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ハワイ伝道庁60年小史

　奉告祭祭典に続き、両会の発会式が行われた。

　井上庁長は「この度の奉告祭に真柱様の随行として、婦人会長様、青年会長様が臨席されるとい

う千載一遇の機会を逃してはならない。どうでもハワイ婦人会、青年会を結成させて頂き、発会式

を行うことにした。」と挨拶。

　中山おあい婦人会長は、「殊に女性は生み育てる徳を天よりお与え頂いているのでございまして、

理につながる道の子は申すに及ばず、次代を背負つて立つ用木育成の上にも、母親としての愛情を

注ぎ、どんな苦しい中からも丹精させて頂く事が道の将来の上にも、どれほど大切な事か分かりま

せん。」と告辞し、会員が一手一つにつとめて頂きたいと希望された。

　中山善衞青年会長は、「最後にハワイ青年会の皆様にお願いしたい事は、教祖の教えに基いて、

世界を改造するという大業につくして頂きたいという事であります。その為には、私達の神様への

信仰を深め、第一段階として、会員の増加につとめて頂かねばなりません。尚一つ一年半後来るべ

き七十年祭には、人類創造の聖地たるお地場に大勢帰参される事を期待いたしております。」と告

辞し、会員を激励された。

　真柱様からは、婦人会・青年会の創始と、両会が教団の羽翼としての使命を果たすことを明示す

る「お言葉」があった。かくて今年両会の創立60周年を迎える時旬となった。両会結成の元一日を

想起して、両会が一大飛躍をさせていただこうではありませんか。

ハワイ婦人会、青年会の発会式
開会に当たり三國ロバート・ハワイ青年会委員長が婦人会長、青年会長を参拝者に紹介した
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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。

　親神様の深い親心と絶え間ない御守護のも

と、私たちは日々結構にお連れ通り頂き、そ

れぞれの持ち場立場で、たすけ一条の御用に

励ませて頂いておりますが、本日は早くも今

年の納めの月次祭を執り行う日柄となりまし

た。この一年、庁長交代という大きな節目を

はじめ、様々な行事活動を無事に終えるこ

とができましたこと、また賜りました数々の

御恵みに御礼申し上げ、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。

　本年も残り僅かとなりましたが、二十一日

よりおやさとセミナー中期を開催させて頂き

ます。また年末の行事も滞りなくつとめさせ

て頂き、伝道庁創立六十周年の年、教祖百三

十年祭活動の二年目を、心明るく迎えさせて

頂きたいと存じます。

　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、この重要な時旬に、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

12月月次祭祭文

12月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 一瀬常徳	 	 稲福道興	 　　	
賛　者	 井上タイロン		 蘇ジミー　
指図方	 本田グレン
講話者	 宮内ルミ	 （英）　
通訳者	 藤原和子	 （日）

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

祭典役割

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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立教177年　新春あいさつ

　ハワイ管内の皆様、明けましておめでとうございます。

　昨年はお道の御用の上にご尽力いただき、また伝道庁の諸活動・諸行事にご協力下さり、誠

に有難うございました。殊に、５月に着任した新庁長と家族を皆様方が温かく迎えて下さり、

何も分からない私たちを今日まで優しく支えて下さったお陰で、ハワイでの初めての新年を無

事に迎えることができました。厚く御礼申し上げます。（ハワイのお正月もいいですね！）

　ご承知のように、今年の５月に再び真柱様をお迎えして伝道庁創立六十周年記念祭をつとめ

させていただきます。親に喜んでいただけるよう、それぞれの持ち場立場で日々できる小さな

ことを積み重ねさせていただきましょう。それがまた、二年目となる教祖百三十年祭活動へと

つながっていくはずです。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ハワイ伝道庁長　山中修吾

　明けましておめでとうございます。

　昨年は婦人会活動の上に、多くのお力添えを頂きありがとうございました。皆様の誠真実の

おかげで、すべての活動を成功裏につとめさせていただくことができました。本年５月には、

伝道庁創立60周年をひかえ、教祖130年祭に向けた三年千日の二年目の年でもあります。この旬

に、教祖に喜んでいただけるよう明るい心で人だすけに励みましょう。

　本年も変わらぬご支援をお願いいたします。

ハワイ婦人会主任　山中幸恵
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　昨年中は、少年会スタッフをはじめ、多くの方々から少年会活動のうえに様々なご支援をいただ

