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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
　「一日でも、人一人なりと救けねば、その
日は越せぬ。」
『天理教教祖伝逸話篇』177「人一人なり
と」

　公園や海岸、道路での清掃ひのきしんに家
族で参加。散らかったゴミを見て子供は、「
どうして、ゴミをこんなところに捨てるのか
なぁ…。みんな困っちゃうよ」と、素朴な感
想を口にします。それでも、ゴミを拾ってき
れいにすると、とてもすがすがしい気持ちに
なって、家族は笑顔になります。
　確かに世の中には、平気でゴミを捨てる人
と、人の捨てたゴミを掃除する人の、二種類
の人がいるようです。つまり、厄介な問題を
撒き散らす人と、人が撒き散らした問題を一
生懸命片づける人の二通り。これは老若男女
関係ありません。幼くても、自然に相手の気
持ちに寄り添い親切な子供もいれば、人のこ
となどお構いなく自分の都合しか考えない大
人もいます。
　一見、問題片づけ側の人たちは、事ある毎
に身勝手な人たちにふりまわされ、損ばかり
しているように見えます。他方、自己中心的
な人たちは自分の都合優先で好き勝手に動い
ているので、気楽で、得をしているように見
えます。
　しかし本当にそうでしょうか。
　実は、ゴミ捨てグループの人たちは、得を
しているようで、失っているものが多いので
す。たえずトラブルがつきまとい、周りから

疎（うと）まれる寂しい人生。他方、ゴミ拾
いグループの人たちは、人のために動くこと
のよろこびを知っています。人に好かれ、笑
顔に囲まれて、明るい人生になるはず。
　行いや言葉や表情一つで、誰でも誰かの
力になることができます。この「おたすけ
の心」で毎日を暮らす人が増えれば増えるほ
ど、世の中は確実に良くなります。
ひのきしんに汗を流すとき、「ああ、ゴミを
捨てる側でなく、ゴミを拾う側でよかったな
ぁ」と、つくづく実感します。
　なのにそれでもなお、「人をたすける」こ
とを、頭から否定する人もいます。「世知辛
い世の中を生き抜くには、そんなきれいごと
だけではいかないよ」「甘い、甘い。人のこ
とを考える暇があったら、まず自分のことを
考えるべき」という訳です。偉い人が得々と
宣言すると、「やっぱりそうなのかも…」と
心が揺れます。
　しかしここに、我が身・我が家を省みず、
徹頭徹尾人をたすけることを貫き、自らの歩
みでそれを実証した方がおられます。
教祖です。
　降りかかる苦難をものともせず、颯爽とお
通り下さった教祖。「人一人なりと救けね
ば、その日は越せぬ」、そう仰せられ、人を
たすけることを、何よりの楽しみとされた教
祖。その崇高な道すがらを知れば、どんな利
己主義も陰が薄くなるでしょう。私達の傍ら
に、さわやかな笑みを湛えた教祖が、この世
に生きる希望を、高々と掲げておられます！
	 【平野知三】
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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。

　親神様には限りない親心のまに／＼、時に臨

み、旬に応じてだん／＼のお仕込みを賜り、ひ

たすら陽気ぐらしへとお導き下さいます御慈愛

の程は、誠に有難く、勿体ない限りでございま

す。私共はこの親心に包まれて生きる喜びを胸

に、御高恩を忘れることなく、日々御礼申し上

げ、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11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。

