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リレー巻頭言
　早いもので今年も残すところわずかとな
り、間もなく立教180年の年を迎えます。教
祖の年祭を迎えた今年は、２度おぢばに帰ら
させていただき、教祖130年祭、そして秋の
大祭と、感謝と喜びそして感激をもって参拝
させていただきました。
　今年一年を振り返ってみれば、教祖の年祭
の年ということでいろいろと勤めてきました
が、毎日の生活の忙しさに追われ、反省すべ
きことが多い一年になってしまいました。来
年は年祭の年も終わり、心新たに次なる塚、
教祖140年祭へ向かっての第一歩を踏み出す
大切な年であると思うとき、この度の秋の大
祭でお話しくだされた真柱様のお言葉を我が
心の指針として、次なる塚へ向かっての第一
歩を踏み出したいと思っています。以下、私
自身の心に留めて置きたいお言葉を一部紹介
したいと思います。　

　八つのほこりは、最も身近な常日ごろの
心づかいに関する教えである。ほこりとい
うたとえは、払えば取れるという意味では
ありがたいたとえであるが、日々常に払う
ように心がけなければ、ひとりでに積も
り、ついには手に負えなくなるという厄介
なものでもある。それだけに、口では唱え
はしても、家庭や職場といった現実の生活
の中では忘れてしまっているようなことで
は、なんにもならない。日ごろの心づかい
を諭されたものであるからには、毎日の生
活、言動に生かすように心がけなければ

ならないと思う。一日の終わりに、その日
の行動を振り返ったり、あるいは一日の
始まりや事に臨んで心の準備をする手がか
りにするなど、常々に意識し、心がけてい
くうちに、自然にできるようになるのでは
ないか。
　お道の者らしい常日ごろの言葉づかいや
行動は、自らの毎日を陽気にするだけでな
く、周囲の人々に対しても、たくまずして
道のにをいを掛けることにもなるであろ
う。また、土地所の陽気ぐらしの手本とし
の教会が地域の人々に親しまれ、信頼され
ることにもつながると思う。何よりも、そ
うしたお道らしい空気の中で、教会子弟、
よふぼく信者の子弟の心に、しっかりとし
た信仰心が芽生え、根づいていくと思う。

もう道というは、小さい時から心写さにゃ
ならん。（おさしづ明治33年11月16日）

と仰せくださるように、親をはじめ周りの
大人たちの醸し出す明るく勇んだ陽気な雰
囲気の中で、また先輩よふぼくの行動を手
本として、やがて陽気ぐらしの世界建設に
加わる頼もしいよふぼく、将来の道を担う
人材が育つと思う。

　今年も年末に向けていろいろと忙しくなり
ますが、迎える立教180年の年も喜びと勇み
心を忘れずお互いに頑張りましょう。

【宮内泰次】
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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十一月月次

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。

　先月のご本部秋季大祭の神殿講話にて真柱

様は、教祖130年祭を勤め終え、あらためて

足元を見つめ直し、陽気ぐらし世界実現へ向

けての一層の道の伸展と銘々の成人を促され

ましたが、私たちは、教えの基本でもある「

かしもの・かしもの」の理をしっかりと心に

治め、常に心のほこりを払い、身の内に頂く

絶え間ない御守護に日々感謝し、生かされて

いる喜びを真に味わい、その感謝と喜びをひ

のきしんに表し、身近なところからたすけあ

いと陽気ぐらしの輪を広め続けさせて頂きた

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

11月月次祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 一瀬常徳	 	 久尾マーク	

賛　者	 三國ウェスリー	 鈴木ダレル　

指図方	 中尾善宣

講話者	 中尾スティーブン	（英）

通訳者	 中尾志げみ	 					（日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｄ．桧垣

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｂ．岩田

	 Ｇ．本田	 Ｔ．井上	 Ｄ．鈴木

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｙ．一瀬

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｌ．長田

	 Ｃ．明本	 Ｓ．柿谷	 Ｙ．川崎

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｄ．齋藤	 Ｍ．中尾

拍子木	 Ｒ．山	 Ｋ．川崎	 Ｓ．社本

太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｃ．齋藤	 Ｇ．井元

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｓ．中尾	 Ｄ．齋藤

小鼓	 Ｃ．三國	 Ｔ．一瀬	 Ｄ．明本

琴	 Ｃ．美馬	 Ｋ．金川	 Ｍ．井上

三味線	 Ｔ．中尾	 Ｓ．中尾	 Ｒ．宮内

胡弓	 Ｍ．三國	 Ｌ．本田	 Ｎ．熊本

地方	 Ｍ．岩田	 Ｙ．宮内	 Ｔ．岩田

	 Ｄ．川崎	 Ｅ．高田	 Ｂ．美馬

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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　おさしづに、

