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伝道庁2月月次祭	 	 	 2月19日（日）午前９時

美馬孝俊・越乃國ハワイ教会長が講話をつとめます。
※教会長・布教所長会議は12時45分から行う予定です。
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リレー巻頭言
　昨年、教祖130年祭がつとめられました。
私たちは親神様、教祖からご守護やお手引き
を通して成人させていただく機会をたくさん
お与え頂きました。私の今思いますところを
述べさせていただきたいと思います。
１、人と比べるな	 　
２、今ある姿に感謝
　比べるということについて考えてみたいと
思います。私たち人間は比べる習慣をもって
います。何か買い物をするときにその商品
や、サービスについて値段や質を比べると
いうのは皆さんすることだと思います。同様
に雇用主が新しい人を雇うときに人を比べ
ます。私たちはそのように常に競争の中に
いて、お互いを比べ合います。しかしその中
にも慎みの心を養うことが大切です。比べる
ということばかりに気を取られると欲に駆ら
れ、陽気ぐらしという目標を見失います。
今の自分の姿に感謝し、陽気に日々を通れ
るように自分を変えていくということが大切
です。
　ある人が、自分より他の人の方が優れてい
る、つまり自分は他人より劣っていると感じ
れば、それは自分自身に対して不足を感じて
いることになります。日々頂いているご守

護に満足できていないどころか、他の人の仕
事やお金を羨ましがる「ほしい」の心遣い、
また他の人の方が自分より優れているので
手伝いたくないという「おしい」の心遣い
を生み出します。そのような心遣いでは「た
んのう」また陽気ぐらしの実践から遠ざかり
ます。
　もしある人が他の人は自分よりも劣ってい
る、つまり自分は他人よりも優れていると感
じれば、一時的には今の自分に満足している
かのように感じるかもしれませんが、この考
え方では「こうまん」と「かわい」の心が生
まれ、それは親神様の思召に沿った本当の陽
気ぐらしの生き方ではありません。
　自分自身が頂くご守護に感謝して日々通る
ということが大切です。また、親神様は子供
である私たち人間を決して比べることはしな
いということも覚えておかなければなりませ
ん。私たちはお互いにたすけあう陽気ぐらし
という共通の目標を持っており、親神様は私
たち一人ひとりにそれぞれの成人の度合い
やいんねんにより手引きを下さいます。私た
ちは自分の今の状況をたんのうさせていただ
くことにより陽気ぐらしをさせていただけま
す。	 	 	 　　		【久尾マーク】
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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。

