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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
「間違いのないように通りなさい。間違いさ
えなければ、末は何程結構になるや知れない
で。」 『天理教教祖伝逸話篇』103「間違い
のないように」

　私たちは、ちょうど帆を操りながら航海す
るヨットに似ています。
　天候や風向きや潮の流れは、変えられませ
ん。嵐に遭遇したり、凪が続いたり、潮流に
巻き込まれたり…。それでも、難破すまい
と、懸命に心という帆を繰っています。
　難しいのは、その心の帆の操作。焦ったり
誘惑に屈したり、激情に駆られてバランスを
失い、ヨットを転覆させかねないのです。
　私たちみんな、楽しいこと、うれしいこ
とは大好きです。実際、喜びがなければ、
生きられないのが人間。それは、日々を楽し
み、陽気ぐらしをするように、創られている

から。
　ところが、快感に目が眩み、つい節度を忘
れ易いのもまた事実。私たちはしばしば、「
好きなこと」で失敗します。例えば、飲食、
遊興、買い物、ギャンブル、情事など、心に
火がつき歯止めが効かず、暴走するのです。
心や体、家庭や社会生活を、ボロボロにしか
ねません。
　だから教祖は、「慎む」ことを教えられま
した。禁止や強制ではありません。何をどれ
位までならと、具体的な指示もありません。
　あくまで、心の自由をもつ人間の、自主性
を尊重されるのです。恵みを恵みとして大い
に喜びながら、しかしそれに溺れず、自足を
知って自らを律する慎み、これが暮らしを明
るく彩ります。
　可能性に満ちた私たちの人生航路。帆の手
綱捌きを身につけ、広い大海原を風に乗り、
存分に謳歌したいもの。 【平野知三】

スリーデーコース	 	 ９月22日（金）～24日（日）於ハワイ伝道庁

受講対象：ジョイワークショップを受講した者で、修養科又は修養会を受講していない者。
受講御供：30ドル、申込は伝道庁までお願いします。

　９月27日（水）午前10時より伝道庁にて、秋季霊祭が執り行われます。霊祭に続き、下記
の方々の年祭も執り行われます。

10年祭	 椎葉ハツ子・カイルアコナ教会二代会長夫人		 	 （中和）

30年祭	 宮里春子・那覇分教会信者	 	 	 	 	 	 （東肥）

50年祭	 平田ハル・ハワイ島教会よふぼく	 	 	 	 	 	 （本島）

50年祭	 松木信美・ノース第三布教所長	 	 	 	 	 （ノウスアメリカ）

秋季霊祭
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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。

　親神様には変わらぬ御守護と厚き御慈愛のま

に／＼成人の道恙なくお連れ通り下され、お育

て下さいます御厚恩の程は、誠に有難く、勿体

ない極みでございます。私共は常に御恩報じを

念じて、それぞれの持ち場立場で日々心勇んで

たすけ一条の上に励ませて頂いておりますが、

その中にも本日は当伝道庁の8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、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。

