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ハワイ伝道庁60年小史

　二代真柱様は、英邁な叡知をもって世界布教を展開され、足繁く巡教と視察に出向された。ハワ
イには、29歳からお出直し前年の62歳までの間に７回ご巡教された。
　１回目は、1933年６月23日太平洋教会において真柱様が講師となり、教祖50年祭地方講習会を開
催。年祭に向けての三大方針についてご講話された。
　２回目は、1951年８月５日、太平洋教会で1949年に公布された天理教教典編纂の理念について講
話された。
　３回目は、1954年５月23日伝道庁開設奉告祭にご臨席され、伝道庁の役割について明示され、
「その国の土地の言葉をもって、人々の喜びを増していくよう骨を折ること。自分はこの土地に於
けるパイオニヤである、先覚者である、先導者であるという気持ちをもって進んで頂きたい」とお
述べになった。
　４回目は1961年７月30日、南北アメリカ巡教の帰途ご寄港され、伝道庁で「月日のやしろとして
の教祖の立場」について述べられ、「75年たてば日本国中あらあら、それから先は世界隅から隅ま
で我々は神名を流させて頂きたい、にをいがけをさせて頂きたい。神一条の信念と、ひのきしんの
態度と、一手一つの和を以て、この土地において立派に陽気ぐらしの手本雛形とおなり頂きたい」
と講話を締めくくられた。暑熱の厳しい午後の時間、真柱様は額に汗しながら、張りつめた気迫を
以て講話された。
　５回目は、1961年12月、パリで開催された世界柔道選手権大会にご出席され、米本土からの帰途
ご寄港された。
　６回目は、1963年２月、48日間に亘り世界六大州を旅される最初にご寄港された。教祖80年祭を
目指し、やかた西右２、３棟の普請を明示され、「何れにしてもみんな仲よく、しっかりとたすけ
一条に励むんだということ、年寄も若い者も共々に、喜びを以て、80年祭を迎えるんだ。その意気
を以てお進み頂きたい」と激励された。
　７回目は、1966年11月、ネパール、コンゴ、南北アメリカを巡教されて、46日目にホノルルにご
到着。前年に新築落成した神殿にご参拝された。12月20日礼拝場で、縦と横の布教について述べら
れ、最後に「私達は教祖のよふぼくである。教祖の道具衆である。教祖に代わって、世界一れつ
に、陽気ぐらしを味わって頂き、この喜びを末代に伝えること、
それが日々の喜びであると胸に治めて頂きたい」と講話された。
　二代真柱様は、50日間におよぶ過酷な世界旅行の末たどり着い
たハワイで、心身を休めることなく、ハワイの信者に親の思いを
なんとしても伝えるという強い思いを込めてお話しくだされた。
　12月21日朝、真柱様はホノルル空港の10番ゲートに待機のパンア
メリカン機に搭乗され、見送り人は二階のデッキで手を振ってお送
り申し上げた。前部扉のそばへお立ちになり、係員が扉を閉じるま
で真柱様は搭乗口で教旗を振ってお応えになった。子供との別れを
惜しむ親の心情を真柱様のお姿に拝する。これが二代真柱様とハワ
イの道の子供との今生の別れとなった。

二代真柱様のご巡教を回顧する

ハワイにご到着されると、出迎えた教友がレイをかけるので、お顔がレイで埋
まってしまうほどになるが、そのままの姿でご参拝される。そしてゲストルー
ムにお入りになってから寛がれる。お帰りの時は、ガムやキャンディーを繋い
で作ったレイをおかけするので、ずっしりと肩にかかり相当な重さである。ご
搭乗の後、お外しになる（1961年８月23日）
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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、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

