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ハワイ伝道庁60年小史

　教祖50年祭には、アメリカ伝道庁の団参募集に応じ、ハワイ団体として、上野作次郎、三國又五郎が

班長となり、11名が秩父丸でホノルル港を出帆、1936年１月12日、神戸港着でおぢばがえりした。これ

がハワイ団参の濫觴である。

　1937年11月28日立教百年祭が執行されたが、パール教会では12名が帰参した。

　教祖60年祭は、1946年１月26日に執行されたが、戦争後５ヶ月のことで日米の国交回復はなく、各教会

では遥拝式を勤めた。教祖70年祭で井上庁長は、団参を計画。当時、東洋とアメリカ間の定期客船は、

アメリカンプレジデントラインの独占企業であった。庁長は同社に出向き、乗客の閑散時の冬期団体割

引を提案し、低料金の船賃を設定することが出来た。第１陣67名、第２陣62名が帰参した。以来、春秋

の大祭時には船便による少団体を組織して帰参した。

　1960年頃から航空機による大量輸送時代となり、1966年、教祖80年祭には、日本航空定期便２機の全

席をチャーターして240名が帰参した。1970年の夏のこどもおぢばがえりは、万国博の見学を兼ねて実

施。本芝、兵神、双名島、高知、東愛、佐野原の大教会に宿泊し、教会のご好意で格別の歓迎を受け、

所属の少年会と親睦交流した。

　1975年日本航空はジャンボジェット機を導入。夏のこどもおぢばがえりには同機で171名が帰参した。90

年祭には383名、別便で70名が帰参した。教祖100年祭には５団体を組織し、377名が帰参した。110年祭に

は130名、ご誕生祭・婦人会総会に200名が帰参。120年祭には、１月に70名、ご誕生祭に160名、こどもお

ぢばがえりに135名、秋季大祭に90名が帰参し、年間960名が帰参した。

　社会状勢、旅行業界の変化、航空運賃の格差の激化で、団体編成は困難な時代となっている。教祖130

年祭を目前にして、日常の布教活動に於いて、常に団参募集を心がけ、年祭団参に全力を挙げて頂きた

いと思う。

おぢばがえり団参の78年
教祖80年祭に出発する１番機140名のハワイ団体。ホノルル国際空港の日航機に搭乗する前の記念写真
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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、この真実の教えに導かれ、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２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。

　先月のご本部大祭における神殿講話にて、真

柱様は「教祖130年祭へと向かう三年千日の二

年目という重要な時旬に、ようぼく全員が、教

祖が急き込まれたつとめとさづけの大切さを再

確認し、言われなくても、教えに基づき自ら思

案し、なすべきことを進めよう」と、お諭し下

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、身近な所でひのきしん・にをいが

け・おたすけに精進させていただく所存です。

　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、３ヶ月後に迎える伝道庁創立60周

２月月次祭祭文

２月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 岩田メルビン		 柿谷節生	 　　	
賛　者	 桧垣ダニエル		 鈴木ダレル　
指図方	 西村忠正
講話者	 美馬孝俊	（日）
通訳者	 ロビンソン・ジョイ（英）

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

祭典役割

年、さらには、２年後の教祖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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2月月次祭祭典講話　　越乃國ハワイ教会長　美馬孝俊
　おはようございます。ただいまは、伝道庁２月の月
次祭を共々に陽気に勇んで一手一つにつとめさせてい
ただき、誠にご苦労様に存じます。親神様・教祖も私
どもの真実をお受け取りくださり、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、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。
　さて、一昨年秋季大祭において真柱様は、「諭達第
三号」をご発布いただき、教祖130年祭に向かう年祭
活動における指針をお示しくださいました。そして、
本年は	三年千日の「中の年」２年目を迎え、諭達に
込められた親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ているところであります。
　立教177年の「春季大祭」の神殿講話で真柱様は、
明治20年陰暦正月の往事の出来事を振り返る中で、
つとめの完成のための目処というべき日限を前に、
教祖はこのままではならじと、あくまでもつとめを
実行させたうえで身をかくされたとして、つとめの
実行を繰り返し促されたのは「つとめがたすけ一条
の道の根本だからである」と示されました。
　また、現在私たちが頂戴しているおさづけの理は、
先人たちが拝戴したものと同じであり、親神様のご守
護は昔も今も変わらないと強調され、「お見せいただ
くご守護に差があるように見えるとすれば、それは私
たちの真実の如何によるものと思う」と述べられまし
た。以下、真柱様の神殿講話の要旨を抜粋、引用させ
ていただきます。

