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天理大学ふるさと会海外研修報告書 

 

天理教の海外布教に必要な四つの資質を学ぶ 

―信仰、教理の熟知、言語力、文化的理解― 

外国語学科英米語専攻 2 年 梅本あかり 

 

 

 

１． はじめに 

２． 日程 

３． アンケート調査結果 

４． 海外布教実践 

５． 感想／２週間を振り返って 
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１．はじめに 

 このたびは、天理大学ふるさと会海外研修に採用していただき、本当にありがとうござ

いました。ふるさと会のみなさまをはじめ、たくさんの方々の支援により実現することがで

き、また無事に終えることができ、本当に有難く充実した研修となりました。 

 

 私は、将来大学で勉強している英語を使って、天理教海外布教を志しています。そして、

今回この海外研修の場をお借りして、天理教の海外布教に必要な四つの資質―信仰、教理の

熟知、言語力、文化的理解―、これらの四つがどういった形で必要なのかを学びに、８月 23

日から９月７日までの約 2 週間オーストラリアのブリスベン・メルボルンを中心に研修を

行わせていただきました。 

実際に海外布教の実践を経験し、また現地で活動しておられる教会長さんはじめ、現地の

信者さん、様々な立場の方々を対象にして、海外での布教形態と日本での違い等を知るべく

アンケート調査や海外布教実践を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．日程 

ブリスベン：8 月 24 日～8 月 31 日まで 

天理教オセアニアセンター（TOC）に滞在 

ブリスベンにある布教所を訪ねアンケート調査  

TOC 所長さんと岡青年会の方々と布教実践 

見物 
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メルボルン：8 月 31 日～9 月 7 日まで 

メルボルン心勇教会に滞在 

      メルボルン心勇教会月次祭参拝 

      JOYOUS OHKO 布教所の方々と布教実践 

      メルボルン心勇教会信者さん講社祭 

      ひのきしん・教理勉強会・見物 

 

３．アンケート調査結果 

実施したアンケートでは、天理教布教活動に焦点を当て、日本とオーストラリアの布教形

態の比較ができるようにしました。そして、それぞれの質問に対する回答を比べながらまと

めていきたいと思います。 

そして、上記でも述べた通り、このアンケートはオーストラリア、また日本で活躍してお

られる天理教布教師の方や、オーストラリアに住んでおられる教会、布教所、信者さん方を

対象に 35 名の方に行いました。調査方法は、ブリスベン、メルボルン同様に、教会や布教

所に直接足を運ばせていただきました。都合上、記入していただけなかった方に関してはメ

ールを用いて、回答していただくことができました。 

 

〇アンケートの質問内容 

＊性別                ＊年齢 

＊国籍                ＊オーストラリア在住か  

＊天理教での立場 

（教会長、その配偶者、布教所長、その配偶者、教人、よふぼく、信者、その他） 

＊信仰何代目か 

＊天理教に入信したきっかけ 

①オーストラリアで天理教の布教活動をしたことはあるか、またそれは何日間？ 

②日本での布教活動はあるか、それは何日間？ 

③オーストラリアやその他海外で天理教の布教活動をするとき大切にしている心構えは？ 

④あなたにとって天理教の布教活動をする目的とは？ 

⑤異文化や違う宗教的価値観をどのように尊重しているか？ 

⑥もしあなたが日本とオーストラリアで天理教布教活動をしたことがあるなら日本とオー

ストラリアではどのような違いがあるか？ 

⑦オーストラリアではどのような宗教があるか？ 
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⑧オーストラリアでの布教活動時に語学の壁にぶつかったことはあるか？またそれはどん

な時か？ 

⑨オーストラリア、日本、また他の国で布教活動を行いやすいのはどこか？またそれはな

ぜ？ 

⑩１人で布教活動をしているとき身の危険を感じることはあるか？ 

⑪オーストラリア、また他の国で天理教布教活動をするとき 2 人あるいはグループで行う

こと、また正装は必要か？ 

⑫オーストラリアでは日本の布教活動と比べてどのような方法や戦略がより効果的か？ 

 

