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まこと

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
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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
　「これは朝起き、これは正直、これは働き
やで。」
『天理教教祖伝逸話篇』29「三つの宝」

　例えば、「正直が大切」ということは、幼
い子供にでも分かります。
　しかし大人でも、いつも正直でいることは
簡単なことではありません。むしろ子供より
大人の方が難しいくらいです。
　時には、本当のことを言ったがために、人
から笑われるかもしれません。わざわざ不利
な状況を招くかもしれません。正直を貫くの
は、よほど強くないとできないことです。
　それでも、長い目で見れば、陽気ぐらしを
するための要点なのです。
　ウソが混じると、人生は重苦しくなりま
す。心の底から明るくなれません。隠すの

は、そこに何かよくないことが混じっている
からです。
　風通しのよい正直な人生、そこから自然に
陽気が立ちのぼってきます。
　教祖の教えは、通り一遍に眺めただけで
は、拍子抜けがするほど素朴に見えます。し
かし、一言、一言にこの世と人間の真実が凝
縮されているのです。立ち止まって深く味わ
うと、心の滋養分がたっぷり含んでいること
に驚きます。
　飯降伊蔵先生の手の平に、三粒の籾を一つ
ずつ乗せられながら、「この三つを、しっ
かり握って、失わんようにせにゃいかんで」
と、やさしく諭される教祖。その三粒の籾を
うやうやしく頂かれる飯降先生。ほのぼのと
した情景が、ありありと目に浮かびます。

	 【平野知三】

山中庁長 新年のあいさつ
　ハワイ管内の皆様、明けましておめでとうございます。
　昨年は各々の持ち場立場でお道の御用の上にご尽力いただき、また伝道庁の諸活動・諸行事
にご協力下さり、誠に有難うございました。殊に昨年５月には真柱継承者・青年会長の中山大
亮様が初めてハワイにお入り込み下さり、管内一同が大きな勇み心と勢いを頂戴しましたが、
私たちはその勇み心と勢いをもって、日々の陽気ぐらしをしっかりと積み重ね、家族や身近な
人々、そして次代を担う若者に信仰の素晴らしさを伝え、陽気ぐらしの輪をさらに広め続けて
いきたいと存じます。
　ご承知のように、私たちの陽気ぐらし世界実現への歩みは、「きりなしふしん」ともお教え
いただくように、今後もずっと続いていきます。お道の信仰者としての誇りを持ち、教えの根
本である「かしもの・かりもの」の理をしっかりと心に治め、生かされている喜びを真に味わ
い、日々心のほこりを払い、澄み切った心、やさしい心でたすけあいの輪を広げ続けていきま
しょう。本年もどうぞよろしくお願いいたします。	
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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。

