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リレー巻頭言
　マカリーエリアにある小さなアパートで育
ち、私は小さい頃に自分の家が近所の家とは違
うことに気付きました。その一番の理由は毎朝
毎晩おつとめをしていたことです。おつとめ
をするよう強制されたことはありませんでした
が、私はおつとめを勤めるのが嫌で、クローゼ
ットの中に隠れたり、寝ているふりをしたり、
暗くなるまで外で遊ぶなど、どのようにすれば
おつとめをしなくていいか考えるプロになって
いました。
　私達がおつとめをしている間、近所の子供達
が窓のブラインド越しにのぞいているような視
線をよく感じました。子供というのは好奇心旺
盛でいろいろなことが気になるものです。近所
の子供達から「なんで毎日盆踊りをしている
の？」としばしば尋ねられました。恥ずかしい
ことですが、その時の私はきちんと答えられま
せんでした。その時は本当によくわからなかっ
たからです。私の両親が留守の時は友達が遊び
に来て、両親のおつとめをしているまねをして
鳴物で遊びました。ある友達は数取りの仕方が
わからず、ただ頭の上でぐるぐる回していまし
た。私の父は布教師でしたので、私は坊さん
というあだ名をつけられ、道端にスズメの死骸
があれば、土に埋めて供養してやってくれと言
われました。そのような経験からよりおつとめ
が嫌いになりました。振り返ってみれば、彼ら
が頼んできたのが犬や猫など大きな動物ではな
くてよかったなと思います。幸いなことに、彼
らは歳をとるにつれこのゲームをやめてくれま
した。
　教祖の年祭の年には特に、おつとめを勤める
ことを急き込まれる中でお通りくだされた、教
祖のご苦労を思い出させていただきます。これ

らのご苦労は教祖の御身を心配する人間思案か
らきたものであります。
　何の心配もなくおつとめを勤めさせていただ
ける今の時代でさえ、私達は信仰生活において
おつとめを学ぶこと、勤めることが容易ではな
いときがあります。お手をまねることはそんな
に難しくありませんが、日本語のお歌を覚え、
歌うことは簡単なことではありません。日本語
を理解し、ある程度音程をとれる人はおつと
めを学ぶのに有利かもしれませんが、私の場合
は、みかぐらうたを歌うときはいつも妻に「音
痴でリズムもとれていない」と言われます。実
際そうなのだと思いますが、おそらく小さいと
きにおつとめから逃げようとしていた結果が今
あらわれているのでしょう。
　教祖は、信者の娘さんたちにとても小さいう
ちから女鳴物を教えられたように、小さい頃か
ら鳴物を教えることの大切さを強調されまし
た。大人と違って子供達は純粋で変な癖無く教
えられたように鳴物を覚えることができます。
　私達が若くて成長期の時には、しばしばおつ
とめの大切さを忘れがちですが、歳を取るにつ
れておつとめ以上に心を落ち着かせてくれるも
のはないということに気がつきます。歳を重
ね、小さい時のおつとめが長く感じ、終わるの
を待てなかった頃とは違い、今は心からおつと
めを楽しんでいます。おつとめとおたすけは密
接につながっています。おたすけの成果が見え
ないとき、たすかりを願う人に改善が見られな
くて途方に暮れる時には、一人でおつとめをさ
せていただくと心が軽くなり、勇ませていただ
けます。それは私達が自分自身を見直す大切な
時間です。

（９頁中段へ続く）
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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、天保９年10月26日、旬刻限の

