
Volume 62 No.1  
JANUARY 2015  

あけましておめでとうございます

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii



1

ハワイ伝道庁60年小史

　記念祭を迎えるに当たって、伝道庁７ヶ所の改修、新築を行い、2003年10月に全工事が完

了した。

　１、神殿屋根北東面の切妻破風格子取り替え

　２、神饌場右側に神具収納庫新設

　３、礼拝場と教職舎の間に車椅子で利用できる男女別の便所新設

　４、ホール西側便所に車椅子用便所増設

　５、神殿玄関右側に昇降できるリフトを設置

　６、神殿、教職舎の間に雨除け用の屋根の拡張

　７、車二台分の車庫新設

　2004年２月14日、松井石根本部員を講師として、「道の先達大会」を開催。５月15にはハ

ワイ全島から120名が参加して、「記念祭を精一杯つとめさせて頂こう」と決起の集いを開催

した。

　９月18日、残暑の厳しい中、真柱様、奥様のご臨席のもと50周年記念祭が執行された。真柱

様は礼拝後のお言葉で、「それぞれが与えられた立場をしっかり自覚して、道の御用に励むな

創立50周年記念祭

山中修吾庁長　新春あいさつ
　ハワイ管内の皆様、明けましておめでとうございます。

　昨年はお道の御用の上にご尽力いただき、また伝道庁の諸活動・諸行事にご協力下

さり、誠に有難うございました。殊に５月には、皆様の大きなお力とお心添えのお陰

で、真柱様ご夫妻をお迎えしての伝道庁創立60周年記念祭を盛大につとめさせていた

だくことができました。厚く御礼申し上げます。

　ご承知のように、本年は教祖130年祭年祭活動の仕上げの年でもあります。伝道庁創

立60周年の勢いを失うことなく、さらなる仕切り力でもって、ご存命の教祖にお喜び

いただける成人の姿をご覧いただけるよう、つとめさせていただきましょう。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。



伝道庁１月大祭	 	 	 　1月18（日）午前９時
講話者：山中修吾庁長
※教会長・布教所長会議はありません。
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リンダ・リングルハワ
イ州知事を表敬訪問

らば、そこに自然と一手一つになって、自分一人では出ないような力も出れば、その力が、年

祭活動はもとより、その後の布教活動の力強い原動力となるのであります。教祖の年祭目指し

て、全教挙げてにをいがけ・おたすけに取り組んでいかなければならない現在、どうか皆様方

も年祭活動に欠かせない要員であることを忘れず、年祭活動に取り組んで、年祭の年には、一

層成人した姿で教祖にお応えさせて頂けるよう、これからも勇んでお通り下さいますようにお

願いして、挨拶にさせて頂きます」とお話された。

　浜田庁長は祭典後、次のように挨拶した。「教祖120年祭の目標として、一年間にハワイから

千名のおぢばがえりをさせて頂きたいと思います。これは小さな数字ではありません。よほど

頑張らなければ達成出来ない数です。しかし私たちが心を合わせ何としてでも帰らせて頂くと

いう心になれば、必ず達成できると信じます。まずは家族から、そして親類、友人知人、近所

の人に声をかけ、おぢばへと誘わせて頂きましょう」。

　９月19日、月次祭祭典後、婦人会、青年会創立50周年記念総会を開催。夜は、ワイキキのハ

レコアホテルのバニヤンショーホールに会場を移し、若人の集いとして、青年会、女子青年220

名が参集して、デ

ィナーパーティー

を開催した。

　真柱様は、リン

ダ・リングルハワ

イ州知事を表敬訪

問。またハワイ島

のマウナケア山頂

のスバル天文台を

見学された。
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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。

　親神様の深い親心と絶え間ない御守護のも

と、私たちは日々結構にお連れ通り頂き、それ

ぞれの持ち場立場で、たすけ一条の御用に励ま

せて頂いておりますが、本日は早くも今年の納

めの月次祭を執り行う日柄となりました。この

一年、伝道庁創立60周年という大きな節目をは

じめ、様々な行事活動を無事に終えることがで

きましたこと、また賜りました数々の御恵みに

御礼申し上げ、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。

　昨日は、教祖130年祭の年祭活動の仕上げの

年を迎えるにあたり、ご本部より巡教を頂き、

東井光則本部員よりお仕込みを頂戴いたしまし

た。受講した私たちは、さらなる仕切り根性を

もって、重要な時旬にふさわしい実働をさせて

いただく覚悟でございます。

　また本日午後より、おやさとセミナー中期を

開催させて頂き、ハワイの道の将来を担う若者

が、伝道庁にて教えをしっかりと学ばせていた

だきます。本年も残りわずかとなりましたが、

年末の行事も滞りなくつとめさせて頂き、教祖

130年祭活動の仕上げの年を、心明るく迎えさ

せて頂きたいと存じます。

　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、たすけ一条の道を

ハワイのこの地でしっかりと歩ませていただ

12月月次祭祭文 きます。殊に、教祖130年祭へと向かうこの旬

に、銘々が仕切っ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	 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	 久尾智代		 （日）