　本日はおぢばより飯降力少年会本部委員長先

生をお迎えし、祭典講話として縦の伝道講習会

のお話を頂戴します。先生ご自身の信仰姿勢に

学びながら、管内一同が「ハワイの道の将来を

担う子供たちをしっかりと育てる」という意識

をさらに高めさせて頂きます。

　また今月14日には二代真柱様50年祭がおぢば

で執行されましたが、戦前戦中の大変な状況の

もと御教えを守り抜かれ、戦後はいち早く復元

を叫ばれ、原典および教典教祖伝を公刊され、

今日の教団の礎を築き、世界たすけへの歩み

を強く進められた二代真柱様の偉大な業績を称

え、そのご遺徳を偲び、伝道庁設立以前からハ

ワイ管内にお掛け下さった大きな親心とご期待

に応えることをお誓い申し上げます。

　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い切り、ご存命の教

祖の道具衆として、二代真柱様がご提唱なされ

た神一条の精神・ひのきしんの態度・一手一つ

11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	 桧垣ダニエル		 齋藤ダスティン

指図方	 中尾善宣

講話者	 飯降力委員長	（英）

通訳者	 向井元教	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｃ．齋藤	 Ｋ．川崎

(男性)	 Ｙ．中尾	 Ｍ．久尾	 Ｍ．中尾

	 Ｍ．社本	 Ｄ．明本	 Ｂ．美馬

てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．齋藤	 Ｒ．宮内

(女性)	 Ｊ．山	 Ｌ．蘇	 Ｆ．伊藤

	 Ｃ．美馬	 Ｃ．浜田	 Ｙ．川崎

笛	 Ｓ．柿谷	 Ｗ．三國	 Ｔ．岩田

チャンポン	Ｒ．山	 Ｓ．椎葉	 Ｄ．齋藤

拍子木	 Ｇ．本田	 Ｏ．中尾	 Ｄ．鈴木

太鼓	 Ｔ．美馬	 Ｔ．井上	 Ｓ．社本

すりがね	 Ｔ．一瀬	 Ｇ．井上	 Ｊ．蘇

小鼓	 Ｃ．三國	 Ｍ．稲福	 Ｎ．坂上

琴	 Ｔ．中尾	 Ｙ．一瀬	 Ｒ．井上

三味線	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｌ．井上

胡弓	 Ｃ．明本	 Ｓ．柿谷	 Ｎ．岩田

地方	 Ｔ．西村	 Ｙ．宮内	 Ｄ．桧垣

	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾	 Ｂ．岩田

の和というよふぼくの三信条をもって、ハワイ

にてこの道をしっかりと歩み続けさせていただ

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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　ただ今、ご紹介にあずかりました少年会本
部委員長の飯降と申します。皆様方におか
れましては、日々道の御用に勤しまれる中に
も、少年会活動の上にご丹精を賜り、誠にあ
りがたく存じます。本日は、11月の月次祭を
おつとめになられた後の貴重な時間をお借り
して、「縦の伝道講習会」をつとめさせてい
ただきます。この縦の伝道という言葉、皆様
もご存知だと思いますが、いわゆる、にをい
がけ・おたすけなど、私たちの身の回りの人
たち、友人知人、ご近所などへ教えを伝える
ことを「横の布教」と言うのに対し、子供や
孫など次の世代に信仰を伝えることを「縦の
伝道」と言います。本日は、その大切さにつ
いて再確認し、そして、それに取り組む私た
ちの心の置き所について、思うところをお話
ししたいと思います。
　話を始める前に申し上げますが、私は本日
の英語での講話に臨むにあたり、かなり緊張
していました。20数年前に大学を卒業して以
来、日常で英語を使う機会がほとんどないか
らです。ちなみに私はこちらの庁長夫人と同
じくワシントン大学の卒業生です。私が入学
した時、幸恵夫人は３年生。とても親切で、
よく手料理をご馳走してくださり、おかげで
ひもじい思いをすることなく大学生活を送る
ことができました。とても感謝しています。
ところで昨晩、幸運にもテレビでワシントン
大学のフットボールの生中継を見ることがで
きました。学生時代以来です。ところが試合
は７点差負けで残り時間３分ちょっと。しか

もフォースダウンで残り８ヤード。ファー
ストダウンをねらうもはかなく失敗、万事
休す。幸恵夫人と私はがっかりし、テレビの
前から離れました。その後、あきらめきれず
試合の結果を確認すると、何とその後同点に
追いつき、最後のプレーでフィールドゴール
を決めて逆転勝ち。信じられませんでした。
奇跡が起こったのです。私はこの試合で勇気
をもらい、そして今、この壇上に立っている
ということです。私もベストを尽くしますの
で、どうかしばらくの間、お付き合いの程を
よろしくお願いいたします。
　さて、今月14日には二代真柱様の五十年祭
が執行されました。私は今46歳ですので、直
接、二代真柱様のことは存じ上げません。し
かし、二代真柱様のご事績を振り返りました
とき、現在のお道の基礎、つまり私たちの信
仰生活に関わりのある様々のことは、二代真
柱様の時代に形作られ、あるいは、始まって
いることに改めて気づきます。それらのいく
つかをあげれば、おふでさき、みかぐらう
た、おさしづの三原典の公刊、天理教教典、
教祖伝もそうです。そして、おやさとやかた

