
1

Volume 62 No.6  
JUNE 2015  

婦人会・青年会・女子青年合同総会（5/16）

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii



2 3

庁長夫妻と主事のリレー巻頭言
　2016年１月に勤められる教祖130年祭まで７ヶ月と少しとなりました。諭達第三号において、年
祭は全教よふぼくが仕切って成人させていただく旬であるとお教えくださっています。
　私にはとても尊敬していて、私たちみんなが手本とすべきだと思う先人の一人がいます。それ
は、飯降伊蔵先生です。先生はよふぼくや信者がどうあるべきかを身をもってお示しくださいまし
た。今回、飯降伊蔵先生に関する教祖伝逸話篇の話を皆さんに紹介したいと思います。それは二十
九「三つの宝」です。

　ある時、教祖は、飯降伊蔵に向かって、
「伊蔵さん、掌を拡げてごらん。」
と、仰せられた。
　伊蔵が、仰せ通りに掌を拡げると、教祖は、籾を三粒持って、
「これは朝起き、これは正直、これは働きやで。」
と、仰せられて、一粒ずつ、伊蔵の掌の上にお載せ下されて、
「この三つを、しっかり握って、失わんようにせにゃいかんで。」
と、仰せられた。
　伊蔵は、生涯この教を守って通ったのである。

　朝起きとは、私にとって日の出と共に起きることを意味します。朝一番に目を開けて日の出を見
たとき、私たちはまた新たな一日を生かされていると実感するのです。私たちは生かされているこ
と、また日々頂く限りないご守護に感謝とお礼の気持ちを表さなくてはいけません。
その感謝の気持ちの表し方は朝づとめを勤めることです。よふぼく、また信者として私たちの信仰
生活は毎日朝づとめから始まります。
　今日、私たちよふぼく一同は正直に生きる努力をすることがより求められています。毎日のよう
に不誠実な人たちの話（盗み、騙し、嘘、詐欺など）を見たり、聞いたりします。私たちは見るも
いんねん、聞くもいんねんと教えられています。ですので、これらのことを自分のこととして考え
なくてはいけません。教祖は正直でいることは穏やかな心を持つことであり、より陽気で心が豊か
な生活が送れるということをお教えくださっているのです。
　最後に、教祖は私たちに働きについて教えてくださいました。教祖は「働くというのは、はたは
たの者を楽にするから、はたらくと言うのや」と仰いました。
　諭達第三号において「おたすけは周囲に心を配ることから始まる。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、お教えくださっています。
　教祖130年祭へ向かう残りの月々を、私たちよふぼく・信者一同、飯降伊蔵先生のように、この
教えを守り、成人させていただけるよう努めさせていただきましょう。

【岩田メルビン】
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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

この真実の教えを胸に、日々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、教祖のひ

ながたを少しでも辿ろうと、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５

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て、世界たすけへの真剣

な祈りを捧げ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。

　先月末から今月にかけてハワイの各会場にて開

催された「全教一斉ひのきしんデー」は大勢の参

加者が集まり、かしもの・かりものの御守護への

感謝と信仰の喜びを行動に表し、地域社会への大

きなにをいがけとなりました。今後も管内のよふ

ぼく信者一同が、互いに勇ませ合って、ひのきし

ん・にをいがけに励ませていただき、常におたす

けの意識を持ち、周囲に心を配り、一人でも多く

の方々に御教えを伝えさせていただきたいと存じ

ます。また昨日は、本年のハワイ婦人会・青年会・

女子青年合同総会を、青年会本部より加藤衆作委員

を迎えて、賑やかに開催させていただき、参加者が

それぞれ会員としての自覚と情熱と使命感を高めさ

せていただきました。

　私どもよふぼくは、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。

５月月次祭祭文 殊に、八ヶ月後に迫った教祖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	 中尾スティーブン　岩田バート　

