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今月の言葉　陽気ぐらしの教え

おやさまのお言葉
	 「ふしから芽が出る。」	

『天理教教祖伝』142頁、273頁
　人生、時には思い通りに事が運ばず、苦し
くて、その場にしゃがみ込むようなこともあ
ります。そんな時、自分の本当の姿が見えて
きます。何も分かっていないのに分かったつ
もりで天狗になっていた自分、人を見下して
きた自分…。七転八倒身悶えしながら、弱い
自分も、ずるい自分も、情けない自分も、心
に刻み込みます。苦しい時というのは、とこ
とん自分と向かい合い、自分を知る格好の機
会。苦しみが心を浄化します。
　自分は弱いと知っていること、これが強み
です。自分のありのままを心に刻めば、もう
それより下に落ちることはありません。人間
が転落するのは、自分を見失い、周囲が見え
なくなるからです。
　苦しいときに苦しいのは、当たり前。しっ
かり苦しむのがいいのです。親神様がお与え
くださった「苦しむべき旬」だからです。苦
しんだ経験は無駄にはなりません。間違いな
く、今後の自分を支える糧、生きていくため
の原動力になります。ふしを与えてくださる
のも、ふしから救い上げてくださるのも、ふ

しから素晴らしい芽を出してくださるのも、
みんな親神様のお計らい。
　危機に瀕すれば、信じられない底力を発揮
するのが人間です。脆く壊れやすいのです
が、同時に、想像以上に強靱でもあります。
慢心するほど頑丈ではありませんが、絶望す
るほど非力でもありません。苦境に負けない
だけの地力は、親神様が授けてくださってい
ます。萎れそうで、逆にそこから新芽を吹く
生命力を宿しているのです。
　困難に出合い、それを人生の重荷と感じ意
気消沈する人がいます。逆にそれを、新たな
芽を出すための「ふし」だと奮い立つ人もい
ます。
　ぎりぎりのところまで追い詰められなが
ら、教祖に心をつなぎ、渾身の力で立ち上が
ります。苦難が自分の殻を打ち砕き、その時
振り絞る真実が、自分の新しい形を造りま
す。信仰が生み出す奇跡です。
　どんな苦労の道中も、「ふしから芽が出
る」といそいそと陽気にお通り下さった教祖
のひながた。人生のここ一番という時に、私
達をがっちり支え、力強く励まして下さい
ます。

【平野知三】

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14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。