到来と共に、教祖をやしろにこの世の表にお

現れ下され、よろづいさいの真実を明かし、

世界たすけの御教えをお啓き下さいました。

爾来、変わらぬ親心のまに／＼、陽気づくめ

の世界へとお導き下さいますご慈愛の程は、

まことに勿体なく有り難い極みでございま

す。私共は、その大きな親心のまに／＼、成

人の道を日々歩ませて頂いておりますが、そ

の中にも本日は、立教の元一日にゆかりある

当伝道庁の秋の大祭をつとめさせて頂く日柄

でございますので、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。また本日は、おぢばより

海外部部詰の平野知三先生をお迎えして祭典

講話を頂戴し、先生ご自身の信仰姿勢に学

び、私たち自身の日々の信仰的あり方を見つ

め直し、更なる成人への大きなヒントを頂き

たく存じます。

　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日々添わせて頂

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

ませていただく所存です。何卒親神様には、

10月大祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 美馬孝俊	 	 稲福道興	

賛　者	 井上タイロン		 美馬ブレイン　

指図方	 西村忠正

講話者	 平野知三		 （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	 Ｇ．井元

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｙ．宮内	 Ｔ．岩田

	 Ｃ．三國	 Ｔ．井上	 Ｈ．山本

てをどり	 庁長夫人	 Ｔ．中尾	 Ｓ．久尾

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｌ．蘇	 Ｆ．伊藤

	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ａ．綾川

笛	 Ｄ．明本	 Ｄ．桧垣	 Ｂ．岩田

チャンポン	Ｄ．川崎	 Ｄ．齋藤	 Ｄ．鈴木

拍子木	 Ｇ．本田	 Ｏ．中尾	 Ｊ．蘇

太鼓	 Ｍ．社本	 Ｍ．久尾	 Ｎ．坂上

すりがね	 Ｍ．岩田	 Ｍ．稲福	 Ｓ．社本

小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｗ．三國	 Ｂ．美馬

琴	 Ｊ．山	 Ｌ．川崎	 Ｌ．井上

三味線	 Ｍ．岩田	 Ｍ．山下	 Ａ．中川

胡弓	 Ｃ．明本	 Ｒ．井上	 Ｙ．松谷

地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎

	 Ｓ．椎葉	 Ｓ．中尾	 Ｍ．中尾

私共のこの真実の心をお受け取り下さり、尚

も変わらぬ親心を以てお連れ通り下さり、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、澄み

切った心で互いにたすけ合い睦み合う陽気ぐ

らしの世の状へと一日も早く立て替わります

よう御守護の程を、一同と共に慎んでお願い

申し上げます。
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　アロハ、平野知三と申します。おぢばから参
りました。初めてハワイ伝道庁の大祭に参拝さ
せていただき、とても感激しています。今日は
「たんのう」ということについて、お話しした
いと存じます。

カードゲーム
　トランプのゲームをしようとテーブルに着きま
す。配られるカードは、自分では選べません。手
にしたカードで勝負するしかないのです。初めに
強いカードが来た人が必ず勝つかといえば、そう
はならないのが、面白いところ。弱小カードを元
手に相手の出方や流れを読み、まんまと勝利をさ
らう“つわもの”もいるからです。

人生もまたカードゲームの如し
　人生も、カード・ゲームに似ています。最初
から好条件のカードを持って誕生する人もいま
す。裕福な家、豊かな才能、おまけに健康で容
姿端麗という人です。逆に、家庭は貧しく、病
弱で、外見もいたって凡庸という人も。生まれ
た時から既に”格差”って、理不尽？
　それでも、あてがわれたカードで勝負するし
かないのです。自分のカードを嘆いても不毛。
羨望や恨みは心を腐らせ、状況悪化を招くだけ。
　トランプと同様、スタートラインで恵まれた
人がいい人生を築き、一見マイナスから出発し
た者が悪い人生になる、とは限りません。厳し
い境遇ながら、天資を最大限に活用、充実した
一生をものする人がいる一方、最初はいいカー
ドでも、欲望や虚栄に踊らされ、惨憺たる晩年
を迎える人もいます。
　持ち札を活かすも殺すも、自分次第。

親神様からの宿題
　学校の先生はしばしば、生徒に宿題を出しま

す。それは生徒をいじめているのではなく、生
徒の学力を伸ばすためです。授業をただ聴いて
いるだけでは不十分で、実際に自分が問題と格
闘し、試行錯誤することで、実力を身につける
ことができるからです。

自分に相応しい問題
　同様に親神様も、私たち人間に様々な宿題を
与えられます。私たちが、自分に配られた持ち
札を最大限に活かす事ができるように、です。
親神様は、自然災害や民族紛争など、人類全体
で取り組むべき宿題をお見せくださっていま
す。また、日本やハワイにもその時々の宿題が
あり、各家庭も独自の宿題を抱えています。一
つの家族でも、夫には夫の、妻には妻の、子供
には子供の宿題があるものです。
　教理という答えを、知識として知っているだ
けでは不十分。熟知しているつもりでも、実際
に問題が立ちはだかると、狼狽します。
　自分の血肉とするには、ときには辛い思いも
し、骨身を削るような苦心も必要だからです。
言うまでもなく、親神様は、私たちを苦しめる
ために宿題を課されるのではありません。各々
に与わった徳分、潜在的な力を引き出し、私た
ちが一層輝けるよう、宿題を出されるのです。
親神様はすべてを見通し、ここぞという時、急
所をピシッと突かれます。病気や事故、職場

