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　ハワイ管内の皆様、明けましておめでとうございます。

　昨年はお道の御用の上にご尽力いただき、また伝道庁の諸活動・諸行事にご協力下

さり、誠に有難うございました。殊に昨年は、今月26日に迎える教祖130年祭の三年千

日年祭活動の仕上げの年として、ご存命の教祖にお喜び頂くべく、各々の持ち場立場

において常に「自分にできるにをいがけ・おたすけ」を強く心掛けてお通り下された

ことと存じます。

　ご承知のように、私たちの陽気ぐらし世界実現への歩みは、教祖の年祭を大きな一

里塚としてずっと続いていきます。この年祭活動で培った勢いを失うことなく、私た

ちよふぼくは日々喜び勇んだ通り方を心掛け、身近なところから扶け合いと陽気ぐら

しの輪を広げ続けていきましょう。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

山中修吾庁長　新春あいさつ

アイランドニュース＆ 伝道庁連絡

　12月11日、伝道庁
勤務の坂上典明・綾乃
夫妻（鶴湘南分教会）
に赤ちゃんが誕生しま
した。名前は、航（わ
たる）ブルースくんで
す。おめでとうござい
ます。

こんにちは赤ちゃん

　12月20日から23日まで、おやさと練成会
英語コース中期が伝道庁で開催され、チェイ
ス・ラム（かりゆし布教所）とメーガン・ヤ
マモト（アロハ教会）が修了しました。育成
スタッフを渡辺俊・海外部員、カウンセラー
をティファニー・マエガワがそれぞれ務めま
した。

おやさと練成会英語コース中期

　12月2 8日、ヤ
ギ・ネイセン・トリ
ーナ夫妻（ハワイセ
ントラル教会）に赤
ちゃんが誕生しまし
た。名前は、ショー
ン・ケアリイ・ユウ
トくんです。おめで
とうございます。
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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。

