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伝 道 庁 ３月月次祭	 	 	 3月19日（日）午前９時

一瀬常徳・ジョイアス布教所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、日本国内・海外を含む140カ所で第
28回女子青年大会が開催されました。「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」という大会テ
ーマのもと、教祖130年祭の年に開催され、
とても意義深いものとなりました。
　プログラムには、婦人会長様からのメッセ
ージ、グループディスカッション、女子青年
の紹介ビデオ、感話がありました。大会に向
け、婦人会員と女子青年のメンバーは定期的
に集まり、準備を進めてきましたが、普段私
たちがいかに親神様・教祖から守られて、ご
守護を頂いているかということをお互いに再
確認させていただきました。
　今回初めて女子青年大会に参加した方もい
ましたが、心のこもった婦人会長様のメッセ
ージを熱心に聴いていました。グループディ
スカッションでは、親神様から日々頂いてい
るご守護により感謝するだけでなく、いかに

してご恩報じさせていただくかということを
考える良い機会となりました。また、若い会
員にとっては、普段思うことや感じているこ
とを共有して、お互いの親交を深め合う場と
なりました。プログラムの最後におつとめを
つとめましたが、参加者お互いに親神様・教
祖とのつながり、一手一つの和を感じさせて
いただけたのではないでしょうか。参加した
皆さんにとって、本当に素晴らしい大会とな
ったことと思います。
　「女子青年活動のかどめ」
　一、教会へ参拝しましょう　
　一、ひのきしんをしましょう　
　一、にをいがけをしましょう
　これらのかどめは女子青年だけでなく、道
の教友お互いにとっても大切な指針であり、
親神様・教祖にお喜びいただくためのキーワ
ードです。	 	 	

【山中幸恵】

第44回 ハワイ修養会ご案内
開催期間：2017年６月18日（日）～７月13日（木）
修養内容：天理教教典、	教祖伝、	ひのきしん、教話、おつとめ練習
※受講対象者は17才以上です。
受講希望の方は５月21日（日）までに伝道庁事務所までお申し込みください。
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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、限りなく深い親心と尽きせぬ御

守護のまに／＼、成人の道恙なくお連れ通り下

さいます御自慈愛の程は、誠に有難く、勿体な

い限りでございます。私共は、この真実の教え

に導かれ、日々に親神様の御守護を感じ、喜び

勇んで暮らさせていただいておりますと共に、

教祖のひながたに少しでも近づこうと、成人の

努力を積み重ねております。その中にも、本日

は当伝道庁の２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。

　先月のご本部春季大祭の神殿講話にて真柱様

は、私たちが「神一条の信念を確立し、行き渡

らせ、末代かけて伝えるように努力し続けなけ

ればならない」と強調され、「まずは家族をは

じめ、身の周りの人たちにしっかりと信仰を伝

え、たすけ合う生き方を実践して、土地所に陽

気ぐらしの手本を示していっていただきたい」

と促されましたが、私たちはこのお言葉を指針

として今後も歩ませていただく所存です。殊に

教会長は、親神様からお預かりした教会が本当

の意味で陽気ぐらしの手本となるよう、御存命

の教祖のお導きを固く信じ、常に誠真実と低い

心をもって、教会につながる人々を導かせてい

ただきます。

　私ども一同は、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

２月月次祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 一瀬常徳	 宮内泰次	

賛　者	 蘇ジミー	 坂上典明　

指図方	 西村忠正

講話者	 美馬孝俊	 　　（日）

通訳者	 ロビンソン・ジョイ		（英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｍ．稲福	 Ｄ．桧垣

