではなく、陸軍予備軍に入隊
して残りの8年を完了しようと決断しました。
予備軍に入隊してから４ヵ月後、私は陸軍予備
軍リストの少佐に昇進する一人として選ばれま
した。この選出の知らせを受けた時、自分自身
を不甲斐ないと思っていた私の気持ちは吹き飛
びました。それから三年後、まだ昇進資格を満
たしていないにもかかわらず、私は特別に中佐
に選出されました。

　1993年、陸軍予備軍の私の同僚から、海軍省
に非戦闘員請負スペシャリストとして雇っても
らうよう願書を出したらどうか、と勧められま
した。その結果、私はこれまで20年半、海軍に
勤務してきました。そのうちの4年半は岩国、1
年半は佐世保、そして2年は沖縄、と合計8年
は日本で勤務しました。日本で勤務する間、私
は予備軍を正規引退することができ、経営学の
修士号を取得し、非戦闘員としてより高い位に
就くことができました。軍務と非戦闘員として
の任務を合計およそ40年間務め、2014年の12
月には引退させていただく予定にしています。
　61年間の人生で、私はたくさんの奇跡を見せ
ていただきました。陸軍での航空パラシュート
訓練中にパラシュートが絡まってしまったにも
かかわらず命が救かったこと、母の乳がんを救
けていただいたこと、86歳の父が脳の動脈瘤を
救けていただいたことなどです。父がこの動脈
瘤を患った日は私の50歳の誕生日で、私が沖縄
にいた時でした。これは、故郷へ帰りなさい、
という神様からのお知らせだと、私は受け取り
ました。父と母を介護すべく、私は、結局、沖
縄での任務を早めに切り上げました。
　これまでの人生を思い返すにつれ、私は、こ
れまでの間親神様、教祖がずっとご守護をくだ
さったお陰であり、また、子供たちにご守護を
賜りたい、とその一生を神様に捧げた両親の忍
耐のお陰だと思っています。私自身、そして私
の四人の兄弟姉妹も楽しく暮らさせていただい
ているのは、父親そして母親がわが身を捧げて
くれたお陰だと思っています。特に、どんな時
であろうと、どんな中であろうと、常にポジテ
ィブな姿勢で通った父、「ミスター・ひのきし
ん」と呼ばれ、神様そして家族のために通った
父の生き様は決して忘れることはありません。
　私は、神様そして教祖から頂いたご守護に
心から感謝しています。人生で一番大切なこと
は、健康であること、そして他人様に喜んでも
らうことだ、と私は考えています。ご清聴あり
がとうございました。



　ハワイセントラル教会（井上タイロン会長）は、10月26日のおはこびで、神殿普請なら
びに臨時祭典のお許しをいただいた。
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住吉和子プナ教会二代会長お出直し

　2013年11月10日、住吉和子・プナ教会（本島）二代会長が89歳
でお出直しになられた。
　住吉会長は、1924年に満州で出生。脇本幸子・ヒロ教会前会長と
は満州にいた頃からの旧知の仲であった。脇本会長の紹介で、同教
会信者の住吉ジェリーと結婚しハワイ島ヒロへ移住し、1985年10
月26日に会長任命のお許しをいただいた。葬儀は11月30日にヒロ
教会でしめやかに執り行われた。
　住吉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。

　11月9日（土）、天理教レフア布
教所（山本浩徳所長、南阿大教会・
日宮分教会所属）の開所式が山中修
吾ハワイ伝道庁長夫妻を迎え執り行
われた。
　挨拶に立った山本所長は、「教祖
130年祭の三年千日、また来年迎え
るハワイ伝道庁60周年の旬に布教所
を開設させていただき、家族一同心
を揃えハワイのこの地で歩ませてい
ただきたい。今後も引き続き現地教
友の皆様と共々につとめさせていた
だきたい」と抱負を述べた。
　午後からは天理文化センターで祝賀パーティーが和やかに行われ、多くの現地教友が新し
い門出を祝した。	

伝道庁連絡伝道庁連絡
事情おはこび

布教所開設
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アイランドニュースアイランドニュース
第27回女子青年大会

　11月４日、婦人会本部主催の「第27回女子青年大会」が親里で開催された。ハワイからは、
女子青年会員５名、婦人会員４名が参加した。参加者を代表して、美馬ティファニー・ハワイ
女子青年委員長の所感を掲載する。