　親神様の深い親心と絶え間ない御守護のも

と、私たちは日々結構にお連れ通り頂き、それ

ぞれの持ち場立場で、たすけ一条の御用に励ま

せて頂いておりますが、本日は早くも今年の納

めの月次祭を執り行う日柄となりました。この

一年、様々な行事活動を無事に終えることがで

きましたこと、また賜りました数々の御守護に

御礼申し上げ、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、世界たすけと真の世界平和への真

剣な祈りを捧げさせて頂きます。御前には今日

一日を楽しみに寄り集ったハワイの道の兄弟姉

妹が、真心を込めてみかぐらうたを唱和し、つ

とめに勇む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。

　本日午後よりおやさとセミナー中期を開催さ

せて頂き、ハワイの道の将来を担う若者が伝道

庁にて教えをしっかりと学ばせていただきま

す。本年も残りわずかとなりましたが、年末の

行事も滞りなくつとめさせて頂き、新しい年を

心明るく迎えさ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。殊に来月におぢばで勤められる教祖百三十

年祭に向けて、当日帰参するしないにかかわら

ず、最後まで気を抜くことなく銘々が精一杯に

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、その後のハワイの道のさら

12月月次祭祭文

祭典役割

祭　主	 山中修吾庁長	 	

扈　者	 齋藤コーリン	 	 稲福道興	

賛　者	 三國ウェスリー	 鈴木ダレル	 　

指図方	 西村忠正

講話者	 齋藤コーリン	 （英）

通訳者	 一瀬常徳	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎

(男性)	 Ｒ．山	 Ｙ．宮内	 Ｇ．井元

	 Ｍ．社本	 Ｗ．三國	 Ｄ．桧垣

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｓ．中尾

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｒ．宮内

	 Ｍ．三國	 Ｔ．中尾	 Ｆ．伊藤

笛	 Ｔ．美馬	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本

チャンポン	Ｇ．本田	 Ｍ．久尾	 Ｄ．鈴木

拍子木	 Ｔ．西村	 Ｅ．高田	 Ｂ．美馬

太鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｍ．稲福	 Ｓ．中尾

すりがね	 Ｃ．三國	 Ｗ．城	 Ｓ．社本

小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｔ．井上	 Ｈ．山本

琴	 Ｔ．松川	 Ｌ．川崎	 Ｌ．金城

三味線	 Ｃ．明本	 Ｍ．山下	 Ａ．中川

胡弓	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｎ．椎葉

地方	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｔ．岩田

	 Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾	 Ｍ．中尾

なる勢いへと繋げさせて頂きたいと存じます。

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、世界中の人々が元

の親を知り一れつ兄弟姉妹の真実に目覚めて、

全ての争い事が終息し、互いにたすけ合い睦み

合い真の平和世界である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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　おはようございます。まず初めに今日私の
講話の翻訳を務めてくださいます一瀬先生に
お礼申し上げます。しばらくの間ご清聴くだ
さいますようお願い致します。
　私たちは今、教祖130年祭を迎える最後の
一ヶ月、残すところあと37日という時旬に
あります。山中庁長様から「来月執り行われ
る教祖130年祭に参拝させていただくにあた
り、是非皆の心が勇み、意気を高揚させるよ
うなお話をしていただきたい」と、ものすご
いプレッシャーをかけられました。これまで
三年間、諭達第三号を拝読させていただいて
きましたが、その中で、私たちよふぼくに対
して真柱様は「教えを学び身につけ、日々実
践して…」と言っておられますが、私はこの
お言葉にいつも胸に応えるものを感じていま
す。今日は、私たちの魂のより深いところに
納得がつき、少しでも教えを身につけること
ができればと思います上から、私が学ばせて
いただきましたことをお話しさせていただき
ます。
　去る10月、私は秋季大祭に参拝させていた
だきましたが、真柱様はご講話で、教祖130
年祭を迎えるにあたってのそれぞれの労をね
ぎらわれた後「教祖年祭の節目は、さらなる
前進のためのスタートラインである」とお話
しくださり、年祭後もそれぞれのつとめを続
けるよう促されました。
　2011年５月に開催された天理教ハワイ・コ
ンベンションにはおよそ320名の参加がありま
したが、そのうちの116名が州外または国外か
らの参加者、という本当に素晴らしいコンベ

ンションでした。コンベンションでのトピッ
クの一つは「英語で歌って踊れる『みかぐら
うた』」でした。一瀬常徳先生、そして岡崎
マーロン先生と共に私もその担当者を務めさ
せていただきました。その折私はお話をさせ
ていただいたのですが、コンベンションに参
加しておられなかった方たちは聞いておられ
ないので、その一部だけをお話しさせていた
だき、教祖130年祭を迎える今日この機会に
「おつとめ」の意義について皆様と一緒にも
う一度考えてみたいと思います。
　教会本部では、親神様のご守護による人間
宿し込みの「元のぢば」に、その標として据
えられている「かんろだい」を囲んで「かぐ
らづとめ」がつとめられます。私たちが「ぢ
ば」でつとめられる「かぐらづとめ」のつと
め人衆になることはまずないと思いますが、
親神様の十全の守護の意味合いを学び、十人
のつとめ人衆が付けるかぐら面と手振りの意
味を理解することは、私たちがそれぞれの教
会でつとめさせていただいている「おつと
め」と「かぐらづとめ」はその理の意味にお
いて同じであることから、本当に大切なこと
なのです。さらに学ばせていただくと、喜び

 12月月次祭祭典講話    ホノルル教会長　齋藤コーリン
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の心をもって「おつとめ」させていただくこ
との大切さがしみじみと感じられるようにな
り、そこに親神様が、親神様の子供である全
ての人間を一人残さずたすけてくださる「よ
ろづたすけ」という大目標が達成できること
になるのです。
　なぜ「かぐらづとめ」が最も大切であるか
というと、それはこの「つとめ」がこの宇
宙、世界、そして人類のお創りになられた際
の親神様の創造の理をかたどるものだからで
あり、また、この「つとめ」を通して心を建
て替えさせていただくことができ、運命そし
て世界の行く末をも切り替えていただくこと
ができるからです。
　「つとめ」についてはおふでさきで、「こ
のつとめこれがこのよのはぢまりや…（十
五－29）」とあり、また、「このつとめ」
は「…よろづたすけのもよふ…（二－９）」
であり、そして「…せかいをさめてたすけば
かりを（四－93）」、さらに「…せかい一れ
つ心すまする（七－99）」とお教えくださっ
ています。
　そして、私たちにとって一番大切なこと
は、「はや／＼と心そろをてしいかりと　つ
とめするならせかいをさまる（十四－92）」
ということです。
　このおふでさきはどういう意味なのでしょ
うか？どのようにすれば、「せかいをさま
る」という状況を実現するために、「私たち
の心をそろえ」、「しいかりつとめる」こと
ができるのでしょうか？
　＊意味がきちんと理解できているのか、一
部の意味しか理解していないのかにかかわら
ず、異国の言語で唱和していて「心をそろえ
る」ことができるのでしょうか？

