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ハワイ伝道庁60年小史

　井上初代庁長の実行力と、管内教会の一手一つの丹精で、緊急に庁舎のご守護を頂いた。そし
て、10年が経過した。100人余りが参拝して、教会活動を行うには手狭で、活動が制約される。井
上庁長は何とか広い場所への移転を考えていた。銀行からの借入金返済中であって、資金の目途が
ないにも拘わらず移転しようというのである。
　ホノルル教会は、2920 Pali Hwyの元財閥の屋敷を購入、改装して1958年３月９日、上野津志会長
が祭主となり、会長就任教会移転奉告祭を執行した。
　二代真柱様は、1961年と63年には同教会を宿舎とされ、大変お気に入りのご様子で、井上庁長に
「ここが伝道庁であればいいがなあ」と漏らしておられたという。伝道庁との交換移転について片
山本島大教会長と井上庁長から聞いた津志会長は大いに悩んだが、ついに親にお喜びいただけるな
らばと交換移転を承諾した。1964年12月５日夜、双方が同時にお目標様をお遷しし、鎮座祭を執り
行った。1964年夏、おぢばがえりした上野会長に二代真柱様は、「心配かけたな」と声をおかけに
なった。また、1966年ホノルル教会にご参拝のあと、齋藤米国会長に深甚の謝意を述べられた。
　井上庁長は手記に、「津志二代会長は、伝道庁との交換移転という重大な局面に、よくも思い切
ってぢばの理に添いきったものと思う。将来ハワイ伝道史が書かれるならば、特筆大書すべき事柄
であろう」と書き残している。1964年は伝道庁創立10周年の節目であったが、記念祭は執行されな
かった。1965年１月17日、神殿起工式。４月９日、上棟式。９月18日、真柱名代として中山善衞様
が祭主となり鎮座祭を執行し、19日神殿落成奉告祭が盛大に執り行われた。

伝道庁とホノルル教会との交換移転と神殿ふしん

　もっと大きな神殿を計画していたが、土地面積に制約があり今の大きさとなった（1965年９月19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、一れつ人間の陽気ぐらしを楽

しみにこの世人間をお創り下され、一れつの

子供をたすけたいとの深い思召のまに／＼お

つけ下さいました神直々の最後の御教えは年

限と共に伸び広がり、教祖のひながたを仰ぎ

慕う道の子供は順々に増え行く中、当ハワイ

伝道庁は昭和29年１月26日に設立のお許しを

頂きました。以来、長い年月変わることな

き御守護と尽きせぬ親心をもってお育て下さ

れ、お導き下さいますお陰により、今日のハ

ワイの道の栄えをお見せいただきました御慈

愛の程、誠に勿体なく有り難い極みでござい

ます。私共は日々ご恩報じを思い念じて、勇

んでつとめさせていただいておりますが、分

けても今年は創立より60年になりますので、

こと改めて当伝道庁の元一日を振り返り、さ

らに歴代庁長始めハワイの先人先輩方の伏せ

込まれた真実に思いを致して、今日の吉日

に、おぢばより真柱様、奥様の御臨席を賜わ

り、おつとめ奉仕者一同と参拝に集まった管

内のよふぼく信者一同が心を一つに合わせ、

ただ今から、ぢばの理を戴いて、座りづとめ

てをどりを陽気に勇んでつとめて、創立60周

年記念祭を執り行わせていただきます。

　私共一同は、今日の日を吉祥として、諸先

輩方が長年に亘る真実と苦労をもって築き繋

いで下さったこのハワイの道をしっかりと受

け継ぎ、親神様の更なる御守護を戴き、ご

存命の教祖のお導きを固く信じ、管内の心と

力を合わせて、ハワイの道の更なる伸展と

60周年記念祭祭文

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	 美馬ブレイン　

指図方	 三國クライド

	 座りづとめ	 前半	 	 後半

てをどり	 真柱様	 Ｃ．齋藤	 Ｗ．三國

(男性)	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｓ．社本

	 Ｙ．中尾	 Ｔ．井上	 Ｂ．岩田

てをどり	 奥　様	 Ｍ．岩田	 Ａ．綾川

(女性)	 庁長夫人	 Ｋ．齋藤	 Ｌ．長田

	 Ｍ．柿谷	 Ｔ．中尾	 Ｙ．川崎

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	 Ｇ．本田	 Ｔ．一瀬	 Ｇ．井元

太鼓	 Ｔ．西村	 Ｍ．稲福	 Ｋ．川崎

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｔ．友松	 Ｓ．中尾

小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｇ．井上	 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	 宮森先生	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣

