
Dear Chikujyo Girls,  

お元気ですか？ 今年も早いも

ので一月も終わり二月、走り出

しましたね。ここノースウエス

トは感謝祭、クリスマス前後の

雪、厳しい寒さを除いては、朝

晩冷え込み霜など出るものの日

中は４０－５０Ｆぐらいにな

り、黄色い鮮やかな水仙の蕾が

一杯、春がそこまで来ているよ

うです。東海岸方面では、去年

のクリスマス頃から雪が続いて

おり、中西部でも大吹雪で飛行

機のキャンセルがあいついでい

ると聞いています。さらに、Ｎ

ＨＫニュースでは東北地方が記

録的大雪で電車不通、道路渋滞

と家屋の二階まで積もった雪風

景を映し出していました。東海

岸、中西部の皆さん、大変です

がもうしばらくの辛抱です。確

実に暖かい春が日々近くなって

きています！まだまだ寒い折よ

り、お体を大切にして下さい。 

 

去年去年去年去年にににに、、、、精華会事務局精華会事務局精華会事務局精華会事務局のおのおのおのお力添力添力添力添

えによりましてえによりましてえによりましてえによりまして、、、、正式正式正式正式にににに精華会精華会精華会精華会

アメリカアメリカアメリカアメリカ支部支部支部支部となりとなりとなりとなり援助金援助金援助金援助金をををを支支支支

給給給給してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、めでたくめでたくめでたくめでたく精華会精華会精華会精華会アアアア

メリカメリカメリカメリカ支部第一回例会支部第一回例会支部第一回例会支部第一回例会のののの運運運運びとびとびとびと

なりましたなりましたなりましたなりました。。。。幹事のサリバン玲

子さんが、すでに会場の予約を

して下さったので確実になりま

した。今今今今のところのところのところのところ精華会精華会精華会精華会アメリアメリアメリアメリ

カカカカ支部出席者予定支部出席者予定支部出席者予定支部出席者予定はははは１２１２１２１２人人人人とととと

なっていますなっていますなっていますなっています。詳細は下記をご

覧下さい。 

 

時時時時：：：：１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土))))    

        １１１１１１１１：：：：００００００００am    

会場会場会場会場：：：：    

Hawaii Price Hotel Waikiki 

100 Holomoana St. 

Honolulu, HI 96815 

Tel: (808)956-1111 

http://www.princehotels.co.jp/waikiki 

プログラムプログラムプログラムプログラム：：：：    

１．開会の言葉  

２．全出席者の自己紹介 

３．2010/2011年度行事と会計報告 

４．2012年度行事予定案及び予算案 

５．盛り沢山ヘルシーブッフェランチ 

６．ハワイアンバアフォーマンス 

例会参加費例会参加費例会参加費例会参加費：：：：    ８０８０８０８０ドルドルドルドル    

昼食昼食昼食昼食のののの１２１２１２１２時時時時からからからから閉会閉会閉会閉会のののの３３３３時時時時までごまでごまでごまでご主主主主

人人人人、、、、おおおお友達友達友達友達、、、、ごごごご親戚親戚親戚親戚などなどなどなど同伴同伴同伴同伴のののの合流可合流可合流可合流可

昼食昼食昼食昼食、、、、エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント込込込込みみみみ参加費参加費参加費参加費

