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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
「…一代より二代、二代より三代と理が深くなる
ねで。理が深くなって、末代の理になるのやで。
」 『天理教教祖伝逸話篇』90「一代より二代」
15歳になった君へ　父より
　誕生日おめでとう。今日は、なぜ私が信仰して
いるかについて、話をするよ。
　もしかして君は、「信仰など時代遅れだ」と思っ
てないかなぁ。白状すると、父さんも君の年頃に
は、両親の信仰に反発していた。信仰って、現実を
直視できない心の弱い人のすることだと決めつけて
いた。「ぼくは、神様などに頼らず、自分の力を信
じ、自分で道を切り拓く」と強がっていたんだ。
　でもそれから、いくつもの困難にぶつかった。
こうして偉そうなことを言ってるけど、本当は誘
惑にも弱いし、過ちも多かったから…。実は父さ
ん、何もかも嫌になって、命を絶とうとしたこと
があったんだ。そのとき母（君から言えばおばあ
ちゃんだね）が駆けつけ、教祖の話をしてくれ
た。母も真剣だった。心が震えたよ。教祖のこと

は知ってたけど、それまではただのお伽噺。とこ
ろがそのときは、教祖のお姿が胸に迫り、優しい
まなざしを感じ、ただもうありがたくて、ありが
たくて、涙が止まらなかった。「教祖がいてくだ
さる！」と心底思った。
　「自分の力で生きる」なんて、思い上がりだよ
ね。人間は独力で誕生し生きているわけじゃない。
信仰とは心の弱い人のものではなく、「どんなに辛
くても、逃げたり人を恨んだりせず、真正面から受
け止め、そこに親神様の温かい思いを汲み、未来を
信じ、前向きに生きていく」、強い生き方なんだ。
　もし、教祖を知らなかったら、父さんはそこで終
わっていた。君の母さんとも出会わなかったし、
そうなると君もこの世に存在していない。教祖の
お陰で、今の私たち家族があることを忘れないで
ほしい。君にお道を伝えるのは、ただそれが家の
信仰だからじゃない。君にとって、幸せの鍵を握
るからなんだ。
　これだけはいつか君に話さねばと、父さん、ず
っとこの日を待っていたよ。 【平野知三】

　９月２日、キラウエア教会にて西村ローナ愛
３代会長の就任奉告祭が執り行われました（右
写真）。また同月９日には、ハレアカラ教会に
て岩田メルビン４代会長の就任奉告祭が執り行
われました。おめでとうございます。

会長就任奉告祭

　９月４日（祝）全教一斉にをいがけデー(ホノ
ルル地区)が実施され,、80名が参加しました。

全教一斉にをいがけデー
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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／＼、陽気ぐらしへとお連れ通り下さ

います御厚恩の程は、誠にありがたく勿体な

い限りでございます。私共は、常に御恩報じ

を念じて、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９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27日に開催された第47回天理教バザー

