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３月25日から27日まで行われたスプリングキャンプには、60名以上の少年会員が参加しました。26
日の遥拝式後には、41回目となる少年会おつとめまなび総会が開催されました。

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii
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リレー巻頭言
「節目の誕生日は海外で」　

　時の経つのは速いもので、妻と小２の息

子と共に新庁長としてハワイに赴任してか

ら来月で丸３年となります。ちょうど１年前

の「まこと」でも同じ文句で書き出しまし

た（笑）が、時の経つのは本当に早いもので

すね。

　実は、私は今年の９月からついに五十路に

入ります。この世に生まれてから「半世紀」

という、人生の大きな節目を迎えることにな

りますが、その大きな節目をハワイで庁長と

して迎えることになるとは、数年前までは想

像もできませんでした。ですが実を言うと、

「50才の誕生日を日本の外で迎えるのではな

いか」という予感はありました。

　私は教祖80年祭の年（1966／昭和41年）に

おぢば近くで生を享け、それ以降、教祖年祭

がつとめられる年毎に節目の年齢を迎えてき

ました。（ちなみに、私の娘も教祖110年祭

の年生まれです。）

　10才の誕生日は小学４年生でおぢばで迎え

ましたが、20才の誕生日は米国留学中にSF近

くで迎えました。30才の誕生日は、海外出張

（親里高校メキシコ研修引率）を終えてLAか

らおぢばに向けて帰る当日で、飛行機に乗っ

てる間に（時差のため）すぐに終わってしま

いました。そして40才の誕生日は、天理大学

宗教学科の教員として国際シンポジウムに出

席中、ドイツのマールブルグで迎えました。

　というふうに、私はこれまで、10才の時を

除いて、区切りの誕生日はすべて日本の外で

迎えてきました。まだ気が早いですが、還暦

60才の大きな節目も海外で迎えているような

予感がします。もちろん、それはここハワイ

であることを願いますが、実際にそうなるよ

う、その時になっても庁長として元気につと

めていられるよう、これからも陽気に勇んだ

心で一日一日をしっかりとつとめ続けさせて

いただきたいと思います。

　当たり前ですが、私たちは30才から40

才、40才から50才というように、ある日突然

に十歳年を取るわけではありません。日々

月々年々の積み重ねを繰り返すのが人生で

あり、家族をはじめいろいろな人と関わり合

い、その時々に大小いろいろな決断を積み重

ねてきた結果が「今ここにいる私」です。そ

の後の人生を変えてしまうような大きな難

しい決断に迫られることもありますが、どこ

かで少しでも違う決断をしていたら、私たち

は「今ここ」にいないわけです。そう考える

と、私が「今ここ」にいることは偶然ではな

く必然であり、「今ここにいる私」自身と私

が関わるすべての人々を必然なもの──親神

様からの与え──として肯定的に受け容れ、

その中で日々自分自身を磨き高めていくこ

とが「明日の私」「来年の私」さらに「十年

後の私」につながっていくのだと思います。

　もちろん、どんな中でも常に親神様が御守

護下さり、ご存命の教祖がお導き下さってい

ることを忘れず、教祖がお伝え下さった親神

様の教えを一番の物差しとして、普段の生活

の中で様々な物事を判断し決断し行動し続け

ることも大切です。しかし、言うは易く行う

は難し。節目の誕生日を迎える際には、そ

れまでの人生を振り返り、はたして自分の通

り方はどうだったかをしっかり反省させてい

ただきたいと思います。　　　【山中修吾】
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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。

　親神様には一れつ子供の陽気ぐらしを楽しみに

この世人間をお創め下され、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３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、