おおおお一人一人一人一人６０６０６０６０ドルドルドルドルですですですです。。。。 

日本国内からの参加者で、ホノルルへ

の往復航空券、ホテル、シャトルなど

の手配が必要でしたら、こちらで予約

出来ます、早いほど安いチケットの購

入可能。 

ご出席の予約申し込みの締め切りは６

月１５日と迫っておりますので、お早

めに私共まで、イーメール

machikofa@msn.com 、もしくは電話

360-652-6938へ、お申し込み下さい。 

アメリカアメリカアメリカアメリカ国内国内国内国内からのからのからのからの出席者出席者出席者出席者、、、、精華会精華会精華会精華会アアアア

メリカメリカメリカメリカ支部会員支部会員支部会員支部会員にはにはにはには、、、、航空券以外航空券以外航空券以外航空券以外ののののホホホホ

テルテルテルテル、、、、レンタルカーレンタルカーレンタルカーレンタルカーなどのなどのなどのなどの予約予約予約予約もももも出来出来出来出来

ますのでますのでますのでますので、、、、必要必要必要必要であればであればであればであればおおおお早早早早めにめにめにめに、、、、直直直直

接接接接にににに幹事幹事幹事幹事ののののサリバンサリバンサリバンサリバン玲子玲子玲子玲子さん さん さん さん 

rmkoko@hotmail.com, 808-396-5474へ

ご連絡ください。日本日本日本日本のおのおのおのお友達友達友達友達、、、、ごごごご家家家家

族族族族ととととホノルルホノルルホノルルホノルルでででで再会再会再会再会、、、、友好友好友好友好をををを暖暖暖暖めめめめ合合合合うううう

チャンスチャンスチャンスチャンスですですですです、、、、前前前前もってもってもってもって知知知知らせてあげらせてあげらせてあげらせてあげ

てててて下下下下さいさいさいさい！！！！例会後例会後例会後例会後、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりとハワイハワイハワイハワイ

観光観光観光観光をおをおをおをお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください！！！！    

ホノルルホノルルホノルルホノルルでおでおでおでお会会会会いいいい出来出来出来出来るのをるのをるのをるのを楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに

しておりますしておりますしておりますしております！！！！アロハアロハアロハアロハ    

精華会精華会精華会精華会アメリカアメリカアメリカアメリカ支部支部支部支部だよりだよりだよりだより 

春春春春    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    

第二号第二号第二号第二号    

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第二号の内容 

１ページ： 

＊＊＊＊編集者ご挨拶 

＊＊＊＊精華会アメリカ支部第

一会例会のご案内 

＊＊＊＊精華会アメリカ支部会

員各々のアメリカの面白

い点、好きな点寄稿 

２ページ、３ページ、４

ページと続く。 

筑 女 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの主主主主なななな事柄事柄事柄事柄    

＊＊＊＊精華会アメリカ支部便

り第二号を２月に仕上げ

３月初めに全会員、精華

会事務局へ郵送する。 

 

＊＊＊＊精華会アメリカ支部第

一回例会が１０月２９日

（土）ホノルルにて開催 

 

＊＊＊＊２０１２年に精華会ア

メリカ支部のウエブサイ

トの作成考慮中。世界中世界中世界中世界中

のののの築女築女築女築女とのとのとのとのネットワークネットワークネットワークネットワーク

をををを目指目指目指目指していますしていますしていますしています。。。。    

 

＊＊＊＊筑紫女学園精華会のウ

エブアドレスは 

http://www.seikakai.com 

＊＊＊＊プログラムの案、会に

対してのご意見、下記ま

でご連絡下さい。 

machikofa@msn.com 

360-652-6938 (night) 

精華会アメリカ支部第二号はニ

ューヨーク在住の浦崎あけみさ

んの案でアメリカアメリカアメリカアメリカのののの好好好好きなきなきなきな点点点点、、、、

面白面白面白面白いいいい点点点点。。。。難しいテーマとの声

々もあり原稿期限延長し、嫌い

な点でも結構とし、まとまりま

した。皆それぞれの見方が面白

いです。おおおお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ、、、、ごごごご寄寄寄寄

稿稿稿稿してしてしてして下下下下さったさったさったさった会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ心心心心

からからからから感謝致感謝致感謝致感謝致しますしますしますします。。。。精華会精華会精華会精華会アメアメアメアメ

リカリカリカリカ支部支部支部支部のののの持続持続持続持続はははは、、、、皆様一人一皆様一人一皆様一人一皆様一人一

人人人人のごのごのごのご協力協力協力協力ととととサポートサポートサポートサポートにかかっにかかっにかかっにかかっ

ていますていますていますています。。。。築女築女築女築女ののののチームワークチームワークチームワークチームワーク

今後今後今後今後ともともともとも、、、、どうかどうかどうかどうか宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい

