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リレー巻頭言
　教祖130年祭へ向かう三年千日活動も残り6
ヶ月余、仕上げの年も半ばを迎えている今日こ
の頃です。教祖の年祭は、教祖が御身を隠され
た日を期してつとめられるのですが、教祖はな
ぜ御身をお隠しになられたのかと言いますと、
一れつ人間子供たちの心の成人と、おつとめを
お急き込みの上から、そのために115歳の定命
を25年お縮めになり、御年90歳でお隠れにな
られたのである、と聞かせていただきます。で
すから私たちは、年祭を迎えるたびに、どれだ
け成人したかを反省し、さらに今後の成人をお
誓い申し上げ教祖のご意志にお応えするところ
に年祭の意義があると思うのです。
　私は、年祭の折々にしばしば陸上競技のト
ラックを頭に描き、400メートルのコースを走
っている自分の姿を一人で想像したりしていま
す。そして想像の中では、第四コーナーをまわ
り、フィニッシュラインを目指して最後のダッ
シュで悪戦苦闘している今の自分の姿がありま
す。もちろん走ると言っても漠然と走るという
ことではありません。日々読ませていただいて
いる諭達第三号の中に「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」とありますように、見せられる
事柄を素直に受け止め、心の入れ替えをさせて
いただきながら、届かぬながらも日々「つとめ
とさづけ」を通して、たすけ一条の上に歩ませ
ていただいている姿です。
　なぜ陸上競技のトラックを想像するのか、に
ついては些細な理由があります。それは、中学
一年生になった時に身上を頂いて学校を休んだ
ことがきっかけで、以後身体を鍛えないといけ
ないと思い、陸上部に入った経験があったから
です。入部する際、先生に「一番みんなが嫌が
る厳しい種目は何ですか？」と聞きました。す
ると先生は「400か800メートルかなあ」とア
ドバイスをくれましたので、私は400メートル

の種目を選択することにしました。さらに浅は
かな深読みをして「ひょっとしたら厳しい種目
であれば挑戦する生徒が少ないのではないか、
そして観客側にとって非常にダイナミックでお
もしろい競技ではないか」と単純に考えたから
でした。当時の中学生の100メートルの記録が
確か13秒前後の時代。例えば、100メートルの
記録を持続して400メートルを走ることができ
たと仮定すると、最高で52秒台になりますが、
しかし100メートルを４回続けることになるの
ですから実際にはそうはいきません。そこで１
秒落として100メートルを14秒とすると400メ
ートルは56秒になり、２秒落として15秒とする
と60秒になります。いかにより全速力に近いス
ピードを保ちながら400メートルを完走するか
が勝負なのです。当然最後の400メートルは、
筋肉が張り足はあがらなくなります。それでも
ランナーは最後まで力を振り絞ってフィニッシ
ュラインを切ります。
　私は、３年生になった最後の大阪市の大会（
大阪城公園内にあるトラック）で、予選、準決
勝を通過し、決勝で２位に入ることができまし
た。記録は60秒でした。三年間黙々と一人で
走る練習を続け、その結果表彰台に上がること
ができ、感激したことを今でも鮮明に覚えてい
ます。この400メートルトラックは、個人競技
ですので練習はあくまでも自分との葛藤です。
　その結果学んだことは、途中で諦めずに練習
を続ける努力と、その努力を積み重ねていくこ
との大切さでした。
　一方、団体競技として、中学校対抗の駅伝（
一チーム、10人）がありました。各チーム10
人のランナーが、一区間２千から３千メートル
の距離を走り、次のランナーにバトンを手渡し
完走する競技です。あまり得意ではない距離で
したので、私は、途中２人に抜かされて順位を
落とし、チームに迷惑をかけた苦い経験をしま
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した。しかしその経験から、任された区間を諦
めず自分の力一杯の走りをして、次のランナー
にバトンを手渡すことの大切さを学びました。
　ところで、私は信仰四代目になります。初代
は、身上から明治14年頃に入信しました。そし
て父母は、明治、大正、昭和、平成の時代に亘
って、たすけ一条の道を歩んでくれました。生
涯の道中では、自身の上にまた子供の出直し、
家族や教会信者の方々の上に、多くの事情や身
上を見せていただきました。中でも、母は当時
死病と言われた肺の病で、死線を何度もさまよ
いました。「いんねんなら通さにゃならん、通
らなにゃならん」とのお言葉がありますが「成
ってくる身上事情の節は、お与えいただいて通
るべき道すがらであり、すべてを素直にありが
たいと受けとめて、とことんさんげをさせてい
ただく」さらに「生涯、親神様、教祖の思召に
沿いきる心、しっかり理（天理）を通す心定め
をし、身も心もつくし切る中に、身上事情のご
守護を頂き、心の成人をさせていただくことが
できた」と話してくれたことがありました。
　さて大阪市の中学校を出た私は、天理高校に
進み、三年生の終わりの年に教祖80年祭が賑
やかにつとめられ、卒業前に尊いおさづけの理
を拝戴。それから10年後の90年祭を迎える三
年千日の一年目の９月初旬、理の親と父の勧め
により、結婚してすぐに海外布教に飛び出すこ
とになりました。海外布教に出ることになると
は、高校時代には想像もしなかったことで、私
にとって人生の大きな節目となりました。
　しかし、いざ心定めて踏み出した単独布教生
活でしたが、甘くはありません。10年が過ぎ
ても全く先が見えない状態でした。加えて私自
身や家族の上にいろいろな身上や事情の節々を
見せていただくことになりました。そんな節の
折々に、陸上競技で経験し学んだことを幾度も
思い起こしました。一つの目標（心定め）に向
かって歩みだしたからには、「例え芽が出なく
ても途中で諦めずに地道に努力を続け、日々の
歩みを積み重ねていこう。」そして「節は先の

