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4月29日にホノルル動物園で開催された全教一斉ひのきしんデー（オアフ島地区）に160名が参加

まこと
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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

「ぼんぼん、よう来やはったなあ。」 
『天理教教祖伝逸話篇』49「素直な心」

　
　人は幼少時、豊かな情愛に包まれ、相手へ
の思いやり、人と共に生きるルールを学びま
す。自分を取り囲む環境に揺るぎない信頼と
安心を感じるからこそ、未知なるものへの探
求心も芽生えます。
　幼年期十分な愛情を受けられねば、外で出
会う他人に対し温かい寛容な気持ちを持つこ
とは難しいのではないでしょうか。まして、
純真な子供心を裏切られれば、一生猜疑心に
苛まれ、生きることへの肯定的な気持ちを
抱けなくなるかもしれません。子供達は等し
く、慈愛に満ちた親身な世話を受ける権利が

あります。
　一方教祖の、子供に降り注がれるまなざし
の、何と温かいことでしょう。子供の頃教祖
にお目にかかった人は皆、終生教祖の言い知
れぬ温もりを、胸に感じ続けました。
　教祖のひながたは、この世で知る、最も純
粋で美しいもの。子供達に、教祖のお話を、
自ら感銘を覚えながら、心を込めて、ゆっく
り、何度もしてあげてください。子供達は、
目をランランと輝かせ、聞き入ることでし
ょう。子供達は、教祖が大好きになるはずで
す。どんな試練の時でも、「ひながた」とい
う希望の灯りが煌々と灯り、心を支えるに違
いありません。何物にも勝る、心の財産を贈
ることになります。

【平野知三】

婦人会教祖ご誕生お祝いの集い
　４月４日、57回目となる教祖ご誕生お祝いの
集いが伝道庁で開催され、婦人会員・女子青年
64名が参加しました。

少年会教祖ご誕生お祝い行事
　教祖219回目のお誕生日を祝い、４月16日
に少年会教祖ご誕生お祝い行事が開催されま
した。

　2017年3月31日、明
本ダニエル、ひろみ夫
妻（周東/パラダイス）
に第二子が誕生しまし
た。名前は、ダンセン
千尋くんです。おめで
とうございます。

赤ちゃん誕生
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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。

