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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
「ようこそ帰って来たなあ。親神が手を引い
て連れて帰ったのやで。あちらにてもこちら
にても滑って、難儀やったなあ。その中にて
喜んでいたなあ。さあ／＼親神が十分々々受
け取るで。（中略）楽しめ、楽しめ。」 

『天理教教祖伝逸話篇』44「雪の日」

　教祖ご在世当時のこんな情景を想像してみ
ます。あるところで、身上や言うに言えない
事情に巻き込まれ、もがき苦しむ人。七転八
倒、眠れぬ夜が続きます。泣いても叫んで
も、どうにもなりません。
　そんな折り、「大和には、どんな悩みもた
すけてくださる生き神様がおられるそうな」
との噂を耳に。その人の胸に希望の灯りがポ
ッと灯ります。「何とかその方にお会いした
い！」もう居ても立ってもおれません。心を
決め、最後の望みを託して命懸けの旅に出ま
す。今のように自動車も高速道路も、鉄道も
新幹線もない時代。何日もかけ歩いていくし
かありません。
　「教祖、教祖、教祖…」と唱え、心ははや
ります。
　急な坂道、険しい山々、切り立つ崖、橋の

ない河、道なき原野をかき分け、野宿も厭い
ません。焼け付くような炎天下、寒風吹きす
さぶ中も、ひたすらおぢばを目指します。畦
道も這うようにして、一路教祖の許に青白い
顔して、ひたすら歩く、歩く…。そして、よ
うやくの思いで到着したお屋敷。
　教祖は、満面に笑みを湛え、両手を広げて
迎えて下さいます。
　「ようこそ、おかえり」「よう帰ってきた
なぁ」「待っていた、待っていた、待って
いたのやで」「真実受け取るで」「たすける
で」「たすかるで」「たすかる身やもの」　
　しっかり手を握りしめ、全身を温かく抱き
しめて下さいます。教祖の美しくも神々しい
笑顔、手の温もり…。
　「たとえ世界中の人間が私を誹謗しても、
教祖だけは、いつでも、どんな時でも私の味
方。私のすべてを分かって下さっている！」
　人々は震えるような感激を覚え、気が付い
た時には、身も心も癒されています。
　「ああ、このお方がいて下さったら、どん
な中でも通っていける！」　　　
　こうして人々は、ふしの中から意を決して
立ち上がり、困難を乗り越えていったので
す。    【平野知三】

　７月26日のおはこびで、岩田メルビン氏（前
ホノルル港教会長）がハレアカラ教会長の理の
お許しを戴かれ、岩田タッド氏（前ハレアカラ
教会長）がホノルル港教会長の理のお許しを戴
かれました。ハレアカラ教会長就任奉告祭は９
月９日に、ホノルル港教会長就任奉告祭は10月
29日にそれぞれ執り行われます。

教会事情
　2017年７月８日、金川タッド・ヒカリ夫妻（
双名島/ミッドパシフィック布教所）に赤ちゃん
が誕生しまし
た。名前は、
エリー・愛ち
ゃんです。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、陽気ぐらしを楽しみにこの世と人