　親神様には一れつ子供の陽気ぐらしを楽し

みに、この世人間をお創め下され、旬刻限の

到来と共に教祖をやしろにこの世の表に現わ

れ、よろづいさいの元の理と、真実の親を明

かして、世界たすけをお進め下さいます御高

恩の程は、誠に有難く勿体ない極みでござい

ます。私共は御恩報じを念じて、日々たす

け一条の道を歩ませて頂いておりますが、そ

の中にも、本日は当伝道庁の一月大祭を執り

行う日柄を迎えましたので、教祖年祭の元一

日、一れつ人間の成人を急き込まれる教祖が

定命を二十五年お縮めになり、ご存命のお働

きをもって世界たすけに踏み出された明治20

年正月26日を偲んで、ただ今よりおつとめ奉

仕者一同、親神様の思召に添いきり一手一つ

に心を合わせ座りづとめ・てをどりを厳かに

つとめさせていただきます。御前には寄り集

ったハワイの道の兄弟姉妹が、教祖の五十年

の道すがらを偲びながら真心を込めてみかぐ

らうたを唱和し、陽気ぐらし世界の実現を真

剣に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。

　私ども教会長よふぼく信者一同は、世界た

すけをお急き込み下さる親神様のお心に少し

でもお応えさせて頂けるよう、今後もさらな

る真実を積み重ねて、陽気ぐらし世界ふしん

への歩みを日々しっかりと進めさせて頂きた

いと存じます。一人ひとり自らが教祖の道具

衆として一層成人する努力はもちろんのこ

と、ハワイの道が末代の道となるよう、この

道の将来を担う若き人材を育て増やすことに

1月大祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 齋藤コーリン	 	 中尾オーエン	

賛　者	 岩田バート	 	 山本浩徳　

指図方	 三國クライド

講話者	 山中修吾	 （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	 Ｍ．中尾

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｙ．一瀬

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｒ．宮内

	 Ｃ．明本	 Ｔ．中尾	 Ｍ．井上

笛	 Ｄ．明本	 Ｄ．桧垣	 Ｂ．岩田

チャンポン	Ｒ．山	 Ｅ．高田	 Ｊ．蘇

拍子木	 Ｇ．本田	 Ｄ．川崎	 Ｓ．社本

太鼓	 Ｍ．社本	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．中尾

すりがね	 Ｍ．岩田	 Ｍ．稲福	 Ｂ．美馬

小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｍ．久尾	 Ｈ．山本

琴	 Ｃ．美馬	 Ｋ．金川	 Ｌ．長田

三味線	 Ｍ．三國	 Ｌ．蘇	 Ｆ．伊藤

胡弓	 Ｊ．山	 Ｌ．本田	 Ｙ．川崎

地方	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｇ．井上

	 Ｓ．椎葉	 Ｗ．三國	 Ｄ．齋藤

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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　本日は伝道庁の１月の大祭にご参拝下さり、
誠にありがとうございます。そしてただ今は、
世界たすけ、陽気ぐらし世界実現を真剣に祈り
願い、また教祖年祭の元一日に思いを馳せるお
つとめを、皆様と共々に厳かにつとめさせてい
ただきました。今日の大祭に当たり、私の思い
ますところを述べさせていただきたいと存じま
す。また、例年１月は、ご本部大祭と大教会の
大祭に間に合うように月半ばに出発される管内
教会長の方が多く、第３日曜の伝道庁大祭は不
在の方々が多いのですが、今日はまだ15日とい
うことでほとんどの方々が居られるので、大変
嬉しく思います。しばらくの間お付き合いの程、
よろしくお願いいたします。
　毎年繰り返していますので皆様も充分ご承知
の通り、１月の大祭は教祖年祭の元一日、つま
り、教祖が現身をお隠しになられてご存命のお
働きに出られた明治20年（1887年）正月26日
を記念してつとめられます。
　1887年ですから、今から丁度130年前のこと
ですが、お道ではそのことが起きた年を「一」
と数えますので、教祖130年祭は昨年2016年１
月につとめられました。（ちなみに、私は1966
年、教祖80年祭の年生まれですので、教祖年祭
の年毎に節目の誕生日を迎えてきました。昨年

の９月で50才にならせていただきました。）
　教祖が現身をお隠しになられた、言いかえる
と、「神のやしろ」である教祖中山みき様の生
身の人間のお姿を直接に拝し、そのお声を直接
に聞くことができなくなった日を思い返してつ
とめるわけですから、私たちの自然な心情的に
は、普通の月次祭のように「陽気に勇んで」で
はなく「厳かに」つとめられます。また、教会
本部の１月大祭は天理の真冬の厳しい寒さの中
でつとめられますので、寒い中で最初から最後
まで参拝していると、体が冷え切ってなおさら
「厳かな」気持ちになります。
　そして今日の私たち天理教信仰者の日々の信
仰のあり方を考える上においては、毎年この時
期に１月大祭の意義、すなわち教祖年祭の元一
日をしっかりと振り返り心に治め直すことがと
りわけ大切です。教祖年祭の元一日を振り返
り、そして「教祖は子供可愛い親心から、一れ
つ人間の成人を促すために、定命を25年縮め
て現身を隠され、ご存命のお働きに出られた」
という深い真実を今一度真剣に見つめ直し、そ
こに込められたをやの思いを、当時の人々では
なく、今この道を信仰する私自身・私たち自身
に対してのこととして受け取り直すということ
は非常に大切であると思います。
　実際、130年前のことを詳しく振り返るのは
簡単ではありませんが、幸い、私たちには『天
理教教祖伝』という書物があります。（また、
『劇画教祖物語』の英訳も順次進み、今月中に
は第２巻の英語版が出るそうです。）
　これも大切なことなので毎年繰り返してい
ますが、『教祖伝』の最後の章には教祖年祭
の元一日へとつながるできごと、すなわち明

