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ハワイ伝道庁60年小史

　1994年５月14日、創立40周年記念祭を終えた直後の７月、隣接地２区画が売り出された。永

尾庁長は飯降政彦・海外布教伝道部長に報告。真柱様のご裁定により、88万ドル全額を教会本

部に立て替えていただき、教祖110年祭を目途に管内からの真実を寄せて返済させていただくこ

とに決まった。40周年という時旬と不思議なご守護により境内地は50パーセント拡張され、総

面積は62000平方フィート（およそ700坪）となった。

　吉川壽治・六代庁長が就任後、1998年に青少年育成の場として普請に着手。1999年４月10日

の月次祭後、落成開所式を執行した。吉川庁長は月次祭祭文で「長年の念願でありました隣接

地建物の建築も、ご本部の大きな親心と管内教友の真実の支援を得て竣工致しましたので、本

日祭典終了後開所式を執り行い、明日の道を背負う青少年育成の場として大いに活用させて頂

く所存であります」と奏上した。

　飯降表統領は祭典講話を行い、結語として「この度は若い人達の育成の場がオープンする。

楽しみあるハワイの道の為の施設、それを皆様と一緒にテープカットしたいと思います」と述

べた。

　祭典後、おつとめ奉仕者はおつとめ着姿のまま、参拝者とともに新築の建物の前に参集し

た。飯降表統領は、玄関の前に張られた紅白のテープにはさみを入れた。吉川庁長は飯降表

統領を屋内に案内し、一同も続いて内部を見学した。

　一言で簡単に建物

の名前を呼べるよう

な親しみのある名称

を公募し、何通かの

中から「レインボー

ハレ」という名称を

選定した。

レインボーハレの施工

飯降表統領、吉川庁長
がテープカット
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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、

陽気ぐらしへの道をおつけ下さいました。私共

は、この真実の教えを心に治め、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、教祖のひながたを辿ろ

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９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24日に開催致しました第44回天理教バザ

ーは、大勢の来場者を迎え、無事に盛況のうち

に終了させていただき、地域社会への大きなに

をいがけとなりました。また、にをいがけ強調

月間である今月は、一日にハワイでの「全教一

斉にをいがけデー」を実施させていただき、管

内のよふぼく信者一同が、勇ませ合って、に

をいがけとひのきしんに励ませていただきま

した。

　更に昨日は、婦人会本部より山田ジョアン先

生を講師にお迎えし、ハワイ婦人会委員部長講

習会を開催させていただきました。講話や練り

合いを通して、受講者は、各教会における「道

の台」であるとの意識を高めさせていただきま

した。

　私どもよふぼくは、世界中の人間を一人余さ

ずたすけたいとお急き込みくださる親神様のお

心に添わせていただき、教祖の道具衆であるこ

とを常に自覚して、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、各教会の芯である教会長は、ご存

９月月次祭祭文 命の教祖から理のお許しを戴いた重要な立場に

あることを決して忘れず、教祖130年祭へと向か

うこの重要な時旬に、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。

祭典役割
祭　主	 山中修吾庁長	 	

扈　者	 岩田メルビン		 　柿谷節生	 　　	

賛　者	 中尾スティーブン	　山本浩徳　

指図方	 三國クライド

講話者	 明本千代		 （日）

通訳者	 明本ダニエル	（英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｋ．川崎

(男性)	 Ｒ．山	 Ｓ．柿谷	 Ｂ．岩田

	 Ｍ．社本	 Ｔ．井上	 Ｈ．山本

てをどり	 庁長夫人	 Ｌ．本田	 Ｓ．久尾

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｎ．椎葉	 Ｆ．伊藤

	 Ｔ．松川	 Ｓ．柿谷	 Ｍ．井上

笛	 Ｙ．宮内	 Ｗ．三國	 Ｄ．明本

チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｂ．岩田	 Ｂ．岩田	

拍子木	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｂ．美馬

太鼓	 Ｃ．三國	 Ｏ．中尾	 Ｓ．中尾

すりがね	 Ｔ．西村	 Ｓ．社本	 Ｇ．井上

小鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｍ．久尾	 Ｍ．中尾

琴	 Ｃ．美馬	 Ｋ．金川	 Ｍ．田ノ上

三味線	 Ｍ．三國	 Ｔ．中尾	 Ｙ．川崎

胡弓	 Ｙ．西村	 Ｒ．井上	 Ｈ．山田

地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｄ．桧垣

	 Ｓ．三濱	 Ｇ．井上	 Ｄ．鈴木
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おはようございます。伝道庁９月の祭典を
皆様方と共に陽気に勇んで無事つとめさせて
いただき、親神様、教祖にお慶びいただけた
ことと存じます。
年限重ねても成人しない私を目覚めさせよ