　親神様には陽気ぐらしを楽しみに人間世界を

お創め下さり、日夜絶え間なくお見守り下さ

れ、結構にお連れ通り下さいます御守護の程

は、誠にありがたく勿体ない極みでございま

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

３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。

　今月の24日から26日にかけて少年会のスプリ

ング・キャンプ、25日には少年会総会を開催さ

せていただきます。道の将来を担う子どもたち

に信仰の喜びとおつとめの大切さを伝え、ハワ

イの道が「末代」となり、真柱様のご期待に応

えられるよう、スタッフ一同しっかりと取り組

ませていただきます。また27日には春の霊祭を

つとめさせて頂き、先人の方々のご功績と道す

がらを偲び、しっかりとその志を受け継がせて

頂きたいと存じます。

　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

ろんのこと、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、

３月月次祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 美馬孝俊	 	 稲福道興	

賛　者	 桧垣ダニエル		 美馬ブレイン　

指図方	 中尾善宣

講話者	 一瀬常徳	 （日）

通訳者	 宮内ルミ	 		（英）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｓ．柿谷	 Ｄ．明本

(男性)	 Ｒ．山	 Ｓ．椎葉	 Ｂ．美馬

	 Ｍ．社本	 Ｗ．三國	 Ｈ．山本

てをどり	 庁長夫人	 Ｍ．岩田	 Ｒ．宮内

(女性)	 Ｍ．柿谷	 Ｋ．齋藤	 Ｌ．長田

	 Ｃ．明本	 Ｔ．中尾	 Ｙ．川崎

笛	 Ｙ．宮内	 Ｔ．岩田	 Ｍ．中尾

チャンポン	Ｇ．本田	 Ｄ．川崎	 Ｄ．鈴木

拍子木	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｓ．社本

太鼓	 Ｍ．岩田	 Ｍ．久尾	 Ｄ．齋藤

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	 Ｃ．美馬	 Ｋ．金川	 Ｙ．一瀬

三味線	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｓ．中尾

胡弓	 Ｍ．三國	 Ｌ．本田	 Ｌ．井上

地方	 Ｙ．中尾	 Ｏ．中尾	 Ｄ．桧垣

	 Ｔ．井上	 Ｓ．中尾	 Ｂ．岩田

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。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、ハワイ伝道庁の３月の月次祭を
皆さまと共に陽気につとめさせていただき、
親神様、教祖にお喜びいただけたことと思い
ます。初めに、今日、私の講話を通訳してく
ださる宮内ルミさんにお礼を申し上げたいと
思います。ルミさん、ありがとうございま
す。しばらくの間ご清聴下さいますようお願
いいたします。
　本年１月に教会本部で勤められた春季大祭
のご講話で真柱様は、「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」とのお
さしづを引用された後で、「人間は法律に従
わざるを得ないが、法律は時代により、為政
者によって変わり得るものである。動かすこ
とのできない親神様の思召と、人間が定めた
法律とを同列に置いて論じるのではなく、そ
の順序を明らかにしたうえで、どんな中でも
神一条の精神をしっかりと胸に治めて通るこ
とが肝心だとの仰せであると思う」とお話し
くださいました。
　「さあ／＼月日がありてこの世界あり…」
という教祖のお言葉については、教祖伝第十
章に、

　親神が先ず坐して、この世界が生れたの
である。世界が生れてから、そこに国々が
あり、その中に人々が居り、その人々が身
体を借りて居る。その人間が、住み易いよ
うに申し合わせて作ったのが法律である。
いかに法律が出来ても、それを活用するか
否かは、人の心にある。即ち、一番大切な
のは心である。この順序を知ったならば、
確りと親神の話を聞いて、真心、即ち親神
に通じる眞の心を定める事が何よりも大切
である、と教えられた。

とその順序と意味合いが分かり易く書かれて
います。
　社会生活をするにあたっては、法律に従う
ことは大変大切なことです。が、しかし、今
日一日その社会生活をさせていただけるの
も、法律との板挟みというような状況が発生
するのも、考えてみれば、親神様が一瞬たり
とも休むことなくご守護下さり私たちを生か
せてくださっているからこそのことです。私
たちよふぼくは、この順序をしっかり自覚し
ながら日々を通らせていただかなければなり
ません。
　空は青く澄み渡り、涼しい貿易風が吹くこ
のハワイで私たちは生活させていただいてい
ます。ちょっと暑いなァとか今年の１月２月
には寒いなァと感じることはありましたが、
しかし、私たちは恵まれているなァ…といつ
も思っています。私たちはそんなハワイに居
住するよふぼくです。と同時に私たちはそれ
ぞれの社会的立場を持っています。
　少し現実的な話になりますが、私自身の立