指図方	 中尾善宣

講話者	 柿谷節生	 （英）

通訳者	 中尾妙子	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｔ．美馬	 Ｄ．明本

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｂ．岩田

	 Ｍ．社本	 Ｅ．高田	 Ｄ．鈴木

てをどり	 庁長夫人	 Ｔ．中尾	 Ｓ．久尾

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎

	 Ｔ．松川	 Ｓ．久尾	 Ｎ．岩田

笛	 Ｙ．宮内	 Ｗ．三國	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｄ．川崎	 Ｋ．川崎	 Ｓ．中尾

拍子木	 Ｒ．山	 Ｍ．稲福	 Ｔ．井上

太鼓	 Ｃ．三國	 Ｔ．一瀬	 Ｊ．蘇

すりがね	 Ｍ．岩田	 Ｓ．椎葉	 Ｇ．井元

小鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．桧垣

琴	 Ｊ．山	 Ｋ．金川	 Ｍ．田ノ上

三味線	 Ｃ．明本	 Ｍ．山下	 Ｌ．井上

胡弓	 Ｍ．三國	 Ｒ．井上	 Ｎ．熊本

地方	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｍ．中尾

	 Ｔ．井上	 Ｓ．中尾	 Ｊ．蘇
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　伝道庁５月の月次祭にご参拝くださり、ま
た皆さま方には日々はお道の御用の上につく
し、はこびいただきまして誠にありがとうご
ざいます。ただ今は、一手一つに陽気におつ
とめを勤めさせていただき、親神様、教祖も
大変お慶びくださっていることと存じます。
このたび、講話のご指名を頂きましたとき、
二度お断りしようかと思いましたが、130年
祭のこの時旬ですので、ためらうべきではな
いと思い、お受けした次第です。
　３年ほど前でしたか、覚えていらっしゃる
方もいると思いますが、私の声が出なくな
り、自信を無くしていたときで、その年の講
話の指名も浜田前庁長に初めはお断りしたの
です。しかし、お受けしたものの声が出ない
ので、月次祭の当日、私はただこの壇上に立
つことしか出来なかったのです。そして、家
内の理恵が代わりに代読してくれました。何
とも恥ずかしい思いをしたのでありますが、
その経験があってこそ私はこの病気から立ち
直れ、再び声ができるようになったのだと、
固く信じます。私にこの機会を与えてくださ
ったことを大変ありがたく思います。また本
日の講話を翻訳してくれた中尾妙子さんにお

礼を申したいと思います。届きませんが、思
うところをお話しさせていただきたいと思い
ます。最後までお付き合いいただきますよう
よろしくお願いいたします。
　私が幼稚園の頃、学校に行くのがきらいで
した。私が日本語の名前だということで、よ
くからかわれたからです。みんなは英語の名
前で、多分、私一人だけが日本語の名前だっ
たと思います。自分の名前の意味も分から
ず、この名前が嫌でしたし、英語もあまり
喋れなかったので、学校に行くのがとても
嫌でした。
　私は日本の高知県で生まれ、日本の名前
で「節生」と名づけられたのです。節生と
いうのは、お道で大きな節目の年でありま
す教祖70年祭の年、1956年に生まれたから
です。節生の「せつ」はふしという意味で
ありまして、「お」は生まれるという意味で
あります。ですから、私の名前の由来は節目
の年、もしくは重要な年に生まれたというこ
とでしょう。
　天理教の信仰の上において、教祖の年祭
は、その節目から成人するための重要な時旬
なのであります。竹も節から節へと成長して
います。その節ごとに新しい枝が葉をつけて
伸びていくように、教祖の年祭とは、10年ご
との年祭と年祭をつなぐ道中に、私たちを成
人の道へと導き育てられる教祖の親心を拝す
ることが出来るのです。
「節から芽がでる」と聞かせていただきます
ように、このお道でお育ていただいている我
々は、いかなる病も、不孝な出来事や自然災
害などの節も、心次第でいかな自由自在の

