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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
　「麻はなあ、夏に着たら風通しがようて、
肌につかんし、これ程涼しゅうてええものは
ないやろ。が、冬は寒うて着られん。夏だけ
のものや。（中略）絹は、羽織にしても着物
にしても、上品でええなあ。買う時は高いけ
ど、誰でも皆、ほしいもんや。でも、絹のよ
うな人になったら、あかんで。新しい間は
ええけど、一寸古うなったら、どうにもなら
ん。そこへいくと、木綿は、どんな人でも使
うている、ありきたりのものやが、これ程重
宝で、使い道の広いものはない。（中略）色
があせたり、古うなって着られんようになっ
たら、おしめにでも、雑巾にでも、わらじに
でもなる。形がのうなるところまで使えるの
が、木綿や。木綿のような心の人を、神様
は、お望みになっているのやで。」
『天理教教祖伝逸話篇』26「麻と絹と木綿の話」

　「あるキツネが海にオシッコをした。そし
て言った、この海は残らず俺の小便だと」。
これは五千年前、古代バビロニアのシュメー
ル人が、楔形文字で記したメッセージ。
　言うまでもなく、大海の水すべてが一匹の

キツネの小水であるはずはありません。何で
も自分一人の功績にしたがる人への辛辣な諷
刺です。失敗すれば人の所為にするくせに、
成功すると手柄を独占。五千年の昔から変わ
っていないのですね。
　「自分は特別」と思う人は、人と同じこと
などできません。そんな気位高く、自分の業
績を吹聴する人と、誰も一緒に働きたくあり
ません。軋轢が絶えず、煙たがられ、せっか
くの能力も台無し。件（くだん）のキツネな
どその典型。
　スターやセレブや秀才でなくても、平凡で
いいのです。ありふれていても、折々の用
途に最後の最後まで重宝される木綿のような
人。そうした人に、人も仕事も集まります。
　人としての幸せは、長く何かの役に立てる
こと。人から頼られ必要とされる、これに
勝る喜びがあるでしょうか。生きるパワーの
源泉。
　「教祖、どうぞ私をお使いください」と自
分を丸ごと差し出すのです。最適の働き場が
与えられ、最も徳分が活きてきます。陽気ぐ
らしはこうした人のもの。	

【平野知三】

伝道庁11月月次祭	 	 	 11月19日（日）午前９時

飯降力・少年会本部委員長が縦の伝道についてお話をしてくださいます。
※教会長・布教所長会議は12時45分から行います。
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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、一れつの陽気ぐらしを楽しみ

に、この世人間をお創め下され、天保９年10月

26日、旬刻限の到来と共に、教祖を社にこの世

の表に現れ給い、よろづいさいの元を明かし、

世界たすけの真実の教えをお啓き下さいまし

た。爾来、変わらぬ親心のまにまに、陽気ぐら

しへとお連れ通り下さいます御慈愛の程は、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、立教の元一日にゆかりある当伝