間をお創り下され、深い親心のまに／＼日夜絶え

間なく御見守り下されお育て下さいます御慈愛の

程は、誠に有難く勿体ない極みでございます。私

共は日々結構にお連れ通り頂き、それぞれの持ち

場立場で心勇んでたすけ一条の御用に勤めさせて

頂いておりますが、その中にも、本日は当伝道庁

の７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いただきます。御前には

今日を楽しみに寄り集った道の兄弟姉妹が、勇ん

でみかぐらうたを唱和し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。

　先月18日より受講生２名聴講生１名で開催させて

頂いたハワイ修養会は、今月13日に無事に修了させ

て頂きました。今月10日よりおぢばで開催中のおや

さとセミナーには、ハワイより前期生４名、後期生

４名が受講中ですが、カウンセラー共々一同元気

に真剣に教祖の御教えを学び実践させて頂いてお

ります。そして本年のこどもおぢばがえりには、

保護者を含む約40名が帰らせて頂きます。将来ハ

ワイの道を担う若者たちが真夏のおぢばにて尊い

伏せ込みの汗を流し、ぢばの理を体感し「をや」

の理をしっかりと頂戴させて頂きたいと存じます。

　私ども一同は一れつ人間の陽気ぐらしをお望み

下さる親神様のお心に添わせていただき、教祖の

道具衆として神一条喜び一条たすけ一条の道をハ

ワイのこの地でしっかりと歩み伝えさせていただ

きます。この道にお引き寄せ頂いた私たちは今後

も、をやのお心にしっかりと応えさせていただけ

るよう、日々成人への努力を積み重ね、身近な所

７月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 庁　長  

扈　者 齋藤コーリン  宮内泰次 

賛　者 三國ウェスリー 山本浩徳　

指図方 山ロナルド

講話者 長田リン （英）

通訳者 中尾妙子 （日）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｏ．中尾 Ｇ．井元

(男性) Ｙ．中尾 Ｙ．宮内 Ｈ．山本

 Ｃ．三國 Ｗ．三國 Ｎ．坂上

てをどり 庁長夫人 Ｍ．岩田 Ｒ．宮内

(女性) Ｍ．三國 Ｋ．齋藤 Ｌ．金城

 Ｃ．明本 Ｃ．浜田 Ｙ．川崎

笛 Ｄ．明本 Ｄ．桧垣 Ｂ．岩田

チャンポン Ｒ．山 Ｂ．美馬 Ｄ．鈴木

拍子木 Ｇ．本田 Ｓ．椎葉 Ｓ．中尾

太鼓 Ｃ．齋藤 Ｍ．久尾 Ｊ．蘇

すりがね Ｍ．社本 Ｓ．中尾 Ｗ．城

小鼓 Ｔ．美馬 Ｍ．稲福 Ｍ．中尾

琴 Ｃ．美馬 Ｋ．金川 Ｌ．長田

三味線 Ｊ．山 Ｓ．中尾 Ｆ．伊藤

胡弓 Ｔ．中尾 Ｌ．本田 Ｌ．井上

地方 Ｔ．西村 Ｔ．井上 Ｋ．川崎

 Ｅ．高田 Ｗ．城 Ｂ．美馬

でひのきしん・にをいがけ・おたすけに精進させ

ていただく所存です。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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　アロハ。本日は伝道庁の月次祭にご参拝く
ださり、ありがとうございます。皆様とと
もに、世界たすけを祈念し、一手一つに勇ん
でおつとめを勤める様子をご覧になり、親神
様、教祖、そして先人の先生方もきっとお喜
びくださっていることと思います。久しぶり
に参拝に来られた方も、初めて参拝に来られ
た方も、ようこそお越しくださいました。ど
うぞ毎月お越しいただいて、一緒に参拝させ
ていただきましょう。
　私をご存知ない方がおられるかも知れませ
んが、私は長田リンと申します。ワイキキ
教会の四代会長を務めさせていただいていま
す。私の祖父、中本秀吉先生を覚えている方
もおられると思いますが、私の祖父は、99
歳までワイキキ教会の初代会長を務め、102
歳で出直しました。二代会長は私の叔母、嘉
屋ビートレス先生、そして第三代会長は中島
マーガレット先生です。みんな出直されてし
まい、とても寂しく思っています。先代の会
長さん方は、教会そしてハワイのお道のため
に一生懸命に尽くされました。私はせめてそ
の三分の一でも成し遂げられればと思ってい
ます。
　本日は「心定め」と私の体験談についてお
話しさせていただきます。しばらくの間お付
き合いのほどお願いいたします。
　私は教会で育ったわけではなく、教会の先
代の会長さんたちは皆さん出直されていま
す。そんな私には学ばなければならない教理
がまだまだたくさんあります。私はこれま
で、サンデースクールやこどもおぢばがえ

