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ハワイ伝道庁60年小史

　伝道庁開設以来27年、布教体制も整い地域社会への知名度も高まってきた。1981年、山本正

信・前城法大教会五代会長が四代庁長に就任。山本庁長は、道の将来を考えた上で、現在地の

４倍の広さがある文化センターに伝道庁を移転することを提案。礼拝場、付属建物などの各施

設を含めた設計図を作成し、建築予算総額は377万６千ドルと算出された。

　そして1984年に創立30周年を迎えることになるが、山本庁長はこの移転計画を押し進めて

いく上から、記念祭をつとめられる状況ではないと判断し、30周年記念決起大会を開催する

ことにした。

　５月19日に開催された決起大会では、道の次世代の育成と成人を期待して、青年会、女子青

年を主体に祭典をつとめ、感話大会、用木大会、30年の歴史写真展などの行事が行われた。山

本庁長は足腰が弱り、決起大会は庁長夫人が代行した。

　山本庁長はそのころより病床に就いていたが、教祖100年祭後の1986年３月17日、庁舎の自

室を終焉の場として76才の生涯を閉じた。余りにも壮大なる移転計画は、庁長の出直しによ

って自然消滅した。100周年の頃にはどうなっているのか。いつの日かこの幻の計画を実現し

たいものと、一縷の望みは消えない。

山本正信・四代庁長と創立30周年記念決起大会

80才以上の先達よふぼくが表彰され、前列に並んで記念写真におさまる。記念大会は祭典、式典と
つづき、直会行事は青年会、女子青年が主体となって務めた（1984年５月19日）



2

　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。そ

の中にも、本日は当伝道庁の７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。

　今月10日よりおぢばで開催中のおやさとセミ

ナーには、ハワイより前期生３名、後期生５名

が受講しておりますが、カウンセラー共々、一

同元気に真剣に、教祖の御教えを学び実践させ

て頂いております。また本年のこどもおぢばが

えりには、大人を含む30名近くが帰らせて頂き

ます。将来ハワイの道を担う若者たちが、真夏

のおぢばにて尊い伏せ込みの汗を流し、ぢばの

理を体感し、「をや」の理をしっかりと頂戴さ

せて頂きたいと存じます。

　また今月４日から６日にかけて、ここハワイ

で開催された全米ジュニア柔道大会には天理柔

道クラブより80名が出場し、日頃の鍛錬の成果

を堂々と発揮し、金メダル20、銀メダル14、銅

メダル8という素晴らしい結果と共に、天理の

名を高揚させて頂きました。

　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頂き、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頂きます。殊