たのしみ」と自身に言い聞かせて歩んでいまし
た。 以来早42年が経ち現在に至っています。 
　陸上競技の走りは、マラソンランナーがよく
言いますが、孤独で実にしんどいものです。走
りながら、なんでこんなしんどいことをするの
か自問自答しながら選手は走るものです。しか
し、しんどいものだと分かっていても、なかな
かやめません。なぜでしょうか？それは、コー
スを走りきった後で、ランナーしか味わえな
い、何とも言えない充実感と達成感を味わうこ
とができるからです。そして、ランナーは、そ
の後また走りたくなるのです。
　おさしづ（明治32年12月６日）の中に、

辛い日を辛いと思わんよう。辛い日は楽し
み。中略。辛い中、辛い理より一つこうのう
あろまい。しんどの中に実がある。楽の中に
実がない。

という、とっておきのお言葉があります。この
お言葉の中に、お道を通る者の心の指針となる
キーワードが秘められているようです。そして
お道を通るものが味わえる醍醐味、すなわち本
当の楽しみの道は、しんどの中から生まれてく
るのだとお教えくださっています。
　さて、この130年祭は「たすけの旬、たすか
る旬」「成人の旬」とお聞かせいただきます。
よふぼく一人ひとりは、道の先人です。フォー
ランナーとして、成ってきたことすべてを親神
様のおかげであると感謝の心で受け止め、覚悟
と決断を持って残された日々をたすけ一条の道
の御用の上に力一杯通らせていただきましょ
う。そして、またとないこの旬に、さらなる心
の成人を進め、駅伝のように第一走者（初代）
は第二走者（二代）へ、さらに第二走者は第三
走者へと、それぞれの走者が神様から任された
時代の区間（代）を、真実の心をもってつとめ
切り、 陽気ぐらし世界建設に向かって次の区
間を担う世代にしっかりと信仰のバトンを手渡
したいものです。  【美馬孝俊】
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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とたすけ一条の道であ

