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ハワイ伝道庁60年小史

　開設奉告祭を盛大に勤め終えた井上庁長は、次々と活動方針を打ち出し、実働を始めた。

１、54年６月、広報紙「まこと」の発刊

２、55年１月よりにをいがけデーを26日遥拝式後に実施（後、期日は数回変更）

３、55年１月春季大祭より、サンデースクールを開校。59人の教会、信者の子弟が参加。

４、55年５月29日、アラモアナパーク２番地区に於いて、第一回天理教ピクニックが婦人会・青年

　　会主催で開催され、400名余が参加した。

５、60年５月21日、全教一斉ひのきしんデーに併せて、日系人先亡者のマキキ共同墓地（パンチボ

　　ウルの山手側斜面）で草刈り清掃ひのきしんを行い、50名余が参加した。また、市内のワイキ

　　キ海岸、マジックアイランドなどでも随時ひのきしんを実施。

　伝道庁の開設によって、管内教会、布教所が一つの核に集まり、活動は展開されていった。個々

の教会の教勢は微力とは言え、まとまれば大きな力となり、ハワイの社会に天理教の名は広がっ

た。60年前にささやかに発足した諸行事が、60年後の今日も絶えることなく続けられていることに

感動を覚え、末代へ続く歴史の重さを感じる。

にをいがけ、サンデースクール、ひのきしん

婦人会・青年会が主催し、アラモアナパーク２番地区を会場にテントが設営され、小さなステージが設
けられた。大きな輪になって炭坑節の踊りも出た。
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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、喜び勇んで通らせ

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

伝道庁の一月大祭を執り行う日柄を迎えまし

たので、教祖年祭の元一日、人間の成人を急

き込まれる教祖が定命を二十五年お縮めにな

り、ご存命のお働きをもって世界たすけに

踏み出された明治二十年正月二十六日を偲ん

で、ただ今より、おつとめ奉仕者一同心を合

わせ、座りづとめ・てをどりを厳かにつとめ

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。　

　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、本年５月に迎える伝道

庁創立六十周年、さらには二年後の教祖百三

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

１月大祭祭文

１月大祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 	 中尾オーエン	 　　	
賛　者	 川崎カイル	 	 山本浩徳　
指図方	 中尾善宣
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	 Ｙ．宮内	 Ｋ．川崎
(男性)	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｊ．蘇
	 Ｍ．社本	 Ｗ．三國	 Ｂ．岩田
てをどり	 庁長夫人	 Ｓ．柿谷	 Ｒ．宮内
(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．中尾	 Ａ．綾川
	 Ｍ．三國	 Ｙ．一瀬	 Ａ．中川
笛	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本	 Ｄ．桧垣
チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．三濱
拍子木	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｄ．鈴木
太鼓	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｇ．井元
すりがね	 Ｔ．美馬	 Ｓ．中尾	 Ｓ．社本
小鼓	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田	 Ｂ．美馬
琴	 Ｔ．松川	 Ｋ．金川	 Ｍ．田ノ上
三味線	 Ｊ．山	 Ｍ．山下	 Ｌ．長田
胡弓	 Ｍ．岩田	 Ｌ．蘇	 Ｙ．川崎
地方	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．三濱	 Ｍ．中尾
	 Ｓ．椎葉	 Ｗ．城	 Ｈ．山本

祭典役割

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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１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１月の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、また教

