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リレー巻頭言
　46年ほど前にハワイ大学の心理学のクラス

で、大変興味深い話を聞きました。カネオヘ

にある精神病犯罪者の収容所で実際にあった

話だということです。

　２名の収容者が会話しているうちに、「こ

の世で一番大切なものはお金だ。お金があれ

ば何でもできる」ということになったそうで

す。「ならば俺たちもお金を手に入れよう」

「お金は何処にあるのかな？」「そうだ、

銀行にたくさんある」「銀行へもらいに行こ

う」「馬鹿だな。ただ行ったってもらえな

いよ。ピストルがあればもらえるんだよ」「

じゃあ、ピストルを持って銀行へ行こう」と

いう具合に話がまとまりました。この二人が

どうやってピストルを入手したのかについて

は、心理学の教授も知りませんでしたが、ピ

ストルを手に入れた二人は、収容所から徒歩

数分（当時は収容所の囲塀はなかったそうで

す）のバンク・オブ・ハワイに入り、テラー

にピストルを見せて、「お金を貰いに来た。

お金をくれ」と言い、二つの袋に入れたコ

インや紙幣を受け取り、銀行の外へ逃げまし

た。銀行の店員はすぐに警察に連絡し、数分

後にパトカーが数台サイレンを鳴らしながら

やって来ました。警官たちがパトカーを降り

ると、二人の男が銀行の入口前で手に袋を下

げて立っており、そのまま御用になったそう

です。

　話をしているうちにこの男たちの目的は、

「お金を手に入れること」になっていて、お

金を手に入れた後のことは全く考えていなか

ったそうです。精神を病んでいる者ならでは

の話ですが、「目的」を見失うと、精神を病

んでいる者ならずとも、とても不可思議なこ

とをしがちです。

　給料をもらうために仕事をしている人は、

給料をもらえば目的が達成したことになり、

当たり前のようですが、受け取るのは給料だ

けです。「働くとははたはたを楽させること

やで…」のご教理どおり、周りの人たちに喜

んでもらうために仕事をしている人は、給料

だけでなく、「周りの人の喜び」も一緒に受

け取ることができます。

　明るく楽しい生活、笑顔と喜びづくめの人

生を送りたい。これはお道の信仰者にとって

は「陽気暮らし」。生活するためには暮らし

に必要な収入を得なければならない。収入を

得るために仕事に就く。しかし、毎日の仕事

がいか様にも複雑困難であることから、いつ

の間にか生活の目的が、「仕事」や「収入を

得ること」に代わってしまい、本来の目的で

あった明るく楽しい生活、笑顔と喜びづくめ

の人生、つまり「陽気暮らし」をすっかり忘

れてしまう。

月日にわにんけんはじめかけたのわ　

よふきゆさんがみたいゆへから

（14号－25）



伝道庁９月月次祭	 	 	 ９月18日（日）午前９時

中尾妙子・パール教会長夫人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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　朝起きて洗面するのは、顔を洗って歯を磨

