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婦人会英語での母親講座（6/25）



伝道庁７月月次祭   ７月16日（日）午前９時

長田リン・ワイキキ教会長が講話をつとめます。
※教会長・布教所長会議はありません。
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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

「やさしい心になりなされや。」 
『天理教教祖伝逸話篇』123「人がめどか」

　誰かから露骨な悪意をあびせられ、腹が立
って、腹が立って、どうにも心が治まらない
ことがあります。相手に何とか思い知らせて
やろうといきり立つかもしれません。
　しかしそんな時、切り口上で応じても、何
らいい結果はありません。生涯しこりが残っ
たり、言ったが最後、その相手との関係を修
復できなくなることもあります。憎悪に引き
込まれ、陰惨な泥沼へ転落しかねません。ど
れほどの人たちが、妬みや憎しみや恨みや腹
立ちで、取り返しのつかない過ちを犯し、み
すみす人生を棒に振ったことか…。
　そんな時、教祖を思います。
　教祖は、どんな迫害を受けても、決して相
手を責められませんでした。まして復讐など

は毛頭考えられません。　
　それどころか、拘引に来た巡査に食事を勧
められ、警察で手酷い扱いを受けながら、巡
査を喜ばしてやりたいとお菓子まで買おうと
なさるのです。
　ひながたを思えば、口から出かかった言葉
も、飲み込まずにはおれません。
　教祖を思うと、荒ぶる心も静まり、燃え
さかる憎しみも鎮まります。自分の内に巣
くう、「むごい心」を退ける力を、授かり
ます。
　教祖が私達を、誤った選択、取り返しのつ
かない絶望の闇から、救い出してください
ます。ひながたが、私達を守ってくださるの
です。
　「やさしい心になりなされや」
　ご存命の教祖の声が胸に響きます。

【平野知三】

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

　６月26日のおはこびで、西村・アイ・ロー
ナ氏がキラウエア教会会長の理のお許しを戴か
れました。就任奉告祭は、９月２日に執り行わ
れます。

教会事情

　来月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
　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（土）
に開催を予定しています。

後継者研修会
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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が、その中にも