祖年祭の元一日に思いを馳せるおつとめを、皆様と

共々に厳かにつとめさせていただきました。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。

　ただ今も申しましたが、皆様も充分ご承知の通

り、１月の大祭は、教祖年祭の元一日、つまり教

祖が現身をお隠しになられた明治20年（1887年）

正月26日を記念してつとめられます。10月の大祭

は立教の元一日、旬刻限が到来し教祖が神のやし

ろになられた日を記念してつとめられますから、

それは「慶び事」であると言えますし、毎年10月

26日の教会本部の昼食は「慶び事」を表す赤飯で

す。それに比べて、１月の大祭は教祖が現身をお隠

しになられた、教祖のお姿を拝することができなく

なった日を記念してつとめるわけですから、「慶び

事」とは言い難いですし、１月26日の教会本部の昼

食も赤飯ではありません。「陽気に勇んで」ではな

く、「厳かに」つとられます。また、天理の冬の厳

しい寒さの中でつとめられますので、経験した方も

あると思いますが、寒い中で最初から最後まで参拝

していると、体が冷え切って、なおさら「厳かな」

気持ちになります。

　なので、「10月の大祭と１月の大祭のどちらが好

きか」と聞かれたら、「赤飯が食べられるから、あ

るいは暖かいから10月」と答える人が多いかなと思

いますが、もちろん、どちらの大祭も天理教と天理

教信仰者にとっては大切です。ですが、お道の今日

までの伸び広がり、また今日の私たち天理教信仰者

の信仰のあり方を考える上においては、１月の大

祭の意義をしっかりと確認し心に納めることが、

とりわけ大切であると思います。

　10月の祭典講話でも申しましたが、天理教の教

えと信仰の大根本は、「教祖中山みき様は神のや

しろである」というところから始まります。教祖

に親神様が入り込んで「神のやしろ」と定まった

時から天理教の教えが始まりますし、銘々の信仰

の上から言っても、「教祖は神のやしろである」

と受け容れ信じることが天理教信仰の始まりとな

ります。そして、今の私たち、特に、おさづけの

理を戴いたよふぼくにとっては、「教祖ご存命の

理」を固く信じて通ること、つまりご存命の教祖

のお働き・お導きを実感して通ることが、日々の

信仰生活においては欠かせません。ですから「教

祖中山みきは神のやしろであり、50年間にわたっ

て、親神様の教えを直々にお説き下された。そし

て、お姿を隠されて後も、今なおご存命のまま、

私たち一人ひとりをお導きくだされている」とい

うことを誠にして通るのが、今日の私たち天理教

信仰者のあり方である、と言えるでしょう。

　もちろん、天理教信仰者の一番の礼拝対象は、

すべての人間をお創りくだされ今もご守護くださ
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れている親神様であるわけですが、親神様という