しますしますしますします！！！！ 

精華会アメリカ支部のシンボルの花は,真冬の寒さの中、

春が来るのを待ちきれず、そっとうつむきかげんに咲き出

すクリスマスローズ（Helleborus)。優雅な草姿は、冬に咲く

花の貴婦人のごとく、このアメリカで強く明るく生きてい

る築女を見るようです。クリスマスローズは、キンボウゲ

科ヘレボルス属の多年草。様々な色、バラエテイに富み、

丈夫で寒さに強く育て易い性質、安心して楽しめます。 

匿名 

昭和昭和昭和昭和52年卒年卒年卒年卒    ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク    

アメリカの好きな点は色々あり

ますが、その一つは“何何何何でもあでもあでもあでもあ

りりりり”    の面白さです。 

この国にいると、色々な面で雑

多多様な社会である事を感じま

すが、特に私の住むＮＹは、常

に全米はもちろん世界中から多

くの旅行者や移住者が集まって

くる街なので、ことさらそれが

実感されます。外見はもちろん

、言葉、文化、信仰、習慣、服

装、経済力、背景、価値観、道

徳観、意識レベル、食べるもの

から聴く音楽まで、あらゆる面

で違う人々が、それぞれの目的

でここに来て、同じ時間や空間

をシェアしています。皆違う事

が前提ですから、他人の目や評

価をあまり気にせず、それぞれ

が自分らしく生きていて、誰も

少々の事では驚かず、結果的に

非常にユニークな個性、発想、

才能に出会う楽しさがあります

。そして、それらが混ざり合う

街には、独持のパワーやバイタ

リテイがみなぎっています。 



上野上野上野上野あたみあたみあたみあたみ（旧 吉田） 
昭和昭和昭和昭和19年卒  年卒  年卒  年卒  オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン州在住州在住州在住州在住    
 

