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　ハワイ管内の皆様、明けましておめでとうございます。
　昨年はお道の御用の上にご尽力いただき、また伝道庁の諸活動・諸行事にご協力下さり、誠
に有難うございました。殊に昨年は、「教祖130年祭の年」として、年祭の当日だけではなく
年間を通して、多くの方々が年祭活動の成果をもっておぢばにお帰り下さり、誠に有難うござ
いました。
　ご承知のように、私たちの陽気ぐらし世界実現への歩みは、「きりなしふしん」ともお教え
いただくように、今後もずっと続いていきます。お道の信仰者としての誇りを持ち、教えの
根本である「かしもの・かりもの」の理をしっかりと心に治め、生かされている喜びを真に
味わい、日々心のほこりを払い、澄み切った心でたすけあいの輪を広げ続けていきましょう。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

山中庁長 新年あいさつ

　12月21日から24日まで、おやさと練成会英語
コース中期が伝道庁で開催され、宮内ケニー、
廣瀬カイ、ヤップ・ケンビー、松川スカイ、山
本クリスティーが修了しました。育成スタッフ
を雪岡理道・海外部員、カウンセラーを久尾マ
イルスがそれぞれ務めました。
　また、英語コース前期・後期が今夏７月10日
～25日（８～９日：事前合宿）までおぢばで開
催されます。伝道庁への申込締切は１月17日で
すので、受講希望の方は早めに申し込みをお願
いします。

おやさと練成会中期
  1日（日）・元旦祭
  3日（火）・天理文化センター大祭 
     ・婦人会委員会  
  4日（水）・餅つき(Princess Kaiulani Hotel)
  6日（金）・餅つき(Royal Hawaiian Hotel)
  8日（日）・餅つき(JCCH Ohana Festival)
  9日（月）・婦人会新年会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会
10日（火）・婦人会鳴物練習
11日（水）・月例コミュニティーひのきしん
     ・青年会会議
12日（木）・少年会会議
14日（土）・主事会
     ・学生会ひのきしん
     ・婦人会ヌアヌハレ慰問
15日（日）・春季大祭
     ・サンデースクール/アロハバンド
     ・教校学園研修説明会
16日（月）・ワイキキ神名流し
17日（火）・月例にをいがけデー
21日（土）・庁長帰本（～2/2）
25日（水） ・青年会教典勉強会
26日（木）・遥拝式/おつとめ鳴物練習
27～28日 ・青年会マウイ布教キャラバン
28日（土） ・少年会リーダーズキャンプ
29日（日） ・少年会新年会＆公園清掃

1月行事予定
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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。