(男性)	 Ｔ．西村	 Ｏ．中尾	 Ｂ．岩田

	 Ｇ．本田	 Ｍ．久尾	 Ｄ．鈴木

てをどり	 庁長夫人	 Ｌ．蘇	 Ｆ．伊藤

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｓ．柿谷	 Ａ．綾川

	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｌ．金城

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｍ．向井	 Ｊ．蘇

拍子木	 Ｒ．山	 Ｃ．齋藤	 Ｄ．齋藤

太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｋ．川崎	 Ｍ．久尾

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｓ．中尾	 Ｓ．社本

小鼓	 Ｃ．齋藤	 Ｔ．一瀬	 Ｎ．坂上

琴	 Ｌ．川崎	 Ｒ．井上	 Ｌ．長田

三味線	 Ｃ．明本	 Ｋ．齋藤	 Ａ．中川

胡弓	 Ｊ．山	 Ｃ．浜田	 Ｎ．熊本

地方	 Ｍ．岩田	 Ｙ．宮内	 Ｔ．岩田

	 Ｄ．川崎	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾

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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　ただ今は、立教180年２月の月次祭を皆様
方と共々に、結構に陽気に勇んでつとめ終え
させていただき、誠にありがたい次第でござ
います。講話のご指名を頂きましたので、た
だ今よりしばらくお取り次ぎをさせていただ
きます。よろしくお願い申し上げます。
　さて、教祖130年祭の一年を無事につとめ
終え、本年は、立教180年の年を迎えさせて
いただいています。昨年の教祖130年祭の神
殿講話で、真柱様は、教祖の親心を根底に置
いて、よふぼくを育てよう、とお話しくださ
いました。まず、そのお話を振り返らせてい
ただきたいと思います。
　お話の中で、真柱様は、
　
　陰暦正月二十六日、教祖のお身上の切迫
と、官憲の厳しい監視の目のはざまで、逡
巡していた人々が、わが身どうなっても
と、意を決しておつとめを勤めます。そし
て教祖は、そのおつとめが勤め終えられる
とともに身をおかくしになったのであり
ます。
　記録によりますと、この日のおつとめ
は、女の人のお役を男が勤めたり、人数も
足りなかったりと、形のうえでは決して十
分ではなかったようであります。しかし、
教祖が満足げにしておられたということ
は、たとえ形は不揃いであっても、一同の
真実をお受け取りくださったということで
ありましょう。（中略）つとめをせよとの
思召から、教祖のご身上をきっかけに神意
を伺い、談じ合い心を定めるという運びを
繰り返して、次第にをやの思いに近づき、
ついにこの日のつとめの決行に至るのであ

ります。（中略）不思議なことに、警官
はやって来ず、おつとめは無事勤め終えら
れました。これで教祖はきっとお元気にな
ってくださると、意気揚々と引き上げて来
た人々は、教祖が御身をかくされたことを
知って、悲嘆に暮れ、茫然自失します。こ
れではならじと気を取り直して、おさしづ
を伺うと、
さあ／＼ろっくの地にする。皆々揃うた
か／＼。よう聞き分け。これまでに言う
た事、実の箱へ入れて置いたが、神が扉
開いて出たから、子供可愛い故、をやの
命を二十五年先の命を縮めて、今からた
すけするのやで。しっかり見て居よ。今
までとこれから先としっかり見て居よ。
扉開いてろっくの地にしようか、扉閉め
てろっくの地に。扉開いて、ろっくの地
にしてくれ、と、言うたやないか。思う
ようにしてやった。さあ、これまで子供
にやりたいものもあった。なれども、よ
うやらなんだ。又々これから先だん／＼
に理が渡そう。よう聞いて置け。
とお言葉がありました。（中略）わが身ど
うなってもの覚悟でおつとめに取りかかっ
た人々の願いと、人々が神一条に立ち切っ

　２月月次祭祭典講話	 　　越乃國ハワイ教会長　美馬孝俊
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てなんとしてもつとめを実行することを求
められた親神様の思惑との間には、大きな
隔たりがあったのであります。
　子供が可愛いならば、いつまでもこの
世においでくださってお連れ通りいただ
きたいというのが子供の願いでありまし
ょうが、教祖のご葬祭の翌日のおさしづ
の中に、
故に二十五年を縮め、たすけを急ぎ、扉
を開いて世界をろくぢに踏み均らしに
でた。

