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永尾比奈夫・海外部次長が２月16日から22日までハワイに巡教され、母親講座、「元の理」講話、
「元の理」勉強会、お手直し、そして月次祭祭典講話をつとめられました。

まこと
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伝道庁３月月次祭	 	 	 ３月20日（日）午前９時

西村忠正・キラウエア教会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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リレー巻頭言
　おぢばで教祖130年祭がつとめられてから

１ヶ月余りになります。当日は素晴らしい晴

天の御守護の下でかぐらづとめが始まり、神

殿に集った道の兄弟姉妹と共に一手一つにみ

かぐらうたを唱和し、とても感慨深いものが

ありました。天理時報によると、年祭当日だ

けで推定20万人の教信者が親里に帰ったそう

です。

　年祭活動期間中はそれぞれに真実の種を蒔

いてくださったことと思いますが、その種は

きっと生えるべき旬に生え出て、ご存命の教

祖がお喜びくださることと思います。蒔いた

種は、ちゃんと世話をし、肥をやり、そして

何よりも親神様の御守護を頂けば、みな生え

ます。

　教祖130年祭祭典後の神殿講話で真柱様は、

「教祖の年祭はゴールではない。私たちは陽

気ぐらし世界実現への長い道のりを歩み続け

ねばならない」と仰せられ、そのために人材

育成が急務であると強調されました。

　お道には、少年会、学生会、青年会、女子

青年、婦人会という、私たちの成人への歩

みを促してくれる５つの組織があることはと

ても素晴らしいと思います。そしてまた、い

つも私たちを正しく導いてくださる教会長さ

んがいることも心強いです。若い人々がよふ

ぼくとして活躍し、欠かせない人材となる

よう、しっかりと若い人々を育てましょう。

　若い世代の方々には、おぢばで開催される

講習会等を受講することをお勧めします。親

里練成会、修養科、教人資格講習会、TLI日

本語科・おやさとふせこみ科などです。これ

らの講習会に参加することが、おぢばで真実

の種を蒔く機会となります。

　「みかぐらうた」の七下り目に、

八ッ	 やしきハかみのでんぢやで　

	 まいたるたねハみなはへる

九ッ	 こゝハこのよのでんぢなら　

	 わしもしつかりたねをまこ

十ド	 このたびいちれつに　　　　

	 ようこそたねをまきにきた

	 たねをまいたるそのかたハ　

	 こえをおかずにつくりとり

とある通りです。

　ある先生は、「おぢばで種を蒔く努力は決

して無駄にはならない」と言われます。別席

のお話でも、真実の心で元のぢばに伏せ込む

ことが大切である、と強調されています。種

を蒔くにも、その種が芽を出すにも、何年も

掛かることがありますが、その種が生える旬

まで辛抱強く待つことが大切です。

　今後もご存命の教祖にお喜び頂けるよう、

真実の心でもってつとめ続けましょう。

【山中幸恵】
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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、

この真実の教えに導かれ、日々に親神様の御守護

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、教祖のひながたに少しでも近づこう

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２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。

