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庁長夫妻と主事のリレー巻頭言

　時の経つのは速いもので、妻と小２の息子と共に新庁長としてハワイに赴任してから来月で

丸２年となります。

　二年前の５月10日の金曜日の昼前に伝道庁に到着し、緊張の中に参拝と挨拶をし、管内の皆

様に温かく迎えて頂いたのが昨日のことのように思い出されます。以来、老若男女の皆様との

日々月々の交流を重ね、皆さんに支えていただき、今日まで恙なく、庁長としてつとめること

ができています。またその間には、一昨年６月の庁長就任奉告祭と昨年５月の伝道庁創立60周

年記念祭という、一年の間に二回も真柱様のお入り込みを頂く機会もありましたが、これも皆

様の多大なご協力ご尽力を賜り、盛大に滞りなくつとめ終えることができました。誠にありが

とうございました。

　丁度20年前の４月にメキシコ生まれ育ちの妻と結婚した時には、ずっと天理教の海外布教

に携わっていくことは充分予想できましたが、まさか20年後にこうやって家族でハワイに住

んでいることは全く予想できませんでした。息子もこちらでの学校生活に慣れ、当初の予想

よりもはるかに速く英語力が身に付いてきている様子です。一人おぢばの高校に残した娘も、

昨年２月末に無事に卒業してから渡布し、その後「日本に帰りたい」と涙ぐむ日もありました

が、こちらで運転免許も取得し、今は伝道庁の「パートタイム女子青年」として元気に過ごし

てくれています。ハワイ赴任の際には、私ら夫婦自身のことよりも子供のことが気掛かりでし

たので、本当に有難い限りです。

　人生にはいろんなことが起こり、その中で喜怒哀楽が生じます。ですがおそらく、一部の超

お金持ちは別として、普通の人間である私たちの普通の生活は、その８～９割が毎日毎週毎月

同じことの繰り返しです。絶えず何か違う新しいことをし続けている人はほとんどいないと思

　今号より新しいコーナーとして、庁長夫妻と主事が毎月交替で巻頭言を書くことになりまし
た。その旬々に思い感じること、教理や信仰にまつわること、家族や教会につながる方々の話、
あるいは昔の回顧録など、各執筆者が毎月ユニークなエッセイを届けて下さいます。初回は、
山中修吾庁長です。乞うご期待！！

信仰生活とは



伝道庁４月月次祭	 	 	 　４月11（土）午前９時
講話者：井上タイロン・ハワイセントラル教会長
※教会長・布教所長会議はありません。
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います。その普通の生活の中、たとえ同じことの繰り返しであっても、毎日を喜び勇んで陽気

に通るということ。これが私たちの信仰生活の基本だと思います。

　もちろん、何か特別な事が起こった時、それが好ましいことであれば親神様に感謝する、好

ましくないことであれば好転のご守護を願う、ということも大切です。ですが、信仰というの

は何か特別な事が起こった時にだけ思い出してするものではありません。毎日の普通の生活の

中で、絶えず親神様のご守護を感じ、ご存命の教祖のお導きを信じ、常に感謝と喜びの心で陽

気に通るということ。信仰に根ざした毎日の生活、毎日の生活の中に溶け込んだ信仰だからこ

そ、「信仰生活」と呼ぶのではないでしょうか。そのような毎日の信仰生活の積み重ねが、に

をいがけ・おたすけの心につながっていくはずです。

　「をやのめにかのふたものハにち／＼に　だん／＼心いさむばかりや」（十五号66）

【山中修吾】

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
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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、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、思召に添う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

