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10月３日、ハワイ女子青年「こかん様に続く会」が伝道庁で開催されました。当日は、こかん様に
ついてのレクチャー、鳴物練習、神名流し、練り合いが実施されました。参加者は、こかん様の足
跡をしのびつつ、その大切さを確認しました。

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii
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リレー巻頭言
　私は時々、また教祖の年祭の前には特に、自
分のこれまでの人生を振り返り、先祖の方々に
喜んでもらえるようなことをしてきただろうか
と考えます。残念なことに、私が会長になって
からの二十数年間の間に何か大きな事を成し遂
げたということがありません。いつも一歩進ん
では二歩下がるというような感じです。しか
し、すべてのことはいつか相応しい時に相応し
い形でおさまってくると信じています。このお
道を歩んできた中で学んだ一つのことは、忍耐
と我慢は徳であるということです。原典の中に
も「だんだんと」という言葉が何回も出てくる
ように、本当の信仰というのは一晩で得られる
ものではないということだと思います。教祖は
私たちに強制することなく、時間をかけて自分
たちで選択する心の自由をお与えくださってい
ます。
　教祖の50年におけるひながたの最初の頃は、
そのご苦労にも関わらず、周りの人たちからあ
ざけられ、無視され、教えを聞くものはいなか
ったと聞かせていただきます。この期間は教祖
は私たちに真実の種の蒔き方を教えてくださっ
たのではないかと思います。教祖のご苦労を今
日考えさせていただくとき、教祖が蒔かれた種
は何百万倍にもなって生えてきています。
　おふでさき号外に、

にち／＼に心つくしたものだねを　
神がたしかにうけとりている

しんぢつに神のうけとるものだねわ　
いつになりてもくさるめわなし

たん／＼とこのものだねがはへたなら　
これまつだいのこふきなるそや

とあります。

　蒔いた種はすべていつか生えるので、私たち
は忍耐強く、親神様に無条件で尽くさせていた
だくことが大切です。自己中心的な心遣いでは
神様を信じることは出来ません。徳は人間の目
には見えないので、私たちは努力してすぐに何
も成果が出なかった時は不足してしまいがちで
す。人間は習慣の生き物です。良い習慣もあれ
ば、残念ながら悪い習慣もあります。おつとめ
を勤め、おたすけを通してほこりを払い、心を
入れ替える日々を通ることが大切です。
　もし私たちがりんごの種を蒔けば、りんごの
木がなります。桜の種を植えれば桜の木がなり
ます。もし私たちが悪い種を蒔けば悪い実がな
るでしょう。もし真実の種を蒔けば、徳を積む
でしょう。これが天の理です。良いことでも悪
いことでもしたことはいつかは実がなり、必ず
先の人生に影響を与えるということを心にとど
めておかなければなりません。鍵となるのは誠
真実です。私たちがおさづけの理を拝戴する時
に頂くおかきさげに、

日々という常という、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無い。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。よく聞き分け。

とあります。
　日々真実をもって勇んでお道の御用に励んで
いても、どんな種がいつ蒔かれて、いつ実がな
るのかは誰にもわかりません。すべての物事に
は旬というのがあります。私たちは、努力の成
果を気にせずに、真実をもって蒔いたすべての
種は、私たちが最も親神様のご守護を必要とす
るときに生えてくると信じてつとめさせていた
だきましょう。

【柿谷節生】
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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、天保９年10月26日、旬刻限の到来

と共に、教祖をやしろに、この世の表にお現れ下

されて以来、元のぢばをはじめ、人間創造の真実

を説き明かされると共に、親神様の自由自在のお

働きを見せて、一れつ人間を陽気ぐらしの世界へ

とお導き下さいますご慈愛の程は、まことに勿体

なく有り難い極みでございます。私共は、その大

きな親心のまにまに、成人の道を日々歩ませて頂

いておりますが、その中にも本日は、立教の元一

日にゆかりある当伝道庁の秋の大祭をつとめさせ

て頂く日柄でございますので、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、世界たすけへの真剣な祈りを