　先月おぢばでつとめられた教祖130年祭にはハワ

イより130名近くが帰参し年祭活動の成果をご存命

の教祖に報告させて頂きましたが、真柱様は神殿

講話にて「年祭活動の動きがこれで途切れてしま

わないよう、今後の活動に生かしていくことが肝

心である」と説かれ、これからの課題として「道

の将来を担う人材を育て増やすことの必要性」を

強調されました。そして本日は、海外部次長とし

て初めてハワイに巡教下さる本部准員永尾比奈夫

先生より、教祖年祭後の具体的な道標となる講話

を頂戴いたします。

　私共一同は、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。今回の年祭活動

で培った力と勢いを止めることなく、私たちは今後

も、をやのお心にしっかりと応えさせていただける

よう、日々成人への努力を積み重ね、身近な所で

２月月次祭祭文

祭典役割

祭　主	 山中庁長	 	

扈　者	 美馬孝俊	 	 中尾オーエン	

賛　者	 井元ジェリー	 	 齋藤ダスティン	 　

指図方	 三國クライド

講話者	 永尾比奈夫	 （英）

通訳者	 向井元教	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｃ．齋藤	 Ｄ．明本

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｔ．岩田

	 Ｃ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｈ．山本

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｒ．宮内

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｍ．井上

	 Ｍ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎

笛	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣	 Ｂ．岩田

チャンポン	Ｇ．井上	 Ｗ．城	 Ｂ．美馬

拍子木	 Ｒ．山	 Ｓ．中尾	 Ｓ．社本

太鼓	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｊ．蘇

すりがね	 Ｇ．本田	 Ｔ．井上	 Ｇ．井元

小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｍ．稲福	 Ｍ．中尾

琴	 Ｃ．明本	 Ｌ．川崎	 Ｌ．金城

三味線	 Ｔ．松川	 Ｍ．山下	 Ａ．中川

胡弓	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｌ．井上

地方	 Ｍ．岩田	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎

	 Ｅ．高田	 Ｗ．三國	 Ｄ．鈴木

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。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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　久しぶりにハワイに寄せていただき、数日過ご
す中、ハワイの居心地の良さに身を置き、以前あ
る旅行好きな白人の信者さんが「ハワイは、広報
されている通り、いやそれ以上に素晴らしい観光
地である」というベタ褒めのコメントを思い出し
ました。しかし、私は、何よりも皆さんの「アロ
ハ」の精神溢れる笑顔と挨拶が心地よいと感じて
います。改めて、皆さんに「アローハ」と申し上
げます。
　先月つとめられました教祖130年祭には、ハワ
イからの帰参者約130名を含む約20万人の方々
がお帰りになられました。年祭活動中は真実を尽
くしてくださり、また年祭にお帰りいただき、誠
にありがとうございました。皆さんの中には１月
に帰参できなかった方もおられるかと思います。
今年は１年を通しての「教祖130年祭の年」とは
申しておりませんが、この年におぢばがえりさせ
ていただくことは、親神様、教祖が真実として同
じように受け取ってくださるに違いないと思いま
す。私も皆さんにおぢばでお会いさせていただけ
るのを楽しみにしております。
　今日は、去勢を張らず、素のままに、たすけの
旬、成人の旬であった教祖の130年祭をつとめ終
えた今、それぞれ尽くしてきた真実の成果を「名
実ともに実のあるもの」に仕上げるための「成
人」について、また「丹精」について思案すると
ころをお話申し上げたいと思います。しばらくお
付き合いくださいますようお願い申し上げます。
　さて、お道の上での成人とは「親心に近づく
歩みである」と簡単明瞭に諭達第二号で真柱様
がお述べくだされています。教祖130年祭の時旬
に、真柱様は新たな門出をする全教に対して、「
これからの歩み方を思案する時、何にもまして、
道の将来を担う人材を育成する必要性を強く感じ
るのであります。特に、陽気ぐらし世界建設のた

めに立ち働くよふぼくを育てること、増やすこと
に力を入れなければと思います」と人材育成に「
腰を据えて取り組まなければならない」とお述べ
くださり、それは何も若い人に限らず「よふぼく
を育てるのに老若の別はない」とも仰せられ、そ
れが、「今日までの動きを途切れさせるのではな
く、今後の諸活動に活かして行く」ことになると
ご明示くださいました。そして、人材育成の手本
をひながたに求めることを強くお促しくださいま
した。

成人についての不思議
　成人についていつも不思議に思うことがありま
す。それは、「子供の成人を急き込んで、先の定
命を25年縮めて現身を隠された」というフレーズ
です。どこが不思議なのか？それは、「始めた理
と、治りた理とは同じ」と仰せられ、立教の時の
「世界一れつを救けるために天降った」というた
すけたい親の一途な思召を更に強く推し進めるた
めの計らいとして教祖が現身を隠されたのに、な
ぜ「世界たすけを急き込むが故に、現身を隠され
た」となっていないのかという素朴な疑問です。
「子供の成人」とは、世界中の人間全てをたすけ
ることより、重要なことなのでしょうか。50年
のひながたを通して、たすけ一条の道を推し進め
られ、踏み行われたそのひながたの最後の急き込

  ２月月次祭祭典講話  	 	 　　海外部次長　永尾比奈夫先生
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みが「子供の成人」にすり替わっているように一
見思えることが不思議です。この疑問を心に留め
ながら、思案を進めたいと思います。