ておりますが、その中にも今月は、教祖が

216年前この世にお生まれ遊ばされた芽出度

い月でございますので、お祝いと慶びの心を

併せ、只今より当伝道庁の４月月次祭をおつ

とめ奉仕者一同陽気に勇んでつとめさせて頂

きます。御前には参り集いました道の兄弟姉

妹が、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。

　去る８日、ご存命の教祖のご誕生日をお祝

いし、婦人会員八十名による女鳴物の演奏を

喜びの心一つに勤めさせていただきました。

また今月末から５月にかけて全教一斉ひのき

しんデーをハワイ各地で実施させて頂き、か

しものかりものの御守護に感謝を表したいと

存じます。

　来月十七日には真柱様のご臨席を賜り伝道

庁創立六十周年記念祭をつとめさせて頂きま

す。管内の一同が心と力を合わせて、この大

きな節目に臨ませて頂き、ハワイの道におけ

る新たな一歩を踏み出させて頂く所存です。

　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

４月月次祭祭文

祭　主	 山中修吾庁長	 	

扈　者	 岩田メルビン		 中尾オーエン	 　　	

賛　者	 桧垣ダニエル		 山本浩徳　

指図方	 三國クライド

講話者	 一瀬常徳		 （日）

通訳者	 宮内ルミ	 （英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｃ．齋藤	 Ｗ．三國

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｓ．社本

	 Ｄ．川崎	 Ｔ．井上	 Ｍ．中尾

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ａ．綾川

(女性)	 Ｔ．松川	 Ｋ．齋藤	 Ｌ．長田

	 Ｍ．柿谷	 Ｔ．中尾	 Ｙ．一瀬

笛	 Ｔ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｒ．山	 Ｄ．川崎	 Ｗ．城

拍子木	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｇ．井元

太鼓	 Ｔ．西村	 Ｍ．稲福	 Ｄ．桧垣

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｇ．井元	 Ｄ．鈴木

小鼓	 Ｃ．三國	 Ｄ．桧垣	 Ｔ．岩田

琴	 Ｍ．三國	 Ｌ．川崎	 Ｌ．金城

三味線	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ａ．中川

胡弓	 Ｙ．西村	 Ｃ．浜田	 Ｒ．宮内

地方	 Ｓ．三濱	 Ｍ．久尾	 Ｙ．宮内

	 Ｍ．中尾	 Ｓ．椎葉	 Ｅ．高田

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。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。

４月月次祭役割
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４月月次祭祭典講話　　ジョイアス布教所長　一瀬常徳
　ただいまはハワイ伝道庁４月の月次祭を、皆さまと
ともに陽気に勇んで勤めさせていただき、親神様、教
祖も大変お喜びくだされたものと思います。まずはこ
の場をお借りして、本日翻訳・通訳をつとめてくださ
る宮内ルミさんにお礼申し上げたいと思います。あり
がとうございます。届きませんが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。
　本年１月春季大祭の神殿講話で真柱様は、「親神様
のご守護は昔もいまも変わりません。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」とお話くだ
さいました。そこでこの「真実の如何」というとこ
ろの「真実」について少々考えてみました。どのよ
うな心の持ち方、どのような行動がお道で言う「真
実」なのでしょうか。この「真実とは何か」という
話題は、私たちお道を通る者の信仰生活の真髄に触
れる課題ですので、ここでは皆さんにも頷いていた
だける例を一つ挙げさせていただきますと、明治34
年５月25日のおさしづに、

九年の間というものは大工が出て、何も万事取り
締まりて、よう／＼随いて来てくれたと喜んだ日
ある。これ放って置かるか、放って置けるか。

とありますように、それは飯降伊蔵ご本席様のご入信
当時からの心の持ち方、そして通り方であり、これが
お道で言う「真実」の代表的な姿なのではないかと思
うのです。また明治33年７月14日のおさしづには、

満足というものは、あちらでも喜ぶ、こちらでも
喜ぶ。喜ぶ理は天の理に適う。適うから盛ん。

とあります。教祖ご在世当時から今日まで、親神様、
教祖から不思議なご守護を頂かれ、無い命をたすけ
られた先人や、それこそ八方ふさがりという事情の
中で鮮やかな解決を見せていただかれた先輩先生方
が大勢おられると思います。それぞれの状況や立場