には、管内一同が心と力を合わせ、昨年以上

に大勢の来場者を迎え、無事に盛況のうちに

終了させていただき、地域社会への大きなに

をいがけとなりました。また、にをいがけ強

調月間である今月は各島で「全教一斉にをい

がけデー」を実施し、管内のよふぼく信者一

同が勇ませ合って、にをいがけとひのきし

んに励んでいますが、私たちは常ににをいが

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

み続けさせていただきます。殊に、先々月26

日の「かんろだいのふし」や世界中で頻発す

る自然災害を通してお表し下さるをやの思い

を私たち銘々が思案し、ぢばに心をしっかり

９月月次祭祭文

祭典役割
祭　主 庁　長  

扈　者 美馬孝俊  　柿谷節生 

賛　者 中尾スティーブン 　坂上典明　

指図方 三國クライド

講話者 齋藤かよ （日）

通訳者 齋藤コーリン （英）

 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり 庁　長 Ｔ．一瀬 Ｄ．桧垣

(男性) Ｙ．中尾 Ｓ．柿谷 Ｂ．岩田

 Ｃ．三國 Ｔ．井上 Ｄ．鈴木

てをどり 庁長夫人 Ｋ．齋藤 Ｒ．宮内

(女性) Ｊ．山 Ｌ．蘇 Ｍ．井上

 Ｃ．明本 Ｃ．浜田 Ｙ．川崎

笛 Ｙ．宮内 Ｄ．明本 Ｍ．中尾

チャンポン Ｒ．山 Ｍ．稲福 Ｅ．高田

拍子木 Ｇ．井上 Ｓ．椎葉 Ｍ．久尾

太鼓 Ｔ．美馬 Ｔ．岩田 Ｇ．井元

すりがね Ｔ．西村 Ｍ．久尾 Ｓ．中尾

小鼓 Ｃ．齋藤 Ｗ．三國 Ｂ．美馬

琴 Ｃ．美馬 Ｋ．金川 Ｌ．金城

三味線 Ｍ．三國 Ｓ．柿谷 Ｆ．伊藤

胡弓 Ｔ．中尾 Ｓ．中尾 Ｌ．井上

地方 Ｍ．岩田 Ｏ．中尾 Ｋ．川崎

 Ｅ．高田 Ｗ．城 Ｎ．坂上

とつなぎ、親神様・教祖のお働きを固く信じ

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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　ご指名を頂きましたので、祭典講話を務め
させていただきます。よろしくお願いいたし
ます。
　昨年の９月頃、庁長先生より、「来年の９
月の祭典講話を務めるように」とのお話があ
りました。私は、「この前させていただいた
ばかりですので」とお断りしようと思いまし
たが、庁長先生の話によると、私がついこの
前と思っていたのは、どうやら５年以上も前
のことだったそうで、改めて月日の経つのは
早いものだなあと感じました。　　　　　
　幼い頃には、長く感じられた一年も、今で
は、アッという間に過ぎ去ってしまいます。
そう考えると、人の一生というものは、そう
長くはないようです。出直しさせていただく
その日、何の後悔もないように、今しっかり
と教祖が教えてくださった御教えを学ばせて
いただきたいと思います。　　
　そこで、本日は、「人間というものは、身
の内かしもの、八つのほこり、この理を分か
りさえすれば、何もかも分かる」とおさしづ
でお教えいただいております、かしもの・か
りものの理について勉強させていただきたい
と思います。
　私たち人間、そしてこの世界をおつくりく

ださった親神様は、人間に心という目には
見えないけれども、全てを生み出すことので
きる魔法のツールをお与えくださいました。
そして、この心一つを使って、陽気ぐらしが
できるように、全ての環境を整えてください
ました。心一つが我がもので、他は全て親神
様からお借りしている「かりもの」です。こ
れを、「かしもの・かりものの理」とお教え
いただいています。このかしもの・かりもの
の理の教えは、ここにいらっしゃる方々であ
れば、何回も聞かされ知っている方がほとん
どだと思います。私も何回も聞いたことがあ
るし、人にもお話しさせていただいたことも
あるのだから、もう十分知っていると思って
きました。けれども、何年か前にある先人の
先生のお話を読んだとき、私はかしもの・か
りものの教えは、聞いて知っていたけど、何
も分かっていなかったということがよく分か
りました。そして、なぜかこの上もなく嬉し
く、喜びが溢れてきました。
　この先人の先生は、柳井徳次郎という方
で、中央大教会の初代会長となられた方で
す。入信されましたのは、明治22年ですの
で、もう教祖はお姿をかくされておられまし
た。先生は、ガラス工場で働いておられたの
ですが、そのときに失明されたそうです。20
歳のときのことです。その後、同僚の方に導
かれ、おぢばに帰られます。おぢばに帰られ
たとき、平野楢蔵先生、桝井伊三郎先生に諭
され、道一条になることを決心されたそうで
す。（この場合の道一条とは、毎日布教に歩
くことです）そして、なんと翌朝に、目は見
えるようになっていました。奇跡のような、
ご守護を頂かれた先生は、何年か後に東京