　この夏もおぢばにて、おやさとセミナー受講

生、こどもおぢばがえり団体、少年ひのきしん

隊と、ハワイの道の将来を担う者達が厳しい暑

さの中一同結構にお連れ通り頂きましたが、ぢ

ばの理を肌で感じ、ご存命の教祖の親心に直に

触れ、御教えを学び、尊き汗を流して伏せ込み

に励み、感謝と喜びの心を深めてハワイに戻ら

せていただきました。誠にありがとうございま

す。今月27日には恒例の天理教バザーを開催さ

せていただきますが、管内の教友、関係者が一

手一つに心と力を合わせて、この一大行事を成

功させ、バザーを通して地域の方々へのにをい

がけも進めさせていただきたいと存じます。さ

らにはまた、来月４日に実施予定の全教一斉に

をいがけデーに向けて、日々にをいがけ・おた

すけの意識を持って、周囲に心を配り、一人で

も多くの方々に御教えを伝えさせていただきた

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。殊に、先月26日夕方にお見せ

頂いた「かんろだいのふし」を私たち銘々が我

がこととして捉え、信仰の芯であるぢば・かん

８月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 庁　長  

扈　者 岩田メルビン  久尾マーク 

賛　者 川崎カイル  美馬ブレイン　

指図方 本田グレン

講話者 岩田バート （英）

翻訳者 岩田もと子 （日）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｃ．齋藤 Ｋ．川崎

(男性) Ｒ．山 Ｍ．久尾 Ｍ．中尾

 Ｍ．社本 Ｔ．岩田 Ｂ．美馬

てをどり 庁長夫人 Ｔ．中尾 Ｙ．一瀬

(女性) Ｍ．三國 Ｓ．柿谷 Ａ．綾川

 Ｃ．美馬 Ｓ．中尾 Ｎ．椎葉

笛 Ｓ．柿谷 Ｗ．三國 Ｈ．山本

チャンポン Ｙ．中尾 Ｄ．川崎 Ｂ．岩田

拍子木 Ｇ．本田 Ｍ．稲福 Ｗ．城

太鼓 Ｔ．西村 Ｙ．宮内 Ｓ．社本

すりがね Ｃ．三國 Ｏ．中尾 Ｅ．高田

小鼓 Ｍ．岩田 Ｔ．井上 Ｇ．井元

琴 Ｌ．川崎 Ｒ．井上 Ｎ．岩田

三味線 Ｃ．明本 Ｍ．山下 Ａ．中川

胡弓 Ｊ．山 Ｋ．齋藤 Ｎ．熊本

地方 Ｔ．美馬 Ｔ．一瀬 Ｄ．桧垣

 Ｓ．中尾 Ｄ．明本 Ｄ．鈴木

ろだいにしっかりと心をつなぎ直し、をやの思

召に沿いきって通ら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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　本日は、ご参拝の皆様と８月の月次祭を陽
気に勤めさせていただき、また日々は御用の
上におつとめくださり、ありがとうございま
す。私が2014年４月にワヒアワ教会の会長
に就任して以来、初めて講話をつとめます。
庁長先生には、私が講話をつとめる旬だと感
じてくださったようですので、その期待に沿
えるよう一生懸命つとめさせていただきま
す。また、皆様の前でお話しする機会を下さ
り感謝いたします。しばらくの間お付き合い
ください。
　私たち夫婦は2011年に結婚し、結婚後す
ぐにワヒアワ教会で生活していました。当
時、母の岩田もと子が会長の立場にありまし
たが、上級のホノルル港教会で生活をしてい
たので、私たちは共働きでしたが、毎日のお
つとめと月次祭の準備を精一杯つとめていま
した。私がワヒアワ教会の会長になることを
決めた2013年の夏までこの状態が続きまし
た。私と妻は結婚前から教会を継ぐことを決
めていて、その上で御用をつとめていました
ので、日々の暮らしに大きな変化が起こると
は考えていませんでした。
　翌年１月に、その年の4月中旬に開催される
五日間の教会長任命講習会を受講し、4月18日
のおはこびで教会長の理のお許しを戴く予定
を立てていると、妻が「私、妊娠しているか
もしれない」と打ち明けました。
　妊娠を確かめるため、家庭用の妊娠検査薬
を使ってみると、陽性反応が出ました。その
当時、避妊をしていたので、初めは信じられ
ませんでした。いつか子供を授かりたいと話

してはいましたが、まったくの予想外でし
た。その時点で思ったことは、５月の就任奉
告祭を前に２～３カ月は忙しくなり、年末に
は子供が加わり大忙しになるだろうというこ
とでした。
　当時の思いを振り返り、妊娠したくてもそ
れが叶わないご夫婦がたくさんいることを考
えると、この親神様からの素晴らしいご守護
を感謝の心で喜んで受けとめるべきでした。
実際、私たちは避妊をしていましたが、効果
が100パーセントではなかったのです。この
子は険しい道のりを乗り越えなくてはならな
かったのですが、親神様のご守護を頂き、見
事に妻の体内で成長していたのでした。この
子は強情で頑固に育つだろうと冗談を交わし
ていましたが、今まさにその予想が的中した
ようです。
　妻は、妊娠中つわりや吐き気を一度も経験
することなく、出産まで順調にご守護いただ
きました。食べたいものはほとんど何でも食
べ、産気づく日まで仕事に通っていました。
授かった子が女の子だとわかったとき、最
初は少し落胆したのですが、私の両親には