くことが「陽気暮らし」につながるから洗面

するのではなくて、考え方の順番を逆にし

て、「陽気暮らし」のために洗面したら、目

が醒め、歯がきれいになった、であるべきな

のです。

　食事を頂くのも、空腹を満たし、体に栄養

を供給することが「陽気暮らし」につながる

から、というのではなくて、「陽気暮らし」

のために食事を頂いたら空腹が満たされ、必

要な栄養分を体に供給できた。

　何かをしたら「陽気暮らし」になる、とい

うのではなくて、「陽気暮らし」のために行

動したら顔がきれいになった、お腹がいっぱ

いになった、という順番にするのがお道の信

仰者の通り方だと思うのです。

　学校に行って、良い成績をとって、いい友

達がたくさんできたら、「陽気暮らし」がで

きる。という順序ではないのです。もしその

ままですと、学校に行けなかったら「陽気暮

らし」が出来ない、良い成績がとれなかった

ら「陽気暮らし」が出来ない、いい友達が出

来なかったら「陽気暮らし」が出来ない、

ということになってしまいます。「陽気暮ら

し」のために学校へ行く。「陽気暮らし」を

「目的」に学校へ行くと、学校へ行けること

自体がありがたく、感謝できる。学校へ行け

ること自体に感謝できると、勉強できること

に感謝でき、いい友達も出来、自然と良い成

績が取れることになるのです。

　仕事をしてお金を稼げば「陽気暮らし」が

できる、というのではなくて、「陽気暮ら

し」のために仕事をしたら、お金が稼げた、

という順番にならなければならないです。

　お金をどれだけ儲けても喜べない人は「お

金を稼ぐ」ことだけを目的にしているからな

のであって、当然のことなのです。良い仕事

を持ち、高い給料をもらっているのもかかわ

らず喜べない人は、「喜び」、つまり「陽気

暮らし」を目的にしていないからなのであっ

て、当然のことなのです。

　私たちの毎日の行動に喜べないことがあっ

たら、それは「陽気暮らし」という人生の「

目的」を忘れているからに違いありません。

「陽気暮らし」という人生の目的を日々もっ

と身近に、そして常に念頭に置いて毎日を楽

しく通らせていただきましょう。

【一瀬常徳】
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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。

　親神様の限りなき御守護とだんだんのお仕込みに

より成人の歩み恙なくお連れ通り頂く御慈愛の程

は、誠に有難く、勿体ない極みでございます。私共

は御教えを心に、ご恩報じを念じて、日々勇んでこ

の道の上に励ませて頂いておりますが、その中にも

本日は当伝道庁の８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いただきます。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。

　この夏おぢばには、おやさとセミナー、天理フォ

ーラム、青年会インターナショナルひのきしん隊、

こどもおぢばがえりと、ハワイの道の将来を担う者

達が大勢帰り、厳しい暑さの中も結構にお連れ通り

頂き、ぢばの理を肌で感じ、ご存命の教祖の親心に

直に触れ、御教えを学び、尊き汗を流して伏せ込み

に励み、感謝と喜びの心を深めてハワイに戻らせて

頂きました。また、ハワイ天理道場の一行が初めて

おぢばを訪問し、みちのこ武道大会にも参加し天理

柔道の素晴らしさを体感してくれました。誠にあり

がとうございます。

　今月28日には、恒例の天理教バザーを開催させて

いただきますが、管内の教友、関係者が一手一つに

力と心を合わせて、この一大行事を成功させ、バザ

ーを通して地域の方々へのにをいがけも進めさせて

頂きたいと存じます。さらにはまた、来月に実施予

定の全教一斉にをいがけデーに向けて、日々にをい

がけ・おたすけの意識を持って、周囲に心を配り、

一人でも多くの方々に御教えを伝えさせて頂きたい

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いただき、教祖の道具

衆として神一条喜び一条たすけ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。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

