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題字：望月美佐

不思議な神、不思議な道　2 3

 昭和9年（1934年）9月より、母は長女の
清子と母の妹のくらを連れて、別科に入学
した。2才の子供を連れての別科生活は、
楽なものではなかったと思うが、母にとっ
ては、毎日、食事の心配をしなくていいだ
けでも、正に、「ここは、この世の極楽や」と
感じたに違いない。
　しかし、母の極楽生活は長くは続かなか
った。この冬は、全国的に悪性のはしかが
流行し、はしかから肺炎を併発して、何万
という死者が出た。おぢばでも例外ではな
く、別科生の間でもこの病気に感染して、
大人、子供にかかわりなく、大勢の人が出
直し、連日、あちらの詰所、こちらの詰所で
葬儀が出た。別科生の子供を預かる託児
所でも当初500人程居た子供の半数近く
が出直すという凄まじさであった。
　その内、長女の清子の様子がおかしくな
ってきた。医者に診てもらうと、はしかから
肺炎になっているという。高熱が続いて、
その内、小鼻がピクピクと動き出した。誰の
目にも、出直しが迫っているとしか映らな
かった。
　清子の身上のことは、数日前、布教中の
夫に知らせたが、夫の返事は、「自分が今、
布教を中止しておぢばに帰っても、子供の
出直しを見送る結果になるだろう。清子を
お救けいただく為に、自分は今住んでいる
借家を引き払って、今日から野宿布教に出
る。万が一の場合は、清子のことを宜しく
頼む。」

　人一倍、子煩悩な父である。子供を救
ける道は、神一条の理を立て切るしかない
と頭で分かっていても、その胸の内は、ど
んなものだったろうか。死んで行く子の側
に居たとて、人間にはどうもできない。救け
て下さるのは神様である。救からん者を救
けていただこうと思えば、神様の御心を動
かすしかない。神様にお受け取りいただく
迄、真実を出し切るしか人間には方法が
ないのである。
　息の絶えかけた娘の側で、母はふと思っ
た。今頃、夫は清子を救けたい一心でこの
数日、食べる物も食べず、夜も眠らず気狂い
のように、お救けに歩き回っているに違いな
い。私も何かさせていただかねば。そう思う
と、母は持って来た荷物を取り出して寝間
着１枚だけ残して、近くの質屋に走った。そ
うして、質屋で貸してくれた3円を握って、神
殿に走り、甘露台に向かって祈った。
　詰所に帰ると、父から連絡を受けて、実
家の母、すみが詰所に駆けつけてくれてい
た。すみは命旦夕に迫った孫の清子を抱き
しめて、大声で泣いている。それを見て母も
泣きながら、すみの側に座った。その途端、
死にかけていた2才の清子が、突然、大声
で「おばあちゃん」と叫び、続いて「お母ちゃ
ん、お腹が空いた」と言ったのである。同室
の人が、直に炊事場から食べ物を持って来
てくれて、清子に食べさせた。部屋の中に期
せずして、歓声が起こった。清子はそれっき
り、すっきりと御守護を頂いた。（Ｒ）
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　11月7日、快晴のご守護のもと、11月月次祭が
つとめられました。（参拝者100名）祭典講話は、
弓削マイケルセンター役員がつとめました。祭典
後は、少年会鼓笛、婦人会例会、役員会、またニ
ューヨーク病院クイーンズで献血ひのきしんが
行われました。

弓 削  マ イ ケ ル

　本日は11月の月次祭にご参拝頂き、一手一つ
に勇んでおつとめ下さり有難うございます。この
素晴らしい神殿で皆様と共におつとめをさせて
いただきご同慶に存じます。本日はこうして講話を
勤めさせていただく栄誉にあずかりました。しばら
くの間ニューヨークにおけるお道の今の姿とその
将来について私の思うところをお話させていただ
こうと思います。
　まずは、ここニューヨークセンターについてお
話致します。先月の10月に「オープン・ハウス・ニ
ューヨーク」というイベントがあり、このニューヨ
ークセンターがその一環として一般の方々に公
開されました。これはニューヨーク市にある際立
った建築物を訪れるツアーです。ニューヨークセ
ンターは教会としてこのイベントに参加して2年
目となります。今年は30〜40人の訪問がありま
した。その中に雑誌記者も含まれていました。そ
の方は教会としてのニューヨークセンター、お道
の教え、そして私たちが門戸を開き「市内あらゆ
る所から来た訪問者に、今まで聞いたことも無
いであろう宗教」をいかに紹介するに至ったかと

