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ハワイ伝道庁60年小史

　2012年、60周年を迎える成人目標として、「今たすけあいの旬、笑顔でひのきしん」を掲げて地域

社会に働きかけていくことに心を定めた。前年の12月に、1965年建築以来46年経過した神殿の屋根が

老朽し、ヌアヌバレーの風雨に耐えられず破損。2012年７月21日、屋根葺替鎮座奉告祭を執行した。

また教職舎の屋根も葺き替え、庁舎全体が端正な佇まいとなり、外観は一新された。

　2013年６月15日、８代庁長就任奉告祭を執行。山中庁長は、「諸先輩方が長年に亘る真実と苦労を

もって築き繋いで下さったこのハワイの道をしっかりと受け継ぎ、管内の教会長、布教所長、よふぼ

く信者全員と心をつなぎ力を合わせて、言葉の壁を越えて家族の信仰的つながりの強化と道の後継者

育成に力を注ぎ、ハワイの道の更なる進展に向けて精一杯つとめさせていただく所存でございます」

と祭文を奏上した。

　１年後の５月17日、真柱様ご夫妻をお迎えして創立60周年記念祭を執行。真柱様はご講話で、「歳月

人を待たずと言います。時の経つのは早いもので、年祭活動も後半に差し掛かろうとしております。

うっかりすると、瞬く間に、またとない成人の旬、たすけの旬を無為にやり過ごしてしまいかねませ

ん。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と思います」と締めくくられた。

　山中庁長は祭典後、「今日まで私たちは、“今たすけあいの旬、笑顔でひのきしん”というスロー

ガンのもと、ご存命の教祖にお喜びいただくべく、60周年という意義ある時旬にふさわしい成人の努

力を重ねて参りました。もちろん、それを今日で終わりにするのではなく、この勢いをもって、教祖

130年祭へ、さらにはその先へと邁進していきましょう」と挨拶した。

教祖130年祭まであと１年となった。この時旬に、ハワイ管内教信者は一致団結してたすけ一条に突

進させていただきましょう。

　ハワイ伝道庁

60年小史は今回

で終了。この小

史に先人先輩の

並々ならぬご苦

労が秘められて

いる。現在を生

きる私たちよふ

ぼく信者は、こ

の意志を継いで

ハワイ伝道に一

層の真実をささ

げていきたいと

願う。

創立60周年記念祭をつとめ終え、教祖130年祭へ

60周年記念祭集合写真
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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、この真実の教えに導かれ、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２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。

　先月のご本部大祭における神殿講話にて、真

柱様は「教祖130年祭への年祭活動の最後の年

に、よふぼく一人ひとりが、自分にできるおた

すけに取り組み、仕上げという言葉にふさわし

い実働をもって、教祖にお喜びいただこう」と

お諭し下さいました。そして本日は、初めてハ

ワイに巡教下さる海外部北米オセアニア課長梶

本満男先生より、真柱様のお言葉にもとづく講

話を頂戴いたします。私たちは今後も、をやの

お心にしっかりと応えさせていただけるよう、

成人への努力を積み重ね、精一杯の仕切り根性

と仕切り力をもって、身近な所でひのきしん・

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

２月月次祭祭文 きます。殊に、今の重要な時旬に、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	 井上タイロン		 山本浩徳　