　親神様には旬刻限の到来と共に教祖をやしろ

にこの世の表にお現れ下され、人間創造の元の

真実をお伝え下さり、さらには教祖の五十年に

亘るひながたをもって陽気ぐらしへと導く道を

おつけ下さいました。私共は親神様の厚き御守

護と御存命でお働き下される教祖のお導きを頂

いて、日々勇んで御恩報じの道を歩ませて頂い

ておりますが、その中にも今月は教祖が219年

前この世にお生まれ遊ばされた芽出度い月でご

ざいますので、お祝いと慶びの心を併せ只今よ

り当伝道庁の４月月次祭をおつとめ奉仕者一同

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、日頃の御

礼と共に更なる成人を誓う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。

　去る４日、ご存命の教祖のご誕生日をお祝い

し、婦人会員64名による女鳴物の演奏を喜びの

心一つに勤めさせていただきました。また今月

末から来月にかけて全教一斉ひのきしんデーを

ハワイ各地で実施させて頂き、信仰の喜びとか

しもの・かりものの御守護への感謝を表し、に

をいがけの一助にしたいと存じます。

　また来月17日からは真柱継承者・青年会長で

ある中山大亮様が初めてハワイにお入り込み下

されますが、ハワイ管内の陽気で勇んだ姿をご

覧いただき、ハワイの道の更なる伸展の可能性

を大いに感じてもらえるよう掛からせて頂きた

いと存じます。

　私共一同は、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

４月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 庁　長  

扈　者 岩田メルビン  宮内泰次 

賛　者 井上タイロン  鈴木ダレル　

指図方 本田グレン

講話者 中尾オーエン （英）

通訳者 中尾妙子   （日）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｍ．久尾 Ｋ．川崎

(男性) Ｙ．中尾 Ｙ．宮内 Ｇ．井元

 Ｃ．三国 Ｔ．井上 Ｎ．坂上

てをどり 庁長夫人 Ｔ．中尾 Ｆ．伊藤

(女性) Ｍ．柿谷 Ｓ．柿谷 Ａ．綾川

 Ｍ．三国 Ｓ．中尾 Ｍ．井上

笛 Ｓ．柿谷 Ｄ．桧垣 Ｂ．岩田

チャンポン Ｒ．山 Ｄ．鈴木 Ｇ．井上

拍子木 Ｇ．本田 Ｏ．中尾 Ｄ．鈴木

太鼓 Ｍ．社本 Ｍ．稲福 Ｓ．社本

すりがね Ｔ．美馬 Ｈ．山本 Ｓ．柿谷

小鼓 Ｍ．岩田 Ｗ．三国 Ｔ．井上

琴 Ｌ．川崎 Ｒ．井上 Ｌ．井上

三味線 Ｃ．明本 Ｍ．山下 Ａ．中川

胡弓 Ｊ．山 Ｙ．西村 Ｋ．齋藤

地方 Ｔ．西村 Ｔ．一瀬 Ｍ．中尾

 Ｄ．川崎 Ｇ．井上 Ｈ．山本

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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　アロハ、おはようございます。この場をお借り
しまして一言。少年会の中川オードリー団長とス
タッフの方々に、この３月に行われました少年会
第42回総会とスプリングキャンプが盛大に無事終
えられましたこと、心よりお喜び申し上げたいと
思います。79名という近年にない大勢の参加者の
子供たちでにぎわいました。とても嬉しく思いま
す。本日はご指名を頂きましたので、つとめさせ
ていただきます。どうかお聞き取りくださいます
ようよろしくお願いいたします。
　本日はみかぐらうた六下り目の中から「信じる
心と疑う心」ということを勉強させていただきた
いと思います。
　さて、神を信じる人と、信じていない人とはどう
違うのでしょう。神を信じ信仰を持つ人は、神は
実在し、いかな不都合な出来事が起きてきても、
真実の心さえあれば神様が無事にお連れ通りくだ
さると信じる。神様のご守護はまわりに満ちあふ
れて、感謝の心で通ることによって、さらに信仰
を深める人。
　では、信仰のない人は、神を信じない人。また、
神というもの自体が信じられない。常に心配があ
る。将来のことを心配し、自分のこと、家族のこ
と、国や世界で何が起きて来るのかと心配をする
のです。宗教に対して疑いがある。そして、もし
何かの問題に直面した時にどうしていいかわから

ないという人。
　あなたはどちらですか？それともその真ん中で
すか？もちろん今日ここにおられる方々はそれぞ
れに信仰を持っているからここにおられるのでし
ょう。
　しかし、私は今まで自分の信仰に対して疑問に
思うことがありました。もし、本当に神を信じて
いるなら、疑う心や心配する心など無いはずです
よね。ところが、私も疑いの心があったのです。
そのため、悩み苦しんだことがあります。しかし
修養科の一期講師をつとめさせていただいた時に
色々と学び、もっと神様を求め、深く信じること
が出来るようになったと思います。
　みかぐらうたは英語で翻訳されていますので意
味は分かります。毎日、朝晩みかぐらうたを唱和
していますが、神様が私たちに何を伝えようとさ
れているのか、特にその中でも「こころえちが
ひ」というお言葉はどういう心のことを意味する
のかと疑問に思いました。八つのほこりの心遣い
とも考えられます。

修養科一期講師　鳴り物の授業
　13年前におぢばの修養科英語クラスの担任をつ
とめさせていただいた時のことです。５講堂の広
い会場で400名の修養科生が練習していました。
英語クラスと、中国語クラスと日本語修養科生さ
んと一緒に練習しました。鳴り物練習の途中で担
当の先生は一生懸命「合わせる心で練習しましょ
う」と言っていました。しかし、修養科生の中に
は聞いていない、遊んでいる、ふざけている人が
何人もいて、私はこれは良くない、おつとめの大
切さが分かっていないと思いました。私は、「こ
ころえちがひはでなほしや」というところを何と
言おうかと考えていました。どのようにこの教え
を伝えたらいいのかと考えていました。