通訳者	 井元ジャネス	 （英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｃ．齋藤	 Ｗ．三國

(男性)	 Ｒ．山	 Ｍ．稲福	 Ｓ．社本

	 Ｍ．岩田	 Ｔ．井上	 Ｊ．蘇

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｓ．中尾

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｙ．一瀬

	 Ｍ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．金城

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本	 Ｔ．岩田

チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．中尾

拍子木	 Ｇ．本田	 Ｄ．川崎	 Ｍ．中尾

太鼓	 Ｓ．三濱	 Ｙ．宮内	 Ｗ．城

すりがね	 Ｃ．三國	 Ｍ．久尾	 Ｄ．桧垣

小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｏ．中尾	 Ｇ．井元

琴	 Ｃ．美馬	 Ｌ．川崎	 Ｒ．宮内

三味線	 Ｔ．松川	 Ｓ．久尾	 Ａ．中川

胡弓	 Ｙ．西村	 Ｃ．浜田	 Ｌ．長田

地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎

	 Ｇ．井上	 Ｅ．高田	 Ｂ．岩田
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　ただ今は、本年納めの月次祭を心一つに勇

んで勤めさせていただきました。大変喜ばし

く、ありがたく存じます。ご命を頂きました

のでしばらくの間つとめさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

　私が初めてハワイに来たのは、ちょうど

40年前の８月に開催されたハワイ青年大会

のときでした。ホノルル空港に着いた後、大

型バスに乗り最初に向かったのがこのハワイ

伝道庁でした。参拝させていただいた後、生

まれて初めて口にしたフルーツパンチの味

は、その色彩とともに記憶にしっかり残って

います。今になって思うのですが、その時は

教祖90年祭の三年千日の活動の真っ最中で

あったにもかかわらず、当時天理高校の３年

生であった私は、教祖の年祭について宗教の

時間、また寮生活の中でも先生方からお話を

聞いていただろうと思うのですが、恥ずかし

いことに全くその意識はありませんでした。

しかしながら、わずか５日間の滞在でした

が、その時の感動と、接したハワイの方々の

優しさと躍動感は、40年経った今も忘れら

れません。あれほどの大きな行事を成功に導

かれたのは、ご本部からのお力添えはもちろ

んですが、当時のハワイの教友の方々が伝道

庁創立20周年と教祖90年祭へ向かう大きな

旬に、一手一つに勇んでおつとめくださった

からだと察せられます。今この場にも当時ご

活躍された方、またこの後ろでお見守りくだ

さる祖霊様方に、一参加者として心より感謝

しております。

　さて、今は教祖130年祭に向かう三年千日

の実動もいよいよ最後の年を目前に控えてい

る時旬です。私は、10月のご本部の秋季大祭

に参拝し、真柱様の力強いお言葉を聞かせて

いただきました。真柱様は神殿講話の中で、

お道の活動はすべて世界一れつをたすけて陽

気ぐらしの世界を実現するという究極の目標

に沿うべきものであるとして、その拠点であ

る教会の使命について、おつとめと布教は、

教会活動を推進する両輪であると強調されま

した。そして、

教会長はもとより、教会につながるよふぼ
く、信者の誰もが、その主たる使命である
にをいがけ・おたすけに励み、一手一つに
おつとめを勤めるところに、人々がにぎや
かに出入りし、明るく活気にあふれたたす
けの道場、土地所の陽気ぐらしの手本とし
ての教会の姿が御守護いただける。

 12月月次祭祭典講話 　　マウイ教会長夫人　久尾智代
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とお諭しくださいました。さらに、