10月大祭祭典講話	 	 	 海外部部詰　平野知三先生
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の人間関係や失恋問題、親子や夫婦の揉め事等
々、その形は千差万別。
　しかし親神様は、私たちの一番痛いところ
を、きゅっと押さえられます。それだけに、身
にこたえます。私たちにすれば突然難題を突き
つけられ、頭を抱えます。「手に負えない。解
決不能。自分はおしまい…」と悲観すること
も。しかし世の中、宿題のない人などいないは
ず。自分にとって一番必要な、自分に相応しい
自分の宿題。だから人に代わってもらえませ
ん。親であろうと子であろうと、自分の宿題は
自分で取り組まねばなりません。簡単なのもあ
れば、手を焼くのもあります。一生続く宿題も
あるでしょう。およそ生ある限り、何らかの課
題を持つのが人間。全部片付いたら、この世
でなすべき仕事はなくなり、自分の役割も終
わり。

生物の進化
　例えば、ある動物は、速く走ることで、生き
残ってきました。魚は水に適応し、鳥は空を飛
ぶことで、「生き延びる」という命題をクリア
してきたのです。
　ところが人間は、動物のように速く走れませ
ん。また魚のように泳げませんし、鳥のように
空を飛べません。走って動物に負け、泳いで魚
に負け、飛んで鳥に負けてしまいます。どれも
中途半端。私たちは、動物や魚や鳥のように、
さっさと完璧な解決法を見つけられませんでし
た。ただ、あの手この手とできることは何でも
試み、他の生き物のように、早々と解答を出せ
なかったが故に、必死の努力によって、人間と
いう高みに達したのです。
　だから宿題は、すぐにすっきり片付かなくと
もいいのです。一進一退、悪戦苦闘の道中こ
そ、親神様が望まれるもの。その過程が、人を
作るからです。苦しくても、すっかりあきらめ
てはしまわないこと。生物でも、生き抜く意志
を放棄すれば、絶滅です。踏ん張る努力も苦し
いですが、投げ出した後の墜落は、もっと苦し

いでしょう。

人生における最も豊穣で濃密な時間
　苦難の中で、私たちは、自分の弱さを思い知
ります。だから、同様の弱さを持つ人たちを、
安易に責められなくなります。自分もその苦し
みを知るだけに、苦しむ人に優しくなれます。
　困難に出遭っても、焦らず、「これもまたよ
し」と、苦悩を楽しむ境地になれたらしめた
もの。苦しい時に苦しいのは当たり前。それは
親神様が用意してくださった“苦しむべき時”。
しっかり苦しむのがよいのです。実は人生にお
いて、ひいひい言いながら宿題と格闘してい
るときが、最も豊穣で濃密な時間。大切な時間
です。

逆風
　かつて日本では、お正月に子供達はたこ揚げ
をしました。追い風を背にして走っても、凧は
揚がりません。揚がるどころか地面に叩きつけ
られるかも。風に向かって走るのがコツ。順風
より逆風がいいのです。凧は向かい風を懐に受
け止め、それを浮揚力にして上昇し、大空高く
舞うのです。
　私たちの人生でも、逆風があってこそ、高く
飛翔できるのです。いや、逆風がなければ、
本当の意味で心を磨き、信仰を深め、人格を高
めることができないと思います。親神様は、宿
題によって、私達の中に潜む最善・最上のもの
を引き出してくださいます。自分の弱点と思っ
たところが、気がつくと、切り札になっていま
す。宿題を通して、陽気ぐらしできる力を培っ
てくださるのです。