さあ／＼心うっとしいてはどうもならん。う
っとしい日には何をすれども速やかなる事出
けん。この理を一つ聞き分け／＼／＼。又晴
天の日の心を以て何事もすれば、晴天という
ものは何をすれども、速やかな事が出けるも
のである。世界中曇り無けねば気も晴れる。
速やかなるものである。めん／＼も心よりこ
うのうという理を無けねばならん。晴天の如
くの心を定め。この理もよく忘れんよう。
　
　さらに、

さあ／＼人間の誠の心の理が人の身を救ける
のやで。さあ／＼人の誠の心が我が身救かる
のやで。皆々めん／＼もこの理を心から聞き
取りて、我が身が救かるのやで。

（明治21年８月９日）

　このおさしづの英文訳を読み、私の注意を
惹いたのは「効能」の訳、effectivenessとい
う単語です。この単語（effectiveness）から私

の頭に浮かんだのは、「分け前を与えられる
のを待つより、獲物を狩りに出ることを常に
頭に置いておかねばならない」という格言で
す。言い換えますと、我々のビジネス世界で
は結果が第一であり、常に新しいビジネスを
考え、探さなければなりません。組織化、費
用効率性、合理性など、能率的（efficient）で
あることは大切ですが、その能率性は新たな
顧客（ビジネス）を探し求めるときには、最
優先事項ではありません。新たな顧客（ビジ
ネス）を探すときに最優先されることは、実
効性（effectiveness）なのです。ビジネスを
継続していくためには、私たちが望み、意図
した結果を生み出していく必要があります。
実効性（effectiveness）とは、つまり「とに
かくやってみる」ということです。
　意味が分かるでしょうか。頷かれた方も見
受けられますし、そうでない方もいらっしゃ
いますが、分かっていただいた方もおられる
ようです。しかしながら、日本語でおさしづ
を読むと、こうのう（effectiveness）には全
く違った意味があるように思えます。
　教祖が「こうのうという理」と仰った意味
は、自分の心が明るく勇んでいると、周りの
人に笑顔が広がるように、勇み心が相手に伝
わり、たすけたいという誠の心を相手が受け
入れてくれるようになることだ思います。
　私たちは、陽気ぐらし世界への道を知って
います。にをいがけ、おたすけの遂行です。
それでも時々「拒否反応」や「恐怖」という
スピードバンプに遭遇いたします。そして私
たちの前進が遅れます。ほとんどの方は感謝

11月月次祭祭典講話  ネットハワイ布教所長　中尾スティーブン
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の気持ちを持っていますが、それだけではこ
のスピードバンプを超えるのには充分でない
かもしれません。時々自分はどこにいるのか
と進路を失い、視界がぼやけます。その時は
頭で行動を制限するのではなく、自分の心を
信じ、前進にかえていきましょう。
　分かりづらいでしょうか。少し別の説明を
させていただきたいと思います。
　大阪のとある場所に行こうとしたとしま
す。ニッポン橋といたしましょう。目的地に
着くためには町の地図が必要です。でもニッ
ポン橋と言うかわりにニホン橋と言ってしま
い、間違った地図を渡されました。店員は、
大阪の地図の代わりに東京の地図を渡したの
です。（同じ漢字でニホン橋は東京にありま
す）その時の目的地までの無駄な努力と落胆
を想像できるでしょうか。　　
　目的地に着かないのは自分の行動が問題と
思うかもしれません。もっと熱心に努力し、
スピードを倍にして歩きます。でもその結果
は間違った場所に早く着くだけです。　
　感じ方の問題と思うかもしれません。もっ
と前向きに考えるかもしれません。それでも
正しい目的地には到達しませんが、そんなに
気にしないのでしょう。性格が明るいとどこ
にいても幸せだからです。
　私が言いたいことは、行動や態度を変えて
もまだ道に迷っているということです。根本
的な問題は行動や態度ではなく、間違った地
図を持っているということなのです。
　さて、正しい大阪の地図を手に入れると今
度は目的地までの努力が大切になります。ま
た道中で困った事に遭ったとき、それをどう
捉えるかという態度が大切になるのです。で
もまず一番重要なことは、正確な地図を持つ