り、鼓笛隊の活動に参加してきましたし、女
子青年の委員を務め、現在ではTLIと呼ばれて
いる別科にも通い、おやさとセミナーのカウ
ンセラーも務めさせていただいたことがあり
ます。それでもしっかりとした信仰であった
とは言えず、また、教理も本当に理解してい
たとは思えません。自分の人生の中でいつか
教会を後継することになる、ということなど
考えたことはもちろん、想像すらしたことも
ありませんでした。
　私は数年間お道から離れていたことがあ
り、久しぶりに伝道庁に来た時のことを今
でも覚えています。その時は、おやさとセミ
ナー卒業生たちが集まり、ラスベガスで同窓
会を開く計画について話し合いをしていまし
た。私が参拝場の外の階段に座っていると、
若くてフレンドリーな青年が近づいてきて、
「こんにちは。ぼくはタッドです。会議に来
たのですか？」と言いました。その青年が誰
なのかも分からず、またその夜の会議の出席
者の中でも知らない人たちが何人かいたこと
から、私はずいぶん長い間伝道庁に来ていな
かったのだな、と思いました。

　７月月次祭祭典講話	 	 　ワイキキ教会長　長田リン
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　我が身勝手で恥ずかしくなるような話は割
愛しますが、お道から離れている間、私が積
み上げたものと言えば、ほこりと災難ばかり
で、私が今日感じられるような喜びを感じる
ことは全くありませんでした。傷つけ合った
り、決して好ましいとは言えない人間関係や
生活をしていた私は、親を喜ばせたことなど
ありませんでした。しかし、私は、「起こる
ことには全て理由がある」という考え方を固
く信じていましたので、今日の私になるため
には、いかに馬鹿らしいことでも、狂気や粗
暴なことであっても、いつか自分がしたこと
の通り返しをしなければならなくなる、とい
うことは分かっていました。それは私のいん
ねんということだけではなく、私がいかに親
神様の思召に沿わない生き方をしてきたかと
いうことで、私自身だけでなく、私の両親に
も心痛を与え、親不幸をしてきました。しか
し、それもまるで悪夢であったかのように、
一旦お道に戻ると目を覚ますことができま
した。
　私が35歳になったとき、結婚して家族を
持つという夢は多分もう叶わないかもしれな
いと思い、少なくとも６人の子供を持つとい
う生涯の夢は諦めるしかないと思っていまし
た。６人の子供を持つという夢は実現しませ
んでしたが、2004年のバレンタインデーに
40歳にして、私のベストフレンドと結婚す
るというご守護を頂きました。それからほぼ
一年間、家庭用の妊娠検査薬がすべて陰性と
いう結果だったので、主人と私は妊活セミナ
ーに参加することにしました。体外受精を選
択することは、数々の検査や薬、お金が必要
なため、私たちに適しているとは思えません
でした。もう妊娠できないのかもしれないと

思うようになりました。そんな状況から、主
人と私は養子縁組の可能性を話し合い始めま
した。おふでさきに、
　たいないゑやどしこむのも月日なり
　むまれだすのも月日せわどり （六－131）
とあります。
　2004年12月、母は翌年の４月から修養科
に行こうと考えていると言いました。私は、
「何で急に修養科に行くなんて決めたの」
と何度も尋ねましたが、母は、「もう少し元
気にならなければいけないと思って」と答え
るばかりでした。日本語の修養科に入るとい
うのも腑に落ちないことでしたが、66歳と
いう年齢でというのがもっとおかしいと思い
ました。母に何度問いただしても、ほとんど
答えてくれませんでした。母の心定めの理由
は、母が出直す後に初めて分かるのですが。
　「心定め」とは、誓約、決意、決心。「心
定め」は、人類を救いたいという神様の思召
を理解し、その思召に応える決意をすること
を意味します。
　心を定め、それを実行していくことは、信
仰生活を送るうえで最も重要なことだと教え
られています。心を定めて信仰に基づいた生
活を送れば、新たなおたすけの機会を親神様
から与えていただくことにつながります。神
様のご守護によって生かされている私たち人
間にとって、心を定めることが大切だという
ことは、心に響く次のおさしづに表されてい
ます。