き、心から感謝申し上げます。年間を通して開催する少年会の各行事は、皆様のご尽力なしには行

うことができません。

　少年会への皆様の変わらぬご尽力によって、ハワイ管内がより強く明るくなることでしょう。

時が経つにつれて子どもたちも歳を重ねます。子供たちを育成するのは今であって、気を抜いてい

ると、彼らが本当に必要としているそのタイミングを逃すかも知れません。子供たちの信仰的育成

には終わりがありません。そして、その成果は私たち一人ひとりにかかっています。少年会へのほ

んの少しの努力が、将来への種まきとなるのです。子供たちは未来のリーダーです。私たちを未来

へと運んでくれるリーダーを一緒に育てさせていただきましょう。マハロ＆アロハ！

少年会ハワイ団団長　中尾オーエン

　明けましておめでとうございます。

　ハワイ女子青年の皆様には、昨年中の様々な行事への参加や支援をいただきありがとうございま

した。11月４日におぢばで開催された女子青年大会には、５名の会員が無事に参加させていただく

ことができました。女子青年の皆様、そして長年にわたる教内の皆様のサポートなくしてこのよう

なことは成し得ません。本当にありがとうございます。

　今年は、井上ミシェルさんがハワイ女子青年の委員長を務めてくださいます。ハワイ女子青年へ

の変わらぬご支援をよろしくお願いします。

ハワイ女子青年委員長　美馬ティファニー

　ハワイ青年会の皆様、アロハ！

　昨年中はハワイ青年会への様々な形での支援をいただきありがとうございました。何よりも青年

会活動のために皆様の時間を割いていただき、心から感謝しています。2014年を見据えると、教祖

130年祭へ向けてより成人させていただくために、私たちのリーダーシップや決意を示し、エネル

ギーを注げる機会が多くあることでしょう。まずは、伝道庁60周年記念祭が待ちかまえています。

皆様の持ち場立場で、ひのきしんの態度や誠の心を尽くして、まわりを勇ませていきましょう。

　皆様のご多幸と実りある新年をお祈りいたします。　

ハワイ青年会委員長　中尾モーゼス

　2013年12月15日、井上ジョン・ハワイ海布教所長配偶者が、57歳でお出直しになられまし
た。告別式は、１月20日（月）細井葬儀所で執り行われます。

伝道庁連絡伝道庁連絡
訃　報

　12月26日、遥拝式後に年末大掃除、また30日に年末餅つきが行われました。

年末大掃除＆餅つき
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１2月月次祭祭典講話　浅草ハワイ教会長夫人　宮内ルミ

　ただ今、本年納めの月次祭を勇んで勤め終え
させていただきました。教祖130年祭に向かう
三年千日の実動一年目も間もなく終わります。
本日は教祖の教えに生涯を捧げた一信仰者の
こと、また、年祭を通じて教祖にもたれること
を学んだ私自身のことをお話しさせていだきま
す。実動二年目を迎えるに当たり、僭越ではあ
りますが、ご参考になれば幸いです。
　まず、私にこの素晴らしいお道を教えてくれ
た母のことをお話ししたいと思います。ご存知
と思いますが、母、泉千代子はこの９月に出直
しました。
　母は牛込大教会部内のマノア教会四代会長で
ありましたが、認知症のため、私の主人が会長
職を継ぎ、教会は所属を浅草大教会に、名称を
浅草ハワイ教会に変更しました。この６月に私
共の教会は、母が長年望んでおりました真柱様
ご巡教のご守護を頂きました。
　出直すまでの母は、食事、入浴、着替えとい
った日常のことに介助が必要でした。中でも、
食事の時間は私たちにとってチャレンジで、食
べ物は口の中へ入れるということまで言って聞
かさねばならず、手を拭くことやトイレに行く
ことさえも、促さなければできなくなっていま
した。昔のことは覚えているのですが、今のこ
とは次ぎ次ぎと忘れるのです。それはまるでス
イッチが切れっぱなしの電灯のようでした。と
ころが、驚いたことに、そんな母でも朝夕のお
つとめと月次祭は大事なことといつも分かって
いました。
　真柱様ご巡教の数ヶ月前のことです。主人と