指図方	 三國クライド

講話者	 梶本満男課長	（英）

通訳者	 一瀬常徳	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｇ．井元

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｄ．桧垣

	 Ｍ．社本	 Ｓ．椎葉	 Ｂ．岩田

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	 Ｃ．浜田	 Ｒ．宮内

笛	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｍ．中尾

チャンポン	Ｇ．本田	 Ｓ．社本	 Ｄ．鈴木

拍子木	 Ｒ．山	 Ｙ．宮内	 Ｄ．明本

太鼓	 Ｓ．柿谷	 Ｈ．山本	 Ｗ．城

すりがね	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｋ．川崎

小鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｔ．井上	 Ｂ．美馬

琴	 Ｃ．美馬	 Ｌ．川崎	 Ｌ．金城

三味線	 Ｔ．松川	 Ｌ．蘇	 Ａ．中川

胡弓	 Ｃ．明本	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．長田

地方	 Ｍ．岩田	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田

	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾	 Ｊ．蘇
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　２月の月次祭を皆様方と一緒に心を揃え、
勇んで陽気に勤められましたこと、ご同慶に
存じます。おつとめを熱心に、またハワイの
道の上においては、日々尽し運びおつとめい
ただき、誠にありがとうございます。お礼申
し上げます。
　さて、最後にハワイを訪れたのが４年前の
2011年、天理教ハワイコンベンション2011
が成功裏に開催された年です。また、ハワイ
伝道庁での書記の任を終えてから15年の歳月
が過ぎました。2000年にカピオラニ病院で
生まれた娘がもうすぐ15歳になり、この春か
ら天理高校に通うことになりました。時間の
過ぎ去るのは早いものです。
　今回、こうしてハワイに来て、伝道庁の月
次祭祭典講話をつとめる機会を山中庁長より
お与えいただきまして、誠にありがとうござ
います。この機会を謹んで、喜んでお受けさ
せていただき、春季大祭において真柱様より
お聞かせいただいたお言葉、そして教祖130
年祭に向かうこの旬に思うところを述べさせ
ていただきたいと存じます。どうぞしばらく
の間、おつきあいくださいますようお願いい
たします。
　先月、教祖130年祭のちょうど１年前にあた
る、１月26日、おぢばでは春季大祭が執り行
われ、当日小雨の降る中ではありましたが、
約７万人もの方々が帰参なされ、殿内および
神苑を埋め尽くしました。
　神殿講話で真柱様は１月26日に春の大祭を
勤める意義、また今から百余年前、教祖30
年祭を目指して神殿普請のお打ち出しととも
に、布教に、おたすけに奔走なされたのが、
年祭活動の始まりであることをお述べくださ

いました。それより教祖年祭の旬に全教が
足並みそろえて、仕切っての成人を図り、
一手一つの活動を展開なされてきたのであ
ります。
　また、教祖のひながたを拝し、教祖が80
歳になられてから、警察署や監獄署へ御苦労
くだされる中、「ふしから芽が吹く」と周囲
をお励ましになられたこと、そして、おつと
めの実行を繰り返し急き込まれる教祖、そし
て、おつとめを勤めることによって教祖にふ
りかかるご苦労に心を痛めるお側の人々が、
なんとか思召に応えようと繰り返し「おさし
づ」を伺い、真剣な談じ合いを重ねて、一歩
一歩思召に近づき、ついにはつとめの実行に
踏み切られたことをお述べくださいました。
　そこには、教祖の深い思召と人間の願いと
の大きな隔たり、すなわち、人々の願いは、
教祖にお元気になっていただきたい、おつと
めをすることで警察、監獄への御苦労は決し
ておかけできないという必死の思い。一方、
教祖は、世界一れつをたすけたいという神意
を人々が理解し、神一条の信念を確立し、自
立した信仰者になってもらいたい、という気
持ちであります。
　当時、おつとめにかかれば、すぐと警察が
やってきて教祖を連行、留置される、とい

　２月月次祭祭典講話　　海外部 北米オセアニア課長　梶本満男
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う状況の中、初代真柱様は「親神の仰せと国
の掟と、両方の道の立つように御指図願いま
す」、また「人間は法律にさからう事はかな
いません」とのお尋ねをなされます。これに
対して、教祖は、

さあ／＼月日がありてこの世界あり、世界
ありてそれ／＼あり、それ／＼ありて身の
内あり、身の内ありて律あり、律ありても
心定めが第一やで。　（明治20・1・13）

と、親神様の仰せと法律は同列に論ずるべき
ではなく、物事の成り立ちの順序を明らかに
して、すべて万物をお造りくだされた親神様
の思召に沿いきる心を定めて、現実の問題に
対処するように、ということをお諭しくださ
れました。
　教祖の御苦労を思うと、なかなかつとめの
実行に踏みきれない人々を、教祖は不憫に思
召し、このままではたすけ一条の道が遅れる
として、子供可愛い親心から定命を縮めて現
身をかくされました。しかし、同時に「今か
らたすけするのやで」と身をお隠しになるこ
とが決して後退することではなく、むしろ今
から世界たすけを推し進めるのだと積極的な
意味合いを強調されました。そのために、さ
づけの理を広く渡すと仰せになったのであり
ます。
　また「今までとこれから先としっかり見て
いよ」と、さづけの理を拝戴したよふぼくが
赴くところ、不思議なたすけが現れ、教祖
がお働きくだされている真実を目のあたり
にし、一層おたすけに邁進されたのであり
ます。
　明治21年（1888）、教会本部開設が認可さ
れた後、教会が相次いで設置され、教勢は伸
展した中にも、明治29年（1896）には、内