うと、この時旬にご命を頂き、素直にお受け
させていただきましたので、おつきあいの程
よろしくお願い申し上げます。
はじめに私事で大変失礼とは存じますが、

お礼とお願いをさせていただきます。先月８
月30日、パラダイス教会二代会長が誕生しま
したので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い
申し上げます。パラダイス初代会長が二代に
すべてを託し、苦しむこともなく自宅で静か
に出直しました。悪い癖だと反省し直す努力
もしていた、あの大声で荒い物言の人を、怒
ることもなく長い間たんのうしておつきあい
くださいまして、本当にありがとうございま
した。お忙しい中お別れにお越しくださいま
したこと、心からお礼申し上げます。
私に講話をするようにと、庁長先生は種は

たくさんあると言われました。ハワイに来て
早や56年、本当にたくさんありますが、あり
すぎてまとめる力のない私は困ったと頭を抱
えましたが、会長は大丈夫と申しました。手
助けしてくれたと思います。
昨年の６月14日、金曜日午前10時30分、忘

れることの出来ない大きな出来事がありまし
た。夜明けの雨に洗われ、緑に輝くダイヤモ
ンドヘッドの麓、ハワイ独特の風香る中、真
柱様のお入り込みを頂きました。真柱様は礼
拝後お言葉を下さるとき、優しく「立ったま
までどうぞ」とお声をかけて下さいました。
会長は「ありがとうございます。立ったま

まで失礼させていただきます」とお答えし、

「人間が変わっているから身上も変わってい
ます」と、やはり一言多く、ご随行の山澤先
生、宮森先生、山中庁長ご先導のもとお迎え
した緊張の中、申し訳なくも皆笑って、冷汗
が出ました。
周東大教会長ご夫妻、上級会長のお力添え

のおかげで無事終わりました。ハワイ管内の
皆様方のご厚意を頂いてのお入り込み実現だ
ったと思います。ありがとうございました。
会長は、尾てい骨の中に小さなガンが芽ば

えて痛くて座れないときでした。お迎えさせ
ていただくにはどうしたらよいのかサッパリ
分かりません。信者も少ない小さな教会です
が、後継者夫婦に長男を５月６日に授けてい
ただいた喜びの中で二度とない旬だと心勇ん
でおりました。
身上の中、会長も勇んで、次男が以前作

った紋が古びておりましたので、新しく大
きな紋を作ったのを手始めに、階段やあちら
こちらの修理を始めました。ダニエルも友達
とペンキを塗り、教会も何とかきれいになり
ました。
５月、庁長先生ご夫妻をお迎えする日、途

中バスの中で高熱が出てようやくの思いで伝

 ９月月次祭祭典講話 パラダイス教会前会長夫人　明本千代
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道庁にたどりつき、到着まで横になっていま
した。挨拶の後の記念撮影は失礼して帰宅
し、とうとう５月の月次祭は欠席しました。
親神様、教祖に必死にお願いし、おさづけを
取り次がせていただきました。そんな中での
お迎えでした。感謝感激です。
６月、庁長就任奉告祭と翌日の月次祭に

は、前半のおてふりを無事につとめることが
でき、大きなご守護を頂きました。その後、
山中庁長夫妻は度々会長のおたすけに来てい
ただき、お若いのに思いやりのある温かいお
心遣いを頂き、心からお礼申し上げ喜んでい
ました。
パラダイス教会の前身はご存知のように

太平洋教会部内のダイヤモンド教会です。パ
ラダイスという名称は、教祖80年祭、三年
千日の中お世話になっていた太平洋教会の三
國ロバート前会長が布教所になるときに付け
ていただき、井上初代伝道庁長にも大変喜ん
でいただいた大切な名称です。周東大教会前
会長の強い要請を受け、周東役員で上級麻里
布分教会の西浦勇生前会長が食事も喉を通ら
ない身上の中、押してご夫婦で懇請に来られ
ました。