夕食を取りながらその話をしていると、いつ
もは私たちの会話に興味を示さない母が突然、
「真柱様、ここに来るの？」と尋ねるではあり
ませんか。その場の一同皆驚きました。母の
頭のスイッチが「オン」になっていたのです。
「お母さんに会いに来るよ」主人がそう言う
と、母が、「ええ！私はどうしたらいいの？何
もできないよ。」と言うのです。主人が「何も
しなくていいよ。僕たちがちゃんとするから。
お母さんはちゃんとお迎えできるように元気で
いたらいいよ。だから、ごはん食べてね。」と
優しく応じると、母は「大丈夫？」と聞き返
し、「大丈夫だよ」と応える主人に「ありがと
うね」と礼を言いました。
　母は、真柱様ご巡教に話が及ぶと、頭にスイ
ッチが入って会話に入ろうとし、質問を始める
のです。ご巡教の話が出る時だけ会話がまとも
になる母を見て、私たちは畏敬の念にさえ打た
れました。ご巡教当日の話をする前に、まず、
母の信仰と、このご巡教が母と私たち家族にと
っていかに重要だったかお話しさせていただき
ます。
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　母は11人兄弟姉妹の第一子として熊本で生
まれました。厳格な仏教の家でしたから、他の
宗教を信仰することは許されませんでした。母
は子供の頃に一度、病気で死にかけたことがあ
るそうです。祖母が嘆いているのを伝え聞いた
ある教会の奥さんがおさづけの取り次ぎを申し
出てくださいましたが、祖母は主人が許さない
からとお断りしたそうです。そこで教会で三日
のお願いづとめをしてくださることになり、神
饌物は三日分すべて祖母が用意したそうです。
娘を助けたい一心からでした。奥さんが、三日
目にはきっと不思議なご守護が頂けます、娘さ
んが何か食べたがったら、それが神様のご守護
だから何でも食べさせるように、と言ってくだ
さいました。そして、三日目に母は奇跡的に回
復したのです。
　戦争中、母には娘がありましたが、1945年
７月始めの連合軍による熊本への空襲で、母も
娘も傷を負い、娘は７月７日に亡くなります。
終戦一ヶ月前のことでした。火傷を負い左足に
ひどいケガをした母は２年間寝たきりになりま
す。祖母はこの間内緒で教会に日参し、母は杖
をついて歩けるようになりました。後に息子を
授かりましたが、離別により引き離されること
になります。
　息子と生き別れた悲しみと喪失の中で、一度
ならず二度も命を助けていただいたお道に教え
を求め、母は信仰を厚くします。そして、治道
大教会の住み込みとなり、会長様のお子さんた
ちの世話をさせていただきました。旅館の経理
係としても働き、上級教会のふしん金の返済
を助け、教会の御用に、ひのきしんに励みま
した。
　祖父は娘の信仰に反対していましたが、娘の
行いと態度に次第に感化され、お道の教えを学