のは、「このよふわ神のからだ」（三号40）とお

教えいただくように、無限絶大なお姿、広がりを

持たれる神様というか「存在」であるわけですか

ら、ちっぽけな人間である私たちからすれば、大

きすぎる礼拝対象に感じられるかもしれません。

ですが、その大きな存在である親神様とその子供

である私たち人間を密接に結びつけてくださるの

が「神のやしろ」である教祖という特別なお方で

す。私たち人間は、教祖によって初めて親神様の

ことを知り、その教えに導かれたわけですが、教

祖は、お姿が見えなくなった今でも、存命同様に

親神様と私たち一人ひとりを結びつけてくださる

特別なお方であり続けられ、世界中、いつでもどこ

でも誰にでも、そのお導き・お働きを下さっていま

す。目に見える生身の人間のお姿がないからこそ、

「教祖は世界中をかけまわって、いつでもどこでも

誰にでもお働きを下さる」ことが可能になるのでは

ないでしょうか。『教祖伝』の一番最後の頁に、

さあ／＼これまで住んで居る。何處へも行てはせ

んで、何處へも行てはせんで。日々の道を見て思

やんしてくれねばならん。（明治23・３・17）

という「おさしづ」のお言葉がありますが、この

お言葉は、『教祖伝』の時代と今の私たちをつな

げる、とても大切なお言葉だと思います。

　また、天理教の歴史の上からみても、「教祖ご

存命の理」を抜きにして、明治20年から今日まで

の天理教の伸び広がりはあり得ませんでした。そ

れまで天理教を厳しく取り締まっていた当時の官

憲は、中心人物である教祖がいなくなったことに

よって天理教は自然にその勢いが衰退・消滅する

と見込んでいたはずです。また、それまで教祖に

付き随い、教祖の教えを熱心に信仰していた当時

の人々の多くが、教祖がお姿を隠されたという知

らせを聞いて、立ち直れないぐらいの大きなショ

ックと深い悲しみに包まれたことは言うまでもあ

りません。

　ですが実際には、天理教はその後衰えるどころか

逆にもの凄いペースで勢いを増していきました。あ

る資料によると、教祖がお姿を隠された頃には推定

で４～５万人であった信者数が、１年後には20万

人を越えたとも伝えられています。またその後、

明治29年には日本の人口は4,000万人で天理教信

者数が300万人に達したという記録もあるそうで

す。そしてその勢いがその後の海外布教へとつな

がっていきます。教祖がお姿を隠された後、これ

ほど天理教が伸び広がったその一番の要因は、も

ちろん「教祖はお姿を隠されて後も、今なお御存

命でお働き！」との確信を得た人々、つまり私た

ちの先人が、その証しとして渡される「おさづけ

の理」を頂かれ、それを頼りに熱狂的な布教おた

すけに励んでくださったからです。「教祖ご存命

の理」は、明治20年以降、今日まで天理教と天理

教信仰者を強く支えてきた「信仰的エネルギーの

源」とも言えるでしょう。

　このように考えるとき、教祖の年祭の元一日を記

念する１月の大祭は、天理教の歴史における新たな

展開の始まりを記念する日でもあり、世界たすけ

への新たな段階の始まりを記念する日でもありま

す。そしてなによりも、私たちよふぼく一人ひと

りが、「教祖ご存命の理」を心に刻み直し、「私

はご存命の教祖の道具衆である」という意識と自

覚を新たにする日でもあるのです。ですから皆さ

ん、直会で赤飯は出ませんが、今晩は赤飯よりも

もっと力の出るステーキでも食べましょう。そし

てご存命の教祖の道具衆、よふぼくとしてつとめる

意識と自覚を高め、力をつけましょう。１月の大祭

には、そのような重要な意義があると思います。
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　先ほどから「教祖ご存命の理が大事」というこ

とを何回も言っていますが、「おさしづ」にも、

教祖存命一つ治めさしたは容易やない。これしっ

かり聞き分け。（明治34・５・25）

というお言葉があるように、親神様の深い思召か

ら現わされた「教祖ご存命の理」を聞き分け、真

に心に治めることは、あえて言えば簡単なことで

はありません。天理教外の人からすれば、「亡く

なった人が、亡くなった後もずっと生きてる」と

いうことなのですから。

　この点について二代真柱様は、先ほどの『教祖

伝』一番最後の「おさしづ」にも関連しますが、

次のようにお教えくださっています。

存命のまま御守護を下されておるのではあります

るが、それはわれわれの耳には聞えないのであり

ます。目には見えないのであります。ただ一つ絶

対の信仰の心に写ってくる理であり、お姿なので

あります。それが存命の理の御守護であろうと信

ずるのであります。

（『第十六回教義講習会第一次講習抄録』）

　目に見えない耳に聞こえない教祖のお働きを体感

し納得するには、まさに絶対的な信仰が必要とされ

るということです。つまり、「教祖は、そのお姿は

見えないが、今も存命同様に世界たすけのためにお

働きくださっている、いつでもどこでも一人ひとり

を導いてくださっている」ということを絶対的に信

じて通ることによってのみ現わされてくるもの、得

心できるものが、「教祖ご存命の理」であるという

ことだと思います。そして、教祖130年祭へと向か

う今の時旬は、「教祖ご存命の理」を強く実感し体

得する絶好の機会だと思うのです。

　この「教祖ご存命の理」の証しとして渡される

のが「おさづけの理」ですが、教祖は、明治７年

（1874）12月26日に初めて、ご自身が「神のや

しろ」「月日のやしろ」であることをはっきり示

すために赤衣をお召しになられ、同じ日に初めて

「身上たすけのさづけの理」を渡されています。

それを誰に渡されたのかと言うと、たくさんの人

ではなく、入信から10年以上の年限を重ね、その

間教祖にしっかりと付き随い、教祖の「世界たす

け」の教えを理解し心にしっかりと治めた四人の

先生方の心を見定めて、教祖は、教祖に代わって

身上たすけを取り次ぐ許しとして、おさづけの理

を渡されています。

　今では、別席を９回運べば「おさづけの理」を戴

いて「よふぼく」になることができます。ですが、

昨年の10月大祭の神殿講話で真柱様が、

おさづけの理を頂戴しても取り次がなければ、「国

の宝、何程やら分からん」（明治31・12・30）と

まで仰せになる尊い宝を生かすことができません。

（中略）別席を運ぶときの心構え、そして、おさ

づけの理を拝戴するときの心、さらには、戴いて

からの心がけ、つとめ方が肝心なのであります。

と強調なされたように、私たちよふぼくは、「ご存

命の教祖に代わって（と共に）たすけを取り次ぐ」

者であることを忘れず、常にご存命の教祖を側に感

じ、ご存命の教祖にお働き頂けるような心で日々を

通りましょう。「おふでさき」にも、

　