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。

  （明治20年１月13日）
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　翌月、私は蘇リン先生から、「少年会の私
の役をやってもらえませんか？」と依頼され
ました。私は子供が好きです。でも、もし
自分の子供を持つことができないのであれ
ば、せめて子供たちの傍にいられると思い、
すぐに、「オッケー、やってみます！」と返
答し、しっかり努めようと心を定めました。
　２月のある日、母と私は、修養科の必要書
類に浜田前庁長の署名をもらうため、伝道庁
に行きました。私たちが帰ろうとしたとき浜
田先生から、「伝道庁のすぐ隣にあるオア
フ・カントリークラブで仕事をしているの
なら、伝道庁に日参したらどうですか」と言
われました。庁長先生から言われたことでも
あり、私は「分かりました」と返事をし、日
参する心を定めました。私は、その翌日から
毎日伝道庁に参拝させていただきました。数
週間後のある日、気分があまり良くなかった
ので、妊娠検査薬を使ってみました。すると
驚いたことに、陽性と出ていたのです。信じ
られなかったので、私はあと四つか五つを買
って検査したところ、すべて陽性と出まし
た。それでもまだ信じきれないので、薬局に
電話しました。薬剤師は、「その検査薬で陰
性が出ていても妊娠しているということがあ
りますが、陽性が出ているのであれば、あな
たは間違いなく妊娠しています」と言われま
した。
　少年会の最初の会議で、私はリン先生の傍
に寄り、ジップロックに入れて持って来た陽
性の検査結果薬をテーブルの下でそっと見せ
ました。リン先生は、それが何なのかがやっ
と分かり、食べ物では決してないことが分か
ったとき、二人とも噴き出して笑い、そして
涙を流しました。

　最初の３カ月の定期健診を受診したとき、
医者は、私の左胸に変なしこりがあるのに気
づきました。私の母も乳がんを経験していた
ことから、さらに検査することを勧められま
した。医者のオフィスで生検を行い、５セン
チくらいの傷が残りました。ありがたいこと
に、生検の結果は陰性でした。浜田前庁長夫
人から、「その傷を見て、これからもご主人
を立てて通ることを忘れないように」と言わ
れました。
　40歳以上で妊娠した場合は、通常より多く
の検査を受けなければなりません。その一つ
は、羊水穿刺（せんし）検査です。この検査
の結果、医者から、「胎児の手足が通常より
短いように見えます。さらなる検査で何らか
の異常が確認されることがあれば、その時に
は妊娠をこのまま継続するか、それとも中絶
するか決断しなければならなくなります」と
言われました。私たちの返答はもちろん、何
があっても継続です。後日、主人が沖縄出身
であることから、私たちの赤ん坊は全部が短
いのよ、と冗談を言い合いました。妊娠８カ
月のときに父が出直したことを除けば、妊娠
はすべて順調でした。妊娠８カ月のある日、
私はひどい腹痛を覚え、医者の診察を受けま
した。すると医者から、「あなたの胎児は逆
子になっているので、次の診察の時に帝王切
開の日取りを決めましょう。妊娠８カ月です
し、回転する余裕も子宮内にはないので、正
常の位置に戻ることはまずないでしょう」と
言われました。その夜、私は母におさづけを
取り次いでくれるようお願いしました。腹痛
は一晩中続きました。翌週の診察のとき、胎
児がなぜか正常の位置に回転しているのを見
て、医者が驚いていました。妊娠中、私は仕
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事を一日も休みませんでした。唯一休んだ日
は、私が入院した日だけでした。
　10月26日の朝、おりものがあることに気
づいて医者に電話すると、診察に来るように
言われました。おりものの検査とバイタル検
査を行った後、医者から、胎児にも私にも危
険な状態ではなさそうだけど、安全を期して
24時間から48時間以内に出産した方が良い、
と言われました。私は自分で運転して医者の
オフィスからクイーンズ病院へ行き、入院手
続きをしました。それから後の記憶はあまり
はっきりしていないのですが、友だちのルミ
に電話したことは覚えています。ルミが興奮
気味に、「リン、本当？！今日がどういう日
なのか分かってる？絶対今日生まなきゃ！」
と言ったのに対し、私は、「そうねえ、分か
った。でも私の都合だけで出来ることでもな
いし」というような感じの返事をしたのでは
ないかと思います。
　予定日は二週間後の11月8日。偶然にも私
の祖父の誕生日でした。陣痛もまだ始まって
いなかったことから、よく使われるピトシン
という陣痛促進剤の投与を受け、陣痛の頻度
と度合いを監視する機械をつけられました。
いくらか陣痛を感じ始めてはいましたが、
医者が期待していたほどではなかったようで
す。数時間後、看護師が書類を持って来て、
私にＢプランの説明をしました。ミソプロス
トルという薬を投与したいということでし
た。ミソプロストルは胃潰瘍や流産、分娩後
の出血の治療や、中絶、陣痛誘発などに使わ
れています。ミソプロストルは、食品及び薬
品管理局から胃潰瘍の治療用としてのみ使用
認可を受けている薬ですので、その他の使用
は、すべて「未公認使用」になります。しか