いう内容で、とても良い記事を書いて下さいまし
た。この記事はフラッシング・タイムズとニューヨ
ーク・ポストに掲載されました。
　その他の何人かはこのセンターの前を毎日通
り過ぎるけど中まで入ってくる勇気がなかったと
仰っていました。このような地域イベントを通じ
て人々がこの新しい神殿や我々の御用づとめに
本当に興味を持ってくれたのでした。ひいてはこ
れが天理教について話を聞いてもらう絶好のチ
ャンスとなったのです。この前の週に「にをいが
けデー」があったのですが、それに参加していた
ニューヨークセンターのスタッフの一人は「こち
らから外出してパンフレットを配り歩くより、この

（伝道庁）
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ようなイベントを利用して皆さんにこの中に入っ
て来てもらえる事の方が数倍も良い。」と言って
いました。この新しい神殿はそれまでの堅苦しさ
を打ち破り、人々に教えを聞いてもらうための新
しい道筋を与えてくれたのです。それに人々がこ
こに入ってきたときに、そのほとんどが大いなる
平和と安らぎを感じるようです。私はこれは最高
のプレゼントをここを設計し、建ててくれた人々、
援助頂いた方々、そして親神様と教祖からお与
え頂いたのだと感じるのです。
　そしてまた、甚大な感謝の念が溢れざるを得
ないのが故森下二郎先生や故横井時之さんの
己を犠牲にしたご尽力です。そのお陰あってこそ
この理想的な神殿ふしんが実現したという事で
す。いつの日か私の孫に、在りし日の二郎先生が
１年半かけてデザインしたこれらのお社、神床、
椅子、八足、賽銭箱、そしてこの演台などすべてを
ロスで作成した後ここニューヨークまで配送して
組み立てた一部始終を聞かせてやりたいと思う
のです。先生にとってはこの古来伝統的なお社
が現代的なこの建物にマッチするのかどうかが
最大の懸案事項でした。私はとても美しくマッチ
していると思いますし、いかに建物が現代的であ
っても私たちを神様の元に変わりなく繋いで頂け
ていると思います。そしてマイクや音響システム、そ
して翻訳レシーバー等の接続作業を命を懸けて
やり遂げてくださった、今は亡き横井さん。横井さ

んは腎臓を患っていらしたので、２日おきに透析
を受けなければならない身でした。なのでロスか
らわざわざここに来て機器の設置作業を行うと
いうのは真に危険なものでした。あとでわかった
のですが腎臓の移植手術を受けるチャンスを断
ってまで、ニューヨークでの作業という約束を果
たすために来てくださったのです。この素晴らし
く責任感に溢れ、高潔であったお二人はこの神
殿の任務を果たされた後、間もなく相次いでお
出直しになりました。お二人の最高の望みは、若
い世代に可能な限りこの神殿を利用してもらい
たいという事でした。
　ここニューヨークではこれ以前にも素晴らしい
ご守護を頂いております。天理文化協会です。来
年で創立２０周年を迎えます。今までに何千とい
う生徒さんを迎え、何百というコンサートや催し
を開いてきました。天理文化協会に初めて訪れ
た方は例外なくその空間の素晴らしさに驚き、癒
され、そしてどのようなプログラムがあるのか熱心
に尋ねてくれます。生徒さん、その親御さん、アー
ティスト、ミュージシャン、または旅行で立ち寄っ
た方など含め、万人に受け入れられるその空間
の素晴らしさを否定する人はいません。そういっ
た訪問者の方々に親切な態度で接し、お道の教
えをどのように日々実践しているかを示すのが我
々の役目です。ニューヨークにおいては今まで宗
教に興味はないという人々にたくさん出会って
きました。しかしそれらの人々が我々スタッフ、信
者の方々、そのお子さんたちを見てなんと素晴ら
しい人々のコミュニティが出来上がってるんだと
感心して下さいます。奥井所長先生は常 「々底無
し親切」を心がけるという事が私たちそれぞれに
かかっているんだと仰っていました。このニューヨ
ークではあまり見られない親切心というものを心
がけてきたおかげで、何度も来て下さる方々が増
えてきました。
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　そしてこのおかげで、文化協会はコミュニティ・
センターとしての確固たる役割を担うようになり
ました。日本語学校としては、もはや広告を出す
必要すらなくなるほどクラスは埋まっています。近
頃では口づて、またはネットで検索したりしてやっ
てくる人がほとんどです。「Japanese Language 
School, New York City」とグーグルで検索す
れば天理文化協会がトップで出てくるほどです。
　成人クラスだけでなく子供向けクラスも同じ人
数の受講者があります。直近では成人クラスが89
人、子供クラスが89人となっています。総勢178
人。今年の目標200人まであと22人です。最近で
はたくさんのニューヨークセンターの信者の方々
にも教員として手伝っていただいています。ありが
たいことに現状では11人の信者さんに教員をし
ていただき、5人の信者さんに事務の手伝いをし
ていただいています。
　パフォーマンスのスペースとしては昨年度に
100近いコンサートやリサイタルを行いました。こ
いうったコンサートを鑑賞に来られた方々は、ど
うしたら文化協会でコンサートを開くことができ
るのかとよく質問されます。このパフォーマンスに
関しても広告などはしていません。それでもスケジ
ュールを確保するために半年も前から予約しな
いとならないほどの盛況ぶりです。私たち独自の
コンサート・シリーズであるArts at Tenriも順調
です。先般おこなったコンサートは尺八、琴、チェ
ロ、そしてダンスのパフォーマンスでしたが、チケ
ット売り切れとなり2回目を開催しなければなら
なかったほどです。ギャラリーとしては継続して芸
術関連の出版物から良い評価を受けています。こ
ちらのスケジュールも2年先まで埋まっています。
現在世界的に有名なヒロ・ヤマガタというアーテ
ィストの作品を展示しています。この他にもコミュ
ニティ・イベントとして日本人美術家協会の年次
展覧会、アメリカ俳句協会のミーティング、日米ソ