びたいと、おぢばで三ヶ月の修養科に入り、熱
心な信者になります。母もにをいがけに励み、
兄弟姉妹の内、三人が修養科に入り、それぞれ
が夫婦揃って信仰熱心になりました。
　1962年、母が41歳の時です。ハワイ伝道庁初
代庁長様が奥さんを亡くしたハワイの方の再婚
相手を探しておられました。この方はカリヒ教
会の信者でした。本部の高橋一男先生を介した
お見合いの席でイズミ・ハジメさんを紹介され
ます。母は一度はお断りしたそうです。過去に
結婚で辛い経験をした上に、娘の死に責任のあ
る国、ハワイへ移ることなど考えられなかった
のです。ところが、高橋先生は、私が頼んでい
るのではない、教祖がハワイへ行ってこの一家
を助けて欲しいと頼んでいるのだよ、とおっし
ゃったそうです。母はご存命の教祖に伺いを立
てようと教祖殿へ行きました。教祖殿に座り、
その場でハワイ行きを決意したそうです。母は
よく、教祖の頼みを断ることなんてできなかっ
たから、一週間後には父と結婚した、と言って
いました。教祖80年祭の三年千日が始まる一年
前のことでした。
　父は器用な大工で、頼まれれば教会、知人や
友人の家、どこにでも喜んでひのきしんに行く
人でした。戸や窓の修理など頼まれるとすぐ取
り掛かるので、自分の家の修理はいつも後回し
になり、教会ですぐに必要とあれば、我が家の
窓や戸やガラスを持って行くことさえありまし
た。母はそんな父のひのきしんをいつも暖かく
見守っていました。1979年10月、私が15歳の
時、父は肺がんで余命二ヶ月と宣告されます。
それでもひのきしんを止めず、科学療法と放射
線治療を受けながらフルタイムの仕事も続けま
した。母は毎日おさづけを取り次ぎました。そ
して、11月には母と共におぢばに帰りました。
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翌年４月にも、憩いの家に入院しながらではあ
りましたが、教祖誕生祭と第70回婦人会総会に
再びおぢばに帰ることができました。そして、
ハワイに戻って一週間後の５月８日に父は出直
します。母からおさづけの取り次ぎを受けた10
分後でした。出直す数分前まで語りかけてくれ
ました。身上になってからの父は痛みに苦しむ
様子を見せることもなく、二度もおぢばに帰ら
せていただくことができたのです。
　ハワイに来てからの母の人生は容易なもので
はありませんでした。英語が話せない上に、文
化もまるで違ったからです。しかし、泉家を助
けるためにハワイへ渡るという教祖との約束は
どんなに辛くてもハワイに留まるという強さと
信念を母に与えました。自分の苦労など50年
の長きにわたる教祖のご苦労を思えば何でもな
いことで、乗り越えられると固く信じていまし
た。このゆるぎない信念と教祖との約束が母の
強さの源泉であったと思います。
　1991年８月26日、母はマノア教会四代会長の
お許しを戴きます。70歳になっていました。こ
の役職をお受けするに当たり、母は終生会長職
を全うする誓いを立てましたが、83歳の時、乳
がんと診断されます。二度にわたる手術と６週
間に及ぶ放射線治療を受けている間も、母はい
つも感謝の言葉を口にしていました。
　2007年の夏、教会の向かい側の歩道でころ
び、母は左大腿部を骨折してしまいます。手術
を受け、三ヶ月近くのリハビリを経て退院はし
ましたが、今度は老人性認知症と診断されまし
た。教会の御用や身の回りのことができなくな
ったため、私がその後６年間母の教会に住み込
み、主人と子供たちの協力のもと、2009年に
主人が教会を引き継ぐまで、母と教会の世話に
当たりました。主人が会長になってからも、母

