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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

　「人を救けたら我が身が救かるのや。」

『天理教教祖伝逸話篇』42「人を救けたら」

　寝付かれぬ夜。「眠りたい、眠りたい！」

、焦れば焦るほど、目がランランと冴えてき

ます。ところが、「眠らねば」ということを

忘れると、知らぬ間にコクンと寝入ってい

ます。

　同様に、「何とかたすかりたい！」ともが

けばもがくほど、一層苦悩は募ります。自分

のことが頭から離れず、不安に苛まれるので

す。だから、気分転換においしいものを食べ

ても、映画を観ても、温泉に行っても、気が

晴れるのは一瞬で、すぐにまた元通り。

　その時ふと横を見ると、苦しむ人がいま

す。「あ、この人も辛いだろうなぁ。なん

とかしてあげたい…」。自分のことを脇に置

き、その人のために動き出します。するとど

うでしょう、それまで消沈していた心が、ム

クムクと起きあがるではありませんか。そう

です、心鬱ぐ時の最高の特効薬は、人のため

に動くことです。これはどんな抗鬱剤より強

力です。

　誰かのために真実を振り絞る時、返ってく

る笑顔。瞬時に苦労も吹っ飛びます。生きて

いてよかったと心底思います。人が一番溌剌

と輝くのは、人に喜んでもらおうと夢中にな

る時。ブランド品や化粧品、エステにお金を

遣うより、ずっとずっと、若々しく美しくな

ります。

　人にしてもらうばかりでは、幸せになりま

せん。多くの家臣に仕えられる王様は、おそ

らく苦悩の方が多いはず。幸せになるのに、

難しい理論も哲学も要りません。人を幸せに

すれば、自然に自分も幸せになる、親神様は

そのように人間をお創りになりました。

	 【平野知三】

教会長・布教所長の皆さんへお願い

　『ハワイ伝道庁50年史』が発刊されて早くも10年余が経ちました。その間、2014	年に迎え
た伝道庁創立60周年を経て、現在は2024年の70周年に向けて道の歩みを進めているところで
す。つきましては、「70年史」（或いは「100年史」）編纂へと向けて、管内各教会・布教所
に関する史料の記録保存のため、史料の収集・調査を始めさせていただきたいと思います。
　そこで、「50年史」（2004	年）を起点として、それ以降の各教会・布教所に関する史料収集
のご協力をお願いいたします。伝道庁で作成した調査フォーマットに記入いただくか、データ
での提出でも構いません。提出期限は2018年３月31日です。よろしくお願いします。

ハワイ伝道庁
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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。

