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ハワイ伝道庁60年小史

　５月28日から３日間、英語圏の教友が一堂に会し、信仰的なつながりを深め合う「天理教ハ

ワイコンベンション2011」が、ホノルル市内のヒルトン・ハワイアンビレッジホテルにて開催

された。世界７カ国から集まった320名（ハワイから204名）の参加者は、ワークショップや分

科会などを通して、信仰実践の在り方などについて語り合い、お互いのつながりを深めた。

開催地としてハワイが選ばれた理由は、天理教が世界宗教になるための問題、あるいは天理教

そのものが抱えている問題、日本で抱えている問題など、いろいろなものの縮図がハワイにあ

ること。またハワイに関心を持ちつつ考えていくことは、アメリカ、ひいては欧米諸国の諸問

題について考えていくこと。そしてハワイは、信仰が三世代、四世代にわたっており、天理教

がすでにアメリカ社会に入り込んでいるからである。

　コンベンションの初日には、主に「おつとめ」に焦点を絞り、齋藤ホノルル教会長、岡﨑サウ

ザンパシフィック教会長、一瀬ジョイアス布教所長がそれぞれ講演を行い、加えて英語ですわ

りづとめとよろづよの地唄を唱えながら、実際におてふりが披露された。二日目には、「つな

がり」をテーマに、デマトス・マイケル氏（ハワイ大学マノア校講師）とターナー・ハジメ氏

（ロサンゼルス・セントラル教会ようぼく）が全体講義を行った。その後参加者は５つの分科

会（英語版よろづよ体験、おさづけの取り次ぎ、現代のようぼく、家族と信仰、基本教理）に

分かれ、参加者はその内２つの分科会を受講し、グループディスカッションを通して信仰の在

り方、信仰の実践について語り合った。分科会終了後には再度全体講義として、飯降政彦本部

員より参加者一同に対してこの道を通る上での激励の挨拶があった。夜にはルアウ（懇親会）

がワイキキ海岸に面したヒルトンラグーンで行われ、フラダンスや和太鼓などの余興が会場に

一層の華を添えた。

　今回のコンベンシ

ョンは全て英語で行

われたこと、そして

初めておぢば以外の

場所で開催されたこ

とに意義があったと

感じる。そして、こ

の成功が次のコンベ

ンション開催への活

性剤となることを願

っている。

ハワイコンベンション2011

マジックアイランドでの集合写真
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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、