３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・てをどりを陽気につとめさせていただき

ます。御前には今日を楽しみに寄り集った道

の兄弟姉妹が、勇んで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。

　今月の20日から22日にかけて少年会のスプ

リング・キャンプ、21日には少年会総会を開

催させていただきます。道の将来を担う子ど

もたちに信仰の喜びとおつとめの大切さを伝

え、ハワイの道が「末代」となるよう、スタ

ッフ一同しっかりと取り組ませていただき

ます。また27日には、春の霊祭をつとめさせ

て頂き、先人の方々のご功績と道すがらを偲

び、しっかりとその志を受け継がせて頂きた

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

いただきます。殊に、10ヶ月後に迫った教祖

130年祭へと向けて、銘々が仕切って成人へ

の努力を日々積み重ね、年祭活動の仕上げの

３月月次祭祭文 年に相応しい、実動と成果をご覧頂きたく存

じます。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	 西村忠正

講話者	 宮内泰次	 （日）

通訳者	 宮内ルミ	 （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	 Ｙ．宮内	 Ｓ．社本

	 Ｃ．三國	 Ｔ．井上	 Ｍ．中尾

てをどり	 庁長夫人	 Ｔ．中尾	 Ａ．綾川

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｌ．長田

	 Ｃ．明本	 Ｒ．井上	 Ｙ．川崎

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本	 Ｄ．桧垣

チャンポン	Ｍ．社本	 Ｅ．高田	 Ｊ．蘇

拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｄ．川崎	 Ｈ．山本

太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｍ．久尾	 Ｇ．井元

すりがね	 Ｇ．本田	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田

小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｍ．稲福	 Ｂ．美馬

琴	 Ｍ．三國	 Ｋ．金川	 Ｓ．柿谷

三味線	 Ｍ．岩田	 Ｍ．山下	 Ｆ．伊藤

胡弓	 Ｊ．山	 Ｌ．井上	 Ｎ．熊本

地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎

	 Ｓ．椎葉	 Ｗ．城	 Ｂ．岩田
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　ただ今は、ハワイ伝道庁３月の月次祭を陽

気に、勇んで勤めさせていただきました。今

月の神殿講話のご指名を頂きましたので、少

しの間お付き合いお願いいたします。

　時の流れるのは、ほんとに速いもので、立

教178年を迎えた本年も、早３月となりまし

た。今年は教祖130年祭へ向けての年祭活動

仕上げの年ということで、皆様もあと約10

ヶ月と迫った教祖の年祭の日に向かって、日

々それぞれの心定めの完遂を目指しておつと

めいただいていることと思います。私も微力

ながら、教祖に少しでもお喜びいただけるよ

う、感激と喜びをもって、来年の１月26日、

教祖の年祭の日を迎えることができるよう日

々をつとめさせていただいています。

　今回の教祖の年祭は、私にとりまして、私

がハワイに来ましてから、４回目の年祭とな

ります。皆さんの中にも年祭、または年祭活

動の中、それぞれ信仰の上、また人生におい

て、いろいろな出来事を経験をされた方も多

いと思いますが、そもそも私がハワイに来る

きっかけになったのも、教祖の年祭でした。

　教祖100年祭の５年程前（1981年）、私

の記憶が正しければ、教祖100年祭の時は、

年祭の５年前ぐらいから年祭活動のような

ものが始まり、諭達も確か同じ頃にご発布さ

れたと思います。そのとき、当時会長をして

いました父親から、私たち家族、兄弟に対し

て、教祖100年祭に向けて、あなたはこのよ

うにさせてもらいなさい、あなたはこのよう

にさせてもらったらどうだろう、というよう

なお話がありました。私は４人兄弟で、姉、

兄、妹といますが、会長は一番上の姉から順

番にその思いを話し出しました。自分の番が

来るまで、私は何かな、本部勤務かな、布教

の家かなと、いろいろと考えていました。そ

して、私の順番が来ますと父は、「お前はハ

ワイ！ハワイの伝道庁で青年づとめをさせて

いただいたらどうだろう。期間は年祭までの

５年間」と言われました。当時、ハワイは今

ほど、誰もが簡単に来れるところではありま

せんでしたし、私も海外にはほとんど興味が

ありませんでした。少し考える時間を頂きま

して、後日、３年だけ行かせていただきます

と、父親に言いましたところ、「行くなら５

年」とバッサリ言われました。教祖の100年

祭という特別な旬ということもありましたの

で、これは親の声を素直に聞いた方が良いの

ではないかと、ハワイへ行くことを決意し、

その後、５年間のはずが、現在もこうしてハ

ワイにいるわけです。

　３月月次祭祭典講話	 	 淺草ハワイ教会長　宮内泰次
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　あれから30年数年の時が過ぎました。そし