　教祖は、「さあ今の今、早くの処急ぐ」「律が怖わ
いか、神が怖わいか」（明治20年２月18日）と、な
おも厳しくつとめをお急き込みになり、一同、命捨て
てもの覚悟で、鳴物を入れて、堂々とおつとめに掛か
られたのである。大勢の参拝者に囲まれてのおつとめ
は、不思議にも官憲の妨害を受けず、無事勤め終え

ることができた。これできっと教祖は元気になって
くださると、意気揚々と引き揚げてきた一同が接し
たのは、教祖が現身をおかくしになったという知ら
せであった。思いもよらぬ事態にうち驚き、ひたす
ら嘆き悲しんでいた一同が気を取り直したのは、飯
降伊蔵の口を通しての次のお言葉によってである。
　
さあ／＼ろっくの地にする。皆々揃うたか／＼。よ
う聞き分け。（中略）子供可愛い故、をやの命を二
十五年先の命を縮めて、今からたすけするのやで。
しっかり見て居よ。今までとこれから先としっかり
見て居よ。（中略）扉開いて、ろっくの地にしてく
れ、と、言うたやないか。思うようにしてやった。
さあ、これまで子供にやりたいものもあった。なれ
ども、ようやらなんだ。又々これから先だん／＼に
理が渡そう。よう聞いて置け。	 	 	
	 	 　（おさしづ明治20年２月18日）

　すなわち、さあ、いまから世界を高低のないよう
にする。一れつの子供が可愛いが故に、定命を二
十五年縮め、やしろの扉を開いて身をかくした。い
まからたすけする。これから先をよく見ていよ。ま
た、これまでやりたいと思いながら渡せなかったさ
づけの理を、今後はだんだんに渡そうとの仰せで
ある。
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　ご葬祭の翌日の「おさしづ」には、

さあ／＼分からん／＼、何にも分からん。百十五才、
九十才、これも分からん。二十五年不足、どうであろ
う。これも分からん。どうしても、こうしても、す
うきり分からん。故に二十五年を縮め、たすけを急
ぎ、扉を開いて世界をろくぢに踏み均らしに出た。
神でのうてこの自由自在は出けようまい。	 	
		 	 	 　（明治20年２月24日）

とあって、人々が親神様の真意を十分解さず、つと
めの実行を躊躇する状況に、このままでは世界たす
けの道が遅れるとして、たすけを急ぐために定命を
お縮めになったことがうかがえる。
　あくまでもつとめを実行させたうえで身をかくさ
れ、以後、存命の理をもってお導きくださることに
なったのである。
　最も大きく変わったことは、なんといっても教祖
のお姿が見えなくなったことである。世間では、こ
れで天理教もおしまいだろうと噂をしたという。し
かし、「今日まで、教祖存命かくれ、席に心映す」
（明治33年９月14日）とあるように、教祖のお心
を、本席様の口を通して、折々の刻限や、また、人
々のお尋ねに対しておさしづを下されて、節目節目
に指針をお示しくださったことは、誠にありがたく、
心強いことであった。
　世界をろくぢに踏みならすには、教えを積極的に
世界に伝え広めなければならない。
　その布教のための何よりの助け、道の路銀として、
広くおさづけの理をお渡しくださることになるが、
そのための別席制度が整えられたことも重要なこと
と申せよう。そして、おさづけの理を拝戴したよふ
ぼくが、日本国中に、さらには国境を越えて布教に
赴くようになったのである。
　おつとめは形のうえだけでなく、神一条の精神で、
一手一つに勤めてこそお受け取りいただけるのであ
る。親神様の仰せと人間思案の間で葛藤し、つとめ