　親神様には一れつ子供の陽気ぐらしを楽しみ

に、この世人間をお創め下され、約束の年限の

到来と共に教祖をやしろにこの世の表に現われ

下され、よろづいさいの真実を説き明かし、た

すけ一条の道をつけて、陽気ぐらしへとお連れ

通り下さいます御慈愛の程は、誠に有難く勿体

ない極みでございます。私共は御恩報じを念じ

て、日々勇んでたすけ一条の御用に励ませて頂

いておりますが、その中にも本日は、当伝道庁

の１月大祭を執り行う日柄を迎えましたので、

教祖年祭の元一日、一れつ人間の成人を急き込

まれる教祖が定命を25年お縮めになり、ご存命

のお働きをもって世界たすけに踏み出された明

治20年正月26日を偲んで、ただ今よりおつとめ

奉仕者一同、親神様の思召に添いきり一手一つ

に心を合わせ座りづとめ・てをどりを厳かにつ

とめさせていただきます。御前には寄り集った

ハワイの道の兄弟姉妹が、教祖の五十年の道す

がらを偲びながら真心を込めてみかぐらうたを

唱和し、陽気ぐらし世界の実現を真剣に祈念す

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。

　私ども教会長よふぼく一同は、日々お見せ頂

く姿の中にをやの声を求め、御恩報じを第一

に、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。世界の人々よりも一足先に

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、次代を担

１月大祭祭文

祭典役割
祭　主	 庁　長	 	

扈　者	 一瀬常徳	 	 稲福道興　	

賛　者	 井上タイロン		 坂上典明

指図方	 本田グレン

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	 Ｙ．宮内	 Ｇ．井元

(男性)	 Ｒ．山	 Ｔ．井上	 Ｈ．山本

	 Ｃ．三國	 Ｗ．三國	 Ｎ．坂上

てをどり	 庁長夫人	 Ｋ．齋藤	 Ｒ．宮内

(女性)	 Ｊ．山	 Ｃ．浜田	 Ｆ．伊藤

	 Ｃ．美馬	 Ｎ．椎葉	 Ｙ．川崎

笛	 Ｄ．明本	 Ｂ．岩田	 Ｍ．中尾

チャンポン	Ｄ．川崎	 Ｄ．鈴木	 Ｊ．蘇

拍子木	 Ｇ．本田	 Ｊ．蘇	 Ｓ．中尾

太鼓	 Ｂ．岩田	 Ｓ．社本	 Ｍ．久尾

すりがね	 Ｍ．社本	 Ｅ．高田	 Ｄ．明本

小鼓	 Ｍ．稲福	 Ｍ．中尾	 Ｔ．井上

琴	 Ｔ．中尾	 Ｒ．井上	 Ｙ．一瀬

三味線	 Ｃ．明本	 Ｌ．蘇	 Ｎ．岩田

胡弓	 Ｍ．三國	 Ｓ．中尾	 Ｌ．井上

地方	 Ｔ．西村	 Ｔ．一瀬	 Ｄ．桧垣

	 Ｅ．高田	 Ｓ．中尾	 Ｄ．鈴木

う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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　皆さま、こんにちは。本日は伝道庁の１月
の大祭にご参拝下さり、誠にありがとうござ
います。今年初めて会う方々もおられますの
で、ちょっと遅いですが、明けましておめで
とうございます。本年もよろしくお願いしま
す。そして、ただ今は、世界たすけ、陽気ぐ
らし世界実現を真剣に祈り願い、また教祖年
祭の元一日に思いを馳せるおつとめを、皆さ
まと共々に厳かにつとめさせていただきまし
た。本部と大教会の１月大祭のためにすでに
出発され今日は居られない先生方も数名あり
ますが、今日の大祭に際して、私の思います
ところを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。
　毎年繰り返していますので皆様も充分ご承
知の通り、１月の大祭は教祖年祭の元一日、
教祖が現身をおかくしになられた明治20年
（1887年）正月26日を記念してつとめられ
ます。教祖が現身をおかくしになられた、言
いかえると、「神のやしろ」である教祖のお
姿を直接に拝し、そのお声を直接に聞くこと
ができなくなった日を思い返してつとめるわ

けですから、私たちの自然な心情的には、普
段の月次祭のように「陽気に勇んで」ではな
く、「厳かな」気持ちでつとめられます。ま
た、教会本部の１月大祭は天理の冬の大変厳
しい寒さの中でつとめられますので、寒い中
で最初から最後まで参拝していると、体が芯
まで冷え切ってなおさら「厳かな」気持ちに
なります。温暖なハワイから帰参すると、そ
の寒さが余計身にしみて、なおさら「厳か」
に感じられます。
　一方、穏やかな秋の天気の下でつとめられ
る10月の大祭は、天理教が始まった日、つま
り天保９年（1838年）10月26日、親神様が
教祖を通して初めてこの世に直接に顕れら
れ、教祖が「神のやしろ」とお定まりにな
られた日を記念してつとめられます。教祖が
神のやしろとなられた日、そしてその教祖が
現身をおかくしになられる日、お道における
二つの大きな出来事をそれぞれ記念してつと
めるおつとめが「大祭」と呼ばれています。
もちろん、どちらの大祭も天理教と天理教信
仰者にとっては大切ですが、お道の今日まで
の伸び広がり、また今日の私たち天理教信仰
者の日々の信仰のあり方を考える上において
は、毎年この時期に１月の大祭の意義、すな
わち教祖年祭の元一日をしっかりと振り返り
心に納め直すことが、とりわけ大切であると
思います。
　もちろん、ここに居られるほとんどの方々
にとっては、それは当たり前のことであり、