し、患者からの同意があれば、そのような使
用も決して違法ではありません。ミソプロ
ストルは、闇市場で自己誘発の中絶薬として
使われています。そして、ミソプロストルは
他の薬と同様、副作用や危険も伴います。実
際のところ、不全流産や完全流産、または先
天的欠損症などの原因になる危険性もあるこ
とから、妊婦の胃潰瘍治療にはこの薬を使わ
ないよう注意されています。看護師がちょっ
と苛立ち気に、「この薬はあなたや胎児の生
命にとって危険にもなり得る大変に強い薬で
すから、この書類にあなたのサインが必要で
す。でも、もともとこの病院に入った時から
危険は承知していたのでしょう？」と私に言
いました。私は恐怖やプレッシャーから何が
何だか分からなくなり、仕方なく同意書にサ
インして看護師に渡しました。
　ピトシンの投与を止め、時間をおいてから
ミソプロストルの投与を開始すると言われま
した。私はその間にルミに電話しましたが、
この電話のおかげで胎児も私も命を救けてい
ただいたのです。そして私の運命そのものも
全く変わりました。最新の情報だけでも伝え
たいと思い電話すると彼女は、「おぢばに帰
っている浜田夫人に知らせておくから」と言
いました。その後20分ほどしてルミから電
話があり、「浜田夫人がお願いづとめをする
ために今神殿に向かっています。夫人から、
リンが教会を継ぐ心をしっかり定めなさい、
と言われています」とのことでした。その
時、私は教会を継ぐことを心定めし、すべて
親神様、教祖に委ねることにしました。おふ
でさきに、
　しんぢつに心さだめてねがうなら
　ちうよぢざいにいまのまあにも（七－43）
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こうしていられるのです。私はその全てが好
きなんです」と答え、心配しないようにお願
いしました。私の教会の神殿はまだ完全には
整っていませんが、不思議なことに月次祭に
参拝してくださる方が増えているのです！一
人っ子である私には、血を分けた兄弟姉妹が
いるというのはどんな感じなのか分かりませ
ん。実の親も今はもういません。しかし、親
神様は、私たちは皆兄弟姉妹であるとお教え
くださっていますし、凭れられる心の親がい
るということに私は心から安らぎを感じてい
ます。皮肉なことに母は検定講習の前後期と
も一緒について娘の世話をしてくれました。
　先ほども申し上げましたが、私はまだまだ
勉強中です。この参拝場におられる皆さんか
ら教えていただいています。皆さん自身は気
づいておられないかも知れませんが、色々な
形で皆さん一人ひとりからサポートを頂いて
いますし、それが何らかの行為であれ、知識
であれ、またはお話であれ、色々なことを通
して教えていただいています。
　私は、明本奥さんから「日参」の意味を習
いました。雨であろうと晴れであろうと、最
近では手に怪我をしているのにもかかわら
ず、毎日バスで伝道庁に参拝に来られていま
す。西村先生からは、真実の種がいかにして
一粒万倍になるのか、その意味を教えていた
だきました。先生の家族が、食べ物がほとん
どなくて難儀していた時の話でしたが、そん
な中でもおたすけで頂いた米袋一袋を上級に
お供えしたそうです。西村奥さんは、今は有
り余るほどの食べ物やお米のご守護を頂いて
いると言っておられました。永田パットさん
は、同じナガタでも私と血縁ではありません
が、「親孝行」を実践した真のモデルです。