　５月月次祭祭典講話	 	 　髙知誠教会長　柿谷節生
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ご守護も見せていただけると思うのでありま
す。心の反省とその節にこもる親心をありが
たく受け取ることにより、ご守護が頂けるも
のと信じるのです。ですから「節」は親神様
から心を澄ます機会を与えていただいている
のだと思います。
　おそらく教祖70年祭へ向かう三年千日の頃
だと思うのですが、髙知大教会三代会長・島
村規矩夫先生より、私の両親にハワイ布教に
出るようにとの申し出があり、私の両親はな
かなか心を定める決心がつかず、ずいぶんと
考えたそうです。父は海外布教に出ることを
大いに喜んだそうですが、お嬢さん育ちの母
は反対で、何も言わずに、姉と私を連れて実
家に帰ってしまったそうです。
　周りの者は何度も心を変えてくれるよう話
したそうですが、ついには私の祖母の説得で
「もし、ハワイ布教に出れば、きっと肺結核
のいんねんも切ってもらえるのではないか」
と話したそうです。母以外の７人兄弟は肺結
核の保菌者で、そのうち３人の兄弟は過酷な
肺結核の身上で出直しました。祖母の言葉に
間違いはなく、海外で苦労の道中を通ってく
れたおかげで、母一人が結核から逃れられた
のです。
　ハワイへの入国に際し、アメリカの移民局
への提出する書類を揃えていた頃、父は教祖
70年祭の期間中、海外伝道部より記念建物の
案内役のひのきしんを務めていたそうです。
　1958年、忘れもしない私の誕生日の三日前
の、３月３日にハワイに到着しました。70年
祭の頃、布教の意欲に燃え、親神様の思いに
応えて、ハワイの地で骨をうずめる覚悟で日
本から渡って来た若い信仰初代の布教師たち
がたくさんおられました。その先人方の真実
のおたすけと苦労が実り、あちらこちらで教

会が設立されました。
　おさしづに、

年々の道、幾重のふしがある。
	 	 　（明治22年２月21日）　

　さらに、

ずつない事はふし、ふしから芽を吹く。や
れふしや／＼、楽しみやと、大き心を持っ
てくれ。……		　　（明治27年３月５日）

とあります。
　３年前、私は親神様より厳しい節をお見せ
いただきました。大動脈弓に動脈瘤があるこ
とがわかりました。心臓から身体のあらゆる
部分に血液が送られる大動脈にこぶがあると
言われたのです。動脈瘤を見つけるのは大変
難しいのです。というのは、痛みを感じると
きはもう末期の症状だからです。ご存知の方
も多いと思いますが、動脈瘤が破裂したら
脳、神経や筋肉が働かなくなって身体の機能
を失ってしまうか、あるいは死に至ることも
あるのです。
　最初にこの診断を受けたとき、節はありが
たいことだと思える余裕は全くなかったので
すが、振り返ってみると、なんとありがたい
ことであっただろうかということに気付かせ
てもらうのです。それは、もし声が出なくな
るということがなかったら、誰も動脈瘤があ
ることに気付かなかったからです。不思議に
も声が出なくなったことで命を取り留めたの
です。
　この病気を診断されても、不思議と怖いと
か不安という気持ちはありませんでした。ま
わりの家族の者は皆、私の健康を気遣い、心
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配をしてくれたのですが、私は「たすけて
ください」とお願いするというより、ただど
うなっても全て親神様、教祖の思惑である、
私の命をお任せしますとお祈りしたのです。
集中治療室から出て、まだもうろうとした状
態だったとき、最初に私が家内に言った言葉
は「ビール持ってきた？」だと後で家内から
聞かされましたが、自分は全く覚えていませ
ん。こんなことが言えるほど、私は親神様、
教祖にしっかりもたれ、身を委ねていました
ので、リラックスした気持ちでいることがで
きました。
　私の知らない内に何の相談もなく、家内は
「主人をもしたすけていただいたら道一条と
なり、決してお金のために働きません」と、
親神様に約束していたそうです。私はお金が
とても好きなので、心の底ではそんな約束し
ていなければと思いましたが、それ以来、そ
の約束を守り、仕事をせずにいます。
　以前、私は歳をとりたくないので、誕生日
を祝うことなどしませんでした。でも今は歳
をとるにつれ、ソーシャルセキュリテイ（年
金）がもらえる歳に近づくので、誕生日の来
る日が楽しみになりました。
　その年齢になるまでまだ遠いのですが、お
財布はいつも空っぽ、でも心はいつも満たさ
れています。30年間ずっと仕事をしてきまし
たが、物に追われた生活は意味のないストレ
スに等しいと思います。健康とお金とどちら
が大切かと聞かれると、もちろん健康と答え
るでしょう。物やお金も大切でありますが、
健康や家族が先ず第一であります。
　教祖は元気な身体があれば、決して不自由
はしない。水を飲めば水の味がするとおっし
ゃいました。毎日拝読させていただいていま
す諭達第三号に、