　1月大祭祭典講話	 　	 	 ハワイ伝道庁長　山中修吾
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治20年初めにおける教祖と当時の人々との間
での大変厳しい神人問答の様子が詳しく描かれ
ていますが、これは決して、単なる130年前の
「過去の話」として読むべきものではないと思
います。『教祖伝』は、教祖と周りの人々の言
動を綴った単なる「伝記」や「記録の書」では
なく、今の私たち信仰者が教祖を慕い求めるた
めの「信仰の書」でもあります。今この道を信
仰し、教祖を慕い、真摯にひながたを辿ろうと
する信仰者がそれを読む度に、また読めば読む
ほど、その中に入り込んでいかざるを得ない、
そういう性格を持った不思議な書物でもあると
思います。特に最後の場面においては、子供で
ある人間の成人を急き込まれる教祖が、定命を
縮めて現身をかくされ、ご存命の働きに出られ
たという深い信仰的真実が、まさに時空を越え
て、今この道を歩む私たち信仰者一人ひとりの
胸に強く迫ってきます。そういう力のある書物
だと思うのです。
　それが証拠に、『教祖伝』の最後の章は、「
教祖が現身を隠された」という歴史的出来事
の記述だけで終わっていません。その最後の頁
は、「さあ／＼これまで住んで居る。何処へも
行てはせんで、何処へも行てはせんで。日々の
道を見て思やんしてくれねばならん。」とい
う、この大きな出来事の直後ではなく３年後の
明治23年３月17日に出された、教祖ご存命の
理をはっきりと指し示すおさしづの引用で始ま
り、続けて、

　一列子供を救けたいとの親心一條に、あら
ゆる艱難苦労の中を勇んで通り抜け、万人た
すけの道をひらかれた教祖は、尚その上に、
一列子供の成人を急込む上から、今こゝに二
十五年の寿命を縮めて現身をかくされたが、
月日の心は今も尚、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。
　月日にハせかいぢううハみなわが子　
　かハいいゝばいこれが一ちよ	（一七　16）

という形で結んでありますが、まさにこの最後
の部分は、『教祖伝』に描かれている教祖と今
の私たち天理教信仰者をつなぐ重要な部分であ
り、教祖が現身を隠された明治20年から今日ま
での130年間におけるお道の歩みを超簡潔に説
明要約する部分でもあります。言いかえると、
ご存命の教祖の日々のお働きとお導きを真に固
く信じて通るということが、今日の天理教信仰
者一人ひとりの本質的なあり方であり、それが
明治20年から今日までの天理教の伸展の原動力
となってきた、ということです。
　また、これは英訳の問題ですが、今読んだ最
終頁の英文にはin	order	to	hasten	their	spiritual	
growthとありますが、今言ったように『教祖
伝』は私たちの「信仰の書」でもあることを考
えると、教祖が定命を25年縮めてまでもお急き
込み下されたのは、当時の人々だけではなく今
の私たち自身の成人だと思うのです。なので、
個人的には、この部分の英訳は、their	spiritual	
growthではなくour	spiritual	growthとすべきだ
と思います。あるいは、my	 spiritual	 growthで
もいいと思います。それぐらいの態度で『教祖
伝』を読ませてもらいましょう。
　そして、最後の「おふでさき」のお歌にある
ように、子供である一れつ人間に対する教祖の
大きな親心を感じ取り、それに応え、近づき、
さらには教祖のお心を常に我が心として周囲に
も働きかけていく、というのが私たちの「たす
け一条」の道です。
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　もちろん、天理教信仰における一番の礼拝対
象は、すべての人間をお創りくだされ今もご守
護下されている親神様ですが、親神様というの
は、無限絶大なお姿、広がりを持たれる神様と
いうか「存在」であるわけですから、小さな人
間である私たちからすれば、大きすぎる礼拝対
象に感じられるかもしれません。ですが、その
大きな存在である親神様とその子供である私た
ち人間を密接に結びつけてくださるのが「神の
やしろ」である教祖という特別なお方です。私
たち人間は、教祖によって初めて親神様のこと
を知り、その教えに導かれたわけですが、教祖
は、お姿が見えなくなった今でも存命同様に、
親神様と私たち一人ひとりを結びつけてくださ
る特別なお方であり続けられ、世界中いつでも
どこでも誰にでも、お働きお導きを下さってい
ます。目に見える生身の人間のお姿がないか
らこそ、人間の体に付随する物理的制限を越え
て、「教祖は世界中をかけまわって、いつでも
どこでも誰にでもお働きを下さる」ということ
が可能になり、それを信じることができるので
はないでしょうか。
　「教祖ご存命の理」の証しとして渡されるの
が「おさづけの理」ですが、教祖は、明治７年
（1874）12月26日に初めて、ご自身が「神の
やしろ」であることを外に向かってはっきり示
すために赤衣をお召しになられ、同じ日に初め
て「身上たすけのさづけの理」を渡されていま
す。それを誰に渡されたのかと言うと、たくさ
んの人ではなく、入信から10年以上の年限を重
ね、その間教祖にしっかりと付き随い、教祖の
「世界たすけ」の教えを理解し心にしっかりと
治めた四人の先生方の心を見定めて、教祖は、
「教祖に代わって身上たすけを取り次ぐ許し」
として、おさづけの理を渡されています。
　その後、明治20年に教祖が現身を隠されて