陽気ぐらしへと導く道をおつけ下さいました。

私共は、この真実の教えを知り、日々に親神様

の御守護を感じ、喜び勇んで通らせていただい

ております。と共に、教祖のひながたに少しで

も近づこうと、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１月大祭

を執り行う日柄を迎えましたので、教祖年祭の

元一日、一れつ人間の成人を急き込まれる教祖

が定命を25年お縮めになり、ご存命のお働きを

もって世界たすけに踏み出された明治20年正月

26日を偲んで、ただ今より、おつとめ奉仕者一

同、親神様の思召に添いきり、一手一つに心を

合わせ、座りづとめ・てをどりを厳かにつとめ

させていただきます。御前には今日一日を待ち

わびて寄り集った道の兄弟姉妹が、教祖の50年

の道すがらを偲びながら、真心を込めてみかぐ

らうたを唱和し、陽気ぐらし世界の実現を真剣

に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

きます。殊に、教祖130年祭への年祭活動の仕

上げのこの旬に、銘々がさらなる仕切り力をも

って、自分にできるおたすけに精一杯に取り組

み、ご存命の教祖にお喜びいただける成人へ

1月大祭祭文 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い、真の世界平和をもたら

す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	 齋藤コーリン	 	 宮内泰次	

賛　者	 井元ジェリー	 	 美馬ブレイン　

指図方	 中尾善宣

講話者	 山中修吾庁長	（英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｋ．川崎

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｓ．柿谷	 Ｔ．岩田

	 Ｇ．本田	 Ｓ．三濱	 Ｂ．美馬

てをどり	 庁長夫人	 Ｔ．中尾	 Ａ．綾川

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．本田	 Ｙ．川崎

	 Ｔ．松川	 Ｓ．三濱	 Ｍ．井上

笛	 Ｙ．宮内	 Ｗ．三國	 Ｂ．岩田

チャンポン	Ｒ．山	 Ｄ．明本	 Ｊ．蘇

拍子木	 Ｄ．川崎	 Ｅ．高田	 Ｄ．鈴木

太鼓	 Ｃ．三國	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．社本

すりがね	 Ｃ．齋藤	 Ｇ．井上	 Ｇ．井元

小鼓	 Ｔ．岩田	 Ｍ．久尾	 Ｍ．中尾

琴	 Ｍ．三國	 Ｋ．金川	 Ｒ．井上

三味線	 Ｃ．明本	 Ｍ．山下	 Ｌ．井上

胡弓	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｒ．宮内

地方	 Ｔ．美馬	 Ｔ．井上	 Ｄ．桧垣

	 Ｓ．椎葉	 Ｗ．城	 Ｈ．山本
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　本日は伝道庁の１月の大祭にご参拝くださ
り、誠にありがとうございます。そしてただ
今は、世界たすけ、陽気ぐらし世界実現を真
剣に祈り願い、また教祖年祭の元一日に思い
を馳せるおつとめを、皆様と共々に厳かにつ
とめさせていただきました。大祭に当たり、
また今の時旬に当たり、私の思いますところ
を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。
　皆様も充分ご承知の通り、１月の大祭は教
祖年祭の元一日、教祖が現身をお隠しになら
れた明治20年（1887年）正月26日を記念し
てつとめられます。教祖が現身をお隠しにな
られた、言いかえると、「神のやしろ」であ
る教祖のお姿を直接に拝し、そのお声を直接
に聞くことができなくなった日を思い返して
つとめる訳ですから、普通の月次祭のように
「陽気に勇んで」ではなく「厳かに」つとめ
られます。また、教会本部の１月大祭は天理
の冬の厳しい寒さの中でつとめられますの
で、私も１年前に初めて暖かいハワイから真
冬のおぢばがえりを体験しましたが、寒い中
で最初から最後まで参拝していると、体が冷
え切ってなおさら「厳かな」気持ちになりま
した。

　一方、穏やかな秋の天気の下でつとめられ
る10月の大祭は、天理教が始まった日、つま
り天保９年（1838年）10月26日、親神様が
教祖を通して初めてこの世に直接に顕れら
れ、教祖が「神のやしろ」とお定まりにな
られた日を記念してつとめられます。教祖
が神のやしろとなられた日、そしてその教祖
が現身をお隠しになられる日、お道における
二つの大きな出来事をそれぞれ記念してつと
めるおつとめが「大祭」と呼ばれています。
もちろん、どちらの大祭も天理教と天理教信
仰者にとっては大切ですが、お道の今日まで
の伸び広がり、また今日の私たち天理教信仰
者の日々の信仰のあり方を考える上において
は、毎年この時期に１月の大祭の意義、すな
わち教祖年祭の元一日をしっかりと振り返り
心に治め直すことが、とりわけ大切であると
思います。
　もちろん、ここに居られるほとんどの方々
にとっては、それは当たり前のことであり、
何回も聞いてよく知っておられることだと思
います。実際、昨年の１月にも私は同じこと
を話しています。ですが、「何回も聞いてる
から、もう知ってる」という態度で済ませる
のと、「なるほど、大事なことだから改めて
肝に銘じて、これまで以上にしっかりと通ら
せてもらおう」という態度で受け取るのと
は、それを続ければ続けるほど、大きな違い
が生じてくると思うのです。
　特に今の時旬、教祖130年祭への年祭活動
の３年目、仕上げの年に入った今の時旬に
おいて、教祖年祭の元一日を振り返り、そ
して、「教祖は子供可愛い親心から、一れつ
人間の成人を促すために、定命を25年縮めて