ーシャルサービス、JASSI、お年寄りのためのコン
サートなど、これらすべてにおいて私たちは地域
社会と一体化していると思うのです。
　この新しい神殿が与えてくれる「天理教への架
け橋」がなぜ大事であるかという理由が正にこれ
だと思うのです。文化協会で天理教の話をする
のは難しいものがあります。しかしここニューヨー
クセンターまで人々を連れてくれば、ごく自然に
お道の教えを紹介できます。この新しくなった神
殿のおかげでマンハッタンの文化協会の建物に
慣れている人たちを気安くクイーンズのフラッシ
ングまで連れてくることができます。いくら教えが
興味深いものであっても教会に対する第一印象
というものはとても重要です。文化協会の生徒さ
んや友達をここで目にしたら、皆さんどうか歓迎
してあげて下さい。
　ここニューヨーク地区のお道もだんだんと盛り
上がっては来ましたが、この新しい神殿に慣れる
のにはある程度時間がかかりました。それというの
もここは一般的なお道の教会とは全く異なる趣が
あるからです。今ではここで毎月のおつとめをする
のもとても段取りよくできるようになりました。しか
し最初の頃は全員が足並みをそろえるのに苦労
しました。各会の年次総会でおつとめをする際に
も慣れるまでに時間がかかりました。この新しい
建物で年祭や葬儀も初めて行いました。まだ結
婚式の機会がありません。どなたが第一号になる
か楽しみです。また、土曜日には雅楽と柔道に加え
て子供向けの日本語教室も始めました。すべてが
このようにまとまってきて我々が活発になっていく
のを見るのは喜ばしい事です。
　しかしながら、まだほんの出発点にすぎません。
人 が々ここにやってきて教えの基礎的なところを学
んでくれたとしても、その次のレベルに導くのは並
大抵の事ではありません。このためには天理教の
コミュニティとしての助けが重要になってきます。
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春 季 大 祭