	 板倉先生	 Ｍ．久尾	 Ｂ．木村

	 Ｃ．三國	 Ｓ．椎葉	 Ｅ．高田	

陽気ぐらし世界実現への歩みを全力で進めさ

せていただく覚悟でございます。何卒親神様

には、この真実の心をお受け取り下さいまし

て、大きな御親心を賜わり、ハワイの地にこ

の道の更なる栄えをお見せ下さいますよう御

守護のほどを、一同と共に慎んでお願い申し

上げます。

記念祭役割
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伝道庁創立６０周年記念祭

　真柱様（随行・宮森与一郎本部員、板倉望本部准員）は、14日に来布され、その日にハワイ
島にあるキラウエア教会（西村忠正会長）、翌15日には、カイルアコナ教会（椎葉スパーキー
会長）へご巡教。16日は、ワヒアワ教会（岩田バート会長）、ラナイ教会（中川オードリー会
長）、高知誠教会（柿谷節生会長）、ハワイセントラル教会（井上タイロン会長）へご巡教さ
れた。18日は、５月月次祭にご参拝、続いて開催された「婦人会・青年会合同総会」にご臨席
された。また同夕、天理文化センターで開催された「若人の集い」にも足を運ばれ、ハワイ教
友と親しく会食された。19日の午後にホノルルをお発ちになられた。

　ハワイ伝道庁は５月17日、真
柱様ご夫妻をお迎えして創立60
周年記念祭を執行。ハワイ管内
教友300人が参集した。世界た
すけの旬に勇み立つよふぼく、
信者らは、真柱様のお言葉に一
心に耳を傾け、教祖130年祭へ
向かう決意を新たにした。祭典
終了後は、野外テントで直会が
行われ、アロハバンドによる演
奏や婦人会の合唱やフラダンス
などが披露された。

真柱様、管内６ヶ所の教会をご巡教
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　本日、ハワイ伝道庁の創立60周年記念祭に
参拝して、大勢の皆様にお目に掛かることがで
きましたことを大変嬉しく思います。また、日
頃からハワイの道の上にいろいろとご丹精下
さり、ありがとうございます。改めてお礼を申
し、お労いいたしますとともに、記念祭がつと
められますことを心よりお慶び申したいと思い
ます。
　さて、ハワイ伝道庁は1954年に設立のお許
しを戴いたのでありますが、その時にはすでに
24ヶ所の教会が設立されていたことからも分
かるように、ハワイの道の歴史はもっと古いの
であります。したがって、今日の記念祭の意義
は、ハワイの道の草創期に活躍した人々をはじ
め、様々なふしの中を、教祖のひながたを頼り
に歩み抜いてきた人々の歩みが、伝道庁の開設
に至った元一日に思いを馳せ、伝道庁が担う役
割を再確認して、道を誤りなく受け継ぐ思いを
新たにするところにあると思うのであります。
　伝道庁の役割は、日本の各教区に置かれてい
る教務支庁の役割と同じようなものだと思いま
す。すなわち、教会本部の出先機関であると同
時に、その地域における相互連絡、たすけ合い
のための一つの拠点であり、地域活動の中心で
もあります。布教の高揚を図り、それぞれが管
轄する国や地域の教勢を御守護頂くために、所
属教会という枠を越えて寄り集まり、お互いが
心を繋ぎ励まし合えるように世話取りをする修
理肥の芯ということであります。
　明治35年（1902年）７月13日のおさしづ
で、教区を設置することについて、
　
まあそら修理肥の内である。修理肥は何処ま
でもせにゃならん。蒔き流しでは、何も取れ
るものやない。修理肥というはせにゃなら
ん。	 	 									（明治35年７月13日）