に踏みきれない人々に、神一条になって、一つ心で
つとめを実行させるために、教祖ご自身のお身上を
通してまで、厳しくも、また懇ろにお仕込み、お導
きくだされたのである。
　これは、当時の人々のみならず、むしろおつとめ
を妨げられる懸念のない今日の私たちこそ、心しな
ければならないことである。いまでは、おつとめを
実行すること自体は難しくないが、親神様にお受け
取りいただけるように勤めることは、決して易しい
ことではないと思う。
　別席のお話の中に、おさづけの理に重い軽いの理
はないというようにあるが、現在、私たちが頂戴し
ているおさづけの理も、幾多の先人たちが拝戴した
おさづけの理も、同じものである。
　親神様のご守護は昔もいまも変わらない。もし、お
見せいただくご守護に差があるように見えるとすれ
ば、それは私たちの真実の如何によるものと思う。
春の大祭の元一日に思いを致すとき、あらためてお
つとめの大切さと、おさづけにこもる深い親心を思
わずにはおれない。
　思えば、教祖のひながたの道は、「このたび、世
界一れつたすけるために天降った」（『稿本天理教
教祖伝』第一章「月日のやしろ」）との、いわゆる
立教のご宣言に始まる。そして、世界一れつをたす
けて、人間創造の目的である陽気ぐらしの世へと、
導く道筋をおつけくださったのである。
　以来五十年、教祖は口に筆に、だめの教えの全容
を明かされるとともに、本教信仰の目標というべき
ひながたの道をお残しくだされ、たすけ一条の道の
次第をお整えになった。そして、現身をかくされて
後も、つとめとさづけをはじめ、お教えいただいた
たすけ一条の道を歩む私たちを、存命の理をもって
お導きくださっているのである。　

　このように年祭の意義を振り返られました。なお
詳細は、天理時報または、みちのともをご参照くだ
さい。さて、諭達第三号の中で真柱様は、
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今こそ、道の子お互いは挙って立ち上がり、人々に、
心を澄まし、たすけ合う生き方を提示して、世の立て
替えに力を尽くすべき時である。

とお示しくださいました。さらに、

よふぼくは、教えを学び身につけ、日々実践して土
地所の成程の人となろう。天地抱き合わせの理を象
る夫婦はじめ、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、日々教祖のひながたを目標に、現れてくるすべて
の事象に対して、教祖だったらどのようになされるで
あろうか、と思案し、たすけ合う生き方を示せるよう
に身近なところからの実践・実行を促されました。
　私は、一昨年2011年10月の秋季大祭に参拝し、
真柱様の「諭達第三号」ご発布を拝聴させていただ
きました。ちょうどその10月には、詰所教養掛とし
て、一ヶ月間修養科生の世話取りの御用をつとめさ
せていただき、その任務を終え心勇んでご発布を拝
聴させていただいたのでした。それゆえ、真柱様の
お言葉の一つ一つが、自分の心に感激と躍動感を与
えつつ、自然に収まっていくのを感じました。そし
て、「さあ、これから三年千日の旬の波に乗って、
教祖にお喜びいただけるようひながたを目標に、素
直に勇んで、喜び一杯御用をつとめさせていただこ
う」と、心を定めてハワイに戻りました。
　戻った翌々日でした。息子から、「親友のＳさん
が自宅で倒れ救急車で病院へ運ばれ、緊急入院した
ので、すぐに行っておさづけを取り次いでほしい」
と、連絡が入ったのでした。早速、家内と私は病院
に駆けつけましたが、Ｓ君は、集中治療室で検査を
受けていました。２時間ほど待って医者から許可を
得て、奥さんとご両親とともに治療室の部屋に入り
ました。検査の結果、心臓発作を起こし、脳溢血で
頭の中の血管が破れて血が止まらず、脳内出血を起
こしていました。病状は極めて厳しいとのことでし