この旬に、一人ひとりのよふぼくが、自分
にできる、自分だからできるおたすけに努
めていただきたい。

と強く実動をお促しくださいました。私は今

年１年を振り返り、反省しながら真剣に聞か

せていただきました。なぜならば、今年ほど

教会家族、信者さんに多くの身上のお手入

れを見せられた年は今までになかったから

です。

　今年の元旦は、とても穏やかな日であった

のを覚えています。ところが３日の昼頃急に

体調を崩した前会長が、救急車で病院に搬送

されました。

　その後二度の短期入院を経て教会で出直す

までの１ヶ月間、前会長は身を持って多くの

ことを教えてくださいました。「どこか痛

い？」といつ聞いても「ノー、どこも痛くな

いよ」と答え、よく口が乾くので水や氷をあ

げると「オイチイオイチイ」とジョークまじ

りにほんとにニコニコとおいしそうにしてく

れました。何をしても笑顔でサンキューと言

ってくれて看病している私たちの気持ちをど

れほどか楽にしてくれたでしょう。そんな中

で迎えたマウイ教会２月の月次祭の日、いつ

ものように一同勇んでつとめ終え、直会をす

ませベッドの前会長に「バーイ」と挨拶をし

て次々と信者さんが引き上げた後、家族皆が

自然にベッドのまわりに集まりました。ち

ょうど前会長がいつも楽しみにしていたスー

パーボウルが始まっていたので、見せてあげ

ようと会長がテレビのセットをしているとき

に、だんだんと呼吸が乱れ始め、家族皆に見

守られながら出直しました。その日のことを

何度も思い出すのですが、月次祭の日にベッ

ドの中からですが、おつとめの鳴物の音を聞

くことができ、信者さんともお別れをし、そ

の他にもいろいろと不思議なことが重なりあ

ったその出直しの姿に、淋しさと共に深い感

動を覚えました。私は前会長はどうしてこん

なにも穏やかに最期の日々を過ごすことがで

きたのか、その心の中を知りたかったとさえ

思いました。そしてやっと自分なりの答えを

見い出すことができました。それは本島大教

会の秋季大祭での宮森先生の神殿講話からで

す。お話の中から抜粋させていただきます。

　

「私はこんなに信仰しているのに」「なん
でこうなるの」となると、なかなか信仰の
喜びは出てきません。明治23年５月13日
のおさしづに、

これ程信心するのに、というような心の者
多い。これではいかん。誠無い。受け取る
ものは無い。不足思えば不足になる。たん
のうの事やが、受け取る事出来んで。不足
思えば皆不足になるで。たんのうより受け
取る事出けん。
また、明治24年12月30日のおさしづに
は、

何か世界見てたんのう。たんのうは真の誠



6

より出る。真の誠はたんのう。たんのうは
直ぐに受け取る。

と仰せられています。私たちの心の遣い方
で、神様に受け取ってもらえるのは「たん
のう」の心です。そして「真の誠はたんの
う。たんのうは直ぐに受け取る。」と仰せ
られてますが、真の誠とはなんでしょう
か。たんのうとは、自分が置かれている状
況をまるごと受け入れる心、今私の存在、
今のこの姿、これが私に与えられたものだ
と受け取れる心であります。ご守護の中に
生かされていることを十分に悟ること。こ
れがたんのうと仰せられます。
　