務省訓令として弾圧を受けることになったの
です。政府の公認を受け、公然とおつとめや
布教ができるようになりさえすれば万事がう
まくいくわけではなく、教勢が拡大すればし
たで、新たな圧力が加えられ、教祖に教えて
いただいた通りにおつとめを勤められないな
ど、おつとめに対する圧迫は続いたのです。
　その意味では、法律よりも、この世人間を
お造りくだされた親神様の思召に沿いきる心
定めが第一だとのお仕込みは、明治20年当
時のお側の人々に対するものであるだけでは
なく、後に続く人々へのお仕込みであったと
も言え、それはまた、今日、そして将来に向
けてのお仕込みでもあることを忘れてはなら
ない、とお述べになられました。
　真柱様よりご発布くだされた「諭達第三
号」に、「御存命の教祖にお喜び頂きたいと
願ってやまない」と結ばれています。教祖は
何をお喜びくだるのか、それは、大きくは世
界たすけの道の進捗、個々については、よふ
ぼくの仕切っての成人と、一手一つの活動、
すなわち一人ひとりのよふぼくが、この旬に
一段とをやの思いに近づく歩みを進め、すべ
てのよふぼくがおたすけを実践すること、と
ご教示くださいました。	
　成人とは教祖の果てしない親心に近づく努
力とも仰せくだされています。教祖の親心、
をやの思いに近づくのは容易なことではあり
ませんが、たとえばどんな時でも教祖ならと
心に思い浮かべるだけでも、受け止め方が変
わるのではないでしょうか。
　また、一手一つとは、一つの目的に向かっ
て各自がその持ち場立場に応じた働きをしっ
かり果たすとともに、相互に連携し、全体と
して調和の取れた活動をすることであるとお
話くださいました。現在の旬、教祖130年祭
に向かう旬における一手一つの活動とは、す
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べてのよふぼくがおたすけを心がける、おた
すけに取り組むということ。すなわち、自分
にできる、自分だからできるおたすけに取り
組むことが大切なのです。
　今年は、三年千日の三年目、「仕上げの」
年であること、最終段階での手入れの年、
ということを仰せくださいました。そして、

三年千日の年祭活動において、今からでは
もう遅いと感じる人があるかもしれない。
しかしもう遅すぎるということはないので
あって、まだ１年あると考えたならば、
できることはいろいろある。出遅れたと
感じても、これから遅れを取り返す意気
込みで、気持ちを切り替えて取り組んで
ほしい。

と仰せられました。
　教祖130年祭に向かう年祭活動中、一貫し
て呼びかけられたのは、おたすけの実践で
す。諭達第三号にも、

おたすけは周囲に心を配ることから始ま
る。

とあり、続いて、

身上・事情に苦しむ人、悩む人があれば、
先ずは、その治まりを願い、進んで声を掛
け、たすけの手を差し伸べよう。病む人に
は真実込めておさづけを取り次ぎ、悩める
人の胸の内に耳を傾け、寄り添うととも
に、をやの声を伝え、心の向きが変わるよ
うにと導く。更には、	共々に人だすけに
向かうまでに丹精したい。