　４月月次祭祭典講話	 　　　　パール教会長　中尾オーエン



4 5

　そこで、練習中に、鳴り物担当の先生が我々一
期講師の先生方に「何か修養科生に話したいこと
はありますか？」と聞かれるので、私はこれは良
いチャンスと思い、サッと手を上げました。そこ
で私はステージに上がって、マイクを持って英語
で話しました。大勢の皆さんの前でちょっと緊張
しましたが、私が話し始めたら、急に修養科生が
全員静かになりました。
　私はもっと緊張しましたが、英語で話したのが
珍しかったのでしょう。20名の英語クラスの生徒
以外は中国語の生徒、あとの大多数は日本人でし
たので、分からないだろうと思い、英語で話した
後に私の下手な日本語で説明しましたが、それで
もじっと静かに聞いていました。
　私は、「皆さんこのみかぐらうたはとても大切で
す。とても大事なおつとめです。なぜ大切か。それ
は神様が教えてくださったからです。おつとめを通
して、人の運命が変わるのです」と話しました。
ちょうどその時、六下り目の「こころえちがひは
でなほしや」というところを練習していました。
八ッ	 やつぱりしんじんせにやならん　
	 こゝろえちがひはでなほしや
　「こころえちがひ」とはどのような意味でしょ
うか、と生徒に聞きました。この場合、「でなほ
し」の意味はなんでしょうか？これには二つの意
味があると思いますが、一つは心を入れ替えるこ
と、もう一つは、この身体が一旦無くなり、また
生まれ替わってくるということではないかと思う
のです。両方の意味があると思います。皆さんこ
れでおつとめの大切さを分かっていただけたでし
ょうか、とこのように修養科生に話しました。そ
の後、修養科生全員背筋を正して、一生懸命おて
ふりを練習していました。
　「でなほしや」とは、心遣いの間違いに気付い
たら、すぐに信仰の出発点に立ち返って本来の教
えに沿って歩み出すよう、との仰せですが、場合
によっては身上をお返しして出直さなければなら
ないこともあるのです。

助造事件
　上田嘉成先生の『おかぐらのうた』(448頁）注
釈を読ませていただきますと、すでにそのような
心得違いの者が出てまいります。
　現に、このお歌ご制作の前年にあたる慶応元年
（1865年）に、既にそのような心得違いの者が
出ているのです。針ヶ別所村の助造という者があ
った。眼病を救けられ、初めの間は熱心に参詣し
てきたが、やがてお屋敷へ帰るのをぷっつりとや
めてしまったばかりでなく、針ヶ別所村が本地す
なわち元で、庄屋敷村は垂迹（仮の神の姿）であ
る、と言いだした。同年９月頃、教祖は30日間の
断食の後、教祖ご自身から治めに針ヶ別所村へお
出でなされました。飯降伊蔵、山中忠七他２名ら
と共に止めに行かれたのです。助造は三日目にな
ってとうとう道理に詰まり平身低頭して非を謝し
た。教祖傳には載っていませんが、その助造なる
者は、後に盲目となって死んだということが、（
辻先生のお話として）諸井政一氏の『道すがら』
に載っています。
（『天理教教祖傳』64頁、上田嘉成著『おかぐら
のうた』454頁参考）
　では六下り目、五つを読んでみたいと思います。
五ッ	 いつもかぐらやてをどりや　
	 すゑではめづらしたすけする
　私たちは、毎日コツコツとおつとめをすること
によって強い、揺るぎない信仰を持つことができ
るのです。そして、珍しいご守護が頂けるのです。

