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ハワイ伝道庁60年小史

　１回目は、今から60年前、1954年５月23日に執行されたハワイ伝道庁開設奉告祭とハワイ青年会

の発会式にご臨席された。そして13回目は1994年５月、創立40周年記念祭にご臨席が最終となっ

た。40年間に13回ご巡教頂いた。

　ご巡教の折には、教信者に対していつも温顔をもってお犒いになり、激励の言葉をおかけくださ

った。ハワイの教信者の心の成人を願う上から、深い親心をもって旬々のお仕込みを頂いた。ハワ

イ伝道の将来を考慮して、1971年に2236 Nuuanu Ave.の３,３エーカーの土地入手に関しては、多大

なご高配を賜った。

　1994年９月には、伝道庁山手側の隣接地２ロット２万平方フィート（およそ550坪）の購入に関し

ても厚いご支援を頂いた。ホノルル市の中心部という立地からしても、布教活動の拠点としても、

これ以上の場所は見当たらない。この土地を土台として更なる教勢の進展が望まれる。

　創立40周年から10年間ご巡教はなかったが、2006年にハワイ伝道庁50年史が出版されたが、三代

真柱様はその序文において、ハワイの教信者への最後のお諭しとも取れる貴重な文章を書いていた

だいた。

　その結びの言葉として、「自らの信じる教祖の道を直進して、ひながたの道を踏み誤らず、未だ陽

気ぐらしの素晴らしさを知らぬ人々に、積極的に、自信をもって働きかけ、人間を創められた元のを

やの理想を実現させる努力に、生き甲斐を求めて頂きたいと、只管に思うのみである。ひながた通り

に、土地処に、陽気ぐらしの手本を示そうではないか。その為の助力を私は些かも惜しむものではな

い。ハワイ伝道庁創立50周年を記念して、一言思う処を述べ、ハワイの皆さん方が、一手一つに、

勇んで教祖の道を通られる事を、心から念願して、序文に代えたいと思う」とお諭しいただいた。

　このお言葉を終生忘れることなく、信心の拠り所として日々通らせていただかねばならないと念

願する。

三代真柱様はハワイへ13回ご巡教

　左から土佐撫養大教会
長、三代真柱様、三國主
事、奥様。
　文化センターは、1971
年３月買収契約した。全域
が雑木、カリフォルニアグ
ラスなどで覆われていた。
とにかく、周辺だけでも歩
けるようにと清掃整備。７
月２日、真柱様はご到着後
すぐに文化センターに向か
われ、細い道を辿って一巡

された。
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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、天保９年10月26日、旬刻限の到

