精華会アメリカ支部便り第９号

筑女
Volume 1, Issue 1

Spring 201８

This page:

2018年は戌年

· 戌年です！

· 会員より愛犬の話し

筑女の皆様、お元気です

コーディネートさせてもら

か？

今年は戌年ですね。

いました。来年もハワイ旅

皆さんの中にも犬好きが多

行が決定しているそうで毎

いと思いますが、そのワン

年12月が楽しみです。

ちゃんたちに焦点を当てま

今年の5月には子供５家族

した。ホノルル在住の
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お孫ちゃんも入れて、総勢
（チビちゃんとの癒しの時間）

養子にしたテリアとチワワ

昨年12月に筑紫女学園後輩34

の今年で6歳の雄。小さい

名がハワイへ修学旅行に来て

サイズの犬と聞いたので

くれました。後輩たちは可愛

“チビ”と名付けたのに中型

く、ハワイ大学生との交流や

犬になってしまって。それ

家族宅へ行き、一緒にハワイ

でも、膝の上に乗るのが大

名物“ロコモコ”を作ったりと

17名で日本旅行予定で
す。10日間で奈良ー福岡―
鹿児島―屋久島で日程もほ
ぼ決定。福岡では長浜ラー
メン、もつ鍋、焼き鳥と地
元産の食を堪能する予定。
(Have a nice trip!)

好きな息子です。
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サリバン家のBabyだワン

白いフサフサ長ーい毛は、す

ペッカーの如き、超猛ス

我家のBaby,シナモンをご紹

ぐに団子化。ノーチョイスで

ピードラン。居間のソ

ショートカット。グリーミン

ファーの間をすり抜け、ぶ

マルチーズ、真っ白なパウ

グ。Boforeフサフサ中型犬は

つかる事無く走り抜けては

ダー(父）とシュガー(母）、

Afterスヌーピーみたいなツ

家中グルグル駆け回るシナ

ルツル犬に。どっちも可愛い

モンなりの運動不足解消ら

ー！シナモンには得意技あり

しい。一人のんびりシナモ

長身マークの帰宅を待って猛

ンは足を伸ばし、お腹を上

スピード突進“１ｍハイジャン

にして床にゴロン。じっと

プ”一瞬で抱っこされる。そし

動かず、横目で私の姿を追

て、外へ行きたいーと顔をペ

う。

ロポロ＝おねだりといっても

Reiko Sullivan, Honolulu

介。名の由来は我家の初代

その間に生まれたGirlスパ
イス。その後、アダプトし
たBabyの耳と背中の斑点が

第4回アメリカ支部総

3

薄茶色でシナモンと命名。
2013年7月25日ハワイ生ま

第3回ラスベガス総会

3

総会で決まった事項

3

会計報告、

4

れ。マルチーズとシーズの
ハーフ。好きな食べ物は色
々、特にアイスクリームは
大好きで冷凍庫から出すと
もう傍に居る。シナモンの

地面が嫌いなシナモンは歩か
ず、抱かれたままでお散歩。
もう一つの得意技は、ウッド

（写真は2ページ目トップ)
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ブライアン
長年大好きだった大型犬ドーベルマンの
2匹目が加齢で逝ってからは、もう体力
的にも精神的にも、世話が難しいなと飼
わない事に決めました。ところが、一年
ほどすると寂しくて、小さ目の犬ならい
いかと、地元のドッグショーで、ジャー
マンピンチャーを見つけ、ブリダーに話

雨の日も、寒い日も、雪の日もお散
歩を欠かしません。彼の健康にも良
いので一石二鳥。こんな良い子が見
つかって感謝の日々、あっと言う間
に2年の月日が経って、益々親しみ楽
しんでいます！写真はダイニングル
ームで日光浴を楽しんでいるブライ
アン。

Machiko Faught

をつけて、当時3歳になりかけのリタイ
アーチャンピオンの“ブライアン”をアダ
プト。ドーベルマンに似ていて、体重は
その半分の３０パウンド。トイレットト
レーニングはできているし、お行儀良く
私たちの言う事をよく聞く頭の回転の速
い子です。
Sullivan family