道庁の10月大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22日から24日にかけて、６名の受講生を

迎えてハワイ初のスリーデーコースを開催させ

ていただきました。スタッフ一同の周到な準備

のもと、受講生も熱心に取り組み、素晴らしい

プログラムとなりましたが、今後も私たちは、

ジョイワークショップやスリーデーコースを大

いに活用し、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ませていた

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、

10月大祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 一瀬常徳	 	 中尾オーエン　	

賛　者	 岩田バート　		 鈴木ダレル

指図方	 西村忠正

講話者	 山中庁長	 （英）

通訳者	 向井元教	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｏ．中尾	 Ｇ．井元

(男性)	 Ｒ．山	 Ｗ．三國	 Ｈ．山本

	 Ｇ．本田	 Ｔ．岩田	 Ｎ．坂上

てをどり	 庁長夫人	 Ｌ．蘇	 Ａ．綾川

(女性)	 Ｍ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．長田

	 Ｃ．明本	 Ｓ．中尾	 Ｎ．岩田

笛	 Ｄ．明本	 Ｄ．桧垣	 Ｂ．岩田

チャンポン	Ｙ．中尾	 Ｗ．城	 Ｓ．社本

拍子木	 Ｃ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｄ．鈴木

太鼓	 Ｍ．岩田	 Ｂ．美馬	 Ｄ．齋藤

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｓ．椎葉	 Jr．本田

小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｇ．井上	 Ｍ．中尾

琴	 Ｊ．山	 Ｋ．金川	 Ｋ．エコ

三味線	 Ｋ．齋藤	 Ｍ．山下	 Ａ．中川

胡弓	 Ｒ．井上	 Ｌ．本田	 Ｎ．熊本

地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｋ．川崎

	 Ｓ．中尾	 Ｊ．蘇	 Ｂ．美馬

道の後継者の育成丹精にも精一杯つとめさせて

頂く所存でございます。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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　皆様アロハ。本日は伝道庁の秋季大祭にご
参拝くださり、誠にありがとうございます。
ご本部や大教会の秋季大祭参拝のため、すで
にハワイを出発されてここに居られない方も
数名ありますが、ただ今は、皆様と共々に世
界たすけ、陽気ぐらし世界実現を真剣に祈り
願い、また立教の元一日に思いを馳せるおつ
とめを陽気に勇んでつとめさせていただき、
誠に嬉しく存じます。秋季大祭に当たり、私
の思いますところを申し述べさせていただき
たいと存じます。しばらくの間お付き合いの
程、よろしくお願いいたします。
　今日はちょうど私の母の米寿、88回目の誕
生日でもあります。母は、教祖130年祭まで
はとても元気で、本部で教祖のお守りなどを
作る御用に勤しんでましたが、その年の春に
体調をくずし１ヶ月入院してからは段々と足
腰も衰え、今では自教会で養生しています。
気にはなりますが、ハワイでしっかりつとめ
ることで母が安心してくれると思い、また、
こちらで母と同じ年齢ぐらいの方々を自分の
母と思って優しく接することが間接的な親孝

行になると思いながら、つとめています。前
置きが長くなり、すみません。
　さて、ご承知のように、各教会で毎年10
月につとめられる大祭は、立教の日を記念し
て、すなわち天保９年（1838年）10月26日
の立教の元一日に思いを馳せてつとめるおつ
とめです。ですが、以前にも申しましたが、
秋季大祭は、ただ単に「10月に立教の日を記
念してつとめるおつとめ」ではありません。
その日参拝に集まる方々全員が、立教の元一
日に思いを馳せ、そこに込められた親神様の
思召を再確認し、お互いが教祖の道具衆であ
るよふぼくとしての意識を高め、世界たすけ
へのさらなる努力を誓わせてもらうのが、秋
季大祭の一番大切な意義目的です。それを忘
れてしまっては、大祭が本当の意味で「大
祭」にならないと思います。
　今から179年前、天保９年（1838年）10
月に初めて、親神様は教祖を通して直々に
人間世界にお顕れになりました。「我は元
の神・実の神である。この屋敷にいんねん
あり。このたび、世界一れつをたすけるため
に天降った。みきを神のやしろに貰い受けた
い」というお言葉が、私たち人間が、教祖の
お口を通して初めて耳にした親神様直々のお
言葉です。
　突然にこのお言葉を耳にした夫善兵衞様を
はじめその場に居た家族親族の人々は、当然
のことながら、その深い意味合いが分かりま
せんでした。そもそも善兵衞様は、一年前か