いかほどにむつかしよふにをもたとて
月日ひきうけあんちないぞや　　　十二-71

このさきのみちをたのしめ一れつわ
神のさんねんはらしたるなら　　十二-号72

会長が日本を出発されるとき、お願いづ
とめのあと開かれたおふでさきにこの二首が
出たと話され、ご身上中の説得に心うたれ、
ダニエルと一緒に承諾させていただきまし
た。その時のお二人の安堵のご様子。大教会
長が鎮座祭後「こんな気持ちは初めてだ」と
涙ながら主人の手をとって、感謝のお言葉を

頂いたあの身体の奮える感激を生涯の宝とし
て、15年間頑張らせていただきました。
当時の飯降表統領と吉川庁長のご視察を受

けた後「パラダイスの名称通りの明るく陽気
で賑やかな教会となり、教祖のにをいをホノ
ルル、オアフといわず全島にふりまいて土台
づくり、ふせこみに力を入れるように」との
激励の言葉も忘れられません。とにかく急い
で心の準備もないまま親に手を引かれ、1999
年８月28日、５ヵ所の上級教会長を迎えて奉
告祭をつとめさせていただきました。上級会
長の言われたように、神様がこの日を待って
いてくださったのですね。
二人とも入信間もなく上級教会土地建物購

入のため親孝行させていただこうと、布教で
はなく、働いて教会へ御供を送るためにハワ
イへ来たのです。幸いにも会長はハワイ日系
三世でしたので、すぐ働きに出ました。月々
の御供に手紙を添えて送付することと、上級
の月次祭の朝に電話をかけて、声の参拝は親
に心をつなぐ唯一の方法として今も欠かさず
続けております。
会長になった主人は浜田前庁長のお言葉を

素直にお受けし、惜しまれながら退職し、伝
道庁の朝づとめに日参をはじめました。３時
半に皆揃って朝づとめをし、朝食後外はまだ
暗い中、星を数えながらバス停まで25分、私
の足が遅く前の方を行く主人を追いかけて歩
きました。ハワイの人たちは早起きです。主
人は一人の男性から「ワイフを待ってやれ」
と言われたと苦笑いしていました。ジョギン
グの人、犬の散歩の人、新聞配達の人、バス
ドライバーも顔見知りとなりました。今は楽
しい思い出となり今は一人で遅く参拝だけ続
けています。
教会を一歩出たら、にをいがけです。特別

なとき以外は、たとえ雨でも車は使いません
でした。伝道庁朝づとめ後は、バスで行ける



5

だけの所へ行きました。長年の車イス生活の
人が歩けるようになり、よふぼくとなり勇ん
で教会にも来ていましたが、心臓まひで出直
しというつらいこともありました。
120年祭の時旬に直腸ガンの身上を頂き、

苦しい中も日参を続け、浜田前庁長のおさづ
けを頂きながら、やせ細った体で死を覚悟で
おぢば帰りをし、親神様、教祖のご守護で無
事ハワイに帰って来ました。浜田庁長ご夫妻
の説得でようやく承知をし、ダニエルがクイ
ーン病院救急に連れて行き、入院手術となり
ました。７月でした。ダニエルは海外ひのき
しん隊でおぢばがえりをしました。親神様、
教祖にお願いしてくれていたようです。第三
ステージでしたが、転移していなくて、丸く
て大きなのを取り除き、薬も化学療法も何も
できず、病院にいても仕方ないとベッドのま
ま退院しました。階段が13段あるので、上
る方法を考えている間に、自分で起きあがり
自力で神殿でお礼参拝しました。その頃には
ダニエルも帰って来て、三人でまた朝づとめ
参拝をはじめ、ドクターも驚くほどの早さで
元気にご守護を頂戴しました。
８月の伝道庁月次祭に庁長先生は、元気づ

けのためにと、おつとめの役割に名前を入れ
てくださっていました。前半地方を無事つと
めさせていただきました。10月には周東大教
会に前真柱様のお入り込みがあり、秋季大祭
におぢばと上級にも、いつどこで出直しても
良いと心定めをし、ドクターの書類も用意し
てお礼参拝をさせていただきました。
会長が元気になり、ダニエルが２年間お