本日は当伝道庁の６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。

　先月大亮様による初のハワイご巡教を頂き、そ

の感激と慶びの余韻の残る中、来月４日には天理

教ピクニックを開催し、管内の一手一つの親睦と

団結力を一層強めていきたいと準備を進めており

ます。また来月おぢばで開催のおやさとセミナー

には、ハワイより前期生４名、後期生４名が受講

いたしますが、一同元気に真剣に、教祖の御教え

を学び実践させて頂きたく存じます。さらに今月

27日には、おぢばの修養科で学ぶハワイ関係者４

名が三ヶ月の修養科生活を修了し、教祖の道具衆

として新たな人生の旅立ちをさせていただきます。

また伝道庁では、今日から第44回ハワイ修養会を

開講させていただき、受講生２名と聴講者１名で

すが、講師と伝道庁スタッフ共々に真剣に努めさ

せていただきます。

　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、陽気ぐらし世

６月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 庁　長  

扈　者 一瀬常徳 　中尾オーエン 

賛　者 井元ジェリー 　蘇ジミー　

指図方 中尾善宣

講話者 稲福道興 （日）

通訳者 川崎カイル （英）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｍ．久尾 Ｄ．桧垣

(男性) Ｒ．山 Ｔ．井上 Ｂ．岩田

 Ｍ．社本 Ｄ．明本 Ｄ．鈴木

てをどり 庁長夫人 Ｔ．中尾 Ｌ．蘇

(女性) Ｍ．柿谷 Ｓ．柿谷 Ｙ．一瀬

 Ｍ．三國 Ｓ．中尾 Ａ．綾川

笛 Ｙ．宮内 Ｗ．三國 Ｍ．中尾

チャンポン Ｙ．中尾 Ｄ．川崎 Ｊ．蘇

拍子木 Ｃ．三國 Ｍ．稲福 Ｓ．社本

太鼓 Ｔ．一瀬 Ｋ．川崎 Ｗ．城

すりがね Ｇ．本田 Ｅ．高田 Ｂ．美馬

小鼓 Ｔ．美馬 Ｓ．柿谷 Ｇ．井元

琴 Ｌ．川崎 Ｒ．井上 Ｌ．長田

三味線 Ｋ．齋藤 Ｍ．山下 Ａ．中川

胡弓 Ｊ．山 Ｃ．浜田 Ｎ．熊本

地方 Ｍ．岩田 Ｏ．中尾 Ｔ．岩田

 Ｓ．椎葉 Ｓ．中尾 Ｄ．齋藤

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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　一昨年から、昨年にかけまして、何度かフ
ィリピン、特にセブ島に仕事でやらせていた
だく機会がございました。その道中で、「幸
せって一体なんだろう」とつくづく考えさせ
られる場面にぶつかったのです。今までの「
幸せ」の固定概念を見つめ直すチャンスをお
与え頂いたのであります。
　アメリカや日本にいますと、選り好みしな
ければ仕事を見つけることはそう難しいこと
ではありません。しかし、フィリピンでは仕
事は少なく、仕事にありつけることは並大抵
なことではないのです。フィリピンについて
少し説明をさせていただきたいと思います。
　ハワイから10時間程、飛行機で南西に下っ
たところに位置する、７千の島々からなり、
人口は１億人を突破し、2020年には日本を
追い抜くと言われています。平均年齢が23歳
でとても若い国です。60代で出直していか
れ、街を歩いておりましてもお年寄りの姿は
あまり見かけません。80％の国民が英語を話
し、米国、英国に次いで３番目に英語を話す
国であります。そのことが、実は国民の一割
の約１千万人という大勢の移民と出稼ぎ人を
世界の国々に送りこむことを可能にしている

のであります。
　その海外に出向した移民や出稼ぎ人の仕送
り金が国民総生産の一割を占めると伝えられ
ております。東南アジアの国々の中でも、独
特な経済機構を形成しているのであります。
ですから、仕事が無い割りには消費が盛ん
で、世界にある巨大モール20のうち五つが
フィリピンにあると言われているほど、消費
が活発なのは、その世界からの送金のおかげ
であります。
　学校教育は無料ですが、貧困者が多く、10
％の子供が学校へ行けず、残りの90％の生徒
の内30％が途中で学校を諦め、親を助けるた
めに働かねばなりません。宗教は80％がカ
トリックで信仰熱心な国民ですが、380年間
にわたるスペインの植民地下にあった影響が
あるようです。日曜日には教会に礼拝に出か
け、食事の時の食前の祈りは元より、セミナ
ーの前にもお祈りをする習慣があるのには驚
かされました。国の経済をコントロールして
いるのが、一握りのスペイン系の大地主や、
中国系の大企業等の財閥であり、70％の人
が職に就ける者や、あるいは海外からの送金
の恩恵に預かる人たちで、残りの25％が貧
困層であります。その貧困層のほとんどが地
方出身者からなり、都会マニラに行けば生活
が豊かになる、仕事が見つかると夢みて来て
はみたが、そう簡単に仕事にも就けず、生き
ていくため悪に手を染める者たちがスラム街
を作り、悪名高いマニラの犯罪を起こしてい
るのであります。
　特に麻薬犯罪関係者は２百万人にものぼ