〇オーストラリア在住現地人、オーストラリア在住日本人、オーストラリア在住外国人、日

本からの布教師に分けて回答を分類し、オープンクエスチョンについては、日本とオースト

ラリアの類似しているところや、オーストラリア独自の方法・日本独自の方法等についてま

とめていきたいと思います。それぞれの質問と回答のまとめの後に自分の所見を加えてい

きます。 

 

A: オーストラリア在住現地人 

B: オーストラリア在住日本人 

C: オーストラリア在住外国人 

D: 日本からの布教師 

 

➀オーストラリアでの布教活動はあるか 

A. 時々、時間のある時 

B. オーストラリアに来てからずっと 

C. 5 年～、7 年、22 年間 

D. 2 週間×8 年間 

オーストラリアで布教されている方々は熱心な方が多かった。 

 

➁日本での布教活動はあるか 

A. 修養科での期間 

B. ときどき 

C. 5 年～、なし 

D. 行ける時に行かせてもらう 

 

オーストラリアでの布教経験はあっても、日本で行ったことがないという人もいて日本というや

りやすい土地での経験がなくても、オーストラリアで出来るというのはすごいと思う。 
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③オーストラリアやそのほか海外で天理教の布教活動をする時大切にしていることは？ 

A. 前向きに自分の心をきれいにして、おつとめはもちろん、十全の御守護や八つのほこり

といった教理を大切にする。 

B. 誠真実の心で、お助けに行けせてもらいながら心を磨く。相手を敬い、ポジティブな言 

 

葉を使う。 

C. オーストラリアの人は天理教の教えをほぼ知らないので、理解してもらえなくても心を

開いて優しくリラックスする。 

D. 日本と変わりなく、おぢばの理を少しでも海外へ蒔けるように、教祖に喜んでいただけ

るような勤め方、声色を変化させたり心を開く。 

明るく勇んでにをいがけにださせてもらうこと、教理や心遣いを大切にされている   

方が多かった。また現地の土地の習慣に合わせた言動を心掛けている。 

 

④天理教の布教活動をする目的とは？ 

A. 自分の子供や、周りの方々のお助けをするために天理教の教えを伝える。 

B. 陽気ぐらしのための手段であり、命を頂いているご恩返しで教祖の思いをより多くの人

に伝える。異文化に合わせることで心が低くなる。 

C. より多くの人と繋がることや、天理教の信仰の価値を表すもの。 

D. 陽気ぐらしに向かって。また何か悩んだり困ったりしている人に助かる道があるのだと

いうことを示すこと。因縁納消の道。 

陽気ぐらしや世界助けのための方法であったり、自分の周り、あるいは自分自身をたすけ 

もらう手段である。 

 

⑤異文化や違う宗教的価値観をどのように尊重しているか？ 

A. 天理教との類似点があるか聞いたり、話したりする。人が信じているものを尊重し、違

う宗教や考えにも耳を傾け理解する。 

B. 他の宗教を勉強し、教理を理解する、相手を尊重して受け入れる努力をする。 

C. 調べたり、疑問に思うことがあれば尋ねる。違うものを信じていても尊重する。 

D. まず耳を傾けて、それに対して否定的な言葉は避ける。天理教を信仰しているのと同じ    

ように、違う宗教を信仰している人にも寄りそえる神様がいて、素晴らしいと思っていると

思うので、その気持ちを大切にする。遠回りではあるが、違う宗教があるのも、神様のする

ことであり、だからこそ尊重する。 

最初から天理教と違う考えや価値観だからといって、否定したり拒絶するのではなく、受 

け入れて尊重することが大切。 
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⑥もし日本とオーストラリアでの布教活動をしたことがあるなら、２つにはどのような違