　＊地歌と手振りを完璧に記憶してさえいれ
ば、「心をそろえる」ことができるのでしょ
うか？
　＊「しいかりつとめる」とはどういう意味
でしょうか？それは単に地歌や手振り、鳴物
を間違えないようにつとめるということでし
ょうか？
　英語を母国語とするローカルの私自身にと
って、おつとめを正しくつとめるにあたって
もう一つ大事な点があります。それは教理の
深い理解が必要だということです。天理教の
教理は私たちが考えている以上に深いもので
す。この教理は、親神様が人間世界を創めら
れた時から何億年もの長い長い間私たちに教
えたいと思ってこられた教理であり、その教
理を私たちに教える機会は、天保９年10月26
日教祖を月日（神）のやしろと定められた時
にやっと訪れたのです。それ以来、教祖は50
年もの間、その半分の期間は極貧の中を、そ
して笑われそしられながらも、言葉で、文字
で、そしてご自身の生き様を通して私たちに
教理をお教えくださいました。
　「このよふのしんぢつねへのほりかたを…
」とおふでさきでお教えくださっています
が、これは自らの心を深く探り教理をより深
く理解するよう教祖が促しておられるので
す。「ねをほる…」ということについては次
のようなおふでさきがあります。

　はや／＼としやんしてみてせきこめよ　
　ねへほるもよふなんでしてでん（五－64）

　このねへをしんぢつほりた事ならば　
　ま事たのもしみちになるのに　（五－66）
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　このねへをほりきりさいかしたるなら　
　どのよなものもかなうものなし（五－86）

　こんなに頼もしいことはあるでしょうか？
よく思案して、人間世界の真実を掘り起こし
さえすれば、その教理の深い理解をもってす
れば、あなたにかなうものは一人もいない、
と仰っておられるのです。皆さんにお尋ねし
ます。
　天理教を信仰していることを誇りに思って
いる人は皆さんの中で何人おられますか？今
まで何回生まれ変わってきていると思いま
すか？人生を何度生きてこられたと思いま
すか？
　「元の理」には、「私たちは虫、鳥、畜類
などと、八千八度の生まれ更わりを経て…」
とあります。皆さんはどの恐竜でした？人間
の形になってから何度生まれ更わってきたの
か分かりませんが、たぶん皆さんも何度も何
度も生まれ更わってきたのだと思います。天
理教が始まってまだ179年目ですから、私た
ちのほとんどは天理教を知らない人生を何度
も何度も生きてきて、色々な宗教や世界中の
教えなどもすでに経験してきているかも知れ
ません。
　大事なことは、何度も生まれ更わり、十の
うち、世界中に教えられた九つまでの神様の
教えをすでに経験してきた私たちは、神様の
お目に留まり、私たちを見て心の準備が整っ
ていると思召され、今この人生に生まれ更わ
らせていただいたからこそ、この「素晴らし
い教え」を知ることができた、ということな
のです。私たちの魂は、神様の教え、つまり
「最後の一点」を学ばせていただく準備がで
きているわけです。ですから、このような機