８月月次祭祭文

祭典役割
祭　主	 山中庁長	 	

扈　者	 岩田メルビン		 中尾オーエン	

賛　者	 桧垣ダニエル		 山本浩徳　

指図方	 本田グレン

講話者	 岩田メルビン		（英）

通訳者	 岩田もと子	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｄ．明本

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｄ．桧垣

	 Ｇ．本田	 Ｔ．井上	 Ｂ．岩田

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ａ．綾川

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｍ．井上

	 Ｍ．三國	 Ｃ．浜田	 Ｙ．川崎

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國	 Ｍ．中尾

チャンポン	Ｒ．山	 Ｓ．椎葉	 Ｇ．井元

拍子木	 Ｃ．三國	 Ｄ．川崎	 Ｋ．川崎

太鼓	 Ｙ．中尾	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．社本

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｅ．高田	 Ａ．西垣

小鼓	 Ｍ．岩田	 Ｃ．齋藤	 Ｈ．山本

琴	 Ｔ．松川	 Ｌ．川崎	 Ｌ．井上

三味線	 Ｊ．山	 Ｍ．山下	 Ａ．中川

胡弓	 Ｃ．明本	 Ｓ．中尾	 Ｔ．中尾

地方	 Ｔ．美馬	 Ｙ．宮内	 Ｔ．岩田

	 Ｇ．井上	 Ｓ．中尾	 Ｂ．美馬

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・おたすけに精進し、ハワイの道の後継

者育成の上にも真剣に取り組む所存です。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、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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　皆さん、おはようございます。そしてアロ
ーハ。ただ今は８月の月次祭を皆さまと共に
陽気に勇んでつとめさせていただきましたこ
とを大変うれしく思います。本日はご存命の
教祖がおつけくだされたこの陽気ぐらしの道
を私たちが精一杯通らせていただく上で、私
が思案しますところを少しお話しさせていた
だきたいと思います。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。
　今日の講話は２つのことをお話ししたいと
思います。まずはじめに、この夏おぢばが
えりされた皆様にお礼を申し上げたいと思い
ます。特に山中庁長、幸恵夫人をはじめ、天
理フォーラム、青年会インターナショナルひ
のきしん隊、こどもおぢばがえりそれぞれの
委員会の委員長、委員の方々に重ねてお礼を
申し上げます。本当にありがとうございま
した。
　今年の夏に初めてハワイ天理柔道からの団
体がおぢばがえりに参加しました。私はハワ
イ天理柔道委員会の委員長として、前々から
いろいろな方からハワイ天理柔道のメンバー
がおぢばがえりする機会、そして天理柔道に

触れる機会を持ったらすばらしいのではない
かという声があり、私自身もそう思っていま
した。
　去年初めて、柔道チームのコーチ陣にこの
計画について話したところ、彼らはその計画
に賛同してくれました。今年は教祖130年祭
の年なので、この計画を実行に移すには絶好
の時だと思いました。ハワイ天理柔道のコー
チ陣と保護者たちと何カ月にも渡り話し合い
を重ね、計画を立てました。また、山中庁長
をはじめ、天理教海外部、ハワイ天理柔道委
員会の大きなサポートを受けて、初めてのお
ぢばがえりとなるすばらしい旅行日程を完成
させることができました。
　ハワイ天理柔道から21名の参加者があり、
この中には、一家族から11人と、また、別
の一家族からのコーチ４人が含まれていま
す。21人のうち18人は未信者で、17人は初
めてのおぢばがえりでした。ハワイ天理柔道
委員長として、みんなが楽しくすばらしい時
間をおぢばで過ごし、たくさんの楽しい思い
出をハワイに持って帰ってくれることを強く
願っていました。柔道委員会のメンバー全員
が同じ気持ちであったと思います。
　柔道チーム一行がおぢばに到着し、滞在し
ている間に天理教、また教会本部の紹介ビデ
オを見てもらいました。そして、彼らのほと
んどが初めて神殿に足を踏み入れ、宮内ジェ
イソン君に神殿案内をしてもらいました。彼
の説明が大変良く、皆感動しました。その晩
は山中庁長が柔道チームのために歓迎のバー
ベキューを、また翌日は一日京都ツアーを計

８月月次祭祭典講話 	 　ホノルル港教会長　岩田メルビン
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画してくださり、みんなとても楽しんでいま
した。
　柔道の面では、天理中学校柔道部の練習を
見学し、７月25日には奈良市で開催された
奈良県中学校柔道大会を見学させていただき
ました。
　また、天理柔道が生まれたところである順
正館道場の練習に２回参加し、練習中には、
天理柔道出身であり、世界チャンピオンにも
なった穴井隆将先生とお会いさせていただき
ました。４人のコーチは穴井先生が監督を務
める天理大学の柔道部の見学をさせていただ
きました。
　７月28日にはハワイ天理柔道のメンバー
が、こどもおぢばがえりの行事の一つである
道の子武道大会に初めて参加しました。日本
の国外から参加しているのは私たちだけでし
た。開会式ではハワイ天理柔道の参加者の一
人が全参加者を代表して宣誓を行いました。
午前中は個人の部で、午後は団体戦でした。
参加者は１年生から６年生までの子供たちに
限られており、体重ではなく、学年によって
分けられていました。
　ハワイ天理柔道の子供たちはハワイ天理柔
道を代表して一生懸命試合に臨んでいたのを
見てとても誇らしく思いました。個人の部で
ハワイ天理柔道から一人の子が３位になりメ
ダルを貰いました。参加者、コーチ陣、保護
者、祖父母までみんなにとってとても良い経
験になったと思います。また、この大会に参
加した全団体に天理柔道から記念品をもらい
ました。それはリオオリンピックで金メダル
を獲得した天理柔道家・大野将平選手のサイ
ン入りの写真でした。
　私たちグループは、26日朝、7月月次祭を