　親神様の厚き御守護のまに／＼日々結構に

お連れ通り頂く中に、本日は早くも今年の納

めの月次祭を執り行う日柄となりました。こ

の一年、様々な行事活動を無事に終えること

ができましたこと、また賜りました数々の御

守護に心より御礼申し上げ、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。

　今月21日午後より24日まで、おやさとセミ

ナー中期を開催させて頂き、ハワイの道の将

来を担う若者が伝道庁にて伏せ込み、教えを

しっかりと学ばせていただきます。本年も残

りわずかとなりましたが、年末の行事も滞り

なくつとめさせて頂き、新しい年を心明るく

迎えさせて頂きたいと存じます。同時に、私

ども教会長よふぼく一同は、今年一年お掛け

頂きました厚き親心に改めて御礼申し上げま

すと共に、これまでの通り方を今一度見つめ

直し、心新たに御恩報じの道を歩ませて頂く

決意でございます。

　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、

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

12月月次祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 美馬孝俊	 	 久尾マーク　	

賛　者	 井元ジェリー	 	 山本浩徳

指図方	 三國クライド

講話者	 蘇リン	 （英）

通訳者	 一瀬常徳	 （日）

	 座りづとめ	 前半	 後半

てをどり	 庁　長	 Ｔ．一瀬	 Ｄ．桧垣

(男性)	 Ｒ．山	 Ｓ．柿谷	 Ｂ．岩田

	 Ｇ．本田	 Ｓ．椎葉	 Ｄ．鈴木

てをどり	 庁長夫人	 Ｔ．中尾	 Ａ．綾川

(女性)	 Ｍ．三國	 Ｓ．柿谷	 Ｌ．長田

	 Ｃ．明本	 Ｓ．中尾	 Ｎ．岩田

笛	 Ｙ．宮内	 Ｔ．岩田	 Ｈ．山本

チャンポン	Ｅ．高田	 Ｂ．美馬	 Ｓ．中尾

拍子木	 Ｙ．中尾	 Ｍ．稲福	 Ｋ．川崎

太鼓	 Ｍ．社本	 Ｗ．三國	 Ｇ．井元

すりがね	 Ｔ．西村	 Ｍ．久尾	 Ｓ．社本

小鼓	 Ｔ．美馬	 Ｃ．齋藤	 Ｔ．井上

琴	 Ｌ．川崎	 Ｋ．金川	 Ｍ．井上

三味線	 Ｊ．山	 Ｍ．山下	 Ａ．中川

胡弓	 Ｒ．井上	 Ｌ．本田	 Ｎ．熊本

地方	 Ｃ．三國	 Ｏ．中尾	 M．中尾

	 Ｄ．川崎	 Ｗ．城	 Ｎ．坂上

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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　皆さまおはようございます。ハッピーホリデ
ー。ただ今は、2017年納めの月次祭を執り行わ
せていただきました。来月はもう2018年です。
月日の経つのは本当に早いものです。
　私自身が更に成人させていただくためにも、
今日この機会に、教祖のご年祭前とご年祭
中、2013年から2016年の間に起こった事々に
ついてお話しさせていただきたいと思います。
私たちは通常ご年祭前のこの３年間を、三年千
日と表現しています。教祖130年祭は、2016年
１月26日に執り行われました。ご清聴下さいま
すようお願い申し上げます。
　もう何十年も前の三年千日の期間中のことで
した。ある高齢の先生が、出直されたばかりの
お二人の会長夫人を指しながら、「他人様を救
けさせていただこうという心持ちは、三年千日
の期間中が特に大事なんです。リンさん、この
期間中は特に注意してください」と私に言われ
ました。冗談ではなく、その言葉は私の心にし
っかりと焼き付きました。
　それは、山中第８代庁長の就任奉告祭の準備
期間中に始まりました。家族の健康に関するこ
となので、他人様には話さないように言われて
いますので、その詳細についてはご容赦いただ
きますが、私たち家族は、大難が小難に、小難
が無難にというご守護を頂きましたし、また、
私の下の方の息子が2014年の英語修養科に入る
心を定めるというご守護も頂きました。
　次に、河原町大教会から生れた九つの大教会が
構成する斯道会は三年千日の期間中におぢばで三
度会合を開くことを発表し、本島大教会はこれ
を受けて三年千日の行事を開始しました。それ
は2014年３月30日、2014年10月26日、そして
2015年３月31日の二年間に亘る三度の会合でし

た。私は、主人のジミー、そして私たちの長男
夫婦と一緒に三度とも参加させていただくこと
ができました。１回目は、本部神殿で座りづと
めをさせていただいた後、神殿傍の通りでよろ
づよ八首を斉唱しました。後の２回は、出来る
限り多くの方々を別席へお連れするということ
で、何千人もの方々が集まりました。
　次に驚いたのは、私の息子がタイタン教会の
屋根の雨漏りを修理しようと言ったことでし
た。雨漏りは10年以上も続いていました。ネ
ズミやコオロギ、アリなどが屋根裏に出入りし
ていました。ご年祭前なので大がかりなことは
しないほうがいい、と私が答えますと、息子
は、130年祭を迎えるために修理すべきだと思
う、と言いました。そのおかげで、2015年７月
11日、片山幹太・本島大教会会長、山中庁長夫
妻の臨席のもと、屋根葺き替えのおつとめを賑
やかにつめさせていただきました。タイタン教
会にお手伝いにお出でくださった皆さまに感謝
します。ありがとうございました。
　それから２カ月後、2015年11月のことです
が、「ママ」と読んでいる主人ジミーの母が、
私たちの２番目の息子の結婚式に来てくださ
り、しばらく滞在してくれました。この結婚式
のお祝いに駆けつけてくれた方々13人から18
人が私どもの家に宿泊しました。結婚式が終わ