　1月大祭祭典講話		 	 ハワイ伝道庁長　山中修吾
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現身を隠され、ご存命のお働きに出られた」
という深い真実を今一度真剣に見つめ直し、
そこに込められたをやの思いを我が事として
受け取り直すということは、非常に大切であ
ると思います。何回も耳にする「当たり前」
のことだからこそ、それをおろそかにしてし
まっては、何のための教祖年祭なのか、何の
ための年祭活動なのか、その意義が分からな
くなってしまうかもしれません。教祖の年祭
は（亡くなった人を偲ぶ）普通の年祭ではな
い、単なる記念日ではないということです。
特別な意味と意義をもって、そして私たち信
仰者が特別な意識をもって10年ごとにつとめ
られるのが天理教の教祖の年祭です。
　今一度『教祖伝』を読んでみて下さい。ご
承知のように、『教祖伝』の最後の章には、
教祖年祭の元一日へとつながる、明治20年
初めの厳しい神人問答の様子が詳しく描かれ
ていますが、これは決して、単なる130年前
の「過去の話」として読むべきものではない
と思います。前にも申しましたが、『教祖
伝』は教祖と周りの人々の言動を綴った単な
る「記録の書」ではなく、今の私たち信仰者
が教祖を慕い求めるための「信仰の書」でも
あると思います。真摯にひながたを辿ろうと
する信仰者がそれを読むたびに、読めば読む
ほど、その中に入り込んでいかざるを得な
い、そういう性格を持った書物でもあると思
います。特に最後の場面においては、子供で
ある人間の成人を急き込まれる教祖が、定命
を縮めて現身をかくされ、ご存命の働きに出
られたという深い信仰的真実が、まさに時空
を越えて、今この道を歩む私たち信仰者一人
ひとりの胸に強く迫ってくる、そういう力の
ある書物だと思うのです。そして、そのよう
な特別な意識をもってつとめられるのが教祖
の年祭です。
　天理教の教えと信仰の大根本は、「教祖

中山みき様は神のやしろである」というとこ
ろから始まります。『教祖伝』の第１章にも
描かれていますが、教祖に親神様が入り込ん
で「神のやしろ」と定まった時から天理教の
教えが始まります。また、銘々の信仰の上か
ら言っても、「教祖は神のやしろである」と
受け容れ信じることが天理教信仰の始まりと
なります。そして、今の私たち、特に、おさ
づけの理を戴いたよふぼくにとっては、「教
祖ご存命の理」を固く信じて通ること、つま
りご存命の教祖のお働き・お導きを実感して
通ることが、日々の信仰生活においては欠か
せません。ですから「教祖中山みきは神のや
しろであり、50年間にわたって、親神様の
教えを直々にお説きくだされた。そして、お
姿を隠されて後も、今なおご存命のまま、私
たち一人ひとりをお導きくだされている」と
いうことを誠にして通るのが、今日の私たち
天理教信仰者のあり方である、と言えるでし
ょう。
　すべての人間をお創りくだされ、今も絶え
間なくご守護くだされている親神様は、教祖
中山みき様という特別なお方を通して直接に
子供である私たち人間に働き掛けをしてくだ
さいました。私たち人間は、教祖によって初
めて親神様のことを知り、その教えに導かれ
た訳ですが、教祖は、お姿が見えなくなった
今でも、存命同様に、親神様と私たち一人ひ
とりを結びつけてくださる特別なお方であり
続けられ、世界中、いつでもどこでも誰にで
も、そのお導き・お働きを下さっています。
ある意味、目に見える生身の人間のお姿がな
いからこそ、「教祖は世界中をかけまわっ
て、いつでもどこでも誰にでもお働きを下さ
る」ことが本当に可能になるのではないでし
ょうか。
　『教祖伝』の一番最後の頁に、
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さあ／＼これまで住んで居る。何處へも行
てはせんで。何處へも行てはせんで。日々
の道を見て思やんしてくれねばならん。
	 	 　　　（明治23・３・17）

という、「教祖ご存命の理」を端的に指し示
す「おさしづ」のお言葉がありますが、こ
のお言葉は、当時の人々に向けてのみ発せら
れたのではなく、その後に続く信仰者、そし
て今の私たち信仰者に向けて発せられたお言
葉、言いかえると、『教祖伝』の時代と今の
私たちをつなげる、とても大切なお言葉だと
思います。
　また、天理教の歴史の上からみても、「教
祖ご存命の理」を抜きにして、明治20年か
ら今日までの天理教の伸び広がりはあり得ま
せんでした。それまで天理教を厳しく取り締
まっていた当時の官憲は、中心人物である教
祖がいなくなったことによって天理教は自然
にその勢いが衰退・消滅すると見込んでいた
はずです。また、それまで教祖に付き随い、
教祖の教えを熱心に信仰していた当時の人々
の多くが、教祖がお姿を隠されたという知ら
せを聞いて、立ち直れないぐらいの大きなシ
ョックと深い悲しみに包まれたことは言うま
でもありません。
　ですが実際には、天理教はその後衰えるど
ころか逆にもの凄いペースで勢いを増してい
きました。昨年も申しましたが、ある資料に
よると、教祖がお姿を隠された頃には推定で
４～５万人であった信者数が、１年後には20
万人を越え、その後、明治29年には日本の人
口は4000万人で天理教信者数が300万人に達
したという記録もあるそうです。そしてその
勢いがその後の海外布教へと、そしてここハ
ワイへもつながっていきます。教祖がお姿を
隠された後、これほど天理教が伸び広がった
その一番の要因は、もちろん、「教祖はお姿