あらゆる災厄や難渋は胸の掃除を求められ
る親心の表れである。自らを省みることは
もとより、見せられる事柄を通して、人だ
すけを促されていると受け止め、積極的な
おたすけを心掛けたい。

とあります。
　私の両親が共におぢばがえりをしたときは
いつも私が教会の留守を預かりました。その
間、おたすけに関して色々なことを学びまし
た。いつも、両親がおぢばへ帰ると、電話が
鳴り、私はおたすけに出て行くことが多かっ
たのです。まだ若かったころの私にとって
は、責任の多い難問の課題でした。自己中心
的な考え方だった自分には、神様にお育てい
ただいていることを喜ぶより、むしろ不足の
方が多かったと思うのです。
　いつものように、両親はおぢばへ帰り、留
守をしていたときのことです。信者さんから
仕事中に電話がかかり「親戚の者が重体で病
院に入っている」とのことです。とても忙し
かったので、仕事の後に行こうと思っていま
した。しかし、しばらくするとやっぱり夕づ
とめの後にしようと思い、やっとの思いで出
掛けました。病院に着いたときは、なんとそ
の方はお出直しされていたのでした。私はま
だ若かったこともあり、家族の方々に何と慰
めの言葉を言っていいのか分からず、うろた
えていました。心の中ではなぜこんな大切な
ことなのにすぐに来なかったのだろうと、そ
の場から逃げ出したい気持ちになりました。
　家族の方に囲まれて、もう遅いかもしれな
いが、おさづけをお取り次ぎさせていただか
なくては、とすぐにその場でさせていただき
ました。亡くなった方の胸に手を置いたと
き、固い空っぽの段ボールの箱に触れている
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ようでした。人の命とは何ともはかないもの
です。私はいささか自分に愛想をつかしてい
るにも関わらず、家族の方々はお礼を言って
くれ、涙が出るほどでした。
　この節は、私にとって思いも及ばないこと
を経験し、以来おつとめ、おさづけの取り次
ぎや、にをいがけなど、教祖の御用を言われ
たら、真実の広い心で受け取り、すぐに実行
しようと思いました。諭達第三号において、

この限りない親心に仕切ってお応えするこ
とこそ、教祖の年祭を勤める意義である。
心新たに、よふぼく一人ひとりが立教の本
旨を胸に刻み、陽気ぐらし世界建設のよふ
ぼくとしての自覚を高め、ひなかたを目標
に実動すべき旬である。
　　
と、お教えいただいています。
　これは、そうたやすいことではありません
が私たちよふぼく、信者は固い決意を持っ