捧げさせて頂きます。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。

　私どもは、諭達第三号のお言葉に込められた真柱

様の思いを受けとめ、をやのお心にしっかりと添わ

せて頂けるよう、教祖130年祭への年祭活動を進め

る中で、成人への努力を積み重ねて参りましたが、

年祭活動の仕上げに相応しい成果をお見せ頂くこと

を目指して、最後まで気を抜くことなく、仕切り根

性と仕切り力をもって、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。また本

日は、ブラジルより帰本途中の村田雄治伝道庁長

をお迎えして祭典講話を頂戴し、ブラジルの教友

の方々のぢば一条の強い信仰姿勢に学び、私たち

自身の信仰的あり方を見つめ直させて頂きます。

　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頂き、教祖の道

具衆として神一条たすけ一条喜び一条の道をハワ

イのこの地でしっかりと歩ませて頂きます。殊に、

僅か３ヶ月後に迫った教祖130年祭へと向かうこの

重要な時旬に、銘々がさらに仕切っての成人への努

力を日々積み重ね、常に周囲に心を配り、自分に

10月大祭祭文

祭典役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	

扈　者	 美馬孝俊	 	 	 宮内泰次	

賛　者	 中尾スティーブン		 美馬ブレイン	 　

指図方	 中尾善宣

講話者	 村田雄治庁長	（日）

通訳者	 井元ジャネス	 （英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｔ．岩田

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｍ．中尾

	 Ｇ．本田	 Ｔ．井上	 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	 Ｌ．井上

	 Ｃ．明本	 Ｌ．蘇	 Ｌ．長田

笛	 Ｔ．岩田	 Ｄ．明本	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｄ．川崎	 Ｗ．城	 Jr．本田

拍子木	 Ｒ．山	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．社本

太鼓	 Ｅ．高田	 Ｈ．山本	 Ｊ．蘇

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｓ．中尾	 Ｄ．鈴木

小鼓	 Ｙ．宮内	 Ｂ．岩田	 Ｇ．井元

琴	 Ｔ．松川	 Ｌ．川崎	 Ｌ．金城

三味線	 Ｊ．山	 Ｓ．柿谷	 Ａ．中川

胡弓	 Ｔ．中尾	 Ｌ．本田	 Ｓ．中尾

地方	 Ｔ．美馬	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣

	 Ｔ．井上	 Ｊ．蘇	 Ｂ．岩田

できるにをいがけ・おたすけに励み、ご存命の教

祖にお喜び頂けるよう努めさせて頂きます。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、世界中の人々が元の親を知

り、一れつ兄弟姉妹の真実に目覚めて、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。
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　ただ今は、ハワイ伝道庁秋季大祭の「おつ
とめ」を、心をそろえて陽気に勇んでお勤め
いただき、誠におめでとうございます。日々
は、ハワイの道の上に真実を尽くしておつと
めくださり誠にご苦労さまです。
　山中庁長先生より10月大祭に立ち寄ってお
話を、と声をかけていただきましたので、参
拝させていただきました。ハワイ伝道庁に参
拝させていただくのは４回目になります。最
初は1969年３月ブラジル伝道庁へ赴任の途
次、船で寄港しましたが、そのときは叔父の
村田慶重氏が書記をつとめていました。２回
目は1976年４月父・雄三がハワイ、ブラジル
へ本部巡教の講師で出向するとき、ハワイへ
迎えにきました。３回目は次女・春子がハワ
イセントラル教会の井上グラントさんとご縁
を頂き、関係者の方々へご挨拶に家内ととも
に2011年７月に参拝させていただきました。
　前置きが長くなりましたが、ただ今から祭
典講話をつとめさせていただきます。皆様方
にはお疲れのこととは思いますが、しばらく
の間お付き合いくださるようお願いいたしま
す。
　本日勤められた大祭は、天保９年10月26日