からは、「おさしづ」にもとづいて別席制度が
整えられていきます。覚えてる方もあるかもし
れませんが、昭和23年（1948年）の初めまで
は「初試験」というのがあり、初席を運ぶ前の
見定めとして、「十全の守護」と「八つのほこ
り」の説き分けを覚えてちゃんと言えなければ
別席を運ぶことが許されませんでした。また、
満席となり「おさづけの理」を戴く直前にも同
じ試験をされる時もあったそうです。ですか
ら、当時はよふぼくはもちろん、別席運び中、
別席を運ぶ前の人でも、十全の守護と八つのほ
こりの説き分けを覚えていたということです。
『教典』の第２章に「さづけは、親神が一名一
人の心の真実を見定めて、たすけ一條のために
渡される、こうのうの理である」とお教えいた
だくように、昔は別席を運ぶ前とおさづけの理
を戴く前にその人の心の真実をしっかりと見定
められたということです。
　今は有難いことに（有難いことか分かりませ
んが）「初試験」はなくなり、代わりに短い文
言を覚える「お誓い」をするだけになり、誰で
も別席を９回運べば、真柱様を通してご存命の
教祖から「おさづけの理」を戴き「よふぼく」
になることができます。ですが、私たちよふぼ
くは、「教祖の世界たすけの教えを心にしっか
りと治め、ご存命の教祖に代わってたすけを取
り次ぐ」者であることを決して忘れず、常にご
存命の教祖を側に感じ、ご存命の教祖が入込
んでお働き頂けるような、澄み切った心、そし
て「誠の心」で日々を通らせていただきまし
ょう。
　明治20年から40年までの「おさしづ」時代
には、本席飯降伊蔵先生を通してご存命の教祖
から「おさづけの理」を一人ひとりに渡される
度毎に、よふぼくの心構えについてのお諭しと
して（ご存命の教祖のお言葉である）「おさし
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づ」が本席の口を通してありました。これを、
一寸言い難いですが「おさづけおさしづ」と呼
んだそうです。そして、側近の先生が書き取っ
た「おさづけおさしづ」の写しを、新よふぼく
となった方に渡されました。これが「お書き下
げ」です。一人ひとり別々に出され、数多くあ
る「おさづけおさしづ」は全てが同じものでは
ありませんでしたが、ほぼ全てに共通して同じ
ようなお諭しの内容が含まれていました。その
共通する内容をまとめて編纂したのが、現在お
さづけの理拝戴の直後に渡される「おかきさ
げ」です。ですから、「おかきさげ」は「おさ
しづ」のお言葉にもとづいたものであり、本質
的にはご存命の教祖のお言葉と同じもの、と言
えるでしょう。
　もしかしたら、「おかきさげ」を最初から最
後までしっかりと読んだのは「おさづけの理」
を戴いた後の仮席の時だけ、という人もあるか
もしれません。また実際、「おかきさげ」を１
～２回さっと読むだけでその意味内容がすぐに
よく分かる人も少ないでしょう。ですが、それ
をご存命の教祖から自分に直に戴いたお言葉と
して何回も何回もしっかりと読み続ければ、そ
こに込められた大切な意味合いが徐々に分か
り、段々と心に治まってくると思います。ハワ
イ伝道庁では毎日の朝づとめの時に「おかきさ
げ」を拝読していますが、ここに居られるよふ
ぼくの皆さんにも「おかきさげ」を毎日拝読さ
れることをお勧めします。
　「おかきさげ」の要点は、次のように説明で
きるのではないでしょうか。おさづけの理を戴
いた今日この日の心を生涯持ち続けること。人
間の身体は親神様からのかりもので、心だけが
自分のものであり、親神様は一人ひとりの日々
の心遣いを受け取って、心通りのご守護を下さ
る。親神様の自由のご守護を頂戴するには、日