　１月大祭祭典講話	 	 	 　ハワイ伝道庁長　山中修吾
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何回も聞いてよく知っていることだと思いま
す。実際、毎年１月に私は同じことを話して
います。ですが、「何回も聞いてるから、も
う知ってる」という態度で済ませるのと、「
なるほど、大事なことだから改めて肝に銘じ
て、これまで以上にしっかりと通らせてもら
おう」という態度で受け取るのとは、それを
続ければ続けるほど、大きな違いが生じてく
ると思うのです。
　殊に、今日の私たち天理教信仰者の日々の
信仰のあり方を考える上においては、毎年こ
の時期に１月大祭の意義、すなわち教祖年祭
の元一日をしっかりと振り返り心に治め直す
ことがとりわけ大切です。教祖年祭の元一日
を振り返り、そして「教祖は子供可愛い親心
から、一れつ人間の成人を促すために、定命
を25年縮めて現身をかくされ、ご存命のお
働きに出られた」という深い真実を今一度真
剣に見つめ直し、そこに込められたをやの思
いを、当時の人々ではなく、今この道を信仰
する私自身・私たち自身に対してのこととし
て受け取り直すということは非常に大切であ
ると思います。
　そして、これも大切なことなので毎年繰り
返していますが、『教祖伝』の最後の章には
教祖年祭の元一日へとつながるできごと、す
なわち明治20年初めにおける教祖と当時の
人々との間での大変厳しい神人問答の様子が
詳しく描かれていますが、これは決して、単
なる131年前の「過去の話」として読むべき
ものではありません。『教祖伝』は、教祖と
周りの人々の言動を綴った単なる「伝記」や
「記録の書」ではなく、今日の私たち信仰者

が教祖を慕い求めるための「信仰の書」でも
あります。今この道を信仰し、教祖を慕い、
真摯にひながたを辿ろうとする信仰者がそれ
を読む度に、また読めば読むほど、その中に
入り込んでいかざるを得ない、そういう不思
議な性格を持つ書物です。皆さん、今月の26
日までに『教祖伝』第十章をもう一度しっか
り読んでみてください。
　特に、最後の場面においては、子供である
人間の成人を急き込まれる教祖が、定命を縮
めて現身をかくされ、ご存命の働きに出られ
たという深い信仰的真実が、時空を越えて、
今この道を歩む私たち信仰者一人ひとりの胸
に強く迫ってくるはずです。そのような読み
方をさせていただきましょう。というか、そ
のような読み方ができるように、日々の信仰
生活の中で、常に教祖を慕い求め、いつでも
どこでもご存命の教祖を身近に感じ、教祖の
ひながたを辿らせていただく努力を積み重ね
ましょう。
　実際、私が初めて『教祖伝』を最初から
最後まで読んだのは、今からちょうど30年
前、米国留学途中に休学し、21歳で修養科
に入った時でしたが、その時は、夏の授業中
に眠気に耐えながらただ読んで聞いてただけ
で、とてもそのような読み方や受け取り方は
できませんでした。ですがその後、信仰年限
を重ね、また、おぢばの学校や修養科等で教
祖伝を教える機会を頂き、何回も何回も『
教祖伝』を読む中に、次第にそのような読み
方・受け取り方ができるようになったと思い
ます。
　そして、私が「教祖伝は素晴らしい書物だ
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なあ」と思うのは、その素晴らしい終わり方
です。最後の第十章は、「教祖が現身をかく
された」という明治20年正月の歴史的出来
事の記述だけで終わっていません。その最後
の頁は、
さあ／＼これまで住んで居る。何処へも行
てはせんで、何処へも行てはせんで。日々
の道を見て思やんしてくれねばならん。
という、この大きな出来事の直後ではなく３
年後の明治23年３月17日に出された、教祖
ご存命の理をはっきりと指し示すおさしづの
引用で始まり、続けて、
　一列子供を救けたいとの親心一條に、あら
ゆる艱難苦労の中を勇んで通り抜け、万人た
すけの道をひらかれた教祖は、尚その上に、
一列子供の成人を急込む上から、今こゝに二
十五年の寿命を縮めて現身をかくされたが、
月日の心は今も尚、そしていついつまでも存
命のまま、元のやしきに留まり、一列子供の
成人を守護されて居る。日々に現われて来る
ふしぎなたすけこそ、教祖が生きて働いて居
られる証拠である。
　月日にハせかいぢううハみなわが子　
　かハいいゝばいこれが一ちよ（一七－16）
という現在形の文章で結んでいますが、まさ
にこの最後の部分は、『教祖伝』に描かれて
いる教祖と今の私たち天理教信仰者をつなぐ
重要な部分であり、教祖が現身をかくされた
明治20年から今日までの130年余りにおける
お道の歩みを超簡潔に説明要約する部分でも
あります。言いかえると、ご存命の教祖の日
々のお働きとお導きを真に固く信じて通ると
いうことが、今日の天理教信仰者一人に求め