天理教が始まった元一日に由来して勤められ
たのであります。
　３年前の10月26日、教祖130年祭を迎え
る三年千日を、全よふぼく、信者の仕切っ
ての成人と一手一つの活動を進めて行く上か
ら、真柱様は諭達第三号をご発布くださいま
した。その中で「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
がたを目標に実動すべき旬である」と述べて
おられます。
　お道を信仰するお互いは、常に立教の本旨
を胸に刻んで日々を通らせていただくことが
肝心であります。立教の本旨とは、『天理教
教典』第１章の冒頭に、

「我は元の神・実の神である。この屋敷に
いんねんあり。このたび世界一れつをたす
けるために天降つた。みきを神のやしろに
貰い受けたい。」とは、親神天理王命が、
教祖中山みきの口を通して仰せになった最
初の言葉である。家人は、この思いがけぬ
啓示にうち驚き、再三言葉を尽くして辞退
したが、親神は厳として退かれぬにより、
遂に、あらゆる人間思案を断ち、一家の都
合を捨てて、仰せのままに順う旨を対え
た。時に、天保九年十月二十六日、天理教
は、ここに始まる。

と記されています。
　教祖のお口を通して最初に出てきたお言葉
の中に、大切な角目が示されているのであり
ます。まず「我は元の神・実の神である」と

　10月大祭祭典講話	 　　ブラジル伝道庁長　村田雄治先生
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仰せになり、教祖に入り込んでいる我は、人
間世界を創造した元の神であり、あらゆる生
き物に生命を授け、守護している実の神であ
る。次に「この屋敷にいんねんあり」とは、
この中山家の屋敷は、人間創造のとき、いざ
なみのみことの胎内に人間を宿し込まれたい
んねんある場所、即ちぢばのある所である。
そして「このたび世界一れつをたすけるため
に天降つた」とは、親神が人間世界を創造し
た目的は、人間が互いにたすけ合い陽気ぐら
しをするのを見て共に楽しみたいと思ったか
らである。その思いを人間に伝え、世界一れ
つをたすけたいので、この世界に現れて出た
のである。最後に「みきを神のやしろに貰い
受けたい」と仰せられ、親神は人間創造の
時、母親の役目を果たされた「いざなみのみ
こと」の魂の持ち主である中山みき様を神の
やしろに貰い受けたい、と仰せになったので
あります。
　最初の啓示のわずかなお言葉の中に、天理
教の信仰にとって最も大切な、親神様、教
祖、ぢば、世界一れつをたすけて陽気ぐらし
の世界にする、という立教の本旨が含まれて
いるのであります。
　立教の本旨が胸に治まったら後はどうする
のか。諭達では「ひながたを目標に実動すべ
き旬である」と仰せになっている。教祖50
年のひながたの道は、世界一れつの人間をた
すけてやりたい一筋の心でお通りくださった
のであります。そのたすけ一条の心をよふぼ
く一人ひとりが心に治め、おたすけの実行に
励ませていただくことが、教祖130年祭三年
千日活動の主眼にあるのであります。
　先ほども申し上げましたが、1969年ブラ
ジル伝道庁に赴任した頃は大竹庁長先生ご夫
妻もお元気で、食事の度ごとに開拓農業の苦