会をいただいたこと、つまり教祖を知り、天
理教の教えを学ばせていただくことができる
という機会、言い換えればこのような特別な
恩恵を受けさせていただける機会を与えてい
ただいたことを、私たちは誇りに思わせてい
ただかなければなりません。
　いかがでしょうか。天理教を信仰している
ことに誇りを持っていただけましたでしょう
か？そしてその責任を感じていただけました
でしょうか？
　私が英語修養科講師を務めさせていただく
機会を最初に頂いたのは1988年でした。疑問
をたくさん抱いていた私が深い理解を求め始
めたのはその時からでした。雪本利清先生が
お手振りを教えておられましたが、私は皆が
日本語で「みかぐらうた」を歌っている横か
ら、大声で英語でその意味を説明しました。
終わった時皆が「すごく気持ち良かった！」
と言ってくれました。日本語で「みかぐらう
た」を唱和し、手振りをしながらも、英語で
その意味を理解できたわけですから、気持ち
良く思ったのも当然と言えば当然です。「こ
れだ！『みかぐらうた』は、気持ち良く感じ
られて当然なのだ！」と私はとっさに思いま
した。
　スペイン語については定かではないのです
が、現在、日本語以外で「みかぐらうた」が
唱和されているのは韓国語とスペイン語だけ
です。日本語以外で「みかぐらうた」を唱和
することについては、意見が真っ二つに分か
れているようです。「みかぐらうた」の歌っ
て踊れる英語訳をすべきだという意見と、そ
のようなことはしない方が良いという意見で
す。私はこれまでずっと日本語で「みかぐら
うた」を歌ってきましたが、まずは日本語を
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間違えないように覚え、次に手と足の振り方
を覚えるということで精一杯で、お歌の意味
の理解に心を向ける余裕はほとんどありませ
んでした。
　「みかぐらうた」をお書きくださったのは
教祖であり、「みかぐらうた」のメロディ
ー、そして鳴物を教えてくださったのも教祖
です。さらに教祖は、「みかぐらうた」の意
味合いを強調しながら手振りをも教えてくだ
さいました。また、教祖は、手振りは「理を
振ることだ」とお教えくださったことから
も、お手振りはある意味において手話と同じ
かも知れないと私は思っています。
　教祖は1867年に十二下りの地歌を創られ、
２年後の1869年に「おふでさき」の第一号と
第二号、そして1870年にはおふでさき第一号
の最初の八首のおふでさきを使って「よろづ
よ」を創られました。この「よろづよ」には
大変重要な教えと親神様の思召の要旨が盛り
込まれていることから、教祖は「よろづよ」
を前奏曲として「みかぐらうた」の最初に置
くよう指示されたのです。
　私は、2010年に思い付いた私の素晴らし
い解釈を、翌年2011年の天理教ハワイ・コ
ンベンションの折にお話しさせていただきま
した。人間的な解釈だ、と言う人がおられる
かも知れませんが、私は人間ですので、どう
やっても人間的解釈になるわけですが、それ
までの間ずっと探し求めていた素晴らしい解
釈にたどり着いたとき、私は本当に嬉しく思
いました。これからお話しさせていただく「
よろづよ」の解釈でお歌を理解し、教祖がお
教えくださった手振りに注意を向ければ、い
かにその中の深い意味合いが理解し易くなる
かをお話ししたいと思います。