（明治20・２・24）
とありますように、このままでは世界だす
けの道が遅れるとの思召から御身をかくさ
れ、以来、存命の理をもってお導きくださ
ることになったのであります。「世界一れ
つをたすけるために天降った」（『稿本
天理教教祖伝』第１章「月日のやしろ」
）と、可愛い子供をたすけて陽気ぐらしへ
と導いてやりたいとの親心から、だめの教
えをお啓きくだされ、以来、五十年にわた
って、たすけ一条の道の次第を整えられ、
ひながたの道をお残しくだされたうえで、
「今からたすけするのやで」と、なおもた
すけを急ぐと、定命を縮めて、存命の理を
もってお導きくださることになったのであ
ります。

と、年祭の元一日に込められた親神様の思
召について、お話しくださいました。さら
に、130年祭を勤め終えてからの歩み方につ
いて、

　何にもまして、道の将来を担う人材を育
成する必要性を強く感じるのであります。
特に、陽気ぐらしの世界建設のために立ち
働くよふぼくを育てること、増やすことに

力を入れなければと思うのであります。人
を育てるのは、一朝一夕にできることでは
ありません。年限も手間もかかります。（
中略）あらためて足元を見つめ直し、長い
目で道の将来を担う人材を育てる、また、
増やす活動に腰を据えて取り組まなければ
ならないと思うのであります。この道は世
界一れつをたすけて陽気ぐらしの世を実現
することを目指す、末代かけての道であ
ります。
続いてあってこそ、道と言う。　　　　
　　　　　　　（明治39・５・21）

と仰せくださいますが、先人たちが一生懸
命布教してつけた道が途切れるようなこと
になっては目的地に到達できません。紆余
曲折はあっても、途切れることなく続き、
やがて陽気ぐらしへと至る往還道につなが
っていることが肝心なのであります。（中
略）教祖が現身をおかくしになった直後の
おさしづで、「これまで子供にやりたいも
のもあった。なれども、ようやらなんだ。
又々これから先だん／＼に理が渡そう」と
仰せになり、以後、広くお渡しくださるよ
うになったのであります。こうして、広く
お渡しくださるようになったおさづけの理
を戴いたよふぼくが、おたすけに布教に
と赴くところ、随所に不思議なたすけが現
れ、人々は、これこそ教祖ご存命の証しと
勇み立ったのであります	。

と明示され、続いて、

　よふぼくの育て方の手本は、やはり教祖
のひながたにあると思います。立教以来お
よそ二十年間は誰一人として付き従う者と
てなく、ようやくをびや許しを道あけとし
て、ぼつぼつと慕い寄る人が現れ始めたの
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であります。その中からよふぼくになる人
材を導き、育て、さらにはつとめ人衆を見
いだし、仕込んでいかれたのであります。
教祖のひながたの道すがらは、陽気ぐらし
世界建設の人材であるよふぼくを育て増や
すことそのもの、と言ってもいいでしょ
う。教組は、口に、筆に、また、ひながた
を通して、いろいろと手を尽くし、心を配
って教え導かれたように、（中略）こまや
かに心を配り、手だてを尽くして教え、導
くことが大切であります。そして何より
も、頑是ない子供を育み育てるように根気
よくお仕込みくだされた教組の親心を、そ
の根底に置きたいのであります。

と諄々に諭されたのであります。　
　そして、年明けて本年の立教180年の春季
大祭の神殿講話で、真柱様は、「神一条の信
念を確立し、行き渡らせ、末代かけて伝える
ように努力し続けなければならない」と強調
され、さらに教会の役割の大切さを説かれた
上で、「土地所に陽気ぐらしの手本を示して
いくよう」とお話しくださいました。
　その中で、真柱様は、「この世を創造した
親神の思いに沿いきるという心定めが第一で
あり、どんななかでも神一条の精神をしっか
りと胸に治めて通ることが肝心である。親神
様の思召を私たち人間にお教えくださったの
が教祖であり、思召に沿う生き方、行動の手
本を自ら示されたのが、五十年にわたるひな
がたの道である」とお話しくだされました。
　続いて教会の使命（役割）は、「陽気ぐら
し世界の実現に向かって、世界たすけに邁進
することである。身上事情のおたすけを願う
たすけの場所である。また、日々のご守護の
お礼にと足を運ぶ参り所で、そしてこの道を
信じる人々がさらなる成人に努める場であ