　12月月次祭祭典講話	 	 	 　台檀教会長　蘇リン
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った後、ジミーの二人目の弟トニーが、自分も
タイタン教会のメンバーになれるかな…、と私
に尋ねました。私はとても驚きましたが、本当
に嬉しく思いました。その弟はおよそ38年前に
他の大教会から修養科を出ていましたので、ち
ょっと不安だったのでしょう。大教会長、そし
てコーリン会長と相談しましたところ、お二人
とも問題はないと思う、と言われました。
　2016年１月24日、主人と私はママと一緒に
教祖130年祭のお祝いにおぢばへ帰りました。
皆様もご存知の通り、ハワイからも大勢の方
がこのめでたい日におぢばへ帰りました。おつ
とめの最中、私は、ママはおつとめが終わるま
で大丈夫だろうか、と心配でした。骨関節炎を
患っているママの膝は痛くないだろうか、トイ
レに行かなくても大丈夫だろうか、詰所に帰り
たいのかもしれない…、など心配が絶えません
でした。「詰所へ帰りたい？」とママに尋ねる
とママは、「このおつとめに参拝させてもらう
のが今回の旅行の目的じゃないの？」と言いま
した。私は恥ずかしく思いました。大丈夫だか
ら、というママは長時間、何の問題もなくおつ
とめも神殿講話も全部終了するまで廊下脇の階
段に座っていてくれました。私たちはその後２
月上旬に行われる中国の新年をお祝いするため
に台湾へ向かいました。
　その年、2016年の10月、トニーとトニーの奥
さんはママを天理へ連れて来て、ママはその後
私たちと一緒にホノルルへ戻る予定になってい
ました。秋季大祭に参拝させていただいた後、
私たち七人は、休養のために京都の温泉へ行き
ました。ママは温泉に着いてからずっと、具合
が悪い、でもどこが悪いのか自分でも分からな
い、でも何か息がしにくい、と言い続けていま
した。トニーは、せっかくお母さんの孫が豪華
な温泉に連れて来てくれたんだから、にこやか
に食事を楽しんでよ、とママに言ったのです

が、ママはやっぱり楽しそうではありませんで
した。部屋のお風呂でママの入浴を手伝ってか
ら、おさづけを取り次がせてもらいました。マ
マは、２カ月ぐらい前から新しい薬を飲んでい
る、と言いました。２カ月前からなら大丈夫な
のかな、と思いましたが、２カ月前ではなく、
実は七日から十日前からであることが後で分か
りました。正しい情報が少しずつ分かってきま
した。天理へ戻ると、ママはすぐに、病院へ連
れていって欲しい、と言いました。　
　詰所の主任先生が、夜だから救急車で行った
方がいいですよ、と言ってくれましたが、マ
マは、恥ずかしいから、と言って断りました。
アメリカとは違い、日本では救急搬送中に、後
部の救急隊員が病院へ連絡し、ベッドの空きを
確認してくれます。搬送前に病院の承諾を得な
くてはならないのです。救急隊員は、患者を受
け入れてくれる病院が見つかるまで探し続けて
くれます。このことをママに説明すると、ママ
は救急車で行くことをしぶしぶ承諾してくれま
した。幸いなことに、天理の有名な病院である
憩いの家が受け入れを承諾してくださり、ママ
は早速憩いの家に搬送されました。ひと安心で
す。その晩遅く、私はジミーから、ママの状態
は安定しているけど、肺に水が溜まっていて、
その水を取り出すのに時間がかかるらしい、と
聞かされました。翌日ママの医者から、新しく
飲み始めた薬のせいで、肺に水が溜まっていた
のです。そして、その薬は日本やアメリカでは
処方されていない薬です、と告げられました。
これを聞いて私は、台湾の医者はなぜ86歳の高
齢者にそんなに強い薬を処方したのだろうか、
と本当に心配になりました。
　ママの具合が少し良くなると、ママとジミ
ーは医者と看護師に、台湾に帰れるかと尋ね
ます。たぶん病院のスタッフに1000回ぐらい
は尋ねたのではないでしょうか。もう尋ねるの
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を止めて医者の言うことを聞いたら、と二人を
たしなめましたが、ママの台湾の医者は、飛行
機でたった３時間しかかからないので、肺に水
が溜まっていても大丈夫だからママを台湾の家
に連れて帰りなさい、と言います。私は、「飛
行機に乗るのは３時間だけど、リムジンバスで
一時間、そして２時間から３時間前にチェック
インしなければならないでしょう。日本のお医
者さんは、そんなことをしたら、お母さんはこ
れからずっとどこへ行くにも酸素ボンベを引っ
張って行かなければならなくなるし、飛行機の
中にも引っ張って行く必要がある、と言ってい
ます。飛行機に酸素ボンベを持ち込むとなれば
特別な申請もしなければならないし、許可を得
るまでの時間もかかります」と言いました。二
人は日本の医者の言うことを聞くことにしまし
たが、彼らは病院の費用のことを心配していた
ことは私も分かっていました。ママの入院中、
私たちは詰所の周りの雑草取りひのきしんをさ
せていただくことにしました。ママの回復を願
い、私たち四人全員が勇んでひのきしんをさせ
ていただけたことを、私はとても嬉しく思いま
した。
　ジミーとトニーは飛行機の予約を変更しまし
たが、私は予定通りハワイへ戻りました。ハワ
イに戻る前に病院へ行って、おさづけを取り次
がせていただきました。ママの病室に入ろうと
すると、看護師が、「おばあちゃん、飛行機乗
って行けないよ。あぶないですよ」と言ってい
るのが聞こえました。私は、エーッ、また…？
！と思いました。おさづけを取り次がせていた
だいた後、ママは私に礼を言い、私の息子や息
子の嫁たちにもお礼を言っておいて欲しい、と
言いました。ママは、息絶え絶えに、「リン、
いろいろありがとう。ジェンセンとサヤカにも
ありがとうって伝えてね。デインとメリッサに
もありがとうって伝えて」と言いました。まる