を隠されて後も、今なおご存命でお働き」と
の確信を得た人々、つまり私たちの先人が、
その証しとして渡される「おさづけの理」を
戴かれ、それを頼りに熱狂的な布教おたすけ
に励んでくださったからです。
　このように考えるとき、教祖の年祭の元一
日を記念する１月の大祭は、天理教の歴史に
おける新たな展開の始まりを記念する日でも
あり、世界たすけへの新たな段階の始まりを
記念する日でもあります。そしてなにより
も、私たちよふぼく一人ひとりが、「教祖
ご存命の理」を心に刻み直し、「私はご存
命の教祖の道具衆である」という意識と自覚
を新たにする日でもあるのです。１月の大
祭には、そのような重要な意義があると思い
ます。
　そして、10年ごとにつとめられる教祖の年
祭は、私たち天理教信仰者にとって、「きり
なしふしん」とも教えられる陽気ぐらし世界
への歩みの途次における大きな塚であり、そ
れを当面の目標として、そこに向けて全力で
進んでいく。それを10年毎に繰り返すこと
によって、一人ひとりの信仰、各教会、そし
てお道全体が伸び広がってきました。一年後
の教祖130年祭もその大きな塚ですが、殊に
今回の年祭活動においては、一人ひとりのよ
ふぼくが「自分にできるおたすけ、自分にし
かできないおたすけ」をしよう、との呼び掛
けが強くなされています。
　二代真柱様は、「教祖ご存命の理」につい
て次のようにお教えくださっています。

存命のまま御守護を下されておるのではあ
りまするが、それはわれわれの耳には聞え
ないのであります。目には見えないのであ
ります。ただ一つ絶対の信仰の心に写って
くる理であり、お姿なのであります。それ
が存命の理の御守護であろうと信ずるので
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あります。
　『第十六回教義講習会第一次講習抄録』
　
目に見えない耳に聞こえない教祖のお働きを
体感し納得するには、まさに絶対的な信仰が
必要とされるということです。つまり、「教
祖は、そのお姿は見えないが、今も存命同様
に世界たすけのためにお働きくださってい
る、いつでもどこでも一人ひとりを導いてく
ださっている」ということを絶対的に信じて
通ることによってのみ現わされてくるもの、
得心できるものが、「教祖ご存命の理」で
あるということだと思います。そして、教祖
130年祭へと向かう今の時旬は、「教祖ご存
命の理」を強く実感し体得する絶好の機会だ
と思うのです。
　この「教祖ご存命の理」の証しとして渡さ
れるのが「おさづけの理」ですが、教祖は、
明治７年12月26日に初めて、ご自身が「神
のやしろ」「月日のやしろ」であることをは
っきり示すために赤衣をお召しになられ、同
じ日に初めて「身上たすけのさづけの理」を
渡されています。それを誰に渡されたのかと
言うと、たくさんの人ではなく、入信から10
年以上の年限を重ね、その間教祖にしっかり
と付き随い、教祖の「世界たすけ」の教えを
理解し心にしっかりと治めた四人の先生方の
心を見定めて、教祖は、教祖に代わって身上
たすけを取り次ぐ許しとして、おさづけの理
を渡されています。
　教祖が現身を隠されてからは、別席制度が
確立され、今では別席を９回運べば、真柱様
を通してご存命の教祖からおさづけの理を戴
くことができます。誰でも「よふぼく」にな
ることができるということです。ですが、教
祖が、その四人の先生方のたすけ一条の心を
見定めてから、おさづけの理を渡されたよう
に、今でも、おさづけの理を戴くためには、