り、たすけられた喜びをもって人だすけに向
かう足場、拠点である」と明示され、その上
で、「お道の教会は、会長はじめ所属するよ
ふぼく、信者が一つ家族のような和やかな雰
囲気を湛えていてこそ、土地所の陽気ぐらし
の手本ということができる	」と、諭された
のであります。
　最後に、真柱様は、「世界一れつの陽気ぐ
らしの実現は、なお未来のことだが、その大
きな目標に向かって、教会に関わるみんなが
心を合わせ、一歩一歩、歩みを進めるなか
で、足元から陽気ぐらしの輪が広がってい
く」と強調され、世の中の動きは、私たちの
目指すところからますます遠ざかるかのよう
に思える今日だが、それだけに教会の役割は
重要であるとして、「まずは家族をはじめ、
身の周りの人たちにしっかりと信仰を伝え、
たすけ合う生き方を実践して、土地所に陽気
ぐらしの手本を示していっていただきたい」
と、講話を締めくくられ、	教会長やよふぼ
く、信者の年祭後の歩み方について、心すべ
き点をお話しくだされたのであります。
　真柱様の教祖130年祭の春季大祭の講話
と、立教180年春季大祭の講話を改めて心に
刻み、これからの歩み方の上に生かし、次な
る塚に向かって足元から陽気ぐらしの輪を広
げていこうと思案させていただいているとこ
ろであります。
　ところで私事でありますが、少しお話をさ
せていただきます。家内と私がハワイ布教に
赴いて、今年で早、43年６カ月が経ちまし
た。誠に光陰矢の如し、であります。まだま
だ若いと思っておりますが、今年の６月に古
希を迎えてしまいます。教祖80年祭の年に天
理高校を卒業し、教祖90年祭を迎える３年前
に、理の親と父から「海外布教に出てはどう
か」と勧められ、ハワイ布教に赴くことにな



6 7

ったのであります。
　１年間、伝道庁で伏せこみをさせていただ
いた後、外に部屋を借りて、家内と１歳の長
女と三人での布教生活を始めました｡当時の庁
長は、吉田進先生でした。実のところ、伝道
庁住み込みの件を理の親が吉田先生に打診し
たところ、「今、伝道庁には青年ばかりで、
女性がいない。もし夫婦で住み込みしていた
だくのであれば受け入れます」という返事で
した。つまり、家内のおかげでハワイに来る
ことができたということであります。
　伝道庁の御用をつとめる一方、毎日布教に
歩きましたが、にをいは一向に掛かりませ
ん。そんな中、家内は続けて３度の流産の節
をいただきました。「まだまだご守護ばかり
を願う心はほこりだよ。今はしっかり理づく
りをせよ」と、親神様から叱咤激励のお仕込
みを頂いたのだと受け止め、この節を生き節
にしようと誓い、以来「一日生涯」の言葉を
胸に、布教に歩き続けたのであります。
　やがて５年の歳月が流れ、次女を授けてい
ただきましたが、１歳の健康診断の時、心臓
に穴が空いていることが分かりました。医者
から、「成長するうちに、自然に塞がるかも
しれないが、もし塞がらなければ手術するこ
とになる」と言われ、またもや節を見せてい
ただいた。「まだまだつとめが足りないよ」
とのお仕込みだと思案し、いろいろさんげを
させていただき、にをいがけ、おたすけに、
もっと真心を込めることを神様に誓うので
した。
　そのような節を頂きながらも、三女が生ま
れ、続いて長男と四女を次々に授けていただ
きました。同時に、親としての責任が重く肩
にかかってきましたが、「	神様に凭れて成
人への道を歩み続けていれば、それでいいん
だ。全く先は見えないが、結果は神様の領分