た。昏睡状態で足はむくみ顔色も良くありません。
手を洗い清めてから早速、	意識が取り戻せますよう
にと願い、三日間仕切っておさづけの取り次ぎをさ
せていただきました。おさづけの取り次ぎを終えた
後、待ち合いロビーに戻り、家族をはじめ駆けつけ
た親戚や大勢の友人たちと共に夜遅くまで待機する
ことになりました。
　ロビーで待っている間、私はＳ君の５年前の身上、
つまり最初に肝硬変で入院した時のことを思い返して
おりました。そのときの医者の診断の結果は、肝臓が
本来の大きさの三分の一ほど（ピンポン球のサイズ）
に収縮していて正常に機能していない状態でした。こ
のときも息子から、「おさづけを取り次いでほしい」
と連絡があり、早速病院に駆けつけ、おさづけを取り
次がせていただいたのでした。そして手術を受け、Ｓ
君は少しずつご守護を頂いて回復していきました。
入院中毎日おさづけの取り次ぎに病院へ通い、私は
「人間には、それぞれ寿命があるでしょうが、何と
かご守護を頂き、少しでも長生き出来ますように」
と親神様・教祖にお願いをし、さらに教会ではお願
いづとめを毎日つとめさせていただいたのでした。
　一週間も経たないうちに、おかげで無事退院するこ
とができて、自宅でしばらく療養しながら通院するこ
とになりました。退院後も、おさづけの取り次ぎとお
願いづとめは続け、六ヶ月後には仕事にもようやく
復帰できるまで元気を取り戻してくれました。ご存
命の教祖のお働きにより鮮やかなご守護を頂いたの
でした。それまで、神なんて信じないと言っていた
Ｓ君でしたが、徐々に神を信じるようになり、その
後めでたく結婚式を挙げることもできたのでした。
　また、信仰には無縁であった母親のＩさんでした
が、15年ほどの間、私の息子がお母さんに頼まれて
家の修理やその他いろいろとひのきしんをしていた
ようであります。そんなことがあって、母親のＩさ
んも、少しずつ神様を信じるようになり、	神様のご
守護によって息子の身上をたすけていただいたのだと
実感されるようになりました。一方、その母親のＩさ
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んですが、	以前から足の身上で歩行困難となり、不
自由な思いをされていました。そのため家に閉じこ
もりがちになり、外出はもちろん庭に出ることも少
なくなっていたようです。Ｓ君へのおさづけの取り
次ぎのみならず、母親のＩさんにもおさづけを取り
次がせていただくことになりました。	そして、おさ
づけの取り次ぎを続けているうちに少しずつ元気が
出てきて、教会の月次祭に参拝されるようになり、
神殿へ向かう階段の手すりを持って登ることができ
るまでに回復されました。Ｉさんは、息子に対する
教祖のご守護に感謝するだけではなく、ご自身の身
上の上に頂いたご守護にも感謝するとともに、少し
づつ教えを学び、日々生きる喜びを味わうことの大
切さを身につけていかれるのでした。
　そして、Ｓ君の最初の身上から数えて５年の歳月
が経ったところで、最初にお話ししましたように身
上に異変が起き、自宅で倒れて病院へ搬送されたの
でした。医者の診断では、手術は無理とのこと。三
日間おさづけの取り次ぎとお願いづとめを真剣につ
とめさせていただきました。母親のＩさんは、後々
後悔したくないので最後まで息子さんに付き添って
看病されていました。しかし回復への願いは届かず、
三日後に彼は安らかに38歳の若さで出直しました。
彼は、心の優しい思いやりのある青年でした。家族
や友人たちは皆涙を流しました。Ｓ君を兄のように
慕っていた私の息子は、彼の出直しを心から悔やみ
落胆しきっていました。父親のＲさんはそっと一人
になって陰で泣いていました。私には父親としての
気持ちが痛いほどわかります。お父さんの姿を見て
私も涙を流しました。そして心の中で、親神様・教
祖に、私の真実が届かなかったことへの深いお詫び
と、今まで頂いた深いご守護、つまり５年間命を延
ばしていただいたお礼を申し上げていました。その
とき、「なろうと思うてもならん、ならんと思うて
も成ってくる。これが天の理」とのお言葉を、心の
中で噛みしめ反復しておりました。
　身上を通して神を信じるようになり、将来のよふ