で、お別れを言っているみたいでした。ドキッ
としましたが、私は何もなかったかのように、
「まだママが逝く時じゃないの。良くなるか
ら。でもお医者さんの言うことをよく聞かなき
ゃね。良くなったら家へ帰れるからね」と言い
ました。ママをおいてホノルルへ帰らなければ
ならないことをママにお詫びしました。
　ホノルルに戻った後、毎日来る知らせによる
と、ママの状態は安定し、少しずつ快方に向か
っていて、肺の水も取り出せたということでし
た。ところが、突然の電話で、ママの心臓の状
態が悪くなり、治る可能性は五分五分だという
知らせが入ったのです。静脈注射で新薬を投与
するということで、幻覚症状などの副作用が起
こる可能性もあるとのことでした。しかし、病
状は改善し、副作用も起こりませんでした。心
臓の状態も安定しました。肺には再び水が溜ま
りましたが、水を取り出すことでき、状態は快
方に向かいました。この間ジミーは、弟にママ
を看ていてもらって数日間ホノルルに戻り、ま
た天理に引き返すという状況でした。間もな
く、ママは家へ帰ることができました。本当に
ホッとしました。台湾に帰ってからママは、「
病院で『台湾の神様』と『赤いカーテン』の夢
を見た…」とジミーに言いました。カーテンの
後ろ側に行こうとするママを何かが止めてくれ
たのです。ジミーは、「その赤いカーテンが天
理教の神様だよ！」と叫んだそうです。ジミー
からこの話を聞いて、私は本当に驚きました。
そしてジミーに、台湾の神様って誰？と尋ねま
したが、ジミーは知らないと言いました。	
　私は、甥の結婚式に台湾へ戻った折に、夢に
出てきた台湾の神様は誰のことなのか、とママ
に尋ねたところ、ママは、台湾の神様は、トニ
ーとトニーの妻が熱心に信仰していて、よくひ
のきしんに行っている道教のお寺から来た神様
のことだよ、と言いました。私は驚きました。
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そして、ひながたの後半に教祖が赤衣をお召し
になったことを説明し、赤いカーテンから出て
来られたのは教祖であり、教祖を見れるのはほ
んの一握りの人しかいないことをママに話しま
した。教祖が赤い光であったり、おつとめ着や
赤衣を召される老婆のお姿でお出ましになるこ
とがある、と聞いたことがあります。赤いカー
テンとして教祖を見れるなんて何人もいないの
よ、ママ。本当にすごいね！ただただ、驚きと
感謝です。教祖、ありがとうございます。
　ママが完治するのには何カ月もかかりました
が、今年の10月28日に台湾を訪れた際には、
ママの最初のひ孫を見てもらうことができまし
た。ママはとても元気そうでした。親神様、教
祖、ありがとうございます。
　いろいろな出来事のうちのほんの少しだけお

話しさせていただきましたが、とかく災難とか
不運と思いがちなことであっても、私は、心を
お道に沿わせる機会を自分自身、そして家族に
与えていただいた、と心からありがたく思って
います。
　教祖がお教えくださった次の大切なご教理を
もって私の講話を終わらせていただきたいと思
います。
「言葉一つが肝心。吐く（つく）息引く息一つ
の加減で内々治まる。」（逸話篇137）
　私が言う言葉は他人様に喜びをもたらしてい
るのだろうか、他人様を勇ます言葉なのだろう
か？私は、子供たちをそして孫たちをお道のご
教理に沿って育てさせていただくべく、これか
らも努力させていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。