　このお話を聞き、その後印刷されたものを

何度も読み返しているときに、前会長の最期

の一ヶ月は「たんのう」の心を治めた姿だと

思いました。そしてあとに続く私たちに、こ

の教えは素晴らしい、この道を通っていれば

間違いないという確かな自信を与えてくれま

した。それは真柱様が仰るところの、「自分

にできる、自分だからできるおたすけ」の実

践であったとも思えるのです。年をとって身

体が動きにくくなっても、身上でベッドに寝

ていても、心の遣い方次第で人を喜ばし、た

すけることができるのだということを忘れな

いようにしたいと思います。

　その後は、次々と教会につながる人たちに

身上を見せていただきました。私たち夫婦も

例外ではありません。私自身は足を捻挫し、

かなりの痛みがありました。忙しい時期であ

ったので何でこんなときにと精神的にもまい

っておりましたが、ちょうどその頃重い腰痛

を患っているご婦人に毎日おさづけを取り次

がせていただいていたおかげで、私の痛みな

んか大した事じゃないと自分を奮い立たせ、

だんだんとご守護いただけました。信者さん

たちの身上もそれぞれ大難は小難にとだんだ

んに親神様、教祖から大きなご守護を頂いて

おります。

　最近では60代の女性の方が、６月頃からで

すが、心拍数が早くなり、そのために動悸が

生じ脱力感や息切れを感じるという症状がた

びたび起こっていました。専門医にかかり心

拍数を抑える薬を出してもらったのですが身

体に合わず、より体調が悪くなるという具合

で、いつ起こるともしれない大きな発作を心

配しつつ、とても苦しんでおりました。９月

になりともどもに思案し、この旬に神様にお

働きいただけるような心づくりをさせてもら

おうと、まず教会の朝づとめに日参すること

を定められました。そして毎日朝づとめの後

でおさづけを取り次がせていただきました。

そうすると心が勇んでくるのでしょうか、顔

が明るくなり会話の内容も今までの自分の心

遣いを反省し、どれほどのご守護で生かされ

ているかという神様への感謝の言葉となり、

起こってくること全てがありがたいなあと思

えるようになってきたようでした。そんな中

10月半ばに医者からおそらくWPW症候群と

いう病気だろうけど、根治治療をするために

は心電図ではっきりと200以上の心拍数が確

認できなければできないと言われ、１ヶ月間
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機械を着けモニターで24時間心電図をチェ

ックしてもらうことになりました。彼女は今

までも心拍数200というような大きな発作は

年に２、３回しか起こっていなかったので、

この期間にそれがなければまた同じことの繰

り返しになるので、なんとかご守護いただけ

る道がひらかれるようにと毎日真剣にお願い

しました。

　そして機械を外す予定の５日前に200の心

拍数が確認されました。すぐに医者から連絡

があり病気がはっきりしたので、近日中にオ

アフのクイーン病院でカテーテルアブレーシ

ョン治療をするという連絡がありました。12

月３日に施術の日が決まり、オアフに出る前

に最後のおさづけを取り次がせていただきま

した。そして施術が終わった夜に、病院から

無事に済みましたと連絡をくれた時は本当に

安堵しました。その後マウイに戻ってきたそ

の足で教会に参拝に来てくれた彼女と会った

ときの嬉しさは言葉で表せません。心より親

神様、教祖にお礼申し上げました。この数ヶ

月間のおたすけは「人たすけたらわがみたす

かる」ということを実感させていただいた日

々でした。毎日の生活の中で芽生える小さな

不足や悩みが、おたすけさせていただくこと

でだんだんと消えていき、心が明るくなるの

が自分でもよくわかりました。これからはも

っと外に向け、積極的なおたすけを心がけね

ばと思っています。

　最後になりますが、昨年庁長先生より、こ

の神殿講話のお話を頂いたときに、三年千日

の最後の年に向かって勇めるお話をお願いし

ますと仰ったのが頭の中にずっとありました

ので、自分自身がこれで日々を勇んで通らせ

ていただいているということをお伝えしま

す。それは朝夕のおつとめのときに三代真柱

様の地方に合わせて、共に大きな声で歌い、

しっかりとお手を振らせていただくというこ

とです。三代真柱様は自ら地方をつとめら

れて録音されたテープやCDをお作りくださ

れ、みかぐらうたの節回しが教会や地域、あ

るいは時の経過によりまちまちになっていた

のを統一してくださいました。私は三代真柱

様が６月にお出直しされた後、みかぐらうた

のお声を残してくださったことが本当にあり

がたくて、毎日感謝の思いでおてふりをつと

めております。今まで以上に一節一節が心に

沁み入るようにもなりました。92才の母は、

今年２月に大腿骨骨折で手術をし、１ヶ月間

入院して教会に帰りましたが、今では朝夕の

おつとめに立っておてふりを勤めています。

また、今年身上を患った高齢のご夫婦の講社

宅にも、是非おつとめのときに椅子に座って

でもいいからCDを聞きながら手を振ってく

ださいとお願いしたところ、今では立って二

下りを勤められるようになったと喜んでおら

れます。三代真柱様のお声からは、おぢばが

思い浮かべられ心も身体も元気になります。

	教祖130年祭はいよいよ目前に迫っておりま

す。この旬を外すことなくともどもに陽気に

勇んでつとめ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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　2014年11月26日（水）、角田ロバート・ノース第１布教所長が97歳でお出直しになられ
ました。告別式は、12月20日（土）午後５時より細井葬儀所で執り行われました。角田所長
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

　12月20日（土）、東井光則本部員
を講師に迎え、伝道庁で本部巡教が
開催されました。教会長、布教所長
をはじめ、伝道庁おつとめ奉仕者を
含む70名が受講しました。

　11月30日（日）、ハ
ワイ島教友会総会がキラ
ウエア教会で開催され、
ハワイ島の教友30名が
参加しました。

第27回ハワイ島
　　　教友会総会

本部巡教

　12月21日から24日まで、おやさと練
成会英語コース中期が伝道庁で開催さ
れ、ケーシー・ナカムラ、ディーン・
ロダン、ミキ・ハマダ、テイラー・ボ
ナチータの４名が修了しました。育成
スタッフを西村秋彦・海外部員、カウ
ンセラーを柿谷テイトがそれぞれ務め
ました。