ということです。
　私たちは頭の中にたくさんの地図がありま
す。その地図は２つのカテゴリーに分ける
ことができます。１つは事実が基になってい
る地図。もう一つは物事にどういう価値があ
り、どうあるべきかという地図です。これら
の心の地図でもって私たちは全てを判断して
います。でも私たちは、滅多にその地図が正
確かどうかを考えることもなく、ましてや地
図を持っていることにも気がついていませ
ん。ただ簡単に見たことは本当の姿だと、現
実のものだと単に決めています。私たちの態
度と行動はこの過程から成り立ちます。自分
の物の見方は、考えや行動の基となります。
　自分の見ているものは実在していると思っ
ています。でもそうではありません。自分の
見ている世界は実在ではなくて自分が見たい
世界なのです。見たことを言葉で表現すると
きは自分自身を表現し、自分の視点や直感を
話しています。他人が自分に同意しないとす
ぐに相手が間違っているのだと考えます。と
ころが、誠実な心の澄んだ人は自分の経験と
いう素晴らしいレンズを通して物を違ってみ
ることができるでしょう。
　もっと意識して自分自身の物の見方を考
え、自分を理解する努力は、自分の態度に影
響し、自分の物の観方と言葉に責任を持つこ
とになります。心が明るく勇んでいれば、そ
れは周りに伝わり、周りの人々を同じように
元気にします。これが教祖の「めん／＼も心
よりこうのうという理を無けねばならん」と
いうことだと思います。
　しかし、陽気世界への旅には、もう一つの
スピードバンプがあります。それは文化によ
る認識の違いで、相手の価値観を考えず、尊
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敬せずに自分の意見だけを押しつける態度
は、にをいがけに影響します。「まず一番に
自分は何がほしいか、何が自分を幸せにして
くれるのか」と思うのか、「周りの人に自分
はどう対応すればいいのか」と考えるのか、
皆さんだったらどちらを選ばれるでしょう
か。	 　　　
　個人によって、文化圏によって、また国家
間で大きな違いが存在します。我々アメリカ
人としては自立がアメリカ生活そのものだと
考えるよう育てられ、「自己」「個人主義」
に焦点をあてています。私たちは自分の権利
と要求で自身を動かします。自分自身のゴー
ルを他人のゴールより優先させます。
　対称的に日本の様な共同（集団）主義の国
では、「我々」が焦点になります。どの集団
（家族、仕事の同僚、村、町、国など）に自
分が属するかをまず考えます。個人の目的達
成よりも、集団のゴールがまず大切となりま
す。自分が一番であるということを目標にす
るよりも、集団の中で一致した目的でいるこ
とが最も幸福であるのです。例えば、日本語
には「負けるが勝ち」という表現がありま
す。（文字どおりには「勝つために負ける」
です）これは自分の要求をつらぬくよりも、
平和と協調を保とうという考えです。共同主
義の世界では決定権を持つ者を選ぶのはそん
なに大切ではありません。自分が何者かとい
うことよりも共同主義者は、集団の中の自分
の立場を理解します。その社会で人々は、そ
の社会集団に調和しようと努力し、そしてそ
の事が大切です。
　個人主義社会では、若い時から個人の選択
が特に重要になります。地元の食料品店で食
料の選び方を子供に教えます。特にアメリカ