日頃の御礼と共に更なる成人を誓う状をもご覧下

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。

　今月の25日から27日にかけて少年会のスプリン

グ・キャンプ、26日の遙拝式後には少年会総会を

開催させていただきます。道の将来を担う子ども

たちに信仰の喜びとおつとめの大切さを伝え、ハ

ワイの道が「末代」となり、真柱様のご期待に応

えられるよう、スタッフ一同しっかりと取り組ま

せていただきます。また27日には春の霊祭をつと

めさせて頂き、先人の方々のご功績と道すがらを

偲び、しっかりとその志を受け継がせて頂きたい

と存じます。

　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。世界の

人々よりも先にこの道にお引き寄せ頂いた私たち

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

３月月次祭祭文

祭典役割

祭　主	 山中庁長	 	

扈　者	 一瀬常徳	 	 宮内泰次	

賛　者	 蘇ジミー	 	 岩田バート	 　

指図方	 中尾善宣

講話者	 西村忠正	 （日）

通訳者	 岩田タッド	 （英）

	 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	 Ｂ．岩田

	 Ｍ．社本	 Ｗ．三國	 Ｄ．鈴木

てをどり	 庁長夫人	 Ｔ．中尾	 Ｒ．井上

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｃ．浜田	 Ｆ．伊藤

	 Ｃ．美馬	 Ｙ．一瀬	 Ａ．綾川

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本	 Ｍ．中尾

チャンポン	Ｇ．本田	 Ｍ．久尾	 Ｊ．蘇

拍子木	 Ｔ．西村	 Ｅ．高田	 Ｓ．椎葉

太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｃ．齋藤	 Ｓ．社本

すりがね	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｗ．城

小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｔ．井上	 Ｔ．岩田

琴	 Ｔ．松川	 Ｋ．金川	 Ｌ．長田

三味線	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｎ．岩田

胡弓	 Ｃ．明本	 Ｌ．本田	 Ｎ．熊本

地方	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｄ．桧垣

	 Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾	 Ｂ．美馬

近な所でひのきしん・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

たすけ合い睦み合う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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　おつとめで「あしきをはらうてたすけたま

へてんりわうのみこと」と21回お歌を唱え手

を振ります。繰り返したすけてくださいとお

願いする人間に対して神様は「ちよとはなし

かみのいふこときいてくれ」と仰せになって

いるのは夫婦の理合い、すなわちたすかるた

めの枠組みを「このよのぢいとてんとをかた

どりて」と天地抱き合わせの理を象った夫婦

の一手一つが家の治まり、世界の治まりの基

であると仰せいただいているのであります。

夫と妻、父親と母親のたすけあい、補い合う

二つ一つの関わりあいについて種々とお教え

いただいているのであります。様々な社会問

題の根底には家庭、家族の問題があることが

指摘されていますが、その家族の核となるの

が夫婦であります。その夫婦のあり方を正す

ことが大切であります。

　近年日本でも離婚が増加しており、約三組

に一組が離婚しているそうであります。４、

５年前だったと思いますが、家内の妹の家の

嫁が車で迎えに来てくれて、４歳くらいの女

の子が駄々をこねて泣いていましたら「泣く

なお前は女の子だろう」と叱ったのには驚き

ました。昔は男の子が泣いているとお前は男

の子だろうと叱ったものですが、子供の頃か

らこのように育てられたら強くなるはずだと

思いました。今では女性の方が強くなって離

婚も女性からされるケースが多いと聞いてい

ます。

　ところで、人間の身体の約70パーセント

は水で、血管がつくられ体温が保てるよう

になってきて、温みのご守護を頂くのが二カ

月目で、火・水・風これよりほかに神はなし

というお言葉がありますように、火・水・風

の三つのどれを欠いても人間は生きていけま

せん。この三つが一つになっているから生き

ていられるのであります。人間は出直した途

端に火・水・風が別れてしまう。火・水・風

が一つになっているとき、生物は命を頂いて

いられるのであります。人間の体温は36度５

分。一年が365日と自然と一致しています。

冬でも、夏でも36度５分。それ以上でも以下

でもよろしくありません。出産のとき、自然

分娩の場合は「ハイタイド」（満潮）のとき

生まれ、出直しのときは「ロータイド」（干

潮）、また切花や継木をするときはハイタイ

ドのときに切れば長持ちするし、ロータイド

のときに切れば早く枯れるのであります。そ

れはハイタイドのときはいっぱいに水を吸い

上げており、ロータイドのときは水がぬけて

いるからであり、自然の動きと一致している

  ３月月次祭祭典講話  	 	 　キラウエア教会長　西村忠正
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のであります。