　３月月次祭祭典講話	 　　ジョイアス布教所長　一瀬常徳
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場を考えてみますと、個人的立場としては、
私は妻に対する夫であり、子供たちに対する
父親であり、孫たちに対するおじいちゃん、
友達たちに対しては友人という立場がありま
す。社会的立場としてはハワイ州のパラリー
ガル、そして公証人であり、また、コンサル
タントという立場も持っています。
　私には妻に対する夫としての立場と同時
に、よふぼくとしての立場が常に存在してい
ます。結婚して45年になる私たちでも、た
まに意見が合わないことがあります。私も家
内も、夫、妻という立場だけで相手に向かっ
ている時にぶつかり合いが生じます。頭から
湯気を出しながらも一旦神殿に座ると、時に
応じたご教理が頭に浮かび、八つのほこりに
該当する心を使っていたことに気付きます。
つまり、私はよふぼくとしての立場を忘れて
家内に向かった結果、言い争いになったわけ
です。
　皆さんも私と同じような個人的立場を持っ
ておられますし、同時に社会的立場も持っ
ておられます。例えば、ペンキ屋を営むよふ
ぼくであったり、医者や弁護士としての社会
的立場・職業に就いているよふぼくであった
り、エンジニアであったり、会計士であった
り、オフィスワーカーであったり、学校の教
師であったり。多種多彩な社会的立場を持っ
ていると思います。例えば教師という職業だ
けを見ても、校長として学校の経営に当たる
よふぼくであったり、副校長の立場を持つよ
ふぼくであったり、大学の教師であったり、
小学校や幼稚園などの教師であったりと、こ
れも多種多様です。
　「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」というお言葉でお示しく
ださった順序に照らし合わせて考えてみます
と、それは、ペンキ屋を営むよふぼくの場合
であれば、ペンキ屋という職業に就きながら
も、日々をよふぼくの精神をもって通ること
が肝心なんだということであります。もしペ
ンキ屋としての立場を取るか又はよふぼくと
しての立場を取るかというような状況、つま
りどちらか一方を選ばなければならないよう
な状況に遭遇した場合には、よふぼくとして
の心遣いを優先しなさい、とお教えくださっ
ているのだと思うのです。
　弁護士さんのように他人様の有罪無罪など
に関わる責任の重い仕事に就いている人であ
れば、事務所でクライアントにアドバイスし
ている時でも、または法廷で弁護している時
でも、自分自身の損得や立場より、よふぼく
としての立場を優先しなさいとお教えくださ
っているのだと思います。これが真柱様がお
話しくださった「神一条の精神」であり、「
どんな中でも神一条の精神をしっかりと胸に
治めて通ること」とは、よふぼくとしての自
覚を忘れずに生活することを仰っておられる
のだと思います。
　私も生活のニーズとお道の御用のどちらを
選ぶか、という局面を何度か経験したことが
ありますが、そのうちの一つを簡単にお話し
させていただきたいと思います。
　ずいぶん前のことになりますが、ハワイ伝
道庁長が吉田進先生の頃から、「修養科英
語クラスの一期講師を務めてくれないか？」
と依頼を受けてはいたのですが、その度に「
子供たちはまだ小さいし、生活がありますの
で…」と辞退させていただいていました。永
尾一夫先生が庁長になられてからも依頼を受
けてはいましたが、やはり同じ理由で辞退さ
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せていただいていました。
　そんな中、現在皆さんもお使いくださって
いる「おふでさき英語版」の翻訳会議のた
め、何度かおぢばへ帰らせていただていまし
たが、1988年の12月、翻訳会議が終わって
横浜の上級へ参拝し、明日は成田からハワイ
へ帰るという夜。真夜中に警察からの電話で
起こされました。会長である兄が、車で信者
さんをご自宅まで送って行く途中で、若者た
ちが運転する車に正面衝突されて大怪我をし
たということでした。病院へ駆けつけると、
「身体の右側の骨はすべて骨折しています。
生きているのが不思議なぐらいです。少なく
とも三ヶ月は入院してもらうことになるでし
ょう」と医者に言われました。頭も顔も腫れ
あがり、身体中包帯とチューブだらけでした
が、ジェスチャーで「大丈夫だから、予定通
り今日ハワイへ戻りなさい」と言うので、私
は予定通りその日の夕方成田空港から飛行機
に乗りました。
　飛行機の中では、「上級の会長でもある兄
の交通事故。三ヶ月の入院。教祖は一体何を
私に仰っているのだろうか…。どう悟ればい
いのだろうか…」と考えながらホノルルに到
着しました。税関を出ると、そこに永尾庁長
先生が書記の鈴木さんと一緒におられ、「お
帰り！」とわざわざお迎えに来てくださって
いました。全く恐縮しながら車に乗せていた
だき、空港のパーキング場を出ると間もな
く、「どうかな…、来年の修養科英語クラス
の一期講師、引き受けてくれないかな…？」
と永尾先生が言われるのです。「エーッ！！
！」親神様、教祖が、上級の会長の三ヶ月の
入院を通して私に仰りたいことが明確に理解
できました。私は、「はい。受けさせていた
だきます」と即答しました。