労話やお道の初期伝道の話など、いろいろ聞
かせていただきましたが、その中から心に残
るお話を一つだけ紹介させていただきたいと
思います。
　大竹先生は昭和４年南海大教会より送り出
された集団移住10家族の中の一家族で、先生
は24歳、千代奥様は22歳、結婚してすぐ渡伯
されましたが、移住するのに働ける人間が３
人いなければ移住許可が出なかったので、後
にバウルー教会二代会長を務められた七郎氏
14歳を養子にして、３人家族で渡伯されまし
た。他の９家族の家長は皆大竹先生より歳上
で、このグループのまとめ役として大教会役
員家族もおられました。先輩の方々が大勢お
られた中でなぜ歳の若い大竹先生が戦前から
ブラジルの道のリーダーになられ、戦後伝道
庁が設置されるや初代庁長になられたのか、
私は不思議に思っていました。
　南海大教会の人たちはサンパウロ州の奥地
のチエテ移住地に入植されましたが、現在伝
道庁が所在するバウルー市より大陸の奥へ約
300キロ行った所です。原始林を伐採してそ
の材木でみんなが協力し10家族の家を順番
に建てたそうですが、それが出来上がるまで
ブラジル拓殖組合の収容所で合宿生活をされ
ました。到着して最初に出た食事は、一口食
べてみんなが顔を見合わせるほど砂まじりの
ご飯で、深さ40メートルの水量の乏しい井
戸から石油缶で巻き上げた水で炊いたご飯で
すから、神経質な人は一膳も食べられなかっ
たということです。
　10家族の地区が割り当てられると皆は疲れ
も忘れてジャングルの伐採に掛かり、「朝に
は星を頂いて家を出て、夜には月影を踏んで
帰る」日々が続き、玉の汗どころか全身絞る
ような汗にぬれて、まるで競争のように働き
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続けたそうです。伐採した木を焼き、その後
を整地してコーヒーの蒔き付けをする。一年
程経って皆が農業にも慣れ、移住地の地理も
分かってきたので、役員さんの土地に礼拝所
を建て、南海大教会の元一日に思いを馳せて
正明会と名付け、毎月26日におつとめを勤
めるようになった。ある月、大教会長さんか
ら手紙が届いた。到着してからも度々役員さ
んの元へ届いたようですが、内容はいつも「
異郷の地で大変苦労も多いだろうが、皆さん
はブラジルへ出稼ぎに行ったのではないのだ
から、どうかしっかりにをいがけ・おたすけ
に励んでほしい」というお仕込みの手紙であ
ったそうです。手紙の消印を見ると約半年か
かって受け取っていた。すぐ返事を書いて出
しても相手に届くのに半年かかるので、意志
が通じるのに一年かかったといいます。現在
では考えられないような話です。
　月次祭が済んで役員さんが、このたび大教
会長さんからまた手紙を頂いたが、この移住
地で皆がこのような生活をしていたのでは布
教も出来ないので、それぞれ大変な中ではあ
るが、誰か代表して町へ出て布教してはどう
かと思う。そこで役員さんの次に年長者の人
に布教に出てはどうか、と勧められたが、そ
の人は「子供が小さいので、もう少し大きく
なったら出ようと思うが、今はとても出られ
ない」と断られた。次に年長の人に「あんた
は大工の仕事も出来るから、町へ出て大工し
ながら布教してはどうか」と勧められたが、
その人も「構成家族で来た弟がもう少し大き
くなったら、仕事を任せて出ることも出来る
が、今すぐには出られない」と断られた。こ
うした役員さんとのやりとりを見ていた大竹
先生は、今布教に出るのは自分が一番出やす
い立場にあると思われ、自ら志願してバウル