　それから女性には生み育てる力、これが母

親に授かっているので女の人は男性よりも神

様のご守護は余計に大きい。だからたいてい

長生きをされるのであります。だから女性の

方は女に生まれて良かったと感謝し、誇りを

持ち喜ぶべきであります。夫婦でも夫を立て

ていくように言われておりますが、そうしな

いと夫が世に立たないし、子供も立派になれ

ない。母親次第で夫も子供も立派にする力

を、女の人は神様から授かっているというこ

とを自覚することが大切であります。女性は

大地の理ですから天になろうとしてはいけま

せん。土台ですから、動いてはいけない。下

で支えるのが土台でありますから、土台で上

が決まるのであります。もしも土台がいつも

乗っけてばかりではつまらないと頭を上げよ

うとすると、上がひっくり返ってしまいま

す。これは神様が決められた役割なのであり

ます。

　女の人は生まれるとき、上を向いて生ま

れ、男はうつむいて生まれてくるのでありま

す。出直しのときも同じであります。それが

自然の姿であります。私が中学生の頃、山口

県の宇部という所で水害がありまして、後片

づけ（ひのきしん）に行ったことがありまし

た。その時、男の水死体はうつ向いて浮いて

いて、女の人は上を向いて浮いているのを見

て不思議に思ったのであります。その時は子

供心というか、単純に男は股間に二つの重り

があるのでうつ向いて浮いており、女の人は

胸に二つの浮き袋があるので上を向いて浮い

ているんだと思っていました。このお道を信

仰するようになってなるほどと得心できたの

であります。ヒロでもチリ地震で津波の被害

を受けており、その時も多くの人が亡くなっ

ております。

　生み育てる力は女性にしかありません。男

がいくら頑張っても生むことは出来ません。

育てることは出来ても女性にはかないませ

ん。それは、そのように神様が創ってくださ

っているからであります。どんな男でも女か

ら生まれない人は一人もいません。女の人は

子供を産むだけではありません。あらゆる元

を生み育てる力があるのです。男は天の理、

女は地の理と言われるから天から雨が降り、

太陽が照り、この二つを頂かないと物が育た

ない。いくら大地に生み出す力があっても雨

が降らない、太陽が照らないではどうにもな

らないのであります。天と地、父親と母親、

水と火がほどよく調和のとれた形でそれぞれ

の役割を十分に果たすところに順調に運ぶの

であります。しかし、その調和が乱れ日照り

が続くと旱魃となり、雨ばかりが続くと冷害

となります。

　毎年伝道庁のバザーが８月の末に行われ、

ハワイ島からパパイヤを30～40ケースをド

ネーションしていただいておりますが、雨が

続いたり、お天気が続いたり、台風でパパイ

ヤの木を倒されたりと天候の具合で収穫量が

左右されるのであります。ハワイは比較的災

害が少ない方ですが、雨と太陽がほどよく調

和がとれて初めて物が育つわけであります。

だから夫を立て親を立てて通ると太陽と雨の
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恵みを頂けるということで、豊作のご守護を