とお諭し下さっています。修理肥という言葉を
もって、教区の役割が育てるというところにあ
ると教えて下さっているのであります。
　したがって、伝道庁の役割も、管内にある教
会、布教所をいかに勇ませるか、よふぼく、
信者の人々にどのようにして親神様の思召に相
応しく成人してもらうかということに心を尽く
し、土地所の教勢の発展を管内の先々までご守
護頂くことにあると思うのであります。
　そのつとめを果たしていくには、修理肥の源
であるぢばの理を素直に受け、間違いのないよ
うに流さなければなりません。それには本部や
海外部としっかり意思の疎通を図ることも大切
なことではありますが、理を流すのであります
から、常に親神様の思召、教祖のお心に近づく
努力をすること、すなわち、神一条の信仰信念
を養うことを忘れないでいただきたいのであり
ます。
　物事を世間の常識によって判断するのではな
く、親神様の思召、教祖の教えを判断の拠りど
ころとして、それによって考え行うことが神一
条の信仰姿勢であり、その心を培いつつ活発に
活動を進めていくというのが、修理肥やしの芯
としての役割を持つ伝道庁に関わる人々の考え
方であってほしいのであります。
　道の教勢は、にをいがけ・おたすけによって
今日まで伸びてきたのであります。たすけら
れた人がご恩報じのために人だすけに励み、胸
から胸へと教えが伝わり弘まって、講や布教所
ができ、さらには教会が生まれ、その自然の流
れの中で教会系統が形作られてきたのでありま
す。そう考えると、所属する教会からの修理丹
精が大切なことは言うまでもありません。
　しかし、その一方で、教会系統は地域的な繋
がりから形作られたものではなく、基本的には
導いた人と導かれた人との関係から生まれてき

真柱様お言葉
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たものでありますから、近くに住んでいても所
属教会が異なるということはよくあるのであり
ます。そうしたことを考えれば、教会からの修
理丹精だけでなく、同じ地域に住む道の子が、
お互いは道の兄弟姉妹であるという自覚を持っ
てたすけ合い、励まし合って通ることが、道の
発展の上には欠かせないことだと思うのであり
ます。
　おさしづに、

皆心、一つの心に成りてくれ。一つに成れば
強いもの。そも／＼の心は、どうしてやろう
こうしてやろう、と言うたとて、出来ん。そ
こで暇が要る。もうこれから、皆心という
は、一人の心にようあれだけの心を揃うたな
あというは、世界にどんな事も映る。これを
よう皆々の心に持ってくれにゃならん。
	 	 　　（明治37年12月14日）

とあります。
　みんなの心を一つに合わせ、一手一つになれ
ば強いものである。しかしながら、それぞれが
自分の意見ばかりを主張するようなばらばらの
心では、どうしてやることもできない。一人
の心によくもあれだけみんなの心が揃ったな
あというようになれば、世界にどんなことも映
っていくのだと、お諭し下さっているのであり
ます。
　いかなる中も神一条の精神に徹して、一人ひ
とりがそれぞれお与え頂く持ち場立場のつとめ
の上に真実を尽くすとともに、互いに力を合わ
せて、ご存命の教祖にお連れ通り頂く信仰の喜
びを世界に映していただきたいと思うのであり
ます。
　またそれとともに、伝道庁は一つの名称の理
としての役割を担っていると思うのでありま
す。土地所の一つひとつの教会と同様に、伝道
庁もたすけ一条の活動を行うために親神様から
許されたものであって、この地にあって陽気ぐ
らしの手本とならなければならないということ