　９月月次祭祭典講話	 　　ホノルル教会長夫人　齋藤かよ
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へ行き単独布教を始められます。住む家もな
く、食べる物もなく、着替えさえもないな
か、命がけの信仰によって５年後、中央布教
所を設立されました。
　私が読んだそのお話は、この40年後、1932
年に書かれたものです。1932年というのは、
教祖50年祭を４年後に、立教100年祭を５
年後に控えた年です。この年の９月12日、
先生は、長い長い眠りから目ざめたときのよ
うに、急に心の目が開き、かしもの・かりも
のの理の真髄をとらえることができたそうで
す。この９月12日、先生の身に何が起こっ
たのでしょう。
　その日の朝、先生の教会の部内教会長さん
が、先生の所におたすけの相談に来られまし
た。その部内教会長さんは、中風の方のおた
すけをしておられました。「今日でおたすけ
に通って100日にもなりますが、何のご守護
もありません」という悩みを持って来られた
のです。先生は、このようなときいつもなら
何とかかんとか、ただ教理を取り次いでおら
れたそうです。けれども、その日は違ってい
た、とおっしゃいます。先生の胸に閃くもの
があったのです。先生は、その「ひらめき」
を素早くとらえて諄々と諭されたそうです。
諭している間に、諭される方よりも自分の方
がたまらなく嬉しくなり、涙があふれてきた
そうです。そのとき、先生が部内教会長さん
に諭した話、そして自分自身も諭された話、
この話こそ他でもない「かりもの」の話であ
ったのです。先生が部内教会長さんに諭した
話を少し読ませていただきます。
　「おたすけに運ばせて頂く。自分自身が歩
かして頂く。お前にこの喜びはあるか？身上
はかりものである。決して私自身のものでは
ない。動かそうと、動かそうまいと、私の関
わりしったことではない。神様の御一存でど

うにもなることである。その自分ではどうに
もならない身体が動く！これほどの喜びはな
いのだ。もし目がさめて自分の目がみえなか
ったら？誰がこんなことは絶対にあり得ない
と断言できる？考えただけでも朝起きて目が
見えることはどんな喜びか知れぬ。それは、
目の見えなかった者が、目が見えたときの喜
びと同じだ。四六時中この心が動いてこそ、
本当に目に対するかりものの理が分かったこ
とになる。」
と書かれています。
　つまり、「かしもの・かりものの理」が分
かるとは、今、生かされている喜びと、感謝
の心を一瞬たりとも忘れないということでは
ないでしょうか。そして、おさづけに対して
先生は、「たとえば、目の見えない人におさ
づけを取り次ぐとき、取り次ぐ者が、今まで
見えなかった目が初めて見えるようになった
ときのような喜びをもっておさづけを取り次
ぐとき、一度のおさづけで見えなかった目も
見えるようになるという確信を得た」と言っ
ておられます。冒頭でお話しした部内会長さ
んも、先生のお話を深く理解しおたすけに行
き、その後中風の方の全快のご守護を頂かれ
たそうです。
　このお話を、聞かせていただくまでの私
は、どなたかにおさづけを取り次がせていた
だくとき、私のどこが悪かったのだろうか、
私には何が足りないのだろうか、ということ
をまず考えていました。それと同時に、相手
の方に対しても、この方が何を心定めされた
らたすかってもらえるのだろうか、と一生懸
命考えていました。つまり、何かが悪いか
ら、あるいは何かが足りないから、また何か
をしなければご守護は頂けないと思い込んで
いたのです。けれども、それよりもまず、今
生かされているということにどれだけ感謝の
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気持ちがあるか、どれだけ喜びの心を持って
毎日を暮らしているか、ということが大切な
のだと思いました。
　親神様は、人間が陽気ぐらしをするのを見
て共に楽しみたいとの思いから、この世と人
間世界をつくられました。その親神様の思い
を重く深く受けさせていただくなら、私たち
は目の前にどんなことが起こってきても、陽
気な心で生きるのだと、決心することが大切
なのではないでしょうか。日々を一瞬一瞬を
陽気に生きるとは、感謝感激の日々を過ごす
ことです。ありがたいな、うれしいな、と毎
日を暮すことができたらどんなに幸福なこと
でしょう。けれども、人間というものは、自
分が苦しい目にあったときや、辛い思いをし
たときには、そう簡単にはありがたいと思う
ことはできません。そこで、そんなときのた
めに簡単な方法を皆さんにご紹介したいと思
います。　
　皆さんは、「難ある時こそありがとう」と
いう意味の言葉を聞いたことがありますか？
これは、ある日本人の若者が、イスラエルで
出会ったユダヤ人のおばあさんから教えられ
た言葉なのですが、そのおばあさんは、「あ
りがとうという言葉は、難があるときにこそ
使うんだよ」と教えてくれたそうです。確か
に「有難う」という言葉は、難が有ると書き
ます。災難にあったときや、困ったときにこ
そありがとうと感謝することで、その災難
や、困ったことに歯止めをかけることができ
るというのです。そのユダヤ人のおばあさん
は、日本語がわからないのに、漢字の意味が
分かっているようで、とても不思議に思いま
した。これが、私のご紹介したかった簡単な
方法です。困ったときこそ、難あるときにこ
そ、ありがとうと言うのです。たったそれだ
けのことです。