「たすけ一条の心を定める」ということが必
要ですし、もちろん、それを戴いた後も「た
すけ一条の心」を常に持ち続けることが必要
です。ですから、私たちよふぼくは、「ご存
命の教祖に代わって（と共に）たすけを取り
次ぐ」者であることを忘れず、常にご存命の
教祖を側に感じ、ご存命の教祖にお働き頂け
るようなたすけ一条の心で日々を通りましょ
う。それが、「自分にできるおたすけ、自分
にしかできないおたすけ」につながっていく
はずです。
　さて、覚えてくださる方もあると思います
が、ちょうど１年前、昨年の１月10日に私
の２番目の兄が54才で出直しました。この兄
の出直すまでの話を少ししたいと思います。
　兄は、網膜色素変性症という先天性の目の
病気を持って生まれ、幼少の頃はかなり視力
があったそうですが、徐々に視力がなくな
り、ちょうど私が生まれた頃から盲学校に通
っていました。３人兄弟で弟は私だけでした
ので、私は小さいときからずっと、ごく自然
に、この兄の世話をしていたように思いま
す。そして、いつ頃からか、「もしかしたら
私がなってたかもしれない目の病気を、兄が
引き受けてくれている。目の見えない兄の分
まで頑張ろう」という気持ちが私の中に芽生
えていました。その気持ちは特に、高校１年
の時から合計９年近くアメリカで留学生活を
送る中で、とりわけ大学・大学院時代に、苦
しい時の私を支えてくれたように思います。
　なので、小さい時から目の見えない兄の世
話をごく自然にしてきたということと、「そ
の兄の分まで」という思いを持って頑張って
これたということが、今の私という人間の礎
になっています。ですが、その兄からすれ
ば、目が見えないということで、たくさんの
不自由を経験し、悔しい思いもしたと思いま
す。「７才も下の弟がアメリカに留学して、
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先に結婚もする」という気持ちも抱かせたか
もしれません。実際、アメリカ留学を終えて
日本に戻ってからは、よく口げんかもしまし
た。「弟のくせに偉そうに言うな」とよく言
われました。
　でも、それぐらい負けん気が強かったから
こそ、兄は「健常者には負けないぞ」という
気持ちで、目の見えない不自由さにもかかわ
らず、強く明るく通ってくれたんだと思いま
す。そして兄は、にをいがけ・おたすけ好き
でもありました。私の教会の中でも、おそら
く一番にをいがけ・おたすけ熱心で、目の見
えない不自由さにもかかわらず、学校時代の
友達など、いろんな人の所を回ってました。
今から考えると、目が見えないからこそ、人
一倍にをいがけ・おたすけをして、そこに自
分自身の人間としての誇り（プライド）を見
出していた、とも思います。
　そんな兄が、今から３年前の正月、ちょう
ど本部のお節会が終わった翌日８日の朝、突
然に大量の血を吐きました。病院での検査の
結果、診断は「末期の胃ガン」でした。本人
はもちろん、周りもショックでした。それま
ではとても元気で、普通に食べて飲んでいま
したから。本人曰く「自覚症状はなかった」
ということでしたが、おそらく、かなり前か
ら便に血がかなり混ざっていたと思います。
ですが、目が見えないので、普通ならトイレ
で用を足してすぐに気付くところを気付かな
かった、気付けなかった。周りもそこまで気
付いてやれなかった。目の見えない不自由さ
に加えて、胃ガンまで抱えさせてしまい、本
当に申し訳なく思いました。
　「他に転移していなければ、胃を全部摘出
してたすかる」ということで、５月に開腹手
術を受けましたが、すでに肝臓にも転移が見
られ、胃は取らずに、すぐにお腹を閉じまし
た。その後は２～３週間ごとの化学療法に切