とくに、主人は偉そうにもう犬は飼わな
いと言い放っていたのに、メロメロに。

チビとMe too
うちのわんちゃんは、大きい方が
“チビ”12歳で、娘から引き継ぎました
一匹じゃ寂しそうと思い、5年後に、
同種類の小さ目をアダプト、7歳です
名前は、“Me too”で、根源は
チビの真似ばかりするので名付けまし
た。Momoe Garland、OH
Las Vegas in Oct. 2017

お会いしました！
去年の8月、主人のホノルルでの国際

がら、楽しく過ごさせて頂き、あり

して、ご一緒にランチ頂けて幸いでし

がとうございました！

た。エネルギッシュな後輩を頼もしく

エンジニアリングコンフェレンスに

国本さんとは再会で、すっかりホノ

便乗、筑女の先輩方にお会い出来ま

ルルでの暮らしにお慣れになったよ

した。写真左から2番目の国本嘉代子

うで安心、野中さんは民謡原田会ハ

さんと再会を喜び、3番目の野中篤子

ワイ支部リーダーの活動でご多忙で

さん、偶然に福岡から遊びに来られ

したが、遂に、お会い出来て嬉し

ていた岡本敦子さんとは初対面でも

かったです。Mayumi Kwokさん

筑女同士、ランチをご馳走になりな

も、お忙しい仕事中に、時間を調整

思いました。Thanks!
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第四回精華会アメリカ支部総会
東京オリンピックは2020年の7月24日
から8月9日までですが、日本もアメリ
カもオリンピック一色に包まれて、私
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総会の翌日は、数々の美しい庭園へ