られる本質的なあり方であり、それが明治20
年から今日までの天理教伸展の原動力となっ
てきた、ということです。
　明治20年正月に戻りますが、『教祖伝』
第十章では、当時お屋敷に集まっていた人々
が、決死の覚悟でのおつとめにもかかわらず
教祖がお姿をかくされたことに大きな驚きと
悲しみを感じながらも、その直後に飯降伊蔵
先生を通してのおさしづを聞いて、｢教祖は
ご存命のままお働き｣ということをすぐに得
心して、その驚きと悲しみから立ち直った、
というように描かれています。しかし実際に
は、（こんなことを言うと皆さん驚かれるか
もしれませんが）当時の極限的状況を考える
と、その場に居た人々全員がそのおさしづを
聞いた（あるいは見た）だけですぐに、｢教
祖はこれからも世界たすけのために存命同様
にお働き｣という深い信仰的真実をはっきり
と得心できたわけではないと思います。それ
にはかなりの時間が掛かったはずです。普通
に言えば、「居なくなった人がまだ生きて働
いている」ということですから。
　この点については、中山慶一先生が名著『
私の教祖』の中で、以下のようにはっきりと
述べておられます。
　このおさしづを通して深く考えてみれば、
これこそ、究極においては、「明るい道をと
望む」子供の本心の願いを叶えてくださる、
限りない親の慈悲であったのである。しか
し、この悲しむべき事態を親の慈悲とは、決
してこの場で直ちに、簡単にさとり得るもの
ではなかったに相違ない。教祖を失った悲し
みと疑惑と悩みとは、まだまだ深く人々の心
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に座を占めていたに違いない。
　　（中山慶一『私の教祖』472頁）

　また、深谷忠政先生も、次のようにはっき
りと述べておられます。
　教祖存命の理なくして、その後の天理教団
は存在しないであろうが、当時の信者にとっ
て存命の理の自覚は容易ではなく、教祖が身
をかくされるとともに、この道の断絶を思っ
た者も少なくなかったようである。
（深谷忠政『天理教教義学序説』252頁）

　ですが、このように教祖を失った深い悲し
みと疑惑から人々を救い、教祖ご存命の理と
いう深い信仰的真実の得心へと導き、力強く
起ち上がらせたのは、飯降伊蔵先生を通して
広く人々に渡された「さづけの理」とその口
を通して伝えられた「おさしづ」のお言葉で
した。それがその後、今日までのお道の伸展
につながっています。
　飯降伊蔵先生はそれ以前からすでに、教祖
に代わって神意を直に取り次ぐ許しを教祖か
ら戴いておられましたが、教祖が現身をかく
された後に間もなくして本席と定まり、その
後20年間、ご存命の教祖に代わってさづけ
の理を渡され、その口を通してご存命の教
祖のお言葉であるおさしづのお言葉を伝えら
れました。教祖が直にご教示され筆に記され
た「みかぐらうた」「おふでさき」とならん
で、「おさしづ」が天理教原典に数えられる
のは、それがまぎれもなく本席飯降伊蔵先生
を通して20年間伝えられた「ご存命の教祖の
お言葉」だからです。
　飯降伊蔵先生を通して20年間に亘って伝え
られ筆録された「おさしづ」は膨大な量に上