　布教所に着いてから永尾先生と鈴木さん、
そして家内を前にして、帰国当日の出来事、
そして飛行機の中で三ヶ月の入院という節を
どのように悟らせていただけばよいのかと考
えていたことなどを話しました。家内は即座
にそしてスッキリと私の一期講師の承諾に賛
同し、永尾先生も、「あんな即座に受けてく
れたのでちょっと驚いていたんだけど、そう
いうことだったのか…。神様がなさることは
本当に見事だね…」と言われました。
　一期講師を受けさせてはいただいたもの
の、やはり留守の間の生活費のことが心配に
なりました。それまでも私たちは何度となく
「不思議が神やで」を体験させていただいて
いましたので、親神様、教祖にお任せしよ
う、と家内と心を定め、長くなりますので詳
しい話は省かせていただきますが、その後不
思議なおたすけや、お世話させていただいて
いた方からの全く予期しなかったお供えな
どから、翌年３月下旬のハワイ出発前には、
私がおぢばから戻る７月までの生活にちょう
ど足る金額が手元に集まっていました。四人
の子供たちを抱えての生活費を稼ぐこと、つ
まり私の社会的な責任ということになります
が、それを優先するのか、それともよふぼく
として神意を優先するのか、という状況であ
ったわけですが、「心定めが第一やで」とい
う教えを優先させていただいた結果、親神
様、教祖から鮮やかなお手配を見せていただ
いた、という体験でした。
　教祖や当時の先生方が体験されたような、
「法に背くか否か」というような緊迫した状
況は、宗教の自由が認められている現在のア
メリカでは起こりません。つまり、現在のア
メリカにおいて、「動かすことのできない親
神様の思召と、人間が定めた法律とを同列に
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置いて…」という状況はほとんど起こり得ま
せん。ですから、私たちが体験するかも知れ
ない状況は、せいぜい自分が勤める会社や自
分の損得を優先するか、よふぼくとしての心
遣いを優先するかというような板挟みの状況
であろうと思います。よふぼくとしての心遣
いを常に忘れていないのであれば、そのよう
な板挟みの状況は発生すらしません。どのよ
うな状況であっても、よふぼくとしての心遣
いを忘れないようにしたいものです。
　さて、真柱様は、「神一条の精神」と仰い
ました。よふぼく手帳には、「神一条の精
神」は、「ひのきしんの態度」、「一手一つ
の和」と共に、よふぼくとして日々の生活に
おいて守るべき三つの信条のうちの一つであ
ると書かれています。そして「神一条の精
神」は「神一条の信条」という題の下で次の
三つの項目に分けて説明されています。詳し
くはよふぼく手帳をお読みいただくことをお
願いして、ここでは要点だけを紹介させてい
ただきます。
　最初の項目は、「原典の活用」とあり、「
私たちは、常に原典、教典、教祖伝に親しま
せていただき、神一条の信念と喜びを培わせ
ていただくことが大切で、原典、教典、教祖
伝は、各教会においてのみならず、よふぼく
の各家庭においても、毎日拝読させていただ
き、活用させていただきたいものです」と書
かれています。
　二番目の項目「おぢば帰り」には、「元の
ぢばを離れてこの道の信仰はなく、おぢばを
忘れて私たちの成人させていただく道はあり
ません。故によふぼくは、おぢばに帰らせて
いただいて、存命の教祖のお心にふれ、その
お導きをいただいて、常に心の成人をさせて
いただけるよう努めることが大切です」と書

かれています。
　三番目の項目は、「おさづけの理」です。
「おさづけの理は、たすけ一条を誓う一日の
日の真心に授けられる生涯末代の宝でありま
すから、よふぼくは教祖の道具衆として、た
すけ一条をお急き込みくだされる教祖の思召
を体して、生涯をかけておさづけを取り次が
せていただけるよう心がけましょう」と書か
れています。
　この三つの項目をまとめてみますと、「神
一条の精神」とは、常に原典、教典、教祖伝
に親しまさせていただいて神一条の信念と喜
びを培わせていただき、おぢば帰りをして存
命の教祖のお導きをいただき、生涯をかけて
おさづけを取り次がせていただく精神、とい
うことになります。
　三番目の項目には「おさづけ取次の心得」
の説明もありますことから、この「神一条の
精神」とは主に「よふぼくが持つべき精神」
のことを意味しているのだと思います。従っ
て、本年の春の大祭で真柱様が、「どんな中
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…」とお話しされたのは、主に
はよふぼくである私たちに仰ったことだと拝
察できます。
　ところで、先ほどお話ししましたよふぼく
手帳の三番目の項目に、「よふぼくは教祖の
道具衆として…」とありましたように、よふ
ぼくは「教祖の道具衆」であるとお教えいた
だいています。
　二代真柱様は、昭和41年10月26日に開催
された「立教129年天理教よのもと会総会」
において、
　「…皆さんは、教祖の道具衆なのでありま
す。教祖の心に入り込んでいただいて、教祖
のおつとめ、世界一れつに陽気ぐらしを味わ
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っていただくにをいがけの道具となり、陽気
ふしんのよふぼくとなって、持場持場を固め
ていただきたいのであります」
とお話しくだされ、私たちよふぼくは、多く
の人たちの中から見出されて、教祖の道具と
して、世界だすけの上に働くところの徳を与
えられた者たちであるとお話しくださってい
ます。
　また、おさしづの中でも、道具に譬えてよ
ふぼくのお話をされている箇所がたくさん出
て参ります。
　明治21年９月２日のおさしづに、