に、先月24日に前真柱様の突然のお出直しとい

う大きな節に際し、長年に亘りたすけ一条の道

をご先導下され、ハワイの道の上にも大きな親

７月月次祭祭文 心をお掛け頂いた前真柱様の祖霊様にもご安心

お喜び頂けるよう、教祖130年祭へと向けて銘

々が仕切って成人への努力を日々積み重ね続け

させて頂きます。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。

祭典役割
祭　主	 山中修吾庁長	 	

扈　者	 美馬孝俊	 	 稲福道興	 　　	

賛　者	 川崎カイル	 	 蘇ジミー　

指図方	 本田グレン

講話者	 山ロナルド		 （英）

通訳者	 一瀬常徳	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｃ．齋藤	 Ｔ．井上

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｊ．蘇

	 Ｇ．本田	 Ｓ．椎葉	 Ｍ．中尾

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｌ．長田

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．本田	 Ｆ．伊藤

	 Ｔ．松川	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本	 Ｔ．岩田

チャンポン	Ｒ．山	 Ｄ．川崎	 Jr．本田	

拍子木	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｋ．川崎

太鼓	 Ｍ．社本	 Ｍ．久尾	 Ｄ．鈴木

すりがね	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｇ．井元

小鼓	 Ｓ．三濱	 Ｇ．井上	 Ｂ．岩田

琴	 Ｃ．美馬	 Ｋ．金川	 Ｍ．井上

三味線	 Ｃ．明本	 Ｍ．山下	 Ｌ．井上

胡弓	 Ｍ．三國	 Ｒ．山下	 Ｒ．宮内

地方	 Ｙ．中尾	 Ｙ．宮内	 Ｈ．山本

	 Ｅ．高田	 Ｗ．城	 Ｂ．美馬
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　おはようございます。今月の英語による神
殿講話のご指名を頂きました。日本語への通
訳をしてくださる、ジョイアス布教所の一瀬
常徳先生にお礼を申し上げます。しばらくの
間ご清聴のほど、よろしくお願いいたしま
す。
　来年の今頃、私は80歳になります。「どう
してこんなに早く年を取ってしまったのか」
と思っていますが、結婚をして、プロのエン
ジニアとして、そしてカリヒ教会の二代会長
として、新たな人生の出発をしたあの若いこ
ろが、つい昨日のことのように思えます。
　本日は、親神様のご守護のおかげで日々結
構にお連れ通りいただいている、私の感謝に
ついてお話させていただきます。
　カリヒ教会の山学・初代会長は、1969年
４月３日に出直しました。長男である私は二
代会長を継ぐか否かという決断を迫られまし
た。カリヒ教会の信者さんたち、そして親教
会の会長さんたちも、母はすでに出直してい
ることもあり、私が長男であることから、私
が継ぐべきだと言いました。私の家族や親戚
の者たちの意見はみな同じで、無理に継ぐこ
とはないということでした。私が出た高校は
カトリック系でしたので、先生たちはみな牧
師かカトリックの信者でしたが、先生たちに
話を聞いたところ、神のお計らいでカトリッ
クの牧師や信者になったということであっ
て、決断を迫られて牧師や信者になったとい
う人は誰もいませんでした。それを聞いて気
持ちが少し楽になり、カリヒ教会の熱心な信
者さんの誰かか、日本の誰かが継いでくれる
かも知れないと考えました。しかしながら、
数ヶ月経っても、カリヒ教会の信者さんの中

で、二代会長になっても良いと言ってくれる
人は誰一人いませんでした。日本からハワイ
へ来てくださる方もいませんでした。そのよ
うな状況であったとき、私の家内は以前はア
ロハ教会に所属していたのですが、ある日そ
のアロハ教会の川崎エドワード会長が私にア
ドバイスしてくださいました。私が継ぐこと
を誰も強制できるものではない、ということ
については川崎会長さんも同じ考えでした。
しかし、川崎会長さんは、「ロン、こんな風
に考えられないかな。もし、親神様はあなた
が継ぐことを望んでおられるのだとしたら、
あなたは健康なうちにお受けするのと、それ
とも病気や障害者になって神様からの特別な
ご守護を必要とするようになってからお受け
するのとどちらがいいですか？」と私に言い
ました。一月ほど考えた後、1969年の暮れ
頃でしたが、私は川崎会長さんに、「お受
けしてやってみた後で、やっぱり私には向い
ていないと分かった場合、神様は辞めさせて
くださるでしょうか？」と尋ねました。する
と会長さんは、「もちろんだよ。神様は慈悲
深いお方だから、真実努力した後に無理だと
いうのであれば、辞めさせてくださるよ。お