来と共に、教祖をやしろに、この世の表にお現

れ下されて以来、元のぢばをはじめ、人間創造

の真実を説き明かされると共に、親神様の自由

自在のお働きを見せて、一れつ人間を陽気ぐら

しの世界へとお導き下さいますご慈愛の程は、

まことに勿体なく有り難い極みでございます。

私どもは、その大きな親心のまにまに、成人の

道を日々歩ませて頂いておりますが、その中に

も本日は、立教の元一日にゆかりある当伝道庁

の秋の大祭をつとめさせて頂く日柄でございま

すので、ただ今より、おつとめ奉仕者一同心を

一つに合わせ陽気に座りづとめ・てをどりを

つとめさせて頂きます。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。

　私どもは、諭達第三号のお言葉に込められた

真柱様の思いを受けとめ、をやのお心にしっか

りと添わせて頂けるよう、教祖百三十年祭への

年祭活動を進める中で、成人への努力を積み重

ねて参りました。今後も、年祭活動仕上げの年

に相応しい成果をお見せ頂くことを目指して、

さらなる仕切り根性と仕切り力をもって、ひの

きしん・にをいがけ・おたすけに精進させてい

ただく所存です。

　私どもよふぼくは、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み続けさ

せていただきます。殊に、各教会の芯である

教会長は、ご存命の教祖から理のお許しを戴い

10月大祭祭文 た重要な立場にあることを決して忘れず、教祖

百三十年祭へと向かうこの旬に、銘々が率先し

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	 一瀬常徳	 	 久尾マーク	 　　	

賛　者	 桧垣ダニエル		 鈴木ダレル　

指図方	 中尾善宣

講話者	 山中庁長		 （英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｍ．久尾	 Ｄ．桧垣

	 Ｇ．本田	 Ｅ．高田	 Ｂ．美馬

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｙ．一瀬

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｒ．宮内

	 Ｍ．三國	 Ｎ．椎葉	 Ｌ．長田

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本	 Ｂ．岩田

チャンポン	Ｒ．山	 Ｍ．中尾	 Jr．本田	

拍子木	 Ｄ．川崎	 Ｓ．社本	 Ｄ．鈴木

太鼓	 Ｍ．社本	 Ｇ．井元	 Ｓ．社本

すりがね	 Ｔ．岩田	 Ｓ．中尾	 Ｇ．井元

小鼓	 Ｓ．三濱	 Ｔ．井上	 Ｋ．前川

琴	 Ｔ．松川	 Ｌ．川崎	 Ｌ．金城

三味線	 Ｃ．明本	 Ｓ．中尾	 Ａ．中川

胡弓	 Ｊ．山	 Ｃ．浜田	 Ｌ．井上

地方	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内	 Ｍ．中尾

	 Ｅ．高田	 Ｗ．城	 Ｈ．山本
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　皆様アロハ。本日は伝道庁の秋季大祭にご
参拝下さり、誠にありがとうございます。ご
本部や大教会の秋季大祭参拝のため、すでに
ハワイを出発されてここに居られない方も数
名ありますが、ただ今は、皆様と共々に世界
たすけ、陽気ぐらし世界実現を真剣に祈り願
い、また立教の元一日に思いを馳せるおつと
めを陽気に勇んでつとめさせていただき、誠
に嬉しく存じます。秋季大祭に当たり、私の
思いますところを申し述べさせていただきた
いと存じます。しばらくの間お付き合いの
程、よろしくお願いいたします。
　ご承知のように、各教会で毎年10月につ
とめられる大祭は、立教の日を記念して、す
なわち天保９年（1838年）10月26日の立教
の元一日に思いを馳せてつとめるおつとめで
す。ですが、昨年10月にも申しましたが、秋
季大祭は、ただ単に「10月に立教の日を記念
してつとめるおつとめ」ではありません。そ
の日参拝に集まる方々全員が、立教の元一日
に思いを馳せ、そこに込められた親神様の思
召を再確認し、お互いが教祖の道具衆である
よふぼくとしての意識を高め、世界たすけへ
のさらなる努力を誓わせてもらうのが、秋季

大祭の一番大切な意義目的です。それを忘れ
てしまっては、大祭が本当の意味で「大祭」
にならないと思います。
　今から176年前、天保９年（1838年）10
月に初めて、親神様は教祖を通して直々に
人間世界にお顕れになりました。「我は元
の神・実の神である。この屋敷にいんねん
あり。このたび、世界一れつをたすけるため
に天降った。みきを神のやしろに貰い受けた
い。」というお言葉が、私たち人間が、教祖
のお口を通して初めて耳にした親神様直々の
お言葉です。
　突然にこのお言葉を耳にした夫善兵衞様を
はじめその場に居た家族親族の人々は、当然
のことながら、その深い意味合いが分かりま
せんでした。そもそも善兵衞様は、一年前か
ら続く長男秀司様の左足の痛みと、それに加
えて自分の目とみき様の腰の痛みを救けても
らいたい、という一心で寄加持を行ったわけ
で、その願いに対する返答が「世界一れつを
たすけるために、みきを神のやしろに貰い受
けたい」という全く予期せぬ、全然関係のな
いお言葉でしたから、その意味が全く分から
ず、ひたすら断り続けられたのも無理はあり
ません。
　ですが親神様は少しもお退きにならず、お
言葉を重ね、厳しく諭して決断を迫られまし
た。『教祖伝』の第１章に詳しく書かれてい
ますが、10月24日に始まった親神様と夫善兵
衞様とのこのやりとりは26日朝まで及び、こ
の間不眠不休で親神様のお言葉を伝え続けら
れる教祖の身を案じ、ついに善兵衞様は、あ
らゆる人間思案を断ち「みきを差し上げま
す」とお答えになりました。天保９年10月