て、来年は教祖の130年祭、ハワイに来まし

てから４回目の年祭を迎えさせていただきま

す。気がつけば私の長男が今現在、このハワ

イ伝道庁で、教祖の年祭を前に青年づとめを

しているというのも、なにか不思議な、また

ありがたいことだなと思います。

　10年に一度勤められます教祖の年祭は、こ

のお道を通る私たちにとって成人の一里塚で

あるとお教えいただいていますように、私た

ちがこの旬に少しでも成人させていただこう

と努力する姿を、また、成人させていただい

た姿を教祖にご覧いただき、お喜びいただく

ことが大切であると思います。私たち人類の

親である親神様も、何とかこの旬に私たちが

少しでも親の思いに近づき、成人することが

できるよう深い親心をもって、いろいろと心

をお尽くしくださり、お導きくださる旬でも

あると思います。そして、私たち一人ひとり

の心がだんだんと澄み切って、陽気ぐらしを

味わえる心となって、この世の中が人間創造

の目的である、陽気ぐらし世界へと一日も早

く立て替わってくる姿をお待ちくだされてい

ることと思います。

　おふでさきにも、

だん／＼とこどものしゆせまちかねる　　
神のをもわくこればかりなり	 　（四-65）

とありますように、親神様は、私たちの成人

する姿を今か今かとお待ちくだされているの

であります。

　約５年ほど前になりますが、おぢばで教会

長になる前に行われます教会長任命講習会を

受講させていただいたとき、ある講師の先生

から次のようなお話を聞かせていただきま

した。

　「親神様のおっしゃっているたすけとは、

心をたすけるということであります。心をた

すけるとは心を入れ替えることであり、どう

いう心からどういう心に入れ替えたらよいか

と言うと、それは、陽気ぐらしのできない心

から、陽気ぐらしのできる心に入れ替えると

いうことであります。陽気ぐらしのできる

心、それを教えてくださったのが教祖50年の

ひながたであります。」

　私たちは、教祖の教えを聞かせていただい

ているおかげで、病気やその他の問題がある

たびに、これらのことが私たちを陽気ぐらし

のできる心へと導いてくださる親神様からの

メッセージであると受け取ることができて、

それらの節を通して、それぞれの癖、性分、

またいんねんというものを知り、教祖のひな

がたを手本として日々心の立て替えに励むと

ころ、陽気ぐらしを味わうことのできる心へ

とお連れ通りいただけるのです。この真実の

親の思いを知っている私たちは、本当に幸せ

だと思います。

　おふでさきに、

月日にわにんけんはじめかけたのわ
よふきゆさんがみたいゆへから（十四-25）

とあります。また、天理教教典の第10章「陽
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気ぐらし」には、