　６月月次祭祭典講話	 　　　かりゆし布教所長　稲福道興
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り、大きな社会問題になっているのでありま
す。この度のドッテルテ大統領が、選挙の公
約に麻薬犯罪撲滅を上げ、大統領に就任し公
約通りその犯罪関係者を数千人銃殺し、世界
から非難を浴びましたが、大衆は誰も出来な
かった大掃除をしてくれたと大喝采をするほ
ど事は深刻なのであります。
　去年、ドッテルテ大統領は日本を訪問する
前に、それまで領海問題で不仲にあった中国
を訪問し、その領海問題を棚にあげ、２兆５
千億円もの経済援助を中国から引き出しまし
た。このように成り構わず、外交を展開しな
ければならないほど、大統領にとっては国民
の雇用作りは急務なのであります。
　そして、その雇用問題が更に想像を絶する
ほどの悲惨な状況を生み出していることを知
らされ、私はとても切なくやるせない気持ち
にさせられました。それは「臓器売買」であ
りました。貧困者は生活のためとはいえ、自
分の臓器まで売らなければならないほど追い
詰められているのです。政府はこれを合法化
しようとの意見もあるほどであります。なん
とも悲しいことですが、その貧困の苦しみを
知っているがゆえに海外に散らばった移民
や、出稼ぎの人たち、ハワイにも大勢のフィ
リピン人がおりますが、彼らは二つ、三つも
パートの仕事をして、本国の家族にせっせと
送金をするその凄さ、非情な思いをよくわか
らせていただいたように思います。　
　このようにフィリピン人はとても家族がた
すけ合う、愛の絆の強い国民なのでありま
す。その愛の絆の強い証を物語るエピソード
があるのでご紹介したいと思います。
　マニラにはかなりの数の日本人ホームレス
がいるとのことであります。数年前、ドキュ

メンタリージャーナリストが書いた本が話題
を呼びました。そのタイトルは、『日本を
捨てた男たち―フィリピンに生きる「困窮邦
人」』でした。日本から種々な事情でマニラ
に移り住み、金のある内はチヤホヤされるが
「金の切れ目が縁の切れ目」で現地の人に見
捨てられてしまいます。しかし日本に戻るか
と思えばそうでなく、そのままマニラに居残
ってしまうのでした。
　そこでその本の著者があるホームレスに尋
ねました。「こんな所にいないで、日本に
お帰りになってはいかがですか？」するとそ
のホームレスは、「結構です！！どうして日
本のような気候も冷たいし、人間の心も冷た
い所へ帰れましょうか！ここに居れば年中暖
かいし、人の心も暖かい。それに食物まで恵
んでくれるのです！」そのホームレスの返事
に著者は、愕然としたそうです。日本はマニ
ラのホームレスに見捨てられてしまったので
す。「幸せ」とは物や金に恵まれ、文化的暮
らしから成就できることより、たとえ物資に
不自由しても、互いにたすけ合い、物を分け
合い、互いに思いやる心が大切ではないかと
思わされました。
　かつて日本にもあったそのたすけ合いの精
神が、今の日本では薄れて来ているのではな
いでしょうか。ですから近年日本では孤独死
や自殺者が増えてきていますが、その精神を
忘れかけてきたことを物語っているのではな
いかと思います。
　世界で一番自殺者が多いのが、中南米のガ
イアナで、30年程前に「Peoples Temple」と
いう宗教団体が集団自殺をした国で、２番目
が北朝鮮、３番目は韓国続いて東南アジアの
国、旧ソ連共和国となり、日本は10番目にラ
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ンク付けされています。しかし、フィリピン
は皆無であります。今まで一度も自殺の話を
聞いたことがありません。そのことは臓器を
売ってまでも家族をたすける国柄ですので、
自殺者はでないのかも知れません。
　ある調査によりますと、「フィリピンの人
は、世界で一番自分たちは幸せ者と思ってい
る」というデータもあるほどです。そんな貧
困者を抱える国で、更にもっと悲惨な出来事
があるのです。それは家族の者が病気で倒れ
ることなのです。特に癌など、手術に高額の
治療費がかかる病気だと、貧困者にとってそ
の莫大な治療費を捻出することは至難の技で
あります。そこで、そのような莫大な治療費
を賄うため万策尽きて家族の健康な者が、そ
の家族の病人をたすけるために自分の臓器を
売るという切ない状況が生まれてくるのであ
ります。
　このようなことから、どんなに貧困の暮ら
しを強いられていようとも、やはり健康が幸
せの第一条件ではないかと思われます。中近
東のシリアでは、数年前から同じ民族同士が
三つ巴の争いを繰り返し、国は修羅場と化し
ています。しかしそんな状況にあっても、健
康な子供ははしゃぎまくっています。しかし
病気になるともっとその悲惨さは増してまい
ります。やはりそこでも、健康が幸せの条件
になるのではないでしょうか。
　教祖が50年のひながたの道中で教えくださ
れた有名な逸話があります。
　「世界には、枕もとに食物を山ほど積んで
も、食べるに食べられず、水も喉を越さんと
言うて苦しんでいる人もある。そのことを思
えば、わしらは結構や、水を飲めば水の味
がする。親神様が結構にお与え下されてあ