たん／＼とよふぼくにてハこのよふを　

はしめたをやがみな入こむで

このよふをはじめたをやか入こめば　

どんな事をばするやしれんで　　（15号 60-61）
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とある通りです。

　ご承知のように、『教祖伝』の最後の章には、

教祖年祭の元一日へとつながる、明治20年の初め

の厳しい神人問答の様子がまざまざと描かれてい

ますが、これは決して、単なる127年前の「過去

の話」として読むべきものではないと思います。

私は、『教祖伝』は教祖と周りの人々の言動を綴

った単なる「記録の書」ではなく、今の私たち信

仰者が教祖を慕い求めるための「信仰の書」でも

あると思います。真摯にひながたを辿ろうとする

信仰者がそれを読む度に、読めば読むほど、その

中に入り込んでいかざるを得ない、そういう性格

を持った書物でもあると思います。特に、最後の

場面においては、子供である人間の成人を急き込

まれる教祖が定命を縮めて現身をかくされ、ご存

命の働きに出られたという真実が、まさに時空を

越えて、今この道を歩む私たち信仰者一人ひとり

の胸に強く迫ってくる、そういう力のある書物だ

と思うのです。

　そのように考えると、『教祖伝』の最後の章に描

かれている、初代真柱様をはじめとする当時の信仰

者に対する親神様・教祖の厳しいお仕込みは、その

当時の人々だけではなく、今の私たちに対するお仕

込みでもあったと思うのです。もっと言えば、親神

様は、当時の人々、当時の人々が置かれた難しい

厳しい状況を通して、今の私たち信仰者に対する

「大切なお仕込み」をなされた、とも思うのです。

　では、その「大切なお仕込み」とは何だったので

しょうか。それは「おつとめの大切さ」に他ならな

いと思います。『教祖伝』の最後の章をしっかり

と（その中に入り込んで）読めば、ほとんど理屈

抜きに、あるいは理屈を越えて、「おつとめは大

切である」ということが実感できると思います。

　教祖が明治20年１月26日に現身を隠されたその

理由は、「子供である人間の成人を急き込むため

に」とお教えいただきます。具体的には、教祖の

身を案じておつとめを控えていた当時の人々が教

えた通りにおつとめをできるように、自らのお命

を25年縮めて御身を隠され、以降、ご存命のお働

きに出られたということです。つまり、おつとめ

には教祖のお命が込められている、教祖は命がけ

でおつとめの大切さを教えられた、ということで

はないでしょうか。その辺のところをふり返って

みたいと思います。

　教祖とお屋敷に集まる人々に対する官憲の取締り

は、明治14年（1881年）頃から特に厳しくなり、

それ以降、教祖は、警察署や監獄署に17～18回も

御苦労くだされました。教祖が急き込まれるおつと

めを人々が集まってすると、警察が踏み込んで来

て、教祖を連れて行って拘留するということが続

いたので、当然、人々は教祖の身を案じて、おつ

とめを控えます。しかし、教祖は、それにもかかわ

らず、人々に｢おつとめをせよ｣と急き込まれ続けま

すが、やはり人々は、御高齢の教祖の身を案じるあ

まり、おつとめを勤めることができませんでした。

そのように当時の人々は、一方では教祖の｢おつと

めをせよ｣という再三のお急き込みと、もう一方で

は官憲の取締り、そして何よりも教祖の御苦労の恐

れとの間で､板ばさみの状態にあったと言えます。

　そういう状態が続いて明治20年へと入っていく

訳ですが、明治20年に入ると、この板ばさみ状態

に新たな要素が加わります。それまで教祖の身を

案じておつとめを控えてきた人々に対して、教祖

は御自身の身上を台として、御自身の身上に障り

をつけられて、尚一層おつとめを急き込まれるよ

うになります。すなわち、人々がおつとめをしない

と教祖のお体の具合が悪くなる、お身上が迫ってく

るということです。そして、人々が思い切って（夜

中に門を閉めてですが）おつとめをすると、教祖の

お体の具合が幾分よくなる、ということでした。
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　この新たな要素は、それまで人々が置かれていた