親神は、陽気ぐらしを見て、共に楽しみた
いとの思わくから、人間を創められた。そ
の思召を実現するのが、人生の意義であ
り、人類究極の目的である。

いつまでしんじんしたとても
やうきづくめであるほどに	 五下り目５

明るく勇んだ心、それは陽気な心である。
この陽気な心で日々を送るところに、真の
幸福があり、生き甲斐がある。

と記されています。しかしながら、このお道

を信仰していて、普段この言葉をよく口に

し、耳にするのですが、忙しい毎日の暮らし

の中、ついついこのお言葉に込められた親の

思いを忘れて、何かと腹を立てたり、誰彼は

ああだこうだと不足をしてしまうときが多々

あります。神様は陽気づくめともお教えくだ

さっていますが、なかなかこの陽気づくめの

境地で日々を送るというのはたやすいことで

はないなと、日々反省とともに、さらなる成

人の努力を神様にお誓いしているわけです。

　現在、ある方のおたすけに通っているので

すが、その方は心臓の身上がありまして、最

初の頃は、その方の自宅に行っておさづけを

取り次がせていただいていましたが、ストロ

ークを何度か起こしまして、その後、病院に

入院されたりしましたが、現在はケアセンタ

ーに入っています。最近はストロークもまっ

たく起こらなくなりましたが、その後遺症で

普通に歩くことができず、そのケアセンター

でリハビリもされています。その方と出会っ

てから３年ぐらい経ちますが、１年前ぐらい

から、その方がだんだんといろいろなことを

話してくれるようになりました。その日の体

調によっては言葉がはっきりせず、私には、

彼女の英語が理解できないときもあるので、

家内を連れて二人でおたすけに行くようにな

りました。いろいろと話を聞いてみると、な

かなか根の深い問題をもっておられ、家族と

の繋がりも閉ざされてしまっている状況であ

ります。ですから、たまに、うちの子供たち

も一緒に連れて行きますと、その方も周りの

人たちに私の家族だとうれしそうに紹介をし

てくれます。この方のおかげで一家そろっ

て、おたすけに携わせていただいています。

　ある有名なおたすけの先生が、「おたすけ

はおたすかり」だと、よくおっしゃっていた

そうです。おたすけはおたすかり。人のたす

かりを願い、少しでもたすかっていただける

よう心を尽くすところ、その誠の心を神様が

お受け取りくださり、私たちが喜べる姿をご

守護いただけるのだと思います。この方のお

たすけを通して、日々、このかりものの身体

を元気に使わせていただけることが、いかに

ありがたいことであるかということに改めて

気づかせていただくだけでなく、このお道に

お引き寄せいただき、教祖の教えによってど

れだけ私は、また私たちはたすけられている

のだろうかと、感謝と喜びを感じさせていた

だいています。
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　３月20日から22日まで行われたスプリングキャンプには、50名以上の少年会員が参加しま
した。21日には、伝道庁で少年会おつとめまなび総会が開催されました。
　子供たちは、ゲーム、グループタレントショー、キャンプファイヤーなどのお楽しみ企画に
加え、鳴物練習、朝夕のおつとめ、少年会スタッフのお話などを通して、お道の教えに触れる
機会を得ました。総会では、子供たちがおつとめまなびをつとめた後、10年間ハワイ団の団長
としてつとめた中尾オーエン・パール教会長から退任の挨拶がありました。中尾団長の挨拶に
続き、新団長
として任命予
定の中川オー
ドリー・ラナ
イ教会長の挨
拶があり、新
団長としての
抱負を述べま
した。

少年会スプリングキャンプ＆おつとめまなび総会

　先ほど少し触れましたが、教祖の年祭ま

で、あと10ヶ月となりました。教祖の年祭

は、成人の旬、たすかる旬であるとお聞かせ

いただいています。そして、今回の年祭を迎

えるに当たっては、真柱様はすべてのよふぼ

くに対しておたすけの実践を呼びかけられ、

この旬に教祖の親心に少しでもお答えできる

ような成人の姿をご覧いただけるようつとめ

ることを切望されています。また、本年の春

の大祭で真柱様は、「いまからではもう遅い

と感じる人があるかもしれないが、まだ一年

あると考えたならば、できることはいろいろ

あるでしょう」と最後の最後まで私たちの実

働を促されています。年祭までまだ10ヶ月

ということです。共々に来年１月26日に勤

められる教祖130年祭に向かって、しっかり

と自分にできる、自分だからできるにをいが

け、おたすけの実働を心がけ、少しでも私た

ちの成人した姿を教祖にご覧いただき、お喜

びいただけるようつとめさせていただきたい

と思います。

　ご静聴ありがとうございました。
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　３月29日、教祖217回
目のお誕生日を祝し、ハ
ワイ島のカカコ教会を会
場に、婦人会教祖ご誕生
お祝いの集いが開催され
ました。当日は、山中幸
恵・ハワイ婦人会主任を
迎え、会員30名が参加し
ました。

ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

海外帰参者懇親会

日　　時：	 立教178年４月20日（月）午後５時開宴

場　　所：	 本部第三食堂

参加御供：	 1,000円（12歳以下は無料）

※参加希望者は直属教会を通じて、海外部庶務課（4月13日締切）まで

　お申し込み下さい。

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。

　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した。

春季霊祭



婦人会・青年会・女子青年合同総会　５月16（土）午前９時半
・おつとめ（婦人会・青年会・女子青年合同）
・式典（各会）

9

少年会だより婦人会だより
　教祖のご誕生日を間近に控え、ハワイもや
っと春らしくなってきました。今月の７日に
は教祖ご誕生お祝いの集いが開催されます。
お役に当たっておられる方も当たっておられ
ない方も、教祖の大好きなおつとめを唱和
し、世界の平和を祈らせて頂きましょう。

