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ハワイ伝道庁60年小史

　1954年、伝道庁開設奉告祭祭典後、発会式を行ったハワイ婦人会は、庁長夫人の井上綾子が

主任に任命され、会員の信仰向上と修理丹精と地域社会へのひのきしん活動を推進。結成以来

５年目、中山婦人会長は11月13日から12月19日に至る36日間に亘ってハワイ管内全教会（30余

ヶ所）に巡教された。

　本部委員の松村マチ、梅谷はるゑ、山田おみねの三委員が随行した。このような長期の大が

かりな婦人会巡教は、婦人会史上、例のない巡教であった。太平洋戦争後14年、日米の国交も

回復、海外伝道再開の機は熟し、日本との関連が深いハワイが脚光を浴びることとなったので

はないかと思われる。

　婦人会長一行は、伝道庁と13ヶ所の教会に於て、講話、練り合い、お手直し、鳴物練習など

を行い、親しく会員を激励された。11月29日には、伝道庁で臨時総会、午後は、アラモアナパ

ークでピクニックを行い、大勢の教友信者と親交を深められた。

　ハワイ島では、キラウエア火山国立公園に於て、信者・会員が寄り集いピクニックを開催。

ハワイ全島会員は、婦人会長からの親しくねぎらいの言葉と教理の仕込み胸に受けて、今後の

活動を誓い、大いに勇み立った。

中山おあい婦人会長の巡教

11月16、17日マウイ島巡教の後、18日にはヒロ空港（写真）に到着され、教友信者の盛大な出迎えを
受けられた。22日まで５教会を巡教され、会員一同はかつてない親心のこもった巡教の喜びに浸った
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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。

私どもは、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、

思召に添う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３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

につとめさせていただきます。御前には今日を

楽しみに寄り集った道の兄弟姉妹が、勇んでみ

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。

　昨日、本部講師としてセントラルフレスノ教

会長雪本利清先生をお迎えし「教祖百三十年祭

よふぼくの集い」ホノルル会場を開催させてい

ただきました。明日からハワイ地区の他会場に

ても順次開催させていただきます。この集いを

機に、尚一層の勢いとよふぼくとしての使命感

をもって、教祖百三十年祭へと向けて、つとめ

させていただきたいと存じます。また、今月の

21から23日にかけて少年会のスプリング・キャ

ンプ、22日には少年会総会を開催させていただ

きます。道の将来を担う子どもたちに信仰の喜

びを伝え、ハワイの道が「末代」となるよう、

しっかりと取り組ませていただきます。

　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

３月月次祭祭文

３月月次祭役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	
扈　者	 美馬孝俊	 	 宮内泰次	 　　	
賛　者	 三國ウェスリー	 岩田バート　
指図方	 中尾善宣
講話者	 中尾オーエン		（英）
通訳者	 中尾妙子	 （日）

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

祭典役割

ます。殊に、２ヶ月後に迫った伝道庁創立六十

周年へと向けて、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

様には私ども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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３月月次祭祭典講話　　パール教会長　中尾オーエン
　パール教会は、1934年に設立され、今年で80