いがあるか？ 

A. オーストラリアは日本の文化に比べて自由な考えがあるので偏見が少ない。 

B. 多民族国家のオーストラリアでは、異なる文化をそれぞれが理解している。オープンマ

インドで相手に同化していく。対して日本は積極性に欠けている。オーストラリアでは言葉

の壁がある。白人は割と素直な人が多いので、耳を傾けてくれる人が多い気がする。 

C. オーストラリアでは天理教の名がそこまで広まってないので、言葉の壁などからしても、

日本で生まれた宗教だから日本の方が伝わりやすいと思う。 

D. オーストラリアの人は心がおおらかで暖かく接してくれる。宗教というものに対して寛

容的であり、尊重心や信仰心が強い。 

オーストラリア→心が広く積極的で、宗教に寛容的なので受け入れてもらいやすい。 

日本→宗教に対して、昔の歴史背景等から少し偏見を持っている人が多い気がする。消極 

的な一面もあり、にをいがけなどはやりにくいという意見もあった。 

 

⑦オーストラリアの宗教的観測 

キリスト教: 60% 

イスラム教: 15～20% 

仏教: 20～30% 

ヒンドュー教: 5～10% 

その他:モルモン教: 数% 

 

⑧オーストラリアで布教活動を行う際語学の壁にぶつかることはあるか？ 

A. ない 

B. L と R の発音の違いで誤解が生じたり、たまに英語を理解出来ない人がいる時。また、

自分自身、英語があまり出来ないために会話が理解できなかったり、教えを説明できないこ

とがある。 

C. 英語を話すのは全然問題ないが、教えを伝えるのはやや難しい。 

D. すべてのにをいがけにおいてぶつかる、でも語学の壁があってもできるので諦めたくな

い。心の内面や悩みなどがわからないとき。 

現地の人はもちろん布教活動の際、語学の壁を感じる事はないが、自分が天理教の教えをは

じめて聴いたとき、日本語で歌うおつとめや教理を理解するのが難しかったという意見が

あった。 

日本人にとっては、つねに語学が問題となるが、外国人にとっても天理教の教えにある大和

言葉を英語に訳したり、その言葉を理解するのは難しいのだと思う。 
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⑨オーストラリアや日本、またその他の国で布教活動を行いやすいのはどこ？ 

A. 日本は日本語が話せると説明できるから分かりやすいと思う。オーストラリアは沢山な

宗教があるが、特に若者の世代では宗教をする人が減っているので難しくなりつつある。オ

ーストラリアは寛容的だし、しやすいと思うが、どこも同じく大変。 

B. いろんな人種がいるオーストラリアや神様の存在が認められる国はやりやすいが、国や 

言葉関係なく誠真実の理づくりをして、心次第にさせてもらう。天理教は日本で生まれた宗

教なので日本が一番やりやすいと思う。 

C. 日本では、天理教を知ってる人が沢山いるので、理解してもらいやすい。オーストラリ

ア人はオープンで積極的なのでオーストラリアの方がやりやすい。 

D. 受け入れてくれくれやすいのは、日本国外だと思う。でも、こちらの心次第で根本的に

はどこでも同じだと思う。 

オーストラリアやほかの国では、やはり日本と違っていろんな宗教が多く、信仰心を持って

いる人が多いので行いやすいという意見が多い反面、どこの国でも言葉が違っても、こちら

の心次第なので同じだという意見もあった。 

※天理教は日本で生まれた宗教なので日本で一番名が知られているので、もしかしたら日 

本がやりやすいのかもしれない。 

 