７月月次祭祭典講話　　　カリヒ教会長　山	ロナルド
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受けして一度やってみたら？」と答えられま
した。会長さんからのアドバイスを受けて私
はやっと決断し、1970年４月からの修養科
に入りました。その当時は英語の修養科はな
く、日本人の生徒に混じっての修養科に私の
心は不安でいっぱいでした。しかし、私はそ
の時初めて会ったのですが、修養科の同じク
ラスにハワイから来ていた若い岩田メルビン
さんを置いてくださるという親神様のお計ら
いのおかげで、何とか我慢することができま
した。メルビンさんと共に修養科を卒業した
後、私はおさづけの理を拝戴し、教人検定講
習を受けてハワイに戻りましたが、メルビン
さんは専修科に入学しました。メルビンさん
はその後ホノルル港教会の会長になり、伝道
庁の主事を務めておられます。
　1970年11月、私はカリヒ教会の二代会長に
就任しました。数ヵ月後の1971年１月、当時
の松岡国雄庁長から伝道庁の主事を務めるよ
う仰せつかり、その一月後にはハワイ天理教
ニュースレターを再発行するお役を受け、間
もなくハワイ青年会の委員長を務めるよう仰
せつかりました。余りの忙しさに、会長職を
辞めることを考える暇はありませんでした。
お道から離さないよう神様はどのようなこと
をなさるか、ということについては川崎会長
さんは何も教えてくれませんでした。今日
は、私がいかに今日までの44年間頂戴した
親神様のご守護に感謝しているかについてお
話させていただきたいと思います。
　60年前、私は、生かされていること、健
康であること、そして家族や友人たちと毎日
楽しく暮らすことがどれだけ幸運なことであ
るか、ということを考えたこともありません
でした。そんなことは全て当然のことだと思
っていました。その当時、問題や不慮の出来
事もなく過ごせていたことは今思えば幸いな
ことでした。大きな事故に遭ったこともなけ

れば、大きな怪我をしたことも、専門医の治
療や長期入院を要するような大病を患ったこ
ともありません。心配事や明日の不安などな
い毎日でした。
　私は35歳で父親のあとを継ぎ、カリヒ教会
の二代会長になりました。先のことなど知る
由もなく、土木技師としての職業を持つかた
わら、誠心誠意教会の御用を一生懸命に務め
させていただきました。30年余りの間、こ
のように教会の御用を務めさせていただきな
がら、仕事を続けさせていただきました。教
会の御用と仕事という二つの職業を持ち、一
週間のうちほとんど毎日を忙しく過ごしてお
りました。月曜日から金曜日までは毎日朝７
時半から午後５時半までエンジニアの仕事。
そして夜、土曜、日曜、祭日は教会の御用に
費やしていました。教会の御用についてです
が、私は戸別訪問での「にをいがけ」を得意
とするタイプではありません。したがって私
の「にをいがけ」は、信者さんや親戚、友人
や会社の同僚たちが病気や怪我、入院したと
きやカウンセリングを必要とするとき、事務
所や新しい家屋や車のお祓い、結婚式を挙げ
たりお葬式を務めさせていただく折のお話や
お祈りを通して「にをいがけ」をさせていた
だいています。おさづけは機会がある度に取
り次がせていただいていますし、月次祭にも
参拝させていただいていますので、日曜日は
毎週忙しくしています。仕事の予定はぎっち
り詰まってはいたのですが、毎月26日には
会社を休んで、伝道庁の遥拝式に参拝させ
ていただき、遥拝式参拝後は教会の御用をさ
せていただこうと心を定め、これは私が仕事
をリタイアするまで続けさせていただきまし
た。会社のオーナーは大変理解のある方で、
「そんなことをしなくてもいい」と言ってく
れていたのですが、私は時間給ではなく月給
を頂いていましたからそのような好意に甘え
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たくはなく、必ず残業をして休んだ時間の埋
め合わせをしました。大学に通っている間、
私はパートタイムのジュニア技師として働い
ていましたが、卒業後はフルタイムの土木技
師としての職を頂きました。会社のオーナー
が、授業料を払ってあげるからと言ってくれ
たのですが、私は、「パートタイムの仕事か
らの収入を使って自分で支払った方が良いと
思います」と言ってお断りしました。私は働
きながら一生懸命勉強し、受験資格を得ると
すぐにハワイ州の試験を受け、合格してプロ
のエンジニアとしてのライセンスを取得しま
した。長い間会社のスタッフは、オーナーと
オーナーの奥さん、パートタイムのエンジニ
アが数名、製図工、そして私だけでした。そ
のため、私は掃除から土地の調査、設計、簡
単なエンジニア・デザインまで、ほとんど何
でもしました。会社が成功して成長すると、
私を副社長にしてくださり、会社の株も与え
てくださいました。私は本当にありがたく思
い、会社のために私にでき得る限りの努力を
することを誓いました。
　40年以上も同じ会社で勤務させていただ
き、65歳で引退しましたが、この間、いくつ
かの小さな苦難はありましたが、健康にも、
社会的にも、そして経済的にも大きな問題な
く仕事をさせていただけたこと、そして神様
の御用をさせていただけたことを心からあり
がたいと思っています。それもこれも、すべ
て親神様のご守護のおかげです。「みかぐら
うた」九下りの二つに、