り、教会本部による長年の編纂期間を経て、
教祖80年祭の年に全７巻（合計６千余頁）
に纏められて公刊されています。最初から最
後まで一度通して読むのも大変で、また、録
音機器もない時代のことですから筆録不備と
思われるところも多くあり、何回読んでも意
味が分かり難いところも多々あります。なの
で、その翻訳となるとなおさら難しいです。
　ですが、20年間の「おさしづ」の中には、
あちらこちらに「教祖ご存命の理」をはっき
りと示すお言葉がたくさんあり、その代表的
なものが、『教祖伝』最後の頁にも引用され
ている明治23年３月17日のおさしづです。
なんだか「おさしづ講義」のような講話にな
ってきましたが、割書も含めてそのおさしづ
全文を読んでみます。
明治二十三年三月十七日（陰暦正月二十
七日）
　御守はこれまで教祖の御衣物を御守に用
い来たりしに、皆出して了いになり、この
後は如何に致して宜しきや伺
さあ／＼尋ねる処、守いつ／＼続かさに
ゃならん。赤衣という、いつ／＼続かん
なれど、そうせいでもいと、何尺何寸買
うてそうすればよかろうと思うなれど、
赤き着物に仕立てゝ供え、これをお召し
更え下されと願うて、それを以ていつ／
＼変わらん道という。
　御靈前へ供えますや、本席へ御召し更
え下されませと御頼み申しますや、どち
らでありますや願
さあ／＼これまで住んで居る。何処へも行
てはせんで、何処へも行てはせんで。日々
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の道を見て思やんしてくれねばならん。
　押して、御霊前へ赤衣物に仕立て、御召
し下されませと御願い致しますにや
さあ／＼ちゃんと仕立てお召し更えが出来
ましたと言うて、夏なれば単衣、寒くなれ
ば袷、それ／＼旬々の物を拵え、それを着
て働くのやで。姿は見えんだけやで、同ん
なし事やで、姿が無いばかりやで。
　教祖が現身をかくされてからしばらくは、
残された教祖の赤衣を小さく切ってお守りと
して渡されていましたが、３年経って赤衣が
無くなってしまい、「これからどうしたらい
いか？」と尋ねられるわけですが、それに対
しての答えは、「お守りはいつまでも続けな
いといけない。大きい布地を買ってきて、そ
れですぐにお守りを作るのではなく、まずは
赤い着物を拵えて、ご存命の教祖にお召しい
ただき、その赤衣からお守りを作ることを続
けるように」とのお言葉でした。そして、「
赤衣を教祖の御霊前へ供えるのか、本席様に
着てもらうのか？」という問に対して、「教
祖は今もご存命でここに居る、どこへも行っ
てはいない、日々に現れる働きを見て思案す
るように」と仰り、「赤衣を作って教祖の御
霊前にお召し下さいとお願いするのですね？
」との再確認に対して、「夏は単衣、冬は袷
の着物を準備せよ。それを着て働くのや。姿
が見えないだけで、教祖の働きは以前と同
じ」と、はっきりと仰っています。
　皆様ご存知のように、本部の教祖殿では三
度のお食事、お召し替え、お風呂など、日々
教祖にご存命同様のお仕えをされています
が、これは、このようなおさしづのお言葉に

もとづいて、現在の教祖殿が竣工した昭和８
年10月から始まり、今日に及んでいます。
これによって、「教祖ご存命の理」がはっき
りと形の上にも現わされ、私たちは尚いっそ
うご存命の教祖を身近に感じ、より強くその
親心にふれることができるんだと思います。
　本席飯降伊蔵先生は明治40年６月に出直さ
れ、20年間続いたおさしづが終わるわけです
が、その１カ月前の明治40年５月17日にも、
以下のようなお言葉があります。
さあ／＼皆よう思やんをして掛かれば危
ない事は無い。影は見えぬけど、働きの
理が見えてある。これは誰の言葉と思う
やない。二十年以前にかくれた者やで。
なれど、日々働いて居る。案じる事要ら
んで。勇んで掛かれば十分働く。
　このように、親神様そして教祖は、その大
きな親心から20年間掛けて、「おさしづ」
のお言葉を通して繰り返し繰り返し、言葉を
重ね、表現を変えながら、「教祖は今もご存
命でお働き」ということを当時の人々そして
今の私たちに念押しされ、また同時に、飯降
伊蔵先生を通してご存命の教祖から戴く「さ
づけの理」の取り次ぎによる不思議なたすけ
の続発を通して、教祖ご存命の理の確信に導
いてくださいました。このことについて、深
谷忠政先生はとても簡潔明快に、「おさしづ
を貫通する大動脈は、教祖ご存命の理」であ
り、「おさしづ最大の価値は、存命の理を明
確にされたこと」と述べておられます（深谷
忠政『教理随想─教理と実践の書』）。
　教祖70年祭の年に、それまで60年間掛け
て編纂された現在の『教祖伝』が公刊される
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際、二代真柱様は全教会長を集めて教義講習
会を開催し、「教祖ご存命の理」について、
次のようにお教えくださっています。
　存命のまま御守護を下されておるのではあ
りまするが、それはわれわれの耳には聞えな
いのであります。目には見えないのでありま
す。ただ一つ絶対の信仰の心に写ってくる理
であり、お姿なのであります。それが存命の
理の御守護であろうと信ずるのであります。
（『第十六回教義講習会第一次講習抄録』）
　目に見えない耳に聞こえない教祖のお働き
を体感し納得するには、まさに絶対的な信仰
が必要とされるということです。つまり、「
教祖は、そのお姿は見えないが、今も存命同
様に世界たすけのためにお働きくださってい
る、いつでもどこでも一人ひとりを導いてく
ださっている」ということを絶対的に信じて
通ることによってのみ現わされてくるもの、
得心できるものが、教祖ご存命の理であると
思います。
　また逆に、教祖ご存命の理をまだしっかり
得心していない人が先にご存命の教祖による
不思議なお働き、お導きを目の当たりにし、
そこから教祖ご存命の理の信仰的真実に目覚
める、ということも多々あるでしょう。これ
は私個人の受け取り方ですが、目に見える生
身の人間のお姿を持たないからこそ、人間の
体に付随する物理的制限を越えて、「教祖は
世界中をかけまわって、いつでもどこでも誰
にでもお働きを下さる」ということが可能に
なり、それを信じることができるのではない
でしょうか。
　今後も私たちは、先人の先生方と同じく、