の店ではたくさんの選択対象から選べること
を経験します。
　子供が話せるようになったり、自分でしっ
かり選択ができるようになるとすぐに、大人
は「どちらが好き？」と聞くのです。親はこ
のシリアルともう一方のと、このおもちゃと
あちらのと、とそれぞれの違いを説明して選
択の幅を	狭めますが、それでも最後には子供
が自分で選べるように仕向けます。しばらく
して子供が４歳ぐらいになると、もっと難し
い選択もできるようになり、「大きくなると
何になりたい？」というような、答えに困る
質問も十分理解し、答えられるように周りか
ら期待されます。子供は、好き嫌いや、何に
よって幸福になるのかを自分で決めるように
なるべきなのです。というのは、子供の幸せ
はその子供の考えに基づいているのであり、
幸せかどうかを自分で判断し決めるのです。
　それとは対称的に共同主義社会の一員は、
その集団の義務が重要とみなされます。「良
い子は両親の言うことをよく聞く子供」と教
えられます。親は子供に物事を説明する必要
がありません。何を食べ、何を着て、どのお
もちゃを選ぶか何を勉強するかは両親が決
め、子供は質問することなく、従うことが大
切です。成長してからは、何をしたいかと聞
かれる代わりに「両親の期待に応え、十分親
の面倒をみているか？親があなたを誇りに思
うように努力しているか？」と聞かれます。
　ほとんどの場合、両親や年長者は子供の人
生で大きな間違いがないように守り、人生の
正しい生き方を示します。良し悪しの選択で
も子供は、自分にとって良いと思う選択を断
念してでも、年長者の後に続くことが正しい
ことであると学ぶのです。
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個人主義と共同（集団）主義の世界観
　理想の資本主義はまず第一に、社会階級の
「束縛からの自由」が強調されます。少なく
とも理論では、人は同等の機会が与えられて
いて、成功するか失敗するかは自分の判断の
結果によるものです。束縛のない世界はまさ
に競争世界であり、より才能のある者、働き
者、時には単に運の良い者がその有利を得ま
す。結果として幅広い種類の品物とサービス
が存在しますが、それでも全ての人は全ての
選択を享受できるわけではなく、人によって
は、例えば食料・住居・医療などの基本の必
需をも受けることができないこともありま
す。　　
　対称的に理想的な共産・社会主義世界での
目的は、集団の質の高い生活であり「集団の
中での自由」が重んじられ、個人的な利益や
機会を追求いたしません。社会主義集団では
その集団に属する人々に水準の良い生活を保
障します。しかし、その欠点はその経費を何
処から出すのかということです。明確にいえ
ば「束縛からの自由」を限定し、個人の財産
所有や、個人の経済活動を限定し集団の利益
を分配いたします。
　真の選択は、人それぞれが外からの影響を
受けずにどの社会組織の影響も受けずに、自
分で自由に選べることです。どちらの社会組
織でも組織が強くなりすぎれば人の機会は制
限されます。どちらの社会組織でも問題は出
てきます。そして、双方のシステムともその
力が強大になると、より多くの追加の課題・
実施問題がでてきます。「社会主義」国家の
政府が強くなりすぎると人々の生活が苦しく
なり、死に到ることもあります。その上、富
裕層の力が強くなり、その社会への管理を強

めます。また大富豪は、その力で不法な活動
を行い、その罰則から逃れ、より富を蓄積す
ることが可能となります。一方で「資本主
義」国家の政府が強大化すると、人々は仕事
への意欲がなくなり、飛びぬけた発明も起業
家も少なくなります。というのは、さらなる
努力をし高所得を得ても、かえって政府の社
会保障を失うか減額されるため、人はより高
い所得を得ようとはしなくなってくるから
です。さらに政府は、そのシステムを履行す
るために人々をより強く支配し、過去の多く
の共産主義政府のように権力は腐敗します。
　私たちは生来、自分で自分の生活を自由に
選択し、コントロールすることに大きな意味
を持ちます。しかしながら、これは全ての人
が同じように考えているということではあり
ません。文化的背景やそれぞれ個人の経験に
よって選択をする際の認識の違いが生じてき
ます。ある者にはその選択が特別に重要で意
味のあるものと思うけれど、その一方で他者
にはその同じ選択が無意味（非現実）で愚か
なものとみえるかもしれません。それでも人
は、選択の自由があることを感謝していま
す。ただしそれは、選択で自分の支配が強く
なり、自分の利益になる時だけです。他人の
認識や選択の予想が理解できない時私たち
は、人に意味のない選択を無理強いするか、
狭い範囲での選択を強い、すなわちその人に
とっては値打ちのない選択を強制するか、選
択の範囲を奪うかでその人の選択を意味のな
いものとしてしまいます。私たちは他者の考
え方「言葉の選択」を学ぶよう心を開き、そ
の人がそれをどのように生活に組み込んでい
るかを学ぶことが必要です。
　もし２つ以上の言語を話されるのでしたら