ふじゆうなきやうにしてやらう
かみのこゝろにもたれつけ

とありますが、神様の御心にもたれて通らせ
ていただいたおかげで、休む時間が充分にな
かったにもかかわらず、仕事関係の苦難も乗

り越えることができ、教会の御用も務めさせ
ていただくことができたのだと思います。私
は、家内、会社の同僚、家族、教会の信者さ
ん方、そして友人たちの理解や協力にも大変
感謝しています。川崎会長さんのタイムリー
なアドバイスにも感謝していますが、同時に
会長さんが出直される前にお礼が言えなかっ
たことを後悔しています。
　先ほど申し上げましたが、私には天理教ハ
ワイ・ニュースレターの復活という任務があ
りました。発行日に間に合わせようと、当時
のスタッフたちは大変な思いをしていまし
た。コンピューターがない頃でしたので、
全てタイプライターを使い、謄写版用の紙に
タイプしていました。謄写版自体を知らない
人たちもいるかと思います。スタッフたちは
ローカルの記事や写真を取得するために奔走
していましたが、教会本部の海外布教伝道部
は興味深い写真や記事を送ってくれ、応援し
てくれていました。その当時のスタッフの中
にはすでに出直してしまった方もいます。そ
の後編集長や編集スタッフは何度か替わって
はいますが、ニュースレターが40年後の今
日でも続いて発行されていることを嬉しく思
い、松岡庁長と村田慶重書記のおかげでニュ
ースレターを復活できたことを嬉しく思って
います。これまでの間、ニュースレターの継
続にご尽力くださった方々にお礼申し上げた
いと思います。
　私は、天理教ハワイ青年会委員長という立
場を通してリーダーシップや企画、管理など
を学べる貴重な体験をしました。1974年の
ハワイ青年大会は私たちハワイ青年会員と、
日本、米本土、そしてその他の国々の青年会
員との間に生涯続く親睦と友情を築く機会を
与えてくれました。ハワイ青年大会を大きな
成功に導いてくださった中山善衞前真柱様、
飯降政彦先生、そして教会本部とハワイの青
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年会員に感謝しております。ハワイ青年会委
員長としての私の経験は、カリヒ教会の会長
職を続ける上においても私に自信を持たせて
くれることになりました。
　仕事に従事している間は、時間が十分には
ありませんでしたが、それでもプラニング
や建築、修理などに関して伝道庁のお手伝い
をさせていただけたことを嬉しく思っていま
す。伝道庁が初めてバザーを開催するにあた
って単純なブースの図面を作成したこと、目
黒先生と共に文化センターのマスター・プラ
ンを作成したこと、そして修理・修繕や改築
などに関して数えられないほど技術的アドバ
イスをさせていただいたことを思い出しま
す。トーマス・アガワさんやカール・ニイさ
んからも設計図や調査などで大変なご協力を
頂きました。しかし、残念なことに、資金不
足、興味や支援の欠如からそのマスター・プ
ランや調査事項は棚上げされてしまい、忘れ
られてしまいました。文化センターのフル活
用は次の代の人たちにお任せすることになり
そうです。不安と失敗の多い人生でしたが、
良き明日へ向かう希望もありました。
　私がご守護を頂いた経験を二つほどお話さ
せていただきたいと思います。私どもの庭に
は果物のなる木がいくつかあります。マンゴ
ーの大きな木が２本、そしてアボカドの木が
１本あります。私は、毎年、熟した果実を収
穫し、友人や親戚、教会の信者さん方に差し
上げて、皆さんの嬉しそうな顔を見るのを楽
しみにしています。30年ぐらい前までは問題
なく木に登れたのですが、年齢を重ねた今で
はそう簡単にはいきません。10フィート上か
ら下を見ると、20フィートもの高さに見えま
す。８年半ほど前のことですが、アボカドの
木の枝を切っているとき、８フィートのはし
ごの上から落ちてしまいました。土の地面に
落ちたのでまったく幸いでしたが、落ちた所