ぢばで伏せ込みさせていただいている時でし
た。婦人会創立100周年記念総会で皆勇んで
いる年の２月、私が子宮ガンのお手入れを頂
きました。手術当日の午後入院し、翌日正午
無事退院しました。この時は宮内ルミさんに
は大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。
ドクターが驚くほど痛みもなく、薬も化学

療法もせずに元気にご守護いただきました。
退院した翌日伝道庁の月次祭でした。浜田夫
人が「休んでいるように」とお部屋に案内し
てくださったのですが、雅楽の鉦鼓がないと
西村先生が呼ばれ、急いで教服をお借りして
つとめさせていただきました。西村先生は私
がガンの手術をしたことをご存知なかったの
です。４月の婦人会総会には無事おぢばがえ
りさせていただき、涙ながらに神殿でお礼
申し上げました。浜田夫人に毎朝頂くおさづ
け、ちょうど来られた宮森海外部長、周東詰
所主任の弘長先生、そしてルミさんにもおさ
づけを取り次いでいただき、パラダイス教会
の皆様の真実、大勢の方々の真心を頂いたお
かげで、私は親神様、教祖に大きなご守護を
頂きました。
会長も私も、この教えを知らずに成人しま

したが、入信後素直にすすめられるままに結
婚し、慌ただしくハワイに来て、皆様にお世
話になりながら56年間仲良く過ごしました。
４人の子供も無事成人し、よふぼくにならせ
ていただき、ハワイの両親も日本の両親もよ
ふぼくにさせていただきました。ダニエル夫
婦も二代会長として、130年祭に向けて頑張
ってくれているこの幸せな人生は、親の言わ
れるままに素直につとめさせていただいたと
いうだけで、親神様、教祖が下さった大きな
ご褒美だと思います。
これからもご恩報じの道をしっかり歩ませ

ていただきます。会長が最後に「手伝えなく
てゴメン」と言い、私は「今まで頑張ってく
れてありがとう」と答えた言葉を胸に、若い
会長夫婦に頑張ってついていきます。
私事ばかりでお聞き苦しいのに、辛抱強く

長々とお付き合いくださいまして、本当にあ
りがとうございました。
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全教一斉にをいがけデー
　９月１日（祝）、全
教一斉にをいがけデー
（オアフ地区）が、オ
ールド・スタジアム公
園周辺で実施され、ハ
ワイ管内の教友75名
が参加しました。参加
者は、戸別訪問と清掃
ひのきしんのグループ
に分かれて、にをいが
けを行い、ハワイ教友
の勇んだ姿が見られま
した。

婦人会委員部長講習会
　９月20日、	山田ジョアン・甲賀支部長を講師に迎え、婦人会本部主催の委員部長講習
会がハワイ伝道庁で開催され、29名の委員部長が参加しました。
　参加者は開講にあたり、録音された中山はるえ婦人会長の挨拶を拝聴し、英語話者には英
訳された字幕がスクリーンに映し出されました。会長挨拶に続き、山田講師が登壇。山田
先生は、このお道を通る上でとにかく親神様、教祖に凭れきることの大切さを強調されま
した。講話に続いて、２名の委員部長が信仰感話をつとめました。参加者は昼食後にグル
ープに分かれて練り合
いを行い、教祖130年
祭へ向けてさらなる実
働を誓い合いました。
　山田講師は、講習
会に先立つ19日に、
甲賀大教会の初代に
ついて講話されまし
た。参加者は、甲賀大
教会の創始について制
作された映画も鑑賞し
ました。
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　パール教会（天元）は、今年創立80周年を迎え、９月14日に記念祭が執り行われまし
た。祭典後の直会は天理文化センターで行われました。おめでとうございます。

パール教会80周年

　9月27日（土）午前10時より、伝道庁で秋季霊祭が執り行われました。

秋季霊祭

　９月14日（日）泉正治さん（亀岡）が２年半の伝道庁青年の任を終え、帰国しました。ま
た９月29日（月）には、山田裕子さん（中河/稲葉）が２年間の女子青年の任を終え帰国しま
した。ありがとうございました。山田さんの後任として、９月24日（水）に松谷八千代さん
（敷島/芳川）が２年間の予定で着任しました。よろしくお願いします。