➉一人で布教活動に行ったとき、身の危険を感じる出来事に遭遇したことは？ 

A. ない 

B. オーストラリアでバス内で老人におさづけをすると、お礼に、とバスを降ろされた。日

本では女性にきつく当たられたこともあった。信頼関係を築いてないのに、家の出入りをす

るのは危険。 

C. オーストラリアには、大概の家が犬を飼っていて、たまに大きい犬がいるので注意が必

要。 

D. 包丁を出されたり、オーストラリアでは犬に襲われそうになったとき。 

日本やオーストラリアに限らず、見知らぬ人の家に上がりこむのは要注意。 

オーストラリア→大きい犬を番犬として飼っている家が多いため注意が必要。 

日本→時々、カルト宗教、集団などがいるので注意が必要。 

 

⑪オーストラリア、また他の国で天理教布教活動をするとき二人、或いは数人で行う必要は

あるか？また正装は必要か？ 

A. 女性の場合は、ペアや数人で、正装は必要無いと思う。 

B. 男性の場合は一人でも問題無いと思うが女性は数人で、正装はどちらでも。 

C. ペアが良い。正装は、相手からのイメージもあると思うので少し気を遣うことが大切。  

D. 女性は複数の方が好ましい。服装はその国に合ったカジュアルな服装で良いと思う。 
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女性の場合は、一人より複数のほうが好ましい。男性は一人でも構わないが、複数のほうが

より興味をもってもらいやすい。 

服装は、その国の文化や風習に合わせてカジュアルホーマルな服装であればよいという回

答が多かった。 

オーストラリアでは、あまり正装をしすぎるとセールスマンに間違われることもあるので 

正装になりすぎないように加減が必要。 

 

⑫オーストラリアでは、日本の布教活動と比べてどのような方法や戦略がより効果的か？ 

A. 明るく積極的に。戸別訪問などよりはコミュニティイベントやホームパーティなどで声

をかける方が良いと思う。 

オーストラリアでは、"church", "salvation", "shrine", "kami"などといった言葉に、人々は敏

感なので用いると効果的かもしれない。 十全の御守護はとても面白い教理なので効果的だ

と思う。またおさづけも他の宗教にないお祈りなので良い。 

B. 日本の文化などを用いて、現地に溶け込むことも大切だが、無理に相手に合わせず、日

本人であることを誇りに思うとより興味をもってくれる。また心に余裕を持って、精神誠意

の心で。おさづけをさせてもらう、また最近ではインターネットを利用しての声かけなど。 

C. 優しい心で押し付けがましくしない。コミュ二ティイベントやパーティーを大切にする。 

D. 言葉の壁があるので、おさづけをたくさん取り次がせていただく。言葉がたどたどしく

ても、聞いてくれるので伝える努力をすること。(片言くらいの方が聞いてくれることもあ

る)また様々な宗教を勉強した上で布教をしたり、また SNS での繋ぎをする。一番は face-

to-face を大切にして、神名流しも効果大である。 

現地の人やオーストラリア在住の外国人の方は、パーティーやコミュニティイベントを利

用して声をかける人が多いが、対して日本人の回答は日本文化を用いたり、心をかけること

を大切にしているという人が多かった。 

共通しているのは、情報社会を利用した SNS で通じ合って、繋がるということだった。 

＊オーストラリアでは、婚姻関係の破綻問題が多いので家族へのにをいがけが個人の助か

りにつながるのかもしれない。 

 

 

４．海外布教実践 

 オーストラリアで行わせていただいた海外布教実践は、ブリスベンでは、TOC の所長さ

んや青年さん、女子青年さんをはじめ、岡大教会の青年会の方々と共にさせていただきまし

た。また、メルボルンでは、メルボルン心勇教会の方々や、玉島大教会の JOYOUS OHKO 

布教所の方々とにをいがけ等させていただきました。日本では経験できないようなことを
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たくさん学ばさせていただきました。 

 天理教の海外布教に必要な四つの資質―信仰、教理の熟知、言語力、文化的理解―を大い

に学ぶことができました。この四つの資質がそれぞれどのような形で大切なのかを、海外布

教実践を通して学んだこと、感じたことから述べていきたいと思います。 

 