さあ／＼道具々々どのようの道具もある。
三年五年目に使う道具もある。日々に使う
道具もある。三年五年使う道具でも、生涯
に一度使う道具でも、無けねばならん。

ともありますように、生涯でたった一度しか
使わない道具もあるようですが、それでも必
要な時にその道具がなければ建設は完成でき
ません。
　明治23年９月26日のおさしづには、

どんな道具も同じ事である。どんな働きす
るにも道具揃わねば仕事は出来ん。

とあり、道具が揃わなければ仕事ができな
い、と仰っておられます。これは陽気ぐらし
世界の建設には、まず道具を揃えなければな
らない、と仰っているのだと私は解釈してい
ます。家一軒建てるにしても、最近の建築様
式は以前とは随分変わっているようではあり
ますが、例えば金づち、ノコギリ、カンナな
ど必要な道具が全て揃わなければきちんと建
てることはできません。

　明治26年２月６日のおさしづには、

どんな者でも仕込めば道具に成る。

とあり、道具に成らないよふぼくはないと親
神様は仰って下さっています。
　明治31年3月30日のおさしづに、

物によって、三尺の道具要るのに、一寸の
道具では間に合うまい。道具と言えば同じ
一つの名なれど、三尺の道具と一寸の道具
と、同じ一つの用に使われるか。一寸は
一寸の用、三尺は三尺の用に使わにゃな
ろまい。

とありますように、陽気ぐらし世界の建設と
いう途方もない大プロジェクトを完成するに
あたっては、私たちの想像を遥かに超えるよ
うな多種多彩な道具、つまり多種多彩なよふ
ぼくが必要なのだと仰っておられます。
　明治33年6月23日のおさしづで、

そのまゝ／＼使い流しの道具あれば、又随
分々々大事にする道具もある。

とも仰っておられますので、私たちよふぼく
としては、日々自らの心を成人すべく努める
こと、つまり大事にお使いいただけるように
常に磨いておくことが肝心なんだということ
だと思います。
　明治34年6月14日のおさしづには、

残らず道具良い道具ばかりでも働き出来
ん。良い道具悪しき道具合わせて出ける。

ともあります。悪しき道具と仰ってはおられ
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　ハワイ学生会は、２月24日から26日まで
２回目となる「教会お泊まり会」を髙知誠教
会と伝道庁で実施しました。
　初日は髙知誠教会にお世話になりました。
焼き肉ディナーの後に、柿谷会長から教会の
成り立ちや、先生の信仰についてお話をして
いただきました。特に、つとめとさづけの大
切さを強調されていて、おさづけを取り次ぐ
ことをためらってはいけない、という言葉が
心に残りました。翌日は朝早くから朝づとめ
や朝食の準備を手伝い、午前中は今回のメイ
ンイベントである「３時間ひのきしん」を皆
で勇んでさせていただき、教会を後にしまし
た。
　二日目の昼から伝道庁で活動しました。ち
ょうどその日は青年会がホールでひのきしん
をしていて、それを手伝うことになりまし
た。元々のスケジュールには「学生会行事」
とだけ記されていたので、学生会スタッフは
あらかじめひのきしんに加わることを計画し
ていたのでしょう。とにかく、ひのきしんに

精を出した長い一日の終わりに食べたバーベ
キューは今までで最高でした。
　最終日は早朝からラニカイビーチに行き、
日の出に合わせて座りづとめ・よろづよをビ
ーチでつとめました。贅沢な景色に囲まれて
ビーチで朝食を食べる、これまた最高の時間
となりました。今回の教会お泊まり会は、参
加者が少なく、プロクラム中に抜けたり戻っ
たりというメンバーもいる中で、それでも必
ず一人は残りプログラムを進めることが出来
ました。
　学生会を代表して今回の行事をサポートし
てくださった皆様に心から感謝いたします。