1月2日（日）午前10時

講　話：奥井俊彦所長

祭典後：役員会、婦人会例会、少年

会鼓笛練習、ジョイワークショップ

将来的にはジョイ・ワークショップなどに加えて、
もっとたくさんの教育プログラムを増やしていこう
と考えています。どうぞ気軽に皆さんの友達や家
族を連れてお越し下さい。願わくは、同時にニュー
ヨーク地区の規模が大きくなるためにもです。
　こういった共同の努力がもたらす、もうひとつの
面として焦点をあてるべきはアメリカ管内が一層
大きな規模に成長するということでしょう。今ハ
ワイで2011年にハワイ・コンベンションが企画さ
れています。これは英語話者の信者がハワイとい
う楽園に集まり、新しい出会いと教理学習を通じ
て、お道の教えをより深く学ぶ良い機会です。これ
は天理フォーラムや親里セミナー卒業生の集い
などの延長線上にあるものです。これは3日間の
日程でメモリアルデーの週末を利用して行われ
ます。研究会、討論、英語版のおつとめの紹介、
飯降政彦先生による記念講話、にをいがけ、ひの
きしんなどを中心に行われます。私自身もこのイ
ベントを取りまとめる委員会の一員となっていま
す。これは誰もが共に集まって一番の関心事に対
して考え合う絶好の機会だと思います。そしてアメ
リカのお道を一つ上のレベルに昇華させ、世界一
列の家族の一員として道筋を見つけるためのチャ
ンスでもあります。
　私的な事となりますが、本日は偶然にも私の41
歳の誕生日です。今回の講話は元 1々2月に予定さ
れていたのですが本日の誕生日に合わせる事にな
りました。初めのうちは特に気にならなかったので
すが我 の々日常生活で起こる事すべてはその意味
を深く考える機会だと言うことだと実感するように
なりました。青年会の行事には過去20年に渡って
いろいろと深く関わってきました。いつも思ってい
たのは40歳になると青年会「卒業」という事でし
た。しかし詳しく調べてみたら41歳になった時点で
終了だとわかりました。なので本日を持ちまして私
は「年寄り」となったのです。また、青年会に頼って

いくのではなくて、これからは助言を与える役割を
担っていくことになるのかなと思います。
 皆さんのほとんどがご存知だと思いますが、私に
は3人の娘がいます。一番下の娘であるナタリー
は耳に水が溜まる病気にかかっています。今まで
に3回の手術をして、水を排出するチューブを埋
め込みました。それ以来何年も医者通いをしてい
ますが一向に改善の兆しはありません。ナタリー
の健康に影響はありませんが、ものが聞こえにく
い時が時 あ々ります。
　私たち夫婦はこの事を通じて神様からの声をし
っかりと聞きなさいと言われました。神様からの声
を聞くということは簡単な事ではありませんが、し
っかりと耳を空けて聞き取りたいと思っています。
そして、改めてものが聞こえるという事の有難さ、ご
守護を実感し、その感謝の念を新たにしました。こ
の有難いご守護をもっと役立てられるように皆さ
んの意見をより一層聞き入れ、問題解決やおたす
けの努力をする時間を増やすことができればと望
んでいます。そして、若い世代の良き兄、また、聞き
上手になれるように努力したいと思います。
ありがとうございました。　（原文英語）

元 旦 祭

1月1日（土）午前10時
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少 年 会 お と ま り 会

　11月27日（土）から28日（日）まで少年会おとま
り会が開催され、少年会20名、育成会員約30名
が参加しました。
　今回も大きな子供グループと小さな子供グル
ープに分かれてのおつとめ練習をはじめ、教えの
勉強、全員縦割りのグループに分かれての寸劇、
センター周辺のゴミ拾いひのきしんと盛りだくさ
んの内容でした。
　教えを題材にした寸劇は今年で2回目でした
が、難しい題材にも積極的に取り組み、小さい子
供から大きい子供まで全員が参加した、楽しく、
素晴らしいものになり、見ていた父兄からも拍手
喝采が沸き起こりました。
　おとまり会に毎回参加する子供も増えてきて、
大きい子供が自分が楽しむだけでなく小さい子
供の面倒も見てくれるようになりました。この先育
成会員としての成長が楽しみです。
　今回もたくさんの方々にひのきしんしていただ
き、無事に終了できました。ありがとうございまし
た。また今年１年を通してこのようなおとまり会や
合宿、月次祭の少年会活動などに皆様の心より
のひのきしんを頂き、誠にありがとうございます。
これからも宜しくお願いいたします。

おてふりの練習風景

アイディアを出しあっての寸劇

クラフト作りに挑戦 頑張った後のカレーは格別 小さい子達も清掃ひのきしん
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　文化協会から 43A West 13th Street, New York, NY 10011
tel: 212.645.2800   www.tenri.org

センターでの子供クラス

　10月9日よりセンターでの子供クラスも始
まりました。今年は新たに幼稚園クラスが増
え、小学校低学年クラス、高学年クラスの3ク
ラスが行われています。担任は、それぞれシュ
ナーベル順子さん、福井かをりさん、安江達
美さん、アシスタントは福井幸実さん、福井
道教さん、神尾洋さんです。　

展示会

  12月2日から12月22日までの予定でジン・ホ
ン・キムさんによる写真展「Beyond the Tree」 
が開催されています。ご来場お待ちしております。

年末年始の休館

　12月２４日から１月2日まで年末年始の
為、休館させていただきます。来年もよろしく
お願い申し上げます。

コンサート

　12月11日(土）午後8時から文化協会の
主催で西陽子さんによる琴のコンサートが
行われます。天理の皆様には特別割引がご
ざいますので、皆様お誘いあわせの上、ぜひ
ご来場ください。 