るおつとめをお教え下さり、私たち人間を陽気ぐら

しへと導く確かな道をおつけ下さいました。私共は

日々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６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。

　来月４日には恒例の天理教ピクニックを開催し、

管内の一手一つの親睦を一層強めていきたいと準備

を進めております。また来月おぢばで開催のおやさ

とセミナーには、ハワイより前期生２名、後期生４

名が受講いたしますが、一同元気に真剣に、教祖の

御教えを学び実践させて頂きたく存じます。さらに

今月27日には、おぢばの修養科で学ぶハワイ関係者

６名が３ヶ月の修養生活を修了し、教祖の道具衆と

して新たな人生の旅立ちをさせていただきます。

　また、今月27日から28日にかけてテキサス州で開

催される全米ジュニア柔道大会には天理柔道クラブ

より20名の選手が出場します。日頃の鍛錬の成果を

堂々と発揮し、天理の名をさらに高揚させて頂きた

いと存じます。

　今月24日には本部祖霊殿にて三代真柱様の一年祭

がつとめられますが、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、ハワイ管内にも大きな親心をお掛け下さっ

た三代真柱様のご期待に応えさせていただきたいと

６月月次祭祭文 存じます。そして７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．一瀬 Ｓ．社本

(男性) Ｒ．山 Ｙ．宮内 Ｄ．桧垣

 Ｍ．岩田 Ｗ．三國 Ｂ．美馬

てをどり 庁長夫人 Ｍ．岩田 Ｒ．宮内

(女性) Ｍ．柿谷 Ｋ．齋藤 Ｆ．伊藤

 Ｃ．明本 Ｌ．蘇 Ａ．綾川

笛 Ｓ．柿谷 Ｂ．岩田 Ｍ．中尾

チャンポン Ｙ．中尾 Ｔ．岩田 Ｇ．井上

拍子木 Ｇ．本田 Ｍ．久尾 Ｋ．川崎

太鼓 Ｃ．齋藤 Ｏ．中尾 Ｓ．中尾

すりがね Ｍ．社本 Ｗ．城 Ｔ．井上

小鼓 Ｔ．美馬 Ｇ．井上 Ｂ．岩田

琴 Ｃ．美馬 Ｙ．一瀬 Ｌ．金城

三味線 Ｔ．松川 Ｓ．中尾 Ａ．中川

胡弓 Ｊ．山 Ｌ．本田 Ｎ．熊本

地方 Ｔ．西村 Ｋ．川崎 Ｔ．岩田

 Ｓ．中尾 Ｊ．蘇 Ｄ．鈴木
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　ご一同様には、日々所属の教会、また伝道
庁の御用の上に熱心におつとめくださりご苦
労様に存じます。ご指名を頂きましたのでし
ばらくおつき合いをお願いいたします。
　私が生まれたのは1928年７月11日で、来月
で87歳になります。87年前、私は母親の胎内
におりました。生まれた場所は、天理市三島
町316番地です。これは私の本籍地でありま
す。親里ぢばから西へ行ったところ、教会本
部と憩の家の中間あたりに、おふでさき、み
かぐらうたにも出てくる村方と呼ばれた三島
町の信者の詣り場所である「天元講」と「天
元信者詰所」があります。父と母はそこに勤
務し、母はその詰所の一室で出産しました。
　おぢばに極めて近い所で誕生した私が87
年経って今、ここハワイに存在していること
が非常に不思議です。非力ながら、のらりく
らりとハワイにしがみついて生きてきただけ
で、教祖のひながたを通らせていただきまし
たとは到底言えませんが、親神様、教祖の大
きなお働きとお導きによって通ってきたおか
げで、今日の結構な姿を見せていただいてい
ると固く信じております。
　1954年、伝道庁が創立された年の８月、
私は家内とパール教会に着任しました。教会
とは名前ばかりで、建物は床も壁も柱もシロ
アリの被害で、人が住まなければ倒れるよう
なジャンクハウスでした。お湯を沸かすボイ
ラーがなく、バスタブにお湯は出ませんでし
た。バケツに水を入れてガスレンジでお湯
を沸かしてバスタブに運んで身体を洗いま
した。
　その当時ホノルルでは住宅不足で、市政府

