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全教一斉にをいがけデー、９月５日カパフル地区パキ公園周辺で開催
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リレー巻頭言
　先月、第46回天理教バザーが開催されまし
た。当日はほどよい量の雲が涼しさを保ち、
少量の雨が埃が舞うのを抑え、最高の天気の
中、大きな事故やトラブルなくバザーを終え
させていただきました。
　バザーに来る多くの人から「このバザーは
すばらしい！毎年来ている」といった言葉を
頂いたり、そのうれしそうな表情からもわか
るようにたくさんの人がバザーを楽しみにし
ています。
　スクリップブース担当の社本スコットさん
（マリエ布教所所属）によると、ある女性の
方は少なくとも４回はスクリップを買いに戻
ってきて、その度に「このバザーに来たのは
初めてだけど本当にすばらしい、とても楽し
んでいる」と喜んでいたそうです。
　バザーの時期はハリケーンがハワイに向か
ってきていましたが、まだ遠い位置にありバ
ザーを開催することが出来ました。その一週
間後に予定されていた沖縄フェスティバルは
ハリケーンの接近に伴い中止されたという残
念な報を聞きました。結局ハリケーンは逸れ
ていきましたが、それは難しくも必要な決断
であり、同じような状況だったらおそらく私
たちも安全第一のためにバザーを中止してい
たでしょう。
　私たちはいろいろな面で恵まれていまし
た。天理文化センターは涼しい風と霧雨の降
る過ごしやすいヌアヌ渓谷に位置します。そ
の恵まれた気候と土地の広さのお陰でバザー

の準備を柔軟に余裕を持って進めることが出
来ます。
　教内の方々はとても献身的に一生懸命働い
て下さいます。高田ヘレンさん（98歳・マ
カレー教会所属）は数年前から古本と靴の販
売ブースを担当しており、今は娘のジュディ
スさんとクリスティーンさんが手伝い、人気
ブースの一つになってきています。彼女たち
は買いに来た人たちが見やすく、選びやすい
ように本を整理して並べます。実は、高田ヘ
レンさんは今回のバザーの前日に転んで頭を
コンクリートに打ち、出血し大きなこぶがで
き病院に運ばれましたが、なんと次の日のバ
ザーには手伝いに来て、椅子に座りながら販
売をして下さいました。彼女は言います。「
私はバザーが大好きです。バザーに来て下さ
る方々に喜んでもらえるようつとめさせてい
ただくのが嬉しいんです。私はバザーが初め
て開催されたときから手伝っています。昔は
巻きずしを作っていて、伝道庁で泊まり込み
で準備をしたくらい忙しかったんですよ。」
　松延ジーンさん（ノースホノルル教会所
属）は自身が中心となり婦人会のメンバー
と共に枕、クッション、ふとん（ブランケッ
ト）をバザーの６カ月前の２月からウェス
トハウスで作り始めます。彼女はまた、バザ
ーのひのきしんに来る人たちに喜んでもらえ
るようにと、ケーキやお菓子を振舞ってい
ます。
　おでんは食べ物の中で一番の売り上げを誇



伝道庁10月大祭	 	 	 10月16日（日）午前９時

海外部部詰・平野知三先生が講話をおつとめくださいます。
※教会長・布教所長会議はありません。
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る人気ブースです。私の記憶する限り、柿谷
理恵さん（髙知誠教会長夫人）が中心となり
同教会が長年おでんの担当をしてきました。
　バザーの三日前からたくさんのひのきしん
の方と共に調理を始めます。バザーが始まる
と、たくさんの人が家に持って帰って家族や
友人たちと分けられるようにと大きな鍋を持
っておでんブースに並びます。一つの具を50
セントで販売し、約8,000個、4,000ドル分を
準備し、売り上げます。理恵さんの息子の柿
谷テイトさんは他ブースの食べ物を買いに行
くのを楽しみにしていましたが、おでんが完
売し他ブースに行く頃には他ブースの食べ物
も完売していたそうです。下の兄弟に頼んで
何か買ってきてもらわないのかと私は彼に聞
きましたが、彼は「忙しくて、一人も抜けら