　親神様の絶え間ない御守護と尽きせぬ親心

のもと、私たちは日々結構にお連れ通りい

ただき、それぞれの持ち場立場で、常にたす

け一条の精神で通らせていただいております

が、本日は早くも今年の納めの月次祭を執り

行う日柄となりました。この一年、教祖130

年祭おぢばがえりをはじめ、様々な行事活動

を無事に終えることができましたこと、また

賜りました数々の御守護に御礼申し上げ、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。

　今月21日午後よりおやさとセミナー中期を

開催させていただき、ハワイの道の将来を担

う若者が伝道庁に三日間伏せ込み教えをしっ

かりと学ばせていただきます。本年も残りわ

ずかとなりましたが、年末の行事も滞りなく

つとめさせていただき、新しい年を心明るく

迎えさせていただきたいと存じます。

　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

12月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 庁　長  

扈　者 岩田メルビン  柿谷節生 

賛　者 川崎カイル  齋藤ダスティン　

指図方 本田グレン

講話者 三國クライド （英）

通訳者 一瀬常徳 （日）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｔ．一瀬 Ｄ．明本

(男性) Ｒ．山 Ｓ．柿谷 Ｂ．美馬

 Ｍ．社本 Ｗ．三國 Ｎ．坂上

てをどり 庁長夫人 Ｌ．蘇 Ｓ．中尾

(女性) Ｍ．柿谷 Ｎ．椎葉 Ｆ．伊藤

 Ｍ．三國 Ｒ．井上 Ａ．綾川

笛 Ｙ．宮内 Ｔ．岩田 Ｍ．中尾

チャンポン Ｇ．本田 Ｄ．川崎 Ｓ．中尾

拍子木 Ｔ．西村 Ｍ．久尾 Ｄ．鈴木

太鼓 Ｍ．岩田 Ｏ．中尾 Ｓ．社本

すりがね Ｃ．三國 Ｅ．高田 Ｇ．井元

小鼓 Ｔ．美馬 Ｍ．稲福 Ｋ．川崎

琴 Ｊ．山 Ｌ．川崎 Ｌ．金城

三味線 Ｃ．明本 Ｍ．山下 Ａ．中川

胡弓 Ｍ．岩田 Ｓ．柿谷 Ｌ．井上

地方 Ｙ．中尾 Ｃ．齋藤 Ｄ．桧垣

 Ｔ．井上 Ｈ．山本 Ｂ．岩田

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

うお導きのほどをお願い申し上げます。本年

納めの月次祭に当り、重ねて今年一年の御礼

を申し上げ、併せて来年も変りなくお連れ通

り下さいますよう、一同と共に慎んでお願い

申し上げます。
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　皆様おはようございます。
　ただ今は、教祖130年祭という意義深いこの
年最後のハワイ伝道庁の月次祭をおつとめ奉仕
者と参拝者の皆さんが心一つに勇んでつとめさ
せていただきました。私自身もこのおつとめの
一役を担わせていただきましたことをとても嬉
しく思っております。ありがとうございました。
　今ここに立たせていただいて大変嬉しく思っ
ています。それは私がこれから面白いお話をさ
せていただけるからということではなくて、参
拝場の皆さんの笑顔を一度に拝見することがで
き、本当に勇んだ心にさせていただけるからな
のです。この場をお借りして私の思いますとこ
ろをお話しさせていただきますが、どうぞ笑顔
をそのまま、笑いたいところはどうぞ笑ってい
ただければと思います。講話を始めさせていた
だく前に、今日、翻訳をしてくださる一瀬常徳
先生にお礼を申し上げたいと思います。ありが
とうございます。

信仰の核心
　言うまでもなく、私たちの信仰の核心は、教
祖は間違いなく「月日のやしろ」であらせられ
たことを信じ、そして「教祖存命の理」を信じ

ることにあります。この核心を信じきれば、教
祖のみ教えに疑いを抱く余地は全くなくなり、
どのようなことがあっても教祖に凭れきること
ができるのです。
　私自身の信仰の核心の形成は、太平洋教会の
３代会長就任の３年前、日本航空での仕事を辞
めて道一条に専念しなさい、というお導きがあ
った1978年に始まりました。私は最初に、住
込青年として周東大教会で２年間ひのきしんを
させていただきました。その当時、私の子供た
ちはまだ14歳、10歳、９歳だったので、私が
留守にしたことで、妻には本当に大変な２年間
だったと思います。お礼は遅くなっても言わな
いよりはいい、ということですから、もしお礼
を言い忘れていたら、今ここで言います。「ア
ン、ありがとう。」

タイムリーな贈り物
　仕事を辞める少し前のある日、私は突然の高
熱で寝込んでしまいました。ベッドで数日間横
になっていたにもかかわらず、薬を飲もうとし
た水のグラスさえ持っていられない状態になっ
てしまいました。妻に文句を言うようになり、
心も揺らぎ始めました。ある日の夕方、妻が夕
づとめ後おさづけを取り次いでくれて、「なむ
たすけたまへ天理王命」と唱えた瞬間、私の左
目の端に真っ赤な火の玉が現れたのです。火の
玉は、妻が「なむたすけたまへ天理王命」と唱
えるにつれて私に近づいてきて、色がピンク色
になり、次に白色に変わり、そして教祖の横顔
が現れたとき、身体が宙に浮くような感覚を覚
えました。教祖のお口こそ動かなかったのです
が、「この身上は神様だよ。この身上は神様だ