　10月大祭祭典講話		 	 　ハワイ伝道庁長　山中修吾
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ら続く長男秀司様の左足の痛みと、それに加
えて自分の目とみき様の腰の痛みを救けても
らいたい、という一心で寄加持を行ったわけ
で、その願いに対する返答が「世界一れつを
たすけるために、みきを神のやしろに貰い受
けたい」という全く予期せぬ、全然関係のな
いお言葉でしたから、その意味が全く分から
ず、ひたすら断り続けられたのも無理はあり
ません。
　ですが親神様は少しもお退きにならず、お
言葉を重ね、厳しく諭して決断を迫られまし
た。『教祖伝』の第１章に詳しく書かれて
いますが、10月24日に始まった親神様と夫
善兵衞様とのこのやりとりは26日朝まで及
び、この間不眠不休で親神様のお言葉を伝え
続けられる教祖の身を案じ、ついに善兵衞様
は、あらゆる人間思案を断ち「みきを差し上
げます」とお答えになりました。天保９年
10月26日午前８時頃のことですが、これが
立教の元一日です。天理教の教えと歴史はこ
の日から始まります。中山みき様というお方
が、親神様の入り込んだ神のやしろになられ
た日、教祖が教祖になられた日、それが天理
教の始まりです。
　そして今の私たち一人ひとりの信仰の上か
ら考えても、「教祖は教祖である、中山みき
様というお方は神のやしろである、私たち人
間は教祖を通して初めて親神様の存在と思召
を知ることができた」ということを信じて受
け入れるところに天理教信仰の始まり、天理
教信仰の根本があります。このことを抜きに
しては、天理教の教えと信仰は成り立ちま
せん。

　このように、立教の元一日、教祖が神のや
しろになられた日を記念してつとめるのが10
月の大祭ですが、今も申しましたように、天
理教の始まった日を記念するだけではなく、
参拝者全員、今この教えを信仰する私たち全
員が、立教の元一日に思いを馳せ、そこに込
められた親神様の深い思召を再確認し、お互
いが教祖の道具衆である「よふぼく」として
の意識を高め、世界たすけへのさらなる努力
を誓わせてもらうのが、秋季大祭の一番大切
な意義目的です。
　教祖がお伝えくださった親神様の教え、私
たちの信仰するこの天理教の教えは、陽気ぐ
らし世界の実現、世界中の人々のたすかりを
目指す教えです。自分や自分の家族だけの利
益や幸福を祈り願うちっぽけな宗教ではあり
ません。だからこそ、この教えは日本だけで
はなく世界の国々にも伸び広がっています。
元々日本という国で始まり広まったので、外
見上は日本的な要素や側面を含み持ってはい
ますが、日本人あるいは日系人だけの教えで
はありません。全人類の親である親神様の教
えの本質、その目指すところは、国や民族を
問わず、全ての人々に当てはまるはずです。
　もちろん、多くの天理教信仰者にとっての
信仰の元一日、自分の家族や教会の信仰の元
一日には、初代あるいは自分が身上の痛み苦
しみや事情の悩みから救かりたい、そして救
けていただいた、という事実があると思いま
す。ですが、「たすけていただいて、ありが
とう。さようなら」ではなく、その身上事情
をきっかけとして、親神様の教えに導かれ、
それが真に目指すところを理解し得心した
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からこそ、このお道の信仰を今日まで受け継
ぎ、続けてこられたんだと思います。
　教祖の夫善兵衞様が、秀司様と教祖と自分
の身体の痛みを何とかたすけてもらいたい、
と思われて始めた寄加持から、「このたび、
世界一れつをたすけるために天降った。みき
を神のやしろに貰い受けたい」という全く予
期せぬ親神様の啓示が始まりました。もちろ
んそれは、立教の三大いんねん、すなわち元
初まりにおける時と場所と人に関する約束が
すでにあったからのことですが、夫善兵衞様
は、「あらゆる人間思案を断ち」自らの決断
をなされた後は、周囲の人々の強い反対があ
る中でも、教祖にずうっとついて行かれまし
た。やはりそれは、夫善兵衞様が、教祖が間
近で説かれる親神様の世界たすけの教えを理
解し得心したからだと思うのです。
　このように考えるとき、私たちは、立教の
元一日の出来事の中に、そしてその後の夫善
兵衞様の姿を通して、このお道における信仰
のあり方の本質を見出すことができるのでは
ないでしょうか。ですから、立教の元一日に
思いを馳せるのと同時に、自らの信仰の元一
日にも思いを馳せる。そして、自分が今なぜ
何のために、ここハワイでお道の信仰を続け
ているのかを再確認する絶好の機会が秋季大
祭であるとも思います。ハワイという多民族
社会に暮らす私たちは、自分の民族的ルーツ
だけではなく「信仰的ルーツ」を定期的に見
つめることも大切だと思います。さもない
と、いつの間にかそれを見失うことにもなっ
てしまいます。
　実際、立教から今日までの180年の間に