　11月月次祭祭典講話	 	 少年会本部委員長　飯降力先生
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の普請を始められ、別席場をはじめ、病院や
学校などの施設も整えられ、また、柔道をは
じめとする天理スポーツの推進にもお力を注
がれました。そして晩年には、少年会を設立
されました。これらの偉大なご事績は、私た
ち信仰者が教祖の御教えを間違いのないよう
に修得し、世界へ御教えを広めようとの、二
代真柱様のご情熱とご信念によるものと拝し
ます。そして、もう一つ、数あるご事績の中
から皆様にお伝えしたいのは、二代真柱様が
お出直しになられる前年の1966年に少年会
を設立されたことです。こうして道を整えら
れた次第の最後に少年会を設立されたという
ことは、とても意義深いことで、この御教え
を、信仰を未来へしっかりとつないでいく、
すなわち縦の伝道を、宿題として後世に残し
てくださったのだと、私はこの五十年祭にあ
たって思案させていただきました。
　おふでさきに、次のようなおうたがあり
ます。
　よふ木”でも一寸の事でハないからに　
　五十六十の人かずがほし　	 　（七－23）
　このにんもいつ／＼までもへらんよふ　
　まつだいつゝききれめなきよふ		（七－24）
　これらのおうたに込められる思召は、陽気
ぐらし世界の実現に向けて働くよふぼくを親
神様は数多くお望みであるということ。更
には、そのよふぼくが時とともに減ってい
くことのないように、陽気ぐらしへの道を世
代から世代へと切れ目なく末代にわたってつ
なげていくことです。つまり、このおうたに
は、縦の伝道に込められる親神様、教祖の思
召を拝することができるでしょう。これから
先も、このたすけ一条の道が途切れることの

ないように、先人先輩の志を受け継ぐ私たち
が、次の世代を担う子供たちに志をしっかり
と託すことが縦の伝道です。教会やよふぼく
信者家庭に生まれた子供たち、彼らは親神様
のお計らいにより、皆いんねんあってそこへ
生まれてきたのだと思案いたしますと、その
子供たちを将来、一人も余すことなくよふぼ
くに育てることが、親神様、教祖から私たち
に託された尊い務めなのであります。これ
が、私たちが縦の伝道に取り組む一つの理由
なのであります。
　そして、縦の伝道に取り組む理由というか
動機は、もう一つあると思います。それは、
子供たちの将来の幸せを願う上からでありま
す。私たちがにをいがけ・おたすけをさせ
ていただくのは、その相手がこの道につなが
り、この御教えを信じ実践すれば運命が変わ
り結構にしていただけると信じるからであり
ます。子供たちに道を伝えることもまた、同
じ思いからであって、信仰の代を重ねること
によって、段々と結構にしていただけると信
じるからであります。
　教祖の逸話篇に次のようなお話が残されて
います。
　明治十四年頃、山沢為造が、教祖のお側へ
寄せて頂いた時のお話に、「神様はなあ、『
親にいんねんつけて、子の出て来るのを、神
が待ち受けている。』と、仰っしゃりますね
で。それで、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。人々の心の理によって、一
代の者もあれば、二代三代の者もある。又、
末代の者もある。理が続いて、悪いんねんの
者でも白いんねんになるねで。」と、かよう
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なお言葉ぶりで、お聞かせ下さいました。　
『逸話篇』90「一代より二代」

　この御逸話で仰せられているように、信仰
の代を重ねることによって「悪いんねんの者
でも白いんねんになる」、つまりいんねんが
良い方に切り替わりたすかっていく、結構に
していただけるということであります。私自
身、信仰は五代目になるのですが、信仰の代
を重ねる中に見せていただくご守護を実感し
たことがあります。
　現在、結構なことに、私は六人の子供をお
与え頂いておりますが、五人目を妊娠したと
き、３カ月の定期検診の時のことでした。検
診を終えた妻から携帯電話に着信が入りまし
た。電話に出ると、向こう側で妻が泣いてい
ます。どうしたのか尋ねると、お腹の中にい
る赤ちゃんの心臓が止まってた、死んじゃっ
てたと言うんです。それまで、そんな兆候は
まったくなかったので、青天の霹靂でした。
　私は会議の直前でしたので、詳しくは後で
聞くと電話を切り、会議に臨みましたが、頭
がボーッとして上の空でした。後日、妻は、
亡くなった赤ちゃんを取り出す処置を受けま
した。これまでの出産は順調だっただけに今
回起こった事がショックで、私も妻も悲しい
気持ちを引きずっていました。そんなとき、
ある先生から「節の中でも必ず喜べることは
あるはずだよ」と聞かせていただき、今回起
こったことを自分なりに思案いたしました。
そこで思い当たったのが、我が家のいんねん
でした。
　ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、我
が家の信仰は、初代の伊蔵が、妻の流産後の
患いを教祖にたすけていただいたことがきっ