ー市へ単独布教に出られたのであります。そ
れは渡伯して２年目のことです。
　人間思案からすればブラジルへ移住して２
年、慣れない農業にもやっと慣れ、植えた作
物が収穫できるようになり、これから少しは
楽になる時ですから、それを捨ててまた一か
ら飲まず食わずの布教をするのは大変勇気の
いることで、誰でも尻込みしてしまいます。
日本人の移住地にいたのでポルトガル語は分
からないし、持ってきたお金は使い果たして
いる、誰でも楽な方へ流れたくなりますが、
大竹先生は神一条の精神で、自分たちを送り
出してくださった大教会長さんに安心してい
ただき、お喜びいただきたいの一心で、妻子
を移住地に残して布教に出られたのであり
ます。
　バウルー市へ布教に出て数ヶ月が経ち、や
っとお話を聞いてくださり、おたすけする人
もできて落ち着いたので、移住地に残してい
る妻子や教友たちがどうしているか、一日が
かりで汽車に乗って帰ったところ、驚いたこ
とに「子供が小さいから」と言って布教に出
るのを躊躇していたその子供が病気で出直し
ており、「弟が大きくなったら布教に出る」
と言っていた大工さん夫婦も病気で出直して
おられた。出直された方々には本当に気の毒
であったが、もし自分も布教に出るのをため
らってぐずぐずしていたら大変なことになっ
ていたかもしれないと思い、妻子が元気で働
いてくれていることに心より感謝し、また勇
んで布教地へ戻ったんだ、としみじみ聞かせ
てくださいました。
　神一条か人間思案か、選択をせねばならな
い時、思い切って神一条の道を選ばれたの
で、10家族中、家長としては一番歳の若か
った大竹先生が、役員さんや先輩たちよりも
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先に、昭和11年教会名称の理を戴かれ、そ
の後もブラジルの道の中心人物となられ、昭
和26年伝道庁が設置されるや南海大教会所
属から本部准員に登用され初代庁長になられ
たのであります。
　大竹先生は、常々「にをいがけ・おたすけ
と、おぢば帰りは、人に負けるな」と話さ
れ、子供が運動会で人に負けないよう、なり
ふりかまわずゴールを目指して走るように、
私たちお道の者は、にをいがけ・おたすけす
ることと、おぢば帰りすることは、人に遠慮
すること無く、負けん気を出して頑張るよう
に、と叱咤激励されていました。
　ハワイからのおぢばも大変遠いですが、ブ
ラジルからのおぢばはもっと遠いので、度々
帰られませんから教祖の年祭には、その年に
はどうでも帰らせていただきたい、という心
が強く働くのだと思います。
　おぢばは天理教信仰の中心であります。ぢ
ばは、親神様が人間を創造された元の地点
であり、天理王命の神名を授けられた所であ
り、よろづたすけの源泉であると聞かせてい
ただくのであります。
　別席のお話の中で、「世界から元の親里を
慕うて帰るのは、ちょうど人間がその親を慕
うてやぶいりに帰るようなものであります。
また、世界から、おぢば、親のそばと言うて
慕うて帰る子供に隔てなく、お待ちかねにな
っているのが親のお心であります。この親を
慕うて帰る子供の真実が、常に隔てなく子供
の上を思うて、その帰りをお待ちくだされる
親のお心に通いまして、ここに珍しいたすけ
をお見せくだされ、自由のご守護をなしくだ
されるのでありますから、この元のぢばへ真
実の心を運ぶのが肝心であります」とお聞か
せくださいます。