は低所得者の便宜をはかるため家賃統制令を
敷き、この家の家賃は月に30ドルと定めら
れていましたが、家主のドクター上原には、
倍の60ドルを払いました。レシートには30
ドルと書いてあり、それを受け取ることは、
実に奇妙な違和感がありました。
　教会に着任して翌日から30軒ほどの信者
宅に挨拶回り、にをいがけ・おたすけに専
心、ただただ一日中汗を流して歩き回りまし
た。真面目で素直な家内は、にをいがけをし
なければならないという使命感に燃えて近辺
のパラマ、カリヒ、クアキニと日傘をさして
戸別訪問を続けました。私たちは前年の10
月に結婚したのですが、この年の10月に妊
娠しました。
　11月第４木曜日感謝祭の日、太平洋教会、
前会長の三国ロバート先生（当時はまだ会長
ではなかった）がディナーに招待してくださ
いました。私はハワイに来て久しぶりに飲め
るぞと心は躍動して勇んでおりましたが、家
内がつわりで苦しんでいてとても行かれませ
ん、と言いますと、もう用意はしてあるから
君だけでも、と言って迎えに来てくださいま
した。
　会長宅のリビングルームの食卓には、生ま

　６月月次祭祭典講話	 	 パール教会前会長　中尾善宣
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れて初めて見るご馳走がいっぱい並んでいま
した。防府の岩田和夫さん夫婦、本愛の都築
隆三郎さんも同席してご馳走を頂きました。
三国先生という方は本当に真実の人で、布教
に来て不自由をしているだろうと、他系統の
布教師であるが喜ばせてやろうという親心を
持ってこのパーティーを設けてくださったの
でございます。ジェーン君子夫人も手間ひま
かけてお料理を作り、接待してくださいまし
た。新来の布教師たちを喜ばせようというお
気遣いであります。
　感謝祭の意味、アメリカ、ハワイの文化や
社会など、布教についても話していただきま
した。ハワイ布教を始めて３ヶ月、アメリカ
における感謝祭の歴史と伝統に私は強い刺激
を受けました。
帰りにターキーやパンプキンパイを家内に頂
きましたが、家内は毛布をかぶり「助けてく
れ、何もいらない、苦しい」ともがくばかり
で顔も見せませんでした。家内にとってアメ
リカ最初の感謝祭は、史上最悪の日でありま
した。
　1週間ほどしてつわりも治まり、お腹の子
ににをいがけという胎教をしっかりさせてい
ただこうという思いで、翌年の４月頃までに
をいがけに歩きました。出産の費用も無く、
どうしたら良いかと思っているうちに、７月
10日日曜日の月次祭が終わってからお腹が
痛くなってきたのでクイーンズ病院に入院し
ました。その夜にも生まれるかと思っていま
したが、日常の食生活の栄養不足によるもの
か、陣痛の力が弱いようでした。翌朝になっ
ても生まれないので、月次祭のお供え金40
ドル全部を郵便局から天元へ送金し、伝道庁
へ参拝しました。
　井上初代庁長先生は「一晩経ってもまだ生

まれんとわな、おかしいで」とおっしゃいま
した。庁長先生はとにかく安産のお願いづと
めをさせてもらおうと言われました。私も心
をこめて一心に安産を祈願しました。綾子庁
長夫人は「中尾さんの真剣におつとめしてい
る厳しい表情は決して忘れられない」と言っ
ておられました。
　お願いづとめが終わって、庁長先生からこ
れをお産の費用にしなさいと言って100ドル
を頂きました。アメリカへ来て初めて100ド
ル札を手にしました。もう生まれたかどうか
なと思いながら病院に寄ると、家内は病室で
寝ておりました。ほっとした表情で「さっき
生まれたの、ボーイよ」と言いました。それ
は伝道庁でお願いづとめを勤めていた時刻だ
と直感し、親神様のご守護を痛切に受け止め
ることができました。それは私が生まれた月
日と同じ、27年後の７月11日でした。
　おかきさげに、