去年、９０歳になる福岡在住の

姉に会っておこうと、久方振り

に飛行機に乗りましたが、ロン

グフライトは思いの他大変で、

以来ゆっくりと過ごしておりま

す。。。。    

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

国本嘉代子国本嘉代子国本嘉代子国本嘉代子（旧 藤田）    

昭和昭和昭和昭和21年卒年卒年卒年卒    シカゴシカゴシカゴシカゴ近郊在住近郊在住近郊在住近郊在住    

アメリカを素晴らしいと思った

事の一つに広大な国、土地、自

然が想い浮かびます。いつも帰

国の度に、この土地を少しでも

日本へのお土産に出来たらなあ

と夢の様な事を考えました。一

部のアメリカの人々の自由な考

え方は、この広大な土地柄国柄

なのだろうと４０年経った今で

も考えさせられています。1970

年代には、ヨーロッパからの移

民の開拓精神を友人を通じて感

じ、この方々、祖先の方々がア

メリカを育てあげられたのだと

感じました。アメリカの悪い点

は、シカゴ近郊住居のみで広言

は出来ませんが，淋しく感じる

のは個人主義が徹底し、日本の

昔の様に相互援助が見られない

事です。何事も前もって予約と

ビジネスライク的で心の余裕が

ない様感じられます。私は戦中

派で戦争を経験しているせいか

、助け合う事の大切さが身に沁

みているせいか、アメリカはク

リスチャンの国なのにと思う事

が多くありあます。今の日本も

人情が紙の如く薄くなったと聞

いていますが、何処の国も同じ

ような社会観なのでしょうか。

悪い点といっても人間としてど

うあるべきかと問いつつ人間の

心の大切さを思う日々です。昭

和一桁の私は、アメリカの広大

な自然より、箱庭的な日本の美

しさが大好きと強く思います。

今は健康が一番大切です。健康

保険の問題は次の課題とし、以

上と致します。 

Page 2 筑 紫  第二号  

加藤裕子加藤裕子加藤裕子加藤裕子 （旧 大石） 

昭和昭和昭和昭和43年年年年    カルフォルニアカルフォルニアカルフォルニアカルフォルニア州州州州    

私はカルフォルニアのロングビ

ーチに住んでいるので、まずは

一年中気候が良い事です。何何何何とととと

言言言言ってもってもってもっても真真真真っっっっ青青青青なななな空空空空がががが素晴素晴素晴素晴らしらしらしらし

いいいい、、、、くよくよくよくよくよくよくよくよ悩悩悩悩むむむむ気気気気がしませんがしませんがしませんがしません 

塀のないグリーンの芝生も開放

的です。アメリカ人は私の知っ

ている限り、楽天的でフレンド

リーです。私も子供も沢山の親

切なアメリカ人に助けられてき

た事に感謝しています。 

カルフォルニアは人種の坩堝

で、違った言語、宗教、文化

習慣を持った人が多いところ

なので、お互いに違って当た

り前だと思っています。只、

自己主張が強かったり、謝ら

ない人がいたりして、ガッカ

リする事もあります。銀行の

窓口、スーパーのレジでもそ

ういう人がいました。その点

、日本の社員教育は行き届い

ていて、日本へ行くとサービ

ス業の細やかさに感心してい

ます。この時期、車で２時間

の山でスキーが出来、海では

サーフィンをしている人もい

ます。毛皮を着ている人もい

ればタンクトップで歩いてい

る人もいます。衣替えなどが

ないせいか、季節に関係なく

自由です。自由で心が開放さ 

Nelson  年子年子年子年子（旧 柳） 

昭和昭和昭和昭和42年卒年卒年卒年卒    アイダホアイダホアイダホアイダホ州在住州在住州在住州在住    

    

昔々、築女学生の頃に恋焦が

れたアメリカ。音楽、ファッ

ション、生活様式、気さくで

温厚なアメリカ人、レーデ

イーズファースト、開放的で

寛大、映画、その他諸々のア

メリカンカルチャーがカラリ

と透き通った明るいブルーに

見え、鬱陶しいグレーな日本

を飛び出して遣って来たアメ

リカ、３０数年経った今でも

その気持ちは余り変わっては

いないように思います。ただ

ヒップホップやラップには最

早付いていけませんが。日本

もあれから近代化をし続けて

経済的にもアメリカに追い着

き、物が溢れ、万事痒いとこ

ろに手が届くような便利な国

になり誇り高い事と思いま

す。そして楽しくて美味しい

物だらけな日本！でも、外国

に暮らしているといつも今住

んでる国と日本を比較してし

まいます。そしていつも行き

着く事は、日本は狭くて人が

多過ぎる事。ちょつと出掛け

ては人に揉まれ、街で見かけ

る人々は皆忙しそうに小走り

に急いでいるようで、それを

見ているだけでもどっと疲れ

ます。日本に里帰りしては忘

れがちな日本の“狭さ”を毎

度思い起こされて痛感し、そ

の後、広々としたアメリカに

戻ってくると心身共に休まり

ここに住んでいる事に癒され

感謝する次第、このゆとりあこのゆとりあこのゆとりあこのゆとりあ

るるるるアメリカアメリカアメリカアメリカのののの広広広広さがさがさがさが私私私私ののののアメアメアメアメ

リカリカリカリカのののの一番好一番好一番好一番好きなきなきなきな点点点点ですですですです。ア

メリカならではの面白い点

は、働いていた頃に色んな人

種の方々と一緒に仕事をして

た事で、あの頃は興味深い事

を沢山の人から学びました。 

尾西美紀子尾西美紀子尾西美紀子尾西美紀子    （旧 田中） 

昭和昭和昭和昭和45年卒年卒年卒年卒    シカゴシカゴシカゴシカゴ近郊在住近郊在住近郊在住近郊在住    

1970年代末に渡米し数年で帰国 

する予定が早いもので３０年

余りの滞在となりました。米

国の良い点、好きな点を改め

て考えてみますと、１１１１．．．．初対初対初対初対

面面面面でもでもでもでも気軽気軽気軽気軽ににににコミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシ

ョンョンョンョンがががが出来出来出来出来るるるる。。。。２２２２．．．．物事物事物事物事をはをはをはをは

っきりっきりっきりっきり言言言言ええええ、、、、意見意見意見意見のののの交換交換交換交換がががが容容容容

易易易易なななな為自己表現為自己表現為自己表現為自己表現がしがしがしがし易易易易いいいい。。。。３３３３

．．．．個性個性個性個性がががが尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる。。。。４４４４．．．．個個個個