によって差異はあるものの、無い命をたすけていた
だいた喜びを胸に、これらの先人や先輩先生方がそ
の後真実をもって通られたからこそ今日のお道があ
るのだと思います。
　この「喜ぶ理」という言葉から、ふと「喜ぶ」こ
とと「感謝」することにはニュアンスの違いがある
ことに気がつきました。おさしづの中の「喜ぶ」と
は、むしろ「感激」を意味するのではないだろうか、
「感謝」と「感激」の違いなのではないだろうか、
と思いつきました。早速『広辞苑』で調べてみます
と、「感謝」とは「ありがたく感じて謝意を表する
こと」とあり、「感激」とは「深く感動して気持ち
が奮い立つこと」とありました。「感謝」という言
葉にももちろん深い意味合いはありますが、それに
比べて「感激」は、深く感動して気持ちが奮い立っ
ている心の状態を示す言葉です。「感激」はあくま
で「心に感じる大きな喜び」のことだと思います。
　私もこれまで65年の人生の中で「感激」を味わっ
た経験はたくさんありますが、本当に大きな「感激」
を感じたのは、「不思議は神やで」を見せていただい
たとき、つまり親神様、教祖の鮮やかなご守護を見せ
ていただいたときでした。今日はそのうちの二つだけ
をかいつまんでお話させていただきます。
　私は、三國ロバート・太平洋教会前会長のご好意を
頂き、1967年の７月、まだ19歳になる前にハワイに
来させていただきました。およそ３年半の間太平洋教
会においていただき、ハワイ大学へ通わせていただき
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ました。その間会長さんご家族はもちろん、信者の皆
さん方にも本当に良くしていただきました。1972年
に横浜で家内と結婚し、家内を連れてハワイに戻っ
てからおよそ１年半後の1974年２月に長女エミリー
を与えていただきました。この間ずっと私は学生ビ
ザ、家内は学生ビザ保有者の配偶者というビザで滞
在していたのですが、長女が６ヶ月になったころ、
ロバート先生の義理の弟さんで弁護士をしておられ
た田中ススムさん、皆は「ススム」を「スース」と
呼んでいたのですが、その田中さんに太平洋教会で
久しぶりにお会いしました。娘を抱いている私と家
内を見た田中さんから「もう６ヶ月なのか。子供は
アメリカの市民権も持っているんでしょう？」と尋
ねられましたので、私は「はい、娘はアメリカ市民で
す」と答えますと、田中さんは、「それならば僕があ
なたたちの永住権を取ってあげるから書類を揃えても
っていらっしゃい。心配いらないよ。必ず僕が取って
あげるから」と言ってくださいました。
　私たちはとても嬉しく思い、早速永住権の願書や
その他の書類を揃えて田中さんのところへ持って行
き、丁寧にお願いしました。しかし、それからひと
月ほど後、田中さんは突然出直されてしまったので
す。その当時田中さんはまだ60前後の健康な方でし
たので、突然の出直しに本当に驚きました。ロバー
ト先生から依頼されましたので、数日後私は田中さ
んのお葬式で賛者をつとめさせていただきました。
皆さまご存知とは思いますが、お葬式での賛者の主
な役割は、参列者側に向かって立ち、参列者に玉串
をお渡しする役目です。
　お葬式のお手伝いをさせていただいてから数日後、
田中さんの法律事務所へ行きまして、私たちの永住権
の申請状況について尋ねましたところ、知っている人
は誰もおらず、事務所の中を探してくださいました
が、私たちの書類は見当たらないとのことでした。
ご自宅に保管されていた可能性もあると思い、田中
さんのお子さんたちに探していただきましたが、ご
自宅にもないとのことでした。田中さんがすでに申
請手続きを行ってくれていることもあるかと思い、
移民局へ出かけて係員に調べていただきましたが、
提出されていないとのことでした。
　いたしかたなく、お葬式の翌月、新たに申請書や