とお示しくだされています。

　さて、私たちお互い、この教えを聞かせて
もらい、信仰する上においても、時には予測
できない出来事、ふしをお見せいただくこと
があります。それは、自分自身の身上・事
情、または家族や親戚の身上・事情、または
地域社会、国内外のもめ事、争い事など、お
見せいただくことがあります。
　先程も申しましたように、私の長女はハワ
イで生まれました。その後、３人の子供たち
をお与えいただきました。今日はその４番目
の二男の話をさせていただきたいと思いま
す。2010年９月14日、先天性の身上を持っ
て生まれました。生まれてからすぐ、サチュ
レーション（酸素飽和度）が低く、呼吸がう
まくできませんでしたので、すぐに大きな病
院へと救急車で搬送され、NICU（新生児集
中治療室）に入院ました。小さな保育器の中
で、いくつものチューブやコードが身体に繋
げられました。そして、生後３日目で第１回
目の手術を受けました。私たち夫婦は、病院
までの片道約１時間の道のりを、決められた
面会時間に訪れ、わらにもすがる思いで、保
育器の小さな穴から手を差し入れて、小さな
小さな身体におさづけを取り次ぎました。そ
してご守護いただけるよう毎日毎夜、神殿に
足を運びました。
　初めて抱っこできたのは１週間後、ほんの
数量の母乳を初めて口にしたのは、生まれて
から２週間経ってからでした。他にも疾患が
あるのではとのことで、様々な精密検査を受
けました。そんなある日、担当医から衝撃な
宣告を受けました。「このような病気のお子
さんは、１歳までは９割生命がありません。
そのことをお知らせしておきます」と。その
言葉に、すべての扉が閉ざされ、真っ暗闇に
陥ったような気になりました。
　ほとんど毎日、私や家内、そしてまだ幼少
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であった子供３人を車に乗せ、病院へと向か
いました。面会最中は、デイルームと呼ばれ
る部屋で持ってきた宿題をしながら３人は待
ち、また帰路に向かうといった日々が続きま
した。
　もう、親神様のご守護を願うばかりでし
た。病院から帰った夜遅くに神殿に足を運
び、我が子にお見せいただいた身上の障りを
さんげ申し上げ、ただただ「おたすけ」い
ただくことを願いました。また、朝昼夜と
毎日三度、神殿に足を運び、全快とは言わず
とも、少しでも良くなるように、１日でも長
く命をお与えいただけるように、また、おぢ
ばに帰って来られるように、お願いいたしま
した。
　そんなある夜、息子が生まれた時と同じ満
月の夜、参拝を終えて帰宅途中、真っ暗闇の
中、満月が眩しく夜空を照らしていました。
月日親神様。天に仰ぐ月日こそ、親神の天に
ての姿。天理教教典に述べられてある「世界
を隈なく照し、温みと潤いとを以て、夜とな
く昼となく、万物を育てる守護」という言葉
がふと心に浮かんできました。そう思った瞬
間、自分の暗闇の心に一筋の光が差し込んだ
気がしました。親神様はどんな時にでも、暗
闇にでも光を注いでくださる、ご守護くださ
れているはず、と確信しました。
　おさしづに、

難儀さそう不自由さそうというをやは無
い。	 	 	 （明治37・10・19）

どんな暗がりの中でも、心一つで通れる。
どんな明るい中でも、心が無けりゃ通れよ
うまい。	 	 	 （明治24・5・29）

とあります。

　夫婦で思案し、心を定め、病院の周辺やそ
の道中を中心に、にをいがけに歩かせていた
だきました。何も考えず、躊躇せず、「もし
おたすけいただけるのなら」というただ一心
で、パンフレットを手に戸別訪問させていた
だきました。
　その後しばらくして、NICUから呼吸器を
つけた状態ですが、小児科病棟の部屋に移る
ことができました。そこで、夢にまで見た１
歳の誕生日を迎えることができました。待ち
望んだその日が遂にやってきたのです。その
部屋で１年過ごし、２歳の誕生日には、あり
がたくも、おぢばの憩の家に転院することが
できました。重い疾患を持ちながらも、おぢ
ばに帰らせていただくことができました。そ
の後、まもなく退院をし、自宅に連れて帰る
ことができました。３歳の誕生日を初めて自
宅で迎えることができました。その時より、
家族揃っておぢばの自宅で暮らしています。
その日からすでに３年。不安定な日々もあり
ますが、常に不思議なご守護を頂戴いたして
おります。
　昨年８月、ロサンゼルスへ出張中に、息子
はショートステイとして病院に入院しまし
た。サチュレーションのレートが良好なの
で、一度外してして自立呼吸させて様子をみ
てみましょう、とのことで数日間呼吸器を外
しました。すると、サチュレ－ションのレー
トは非常に安定しており、その結果、自立呼
吸をすることができました。病院の方々はこ
の奇跡に大変驚かれました。生まれた当時、
自力で呼吸できなかった息子、「１歳までは
９割生命がありません」と宣告を受けた息子
が生まれてから今年で６歳。今春から小学校
に入学します。真っ暗な境遇の当時には想像
しなかった、できなかった、本当にありがた
い今日の日を迎えています。何ともありがた
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い、親神様のご守護、ご存命の教祖のお働き
を頂戴しています。諭達第三号に、