れないんです」と言いました。
　バザー当日、私が朝の６時に会場に行くと
すでに10人の方がラメージセール会場の前
で列を作っていました。岡田法夫さん（島ヶ
原ハワイ布教所長）は「早い人は朝の4時半
には来ていました。去年は6時半でした。バ
ザーは8時半からですよね」と、言いました。
　天理教バザーはたくさんの人にとって毎年
来るのを楽しみにしている恒例行事になって
きています。このバザーは特別です。それは
たくさんの人がすべてがうまくいくようにと
ひのきしんの心を持って一生懸命つとめて下
さるからです。皆さんの誠真実が地域へのに
をいがけの原動力となっています。
　みなさんの誠真実のひのきしん、本当にあ
りがとうございました！　 【中尾オーエン】

　今回で３度目の入隊となったインターナショナルひのきしん隊で、初めて隊長をつとめさせ
ていただきました。日本語の通訳をしたり、隊がまとまっているか確認したりと大変な場面も
ありましたが、パートナーの川崎バートさんが良い雰囲気をつくってくれて、なおかつ教祖の
お膝元でのひのきしんということで、隊員みんな最後まで勇んでつとめることができました。
印象に残っているのは、ハワイ青年会の友人のために大勢でおさづけを取り次がせていただい
たことです。みんなが一手一つになって信仰を感じる素晴らしい時間でした。自分の周りで苦
しんでいる人に寄り添うことの大切さを改めて感じさせていただきました。また、私事です
が、おぢばに居る間に「おびや許し」を頂き、帰国後無事に誕生というご守護を見せていただ
きました。これからキクチ・カイル新委員長のもと新たなハワイ青年会がスタートしますが、
あらためて心勇んでつとめたいと思います。

青年会インターナショナルひのきしん隊所感──中尾ルイス（パール教会）
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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、子供可愛い一条の親心から、

昼夜分かたずお見守り下され、陽気ぐらしへ

とお連れ通り下さいます限りなき御守護の程

は、誠にありがたく勿体ない限りでございま

す。私共は、この親心に包まれて生きる喜び

を胸に、思召に沿わせて頂きたいと、日々た

すけ一条の御用に努めさせて頂いておりま

すが、その中にも本日は当伝道庁の９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28日に開催された第46回天理教バザー

には、管内一同が心と力を合わせ、これまで

にない大勢の来場者を迎え、無事に盛況のう

ちに終了させていただき、地域社会への大き

なにをいがけとなりました。また、にをいが

け強調月間である今月は各島で「全教一斉に

をいがけデー」を実施し、管内のよふぼく信

者一同が勇ませ合って、にをいがけとひのき

しんに励みましたが、私たちは常ににをいが

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

９月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 山中庁長  

扈　者 齋藤コーリン  宮内泰次 

賛　者 井元ジェリー  坂上典明　

指図方 三國クライド

講話者 中尾妙子  （日）

通訳者 中尾モーゼス （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 Ｓ．柿谷 Ｍ．中尾

 Ｍ．社本 Ｗ．三國 Ｂ．美馬

てをどり 庁長夫人 Ｍ．岩田 Ｓ．中尾

(女性) Ｍ．柿谷 Ｋ．齋藤 Ｙ．一瀬

 Ｃ．明本 Ｓ．柿谷 Ｒ．宮内

笛 Ｙ．宮内 Ｄ．明本 Ｔ．岩田

チャンポン Ｇ．本田 Ｓ．中尾 Ｎ．坂上

拍子木 Ｔ．西村 Ｔ．井上 Ｓ．社本

太鼓 Ｍ．岩田 Ｈ．山本 Ｄ．齋藤

すりがね Ｃ．三國 Ｇ．井上 Ｇ．井元

小鼓 Ｃ．齋藤 Ｍ．久尾 Ｂ．美馬

琴 Ｃ．美馬 Ｋ．金川 Ｌ．金城

三味線 Ｍ．三國 Ｌ．蘇 Ｌ．長田

胡弓 Ｊ．山 Ｌ．本田 Ｙ．川崎

地方 Ｙ．中尾 Ｏ．中尾 Ｄ．桧垣

 Ｅ．高田 Ｓ．椎葉 Ｄ．鈴木

ま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、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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　ただ今は、９月の月次祭を皆さまと共に心
一つに勇んでつとめさせていただくことがで
きました。誠にありがたく存じます。
　指名を頂きましたので、思いますところを
お話しさせていただきたいと思います。しば
らくの間、お付き合いいただけますようお願
いいたします。