泣きやまない赤ちゃんテイナのおたすけ
　あるおたすけ先の50代の女性Ｍさんが家族９名
をホノルル動物園での全教ひのきしんデ―に連れ
て来られました。その２、３日後、私はおさがり
のお米を持ってお礼に行きました。Ｍさんのアパー
トから孫のＡさん（20代女性）が出てきました。
私は、Mさんいますかと尋ねると「今、祖母は忙
しくて出て来られない」と言います。家の中から
は赤ちゃんの泣き声がずっと聞こえてきます。私
はＡさんに「この間ひのきしんに大勢連れてきて
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くれてありがとう、と伝えてください」と言い、
そしてこのおさがりのお米を渡してくれるよう頼
みました。するとＭさんは部屋の奥で、一日中泣
いている赤ちゃん（ひ孫）を抱いていて困り果て
ていたのです。
　そこで生後２カ月のテイナという赤ちゃんにお
祈りをしてくれないかと言ってこられたのです。
私は「それではおさづけをしますので、まずテレ
ビを消してください」と言い、おさづけの取り次
ぎを始めました。
　「なむたすけたまへなむ天理王命」と、二度目
に手をかざしている間に、あんなに泣いていた赤
ちゃんがピタリと静かに眠ってしまったのです。
　Ｍさんと赤ちゃんの母親Ａさんは何ともびっく
りして、なにを言っていいのかも分からないとい
う状態でしたので、私は「全ては神様のおかげで
生きています。何でも当たり前と思ったらいけな
いです。いつも神様にありがとうと言ってお祈り
してください」と伝えました。

Mr.	Ｔのおたすけ
　また、別のおたすけの話ですが、昨年12月に80
歳の一人暮らしの男性に出会いました。Ｔさんと
いいます。10年以上も前に帯状疱疹にかかったそ
うですが、いまだに肩、肋骨と身体全体に痛みが
走るということです。
　薬は痛みを抑えてくれるが、身体がだるくなり、
眠くなり、毎日の用事ができなくなる。そこで三
日間のおさづけに通わせていただき、さらにその
後も続けて毎日通わせてもらいたい、と尋ねると
快く受けてくれました。良くなるのなら何でも受
けるという感じであります。
　しかしながら、月次祭やひのきしん行事に誘うと
「いや、そういうのには行かない」と言います。
毎日、朝８時にＴさんの家に伺いますと、第一声
が「この痛みはもう我慢ができない、もう長く生
きたくない、死にたい」と言い、「いつでも死の
うと思えば死ねる」と言います。
　しかし、Ｔさんはよくフリーマーケットに出かけ

て野菜や果物の買い出しに行き、毎日一時間は歩い
て健康を維持していると、ちょっと矛盾しているよ
うに聞こえるのですが、心の底では生きていたい
と思っているのです。痛みのない身体で生きてい
たいのは当然であります。帯状疱疹の痛みの経験
のない私にはそのつらさが分からないのですが、
ただ、おさづけに通わせていただいているのみで
あります。あれから５ヶ月が経ち、特に目立って
症状が良くなっているわけではありませんが、Ｔ
さんは毎日私の来るのを待っていてくれ、おさづ
けの取り次ぎを受けてくれています。
　Ｔさんが月次祭や教会の行事を断り、疑いの心を
持っていることが、鮮やかなご守護を頂く妨げにな
っていると思います。でも、もしすぐにご守護を頂
いていたら、一時は感謝をしてもそれっきりで終わ
っていたのではないでしょうか。ですから、すぐに
ご守護を頂けないこともご守護だと思うのです。そ
れは相手のことを良く知り、心定めをさせていた
だくための時間だと思います。その時間は私にと
っては、心定めを実行し続けるために神様が下さ
った時間であり、Ｔさんにとっては、おそらく私
たちの信仰や誠真実を見定めつつ、だんだんと受
け入れてご守護を頂くための時間だと思います。
　先の生後２カ月の赤ちゃんは心のきれいな、なん
の疑いもなく、素直に受け入れられる心なので、神
様がスーッと入り込まれ、ご守護を頂くのが早かっ
たのだ思うのです。また、80歳のＴさん、自称「
私はなんでも物事を悪い方へ受け取る人間だ」とい
うこの方、長い人生を歩むうちに、疑い深い心のし
わができてしまったのだと思うのです。
　逸話篇（45）の中の教祖のお言葉に、「心の
皺を話の理で伸ばしてやるのやで」とありますよ
うに、Ｔさんの心のしわを少しづつ伸ばしてあげ
て、つとめとさづけを通して疑いのない、神様に
凭れる心になった時にはきっとご守護を頂けるも
のと信じます。
　ご清聴ありがとうございました。
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婦人会だより
　５月20日（土）伝道庁に於いて青年会創立100周
年に向かっての決起大会および第60回ハワイ青年会
総会が大亮様をお迎えして開催されます。通常のおつ
とめまなびはなく、婦人会員は大亮様のお話を拝聴し
た後、式典をホールにて行ないます。夕刻から開催さ
れるパゴダホテルでのパーティーとともに多くの婦人
会員の参加をお待ちしています。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウエストハウス  9：00 - 12：00
■大亮様お入り込みに向けた清掃ひのきしん

