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庁長夫妻と主事のリレー巻頭言

　音楽はいつも私の人生の大切な時を奏でていました。おばが口ずさんでいたオールドスタン

ダードの歌であったり、テッド・マックがホストを務めた「オリジナル・アマチュア・アワ

ー」をラジオで聴いたり、ローレンス・ウェルクのテレビ番組を観たり、もちろんエルビス・

プレスリーの全ての曲を聴いて覚えたものです。当時は、エルビスの特徴的なもみあげや足の

動きをまねながら、とても上手にものまねをしました。

　近頃は、古典ミュージカル映画『王様と私』(The King and I）から、「ゲティング・トゥ・

ノウ・ユー」という曲を歌っていますが、私はそのパートを少し変えて、「ゲティング・ト

ゥ・ノウ・ミー」と歌っています。そのように歌うのは、だんだんと76歳の誕生日に近づい

ているからなのか、自分自身について未だに新しい発見があるからなのかなと考えます。そし

て、もっとすごいのは、何が今の私を作り上げてきたのかということを発見できることです。

　人生で最高のメロディーは、もちろん「みかぐらうた」です。癒しのメロディーが気持ちを

和らげ、本当に心を落ち着かせてくれます。孫娘のジェナは、みかぐらうたが大好きです。目

が不自由で、自閉症がありながらも、歌を歌い、音楽を楽しんでいます。彼女の限られた言葉

の中に「おつとめ」があり、近頃は自分の太ももを叩きながら、小鼓のリズムをとることがで

きるようになりました。ジェナは、おじいちゃんのように音楽的才能があり、いつも私を信仰

的に高めてくれる、まさに天の与えです。

好機は続く

　今、三年千日の真っ只中にありますが、この旬は、心の成人をさせていただける機会に満ち

ており、自分自身の経験から、その機会は本当に多いと断言できます。

　諭達第三号では、親神様が見せてくださる様々なふし、災厄や難渋は、胸の掃除のため、そ

してたすけていただくための親心の表れであると教えていただきます。

　真柱様は、日々起こってくる事柄の裏にある教祖の声に耳を傾けなさいとお話をされたこと

がありました。以来そのお言葉を実践してきましたが、そのおかげで「ふし」を理解し、乗り

越えることができ、さらに自分の内面を見つめる力を養うことができて、より自分自身を知る

こと（ゲティング・トゥ・ノウ・ミー）ができたと思います。

人生のメロディー



伝道庁５月月次祭	 	 	 　５月17（日）午前９時
講話者：柿谷節生・髙知誠教会長
※教会長・布教所長会議はありません。
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鏡よ鏡…。

　鏡を見ずに一日を過ごしたことがありますか。歯を磨いたり、髪を櫛でとかしたりと、鏡を

見ない日はないでしょう。もちろん、ただ身だしなみを整えているだけなのであれば、自分が

自意識過剰だとは思わないでしょう。

　もし自分の心を鏡に映し、それが正しく手入れされているかをチェックできたら良いと思い

ませんか。しかし、人間は外見的に、鏡に映る自分の表情を通してでしか、幸か不幸かを判断

することはできません。

お道では「世界は鏡」と教えられます。私たちが見たことや他から聞いたことに対して、どう

反応するのかによって、自分の心がいかに手入れされているかが解るのです。

　その反応が積極的で喜ばしいものであれば、うまく手入れされていると言えるでしょう。そ

うでなければ、自己反省をすることになります。覚えておいてください。私たちの心は相手の

姿に反映されているので、その姿に自分自身がどう反応するかによって、より自分自身を知る

こと（ゲティング・トゥ・ノウ・モア・アバウト・ミー）ができるのです。

私のノート

　初めて諭達第三号を読んだとき、両腕に鳥肌が立ちました。とても自分のこと（personal）

のように感じて、「真柱様は諭達を書かれる前に、私のことを見ていたに違いない、いやきっ

とそうだ」と思いました。突然、自分の欠点がパッと見えて、罪悪感を感じました。今や、私

の（personal）諭達は、おたすけにかかる上で、最も大事なガイドブックです。

　諭達第三号の締め括りの言葉が、私の胸には一番迫ってきます。

諭達第一号では、私たちの奮起を要望され、諭達第二号では、立ち上がることを切望されまし

た。そして、諭達第三号では、教祖の道具衆たるよふぼくお互いが、その使命を自覚し、任務

に邁進し、御存命の教祖にお喜び頂きたいと願ってやまない、と締めくくられています。どう

ですか、涙が溢れてきませんか。

【三國クライド】
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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、人間創造の元の真実をお伝え