　12月25日、井筒みなえ
さん（芦津）が伝道庁女
子青年として３カ月の予
定で着任しました。よろ
しくお願いします。

人事連絡

　２月24日（土）午前９時より伝道庁で開催
します。受講対象は、ハワイ在住17歳～45歳
の天理教信仰者です。受講申込は伝道庁まで。

ハワイ後継者研修会

　2017年12月13日、城ふさえ・キャッスル教
会前会長夫人が94歳でお出直しになられまし
た。告別式は１月10日（水）午前10時からカネ
オヘのValley	of	the	Templesで執り行われます。
　2017年12月20日、中尾登美子・パール教会
前会長夫人が88歳でお出直しになられました。
告別式は12月28日、ヌアヌ葬儀所で執り行われ
ました。お二人のご功績に深く感謝申し上げ、
心より哀悼の意を表します。

訃報

　12月21日から24日まで、おやさと練成会英
語中期コースが伝道庁で開催され、テルヤ・ジ
ャスティン、浜田シャーリー、魁生クララ、桧
垣アリッサが修了しました。海外部派遣の福井
道教（NY）と菊地ミシェルがスタッフを務め
ました。
　また、今年の前期・後期コースが７月10日
～25日（事前合宿８～９日）おぢばで開催さ
れます。伝道庁への提出締切は１月21日です
ので、受講希望の方は早めに申し込みをお願い
します。

おやさと練成会中期
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婦人会だより
　明けましておめでとうございます！昨年は婦人会
活動の上に誠真実のご尽力とご支援を頂きありがと
うございました。婦人会の活動目標にもあるよう
に、身近な人に信仰の喜びを伝え、会員増加を目指
して努めさせて頂きましょう。本年も皆様の変わら
ぬご支援を賜りますようお願い致します。マハロ！
■新年会

　１月８日（月）	 	 10：00

■女鳴物練習

　１月９日（火）	 	 ９：00

■ヌアヌハレ慰問

　１月13日（土）	 	 ９：30
※１月大祭直会当番は本島グループです。

少年会だより
■リーダーズキャンプ＆新年会

　あけましておめでとうございます。今月27、28
日に伝道庁でリーダーズキャンプを開催します。対
象は12才以上の会員で学生会員も含まれます。初
日は午前10時に始まり、グループでスプリングキ
ャンプの計画や翌日のゲームの打合せをします。
夜は昨年「リーダーズお楽しみデイ」を開催出来
なかった代わりに、アイエアのボーリング場に行
きます。靴下を持参して下さい。申込は１月21日
までに伝道庁へお寄せください。参加費は10ドル
です。二日目の28日は、午前10時からTCCで清掃
ひのきしん＆BBQ新年会を行います。この行事は
どなたでも参加いただけますので、家族・友人を
誘って参加ください。

青年会だより

女子青年だより
　明けましておめでとうございます。ハワイ女子青
年委員長の川崎サリーです。今年一年も女子青年活
動の上に皆様のご支援を頂けるようお願いします。

　アロハ！委員長の菊地カイルです。昨年は皆さ
んのおかげで様々な活動を無事に開催でき、感謝
しています。特に大亮様が初めてハワイにお入り
込みされ、沢山の勇み心を運んでくださったこと
は未だ記憶に新しいことと思います。青年会創立
100周年に向けた目標は、日々の生活を勇んで歩む
ためのものです。2018年は、さらに良き息子、良
き夫や彼氏、良き父や兄弟となれるよう努力させて
いただきましょう。10月28日におぢばで開催され
る青年会創立100周年に皆で参加し、大亮様と一緒
にお祝いさせていただきましょう！2018年も心を
動かせ、世界を拓け！

		 1日（月）	 ・元旦祭
		 3日（水）	 ・天理文化センター月次祭
		 	 	 	 ・婦人会委員会
		 4日（月）	 ・餅つき（Royal	Hawaiian	Hotel）
		 	 	 	 ・東井まちこ女子青年離任
		 6日（土）	 ・餅つき（Princess	Kaiulani	Hotel）
		 8日（月）	 ・婦人会新年会
		 	 	 	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会	
		 9日（火）	 ・婦人会鳴物練習
		 	 	 	 ・ワイキキ神名流し	
11日（木）	 ・月例にをいがけデー	
14日（日）	 ・餅つき（JCCH	Ohana	Festival）
17日（水）	 ・青年会会議
18日（木）	 ・少年会会議
20日（土）	 ・学生会ひのきしん&お泊まり会
21日（日）	 ・春季大祭
		 	 	 	 ・サンデースクール／アロハバンド
		 	 	 	 ・教校学園研修説明会
23日（火）	 ・庁長帰本（～2/3）
26日（金）	 ・遥拝式／おてふり鳴物練習
27日（土）	 ・少年会リーダーズキャンプ(～28日)
28日（日）	 ・少年会TCC清掃ひのきしん＆新年会
31日（水）	 ・岩田祥孝青年帰本（～2/5)
		 	 	 	 ・青年会勉強会

１月行事予定


