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４月30日、全教一斉ひのきしんデー（オアフ島地区）がホノルル動物園で開催され、ハワイ管内教
友や現地高校生を含め、約150名がひのきしんに汗を流しました。

まこと

Tenrikyo Mission Headquarters of Hawaii
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リレー巻頭言
「三年千日を振り返って」　

　教祖130年祭へ向かう三年千日は私たちにと

って成人させていただく機会をたくさんお与え

いただいた大きな旬でありました。そして教祖

130年祭当日のおぢばは帰り集った人々の溢れ

るエネルギーと充実感で満たされていました。

　教祖70年祭に始まり、私は７度の年祭を迎え

させていただきました。年祭の度にようぼくと

しての私の役割を再確認し、教祖のお心に近づ

かせていただく機会をたくさん頂きました。み

なさんも同じではないかと思います。

 2013年１月26日、真柱様の諭達第三号を聞い

て、その日の寒さとは関係なく鳥肌が立ったの

を覚えています。そのときの感動は、大川栄策

の「女の一生」の歌詞を初めて聞いたときの感

動を超えました。そのような深い感動はごくま

れに、いつも全く予期しない時に起こります。

ようぼくの道しるべとなる諭達第三号
　私は特に諭達の最後の文の「願ってやまな

い」という言葉に心を動かされました。それは

親心をもって私たちにようぼくとしての使命を

急き込まれているお言葉であると思います。私

は心にこの言葉を抱きながら日々の御用を始め

させていただきました。私の孫娘のジェナもこ

の最後の部分が好きでした。日々諭達を読み終

わる頃に、彼女は最後の部分をとんとんと叩き

ます。それは彼女がもう一度その部分を読みた

いということです。繰り返しはジェナの習慣で

す。私は何度も何度も彼女が満足するまで読み

聞かせます。彼女のおかげで、諭達の他のどの

部分よりも先に最後の部分を覚えました。

　どのような事をするのも月日にわ　

　たすけたいとの一ちよはかりで　十二号－78

 三年千日の最中、私はたくさんの試練をお与

えいただきました。また、諭達第三号を拝読さ

せていただくことが、毎日ただ読むだけになっ

てしまっていました。2013年に感じた感動が薄

れていました。私が今まで経験してきた中で一

番大きな試練の中で、それを気付かせていただ

きました。

　また、たくさんの試練に向き合っている中

で、とても大きな節をお見せいただきました。

それは三代真柱様のお出直しです。その突然の

お出直しの知らせを聞いたときのショックは、

そのとき私が直面していた試練がとても小さい

もののように感じました。私は三代真柱様を心

から尊敬し、信仰の目標としていただけでな

く、いつでも友達のような親しみをもたせてい

ただいていました。おそらくそれでジェナもい

つも「私は真柱様が大好き」と言うのだと思い

ます。

　落ち着いて思案した時、現真柱様の何年か前

の講話での、起こってくる事柄の中で教祖の声

を聞かせていただくようにようぼくに促された

お言葉を思い出しました。私が困難な事柄に

直面したときにはいつもそれを心掛けてきま

した。私には教祖の「さあこれはどうするや

ろ。」という声が聞こえ、それに対して行動で

答えを示します。私はこの教祖の声を聞かせて

いただくという一番大切なことを忘れてしまっ

ていました。そのことを教祖にお詫び申し上

げ、2013年１月26日に感じた気持ちを思い出す

ことができ、改めてそのときのお誓いを申し上

げました。それを気付かせていただいた後は、

思いもよらない数々のご守護をお見せいただき

ました。中でも、太平洋教会の会長という大役

を私の息子ウェスリーが継いだことです。彼は

昨年11月７日に四代会長に就任し、彼の妻・恵

子の支えを受けながら会長をつとめています。

　2016年１月27日は私たちようぼくにとって新

たな門出でありました。共々に引き続き教祖に

お喜びいただけるよう精一杯つとめさせていた

だきましょう。

　　【三國クライド】
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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