人事連絡
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少年会だより
　昨日まで喜べなかったことが、今日は喜べ
る。昨日まで不安だったことが、今日は何と
かなると思える。昨日まで当たり前と思って
いたことに、今日は感謝している。小さな変
化。けれど大きな成人。三年千日、真っ只
中。今日も一日、本当にありがたい。

■ヌアヌハレ慰問

　10月11日（土）	 9：30

■婦人会例会

　10月13日（月）	 9：00

■女鳴物練習

　10月14日（火）	 9：00

※10月の大祭直会当番は、防府グループで
す。よろしくお願いします。

婦人会だより
■ハロウィーンユニセフ募金

　10月31日、ハロウィーンの日にユニセフ募
金活動を行います。場所は、カラカウア通り
Galleria（DFS）前で、午後７時半から８時半
まで行います。ユニセフは、世界190以上の
国や地域で、恵まれない子供たちのために様
々な支援活動を行っています。少年会ハワイ
団では、ユニセフの活動を支援するために、
毎年カラカウア通りの街頭に立って募金活動
を行っています。また、募金箱も各教会、布
教所を通じて配布されますので、ご協力お願
いします。

海外部研修会（海外教会長・布教所長夫妻対象）
日　時：立教177年10月25日（土）午後１時30～午後３時
場　所：東右第四棟４階講堂
受　付：午後１時開始
テーマ：おふでさきにをやの心を求めて	～せかいのみはらし～
講　師：芝	太郎（はるのひ分教会長）

海外帰参者の夕べ
日　時：立教177年10月25日（土）午後４時
受　付：午後３時30分開始
会　場：本部第六食堂
参加御供：1,000	円（12歳以下無料）

※参加希望者は、直属教会を通じて、10月20日までに海外部庶務課までお申込
みください。

、、
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青年会だより

■月例会議

　10月15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！教祖130年
祭に向けて皆さんがそれぞれに心定めをして
つとめておられると思いますが、ハワイ青年
会の心定めとして、年祭の年に130名の青年
会員が帰参させていただきたいと思います。
日々、感謝の心を行動に示し、家族や友人、
職場の同僚、地域社会に信仰の喜びを伝えて
いきましょう。そして、神様のご守護で日々
生かされている喜びを示していきましょう。
　先日はカリヒ教会とダーシーさん（ハワイ
セントラル教会関係者）自宅で木の伐採ひの
きしんをさせていただきました。それぞれに
ひのきしんの機会を頂きありがとうございま
した。次は、今月４日に伐採ひのきしんを行
いますので、ふるってご参加ください。当日
は午前８時半にハワイセントラル教会に集合
し、車で近くの現場に向かいます。詳細は、
電話またはメールでお知らせします。フェイ
スブックにもひのきしんの最新情報を載せて
いますので、ご参照ください。
　今月は、４名のブラジル青年会員が、おぢ
ばでの秋季大祭と青年会総会に帰参する途次
ハワイに寄られます。滞在中にはいくつか行
事を予定していますが、18日の土曜日にア
ロハウォークを行います。詳細は追って連絡
します。秋季大祭と青年会総会に帰参予定の
方は、ハワイ青年会の幹部誰でも結構ですの
でお知らせください。Hinokishin	with	a	smile!

10月行事予定

		 6日（月）・月例にをいがけデー

		 7日（火）・月例コミュニティーひのきしん

		 	 	 	 ・文化センター大祭

		 	 	 	 ・婦人会委員会

	11日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん

		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問

	13日（月）・婦人会例会

		 	 	 	 ・文化センター＆文庫合同委員会

	14日（火）・婦人会鳴物練習

		 	 	 	 ・育成委員会

	15日（水）・青年会会議	

	16日（木）・少年会会議

	18日（土）・主事会

	19日（日）・伝道庁大祭

		 	 	 	 ・サンデースクール

		 	 	 	 ・アロハバンド練習

	21日（火）・山中庁長帰本（～11/4）

	26日（日）・遥拝式

		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習

	31日（金）・少年会ハロウィンユニセフ募金



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

10月31日、ハロウィーンの日に、
カラカウア通りで募金活動を行いま
す。また各教会・布教所を通じて、
オレンジの募金箱も配布させていた
だきます。今年も皆さまのご協力を
お願いいたします。

少年会　ハロウィーン・ユニセフ募金