　８月月次祭祭典講話	 	 ワヒアワ教会長　岩田バート
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すでに三人の男の孫がいるので、きっと親神
様は初めての女の子を授けて、両親を喜ばせ
ようとご守護下さったのだと思いました。娘
は2014年10月21日に自然分娩で無事誕生し
ました。今考えると、娘は三人の従兄弟から
は妹として扱われ、娘にとっても一緒に遊ぶ
三人の兄ということでうまくいっています。
　娘には少々変わった名前をつけようと、イ
ンターネットで詳しく調べてからキーリーと
名付けました。語源はアイルランド語で美し
いという意味で、女の子にはふさわしいと思
いました。私がこの名前に本当に惹かれた理
由は、名前を発音するとき、笑顔にならざる
を得ないからです。ですから、娘の名前を呼
ぶときには怒るのは難しいだろう思ったので
す。しかし、再三言っても言うことを聞かな
い娘を笑顔なしで呼べることがわかり、狙い
通りには行きませんでした。
　娘は間もなく３歳になりますが、その娘に
感謝していることをお話ししたいと思いま
す。妻は出産後６週間の産休を経て、仕事に
復帰しました。私に娘をあずけ、朝は７時に
家を出て、夕方６時頃に帰宅します。育児に
専念したことのある方は、子供に睡眠を妨げ
られたり、何度言っても聞かないときの難し
さをご存じのことでしょう。それでは、そん
なときどうしたら腹を立てず冷静にいられる
でしょうか。
　娘が日々私の忍耐力を試しているときに思
うのは、前生で娘が私を世話してきたので、
今世では私がその借りを返しているのでは、
ということです。
　子供たちを辛抱強く、優しい言葉で育てる
ことができたら、来生は私たちがそのような
環境で育ててもらえるかもしれません。こう

考えてみますと、私たちは育ててくれた人に
感謝でき、同時に自分が育ててもらいたかっ
たように育てる努力をすることが大事だと思
うのです。前生で娘が私を育ててくれたかど
うかはわかり得ません。しかし、こういう物
の見方をすることで、娘に対して以前は辛抱
出来なかったことも、冷静に受け止められる
ようになっています。
　私は、しばしば自分の娘とほかの子供を比
べ、どうして娘はほかの子供たちのように振
舞えないのかと思うことがありました。隣の
芝生は青く見えるということですね。
　おふでさきに、
　をやこでもふう／＼のなかもきよたいも
　みなめへ／＼に心ちがうで　　（五－８）
　このお歌から、世の中には一人として同じ
人間はいないということを分からせていた
だきます。皆それぞれに個性があるのです。
このことを理解していれば、ほかの子と我が
子を比較する必要はないのです。恥ずかしが
り屋の子もいれば、人懐っこい子もいます。
落ち着いている子がいれば、活発な子もいま
す。考えてから行動する子もいれば、考える
前に行動する子もいます。
　この世は多様性に満ちています。同じ雪の
結晶が二つとないように、人間もまた皆違い
ます。親神様は世界中の人間を皆違うように
創られたのですから、私たちはその違いを受
け入れなければなりません。
　私は、娘の欠点を他の子供と比較し、彼女
の持ち味である人懐っこい性格を受け入れら
れないところがありました。娘には会話や行
動で周囲の人々を楽しませる素晴らしい一面
があり、それを一生持ち続けてもらいたいと
思います。娘は私たち夫婦にとって一番のス
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トレスのもとであると同時に、唯一最高の喜
びであります。
　最後に、親神様は私たちに完璧な子供を授
けないが、その子供は私たちにとって完璧で
あるということについてお話しします。それ
は、私たちが教え導くためだけに子供がある
のではなく、子供が私たちを教え導くのだと
いうことです。親神様は私たちにふさわしい
子供をご承知ですから、私たちは親として毎
日成人できるのです。子供が親の手を煩わせ
たり、親を無視するようなときは、教えをも
とにどうすべきかを考えるときです。より手
のかかる子供であれば、それだけ親が成人で
きる機会を頂いているのです。
　神様は難しい子どもを与えることで親を罰
しているのではなく、むしろ子供を通して親
の成人を促してくださっているのです。私は

娘のおかげで少しは忍耐強くなり、大きな声
を出すことは以前より減り、飛行機中での子
供連れの方に同情できるようになりました
し、何よりも健康な子供を与えてくださった
親神様に毎日感謝しています。
　先に申し上げましたが、妻は私の会長就任
奉告祭の準備で忙しいときに妊娠しました
が、それはきっと私の成人にとってふさわし
いタイミングでした。そのときは両手を挙げ
て喜べなかったのですが、親神様が彼女の誕
生によって私たちの人生と、周りの人たちに
喜びをもたらすために授けてくださったのだ
ということが今なら分かります。
　おふでさきに、
　しやハせをよきよふにとてじうぶんに
　みについてくるこれをたのしめ （二－42）
　ご清聴ありがとうございました。