　「みかぐらうた」には「せかい」という言
葉が13回出てきますが、教祖は四通りの意
味に使い分けておられます。手振りに注目し
てみると、その使い分けが理解できると思い
ます。
　＊最初は「三下り目三つ」の扇子を立てて
いる手振りですが、これは人々が世界からお
ぢばへ寄ってくるという意味合いです。
　＊二つ目は「八下り目三つ」の「回る」手
振りですが、これは人々が世界中からやって
来るという意味合いです。
　＊教祖は「勇み」の手振りを８回使われて
いますが、これは「陽気ぐらし世界」という
目標を描写しておられます。
　＊最後は「よろづよ」の第一首、第七首、
第八首に出てくる全く同じ手振りで、左手人
差指を上に向け、その手をそのまま左方向へ
四分の一回転する手振りです。この手振りが
「せかい」を意味するというのはどういうこ
となのでしょうか。
　海外部長の宮森与一郎先生が、2009年12
月にハワイにお越しになられた折に「よろづ
よ」に出てくる「せかい」の手振りについて
尋ねてみました。宮森先生は、今まで考えた
こともなかったのでちょっと調べてみる、と
言われました。驚いたことに、宮森先生は結
局20人以上の方々にお尋ねになられたそう
で、私の家内の伯父である中山慶治先生もそ
の一人でした。中山先生によると、三日間考
えられた後、神殿の回廊を歩いておられたと
きに突然に頭に浮かんだそうです。
　中山先生は、「『波』のようなしぐさをす
る『よろづよ』の手振りは、この世の始まり
から教祖が「月日のやしろ」になられるまで
の『時の流れ』なんだ！」と言われました。
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　＊神様はなぜとてつもない時間とご努力を
傾けられたのでしょうか？地球を含む惑星や
星座の形成に何万億年もの時間をかけられま
した。それに比べれば人間の進化期間や1838
年までの歴史はむしろ短い期間だと言えるか
も知れませんが、人間世界の創造というもの
は全く荘厳な偉業であったとしか言いようが
ありません。
　＊親神様がこの長い時間の全てを三回の「
波」の手振りに収められた、とは理解し難い
ことではありますが、むしろ親神様の深い親
心に触れる貴重な手がかりがそこにあるのか
も知れません。この宇宙、人間、そして世界
をお創りになるにあたって親神様は並大抵で
ないご尽力をされていながら、それをたった
三回の手振りで表現されているということ
です。
　＊次に続く手振りと考え併せてみますと、
世界の創造という全くの偉業を遂げられなが
ら、親神様はまるで謙虚に「これまでのこと
はどうでもいいんだよ。大切なのは『今から
のこと』なんだから…」と仰っているように
さえ思えます。後でもう一度「よろづよ」に
つなげてお話しさせていただくことがありま
すので、今お話ししたことを覚えておいてく
ださい。第一首で、「よろづよ」の次に出て
くる言葉は「せかい」です。
　＊中山先生は「左の人差指は、神様の大変
重要なお話を取り次いでくださった教祖を指
しているのではないだろうか」と言われま
した。
　＊その手を横へ水平に動かす手振りは地球
の地平線を表すもので、左方向へ動かす手振
りは特別に重要なことであることを意味して
います。

　＊「みかぐらうた」の中で左へ動く動作は
あと一か所だけあり、それは「神にもたれ
る」という大変重要なことを意味する特別な
手振りになっています。
　＊この「せかい」という手振りは「よろづ
よ」にしか出てこないということを考えて
も、そこに大変特別な意味合いを持たせよう
とするご意志を明らかにするものだと私は考
えています。
　＊「せかい」という言葉に焦点があてられ
ているように思えますが、そこには、「教祖
を通して…、この地球で…、そして、元の理
を教えよう…」という深い意味合いも含まれ
ています。
　「よろづよ」の二首目は「上に投げる手（
縦投げ）」で始まりますが、この手振りが出
てくるのは二回だけで、二回とも「よろづ
よ」に出てきます。二首目と五首目です。
　＊この手振りは、親神様の目から見て大変
特別なところにだけ使われています。そんな
わけで二回しか出てこないのですが、この手
振りは「阿波踊り」のような日本の盆踊りに
見られるように、陽気な心、意気揚々とした
心を表しています。
　＊二首目の「上に投げる」手振りは「その
はずや」という歌うところになりますが「そ
のはずや」とは、私たち人間はまだ「元の
理」という大切なことを知らないこと、親神
様はまだ私たちに「元の理」を知らせてくだ
さっていないことを意味しています。
　三首目と四首目では、私たち人間がまだ知
らないでいる事々全ての委細を教え「ぢば」
について話し、元始まりを教えようと、親神
様が御自らこの世に現われたことを教えてく
ださっています。
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　五首目では、「よろづよ」だけに見られる
二回目の「上に投げる手」が出てきますが、
この手振りは「このもとを」と歌うところで
使われており「このもと」とは「元の理」を
意味するものです。私たち人間は、この「元
の理」を通して、人間を創られた目的、そし
て人生の目標を知ることができたからこそ、
私たちの心に、元に対する思慕の情が生まれ
始めたのです。
　六首目の意味は大変分かりやすく「ききた
くば」とは「知りたい」という要望を意味す
るわけですから、人間の側からの積極的な意
志が必要です。「聞きたいなら神に尋ねてき
なさい。尋ねて来たら神は『よろづいさいの
もと』を教えてあげるよ…」と仰っているの
です。ちょっと変わった手と足の動きは、教
わることがどういうことなのかを示している
ようにも感じられるのですが、教わるために
はまず私たち自身の心に「教わりたい」とい
う意志がなければならない、と仰っていると
いうことは良く分かります。
　七首目で神様は「神が出て何か委細を説く
ならば」と仰っていますが、この「委細」に
は「元の理」が含まれています。この後に「
せかい」の手振りが使われており、この手振
りは「教祖を通して」「この地球上で」「元
の理を知ることになった神の子供たち」を意
味しています。これを知れば「いちれついさ
むなり」、つまり全人類が勇み立つんだ、と
いうことです。
　そして最後の八首目では「人間たちを早く
たすけたい」という神様のご意志が強調さ
れており、「教祖を通して」「この地球上
で」「元の理を知ることになった神の子供た
ち」を意味する「せかい」の手振り、その三