は２、３日前までブロックが置いてあった所
でした。数秒間失神した後、起き上がって家
内を呼びましたが、家内は伝道庁へ行ってい
ることを思い出しました。きちがいじみては
いますが、私は伝道庁まで運転し、親神様、
教祖にご守護くださるようお祈りした後、ま
た運転して家に戻りました。家に着くと、私
はよろよろしながらベッドまで歩きました。
翌日はベッドから起き上がれませんでした。
親神様のご守護のおかげで、背中の痛みと、
２、３日歩けないという程度で済みました。
２、３日前にコンクリート・ブロックを片付
けておいたことを本当に嬉しく思いました。
ブロックを片付ける前に落ちていたら、どれ
ほどひどい怪我になっていただろうか、とも
考えました。簡単な運動と静養だけで元気な
身体に戻りました。教典の「てびき」の章で
「大難は小難に、小難は無難に…」とお教え
くださっていますように、私に心の成人を促
してくださったのです。
　もう一つは、15年ほど前に起こった体験
です。私の家は二階建てで、息子の寝室は台
所の真上にあります。ある日、台所の壁の大
部分と支えの柱がターマイト（白アリ）にや
られているのに気が付きました。すぐに修理
しないと二階が落ちる、という差し迫った状
況でした。見積もりではこの修理におよそ３
万５千ドルかかるということでした。ローン
ができないかといくつかの銀行に電話しまし
たが、どの銀行からも断わられました。理由
は、私にはローンを返済するために必要な収
入がない、ということでした。リタイアメン
トの口座に貯蓄してある金額だけでは修理代
には足らず、何とかしなければと心が焦るば
かりで、どうしたら良いか分かりません。あ
まり長く待つこともできない状況です。そん
な中、神様のご守護を頂きました。数日後、
私のこのような状況を知っていた人から電話
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があり、62歳以上の高齢者にのみ提供され
ている「リバース・モーゲージ」という特殊
な抵当ローンがあるのを知っていますか、と
尋ねられました。そのとき私は67歳で、妻
は65歳でしたので、私たちには資格があり
ました。「リバース・モーゲージ」を提供し
ている会社の方が、１時間足らずでしたが、
大変分かりやすく説明をしてくださり、納得
しました。この「リバース・モーゲージ」は
連邦政府の基金で、私たちが所有している不
動産の純価値に対して大きな金額を借りられ
るというものです。以前からあるローンにつ
いては、この「リバース・モーゲージ」の一
部を使用して全額返済してしまいますので、
その後は毎月の分割返済もなくなります。ロ
ーン返済後の残金については、私たちが好き
なように使うことができ、また、生きている
限り、私も妻も私たちの家に居住し続けるこ
とができます。私たちが出直した後、相続人
は抵当ローンを返済して家を所有することも
できますし、または家を売却し、売却したお
金で「リバース・モーゲージ」を返済し、残
った差額を保持することもできます。このよ
うにして台所の修理は完了し、再び安全にな
った家で安心して住めるようになりました。
これも、長年の間、教祖の教えを熱心に通ら
せていただいてきたことに対する親神様から
のご守護だと思っています。
　８年ほど前、私の膝が痛み出し、正座がで
きなくなりました。私の場合、骨の間の軟骨
は適切に機能していましたが、靱帯が十分に
伸びませんでした。それでもまだジョギング
やウォーキング、椅子に座ったり、かがんだ
りすることはできました。整形外科医から
は、手術の必要はなく、膝はそのうち良くな
るでしょうということでした。浜田前庁長に
おさづけを取り次いでいただいた後、足の
身上は「はこび」を示し、教会に行くため