る。」
　このようにどんなに物に恵まれていようと
も、どんなに高額な医学的治療を受けられよ
うとも、どんなに貧しい暮らしを強いられよ
うとも、体が健康であることが「幸せ」の第
一条件になるのではないかと思われてならな
いのであります。みかぐらうたに、

やむほどつらいことハない
わしもこれからひのきしん

（三下り目－８）
やまひはつらいものなれど　
もとをしりたるものハない

（十下り目－８）
　おふでさきに、　
　このもとをくハしくしりた事ならバ　
　やまいのをこる事わないのに

（三号－93）
　この事をしらしたいからたん／＼と　
　しゆりやこゑにいしやくすりを　　

（九号－11）
　親神様が「病い」をおいてくだされたのに
は、わけがありました。それは「もと」を教
えたいためでありました。親神様は教祖を月
日のやしろとお定めになり、ひながたの親と
され、人間創造の目的、その実現の手段につ
とめを完成され、おたすけの手立てとしてさ
づけをお渡しになられ、かしもの・かりもの
の理を心におさめさせ、世界たすけの原動力
とされる。
　以上の教えの要を教えられたと同時に、自
らその通り方を実際に身に行われ、ひながた
の道をお残しくだされたのであります。この
ように親神様が思召くださいます神人和楽の
陽気ぐらし世界建設への人材を、身上・事情
としてお手入れくだされ、この道にお引き寄
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せくだされ、もとを教えられ、さらにかしも
の・かりものの理を心におさめさせ、よふぼ
くとして、あらきとうりようとして世界たす
けにお使いになられたのであります。そのか
しもの・かりもののご教理が心におさまりま
すと、外に向かっての行動が「ひのきしん」
として展開されていくのです。
　先月、青年会のディナーパーティーで会員
さんたちのひのきしんについてコメントが映
像に写しだされておりましたが、まさにそれ
ぞれがひのきしん精神であります。世界たす
けへの行動のバロメーターがひのきしんであ
りますが、その精神の元が、かしもの・かり
ものの理であります。おふでさきに、
　にんけんハみな／＼神のかしものや　
　なんとをもふてつこているやら　　　

（三号－41）
　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　　

（三号－137）
　おさしづに、
　皆々身上から付き来る道や。

（明治22年３月21日）
　かしもの・かりものの理が心におさまって
初めて私たちよふぼくは、本当の神様の御用
をつとめさせていただくことができるのであ
ります。すなわち、かりものへのご恩報じの
道としてひのきしんが生まれ、そこから親神
様、教祖が思召くださる陽気ぐらし世界建設
への行動が展開するのであります。
　ノーベル平和賞を受賞されたマザーテレサ
が、人生の最後に次のようなコメントを残
しています。「神はおられるのか？私には神
が見えない。」マザーテレサは1946年のあ
る日、汽車の中で「全てを捨てて、最も貧し