とあります。
　その後のことで私が覚えているのは、看護
師が私の病室に入って来て、モニターを見
て、信じられないように、「こんなことって
あるのだろうか。自然に陣痛が起こっている
みたい。すぐ医者を呼んで来ます」と言って
私の病室を出て行きました。病室に戻ってき
た看護師から聞いた医者の伝言は、「Ｂプラ
ンはキャンセルします」ということでした。
　皆さんもご存知の通り、10月26日は天理教
の創まりを意味する大変良い日です。私にと
って10月26日は陣痛が始まった日です。その
日に出産したわけではありませんが、翌10月
27日の午前７時42分、私は42歳で、５.５ポ
ンドと小さくはありましたが、手足もすべて
正常の長さの健康な女の子を出産させていた
だきました。そして二週間早く生まれたのも
タイムリーなご守護だったのです。へその緒
が胎児の肩と首にからまっていたことから、
酸素量が危険レベルまで低くなっていて、分
娩室ではいくらか緊張が走ったようでした。
　おふでさきに、
　これからハをびやたすけもしいかりと
　せつなみなしにはやくむまする（七－80）
とあります。
　母は私が教会を継ぐことには反対しまし
た。一人っ子の私と、サポートしてくれる兄
弟や家族が大勢いる他の教会長さんたちと
を比較したのです。最近のことですが、数
人の親戚から、「あまりストレスになって
いるのなら、会長を辞めて教会を閉めること
を考えたらどうか」と言われました。その人
たちには私の気持ちが分からないのかも知れ
ませんが、私は、「教会があるからこそ教理
があり、信仰しているからこそ私は今ここに



全教一斉にをいがけデー	 ９月４日（祝）午前９時～11時
カパフル・パキパーク周辺で戸別訪問と清掃ひのきしんを行います。
ひのきしん参加者は掃除道具を持参してください。
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パットさんは、６人の子供（一番下は15歳）
とご主人を日本に残して、お父さまの介護の
ため11年間もハワイに来ていました。私の
心の姉妹であるセツミ・ソルトマン、宮内ル
ミ、岡田レナからは、常に教理を教えていた
だき、私を育ててくれていますが、一番大切
なのは教理の実践の仕方を教えていただいて
いることです。中尾オーエン先生と妙子奥さ
んが、何年もの間、色々な活動を通して一生
懸命にをいがけに取り組んでおられる姿は、
本当に素晴らしいと思っています。お二人か
らは、どうしてそのように一生懸命ににをい
がけをされるのか、特に戸別訪問のにをいが
け、一番難しいと思われるにをいがけをされ
ているのかを教えていただきました。
　名前を挙げればキリがないのですが、私を
サポートし、教えてくださる方々が私の周
りにたくさんいることを知って、私の母も安
心していることと思います。ですから、皆さ
ん、これからも変わらずに私に教えてくださ
い。ご教授下さい。どうか色々なお話を聞か
せてください！私にも皆さんにお話しできる
ことがあるかもしれません。
　数年前に私が初めて神殿講話をさせていた
だいた時は、ただ単に自分の生き方をお話し
させていただいただけでした。それでも何人
かの人たちから、彼らが当時直面していた状
況に役立ったと言ってくださいました。おぢ
ばで初めてお会いした若い女性からは、私の
講話を読んで、いつか子供を持つ母親になっ
た時に自分にも役立つ教理であることに感銘