り替え、ほぼ毎回、私が病院に付き添いまし
た。幸い、化学療法の反応はよく、兄はそれ
から約１年半、とても元気に普通に生活を
し、以前のようににをいがけ・おたすけにも
回っていました。
　そのような状況の中、その年の10月末に、
「ハワイに庁長として出向」の打診がありま
した。以前は、「（軽度の発達障害の）息子
のことが心配ですぐに“はい”とは返答できなか
った」と言いましたが、実は、そのもう一つ
の大きな理由がこの兄のことでした。「今の
自分があるのは、この兄のおかげ。たった一
人の弟として、最期まで側に居てやりたい」
という思いでした。こちらの思いの方が、息
子の心配よりも強かったかもしれません。
　	でも兄は「俺のことは気にせんでいい。
元気でいるから」と言ってくれ、80を越え
た母も「家のことを理由に本部の御用を断っ
たらアカン」と言い、教祖130年祭への三年
千日が始まって間なしに、私はハワイに庁長
として行かせてもらう決心をしました。人生
で一番大きな難しい決断だったかもしれませ
ん。ですが今では、その決断ができてよかっ
たと思っています。大げさですが、「神一条
と人間思案との間でどちらを選ぶか」という
難しい状況の中、迷いながらも、最終的には
人間思案ではない方に心を向けられたという
ことです。皆さんもこの先、「伝道庁の祭典
講話をお願いします」とか「修養科の一期講
師をお願いします」と、庁長から何かを頼ま
れたときには、それがどんなに難しいことで
も、「はい」と答えてくださることを期待し
ます。
　その後、準備を進め、私は一昨年５月に妻
子と共にハワイに到着、６月に就任奉告祭を
無事に終え、その後もずっと忙しくしていま
したが、幸い、兄はその間も元気でいてくれ
ましたので、ハワイでのことに専念できまし
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た。そして11月には姪っ子の結婚式、12月
初めには甥っ子の結婚式にも参列できました
が、その頃から体調が下り坂となり、12月19
日夜に吐血し入院となりました。ちょうどそ
の日は自教会の月次祭の日で、兄は役割をつ
とめ、祭典後は何人かにおさづけも取り次い
だそうです。神様のことをすべて終えてから
入院したということです。
　入院後、兄の様態は年の終わりにかけて徐
々に悪くなり、手足の指先や鼻の頭に内出血
が出始めました。私は、１月21日に大祭参
拝のためおぢばがえり予定だったので、「な
んとかその時までは」と願っていましたが、
年明けに上の兄より連絡があり、「そこまで
もつかどうか分からない」ということだった
ので、「これが最後になるかも」という思い
を抱きながら飛行機に乗り、８日夜に日本に
戻りました。
　天理到着後すぐに兄に会いに行くと、かな
り苦しそうではありましたが、「痛み止めの
調整具合がよくなれば楽になる」ということ
でしたので、まだ大丈夫と思い、二晩だけ兄
に付添い、11日にハワイに戻るつもりでい
ました。そして９日夜、部屋には私だけでし
たが、兄は夕方から薬が効き始めて気持ちよ
く眠っていましたが、かなり荒い呼吸が続い
ていたので、夜中に日付が替わってからおさ
づけを取り次ぎました。その際、「この先、
あまり苦しむことなく安らかに体をお返しし
て、また新しい体、きれいな目をもらって帰
ってこれるように」とお願いしました。そし
て、兄の耳元で「50年間ありがとう。今の
私があるのは兄貴のお陰や」とお礼を言いま
した。
　その１時間後、兄の荒かった呼吸がすっと
止まり、そのまま兄は私の目の前で安らかに
出直していきました。急だったので、皆は驚
きましたが、まるで、私がハワイから帰って

くるのを待っててくれたような感じがして、
私はすぐに心の整理ができました。
　以上が私の兄のお話です。それまで「目の
見えない兄の分まで」という思いでつとめて
きた私ですが、その時からは「先に出直した
兄の分まで」という思いでつとめています。
兄のにをいがけ・おたすけに比べればまだま
だ足りませんが、親神様とご存命の教祖に喜
んでいただけるよう、ハワイにて頑張らせて
いただく覚悟です。皆さんも、それぞれの場
所で、親神様のご守護とご存命の教祖の導き
を信じ、夫婦・親子・兄弟姉妹はもちろん、
身近な方々としっかりと心をつなぎ、日々陽
気に勇んでつとめさせていただきましょう。
　繰り返しますが、教祖130年祭まで残り一
年です。マラソンにたとえると、「フィニッ
シュ・ラインが見える所まで来た」と言える
でしょう。どうぞ皆様、一年後に迫った教祖
130年祭へと向かって、よふぼくとしての誇
りと使命感を持ち、さらなる勢いと熱意と根
気をもって、あるいは残りの力を振り絞っ
て、堂々とフィニッシュ・ラインを超えられ
るよう、管内が一丸となって、また勇み勇ま
せ合って、日々「おたすけの精神」「ひのき
しんの態度と精神」で休むことなく進ませて
いただきましょう。
　そして、フィニッシュ・ラインを越える際
には、小さくてもいいので何か一つお土産を
持参できたら、なお素晴らしいと思います。
お土産というのは、もちろん、目標（心定
め）を達成するということです。あと一年し
かありませんが、「一人ひとりのよふぼくが
一人を導く」ということを目標に努めさせて
いただきましょう。「一人を導く」というの
は、全く新しい人でも、古い人でも、家族や
親戚でも、友達や仕事仲間でも構いません。
　ご清聴、ありがとうございました。マハ
ロ！
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　１月24、25日、少年会リーダーズキャンプ
が行われ、少年会員11名が参加しました。25
日は、オールドスタジアム公園で、清掃ひの
きしんとバーベキューが行われました。