　私たちは、元のやしき、ぢばへ真実を尽く
し運ばせていただくことが最も大切なことで
あります。教祖は、世界中から遠近を問わず
おぢばへ帰ってくる子供たちを、心からお待
ちくださっていると思いますが、その中でも
苦心して帰らせていただく道の子の帰参を、
お喜びくだされていると思わせていただくの
であります。
　５年前、日本航空の成田—サンパウロ線が
運休してから、私はアメリカ、ヨーロッパ、
中近東などを回っておぢば帰りをしています
が、どのコースを選んでもサンパウロからお
ぢばまで約30時間かかります。長時間座席
に座っていると背中が張ってくるし、お尻が
痛くなります。いつも家内に「難行苦行」や
な、と冗談を言ってますが、考えてみればま
だ座って行けるだけでもありがたいのです。
　教祖ご在世中は今と比べものにならないほ
ど交通は不便でありましたが、たすけていた
だいた喜びから、教祖にお礼を申し上げるた
め、みんな歩いてお屋敷へお帰りになってい
るのであります。
　『稿本天理教教祖伝逸話篇』に先人がそれ
ぞれ苦労しておぢば帰りされたお話がいくつ
かありますが、「雪の日」（44）は増井り
ん先生のおぢば帰りのことについて記されて
います。あらましを申し上げますと、
　「明治8、9年の正月10日、朝から大雪で
あったが河内からお屋敷へ帰らせて頂くため
大和路まで来た時、吹雪となり額田部の高橋
の上では幅１メートル程の欄干の無い橋であ
ったので、これは危ないと思い、雪の降り積
もっている橋の上を裸足になって這うて進ん
だが、中程まで進んだ時、吹雪が一時にドッ
と来たので身体が揺れて川へ落ちそうになっ
た。蟻のようにペタリと這いつくばって、南
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無天理王命、南無天理王命、と一生懸命にお
願いしつつ、やっとの思いで高橋を渡り二階
堂を経て午後４時頃お屋敷へたどり着いた。
つとめ場所の中へ入ると、村田イエが、「あ
あ今教祖が、窓から外をお眺めになって、
『まあまあこんな日にも人が来る。なんと
誠の人やなあ。ああ難儀やろうなあ。』と、
仰せられていたところでした。」と言った。
りん先生は、お屋敷へ無事帰らせて頂けた事
を心から喜ばせて頂いた。しかし河内からお
屋敷まで約30キロの道を、吹雪に吹き捲く
られて帰らせて頂いたので、手足も凍えてし
まっていたので、居合わせた人たちに温めて
もらい、教祖の御前にご挨拶に上がると、教
祖は、「ようこそ帰って来たなあ。親神が手
を引いて連れて帰ったのやで。あちらにても
こちらにても滑って、難儀やったなあ。その
中にて喜んでいたなあ。さあさあ親神が十分
十分受け取るで。どんな事も皆受け取る。守
護するで。楽しめ、楽しめ、楽しめ。」と仰
せられて、冷えきった手を、両方のお手でし
っかりとお握り下された。丁度火鉢の上に手
を当てたというか、何とも言い表しようのな
い温かみを感じて、勿体ないやら有難いやら
で、りん先生は胸が一杯になった。」
とあります。
　増井りん先生は、32歳の時ソコヒで失明し
ていたところ不思議なおたすけを頂かれ、女
性の身でありながら、30キロの道のりを歩
いて何度も教祖のもとへお帰りになられまし
たが、その時の一コマです。吹雪で吹き飛ば
されそうになったが、神名を称え、裸足で這
うて、雪でどろんこになって、お屋敷へ帰ら
れたのであります。
　教祖は、人間の目には見えないが、親神様
が手を引いて連れて帰ったのやで、と仰せく

ださっているのであります。りん先生は、こ
の時の教祖の温みを一生忘れることは無い、
と後年語っておられます。
　おぢば帰りの心定めをしても、思いがけぬ
身上や事情に出会って、吹き飛ばされそうに
なることが起こるかもしれませんが、「どう
でもこうでも帰らせていただきたい」という
強い信念があれば、親神様はどんな難しい中
でも、手を引いて連れて帰ってくださるので
ある、と大変勇気づけてくださるご逸話であ
ります。
　私はこれまで130回ほど、おぢば帰りをさ
せていただきましたが、団参のお世話をさせ
ていただいていますと、嬉しかったこと、つ
らかったことなど数々の思い出があります
が、1987年これまでにない大きなショック
を受けたことがありました。
　１月18日おぢばに到着した27名の中に、
ピストル16丁、実弾538発を持ち込み、25日
広島市内で売りさばこうとして警察に逮捕さ
れた人がいました。私は大竹庁長に代わって
25日夜おぢばへ帰らせていただきましたが、
伊丹に着くと同時にこの事件を知らされまし
た。参拝の後、当時の篠森部長、島村課長と
今後どうするか、相談をしました。明日はテ
レビや新聞で報道されるから、とりあえず朝
づとめ前、真柱様に帰参のご挨拶のとき、事
件のあらましを申し上げてお詫びをするよう
にとのことです。
　前年は、教祖100年祭に初めて1000名を超
す1725人がおぢば帰りをさせていただいたが
今年は立教150年を意義あらしめるため、毎
月団参を出させていただこうと、意気揚々と
取りかかった初っ端に見せられた大節です。
　教内の方々に本当に申し訳なく、心から不
始末を真柱様にお詫び申し上げましたが「お
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金を稼ぐためにピストルまで持ち込んだのや
なあ。可哀想になあ」と、穏やかに仰せくだ
さっただけです。
　ブラジルではピストルは安く手に入るの
で、日本で売ったら大儲け出来ると簡単に考
えたようです。当時、天理教のブラジルから
の団体は、一人ひとりチェックせず、荷物を
まとめて申告しほとんどフリーパスであった
ので、これに目を付け、訪日するので連れて
行ってほしいと、ある教会長に頼み同行した
人でありました。会長さんにしたら、おぢば
帰りしてくれるし別席も運ぶと言ってくれる
ので、親切に世話取りをし、まさか日本でピ
ストルを売りさばくとは夢にも思わず、連れ
て行ったようです。
　私は当時団参編成委員長のご命を頂いてい
ましたので、毎月団参の初っ端からこうし
たことでは、今年一年間本当に出せるかどう
か、一瞬頭をよぎりましたが、節を見せてい
ただきおぢば帰りの意義や団参の進め方に反
省する機会を与えていただきました。ただ人
だけ集めたら良いというのではなく、なぜお
ぢばへ帰らせていただくのか、なぜ別席を運
びおさづけの理を戴くのか、という根本的な
説明をして募集することが大切であることを
再確認して、管内一手一つにこの節を乗り越
えさせていただきました。12月まで予定通
り毎月団参を出し、約450人のご守護を頂き
ました。
　タオルの水を絞ってもう出ないだろうと思
っても、渾身の力を振り絞ったら、まだ水滴
は落ちるものです。これが真実というもので
あろうと思います。教祖100年祭の年に1725
人が帰参しましたので出し切ったと思って
も、力一杯絞ったらまだ450の水滴が出たの
であります。