を受けたと言ってくださいました。今日の私
の話で、一人でも感銘を受けてくださる方が
おられればと願っています。
　明後日、私は娘と一緒におぢばに帰らせて
いただきます。妊娠していたとき私は、子供
はお道のご教理で育てさせていただく心定め
をし、健康な赤ん坊で生まれてくることを祈
りました。私の娘が初めておぢば帰りしたの
は１歳の時でしたが、それからほとんど毎年
帰らせていただくご守護を頂いています。昨
年おぢば帰りした時には、起きて朝づとめに
行こう、とせがむ娘に起こされました。それ
は日本到着の翌朝でしたが、最初に娘が言っ
たのは、「あー、またおぢばに帰れて本当に
気持ちいい！」でした。お道に沿った子育て
を願う親にとって、娘のこの言葉ほど嬉しい
ものはありません。私たち、神様の子供たち
が喜び心いっぱいでおぢばへ帰れば、親神
様、教祖も同じように感じてくださるのでは
ないかと思います。
　母が出直したとき、そのことを知らせるた
め、私は日本の親友に電話しました。その方
は私の母とも大変親しくなり、修養科中は色
々と母のお世話をしてくださいました。しば
らく泣いた後その方は、母が私に隠していた
ことを聞かせてくれました。それは、母が修
養科へ入る心定めをした理由でした。母は、
私に妊娠のご守護を頂きたいと修養科に入る
心を定めたのでした。ご清聴ありがとうござ
いました。人様にお話ししたいと思えるよう
な人生を送りましょう！
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ハワイ修養会受講所感（ショーン・ロダン/愛盛分教会）
　修養会受講は、今までの人生で最高の決断となり
ました。期間を通して、この教えを基に生きていれ
ば全てうまくいく、ということがだんだんと分かっ
ていきました。次なる挑戦は、良い日も悪い日も、
嬉しいときも苦しいときもこの教えを実践し、毎
日の生活の中に反映していくことだと思います。
　今の自分があるのは周りの方々のおかげです。ル
イーズと幸栄には、この１カ月間、共に成人の道を
通ってくれて、また自分の魂のいんねんについて
思案する機会を与えてくれて感謝しています。講
師の皆さんには、貴重な経験を話していただき、
また様々な概念や教えについて説明していただき
ありがとうございます。伝道庁スタッフには、宿
泊や食事の世話、そしてハワイにおいてぢばの理
を支えていただきありがとうございます。庁長先
生ご夫妻には、日々励ましていただき、様々な疑
問に答えて私の好奇心を存分に満たしてください
ました。ありがとうございます。そして何よりも
祖母と父に、私にこの教えを伝えてくれたことを
感謝しています。

　ビジネスの世界でよく使われる言葉に、「顧客か
らの最高の賛辞は推薦である」とありますので、
簡単な宣伝をさせていただきます。もしあなたが
何かの問題で悩んでいたり、信仰についてもっと
学んでみたいと思っていて、まとまった休みが取
れるのなら、ぜひハワイ修養会かおぢばでの修養
科の受講をおすすめします。もちろん楽なスケジ
ュールではありませんし、友人に話せるような格
好いいものでもありませんが、決して時間の無駄
にはならないでしょう。個々の成長（成人）のた
めであれば100パーセントの成功率と言えます。
少なくとも、あなた自身について新たな発見があ
るでしょうし、人生でどんな事が起きてもうまく
対応できる心を養うことができると思います。そ
して修養中にタイミングが合えば、教えが心に治
まり、物事が分かり始め、親神様にもたれていれ
ば、どんな事も陽気に受け取れて、その喜びを人
に伝えることができる、ということが分かってく
ると思います。それは信じられないくらい気持ち
の良いものです。

ルイーズ・アカミネ/パール教会
　私の信仰は、プナホウスクールで学んでいた頃
に、学校からキリストの教会に週一度の礼拝に
通っていたことから始まります。それから両親と
一緒にセントラル・ユニオン教会に長年通いまし
た。そして、ここ10年はハワイの真如苑に行って
おりましたが、2012年６月に、伝道庁の近所に
住む友人のロバート・ナムさんを通して中尾オー
エン会長・妙子夫人と出会い、このお道に導かれ
ました。それ以来、パール教会につながっており
ます。その間、妙子夫人と二度おぢばに帰らせて
いただきました。
　これまでの経験を通して「祈りの力」を信じて
おりましたが、５年前に脳にガンができ、ステー
ジ４でゴルフボール大の腫瘍を摘出したとき、お
さづけを取り次いでいただき素晴らしいご守護を頂