 10月大祭祭典講話 　ハワイ伝道庁長　山中修吾
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26日午前８時頃のことですが、これが立教の
元一日です。天理教の教えと歴史はこの日か
ら始まります。中山みき様というお方が、親
神様の入り込んだ神のやしろになられた日、
教祖が教祖になられた日、それが天理教の始
まりです。
　そして今の私たち一人ひとりの信仰の上か
ら考えても、「教祖は教祖である、中山みき
様というお方は神のやしろである、私たち人
間は教祖を通して初めて親神様の存在と思召
を知ることができた」ということを信じて受
け入れるところに天理教信仰の始まり、天理
教信仰の根本があります。このことを抜きに
しては、天理教の教えと信仰は成り立ちま
せん。
　このように、立教の元一日、教祖が神のや
しろになられた日を記念してつとめるのが10
月の大祭ですが、今も申しましたように、天
理教の始まった日を記念するだけではなく、
参拝者全員、今この教えを信仰する私たち全
員が、立教の元一日に思いを馳せ、そこに込
められた親神様の深い思召を再確認し、お互
いが教祖の道具衆である「よふぼく」として
の意識を高め、世界たすけへのさらなる努力
を誓わせてもらうのが、秋季大祭の一番大切
な意義目的です。
　教祖がお伝え下さった親神様の教え、私た
ちの信仰するこの天理教の教えは、陽気ぐら
し世界の実現、世界中の人々のたすかりを目
指す教えです。自分や自分の家族だけの利益
や幸福を祈り願うちっぽけな宗教ではありま
せん。だからこそ、この教えは日本だけでは
なく世界の国々にも伸び広がっています。元
々日本という国で始まり広まったので、外見
上は日本的な要素や側面を含み持ってはい
ますが、日本人あるいは日系人だけの教えで
はありません。全人類の親である親神様の教