い人の間で働くように！」との神の啓示を受
けられます。彼女は神の愛の宣教教会を設立
し、世の中の最も貧しい底辺で苦しんでいる
人々への愛の救済活動をインドのカルカッタ
で展開された、カトリック教会の聖人であり
ます。その救済活動が評価され、彼女はノー
ベル平和賞をもらうことができたのです。し
かし彼女は人生の最後に神様に不足をするの
であります。「私は神、あなたの言われるま
まに救済活動をして参りましたが、それに対
しあなたは何の結果も見せて下さいませんで
した。神よ！あなたは本当におられるのです
か？」とこのようなコメントを残しているの
であります。
　真の救済、人だすけは、決して見返りを求
めてするものではありません。あくまで、か
しもの・かりもののご恩報じから生まれる、
おたすけ活動でなくてはならないのです。
　おふでさきに、
　しんちつが神の心にかなハねば　
　いかほど心つくしたるとも　

（十二号－134）
　フィリピンセブの若いリーダーたちの中に
は、とても信仰熱心なクリスチャンがおりま
して、その中の36歳のパスターの資格を持
つ彼が、数カ月前にスカイプで次のようにメ
ールしてまいりました。“Filipinos need Ten-
rikyo!”（フィリピン人は天理教を必要として
いる）私はそのリーダーたちにいつも言い聞
かせていることがあります。
「私がフィリピンに来た目的は、魚を上げに
来たのではなく、その魚の釣り方を教えに来
たのです。」そのひのきしん精神がリーダー
たちに伝わったのか、その彼らもビジネスを
成功させ、雇用づくりに励み、そして貧しい
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れ、今こうしてフィリピンに通い、若いリー
ダーたちとビジネスを展開しながら、現地の
人々への雇用作りに励み、人だすけの道を歩
ませていただく中に、不思議な神様や霊様方
のお導きを感じざるを得ないのであります。
　私は10月には、満72歳を迎えさせていた
だきますが、近い将来フィリピンで人だすけ
を志す、若いビジネスリーダーたちを一人で
も多くおぢばにお連れしたいと思います。そ
して、親神様、教祖の思召を心におさめ、尊
いおさづけの理を拝戴していただき、かしも
の・かりもののご教理を身につけ、そこから
生まれるひのきしん精神を発揮して本国に戻
り、臓器を売る人が少しでも少なくなるよう
身上たすけに励んでいただきたいと思いま
す。私自身、陽気ぐらしの世の立て替えにつ
とめていただけるあらきとうりようづくりに
なお一層の丹精を続け、彼らと共に親神様、
教祖にお喜びいただける懸命の努力を尽くさ
せていただきたいと存じます。

　自分が朗読する順番になり、ゆっくりと演
台に上がった。マイクの位置を調節し、開か
れたページに間違いないかを確認し、この瞬
間に感謝するため少し間を取った。教会の中

央に置かれた長椅子の両サイドには、どっし
りとした円柱が立ち並びアーチ状の天井を支
えている。後方の傍聴席には大きなパイプオ
ルガンが毅然と佇み、垂直に伸びた幾本もの
パイプがきらめいている。そして私の眼前に
は、黒いキャップとガウンの海原がひろが
る。彼らがハーバード大学同期の卒業生であ
り、この後、卒業証書を受け取り、人生の次
なる章へ向けて世界中へ羽ばたいていくの
だ。ただ少なくともこの瞬間は、一同がこの
場に介し、私の言葉を待っている。深呼吸を
し、おふでさき第３号38から42のお歌を、自
分のベストの日本語で読み上げた。

人々をたすけたいと言ってくれているので
す。そのリーダーの内３名が、ミンダナオ島
の出身者でありますが、そのことが、私を不
思議な気持ちにさせるのです。
　実は私の祖父母は、戦前そのダバオのミン
タルという地で、戦争の犠牲になっているの
であります。祖父母だけではなく、祖父の弟
一家６名、他の弟の子供２名、合計10名が
出直しているのであります。当時「マニラ
麻」の栽培が盛んで、日本から約２万人以上
の移民がミンタルに入植していて、海外で一
番大きく繁栄したコミュニテイーをつくって
いたとのことであります。２年前、私は初め
てそのミンタルの地を訪れ、そこの慰霊碑に
祀ってある霊様方の鎮魂のおつとめをさせて
いただいたのです。もし世が世ならば、私は
長男の身ですので、恐らく祖父母の呼び出し
で、ダバオへ渡り、ミンタルという移民の地
で布教伝道の御用か、ビジネスを展開してい
たのかもしれないのです。70数年の月日が流