下さり、さらには教祖の50年に亘るひながた

をもっ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、ご存命の教祖のお導きを信じて、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

ますが、その中にも今月は、教祖が217年前

この世にお生まれ遊ばされた芽出度い月でご

ざいますので、お祝いと慶びの心を併せ、只

今より当伝道庁の４月月次祭をおつとめ奉仕

者一同陽気に勇んでつとめさせて頂きます。

御前には参り集いました道の兄弟姉妹が、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。

　去る８日、ご存命の教祖のご誕生日をお祝

いし、婦人会員85名による女鳴物の演奏を喜

びの心一つに勤めさせていただきました。ま

た今月末から５月にかけて全教一斉ひのきし

んデーをハワイ各地で実施させて頂き、信仰

の喜びとかしもの・かりものの御守護への感

謝を表し、にをいがけの一助にしたいと存じ

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、九ヶ月後に迫った教

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

４月月次祭祭文 の年に相応しい、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 齋藤コーリン  中尾オーエン 

賛　者 川崎カイル  岩田バート　

指図方 山ロナルド

講話者 井上タイロン （英）

通訳者 岩田もと子 （日）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｍ．稲福 Ｋ．川崎

(男性) Ｙ．中尾 Ｏ．中尾 Ｂ．美馬

 Ｇ．本田 Ｓ．柿谷 Ｈ．山本

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 Ｒ．宮内

笛 Ｔ．一瀬 Ｔ．岩田 Ｂ．岩田

チャンポン Ｒ．山 Ｗ．城 Ｄ．鈴木

拍子木 Ｃ．三國 Ｓ．中尾 Ｇ．井上

太鼓 Ｍ．岩田 Ｍ．中尾 Ｓ．社本

すりがね Ｍ．社本 Ｅ．高田 Ｂ．木村

小鼓 Ｔ．西村 Ｔ．井上 Ｗ．三國

琴 Ｃ．美馬 Ｒ．井上 Ｓ．柿谷

三味線 Ｔ．松川 Ｔ．中尾 Ａ．中川

胡弓 Ｙ．西村 Ｌ．蘇 Ｌ．長田

地方 Ｃ．齋藤 Ｙ．宮内 Ｄ．桧垣

 Ｍ．久尾 Ｂ．木村 Ｊ．蘇
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　おはようございます。本日の講話を始め