はまだ自分が会長であると思っているようでし
た。私たちが朝夕の神殿そうじを終えるたびに
お礼を言うのです。その当時は認知症のため会
長を交替したことも忘れてしまったのだろうと
思っていました。しかし、今、母の生涯を振り
返ると、母の「魂」が教会を引き継いだ私たち
に対して礼を言ってくれていたのだと確信して
います。私の記憶の中の母はどんな時も「あり
がたい、ありがたい」と言っていました。です
から、真柱様ご巡教は母にとって最高の喜びで
あったに違いないのです。
　そして、ご巡教当日。真柱様のことが分かる
かどうか心配しましたが、真柱様が到着される
と母の顔が興奮気味になったので安堵しまし
た。前会長として紹介された時、私が車イスを
できるだけ近くまで押し進めると、真柱様は立
ち上がられ、バラの花束を持つ母の方へ歩み寄
られました。そして、母の手を握り「長い間
ご苦労様でした。」と母の労をねぎらわれまし
た。母の目には涙が、その場の皆の目にも涙が
溢れました。真柱様から直に母に頂いたお言葉
は、51年前に「教祖が頼んでいるんだよ。」
との言葉に応えるべくハワイにやって来た母へ
の贈り物のようでした。教祖80年祭の旬を前に
した母の決意が真柱様お入り込みと親心溢れる
お言葉で見事に報われた瞬間でした。
　教祖130年祭へ向かう三年千日のこの旬に真柱
様のご巡教を頂いたことを心から光栄に思い、
感謝の気持ちでいっぱいです。
　過去の年祭を振り返りますと、それぞれの年
祭が私自身の成人の旬でもありました。100年
祭の時は、どちらの道を選ぶか神様に試されて
いるように感じました。ハワイ以外の学校へ進
学しようか、ハワイに残ってアロハバンド、ス
タッフの役目を全うしようか二つの選択肢があ
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りました。迷った末、ハワイに残ってバンドの
方を手伝う選択をしました。そして、年祭の年
には、100年祭の祭典とこどもおぢばがえりと
二度もおぢばに帰ることができたのです。
　1996年、110年祭の年に銀行の仕事を辞めて
主人と共に布教の家ハワイ寮での伏せ込みを決
めました。その当時子供はまだジェイソン一人
でした。６年間次の子供が授からなかったので
す。ところが、仕事を辞めると間もなく、医療
保険を失くした矢先に、二人目の息子を妊娠し
ました。この子は12月31日、まさに110年祭の
年の最後の日に生まれてきました。保険がなか
ったのですが、産科医の先生が費用は半額、し
かも分割払いでいいと言ってくださいました。
小児科の先生も診療費をただにしてくださいま
した。お礼代わりに、奥さんを失くしたばかり
の先生と５人の小さいお子さんたちの食事を作
らせていただきました。1998年には三番目の
息子を授かります。この時も、保険がなかった
のですが、同じ先生方が寛大にも、出産費用は
半額、小児科の先生も三人の子供をただで診て
くださいました。
　「をびや許し」を頂いたおかげで、どの子の
お産も軽く安産でした。これは本当にご守護で
した。というのは、23歳の時の大腸菌による
感染で、私の右の腎臓は半分しか機能しておら
ず、左の腎臓も一部傷があったからです。です
から、この奇跡的なをびやのご守護に感謝して
います。
　120年祭の頃は困難の連続でした。若い頃か
前生で蒔いた種が芽生えて、次々に節を見せら
れました。2005年には自分を見失うに至りま
す。教祖が大好きでお慕いし、子供の頃は教祖
伝が大好だった私でしたが、それまでは自分の
内側に教祖を感じることはありませんでした。

ところが、この時初めて、自分の抱える事情を
分かる人が誰一人いなくとも、教祖は丸ごと分
かってくださっていることに気づいたのです。
この気づきにより信仰を深め、節を受け入れ教
祖にもたれることができるようになりました。
　さらに、2006年の終わりまで、毎日おてふ
りをする心定めをしました。おてふりが私の魂
に安らぎと強さを与えてくれました。それ以
来、この時の困難な経験が人を助ける時の私の
道具になっています。見せられた節は本当はご
守護だったのだと思います。節を通して教祖は
いつも傍にいて人だすけできるよう私を育て導
いてくださることに気づくことができたのです
から。
　今この年祭の旬に、私共の教会が真柱様ご巡
教のご守護をいただき、母に優しいお言葉を頂
いたことは大変光栄なことでした。これにお応
えするためにも、今こそ諭達第三号のお言葉に
添いきる努力をする時です。諭達の中で、真柱
様は、こう述べておられます。