板ばさみ状態を解決するものではなく、その板ばさ

み状態をさらに難しく､そして厳しくするものでし

た。それまで、人々はただ、教祖の身を案じて、お

つとめを控えているだけで済みました。ですが今度

は、おつとめを控えていると、教祖のお身上が迫

ってきます。あえておつとめをすると、教祖のお

身上の具合がよくなります。しかしそれは分かっ

ていても、あえておつとめをすることは、90才と

いう御高齢で、しかもお身上の具合の悪い教祖が

警察へ拘引･拘留されるかもしれないという、大き

な大きな危険性をも意味していました。

　このように当時の人々は、おつとめをしなくても

いけない､おつとめをしてもいけない、どちらを取

っても教祖のお命が危ないことになるかもしれない

という、まさに究極の板ばさみ状態にあり、中でも

特に初代真柱の真之亮様は、まさに究極の選択を迫

られました。それが『教祖伝』最後の章に描かれ

ている神人問答を経て、正月26日の｢命捨てても｣

という決心へとつながっていきます。ここに私た

ちは、私たちがおつとめに対して持つべき真剣な

態度、文字通り「命がけ」の態度の原型を見出す

ことができると思います。

　親神様は、そのような厳しい状況を見せることに

よって、当時の人々はもちろん、そして今の私た

ちに、｢おつとめの大切さ｣を体得させようとされ

たのではないでしょうか。「歴史にもしはない」

とも言われますが、もし、官憲の取締りも、教祖

の御苦労も無かったとしたら､どうなっていたでし

ょうか。おそらく人々は、形の上では、教祖の教え

られるままに､おつとめをつとめていただろうとは

思いますが、気持の上で、あれほど真剣に、まさ

に「命がけ」で、おつとめをつとめるようになっ

ていたのだろうか、また、今の私たちのおつとめ

に対する考え方も変わっていたのではないだろう

か、と思います。

　さらにまた、これも私の個人的な考えですが、当

時の人々の心の中でこの正月26日のおつとめは、

「世界たすけを祈願して」よりも、「教祖のお体

具合のご回復を祈り願って」という意味合いが強

かったはずです。ですが、その「命捨てても」と

いう人々の決心のもとでつとめられたおつとめに

もかかわらず、教祖のお体具合のご回復を真剣に

祈り願われたにもかかわらず、教祖は息をされな

くなります、お姿を隠されたわけです。決して、

おつとめをつとめた人々の誠真実が足らなかった

わけではありません。形の上では鳴物の役割がす

べて揃っていませんが、人々の心の上ではこれ以

上ないぐらい真剣な命がけの最高のおつとめです。

にもかかわらず、教祖が息をされなくなったとい

う事実の中に、逆に、「このおつとめ、教祖が20

年以上かけて教えられ急き込まれたおつとめは、

ある人の身上回復を祈り願うだけではなく、もっ

と大きなことがら、つまり、世界たすけ、陽気ぐ

らし世界実現をもたらすものである」ということ

が証されている、と思えるのです。だからこそ、

教祖は文字通り「命がけ」で、このおつとめの大

切さを当時の人々、そして今の私たちに教えてく

ださったのではないでしょうか。

　昨年の１月大祭の神殿講話で、真柱様はおつとめ

について次のように仰っておられます。

このつとめが、をやの心に溶け込んで、一手一

つに陽気に勤められるとき、親神様もお勇みに

なり、十分に天の与えをお恵みくださり、よ

ろづたすけの守護が現れ、次第に陽気ぐらしの

世へと立て替わっていくのであります。その理

を頂いて勤めるのが、国々所々の教会で勤める

月次祭や大祭のおつとめであります。よって、

この月々のおつとめも、親神様にお勇みいただ
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き、お働きいただけるように勤めることが肝心