る前に、庁長先生ご夫妻より、この機会を

頂いたことをお礼申し上げます。しばらく

の間ご清聴お願いいたします。

　ただ今は、伝道庁４月の月次祭を滞りな

く勤めさせていただきました。今月の月次

祭は、教祖のお誕生日が４月18日ですの

で、一週間早くなりました。昨年の11月初

め、庁長先生より頼まれたといいますか、

今月の神殿講話をつとめるか、または、次

期修養科の講師、これはおぢばで三ヶ月間

ひらかれるものですが、その講師をつとめ

るかと尋ねられました。難題を持ち掛けら

れて、私は返答に困りました。庁長先生

は、にやりと笑いながら私を見つめて、神

殿講話にしますか、と再度尋ねました。修

養科の講師をつとめることへの関心は確か

にあるのですが、急に頼まれましても三ヶ

月間の休職は、現状を考慮すると難しいで

すと申し上げました。庁長先生は首を振っ

てから、大きく笑って、私の返答に対しお

礼を述べられました。そして、もし妻が２

～３週間後に迫っている神殿講話を断った

ときは、その講話も私がつとめなければな

らないと言われました。

　私が８人の兄弟と共に育った幼少の頃、

いつも思うことがありました。それは、兄

弟から８回叱られたり、いつ、何をするか

毎日言われなくなったら、私の人生がどん

なになるだろうかということです。良くと

れば、1970年代は、ただ兄弟に従い、人

生を学んだ頃で懐かしく感じます。経済的

には非常に貧しかったのですが、家族とし

て大変幸せでした。すでに出直した父、井

上ゴードン覚司と母、芳は信仰心の厚い人

でした。この時期、天理教の教えが私と家

内の将来に大きな影響を与えたのでした。

　私の祖父の井上長次郎は、日本の大分県

で評判のよい鍛冶屋で、幼い三人の子供の

良き父親でした。叔母が生まれて間もなく

祖母のシュンが出直し、すぐに節が訪れま

した。思ったより早く、父に責任がのしか

かってきました。父は長男で、祖父が事業

をしている間、あれこれ取りまとめること

に最前を尽くしていました。祖父は東中央

大教会の初代会長である柏木庫治会長の妹

を後妻として紹介され、間もなく結婚しま

　４月月次祭祭典講話	 ハワイセントラル教会長　井上タイロン
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した。父は九州の大分県から東中央分教会

（大教会の前身）が現在ある東京原宿に引

っ越しました。現在、原宿は日本におけ

る世界の流行最先端の都市の一つです。も

し東中央大教会を訪れることがありました

ら、そこがかつて、「不良教会」または、

「暗い影ありの教会」として近所中に知ら

れていたとはだれも想像がつかないでしょ

う。そこでは、身上、事情、精神病などを

抱えた大勢の信者が毎日集まり、親神様の

ご守護を頂いていたのです。この頃、父は

真の信仰を持ったと私は確信しています。

　柏木庫治先生はあの時代、最も影響のあ

る熱心な会長の一人でした。東中央分教会

が大教会になる以前の生活がどんなであっ

たかを母がよく語ってくれました。柏木先

生と奥様は、休まずおたすけに出られて、

お話を説いていました。影響力のある性格

と深い信仰により、大勢の人が教会に参拝

に来られ、教理について語る先生のお話に

耳を傾けました。

　父は、高校を終えるとすぐに徴兵とな

り、戦場に送られました。母は、彼の人生

で最も暗い時代だったと話していました。

戦場での父の様子を母に尋ねると、彼が所

属した大隊は最初の遠征で、偵察活動の役

割を担っていたと話してくれました。戦争

は良くないことで、嫌っていました。二年

後帰還し、大学に入り、そこで英語を専攻

し卒業しました。終戦を迎えると日本は絶

望と混乱状態でした。皮肉にも父は軍の最

高幹部が働くアメリカ領事館の通訳者の仕

事を志願し、職を得ることができました。

朝のエレベーターでマッカーサー元帥と一

緒になったことをいかに誇らしげに父が話

したか、母が私に教えてくれたことを覚え

ていますが、それでダグラスという名の兄

がいるのだと思います。

　布教活動は父にとって命でした。それが

何時であろうと、どこであろうと、必ず教

理を取り次ぎました。結婚２～３年後に、

おたすけ一条と定めました。子供を授かり

たいと思っても、母は残念ながら授からず

専門医に診てもらい、妊娠できるように治

療を試みました。ついに、医者から母は不

妊症だと告げられました。そこで、東中央

大教会の奥様に相談すると、できるだけ多

くの住み込み人を授かって教会を設立する

ようにと言われたそうです。間もなく東本

陽分教会を設立しました。住み込み人が多

く、また近所の人が常に大勢朝夕のおつと

めに参拝に来ました。教会設立後すぐに母

は、第一子を授かり、その後も次々と子供

に恵まれました。

　戦争によって、日本政府とその経済は非

常に不安定な状態でした。東京の街は相変

わらず倒壊した建造物でゴミの山となり、

そのために生活状態は耐えられないほどで

した。おたすけを願う人に良い種をまこう

と、両親は多大な犠牲を払ってきたのだな
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と思う話もありました。例えば、祖母が母