たすけて頂いた話を
　教祖は、「あんたの救かったことを、人さん
に真剣に話さして頂くのやで」（『天理教教祖
伝逸話篇』100「人を救けるのやで」）、と仰
せられました。
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我が子が自分の親の自慢話を
　もし、我が子が学校の友達に、次のように話
しているのを聞けば、親はどんな気持ちがする
でしょう。
　「うちのお父ちゃん、すごいねんで。ぼくら
家族のために、毎日会社で一生懸命働いてくれ
てはるねん。こんなお父ちゃんがいてくれはる
から、ぼくも安心して学校に行けるんや。」
　「私のお母ちゃんね、私が熱を出して寝込ん
だ時、心配して夜中じゅうずっと側にいてくれ
はってん。おでこを冷やしたり、お水を飲ませ
てくれはったり、うれしかったわ。あの時お母
ちゃんが作ってくれたお粥のおいしさ、忘れら
れへん。こんなに早く元気になったのは、お母
ちゃんのお陰やわ。」
　子供がこんなふうに、親の自慢や親への感謝
の気持ちを人に話すのを耳にすれば、親は思わ
ず目頭が熱くなるほど、うれしいのではないで
しょうか。
　同じように私達が、親神様の大きなお働きの
ことや、教祖にたすけて頂いた時のことを、周
囲の人に話ししているのを御覧になれば、「を
や」である親神様や教祖は、どれほどお喜び下
さるでしょうか。素晴らしい親孝行、御恩報じ
になると思います。
　”人をたすけた話”ではありません。「俺があ
の時あの人にこう言ったから、あの人はたすか
った」と吹聴、同じおたすけ話でも、”人をたす
けた話”というのは、高慢な話です。”たすけて頂
いた話”は、感謝する話です。

私の身上
　今度は、私が親神様におたすけ頂いたお話を
します。私が親神様から、宿題を頂き、たすけ
て頂いた話です。
　私は、30代半ばでＣ型肝炎になり慢性化、40
代半ばでそれが肝硬変に進行。だから「もしか
すればいつか…」と薄々不安はありました。
ですが実際に、「肝臓がんだ」と主治医に告
げられた時は、さすがにショックでした。７年

前、50代半ばのことです。
　「えっ、この自分が、ガン…？」「やり残し
たことも、これからやりたいこともいっぱいあ
るのに、どうして…」と身震いしました。暗闇
の無重力空間に放り出された感じです。
「好き放題しているヤツも大勢いる。なぜ、こ
の自分だけがこんな目に？不公平だ…」「これ
まで必死に頑張ってきた私の人生は、何だった
のだ？」
　まるで、列車に乗って旅行していたら突然、
目の前の線路がプッツリと途切れ、「この先へ
は進めません」と宣告されたかのような心地
です。

自分の力だけを信じて生きる方が
　私は学生の頃、神様に頼るより、自分の力だ
けを信じ努力をする方が、正しい生き方だと思
ったことがありました。苦しいからと言って神
様に泣きつくのは、だらしない、みっともない
と思ったのです。神様などあてにせず、最後ま
で自分で責任を引き受けるべき、と自らに言い
聞かせました。そして傲慢にも軽薄にも、神様
を信じる人というのは、「過酷な現実を直視で
きない心の弱い人」と断じたのです。

「自分の力で生きる」
　ところが、いざ身上になると、自分の無力
を、痛烈に思い知らされます。今までも自分で
生きてきたわけでなく、今も自力で生きている
のではない、「自分の力で生きる」などという
のは、幼稚な思い上がりだと認めざるを得ませ
ん。「親神様の働き無しに何もできない」、身
上を頂いて、そのことを痛感しました。

たんのうやなぁ…
　手術の前日病院を抜け出し、ある先生のお宅
を訪ね、おさづけの取り次ぎをお願いしまし
た。お仕込みをお願いすると、しばらく沈思の
後、「たんのうやなぁ…」と、ポツリとおっし
ゃいました。「よし、出直すまで、『たんの
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う』が私の信仰目標だ」と、心に決めました。
文句を言っても、状況は好転しません。人と較
べても自分が惨めになるだけ。親神様には親神
様のご都合がおありになる、天理に逆らうこ
となど、不可能。親神様とけんかをしても、勝
てっこありません。「ありのままを受け止めよ
う」、自分に言い聞かせました。
　「どんな過酷な状況をお見せいただいても、
それを親神様のせいにしない」、「親神様に文
句を言わない」、「親神様を恨まない」、そう
誓ったのです。不思議なことに、そう腹を括る
だけで、心が息を吹き返します。「我慢」はス
トレスになりますが、「たんのう」は、心を軽
くし解放します。