　皆さん、こんにちは。ハワイ女子青年委員
長の美馬ティファニーです。11月４日におぢ
ばで開催された第27回女子青年大会に、ハワ
イグループのメンバー８人（山中幸恵庁長夫
人、蘇リン会長、浜田シャーロット会長、美
馬千枝会長夫人、井上ミシェル、シェイ・ヤ
ップ、浜田ミキ、テイラー・ボナチータ）と
一緒に参加させていただきました。　
　私たちは、３日午前に記念建物と教祖ご誕
生地を見学し、お昼からアメリカ、カナダ、
ブラジルのグループと一緒に教祖のお庭で草
引きと落ち葉拾いのひのきしんを行いまし
た。その夜は、お茶所前で開催された前夜祭
「花ひろばLady,	 Go!」に参加しました。前
夜祭中に雨が降り出しましたが、私たちは、

まるで雨など降っていないような勢いで勇ん
でいました。翌日は本部中庭で女子青年大会
が開催されました。大会では婦人会長様の挨
拶と真柱様のお言葉を頂き、女子青年会員代
表のスピーチが行われました。そして「すて
きなあなたに」、「教祖130年祭の歌」を斉
唱し、「いつも笑顔で」を来場者全員でハン
ドダンスをしながら歌いました。大会終了後
はそれぞれの直属詰所に行き、「支部のつど
い」に参加しました。つどいでは、真柱様、
婦人会長様のスピーチについての練り合い、
十全の守護について学びました。私たち英語
圏のメンバーは後で集まり、ハワイ、アメリ
カ、カナダの合同グループでディスカッショ
ンを行いました。	
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　その夜は海外から帰参したメンバーのため
にご招宴が開かれ、婦人会長様と食事をご一
緒させていただきました。それぞれの国、地
域に分かれて出し物を披露しましたが、ハワ
イグループは、庁長夫人、ミシェル、私の歌
にあわせて、シェイ、ミキ、テイラーの三人
がタヒチアン・フラを踊りました。
　前夜祭、大会、支部のつどいでは、理解で
きない日本語も多かったのですが、それでも
私にとって特別な経験でした。いつも大学の
授業と日程が重なり、日本で開催されるこの
ような大会に今まで参加できなかったので、
今回の大会参加はすべてが新鮮でした。本当
に多くの女子青年会員が一堂に会すのを見て
驚いたの同時に、これはまだ氷山の一角であ
り、様々な理由で参加できなかったメンバー
がどれだけいるのだろうと思いました。真柱
様、婦人会長様のお言葉を心に留め、同世代

第26回ハワイ島教友会総会
　ハワイ島教友会は、26回目となる総会をキラウエア教会で開催し、ハワイ島の教友35名が
参加した。総会ではおつとめ後に山中庁長がおつとめの重要性について話し、伝道庁60周年
そして教祖130年祭へと向かうこの旬に、おてふり・鳴物の練習に励ませていただこうと参
加者に呼びかけた。

の方々との話し合いを通して、自分の信仰を
深め、より勇ませていただきました。ハワイ
グループは少人数でしたが、その分お互いを
よく知ることができ、絆を深めることができ
たと思います。今回の旅の間、ずっと笑いが
絶えず、本当に陽気なおぢばがえりとなりま
した。
　ハワイ女子青年委員長として、女子青年大
会参加のためにご支援いただいた皆様に感謝
申しあげます。毎月のミニバザーを通して寄
付いただいた皆様、ミニバザーの商品や焼き
菓子をつくっていただいた女子青年のメンバ
ー、38母屋滞在中に差し入れを下さった婦
人会の皆様、そして帰参中お世話して下さっ
た幸恵夫人に感謝いたします。皆様のおかげ
で、ハワイ女子青年メンバーは無事におぢば
がえりをさせていただくことができました。
ありがとうございました。
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12月行事予定
		 2日（月）・月例にをいがけ
		 	 	 	 ・庁長帰任
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 3日（火）・天理文化センター月次祭
		 4日（水）・伝道庁60周年会議
		 	 	 	 ・三会会議
		 5日（木）・コミュニティーひのきしん	 	
		 7日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん	 	
		 9日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	10日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・育成委員会
	11日（水）・主事会準備会
		 	 	 	 ・青年会会議
	12日（木）・少年会会議
	14日（土）・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
	17日（火）・祭儀委員会
	19日（木）・尾上貴行海外部員来布（～24日）
	21日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
		 	 	 	 ・おやさと練成会中期（～23日）
	26日（火）・遥拝式／年末大掃除
	30日（月）・伝道庁餅つき