て、この教えに自信を持って毎日の生活の中
で実動しましょう。
　特に今は年祭の期間中です。どんな立場に
ある人も皆同じゴールに向かって、ご存命
の教祖に成人した姿をお喜びいただきたいと
思います。年祭までの三年千日の残された数
ヶ月に、どんな節をお見せいただくか分かり
ません。いかなることも広い、陽気な心で受
け入れれば、さらなる喜びや、成長を経験さ
せていただけると思います。心の成人をする
には、思わぬ出来事に遭遇したときにも、素
直に良い方へと受け取るようにしましょう。
　私たちは一人ではないのです。ご存命の教
祖がいつもいてくださることをしっかり信じ
ることです。私たちよふぼくは、その心で努
めれば、今までに出来なかったことも達成で
き、その誠真実が、教祖、また御苦労くださ
ったハワイの道の先人方にもお喜びいただけ
ることと思います。
　ご静聴ありがとうございました。

　５月２日、全教一斉ひのきしんデー（オアフ島地区）がホノルル動物園で開催され、ハワイ
管内教友や現地高校生を含め、約130名がひのきしんに汗を流しました。ハワイ州の他の地区
でも、５月下旬まで順次開催されました。

全教一斉ひのきしんデー



8 9

　皆様おはようございます。感話のご指名を頂
きましたので、教祖130年祭に向け新たな私の
決意と、今現在に至るまで経験してきたこと、
親の思いなどをお話させていただきたいと思い
ます。
　私は信仰４代目になります。今時珍しい、男
３人女５人の８人兄弟の五女として生まれま
した。天理教一家で育った私ですが、物心つい
たときには将来信仰する気持ちなど全く無かっ
た私の思いと、親の思いは全く違い、父は私の
将来の相手は「俺が決める」とまで言っていま
した。
　20歳の頃です。あるきっかけで、親元から
離れ自立をする決意をしました。父は大きなこ
とをさせてもらう前に徳積みをするチャンスだ
から修養科へ行きなさいと、勝手に手続きをし
ていました。しかし、私はそんな親の思いを蹴
るように、我が身勝手な思いで家を出ていきま
した。当時親には大変な心痛をかけてしまいま
した。
　信仰はしたくないと、我が身勝手な心づかい
から神様は私にいろいろな事情、身上をお与
えくださいました。親を喜ばさない通り方や、
自分自身喜んで通らない不足の日々を送ります
と、回りにまわって神様は色んな宿題をお与え
くださるということを改めて実感したのです。
　親元を離れ３年目のある日、突然身上になり
入院しました。母はすぐに駆けつけてくれまし
たが、そのとき父の顔が目に浮かび、これでや
っと父に心から素直に謝れる、素直な気持ちで
修養科に行かせてもらおうという気持ちに変わ
ったのです。父には頭を下げ、修養科に行かせ

てくださいとお願いしました。父は一言、分か
ったと言っただけで、私を叱ることもなく、手
続きをしてくれたのです。修養科の前にはご守
護も頂き、元気に修了させていただきました。
　延ばし延ばし行かせていただいた修養科で主
人と出会い、今年で結婚22年目を迎えます。
世界各国どこにいてもお道の教えは変わりませ
ん。ただ、人間の考え方には二通りのパターン
があると感じます。それは、出来ない理由を探
す人と、出来る方法を探す人というパターン
です。
　結婚当初は、言葉、文化、生活習慣全ての面
において、それまでは当たり前だったことが通
らなくなり、そのストレスに出来ない理由をい
つも探していた気がします。苦労を苦労と思え
ば、それがいつの間にか不足に変わります。し
かし苦しい時こそ、前進させてもらえるチャン
スであり、その機会を神様はお与えくださって
いるのだと思いました。
　子供も３人授かり、長女キアナが２歳の頃で
した。約一年間ほど蓄膿症で苦しみました。最
初は風邪をよく引く子だなと思っていました
が、毎月といっていいほど鼻炎、中耳炎で熱が
上がり、そのたびに抗生物質をもらいに通院し
ました。気管支炎も時々併発し、気管を広げる
スプレーや呼吸器などを使用していました。こ
のままでは喘息になりますよ、と医者から言わ
れました。このままずっとこの繰り返しなの
か、と自分を責めたこともあります。
　ちょうど伝道庁50周年の半年前に、アロハ教
会へ真柱様お入り込みの話がありました。教会
が一手一つになり、勇むことができるチャンス