その他の書類を揃え、娘を抱いて家内と一緒に移民
局へ行き、永住権の申請を行いました。
　布教師として永住権を取得するためには２年間のフ
ルタイムでの布教経験が必要、というのが一番の問
題でした。19歳になる前にハワイに来ているわけで
すから、移民局にとって、私には２年間のフルタイ
ムでの布教経験がないことは明らかです。私には布
教師として永住権を取得するための基本的な資格が
欠如していました。その資格の代わりになればと、
私は初代である祖母の入信時から、教会長夫妻とし
ての父母の信仰生活、教会で生まれ育った私自身の
生い立ちと教会活動への参加など、私の信仰を情熱
的に９ページの書類にまとめて移民局に提出しまし
た。また、アメリカ市民の子供を持つ親としての養
育義務や責任、権利という角度からの資格も主張し
ました。そのたびに、どういう書類が足りないとか、
証明書を持って来なさいとか言われ、２ヶ月に一度ぐ
らいの頻度で移民局に通いました。
　自分たちで申請してから１年３ヶ月後、1975年12
月の面接のときでした。当時の移民局は真ん中にまっ
すぐ廊下があり、廊下の両側に面接室が並んでいまし
た。どの面接室にもデスクがあり、廊下を背中にして
座る椅子が二つ置いてあります。その時もまたいつも
のように面接室の一室に通されました。身元や書類の
確認が終わった後、審査官から「面接に来てくれてあ
りがとう。しかし、かわいそうなんだけど、あなたた
ちの永住権の申請は却下されました。できることはも
う全くありません。ひと月以内に出国してください」
と告げられました。頭から血が引いていくのを感じま
した。気を取り直して家内に審査官から告げられたこ
とを伝えたとき、家内の顔がサァッと青ざめたのを
今でも忘れません。家内に、「仕方ないね。それじ
ゃお礼を言って帰ろう」と言って立ち上がろうとし
たとき、廊下の方から白人の男性が入ってきて、「
今『却下』って聞こえたけど、どうしたの？」と、
私たちの審査官に向かって尋ねたのです。私たちの
審査官が、「彼らの永住権の申請が却下されたんだ
よ」とその男性に告げると、その男性は、「そうな
のか」と言いながら私たちの方を向きました。その
途端、その男性は私の顔を見て指さしながら、「あ
なたは…。あなたは確かスース田中の葬式をしてい
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た人じゃありませんか？」と私に言うのです。「は
い、そうです」と私が答えますと、「オーケー、僕
がもう一度申請を一からやり直してあげる」と、そ
の白人男性が言ってくださいました。その男性は私
たちの審査官の上司にあたる人だったようですが、
早速申請書などの書類を三度作り直し、それからち
ょうど１年後の1976年12月21日に永住権を与えて
いただいたのです。
　こんな不思議があるでしょうか。「不思議は神や
で」と教えていただいているように、これは正に親
神様、教祖以外の何ものでもありません。それ以外
に説明がつかないのです。私も家内も親神様、教祖
を見ました。この目ではっきりと見させていただきま
した。家内も私も、感激でしばらく涙が止まりません
でした。思い起こせば、「心配いらないよ。必ず僕が
取ってあげるから」と言ってくださった田中さんがそ
の言葉通りに永住権を取ってくださったのでした。
　そこが移民局であることから、「却下」という言
葉は毎日頻繁に使われている言葉です。いつも使わ
れている「却下」という言葉を聞いて、なぜその男
性が「どうしたの？」と言って私たちの面接室に入
ってきたのか。その男性が私たちの面接室の前を通
りかかるのが少しでも早かったら、または遅かった
ら、審査官の「却下」という言葉は聞こえていなか
ったはずです。私はそれ以前にその男性に会ったこ
とはないし、話をしたこともありません。その白人
男性は１年以上も前に、帽子をかぶった教服姿で田
中さんのお葬式の賛者をつとめていた私の顔を覚え
ておられたのです。
　いつもは日々の忙しさについ忘れてしまっている
のですが、何かの折にこの永住権取得の一連の出来
事を思い出すことがありますが、そのたびに感激で
胸が一杯になり、親神様、教祖が実在されているこ
とを身体全体で感じています。
　もう一つの体験は今から37年ほど前のことです。
日本から来た男性とローカルの女性が結婚して可愛
い女の子を授かりました。私たちがモイリイリにア
パートを借りていたころのことですが、家族揃って
よく遊びに来てくれましたし、月次祭にも参拝に来
てくださっていました。その娘さんがまだ半年にも
ならないある日、主人が急にいなくなった、と奥さ