々常に誠の心で通ること。誠の心の最もたるも
のが人をたすける心であり、人をたすける理に
よって自らもたすかる。
　つまり、人をたすける心こそが最も親神様の
思召に適う心であり、その人だすけの手立てと
して戴くのが「おさづけの理」だということで
す。ですから、私たちよふぼくは、身上の重い
軽いにかかわらず、積極的に信念を持って、い
つでもどこでも誰にでも、ご存命の教祖と共に
おさづけを取り次がせていただきましょう。
　さて、昨年10月のご本部大祭の神殿講話に
て真柱様は、教祖の130年祭を勤め終え、あら
ためて私たちの足元を見つめ直し、この教えの
本来の目的である陽気ぐらしの世界実現に向け
て、一層の道の伸展と私たち一人ひとりの成人
を図るようにとお促し下さいました。「教祖の
ひながたは、世界一れつをたすけるための、た
すけ一条の通り方の手本であり」、私たちは「
ひながたをたどり、教えを実践してこその道の
子である」と強調され、そして、日常生活にお
ける私たち信仰者のあり方の再確認として、「
かしもの・かりもの」「ひのきしん」「八つの
ほこり」という身近な基本教理についてお諭し
くださいました。
　皆様も充分にご承知のことですが、お道の者
であれば誰もが聞いて読んで知っているであろ
う	「かしもの・かりもの」「ひのきしん」「
八つのほこり」の教えは、ただ頭の中の知識と
してだけではなく、それをしっかりと心に治
め、毎日の生活の中で実行できていることが肝
心です。
　とりわけ、教祖によって伝えられた親神様の
教えの土台とも呼べるのが、「かしもの・かり
もの」の教理です。つまり、私たち人間の身体
というのは、実は自分のものではなく、人間を
創られた親神様からの「かしもの」、人間の
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側から言えば「かりもの」であり、人間はその
身体の内外に頂く親神様の絶え間ない守護によ
り「生かされて生きている」という真実です。
「身体は親神様からのかしもの・かりものであ
る」という認識は、ふつう人間が常識のように
持っている「身体は自分のもの」という考えと
は全く異なります。しかし、これが天理教の人
間観の根本であり、この真実を知らなければ「
なにもわからん」とさえ教えられています。
　「自分の身体は自分のもの」というのはあた
りまえのことすぎて、ふつうはそんなことを意
識することもないかもしれません。ですが、少
し深く考えてみると、「自分のもの」であるは
ずの身体が自分の思うようにならないことが多
々あることに気づきます。病気やケガをした時
がそのもっともな例だと言えるでしょうし、生
れ持った容姿を望み通りに変えることも（手術
以外には）不可能でしょう。自分の誕生や寿命
のことを考えてみても、「身体は自分のもの！
」と確信を持って言うことはできないのではな
いでしょうか。
　人間の身体（からだ）が親神様からの「かし
もの・かりもの」であるなら、その身体を借り
ているのは誰（何）でしょうか。「人間」とい
う言葉を耳にする時、ふつう私たちは人間の姿
形をイメージするでしょう。しかし、その人間
の姿形を成している身体が、実は自分のもので
はなく、親神様からの「かしもの」であるな
ら、いったい何がその身体を借りて使っている
のか、という疑問が生じるかもしれません。
　それは「心」とも、あるいは「魂」とも答え
られますが、天理教では、「身体はかしもの・
かりもの、心だけが自分のもの」というよう
に、人間の身体的、精神的側面をはっきりと区
別しています。ですが、これは「人間＝かし
もの・かりものの身体＋自由な自分の心」と