ぼくとして期待しておりました彼の出直しは、私に
とって本当に悲しい出来事でありました。それが教
祖130祭へ向かう三年千日への心の指針である「諭
達」のご発布を受けて間もない11月初旬に見せられ
た節であり、その出来事が私自身の年祭活動の始ま
りの節となったのでした。それ以来、私は毎日、十
二下りのお願いづとめとおさづけの取り次ぎを心定め
し、今実行させていただいているところであります。
　親神様は、人間が陽気ぐらしをするようにと、こ
の世と人間をご創造くださいました。そして人間が
住む地球に必要なあらゆる全ての万物をお造りくだ
さったのだとお教えいただいています。しかし人間
はその親神の思召とお計らいを知らず、神への感謝
を忘れ、たすけあいの心を失い、人と人との絆は薄
れるばかりです。世界では国々同士の争い、又国内
での紛争などが途絶えることはありません。こうい
う姿は親神様のお望みの姿ではないということは言
うまでもありません。この争いの根源は、人間の心
の持ち方・つかい方に起因しているといえるでしょ
う。また、人間の病気や事情また災難は、人間に対
する神の意見、手引きともお教えていただいていま
す。ゆえに教祖を通しておつとめを教えてくださり、
病気の治癒や事情の治まりを願うだけでなく、家庭の
平和、しいては世界の平和を祈念する方法や、真にた
すかる道をお教えくださいました。
　昨今、世界のあちこちでも多くの災害が起きていま
す。昨年のフィリピンであった台風による災害は、
地球温暖化現象がもたらした異常気象によって、今
までに経験したことがない大型規模の台風で、風と
水の被害により大勢の人が亡くなりました。日本で
は、2011年３月11日、死亡者16,000人余、行方不
明者3,100人余の犠牲者を出した東日本大震災が起
きました。	来月で三年目を迎えるにあたって、この
震災についての報道を何度も日本のテレビのニュー
スで目にいたしました。この災害は、地震により引
き起こされた津波による自然災害と、津波によって
損壊を受けた原子力発電所から漏れる放射能汚染が
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人間の生命や生活を脅かしています。これは想定外
の規模の災害で、今も大勢の方が避難生活を強いら
れ、苦難の日々を送っておられます。
　この災害が起きたとき、ある科学者は、「人間の
能力を超えた想定外の災害であり、	科学万能を信じ
る人間のおごりに対する自然、つまり神からの警鐘
ではないか」と述べています。またあるとき、災害
に遭ったある小学生の女の子が、ベネディクトロー
マ法王に、「人間は皆神の子、どうして神様が人間
に苦しみを与えられるのですか？」と質問したとこ
ろ、ローマ法王は、「私にもわかりません。一緒に
神に祈りましょう」と答えられたそうです。教祖だ
ったらどのようにお答えになられるでしょうか。お
ふでさきのお言葉を紐解きますと、そこには多くの
導きへの答があるように思われます。
　また、ある男性は、この震災で妻と娘二人を亡く
し、家も流され独りぼっちになった。何もかも失い生
きる気力も失った。そんな中あるとき、自分と同じよ
うに家族や家を失くし、この先どうして生きていけば
良いのかと希望も気力もなくした人たちから、歌を歌
って励ましてほしいと頼まれた。そして町の曲『あり
がとう。皆でこのまちで生きていこう』を作曲し、グ
ループを結成し歌を歌っている男性がテレビのドキュ
メンタリーで紹介されていました。彼は、「家族を失
くし、毎日悲しくて泣いてばかり。歌を歌っている場
合ではないのではと、自分を責めてばかりいた。しか
しいつまでも悲しんで過去を振り返っていてはいけな
い。町の皆に歌で元気になってもらえれば、亡くなっ
た妻や家族も喜んでくれるだろう。これからは前を向
いて歩こうと思うようになった」とコメントしていま
した。私は言葉では表しきれない深い悲しみを乗り越
え、必死に前を向いて人生を生き抜こうとする彼の姿
に感動したのでした。悲しみや苦しみで心が倒れそう
になるそんな節に遭遇したとき、そこから生きる喜び
を見出すには計り知れない心の葛藤があり、その葛藤
を乗り越えるには長い時間の経過を必要とするのでは
ないでしょうか。そんな苦境に立たされた人たちに少