たすけの旬はたすかる旬
　教祖130年祭がこの１月26日に執行されま
した。その３年前、年祭を迎える三年千日の
お打ち出しがあり、「諭達第三号」が発布さ
れました。厳粛な静けさの神殿一帯に凛と響
き渡る真柱様のお言葉に、私もその大勢の参
拝者とともに、背筋を伸ばして耳を傾けてい
ました。そのお言葉は「親神様、教祖が何よ
りもお喜びくださる行い」を『天理教教祖伝
逸話篇』からいくつか取り上げられてお話し
くだされていました。その中の一つ、逸話篇
72「救かる身やもの」のお逸話は、
　1880年、働き盛りの40代の男性が坐骨神経
痛で、日に日に症状は悪化し手足の自由を失
った。医者にもかかり様々治療のかぎりをつ
くしたが、その効果なく奈落の底へ落とされ
た思いでいた。悲嘆の中、大和にお灸の名師
がいると聞いて出向いたが、留守であった。
その時ふと思い出したのは、当時、大和に転
輪さんという結構な生き神様がおられるとい
うことを、家の奉公人から聞いていたのを思
い出したのだ。たすかりたい一念、藁をもつ
かむ思いで、庄屋敷村へ人力車で急いだ。お
ぢばに着いて、教祖にお目にかかることがで
き、「救かるで、救かるで、救かる身やも

の」とのお言葉を頂き、以後、おぢばがえり
の度に身上は回復へ向かった。そして半年後
には回復祝いを行った。教祖に早速ご恩返し
の方法をお伺いした。教祖は「金や物でない
で。救けてもらい嬉しいと思うなら、その喜
びで、救けてほしいと願う人を救けに行く事
が、一番の恩返しやから、しっかりおたすけ
するように」と仰せになりました。
　親神様、教祖が何よりもお喜びくださるこ
と、それは人だすけに行くことであると仰せ
くださっているのです。教祖に救けていただ
いた先人の方々が次々とおたすけをされ、今
日の天理教があるのであります。

いんねんの自覚
　私は教祖にお喜びいただきたいと、心だけ
は人だすけの御用を常に心に留めてきたとは
思うのですが、ハワイに来てもう36年とい
う歳月が経ちました。今振り返れば、私は一
体何をしてきたのだろうか？にをいのかから
ないにをいがけばかりをして、36年あっとい
う間に過ぎてしまいました。にをいがけは、
断られるばかりで、気持ちも落ち込みます。
こんなことをしていて何になるんだろう。も
うやめようと、思うようになりました。その

９月月次祭祭典講話		 　　パール教会長夫人　中尾妙子
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当時、今は亡き深谷忠政先生がよくハワイに
いらしていて、おたすけ会をされていました
ので、先生のところへ行き、にをいのかから
ないお話を聞いていただきました。そして、
４歳の双児の子たちが学校に上がれば私は仕
事をしようと思うと言いました。
　すると先生は「あんたは主人に先立たれる
いんねんやな」と一言おっしゃいました。私
はドキっと心臓が鳴りました。というのはま
だ結婚した当時、ペアの夫婦茶碗を３組程お
祝いに頂いていたのですが、全部主人の方の
湯のみが割れたり欠けたりしてしまうので
す。私はお茶をよく飲むのですが、ローカル
ボーイの主人は熱いお茶などまず飲むことは
なかったのです。めったに使わない湯のみが
全部割れるので、何か嫌な気持ちがしていま
した。主人に先立たれては大変と、再びにを
いがけを続ける心を定めました。

カリヒの子育て時代 
　４人の子育て時代は、カリヒのオアフ刑務
所のすぐ近くにある借家に月380ドルの家賃
の家で生活が始まりました。ひと月380ドル
なんて、その当時でも考えられない程安かっ
たのですが、夜寝ていると天井裏ではネズミ
と猫の大レースが始まり、しばらくドドドー
ッと走りまわるとついに猫につかまったネズ
ミがチューチューチューと鳴くのが聞こえ、
レースが終わるということがしばしばありま
した。
　その当時のハワイは12月、１月、２月頃は
雨の多い雨期でありました。ザ―ザ―降りに
なると、天井から黒い雨がポタポタ落ちてき
ます。それを受けるバケツや洗面器、お鍋ま
で持ち出して過ごす日もありました。
　日系人の大家さんに「ここは刑務所が近