であります。

　個人的な話で恐縮ですが、私の父は今から５年

前の８月に81才で突然出直しましたが、実はそれ

は家でも病院でもなく、部内教会の月次祭参拝に

行く道中、私が運転する車の後ろの座席で、母の

すぐ隣で、気づいた時にはすでに息と脈とが止ま

っていました。詳しい話は割愛しますが、父は最

期までおつとめに向かっていた、おつとめのこと

を心に掛けていた、「教祖と同じように」と言え

ば大げさですが、まさに「命がけ」でおつとめの

大切さを周囲に教えてくれた、ということです。

今でも、その道を通るたびに、そのことを思い起

こします。

　言うまでもなく、私達の信仰生活において、お

つとめは欠かすことのできない大切な祈りの営み

です。天理教信仰者の日々は、つとめに始まり、

つとめに終わり、そして月々のつとめを目指して

進んでいく、とも言えるでしょう。朝夕のおつと

め、月次祭・大祭のおつとめ、お願いづとめなど

がありますが、そのすべてに共通するのは、「全

身全霊を込めて親神様・教祖に真剣に祈り願いを

捧げる行為である」ということでしょう。老若男

女を問わず、誰にでもできる。一人でも二人でも

できる、皆と一緒にもできる。いつでもどこでも

誰にでもできるのがおつとめです。このおつとめ

を常に真剣につとめることにより、私たち自身が、

日々神一条の思案と行動、そして陽気ぐらしの生き

方に自ずとつながっていきます。こんな素晴らしい

祈りの形態は他にはないのではないでしょうか。

　もちろん、おつとめの地歌である「みかぐらう

た」が日本語なので、日本語のフレーズに対応し

てつとめるお手ふりの習得が、日本語を理解しな

い人にとってはたいへん難しい、ということも承

知しています。私は３年前のハワイ・コンベンシ

ョンに参加できませんでしたが、その時の大きな

目玉であったSDM（歌って踊れる「みかぐらう

た」英訳）がかなり進んでいると聞いています。

「英語で歌っておつとめをしてもいいか？」につ

いては、教内でも意見が分かれますが、上田表統

領は昨年６月の集会の席で、「早く使えるものに

なってほしい。英語の翻訳ができれば、他の言語

への道も開けると思う。」と発言されています。

　私は、私たちの間だけで「日本語でもできるが、

英語でやる方がいい！」という理由だけでは不十

分だと思います。「日本語ではできないが、英語

でならできる、この素晴らしいおつとめを英語で

やりたい！」という人がもっと増え、それによっ

てハワイ・アメリカの道、ひいては世界の道の大

きな伸展へとつながるなら、すすめてもいいと思

います。そのためにはまず、一足先にこの教えに

導かれた今の私たちが、おつとめ（鳴物とお手ふ

り）を教えられた通りにしっかりと習得し、おつ

とめの大切さ・素晴らしさをしっかりと周囲へも

伝えていきましょう。

　いよいよ、伝道庁創立60周年記念祭まで、残り

５ヶ月となりました。昨年10月の祭典講話でも申

しましたが、60周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、ご存命の教

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。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

な具体的な小さな目標を立て、それを達成するた

めに小さな努力を積み重ねるだけで充分です。そ

のために、日々を「おたすけの精神」「ひのきし

んの態度と精神」で通らせていただきましょう。

　ご清聴、ありがとうございました。マハロ！
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結婚おめでとう

　１月３日（金）、井上トリーナさん（ハワイセントラル
教会）と	ヤギ・ネイセンさんが伝道庁で挙式されました。
おめでとうございます。

　1月19日付で、中川オードリー・ラナイ教会長（本島）、	鈴木ダレル・ハレケアクア布教所長（本
島）、山本浩徳・レフア布教所長（南阿）の３名が新たに伝道庁おつとめ奉仕者として任命されました。

伝道庁連絡伝道庁連絡

おつとめ奉仕者任命

　1月13日、婦人会新年会が開催され、36名が参加しました。

婦人会新年会

　1月19日付で、女子青年委員長が、美馬ティファニー（越乃國ハワイ教会）から井上ミシェル（ハワ
イ海布教所）に交代しました。

女子青年委員長交代

　2014年１月22日、明本ジョージ・パラダイス教会（周東）会長が79歳でお出直しになられました。
告別式は、８月30日（土）正午より、ダイヤモンドヘッド・メモリアルパークで執り行われる予定です。
明本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。