参拝し、午後からは、こどもおぢばがえりの
行事にもいくつか参加しました。もう一つ思
い出になったことは、その夜にハワイ団と共
にパレードに参加したことでした。ハワイか
らの帰参者100人以上が夜８時から始まるパ
レードをわくわくして待っていました。
　パレードが始まる時に雨が降り始め、すぐ
に土砂降りになりました。それでもみんな
雨が降っていないかのようにハワイアン・ロ
ーラー・コースター・ライドの歌に合わせて
フラを踊りながら歩き続けているのを見て、
私は感心しました。パレードの最後まで、み
んな楽しそうに元気いっぱいにフラを踊りま
した。
　私たちのグループの一人はまだ４カ月の赤
ちゃんでした。雨の中で濡れて風邪を引いて
しまうのではないか、親は赤ちゃんを濡れさ
せたくないのではないかと心配しましたが、
親は喜んで笑顔でパレードに参加し、お母
さんによると赤ちゃんはずっと寝ていたとい
うことで安心しました。親神様、教祖に心か
らお礼申し上げました。この赤ちゃんはおぢ
ば滞在中最後まで泣かずにとても行儀良くし
ていました。私はその子の両親にこの子のベ
ビーシッターならいつでも歓迎ですと言いま
した。
　私たちのグループの18人が７月29日に天理
を出発しました。11人は東京観光へ、３人は
大阪観光へ行きました。４人のコーチもその
日の夕方ハワイへ帰りました。
　８月２日に関西空港で、東京観光へ行って
いた11人の家族と再会しました。彼らが東
京へ行ったときに、天理を恋しく思ったとい
う言葉を聞いてとてもうれしく思いました。
　また、東京でカレーを食べたけれど、天理
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で食べたカレーの方がおいしかったとも言っ
ていて、うれしく思いました。天理では三日
間毎日お昼にカレーを食べ、三日目には山中
庁長と私は、何人かはカレーを三日続けて食
べたくないと言うのではないかと少し心配し
ていましたが、一人も文句を言わず、おいし
いと言って食べてくれました。コーチの奥さ
んは今まで食べたカレーの中で一番おいしか
ったと言っていました。
　日本を出発する前に、ハワイ天理柔道のメ
ンバーが私に天理でそのような楽しいすばら
しい経験をさせていただけたことにお礼を言
ってくれました。みんなまた天理に帰って来
たいと言っており、このおぢばがえりを３、
４年に一度ハワイ天理柔道の恒例行事にした
らどうかとも話していました。私がハワイに
戻ってきてから道場に行ったとき、今回はお
ぢばがえりに参加しなかったが、次回は是非
参加したいという親子が何人かいるというこ
とも聞きました。
　親神様、教祖に期間中無事にお連れ通りい
ただき、すばらしいおぢばがえりをさせてい
ただけたことに改めて心からお礼を申し上げ
たいと思います。
　では、ここで講話の後半に入ります。
　1838年10月26日、教祖は親神様のやしろ
になられ、「このたび、世界一れつをたすけ
るために天降った」とお言葉がありました。
そうです、179年前、世界中の人間をたすけ
たい一心から教祖は神のやしろとなられまし
た。以来、教祖が1887年１月26日に現身をお
かくしになるまでの50年間に、万人たすかる
ひながたをお残しくださいました。
　おふでさきに、