んが言ってきました。主人の職場や友人たちにも尋
ねたけど何の手がかりも得られなかった、と言うの
です。事件や事故ではないことも確認したというこ
とでした。しかし警察へ行方不明届を出さなかった
ようでしたので、奥さんは多分蒸発だと感づいてい
たのではないかと思います。
　ご主人がいなくなってから３、４ヶ月経ったある
日、元旦を迎えたばかりの１月でしたが、その奥さ
んが私のところへ来られて、「私の友だちが、主人
はサンフランシスコのダウンタウンにある富士屋と
いう日本食レストランで働いているらしい、と知ら
せてくれました」と言うのです。レストランに電話
して彼が働いているかどうかを調べることも考えま
したが、さとられてどこかへ逃げられてしまっても
いけないので、私は直接そのレストランへ行ってみ
ることにしました。２日後、それまで行ったことも
ないサンフランシスコ行きの飛行機に乗りました。
サンフランシスコの飛行場に到着した後、公衆電話
の電話帳でダウンタウンの富士屋レストランの住所
を調べ、そこまでタクシーで行きました。午後１時
ごろレストランの前に着きましたが、昼食は午後２
時までという表示がありました。仕事の邪魔をして
はいけないので、閉店直前まで待ってレストランに
入り、「何々さんにお会いしたいのですが、おられ
ませんか？」と尋ねました。すると、「あー、彼な
らもう辞めましたよ」と言われました。「エッ…」
と言ったきり、しばらく言葉が出ませんでした。飛
行機に乗る前までは、「まだレストランにいるのか
な」などと、そこにはもういない可能性も考えたり
してはいたのですが、準備を進め、飛行機に乗るこ
ろには、「会ったら何て言おう。彼はどんな反応を
するだろうか」などと考えるほうが多くなり、知ら
ないうちに、そのレストランにいるものとばかり思
い込んでしまっていたようです。
　やっと、「誰か彼の居場所を知っている人はおられ
ないでしょうか？」と尋ねると、「ちょっとお待ちく
ださい」と言って従業員の方々に尋ねてくれている
ようでしたが、数分後、「やっぱり誰も知らないよ
うですよ」と告げられました。お礼を言ってレスト
ランを出ようとしたとき、キッチンのほうからコッ
クさんが一人出て来られて、「そう言えば、この間
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僕の友だちがリノで彼を見たって言ってたな」と言
うのです。その友達はリノのどの辺で彼を見かけた
のか、彼はリノで働いていた様子だったのか、それ
とも観光で行っていた様子だったのかなどをお聞き
したいと思い、「すみませんが、あなたのそのお友
だちの連絡先を教えていただけませんでしょうか」
とお願いしたところ、「その友だちはもう日本へ帰
って行ってしまっていますよ」という返答でした。
　探すあてははじめから一ヶ所しかなかったわけで、
その唯一のあてが外れてしまったのですから、「さ
て、どうしたものか」と考えました。「ここまで来
たのだから、もう少し足を延ばしてみるか。リノで
見た人がいるということだって、教祖がお知らせく
ださったことかも知れないし、おそらく無駄足にな
るだろうけど、それでもいいや、行ってみよう」と
心を決め、サンフランシスコ空港に戻り、リノ行き
の飛行機に乗りました。
　リノはラスベガスと同じようにカジノがたくさん
ある所だということぐらいは聞いてはいましたが、
それまで行ったことはありません。安く泊まれるホ
テルを探してチェックインした後、外に出ると、大
きな通りの両側にカジノがズラッと並んでいます。
まるで縁日のように人でいっぱいです。リノに必ず
いるという人を探すのならばともかく、いるかいな
いか分からない人を探すのですから、「やっぱり、
無謀だったかな。そんなにうまい話があるわけない
しな」と、自分の馬鹿さ加減に気がつきはしました
が、それでも心を持ち直して、リノにいるとすれば
どこかのカジノで働いている可能性が大きいと勝手
に決めつけ、とりあえず宿泊ホテルの玄関から右側
のカジノの中を見て歩き、それが終わったら道路を
渡って反対側のカジノを左までずっと探してみよう。
時間があれば、その後は道路のこちら側に戻ってホ
テルに向かって探して歩こうと決断しました。今思
い返すと、よくあんな馬鹿げた行動をしたもんだと
われながら思います。
　カジノの中があんなに広いものだとは知りません
でした。日本のパチンコ場ぐらいだろうとたかを括
っていた私には、ゲーム機の種類の多いことやその
賑やかなことは全く驚きでした。３時間ほど歩くと
疲れてしまい、ホテルへ帰って休みました。翌朝も