えの本質、その目指すところは、国や民族を
問わず、全ての人々に当てはまるはずです。
　もちろん、多くの天理教信仰者にとっての
信仰の元一日、自分の家族や教会の信仰の元
一日には、初代あるいは自分が身上の痛み苦
しみや事情の悩みから救かりたい、そして救
けていただいた、という事実があると思いま
す。ですが、「たすけて頂いて、ありがと
う。さよなら。」ではなく、その身上事情を
きっかけとして、親神様の教えに導かれ、そ
れが真に目指すところを理解し得心したから
こそ、このお道の信仰を今日まで受け継ぎ、
続けてこられたんだと思います。
　教祖の夫善兵衞様が、秀司様と教祖と自分
の身体の痛みを何とかたすけてもらいたい、
と思われて始めた寄加持から、「このたび、
世界一れつをたすけるために天降った。みき
を神のやしろに貰い受けたい。」という全く
予期せぬ親神様の啓示が始まりました。もち
ろんそれは、立教の三大いんねん、すなわち
元初まりにおける時と場所と人に関する約束
がすでにあったからのことですが、夫善兵衞
様は、「あらゆる人間思案を断ち」自らの決
断をなされた後は、周囲の人々の強い反対が
ある中でも、教祖にずうっとついて行かれま
した。やはりそれは、夫善兵衞様が、教祖が
間近で説かれる親神様の世界たすけの教えを
理解し得心したからだと思うのです。
　このように考えるとき、私たちは、立教の
元一日の出来事の中に、そしてその後の夫善
兵衞様の姿を通して、このお道における信仰
のあり方の本質を見出すことができるのでは
ないでしょうか。ですから、立教の元一日に
思いを馳せるのと同時に、自らの信仰の元一
日にも思いを馳せる。そして、自分が今なぜ
何のために、ここハワイでお道の信仰を続け
ているのかを再確認する絶好の機会が秋季大
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祭であるとも思います。ハワイという多民族
社会に暮らす私たちは、自分の民族的ルーツ
だけではなく「信仰的ルーツ」を定期的に見
つめることも大切だと思います。さもない
と、いつの間にかそれを見失うことにもなっ
てしまいます。
　実際、立教から今日までの176年の間に
は、教祖の時代でさえ、せっかく身上や事情
でお手引きを頂いたのに、「たすけていただ
いて、ありがとう。さようなら。」と言って
すぐに離れてしまった人。入信はしたけれど
も、後に何かの節で心を倒し「神様を信仰し
ていてこんな目に遭うなら、私は信仰やめ
る！」と言って信仰から離れていってしまっ
た人。そしてまた、自分自身は一生懸命にこ
の道を通ったけれども、残念ながら、様々な
要因から子供にこのお道のすばらしさを伝え
られず、子供が信仰を受け継がなかった人。
そのような例もあるでしょう。ですが、今
日、伝道庁の秋季大祭ご参拝にお集まり下さ
った皆様方は、長年このハワイにおいて、親
神様・教祖を信じ、教祖がお伝え下さった親
神様の教えの目指すところを真に理解し心に
治め、その実現を目指して、今日までたすけ
一条・神一条の道を真実をもって歩んでこら
れた方々、先人が付けて下さったハワイの道
をしっかりと受け継いでこられた方々です。
　そのような方々の長年にわたる地道な努力
と真実の積み重ねのお蔭でハワイの道は80
年を越えて今日まで続き、ハワイ伝道庁は今
年５月に真柱様ご夫妻のご臨席を賜り、創立
60周年記念祭を無事に盛大につとめさせて
いただくことができました。もう５ヶ月が経
ちますが、管内の皆様方には、60周年記念
祭に向けて多大なご尽力をいただき、誠にあ
りがとうございました。あらためて御礼を申
し上げます。