にプレゼントした高価な着物を盗んで、質

にいれた信者を許したこともあったそうで

す。

　1950年代初期、父は天理教教会本部を訪

れる予定であったカトリックの牧師の通訳

を本部の海外部長に頼まれました。感動的

な通訳をしたため、海外部長が父に布教師

としてハワイに行って天理教の教理を伝え

てはどうかと提案されたと聞きました。両

親と姉のリサは、その提案を受けて間もな

く、ハワイに向けた航海に出たのでした。

　両親にとって、自ら設立した教会、そし

て信者たちを置いて出発することは非常に

心苦しいものでしたが、さらに困難だった

のは４人の子供たちを置いて出発すること

でした。ホノルルに到着すると、ホノルル

教会の会長さんと奥様が出迎えてくれ、査

証の身元引受人になってくれました。数ヶ

月後、両親は小さな借家に移りました。わ

ずかスーツケース２個と湯呑茶碗一組で布

教活動に専念しました。リリハからワイキ

キ、さらにヌアヌから自宅まで毎日おたす

けに歩きました。週末にはカネオヘまでに

をいがけ・おたすけに歩いていましたが、

ある家族から、年老いて何もできない方の

介護を頼まれました。一週間に数日間、介

護をすることにしました。

　ある日大雨の中、パリハイウェイ経由で

カネオヘからの帰途、見知らぬ人が家まで

送ってくれると言ってくれました。車中、

父は教理を説き、自身がハワイにいる理由

を話しました。イリノイ大学を卒業したば

かりのこの人は大変興味を示し、さらに詳

しく教理を説明してくれるよう父に頼みま

した。この出会いによって、父は真実の種

を蒔き、彼の母親の癌の身上をおたすけす

ることができました。この方がハワイセン

トラル教会の基盤となられました。

　ハワイセントラル教会の二代会長とし

て、両親の築いてくれたものに頭が下がる

ばかりですが、そのおかげで今日こうして

通らせていただけるのだと感謝していま

す。両親の足跡をたどり、日々教えを活

かして通ることで、家族や友人に喜びを与

え、また、物事の原因を悟る機会を与えて

くれています。この世界をお造りくだされ

た最初の親を知ることができるのは、この

道以外にはありません。

　教祖が親神様のやしろとなられたとき、

親神様の思いが何であるのかを悟るのに

50年もの長い年月がかかりました。陽気ぐ

らしのために私の両親は生涯をこの道に捧

げ、この教えの偉大さを私に教えてくれま

した。今日こうして皆様方の前に立ってい

ますが、もし両親がいなかったらどんな人

生を自分は通っていただろうかと、想像す

らできません。最後までご清聴いただき、

ありがとうございます。
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　４月７日（火）に伝道庁で行われた教祖ご
誕生お祝いの集いには、婦人会員・女子青年
85名が参加し、女鳴物三曲に地方を入れ、よ
ろづよ八首から12下り目までを四交代でつと
めました。

第55回婦人会
教祖ご誕生お祝いの集い

　みなさん、アロハ！私は菊池コーリーと申します。菊池カイルの弟です。おぢばに帰らせて
いただくのは２度目で、去年11月におぢばで執り行われた兄のカイルとミシェルの結婚式以来
です。今回は修養科に来させていただいていますが、天理での生活は３週間が過ぎました。天
理の方はみなさん優しくて、フレンドリーで、とても楽しく毎日を過ごさせていただいていま
す。修養科の一番良いところは、「ひと」と本部神殿に参拝していくらでもおつとめをつとめ
られることかなと思います。また気温は10℃～13℃ぐらいでとても過ごしやすいです。桜の花
は、絵で表現できないほど美しいです。
　私は天理教の教え、また日本語や日本文化について毎日新しいことを学んでいます。スポンジ
のようになって全てを吸収しようと努力しています。天理に来る前は、ほとんど鳴物やおてふ
りのつとめ方を知りませんでしたが、おぢばに来てからは鳴物はかなりの速さで覚えてきてい
ますし、おてふりはよろづよと、一、二下り目を少ないミスだけで踊れるようになりました。
修養科がおわるまでに、もっと天理教の教えを学び、歌や手振りをできるだけ覚えたいと思い
ます。鳴物をマスターし、ほこりを払って、
やがてはおさづけの理を戴いて、人だすけに
向かえたらと思っています。それでは皆さん
また会う日まで！
ワンワールド・ワンファミリー

ぢば便り

ハワイグループと一緒に。筆者一番右
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少年会だより婦人会だより