① 信仰 

信仰はにをいがけをさせていただくうえで、一番核となる部分だと思います。たとえば、相

手を尊重する心があったとしても、天理教を心の底から信仰していなかったら、相手にこの

素晴らしい教えを伝えよう、伝えたいという気持ちは伝わらないです。 

にをいがけ、おたすけに行かせていただくときは、少しでも教祖の心に近づけるよう、また

教祖のお供をさせていただいてるんだということを忘れずにさせてもらうと、自分自身も

安心して、たくさんの人に天理教の教えを知ってもらい助かってもらいたいと思えるよう

になります。また、日々の感謝と誠真実の心でさせてもらうことで、神様にも喜んでいただ

き自然と心が勇んで有難いなあと感じれるようになりました。そして、大切なのはどれだけ

神様を信じ、もたれきれているかということだと思います。 

 

TOC 所長さんと岡青年会のみなさまと神名流し→ 

 

 

 

 

←シティにある駅の前にて路傍講演 

 

 

➁ 教理の熟知 

にをいがけに行かせていただいて、天理教の教えを伝えるとき、この教えをわかってもらう

にはどう伝えたらいいだろうかと、たくさん悩みました。大和言葉なので、自分で理解する

のも難しいおふでさきやみかぐらうたを、、、でも最初はわかりやすい八つのほこりや、感謝

の心でさせてもらうひのきしんのお話をさせてもらおうと思い、実践させてもらうと何人

かの方が理解してくれたようでした。人に伝えるには天理教の教理をもっと勉強して自分

が理解して心に納めることが肝心だなと思いました。文化も価値観も異なる人に理解して
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もらうには、わかりやすく伝えることがどれだけ難しいかが今回の布教実践でよく分かり、

今後の課題になりました。また、天理教の教えはどこまでも奥深くて難しいように感じます。

それでも、これはあくまで私が感じることですが、おふでさきの注釈や教祖伝逸話編などを

読むと、とても分かりやすく神様はこう言うことを伝えたいのかなと、すっと心に納まりま

す。おつとめひとつにしても、そのおつとめに込められた神様の想いを大切にして伝えてい

かないといけないなと思います。教義を知っていればいるだけ自分自身の信仰も深くなる

し、より多くの人に伝えることができるのではないかと思います。今回のにをいがけではあ

まりできませんでしたが、またどこか行かせてもらえる機会があるときには、もっと勉強し

て自分の伝えられる範囲でたくさんの人に、天理教の素晴らしい教えを伝えたいと思いま

す。 

 

                                                ←路傍講演のようす 

                                     

（                                               ( 思い出すのに必死でした。） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 言語力 

海外布教において、言語力が一番難しい問題だと痛感しました。自分の言語力の拙さを身に

染みて感じると同時に、言葉に出来ない、伝えられないことがとても悔しく感じました。日

本語でも時に、伝えることが難しいこの教えをどう英語で表現しようと、通訳アプリに頼っ

たりしながら必死に伝えました。 

例を挙げると、イスラム教徒の方が天理教は死んだ後はどうなるの？と尋ねてきたので私

は出直し（pass away)を経て、生まれ変わり(rebirth)、身体は別のものになるけど、心、魂

(soul is the same)は同じなんですと、だから身体は神様からの借り物なんですと伝えました。

イスラムの人は理解してくれていたかは分からないですが、なんとなく伝わっているよう

でした。イスラムの人も私が、英語があまり出来ないことを理解してくれていたので優しい

スローペースの英語で、イスラムの教えについて話してくれました。もう少し、英語が出来

ていたら、自分が納得できるように伝えられてたのになと思います。 
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熱心なイスラム教徒の方と岡青年会の森井さんと戸別訪問にて↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