ひながたに拝する教祖の丹精①　～一番身近なと
ころから～
　教祖は、どのようにして人々をたすけ、導き、
育てられたのでしょうか。
　ひながたを時系列に見てみましょう。ひながた
の半分近くは貧に落ちきる道中でした。ご生家も
嫁ぎ先の中山家も裕福な農家であり、何不自由の
ない御身であられたのに、ものの施しから始め
られました。欲しい人に欲しいものを貰ってもら
う、それに徹しておられました。その中から、道
についてきた人はいましたでしょうか？おられな
かったというのがまず心に浮かぶ答えですが、実
はおられたのです。それが秀司様、こかん様であ
りました。
　このお二方は、貧に落ちきる道を長年ともに歩
まれ、多感期から成人するまでに、または幼少期
から女性へと成人するまで、年ごとに深刻化する
中山家の凋落を、身をもって体感されたのです。
自分に降りかかる、悲惨な情況に悲嘆にくれた日
々は描かれていないのです。普通ならば、この道
を通っている所為で、こんな辛い経験をする羽目
になったのだから、もうこの道を通るのは止めよ
う、神様にお上がりいただき、また元の生活に戻
ろうという常識的な理屈が先に立つものでしょ
う。しかし、そんなことはなかったのです。
　確たる寄る辺があったのです。それは教祖であ
り、この道を通って感じる実感だったのだと思い
ます。教祖は、灯すランプの油もない時にさえ、
糸紡ぎをするこかん様と秀司様に、優しく光る
月の光の有り難さを伝え、紋付を秀司様に着させ
て、青物や柴の行商を促し、内にこもらない、外
に意識を向けさせ、恥じない道であることを教え
られたのです。こかん様にも、お父様が亡くなら
れて、心寂しく思う時に、あえて、大阪に天理王

命の神名を流すために行かされました。
　その究極な親子の歩みは、正しく信仰的談義で
あり、身に行うことを通して仕込まれた道中でし
た。常に側にいて、要所々々で、喜びの種を、お
道の者としての生きるプライド、矜持を教えられ
ました。それが「お母様、明日炊く米がございま
せん」と不安そうに尋ねられたこかん様に対し
て、「世界には、枕もとに食物を山ほど積んで
も、食べるに食べられず、水も喉を越さんと言う
て苦しんでいる人もある。そのことを思えば、わ
しらは結構や、水を飲めば水の味がする。親神様
が結構にお与え下されてある」という最高の喜び
の、安心の境地を伝える言葉となって表れたので
す。ここに、教えの台と言われる「かしもの・か
りもの」のご教理を、実践を通して味わい、その
心の喜び、安らぎを教えられた教祖の育成者とし
ての理想像を拝するのであります。
　「20年、30年経ったなれば、皆の者成程と思
う日が来る程に」と先の希望の光が見えない時か
ら、先の結構を楽しみに通ることを教え、その最
中に、最低限与えられている健康な体と水の有り
難さに目を向ける、かしもの・かりものの教えを
台にした神一条の精神を伝え、一緒に通られたの
です。否、先頭に立って、教え導かれたのです。
　今の天理教は、指図方が多すぎると感じるのは
私だけでしょうか。論は立つ、理屈は言える。し
かし、いざ実践となると、二の足を踏む。そんな
経験は皆さんにないでしょうか。私にはありま
す。先頭に立つ、勇んで苦節を乗り越える姿を後
進の者と共に歩み、「皆んな勇ませてこそ、真の
陽気という」を実践する姿が、真の育成者の姿だ
と思うのです。また、その貧のどん底をどういう
心で通るかが、一番大切な仕込みのポイントであ
ったと思います。
　20年以上も前、アメリカで書記をしていた時
に、あるアメリカ人が修養会を受講して、教祖の
ひながたの道の貧に落ちきる道中を学んでいる最
中、こんなことを言われました。「私はホームレ
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スの生活を10年近くしていたので、教祖のひな
がたを字で言って通ったんですよ。ほんとに辛い
時期でしたが、そのお陰で今の自分があると思い
ます。本当に共感しました。」	それを聞いて、
私は違和感を覚えました。そこで、「その時代
は、楽しかったこと、嬉しかったこと、生き甲斐
に満ちた生活でしたか？」と尋ねましたら、彼
は	「いや、暗い日々で、トンネルの先に光は見
えず、辛かった。だからこそ、今が有難いと思え
る」と仰いました。「その情況でさえ、否その最
低限の条件だからこそ、細く長く与えられる恵み
に感謝する、喜びに満ちあふれた教祖の心が、子
供たちに希望の光と喜びの種を植え付けたのです
よ。物質的な条件は似ていても、心持ちは、少
し、いや、ひょっとしたら、大きく違うのかも知
れませんよ」と伝えると、その方はきょとんとさ
れていました。３年後、彼はしばらく道から離れ
ていたのですが、戻ってきて、「私はフィーニッ
クスでまたホームレスに逆戻りした。なんでこん
な運命なのだろう。全く神様は不公平だ」と嘆い
ていました。
　木を見て森を見ていない、その場の困窮した状
態に心が捉われているから、苦しい、辛いので
す。これは、私たちも陥りやすい落とし穴です。
教祖は、月日のやしろであり、心は親神様のお
心そのままであったから、出来うることという理
屈も言い逃れでありましょう。出来ていない自分
を肯定したいがために紡ぎだされた人間思案。そ
れは、教祖の「ひながたの道を通らねばひながた
要らん」と仰せられた、身を持ってお通りくださ
れたひながたの価値を無にすることになります。
これほどの親不孝はありません。辛い、苦しい、
と不足がちになったら、どうすればよいのか。私
は、自分のゼロベースというか、一番人生の上で
辛かった時期、またその境遇を自分の出発点と据
えたならば、どれほど、今が有り難いか、問題が
あっても、そこには明るさも余裕も表れ、教えに
基づく決断が出来るのだと思います。