周年を迎える年となりました。昨年11月に、隣接

地購入という思いがけなくも、ありがたいふしを

お見せいただきました。それは長い間の私たちの

夢でありました。

　親神様、教祖の不思議なお導きによって、ちょう

ど良い時期にメンバーも揃い、そしてタイミング良

く土地が売りに出たということ。また、教会メンバ

ーの意見が揃ったというご守護のもとで、土地購入

という運びになりました。

　そこには、パール教会初代会長と二代会長が伏せ

込んでくださった真実の結果であるということは、

いうまでもありません。

「初代の足跡」

　パール教会の初代、長山ツギ先生、1925年頃、

満州で着物の生地の行商をしていたそうです。眼病

を患い、目が見えなくなり、人生の行き詰まりを自

覚したのです。そんなとき、京城大教会のある教会

長に、にをいをかけられ、おぢばがえりの心を定め

て不思議なご守護を頂いたのです。

　教祖40年祭の年、今から約90年前におぢばの別

科（現在でいう修養科６ヶ月間に相当）に入学し

ました。おたすけの意欲を一層燃やし、ハワイへ

の布教を志したのです。とはいうものの、所属教

会では50歳の無学の婦人布教師を海外へ出すこと

を拒みました。

　ツギは別科の講師の先生に相談すると、「おぢ

ばに天元という教会があるのでそこへ相談をして

みては」ということから、天元宣教所を訪ねるこ

とになりました。

　初代の中尾浅吉会長、私の曽祖父は、どこを見

込んだのか、婦人布教師を引き受けようというこ

とになったのです。渡航までの３年間、天元に伏

せ込み、伝道部へ何度も足を運び「もし、お許し

が頂けないなら、お玄関で腹を切って死ぬ」とま

で中尾会長に言い、断食をしてお願いした、と史

実に残されています。

　こうして、晴れて長山ツギはお許しを頂き、天

元信者らの見送りを受けて神戸港を出帆、ハワイ

へ上陸したのです。パラマ、現在のタマシロ・マ

ーケットのあるオースティン・レーンの借家を布

教地に、紋付の羽織と草履を履いて、カリヒ、ア

イエア、ワイパフ、リーワード方面へと布教に東

奔西走されました。

　そして、ハワイへ来て三年目の1934年９月、パ

ール教会設立が認可されたのです。今から80年前

のことです。第二次大戦後、長山ツギ会長は73歳

で出直し、後に私の両親であります中尾善宣、登

美子夫妻がパール教会後任としてハワイ布教に来

させていただいたのであります。

　二代会長は、私達５人の子供を育てながら、パ

ラマから現在地のカイムキ10番通りの古い家を
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1962年に購入して移転しました。そこにパール教