前日に引き続いて探し歩き始めました。昼は売店で
ホットドッグを買い、時間がもったいないので、食
べながら歩きました。頭の黒いアジア系の人を見か
けるたびに、「あれは違うかな」、「あれじゃない
かな」とキョロキョロしながら、まる一日歩きまし
たが何の手がかりもなく、夜９時ごろ休みました。
三日目の朝、「今日は午後３時まで歩いて、それで
見つからなければリノの飛行場からサンフランシス
コへ戻ろう。もともと勝手に無謀なことをしている
んだし、誰を恨むことでもないし」と決めて歩き始
めました。道路の反対側のカジノを全部探し歩いた
後、道路を渡って再びホテル側に戻り、同じように
カジノを一軒一軒歩きました。カジノの中には色々
なゲーム機がたくさん設置されていて、一ヶ所から
全体を見渡せるという所はありません。ゲーム機の
間をちょこちょこ歩いても時間がかかるばかりなの
で、カジノの入り口から右側の壁沿いに歩き、裏側
の壁から左側の壁沿いに探しながら歩いて外へ出
て、そして次のカジノに入る、という探し方で歩い
ていました。タイムリミットの午後３時が近づいて
いました。それまでと同じように、カジノの右側の
壁に沿って歩き、後ろ側の壁の方に歩いて行きまし
た。キノというゲームがある場所の壁側にカーテン
が引いてあったのですが、そのカーテンの前を歩い
ていたとき、カーテンの間から「ヒョッ」と彼が顔
を出しました。「あっ！」と同時に叫びました。彼
の肩に手をやったとき、私は、「教祖！」と心の中
で叫んだだけで、身体が震え、溢れ出る涙を止める
ことはできませんでした。
　これは着色もなければ粉飾も全くないすべて事実
の話です。皆さんであればこれをどう解釈されるで
しょうか。「不思議は神」という解釈以外の解釈が
あれば是非教えていただきたいと思うほどです。先
月の「ようぼくの集い」で雪本先生が、「信じると
いうよりもむしろ親神様、教祖を知るという状況」
というようなお話をしてくださいました。移民局で
のときもそうでしたが、このときもまた私は親神
様、教祖を正に「目撃」させていただきました。
　「あるといえばある、ないといえばない。見える
利益が神のすがたや」というお言葉がありますが、
本当に鮮やかに親神様、教祖のお姿を見させていた
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伝道庁連絡
だきました。
　「その後はどうなったの？」と、気になる方もお
られるでしょうからごく簡単にお話しさせていただ
きます。私は彼に、「奈良県天理市の天理駅の改
札を出たところから左側を見ると、ビルの上に『池
田』と書いてあるビルがあるから、２ヶ月後の３月
24日にそこで会いましょう。３ヶ月間の修養科とい
うのがあるから、そこに入ってしっかり自分の心を
見直してください」とお願いし約束をして私はハワ
イに戻りました。私と家内が奥さんと子供さんをお
ぢばへ案内し、彼も約束どおり３月24日に池田詰
所に来てくれました。奥さんは４月、５月、６月の
修養科英語クラス、彼には日本語クラスに入ってい
ただき、家内はしばらくの間詰所で子供さんのお世
話をさせていただきました。私は、「二人の今後に
ついては、３ヶ月間しっかり教理を学ばせていただ
いた後話し合ってください。それまで待ってくださ
い」と二人にお願いしておきました。３ヵ月後、修
養科終了式の後、詰所の談話室ですでによふぼくに
なっている二人に、それまで控えてもらっていた話
し合いをしてもらいました。彼らはそこで正式に離
婚を決めました。後日のことですが、その奥さんは
講習を受けて教人になってくださり、彼の方もリノ
で一緒になっていた女性（後日正式に結婚していま
すが）、その女性もおぢばへ案内し、よふぼくにな
ってくれました。彼は今では世界的に大きな会社の
営業部長です。
　ご教理を聞かせていただくたびに、私たちよふぼ
くは「本当にありがたいな」と、心に感謝を感じま
す。生かされていること自体に感謝させていただ
ける私たちよふぼくは、知らないうちに「喜び、感
謝を感じるエキスパート」になっているのだと思う
のです。耳にタコができるくらい何度も何度もご教
理を聞いている私たちよふぼくの中には、ご教理の
「新鮮味」が少し薄れてしまっていて、「こんなこ
とを他人さまにお話しても」とお話しする前から臆
している方がおられるかも知れませんが、お道のご
教理を初めて聞く人たちには、まるで「目からウロ
コ」のような感動を与えるものです。
　来月にはハワイ伝道庁の創立60周年を迎えま
す。60年は人間ならば還暦を意味します。還暦と