くてちょっと物騒ですね」と話すと、「囚人
は刑務所を出たら遠くへ逃げるから、この辺
はうろうろしないよ。いや、かえって安全だ
よ」ということで、なるほどそうかなと思っ
たものです。
　子供がまだ二人の頃、昼間に３才のモーゼ
スを歩かせ、１才のアナべラをストローラ―
に乗せて、お散歩のつもりで、１時間と決
め、毎日近くをにをいがけに歩かせていただ
いていました。ある日、フィリピン人の女性
の家へおさづけの取り次ぎに通わせていただ
いていたのですが、２階に住んでいるので、
階段の下にストローラ―を置いて家へ入るの
です。そして、おさづけが終わり外へ出てみ
るとストローラ―が盗まれていました。しか
たなく１才の娘を抱っこして帰ったのです
が、とても重かったのを覚えています。
　教祖のお逸話に「ほしい人にもろてもろた
らなお結構やないか」というお言葉を思い出
していましたが、そうすぐには喜べない自分
でありました。そんな当時でありましたが、
私は教祖のひながたのまねごとではあります
が、物の不自由さを少しでも味わわせていた
だけたことを、今思えば貴重な体験だったと
喜ばせていただいています。
　現在のパール教会へ移ってからPalolo Hous-
ingの方へ歩かせてもらっていました時に、交
通事故で足を骨折した男性ににをいがかかり
ました。その男性は「おさづけの後、とても
足の調子が良いので、またお祈りをしてもら
いたい」とその夜電話がかかってきたので、
では翌日から夕づとめに教会に来てください
と言いました。その人は筋肉質の大きな身体
で、腕、足、背中に入れ墨をしていて、家の
中なのにサングラスをかけていて、最初はと
ても怖い感じでした。彼は家族との問題があ
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り家を出され、行くところもないのでパール
教会に住み込ませた時期もあります。
　それから何年か経ったある日、彼から電話
がありました。麻薬をとっている現場を警察
に捕まったそうです。「今、オアフ刑務所に
入っている。寂しい、つらい」ということ
で、毎日のように寂しさをまぎらわすため
手紙を書いて送ってきました。会長と二人で
３、４回程面会にも行きました。いよいよ出
所する日が来たのですが、彼の母親も姉も家
に引き取りたくない。刑務所は、Clean and 
Sober Houseという施設へ入れるまでの間、
教会が引き取るのであれば出所させるという
ことで、こちらで引き受けることになりまし
た。（Clean & Sober Houseとは、お酒や麻
薬のない環境の中で、規則正しい生活が出来
るようになるためのグループホームです）教
会としては朝夕のおつとめとひのきしんを日
課としてつとめるのなら、という条件で会長
が迎えに行きました。
　彼は「刑務所はひどい所だった。もう二度
と行きたくない」とひどく痩せ細り、教会で
体力を回復しながら毎日ひのきしんにも励ん
でもらいました。ある日、ランチにサンドイ
ッチを食べましょうとみんなで食卓に着きま
した。すると彼が「Where is soup?」と言いま
す。「え、サンドイッチと水しかないけど」
と言いますと、刑務所でも“Soup & Sandwich” 
が出たよ、と言います。私は、「ここは刑
務所以下の食事でごめんね」と言いました。
以後、彼はFood Driveからお米や缶詰等をも
らってきては教会に持って帰ってきました。

不思議なご守護
　さて、130年祭三年千日の仕上げの年（年
祭を迎える一年前）の年頭に、会長は、ただ

いつも通りのつとめ方では申し訳ない、何か
心定めをさせてもらわないと、と十二下りの
お願いづとめを毎朝つとめようと言われ、始
めることになりました。お願いづとめを始め
て以来、次々と不思議なことを見せていただ
きました。
　まず、パール教会初代の信者さんの娘さ
ん、といってもご高齢ですが、以前から身上
がある時はいつもおさづけを取り次いでほし
いと電話をしてこられます。しかし、月次祭
にお誘いしても「私はカソリックだから」と
言ってなかなか教会には来てくれなかった方
です。ところが、ある時おさづけの後、たい
へん調子が良くなったと言われて以来、「月
次祭にお参りする」と言われたのです。今は
元気な時は毎月参拝してくれるようになりま
した。