頂くことが出来るのであります。

　夫婦というものは天地抱き合わせの理を象

ったものであります。天は夫・父親、地は

妻・母親にそれぞれ対応しています。

　おふでさきに、

このよふのぢいと天とハぢつのをや　
それよりでけたにんけんである		（十－54）

とあります。人間が親神様によって創られ、

天地の間、その懐住まいの中に、火・水・風

のご守護を頂いて育ってきたように、人は

皆、両親の慈しみと仕込みを受けて生まれ育

つのであります。それがいつも地震でゆれた

り、大風、大雨で荒れるという環境の中では

子供はたまったものではありません。

　ここで親の役割について現代、家族をめぐ

る問題の深刻化が問われていますが、家庭内

で先ず責任があるのは「親」であります。親

が親としての役割を果たすには夫婦の和が欠

かせません。理想的な夫婦のバランスを二代

真柱様はお風呂に例えて「風呂」は火と水の

程よい調和があってこそ気持ちよく入れる。

熱すぎるとやけどをするし、ぬるすぎると風

邪をひく。「火」と「水」の調和がとれてい

るから気持ちよく入れると話しておられま

す。元始まりに夫婦の雛形が親神様の思いに

溶け込んで一手一つに働かれたところに陽気

ぐらし世界の歩みが始まったように、夫婦が

その理合いを心に治めて一手一つに通ること

が家の治まり、世の治まり、陽気ぐらしへの

道の基であるとお諭しくださっています。

ふうふそろうてひのきしん　
これがだいゝちものだねや
	 	 　　　（十一下り目－二ッ）

と夫婦がそろって神恩感謝のひのきしんにつ

とめる。これが何よりの物種だと仰せになっ

ている。物種というのはどうゆう種かと言う

と「入り用の物が入り用なときに入り用なだ

けお与え頂ける種」だと聞かせていただいて

おります。

　先にもお話しましたが、近年離婚が増加し

ていて三組に一組の割合で離婚しているそう

です。離婚にいたるまでの両親の不和、また

離婚により一方の親を失うことは子供にとっ

ては大きな打撃で、心に大きな傷を残し将来

に影を落とすことになります。その子供が両

親の離婚によりつらく悲しい思いをしたか

ら、自分の子供たちにはつらい思いをさせま

いと思いながらも離婚にいたり、だんだんと

いんねんが深くなるケースが多いのであり

ます。

　親が子供を選ぶことも子供が親を選ぶこと

もできません。兄弟（姉妹）が兄弟（姉妹）

を選ぶこともできません。前生からのいんね

んの上から与えられた人生であります。夫婦

もいんねんあっての夫婦であります。昔から

言われているように、ねじれ鍋にねじれ蓋と

言われるように、丸い鍋に角い蓋では合わな

いのであります。

　おさしづに、
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親と成り子と成るは、いんねん事情から成
りたもの	 								（明治40年４月９日）

皆生まれ更わり、出更わりという理聞き分
け。親が子となり子が親となり　

（明治34年９月23日）

　親子の間柄は決して偶然ではなく先の世か

らの深い縁に結ばれているのだと教えられて

います。子供は先祖、親親の生まれ変わりで

ある、大切に育てるようにと生命の継承の真

実を平易な言葉でお教えてくださっているの

であります。おさしづに、

夫婦いんねん見て暮らす
（明治24年3月22日）

夫婦皆いんねんを以て夫婦という　
（明治24年11月21日）

と仰せられています。

　「夫婦は合わせ鏡」とも言われ、連れ合い

の姿に自分では気づかない、いんねんや癖、

性分、心遣いを見せられているのであります

が、ついついお互いの足りない点が目につき

一言の文句も言いたくなるのですが、文句を

言う前に自分の姿、いんねんを見せられてい

るんだと振り返ることが大切であります。

　今日のように生活が豊かになればなるほ

ど、人間関係が希薄になるのは自然の成り行

きかもしれませんが、「袖すりあうも他生の

縁」という諺がありますが、日本に帰りまし

て新幹線の中で隣合わせになった人から話し

かけられたことは一度もありませんが、こち

らから話しかければ結構のってこられるので

あります。この前、中年の女性の方にハワ

イ島のマウナケア山は標高4200メートルあ

り、冬には雪も積ります。そこに日本のスバ

ルという天文台があります。夜は中腹で星空

を見て楽しめます。普通でしたら星空を見る

ときは上を見るのが常識ですが、上はもちろ

んですが下の方に星を見ることが出来ます。

また、ハワイの星は「ウインク」しないんで

す。それは太平洋の真中で空気が澄んでいる

からと話しまして、ご主人と一緒にいらっし

ゃいと言ったら即座に、「いや行くんだった

ら主人とではない。友だちと行きます」と返

事が返って来ました。ご主人と一緒なら共通

の思い出となり後々話の種になると思ってさ

そったのですが。皆さんならどう返事をされ

ますか？

　ところで、現在の生活の豊かさは望みの物

が手に入るということは他人のたすけを必要

としない。人の世話にならずとも自由に生き

ることが出来るかのように思いますが、それ

は錯覚であります。昔も今も人の世話になら

なければ生きていけません。お金さえ払えば

どんなご馳走でも食べられます。しかし、ご

馳走の材料となる肉や酒や野菜、果物などな

ど、すべてが多くの見知らぬ人の手を経て自

分のところへ届いているのであります。お金

や市場のおかげで自分の生活が成り立ってい

る。多くの人の顔が見えないだけのことであ

ります。この「たすけあい」の事実に目を向

けて、感謝の心を忘れてはなりません。親
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神様が思召くださる陽気ぐらし世界は「人々