かけです。妻のおさとが、流産後、床に臥
せってしまい、身体は弱まる一方で、このま
まだと命にもかかわるというところをたすけ
ていただいたのです。その初代夫婦に比べる
と、私の妻は、流産後も寝込むことなく元気
でいてくれました。そのことが、心の底から
ありがたく思えました。もし寝込むことに
なっていたら、妻の身を案じながら四人の子
供を抱えて、私は途方に暮れていたことでし
ょう。以来、たまに妻とはケンカをするもの
の、親神様に対して、「妻を元気においてく
ださり誠にありがとうございます」と毎日お
礼を申して過ごしております。そして、代々
の信仰のおかげだとありがたく思っているの
であります。
　いんねんというものは、自分自身の通り
方、そして前生までの積み重ねによって必然
的に成ってくるものです。こちらがいくら望
んでもどうにもならない、あるいは避けて通
りたいと思っていてもそうなってしまうの
が、いんねんであると教えられます。そし
て、おさしづで、
いかなるいんねんも尽し運ぶ理によって
果たす、切る、という理から思やんもせ
ねばならん。一代ではない程に。末代と
いう理なら、大きい理である程に。

（明治30年10月5日）
と仰せられるように、一代、二代、三代と、
代を重ねてたすけ一条の道に尽くし運ぶ理
によって、このいんねんの理も段々と切って
くださるのです。私たち夫婦も、我が家のい
んねんの道を通らなければならなかったのだ
としたら、それでも代々の信仰のおかげで、
親神様が大難を小難にしてくださったのだと
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喜ばせていただくことができました。ですか
ら、子供たちにも、親神様、教祖に心をつな
いでこの道をしっかりと歩んでもらいたい、
それがいずれ子供たちのためになるんだ、そ
んな思いを強くする次第であります。
　今年の初め頃、日本でちょっとした事件が
ありました。ある有名な若手女優さん、この
方はある宗教団体に所属しているのですが、
彼女が突然、芸能活動をやめて出家すると
いう話題が大きく取り上げられたのです。宗
教がらみの出来事でしたので、私もこれにつ
いての記事を興味を持ってたくさん読みまし
た。それらの記事の中で言われていたことの
一つに、この女優さんは二世信者、すなわち
親から信仰を受け継いでいるということで
した。そして、それについての論評は、子供
の頃からある意味、親に洗脳され信仰に対し
て選択の余地がなかった、という否定的なも
のが多くありました。つまり信仰は個人の自
由で、それを我が子といえども強要するのは
おかしいという考え方です。私はその考え方
に対し、それはどうかと疑問を覚えます。も
ちろん、信仰というものは、他人であれ我が
子であれ、押し付けるものではないと思いま
す。しかし、この道を信仰する私自身を振り
返ったときに、親が信仰生活を送る中で子供
も神様の前で手を合わせたり、おつとめをし
たり、教えに触れることはごく自然の成り行
きであるように感じます。更に言えば、我が
家はこの教えでたすけていただいたのであ
り、私自身も信仰の代を重ねているおかげで
結構に暮らすことができるのであって、この
道を通らせていただくことを幸せに感じて
いる。だから、子供たちにもこの信仰を受