マカレーへにをいがけ 
　全教一斉にをいがけデ―が毎年９月にござ
います。今から８年前の９月、マカレー方面
を歩かせていただいた時に戸別訪問で出会っ
たマカレ―に住む70代の女性です。心臓の
バイパス手術を３カ所された後、経過が優れ
ず、体調が優れないということで、おたすけ
に通わせていただくようになりました。
　月次祭のお誘いを何度かしていたのです
が、「いや、私は教会に行くタイプではない
し、人の多い所へ出るのは苦手なので」と断
りばかりでした。ところが昨年１月より、十
ニ下りのお願いづとめを始めてからのことで
す。ある日訪問すると、足の筋肉がけいれん
し、引きつった痛みが１週間くらい続いてい
て、ベッドから起き上がれない。這ってトイ
レに行くという状態であると、話していまし
た。早速おさづけを取り次がせていただき帰
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りました。数日後に訪ねると、あの日私が帰
ったあと、一度のおさづけで、すっかり痛み
がなくなって普通に歩けるようになった、と
嬉しくて、嬉しくて涙ながらに話してくれま
した。私は、「どうか教会へ来て下さい。そ
して、皆さんの前でこの不思議なご守護を頂
いたことの証言をしてください」と頼みまし
た。それ以来、今では来るのが楽しみと言っ
て、毎月月次祭にお参りしてくださるように
なりました。

レテイナのアトピー性皮膚炎 
　これも三年千日仕上げの年、昨年の10月16
日、夫婦でパロロハウジングへおたすけに行
かせてもらいました。３年程前に出会ったマ
リアナという人に会いに行ったのですが、彼
女は留守でした。しかし、３歳のひ孫娘とそ
の母親に出会いました。その娘さんは生まれ
つきのアトピー性皮膚炎でひどく荒れた肌を
しています。首の周りと足首の周辺がひどく
ただれて、保湿用の白いクリームを塗ってい
るようですが、一向に良くならないと言いま
す。夜眠る頃に身体が温かくなるので、かゆ
みがひどくなる。それは、あまりにもひどい
やけどの後のような症状でした。
　おさづけをお取り次ぎさせていただくとき
に、私は「こんなにひどいアトピーで本当に
治るのだろうか」と疑うほどで、これは相当
何度もおさづけに通わなくてはいけないだろ
うと心の中で思っていました。
　その後、１カ月ほどした11月16日、２度
目のおさづけに尋ねて行きますと、ずいぶん
良くなっていました。その子の母親は「ひと
月程前から良くなってきた」と話しました。
「ひと月前頃というと、初めておさづけをお
取り次ぎさせて頂いた頃ですね」と話すと、

そうだと言います。
　その後、３度目のおさづけに通わせていた
だいた時は、足首はもうほとんどきれいな肌
をしていて、後ろ首にまだアトピー性の荒れ
た肌が少し残っているだけでした。さらに１
カ月後、12月に４度目のおさづけに行かせ
て頂いた時は、ほぼ全快でした。今年に入り
130年祭のおぢばがえりよりハワイへ帰らせ
ていただき、早速レテイナを訪ねると、もう
すっかり普通の肌に戻っていました。