秋吉真理恵さんがサポートをして下さ

お連れし、癒されて頂きます。

る事になり力強いです。写真はそのチ
ームで、1月に新年ランチを楽しみなが

ポートランドには我等の大先輩、

ら、決めました。

上野アタミさんが在住です。もし、

たちの総会どころではないかと思われ

第4回精華会アメリカ支部総会は、全米

ます。なので、2021年に変更してもい

第一位の評価を得ている環境に優しい

いかもしれませんね。まだ、時間の余

都市、ポートランド（オレゴン州）、

裕があるので会員皆さんのご意見を聞

世界で見ても、アイスランドのレイキ

きたいと思います。

ャビークに次いで第2位と言われている

色々と候補地が上がりましたが、幹事

ポートランドは、46年前に一年だけ住

の申し込みがありませんでしたので、

んだ所で、主人の出身地でもあり、娘

私がやらせて頂きます。加えて、ワシ

家族がもう10年以上も住んでおり、年

ントンガールズのコナー佐智子さんと

に2，3回は遊びに行くので、この素敵

ご体調が良ければ、ぜひ、この機会
にお会い出来たらと思います。第4回
総会の詳細は、来年2019年の便りで
お知らせします。Machiko Faught

な街をご案内したいなと思いました。

第3回精華会アメリカ支部総会－
ラスベガス無事終了

バーの方々、そして、日本からの2名のゲス
トを迎え、皆さんとミーテング後、夕食、

同封の今春精華会だよりに、ラスベガス

そして、水のショーを鑑賞して無事終わる

総会の詳細を掲載致しましたのでご覧く

事が出来ました。総会を担当して下さった

ださい。ここでは、掲載されなかった感

ガーランド百江さん、そして、出席された

想文、写真をポストします。

皆様全員に感謝いたします。有難うござい

待ちに待った第3回精華会アメリカ支部総
会は、ラスベガスのベラージホテルで行
われ、本当に楽しい一時を過ごすことが

ました。今から、3年後の総会を楽しみにし
ています。
Sachiko Conner, WA

出来ました。3年ぶりにお会い出来たメン

総会で決めた事項へのフォロー
1．精華会アメリカ支部の将来：現会員
の維持、新会員を増やす事が必需。各会
員の在住地で日系新聞などに、会員募集

3．役員について：支部長はフォート
真知子が続けていくという事で賛同頂
きました。副支部長に、ガーランド百
江さんをご承認頂きました。

ご自分のポストもできます。
5．精華会アメリカ支部の日本の窓口は
精華会事務局です。日本からの参加者の
イーメールアドレスは届かない事がよく

のアドを定期的に出すなどの協力必要、

４．Facebook Account：筑紫女学園

あり、即必要な連絡に支障をきたすので

願いします。アドは無料です、有料の場

卒業生ー精華会アメリカ支部というグ

適さずと判断しました。

合、会へレシートを郵送ご請求下さい。

ループアカウントをFacebookに作成

２．慈善事業への寄付について：自然界
が起こす災害へのお見舞いの寄付は個人
で行う。筑紫女学園卒業生に向けて、学
べる有意義な催して筑女を元気にする。

しました。総会のイベントのお知ら
せ、写真をポストしたり、近況をポス
トしたり、会員の皆さんがもっと頻繁
に交流出来ればという意図です。イー
メールがある会員は誰でも加入可。

6．今回、京都からご参加の河村絹江さ
んは伝統着物のビジネスをしておられま
すが、下降中のこの伝統着物をどう救う
か、皆さんの意見を聞きたいとの事。
2019年第１０号に掲載予定、ご意見を
私までイーメール下さい。

Seikaka American Branch
Finance Report

2016 End Balance:

$2,490.20

2017 Income:
Las Vegas member fee

1,200.00

Meeting room reimbursement 400.00
Seikakai Enjokin

精華会アメリカ支部ミッション

*Total 2017 income:

437.43
$2,037.43

日々遠くなっていく生まれ育った我愛し
き懐かしき故郷、日本。遠く離れた異国

2017 Expense:

に住む私達が、筑紫女学園卒業生という

Las Vegas meeting

同じグラウンドでお付き合い出来、友情

Admin fees

を育める事が有難く感謝！先輩から後輩

*Total 2017 expenses:

$3,213.09

2017 End Balance:

$1,314.54

2,836.53
376.56

へと、未来に向かって、精華会アメリカ
支部は前進。三年度の総会で再会、一期
一会を楽しもう。精華会パワーに乾杯！
日本伝統の着物について

を自分ながらに考えてみました。

長い着物の着丈を、何本もの紐で自分
の着丈に合わせる作業は、困難かつ時

着物を着たのは十年振りか、草月イケ

＊着付け前に、長じゅばんの半襟を

バナ新年会に着物で出席、晴々とした

かけておく事。必要な小物類（紐、

2018年の幕開けを迎えました。着物が

だて締め足袋など）を手の届くとこ

＊お太鼓は、帯板、帯枕、帯締め、帯

着れて凄い、綺麗と大勢の方々に褒め

ろに準備しておく。前もっての下準

揚げと、小道具が多過ぎ、時間がかか

て頂き、日本伝統の着物を誇らしく、

備が面倒

る。私の場合、小道具なしの文庫で簡

愛着を感じました。

＊すそよけ、肌じゅばんを付ける。

間がかかる。

単に結んだ。

祖母譲りの紋付に、半襟、襦袢、草履

体が着物に合うように、タオルや手

この古い面倒な作業を省き、洋服のよ

全て赤色で派手に、一人でお太鼓は結

ぬぐい使って体型の補正が大切。

うに簡単に着れ、洗濯でき、高級でな

べず、黒と金模様の半帯を選び、文庫

面倒な作業、私の場合はこの作業は

く大衆向けにすれば、日本だけでなく

結びで簡単に仕上げました。

は省き、長じゅばんのみです。

世界の女性に受け入れられ愛されると

着物はサンフランシスコ郊外に住んで

*着崩れしないように着物を着付ける

いた頃、花柳流を習っていたお陰で、

には、その土台となる長じゅばんを

私のように思っている日系人、アメリ

自然と体に優しく、楽に着れるように

きっちりと着ることが大切。滑りに

カ人は多いと思うので、これらのポイ

なりました。

くい美容締めをしめる。

ントを改善すれば、日本伝統の着物に

気を使う作業

人気が出てくると思います。今ではネ

久し振りに着物を着て、何故、こんな
素敵な着物を着れない日本女性が多い

＊背筋を伸ばし、半襟と着物の衿が

のか、伝統の着物が降下している原因

ずれないよう洗濯ばさみで止める。

思います。

ットショッピングがメインになりつつ
あり、マーケットし易くなってきてい
るのは確かです！ Machiko Faught