きました。それ以来おさづけの祈りの力を学んでみ
たいと思いました。そうすれば他の方をおたすけさ
せていただけると思ったからです。そうしたことが
ハワイ修養会を受講するきっかけとなりました。
　おぢばで別席をお取り次ぎしてくださった白木
原先生と話しをさせていただいたとき、先生の情
熱と誠真実に触れてとても感銘し、おさづけの理
を拝戴したいと思いました。天理教の教えへの見
識を広げ、またこの道を伝えるために苦心された
教祖についても学びました。
　修養会では、ショーン・ロダンさんと見並幸栄
さんとお友達になり、期間中ずっと支えてくれま
した。これからもみかぐらうたを学んで信仰を深
めていけたらと思います。天理教の教えは、間違い
なく私の人生をより良く変えてくださいました。　
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婦人会だより

青年会だより

  2日（水） ・月例コミュニティーひのきしん
  3日（木） ・庁長帰任
     ・バザーブースヘッド会議 
  7日（月） ・月例にをいがけデー  
     ・吉田有希ひのきしん開始（～10/5)
     ・婦人会委員会
  8日（火） ・天理文化センター月次祭
12日（土） ・婦人会ヌアヌハレ慰問
14日（月） ・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会 
16日（水） ・青年会会議
17日（木） ・少年会会議
20日（日） ・月次祭
     ・サンデースクール
21日（月） ・ワイキキ神名流し
26日（土） ・遥拝式/バザーお願いづとめ
27日（日） ・天理教バザー
30日（水） ・青年会教典勉強会
31日（木） ・バザー反省会

８月行事予定

　皆さんアロハ！先月の天理教ピクニックに大勢
参加頂きありがとうございました。教外（セン
トラル・パシフィックバンク、ハレクラニホテ
ル、Ideal808、スターウッドホテル、APBスケー
トショップ、パゴダレストラン、ジッピーズ、日
本航空、ハワイプリンスホテル、アロハガス）か
らは沢山のドネーションを頂きありがとうございま
した。女子青年からは、川崎サリー、堀川シェロが
ゲーム進行と子供用の景品準備を手伝ってくれまし
た。また井上ダグラス、菅ダフニー、長田リンが司
会を務めてくれました。ありがとうございました。
　ショーン・ロダンが大学を卒業してハワイ青年
会に戻ってきました。これから青年会での活躍を

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(場所は未定)

　８月13日（日） 14：00

■月例会議

　８月16日（水） 19：30

■教典勉強会

　８月30日（水） 19：00

　８月27日、天理教バザーが開催されます。新し
い布団やパッチワーク、数々の小物など長い時間
をかけて作ってくださった会員の皆様本当にあり
がとうございました。ドネーションして頂いた物
品の仕分けひのきしん、漬物やおでん作りなどは
これから始まります。暑い日が続きますが、どう
かよろしくお願いいたします。
■ヌアヌハレ慰問

　８月12日（土） ９：30

■婦人会例会（於ＴＣＣ）

　８月14日（月） ９：00
※会議後バザーひのきしんを行います。

■バザーひのきしん（午前９時 於ＴＣＣ）

・漬物作り   ８月15日（火）
・漬物パッキング   ８月16日（水）
・TCC大掃除   ８月19日（土）
・おでん仕込み   ８月24日～26日
・天ぷら仕込み   ８月24日～26日
・やきそば仕込み   ８月26日（土）
※ウエストハウスでのバザーひのきしんに参加頂
いた皆様ありがとうございました。
※８月の鳴物練習はありません。
※今月の月次祭直会当番は、周東グループです。

期待したいと思います。また、セントルイスハイ
ツでの木の伐採ひのきしんに参加頂いた皆さんあ
りがとうございました。いよいよ天理教バザーが
やってきます。青年会百周年の目標を心に留めて
勇んでつとめさせていただきましょう。
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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。 
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