で、全てをお任せすればいいんだ」と言い聞
かせておりました。
　しかし、そんな中、月日は流れ、家族の将
来を考えると、このままハワイに永住すべき
か、日本に帰るべきか、と心は揺れておりま
した。そんなある日、私は交通事故に遭いま
した。ホノルル市内に向かうフリーウェイ
で、渋滞のため中央車線で一旦停止していた
ところ、そこに後方から車が衝突し、車５台
の玉突き事故になったのでした。幸い、重症
のけが人はありませんでした。私はむち打ち
症で、首や肩が痛くなったり硬くなったりし
ましたが、それでも親神様が大難を小難に導
いてくださいました。またもや節を頂いて、
私はあらためて歩むべき道を思案し、そして
ハワイ永住を心定めしたのですが、布教生活
を始めてから、既に17年ほど経ってからのこ
とであります。
　理の親と父の勧めで始めたハワイでの布教
生活でありますが、振り返りますと、深い親
神様、教祖のお導きがあったればこそ、ハワ
イに留まることになり、お道の御用の上に、
たすけ一条の上に、今日までつとめさせてい
ただいているのではないかと、思案させてい
ただくのであります。　　
　明治生まれの父は、50年間教会長をつと
め、享年80歳で出直しました。母は、「家
庭の台」となって父会長をたすけ、且つ戦
後、事情となった部内教会の会長を38年つ
とめ、享年88歳で出直しました。父母が教
会長としてつとめた「たすけ一条の道」は決
して平坦ではありませんでした。父自身の疥
癬の病、母の肺の病、生後間もない次女の出
直しなど、大節の連続でした。しかしその間
一度も不足不満を言わず、むしろ「ありがた
い」と感謝の道を求め、神様に凭れ切って通
ってくれました。
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　私は７人兄弟姉妹の末っ子三男として昭和
22年、戦後のベビーブーム時に生まれたい
わゆる団塊の世代であります。当時は戦後の
混乱期で食料も衣類も不足していた時代でし
た。母は産後、死に至る病と恐れられていた
肺結核を患い、母乳は出ず、配給の粉ミルク
を薄めて私に飲ませていたそうであります。
厳しい身上や事情の節を頂きながら、「尽く
し運び」「人だすけ」の道に奔走していた父
母でしたが、我が子に対しても精一杯心を尽
くし、育て、導いてくれたように思うのであ
ります。
　父と母が晩年、出直す前にハワイを訪れ、
自ら辿った60年余りのたすけ一条の道中を
振り返りながら、「次々と節を見せられる中
も、ああ結構やなあ、と節を喜ぶ歩みの中で
成人させていただけた」と、熱く語ってくれ
たことがあります。その言葉に、父母の「人
だすけに生きる誇りと信念」を感じたのであ
ります。その言葉にどれだけ励まされ、勇気
づけられただろうか、懐かしく思い返す今日
この頃であります。
　さて、	教祖が現身をおかくしになられる
前、初代真柱様の押して願いに対して、

さあ／＼月日がありてこの世界あり、世界
ありてそれ／＼あり、それ／＼ありて身の
内あり、身の内ありて律あり、律ありても
心定めが第一やで。　　

　　（明治20年１月13日）

と、噛んで含めるように、やさしく教えられ
たのであります。月日親神がこの世人間をこ
しらえたのであり、その人間が定めたのもの
が法律であると順序を正され、教祖は、私た
ち人間に、まず心定めることが第一である、
とお教えくださっているのであります。

　また、教祖は、「おふでさき」に、

月日にわにんけんはじめかけたのわ
よふきゆさんがみたいゆへから

（14号－25）　

と明確に教えられています。
　つまり、親神様がこの世と人間を創造され
たのは、人間が陽気ぐらしをするのを見て共
に楽しみたいから、ということであります。
「よふきゆさん」（陽気遊山）、すなわち、
陽気ぐらし世界をこの世に実現することが、
私たちの人生の意義であり、人類究極の目的
であるということになります。
　私たちは、現在様々な形で科学の恩恵を受
け、科学は万能、何でも教えてくれると思い
込みがちですが、世界を見渡すと、未だに（
自然災害は別として）病いや紛争が絶えませ
ん。八つのほこり心が人間の心の中で渦巻い
ています。世界いちれつの陽気ぐらしの実現
は、なお未来のことでありますが、今こそ、
親神様、教祖へのご恩報じの道を、　　