時として、親神様は子供の行く末を案じる
上から、様々なふしを以て心の入れ替えを
促される。しかし、

とのよふな事をするのも月日にわ
たすけたいとの一ちよはかりで（十二-78）

と、全ては、ひたすら一れつ人間をたす
けてやりたいとの親心からであると仰せ
られる。

と述べられています。
　私たち夫婦が通っているこれこそ、ふしで
す。しかし、たすけていただくためのふしな
のです。たすかりを望んでおられる方々は、
ハワイにも、世界中どこにでも、周囲に心を
配ってみれば、たくさんおられることと思い
ます。暗闇の中、さまよっている方々もおら
れるでしょう。是非、このお道の教え「人を
たすけてわが身たすかる」の信仰心をもっ
て、積極的におたすけを心掛け、このお道へ
と誘いましょう。これは教会長、布教所長、
または教会だけの使命ではなく、自分にでき
る、自分だからできるおたすけに取り組むこ
とが大切だと思います。
　また、三代真柱様は、

次代を担う若い人たちを育てるということ
は、にをいがけ・おたすけだと思うんで
す。にをいがけ・おたすけの心でやらなけ
れば、できないと思うんです。

と仰られました。
　おさしづにも、

順序一人先に立って、後々育てるがこの
道。日々兄弟の中、先を兄とす。中を順
序、この理この道である。
	 	 	 （明治31・9・19）
とあります。
　ここハワイでは、少年会、サンデースクー
ル、そして学生会の行事がますます盛んにな
り、充実しています。どうか、それぞれの行
事、またおぢばで学ぶ機会（高校生対象のお
やさと練成会、天理教語学院日本語科、修養
科、または伏せ込みひのきしん）を有効に活
用していただき、皆さんのお子さん、お孫さ
んがこの教えにふれ、陽気に暮らせることが
できるように導いてあげられますよう、ご丹
精をお願いします。これこそ、皆さんだから
できるおたすけであろうかと思います。
　真柱様はお言葉の最後に、

年祭活動の最後の一年を、仕上げという言
葉にふさわしい実動をもって、教祖にお喜
びいただけるよう努め、悔いなくつとめき
ったという晴れやかな気持ちで、教祖年祭
の当日を迎えたいと思います。

とお述べになって、お言葉を締めくくられま
した。
　どうか、誠真実の心で仕切っての努力を、
親の思いに近づく歩みを、そして自分にでき
る、自分だからできるおたすけに取り組ませ
ていただきましょう。あと１年あります。「
遅れても、何もしないよりはまし」なので
す。今一度、教祖に共々お約束申し上げ、お
話を終えさせていただきます。今回こうして
お会いできましたことに感謝し、また来年１
月におぢばでお会いできますことを楽しみに
いたしております。ご静聴頂きまして、誠に
ありがとうございました。
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　２月16日（祝）、ハワイ婦人会・青年会・少年会・女子青年合同で、天理文化センターの
大掃除を行いました。ひのきしんには、サタデースクールや天理柔道クラブのメンバーも参
加しました。

天理文化センター大掃除

　２月23日（月）、伝道庁で母親講座が開催され、23名が参加しました。講師は、齋藤かよ・
ホノルル教会長夫人がつとめ、「国際結婚」をテーマに話をされました。

母親講座

　2月１日から12日まで、８回目となる天理教校学園高校海外研修プログラムが行われ、学生
23名と教員３名が来布しました。

天理教校学園高校海外研修

　３月27日（金）午前
10時より伝道庁にて、
春季霊祭が執り行われ
ます。霊祭に続き、右
記の方々の年祭も執り
行われます。

春季霊祭
１年祭	 ローマン道子・ホンノエ布教所長	 （東本）

１年祭	 明本ジョージ・パラダイス教会四代会長	 （周東）

１年祭	 久尾重紀・マウイ教会三代会長	 （本島）

10年祭	 三國ロバート・太平洋教会二代会長	 （周東）

10年祭	 井上ゴードン・ハワイセントラル教会初代会長	 （東中央）

30年祭	 西本逸三・パラマ教会二代会長	 （本島）

50年祭	 山本元造・兵神大教会教人	 （兵神）	
50年祭	 正木庄左衛門・ベニヤード教会初代会長	 （周東）

50年祭	 上村巳喜太・マノア教会初代会長	 （牛込）

　２月９日（月）三濱成太書記家族が、伝道
庁で５年間の任を終え、帰国されました。長
きにわたりお務めいただきありがとうござい
ました。

人事連絡

　梶本満男・海外部北米オセアニア課長が２月13日（金）に来布され、22日（日）に帰国さ
れるまで、オアフ島、ハワイ島、マウイ島内の教会・布教所を参拝されました。

梶本満男課長来布
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少年会だより

婦人会だより
■スプリングキャンプ＆総会

　今月20日から22日まで、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。キャンプ参加御供は一人25ド
ルで、３月８日までに申し込みされたら、一
人20ドルです。少年会ハワイ団のＴシャツ
をお持ちでない方は一枚10ドルで購入でき
ます。申込は、伝道庁事務所か中尾オーエン
までご連絡ください。onakao@tenrikyopearl.
org.	