会の神殿が建てられました。当時、私は７歳でし

た。私は子供の頃からパンが大好きでしたが、当

時、あまり食べ物がなく、なかなかパンが食べら

れなかったのです。そんなある日、ある人が長い

袋に入ったパンを10本持ってきてくれたのです。

沢山食べられるんだなと、とてもうれしかったの

を覚えていますが、それもほんのつかの間、母は

どんどんとおたすけ先の人にあげてしまったので

す。そんな子供時代でありました。

　私は、「なんで人にあげてしまうの？」と聞き

ますと、「沢山あるときは、人様に分けてあげる

のよ」という答えが返ってきました。何を言って

いるのかよく意味が分からなかったのですが、お

そらくその理由で、私は今、人にパンをあげるの

が好きなのでしょう。

　それから27年が経ち、1989年にシロアリで老朽

したこの教会を建て直すという話が出ました。しか

し、教会のすぐ後ろの土地を購入したいという二代

会長の以前からの思いがあったので、私と前会長と

で地主さんの所へ行き、二軒の借家付きの土地を売

ってくれないか、と申し出たのです。後ろの土地は

二軒の家が建った150坪の土地です。ところが、

地主さんは「とんでもない、こっちがあんた方の

土地を買いたいくらいだよ」という返事でした。

ということから、私たちは古くなった教会を取り

壊し、新築の教会に住むことになりました。その

５年後の1994年、私はパール教会三代会長のお許

しを頂きました。

　裏の二軒の借家は人の入れ替わりが激しく、い

ろんな人が越しては出て行きました。私たちはで

きるだけご近所と親しく接するよう常につとめて

いましたが、中にはなかなか難しい人もいました。

特に教会のすぐ後ろに住んでいた男性は一人者で、

毎晩のように友だちが大勢来ては、夜中までロッ

クミュージックを弾き、大声で歌い、大声でしゃ

べり、夜１時でも２時でもビールを飲みながらバ

ーベキューをして煙をモクモクと出す。それが毎

晩の様に続く日もよくありました。

　近所の人もたまらず、教会をしている私に「警

察を呼びなさい」と言います。たしかに私も何度

か警察を呼ぼうかとも思いましたが、思いとどめ

ました。なぜなら、私たちの教会も朝晩、ドンチ

ャンとおつとめの音を出します。月次祭でも大き

な声で唱和しているので、こちらは注意できる立

場ではないように思ったからです。

　また「見るもいんねん、聞くもいんねん」と聞か

せていただきますので、今生か、前世で蒔いた種が

生えている姿なのかなと悟って、お隣さんに文句を

言うより、良い種を蒔いていこうと思ったのです。

彼は、教会のためにリサイクルの空き缶やビンな

どをいつも取っておいてくれる、協力的なところ

もありましたが、近所の人たちにとっては、彼の

深夜まで続く騒音には我慢ができなかったのです。

私も彼にお礼として、１ダースのビールをよくお

返ししていました。このようにして12年間よい関

係を保ってきたのです。

　昨年６月にパール教会に真柱様のお入り込みがあ

り、親しくお声をかけていただき、大勢でお迎え

させていただきました。少し余談になりますが、

私どもの教会ではよく英語留学に来る学生さんを

お世話しています。

　真柱様お入り込みの10日後、日本から20代の女

子学生が来ました。天理教を聞いたことはあって

も、全くお道を知らない人です。しかし、着いた

その日から、夕づとめ時間になると「神殿に入っ

てもいいですか？」と言ってこられ、翌日には見

よう見まねでおてふりを一緒に踊ってくれるよう
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になり、本当に驚きました。「天理教とはどんな

教えですか？」と聞いてこられ、色々なお道の書

物を紹介しました。４週間の留学でしたが、昨年

のこどもおぢばがえりの期間に、おぢばまで来て

くれて、基礎講座を受講されました。この４月に

は別席を運んでくれる予定です。

　その後、真柱様のお入り込みの１ヶ月後の７月

に、隣の二軒の家のテナントが、理由もなく家を

出るようにとの通知が来たと話していました。

　そして、その２ヶ月後の９月には、不動産業者

がきて、地主がこの土地をまもなく売りに出すと

私に話していたので、私たちは購入できるあては

全くないにもかかわらず、一応購入させていただ

く旨を伝えました。

　私は、はたして先立つ物がない中で、こんな無

理をしてでも土地を購入するのか、とあれこれ思

案しました。しかし、他人の手に渡ってしまった

ら、チャンスはもう二度とないと思いました。そ

れからは教会に住む者一同で、毎晩７時に十二下

りのお願いづとめを始めました。

　主だった教会のメンバーと話し合いの結果、先方

の請求額を出そうということになりました。とても

高額であったのですが、それから数日後に不動産屋

から電話があり、「地主さんは教会にどうしても

売りたいと言っている」との返事がありました。

　実は、地主さんには他にもっと高額な申し出が

二件あったそうです。しかも二件の内の一件の人

は、「最も高い額を出す人がいるなら、さらにそ

れより高い値を上乗せしてでも買収したい」とい

う人がいたということです。	

　端的に言うと、土地が売りに出ている、そこへ

お金の額が揃えば誰にでも土地を手に入れること

は可能なのです。大抵の場合、競売となり、最高

価格を申し出た者が購入するというのが世間一般

の常識です。しかし、どういうわけか土地の所有

者である地主さんは、不動産屋に「私は教会にこ

の土地を売りたい」と申されたそうです。不思議

は神様のお働きです。　　

　この不思議は、ただ偶然に成ってきたことでは

なく「つとめ」と「さづけ」から現われてきたの

です。これはパール教会の初代会長、二代会長の

お通りくだされた人だすけの積み重ねがあるから

こそ、また先代の伏せ込みがあってのことです。

先代が積んできてくれた徳を、私はまた子供、孫

の代へと徳を積んでいきたいと思います。　

　逸話篇90「一代より二代」のお話に、

一代より二代、二代より三代と理が深くなるね

で。理が深くなって、末代の理になるのやで。

人々の心の理によって、一代の者もあれば、二代

三代の者もある。又、末代の者もある。理が続い

て、悪いんねんの者でも白いんねんになるねで。

　さらに、おさしづには、

さあ／＼、続いてあってこそ、道と言う。続かん

事は道とは言わん。	 （明治39年５月21日）

とあります。

　このお言葉にあるように、この信仰を次の代へ

と伝え、続いて行くことが大切です。そのために

少年会があるのです。来週３月21、22、23日の

三日間、春のキャンプが行われます。どうか、一

人でも多くのお子さんを誘って、ご参加ください

ますようお願いします。少年会総会は22日の土曜

日、午前９時半からです。

　ご清聴ありがとうございました。

アイランドニュースアイランドニュース
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アイランドニュースアイランドニュース
ようぼくの集い （ホノルル会場）