めへ／＼のみのうちよりのかりものを　
しらずにいてハなにもわからん

（３号－137）

のお言葉通り「かしものの身体に感謝」し、
そしてひながたを手本として、「いんねんの
自覚」と「心定め」をもっておたすけの輪を
広げることが肝心であります。それには、先
達がまず自ら育つ努力をし、道の将来を担う
人材育成の上に丹精をさせていただくのが、
喫緊の課題ではないでしょうか。　
　ご静聴ありがとうございました。
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　ハワイ青年会は、１月27日から29日まで、
マウイ島にあるマウイ教会を拠点として、３
度目となる「マウイ・ミッションキャラバ
ン」を実施し、ハワイ女子青年のメンバーを
含む８名が参加しました。
　初日は素晴らしい天気のもと、岩田タッ
ド・ハレアカラ教会長の手伝いを頂き、マウ
イ教会の神殿のワックスがけひのきしんをし
ました。最初に神殿の長椅子や家具をどけ
て、古いワックスを剥がし、乾いた後に新し
いワックスを塗り、乾かした後に再度塗る工
程を何度かくり返し、ピカピカに輝くフロア
ーに仕上げました。ひのきしん後は、ハレア
カラ教会を参拝し、マウイ教会に戻った後夕
づとめに参拝し、夕食はバーベキューをしま
した。
　二日目は残念ながら朝から荒れ模様で、ど
んよりとした一日となりました。この日は、
パイア・タウンの近くにあるホオキパビーチ
や、プカラニ布教所（伊藤フェイス所長）、
グリグリ（マウイの有名なシャーベット）ス
トアを訪れました。
　マウイにいる教友は、ハワイの大多数の教
会・信者とは離れているので、どちらかとい
うと孤立していて、その年齢層も上がってい

青年会「マウイ・ミッションキャラバン」──久尾マイルス（マウイ教会）
るため、今回のようなひのきしんを行うのも
容易ではありません。オアフ島で青年会が実
施している伐採ひのきしんのように、すぐに
人が集まり、現場まで運転してすぐに行える
のとは違い、人手も資金も不足しているのが
現状です。ですから、今回のキャラバンで
は、自分たちだけでは出来ないような事を半
日で終わらせていただき、皆さんが喜んでく
ださり、勇気づけてもらえたと思います。も
ちろん私たち家族も感謝しています。
　私たちは、皆ハワイの道の教友だと考える
と、オアフ島以外の島を訪れ、今回のような
イベントを行うことは意味のあることだと思
います。ワックスがけも大事ですが、何より
もそのひのきしんを通してお互いの絆を深め
ることができますし、その島のお道を活気づ
けてくれると思います。天理教では「一手一
つ」という言葉が頻繁に使われますが、一つ
のチーム全体で一つの事をやり遂げる、そん
なひのきしんを行っているときこそ、最も「
一手一つ」の言葉が輝くときだと思います。
そして親神様がもっとも喜んでくださること
だと思います。「ひのきしん」は私が一番好
きな教えであり、それを通してお道の「にを
い」を楽にひろげることができます。マウイ
島に住む私たちにとって、このキャラバンは
本当に大切であり、ハワイのお道（他の教友
や会活動）とのつながりを強めてくれるもの
です。毎年開催されることを願っています
が、次回はビックアイランド（ハワイ島）で
いかかでしょうか。
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　2月６日から16日まで、10回目となる海外
研修が行われ、学生18名と教員２名が来布
しました。

天理教校学園高校海外研修
　今年の８月から来年３月末までおぢばで後
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

　２月20日（祝）ハワイ婦人会・青年会・少
年会・女子青年合同で、天理文化センターの
大掃除を行いました。ひのきしんには、サタ
デースクールや天理柔道クラブのメンバーも
参加しました。