　私は、ハワイやアメリカ、ブラジルのよう
に布教の歴史を重ねて来た国では、海外伝
道、即ち縦の伝道である、と思っています。
もちろん横の布教も大切であり、教祖の年
祭、伝道庁の記念祭を迎えるたびに、教勢の
伸展を掲げて布教活動を活発に進めています
が、それにも増して縦の伝道を徹底して進め
て行かなければ、道の発展は無いと思ってい
ます。
　皆様方もご承知のように、本教がこれまで
一番伸びたのはいつ頃かと申しますと、教祖
が現身をかくされて世間ではこれで天理教も
終わりだろうと噂したのですが、その後「燎
原の火」の如く、日本国内に教勢が伸展して
いったのであります。明治の終わり頃、日本
の人口が約4400万人のとき、天理教の信者
は約800万人とマスコミは伝えています。そ
の頃天理教の教会は約3500ヵ所です。明治
の終わりから約100年経ち、本教は世界中に
伸び広がり、海外に321ヵ所の教会があり、
国内も合わせると約16600ヵ所の教会があり
ます。100年の間に教会数は4、7倍も増えた
のですが、信者数は反対に大幅に減少して約
200万人と言われています。
　単純な計算ですが、例えば一教会に５人の
信者さんがおられるとします。この人たち
が、信仰は自由だからといって、子供や孫に
道を伝えなかったら、50年先には信者さん
は０になってしまいます。ところが５人の信
者さんが、皆信仰の喜びを子供や孫へしっか
り伝えたら、これから先50年には子供や孫
は結婚して3人ずつ子供を産んだとしたら45
人になるのであります。縦の伝道をおろそか
にしたら50年後は０になり、しっかりやれば
45人になるのですから、教会名称の理、末代
の道を考えるとき、縦の伝道がいかに大切な
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伝道庁＆おぢば連絡

教会事情
　10月26日のおはこびで、三國ウェスリー
氏が太平洋教会会長の理のお許しを戴かれま
した。就任奉告祭は、11月７日に執り行わ
れます。

教祖年祭回顧展
　おやさとやかた南右第二棟１階ホール
　2015年10月22日～2016年５月８日
　過去の教祖の年祭を振り返り、先人の足跡
をたどる展示です。

かぐら面展示
　おやさとやかた南右第二棟地下１階
　2016年１月24日～31日　
	 ２月３月25日～27日
	 ４月17日～19日、25日～27日
　過去のおつとめで使用した「かぐら面」を
展示します。	