信仰とは強い生き方
　先程「信仰は弱い人のものと考えたことがあ
る」と言いました。しかし、信仰は	 “弱い人の
ための避難場所”などではありません。
　思い通りにならずとも、不都合が起こってき
ても、「人を恨まず、現実に目を逸らさず、成
ってきた事を正面から受け止める。腐らず悪び
れず、ふしに神意を汲み、喜びを見出し、感
謝」、「力強く明るい生き方」です。「弱い」
どころではありません。

かしもの・かりもの　
　私は、自分で決めて誕生してきたのではあり
ません。自分の力で生まれてきたのでもありま
せん。気づいた時には、既にこの世に存在して
いました。
　また、出直しもそうです。自分で心臓を止め
る訳ではありません。「死にたくない」と、泣
こうが喚(わめ)こうが、時が来れば、ノー・チョ
イス。しかも、いつ死ぬのか分かりません。10
年後なのか、この後交通事故で死ぬのか、知る
由もありません。私にとって、どうでもよいこ
とではないのです。自分の、始まりと終わりの
ことです。誕生と死、人生にとっての最重要事
項。それが、自分ではどうすることもできない

のです。生まれるのも、死ぬのも、すべて親神
様のお働き、親神様から体をお借りしている人
間です。

心が人生を決める　ヨットで航海
　しかしながら、身辺に生じてきた事々を、心
がどう受け止め、どう取り組むかが、人生を決
します。惨(みじ)めな人生にするか、実り豊か
なものにするか、心次第。
　私たちは、ちょうど帆を操りながら大海原を
航海するヨットに似ています。人間は天候や風
向きや潮の流れは、変えられません。しかし、
心という帆をうまく操れば、座礁や転覆を避
け、快適にうれしく、目指す目的地に向かうこ
とができるのです。

もたれていれば、危なげはない
　「後ろで必ず支えますから、安心してもたれ
てごらん」と言われ、その言葉を信じ、もたれ
ようとします。しかし、ある一線を越えると、
不安に駆られ、我慢できず、つい足を出し自分
で支えようとします。最後までもたれ切れない
のです。
　ところが、身上になって追い詰められ、逃げ
道がなくなると、もうお任せする以外に道はあ
りません。自力を頼ろうにも、その自力が無効
状態なのですから。人間が自分の力だけを頼ん
でも、親神様が守ってくださらねば無力です。

どのよふな事をするにも月日にて
もたれていればあふなけハない　（11－38）

　「教祖が、『もたれていれば心配ない』と、
保証されている！」「よし、もうあれこれ心配
せず、教祖にお任せしよう！」教祖の前に大の
字になり、全てお任せする気持ちになりまし
た。心の中で「もたれていれば、危なげはな
い」と唱えると、肩の荷がすぅーっと消えてい
きます。
心配するのを止めた強さ。親神様に支えられ
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た、親神様の強さ。それが信仰者の強さです。

ふし
　どんな苦境でも、親神様は決して絶望は与え
られません。一見、真っ暗闇と思うような状況
でも、冷静になってよく見渡せば、「他のこと
はいざ知らず、これだけは、感謝せずにはおら
れない」ということが、少なくとも一つか二つ
かは、見つかるはずです。

親神様から見放されていない証拠
　たとえどんな過酷な状況にあっても、少なく
とも「ここに、こうして生きている」というこ
とは、親神様から見放されていない証拠です。
もし親神様が見捨てておられるなら、どうし
て、生きていることができるのでしょう。この
世に存在しているということは、果たすべき自
分の役割があるからです。自分が果たしている
役割に、当の自分が気づこうが気づかまいが。

冷酷な親神様と、温かい親神様
　ふしを見せられた時は狼狽し、「親神様は残
酷だ」と恨めしく思います。しかし、その中苦
悶、七転八倒し、最後に「親神様におもたれし
ます」と、心を決めた途端、状況が動き出し
ます。目の前に立ちはだかっていた巨大な壁
が消え、いつの間にか行く手に道が開けていま
す。ここに至って、「親神様はなんて温かい…
」と、御心の温もりが無性にありがたくなり
ます。

おさづけの手に、教祖の温もり
　手術を挟んで毎日、おさづけの理を、いろい
ろな方から取り次いでいただきました。ありが
たくて、ありがたくて、言葉になりません。今
日まで、これほど多くの人に祈ってもらったこ
とがあったでしょうか。
　目を閉じると、眼前に教祖が、包み込むよう
な笑みを湛(たた)えておられます。おさづけを
取り次いでいただく手に、教祖の手の温もりを