いう単純な足し算を意味しているのではありま
せん。
　「かしもの・かりもの」の真実に目覚めると
いうのは、ただ「身体は親神様からのかしも
の・かりものである」という事実を知るだけで
はありません。身体の守護に対する感謝はもち
ろん、貸し主である親神様の思召を知り、それ
を受け容れ、それに沿った心と身体の使い方、
つまり生き方を日々実践していくという大きな
決意を含んでいます。さらには、その身体を通
して、それぞれの心（借り主）に対する親神様
のさらなる思召が表されるという覚悟をも含ん
でいます。まさにこれが、「かしもの・かりも
の」の教理が指し示す天理教信仰者のあり方な
のです。
　つまり、この「かしもの・かりもの」という
大きな真実に目覚める時、私たち人間は親神様
の守護により「生かされて生きている」ことに
深い感謝の念を自ずから抱くようになり、その
感謝の念を行動に表し、身体の貸し主である親
神様の思召に沿った身体の使い方を日々心掛け
るようになるのです。この深い感謝の念から生
じる行い、あるいは、この深い感謝の念を表す
行いがひのきしんであり、そして、親神様の思
召に沿った心と身体の使い方を常に意識して通
ることが日々心のほこりを払う生き方へと直結
し、お道の者らしい常日頃の言葉づかいや行動
にもつながっていきます。「（お）道」とは天
理教のことを指してよく使われる言葉ですが、
これは天理教が平凡な教えではなく、私たちが
日々辿るべき教え、陽気ぐらし世界に通じる教
えなので、「道」というわけです。
　「お道の者らしい常日頃の言葉づかいや行
動」について、真柱様は講話の最後に次のよう
に述べておられます。
　お道の者らしい常日頃の言葉づかいや行動
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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しょう。
　また、土地所の陽気ぐらしの手本としての
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のです。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のであ
ります。
　「もう道というは、小さき時から心写さに
ゃならん。」	　　　　（明治33・11・16）
と仰せくださいますように、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
育つと思うのであります。
　どうか、意のあるところを汲んでいただき
まして、これからも私たちの目指すべきとこ
ろへ向かって、着実な歩みを心をそろえて進
めていただきたいと思います。
	 　　（立教179年秋季大祭神殿講話）
　このように、真柱様は、まずは私たちよふぼ
く一人ひとりが教えにもとづく陽気ぐらしの生
き方を日々心掛け、お道らしい雰囲気、陽気ぐ
らしの雰囲気を醸し出し、その中で子供や若者
たちが頼もしいよふぼく、将来の道を担う人材
へと育っていくことを期待されています。
　もちろん、この道の将来のためには、子供や
若者を道の者としてしっかり育てることはと
ても大切ですが、そのために、まずは私たち大
人がよふぼく信者として成人する努力、教えに
もとづく日々の信仰生活と陽気ぐらしの生き方
の手本をこの道の先輩として示さねばなりませ
ん。これも大事なことであり、また一人では難