■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

　４月６日（月）	 ９：00
※ミーティング後、鳴物練習を行います。

■第55回教祖ご誕生お祝いの集い

　４月７日（火）	 19：00
※御供３ドル、ハッピ、白靴下着用です。

※IHSへの缶詰類寄付は11日までです。
※今月の月次祭は11日（第二土曜日）です。
※今月の月次祭直会当番は、防府グループで
す。よろしくお願いします。

■中川オードリー少年会ハワイ団団長

　皆さん、アロハ！この度新たに少年会ハワ
イ団団長として任命予定の中川オードリーで
す。この立場には次世代を担っていく道の子
を育成するという大きな責任があり、この旬
にこのような機会を頂き感謝しています。１
年を通して開催される多くの少年会行事に、
よりたくさんの少年会員が参加してくれるよ
う声をかけていきたいと思います。子供たち
は行事を通して友達をつくり、彼らとの生涯
続く絆を深め、そして天理教の教えを学ぶこ
とができるのです。教祖130年祭に向かうこ
の旬に、改めて少年会活動方針を振り返りた
いと思います。
『親子で教祖ひながたに親しみ、教えの実践
を習慣づけよう』
　さらに重点項目として、下記の項目を定め
ています。
　・教会おとまり会の実施と親子参拝の推進
　・支部ひのきしんへの親子参加
　・『リトルマガジン』を子供たちへ
　・わかぎ育成を意識した活動の取り組み
　そして長きにわたり、少年会活動の上に尽
力くださった中尾オーエン前団長に深く感謝
いたします。新団長として若い世代の育成
にさらなる努力を積み重ねていく所存ですの
で、皆様の変わらぬサポートをよろしくお願
いいたします。

天理教婦人会第97回総会
　式典	 	 日時：4月19日（日）9：30
　			 	 場所：本部中庭
記念行事		 講演会：4月18日午後5時～6時



10

青年会だより
４月行事予定

		 4日（土）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		 6日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・天理文化センター月次祭
		 7日（火）・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
		 9日（木）・少年会会議
	11日（土）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
	13日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
	14日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・山中幸恵庁長夫人帰本
		 	 	 	 ・育成委員会
	15日（水）・青年会会議
	19日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
	20日（月）・ワイキキ神名流し
	23日（木）・山中修吾庁長帰本
		 	 	 	 ・庁長夫人帰任
	24日（金）・青年会教祖傳勉強会
	26日（日）・遥拝式／おてふり鳴物練習
	30日（木）・庁長帰任

　アロハ！少年会スプリングキャンプまた総
会にお手伝い頂いた皆様ありがとうございま
した。二日目の夜に行ったキャンプファイヤ
ーも素晴らしい盛り上がりで、子供たちは火
の大きさ、強さに驚いていました。
　今月の伝道庁月次祭は、11日につとめら
れますが、祭典後に神名流しをさせていただ
きます。また『教祖傳』勉強会は、24日（
金）に行います。伝道庁の夕づとめにお集ま
りください。　
　月例会議は15日（水）の夜７時半からレイ
ンボーハレで行います。
　５月16日（土）は、婦人会青年会合同総会
が開催されます。皆様の出席をお待ちしてい
ます。Hinokishin	with	A	Smile!

学生会だより
　少年会スプリングキャンプ、また40回目
を数えた少年会総会は、成功裏に終えること
ができました。ひのきしんに来てくださった
皆様ありがとうございました。今年少年会を
卒業し、新たに学生会に加わったメンバーを
紹介します。山本クリスティー、桧垣アリッ
サ、浜田シャーリーの三名です。よろしくお
願いします。
　今月の「伝道庁お泊まり会」は、４月10日
（金）の夕づとめ（６時半）からです。学生
会員の皆様はふるってご参加ください。

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

　４月19日（日）午前９時半より、伝道庁
で教祖ご誕生お祝い行事を行います。スクリ
ーンに教祖の物語を上映したり、お楽しみゲ
ームもあります。家族、友人を誘って参加し
てください。

■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。少ひ隊参加者には、航空チ
ケット代の助成がありますので、詳しくは中
川オードリー（836-3333	or	 audsn@hawaii.
rr.com）までお尋ねください。
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