　私のゼロベースは、結婚して長男が産まれ、ア
メリカ伝道庁へ赴任を直前に迎えた時でした。最
初の子供でしたし、一がけから二人ではじめよう
と夫婦で通っていた。そして、15歳からお世話
になったアメリカの教友の方々へのご恩返しが出
来ると前向きに勇んでいた。しかし、妻が長男を
出産したその翌日から、三日間の40度を超える高
熱に襲われ、Ｃ型肝炎を抱えて不安に苛まれた苦
しい日々でした。「自分の砂漠時代・ゼロベース
を起点に物事を考えよ！」と私は自分に言い聞か
せています。そうすれば、心に明るさが生まれ、
今を喜べる余裕が生まれます。
　いずれにしろ、教祖は一番身近な、お子さんた
ちを最初の丹精の対象として、共に歩まれ、明る
い悟りを教え、それを体感できる道をひながたの
ほぼ半分を費やしてお通りくだされた。私たち
も、今一度、足元を見つめ直し、自らの通り方、
子供たちの良い模範と成り得ているかを再点検
し、再出発をしなければならないと思います。そ
れが、教祖のひながたの道を辿ることになるので
す。そして、共に歩む姿勢と親子の語らいをしっ
かりと持つこと。これが大切な親の態度であると
思います。

ひながたに拝する教祖の丹精②　～内から始めか
ける～
　さて、教祖のたすけ一条の道は、よろづたすけ
の道であり、その究極的な姿が、かぐらづとめの
完成でありました。その道中は、子供の視点から
すれば、艱難苦労、苦節の連続でありました。し
かし、教祖がつとめの完成を目指される道中、一
番ご苦労され、ご苦心されたことは、村人や親
戚、知人に至るまで、殆ど村八分のような情況に
陥ったことでもなく、明治７年以降、官憲の取り
締まりが厳しくなり17、18度も警察や監獄にご
苦労くだされたことでもありません。それは、寄
り来る人々に親の理合いを教え、澄み切った心と
なり、つとめ一条に徹する心を育み、実践させる
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ことでした。そして、その大きな目的に向けて、
地道な道を歩まれる中、人々を教え導かれたので
す。それも、遠くまで赴いて、人々を教化せしめ
たのではなく、飽くまでも「近場から順々に」で
ありました。私はこれを、「ハンズ・オン方針」
（Hands-on	Policy）と呼んでいます。
　よろづたすけの道明けとなった「をびや許し」
も正しく「内から始めかける」そのスタンスを貫
かれました。まずは、御身の試しを掛けられた上
で、安政２年（1856）に梶本家に嫁がれていた三
女おはるさんに、お腹を三度撫でられて、初めて
「をびや許し」を渡され、その鮮やかなご守護の
話が、近村、知人を通して、広まったのです。教
祖は、具体的なご守護を出す時には、何か陽気ぐ
らしへと繋がる心を仕込まれたように思います。
この「をびや許し」に関して申せば、それは信仰
の基本中の基本、即ち「親神様のご守護を信じて
疑わない」というこの一点のみでした。草分け当
時の願人の多くは、このお産に関する悩みや身上
でお屋敷に来られる人が非常に多かったのです。
そしてその人々をたすけることに留まらず、願い
の伝手を快く受けられて、「わざ／＼安堵村へ、
足を運ばれ、産後の煩いで危篤に陥って居る病人
をお救けになった」と教祖伝に記されています。
内から始めかけるのも、人々の足を元の屋敷に向
かわせるという一方方向に留まらず、自ら出かけ
ておたすけをされておられるのです。
　単なるご利益信心をよしとするのでは、充分丹
精した、成人を促したとは言い切れないのではな
いでしょうか。そこで教祖は、一番肝心要を、た
すけを願って来る初心者にも、遠慮なく大切な教
えの要点を説いておられます。
　辻忠作先生には、「此所八方の神が治まる処、
天理王命と言う。ひだるい所へ飯食べたようには
いかんなれど、日々薄やいで来る程に」と、親神
様が天理王命様で、全ての神様の元である。そし
てそれを信じたらな、愛娘のくらの身上は徐々に
全快するとたすけを請け合っておられる。同様