は「暦に還る」という意味で、一つのサイクルを全
うして、新たなサイクルを始める旬を意味します。
つまり「一から始める旬」であるということです。
「一から始める」この旬に、それぞれの信仰の元一
日を思い起こしてみてください。自分がたすけてい
ただいたときのことを、親やご主人、奥さんや子供
さんをたすけていただいたときのことを今一度思い
出してみてください。皆さんにも「不思議だな」
と思う「不思議」を体験されたことが必ずあると思
います。今、ここにこうしていさせていただいてい
ること自体、本当は大きな感激を感じるべきことな
のですが、皆さんの「不思議」な体験を思い起こし
て、そのときの「感激」を新たに感じてみてくださ
い。そして、「私ね、こんな経験したことがあるの
よ」と、その「感激」の体験を他人さまに話してあ
げてください。これが一番相手に伝わるにをいがけ
ではないか、と私は思っています。私もこの旬に、
あえて、仕切って、「感激」の心を奮い起こしたい
と思っています。
　真柱様が仰られた「真実の如何」というお言葉に
ついて私はこのように思案させていただきました。
本席様のように「たすけていただいた感激を生涯心
に持ち続ける」ことなど、私のような凡人にはでき
ませんが、それがたとえ一時のことであっても、カ
イザー病院へ４ヶ月間毎日３回おさづけに通わせて
いただき、急性白血病の方の癌を消していただいた
不思議、朝までもちませんよと医者に告げられ、家
族が見守る中でおさづけを取り次がせていただいた
ローカルの歯医者さんを奇跡的にたすけていただい
た不思議など、この旬にこれまで与えていただいた
「感激」を一つ一つ丁寧に思い起こし、そのときの
状況や心理状態を家内と一緒に思い出して心を奮い
立たせ、その感激をあらためて子供たちにも伝え、
そして６人の孫たちにも伝えていきたいと考えてい
ます。さらに、教祖130年祭に向かうこの旬に、新
たな「感激」を体験させていただくべく、にをいが
け、おたすけにかからせていただきたい、と思って
いる次第です。
　ご清聴誠にありがとうございました。
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　ハワイセントラル教会（井上タイロン会長）は、
昨年10月に神殿修築ならびに臨時祭典のお許しを
戴かれ、無事に工事が終わり、４月５日（土）に
奉告祭を執り行いました。

伝道庁連絡伝道庁連絡
教会事情

　５月18日（日）、午前９時より５月月次祭を執り行います。祭典に引き続き、婦人会・青年会の合同
総会を開催します。そのため、祭典講話また、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。

伝道庁５月月次祭＆婦人会・青年会合同総会

　４月８日（火）に伝道庁で行われた教祖ご誕生
お祝いの集いには、婦人会員・女子青年80人が参
加し、女鳴物三曲に地方を入れ、よろづよ八首か
ら12下り目までを四交代でつとめました。

　第54回婦人会
	 　教祖ご誕生お祝いの集い

　教祖216回目のお誕生日を祝い、４月20日（日）に少年会教祖ご誕生お祝い行事が開催されました。
参加した子供たちは、神殿で座りづとめをつとめ、スクリーンに映し出された「教祖物語」を鑑賞しまし
た。その後階下ホールでクラフト作りを行い、イースターの恒例ゲーム「エッグハント」に興じました。