れ下され、人間創造の元の真実をお伝え下さ

り、さらには教祖の五十年に亘るひながたをも

って陽気ぐらしへと導く道をおつけ下さいまし

た。私共は日々に親神様の御守護を感じご存命

の教祖のお導きを信じて、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が、その中にも今月

は教祖が218年前この世にお生まれ遊ばされた

芽出度い月でございますので、お祝いと慶びの

心を併せ只今より当伝道庁の４月月次祭をおつ

とめ奉仕者一同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。

　去る５日、ご存命の教祖のご誕生日をお祝い

し、婦人会員65名による女鳴物の演奏を喜びの

心一つに勤めさせていただきました。また今月

末から５月にかけて全教一斉ひのきしんデーを

ハワイ各地で実施させて頂き、信仰の喜びとか

しもの・かりものの御守護への感謝を表し、に

をいがけの一助にしたいと存じます。

　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いただき、教

祖の道具衆として神一条たすけ一条よろこび一

条の道をハワイのこの地でしっかりと歩ませて

いただきます。世界の人々よりも一足先にこの

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

４月月次祭祭文

祭典役割

祭　主	 山中庁長	 	

扈　者	 岩田メルビン		 	 柿谷節生	

賛　者	 中尾スティーブン		 坂上典明　

指図方	 本田グレン

講話者	 久尾マーク	 （英）

通訳者	 中尾妙子	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｓ．社本

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｄ．桧垣

	 Ｇ．本田	 Ｔ．井上	 Ｍ．中尾

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	 Ｌ．蘇	 Ｙ．川崎

笛	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｄ．川崎	 Ｓ．中尾	 Ｂ．美馬

拍子木	 Ｍ．社本	 Ｓ．柿谷	 Ｋ．川崎

太鼓	 Ｃ．三國	 Ｄ．鈴木	 Ｊ．蘇

すりがね	 Ｍ．岩田	 Ｍ．久尾	 Ｄ．齋藤

小鼓	 Ｔ．一瀬	 Ｙ．宮内	 Ｂ．岩田

琴	 Ｃ．明本	 Ｌ．川崎	 Ａ．綾川

三味線	 Ｔ．松川	 Ｔ．中尾	 Ａ．中川

胡弓	 Ｙ．西村	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．井上

地方	 Ｔ．西村	 Ｃ．齋藤	 Ｔ．岩田

	 Ｅ．高田	 Ｗ．城	 Ｎ．坂上

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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　おはようございます。ただ今ハワイ伝道庁
４月の月次祭を無事につとめ終えさせていた
だきました。皆さま方には、ご参拝を頂き誠
にありがとうございます。ご指名を頂きまし
たので、しばらくの間お付き合いくださいま
すようよろしくお願いいたします。
　本日は、いんねんについて、少し思案させ
ていただきたいと思います。天理教ではいん
ねんをどう説いてくださっているのか、まず
おふでさきを拝読させていただきたいと思い
ます。

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　　

(第一号－６)

　親神天理王命は陽気ぐらしを見て共にたの
しみたいと、人間世界をお創めになったので
す。つまり、全ての人間は互いにたすけ合
い、陽気に暮らす様を人に伝え広めるという
ことであります。これがもとのいんねんであ
ります。人間には、陽気ぐらしさせたいとい
う親神の思いが込められています。これが、
人間の元のいんねんであります。ですから、
人間は、心一つは我の理と許されて生活する

うちに、善き種子もまけば、悪しき種子もま
いてきましたが、善きにせよ悪しきにせよ、
これがいんねんと成って現われてくるので
す。おさしづに、

世界にもどんないんねんもある。善きいん
ねんもあれば、悪いいんねんもある。	

（明治28年７月22日）
　さらに、

いんねんと言う。いんねんというは心の
道、と言うたる。心の道と言うたるで。

（明治40年４月８日）

　いんねんを自覚するということは、自分の
周りに起きてきた事実を振り返ることであり
ます。すなわち、いかなる病気も不時災難
も、事情のもつれも、銘々の反省を促される
篤い親心のあらわれであり、陽気ぐらしへ導
かれるための手引きなのであります。
　この教えの目的はおたすけであります。お
たすけをする時に、よくいんねんの教えが説
かれます。それによって、銘々の通ってきた
いんねんを自覚し、	自己を見つめ、心遣いを
改め、教えを聞き、運命が変わったという人
はたくさんいます。
　他の宗教にも信仰によってたすかり、運命
が変わったという話はよくあります。例え
ば、キリスト教では、罪を犯したから、その
告白とさんげをします。そして心から悔い改
めることによって、神から許しを請うという
ものです。
　これらの心の動きを「さんげ」と呼んでい