おやさと練成会英語コース中期
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少年会だより
　あけましておめでとうございます。旧年中
は、婦人会活動に多大なお力添えをいただき
ありがとうございました。教祖130年祭に向
けた三年千日の仕上げの年にあたり、ご存命
の教祖にお喜びいただけるよう精一杯つとめ
させていただきましょう。本年も皆様の変わ
らぬご支援をいただけるようお願いいたし
ます。

■ヌアヌハレ慰問

　1月10日（土）	 9：30

■婦人会新年会

　1月12日（月）	 10：00
※２月の例会はありません。

■女鳴物練習

　1月13日（火）	 9：00
※２月の練習はありません。
※今月の大祭直会当番は、周東グループで
す。よろしくお願いします。

婦人会だより

■リーダーシップキャンプ＆新年会

　１月24、25日の二日間でリーダーシップ
キャンプを開催します。公園清掃ひのきしん
とバーベキューピクニックは、二日目の25
日に行います。

■スプリングキャンプ＆総会

　３月20日から22日にかけて、スプリング
キャンプを開催します。おつとめまなび総
会は、21日に行います。よろしくお願いし
ます。女子青年だより

　あけましておめでとうございます。2015年
は本当に素晴らしい年になることでしょう。
なぜなら、教祖130年に向けた三年千日最後
の年だからです。最後の年がいかにすればよ
り良い一年となるのか、しっかりと思案させ
ていただきたいと思います。改めて諭達第三
号を読み返し、今自分にとって何が必要なの
かを考える。自身の欲の心を見つめ、たんの
うを実践する。おつとめを真剣につとめ、お

　新年を迎える時期は、過ぎ去った年を振り
返り、親神様、教祖、そしていつもサポート
してくださる皆様に感謝させていただく時で
す。次の世代を育成していくことは、お道の
未来にとって必要不可欠です。新たな挑戦に
向け皆様のご支援をいただけるようお願いし
ます。

さづけを一回でも取り次がせていただき、お
たすけの心を養う。まだまだ出来ることは限
りなくあります。頑張りましょう。

　11月29日、30日に少年会リーダーズお楽
しみキャンプを開催しました。
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青年会だより

■月例会議

　1月14日（水）	 19：30
　於：レインボーハレ

　ハワイ青年会の皆様、あけましておめでと
うございます！教祖130年祭に向けた仕上げ
の年に入り、ハワイ青年会からは年祭に130
名が帰参させていただけるよう、さらなる努
力を積み重ねていきたいと思います。
　１月３日は、シェラトン・プリンセス・カ
イウラニホテルで、餅つきをさせていただき
ます。また、11日には、モイリイリフィー
ルドにて開催される日本文化センター主催オ
ハナフェスティバルでも餅つきを披露させて
いただきます。多くの会員の皆様に参加いた
だき、これら旬の行事を盛り上げていただき
たいと思います。
　また今月末に開催される少年会のリーダー
ズキャンプでもお手伝いさせていただきま
す。よろしくお願いします。
　毎月の伝道庁月次祭後には、伝道庁の周辺
で神名流しをさせていただいています。
　１月から、毎月最後の金曜日に、教祖伝の
勉強会をさせていただきます。今月は30日
の午後６時半より伝道庁でさせていただき
ます。各自で『教祖伝』を持参してくださ
い。本年も勇んで通らせていただきましょ
う。Hinokishin	with	a	smile!

1月行事予定
		 1日（木）・元旦祭

		 3日（土）・餅つき(プリンセスカイウラニ)

		 5日（月）・月例にをいがけデー

		 	 	 	 ・婦人会委員会

		 	 	 	 ・天理フォーラム会議

		 6日（火）・月例コミュニティーひのきしん

		 	 	 	 ・文化センター大祭

		 	 	 	 ・宮内ジェイソン着任

	10日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん

		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問

	11日（日）・餅つき（日本文化センター）

	12日（月）・婦人会新年会

		 	 	 	 ・文化センター＆文庫合同委員会

	13日（火）・婦人会鳴物練習

		 	 	 	 ・育成委員会

	14日（水）・青年会会議

	15日（木）・少年会会議

	17日（土）・主事会

	18日（日）・伝道庁大祭

		 	 	 	 ・サンデースクール

		 	 	 	 ・教校学園研修説明会

	21日（水）・山中修吾庁長帰本（～2/2）

	24日（土）・少年会リーダーズキャンプ

	25日（日）・少年会新年会ピクニック

	26日（月）・遥拝式

		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習
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