記念建物案内
　2016年１月24日～31日（26日を除く）
　建物の扉を開放し、音声による案内機器を
設置します。日本語のほか、外国語案内とし
て英語・韓国語・ポルトガル語・北京語・ミ
ン南語・タイ語に対応しています。

「ようこそ	おかえり	～人類の故郷	ぢば～」
（大型スクリーン映像）
　おやさとやかた南右第二棟地下２階
　2016年１月24日～
　親里の四季をベースに、教祖の親心、そし
て教祖を慕う子供たちの姿を映し出し、教祖
の御教えを示しながら、その教えを実践する
人々の姿、おぢばがえりの喜びなど帰参者の
インタビューを交えながら表現しています。

　10月31日、アロハ教会に
て会長就任奉告祭が執り行わ
れ、川崎カイル氏が五代会長
に就任しました。おめでとう
ございます。

会長就任奉告祭

ことか、この世に陽気ぐらし世界の実現を目
指す本教にとって、次代に道の信仰を引き継
いでいくことがいかに重要なことか、はっき
りしていると思うのであります。
　日本とは、気候、風土、文化、習慣、言語
の全く異なる地での布教は並大抵なことでは

ないと思いますが、世界一れつをたすけたい
一筋のお心でお通りくだされた教祖のひなが
たを、もくもくと実践させていただき、教祖
にお喜びいただけるよう、お互いに勇んで努
めさせていただきましょう。
　ご静聴頂きありがとうございました。
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婦人会だより
　10月24日、おぢばではかんろだいのすえかえ
の儀が執り行われ、また一歩着実に教祖130年
祭に向かう準備が整いました。私たちの心の準
備はどうでしょう。３年前には喜べなかったこ
とが、今日は喜べるようになったでしょうか。
実（まこと）のよふぼくに一歩でも近づけるよ
う今月も笑顔で過ごさせていただきましょう。

■例会

　11月9日（月）		 ９：00

■女鳴物練習

　11月10日（火）	 ９：00

■ヌアヌハレ慰問

　11月14日（土）	 10：00

※今月の直会当番は、合同Ａグループです。よ
ろしくお願いします。

		2日（月）・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		3日（火）・天理文化センター月次祭
		6日（金）・月例コミュニティーひのきしん
		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
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん
15日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール
		 	 	 	 ・アロハバンド練習
16日（月）・ワイキキ神名流し
20日（金）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
22日（日）・ハワイ島教友会総会
26日（木）・遥拝式
		 	 	 	 ・おてふり鳴物練習
27日（金）・青年会教祖傳勉強会
28日（土）・アロハバンドキャンプ(~29日)

11月行事予定

少年会だより
■ハロウィン・ユニセフ募金　
　ユニセフ募金にご協力いただきありがとうご
ざいます。募金箱は11月15日の伝道庁月次祭日
までに伝道庁事務所までお寄せください。

■こどもおぢばがえりに向けた募金活動

　少年会の募金活動にご協力いただきありがと
うございます。伝道庁や各教会を通してご注文
いただいた方は、11月29日午前10時～午後２
時までに伝道庁で商品をお受け取りいただけま
す。詳しくは、中川オードリー（audsn@hawaii.
rr.com）までご連絡ください。

■アロハバンドキャンプ

　アロハバンドのキャンプを11月28、29日に
伝道庁で行います。興味のある方は、宮内ルミ
（電話：382-0079または、Ｅメール：asakusa_
rumi@hotmail.com）までご連絡ください。

■リーダーズキャンプ＆新年会

　リーダーズキャンプを2016年１月30、31
日に行います。新年会＆公園清掃ひのきしん
は、31日にモイリイリ・オールド・スタジアム
公園で行います。



伝道庁11月月次祭	 	 	 　11月15（日）午前９時
金川和子・ミッドパシフィック布教所長が講話をつとめます。
※教会長・布教所長会議は12時45分から行います。
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