しいことかもしれません。だからこそ、教内そ
してハワイ管内の人々がお互いに力を合わせ励
まし合うことが必要になります。
　また、ある意味、お道らしい雰囲気、陽気ぐ
らしの雰囲気というものを、誰であっても一人
だけで醸し出すことはとても難しいと思いま
す。信仰熱心な人がどれだけ一人で頑張って
も、お道らしい雰囲気、陽気ぐらしの雰囲気は
充分に醸し出されないと思います。「雰囲気」
ですから、多くの人が集まって同じような空気
を出さないと雰囲気にはなりません。各教会や
家庭でお道らしい雰囲気、陽気ぐらしの雰囲気
が常にあることが望ましいわけですが、ハワイ
管内の現状を考えると、それは実際には難しい
かもしれません。だからこそ、私たちハワイ管
内全員が力と心を合わせて、そのような雰囲気
をここ伝道庁で醸し出していきましょう。
　伝道庁創立60周年記念祭の際に、真柱様は伝
道庁について次のように仰っています。　
　伝道庁は、その地域における相互連絡、た
すけ合いのための一つの拠点であり、地域活
動の中心でもある。布教の高揚を図り、それ
ぞれが管轄する国や地域の教勢をご守護頂く
ために、所属教会という枠を越えて寄り集ま
り、お互いが心を繋ぎ励まし合えるように世
話取りをする修理肥の芯ということである。
　親神様の思召に相応しい、陽気ぐらしの明
るい雰囲気が伝道庁に行けば味わえ、伝道庁
に参ったならば心が和む、いずんでいた気
持ちも自然に晴れてくるというようになるこ
とが、伝道庁の理想の姿だと思うのでありま
す。明るく勇んだ姿を周りに映し出していけ
るように、教えを求めて心を磨き、陽気ぐら
しを実践し、外へ向かっては陽気ぐらしの
教えを弘めていくのが、伝道庁の役割であ
ります。（立教177年５月17日ハワイ伝道
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庁にて）
　このような伝道庁の姿を目指して、私も妻も
スタッフも日々つとめさせていただいておりま
すが、真にそのような姿になるためには、管内
の皆さんのお力添えが不可欠です。今後もどう
ぞよろしくお願いします。
　今から179年前に教祖お一人から始まったこ
のお道は、日本だけではなく、世界のいろんな
国々にも伸び広がっています。同時にまた、日
本の内外でも、ここハワイでも、天理教は今い
ろいろな問題や困難に直面していることも否め
ません。日本国内では、数字の上からみれば、
様々な要因から教祖100年祭以降は教勢が停滞
しているとも言えますし、ここハワイでも、30
年ぐらい前と比べるとお道は伸びていない、逆
に縮んでいるようにも見えるでしょう。ですが
決してお道全体が停滞している、縮んでいるわ
けではありません。日本内外にも、逆に伸び栄
えている教会も多々あるわけです。そして何よ
りもここハワイには、これまで代々信仰を受け
継ぎ、熱心に信仰を続けている素晴らしい教会
長、前教会長、教人、よふぼく、信者の方々、
そして先が楽しみな、若者、子供がたくさんい
ます。
　ですから、決して今の困難に屈することな
く、常に教祖の教え、親神様の思召に立ち返
り、大きな夢とビジョンを強く持って、これか
ら先を楽しみに、管内一同が心と力を合わせ、
お互い勇ませ合い、これからも進もうではあり
ませんか。私たちには、教祖の教えに深く根ざ
した夢と目標があるのですから。
　世界に数ある宗教のうち、私たちはたまたま
天理教を信仰してるわけではありません。一人
ひとりがいんねんあってこの教えに引き寄せら
れ、今お道の信仰者としてハワイで生活をして
います。今ここハワイに居る経緯は様々です

が、私たちは皆、一人ひとりがご存命の教祖に
選ばれてこの道に引き寄せていただき、今ここ
に居ます。そのことに喜びと誇りと使命感を持
ち、それを私たちの子供たちにも伝えていきま
しょう。
　ともすれば私たちは、教会や布教所に住んで
いても、毎日の生活の中で天理教を信仰する時
間とそれ以外の時間を分けていることがあるか
もしれません。「信仰を持つ」とも言います
が、信仰を持つ時間と持ってない時間をいつの
間にか分けていないでしょうか。
　本来、お道の信仰は、教会に参拝する時や何
か特別な事が起こった時にだけ思い出してする
ものではありません。毎日の普通の生活の中で
絶えず親神様のご守護を感じ、ご存命の教祖の
お導きを信じて、どういう中でも常に感謝と喜
びの心で陽気に通らせていただきましょう。信
仰に根ざした毎日の生活、毎日の生活の中に溶
け込んだ信仰だからこそ、「信仰生活」と呼べ
るのだと思います。そのような信仰生活を日々
しっかりと積み重ねていきましょう。それが基
本であり、最も大事なことです。そして、日々
月々のおつとめを通して親神様教祖ぢばに心を
つなぎ、日々親神様のご守護を感じ、ご存命の
教祖のお導きを信じて、常に感謝と喜びと人た
すけの心で通れば、もっともっと親神様教祖の
お力を頂いて、もっともっと前に進むことがで
きるようになります。
　どうぞ、今年一年もハワイ管内が一丸とな
り、この道の信仰者としての誇りと使命感を持
ち、心と力を合わせて、勇み勇ませ合って、
日々を神一条喜び一条におたすけの精神とひ
のきしんの態度でもって進ませていただきま
しょう。ご清聴、ありがとうございました。マ
ハロ！
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　201 7年１月８
日、井上マイケル、
トゥー夫妻（東中
央/ハワイセントラ
ル）に第一子が誕生
しました。名前は、
シドニーちゃんで
す。おめでとうござ
います。

こんにちは赤ちゃん

　１月４日（水）シェラトン・プリンセス・カイウラニ
ホテル、６日（金）ロイヤル・ハワイアンホテル、８日
（日）日本文化センター主催のオハナフェスティバルで
それぞれもちつきが行われました。（写真はロイヤル・
ハワイアンホテルにて）