　そのように無事に盛大につとめ終えた60
周年ですが、その60周年に向けて、私はか
ねがね、「60年という大きな節目を真柱様
と共に祝うことだけが目的ではない。私たち
一人ひとりがその節目に相応しい成人の姿を
ご覧いただき、親神様・教祖そして真柱様に
お喜びいただく、ということがより大切であ
る。一つの大きな行事として、打ち上げ花火
のようにパーンと終えてしまうのではなく、
ハワイの道を受け継いできた私たちが、この
道をしっかりと未来へとつなげていくため
に、60周年の節目を重要な跳躍台、給油地
点として、ハワイの道の伸展に向けて大きな
一歩を踏み出したい。」というように申して
おりました。
　60周年記念祭当日のお言葉で真柱様は、
「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、、、。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、、、。」と仰っておられます。
　ですから、60周年記念祭を無事につとめ
終えて、「あ～良かった。終わり。やれや
れ。70周年まで休憩。」ということではな
く、そこに向けての私たちの動きと勢いを、
いかにその先へと、教祖130年祭へと、そし
て未来へとつなげていくのか、ということが
大事になります。そのような思いから、伝道
庁神殿の壁に貼ってある「いまたすけあいの
この旬に、笑顔でひのきしん」という60周
年スローガンの大きなポスターは、記念祭後
もそのままにしてあります。剥がすのを忘れ
ているわけではありませんので、お間違い
なく。
　真柱様がお言葉の中でさらに、「世界たす
けへの道は、私たちよふぼくが地道ににをい
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がけ・おたすけを積み重ねていくから開けて
くる、、、。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、、、
。」と仰ったように、世界たすけ、陽気ぐ
らし世界実現を目指す私たちは、それに向け
て、日々地道な努力をしっかりと積み重ねて
いくしかありません。近道も抜け道もありま
せん。60周年記念祭の翌月、６月の祭典講話
で岩田タッド会長が話して下さったように、
いつもひのきしんの精神と態度でもって、常
ににをいがけ・おたすけの機会を求め、日々
を喜びと勇み心にあふれた陽気ぐらしの生き
方で通る。これしかありません。それを真柱
様は私たちに求められています。どうぞ、み
なさん、真柱様のご期待に応えさせていただ
きましょう。
　今、「真柱様のご期待に応えよう」と申し
ましたが、皆様ご承知のように、もう４ヶ月
前になりますが、（日本時間）６月24日夕に
前真柱様、三代真柱中山善衞様が81才でお出
直しになられました。７月６日のおぢばでの
ご葬儀に合わせて、ハワイ伝道庁でも追悼式
を執り行い、前真柱様へのお礼とお別れをさ
せていただきました。
　前真柱様は、「教会内容の充実」と「つと
めの完成」を強く促され、日本だけではなく
世界中の教信者にも温かい親心をお掛け続け
下さいました。このハワイにも、1954年の
伝道庁設立奉告祭に二代真柱様と共に青年会
長として初めてお越し下されてから、その後
の40年間の間に合計13回もお入り込みを下
され、その度毎に、またおぢばにおいても、
ハワイ管内の教会長よふぼく信者に大きな親
心をお掛け下さり、有り難いお仕込みを下さ
いました。「長きに亘りお掛け頂いた前真柱
様の親心と叱咤激励のお陰で、ハワイ伝道庁
は創立60周年を迎えることができた。」と言

っても過言ではないと思います。
　前真柱様のお出直しのタイミングは丁度、
教祖130年祭への三年千日の年祭活動の折り
返し地点であり、そしてハワイ伝道庁創立60
周年記念祭の約１ヶ月後でもありました。あ
たかも、60周年記念祭が終わってやれやれと
一息をつき過ぎている私たちに、「まだまだ
これからやで！」と、叱咤激励を下さったの
ではとも思えるタイミングでした。そう感じ
た方も多かったのではないでしょうか。です
から、親神様教祖はもちろん、現真柱様、そ
して前真柱様にもご安心お喜びいただけるよ
う、今後も管内が心と力を合わせて神一条つ
とめ一条たすけ一条につとめさせていただき
たいと思います。
　ご承知のように、今の時旬は、教祖130年
祭へと向かう年祭活動２年目の終わりに近づ
き、再来月の12月には、年祭活動仕上げの
年を迎えるに当たっての本部巡教がハワイ伝
道庁でもありますが、前真柱様は、教祖年祭
への通り方について、天理時報に載っており
ましたが、かつて次のようなお言葉を下され
ています。

　おつとめを更に深く研修することも一
つ、にをいがけ・おたすけに奔走すること
ももちろん一つ、修理丹精を心掛けること
も一つなら、教会に足繁く心を込めて運ば
してもらうことも一つ、親に添うこと、兄
弟姉妹仲よく仲睦まじく扶け合う、要する
に、親神様にお喜び頂けるようなことを考
えなければなりません。
　しかもどれでもが、自分が今日まで心に
かかりながら、なかなか実行できなかった
ことのうち、一番理の重いと考えること、
よろしいですか、一番やりにくいと考える
こと、そうしたことを三年千日を仕切って
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努力を重ね、御守護頂けるように苦心し
て、道を通らせて頂くということが、今日
の私たちの決意でありたいと、私は申した
いのであります。（立教146年1月26日）