は、教祖の時代でさえ、せっかく身上や事情
でお手引きを頂いたのに、「たすけていただ
いて、ありがとう。さようなら」と言って
すぐに離れてしまった人。入信はしたけれど
も、後に何かの節で心を倒し「神様を信仰し
ていてこんな目に遭うなら、私は信仰やめ
る！」と言って信仰から離れていってしまっ
た人。そしてまた、自分自身は一生懸命にこ
の道を通ったけれども、残念ながら、様々な
要因から子供にこのお道のすばらしさを伝え
られず、子供が信仰を受け継がなかった人。
そのような例もあるでしょう。ですが、今
日、伝道庁の秋季大祭ご参拝にお集まりくだ
さった皆様方は、長年このハワイにおいて、
親神様・教祖を信じ、教祖がお伝えくださっ
た親神様の教えの目指すところを真に理解し
心に治め、その実現を目指して、今日までた
すけ一条・神一条の道を真実をもって歩んで
こられた方々、先人が付けてくださったハワ
イの道をしっかりと受け継いでこられた方々
です。
　そして、これはとても大切なことですが、
世界に数ある宗教のうち、私たちはたまた
ま天理教を信仰している訳ではありません。
信仰初代であっても、二代三代四代であって
も、一人ひとりがいんねんあってこのだめの
教えに引き寄せられ、今お道の信仰者として
ハワイで暮らしています。ハワイや米国本土
で生まれ育った方もあれば、日本出身の方も
います。今ここハワイに居る経緯は様々です
が、私たちは皆、一人ひとりがご存命の教祖
に選ばれてこの道に引き寄せていただき、今
ここハワイに居ます。私と妻も例外ではあり
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ません。そのことに喜びと誇りと使命感を持
ち、それを私たちの子供たち、孫たちにも伝
えていきましょう。
　「子供や孫に伝える」ということについ
て、二代真柱様は次のように仰っています。
　「縦の布教と言いますと、それは一面に於
いて、自分達の信念を自分達の子供や孫に、
誤りなく伝えて行くという事なのでありま
す。横の布教という事は、自分達の気持ちを
世界一列の人に、早く判って貰おうという事
であります。この縦横が相まって、始めて我
々は陽気ぐらしの道を伝える事が出来る、斯
く信じて居るものであります。」
（『真柱訓話集』第15巻「天小創立30周年記
念式に於けるお話」）
　「縦の伝道」と「横の布教」は、このお道
を広めていくうえでの両輪です。世界たす
け、陽気ぐらし世界実現という大きな目標を
考えるとき、まだこの教えを知らない人への
布教はもちろん大切ですが、子供や孫に信仰
を伝えていくことは、なくてはならないもう
一方の車輪であると思います。百人の信者よ
ふぼくがいるとして、その子供たちに信仰が
伝わらなければ、数十年経てば百はゼロとな
り、また一から始めていくことになります。
それでは、世界たすけへの歩みはなかなか前
へは進みません。逆に、子供たちにしっかり
と信仰が伝わり、成長し大人になっても、親
から伝えられた信仰を自分のものとして受け
容れ、深め、立派なよふぼくになり、またそ
の子供たちに信仰が伝わっていけば、百が二
百、四百、八百と増えていくことにつながり
ます。これほど頼もしいことはありません。