天理文化センター大掃除

　２月23日（木）伝道庁で母親講座が開催さ
れ、20名が受講しました。講師は、久尾智
代・マウイ教会長夫人がつとめました。

母親講座

　４月の伝道庁月次祭は、第２土曜日の８日
に執り行われます。第３日曜日の16日では
ありませんので、周知頂きますようお願いい
たします。

４月月次祭日

　２月26日（日）	教祖219回目のお誕生日を
祝い、	ハワイ島のカカコ教会を会場に婦人会
教祖ご誕生お祝いの集いが開催、会員30名が
参加しました。

婦人会教祖ご誕生お祝いの集い

　２月号で教人資格講習会英語クラス開催期
間を６月27日から７月11日までと記載してい
ましたが、正しくは、８月27日から９月10日
でした。お詫びして訂正致します。

お詫び・訂正

　海外部ホームページで修養科の紹介ビデオ
が視聴可能になりました。
　海外部ホームページ（kaigai.tenrikyo.
or.jp）にアクセスし、「外国語クラス案内」
をクリックし、視聴する言語を選択すると動
画が再生します。

修養科外国語クラス紹介ビデオ

　おぢばでの後継者講習会開催に伴い、海外
の各拠点でも後継者研修会が開催されます。
ハワイ伝道庁では、来年2018年２月24日に
開催を予定しています。

後継者研修会

　３月27日（月）午前
10時より伝道庁にて、
春季霊祭が執り行われ
ます。霊祭に続き、右
記の方々の年祭も執り
行われます。

春季霊祭

５年祭	 カウヒニ和子・愛盛分教会教人	 （東愛）

20年祭	 出田まさえ・ハウイキ布教所長	 （本島）

30年祭	 依田志ち・アラモアナ布教所長	 （南海）

50年祭	 武田ハルノ・ミシマヒロ教会初代会長	 （中和）
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婦人会だより
　天理教校学園高校の生徒さんへのお世話取り、あ
りがとうございました。次世代の育成は重要課題と
お聞かせいただく今、今月開催される少年会キャン
プに心を込めてつとめ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

　３月11日（土）		 9：30
■月例会議

　３月13日（月）		 9：00
■鳴物練習

　３月14日（火）		 9：00

■第57回教祖ご誕生お祝いの集い

　４月４日（火）		 19：00
※御供３ドル、ハッピ、白靴下着用です。
※直会当番は、合同Ｃグループです。

　　天理教婦人会第99回総会
　	 	 日時：4月19日（水）午前9時半
　		 	 場所：本部中庭

青年会だより
　アロハ！皆さん元気にお過ごしのことと思いま
す。先月の25、26日は伝道庁の階下ホールの床磨
きと神殿のペンキ塗りをさせていただきました。伝
道庁に行かれたら是非ピカピカに輝くホールと神
殿をご覧ください。川崎カイル会長には床磨き、
浜田チャドさん、ルイ・ヤップ君には、神殿壁の
ペンキ塗りとそれぞれ中心になって作業を進めて
くれました。ありがとうございました。大亮様を
お迎えするに向けて、皆が一つになれた素晴らし
いひのきしんでした。親神様・教祖にも間違いな
く喜んでいただけたと思います。
　いよいよ今月24～26日は少年会スプリングキ
ャンプが行われます。夜のパトロールやテント設
置・撤収のひのきしんにお手伝いを頂きたいと思
います。よろしくお願いします。

■月例会議

　３月15日（水）	 19：30
■教典勉強会

　３月29日（水）	 19：00

		1日（水）・月例コミュニティーひのきしん
		4日（土）・向井元教おぢばより帰任
		6日（月）・月例にをいがけデー
		7日（火）・天理文化センター月次祭	
		9日（木）・向井アメリカ伝道庁へ出発
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）・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
14日（火）・婦人会鳴物練習
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
20日（月）・ワイキキ神名流し
24日（金）	・少年会スプリングキャンプ
25日（土）	・少年会おつとめまなび総会
26日（日）・遥拝式/鳴物練習
		 	 	 	 ・少年会キャンプ解散
27日（月）・春季霊祭
29日（水）	・青年会教典勉強会

3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日午前10時から伝道庁神殿で行います。申し
込みはハワイ伝道庁か中川オードリー（audsn@
hawaii.rr.com）までご連絡ください。
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