回目の手振りがここで使われています。そし
て「こころもいさめかけ」とありますが、全
人類の心を勇めてやるんだ、と仰っておられ
ます。
　私がこのような解釈に至ったのは、修養科
の四度目の講師としての準備をしていた2010
年でした。新しく気が付いた解釈はいくつか
ありましたが、その中でも特に「せかい」の
手振りには「教祖を通して」「この地球上
で」「元の理を知ることになった神の子供た
ち」の意味合いがあることに気が付いてから
というもの、「よろづよ」を唱和させていた
だく時の感覚がそれまでとは全く変わり、唱
和するたびに胸に熱いものが込み上げ、嬉
しさで目に涙することもしばしばあります。
　「よろづよ」の最後の「よしよし」につい
て少しお話させていただきたいと思います。
この「よしよし」については色々な方に尋ね
ましたが、2010年までその意味が分かりま
せんでした。修養科でお手振りの練習をして
いた時に「よしよし」の言葉にある感覚をや
っと掴むことができました。
　ここで「よろづよ」の一首目の何億年、何
十億年という時の流れを表す「波」の手振り
についてもう一度考えてみたいと思います。
　神様は、この世人間世界を創られる目的と
目標を明らかにしてくださいましたが、親神
様の観点から考えてみると、親神様はそれこ
そ何億年もの間、尋常でない忍耐力をもって
人間を育み育て、導き「元の理」を聞かせて
やりたい「陽気ぐらし」をさせてやりたい
と思いながらその旬をずうっと待っておら
れ、1838年に教祖を「神の社」に定められ
た時にやっとその機会が訪れた、ということ
になります。人間にはとうてい考えられない
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ような忍耐力で待たれていた親神様。その親
神様が「よろづよ」の最後に「よしよし」と
仰って、ずっと子供たちに教えてやりたかっ
たことをこれでやっと教えてやれる、と思わ
れたお気持ちを皆さんは想像できますでしょ
うか。
　「よろづよ」の最後の「よしよし」という
お言葉には本当に深い親心が表れているので
す。どうか親神様のこのお気持ちに思いを馳
せながら唱和してください。でなければ、親
神様の親心に対して大変申し訳ないことにな
るのではないか、と私は思います。
　ほんの少しでも根を掘らせていただいたこ
とから、親心の一端をお分かりいただけたの
ではないかと思います。2006年に開催され
た「天理フォーラム」の折に、私は第二節の
「ちょとはなし」とその「元の理」との兼
ね合いについてお話しさせていただきまし
た。2013年には「座りづとめ」の第一節、
そして「ホオ・ポノ・ポノ」というハワイア
ンの自己治療術を介して「合掌」の手振りに
ついてお話しさせていただきました。これら
についても130年祭に帰られる前に是非もう
一度おさらいしていただきたいと思います。
おつとめを正しくつとめさせていただく努力
をしましょう。そして教祖が仰ってくださっ
ていますように「ねへほる」努力を続けさせ
ていただきましょう。
　教祖130年祭に帰られる前に、皆様に宿題
を提案したいと思います。「みかぐらうた一
下り目の五つ」に、「りをふく」とあります
が、なぜ左下で合掌の手をするのでしょう
か。指先を上に向けずにする合掌の手はここ
にしか出てきません。どうか皆で一緒に「ね
へほる」努力を致しましょう。