に、妻の産後の患いをたすけていただきたいと願
い出られた飯降伊蔵先生にも、「救けてやろ。救
けてやるけれども、天理王命と言う神は、初めて
の事なれば、誠にする事むつかしかろ」と仰せに
なって、辻先生の時と順序は逆ですが、お屋敷ま
で来て、願い出て来る切羽詰まった子供の心情を
汲み取り、たすけを請け合い、一番肝心な「天理
王命」という宗旨をはっきりと教えて、真と信じ
ることを促されました。逸話篇には、このような
「諭し」のお話が随分と多いのです。

ひながたに拝する教祖の丹精③　～世界のふしん
に掛かる～
　教祖の視点は、親の視点、子供とある意味全く
逆の視点を提示するものです。中山家の母屋が取
り壊されてから、更地にされていたその地所に、
飯降伊蔵先生はじめ、大勢の人々の前向きな御恩
報じのかたちとして、つとめ場所が出来あがりま
す。その完成に向けた動きの中でも、やはり形の
ふしんに先立つ心のふしんを目指され、それまで
のご利益信心を超えたところの、どうでもこうで
もとの尽くし、運びの精神が定まった人々を集め
られます。皆さんもご存じの、所謂「大和神社の
節」を招来させることで、集まった人々の心を篩
に掛けられたのです。人数の上では、随分目減り
したのです。講社をつくろうという意気盛んな機
運も、人が離散する中で途絶えたのです。量は減
ったが、質は上がったと申せましょう。このつと
め場所のふしんは、1864年秋に始まり、翌年の
春に竣工します。しかし、その事始めは、実はも
っと遡るのです。それは、嘉永６年の中山家の母
屋とりこぼちの際の教祖の「これから世界のふし
んに掛かる。祝うてくだされ」との宣言ともとれ
る意気揚々としたお言葉です。親は、辛い時期に
も、明るいビジョン、前向きな視点を提示くださ
るのです。これが、「節から芽が出る」というお
道の素晴らしい精神です。
　ただ単に、貧に落ち切る道を歩まれたのではな
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いと申しましたが、中山家という一つの家族、家
の凋落をかたちの上で推し進めたのも、一つに
は、個人の領域から、世界の領域へとたすけの
範囲を広げる術であったと思案します。その母屋
の場所に、本教最初の神殿ふしんが完成したので
す。世間では、天理教は、やたら大きな建造物を
建てて、所謂巨大な神殿を建てると言われていま
す。それはかたちを見て、その奥に潜む心を見
ていないからでしょう。「小さいものから建てか
け」「仮普請、仮普請」と仰られた教祖の神意
は、物理的な形の普請は、いずれ壊される、朽ち
るものであり、形や大きさに拘るのではなく、そ
れにかかる人々の心の成人を目指されたからこ
そ、その普請の形や恒常性、強度に頓着なかった
のではないかと拝察します。ふしんについては、
おさしづで、

たすけとても一日なりともひのきしん、一つ
の心を楽しみ。たすけふしぎふしん、真実の
心を受け取るためのふしぎふしん。のっけか
ら大層な事してはどんならん。＜中略＞心に
成程々々、それより成程の理も治まる。頼も
しいという。一日の日を見てようこそ真実と
いう。」（明治二十三年六月十五日（陰暦四
月二十八日）午後八時三十分　本席五六日前
より腹差し込み、本日左の歯厳しく痛むに付
願）

とお述べくださいます。
　「一日」なりとも、まあ、自分が余暇としてお
いておきたいその日を、喜び心でひのきしんに馳
せ参じる。その機会を提供するのが所謂、教会で
の普請であり、はたまた、お道の御用でありま
す。それらの尽くし運びの機会は、よふぼくの真
実を神様が受け取る機会となるから、不思議な普
請、不思議な御用になるのです。それは大きな神
殿建築でなくとも些細な事でも同じです。そうし
て、真実を尽くしていけば、段々心も成人して、