おさづけはとても有効的です。しかし、これはなに？どういう効果があるの？と言葉ができ

ないと、その先にある教理を説明することができず、次に繋がってもらうのが難しいなと思

いました。そんな中でも、パンフレットなどを見てもらって、お誘いをして、そこから TOC

や教会で行われるイベントに参加して繋がっているという方々も居られて、言葉はまだそ

んなにできなくても、させてもらえることはたくさんあるなと感じたにをいがけでした。一

番良いのは、自分が勉強している英語をもっと頑張って、言葉で伝えられるようになること

かなと思います。 

         

戸別訪問中のおさづけのようす→ 

 

（オーストラリアでの初めてのおさづけだった 

 ので､とても感極まっていました。） 

 

  

 

 

④ 異文化理解 

異文化理解は、どこの国に行っても、どんな人に会っても必要なことだと思います。国によ

って文化や価値観が異なるのは当たり前のことで、だからこそ一方的に自分の価値観を押

し付けるのは絶対にしてはいけないことだと感じました。この活動では、まず人の考え方を

受け止め尊重することの大切さ、難しさも同時に感じることができました。 
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←パンフレット配りの際出会ったアフリカ   

からの留学生の方と 

 

 

パンフレット配り休憩中にカメラ役を頼→

まれた際声をかけたインドネシアからの 

観光客の方と               

 

 

 

 

 

TOC では、トランスジェンダーの人にお会いしたり、お助けに行かせてもらった家の人で

は、レズビアンの方がいたり、LGBT の方にお会いするのは初めてだったので、本当に新鮮

で、自分の中にあった、そういう人々に対する偏見が無くなった瞬間でもありました。個性

的でいろんな人がいて、それが、本当は素晴らしいことなんだなと思えるようになりました。

また、街を一人で歩いていると、ホームレスの人や、病気や貧困でお金を欲しいと物乞いす

る人、普段目にすることができない現実がそこには広がっていました。一人の男性がお金を

くださいと声をかけてきましたが、私は怖くて何も言えませんでした。それが悔しいと同時

に、毎日健康に生かされて、美味しいものをお腹いっぱい食べることができ、生活できるこ

とがどれだけありがたいことかが分かりました。自分の今過ごせている日々は当たり前で

はないということ、だからこそ毎日感謝していくことが大切だなと思います。また、他の

国々には、生きるのに精一杯な人、生きることもできず命を落としていく人、生きることを

許されない人、いろんな人がいてたくさんの問題が世界中で起きています。そういう問題に

少しでも目を向け、自分にできることは無いかと考えていかなくてはいけないなと思いま

す。そして自分にできることをさせてもらいたいです。  

 

 

 

 



13 

 

        岡青年会の同支部の方々と→ 

女子青年 椴谷えりかさんとゴールド 

コーストにて    ↓ 

 