々々々々にににに合合合合ったったったった生活空間環境生活空間環境生活空間環境生活空間環境をををを選選選選

びびびび易易易易いいいい。。。。５５５５．．．．クオリテイライクオリテイライクオリテイライクオリテイライ

フフフフをををを過過過過ごせるごせるごせるごせる風土風土風土風土やややや環境環境環境環境があがあがあがあ

るるるる。。。。異文化の日本社会に２０

代半ばまで過ごした私はキリ

スト教の基盤があり多民族国

家のアメリカ生活に直ぐに慣

れ親しんだ訳でもありません

でした。身近に居るアメリカ

生まれの息子達にもジェネレ

ーションギャップの上にカル

チャーギャップを感じ戸惑い

を感じながら育てて来ました

これからも日本人の良い所、

アメリカ人の良い所を吸収し

一生の課題ですが、国際人 

（？）となれる様、頑張って

いきたいと思います。 

野中野中野中野中やすやすやすやす子子子子     

昭和昭和昭和昭和22年卒年卒年卒年卒    コロラドコロラドコロラドコロラド州在住州在住州在住州在住    

1963年にコロラド、デンバーに

来て住み着いて今日に至ってい

ます。仕事でほとんど旅行もせ

ず、広いアメリカの他州の事は

あまり書けませんが、私には住

めば都のデンバーです。私が来

た頃のデンバーはCow town 

と云われた様に、山の中の田舎

町という感じでしたが、道は広

くのどかで近所や人の目を気に

せずに暮らせ、アメリカって何

て住みよい所だろうと思いまし

た。１０年も経つと、オイルブ

ームに乗って、ダウンタウンは

みるみる内に変わって行きまし

た。今でも新しいビルや家が空

地を埋めて昔ののどかさは失く

なりましたが、大きなビルや、

どんな人が住むのだろうと思わ

れる家の大きさに、さすがアメ

リカと思われます。とにかく今

の所、デンバーは災害が少なく

感謝して住める所だと、ロッキ

ー山脈の冬の山は素晴らしいで

す。オハイヨー州に嫁いだ娘は 

I miss mountain と、いつも云い 

ます。リタイアした今は１０人

の孫に恵まれマゴマゴしていま

す。夏は花や野菜作り、暇々に

趣味のアート〔日本人形作り、

貼り絵など）を楽しみ、のんき

で忙しい毎日。健康を与えられ

一日一日を感謝し、過ごしてい

ます。 

れるところ、時間と空間〔住

宅、道路の幅）が大きいとこ

ろはアメリカの良さだと思い

ます。 



Raska  佳子佳子佳子佳子    （旧 本田） 

昭和昭和昭和昭和37年卒  年卒  年卒  年卒  カルフォルニアカルフォルニアカルフォルニアカルフォルニア    

ついに予定通りに、この夏休

みは孫娘と福岡へ遊びに行

き、筑紫女学園を案内しま

す。姉たち、同級生とも交流

を深めたいと思っています。

日本に住めるなら日本に住み

たい、日本が大好きです。 

宮島説子宮島説子宮島説子宮島説子    （旧 猿渡） 

昭和昭和昭和昭和56年卒年卒年卒年卒    カルフォルニアカルフォルニアカルフォルニアカルフォルニア    
 

育ち盛りの３人の子供の世

話、仕事捜しと大忙しの日々

に追われ、今回は間に合いま

せんでしたので、次回へ。 

Sullivan  玲子玲子玲子玲子（旧 安河地） 

昭和昭和昭和昭和45年卒年卒年卒年卒    ホノルルホノルルホノルルホノルル在住在住在住在住    

フラフラフラフラという伝統の舞踏文化は

ハワイ人の魂。クムクムクムクムと呼ばれ

る師匠の言葉は絶対的で、誰

もが畏敬の念を抱く。ハワイ

の子供達は、歩けるようにな

るとフラを覚え、目上の人へ

の尊敬の心をも身につける。

そのアロハアロハアロハアロハ....スピリッツスピリッツスピリッツスピリッツは、日

常生活の中に、とても心地よ

く優しく存在している。多民

族の集まるハワイを癒癒癒癒しのしのしのしの島島島島

なんて呼ばせる所為はここに

あるのでしょうね。アロハアロハアロハアロハ....スススス

ピリッツピリッツピリッツピリッツとても気に入って好

きです。お金持ちもそうでな

い人も、Ｔシャツとゴム草履

のハワイの休日。週末のビー