の心が澄み、何事につけても互いにたすけあ

う明るい活気に満ちた世の中」であります。

　おふでさきに、

このさきハせかいぢううハ一れつに　
よろづたがいにたすけするなら
	 	 	 	 （十二－93）

　世界中の人間が何かにつけ「たすけあって

くれるなら」と仰せられています。「たすけ

あい」は親神様がお望みくださる陽気ぐらし

の最大の要件であります。そのたすけあい

を実践できるのが家庭であり、家族であり

ます。

　ところで、現在実の親がありながらその親

に育ててもらえない子供が大変増えているそ

うであります。人間形成の原点となる母親か

らまるごと抱きしめられ、慈しまれて安心す

るというアタッチメント（愛着関係）を、幼

い子供にとって自分を守ってほしい母親から

拒絶され、しかもその親から虐待を受けてい

るというとても考えられないようなことが起

こっているのであります。チキンでもヒヨコ

をつかまえようとすると、親鳥が向かってき

ます。人間の親が小さなわが子を虐待すると

はチキンにも劣る、誠に情けないことが現実

に起こっているのであります。私の娘が北海

道の教会に嫁いでおりますが、そこでも二人

の姉妹を里子として預かり育てさせていただ

いております。子供は神様から養育を委ねら

れた預かりものであります。その子供をしか

も自分の子供を虐待する親が増えているとい

うことは大変痛ましい限りであります。この

ような問題は家族の核となる夫婦であること

を思うとき、我々お道の布教師は心をすえて

おたすけにかからせていただかねばならない

と思うのであります。

　教祖130年祭は終わりましたが、次の塚に

向かってしっかりとおたすけに取り組ませて

いただかねばならないと思います。ご清聴あ

りがとうございました。

全教一斉ひのきしんデー立教179年

オアフ島ホノルル	 ホノルル動物園	 	４月30日（土）午前９時

マウイ島マカワオ	 マカワオ軍人墓地	 	５月７日（土）午前９時

モロカイ島マウナロア	 アリー海浜公園	 	５月21日（土）午前９時

ハワイ島コハラ		 オールド・コナ空港公園	 	５月１日（日）午後２時

ハワイ島ヒロ	 	 ホメラニ軍人墓地	 	５月21日（土）午前８時

ハワイ島コナ	 	 コナ・メモリアル公園	 	５月21日（土）午前11時



ハワイ学生会行事「教会お泊まり会」実施
ハワイ学生会委員長　山本メーガン
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　ハワイ学生会は、	２月26日から28日まで
「教会お泊まり会」を実施しました。現学生
会メンバーに加え、少年会を卒業した学生
も参加し、お道の教えについてそれぞれ異な
る視点から話し合い、理解を深めました。ま
た、教会での活動を体験しながら、そこでの
家族、また青年会・女子青年のメンバーとも
交流を深めました。
　初日はパール教会にお世話になり、中尾会
長から教会の成り立ち、その発展について話

をしていただきました。環境に優しい教会と
して、ソーラーパネルや雨水貯水タンクを設
置し、神殿にはおぢば帰りが出来ない方のた
めに、掲示板におぢばのニュースが載ってい
ました。一番驚いたのは、座りづとめを英語
でつとめていることでした。慣れるまで変な
感じがしましたが、回を重ねるとうまくつと
められるようになりました。中尾会長は、ど
のようにして友人や知らない人にお道をつた
えるのかについても話してくださいました。
なかでも印象的だったのは、「人は宗教につ
いて話をするとき、自分を変えてくれるよう

なものだけを見て比べようとする。そうでは
なく、私たちを一つにしてくれるもの、私た
ちが生きる喜びや理由はたすけあうことだ、
と気付かせてくれるものを見るべきだ」とい
うお話でした。妙子奥さんの手料理や会長さ
んの手作りパンなど、素晴らしいおもてなし
に感謝します。
　翌日は、レイレフアの高校生や青年会メン
バーも加わり、ハワイ海布教所で木の伐採ひ
のきしんをしました。炎天下で汗を流しなが
らもみんな笑顔でひのきしんに励む姿に感動
しました。
　布教所でのひのきしんを終え、夜は魁生さ
んのお宅にお邪魔し、娘さんの誕生日パーテ
ィーに参加しました。翌朝は、サンディービ
ーチでよろづよ八首を踊りましたが、最後の
参拝の時には、東の空に朝日が昇り、西の空
には月がうっすらとうつり、「月日」を象徴
しているようで、最高の締め括りとなりまし
た。多くの方にサポートを頂き、素晴らしい
経験をさせていただきました。今後も学生会
行事として続けていけるよう願っています。
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アイランドニュース＆	伝道庁連絡