あらゆる災厄や難渋は胸の掃除を求められる
親心の表れである。自らを省みることはもと
より、見せられる事柄を通して、人だすけ
を促されていると受け止め、積極的なおたす
けを心掛けたい。また、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。

　このお言葉を真に受け止め、全力で人だす
け、にをいがけに励みましょう。必ずやご存命
の教祖にお喜びいただけるものと確信します。
　ご清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
おやさと練成会英語コース中期

　12月21日から23日まで、おやさと練成会英語コース中期が伝道庁で開催され、川崎カイ
コ、宮内エリック、三浦アシュリー、ヒガ・マリカ、中川ローレンの５名が修了した。コー

ディネータ
ーを尾上貴
行・海外部
員、カウン
セラーを久
尾シンシア
がそれぞれ
務めた。

　　　　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？　

　私は今こそ「たすけあい」の旬だと強く感じています。どこにいても、
ひのきしんを実践する機会は無限にあります。するべきことや出来ること
があれば、それをする。職場にいる時は、どんな心のほこりを積んでいる
のかということに気を配り、できるだけ積まないよう努力しています。私
は事務所内でクリスマスの飾り付けを自ら担当していますが、みなさん喜
んでくれています。そこにも「たすけあい」があると思います。スタッ

フのみんなが喜んでくれると私も嬉しくなるからです。この相互にとって価値ある行いは、職場環境に
も良い影響を与え、その気持ちが外へと広がっていくチャンスでもあります。みなさん、良い休日を！

アロハ！私はシャノン・カヤタニと申します。ラナイ教会の菅ダ
フニーの夫で、家庭裁判所の保護観察官として勤めています。
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1月行事予定
		 1日（水）・元旦祭
		 4日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 6日（月）・月例にをいがけ
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 7日（火）・コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・	天理文化センター大祭
	11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	13日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	14日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・育成委員会
	15日（水）・青年会会議
	16日（木）・少年会会議
	18日（土）・主事会
	19日（日）・伝道庁大祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・教校学園研修
		 	 	 	 		 ホストファミリー説明会
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	20日（月）・山中修吾庁長帰本（～2/4）	 	
		 	 	 	 ・三濱書記夫人帰本（～1/31）
	25日（土）・少年会リーダーズキャンプ
	26日（火）・遥拝式／おつとめ練習
		 	 	 	 ・少年会新年会

青年会だより

少年会だより

明けましておめでとうございます。いよいよ今年
はハワイ伝道庁が設立されて60年という節目を迎
えます。長い年月、伝道庁を支えて下さった先代
の皆様に感謝を捧げつつ、今この時に生かされて
ていただける喜びを胸に今年も一年勇んでつとめ
させていただきましょう。

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　1月11日（土）	 	 9：30

■婦人会例会（新年会）

　1月13日（月）	 	 10：00
※昼食後に美馬先生によるコーラス練習があります
※２月の例会はお休みです。

■女鳴物練習

　1月14日（火）	 	 9：00
※２月の練習はお休みです。

■1月の大祭直会当番は、本島グループです。
　よろしくお願い致します。

婦人会だより
■月例会議

　1月15日（水）	19：30
　於：レインボーハレ

■リーダーズキャンプ

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。

■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。

伝道庁1月大祭	 	 　　1月19（日）午前９時

講話者：山中修吾庁長
※教会長・布教所長会議は中止です。
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教祖１３０  年祭

2014年３月

15日
伝道庁

17日
マウイ教会

18日
ヒロ教会

19日
カイルアコナ教会

20日
カパア教会