日々常に誠一つという。誠の心と言えば一寸
には弱いように皆思うなれど、誠より堅き長
きものはない。誠一つが天の理。天の理なれ
ば、直ぐと受け取る直ぐと返すが一つの理。

と教えられていることを現実にお見せいただ
いたのでございます。
　オーエンが生まれて２ヶ月も過ぎると、家
内はオ－エンを抱っこして信者宅を訪ねた
り、にをいがけに出て行きました。ある日信
者がクアキニ病院に入院したというので、家
内はオ－エンを抱いて教会から病院まで歩
いていきました。御供金だけの貧しい生活
で、25セントのバス代もなかったのです。
　その当時は三階建てで二棟ぐらいの小さな
病棟で人も車も少なく静かな所でしたが、赤
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ちゃんを連れて入ることができないので、入
り口のベンチに座っていたおじいさんに家
内は「私は病人のお見舞いに行ってきますの
で、戻るまで赤ちゃんをここに置きますので
見ていてください。おねがいします」と言い
ますと、おじいさんは「ああ、いいよ」と言
われますので、家内は大急ぎで病室に入りお
さづけを取り次ぎ、入り口に戻りました。
　ただそれだけのことで、60年前ののどか
なハワイの巷の一つの情景であり、ここで皆
様に紹介するほどの話ではないと思います
が、私はこの女性布教師に教祖が先回りをし
てしっかりと見守ってくださっていたと信じ
ております。家内は人を疑わない天真爛漫な
性格です。ハワイ婦人会委員の同僚からは年
をとってからも万年女学生と言われておりま
した。
　ある日ビンヤード大通りの商店街をオーエ
ンをおんぶして歩いておりましたら、ノー
スホノルル教会の信者の片岡デンキ店の社長
が、ハワイではこれは格好が悪いと言ってど
こかから古い乳母車を持ってきて、これを使
いなさい、と言ってくれました。オ－エンは
おとなしい子供で、泣いて親を困らせるよう
なこともなく人から可愛がられて育ちまし
た。この妊娠中から、誕生後のにをいがけ、
おたすけの家内のDNAがオーエンに受け継が
れていると私は思っております。
 　祖父母、両親の遺伝子を受けて子供は育
ち成人します。その遺伝子は種々雑多であり
ます。子供は親の遺伝子を持っていてもそれ
ぞれ全く違う人間です。世界中に60億人がお
りますが、同じ人間は一人もいないのです。
　オーエンは25歳で荒木妙子と結婚しまし
た。妙子の母親は高安部内泉東分教会の長女
で、兄の村上領一先生が会長で部内40ヶ所