12月月次祭祭典講話	 　太平洋教会前会長　三國クライド
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よ。この身上は神様だよ」と三回繰り返すお言
葉が聞こえました。私の眼から涙が溢れ出始め
た次の瞬間、教祖のお姿は消えていました。お
姿をもう一度…と試みましたが、教祖は消え去
っておられました。私の涙に気付いた妻は、涙
が出るほど痛いの？と私に尋ねました。今あっ
たことを妻に話すと、妻は泣きながら「あなた
が文句ばかり言うから、教祖におさづけの取り
次ぎに一緒にお出でいただけませんかとお願い
したんです」と言いました。不思議を体験した
嬉し涙を流しながら、私たち二人はしばらくの
間呆然としていました。それは全くこの上ない
「タイムリーなご守護」であり、私たちの人生
の新たな門出を祝う最高の贈り物でした。

忘れられないおさづけ
　今日ここにおられるよふぼくの皆さんは、お
さづけを取り次がせていただくことの喜びと有
難さを体験しておられることと思いますし、是
非聞かせていただきたいようなおさづけの経験
もお持ちだろうと思います。私も祈りとおさづ
けの不思議な力を見させていただいたことがあ
ります。
　私が一番よく覚えているおさづけの取り次ぎ
は、30年前、教祖100年祭期間中の1986年２
月18日に、この神殿で取り次がせていただい
たおさづけです。私の亡父ロバート三國はまさ
にこの場所に立って月次祭の神殿講話を務めて
いました。私は参拝場に座り、目をつむって講
話を聴いていたのですが、父の話し方に、ほん
のわずかのことではあったのですが、呂律が回
っていないことに気が付きました。目を開けた
私が見たのは、父がまっすぐ後ろに倒れ、上段
に後頭部を打つところでした。「ワァー！」っ
と叫んだ参拝場の皆さんの声を今でもはっきり
覚えています。上段に駆け上がると、父は頭か

ら多量の出血をしており、発作を起こしたよう
に身体が痙攣していました。最初に私の頭に浮
かんだのは、私の寿命の10年をお供えして、
父があと10年生かせていただけるよう神様に
お願いしよう、ということでした。ちょうど最
後の「なむたすけたまへ天理王命」を終えた時
に父は目を開け、「どうしたんだ？」と言いま
した。どこで何があったのかを話すと、父は何
よりもきまり悪そうにしている様子でした。父
を隣のラウンジへ連れて行き、救急車が来るの
を待ちました。二日間の入院中に色々なテスト
やスキャンを行いましたが、原因は見つかりま
せんでした。最終的に父の寿命は18年も延ばせ
ていただきました。

親が子となり子が親となる
　2015年11月7日、太平洋教会の拍子木を息
子のウエスリーに正式に引き渡しました。その
後、私は会長を務めさせていただいた35年間を
時折振り返ってみています。さらに、今年77歳
になった私は、中にはすでに出直された先生方
もおられますが、これまでの間私をサポートし
続けてくださっているハワイ、そして日本の先
輩先生方から頂いた尊いアドバイスや指導そし
て友情を静かに思い出し、心底から感謝してい
る自分がいることに気が付きます。

「タイムリーなご守護」に生かされた人生
　私の77年間の人生を振り返ってみると、タ
イムリーなご守護いっぱいの人生であることに
気付きました。しかし中には、「20年、30年
後に実を付ける…」ということわざのように、
その時には「どうしてこんな時に…」と思った
出来事もありました。教祖130年祭の旬に、私
はまたしても「タイムリーなご守護」を体験し
ました。それは昨年11月に始まったことなの
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ですが、急激な腹痛で救急病棟へ３回も行きま
した。３回目の12月30日、診察の結果、急性
胆嚢炎（胆嚢の炎症）と診断され、手術を受け
るよう医者に言われました。胆嚢摘出手術は翌
日、つまり大晦日に行われ、私は恒例の爆竹も
年越そばもなく2015年にお別れすることにな
りました。