しでも喜んでいただこうと、道のよふぼくの有志たち
は、現在も災害各地に出向いて復興支援に尽力し、ひ
のきしんの実行を続けています。諭達第三号の中に、

時として、親神様は子供の行く末を案じる上から、様
々なふしを以て心の入れ替えを促される。しかし、
　
　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。

と示され、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。病む人には真実込めておさづけを取り次ぎ、悩
める人の胸の内に耳を傾け、寄り添うとともに、を
やの声を伝え、心の向きが変わるようにと導く。更
には、共々に人だすけに向かうまでに丹精したい。

とお示しくださっています。
　私事の話で恐縮しますが、私は家内と結婚して今年
で41年目を迎えました。考えますと、よくここまで
辛抱してきたなあと思っています。一方、家内の方
は、私よりもっと辛抱したなあと思っていることでし
ょう。皆さん方の中には、41年どころか、50年、60
年、いやもっと長い方がおられるかもしれません。す
ばらしいですね。よく辛抱されました。互いに支え合
って、感謝し合って生きてこられたことでしょう。
　ところで、養徳社から３年前に出版された『お道
の人のとっておきの話２』の本の私のエッセイ「結
婚記念日」の中で、次のように書き出しています。
「1973年に海外布教に飛び出して以来、37年目を
迎えた。理の親と父から、海外布教に出てはどうか
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という話があってのことだった。お道と縁のなかっ
た家内は結婚する前に修養科に入り、おぢばで教理
を学ぶことになった。私は「お道を信仰し教えを実
行していけば、将来必ず幸せになれるよ」と家内に
言った。その言葉を信じて家内はお道に飛び込んだ
のだった」と。
　その時分は、家内はまだ純粋だったのでしょう
か。その言葉を真に受け、三ヶ月間の修養科修了後
に結婚式を挙げ、そのままハワイでの布教生活へと
赴いたのでした。いわゆる新婚旅行そのものが、ハ
ワイ布教の旅の始まりでした。そして今年で41年
目を迎えています。
　ある日のこと、私はさりげなく家内に言いまし
た。「今度生まれ変わったら、また一緒になろう
か？」と。そのときの家内の返事はいまさら言うま
でもありません。「今度生まれ変わってきたら、私
は普通のサラリーマンと結婚して違った人生を歩い
てみたいです！」と。実に、「じぇじぇじぇ！」の
世界でした。何とも冷たい返事が返ってきました。
私はその返事に対して次の言葉が出なくなりまし
た。そして心の中で「それもそうやなあ」と何だか
納得させられたのでありました。
　41年の間に、90年祭から120年祭までの４回の
年祭を迎えさせていただきました。各年祭を振り返
って思いますことは、その都度色々な身上や事情の
節をお見せいただきながら、なかなか旬の波に充分
乗り切って御用ができていなかったことへの反省ば
かりであります。今回の年祭も同じく遅れ気味で一
年目を終えてしまいました。そんな私にとって、先
般とっておきのお言葉を発見しました。それは、今
年の真柱様の年頭のご挨拶のお言葉の中にありまし
た。そのご挨拶の中で真柱様は、

一年目を振り返って、足りなかった点がないか反省
し、また、良かったところはさらに伸ばして、二年
目の動きにつなげることを心に強く持つことが大切
だと思うのであります。出遅れたと感じている人も