せかいぢういちれつわみなきよたいや
たにんとゆうわさらにないぞや

（13号－43）

月日にわにんけんはじめかけたのわ
よふきゆさんがみたいゆへから

（14号－25）

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

（12号－93）

月日にもその心をばうけとりて
どんなたすけもするとをもゑよ

（12号－94）

　そうです。教祖は世界中の人間は全て兄弟
姉妹であり、私たちは、どんな中も人だすけ
によってのみ得られる陽気ぐらしをするため
にいるのだということを教えてくださってい
ます。そうすることで、親神様は私たちの心
を受け取りご守護くださいます。
　今年2016年は、教祖が神のやしろになられ
て179年目です。今、私たちの住む世界はい
ったいどうなっているでしょうか？より平和
で安全で住みやすくなっているでしょうか？
親神様と教祖が願うところの世界中の人間が
助け合う世界は達成できているでしょうか？
　ご存知のように、世界では毎日、女性や罪
のない子供たちを巻き混み、沢山の死傷者を
だす争い、戦争、自爆、テロ事件を聞いたり
読んだりします。自分の住んでいる国、州で
さえ、毎日、殺傷、銃撃、路上逆上、ひき逃
げ、家庭内暴力、過激派組織、その他によ
り怪我をしたり命を奪われています。親神
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様、教祖が残念でいらっしゃるに違いありま
せん。
　最近世界中の国々の安全と平和を順位づ
ける調査がありました。この国の順位は何
番だと思いますか？50番以内ではありませ
ん。100番以内でもありません。アメリカは
103位でした。自由と民主主義のリーダーと
されている国がこのような順位になったこと
は残念で恥ずかしいことです。
	 	皆様もご承知のように、11月は、今後４年
間、国を主導する新大統領選出の選挙があり
ます。候補者の一人が大統領としてスローガ
ンを「偉大なアメリカを再び」と掲げていま
す。スローガンは「安全で平和な世界に」と
すべきでしょう。
　今年は教祖130年祭の年です。私たち天理
教の信仰者として、教祖の教えを心におき、
深く考える大切な時期です。
　教祖の年祭の意義は何なのでしょうか？そ
れはおつとめです。教祖はおつとめをつとめ
ることを常にせき込んでいました。1887年
１月26日、25年も定命をお縮めになり御身
を隠された教祖の思いはただ一つ、おつとめ
をつとめて心の成人を促されたのでした。前
真柱様は著書『万人のひながた』の中でこう
書いておられます。
　「教祖50年のたすけ道の道すがらは、つと
めを完成せられるにある。本部と言わず、各
教会と言わず、教会長、信者の別なく、一人
一人が同じだけの重さを持った任務である。
日日常々は、いつもそのことを目標にして、
心を磨き自分を成人させる道中であること
を、私たちはしっかりと自覚をさせていただ
かねばならないと思うのであります。」
　前真柱様はさらに著書『成人への日々』の

中でこう書いておられます。
「おつとめを勤めて与えていただける御守護
の範囲は、人間世界のありとあらゆる分野に
及ぶわけであります。換言すれば、人間世界
の平穏無事を願う、平和を願う、どこの国と
も、どこの人とも、互いにたすけ合って暮ら
すことを願うには、私たちはこのおつとめに
頼るほかには道がないと、はっきりと私は申
すことができるのであります。」
　おふでさきより、

このつとめなんの事やとをもている
よろづたすけのもよふばかりを

（２号－９）

このつとめなにの事やとおもている
せかいをさめてたすけばかりを　

（４号－93）

はや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

（14号－92）

　前真柱様のお話、そしておふでさきに示さ
れているように、任務の自覚と遂行には、我
々、全てのよふぼく、信者は毎日の朝夕づと
め、毎月の月次祭をつとめなければいけない
のです。これが、人類の平和と世界だすけの
実現に向けて私たち道のよふぼく並びに信者
が遂行しなければいけない大切なことだと信
じます。教祖130年祭の年、ご存命のお教祖
にお喜びいただきたいという目標を達成する
には、おつとめと教祖からの教えを毎日心に
置き成人し、大きく前進することと思いま
す。最後に、おふでさきから、
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　2016年８月16日、中尾ルイス・ミミ夫妻
（天元/パール）に第三子が誕生しました。
名前は、クイン・忠次・クインシンハくんで
す。おめでとうございます。