  ４月月次祭祭典講話  	 	 　マウイ教会長　久尾マーク
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ます。「さんげ」とは自分の犯したあやまち
を悔いて、他者に告白をし、そして改め、さ
んげするというものです。
　天理教の教えでは、「たんのう」すなわ
ち、いかなる中をも喜んで事態を受け取る教
えが説かれます。すなわち「たんのうは前世
いんねんのさんげ」と教えられます。成って
来たことを、成るべくしてなって来たことと
受け止め、その原因となるところを思案し、
良き運命に切り替わるよう、理づくりをし、
そして努力をする心を定め、親神様のお心を
喜んで受け取ることであります。　
　病気で苦しんでいるときに、たんのうの心
を治めるのはたやすいことではありません。
しかし病気だからこそ、前生のいんねんを悟
ることができるのです。これが天理教の特徴
的な教えであると思うのです。こう成って来
たことの原因をさぐると同時に、いんねんを
自覚するというものですが、たんのう、すな
わち喜んでこのことを受けとめる、そこに重
心を置くということです。いかなる身上、事
情もみな今まで積んできたいんねんからくる
ものであり、親神様の親心のあらわれです。
人生においてどんな状況の中にあっても身上
や事情など、みな親神様のご慈悲であるので
す。しっかり神に凭れるところにたすけてい
ただける元があると信じます。いんねんの積
み重ねが身上の苦しみとなり、また事情は神
様からのお手引きなので、この身上、事情を
喜んで受け入れるということです。
　天理教のいんねんの教えは必ずしも、前生
のいんねんにこだわるとか、過去の心遣いだ
けを振り返るのではなく、陽気ぐらしのでき
る人間として生命を与えていただいている私
たちは、いかなる状況にあっても物事を良い
方へと受け取ることで、例えそれが他人の問

題であっても、自分のこととして受けとるの
であります。いんねんの自覚をすることによ
り、これからどう生きていくかということに
気付かせていただけると思います。
　おさしづに、

見るもいんねん、聞くもいんねん。
（明治23年９月27日）

　　　　　
いんねんと言うて分かるまい。皆これ世界
は鏡。		 　　（明治21年２月15日）

　これは、我々の心が周りに映されている鏡
があるということです。夫婦同士、家族の
者、私たちの周りの人間関係はみな、鏡で映
し合っているのです。ですからいやな状況の
中から逃げ出そうとしても、鏡はどこまでも
映されています。関わりたくない状況の中に
自分を置きむしろ、見ること、聞くこと、私
たちの周りの人と関わることによって、陽気
ぐらしの世界が広がっていくのではないでし
ょうか。
　ここで、昨年の１月春の大祭におぢばから
帰った時のことをお話しさせていただきた
いと思います。前立腺がんと診断を受けまし
た。その時、すぐに脳裏に浮かんだのは、こ
れはいんねんだなと思ったのです。次にたん
のう、喜んで受け取るという言葉が浮かびま
した。久尾家はガンのいんねんがあります。
マウイ教会の二代会長を始め、私の父もガン
があったためいつかは私も、、、と思ったこ
とがあります。それは2015年の１月でした。
前立腺がんの怖いのは、症状がないこと。前
立腺がんを持っていても、いよいよ手遅れに
なるまで全く分からないというのがよくある
そうです。
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　しかし、年に一度の検診の時に医者が
P.S.A（前立腺特殊抗原）を見つけたのです。
数値は上がっていたので、バイオプシーを取
ると、ガンであることが分かりました。昨年
の３月27日手術で前立腺を取り除き、つい先
月の３月24日には放射腺治療をすべて終える
ことができました。
　親神様が私たちに様々ないんねんをお見せ
くださるのは、心遣いを改めるようにとお見
せ下さるので、心勇んで陽気ぐらしができる
ようにと望んでくださっているのです。これ
は神様の親心からでたとえ、我々から見たら
納得のいかない、いんねんを見せられても決
して、苦しめよう、困らせようというもので
はありません。
　神様は私たちに、より良い人生を導いてく
ださるための手段としてお見せくださるので
あります。全ては元のいんねん、陽気ぐらし