Ｓさんの頭痛、肩、腕、膝の痛み 
　130年祭の祭典と行事を終えた後、私は三
日間、東京に住む姉の所に宿泊させてもらい
ました。姉の主人Ｓさんが以前から、「頭痛
がする。１日中ずっと左側の頭が痛い。その
頭痛が肩にきて、肩から腕のわき、背中まで
と及び、ひどい肩コリのみならず、足も膝も
痛く、曲げられない、しゃがむことが出来な
い」と言います。
　以前から、そのことは度々聞いていたので
すが、ご主人のＳさんは他宗教のお話を聞い
ている人なので、私は天理教のことは口に出
さずに遠慮していました。
　しかし、この度も再び、頭痛がすると言っ
て、姉は毎晩、主人の肩と腕のマッサージを
しています。肩はコチコチにこって、しかも
男の人の肩は広く、腕も固くこっているの
で、姉の指先にも限界があり、大変だと言っ
ていました。それを聞いて、私は130年祭の
祭典を終えて、気持ちも勇んでいる時でした
ので、今回は思い切って「おさづけを取り次
がせてください」と申し出ました。
　すると本人は、とても快く「お願いしま
す」と言われたので、早速、お取り次ぎさせ
ていただきました。私はこのおさづけは、
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おまじないでもなく、祈祷で一時痛みが治
まるといったものではなく、病の根を切る
おさづけだと話しました。それには八つのほ
こりを払うことと、人を救ける心になること
だと話しました。翌朝、Ｓさんは痛みが消え
たと話してくれました。「実は、おさづけの
後、ス―と痛みが無くなった。それだけでな
く、足の膝が痛くて曲げられなかったのが、
今は普通にしゃがむこともでき、膝が痛くな
い」と言われました。Ｓさんの頭痛から来る
身体の痛みはもう４年も前からずっとあった
そうです。
　その日の晩、私はハワイへ帰りました。そ
してホノルルへ着いたその日に姉から電話が
あり、｢もう今は主人の肩や腕が柔らかくな
り、全くこっていないので、私はもうマッサ
ージしなくて楽になった、ありがとう｣と話
していました。それから、8カ月が経ちます
が、つい先日、あれ以来Ｓさんはどうしてい
るか電話をして聞いてみました。固くこって
いた肩、腕などはすっかりほぐれ、やわらか
くなったし、膝の痛みもすっかりなくなった
が、頭痛だけは今も時々痛みがあるので薬を
飲んでいるとのことです。私は電話でこのよ
うにＳさんにお話をさせていただきました。
　「本当のたすかり」とは身上たすけばかり
ではなく、「心のたすかり」が大切です。ど
んな病気や事情もみな神様からのメッセージ
なので、心の反省をさせていただく機会を与
えてもらっているのです。病気をたすけてい
ただくということはご守護であるに違いあり
ません。しかし、それは小恩であり、それよ
りはるかに何か大きなサムシンググレートに
よって私たちは生かされている。その大恩を
心から感謝すること。このサムシンググレー
トを私たちは親神様とお呼びしていますが、

この大恩に感謝の気持ちがあれば、おのずと
ご恩報じ、すなわちひのきしんや人をたすけ
るという行いが自然とわいてくるのではない
でしょうか。それを実行してくださいと話し
ました。
　おさしづに、

大恩忘れて小恩送るような事ではならん
で。	 	 	 （明34年2月4日）

と教示されています。人への小恩にとらわれ
て、神への大恩を忘れてはいけないと解され
ています。
　この年祭は私にとっては貴重な体験をたく
さん見せていただきました。これは教祖が側
にいてくださり、後押ししてくださったに違
いないと思えたのであります。教祖は存命で
昼となく、夜となく今も確かに働いてくださ
っていると心の底から思えたのです。
　『天理教教祖傳』の中から一部を拝読させ
ていただき講話を終わらせていただきたいと
思います。

教祖は、子供の成人を急込む上から、二十
五年の寿命を縮めて現身をかくされた（中
略）そしていつ／＼までも存命のまゝ、元
のやしきに留まり、一列子供の成人を守護
されて居る。日々に現われて来るふしぎな
たすけこそ、教祖が生きて働いて居られる
証拠である。	（稿本教祖伝336ページ）

とあります。「年祭はたすける旬、たすかる
旬」とお聞かせいただきます。にをいがけは
無駄なことをしているようですが、決して無
駄になっていないのだと確信いたします。
　ご清聴ありがとうございました。
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婦人会だより
　「教祖が世界たすけに出られた合図」と小
学生の女の子がおぢばの２時のサイレンを聞
いて言ったそうです。130年前の１月26日、
現身を隠され世界たすけに出られた教祖を慕
って、今年は沢山の人々が海外からもおぢば
に帰りました。10月の大祭では真柱様が新
たな指針をお示し下さることでしょう。その
お言葉を合図として次なる塚に向かう心をし
っかり定めさせていただきましょう。

■ヌアヌハレ慰問
　10月８日（土） ９：30

■月例会
　10月10日（月） ９：00

■女鳴物練習
　10月11日（火） ９：00

※今月の大祭直会当番は、合同Ｃグループで
す。よろしくお願いします。

少年会だより
■ハロウィン・ユニセフ募金

　ユニセフは世界中の子どもたちの命と健康
を守るために、世界190以上の国や地域で、
保健、栄養、水・衛生、教育、緊急支援など
の活動を実施しています。アメリカ・ユニセ
フ基金は、募金、アドボカシー、教育などの

『海外部研修会』
10月24日（月）午後１時半開講（１時受付）
東右四棟４階講堂
テーマ：修養科の新体制について
対象は教会長・布教所長夫妻を中心とした海
外帰参者です。