ハワイ学生会「教会お泊まり会」　宮内ケニー委員長

ますが、このおさしづの中の意味合いでは、
これは古い道具、つまり使い古した道具のこ
とを仰っているようです。新しい道具が手に
入ったので、これまで使ってきた古い道具は
もう必要ない、というのではなくて、古い道
具もあるからこそ建設が出来るんだ、と仰っ
ているようです。
　陽気ぐらし世界の建設において、私たちは
それぞれがどのような道具なのでしょうか。
どれだけ頻繁にお使いいただいているのでし
ょうか。すこしでもお役に立っているのでし
ょうか。

　これらは全て親神様、教祖のご判断に委ね
ることでありましょう。従って、私たちよふ
ぼくとしては、見るもの聞くもの全てに親神
様のご守護を感じ、ご存命の教祖が常に私た
ちに御心をかけて下さっていることに御礼申
し上げ、生かしていただいていること、今こ
こにこうして居させていただけること、それ
自体に喜びを感じ感謝申し上げながら、神一
条の精神を培い育み、さらにしっかりと胸に
治めて日々を陽気に勇んで通らせていただき
ましょう。
　ご清聴ありがとうございました。
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　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。講話は、中尾オーエン・パー
ル教会長がつとめます。教会長・布教所長会議
はありません。

４月月次祭日

婦人会だより
　日本ではそろそろ桜の花が咲く季節。ハワイ婦人会
は毎年、教祖の御誕生をお祝いして教祖にお喜び頂け
るよう女鳴物をよろづよ八首から十二下りまでつとめ
させて頂いています。お役に当たっている方、そうで
ない方にもきっと教祖の優しく温かい励ましのお声が
頂けると信じます。楽しみに楽しみにこの日を迎えさ
せて頂きましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウエストハウス		 9：00	-	12：00
■月例会議（会議後鳴物練習を行います）

　４月３日（月）		 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。
■ヌアヌハレ慰問

　４月８日（土）		 9：30
※ＩＨＳ缶詰寄付は、4/8が締切です。
※教祖御供の焼き菓子受付は、4/8～4/10です。
※月次祭直会当番は、合同Ｂ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

　３月９日（木）向井元教部員がアメリカ伝
道庁書記として半年間勤務の予定で出発しま
した。

人事連絡

日　時：	 2017年４月20日（木）午後５時
場　所：	 本部第三食堂
参加御供：	 1,000円（12歳以下は無料）
※参加希望者は直属教会を通じて、海外部庶
務課（4月13日締切）までお申し込み下さい。

海外帰参者の夕べ

台檀教会	 	 　6/25（日）1pm
ミッドパシフィック布教所　9/23（日）2pm
※詳細は、鈴木ダレル（227-4884）までお
尋ねください。

ジョイワークショップ

山中庁長、州議会で「開会の祈り」
　３月17日（金）、山中庁長がハワイ州議会下
院の定例議会にて「開会の祈り」を主導しまし
た。これは同州議会下院議員のナカムラ・ネイ
ディーンさん（ラナイ教会）の働きかけにより
実現しました。山中庁長は、親神様や陽気ぐら
しなど、お道の言葉を交えながら祈り文を読み
上げました。