　要するに、今の時旬は「親神様にお喜び頂
けるようなことを、仕切って努力を重ね、御
守護頂けるように苦心して通る」旬だという
ことです。つまり、私たち一人ひとりが具体
的な目標を定め、それに向けて努力をさせて
いただくことが大切です。大きな目標は必要
ありません。一人ひとりが少し頑張れば達成
できるような具体的な目標を立て、それを達
成するために少し頑張るだけで充分です。そ
れを親神様は受け取って下さいます。
　たとえば、身上事情で苦しんでる人を知っ
ていれば、朝夕のおつとめ時にその人のため
に祈りを捧げてみる。何かに悩んでいるよう
な人が近くにいれば、思い切って声を掛けて
みる。具体的に誰かのことを思い浮かべ、そ
の人を教会や布教所へ誘ってみる。教会や布
教所の月次祭で、今までは参拝場で座ってる
だけだったが、これからは何か鳴物をつとめ
させていただく。今までは打物だけしかでき
なかったが、他の鳴物やお手ふりもつとめさせ
ていただけるように、練習させていただく。い
つも月次祭には遅れて行っていたが、ちゃんと
最初から参拝する、あるいは、少し早めに行っ
て、準備を手伝わせていただく。教会や布教所
には月次祭の日しか参拝に行かなかったが、そ
れ以外の日にも仕事や学校の行き帰りに参拝に
寄り、ひのきしんをさせていただく。これまで
教会や布教所には自分一人だけで参拝していた
が、これからは夫や妻や子供を連れて参拝させ
ていただく。このようなシンプルで具体的なこ
とで結構です。その積み重ねが大きなことにつ
ながっていきます。

　教祖年祭活動の旬は、心定めの旬です。
「心を定めて御守護を頂く」のがこの道の信
仰です。御守護を頂いてから心を定めるので
はありません。心定めは親神様・教祖への約
束ですから、他言する必要はありませんが、
心定めが大きければ大きいほど、それを達成
するのはより難しいですが、それを達成しよ
うとする努力の結果、頂戴する御守護も大き
いはずです。
　今ここで詳しくお話しする時間はありませ
んが、実は、私が今ここで庁長として家族と
共につとめさせて頂いているのも、今から振
り返れば、年祭活動の旬の理のおかげだった
と思います。
　一昨年の10月末、丁度「諭達第三号」ご
発布から２～３日後でしたが、突然「ハワイ
伝道庁長に」という打診を頂きました。「は
い、喜んで行かせて頂きます！」とすぐに返
事できたらよかったのですが、様々な理由か
ら、そうできませんでした。というのも、３
才になる前に「発達障害で一生言葉が出ない
かも」と診断されながらも、ゆっくりじっく
りマイペースで成長してきた息子と、末期の
胃ガンを抱える兄のことが心配だったからで
す。今から思えば浅はかな人間思案だったか
もしれませんが、その時はどうするか本当に
悩みました。
　ですが、逡巡の最中、本部神殿当番の際に
御守所で手にしたある教内機関誌に、「心を
定めて御守護を頂くのがこの道の信仰であ
る、御守護を頂いてから心を定めるのではな
い」という一節がありました。この文言を目
にした瞬間に逡巡が晴れ、「そうや！大きな
心を定めて大きな御守護を頂けるのが今のこ
の大きな旬なんや！」という思いが強く湧い
てきました。そして、新庁長としてハワイに
行かせてもらう決心へとつながっていきまし
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た。やはりこれは、教祖年祭活動という旬の
理のおかげだったと思います。
　その決心をしてから、ハワイへ出発するま
での間、またハワイに到着してから今日ま
で、いろいろとお見せいただきましたが、今
では、本当に思い切って来させてもらってよ
かった、「をや」の思いに添う決断をしてよ
かったと感じています。詳しい話はまたの機
会にさせてもらいたいと思いますが、兄は残
念ながら今年１月に出直しましたが、私達の
ハワイ赴任が決まってからその時までほとん
ど元気で居てくれて、私も最期を見とること
ができました。また、息子もハワイで元気に
成長してくれています。ハワイに来てから１
年半、まだまだ分からないことが沢山ありま
すが、これから長い間一所懸命につとめます
ので、これからも夫婦共々よろしくお願いし
ます。
　教祖年祭活動の旬は、「をや」の思いに添
う旬、「をや」に喜んで頂ける心定め、判
断、決断、行動をする旬です。「をや」が喜
んで下されば、「をや」の理、「をや」の働
きを頂戴して、最初は難しいと思った御用も
しっかりと果たせるようになりますし、また
不思議とそのように条件が揃ってきます。
「をや」というのは、もちろん、親神様・教
祖のことですが、まずは自分の親・祖父母、
所属の会長さん、上級の会長さんに喜んでも
らうことが、ひいては真柱様、前真柱様、そ
して親神様・教祖に喜んでもらうことにつな
がると思います。
　ご承知のように、８月25日、前真柱様の
お出直しから丁度２ヶ月後ですが、真柱継承
者の大亮様が新たに天理教青年会長に就任さ
れました。お道における新たな時代の幕開け
を感じます。今月27日のおぢばでの青年会
総会は新会長就任記念総会となります。大亮