あるかもしれませんが、手遅れということはないので
あって、これから動きますということを誓って、勇ん
で取り組んでいけばいいことだと思うのであります。

とお話しくだされたのであります。おふでさき第17
号の中に、
　
　月日にハせかいちううのこどもわな
　かハいばかりをふもているから　　（十七－49）
　
　それゆへにせかいちううをどこまても
　むねのそふぢをしたいゆへから　　（十七－50）

　このそふぢどふゆう事にをもている　　　　　　
　たすけばかりをふもているから　　（十七－51）

　たすけでもあしきなをするまてやない
　めづらしたすけをもているから　　（十七－52）

と記されています。つとめやさづけによるたすけは、
すなわち、悪しきをなおすたすけ、不思議なたすけ、
真に珍しいたすけはかんろだいのつとめによるのであ
ると仰せられ、早くたすけてやりたいとの親心からつ
とめを急き込まれたのであります。
　はじめに話しましたが、春季大祭で真柱様が「つと
めがたすけ一条の道の根本である」さらに、「現在私
たちが頂戴しているおさづけの理は、先人達が拝戴し
たものと同じであり、親神様のご守護は昔も今も変わ
らない」と、強調くだされました。
　10年に一度迎える三年千日の時旬に当たり、真柱
様がお話しくだされた「つとめとさづけの大切さ」
を心に刻み込み、教祖130年祭に向かって改めて教
えに基づき自ら思案し、教祖からよふぼく一人一人
に託されたなすべきことを勇んで進めさせていただ
こうではありませんか。さて、最後になりますが、
来る５月17日に真柱様のご臨席を頂いて伝道庁創立
60周年記念祭が執行されます。どうか当日大勢の管
内のよふぼく・信者の方々がご参拝くださいますよ
うお願い申し上げ、講話を終わらせていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。
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　２月17日（祝）、ハワイ婦人会・青年会・少年会・女子青年合同で、天理文化センターの大掃除を行
いました。ひのきしんには、サタデースクールや天理柔道クラブのメンバーも参加しました。

伝道庁連絡伝道庁連絡

天理文化センター大掃除

　２月18日（火）、伝道庁で母親講座が開催され、12名が参加しました。講師は、柿谷理恵・高知誠教
会長夫人がつとめ、「夫婦」をテーマに話をされました。

母親講座

　2014年２月２日、久尾重記・マウイ教会（本島）前会長が88歳でお出直しになられました。
　告別式は、２月17日（祝）、ナカムラ葬儀所で執り行われました。久尾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

　2月3日から14日まで、７回目となる天理教校学園高校海外研修プログラムが行われ、学生17名と教員3
名が来布しました。学生は、英語でのレッスンやホームステイなどを通して、語学の研鑚に励みました。

天理教校学園高校海外研修

　４月の伝道庁月次祭は、第２土曜日の12日に執り行われます。第３日曜日の20日ではありませんの
で、周知頂きますようお願い致します。

４月月次祭日

　３月27日（木）午前
10時より伝道庁にて、
春季霊祭が執り行われ
ます。霊祭に続き、右
記の方々の年祭も執り
行われます。

春季霊祭

５年祭	 椎葉芳延・カイルアコナ教会二代会長	 （中和）

10年祭	 目黒将三・マキキ教会三代会長	 （周東）

20年祭	 中尾忠義・ネットハワイ初代布教所長	 （網島）

30年祭	 川崎みゆき・アロハ教会初代会長	 （周東）

50年祭	 川崎諒策・アロハ教会二代会長	 （周東）

　フィリピンにて、昨年11月に発生した大規模な台風被害に対して、ハワイ伝道庁より救援寄付金
（$5,000）をフィリピン出張所を通して先に現地に送らせていただき、管内の皆様から寄付をお願いし
ていましたが、２月末をもちまして目標額に到達いたしました。厚く御礼を申し上げます。今後は、以
前からの「伝道庁ふしん基金」（神殿・教職舎の屋根葺き替えや他の修理費含）へのご協力を続けてお
願いいたします。