け継いでもらいたい、そう考えるのは、子供
の幸せを願う親としてのごく自然な気持ちで
あり、それが親心ではないかと思うのです。
　これを逆に言いますと、もし親の側の信仰
が、感謝や喜びの心が伴わず形ばかりの信仰
に流されてしまっているならば、子供に信仰
を伝えようという意志は生まれてこないので
はないか。我が子とはいえ信仰は個人の自由
なんだとの一般的な考え方に流されてしまう
のではないかと思います。信仰のおかげだと
感じるのなら、子供たちにこの信仰を伝えず
にはおれない、むしろ、そうした気持ちにな
るのではないかと思うのです。ですから、縦
の伝道を進めるにあたっては、何よりもま
ず、信仰を伝える側である親、そして大人が
信仰の喜び、有難さをかみしめること、これ
が出発点なのであります。
　そして、子供たちに信仰を伝えるとは、い
ったい信仰の何を伝えるのか、その点につい
て言えば、これもまた、「信仰の喜び」を伝
えるのであり、歴代の真柱様がよく仰せられ
ているところであります。信仰を伝えるとい
うことは、教えを学校の勉強のように単なる
知識として教え込んだり、おつとめのやり方
などを覚えさせるだけでは十分とは言えませ
ん。むしろ一番大切な部分が欠けているので
あります。つまり、私たち自身が教えに添っ
て生きる中から心に湧いて来る喜び、その喜
びを子供たちに映し伝えることが肝心なので
す。先ほども申し上げましたように、私たち
が子どもたちに信仰を伝えようとするその動
機は自らの信仰の喜びであります。そしてま
た、子供たちに映し伝えるべき事柄もまた、
この喜びなのであります。ですから、私たち
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大人がまず率先して、日々に喜びを味わいな
がらこの道を通らせていただきたいものであ
ります。ところで、この「味わう」という言
葉は非常に含蓄のある言葉だと思います。私
たちが食べ物を口に入れた時、最初に訪れる
感覚は、甘い、辛い、苦い、酸っぱいなどの
味覚、すなわち味そのものです。その味覚か
らうまみを十分に感じとって、様々な種類の
味を楽しむことが「味わう」ということであ
ります。そこには、与えられたものの中から
何らかの良さや楽しみを見出そうとする積極
的、主体的な心の働きが含まれていると思い
ます。ですから、喜びを味わうということ
は、「心一つが我がの理」と教えられるよう
に、自由に使うことのできる自らの心で、成
ってくること、与えられることの中から喜び
を感じ取ろうとする私たちの積極的な意志、
心の働きが不可欠であること、そのことがこ
の表現には含まれているのであります。
　みかぐらうたに、
　いつまでしん／＼したとても　
　やうきづくめであるほどに（五下り目－5）
と仰せられます。教祖が言葉や筆で、そして
身を以て教えてくださったことはすべて、陽
気ぐらしへと通ずるものであります。つま
り、私たちがいかにして毎日を陽気に暮らす
ことができるか、喜びを味わいながら暮らす
ことができるかを教えてくださっています。
その教えを信じる私たちが、このみかぐらう
たでうたわれているように、それぞれの与え
られる環境や人間関係の中で、どれだけ陽気
ぐらしができているのか、成ってくることの
中に有難さや喜びを味わいながら通ることが
できているのか。それはなかなか難しいこと

ではありますが、少なくとも信仰者としてそ
の問いを常に自分自身に投げかけ、努力を絶
やさないようにしたいのであります。その姿
勢は自然と子供たちの心にも映ることでしょ
う。そして子供たちの心に明るさを生み、信
仰に対する前向きな気持ちを呼び起こすと思
うのです。また、喜べない時があったとし
ても、愚痴や不足ばかりを子供たちに聞かせ
てしまうことは、子供たちの心を次第に曇ら
せ、子供たちが信仰に対して背を向けること
になってしまうとも限りません。
　私たちの信仰の歩みは、成人の努力の積み
重ねであります。毎日の暮らしの中で、喜べ
る日もあれば、なかなか喜べないことも起き
てくるのが現実です。その中で心を倒すこと
なく、この御教えを信じ、親神様、教祖にも
たれて通らせていただく中に、雨雲から晴れ
間がのぞくように、自分の心の中に喜びの光
が差し込んでくるのであります。
　考えてみれば、私たちは教祖からたくさん
の喜び方を教えていただいています。教祖の
教えを実践すれば、私たちはたくさんの喜び
を味わうことができるのであります。私たち
がいかに親神様からお守りいただき、教祖に
結構にお導きいただいているのか、その御恩
に気付いたときに得られる喜び。そして御恩
報じにと、にをいがけ・おたすけに勤しむ中
にご守護を見せていただけた時の感激。欲を
忘れてひのきしんに打ち込んだ時の清々し
さ。人をたすけさせていただく中で我が身も
たすけていただける有難さ。更には、今直面
する苦労や困難を後の楽しみとして喜ぶ、喜
べないようなことの中にも親心を悟って喜び
に変える。そして何よりも、教祖の教えに出
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会い、陽気ぐらしへの道を辿らせていただけ
ること自体が、私たちの大きな喜びなのであ
ります。縦の伝道にあってまず肝心な点は、
信仰を伝える側である大人自身、親自身がそ
うした成人の努力を積み重ねる中で信仰の喜
びを深めていくことです。そして、その喜び
を日々の生活の中で、あるいは、教会や少年
会活動の中で、「親神様、教祖のおかげだ
よ、ありがたいね」と、子供たちに言葉や態
度で伝えることです。その喜びを子供たちと
共に分かち合うことであります。喜びを子供
たちに言葉や態度で伝え、行動を共にする中