『海外帰参者の夕べ』
10月24日（月）午後４時開宴（３時半受付）
第４食堂（旧第６食堂）
参加御供：1,000円

『英語圏教会長会議』
10月25日（火）午前９時半開始
海外部本館第３会議室

10月おぢばでの行事

　９月４日（日）
西垣明成さんが伝
道庁青年として２
年の任を終え帰国
しました。ありが
と う ご ざ い ま し
た。

人事連絡

　平野知三先生が10月14日（金）から17日（
月）までハワイに滞在され、15日（土）午後
２時からスライドショーを用いて「教祖のお
話」、翌16日（日）の伝道庁秋季大祭では祭
典講話をおつとめくださいます。

平野知三・海外部部詰来布
　８月28日に行われたバザーに、管内の皆様
の誠真実のお心添えを頂きありがとうござい
ました。また教外からも沢山のドネーション
を頂きありがとうございました。以下に社名
を記します。収支報告は次号に掲載します。
- Diamond Head Papaya 
- Pacific Floral Exchange
- 50th State Poultry 
- Green Point Nurseries  
- Hilo Products
- Low International Food

天理教バザーへのドネーション

- Mountain Meadows
- Natsunoya
- Charles Nii Nursery 
- D Otani Produce  
- Otsuji Farm  
- Eggs Hawaii
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  3日（月）・月例にをいがけデー
     ・婦人会委員会
  4日（火）・天理文化センター大祭
  6日（木）・月例コミュニティーひのきしん
  8日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
     ・女子青年会議
10日（月）・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会
11日（火）・婦人会女鳴物練習
12日（水）・青年会会議
13日（木）・少年会会議
14日（金）・平野知三部詰来布
15日（土）・教祖のお話
     ・学生会ひのきしん
16日（日）・大祭
     ・サンデースクール
17日（月）・ワイキキ神名流し
     ・平野部詰離布
19日（水）・アダプトハイウェイ清掃
23日（日）・庁長帰本（～11/4）
26日（水）・遥拝式／おてふり鳴物練習
28日（金）・青年会ひのきしん（～10/30）
     ・青年会教祖伝勉強会
29日（土）・安井幹直部員来布（～11/6）
31日（月）・翻訳会議（～11/4）

10月行事予定

青年会だより

■月例会議

　10月12日（水） 19：30

■植林ひのきしん
　10月15日（土） ８：00 - 12:30
　伝道庁またはパリルックアウト集合

■教祖伝勉強会

　10月28日（金） 19：00

■伝道庁フェンス修理ひのきしん
　10月28日（金）- 30日（日）
　泊まり込みでさせていただきます。

　ハワイ青年会の皆さんアロハ！９月は忙し
い月でした。ひのきしんの機会を下さった
皆様、またひのきしんにお手伝い下さった皆
様ありがとうございました。木の伐採や、物
の運搬と大変な作業でしたが親神様・教祖は
お喜びくださったと思います。ハワイ青年会
の皆さんにはいつも勇ませてもらい感謝して
います。今月青年会本部で開催される海外青
年会委員長懇談会に出席するためおぢばに帰
らせていただきます。そこでは来る青年会創
立100周年に向けた指針について話し合われ
ることと思います。詳しくは11月の月例会
議でお伝えします。今月は伝道庁でハワイ青
年会ひのきしん隊を二泊三日で実施させてい
ただきます。詳しくはキクチ・カイル（221
－7644）までお尋ねください。

活動を通してユニセフを支援している非営利
団体です。
　少年会ハワイ団は、毎年ハロウィンの日に
募金活動を行い、ユニセフ基金をサポートし
ています。オレンジ色の募金箱は、教会・布
教所を通して入手していただくか、伝道庁の
事務所にも置いていますので、皆様のご協力
をお願いします。
　10月31日、ハロウィンの日は、まず午後
５時半から、カハラモールのSee's Candy近く
で子供たちがTrick or Treatを行います。その
後、７時15分にワイキキ・マリオットホテル
の前に集合してユニセフ募金を行います。参
加される方は、中尾ルイス（電話：492-9610
、Eメール：lewdev@gmail.com）までご連絡
ください。なお、募金箱は、11月20日までに
伝道庁事務所までお寄せください。
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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

10月31日、ハロウィンの日に、カラ
カウア通りで募金活動を行います。
また各教会・布教所を通じて、オレ
ンジの募金箱も配布させていただき
ます。今年も皆さまのご協力をお願
いいたします。

少年会　ハロウィン・ユニセフ募金