訃　報

　１月25、26日に開催
された少年会リーダーズ
キャンプに、女子９名、
男子２名が参加しまし
た。26日は、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
ーを行いました。

少年会リーダーズキャンプ及び新年会
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青年会だより

女子青年だより

少年会だより

　５月17日、真柱様をお迎えし、ハワイ伝道庁創立
60周年が執り行われます。婦人会では、式典後の直
会の余興で、「おうた一番」と「アロハオエ」のコー
ラスをさせて頂きます。コーラスの練習を通して、一
手一つの心を育てさせて頂けるよう一人でも多くの方
々の参加をお願い致します。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　２月５日（水）		 9：00	-	12：00

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　２月８日（土）		 9：30

※２月の例会、鳴物練習はお休みです。
※2/17のTCC大掃除後、１時からコーラスの練習
を行います。
※教校学園高校の食事当番をお願い致します。
※２月の月次祭直会当番は、周東グループです。

婦人会だより

■月例会議

　２月12日（水）	 19：30
　於：レインボーハレ

■リーダーズキャンプ＆新年会

　1月25、26日に開催したリーダーズキャンプと公
園清掃ひのきしん、ピクニックに多くの方にお手伝
いいただきありがとうございました。

　みなさん、アロハ！ハワイ女子青年新委員長の井
上ミシェルです。今年一年間務めさせていただき
ます。連絡は、Eメール：michelle.inouye@yahoo.
comまでお願いします。教祖130年祭を胸に、今
年も素晴らしい一年にさせていただきましょう。
よろしくお願いします。

■委員長メッセージ 　　
　教祖130年祭に向けて、ハワイ青年会は会員相互の
信仰を高め、多くの会員が年祭の団参をさせていただ
くために、月例行事を開催させていただきます。２
月は、スーパーボール・パーティーを２日の日曜日
に行います。場所はメールでお知らせします。ハワ
イ青年会のメールグループ：lewdev@gmail.comまた
は、Facebookの”HInokishin	Corps”に登録していただ
ければ、最新の情報をご覧いただけます。また、役
員に直接連絡頂ければ、メールか電話でお知らせし
ます。２月15日（土）、22日（土）はひのきしんを
行います。詳細は、メールまたはFB、電話でお知ら
せします。２月17日（月）は、三会合同でTCC清掃
ひのきしんを行いますのでよろしくお願いします。

■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。

２月行事予定
		 3日（月）	・教校学園高校生来布
		 4日（火）	・山中修吾庁長帰任
		 	 	 	 ・	コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・文化センター月次祭
		 6日（木）	・月例にをいがけデー
		 8日（土）	・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	10日（月）	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	11日（火）	 ・育成委員会
	12日（水）	 ・青年会会議
	13日（木）	 ・少年会会議
	14日（金）	 ・教校学園高校生離布
	15日（土）	 ・主事会
	16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
		 	 	 	 ・ジョイワークショップ
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	17日（月）	 ・三会合同文化センター大掃除
		 	 	 	 ・三濱成太書記帰本
	18日（火）	 ・母親講座
	19日（水）	 ・山中幸恵庁長夫人家族帰本
	26日（水）	 ・遥拝式／おつとめ練習
	28日（金）	 ・山中庁長ようぼくの集い講師のため
		 	 	 	 　米国本土へ出発（～3/9）
		 	 	 	 ・庁長夫人家族、三濱書記帰任

■天理文化センター大掃除

　２月17日、午前９時から11時まで、TCCの大掃
除を行います。ご協力お願いします。



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

伝道庁２月月次祭		 　　２月16（日）午前９時

講話者：美馬孝俊・越乃國ハワイ教会長
※教会長・布教所長会議は12時45分より行います。

ようぼくの集い
教祖１３０年祭

オアフ会場	 ハワイ伝道庁	 3月15日（土）	午前9時～午前11時半

マウイ会場	 マウイ教会	 3月17日（月）	午後1時～午後3時半

ヒロ会場	 キラウエア教会	 3月18日（火）	午前9時～午前11時半

コナ会場	 カイルアコナ教会	 3月19日（水）	午後5時半～午後8時