であります。
　お言葉に、

皆んな勇ましてこそ、真の陽気という。め
ん／＼楽しんで、後々の者苦しますようで
は、ほんとの陽気とは言えん。
	 	 　　	（明治30年12月11日）

と教えて頂いています。
　世界中の人間は、みな親神様の子供であり、
お互いは兄弟姉妹なのであります。その兄弟姉
妹が互いにたすけ合って陽気に明るく暮らすの
を見て、親神様も共に楽しみたいとの思召か
ら、人間世界をお創め下さったのであります。
ですから、みんなが陽気ぐらしを味わえる世の
中にならなければなりません。
　幸福というものは、物の豊かさや環境の善し
悪しによって決まるものではありません。どん
な環境にあっても明るく勇んだ陽気な心で毎日
を送るところに、真の幸福があり生き甲斐があ
ると思うのであります。親神様によって生かさ
れていることの有り難さ、かしもの・かりもの
の尊さを知るところに、陽気ぐらしの根本があ
るのであります。
　その親神様の思召に相応しい、陽気ぐらしの
明るい雰囲気が伝道庁に行けば味わえ、伝道庁
に参ったならば心が和む、いずんでいた気持ち
も自然に晴れてくるというようになることが、
伝道庁の理想の姿だと思うのであります。明る
く勇んだ姿を周りに映し出していけるように、
教えを求めて心を磨き、陽気ぐらしを実践し、
外へ向かっては陽気ぐらしの教えを弘めていく
のが、一つの名称の理としての伝道庁の役割で
あります。
　繰り返すことになりますが、伝道庁も一つの
教会と変わりなく、土地所における陽気ぐらし
の手本となるべく、たすけ一条の使命を担って
いるのであります。しかも伝道庁は、管内の教
会や布教所、よふぼくに対する修理肥やしの芯
となる大きな役割も担っているのであります。
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どうかこの二つの立場を神一条の心で進めてい
ただきたいと思います。
　おさしづに、

さあをやの道を通りながら、をやの道の理が
分からん。古き道があるから新しい道があ
る。古き道はをや、新しい道は子という。さ
あ／＼だん／＼に新しい道を通ろうとする
で、古き道が忘れる。よう聞き分け。古き道
があるで新し道という。
	 	 　　　（明治22年10月９日）

とお諭し頂いています。
　教祖のひながたの道があればこそ、代々の道
がつき、代々の道があって、今日の私たちの
道があるのであります。教えを求め、教えを伝
える努力を積み重ねてくれた先人たちの道の上
に、今の私たちがあるのであります。そのこと
に感謝して、先人から受け継いだこの道をしっ
かりと歩んで、明日への道を切り開いていくこ
とが、私たちの責任であります。
　これまでのハワイの道の上に心を砕いてつと
められた人々は、おぢばから遠く離れていて
も、ひたすらご存命の教祖をお慕いし、教祖の
ひながたを求めて、たすけ一条の道に勇み立っ
てこられたのであります。
　時あたかも、道は教祖130年祭へ向かう年祭
活動の最中にあります。教祖が現身をお隠しに
なった明治20年陰暦正月26日は、教祖が身をも
って示された50年に及ぶたすけ一条のひながた
の道の終着点であり、同時に、「今からたすけ
するのやで」とのお言葉通り、存命の理をもっ
て世界たすけの先頭に立って私たちをお導き下
さることになった出発点であります。
　したがって、教祖の年祭をつとめさせていた
だく意義は、私たちお互いが、教祖の道具衆た
るよふぼくとして、教祖の親心に応える道を歩
むことであります。一人でも多くのよふぼくが
おたすけを実行できるようになって、教祖がお
急き込みになったたすけ一条の歩みを一層活発

に進めることが教祖の年祭をつとめる目的であ
ります。
　おさしづに、
　　
旬を外さず、してくれ。外してはならん。旬
を外しては出来やせん。
	 	 　　　（明治40年５月21日）

とあります。
　旬とは、物事を行うのに最も適した時期のこ
とをいうのであります。教祖の年祭の旬は、た
すけの旬、成人の旬であります。しかし、いく
ら、たすけの旬だ、成人の旬だと言っても、旬
を活かしてたすけ一条の御用を実践して成人し
ようとしなければ、たすけの実も頂戴できなけ
れば、成人の歩みを進めることもできません。
　教祖が現身をお隠しになってまでお急き込み
になった世界だすけへの道は、私たちよふぼく
が地道ににをいがけ・おたすけを積み重ねてい
くから開けてくるのであります。じっとしてい
たのでは、道は伸び広がるどころか、停滞し、
いつしか草に埋もれてしまうことにもなりかね
ません。一人ひとりが、まず自分の周囲に陽気
ぐらしの種を蒔くことが大切だと思います。
　歳月人を待たずと言います。時の経つのは早
いもので、年祭活動も後半に差し掛かろうとし
ております。うっかりすると、瞬く間に、また
とない成人の旬、たすけの旬を無為にやり過ご
してしまいかねません。
　伝道庁が創立60周年を迎えたことを契機とし
て、ハワイの道がさらに伸び広がり、大きく発
展するように、一手一つになって充実した活動
を展開していただきたいと思います。管内の皆
様が、これからも勇んでおつとめ下さいますよ
うにお願いいたしまして、今日の挨拶とさせて
いただきたいと思います。
　ご清聴ありがとうございました。