少年会リーダーズキャンプ＆新年会

　１月３日（土）シェラトン・プリンセス・カイウラニホテル、また11日（日）には日本文化
センター主催のオハナフェスティバルで、それぞれもちつきが行われました。

もちつき

　ハワイ学生会は、１月９日（金）ハワイカ
イの魁生宅にてお泊まり会を実施しました。
会員５名、スタッフ４名が参加しました。

学生会お泊まり会

　1月12日（月）婦人会新年会が行われ、35
名が参加しました。

婦人会新年会

　１月６日（火）、宮内ジェイソン・海外部
ひのきしん者（淺草/淺草ハワイ教会）が、
伝道庁青年として、３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

　１月18日付で、岩田典子・ハレアカラ教会
長夫人（防府）が、伝道庁おつとめ奉仕者と
して任命されました。

おつとめ奉仕者任命
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青年会だより

少年会だより

　２月です。今年も天理教校学園高校の生徒さん
がハワイで研修されます。お迎えする私たちにと
っては毎年のこと。でも生徒さんたちにとっては
生涯に一度の経験。すばらしい思い出を持ち帰っ
ていただけるよう心を込めてお世話取りさせてい
ただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　2月14日（土）	 9：30

※２月の例会、鳴物練習はありません。
※今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

２月行事予定
		 1日（日）・教校学園高校生来布
		 2日（月）・山中修吾庁長帰任
		 3日（火）・文化センター月次祭
		 4日（水）・月例にをいがけデー
		 7日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
		 9日（月）・三濱成太書記家族離任
		 	 	 	 ・文化センター＆文庫合同委員会
	10日（火）・育成委員会
	11日（水）・青年会会議
	12日（木）・教校学園高校生離布
		 	 	 	 ・少年会会議
	13日（金）・梶本満男課長来布
	14日（土）・主事会
	15日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
	16日（月）・天理文化センター大掃除
	22日（日）・梶本課長離布
	23日（月）・母親講座
	26日（木）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習

■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
■青年会主催『教祖伝』勉強会

　青年会の教祖130年祭に向けた活動として、『教
祖伝』の勉強会を毎月最後の金曜日に行います。伝
道庁の夕づとめに参拝し、その後階下ホールで、『
教祖伝』の拝読とディスカッションをします。女子
青年のメンバーも参加してください。

■ミニバザー

　川崎サリーさん、岩田モニカさん、八木トリー
ナさんには、先月のバザーにドネーションをいた
だきありがとうございました。ミニバザーでは、
ほとんどの商品がすぐに売り切れます。多くの方
のドネーションをお待ちしています。

■天理文化センター清掃ひのきしん

　２月16日午前９時～11時まで、TCCの大掃除を
行います。ふるってご参加ください。

　アロハ！先月の少年会リーダーズキャンプにお
手伝い頂いた皆様ありがとうございました。１月
の会議では、教祖年祭に向け青年会員130名の帰
参を心あらたにしました。今月の会議は11日の夜
７時半からレインボーハレで行います。『教祖伝』
勉強会は毎月最後の金曜日に行います。今月は27
日です。伝道庁の夕づとめにお集まりください。
　伝道庁祭典後に神名流しを行っていますが、今の
ところ毎回平均して６名が参加していただいていま
す。よろづよ八首を歌いながら20分ほどパリハイ
ウェイで神名を流しています。皆様の参加をお待
ちしています。Hinokishin	with	A	Smile!
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