フィリピン台風災害救援寄付受付終了の連絡および御礼
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青年会だより

女子青年だより

少年会だより

　ハワイの冬も終わろうとしています。今日の青空は美
しく澄みわたっていました。教校学園高校生の食事ひの
きしんやホームステイでのお世話取り、本当にありがと
うございました。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウェストハウス		 9：00	-	12：00

■婦人会委員会

　３月３日（月）		 19：00

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　３月８日（土）		 9：30

■婦人会例会

　３月10日（月）		 9：00
※例会後、コーラス練習を行います。

■女鳴物練習

　３月11日（火）		 9：00

※３月の月次祭直会当番は、合同Ｂグループです。

婦人会だより

■月例会議

　３月12日（水）	 19：30
　レインボーハレ

■少年会スプリングキャンプ

　21～23日に行われる少年会スプリングキャンプ
で、ひのきしんをしていただける方は、井上ミシェ
ルまでご連絡ください。

■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日午前９時半からです。参加費
は、一人25ドル。３/９までに申し込まれた方は、20ド
ルです。Ｔシャツ（ユニフォーム）が必要な方は、申込
書にサイズと必要枚数を記入してください。申込は、伝
道庁事務所か中尾オーエンまでお尋ねください。

３月行事予定
		 1日（土）	 ・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 3日（月）	 ・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 4日（火）	 ・月例コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・天理文化センター月次祭
		 8日（土）	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
		 9日（日）	 ・山中庁長帰任
	10日（月）	 ・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
	11日（火）	 ・婦人会鳴物練習
	12日（水）	 ・主事会準備会
		 	 	 	 ・青年会会議
	13日（木）	 ・雪本利清セントラルフレスノ教会長
		 	 	 	 　ようぼくの集い講師として来布(～21日)
		 	 	 	 ・少年会会議
	15日（土）	 ・ようぼくの集い（ホノルル）
		 	 	 	 ・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
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	17日（月）	 ・ようぼくの集い（マウイ）
	18日（火）	 ・ようぼくの集い（ヒロ）
		 	 	 	 ・育成委員会
	19日（水）	 ・ようぼくの集い（コナ）
	21日（金）	 ・少年会スプリングキャンプ（～23日）
	22日（土）	 ・少年会おつとめまなび総会
	23日（日）	 ・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
	26日（水）	 ・遥拝式
		 	 	 	 ・おつとめ練習（遥拝式後と夕づとめ後）
	27日（木）	 ・春季霊祭

■夏のこどもおぢばがえり

　日程は7/24～7/30。38母屋のチェックインは24日午
後4時、チェックアウトは30日午前9時（ハワイ団）、午
前10時半（少ひ隊）となっています。詳しくは、中尾オ
ーエンまでお尋ねください。
　電話：734-1449、メール：onakao@tenrikyopearl.org.

■ウガンダ・プロジェクト

　ウガンダにある天理教の拠点に文房具を届ける
ために、ハワイ青年会・少年会と協力し募金を募
らせていただきます。女子青年では、伝道庁月次
祭の直会で、ミニバザーを行っています。焼き菓
子や手作りの小物などを寄付していただける方、
また当日お手伝いただける方はご連絡ください。



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３月月次祭		 　　３月16（日）午前９時

講話者：中尾オーエン・パール教会長
※教会長・布教所長会議は12時45分より行います。

全教一斉ひのきしんデー
立教177年

マウイ島マカワオ	 マカワオ軍人墓地	 	４月26日（土）午前８時半

オアフ島ホノルル	 ホノルル動物園	 	５月３日（土）午前９時

ハワイ島ヒロ	 	 ホメラニ軍人墓地	 	５月10日（土）午前８時

ハワイ島コハラ		 旧コナ空港公園	 	５月10日（土）午前９時

ハワイ島コナ	 	 コナ・メモリアル公園	 	５月25日（日）午前11時

カウアイ島カパア	 日本人墓地	 	５月26日（月）午前10時