婦人会だより
　今年もまた親神様、教祖に見守られ、無事盛大に
バザーを開催させていただくことができました。長
期にわたるひのきしん、真実のお供えをありがと
うございました。今月22日からハワイで初めてス
リーデーコースが開催されます。お道の教えを知
りはじめた方に是非おすすめください。

■ヌアヌハレ慰問

　９月９日（土）  ９：30

■月例会

　９月11日（月）  ９：00

■女鳴物練習

　９月12日（月）  ９：00

■月次祭直会＆バザー慰労会準備ひのきしん

　９月16日（土）  ９：00
※当番は合同Ｂグループです。

　おやさと練成会が７月10日から25日までおぢば
で開催され、ハワイから前期生４名（シャーリー・
ハマダ、クララ・カイショウ、アリッサ・ヒガキ、
ジャスティン・テルヤ）、後期生４名（カイ・ヒ
ロセ、ケニー・ミヤウチ、ケンビー・ヤップ、ク
リスティー・ヤマモト）が修了しました。また、
ミシェル・イノウエ（アロハ教会）が前期カウン
セラー、マイルス・ヒサオ（マウイ教会）が後期
カウンセラーをそれぞれつとめました。

おやさと練成会
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青年会だより

  4日（祝） ・全教一斉にをいがけデー 
  5日（火） ・天理文化センター月次祭
     ・婦人会委員会
     ・スリーデーコース講師勉強会
  9日（土） ・婦人会ヌアヌハレ慰問
11日（月） ・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会 
12日（火） ・婦人会鳴物練習
     ・スリーデーコース講師勉強会
13日（水） ・青年会会議
14日（木） ・少年会会議
16日（土） ・主事会
     ・女子青年料理教室
     ・学生会ひのきしん
17日（日） ・月次祭
     ・サンデースクール
     ・教会長布教所長会議
     ・おやさと練成会会議
18日（月） ・ワイキキ神名流し
     ・坂上部員家族帰本（～10/3）
22日（金） ・スリーデーコース開講（～24日）
26日（火） ・遥拝式／鳴物練習
27日（水） ・秋季霊祭
     ・青年会教典勉強会

９月行事予定

　アロハ！バザー準備から当日のひのきしんまで皆
さんのサポートを頂きありがとうございました。
おかげで全て滞りなく進めることができました。
親神様、教祖も期間中の皆さんの働きをご覧にな
り、どれだけ喜んでくださったか分かりません。
会員の皆さんとひのきしんが出来ることに本当に
感謝しています。また中尾オーエン・バザー委員
長には、バザー成功のために尽力頂き感謝してい
ます。そして来年はいよいよ青年会創立百周年を
迎えます。「親孝行、夫婦仲良く、陽気ぐらし」
を合言葉に、来年10月27日に開催される創立百
周年に参加させていただき、向こう百年をさらに
勇んでつとめさせて頂きましょう。

女子青年だより
　今年のバザーに沢山の焼き菓子ドネーション、ま
たお手伝いを頂きありがとうございました！

■月例会議

　９月13日（水） 19：30

■教典勉強会

　９月27日（水） 19：00

■料理教室

　９月16日（土）  14：00
※婦人会員に和食の副菜の作り方を教わります。

■こかん様に続く会

　10月21日（土） 10：00

■「With You」勉強会

　12月２日（土）  ９：30

※全て伝道庁で開催されます。参加お願いします！

少年会だより
■夏のこどもおぢばがえり

　今年のおぢばがえりにハワイから初参加７名を含
む37名が、おぢばの蒸し暑さに負けず勇んで参加
しました。例年通り、決戦忍者村やアチコチラン
ドではしゃぎ、またバラエティーやピッキーステ
ージにも初めて参加しました。土持ちひのきしん
では、真柱様と大亮様のご視察に恵まれました。
そして何と言っても毎年の目玉行事は、おやさと
パレードと海外部での歓迎会です。今回は、映画
『モアナ』のサウンドトラックに合わせて、長田
スカイちゃんが上手に振り付けをしてくれたもの
を皆で踊りました。観客の喝采を受けてくり返し
踊り、また「マウイ」の登場も見ました！
　今年も参加者の皆さんが安全に勇んでおぢばに帰
ることが出来ました。参加者の皆さん、また思い出
に残る経験となるようサポート頂いた皆さんに感謝
します。また来年もお願いします。
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