５．感想／２週間を振り返って 

私は、高校生の頃に、語学実習で初めてハワイへ行かせてもらったとき、1 日だけ現地でに

をいがけに行かせてもらいました。行く前に、先生からにをいがけフレーズを覚えておくよ

うにと言われ、毎日練習してペラペラ言えるようにしようと意気込んで行かせてもらいま

した。そして、いざ戸別訪問へ行かせてもらい、覚えていたフレーズを言うと、なんと通じ

て理解してもらうことができました。そこから世間話をしたり、先生に通訳してもらいなが

ら楽しくにをいがけにまわることができました。先生に褒めてもらえたことがすごく嬉し

く、また自分の信仰している天理教の教えを伝えることの大切さを学ぶことができました。

自分の中で海外布教をしたいという気持ちが大きくなりました。 

そして、英語をもっと学びたいと天理大学へ行かせてもらえることになりました。大学生活

を送っているうちに、海外へ行きたいなと、またあの高校時代の楽しかった布教をしたいと

考えているときに、このふるさと会海外研修のことを知りました。初めは、両親に相談して、

一人で行くのに戸惑いや不安が大きく、どうしようか迷っていると、友達も行くことを知り、

それなら私も駄目元で挑戦しようと思いました。 

アメリカに行こうか、それとももう一度ハワイに行こうか、オーストラリアに行こうか、英

語圏で、かつ知り合いのいる地に絞り、残ったのがこの３つの地域でした。でも偶然が重な

り、オーストラリアへ行かせてもらうことになりました。TOC の方々やメルボルン心勇教

会の会長さんへコンタクトを取りながら、研修応募を進め、そしてなんとか選んで頂き、行

かせてもらえることになりました。でも本当に無事に実現できるだろうか不安だらけでし

た。 

そんなとき、教祖逸話編の中にある、八十四のお話に、山中こいそさんが教祖から頂いたお

ことばで「嫁入りさすのやない。南は、とんと道がついてないで、南半国道弘めに出す。な

れども、本人の心次第や。」というのをきいたとき、教祖のお心に少しでも添えたらいいな
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と、自分の中でそういった想いがあることに気づきました。私が、オーストラリアへ行かせ

てもらえる機会もこのお言葉通りの神様のお導きなのかなと、今は勝手ながらにそう感じ

ています。 

オーストラリアへ発つ前の日、ずっと緊張と不安で充分な睡眠が取れずの出発となりまし

た。空港までは、家族が送り出してくれたのですが、行きの車では、車が途中でエンストに

なり、私がオーストラリアにいる間も家の炊飯器が故障したり、お皿が割れたりとなにかと

ハプニングがあったようです。両親は、海外にいる自分に何も起こらないよう、家の物が犠

牲になってくれたんやでと、言っていましが、本当にその通りで、当の私は驚くほど健康に

元気に過ごさせて頂くことができました。 

着いた初日には、TOC の方々が優しく迎えいれてくれ、ようぼく会の方々と会うことがで

きました。その日は、オーストラリアの天理教の布教の歴史について所長さんからお話を伺

いました。先人の方の苦労があって、今こうしてオーストラリアという遠い地で天理教が広

まっているんだなととても心があつくなりました。次の日から、ブリスベンの布教所へ参拝、

アンケート調査を兼ねて行かせてもらいました。西海大教会の空富布教所、兵神大教会のト

ニーさん宅、成田さん宅、洲本大教会の大典布教所を回らせてもらい、皆さんに布教所の成

り立ちや、天理教の布教に対する想いをそれぞれ聴かせて頂きました。とても熱心な布教所

ばかりで、圧倒されました。   

                     

                     

 

 

 

 

 

                        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑大典布教所の方々と 
←大典布教所 

空富布教所の方々と↓ 
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オーストラリアでの布教は、上記でも述べてきましたが、やはり言葉が出来ないと大変だそ