チや公園、いつもどこかで、

人々が集まり、パーテイ、

パーテイ。法律上、公共の場

でのお酒は禁止ですが音楽と

海さえあればって感じ。南の

島の住民たちは陽気でパーテ

イがお好き…と、かく言う私

も、笑顔で御呼ばれ、...ＢＢ

Ｑとポットラックの普段着の

パーテイ。それがハワイ流、

皆陽気に集い、面白いです。 

Page 3 筑 紫  第二号  

Ganung あずさあずさあずさあずさ（旧 森） 

平成平成平成平成06年卒年卒年卒年卒    シアトルシアトルシアトルシアトル在住在住在住在住    

他人他人他人他人にににに干渉干渉干渉干渉しないしないしないしない。人の目を

あまり気にしなくて良い。ア

メリカに来てすぐの頃〔３月

末）、バスに乗ったら右にダ

ウンジャケットの男性、左に

ビーチサンダルにショートパ

ンツの女性が座っていて、あ

ー、ここはアメリカなんだと

実感した。年齢年齢年齢年齢をををを気気気気にしなくにしなくにしなくにしなく

てよいてよいてよいてよい。。。。就職の際、求人蘭に

は“女性３０代まで”などの

年齢制限もないし、ましてや

履歴書に年齢を書く事もない

カレッジ〔特にコミュニテイ

カレッジ）には、下は飛び級

の高校生から、上は両親より

年上の人までが通っており、

色んな年代の人と友になれる

Sulis 佐藤 純子佐藤 純子佐藤 純子佐藤 純子    

昭和昭和昭和昭和43年卒年卒年卒年卒    イタリアイタリアイタリアイタリア在住在住在住在住    

イタリアは貧乏国ですが、良い

ところもたくさんあって数える

ときりがありませんが、私の今

回経験した救急病院でも、応急

処置はすべて無料、救急の場合

どんな人でも治療が受けられま

す。イタリア国籍を持たない人

も、外国移住者も、難民も、お

金のない人もです。教会や牧師

さんの問題は、いつもあります

が、色んな所で、教会を中心に

又は、宗教には関係なく慈善活

動も行われていて、ホームレス

や、その日食べはぐれた人たち

に無料で暖かい昼食や夕食を提

供している人々の数も多い、人

は冷たくありません。イタリア

の好きな点は、自由自由自由自由、情情情情、賢明賢明賢明賢明

です。自由と賢明である事は、

実は深くかかわりあっているよ

うに思えます。イタリア人の夫

は“今の政権を考えると、国民

が賢明であるとは言えない”と

笑いますが、テレビの影響を受

けて市民の知的レベルは確かに

下がっているかもしれません。

けれども、私はやっぱり知性や

理解力、聡明といった意味をも

つインテリジェンスをまず挙げ

たいです。そして、知知知知というも

のに支えられた自由こそ、イタ

リアの素晴らしいところではな

いかと思います。個人個人個人個人のののの自由自由自由自由を

阻止しないので、天才や発明家

が出やすいのです。そして、イ

タリアには地地地地にエネルギーがあ

って、コンコンと湧く泉のよう

に、いつも何かフレッシュなも

のがあるのを感じます。きっと

ファッションの世界には、イタ

リアの留まらない流動的な気気気気が

現れているような気もします。

昔から、ヨーロッパの人達にと

って、憧れの地であったイタリ

アは、又、世界中の人達を惹き

つけて止まないようですが、そ

れはこんな理由があるかもと、

美しいだけではなく。 

Faught     真知子真知子真知子真知子（旧西田） 

昭和昭和昭和昭和43年卒 年卒 年卒 年卒 シアトルシアトルシアトルシアトル郊外在住郊外在住郊外在住郊外在住    

アメリカを面白いと好きになっ

たのは、中学校から始まった英

語の授業。しだいに、アメリカ

映画に現れるハンサムで優しそ

うな憧れの男優たちの言ってい

る事がわかってくる楽しさ、ア

メリカンポップスの音に浮かれ

、はまっていった。二十歳の単

独アメリカ大陸横断旅行、その

だだっ広さにあきれ、その大き

さに圧倒され感動した時もアメ

リカを好きと思ったけど、本当

の意味でアメリカ、アメリカ人

を理解し好きになったのは、日

本を出て１５年近くも経ってい