　さて、教祖ご在生当時の先人の先生方も、
「結構やなあ、有難いなあ」という言葉を
困ったときや苦しい中でよく使われていまし
た。では、どうして「ありがたい」という言
葉を困ったときや、苦しいときに使うと良い
のでしょうか。なぜありがとうと言うと、困
ったことや、苦しみに歯止めをかけることが
できるのでしょうか。
　一つ考えられるのは、ありがとうと言うこ
とによって、心の埃が払われるからなのでは
ないでしょうか。自分が、苦しい目にあって
いるとき、必ず心の中には、沢山の埃が渦巻
いています。放っておくと私の心は、すぐに
苦しいことや悲しみの原因を他のもののせい
にして、私の心が招いた結果を受け取ろうと
はしません。けれども、ここで「ありがとう
ございました」と目の前の状態を受け入れる
ことで心の埃が払われ、ネガティブな状態に
歯止めをかけ、前に進めるようになるのだと
思います。感謝をすれば埃が払われ、埃が払
われれば、感謝の心がわき上がる。感謝をす
ることと、心の埃を払うことは、表裏一体。
まるで、一つのセットのようです。
　神様が今生のプレゼントとして、私に貸し
て下さったものは、身体だけではありませ
ん。それは、私の周りの全てのもの、全ての
いのち、そして、親子関係や夫婦関係といっ
た人間関係までもです。これらは、全て神様
からの借り物で、たった今お借りしているだ
けのものです。借り物であるならば、いつか
お返しする日がやって来ます。お返しするそ
の日まで、今お借りしている全てのものに感
謝を捧げ、これからの毎日を通らせていただ
きたいと思います。
　ご清聴ありがとうございました。
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婦人会だより
　ハワイにもやっと秋がやって来たと感じる今日
この頃。ハワイ婦人会では９月26日おぢばで開催
された母親講座のテープ（日本語）を聴かせて頂
きました。今月21日にはこかん様に続く会が開催
されます。15歳からの女子青年さんにお声がけよ
ろしくお願い致します。
■ヌアヌハレ慰問

　10月14日（土） ９：30

■月例会

　10月９日（月）  ９：00

■女鳴物練習

　10月10日（月）  ９：00

※10月大祭直会当番は防府グループです。

　飯降力委員長が11月17日から20日までハワイ
に滞在され、19日の伝道庁月次祭祭典講話とし
て縦の伝道についてお話をされます。

飯降力・少年会委員長来布

　８月27日に行われたバザーに、管内の皆様
の真実のお力添えを頂きありがとうございまし
た。また教外からも沢山のドネーションを頂き
ました。以下に社名を記します。収支報告は以
下の通りです。
- Diamond Head Papaya 
- Eggs Hawaii 
- Green Point Nurseries 
- 50th State Poultry
- Mountain Meadows 
- Natsunoya 
- Charles Nii Nursery