うです。そして、その土地の文化にあうように布教をすること、例えばオーストラリア人か

ら興味をもってもらえるように、日本の武道や音楽教室などをしつつ、にをいをかけさせて

もらう、または日本語を教えるなど、その文化土地所にあった方法で柔軟に対応することが

大切だと教えて頂きました。また、どんな人でも受け入れられる広い心を持ち、異文化を体

験することも必要だなんだと感じました。そういう経験を通して、私は今回、自分の見てい

た世界がどんなに狭いかが客観的に分かったり、価値観が変わることで視野を広げられた

のではないかと思います。 

岡青年会の方々や TOC の所長さんと回らせて頂いた戸別訪問では、おさづけを取り次がせ

てもらえたりイスラム教徒の方とお互いの信仰に対して、拙い英語ながらも語ることがで

きました。またパンフレット配りでは、インドネシア、アフリカの人に少しではありますが

天理教のことを伝えることができ、本当に有り難いなと思える布教実践でした。一人では無

い心強さと、教祖がついてくださってるという安心感をとても強く感じました。 

メルボルンでは、メルボルン心勇教会の方々や、玉島大教会の JOYOUS OHKO 布教所の

みなさまにお世話になりました。メルボルンは、ブリスベンとはまた違った雰囲気の街でヨ

ーロッパ風なそんなイメージでした。街は違えど、どこにいても、オーストラリア人は皆さ

んとても優しくて、おおらかな人種だなと感じました。 

メルボルン心勇教会では、丁度 2 日目に月次祭に参拝することができ、メルボルン留学に

来ていた高校の友人とも久しぶりの再会を果たすことができました。まさか、こんな離れた

ところでこういった形で再会できるのは本当にうれしくて、なんだか心強かったです。現地

の信者さんや、教会のお子さん、そして、お孫さんとたくさんの人で勇んだおつとめをつと

めさせていただきました。 

 

 

 メルボルン心勇教会の会長様と→ 

 

 

 

 

 

 

その後、JOYOUS OHKO 布教所の方々とにをいがけにまわらせてもらったのですが、そこ

では中々勇気が出ず、パンフレット配りは隣で見ながら、神名流しでは図書館の前で所長さ

んと共に歌わせてもらいました。日本と違って、いろんな人が立ち止まって聞いてくれるこ

ともあります。時々、声をかけて応援してくれたり、興味を持ってくれることもあるそうで

す。難しいことですが、日本ももう少し、宗教に対して寛容的になればいいなと思いました。 
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                          ↓ホームステイの Nina ちゃんと 

 

 

                           

 

 

 

 

 

     ↑JOYOUSOHKO 布教所の方々と        

 

 

 

教会の会長さんからは、天理教の教理やひのきしんの大切さについて教えて頂くことがで

きました。その中でも最も心に残ったお話があります。それは、神様は人間が何でも喜べる

ようにつくってくださっているということです。例えば鳥は、人間が美味しく食べれるお腹

を向いて飛んでくれる、お魚も同様で、花はきれいに咲いては私たちに癒しを与えてくれ、

空は晴れ、曇り、雨などいろんな表情をしますが、どれも美しい空を見せてくれます。目で

見て、耳で音を聞いて、五感で感じられるように、日々陽気ぐらしができるようにされてる

ということです。いろんな立場でいろんなことがあるので、毎日陽気に通ることは中々でき

ることではないと思います。その中でも、一日ひとつでも喜びをみつけられることが陽気ぐ

らしにつながるのだと、教えてくださいました。そしてどんなときも、神様への御守護、周

りの人達への感謝を忘れないこと、当たり前のようにしているつもりでも、きっとできてい

ないことがほとんどだったなと改めて気づかさせてもらいました。 

この研修を無事に終えることができて、たくさんの方々のサポートをいただき本当に有り

難く、感謝の気持ちでいっぱいです。自分一人では絶対に実現することも、計画を練ること

さえできなかったと思います。計画書から面接、そして渡航費など最後まで支援してくださ

ったふるさと会のみなさま、手取り足取り教え全力でサポートしてくださった国際交流セ

ンターのみなさま、オーストラリアで受け入れ、また共に布教活動や調査活動に協力してく

ださった天理教オセアニアセンター、岡青年会のみなさま、メルボルン心勇教会、JOYOUS 

OHKO 布教所、ブリスベンでの布教所のみなさま、そして、行かせてくれた両親や、心を

寄せいただきましたたくさんの方々の支えのおかげで、無事に何事もなく通らせてもらえ

た研修でした。 

この研修で経験できたことを無駄にせず、毎日、感謝喜びの心で通らせていただきたいと思

います。また将来の海外布教のために、今回学ぶことができた、信仰を大切にすること、教

理の熟知面では、教理をもっと勉強し理解すること、言語面でも英語で教えを伝えられるよ
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うに勉強すること、異文化理解では、相手を受け入れ尊重すること、この四つの資質を身に

つけ、実現できるように頑張っていきたいと思います。実りある研修をさせていただき、本

当にありがとうございました。 

 

令和元年 １０月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

 