世界各地で活躍する
ハワイの教友×ショーン・ロダン
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　ハーバード大学の卒業式は、バカロレア・
サービスというプログラムで始まり、卒業生
の私はそこで一人の弁士として参加しまし
た。校内の中心に位置する教会で行われるバ
カロレア・サービスは、一つの宗教的な儀式
であり、そこでは牧師がお祈りをささげ、聖
歌隊が賛美歌を歌い、そして学長のスピーチ
があります。加えて、数名の卒業生たちが、
各々の信仰する宗教の聖典を朗読するので
す。私は天理教を代表して、おふでさきを読
むという栄誉を頂きました。私の友人もイス
ラム教やヒンズー教、そしてユダヤ教を代表
してそれぞれの聖典を朗読しました。ハーバ
ード大学の式典で教祖のお言葉が読まれたの
は、初めてのことだったのではないでしょう
か。友人のシェリーが私の日本語の朗読に続
き、英語で雄弁に読み上げてくれました。お
かげで、皆さんにも教祖のお言葉を理解して
もらえたと思います。
　おふでさきを読むことで、在学中、特に最
後の一年間、自分がよふぼくとしてどうで
あったかを振り返ることができました。ボス
トンには教会や布教所はありませんが、それ
でも天理教の活動に参加していました。例え
ば、２月にニューヨークの青年会メンバーが
ボストンでにをいがけ活動をしたとき、ハー
バード駅で一緒によろづよを踊り、パンフレ
ットを配らせていただきました。仕事や勉強
の都合がつくときは、バスに乗ってニューヨ
ークセンターの月次祭に参拝しました。セン
ターの40周年にも参拝させていただきまし
た。そういったお道へのつながりがある間は
気持ちも落ち着くのですが、それでも最後の
一年間は不安でいっぱいでした。それは卒業
後の進路が未定だったからなのですが、大学
で学んできた音楽を将来の仕事として追い求

めていこうという気持ちがもはや無いことに
気づいたからなのです。「なぜ作曲を止めて
しまったのか。次は何をしたらいいのか。学
位修了のために費やしたお金や時間は無駄だ
ったのではないか」といった疑問が私を苦し
め、これまでの人生で最も悩んでしまいまし
た。またこの悩みを恥ずかしく感じていまし
た。それは自分を除いてクラスメートの誰も
が将来に向けて有意義な一年を過ごしている
ように思えたからです。自分を見失い、クラ
スメートたちが一流の仕事や大学院に受かっ
ていく中で、唯一申し込んだプログラムが修
養会でした。
　これらのおふでさきのお歌は、陽気ぐらし
が決して地位や名声からなるのではなく、た
すけ一条でつとめたり、お世辞ではなく誠真
実を重んじたり、親神様がお示しくださるよ
うに身体をつかわせていただくといった天理
教の教えからなるのだということを思い出さ
せてくれました。教祖が教えてくださる通り
にこの道を歩み続けていれば、他人との比較
に悩む必要は無いのだと分かりました。皆そ
れぞれに人生は違うのです。私は卒業に向け
て自分の「ふし」に直面しましたが、後々考
えてみたら小さなふしであり、むしろ経済
的、健康的な問題もなく名高い大学で学ぶこ
とができて幸せだったと思います。とは言っ
ても、この記事を書いている今も次は何をし
ようかと未だに考えていますが、親神様、教
祖がお示しくださることでしょう。
　朗読したおふでさきの最後のお歌に、
　ことしにハめつらし事をはじめかけ　
　いまゝでしらぬ事をするぞや
とあるように、将来何が待ち受けているかと
ても楽しみにしています。
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婦人会だより
　先月、英語での母親講座が開催されました。参
加頂いた皆様、ありがとうございました。生み育
ての徳分を頂いた女性の役割はとても大きく、一
人で抱えていると、幸福なはずの子育ての時期が
辛く苦しい日々になってしまいます。そこで、で
きるだけ講座の後は皆さんで話し合いの場を設け
たいと思います。日本語の方は伝道庁でいつでも
母親講座のCDを借りることができます。このよう
な機会を多くの方に利用して頂き、陽気に子育て
を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
■ヌアヌハレ慰問