　アロハ！先月末に開催された少年会スプリング
キャンプにお手伝い下さった皆様ありがとうござ
いました。今年も素晴らしいキャンプになりまし
た。特に中尾ルイスさんには、青年会と少年会の
連絡役として、プログラムの計画から進行まで携
わってもらいました。おかげでキャンプをスムー
ズに進めることができました。ありがとうござい
ました。皆様のサポートのおかげで、５月の大亮
様お入り込みに向けた大きな一歩となりました。
　５月17日に大亮様が来布されます。以下、青年
会が関わる主なイベントを記します。
　５月19日、午後７時、レインボーハレで大亮様
との会食があります。ハワイ青年会員だけが参加
対象です。
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		 3日（月）	 ・婦人会例会
		 4日（火）	 ・天理文化センター月次祭	
		 	 	 	 ・婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
		 6日（木）	 ・少年会会議
		 7日（金）	 ・学生会ひのきしん
		 8日（土）	 ・月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
10日（月）	 ・月例にをいがけデー
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会
12日（水）	 ・月例コミュニティーひのきしん
		 	 	 	 ・青年会会議
13日（木）	 ・庁長夫人帰本（～23日）
15日（土）	 ・青年会ひのきしん
16日（日）	 ・少年会教祖ご誕生お祝い行事
		 	 	 	 ・おやさと練成会オリエンテーション
17日（月）	 ・ワイキキ神名流し
21日（金）	 ・青年会ひのきしん（～23日）
		 	 	 	 ・アダプトハイウェイ清掃
24日（月）	 ・庁長帰本（～5/3）
26日（水）	 ・遥拝式/鳴物練習
		 	 	 	 ・青年会教典勉強会
29日（土）	 ・全教一斉ひのきしんデー

４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

　スプリングキャンプに参加してくれた皆さん、
ありがとうございました。初めて参加する子も含
めて80名近くが参加しました。子供たちは総会で
のおつとめ、新しい友人との出会い、おいしい食
事や野外活動を通してたくさん学んでくれたこと
と思います。各会のメンバーや伝道庁スタッフか
らたくさんのサポートを頂き成功裏につとめ終え
ることができました。ありがとうございました。

■教祖ご誕生お祝い行事

　恒例の教祖ご誕生お祝い行事を４月16日の日曜
日、午前10時から伝道庁で行います。スクリーン
に教祖の物語を上映したり、お楽しみゲームもあ
ります。家族、友人を誘って参加してください。

　５月20日、午前９時半、青年会創立100周年決
起及び第60回ハワイ青年会総会を開催します。受
付は８時半からです。
　同日、午後６時半から、パゴダホテルのインタ
ーナショナル・ボールルームでレセプションを行
います。参加費は一人20ドルで、こちらから先に
招待状を送りますので、招待状を受け取った方で
参加希望の方はキクチ・カイル（Eメール：Kyle.
kikuchi@gmail.com、電話：808-221-7644）ま
でご返信下さい。参加上限は300名までです。本
来は35ドルかかりますが、青年会が助成すること
で未信者の方も多く参加できるのではとの思いか
ら、20ドルでさせていただきますので、友人・家
族を誘ってご参加ください。	そして、「親孝行、
夫婦仲良く、陽気ぐらし」を実践して、青年会創
立100周年に向けて精進させていただき、家族・
友人、そして世界中に喜びをひろげていきましょ
う。４月は、大亮様のお入り込みに向けて、沢山
のひのきしんや行事が控えています。
４月８日	 伝道庁月次祭
４月15日	 伝道庁神殿床ワックスがけ
４月16日	 少年会教祖ご誕生お祝い行事
４月21日（午後７時）～４月23日
	 	 レインボーハレのリノベーション
４月29日　全教一斉ひのきしんデー
　４月月次祭後に、レインボーハレのリノベーシ
ョンに向けて以下のひのきしんをさせていただき
ます。
◎壁に貼ってあるものを剥がし倉庫に入れる。
◎ピアノなどの大きな楽器、家具を倉庫に入れる。
◎捨てるものを外に出す。
◎窓枠などペンキをつけたくない物を新聞紙やテ
ープでカバーする。
　レインボーハレでのひのきしんは、内装のペンキ
塗り替え、２階フロアーのカーペットはり替え、階
下フロアのフローリングを行う予定です。皆様の参
加お待ちしています。

■月例会議

　４月12日（水）	 19：30
■教典勉強会

　４月26日（水）	 19：00
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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

全教一斉ひのきしんデー立教180年

オアフ島ホノルル	 ホノルル動物園	 	４月29日（土）午前９時

マウイ島マカワオ	 マカワオ軍人墓地	 	４月29日（土）午前９時

モロカイ島マウナロア	 アリイ海浜公園	 	５月７日（日）午前９時

ハワイ島コハラ		 オールド・コナ空港公園	 	５月７日（日）午後２時

ハワイ島ヒロ 	 ホメラニ軍人墓地	 	４月29日（土）午前８時

ハワイ島コナ 	 コナ・メモリアル公園	 	５月14日（日）午前11時