なって来ること全てに教祖のお声に耳を傾ける
　胆嚢がなくなって教祖130年祭の年を迎えると
いうことは偶然の出来事では全くありません。
しかし、偶然というならば、ゴールブラダーは
日本語で「たんのう」だということです。教祖
は私個人の本年のテーマを決めてくださったの
です。日常生活の中で他の人たちなら狂気と捉
える状況であっても、私はそれを私自身の成長
の糧と捉える努力をしています。驚くことに、
私は元旦の朝退院できたのですが、その退院に
関しても別のエピソードがあります。妻に手術
がうまくいったこと、そして退院できたことを
伝えようと思って電話したのですが、妻が何を
言っているのか良く分からないんです。私の短
気の性分から、電話の回線が悪いのかもしれな
いけど、もっと大きな声で話してくれと声を荒
げてしまいました。そのすぐ後、私は妹のジュ
ーンに電話してピックアップしてくれるよう頼
んだのですが、ジューンの声も良く聞こえず、
意識せずに受話器を違う耳にあてました。する
と、まあ何と、本当によく聞こえたのです。問
題は右の耳にありました。教会へ戻った頃に
は、右耳は全く聞こえなくなっていました。元
旦祭が終わり、信者さんたちは正月のご馳走を
食べ始めました。皆さんにご挨拶した後、私は
坐って皆さんが食事を楽しんでいる様子を眺
め、「共に楽しんで…」いました。

聞こえてきたことに反応する前に「聞こえるこ
と」に喜びを
　「たんのう」がテーマになった私の年は、耳
鼻咽喉科の専門医の診察を受けることから始ま
りました。私は即座に、「聞こえるようになる
かどうかはやってみなければ分からないと言わ
れてステロイド治療を十日間受けたが効果はな
く、一生もう一つの耳で聞くしかないという結
果になった」という私と同じ状況の人のことを
思い出しました。私も全く同じことを言われま
した。その時私は、「聞く」ということは「た
んのう」を心定めとしている私にとって大変重
要なことであることに気付きました。ひどい風
邪をひいてもいたのですが、数日後にはおぢば
帰りさせていただくことになっていました。幸
い医者は、日本滞在中に処方ステロイドを終わ
りまでちゃんと投与するのであれば旅行に出か
けても構わないと言ってくれました。旅行の大
半をベッドで過ごしたことで返って、自分が置
かれていた状況について心から反省する時間を
いただくことができました。おぢばに到着した
翌日、息子スコットの地鎮祭も何とか無事に務
めさせていただくことが出来ました。
　その日の夕方、友人から電話があり、私は意
識せずに受話器を右の耳にあてたとき、友人の
声が大きくはっきりと聞こえ、本当に驚きまし
た。最後の薬を取った翌日から私の右耳は聞こ
えるようになっていました。大祭の二日前でし
た。「何とタイムリーなんだろう…」と私は思
いました。感動の涙を流すのは私にとって久し
ぶりだったものですから、妻には私のこの感激
の涙を気付かれないようにしましたが、後で妻
にこの「タイムリー」なご守護のことを話した
とき、もちろん妻も喜んでくれました。旅行中
ずっと不快な思いをしてはいたものの、常に教
祖にもたれて通れたことで、私にとって今まで
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で最も意義深いおぢば帰りになりました。

喜びの歳「喜寿」
　77歳は日本で「喜寿」と言い、陽気でお目
出度い歳です。「喜寿」を迎えた友人たちと一
緒に過ごした時間が「喜寿」の「喜」である喜
びをもたらしてくれました。優雅に歳を取りた
いと思う上から色々な調整をしている日常生活
の中で、ユーモアが喜びをもたらしてくれてい
ます。中尾先生は多分、「あなたが喜寿なら私
は米寿！」と思っておられるかも知れません。
　「難聴」で悩んでいる人はとても多いのです
が、私も妻も同じように「難聴」を抱えていま
す。どちらかと言えば妻の悩みの方がいくらか
大きいかも知れませんが…。難聴と言えば、お
ぢばから帰った後、私は耳鼻咽喉科でフォロー
アップの診察を受けました。聞こえるようにな
ったと医者に言うと、治ったのは珍しいくらい
であなたは大変幸運です、と言われました。そ
れでも、聴覚テストを受けた結果、聞こえては
いるけど右耳の聴覚はだいぶ失われているとい
う結果でした。医者が言った言葉を繰り返して
言うテストがあったのですが、全部間違えまし
た。そう、全部です。医者は補聴器の使用を勧
めたのですが、医者がいくらぐらいするか言っ
たとき、私は思わず聞き直してしまいました。
いえ、その時は聞こえなかったから聞き直した
のでなかったのです。ソーシャルセキュリティ
で暮らしている私は、今は結構です、と断るし
かありませんでした。
　ある男性とその近所の人との会話を思い出し
ました。男性が、「僕、新しい補聴器を買った
んだ。4,000ドルしたけど本当に良いよ」と言
い、近所の人が、「そうなの？どういう補聴
器？」と尋ねると男性は、「12時半」と答え
た（「What kind is it?」が「What time is it?」