　７月８日（土）  9：30
■月例会議

　７月10日（月）  9：00
■女鳴物練習

　７月11日（火）  9：00

※月次祭直会当番は、本島グループです。

青年会だより

  3日（月） ・月例にをいがけデー  
  4日（火） ・天理教ピクニック
  5日（水） ・月例コミュニティーひのきしん
  6日（木） ・婦人会委員会
  7日（金） ・アダプトハイウェイ清掃
  8日（土） ・婦人会ヌアヌハレ慰問
10日（月） ・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会 
11日（火） ・婦人会鳴物練習
     ・天理文化センター月次祭 
12日（水） ・青年会会議
13日（木） ・ハワイ修養会終講
     ・少年会会議
15日（土） ・学生会ひのきしん
16日（日） ・月次祭
     ・サンデースクール
17日（月） ・ワイキキ神名流し
18日（火） ・庁長夫人帰本
21日（金） ・庁長帰本（～8/3）
24～30日 ・ハワイ団こどもおぢばがえり
26日（水） ・遥拝式
     ・おてふり鳴物練習
     ・青年会教典勉強会
31日（月） ・庁長夫人帰任

７月行事予定

　皆さんアロハ。素敵な夏をお過ごしのことと思
います。天理教ピクニックのひのきしんにお手伝
い頂きありがとうございました。この勇んだ気持
ちのまま青年会百周年に向かっていきたいと思い
ます。来年10月におぢばで開催される創立百周年
への参加呼びかけをお願いします。５月にお入り
込み下さった大亮様に感謝の気持ちをお返しさせ
ていただきましょう。もしひのきしんやおたすけ
など、何でもお手伝いさせて頂けることがあれば
ハワイ青年会までお知らせください。

女子青年だより
　天理教ピクニックに参加いただきありがとうござ
いました。今月伝道庁月次祭後にミニバザーを行い
ます。焼き菓子のドネーションをお願いします。
　８月27日に天理教バザーが開催されます。そこ
でも皆さん手作りの焼き菓子を販売させていただ
きますのでドネーションお願いします。バザー前
日の26日朝10時から伝道庁のホールでパッキング
をしますのでそれまでに伝道庁までお寄せくださ
い。お菓子の材料の記載を忘れずにお願いします。

■あらきとうりようにをいがけデー

　７月９日（日） 14：00
※バザーのお知らせをかねてTCC周辺をまわらせ
て頂きます。

■月例会議

　７月12日（水） 19：30

■木の伐採ひのきしん

　７月22日（土） 9：30

■教典勉強会

　７月26日（水） 19：00
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Robinson Lane 

–– 

47th Annual                                   

      TENRIKYO BAZAAR 
                    SUNDAY, AUGUST 27, 2017 
                           8:30 AM ~ 2:00 PM 
        

      場所: 天理文化センター      
 住所: 2236 Nuuanu Ave. Honolulu, HI      
       （ヌアヌ・メモリアルパークの向かいです）     
       ※カワナナコア・スクール（Funchal St.）にも 
 駐車スペースを設けています。バザー会場へは 
 シャトルバンをご利用いただけます。 

          
 
 
 

 

 
 

 

 
 

facebook.com/TenrikyoBazaar 
 

Further information: 
TENRIKYO MISSION HEADQUARTERS OF HAWAII 
2920 PALI HIGHWAY, HONOLULU, HI 96817 
TEL: 808-595-6523 
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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