で映していくことなのです。そうすることに
よって、子供たちはいずれ自ら進んでこの陽
気ぐらしの生き方を選ぶことになると思うの
です。
　さて、私に与えられた時間も迫ってまいり
ました。道の将来は、ひとえに縦の伝道にか
かっていると思います。わが子や孫を、そし
て、このハワイの道につながる子供たち、将
来を担うであろう子供たちを、骨身を惜しま
ず丹精させていただき、親神様、教祖のお望
みくださるよふぼくへと育てさせていただき
ましょう。ご清聴ありがとうございました。

コモマイ布教所（越乃國ハワイ教会所属）
ロビンソン・ジョイ所長
2017年10月23日設立
1237	Komo	Mai	Drive	Pearl	City,	HI	96782

布教所開設

　10月11日より東井まち
こさん（本部）が伝道庁
女子青年として３カ月の
予定でつとめています。
よろしくお願いします。

人事連絡

　2017年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ています。英語での開
講は、第20次（２月10日～12日）に予定され
ています。対象は20歳から40歳までの道の後
継者です。期間は２泊３日の合宿で本部施設に
宿泊します。受講御供は一人4,000円です。直
属を通して申し込みください。

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）
に開催します。詳細は伝道庁まで。

後継者研修会

　11月５日、ハワイセントラル教会（東中央）
で創立60周年記念の月次祭が執り行われまし
た。おめでとうございます。

教会事情

　来年３月末から３カ月間おぢばで開催予定で
す。志願者は早めに伝道庁までお知らせくだ
さい。

修養科英語クラス

　17日午前９時から執り行われます。祭典講
話は、蘇リン・台檀教会長がつとめます。教
会長・布教所長会議は12時45分から行う予定
です。

伝道庁12月月次祭
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婦人会だより
　早朝の寒さに、ハワイにも冬がやってきたと
感じる今日この頃。2017年もあとわずかとな
りました。皆様にとって今年はどんな年でした
か。もうすぐ迎える新年も、あふれるご守護に
気付くことができますように。
■ヌアヌハレ慰問

　12月９日（土）	 	 ９：30

■月例会

　12月11日（月）	 	 ９：00

■女鳴物練習

　12月12日（火）	 	 ９：00

※12月月次祭直会当番は合同Ｃグループです。

少年会だより
　今年一年間、少年会の行事に参加、またサポ
ートを頂きありがとうございました。また新
しい年を楽しみにしています。新年最初の行事
はリーダーズキャンプと公園清掃ひのきしんで
す。キャンプは１月27、28日に予定していま
す。公園清掃ひのきしんとバーベキューは28
日です。こちらは家族、友人を誘って参加くだ
さい。キャンプまた清掃ひのきしんの詳細は追
って連絡します。どうぞ素敵なクリスマスと新
年をお迎えください。

青年会だより

女子青年だより
　11月18日に開催した料理教室では、婦人会
メンバーに煮物の作り方を教えていただきまし
た。ありがとうございました。また今年一年、
女子青年の行事に参加、ご協力頂きありがとう
ございました。来年もよろしくお願いします。

■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（金）	 ・月例コミュニティーひのきしん
		 4日（月）	 ・月例にをいがけデー	
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 5日（火）	 ・天理文化センター月次祭
		 8日（金）	 ・アダプトハイウェイ清掃	
		 9日（土）	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
		 	 	 	 ・女子青年「With	You」勉強会
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
13日（水）	 ・青年会会議
14日（木）	 ・少年会会議
16日（土）	 ・主事会
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん&お泊まり会
17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
18日（月）	 ・ワイキキ神名流し
19日（火）	 ・福井道教セミナースタッフ来布
21日（木）	 ・おやさと練成会中期（～12/24）
25日（月）	 ・井筒みなえ着任（～3/23）
		 	 	 	 ・福井道教氏離布
26日（火）	 ・遥拝式／年末大そうじ
28日（木）	 ・青年会勉強会
30日（土）	 ・伝道庁餅つき