　５月４日  9：00
■月例会議（会議後総会記念品の包装ひのきしん）

　５月８日（月）  9：00
■女鳴物練習

　５月９日（火）  9：00
■ヌアヌハレ慰問

　５月13日（土）  9：30
■総会準備ひのきしん

　５月19日（金）  9：00
■青年会創立決起大会及び青年会・婦人会総会

　５月20日（土）  9：30
※月次祭直会当番は、防府グループです。

青年会だより

  1日（月） ・月例にをいがけデー
  2日（火） ・天理文化センター月次祭 
  3日（水） ・月例コミュニティーひのきしん
     ・庁長帰任
  4日（木） ・婦人会ひのきしん
  8日（月） ・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会
  9日（火） ・婦人会鳴物練習
10日（水） ・青年会会議
11日（木） ・少年会会議
13日（土） ・婦人会ヌアヌハレ慰問
17日（水） ・大亮様ご到着
20日（土） ・青年会創立100周年決起および
     　ハワイ青年会・婦人会総会
21日（日） ・月次祭
     ・サンデースクール/アロハバンド
22日（月） ・大亮様ご帰本
23日（火） ・ワイキキ神名流し
26日（金） ・遥拝式
     ・バザー委員会
31日（水） ・青年会教典勉強会

５月行事予定

　アロハ！いよいよ今月、大亮様がハワイにお入り
込みされます。様々な準備ひのきしんに誠真実を
尽くしていただき感謝しています。これまでのひ
のきしんは、皆さんの一手一つの心があればこそ
成し得てきましたが、最後のお願いをさせていた
だきます。どうか皆さん、大亮様お入り込みに向
けた行事、またハワイご滞在中の行事に、友人・
家族を誘ってご参加ください。大亮様にハワイが
特別な場所だと感じていただけるようにアロハス
ピリットでおもてなしさせていただきたいと思い
ます。また、青年会創立100周年に向けて、日々
のひのきしんを通して陽気ぐらしを実践し、世界
中に信仰の喜びを伝えていきましょう。
　大亮様の主な日程(5月17日～22日)を記します。

■月例会議

　５月10日（水） 19：30
■教典勉強会

　５月31日（水） 19：00

17日11:30am：伝道庁到着、マウイへ出発
19日11:00am：太平洋教会から神名流しでワイキ
キへ向かい、そのままワイキキでの布教活動
同日7:00pm：青年会員と会食(レインボーハレ)
20日9:30am：青年会創立100周年決起および
  　  第60回ハワイ青年会総会 
同日1:00pm：青年会・女子青年会員と交流行事
同日6:30pm：パゴダレストランでのレセプション
21日9:00am：伝道庁月次祭
同日午後：市内視察、ホテル宿泊
22日12:30pm：伝道庁出発、帰本　

6/25（日）1pm 台檀教会
9/23（土）2pm ミッドパシフィック布教所

ジョイワークショップ
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フォーブスすまこ・ファッションショー
　フォーブスすまこさんが、天理ライブラリーでソーイング教室を始めて20年になります。フォー
ブスさんは婦人用の帽子作りを得意としていますが、クラスでは、和服の着物や帯、浴衣などを素
敵な生地に仕立てる方法を教えています。さらにその生地を使って、ドレス、ガウン、コート、ベ
ストそしてカジュアルウェアなどを仕立てます。それらの作品はファッションショーで披露された
り、販売されて、その売り上げは同ライブラリーに寄付されています。今年のショーは３月８日に
行われました。心からの寄付を頂き、フォーブスさんをはじめ、クラスの生徒さん方に感謝してい
ます。ソーイング教室は毎週水曜日と木曜日に行われていますので、興味のある方は天理ライブラ
リーにお立ち寄りください。