少年会教祖ご誕生お祝い行事

　2014年４月５日（金）、中尾ルイス・ミーラヌ
ット夫妻（パール教会）に二番目の赤ちゃんが誕生
しました。名前は、ペネロペ・ミユ、体重2720グ
ラム、身長48センチの元気な女の子です。おめで
とうございます。

こんにちは赤ちゃん
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女子青年だより

少年会だより

　ハワイ伝道庁創立60周年記念祭が17日午
前10時より、真柱様ご夫妻、大亮様をお迎
えし執り行われます。18日には、婦人会・
青年会の合同総会が月次祭に続いて開催され
ます。お一人でも多くの方をお誘いし、伝道
庁を喜びと感謝の心でいっぱいにさせていた
だきましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウェストハウス	 	 9：00	-	12：00

※５月の月例会議、鳴物練習はありません。
※５月の月次祭直会当番は、合同Ａグループ
です。
※本部教祖殿にお供えさせていただくクッキ
ーを作っていただいた皆様、またホームレス
シェルターへの缶詰を寄付していただいた皆
様、ありがとうございました。

婦人会だより

■ウガンダ・プロジェクト（女子青年ミニバ

ザー）

	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。

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

　４月20日に行った教祖ご誕生お祝い行事
に参加、お手伝い頂きありがとうございま
した。

■夏のこどもおぢばがえり

　こどもおぢばがえりの日程は、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。少年ひの
きしん隊本部練成会海外隊（海外少ひ隊）参
加者には、食費と宿泊費の助成があります。
海外少ひ隊は、12～15歳の少年会員を対象
としています。世界各地からおぢばに集った
会員が、お茶汲みひのきしん、アトラクショ
ン行事、夜のパレード、交流会など様々なプ
ログラムを通して信仰に触れ、お互いの親睦
を深め合うことができます。是非ご参加くだ
さい。参加申し込みの方は伝道庁または、中
尾オーエンまでおたずねください。申込締
切は、6月２日（日）までです。電話：734-
1449、メール：onakao@tenrikyopearl.org.

■伝道庁創立60周年

　今月17日の記念祭直会では、サンデースク
ールのメンバーが歌を歌い、アロハバンドが
楽器を演奏し、その他少年会員がダンスを踊
る予定です。５月11日、３時半から伝道庁
でダンス練習を行いますので、子供たちを誘
ってご参加ください。



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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青年会だより
■委員長メッセージ 　　
　ハワイ青年会員の皆様こんにちは。伝道庁
創立60周年に向けたひのきしんに、皆様の
真実をいただき本当に感謝しています。伝道
庁神殿前のペンキ塗りひのきしんはスケジュ
ール通り順調に進んでいます。引き続き皆様
のサポートをお願いするとともに、60周年
に向けた様々なひのきしんへの参加をよろし
くお願いします。
　今月18日には伝道庁５月月次祭に続いて、
婦人会・青年会合同総会が開催されます。青
年会長様がご臨席されます。青年会員の皆様
は、ハッピ、シャツ、ネクタイ、黒スラック
ス着用でご参加ください。道のあらきとうり
ょうとして、心一つにハワイの道を進んでい
きましょう。Hinokishin	with	a	Smile!

５月行事予定
		 3日（土）・全教一斉ひのきしんデー

		 	 	 	 （ホノルル会場）

		 5日（月）・月例にをいがけデー

		 	 	 	 ・婦人会委員会

		 6日（火）・天理文化センター月次祭

		 	 	 	 ・60周年準備会議

	10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問	

	12日（月）・文化センター＆文庫ジョイント委員会

	14日（水）・真柱様、大亮様ご到着

	16日（金）・奥様ご到着

	17日（土）・伝道庁創立60周年記念祭

	18日（日）・伝道庁月次祭

		 	 	 	 ・婦人会	青年会合同総会

		 	 	 	 ・天理教若人の集い

		 	 	 	 ・奥様ご出発

	19日（月）・真柱様ご出発

	20日（火）・育成委員会

	21日（水）・大亮様ご出発

	24日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん

	26日（土）・遥拝式

４月19日に行われたひのきしんの様子



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