青年会だより

女子青年だより

少年会だより

教祖130年祭への指針として示された諭達第三号
を頂いて早一年。私たちの日々の歩みは勇み心で
満ちあふれていたでしょうか。どんな苦労の中を
通っていても感謝することができれば、必ず勇み
心は湧いてくるはず。勇み心を培って来年の伝道
庁60周年を喜び勇んで迎えさせて頂きましょう。

■婦人会例会

　12月9日（月）	 	 9：00

■女鳴物練習

　12月10日（火）	 9：00

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　12月21日（土）	 9：30

■12月の月次祭直会当番は、防府グループです。
よろしくお願い致します。

■新年会のお知らせ
　2014年1月13日(月)午前10時より。参加希望の
方は会費10ドルを添えて会計(中尾志げみ、柿谷)
までお申し込み下さい。

婦人会だより

ユニセフ募金にご協力いただきありがとうございま
した。募金総額は集計次第お知らせいたします。

■ハロウィーンユニセフ募金

■月例会議

　12月11日（水）	 19：30
　於：レインボーハレ

■リーダーズキャンプ

2014年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。

11月４日に開催された第27回女子青年大会に５名
のハワイ女子青年会員が参加させて頂きました。
皆様のご支援、本当にありがとうございました。

■スプリングキャンプ＆第39回総会

3月21～23日にスプリングキャンプを開催します。
おつとめまなび総会は22日です。
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・春季大祭おぢばがえり	 	 	 	 	 1月26日		 	
・少年会リーダースキャンプ、新年会	 	 	 1月25日、26日	 	
・文化センター大掃除	 	 	 	 	 2月17日		 	
・母親講座	 	 	 	 	 	 2月18日		 	
・教祖百三十年祭ようぼくの集い（於　伝道庁）	 	 3月15日		
	 （於　マウイ島、ハワイ島、カウアイ島）	 3月17日～20日	 	
・少年会総会及びキャンプ（総会22日）	 	 	 3月21日、22日、23日	
・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝の集い	 	 	 3月23日		 	
・婦人会教祖ご誕生お祝の集い	 	 	 	 4月8日	 	 	
・教祖誕生祭おぢばがえり	 	 	 	 4月18日		 	
・少年会教祖ご誕生お祝い行事	 	 	 	 4月20日		 	
・全教一斉ひのきしんデー	 	 	 	 5月3日	 	 	
・創立60周年記念祭	 	 	 	 	 5月17日		 	
・婦人会・青年会・女子青年総会		 	 	 5月18日		 	
・ハワイ修養会	 	 	 	 	 	 6月15日～7月10日	
・天理教ピクニック	 	 	 	 	 7月4日	 	 	
・こどもおぢばがえり	 	 	 	 	 7月24日～30日	 	
・天理教バザー	 	 	 	 	 	 8月24日		 	
・全教一斉にをいがけデー	 	 	 	 9月1日	 	 	
・女子青年こかん様に続く会	 	 	 	 9月27日		 	
・秋季大祭おぢばがえり	 	 	 	 	 10月26日	 	
・ハワイ島教友会総会	 	 	 	 	 11月30日	 	
・少年会鼓笛キャンプ／リーダースキャンプ	 	 11月22日、23日		
・おやさと練成会中期コース	 	 	 	 12月21日～24日		

・本部月次祭遥拝式	 	 ・ワイキキ神名流し	 ・サンデースクール
・月次祭	 	 ・Joy	Workshop	 ・アロハバンド練習
・主事会	 	 ・婦人会例会	 ・機関誌オリジンズ、まこと発刊	
・教会長布教所長会議		 ・婦人会鳴物練習	 ・各会委員会	 	 	
・おてふり、鳴物練習		 ・婦人会による施設慰問	 ・月例コミュニティーひのきしん
・月例にをいがけ	 	 ・Adopt	A	Highway	Program（ハイウェイ清掃）	

＊天理文庫	（水～日　午前10時～午後4時）
＊天理柔道（月、水、金：午後5時30分～午後９時）

2014年度ハワイ伝道庁行事予定

月間行事



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

伝道庁12月月次祭　	 12月15日（日）午前９時

講話者：宮内ルミ（浅草ハワイ教会長夫人）
※教会長・布教所長会議は午後12時45分から行います。

伝道庁年末年始行事予定
	 年末大掃除	 12月26日（木）	 遥拝式後

	 伝道庁餅つき	 12月30日（月）	 午前７時

	 元旦祭	 １月１日（水）	 午前10時