　５月16日、加藤衆作・青年会本部委員を迎え「婦人会・青年会・女子青年合同総会」が伝道
庁で開催され、130名が参集しました。本稿では、川崎陽子さん（アロハ教会）による信仰感
話の内容を掲載します。

婦人会・青年会・女子青年合同総会
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だと思いましたので、どうかこの大変な時期に
娘の熱が上がりませんようにと神様にお願いを
しておりましたが、その願いも届かず、医者か
らこのまま繰り返すと耳が聞こえなくなってし
まうと診断されました。カピオラニの専門病院
を紹介され、最初は薬で様子を見ることになり
ましたが、一向に良くならず、とうとう手術を
勧められました。伝道庁50周年記念祭、真柱
様お入りこみの２ヶ月前の診断でした。手術に
なると決まればこちらも覚悟を決め、日が重な
らないように神様にお願いし心定めをさせてい
ただきました。朝から晩まで毎日ひのきしんに
励み、あの頃は焦りもあり、がむしゃらにひた
すらひのきしんをしておりました。
　神様はそんな私の焦りとつっ走る気持ちを見
てストップをかけました。夕方のひのきしん中
に、左手の平全体に火傷を負ってしまい、水で
冷やせど痛みは止まりません。夜間救急に行く
ことになりましたが、その前に会長さんがおさ
づけを取り次いでくれました。不思議と痛みが
ぴたりと止まり、救急に行くのもやめようかと
思ったのですが、火傷の範囲がひどく、全体に
水泡もできたため、主人に連れられ病院へ向か
ったのです。
　この機会に、いろんなことを考えさせられま
した。火傷で不自由な手を見て、何をさせても
らおうか、何が出来るのだろうと考えていまし
た。でも、周りの方たちに迷惑をかけた自分が
情けなくて涙も出てきました。
　ある日、前伝道長夫人から、左手で良かった
やんと言われました。焦らずここでゆっくり
自分が出来ることをしたら良いと言葉をかけて
くださいました。やはりあの頃の私は、親を立
てず一方的に自分が先走りしていたことに気づ
かされました。火傷は後も残らずご守護いただ
き、娘のキアナの蓄膿症も手術日を決める検診
日に少し良くなっている傾向だと言われ、この

まま薬でもう少し様子をみましょうと言う診断
を頂いたのです。ありがたい気持ちですぐ教会
へ行きお礼をさせていただきました。つい最近
分かったことは、蓄膿症は見えない真実やで、
見返りを求めない尽くしと陰の伏せこみですよ
と聞かされました。
　娘の手術がなくなり、嘘のように完治し、薬
も飲まなくて良いという診断ももらい、親神様
のご守護を頂いたことに感謝の気持ちで、改め
て神の存在に気づかされました。子供の身上は
親が一番つらいものです。この話の続きから考
えさせていただくことがありました。
　13年前、私の兄がちょうど52歳の時です。
筋萎縮即硬化症という難病におかされました。
この病気は手足から、口、喉、目の筋力が少し
ずつ衰え、障害を伴う特定疾患です。３年間、
兄は闘病生活を送りました。その３年の間に父
は肺癌の身上を頂き、母は突然の腎不全になり
透析通院もしていました。また、心臓も弱くペ
ースメーカーも入れていました。兄が難病にか
かり、身上を抱えた両親は、山口県から三重県
まで、毎月兄の見舞いに通っていました。お
さづけの取り次ぎの後、母は毎回泣いていまし
た。医者の診断では、兄の寿命が３年から５年
と言われました。親より先に子が逝くことほど
悲しいことはない、どうかおたすけくださいと
願い、両親は毎朝教会へ日参を続け、神様にお
願いしていました。
　しかし、兄の闘病生活の間に父が出直し、半
年後に母も出直しました。兄は病院のベッドで
父母が亡くなった知らせを聞かされ、病気の障
害が顔にまで進行していたため、表情はありま
せんでしたが、大粒の涙を流していたと、義理
の姉から電話で聞きました。その翌年に兄も出
直しました。今考えると、どうか親より先に逝
くことなく一日でも長く生きてほしいという親
の思いが神様に通じたのだなと感じています。
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　私は、信仰から逃げようとした結果、今では
神様のお引き寄せで教会へと嫁ぎ、３人の子を
持つ親となりました。そして今では、何事にも
動じずうろたえず、神にもたれ、親の思いに沿
った信仰を伝えて行くことが私の宿命だと感じ
ています。
　今年10月31日は、アロハ教会五代会長就任奉