　現真柱様も130年祭当日の神殿講話にて、
「130年祭を勤め終えて、これからの歩みを
思案するとき、何にもまして、道の将来を担
う人材を育成する必要性を強く感じるのであ
ります。特に、陽気ぐらし世界建設のために
立ち働くよふぼくを育てること、増やすこと
に力を入れなければと思うのであります」と
仰せられ、人材育成、お道の将来を担う人々
の育成に力を入れていく必要性を強調なされ
ました。
　子供の信仰心を育み、信仰を伝え、将来立
派なよふぼくに育つ準備をするのが天理教少
年会の趣旨ですが、現在ハワイ少年会では中
川オードリー委員長のもと、委員の方々が、
お道の子供を育成するために素晴らしい活動
を進めてくださっています。そのハワイ少年
会活動の内容を尚一層充実してもらうため
に、そして、少年会委員だけではなく、育成
会員全員、管内の方々全員が「ハワイのお道
の子供をしっかりと育てるんだ！」という意
識を高めてもらうため、来月の伝道庁月次祭
にはおぢばの少年会本部より飯降力委員長を
お迎えし、祭典講話として「縦の伝道講習
会」を開催予定です。どうぞ、奮ってご参加
ください。飯降先生は米国留学経験者でもあ
り、お話は英語でしてくださいます。
　またご承知のように、おぢばでは８月末よ
り来年３月にかけて二泊三日の「後継者講習
会」が25回にわたって開催されています。20
才から40才のお道の方々を対象に、「日々
の陽気ぐらしの実践」をテーマに、「受講者
が日頃から喜び勇んで信仰生活を送り、陽気
ぐらしに向かって着実に成人の歩みを進めて
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いくこと」を目的とし、大亮様の開講挨拶に
始まり、教祖殿にて真柱様のお言葉を頂戴し
て終わるプログラムとなっています。参加申
込は直属教会を通してですが、どうぞ奮って
ご参加ください。英語での開催は２月10日
からのセッションだけですが、日本語がある
程度分かる方は日本語での受講も可能だそう
です。
　そして、このおぢばでの「後継者講習会」
に準じて、海外拠点では海外部主催で「後継
者研修会」が同じテーマと目的で開催され
ますが、ハワイでの開催は来年２月24日（
土）となっています。すべて英語で一日だけ
のプログラムですが、実りある研修会となる
よう準備を進めますので、皆様どうぞ奮って
のご参加、また周りの若い方々への声掛けを
お願いします。　当日は、ハワイの方々に向
けた大亮様のビデオメッセージもあります。
　この５月に初めてハワイをご訪問くださっ
た真柱継承者・青年会長の大亮様ですが、本
当にハワイのことを気に入ってくださったよ
うです。実は先月、ハワイ青年会委員長のキ
クチ・カイル君が大亮様から直に手書きの誕
生日メッセージを受け取り、日本語で書いて
あったので私に英訳を頼みに来たのですが、
その手紙を一読して私も感銘を受けました。
カイル君の許可を得て、その一部をちょっと
紹介させていただきます。
　「カイル、５月は本当にありがとうござい
ました！ハワイの人は皆、あったかくて、お
もしろくて、にぎやかで、もうめちゃくちゃ
楽しかったです！総会ではカイルが自ら涙を
流しながら、陽気ぐらしの実践についてスピ