た。その頃は、サンフランシス

コ近郊に住み、シリコンバレー

のメモリー半導体製造会社で働

き、大勢のアメリカ人社員たち

と、世界市場シェアを増やそう

と頑張っていた。高学歴、最新

の知識、出来る者が上に来る完

璧な能力主義。ボスは私より２

０歳ほども若く、スマート、親

切な可愛いお兄さん。古い日本

の年功性、男尊女卑の常識が弾

け、能力主義の熱いエネルギー

、チームワークに燃えた。一般

に、アメリカ人は日本人と比べ

働かないようなステレオタイプ

のイメージがあるようだがアメ

リカのエリートはゴール達成の

ため長時間働く。只、ちゃんと

その分のバケーションを取り、

リフレッシュして職場に戻り、

仕事が効果的に始まる。この現

場の経験で、おばさんでもおばさんでもおばさんでもおばさんでも、、、、外外外外

国人国人国人国人でもでもでもでも、、、、女女女女でもやるでもやるでもやるでもやる気気気気ありありありあり一一一一

生懸命生懸命生懸命生懸命にににに仕事仕事仕事仕事をやりをやりをやりをやり遂遂遂遂げるげるげるげる事事事事でででで

、、、、皆皆皆皆とととと同同同同じようにじようにじようにじように公平公平公平公平にににに評価評価評価評価をををを

受受受受けけけけ、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの報酬報酬報酬報酬がががが頂頂頂頂けるけるけるける

というというというという事事事事をををを体験体験体験体験しししし、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの

懐懐懐懐のののの大大大大きさにきさにきさにきさに敬服敬服敬服敬服、、、、益益益益々々々々アメリアメリアメリアメリ

カカカカがががが面白面白面白面白くくくく好好好好きになったきになったきになったきになったという

わけです。 

Vigneault     正子正子正子正子（旧 中牟田） 

昭和昭和昭和昭和44年卒年卒年卒年卒        コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット州州州州    

アメリカのどんな所が好き？

今回のテーマ、なかなかこれ

といった所が出て来ません。

アメリカ人の主人に“どんな

所が好き？”と聞くと、“全

部好きだよ”と即返事が返っ

て来ました。こちらに住むよ

うになって４０年近くになり

ます。昔はアメリカのすべて

の事に感激したり、驚いたり

感化される事ばかりでしたが

、最近は、この国のネガテブ

な事ばかり目に入って来ます

余にも自由で便利、物の豊富

な生活環境に慣れてしまい、

この国の根本的な素晴らしさ

を忘れてしまったようです。

昔の思い出ですが、東京オリ

ッピック（１９６４年）の時

にスポーツを通して、ユナイ

テッドステイッツ、本当の意

味のUnited=色々な人種の集ま

った国の底力を見たような気

がしました。多くのゴールド

メダルを獲得、アメリカ国歌

をオリンピックテーマソング

だと思い違いする程でした。

今回のテーマはこのような私

に、もう一度感謝の気持ちを

持って、この国を再発見する

機会を与えてくれました。あ

りがとう。 

おおおお詫詫詫詫びびびび：：：：限限限限られたられたられたられたスペイススペイススペイススペイス上上上上、、、、

長長長長いいいい前置前置前置前置きなどをきなどをきなどをきなどを省省省省きききき、、、、テーマテーマテーマテーマ

ののののポイントポイントポイントポイントからからからから入入入入っておりますっておりますっておりますっております

のでのでのでので、、、、ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。 



 5529 Silvana Terrace Rd. 

Stanwood, WA 98292 

対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方もももも我我我我々々々々アジアアジアアジアアジア人人人人