伝道庁12月月次祭	 	 	 12月18日（日）午前９時

三國クライド・太平洋教会前会長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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「チョイス」（選択）の単語について考えて
ください。「チョイス」はよく使われる言葉
ですか。類語はたくさんあるでしょうか。前
向きな意味でしょうか、否定的でしょうか。
それとも両方の意味があるでしょうか。チョ
イスの単語そのものには、母国語の影響はあ
りません。違う言語で話す言葉と比べる時、
その文化によって違った意味があるかもしれ
ません。共通のルーツを持つ言語で喋ってい
ても、同じ単語でもそれぞれの土地と人で違
った発音や意味になるばかりでなく、同じ言
葉を選んでも意味は違ってきます。
　全く異なった文化を持つ人とチョイスの言
葉について話してみてください。そしてあな
たが考えるその人の文化について説明してく
ださい。さらにその人にあなたの文化を説明
してもらって下さい。他者の文化について、
自分の考えとは何か違っていませんか。どの
ようにその文化のイメージが、あなたのチョ
イスの概念に影響していますか。自分の視野
の狭さと、知識不足を明らかにすることで、
私たちは共に多くの人々を理解し、喜びに満

ちた表情が周囲に、世界にひろがっていき
ます。「世界いちれつ兄弟姉妹」になってい
くのです。皆様には賛成、反対に関係なく、
私の考えを理解していただけたら幸いです。
にをいがけ・おたすけで、誠真実の晴天の心
で、真の「こうのう」の心をもたせていただ
けたらと思います。
　ウィンストン・チャーチルの言葉に、
　「人を感動させるには、自分が心の底から
感動しなければならない。自分が涙を流さな
ければ、人の涙を誘うことはできない。自分
が信じなければ、人を信じさせることはでき
ない。」
　ジョン・Ｆ・ケネディの言葉に、
「私たちが感謝の意を表すときに最も高度な
感謝は言葉を発するのではなく、それを指針
として生きることであるのを忘れてはならな
い。」
　そしておふでさきに、

しんじつにたすけ一ぢよの心なら
なにゆハいでもしかとうけとる（三－38）

　10月31日から11月４日まで『劇画教祖物語第
二巻』の出版に向けた英語翻訳検討会議が伝道庁
で行われました。

　11月８日（火）松
谷八千代さんが伝道
庁女子青年として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
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婦人会だより
　教祖130年祭がつとめられた立教179年も残
すところあと１カ月となりました。私たち婦人
会員はどれだけ教祖にお喜びいただけたでしょ
うか。今年一年を振り返り、反省して、心を定
めて新しい年を喜び勇んで迎えさせていただき
ましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　12月３日（土）	 ９：30

■月例会

　12月12日（月）	 ９：00

■女鳴物練習

　12月13日（火）	 ９：00

※今月の月次祭直会当番は、合同Aグループで
す。よろしくお願いします。

青年会だより
　ハッピーホリデー！2016年も残りわずかと
なりました。今年一年、皆さんからサポートを
頂き感謝しています。あと残り少ないですが、
最後まで青年会活動に参加いただき、尽力いた
だけたらと思います。天理教青年会は、2018
年に創立100周年を迎えます。

■あらきとうりょうにをいがけデー

　12月11日（土）	 時間・内容は未定。

■マウイ・ミッションキャラバン申込締切

　12月14日（水）	

■月例会議

　12月14日（水）	 19：30

■木の伐採ひのきしん（於アロハ教会）

　12月17日（土）	 9：00

■教典勉強会

　12月28日（水）	 19：00

■伝道庁年末餅つき

　12月30日（金）	 ７：00

■2017年１月の餅つき

・プリンセスカイウラニホテル：	４日午前10時
・ロイヤルハワイアンホテル：	 ６日午前10時
・JCCHオハナフェスティバル：	 ８日午前11時

　この時旬に私たちが動けば、それが青年会長
様が描く青年会のこれからのビジョンの基とな
っていくのではないでしょうか。このホリデー
シーズンに、みんなで「親孝行、夫婦仲良く」
を実践して世界に喜びを広げていきましょう。
今年は世界中で混迷を極めた年となりました
が、新しい年を迎える今こそ、みんなで心を開
き、世界を変えていきましょう。

11月27日、第29回ハワイ島教友会総会がキラウエア教会で開催されました。
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		2日（金）・Adopt	A	Hwy清掃ひのきしん
		3日（土）・婦人会ヌアヌハレ慰問
		5日（月）・月例にをいがけデー
		6日（火）・天理文化センター月次祭
		7日（水）・月例コミュニティーひのきしん
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）・雪岡理道部員来布（～25日）
		 	 	 	 ・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
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド
19日（月）・ワイキキ神名流し
21日（水）・おやさと練成会開講（～24日）
26日（月）・遥拝式/年末大そうじ
28日（水）	・青年会教典勉強会
30日（金）	・伝道庁餅つき