ーチしてるのを見て、胸が熱くなりました。
またそのスピーチを見て、もらい泣きしてい
る会員の皆さんの姿を見たとき、ここの青年
会は本当に委員長のカイルに心が寄っている
なあ、素晴らしいなあと感じました。その場
面が印象的で、これは日本の皆にも伝えた
い！と思い、その月の青年会本部の例会でも
その話をしました。（中略）ハワイ青年会、
期待しております！！」
　どうぞハワイ青年会の皆さん、大亮様のご
期待に応える活動をこれからも続けていって
ください。私も大いに期待しています。もち
ろん、私が期待しているのは青年会員だけで
はありません。青年会ＯＢの方々も、婦人会
と女子青年の方々も、学生会員も、そして少
年会員も、それぞれがそれぞれの持ち場立場
で、そして管内の皆が心と力を合わせて、ハ
ワイで陽気ぐらしの大きな渦を巻き起こして
いけたら、と願います。
　覚えている方も多いですが、５月の青年会
総会後のレセプションでの挨拶で大亮様は、
「ハワイはすごくいい所なので、１年に２回
来ます！」と仰りました。実際、「ハワイだ
から」というだけで１年に２回は難しいと思
いますが、「ハワイの人は皆すごく頑張って
いる。青年会だけではなく、青年会ＯＢも婦
人会も少年会も学生会も、皆が心一つに陽気
ぐらしへの素晴らしい努力をされている」と
いう評判が拡がれば、大亮様も本当に１年に
２回、あるいは３回、ご訪問くださるように
なるのではないでしょうか。そう願います。
　教祖が直にお教えくださったこのお道は、
陽気ぐらしの道、陽気ぐらしへの道です。そ
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れはまた、教祖がひながたを以てお示しくだ
さったように、心を定めて通る道、どんな
難しい中でも親神様と教祖のお働きを固く信
じ、心を定め、その上でご守護を頂いて通る
道でもあります。ご守護を頂いてから心を定
める道ではありません。
　実際、私自身も、もう５年前になります
が、「新庁長としてハワイに」と打診された
時に、すぐに「はい」とは返事できませんで
した。「はいと答えるべき」とは心の奥底で
分かっていながらも、人間思案から、末期ガ
ン闘病中の兄のこと、息子のこと、八十を越
えた母のことや自教会のことを案じて逡巡
し、なかなか「はい」と言えなかったのです
が、そんな私に母が「家族のことを理由に本
部の御用を断ったらアカン！」と言ってくれ
て、私はついに「はい」と答えることができ
ました。そのお陰で、私は今ここにいます。
　ですが、先のおぢばがえりの際、母と話を
していたら、母が突然、「あんた、よう吾一
も連れてハワイに行ったなあ」と言うので、
私が「お母さんが『家族のことを理由に本
部の御用を断ったらアカン！』と言ってくれ
たからやろ」と答えると、母は「私そんなこ
と言うたか。覚えてへんわ」と言うのです。
きっとあれは、ご存命の教祖が母を通してそ
のように言って、後押ししてくださったんだ
と思います。教祖、ありがとうございます。
　「をや」に喜んでいただける心定め、判
断、決断、行動をすることが肝心です。「を
や」が喜んでくだされば、「をや」の理、「
をや」の働きを頂戴して、最初は難しいと思
った御用もしっかりと果たせるようになりま

すし、また不思議とそのように条件が揃って
きます。「をや」というのは、もちろん、親
神様・教祖のことですが、まずは自分の親・
祖父母、所属の会長さん、上級の会長さんに
喜んでもらうことが、ひいては親神様・教祖
に喜んでもらうことにつながると思います。
また、私も庁長として、いろんな御用のお願
いをすることがあると思いますが、それがど
れだけ難しくても、しっかりと心を定めて、
「はい」との返事を期待しておりますので、
どうぞよろしくお願いします。
　全ての人間をたすけたい、陽気ぐらしへと
導きたい、という親神様の深い親心から始ま
ったのがこの教えです。教祖はその親神様の
親心を体現して、50年間直々に人々を教え
導かれ、現身を隠されて後も、ご存命のお働
きにより、親心いっぱいに私たちを導いてく
ださっています。そのことを固く信じ、親神
様・教祖の親心にもたれて、その親心に「子
供」としてお応えすることが、私たちの大切
なつとめです。日々「をや」の思いに沿った
通り方をする、「をや」の思いに応える努力
をする、ということが、私たちの信仰の究極
的なあり方です。
　どうぞ皆さん、日々親神様教祖ぢばにしっ
かりと心を向け、心をつなぎ、親神様教祖の
親心を感じ、それにしっかりとお応えさせて
いただきましょう！ご清聴ありがとうござい
ました。
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婦人会だより
　10月26日夕づとめ後、中山大亮様と布恵様の
「ご成婚　慶びの集い」がおぢばで開催されま
した。陽気ぐらし、親孝行、夫婦仲良くを実践
されている大亮様ご夫妻にハワイ婦人会からも
「アロハ」のエールを送らせて頂きましょう。

■ヌアヌハレ慰問

　11月11日（土）	 	 ９：30

■月例会

　11月13日（月）	 	 ９：00

■女鳴物練習

　11月14日（火）	 	 ９：00

※11月月次祭直会当番は合同Ａグループです。

青年会だより

　10月29日、ホノルル港教会にて岩田
タッド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。（右
写真）

会長就任奉告祭

　10月19日（木）ク
リス・エコさんが伝
道庁女子青年の任を
終え帰国しました。
マハロ！

人事連絡

　おぢばからアロハ！先月も青年会のひのきし
んにお勇みいただきありがとうございました。
そして、岩田タッド先生がホノルル港教会会長
に就任されました。おめでとうございます。タ
ッド会長のこれからの活躍をお祈りします。
　このメッセージはおぢばで書いているので、
今回の旅を少し振り返ってみたいと思います。
　今日は秋季大祭が陽気につとめられ、真柱様