　教校学園高校の生徒さんたちへの心のこも
ったお世話取り、そして食事ひのきしん、あ
りがとうございました。今月は少年会キャン
プが開催されます。未来のよふぼくに育って
いただけるようあたたかい声がけと心配りを
お願いいたします。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウエストハウス	 9：00	-	12：00

■婦人会例会

　３月９日（月）	 ９：00

■女鳴物練習

　３月10日（火）	 9：00

■ヌアヌハレ慰問

　３月14日（土）	 9：30

■ハワイ島教祖ご誕生祝いの集い

　３月29日（日）	

※今月の月次祭直会当番は、合同Ｃグループ
です。よろしくお願いします。

■天理文化センター清掃ひのきしん

　２月16日行われたＴＣＣ清掃ひのきしん
に多くの方に参加いただきありがとうござい
ました。

■夏のこどもおぢばがえり

　日程は7/24～7/30。38母屋のチェックイ
ンは24日午後４時、チェックアウトは30日午
前９時（ハワイ団）、午前10時半（少ひ隊）
となっています。詳しくは、中尾オーエンま
でお尋ねください。

学生会だより

　皆様こんにちは。ハワイ学生会が再発足し
て１年余りが経ちました。これまで皆様のご
支援をいただきありがとうございます。これ
からもよろしくお願いいたします。今月開催
される少年会のキャンプでは、学生会メンバ
ーがカウンセラーやリーダーの役をつとめさ
せていただきます。

■伝道庁お泊まり会

　毎月、伝道庁月次祭の前日に伝道庁に宿泊
し、月次祭準備ひのきしんをさせていただい
ています。15才～21才の方なら誰でも参加で
きます。ご参加お待ちしています。
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３月行事予定
		 2日（月）・月例にをいがけデー
		 3日（火）・山中庁長夫妻帰任
		 	 	 	 ・文化センター月次祭
		 	 	 	 ・育成委員会
		 4日（水）・月例コミュニティーひのきしん
		 7日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 9日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
	10日（火）・婦人会鳴物練習
	11日（水）・青年会会議
	12日（木）・少年会会議
	14日（土）・主事会
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
	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
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	20日（金）・少年会スプリングキャンプ
	21日（土）・少年会おつとめまなび総会
	22日（日）・少年会キャンプ解散
	26日（木）・遥拝式／おてふり鳴物練習
	27日（金）・春季霊祭
	29日（日）・ハワイ島婦人会
		 	 	 	 　教祖ご誕生お祝いの集い

女子青年だより
■ウガンダプロジェクト

　ウガンダプロジェクトにご賛同またご支援
をいただき本当にありがとうございました。
ウガンダのこどもたちに筆記具など、たくさ
んの学用品を届けることができました。こ
のプロジェクトは近いうちに再度行う予定で
すので、皆様の継続的なご支援をお願いしま
す。写真は、ウガンダの子供たちから届きま
した。

第43回 ハワイ修養会ご案内
開催期間：2015年６月21日（日）～７月16日（木）

修養内容：天理教教典、	教祖伝、	ひのきしん、教話、おつとめ練習

※受講対象者は17才以上です。

受講希望の方は６月14日（日）までに伝道庁事務所までお申し込みください。

　４月の伝道庁月次祭は、第２土曜日の11日に執り行われます。第３日曜日の19日ではあり
ませんので、周知頂きますようお願いいたします。

４月月次祭日



T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

全教一斉ひのきしんデー
立教178年

オアフ島ホノルル	 ホノルル動物園	 	５月２日（土）午前９時

モロカイ島マウナロア	 パポハク海浜公園	 	５月２日（土）午前９時半

マウイ島マカワオ	 マカワオ軍人墓地	 	５月９日（土）午前９時

ハワイ島ヒロ 	 ホメラニ軍人墓地	 	４月25日（土）午前８時

ハワイ島コハラ		 旧コナ空港公園	 	５月10日（土）午前10時

ハワイ島コナ 	 コナ・メモリアル公園	 	５月24日（日）午前11時

カウアイ島カパア	 日本人墓地	 	５月25日（月）午前10時