ができるようにとのお計らいであります。親
神様の十分な、限りないご守護を頂き、日々
に心はより明るく活気ある毎日のご守護を頂
きましよう。
　幸せとは我々の境遇にあるのではなく、嬉
しいことや、つらいことは他からやってくる
ものでもありません。全て自分の日々の通り
方や態度からくるもので、日々の態度を改
め、活気のある喜びにあふれた生き方をして
いきたいと思います。

これから生涯先の事情定めるのがさんげ。	
	 　　			（明治25年２月８日）

さんげだけでは受け取れん。それを運んで
こそさんげと言う。		(明治29年４月４日)

　ご清聴頂きありがとうございました。

　４月５日（火）、今年で56回目となる教
祖ご誕生お祝いの集いが伝道庁で開催され、
婦人会員・女子青年65名が参加しました。

婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

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

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

ジョイワークショップ

　教祖218回目のお誕生日を祝い、４月17日
（日）に少年会教祖ご誕生お祝い行事が開催
されました。

少年会教祖ご誕生お祝い行事

（ジョイワークショップの詳細は、鈴木ダ
レル（227-4884）までお尋ねください。）
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婦人会だより
　難ある時こそ「有難う」と言いましょう。あ
りがとうこそ、ネガティブな状態を変える魔法
の言葉だそうです。教祖は「たんのうは、前生
いんねんのさんげとして受け取る」とお教えく
ださいました。喜べない時には心から言えなく
てもいい。でも「ありがとう」とつぶやいてみ
ましょう。教祖は聞いてくださるのですから。

■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＆鳴物練習

　５月９日（月）	 ９：00
※例会後に鳴物練習を行います。

■合同総会おつとめ練習（於：伝道庁ホール）

　５月12日（木）	 19：00

■合同総会昼食準備ひのきしん

　５月13日（金）	 ９：00

■合同総会

　５月14日（土）	 ９：30

※教祖へのお供えに手作りクッキー、またIHS
へのドネーションも沢山頂きありがとうござい
ました。
※今月の直会当番は、合同Ｂグループです。

青年会だより
■月例会議

　５月11日（水）	 19：30

■教祖伝勉強会

　５月27日（金）	 19：00

		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

		5日（木）・少年会会議

		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/鳴物練習

		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会

11日（水）・青年会会議

12日（木）・山澤昭造青年会本部委員来布

14日（土）・婦人会青年会女子青年合同総会

		 	 	 	 ・主事会

		 	 	 	 ・学生会ひのきしん

15日（日）・月次祭

		 	 	 	 ・おやさと練成会オリエンテーション

		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド

		 	 	 	 ・天理フォーラム会議

16日（月）・山澤委員離布

		 	 	 	 ・ワイキキ神名流し

17日（火）・坂上部員家族帰本（～31日）

20日（金）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん

25日（水）・広報委員会会議

26日（木）・遥拝式／鳴物練習

27日（金）・青年会教祖伝勉強会

５月行事予定

少年会だより
■夏のこどもおぢばがえり

　日程は7/24～7/30。航空チケットはそれぞれ
個人で予約をお願いします。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。
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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

このたびの「平成28年熊本地震」でお出直しなされました方々ならびに
関係の皆さま方に対し、衷心よりお悔やみ申し上げます。また、被災さ
れました方々に対し、心からお見舞い申し上げます。

天理教教会本部では、天理教災害救援募金を呼びかけていますが、ハワ
イ伝道庁でも義援金を受け付け、お寄せいただいた真心は「天理教災害
救援募金」へお届けさせていただきます。

伝道庁の神殿に、熊本地震災害義援金用の封筒を置いています。募金締
切は、６月30日とさせていただきます。皆様のご協力をお願いします。

救援募金のお知らせ