はお言葉の中で二代真柱様の50年祭について触
れられました。真柱様は、日清戦争と第二次世
界大戦という激動の中で、初めてのおふでさき
公刊に至ったその苦難についてお話をされ、と
ても興味深く拝聴させていただきました。また
先人先輩方の陽気ぐらしに向けた歩みを称えて
おられ、それは明日開催される青年会総会、そ
して来年の100周年への歩みに相応しいお言葉
でした。どうか皆さんも一緒に教祖のひながた
を辿るとともに、親々が通って来られた歩みを
証明するお互いにならせていただきましょう。
そして、子や孫、そして私たちお互いにとって
の模範とならせていただきましょう。
　今朝、妻のミシェルと本部神殿に向けて歩い
ていると、自分の人生の素晴らしさを感じ、と
ても満たされた気持ちになりました。私にはも
ったいないご守護だと感じました。皆さんの役
にたてて有り難く感じています。また、おぢば
では友人との再会があり、心をリフレッシュで
きて元気をもらいました。皆さんにも是非この
気持ちを味わってほしいです。
　青年会創立100周年の重要性は計り知れませ
ん。人生で一度きりです。どうか「親孝行、夫
婦仲良く、陽気ぐらし」を日々に実践していた
だきたいと思います。そしてその歩みを持って
来年おぢばに帰らせていただきましょう。きっ
と教祖が待っていてくださいます。
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少年会だより
■ハロウィン・ユニセフお楽しみ行事

　先月28日の夜７時から伝道庁ホールで初の「ハ
ロウィン・ユニセフお楽しみ行事」を開催し、約
125名が参加しました。参加者の皆さんは、スー
パーヒーロー、ミニオン、プリンセスなど思い思
いの衣装で参加してくれました。
　ホールを少し不気味で楽しい空間に飾り付けし、
ゲーム、世代別でジャックオーランタンとコスチュ
ームのコンテスト、手作りの焼き菓子やスナックの
食べ物コーナーなど様々なアトラクションがありま
した。そして、本物のマジシャンによる、素晴らし
いマジックショーがありました。
　各会の皆さん、伝道庁のスタッフ、多くの方々
にお手伝い頂き、成功裏に行事をつとめさせてい
ただき感謝しています。今回集まった募金は、各
教会・布教所にお願いしている募金箱と合わせて
すべてユニセフにお届けします。
　募金はまだ受け付けていますので、今月の伝道
庁月次祭までに伝道庁事務所までお寄せくださ
い。マハロ！！

女子青年だより
　10月21日に開催した「こかん様に続く会」に参
加頂きありがとうございました。婦人会の方々に
お手伝い頂き、鳴物や着付けの練習をしました。

■「With You」勉強会

　12月２日（土）	 ９：30

■月例会議

　11月15日（水）	 19：30

■教典勉強会

　11月29日（水）	 19：00

		 1日（水）	 ・月例コミュニティーひのきしん
		 3日（金）	 ・アダプトハイウェイ清掃	
		 6日（月）	 ・月例にをいがけデー	
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 7日（火）	 ・天理文化センター月次祭
11日（土）	 ・庁長帰本（～11/15）
		 	 	 	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
13日（月）	 ・婦人会例会
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会	
14日（火）	 ・婦人会鳴物練習
15日（水）	 ・青年会会議
16日（木）	 ・少年会会議
17日（金）	 ・飯降力委員長来布（～11/20）
18日（土）	 ・主事会
		 	 	 	 ・女子青年料理教室
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん&お泊まり会
19日（日）	 ・月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール/アロハバンド
		 	 	 	 ・教会長布教所長会議
20日（月）	 ・ワイキキ神名流し
25日（土）	 ・少年会お楽しみデイ
26日（日）	 ・遥拝式／おてふり鳴物練習
		 	 	 	 ・ハワイ島教友会総会
29日（水）	 ・青年会勉強会

11月行事予定
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