告祭を予定しています。教祖130年祭を前に、人
をたすけて我が身たすかる道を、主人と共に歩
ませていただく決意です。「どのようなことを
するのも月日、成ってくるのも月日やで」とあ
るように、成ってくること全て神様の神意と悟
って受け取り、つとめさせていただく決意をい
たしました。ご清聴ありがとうございました。

　2015年５月24日（日）、社本ジュディス・マリエ布教所長夫人が74才でお出直しになられ
ました。告別式は、６月５日（金）伝道庁で執り行われました。社本夫人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

　５月13日（水）、向井元教・海外部員が着
任しました。よろしくお願いします。

人事連絡

　昨年の12月27日、イー・ローレンさんと美馬ウ
ェンディさん（越乃國ハワイ教会）が結婚されま
した。おめでとうございます。

結婚おめでとう

　2015年２月５日、カオ・ジェフリー、ナ
タリー夫妻（越乃國ハワイ教会）に赤ちゃん
が誕生しました。名前は、キャムリン・ユキ
エちゃんです。おめでとうございます。（写
真左）

こんにちは赤ちゃん

　2015年２月28日、三國ウェスリー、恵子
夫妻（太平洋教会）に赤ちゃんが誕生しまし
た。名前は、スワン・セリーヌ・ベニちゃん
です。おめでとうございます。（写真右）
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少年会だより

婦人会だより

		1日（月）・月例にをいがけデー
		2日（火）・天理文化センター月次祭
		3日（水）	・月例コミュニティーひのきしん
		4日（木）	・育成委員会
		8日（月）	・婦人会委員会
12日（金）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
13日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
15日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC&文庫ジョイント委員会
16日（火）・婦人会鳴物練習
17日（水）	・青年会会議
18日（木）	・少年会会議
20日（土）	・ジョイワークショップ講師研修会
		 	 	 	 ・主事会
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん
21日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
26日（金）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザーブースヘッド会議
28日（日）・こどもおぢばがえりお願い
　　　　　　づとめ／オリエンテーション

６月行事予定

　婦人会、青年会、合同総会に大勢ご参加下
さりありがとうございました。記念品のエコ
バッグはお使いいただいていますか？地球の
資源を大切にすることは陽気ぐらしのキーワ
ード「慎みの心」を育みます。エコバッグを
活用し親神様のお体であるこの地球を大切に
大切に使わ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

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　６月13日（土）	 ９：30

■婦人会例会

　６月15日（月）	 ９：00

■婦人会鳴物練習

　６月16日（火）	 ９：00
　
※今月の月次祭直会当番は、合同Ｂグループ
です。よろしくお願いします。

■こどもおぢばがえりオリエンテーション＆

お願いづとめ

　６月28日（日）　19：00
　伝道庁夕づとめ（６時半）に引き続き、お
願いづとめをつとめさせていただきます。

■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。
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T ENRIKYO HAWAII DENDOCHO
2920 Pali Highway Honolulu, HI 96817

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

第60回天理教ピクニック
日　時 ：2015年７月４日（土）　午前９時～午後２時　
場　所 ：カピオラニ公園（テニスコートの近く）
＊家族、友人を誘ってご参加ください！