感じました。「おやさまが患部をさすって下さ
っている」何とも言えず暖かく、いい気持ちで
涙が止まりませんでした。
　今、ここでこうしてお話しできるのも、何も
かも教祖のお陰です。

術後
　７時間を超える大きな手術でした。出血もひ
どく、外科医は、溜まった私の腹水にも手を焼
かれたそうです。肝臓の裏側にあった腫瘍をう
まく取って下さいました。家内が言うには、私
は術後の三日間、黄だんがひどく、目も真っ黄
色になっていたそうです。
　本当にしんどかったのは、術後の三日間くら
いで、その後もしばらくいくつもの管につなが
れていましたが、さほど苦しいと思いませんで
した。と言うより、「ありがたいなぁ」という
お礼の言葉が口をつきます。

おさづけをするのに遠慮は不要
　その時気づいたことがあります。これまで、
入院中の人を訪ねるのに、ためらったり、遠慮
することがありました。「自分が入院中、人が
来たら、弱った自分の姿を晒(さら)さねばなら
ず、また気を遣わねばならず大変かも…」「お
たすけというより、逆に迷惑ではないか」「そ
っとしておいてあげた方が親切では…」などな
どと、人間思案が働きました。
　しかし、いざ自分が入院し、人が訪ねて来て
下さり、おさづけを取り次いで頂くと、迷惑ど
ころではありません。文句なく、うれしく、あ
りがたいものでした。「おさづけを取り次いで
もらうのが、こんなに気持ち好くうれしいもの
なら、自分が回復した時には、自信をもって、
どんどん身上の人におさづけを取り次ごう。気
兼ねは不要！」、そう思うようになりました。

苦しい時もあるというのに過ぎない
　人生には苦しい時もあります。しかしそれ
は、人生そのものが苦しいというのではなく、
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　この歳になってもおつとめが完璧ではなく、
よく間違えてしまいます。これもまたおつとめ
の喜びの一つです。完璧におつとめを勤められ
るように努力させていただくことが私達の目標
で、人生をかけて取り組むべきことであると
思います。いくらでも改善の余地はあります。

にち／＼によふきづとめのてがつけば　

神のたのしゆみいかほとの事　　　
（おふでさき４号－23）

　もし私が今近所の子供達に「なんで毎日盆踊
りをしているの？」と聞かれたら、私は心から
ためらいなくこう答えるでしょう。「それは私
が幸せな気持ちになるからだよ。私が幸せな
ら、神様も喜んで下さるから。」

				【柿谷節生】

単に「苦しい時もある」というのに過ぎませ
ん。丁度ハワイのお天気が、晴れた日の方が、
雨の日より、圧倒的に多いように、です。

いい人生だったぞ
　振り返れば、苦しいこともあったが、楽しか
ったことも山ほどあります。
　時を忘れ夢中になったこと、うれしくて小躍
りしたこと、全身が火照るほど充実したこと
が、次々と心に蘇ります。仲間と腹を抱えて笑
ったこと、人の真実に感激したこともいっぱ
い。人に恵まれ、素晴らしい出会いもたくさん
ありました。
　「いい人生だったぞ」と、感謝がこみあげま
す。ありがたくて、涙が出てきます。叶うなら
ば出直す時は、「ああ、楽しかった」と言って
陽気に出直すというのが、私の願いです。

ゾウさん
　まどみちおという詩人が作詞した「ゾウさ
ん」という童謡があります。
ゾウさん　ゾウさん　お鼻が長いのね　
そうよ　母さんも長いのよ

　「クマさんやトラ君やキリンちゃんの鼻は長
くないのに、何故ぼくのだけこんなに長いの？
格好悪いなぁ、恥ずかしいなぁ」と、自分の鼻
を隠そうとするゾウがいるかもしれません。友
達と会うのも嫌になってひきこもり、自分を生
んだ両親を恨むのもいそうです。
　けれども歌の子ゾウは、「母さんの鼻も長い
んだよ」と、うれしそうです。「鼻が長いっ
て、素敵だぞ」と他の動物たちに自慢していま
す。自分の鼻に誇りを持ち、それを美しいと感
じ、好きでたまらないのです。
　鼻の長さは変えられません。しかし、それを
幸せに思うのもいれば、劣等感に苛まれるのも
いるのです。同じ長い鼻という親神様からの贈
り物なのに。この子ゾウのように、今の姿を素
直に喜び、胸を張って生きていければ、どんな
に素晴らしいことでしょう。
　私にとっての「ゾーさんの鼻」は、親神様か
ら頂戴した宿題、つまり肝臓の身上だと思いま
す。それは、私の世界観、人生観、そして信仰
を根本的に変えました。今では、この身上が私
の人生にとって、トランプの切り札だと思って
います。