　教祖130年祭へと向かう三年千日２年目の活動である「教祖130年祭ようぼくの集い」が、
ハワイの各会場で開催された。ホノルル会場では、３月15日（土）に雪本利清・本部講師（セ
ントラルフレスノ教会長）を迎え、伝道庁で午前９時から開催され、ハワイ管内よふぼく・信
者170人が参加した。当日は、日英両語に分けて会場を設置し、参加者はそれぞれに合った言
語で「集い」に参加した。
　雪本講師は、年祭の元一日に込められたをやの思いとは、全ての人間に陽気ぐらしをさせ
たいという思いであるとし、「おたすけをするためには、まず自分自身が陽気になることが
大切」と述べた。また、自身の体験談をもとに、親神様の親心やご守護を信じるだけではな
く、実際に感じて知っていることが、おたすけにかかる上で大切な要素になると話した。そ
して、ふしに出合ったときこそ、それが親神様のお導きであり、そこに込められた親心を感
じていただきたいと語った。
　ホノルル会場に続き、17日（月）にマウイ会場（マウイ教会）、18日（火）ヒロ会場（キラ
ウエア教会）、19日（水）コナ会場（カイルアコナ教会）でそれぞれ「集い」が開催された。

神殿階下ホールには、日本語聴講者用に会場が設置された
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伝道庁連絡

少年会スプリングキャンプ＆第39回おつとめまなび総会

　３月21日から23日まで、少年会スプリングキャンプを開催させていただきました。今回の
キャンプには、ハワイで新たに立ち上げられた学生会のメンバーがカウンセラーとして加わ
り、少年会員63人、ひのきしん者20人が参加しました。中日の22日に39回目となる総会を開
催し、山中庁長夫妻には就任以来初めてとなる少年会の総会に出席していただきました。キャ
ンプのテーマは、こどもおぢばがえりと同じく「よろこびいっぱい！さあひのきしん」です。
期間を通して、それぞれにこのテーマを心
に置いて過ごしていただいたことと思いま
す。毎年のことですが、天理文化センター
という素晴らしい環境をお与えいただき感
謝しています。また、少年会という枠を超
えて、多くの皆様にお手伝いいただき、ス
プリングキャンプを成功裏につとめさせて
いただけたことに本当に感謝しています。
ありがとうございました。

少年会ハワイ団団長　中尾オーエン



第43回 ハワイ修養会ご案内
開催期間：2014年６月15日（日）～７月10日（木）

修養内容：天理教教典、	教祖伝、	ひのきしん、教話、おつとめ練習

※受講対象者は17才以上です。

受講希望の方は６月８日（日）までに伝道庁事務所までお申し込みください。
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伝道庁連絡伝道庁連絡

ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

海外帰参者懇親会
日　　時：立教177年４月20日（日）午後５時開宴
場　　所：本部第三食堂
参加御供：1000円（12歳以下は無料）
＊参加希望者は直属教会を通じて、海外部庶務課までお申し込み下さい。

　３月23日、教祖
216回目のお誕生
日を祝し、ハワイ
島のヒロ教会を会
場に、婦人会教祖
ご誕生お祝いの集
いが開催された。
当日は、山中幸
恵・ハワイ婦人会
主任を迎え、会員
19人が参加した。

　12日の第二土曜日、午前９時より執り行います。祭典講話は、一瀬常徳・ジョイアス布教所
長がつとめ、直会後の教会長・布教所長会議はありません。よろしくお願いします。

４月月次祭
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青年会だより

少年会だより

　３月15日に開催された「ようぼくの集い」いか
がでしたか？きっと多くの方々が勇み心を頂かれ
たことと思います。ビデオの中で、「人の評価は
あてにならないもの。人の評価よりも神様に喜ん
で頂けるようにつとめたい」という婦人会員の姿
に心を打たれました。目前に迫った伝道庁創立60
周年、この勇み心をもって、神様、教祖に喜んで
頂けるよう一手一つにつとめさせて頂きましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウェストハウス		 9：00	-	12：00