と聞こえた。つまりよく聞こえていないという
ジョーク）。
　10月の月次祭の神殿講話で、平野先生は、「
たんのう」は「陽気な受け取り方」だとお話し
されました。今年の初めにたんのう（胆嚢）摘
出手術を受けたばかりの私には実にタイムリー
なお話でした。
　平野先生は、カード・ゲームを例に、あてが
われたカードでどのように勝負するのか。あて
がわれたカードが良いからといって必ず勝つと
は限らない。だから面白い。反対に上手くカー
ドを使えば、あまりよくないカードでも勝つこ
とが出来る、と話されました。関係ないかも知
れませんが、日本ではこのカードをトランプと
言います。もしかしたら、私たちも勝つために
昨今あてがわれた「トランプ」をうまく使わな
ければいけないのかも知れません。（政治的な
意味は一切ありません）「苦難」は最大限心の
成人をさせてやろうとの思召から私たちに下さ
る親神様からの「宿題」である、と平野先生が
話されましたが、これは私にはとても分かり
易い例えでした。何故分かり易かったかと言え
ば、私は一年もの間手強い苦難を抱え、たった
一人でその「宿題」に取り組む苦しい夜を過ご
していたからだったのです。
　2017年がもうそこまで来ている昨今、新たに
新年の誓いをたてる時期になりました。私の来
年の目標は、「ユーモア」一杯に「たんのう」
の精神をもって親神様から与えられた「宿題」
に取り組む、という感じになると思います。
　最後に、この機会をお借りして、今年一年を
通して下さった山中庁長様ご夫妻、そしてハワ
イ伝道庁のスタッフの皆様のご助力と友情に感
謝申し上げます。皆様、少しでも良い世の中に
なるよう一緒に努力しましょう。
　良い休日をお過ごし下さい！
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少年会だより
■リーダーズキャンプ＆新年会

　あけましておめでとうございます！今月28、29

女子青年だより
　明けましておめでとうございます。今年も引き
続き、女子青年委員長をさせていただくことにな
りました。女子青年の皆さんには、これからの行
事に注目してもらい、変わらぬサポートをお願い
します。皆さんにとって実り多き一年となるよう
お祈りします。（川崎サリー）

婦人会だより
　明けましておめでとうございます！旧年中は婦
人会活動の上に誠真実のご尽力とご支援を頂き心
から感謝しています。本年も親神様・教祖から日
々頂戴しているご守護に感謝し、ご恩報じをさせ
ていただき、周りの人に信仰の喜びをひろげてい
きましょう。そしてご存命の教祖に喜んでいただ
けるようつとめましょう。皆様の変わらぬご支援
をよろしくお願いします。

■新年会

　１月９日（月） 10：00
　※２月の例会はありません。

■女鳴物練習

　１月10日（火） ９：00

■ヌアヌハレ慰問

　１月14日（土） ９：30

　※今月の直会当番は、周東グループです。

青年会だより
　ハワイ青年会員の皆さん、明けましておめでと
うございます。昨年は多忙なスケジュールにもか
かわらず皆さんからの愛情とサポートを頂き感謝
しています。皆さんの誠真実のひのきしんなしで
は様々な青年会行事を無事につとめ終えることが
できなかったと思います。新年を迎えるにあた
り、また新たな気持ちで取り組んでいきたいと思
います。より良い子として、夫として、同僚や隣
人となって、さらなる成人をさせていただきまし
ょう。５月には青年会長の大亮様がお入り込みさ
れますが、私たちのより成人した姿をご覧いただ
けるよう一手一つにつとめていきましょう。一手
一つになれば何でも出来るということを青年会の
皆さんが証明してくれています。私がくじけそう
になったときはいつもたすけてもらっています。
そんな存在があるからこそ私も親神様にもたれる
ことが出来ると思います。感謝の気持ちを言葉で
は表せないので、行動で示していきたいと思いま
す。それでは本年も心をひらいて、世界を変えて
いきましょう！

日に行われるリーダーズキャンプへの参加をお願い
します。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。対象年齢は12才以上です。
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。