　2016年３月27日、美馬ブレイン・メーガ
ン夫妻（越乃國ハワイ教会）に第一子が誕生
しました。名前は、一誠（かずのぶ）ブレイ
センくんです。おめでとうございます。

こんにちは赤ちゃん

　４月の月次祭は９日の土曜日に執り行われ
ます。久尾マーク・マウイ教会長が講話をつ
とめます。教会長布教所長会議はありませ
ん。

伝道庁４月月次祭日

お詫び・訂正
先月２月号の講話の文中で、「辻忠作先生の娘のくら」と記載していましたが、正しくは「妹
のくら」でした。お詫びして訂正致します。

　２月28日、教祖218回目のお誕生日を祝
し、ハワイ島のカカコ教会を会場に、婦人会
教祖ご誕生お祝いの集いが開催され、会員30
名が参加しました。

ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝い
の集い

日　時：	 2016年４月19日（火）、20日（水）午後５時開宴
場　所：	 本部第三食堂
参加御供：	 1,000円（12歳以下は無料）
※参加希望者は直属教会を通じて、海外部庶務課（4月12日締切）までお申し込み下さい。

海外帰参者の夕べ

2016年５月14日（土）午前９時半
おつとめ（婦人会・青年会・女子青年合同）
式典（各会）

婦人会・青年会・女子青年合同総会

パラダイス教会　４月３日（日）午後１時
ラナイ教会	 ６月５日（日）午後１時半
ワヒアワ教会	 ９月４日（日）午後１時
※詳細は、鈴木ダレル（227-4884）までお
尋ねください。

ジョイワークショップ

　6月27日に英語クラスが開講します。外国
語クラスは原則全期間を通して受講してくだ
さい。

教人資格講習会英語クラス
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婦人会だより
　春は風の季節です。春の嵐もあればそよそよ
と吹くそよ風も私たちの横を通り過ぎていきま
す。教祖が現身を隠されて130年。今でも世の中
は争いだらけ。まるで嵐の中にいるようです。
一日も早く皆が仲よく暮らせるよう私たち婦人
会員は日々に春風のような言葉を使い、世の中
の風の流れを変え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

■月例会（会議後、鳴物練習を行います）

　４月４日（月）	 	 ９：00

■第56回教祖ご誕生お祝いの集い

　４月５日（火）	 	 19：00
※御供３ドル、ハッピ、白靴下着用です。

※今月の直会当番は、合同Ｃグループです。

	 天理教婦人会第98回総会
　		日時：4月19日（火）午前9時半
　		場所：本部中庭

青年会だより
■月例会議

　４月６日（水）	19：30

■教祖伝勉強会

　４月29日（金）	19：00

		1日（金）・月例コミュニティーひのきしん
		4日（月）・婦人会例会／女鳴物練習
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
		5日（火）・天理文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
		6日（水）・青年会会議
		7日（木）・少年会会議
		8日（金）・学生会ひのきしん
		9日（土）・伝道庁月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド
		 	 	 	 ・天理フォーラム会議
11日（月）・月例にをいがけデー
13日（水）・庁長夫人帰本（～24日）
15日（金）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
17日（日）・少年会教祖ご誕生お祝い行事
18日（月）・ワイキキ神名流し
26日（火）・遥拝式／鳴物練習
29日（金）・青年会教祖伝勉強会
30日（土）・全教一斉ひのきしんデー

４月行事予定

少年会だより

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。申し込みは伝道庁または中川オードリーまで
ご連絡ください。

■教祖ご誕生お祝い行事

　恒例の教祖ご誕生お祝い行事を４月17日の日曜
日、午前９時半から伝道庁で行います。スクリー
ンに教祖の物語を上映したり、お楽しみゲームも
あります。家族、友人を誘って参加してください。

■婦人会・青年会・女子青年合同総会

　５月14日（土）	9：30
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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。