とととと大大大大いにいにいにいに異異異異なるなるなるなる。人が撃たれ

て殺されるとたまたま悪い時

に悪い場所に居合わせて運の

悪い奴と平然としている。一

度異人の葬儀に参列して全く

驚いた。皆教会で歌って踊っ

てハレルヤと賑やかな事。こ

れってキリスト教と仏教の死

に対する考え方の違いなのか

もしれない。５５５５．．．．自動車大国自動車大国自動車大国自動車大国

アメリカアメリカアメリカアメリカも今や自動車産業が

傾き、国の梃入れが行われる

有様。一体この国の公共の乗

り物の少ない事、大都市を除

けば殆ど皆無に等しい。この 

大きな大陸を日本の新幹線の

様な超特急列車が横断したら 

Havens 節子節子節子節子（旧 久世） 

昭和昭和昭和昭和31年卒年卒年卒年卒メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド州州州州    

アメリカ社会に４０年余り住

んで生活してみて私の感じた

事を以下に述べます。１１１１．．．．離離離離

婚婚婚婚、、、、再婚再婚再婚再婚のののの家庭家庭家庭家庭がががが殆殆殆殆どでどでどでどで、そ

の為か小さい頃から子供は独

立心が養われる。２２２２．．．．色色色色々々々々なななな

宗教宗教宗教宗教がががが存在存在存在存在するがするがするがするが建国以来、

キリスト教の国なので、助け

合いの精神が強い事。３３３３．．．．そ

の昔、銃銃銃銃をををを片手片手片手片手にににに西部開拓西部開拓西部開拓西部開拓を

行ってきた国故、皆家に銃が

一つや２つある。結婚当初、

私の主人もその一人で、これ

は自己防衛だとのたまう。厳

しい取締りは出来ないのかと

思う。４４４４．アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人のののの死死死死にににに

 

精華会アメリカ支部だより 

Machiko Faught 

一体、どのくらいの時間で走る

んだろうと考えてみると面白い

何となく取り留めの無い事を心

の赴くまま書きました。 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

鐘鐘鐘鐘ケケケケ江美智枝江美智枝江美智枝江美智枝（旧 須佐） 

昭和昭和昭和昭和21年卒年卒年卒年卒    コロラドコロラドコロラドコロラド州州州州    

    

よくよくよくよく学学学学びよくびよくびよくびよく遊遊遊遊べべべべ：：：：日本では小

学校から塾通いを始め、大学に

入学するまで親も子も勉強で大

変。アメリカでは塾に通わせる

事はなく、うちでは一度も“勉

強しなさい”と叱った記憶はあ

りません。亦、アメリカでは大

学入学試験も高校の全国で同じ

ＳＡＴとＡＣＴのテストを受け

それを希望の大学へ提出するの

 が習いで、特別な大学以外は日本

の様に難しい入学試験を受ける制

度がありません。高校でも勉強の

他に自由時間もあり、フットボー

ル、アイスホットケー、バンド等

々のクラブ活動に入り、応援に出

かけたり結構楽しく過ごせました

お陰様で長男はＵＣＬＡ卒業、人

材派遣の会社経営、娘はSanta 

Barbara (CA)大学卒業後、この 

地区の教育委員長の秘書をしてい

ます。夏休夏休夏休夏休みみみみ：：：：学校は９月に始ま

り５月に終わる、その長い期間に

一つも宿題がなく、安心して夏休

みを利用して日本へ里帰り出来ま

した。私たちが日本の学校へ通っ

ていた頃は、沢山の宿題があり大

変苦労した事を覚えて居ります。 