■婦人会例会

　４月７日（月）		 9：00
※会議終了後、鳴物練習を行います。

■第54回教祖ご誕生お祝いの集い

　４月８日（火）		 19：00
※御供３ドル、ハッピ・白靴下着用です。

※４月の月次祭直会当番は、合同Ｃグループです。
※今月の月次祭は12日（第二土曜日）です。

婦人会だより

■月例会議

　４月16日（水）	 19：30
　レインボーハレ

■委員長メッセージ 　　
　ハワイ青年会のメンバーから、ジョセフ・タブ
ラ（ハワイカイ布教所）と柿谷ジョン（髙知誠教
会）が、それぞれ天理教語学院の日本語科とおや
さとふせこみ科を卒業されました。おめでとうご
ざいます。ジョセフは、４月におやさとふせこみ
科に入学します。ジョンには、おぢばで学んだこ
とをハワイで存分に活かしてもらいたいと思いま
す。さらに、菊池カイル（アロハ教会）、ラッセ
ル・バー（パール教会）、蘇デーン（台檀教会）
の３名が４月からおぢばで行われる修養科英語ク
ラスを受講します。彼らがお道の教えを学び、親
神様・教祖への信仰を深めて、親里のあたたかさ
を肌で感じてもらえるようハワイから応援させて
いただきましょう。
　さて、ハワイ伝道庁創立60周年がすぐそこまで
迫っています。奉告祭に向け、様々なひのきしんが
準備されていますので、皆さんの助力をいただける
ようお願います。お手伝い頂ける方は伝道庁までお
尋ねください。Hinokishin	with	a	Smile!

■スプリングキャンプ＆おつとめまなび総会

　3月21～23日にスプリングキャンプ、22日にお
つとめまなび総会を開催させていただきました。
準備から撤収まで多くの方にお手伝いいただきあ
りがとうございました。

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

　４月20日（日）午前9時半より、伝道庁で教祖ご
誕生お祝い行事を行います。スクリーンに教祖の
物語を上映したり、お楽しみゲームもあります。
家族、友人を誘って参加してください。

■夏のこどもおぢばがえり

　ハワイ団のこどもおぢばがえり日程は、7/24
（38母屋チェックイン16時）～7/30（チェック
アウト9時）で、ひのきしん隊に参加する方のチェ
ックアウト時間は10時半です。詳しくは、少年会
ハワイ団団長中尾オーエンまでご連絡ください。
電話：734-1449、メール：onakao@tenrikyopearl.org.

天理教婦人会第96回総会
　式典　	 	 日時：4月19日（土）9：30
　	 	 	 場所：本部中庭
　記念行事	 支部の集い（各直属支部で開催）
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女子青年だより
■少年会スプリングキャンプ

　今年の少年会スプリングキャンプに参加、またお
手伝いいただいた皆様ありがとうございました。道
の将来を担う子供たちを熱心に、そして陽気に育成
してくださり、親神様もこれ以上ないほどお喜びい
ただけたと思います。ありがとうございました。

４月行事予定
		 1日（火）	・天理文化センター月次祭
		 2日（水）	・月例にをいがけデー
		 5日（土）	・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 7日（月）	・婦人会例会
		 8日（火）	・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
		 9日（水）	・主事会準備会
	10日（木）・少年会会議
	11日（金）・主事会
	12日（土）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・ウクレレ練習
	14日（月）・文化センター＆文庫ジョイント委員会
	15日（火）・コミュニティーひのきしん
	16日（水）・青年会会議
	20日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
	26日（土）・遥拝式
		 	 	 	 ・おつとめ練習（遥拝式後）

■ウガンダ・プロジェクト（女子青年ミニバザー）

　柿谷ジェニファーさんと稲福ルイーズさんには、
先月のミニバザーでの焼き菓子を作っていただきま
した。ありがとうございました。毎月月次祭直会
でミニバザーを行っていますが、焼き菓子は開始
20分で売り切れてしまいます。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。

■文房具ドネーション
　ウガンダプロジェクトと併行して、ハワイにいる
恵まれない学生のために文房具を集めています。
バック、ペン、鉛筆やノートなど何でも結構です
ので、ミニバザーに持ってきていただくか、井上
ミシェルまでご連絡ください。

全教一斉ひのきしんデー
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



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

ハワイ伝道庁創立60周年記念祭
2014年５月17日
午前10時執行

いま たすけあいの この旬に 微笑みたたえて ひのきしん
- One World, One Family -