成程と納得できることが多くなり、成程の人に近
づく。そうすると神様も頼もしいと思ってくだ
さる。その都合の悪いと思う日を、神様の御用の
ために捧げる姿、それを見て、ようこそ、これこ
そ真実だと見定めてくださるのだと思うのです。
　教祖のご在世当時、お屋敷の建物も、つとめ場
所の完成以降、中南の門屋、内蔵、ご休息所とお
屋敷のふしんは続きますが、すべて同様の親の意
図があったと拝察されます。中南の門屋は、明治
８年、「いちれつすますかんろだい」の第三節が
教えられ、ぢば定めがなされ、こかん様がお出直
しなされ、11通りのおつとめが教えられた年の
竣工です。つとめ完成へ向けて大きな節から芽が
出る動きを起こす時にこの普請が進みました。天
理王命の神名を時の政府から禁止された大節の中
から、一段とつとめの完成を目指される最中に、
側近の方々に心定めを強く促されたと拝察されま
す。更には、教祖が、門屋に住まわれる。人々が
寄り来る一番表側の建物に住まわれ、帰り来る道
の子供たちをお迎えになっているのです。荒れ狂
う嵐の海を渡り帰参される土佐与之助先生を、雪
風の厳しい中を細い橋を這うように渡る増井リン
先生を、安全に導かれたのもこの中南の門屋から
です。教祖が、たすけの、そしてそれによっても
たらされる官憲の弾圧や拘置、投獄の矢面に立た
れるという姿を象徴しているといっても過言では
ないと思うのです。
　内蔵も、実は明治12年の竣工です。当時は、初
めて九つの鳴物を入れておつとめがなされた。つ
とめの更なる進展と相まっての出来事です。道具
立ての上からも一歩進んだことを思えば、神具を
収納する場所が必要との現実的な側面もあったの
かも知れませんが、それよりも、心の内づくりへ
のお促しではないかと悟られるのです。
　ご苦労の矢面に立たれる教祖が、お屋敷の敷地
の奥まったところに建てられたご休息所へ移られ
るのは、既に秀司様お出直しの一年前からお屋敷
に移り住んでいた外孫の眞之亮様が中山家の家督
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を継がれた翌年、即ち明治16年のことでした。
警察や監獄へのご苦労を重ね、世間の風当たりと
実害が度重なる中、いつまでの教祖を門屋に置い
ておけないという教祖を守りたいという意識が、
ご休息所普請へと心情的に繋がったのだと拝察し
ます。そこには当時の厳しい実情と、先人たちの
苦悩が垣間見えると同時に、教祖に対する子供の
情愛の結晶でもあったように感じます。その前年
には、警察によるかんろだい石普請の基段二段の
没収があり、おつとめの「あしきはらいたすけた
まへ」が「あしきをはらうてたすけたまへ」に、
そして、「いちれつすます」が「いちれつすまし
て」に改められ、教祖はたすけの道筋をより鮮明
にお明かしくだされた。そうしてつとめ人衆の
心の成人を促される中、村人のたっての要請によ
り、雨乞いづとめがつとめられます。また、つと
め人衆に、教祖が赤衣でつくられた十二弁の菊の
紋をつとめ人衆にお渡しになられたのもこの頃の
お話です。休息されるどころか、つとめ完成の動
きは、つとめ人衆への仕込みと共にその緊急性が
前面に押し出されたお姿を拝するのであります。
　ひながたの中の具体的な普請の時旬と道の動き
を思案する時、世界のふしんに向かうということ
は、「寄せた人の心を神一条、つとめ一条に名実
ともに徹し切るまで育てる」という一点に集約す
ると思うのです。そこに、ひながたのご苦労の最
大のご苦労は、可愛い子供の成人を促し、たすけ
るための根本手段であるつとめを完成させること
であったと思案します。
　さて、教祖がご存命の理をもって私たち道の子
をお導きいただくようになってから、それこそ先
人たちの心血を注いだ真実の結晶として、立派な
神殿や教祖殿が完成して、各直属教会や伝道庁な
どでも神殿建築がなされてきています。その先人
たちの真実から学ばせていただくことも多いわけ
です。
　しかし、一番肝心な普請、教祖がおふでさきの
中で「一のざんねん」「ざんねん一ぢよ」と嘆か