いつどこにあってもご存命の教祖のお働きと
お導きを日々固く信じて、もたれて、ご存命
の教祖と共に日々歩ませていただく、という
より他はありません。この道は、親神様の教
えを直にお伝えくださった教祖お一人から始
まった道であり、現身をかくされた後も、私
たち一人ひとりがご存命の教祖と共に日々歩
み続ける道なのです。私たちはたまたまハワ
イで天理教を信仰しているわけではありませ
ん。今ここ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導
かれて、他の人々よりも先にこの道に引き寄
せていただき、今ここハワイに居ます。私と
妻も例外ではありません。私たちは皆、ハワ
イの道の後継者です。そのことに喜びと誇り
と使命感を持ち、それを子供たち、孫たちに
も伝えていきましょう。
　そしてさらに、ご存命の教祖の道具衆とし
て、子供である一れつ人間に対する教祖の大
きな親心を感じ取り、それに応え、近づき、
さらには教祖のお心を常に我が心として、相
手を感化する底なしの親切、優しい低い心
で、周りの人々に働きかけ、できるだけたく
さんの方々をご存命の教祖につながせていた
だきましょう。それが、私たちのよふぼくと
しての大切な使命でもあります。
　どうぞ、今年一年もハワイ管内が一丸とな
り、この道の信仰者としての誇りと使命感を
持ち、心と力を合わせて、勇み勇ませ合っ
て、ご存命の教祖と共に、日々を神一条喜び
一条におたすけの精神とひのきしんの態度で
もって進ませていただきましょう。ご清聴、
ありがとうございました。マハロ！



10 11

　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お願い
します。申込締切は２月18日です。

ハワイ後継者研修会

婦人会だより
　毎年２月は天理教校学園高校の生徒さんが研修
にハワイを訪れます。若き道の後継者です。伝道
庁では24日に後継者研修会が開催されます。若い
人たちが喜んでお道を通ってゆけるように、私た
ち婦人会員も毎日の御用を楽しんでつとめさせて
いただきましょう。

■バザーひのきしん（毎週水曜日）

　ウエストハウス	 	 ９：00－12：00

■ヌアヌハレ慰問

　２月11日（土）	 	 ９：30
※２月は例会、鳴物練習はありません。
※直会当番は周東グループです。

人事連絡
　１月４日、東井まちこさん（本部）が３カ月
の伝道庁女子青年の任を終え帰国しました。あ
りがとうございました。

もちつき
　１月４日（木）ロイヤル・ハワイアンホテ
ル、６日（土）シェラトン・プリンセス・カイ
ウラニホテル、14日（日）日本文化センター
主催のオハナフェスティバルでそれぞれもちつ
きが行われました。（写真はオハナフェスティ
バルにて）