　最後に、最近私が聞いた素晴らしい話を皆
さんにお話ししたいと思います。皆さんもご
存知のことと思いますが、おぢばでは毎日午
後２時になると「よろづよ」の一首と「なむ
てんりおうのみこと」のサイレンが流れま
す。そしてこのサイレンが何を意味するのか
もご存知のことと思います。１月26日の午
後２時に何があったのでしょうか？本島大教
会の現在の大教会長である片山幹太先生は、
本部学生会の役も務めておられるのですが、
ある行事で教祖殿に集合して、午後２時のサ
イレンを待っていたことがあったそうです。
サイレンが終わった後、横にいた小学生の女
の子に、サイレンの意味を知っているかどう
か尋ねたそうです。するとその女の子は「は
い、そのサイレンは教祖が世界たすけに出ら
れた合図です」と答えたそうです。
　これからはこの解釈を胸に置きませんか。
ご存命の教祖は、世界中の全ての子供たちを
たすけるためにご自身の身体的な束縛を解か
れ、今もなお世界たすけの上にお働きくださ
っています。「ねへほる」努力を続け、私た
ちの魂の奥深くまで教えを身に付けさせてい
ただきましょう。2016年に執り行われる教祖
130年祭を、新たな心の成人とプライドをも
って迎えられますよう、私の講話が少しでも
皆さんのお役に立てたのであれば光栄です。
お互いに、根を掘る努力、そして「どのよな
ものもかなうものなし」と言われるほど理解
を深める努力をしましょう。
　最後に、教祖の教えを知ることができたこ
と、そして天理の教えを聞かせていただくこ
とができたこと、そのような特別な恩恵を与
えていただいたことに是非誇りを持ってくだ
さい。ご清聴ありがとうございました。
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婦人会だより
　あけましておめでとうございます。昨年中は
婦人会活動のうえに皆様のサポートを頂きあり
がとうございました。教祖130年祭がいよいよ今
月26日に勤められます。ご存命の教祖にお喜び
いただけるようさらなる努力を積み重ねさせて
いただきましょう。本年も婦人会行事でお会い
できることを楽しみにつつ、皆様の変わらぬサ
ポートをよろしくお願いいたします。

■ヌアヌハレ慰問

　１月９日（土）	 ９：30

■例会（新年会）

　１月11日（月）	 10：00
※２月の例会はありません。

■女鳴物練習

　１月12日（火）	 ９：00

※今月の直会当番は、本島グループです。よろ
しくお願いします。

		1日（金）・元旦祭

		3日（日）・餅つき（プリンセスカイウラニホテル）

		4日（月）・月例にをいがけデー

		 	 	 	 ・婦人会委員会

		5日（火）・天理文化センター大祭

		6日（水）・餅つき（ロイヤルハワイアンホテル）

		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

10日（日）・餅つき（日本文化センター）

		 	 	 	 ・中森喜子部員離布

11日（月）・婦人会例会

		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会

12日（火）・婦人会鳴物練習

13日（水）	・青年会会議

14日（木）	・少年会会議

16日（土）	・主事会

		 	 	 	 ・学生会ひのきしん

17日（日）・伝道庁大祭

		 	 	 	 ・サンデースクール

		 	 	 	 ・アロハバンド練習

		 	 	 	 ・教校学園研修ホストファミリー

		 	 	 	 　説明会

18日（月）・ワイキキ神名流し

		 	 	 	 ・向井元教部員帰本（～1/31）

21日（木）・庁長帰本（～2/2）

23日（土）・庁長夫人帰本（～1/30）

26日（火）・遥拝式

30日（土）・少年会リーダーズキャンプ

31日（日）・少年会新年会＆清掃ひのきしん

1月行事予定

少年会だより

■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。参加対象は12才以上で、参加御供
は一人10ドル、申込は１月17日までにお願いし
ます。新年会＆公園清掃ひのきしんは、31日午
前10時からモイリイリ・オールド・スタジアム
公園で行います。こちらはどなたでも参加いた
だけます。
■スプリングキャンプ＆おつとめまなび総会

　日程は、2016年３月25日～27日、総会は26
日の伝道庁遥拝式後に行います。

　昨年を振り返り、親神様、教祖に感謝し、皆
様のサポートとご指導に感謝させていただける
のが新年の時であると思います。次世代を育成
するためのプロセスこそ、このお道の未来に必
要不可欠です。今年も一年、少年会の活動にご
支援頂けますようお願いします。
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