れているかんろだいの石普請が頓挫した状態であ
るのです。それを思案する時、このかんろだいを
段々と積み上げることが、つとめ一条、かんろだ
い一条の道であると思案します。
　昨年10月24日に、元のぢばに据えられている
「ひながたかんろだいのすえかえの儀」が厳かに
と執り行われ、教祖の年祭に帰参された方は、真
新しい総ひのき造りのかんろだいを拝されたこと
でしょう。その木製のかんろだいは、教祖から教
えられた寸法そのままではありますが、石普請で
はないのです。教祖は、ご在世当時、心のふしん
を進める上から、かんろだいの石普請を進められ
ました。明治14年の秋のことです。そのかんろ
だいが出来上がり、その上に平鉢を載せたなら、
天から不老不死不弱の寿命薬としての食物（じき
もつ）を、元の親であらせられる教祖に渡し、そ
れを心の澄みきった子供たちに親より心次第に渡
すという救済、即ちかんろだい世界という究極的
な救済が約束されています。
　さて、このかんろだい石普請と私たちの成人と
どう関係するのでしょうか。いつも朝夕のおつと
めで唱えている「あしきをはらうて　たすけせき
こむ　いちれつすまして　かんろだい」というお
歌が、その二つを繋ぐ鍵であり、このお歌には壮
大なる親の思召、切なる願いが込められていると
思案します。真柱様は、明確に次のように、この
お歌の意味するところをお述べくださいました。

私達が朝夕のおつとめにおいて、また月々の
おつとめで、「あしきをはらうてたすけせき
こむ　いちれつすましてかんろだい」と唱え
るのは、たすけを急きこまれるをやの思いを
復唱しているだけでなく、その思召にお応え
して、私たち自身が、まずは自らの胸の内を
澄ますべく努めるとともに、世界一れつの胸
の掃除のためにも力を尽くすというお誓いで
なければならないと思うのであります。
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　神様任せでただ願うのではなく、その実現に向
けて精進し、実働することが肝心であるという意
味でしょう。自らの胸の掃除に留まらず、壮大な
る世界の胸の掃除という事業に寄与するのが私た
ちよふぼくの使命であり、大きな生きがいです。
我が事、我が家の枠を超えて、周囲の人々へ教祖
の教えを伝えるとともに、身上事情にこもる神意
を諭し、また、たすかってもらうために真実を尽
くしていく、所謂布教おたすけに心血を注ぐ決意
表明であると言えます。このおつとめの態度がま
さに、つとめ一条は、たすけ一条であるという所
以であると思います。
　
「成人」を急き込まれる親心に応えること
　冒頭で「世界一れつをたすけるために天降っ
た」との立教の仰せと、「子供の成人を急き込ま
れて」という表現が違うことはどういうことかと
疑問を投げかけましたが、「をやのたあにはみな
わが子」と仰せくださるので、実はこの「子供」
とは直接には、当時お屋敷に詰めておられた側近
の方々でしょうが、教祖にとっては、当時の、そ
して時代を超えて、今現在の世界中の人間のこと
を指してくださっていると思います。その全ての
人間を、子供として慈しみ導かれるのがご存命の
教祖であります。その教祖にとって、全ての子供
の胸の内が澄み切って成人し、陽気ぐらしが味わ
える、かんろだいふしんが完成することが、親の
唯一の悲願です。
　だから、それがお道の上で、究極的なたすけ、
たすかりであると申せましょう。50年のひなが
たを学び、そこから教祖とパーソナルな関係を築
けた人のみが、道の子としての自覚が芽生えるの
だと思います。その道中がかけがえのない信仰実
践という私たちの生きざまであります。教祖は、
正に、それをお待ちくだされるのだと信じます。
　もちろん、現在の混迷を極めたこの世界の事情
を見聞きするにつけ、自分たちの力だけではどう
にもならないと匙を投げたくもなります。一人の

力は小さいものです。でもその一人ひとりの動き
を神様が後押ししてくだされば、どんなうねりに
繋がるか計り知れません。そんな自由自在のご守
護をいただける道を次のおさしづでお示しくださ
います。

心の精神の理によって働かそう。精神一つの
理によって、一人万人に向かう。神は心に乗
りて働く。心さえしっかりすれば、神が自由
自在に心に乗りて働く程に。
明治三十一年十月二日　松村吉太郎身上願