もある有力教会です。にをいがけの重要性を
説き、自らにをいがけ活動を推進され、ハワ
イにも布教実習に来られました。妙子はその
大先生の姪ですから、にをいがけのDNAは相
当に高度なものと考えられます。これはなか
なかすごいカップルです。このDNAが子々孫
々に継承されていってほしいと私は願ってお
ります。
　話を元に戻しますが、一旦ハワイへ渡れば
遠い太平洋の南の島から、いつ日本へ帰れる
か全く見当もつかない厳しい日々でしたが、
パール教会に着任して２年目の教祖70年祭
の翌年、1957年１月会長任命のお許しを頂
くために急遽おぢばがえりをすることになり
ました。信者さんからの真実で船賃をお与え
いただき、一歳半のオーエンを連れて帰りま
した。
　３月26日、教会長任命のお許しを頂きまし
た。第２食堂におきまして、新任教会長への
ご招宴が行われました。天元会長の母と共に
二代真柱様にご挨拶申し上げお酒杯を頂きま
した。真柱様は突然「奉告祭は10月18日や
ったのう、おかんを呼ぶのか」と、これは私
にとって全く意表をつかれるお言葉でした。
数多くの事情願書の中から会長就任奉告祭の
期日を、この席でおっしゃったものですから
大変驚きました。「おかん」というのは母親
のことで大和から関西、西日本、九州で使わ
れている庶民の言葉です。（私の家では使っ
ておりませんでした。二代真柱様がご自分の
母親をおかんと呼んでおられたということは
考えられないですが）おかんを呼ぶなんて私
は全く考えていませんでしたので、なんとお
答えしようかと一瞬とまどい、窮地に追い込
まれました。そんな話は無理な話と思ってい
たのですが、何の見境もなく「そのつもりで
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おります」お答えしておりました。
　ここのところの心理分析をしてみますと、
虚栄心の強い私ですから、真柱様にええ格好
のところを見せたかったのかも知れません。
他の新任教会長は国内ですから、上級教会が
奉告祭に参拝されるのは当然のことでしょう
が、真柱様はパール教会はどうするのかと深
い親心のご配慮からおっしゃったのだとずっ
と後になって気づきました。
　ホノルルに帰りましても、とても無理だ、
その日暮らしの貧しい生活の中でどうにもな
らないと思っておりました。しかしまた真柱
様の「おかんを呼ぶのか？」の一声が脳裏か
ら離れませんので、なんとか母を迎えようと
いう気が起こってまいりました。信者に寄付
をお願いにいきました。ほとんどが年金生活
者の老人で生活は子供に頼っておりました。
給料生活者はわずかでしたが、教会はまたお
金ですかとか、もう教会はやめますという人
はなく、真実を寄せていただきました。
　５年後パール教会は、10th Avenueの土地建
物を２万ドルで購入する際には、3000ドル（
現在では３万ドルぐらいに相当）のダウンペ
イメントを信者の真実の御供で購入すること
ができました。私はこの信者の真実を生涯忘
れることはありません。その当時の信者の一
人が、パール教会の毎月の月次祭に参拝に来
られています。今年97歳の高本グラディス
さんという方です。この方のお母さんは、末
河タネさんと言い103歳まで生きた人です。
親子で同居しておられて、親子で教会に尽く
してくださいました。これも元を言えば、長
山ツギ初代会長が80年前ににをいがけしたの
が今に続いているのでございます。
　話がそれましたが、信者の真実を頂いて
500ドルほどの船賃が集まり、母に乗船券を