様は来年１月で２４才というお若さで、あち
らこちらで精力的に動かれ、青年会員を力強
く導いて下さっています。５月の60周年記
念祭でご来布の際には、ハワイの青年会員と
共に活動をすること、特にワイキキでの神名
流しをたいへん楽しみにされていました。残
念ながら、前真柱様のご容態の関係で、急に
ご来布予定がキャンセルとなりましたが、近
い将来お越し下さると思います。というか、
新青年会長様にお越し頂けるように、また、
お越し下さった際にその勢いに着いていけ
るように、若い方々、青年会の方々には相応
しい取り組みをお願いしたいと思います。大
いに期待しております。もちろん、若い方々
だけではなく、年輩の方々にも、男女を問わ
ず、これからまだまだ頑張っていただきたい
と思います。
　全ての人間をたすけたい、陽気ぐらしへと
導きたい、という親神様の深い親心から始ま
ったのがこの教えです。教祖はその親神様の
親心を体現して、50年間直々に人々を教え
導かれ、現身を隠されて後も、ご存命のお働
きにより、親心いっぱいに私たちを導いて
下さっています。そのことを固く信じ、親神
様・教祖の親心にもたれて、その親心に「子
供」としてお応えすることが、私たちの大切
なつとめです。日々「をや」の思いに沿った
通り方をする、「をや」の思いに応える努力
をする、ということが、私たちの信仰の究極
的なあり方であり、「諭達第三号」にもお示
しいただくように、そのことを特に強く意識
して通るのが、教祖百三十年祭へと向かう今
の時旬です。
　ですから、どうぞ皆さん、親神様・教祖の
親心を感じ、それにしっかりとお応えさせて
いただきましょう！ご清聴ありがとうござい
ました。
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少年会だより
　昔に比べてハワイにハリケーンが接近する
回数が多くなったと言われています。温暖化
による海水の温度上昇を下げるため、強い風
が吹くという自然の摂理。けれども温暖化は
人間の責任。地球のことも考えず豊かさだけ
を求めすぎた欲望の表れでしょう。今一度、
慎むという意味を考えてみたいと思います。

■ヌアヌハレ慰問

　11月８日（土）	 9：30

■婦人会例会

　11月10日（月）	 9：00

■女鳴物練習

　11月11日（火）	 9：00

※11月の月次祭直会当番は、合同Ｂ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、ワイキキでのユニセフ募金活
動に参加いただきありがとうございました。
ユニセフは、世界150以上の国や地域で、ワ
クチンの提供、自然災害の緊急救援、教育支
援など、恵まれない子供たちのために多岐に
わたる支援活動を行っています。配布させて
いただいた募金箱は、16日伝道庁の月次祭
日までに回収させていただきますので、皆様
のご協力をお願いします。