赤ちゃん誕生
　８月15日（月）、岩田祥孝（よしたか）
さん（防府/宮市）が伝道庁青年として２年
間勤務の予定で着任しました。よろしくお願
いします。

人事連絡

　９月27日（火）午前10時より伝道庁にて、秋季霊祭が執り行われます。霊祭に続き、下記
の方々の年祭も執り行われます。

５年祭	 脇本幸子・ヒロ教会三代会長	 	 	 	 	 	 （本島）

５年祭	 井上芳・ハワイセントラル教会初代会長夫人		 	 （東中央）

秋季霊祭

　おやさと練成会が７月９日から
24日までおぢばで開催され、ハワ
イから参加した前期生６名（カイ・
ヒロセ、ケニー・ミヤウチ、ケンビ
ー・ヤップ、クリスティー・ヤマモ
ト、スカイ・マツカワ）、後期生２
名（チェイス・ラム、メーガン・ヤ
マモト）が修了しました。尚、マイ
ルス・ヒサオ（マウイ教会）が前期
カウンセラー、ティファニー・マエ
ガワ（太平洋教会）が後期カウンセ
ラーをそれぞれつとめました。

おやさと練成会

このみちハどふゆう事にをもうかな
このよをさめるしんぢつのみち　

（６号－４）

　ご清聴ありがとうございました。来週の日
曜日のバザーの安全と成功をお祈りします。
ありがとうございました。
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立教179年　ハワイ団こどもおぢばがえり（７月24日～30日）

青年会インターナショナルひのきしん隊（７月18日～24日）
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婦人会だより
　天理教バザーには大勢の方々のひのきしん、
そして真実のドネーションを頂きありがとうご
ざいました。バザーひのきしんで多くの人々が
助け合う姿を見て教祖はきっとお喜びくださっ
ていると思います。今月のにをいがけデーも教
祖にお喜びいただけるよう一人でも多く参加さ
せていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　９月10日（土）	 ９：30

■月例会

　８月12日（月）	 ９：00

■女鳴物練習
　９月13日（火）	 ９：00

※今月の月次祭直会当番は、防府グループで
す。よろしくお願いします。

		1日（木）・コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・前川佳奈子部員離任
		4日（日）・西垣明成氏帰国
		5日（月）・全教一斉にをいがけデー
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		6日（火）・天理文化センター月次祭
		9日（金）・アダプトハイウェイ清掃
10日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
12日（月）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
13日（火）・婦人会女鳴物練習
14日（水）・青年会会議
15日（木）・少年会会議
17日（土）・主事会
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん
18日（日）・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
19日（月）・ワイキキ神名流し
24日（土）・こかん様に続く会
26日（月）・遥拝式
		 	 	 	 ・バザー反省会
27日（火）・秋季霊祭
30日（金）・青年会教祖伝勉強会

９月行事予定

少年会だより
■こどもおぢばがえり

　ハワイから81名が夏のおぢばがえりに参加さ
せていただきました。子どもたちは、様々なお
楽しみ行事参加に加え、おつとめまなび教室や
廻廊ひのきしん、おやさとやかた講話にも参加
しました。アロハバンドは、お供え演奏と夜の
パレードで演奏を披露しました。ハワイ団とし
て参加した26日のパレードには、ハワイ出身の
学生やハワイ天理柔道メンバーを含めて100名以
上が参加し、急な土砂降りの雨の中でも、ダン
スをしながら懸命に歩き、観客からは喝采を受
けました。大きな怪我や事故もなく、勇んで参
加させていただきました。様々な形で今回のお
ぢばがえりをサポートしてくださった皆様、本
当にありがとうございました。

青年会だより
■月例会議

　９月14日（水）	 19：30

■教祖伝勉強会

　９月30日（金）	 19：00

女子青年だより
　バザーの焼き菓子をドネーションしてくださっ
た皆様ありがとうございました。おかげさまで今
年のバザーも大成功を収めました。
■こかん様に続く会	
	 ９月24日（土）10：00　於：台檀教会
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