に足を使い、おぢばはたすけの場ということ
から、もっとおぢばがえりをしてはどうかと
提案を受けました。財政的に厳しいと伝える
と、それなら伝道庁にもっと参拝してはどう
かという提案を頂きました。これもまた親神
様の思召だと確信しています。
　過去を振り返るにつけ、天理教の教会長と
して通らせていただいた43年間はご守護で
あったと心から思います。一日一日が貴重
で、楽しくかつ充実した一日にさせていただ
くべく努力しています。毎晩、明日も貴重な
一日になるようお願いし、少しでも陽気ぐら
しに近づけることをお願いします。心臓肥大
という病状と、いつ出直すことになるか分か
らないという体調を除けば、私はいたって元
気です。身体的な無理や精神的なストレスを
避けるよう言われています。教祖、そして親
神様のおかげで、これまでの間ずっと教会長
を務めさせていただき、またおさづけを取り
次がせていただき、問題もなく通らせていた
だきました。今日では、親神様の思召に対す
る44年前の私の決断は正しかった、と思っ
ています。
　本年５月に、真柱様、奥様ご臨席のもと、
伝道庁の創立60周年記念祭が盛大に執り行
われました。過去５回の記念祭に参拝させて
いただけたことを親神様、教祖にお礼申し上
げました。
　2012年10月に真柱様は、2016年１月26日
に執り行われる教祖130年祭に向けての指針
となる諭達第三号をご発布くださいました。
諭達第三号に沿って心身ともにしっかりつと
めさせていただきましょう。皆様とご一緒に
2016年の130年祭に参拝させていただくこと
を楽しみにしています。
　ご清聴ありがとうございました。
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伝道庁連絡伝道庁連絡

　７月５日（土）に中山善衞・三代真柱様の
追悼式が伝道庁で執り行われました。

三代真柱様追悼式

　７月４日（金）天理教ピクニックがカピオ
ラニ公園で開催され、参加者は200人を数え
ました。

天理教ピクニック

　2014年７
月６日（日）
井上マイケル
さん（ハワイ
セントラル教
会）とトゥ
ー・トランさ
んがホノルル
で挙式されま
した。おめで
とうございま
す。

　７月４日から６日までホノルルで開催さ
れた全米ジュニア柔道大会に、天理柔道か
ら80人の選手が出場し、金メダル20個、
銀メダル14個、銅メダル８個を獲得しまし
た。同クラブの選手たちは大会に先立ち、6
月24日に伝道庁でつとめられたお願いづと
めに参拝しました。

天理柔道ニュース

　７月10日から25日にかけておぢばで実施
された「おやさと練成会英語コース」に、ハ
ワイから８人（前期受講生：ロダン・ディー
ン、浜田ミキ、ボナチータ・テイラー、後期
受講生：三浦アシュリー、ヒガ・マリカ、中
川ローレン、宮内エリック、川崎カイコ）が
受講し、無事に修了しました。

おやさと練成会英語コース
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女子青年だより

少年会だより

　いよいよお待ちかねの天理教バザーが今月
24日に行われます。バザーは、この時旬に
私たちが一人ひとりがひのきしんに心を合わ
せ、地域社会に向けた「にをいがけ」の場で
す。皆様の誠真実とバザーへのドネーション
も併せてよろしくお願いします。

■バザーひのきしん	 9：00　於：TCC
・漬物作り	 	 8月12日（火）
・漬物パッキング	 8月13日（水）
・こんにゃく作り	 8月14日（木）
・おでん仕込み	 8月21日～23日
・天ぷら仕込み	 8月21日～23日

■ヌアヌハレ慰問

　８月９日（土）	 	 9：30

■婦人会例会

　８月11日（月）9：00　於：TCC
※会議後バザーひのきしんを行います。

※ウエストハウスでのバザーひのきしんに参
加頂いた皆様ありがとうございました。
※8月の鳴物練習はありません。
※8月の月次祭直会当番は、本島グループで
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）