12月行事予定

少年会だより
■リーダーズお楽しみデイ

　26日の遥拝式後、カネオヘのサンドバーに
行かせていただきました。ボートで浅瀬の広が
る美しいサンドバーまで行き、シュノーケリン
グやスイミングを楽しみました。参加したほと
んどの育成会員やスタッフにとっても初めての
体験でした。サポート下さった皆様ありがとう
ございました。

■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日に伝
道庁で行います。対象年齢は12才以上です。キ
ャンプでは、リーダーシップのスキルやおてふ
りを学び、スプリングキャンプに向けた準備も
します。申込は伝道庁、または所属の教会・布
教所でお願いします。締切は、１月15日で、参
加御供は10ドルです。
　また、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。どなたでも参加できますの
でよろしくお願いします。

女子青年だより
　10月末に行われた青年会・女子青年合同のひ
のきしん隊に参加された皆様ありがとうござい
ました。今回初めて「ひのきしん隊」として開
催されましたが、これが青年会・女子青年のさ
らなる発展の足がかりとなれば幸いです。
　そして、先月の11日には、第28回女子青年
大会を開催させていただきました。参加された
女子青年の皆さんはもちろんのこと、サポート
下さった婦人会員や伝道庁の皆様に感謝いたし
ます。「日々に親神様・教祖に心をつなぎ、ご
恩報じのできる女子青年に育ちましょう」とい
う大会のテーマをもう一度心に置き、つとめさ
せていただきましょう。
　今年一年間、女子青年委員長として色々と学
ばせていただき、また多くの方からサポートを
頂き本当に感謝しています。素晴らしいホリデ
ーシーズンをお過ごしください。
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＊天理文庫（水～日：	 	午前10時～午後４時）
＊天理柔道（月、水、金：	 午後５時～午後９時）

2017年度ハワイ伝道庁行事予定

・本部月次祭遥拝式	 	 ・ワイキキ神名流し	 ・サンデースクール
・月次祭	 	 ・Joy	Workshop	 ・アロハバンド練習
・主事会	 	 ・婦人会/青年会/少年会例会	 ・機関誌オリジンズ、まこと発刊	
・教会長布教所長会議		 ・婦人会鳴物練習	 ・各会委員会	 	 	
・おてふり、鳴物練習		 ・婦人会による施設慰問	 ・月例コミュニティーひのきしん
・月例にをいがけ	 	 ・Adopt	A	Highway	Program（ハイウェイ清掃）	

月間行事

・少年会リーダースキャンプ、新年会	 	 	 	 	 1月28日、29日
・春季大祭おぢばがえり	 	 	 	 	 1月26日
・文化センター大掃除	 	 	 	 	 2月20日
・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝の集い	 	 	 	 未定
・母親講座	 	 	 	 	 未定
・少年会総会及びキャンプ（総会26日）	 	 	 	 3月25日、26日、27日
・婦人会教祖ご誕生お祝の集い	 	 	 	 	 4月4日
・少年会教祖ご誕生お祝い行事	 	 	 	 	 4月16日
・教祖誕生祭おぢばがえり	 	 	 	 	 4月18日
・全教一斉ひのきしんデー	 	 	 	 	 4月29日
・婦人会・青年会・女子青年合同総会	 	 	 	 	 未定
・ハワイ修養会	 	 	 	 	 6月18日～7月13日
・天理教ピクニック	 	 	 	 	 7月4日
・こどもおぢばがえり	 	 	 	 	 7月24日～30日
・天理教バザー	 	 	 	 	 8月27日
・全教一斉にをいがけデー	 	 	 	 	 9月4日
・女子青年こかん様に続く会	 	 	 	 	 未定
・秋季大祭おぢばがえり	 	 	 	 	 10月26日
・少年会ハロウィンユニセフ募金	 	 	 	 	 10月31日
・ハワイ島教友会総会	 	 	 	 	 未定
・少年会リーダーズお楽しみデイ	 	 	 	 	 11月25日
・おやさと練成会中期コース	 	 	 	 	 12月21日～24日
・霊祭（春秋）	 	 	 	 	 3月27日、9月27日



年末大そうじ	 	 	 12月26日（月）　遥拝式後

年末餅つき	 	 	 12月30日（金）　午前７時
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