　今日は、時間の制限もあり、つとめの完成に向
けた教祖の近場の者への仕込みを中心にお話しま
したが、実は、現身をお隠しなされることによっ
て、たすけ一条の道が新たなステージに入ったの
です。教祖の身を慮ってつとめをつとめられない
情況を打開してくださったのみならず、「これか
ら先段々に理が渡そう」とて、広くおさづけの理
をお渡しくだされるようになったのも、たすけを
進める段階が一段上がった証左でありましょう。
そして、そのおさづけを頂き、取次ぎ、人のたす
かりを願う人生を歩む人が、名実ともによふぼ
く、教祖の道具衆と言えるのだと思います。
　まずは、私たち一人ひとりが、それこそ万人に
向かう気概を持って、つとめとさづけを懸命に実
行し、常に真っすぐに教祖のひながたの道をしっ
かりと踏み行い、神様の思いに一心に添う姿勢を
常に優先することが大切だと思います。更に、「
兄弟の中の兄弟の理」を結んだ結束力で、年祭活
動の努力が次にしっかりと繋がり活かされるよ
う、そして「本当に名実ともにご守護いただける
かどうかということは、これからの私たちのつと
め方、心掛けによる」との真柱様のお言葉を、共
々に肝に銘じて、つとめさせていただきたいと思
います。
　ご清聴ありがとうございました。



10 11

婦人会だより
　教祖130年祭が執行され、早一月が過ぎました。
ハワイ伝道庁では、年祭直後の再出発にあたり、海
外部より永尾比奈夫先生が来布下さり、「母親講
座」「元の理勉強会」「お手直し」を開催し、私
たちの心の成人を促してくださいました。新たな
スタートラインに立った今、三年千日で培った「
力」を今後の活動に活かしましょう。今月は少年会
キャンプに心を寄せて一人でも多くの子供たちに喜
んで頂けるようひのきしんをさせて頂きましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウエストハウス		 ９：00	-	12：00

■ヌアヌハレ慰問

　3月12日（土）	 	 ９：30

■月例会

　3月14日（月）	 	 ９：00

■女鳴物練習

　3月15日（火）	 	 ９：00

※今月の直会当番は、防府グループです。

青年会だより
■月例会議

　３月16日（水）	19：30

■教祖伝勉強会

　３月25日（金）	19：00

		1日（月）・庁長帰任
		2日（火）・月例コミュニティーひのきしん
		4日（金）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		7日（月）・月例にをいがけデー
		8日（火）・天理文化センター月次祭
12日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
14日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
15日（火）・婦人会鳴物練習
16日（水）・青年会会議
17日（木）・少年会会議
19日（土）・主事会
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん
20日（日）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
		 	 	 	 ・天理フォーラム会議
21日（月）・ワイキキ神名流し
25日（金）・少年会スプリングキャンプ
		 	 	 	 ・青年会教祖伝勉強会
26日（土）・遥拝式
		 	 	 	 ・少年会おつとめまなび総会
27日（日）・春季霊祭

３月行事予定

少年会だより
■三会合同天理文化センター清掃ひのきしん

　２月15日にＴＣＣの大掃除をさせていただき
ました。天理柔道やサタデースクールの方々も含
め多くの方に参加頂きありがとうございました。

■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、おつとめま
なび総会は26日の伝道庁遥拝式後に行います。参
加御供は25ドルで、参加締切は３月20日です。
申込はハワイ伝道庁か中川オードリー（audsn@
hawaii.rr.com）までご連絡ください。今年はア
イススケートを行いますので、防寒着を用意して
ください。

女子青年だより
　伝道庁月次祭後の直会でミニバザーを行ってい
ます。皆様のご協力をお願いします。

■夏のこどもおぢばがえり

　日程は7/24～7/30。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30日午前９時
（ハワイ団）、午前10時半（少ひ隊）となってい

ます。海外少年ひのきしん隊、またはアロハバン
ドのメンバーには航空チケット代の助成がありま
す。申込は伝道庁または中川オードリーまでご連
絡ください。
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第43回	ハワイ修養会ご案内
開催期間：2016年６月19日（日）～７月14日（木）

修養内容：天理教教典、	教祖伝、	ひのきしん、教話、おつとめ練習

※受講対象者は17才以上です。

受講希望の方は６月12日（日）までに伝道庁事務所までお申し込みください。

　３月27日（日）午前
10時より伝道庁にて、
春季霊祭が執り行われ
ます。霊祭に続き、右
記の方々の年祭も執り
行われます。

春季霊祭
１年祭	 社本ジュディス・マリエ布教所長夫人	 （中野）

５年祭	 坂井のゑ・中埴分教会教人	 （那美岐）

20年祭	 瀬戸直一・オアフ教会二代会長	 （本島）

30年祭	 山本正信・ハワイ伝道庁四代庁長	 （本部）

50年祭	 上野津志・ホノルル教会二代会長	 （本島）