（２頁から続き）
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婦人会だより
　11月11日、10時より３年に一度の女子青
年大会が伝道庁で開催されます。婦人会長様
のお声を頂き、仲間の感話を聞き、共にねり
あう。そんなひとときを共有します。次世代
を担う若き道の台、女子青年さんに一人でも
多く参加して頂けるようお声がけをさせて頂
きましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　11月12日（土）	 ９：30

■月例会

　11月14日（月）	 ９：00

■女鳴物練習
　11月15日（火）	 ９：00

※今月の月次祭直会当番は、合同Ｂグループ
です。よろしくお願いします。

青年会だより

総収入：$55,658
総支出：$26,737
純利益：$26,469

　10月20日（木）ク
リス・エコさん（岡山
大教会/フィリピン出
身）が伝道庁女子青年
として２年の予定で着
任しました。よろしく
お願いします。

人事連絡

天理教バザー収支報告

　10月中は青年会のひのきしんにご協力い
ただきありがとうございました。お互いの親
交を深め合う良い機会になったと思います。
　エラ・マキオさん（ホノルル港教会）宅で
は、沢山のメンバーが入れ替わり立ち替わり
で、８時間かけて木の伐採ひのきしんをして
くれました。カリヒ教会では、２日間計18
時間かけてマンゴーの木を切り落としまし
た。私がおぢばがえり中にも作業を継続して
くれた皆さんありがとうございます。また、
パリ・ルックアウトで行われた植林のひのき
しんにも参加させていただきました。

　ネットハワイ布教所が以下の住所に変更し
ました。
 1331-A Loko Drive, Wahiawa, HI 96786

布教所住所変更

　10月15日（土）平野知三先生を講師に「教
祖のお話」を開催し、50名が参加しました。

「教祖のお話」を開催
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		2日（水）・月例コミュニティーひのきしん
		4日（火）・庁長帰任
		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
		 	 	 	 ・婦人会委員会
11日（金）・女子青年大会
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）・婦人会女鳴物練習
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）・月次祭
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド
21日（月）・ワイキキ神名流し
26日（土）・遥拝式/おてふり鳴物練習
		 	 	 	 ・少年会リーダーズお楽しみデイ
27日（日）・ハワイ島教友会総会
30日（水）	・青年会教典勉強会

11月行事予定

少年会だより
■ハロウィン・ユニセフ募金

　ユニセフ募金にご協力いただきありがとう
ございます。募金箱は11月20日の伝道庁月
次祭日までに伝道庁事務所までお寄せくださ
い。今年もハロウィンの夜はワイキキで募金
活動をさせていただきました。参加頂いた皆
様ありがとうございました。

■月例会議

　11月16日（水）	 19：30

■教典勉強会

　11月30日（水）	 19：00

■リーダーズお楽しみデイ

　11月26日伝道庁遥拝式後に、リーダー層
を対象にしたお楽しみ行事を行います。カネ
オヘのサンドバーに行かせていただきます。

■リーダーズキャンプ＆新年会

　リーダーズキャンプを来年１月28、29日
に行います。新年会＆公園清掃ひのきしん
は、29日午前10時からモイリイリ・オール
ド・スタジアム公園で行います。

　そして、月末には伝道庁で、青年会・女子
青年合同のひのきしん隊を結成し、駐車場
のフェンス取り替えのひのきしんをさせて
いただきました。参加者は大雨・強風にも
負けず、ピカピカに輝くフェンスを立てて
くれました。庁長夫妻をはじめ、女子青年委
員長、さらには翻訳会議のために来られた弓
削進先生、海外部の安井さんなど多くの方々
からサポートを頂き無事に終えることができ
ました。ありがとうございました。今月のひ
のきしん情報もフェイスブックやＥメールで
流していきますので確認いただきたいと思い
ます。

カラカウア通りでユニセフ募金を実施
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