■少年会リーダーズお楽しみキャンプ

　11月29日、30日に12歳から15歳までの会
員を対象としたお楽しみキャンプを開催しま
す。16歳以上の会員はカウンセラーとして参
加できます。参加申込書は、伝道庁事務所ま
たは中尾オーエン（onakao@tenrikyopearl.

org.）までご連絡ください。参加費は５ドル
です。

　10月18日（土）に青年会アロハウォークが行われ、ブラジル青年会員４名を含む７名の青年会員
が参加しました。ブラジル青年会委員４名（ヒロタダ・ノズさん、カイオ・ソアレスさん、ロベル
ト・オガワさん、アキヨシ・タニオさん）は15日に、おぢばがえりの途次来布し、21日まで滞在し
ました。アロハウォークは、こかん様が大阪布教に向けて歩かれた道のりの一端を味わうこと、清掃
ひのきしんや神名流しを通して地域社会に向けて積極的なにをいをかけること、そして会員同士の
つながりを深めることを目的としています。参加者はホノルル教会からハワイ伝道庁までの道のり
を歩き、途中２ヶ所の公園でよろづよ八首を踊り、園内で清掃ひのきしんを行いました。ハワイ・
ブラジル青年会員相互に親睦を深め、おぢばでの再会を誓いました。

青年会	アロハウォーク



10

青年会だより

■月例会議

　11月12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！先日は、中
尾シドニーの友人宅にて、木の伐採ひのきし
んをさせていただきました。参加いただいた
皆様ありがとうございました。先方は大変喜
んでくださり、青年会の活動にとても感銘さ
れたようです。
　また、先月15日にブラジル青年会員４名が
来布されました。滞在中、お世話取りしてく
ださった皆様ありがとうございました。皆様
のおもてなしのおかげで、アロハの精神を存
分に伝えられたと感じています。
　27日におぢばでは、中山大亮・青年会５代
会長就任とおやさとふしん青年会ひのきしん
隊結成60周年を記念して、第90回天理教青年
会総会が開催されました。教祖130年祭に向
かうこの時旬に、青年会史上でも価値ある、
感動的な時間を過ごさせていただきました。
　今月１日にひのきしんをさせていただき
ます。時間や場所の詳細は、メール、フェ
イスブック、電話で連絡させていただきま
す。Hinokishin	with	a	smile!

11月行事予定
		 1日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん	
		 3日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 4日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・山中修吾庁長帰任
		 8日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
	10日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・文化センター＆文庫合同委員会
	11日（火）・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・育成委員会
	12日（水）・青年会会議	
	13日（木）・少年会会議
	15日（土）・主事会
	16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
	22日（土）・60周年記念シンポジウム
	26日（水）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習
	29日（土）・少年会リーダーズ	 	
		 	 	 	 	 お楽しみキャンプ（～30日）
	30日（日）・ハワイ島教友会総会

　2014年10月21日（火）、岩田バート、モニ
カ夫妻（ワヒアワ教会）に赤ちゃんが誕生しま
した。名前は、キーリー・アヤカちゃん、体重
2948グラム、身長49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



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

天理教ハワイ伝道庁創立60周年
記念シンポジウム

アラモアナホテルの会場は人数に制限（最大200名）があります。
当日上記会場にご来場いただけない方のために、同日午後3時00分と
午後7時00分より天理教ハワイ伝道庁に於いて映画上映のみ行います。
入場料は無料です。

I.	 映画『祈り』ーサムシンググレートとの対話ー

II.	 講演（英語逐次通訳）

	 村上和雄　筑波大学名誉教授

【日時】2014年11月22日（土）午前９時～午前11時半
【場所】アラモアナホテル（ガーデン・ラナイ	ミーティングルーム）