送りました。母は横浜港からAPLウィルソン
号に乗船し、９月26日にホノルル港に到着
しました。そして母の臨席のもと、10月13
日パール教会二代会長就任奉告祭を執行しま
した。
　ハワイ布教に来て３年目、ひたすら布教に
突き進んでいて、車を持つことはできません
でしたので、母と近くは歩いて、アイエア、
パールシティ、ワイパフへはバスで信者宅を
訪ね、丹精につとめてもらいました。母は肥
っていて汗かきの体質でした。教会へ帰って
きても風呂もなく、ゆっくり休むこともなか
ったと思います。近くのロベロレーンにハワ
イセントラル教会があり、二、三軒で粗末な
小屋に風呂を作って入浴しておられて、井上
さん夫妻が呼んでくださって入浴したことが
ありました。大きなセメントの湯船で母は手
足を伸ばし、ハワイの温泉を楽しんでおりま
した。不自由な教会生活でしたが、何一つ不
足は言いませんでした。２歳になったオーエ
ンに「早く大きくなってパパとママを応援し
なさいよ」と、そんなことを言ってもオーエ
ンには解るはずもありませんが、この先この
教会はどうなるかしらという不安が、孫に期
待を寄せたのかもしれません。母は２ヶ月ほ
ど滞在しましたが、不自由な暮らしをよく辛
抱してくれました。二代真柱様の「おかんを
呼ぶのか」のお声が無かったら、とても来ら
れない所に出さしていただいた、それだけを
心底から喜んでおりました。
　井上初代庁長に「ハワイの教会の直属教会
長で、ハワイ巡教に来たのはあなたが初めて
や。ありがたいことですなあ」と言っていた
だいたことも母は大変喜んでおりました。私
自身としましても少しは喜んでいただけたの
ではないかと思っております。
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　あとしばらく、遺伝子の話を締め括りとし
て講話を終わります。
　目で見える身体的な遺伝子のことを言いま
すと、私の祖父も父も頭髪は普通で近親者に
もはげ頭はおりませんが、私一人が突然変異
ではげ頭となり、この遺伝子は長男、三男、
四男に伝わっているようであります。私自身
は精神的にはジャンク遺伝子の多い人間であ
ります。この遺伝子がどこから受け継いだの
か分かりませんが、名誉心、虚栄心、酒を飲
むなど、子供たちに何らかの影響を与えてい
ると思われます。
　私たち夫婦には四男一女を授けていただき
ました。お金と食物の不自由な中、貧乏生活
に耐え、この親は頼りにならんと思ったの
か、親を頼りにせず自ら道を開き、生き抜い
てくれました。時には、留学生時代に酒を飲
んで寮のドアを壊すとか、車の事故か交通違
反で捕まったとき、車の中にあったマリファ
ナが見つかり州政府の家庭裁判所に呼ばれた
こともあります。また別の件でホノルル警察
署に出頭したこともあります。
　子供がどういう事情、事件を起こしても、
これは私自身が蒔いた種であり、通ってきた
道であります。決して子供を責めることな
く、自分が通った道であると反省しました。
私はそれ以上に親に心配をかけ親不孝をして
きております。悪い遺伝子を持った親であり
ながら、良い子に恵まれた不思議を大変あり
がたく、感謝の日々を送っております。遺伝
子につきましては、えらい学者先生が研究さ
れておりますが、なかなか解明されていない
ようです。
　教理の上から思案させていただきますと、
遺伝子の根源は、人間創造の元のいんねんと
して教えていただいております。それはここ

に掲げられております、「よろづよ八首」に
明示されております。おふでさき第一号から
引用させていただきますと、

このところやまとのしバのかみがたと
ゆうていれども元ハしろまい　　（一-４）

このもとをくわしくきいた事ならバ
いかなものでもみなこいしなる　（一-５）

きゝたくバたつねくるならゆてきかそ
よろづいさいのもとのいんねん　（一-６）

とございます。
　人間は何の目的でどのようにして創造され
たか、それは、

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）

　このような目的で人間が創造されたわけで
すから、私たちは誰もが陽気ぐらしがしたい
という願望を持っております。ここに人間の
遺伝子の根源があると思います。
　しかし、９億９万９千９百99年プラス178
年の間に心一つが我がの理で、多くのほこり
を積んでまいりました。我々が良くば良しと
して自己の欲望を追求してまいりました。こ
れが現代社会が混乱している真の実情であり
ます。私たちはこの教えを実践し、陽気ぐら
しの遺伝子を世界に伝え、子孫に伝えていか
なければならないと思います。管内教会信者
皆様には一層の奮闘努力をお願いしまして、
講話を終わらせていただきます。
　ご清聴を頂きありがとうございました。
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　2015年５月３日、美馬ブレインさんと金城メー
ガンさん（越乃國ハワイ教会）がハワイ伝道庁で
挙式されました。おめでとうございます。

結婚おめでとう

お詫び・訂正　
　先月６月号の赤ちゃん誕生の記事で、三國スワンちゃんの誕生日を２月28日としていまし
たが、正しくは５月28日でした。お詫びして訂正いたします。

　 2015年４月26日付で、少年会ハワイ団団
長に中川オードリー・ラナイ教会長が任命さ
れました。また、伝道庁の６月月次祭日、ハ
ワイ学生会委員長が宮内エリック（淺草ハワ
イ教会）から山本メーガン（アロハ教会）に
交代しました。