（文責　山中修吾）
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伝道庁連絡

　皆様アロハ！一言ご挨拶を申し上げます。
　本日、真柱様、奥様のご臨席を賜り、ハワ
イ伝道庁創立60周年記念祭を皆様と共に盛大
につとめられましたことは、私たちにとって
真に大きな喜びです。皆様方には、記念祭に
ご参拝下さり、誠にありがとうございます。
私自身、一年前に就任したばかりですが、こ
の重要な節目に庁長としてつとめさせていた
だき、もちろん重責ではありますが、同時に
たいへん嬉しく光栄に感じている次第です。
　昔から人生における60年という期間は、
「還暦」という言葉が示すように、一つの
大きなサイクルの完了と考えられます。そ
れは、一人の人間が普通人間として行うであ
ろうことを一通りやり終え、そして次の世代
を見守りながら様々な責任や知識や智恵を伝
えていく、という意味でのサイクルの完了
です。現代社会の平均寿命は60年よりもは
るかに長くなりましたし、もちろんお道で
は「115才定命、さらには心次第でいつまで
も」と教えられますが、やはり今でも60才と
いう年齢は、それまでの人生を振り返り、長

創立60周年記念祭　庁長挨拶

い残りの人生あるいは「次のサイクル」をど
のように生きるかを思案すべき、たいへん意
義深い区切りではないでしょうか。
　それと同じことが、始まってから60年を
迎える組織にも言えると思います。ハワイ伝
道庁が創立60周年を迎えるにあたり、ご年
輩の方も若い方も、また日本語の方も英語の
方も、管内の全員がこれまでの歩みを振り返
り、私たちのハワイの道のさらなる伸展につ
いて思案することが大切です。よって、ハワ
イ伝道庁創立60周年は、私たちが私たちのハ
ワイの道の過去と現在と未来について真剣に
考えるべき、重要な節目であると思います。
　今日まで私たちは、「今たすけあいの旬、
笑顔でひのきしん」というスローガンのも
と、ご存命の教祖にお喜びいただくべく、60
周年という意義ある時旬にふさわしい成人の
努力を重ねて参りました。もちろん、それを
今日で終わりにするのではなく、この勢いを
もって、教祖130年祭へ、さらにはその先へ
と邁進していきましょう。
　本日頂戴いたしました真柱様のお言葉をし
っかりと心に納めて、今日の吉き日を跳躍
台、給油地点として、私たちのハワイの道の
さらなる伸展へ向けて、皆の心と力を合わせ
て、大きな一歩を踏み出しましょう。日々親
神様のご守護を実感し、ご存命の教祖のお導
きを信じ、この素晴らしい道の信仰者である
ことに誇りと自信を持って、これからも進ま
せていただきましょう。マハロ！

伝道庁６月月次祭	 	 	 　６月15（日）午前９時
講話者：岩田タッド・ハレアカラ教会長
※教会長・布教所長会議は12時45分から行います。
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　太平洋教会（周東/三國クライド会長）は、４月８日に神殿屋根葺替のお許しを戴かれ、無事に
工事が終わり、５月10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

　2014年５月13日、ローマン道子・ホンノエ（東本）布教所長が83歳でお出直しになられました。
　告別式は、５月22日（木）伝道庁で執り行われました。ローマン所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

　５月18日（日）、青年会長様、婦人会長様をお迎えし、５月月次祭に引き続き、婦人会・青年会
合同総会を開催し、216人が参加しました。

婦人会・青年会合同総会

　４月18日のおはこびで、
岩田バート氏がワヒアワ教
会（防府）五代会長の理の
お許しを戴かれ、５月10
日（土）に就任奉告祭が執
り行われました。
　おめでとうございます。

新教会長就任

　５月３日、全教一斉ひ
のきしんデー（オアフ島
地区）がホノルル動物園
で開催され、ハワイ管内
教友や現地高校生を含
め、約170人がひのきし
んに汗を流しました。ハ
ワイ州の他の地区でも、
６月中旬まで順次開催さ
れています。

全教一斉ひのきしんデー
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女子青年だより

少年会だより

　60周年のスローガンを合言葉にたどらせて
頂いた記念祭までの道のり。創立当初から伝
道庁におつとめ頂いている皆様、本当にあり
がとうございます。皆様から受け継いだハワ
イ婦人会の精神を次代にしっかりと伝えてい
けるようつとめさせて頂きます。60周年に
あたり、大勢の皆様より日々の理のお供、そ
して真実のひのきしんをして頂きました。心
よりお礼申し上げます。