中田善亮表統領は、昨年10月27日に、直属教会長と教区長が参集した席で、
お道を取り巻く現状を踏まえ、これからの方針について発表されました

　一つめは、「ご恩報じ」の意識を高め、ご恩報じの実践を徹底すること。具体的な実践
として、普段から「教会への伏せ込み」、「日々の理」を心がけること、また命のつなぎ
である「おつくし」を説いて実践すること。
　二つめは、ひながたを手本とした「おたすけの実践」。特に、相手のたすかりのために
「いんねんの自覚」と「心定め」について説くこと。
　三つ目は、「人材育成」と「丹精」。まず、教会長夫妻が自ら育つ努力をする。そして
若い世代、特に教会長子弟をしっかりお道につなげる。また若い人の手本という意味でも
40代から60代のよふぼくもしっかり丹精すること。
　これら三つの方針をもとに、全教のよふぼく・信者が心をそろえ一手一つに今後の歩み
を進めていただきたいと思います。

もちつき

　１月28、29日、少年会リーダーズキャンプが
行われました。29日は、アラモアナのマジック・
アイランドで、清掃ひのきしんとバーベキューが
行われました。

少年会リーダーズキャンプ＆新年会

　今年の８月から来年３月頃までおぢばで後
継者講習会が開催されます。対象は20歳か
ら40歳までの道の後継者。特に対象年齢枠
内の教会長子弟子女とその配偶者（教会長、
及びその配偶者を含む）は必ず受講してくだ
さい。期間は２泊３日の合宿で本部施設に宿
泊します。

後継者講習会

８月27日から９月10日まで、５日間を３
回にわけて開催されます。受講申し込み
は各直属を通してお願いします。

教人資格講習会英語クラス
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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

		 1日（水）	・月例コミュニティーひのきしん
		2日（木）	・庁長帰任	
		6日（月）	・天理文化センター月次祭
		7日（火）	・教校学園高校生来布（～17日）
		9日（木）	・月例にをいがけデー
10日（金）	・アダプトハイウェイ清掃
11日（土）	・婦人会ヌアヌハレ慰問
13日（月）	・TCC＆文庫ジョイント委員会
15日（水）	・青年会会議
16日（木）	・少年会会議
18日（土）	・主事会
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん
19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
		 	 	 	 ・ジョイワークショップ
20日（月）	・三会合同TCC大掃除
21日（火）	・ワイキキ神名流し
22日（水）	・青年会教典勉強会
23日（木）	・母親講座
26日（日）	・遥拝式/おつとめ鳴物練習
		 	 	 	 ・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝い行事

2月行事予定

少年会だより
■スプリングキャンプ＆おつとめまなび総会

　日程は、３月24日～26日、おつとめまなび総会
は25日に行います。

婦人会だより
　新年会には大勢の方々のご参加、ありがとうご
ざいました。今月はおぢばから天理教校学園高校
の生徒さんが18名、研修にいらっしゃいます。お
道の将来を担う若い人たちに、ハワイらなではの
心のおもてなしで、しっかりサポートさせていた
だきましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウエストハウス		 9：00	-	12：00

■ヌアヌハレ慰問

　２月11日（土）		 9：30

※２月は例会、鳴物練習はありません。
※直会当番は、本島グループです。

青年会だより
　いつも青年会の活動の上にサポートを頂きあり
がとうございます。2017年も２カ月目に入りま
した。先月初めは、各所での餅つきひのきしんに
参加頂いた皆様ありがとうございました。餅つき
をさせていただいた二つのホテルからは、７月４
日に行われる天理教ピクニックでの景品として、
ルームチケットを頂いていますのでお楽しみに！
また、マウイキャラバンでは、マウイ教会の皆様
にお世話頂きありがとうございました。今月は、
青年会100周年に向けた行事を予定しています。
よろしくお願いします。

■ベイビーシッター・サービス（太平洋教会）

　２月14日（水）	 16：00	-	21：30

■月例会議

　２月15日（水）	 19：30

■教典勉強会

　２月22日（水）	 19：00

■伝道庁神殿＆ホール・ペンキ塗り

　２月25日（土）～26日（日）	