少年会ハワイ団団長＆
	 　ハワイ学生会委員長交代

　６月20日、ジョイワークショップ講師研修会が伝道庁で開催され、13名が参加しました。
参加者は、ジョイワークショップの進行についての講義を聴いた後、進行役として模擬のワ
ークショップを行いました。

ジョイワークショップ講師研修会

教人資格講習会英語クラス	 		８月27日～９月10日

教会長資格検定講習会英語クラス		９月27日～10月19日

　願書は各直属で準備し、北米・オセアニア課経由後、教人資格講習会の願書

は８月23日～24日に、教会長資格検定講習会の願書は９月23日～24日に、そ

れぞれ講習課へ提出してください。

祭典後に学生会Ｔシャツと委員長の交代が発表された
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婦人会だより

  2日（木） ・月例コミュニティーひのきしん
  4日（土） ・天理教ピクニック
  6日（月）・月例にをいがけデー
     ・婦人会委員会
  7日（火）・天理文化センター月次祭
10日（金）・Adopt A Hwy清掃ひのきしん
11日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
13日（月）・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会
14日（火）・婦人会鳴物練習
15日（水） ・青年会会議
16日（木） ・少年会会議
18日（土） ・主事会
     ・学生会ひのきしん
19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
20日（月）・庁長夫人帰本
21日（火）・庁長帰本
24～28日 ・ハワイ団こどもおぢばがえり
26日（日）・遥拝式／おてふり鳴物練習
28日（火）・庁長夫人帰任
31日（金）・青年会教祖傳勉強会

７月行事予定

　「一波わずかに動いて万波随う」というこ
とわざがありますが、これは小さな事が大き
な影響を及ぼすという意味です。私たち一人
ひとりが教祖の御教えを日々実行し通らせて
いただくこと、この小さな積み重ねがやがて
は世界中に大きな影響を与えていくと信じ
ます。今月も勇んで通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

■婦人会ヌアヌハレ慰問

　７月11日（土） ９：30

■婦人会例会

　７月13日（月） ９：00

■婦人会鳴物練習

　７月14日（火） ９：00
　
※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。

学生会だより
宮内エリック委員長挨拶
　ハワイ学生会が再スタートしてから早１年
が経ちました。そして、このたび委員長の任
を終えさせていただきます。この一年間皆様
のサポートを頂きありがとうございました。
皆様のおかげで、素晴らしいスタートを切る
ことができたのではないかと思います。引き
続きご支援をよろしくお願いいたします。

山本メーガン新委員長挨拶
　こんにちは、山本メーガンです。今期１年
間、学生会委員長をさせていただくことにな
りました。委員長という役を頂きワクワクし
ているのと同時に、学生会のみんなのまとめ
役としてやっていけるのか正直不安はありま
すが、学生会がうまく進んでいけるようベス
トを尽くしていきたいと思います。
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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

日時：2015年８月30日（日）午前8時半～午後2時半
場所：天理文化センター（2236 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817）

スクリップ、チキンチケットは伝道庁、またはお近くの教会でお求め下さい。 
バーベキューチキンにはチキンチケットが必要です。お間違えのないようお願いし
ます。詳しくはハワイ伝道庁（595ｰ6523）まで。

第45回天理教バザー

天理教バザーは、ハワイ管内の教友が集い、親交を深めながら地域社会に貢献で
きる場です。バザーが長年にわたり続いているのは、ひのきしんに励む教友の方
々の誠真実があってこそです。今年もぜひ皆様のお力添えを賜りますよう、どう
ぞよろしくお願い致します。

バザードネーションの受付日時・場所は以下の通りです。
８月16日(日)～26日(水)　午前10時～午後4時　於：天理文化センター
＊家具、電化製品、コンピューターなどは、お引取りできません。