■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

　６月９日（月）	 	 9：00

■女鳴物練習

　６月10日（火）	 	 9：00

■ヌアヌハレ慰問

　６月14日（土）	 	 9：30

※６月の月次祭直会当番は、防府グループで
す。よろしくお願いします。

婦人会だより

■ウガンダ・プロジェクト（ミニバザー）

　焼き菓子や手作りの小物などをドネーショ
ンして頂ける方は井上ミシェルまでご連絡く
ださい。

■文房具ドネーション

　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。

■夏のこどもおぢばがえり

　ハワイ団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、少年ひの
きしん隊本部練成会海外隊（海外少ひ隊）に
参加する方のチェックアウト時間は10時半

です。海外少ひ隊参加者には、航空費の助成
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。
　一般参加の方の38母屋宿泊費（６泊17食）
は、大人（12才以上）10,250円、子供（５
～11才）9,050円、４才以下は無料です。海
外少ひ隊参加者、カウンセラーの食費、宿
泊費は、少年会本部から助成があります。
詳しくは、中尾オーエンまでおたずねくだ
さい。電話：734-1449、メール：onakao@
tenrikyopearl.org.
　また、6月22日（日）夜７時から伝道庁で
お願いづとめをつとめさせていただき、続
いてオリエンテーションをさせていただきま
す。よろしくお願いします。
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青年会だより

■月例会議

　６月11日（水）	 19：30
　於：レインボーハレ

■委員長メッセージ 　　
　ハワイ青年会員の皆様アロハ！過日開催さ
れた伝道庁60周年記念祭、また婦人会・青
年会合同総会に、様々なかたちで皆様のご尽
力をいただき、ハワイ青年会を代表して心か
らお礼申し上げます。ありがとうございまし
た。皆様の努力、アイディア、たすけあいの
精神を結集した姿は、まさに陽気ぐらしの在
り方を示していたのではないかと思います
し、一時でも陽気ぐらしを実践していたと確
信しています。この精神を職場、学校、家族
友人の中で実践していただき、他の人にも
陽気の精神をうつしていただきたいと思い
ます。
　次は７月４日、午前９時から午後２時まで
カピオラニ公園で天理教ピクニックが開催さ
れます。当日行われるゲームの商品を寄付し
て頂ける方は伝道庁までご連絡ください。
　最後にハワイ青年会への変わらぬサポート
をお願いするとともに、さらなる10年を陽気
ぐらしの実践をもって歩ませていただきまし
ょう。Let’s Hinokishin with a Smile!

６月行事予定
		 2日（月）・月例にをいがけデー

		 	 	 	 ・婦人会委員会

		 3日（火）・コミュニティーひのきしん

		 	 	 	 ・天理文化センター月次祭

		 7日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん

		 9日（月）・婦人会例会

		 	 	 	 ・文化センター＆文庫合同委員会

	10日（火）・婦人会鳴物練習

		 	 	 	 ・育成委員会

	11日（水）・主事会準備会

		 	 	 	 ・青年会会議

	12日（木）・少年会会議

	14日（土）・主事会

		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問

	15日（日）・伝道庁月次祭

		 	 	 	 ・教会長布教所長会議

		 	 	 	 ・サンデースクール

		 	 	 	 ・アロハバンド練習

		 	 	 	 ・ハワイ修養会（～7/10）

	22日（日）・こどもおぢばがえりお願いづとめ

	26日（土）・遥拝式

		 	 	 	 ・バザーブースヘッド会議

第44回天理教バザー
2014年８月24日（日）於：天理文化センター

※今月26日の午前10時と夜７時に、バザーブースヘッド会議を行います。
　各ブースの代表者は忘れずに参加してください。



教人資格講習会英語クラス	 		８月27日～９月10日

教会長資格検定講習会英語クラス		９月27日～10月19日

　願書は各直属で準備し、北米・オセアニア課経由後、教人資格講習会の願書

は８月23日～24日に、教会長資格検定講習会の願書は９月23日～24日に、そ

れぞれ講習課へ提出してください。

T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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