女子青年だより

　先月の「教祖ご誕生お祝いの集い」に大勢
の方々の参加を頂きありがとうございまし
た。一手一つの鳴物の音色と共に、世界平和
の祈りも教祖にお受け取りいただけたことで
しょう。今月は16日に青年会との合同の総
会がございます。一人でも多くの方をお誘い
し、共々に世界中の幸福を祈らせていただき
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

■婦人会ヌアヌハレ

　５月９日（土） ９：30

■婦人会例会

　５月11日（月） ９：00
※例会後、総会の鳴物練習を行います。

■合同総会おつとめ練習

　５月14日（木） 19：00
　於：伝道庁ホール

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

　５月16日（土） ９：30

※今月の鳴物練習はありません。

※今月の月次祭直会当番は、合同Ａグループ
です。総会後に準備をさせていただきます。

※総会の昼食準備ひのきしんは、５月15日（
金）午前９時からホールで行います。

　皆さんアロハ！今年も総会の季節がやって
きました。今月の16日（土）午前９時半か
ら開催されます。教祖130年祭に向けた最後
の総会です。全人類のたすかりを願い、すば
らしい命を頂いていることに感謝して、心一
つにおつとめをつとめさせていただきましょ
う。最後にローマの哲学者キケロの言葉を紹
介します。「感謝の心は最大の美徳であると
いうことだけでなく、あらゆる美徳の生みの
親である。」

■少年会教祖ご誕生お祝い行事

　 教祖217回目のお誕生日を祝い、４月19日
（日）に少年会教祖ご誕生お祝い行事を開催
しました。参加した子供たちは、神殿で座り
づとめをつとめ、階下ホールで「教祖物語」
を鑑賞しました。今年は、川崎キアナ（アロ
ハ教会）と中川コーリー（ラナイ教会）がナ
レーターをつとめてくれました。また青年会
と学生会が共同で様々なゲームを行い、その
後ホールでバースデーケーキとピザを頂きま
した。教祖お誕生日おめでとうございます！

■夏のこどもおぢばがえり

　日程は7/24～7/28。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28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。



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）

10

青年会だより
  2日（土）・全教一斉ひのきしんデー（ホノルル）

  4日（月）・月例にをいがけデー
     ・婦人会委員会
  5日（火）・月例コミュニティーひのきしん
     ・天理文化センター月次祭
  6日（水） ・青年会会議
  8日（金）・Adopt A Hwy清掃ひのきしん
  9日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
11日（月）・婦人会例会
     ・TCC&文庫ジョイント委員会
13日（水）・向井元教部員着任
14日（木）・加藤衆作青年会委員来布
     ・少年会会議
16日（土）・婦人会青年会合同総会
     ・主事会
     ・学生会ひのきしん＆お泊まり会
17日（日）・伝道庁月次祭
     ・サンデースクール
     ・アロハバンド練習
     ・おやさと練成会オリエンテーション

18日（月）・加藤衆作委員離布
19日（火）・坂上典明部員家族帰本
26日（火）・遥拝式／おてふり鳴物練習
29日（金）・青年会教祖傳勉強会
31日（日）・坂上部員家族帰任

５月行事予定

学生会だより
　いつもハワイ学生会の活動の上にサポート
をいただきありがとうございます。ハワイの
学生会が再スタートしてもうすぐ１年になり
ます。引き続き皆様のサポートをよろしくお
願いします。先月行われた少年会教祖ご誕生
お祝い行事では、多くの少年会員が参加し教
祖の誕生日をお祝いしました。少年会員の皆
さんには、これを機にいつでも伝道庁に足を
運んでいただけたらと思います。「伝道庁お
泊まり会」は、５月16日（土）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。

■月例会議

　５月６日（水） 19：30

■教祖傳勉強会

　５月29日（金） 19：00

　婦人会・青年会合同総会までもうすぐで
す。教祖130年祭に向けた最後の年に、青年
会本部から加藤衆作委員が来布くださり、中
山大亮・青年会長様のお言葉を伝えていただ
きます。加藤委員は、青年会発行『大望』の
編集長でもあります。総会でのおつとめの役
に当たっていない方は、まだ空きがあります
ので、中尾モーゼスまで連絡ください。総会
は16日午前９時半から行われます。各自おつ
とめ着を持参してください。
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