少年会リーダーズキャンプ＆新年会
　１月27、28日、少年会リーダーズキャンプが
行われ12名が参加しました。28日は、天理文化
センターで、清掃ひのきしんとバーベキューが
行われました。（写真はひのきしん後リーダー
ズ主導のもと行われたゲームの様子）

　2017年８月から本年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

　田中善吉・海外部長が今月16日から20日まで
ハワイに滞在されます。教会巡教、また18日の
伝道庁２月月次祭祭典講話をつとめられます。
また、祭典直会後に教会長布教所長および配偶
者を対象としたミニセミナーを進めていただき
ますので、月例の教会長布教所長会議はありま
せん。よろしくお願いします。

田中部長来布



10 11

少年会だより
■三会合同天理文化センター大掃除

　２月19日プレジデント・デーの午前９時から行
います。３月のスプリングキャンプに向けてみん
なでTCCを綺麗にさせていただきましょう。

■スプリングキャンプ

　３月23～25日の日程で開催します。参加申込書
は伝道庁または中川オードリーまでお問い合わせ
ください。締切は３月18日です。尚、おつとめま
なび総会は別の月に開催予定です。

青年会だより
　アロハ！皆さん素晴らしい新年を迎えられたこ
とと思います。新年早々の餅つきにお手伝い頂い
た皆さんありがとうございました。２月は会活動
が目白押しですが、まずはスーパーボウルです。
アロハ教会で観戦させていただきます。カイル会
長はじめ家族の皆さんに準備していただき感謝し
ます。個人的にはジャガーズ対バイキングスが観
たいのですが。
　14日バレンタイン・デーは、お母さん方の日頃
の労をねぎらうべく、第２回ベイビーシッティン
グを午後５時から９時半まで太平洋教会で行いま
す。ぜひお子さんを預けていただき、素敵な時間
をお過ごしください。17日はレインボーハレのカ
ーペット張り替えと清掃ひのきしんを行います。
そして２月のメインイベントは、24日のハワイ
後継者研修会です。私の妻ミシェルも委員会のメ
ンバーと一緒に素晴らしいプログラムを考えてい
ます。10年に一度の研修会ですのでみんなで参加
させていただきましょう。28日は、６月の全世界
布教月間に向けた会議を行います。どのようなに
をいがけ活動が出来るのか、皆さんと一緒に考え
たいと思いますので参加よろしくお願いします。

		 3日（土）	 ・庁長帰任
		 5日（月）	 ・天理文化センター月次祭
		 	 	 	 ・岩田帰任
		 6日（火）	 ・教校学園高校生来布（～15日）
		 7日（水）	 ・青年会会議
		 8日（木）	 ・月例にをいがけデー（伝道庁周辺）
		 9日（金）	 ・アダプトハイウェイ清掃
10日（土）	 ・婦人会ヌアヌハレ慰問
12日（月）	 ・TCC＆文庫ジョイント委員会	
15日（木）	 ・少年会会議
16日（金）	 ・田中善吉海外部長来布（～20日）
17日（土）	 ・主事会
		 	 	 	 ・学生会ひのきしん&お泊まり会
18日（日）	 ・月次祭
		 	 	 	 ・サンデースクール／アロハバンド
		 	 	 	 ・教会長布教所長ミニセミナー
		 	 	 	 ・ジョイワークショップ
19日（月）	 ・三会合同TCC大掃除	
20日（火）	 ・ワイキキ神名流し	
24日（土）	 ・後継者研修会
25日（日）	 ・婦人会ハワイ島教祖ご誕生お祝いの集い
26日（月）	 ・遥拝式／おてふり鳴物練習
28日（水）	 ・青年会勉強会

２月行事予定

■スーパーボウル・パーティー

　２月４日（日）	 13：30　　アロハ教会

■月例会議

　２月７日（水）	 19：30

■バレンタイン・デー・ベビーシッティング

　２月14日（水）17:00	-	21:30　太平洋教会

■レインボーハレ清掃＆カーペット張り替え

　２月17日（土）	 9：00

■天理文化センター大掃除

　２月19日（月）	 ９：00

■後継者研修会

　２月24日（土）	 9：00	-	16：00

■全世界一斉布教月間に向けた会議

　２月28日（水）	 19：30
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