　このプロジェクトも残すところ５ヶ月とな
りました。引き続き、ミニバザーでの焼き菓
子を募集しています。先月は岩田モニカさん
がチョコチップ・クランベリークッキーを持
ってきてくださいました。他にも様々なお菓
子をドネーションくださった皆様ありがとう
ございました。

■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

　今年はハワイ団から23人が参加させていた
だきました。その内８人が海外少年ひのきし
ん隊に参加しました。多くの皆様のサポート
を頂きありがとうございました。

■天理教バザー

　バザー開催日は８月24日です。少年会員
の皆様にも是非ひのきしんに参加していただ
きたいと思います。バザー会場では、火を使
用したり、狭い場所や駐車場もありますの
で、子供たちが怪我をしないよう保護者の方
には十分注意していただきますようお願いし
ます。

■天理教バザー

　バザーまで一月を切りました。この機会に
皆様の友人も誘っていただき、一緒に参加し
ていただけたらと思います。焼き菓子のドネ
ーションはバザー前日の23日に集めて包装し
ます。よろしくお願いします。



伝道庁８月月次祭	 	 	 　８月17（日）午前９時
講話者：稲福道興・かりゆし布教所長
※教会長・布教所長会議はありません。
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青年会だより

■月例会議

　８月13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！いつも陽気
ぐらしの道の上に変わらぬご尽力をいただき
ありがとうございます。私は親神様からお借
りしているこの身体を人様のために使わせて
いただくことで、本物の喜びと感謝を感じさ
せていただけると信じています。これがまさ
にひのきしんです。
　先月は26日に木の伐採ひのきしんと翌27
日には、パラダイス教会で運搬ひのきしんを
させていただきました。お手伝いいただいた
皆様ありがとうございました。
　人だすけ、そして信仰の喜びを人に伝えて
いくということを意識しながら、今月末に開
催される天理教バザーでも精一杯ひのきしん
をさせていただきましょう。青年会では、駐
車場の交通整理とシャトルバンの運行のひの
きしんをさせていただきます。バザーの準備
ひのきしんはメールでお知らせします。信仰
の喜び、感謝、そして陽気ぐらしを地域社会
に伝えて、一手一つに大成功のバザーにさせ
ていただきましょう。Hinokishin	with	a	smile!

８月行事予定
		 2日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん

		 4日（月）	・月例にをいがけデー

		 5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

		 6日（水）	・山中庁長帰任

		 7日（木）	・食品安全講習会

		 	 	 	 ・バザーブースヘッド会議

		 9日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問

	11日（月）・婦人会例会

		 	 	 	 ・文化センター＆文庫合同委員会

	12日（火）・育成委員会

	13日（水）・青年会会議

	14日（木）・少年会会議

	17日（日）・伝道庁月次祭

		 	 	 	 ・サンデースクール

	23日（土）・天理教バザーお願いづとめ

	24日（日）・天理教バザー

	26日（土）・遥拝式



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

日時：2014年8月24日（日）　午前8時半～午後2時半
場所：天理文化センター（2236 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817）

スクリップ、チキンチケットは伝道庁、またはお近くの教会でお求め下さい。
（バーベキューチキンにはチキンチケットが必要です。お間違えのないようお
願いします。）＊お問い合わせは、ハワイ伝道庁（595ｰ6523）まで。

第44回天理教バザー

天理教バザーは、ハワイ管内の教友が集い、親交を深めながら地域社会に貢献で
きる場です。バザーが長年にわたり続いているのは、ひのきしんに励む教友の方
々の誠真実があってこそです。今年もぜひ皆様のお力添えを賜りますよう、どう
ぞよろしくお願い致します。

バザードネーションの受付日時・場所は以下の通りです。
8月10日(日)～20日(水)　午前10時～午後4時　於：天理文化センター
＊家具、電化製品、コンピューターなどは、お引取りできません。