天理教バザー報告

- D Otani Produce 
- Balloon Monsoon
- Hilo Products

総収入：$62,370
総支出：$29,503
純利益：$30,167

　９月22日から24日まで、ハワイで初のスリー
デーコースが開催され、６名が受講しました。
受講者は、天理教の基本的な教えやおてふり、
鳴物を学びました。

スリーデーコース（三日講習会）

少年会だより
■ハロウィン・ユニセフお楽しみ行事

　今月28日の夜７時から９時まで伝道庁のホール
で「ハロウィン・ユニセフお楽しみ行事」を初め
て開催します。ゲーム、マジックショー、ジャッ
クオーランタン＆衣装のコンテストなど様々なア
トラクションが目白押しです。昨年までは、ハロ
ウィンの夜にワイキキで募金活動をしていました
が、今年は子供たちが楽しめる新しいイベントを
企画し、毎年の定例行事になればと考えています。
皆さんお気に入りの衣装で参加してもらい、フレン
ドリーなゴブリンやゾンビが挨拶してきても怖がら
ないでください。「カントリーストア」にてスク
リップを購入して、ゲーム、スナック、焼き菓子
をお求めください。家族・友人を誘って、みんな
でユニセフ基金を応援させていただきましょう。
　ユニセフは世界中の子どもたちの命と健康を守
るために、世界190以上の国や地域で、保健、栄
養、衛生、教育、緊急支援などを行っています。
ハワイ団は、毎年募金活動を行い、ユニセフ基金
をサポートしています。例年通り、募金箱は利用
頂けますので、教会・布教所を通して入手いただ
くか、伝道庁の事務所にも置いていますので、皆
様のご協力をお願いします。募金箱は伝道庁11月
月次祭までに伝道庁事務所までお寄せください。
詳しいお問い合わせは、中川オードリー（電話
836-3333またはEメール audsn@hawaii.rr.com）
までお尋ねください。

　アメリカ本土で発生したハリケーンによる被
災者支援のため、米国赤十字社に義援金５千ド
ルをお届けしました。皆様のご協力ありがとう
ございます。

ハリケーン災害義援金
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  2日（月） ・月例にをいがけデー 
     ・婦人会委員会
  3日（火） ・天理文化センター大祭
     ・坂上家族帰任
  6日（金） ・アダプトハイウェイ清掃 
  9日（月） ・婦人会例会
     ・TCC＆文庫ジョイント委員会 
10日（火） ・婦人会鳴物練習
11日（水） ・東井まちこ ひのきしん開始（～1/4)
     ・青年会会議
12日（木） ・少年会会議
14日（土） ・婦人会ヌアヌハレ慰問
     ・主事会
     ・学生会ひのきしん&お泊まり会
15日（日） ・秋季大祭
     ・サンデースクール
16日（月） ・ワイキキ神名流し
17日（火） ・庁長帰本（～10/28）
18日（水） ・月例コミュニティーひのきしん
19日（木） ・クリス離任 
21日（土） ・女子青年こかん様に続く会
25日（水） ・青年会勉強会
26日（木） ・遥拝式／おてふり鳴物練習
28日（土） ・少年会ハロウィンお楽しみ行事

10月行事予定

青年会だより
　皆さんこんにちは！私の所用で９月例会の日
程を変更したにもかかわらず出席してくれた皆
さんありがとうございました。昨年伝道庁で開
催したひのきしん隊からもう一年が経ちます。
美馬ブレインさんがしっかりと取り付けてくれ
た美しいゲートをぜひご覧下さい。大亮様のお
孫様が来られるまでもつことでしょう！
　10月はひのきしんの機会がたくさんありま
す。それは「感謝と挑戦」を心に治めさせてい
ただく機会でもあります。100周年に向かうこ
の一年を、心を開いて、澄んだ心で共々に歩み
を進めさせていただきたいと思います。陽気ぐ
らし世界に向かって、今こそ親孝行、夫婦仲良
くを実践させていただきましょう！
　私は今月、海外青年会委員長懇談会及び青年
会総会に出席します。ハワイ支部を代表して大
亮様にお祝いの言葉を伝えさせていただきま
す。写真をたくさん撮り、100周年に向けての
勢いと興奮を持って帰り、皆さんに伝えられた
らと思います。このお道のこれからの100年間
の基礎を築くために、一手一つに心のほこりを
払う努力をさせていただきましょう。皆さんは
真のようぼく、あらきとうりょうであり、私の
大切な友人であります。皆さんの協力に心から
感謝します。

女子青年だより
　先月16日に料理教室を開催し、宮内ルミさ
んにカボチャの煮物を教えていただきました。
様々な煮物のコツを教わり有意義な時間となり
ました。講師のルミさん、参加してくれた皆さ
ん、ありがとうございました。今後も続けて開
催していきたいと思います。

■月例会議

　10月11日（水） 19：30

■教典勉強会

　９月25日（水） 19：00

■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

※伝道庁で開催します。参加お願いします。