12月行事予定

　アロハ！11月中も多くのひのきしんに参加、
またサポートを頂きありがとうございました。
年末に向けてだんだんとリラックスしていきた
いところですが、「たすけあう」ことに休みは
ありません。どうぞ皆さんすてきなホリデーを
お過ごしいただき、家族みんなで「親孝行・
夫婦仲良く」を実践していただきたいと思いま
す。年の瀬にあたり、来年の青年会100周年に
向けて思いをあらたにして新年を迎えましょ

う。大亮様も私たちに大きな期待をかけてくだ
さっています。その期待に応えるべく、人だす
けに邁進させていただきましょう。来年の100
周年キャンペーン行事、その他ひのきしんなど
の行事にご期待ください。また月例会議に参加
してもらい、様々な意見や提案など会員一人ひ
とりの声を聞かせてもらい、青年会活動に反映
していきたいと思います。
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＊天理文庫（水～日：	 	午前10時～午後４時）
＊天理柔道（月、水、金：	 午後５時～午後９時）

2018年ハワイ伝道庁行事予定

・本部月次祭遥拝式	 	 ・婦人会/青年会/少年会例会	 ・サンデースクール
・月次祭	 	 ・婦人会鳴物練習	 ・アロハバンド練習
・主事会	 	 ・婦人会による施設慰問	 ・機関誌オリジンズ、まこと発刊	
・教会長布教所長会議		 ・Adopt	A	Highway	Program	・各会委員会	 	 	
・おてふり、鳴物練習		 （ハイウェイ清掃）	 ・月例コミュニティーひのきしん
・月例にをいがけ	 	 	
・ワイキキ神名流し	 	

月間行事

・少年会リーダーズキャンプ、新年会	 	 	 	 	 1月27日、28日
・春季大祭おぢばがえり	 	 	 	 	 1月26日
・文化センター大掃除	 	 	 	 	 2月19日
・後継者研修会	 	 	 	 	 2月24日
・ハワイ島婦人会教祖ご誕生お祝の集い	 	 	 	 2月25日
・母親講座	 	 	 	 	 未定
・少年会総会及びキャンプ（総会24日）	 	 	 	 3月23日、24日、25日
・婦人会教祖ご誕生お祝の集い	 	 	 	 	 4月3日
・教祖誕生祭おぢばがえり	 	 	 	 	 4月18日
・少年会教祖ご誕生お祝い行事	 	 	 	 	 4月15日
・全教一斉ひのきしんデー	 	 	 	 	 4月28日
・婦人会・青年会・女子青年合同総会	 	 	 	 	 5月19日
・ハワイ修養会	 	 	 	 	 6月17日～7月12日
・天理教ピクニック	 	 	 	 	 7月4日
・こどもおぢばがえり	 	 	 	 	 7月25日～31日
・天理教バザー	 	 	 	 	 8月26日
・全教一斉にをいがけデー	 	 	 	 	 9月3日
・女子青年こかん様に続く会	 	 	 	 	 未定
・秋季大祭おぢばがえり	 	 	 	 	 10月26日
・青年会創立100周年	 	 	 	 	 10月27日	
・少年会ハロウィンお楽しみ行事	 	 	 	 	 10月27日
・翻訳会議	 	 	 	 	 未定
・少年会リーダーズお楽しみデイ	 	 	 	 	 11月24日
・ハワイ島教友会総会	 	 	 	 	 11月25日
・おやさと練成会中期コース	 	 	 	 	 12月21日～24日
・霊祭（春秋）	 	 	 	 	 3月27日、9月27日
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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

年末大そうじ	 12月26日（火）	 遥拝式後

伝道庁もちつき	 12月30日（土）	 午前７時

元旦祭	 １月１日（月）	 午前10時

餅つき＠ロイヤルハワイアンホテル	 １月４日（木）	 午前10時

餅つき＠プリンセスカイウラニホテル	 １月６日（土）	 午前10時

餅つき＠JCCHオハナフェスティバル	 １月14日（日）	 午前11時

年末年始の行事