《プロフィール》沢井忠夫・沢井一恵の両氏
に師事。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒
業。卒業と同時に皇居内桃華楽堂で御前演
奏。平成5年度文化庁芸術研修員。現在コロ
ンビア大学客員教授。

センターでのクラスの様子
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各会からの連絡

婦人会より
　今年も残り少なくなりました。婦人会活動の上にご協力頂き有難うございました。
婦人会創立百周年記念総会にはニューヨークから多くの会員がおぢばがえりさせていただき共に
喜ばせていただいた良い年でありました。
　新しい年も次の塚に向かって共に歩ませていただきたいと存じます。
来年もどうぞよろしくお願い致します。

行事予定

12月17日（金）9時からホリデーバザー準備ひのきしん

12月19日（日）ホリデーバザー 11時から14時まで（当日の準備ひのきしんは10時より）

1月2日（日）大祭直会後茶話会形式で初例会をもたせていただきます。たくさんの方のご参加を
お待ちしています。（1月の鳴物練習はありません）

少年会より
　11月27日（土）、28日（日）にセンターにておとまり会を開催させていただきました。ひのきしん
などご協力ありがとうございました。

TSAより
12月26日（日）、センターの大掃除に合わせて、今年最後のTSA冬の集いを行います。
今年一年、学生会にご支援していただきまして、誠にありがとうございました。来年も宜しくお願
い致します。

センターより

・毎年、年末に行っていました餅つきですが、今年は諸事情により開催致しません。友人、知人
の方からお餅のオーダーをお願いされておられます方は、恐れ入りますが、開催しない旨をお
伝え下さい。
・12月26日（日）、午前9時30分からセンターの大掃除をさせていただきます。大勢の方のひのき
しん、よろしくお願い致します。また午後1時からハワイ・コンベンションの説明会があります。



掲　示　板

◎来訪者

11/3〜11/22  日本より 澤井治郎さん（敷島）
宗教学研究調査のため

◎出産

11/12 バージニア在住の小榎田秋雄さん、乃利子
さん夫妻（日本橋）に長女、明来（あかり）ちゃんが
生まれました。おめでとうございます。

11/16〜11/17 日本より
河原町大教会役員　深谷源洋先生（河原町）
ガーデン・ステート布教所（ミランダ宅）巡教

Tenrikyo Hawaii ConvenTion 2011
天理教ハワイ・コンベンション2011

日程：2011年5月28日〜30日

会場： Hilton Hawaiian Village Beach Resort & Spa

英語を母国語とする信者・ようぼくが一堂に会するイベントです。

詳細は下記のサイト（英語）か、センターまでお問い合わせ下さい。
公式サイト：www.tenrikyohawaiiconvention2011.com



12月5日（日）

・月次祭　午前10時
講　話：藤本孝夫　繁藤アメリカ布教所長
前　席：佐々木英利　センター所員
祭典後：役員会、婦人会例会、少年会鼓笛
          練習、ジョイワークショップ

12月17日（金）

・ホリデーバザー準備ひのきしん　午前9時

12月19日（日）

・婦人会ホリデーバザー 午前11時〜午後3時
・てをどりインマンハッタン　  午前11時
　　　　　於文化協会

12月26日（日）

・本部月次祭遙拝式　  午前7時15分
・センター大掃除　午前9時30分

12月26日（日）

・学生会冬の集い 午前11時
・ハワイ・コンベンション説明会　午後1時

1月1日（土）

・元旦祭　午前10時
・春季大祭準備ひのきしん 午後2時〜午後3時

1月2日（日）

・春季大祭　午前10時
講　話：奥井俊彦　センター所長
祭典後：役員会、婦人会例会、少年会鼓笛
          練習、ジョイワークショップ

柔道クラス

・毎週金曜日　午後7時〜8時半（大人クラス）
・毎週土曜日　午後３時半〜４時半

雅楽練習

・第2、3、4土曜日　午後1時半〜4時半

センター12月〜1月行事予定

TENRIKYO MISSION NEW YORK CENTER
42-19 147th Street  Flushing, New York 11355

tel: 718-359-2426 fax: 718-461-2688
e-mail: nycenter@tenri.org
website: nycenter.tenri.org

CHANGE SERVICE REQUESTED


