
Dear Chikujyos,  

いかがおいかがおいかがおいかがお過過過過ごしですかごしですかごしですかごしですか？？？？    今年今年今年今年

もももも元気元気元気元気にいきましょうにいきましょうにいきましょうにいきましょう！！！！暦の上

ではもう春なのに、又、雪と

は。でも、春はもうそこまで来

ています！ 

去年は、東日本大震災に始まり

終わった大変に心痛な年でした

が、早や一年が過ぎようとして

います。被災地の復興がさらに

進みますよう祈っています。 

さて、去年の精華会アメリカ支

部のハイライト、第一回総会は

予定通りに１０月２９日（土）

ホノルルのワイキキビーチ沿い

のプリンスホテルにて催され、

少女に戻ってはしゃぎ、和気

藹々と交流を楽しみ盛会に終了

しました。ホノルル在住の 

Sullivan 玲子玲子玲子玲子さんがハワイヤン

スピリットで、懸命に幹事の大

役ををお務め下さり、又、遠い

ところをお出かけ下さった日本

とアメリカからの会員の方々に

心から感謝致します。皆様のサ

ポート無しには実現、成功なり

ませんでした。本当にありがと

うございました！ 

今年は総会はありませんので、

ごゆっくりして下さい。次回次回次回次回はははは

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年でいかがでしょうでいかがでしょうでいかがでしょうでいかがでしょう？？？？

私私私私がががが幹事幹事幹事幹事しますというしますというしますというしますという方方方方はははは今年今年今年今年

末末末末までにまでにまでにまでに、、、、私共私共私共私共までおまでおまでおまでお申申申申しししし出下出下出下出下

さいさいさいさい。。。。来年の２０１３年は、そ

の準備期間になります。 

それと第第第第４４４４号号号号ののののテーマテーマテーマテーマはどうしはどうしはどうしはどうし

ましょうましょうましょうましょう？？？？これも今年末までに

お願いします。今回もスペイス

に問題があり、長過ぎた文章は

少々省かせて頂きました。次回次回次回次回

からはからはからはからは、、、、おおおお一人一人一人一人５００５００５００５００文字前後文字前後文字前後文字前後

までまでまでまでぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの目安目安目安目安とととと致致致致しましょしましょしましょしましょ

うううう。。。。 

精華会アメリカ支部便り第３号は、 

日本日本日本日本とととと私私私私がテーマです。このトップの

雄大で神々しい富士山は、イタリア在

住純子さんの息子さんが、飛行機から

撮った素晴らしいショットです。使わ

せて頂いてありがとうございます。 

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、、、、ごごごご寄稿寄稿寄稿寄稿してしてしてして下下下下さっさっさっさっ

たたたた会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様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にににに心心心心かかかか

ららら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！！！！私達一人一人私達一人一人私達一人一人私達一人一人のののの

メッセージメッセージメッセージメッセージをををを伝伝伝伝ええええ共有共有共有共有するするするする事事事事はははは意義意義意義意義

あるあるあるある事事事事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

2年前に立ち上げました精華会アメリ

カ支部も、お蔭様で3年目を迎える事

が出来ました。これもひとえに会員の

皆様、又、精華会のご支援の賜物、あ

りがとうございます。今後も、この広

大な大陸アメリカに長く細く筑女の灯

火を絶えさないよう努力し頑張ってい

きたいと思いますが、皆様のチーム

ワークなしには持続は出来ません。引

き続き、皆様お一人お一人のご協力と

ご支援の程、どうか宜しくお願いしま

す！新期2012年・2013年が始まり、２

年分の会費１０ドルもほとんどの方か

ら受け取りましたが、まだの方は私共

まで郵送下さい。領収書は、この精華

会アメリカ支部便り、精華会だより、

筑紫女学園報と共に同封致しておりま

すのでご確認下さい。 

                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便支部便支部便支部便りりりり第第第第３３３３号号号号 

春春春春    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年    

第第第第３３３３号号号号    

１ページ： 

＊＊＊＊精華会アメリカ支部

からのご挨拶とご通知

及び、第一回総会ご報

告。 

 

＊＊＊＊精華会米国支部会員

各““““日本日本日本日本とととと私私私私””””寄稿 

２ページ、３ページ、

４ページへと続く。    

２０１２２０１２２０１２２０１２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３号を３月頭に

仕上げ、３月中内に全

会員、精華会事務局へ

郵送する。 

＊＊＊＊精華会アメリカ支部

の案内が日系ニューヨ

ーク便利帳に掲載され

る。 

*2014年第二回精華会ア

メリカ支部総会会場を

今年末までに決定する 

＊2013年春発行アメリカ

支部便り第４号のテー

マを年末までに決定す

る。 

＊＊＊＊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@gmail.com 

360-652-6938 (night) 

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近郊近郊近郊    

いつも心の中で、私は日本人で

いられる事に感謝の思いで一杯

です。日本国籍はまだ持ってい

ます。仕事をシカゴでしていた

折に、北朝鮮から亡命していた

或る小児科女医さんから、“貴

方は帰る国があっていいね”と

云われ驚きました折、いつも日

本人という枷を背負っていまし

たが“あっ、私には帰る国があ

るんだった”と思いつつ、その

女医さんの帰る国がないという

言葉に、彼女の悲しみを思い胸

が痛みました。私は幸せ、又、

日本人として生きていかれる事

の重さが、この事で国という事

を身近に考えさせらました。 

１９７９年〔４０年前）に日本

よりアメリカへ参りました折、 

“見てやろう、聞いてやろう、

してやろう〔経験する）”で意

気込んで移住してきました。ア

メリカの国の広大さと、わずか

カルフォルニアが入るぐらいの

日本の国を知り、一生懸命に戦

争を生き抜いて来た国を第三者

の目で見る事が出来るようにな

りました。結論として、日本と

アメリカを対等に見られる事と

日本の良き事、悪しき事を第三

者として見られる事に感謝し視

野が広がった事と、私は日本人

である事の幸せと誇りに喜びと

感謝で過ごせる日々にしたいと

努力しています。 

日本日本日本日本のののの国歌国歌国歌国歌、、、、国旗国旗国旗国旗はははは素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい

しししし、、、、国事国事国事国事ややややオリンピックオリンピックオリンピックオリンピック等等等等でそでそでそでそ

れらをれらをれらをれらを見見見見るとるとるとると涙涙涙涙がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。

日本の国の発展と国民の幸せを

祈っています。 

Sullivan 玲子 玲子 玲子 玲子         (旧 安河内） 

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    

日本、福岡、、故郷を離れて２０年

まだ２０年、、、、もう２０年、、

心の中では、人も風景も２０年前の

故郷。発展.開発続行の故郷は、訪れ

る度に、私を浦島太郎に、、、、。

懐かしい思い出と新しい世代が交差

する、、。何だか現実味のない空間

世界。だけどだけどだけどだけど、、、、私私私私のののの故郷故郷故郷故郷、、、、。、、、、。、、、、。、、、、。

土地土地土地土地もももも人人人人もももも、、、、優優優優しいしいしいしい温温温温もりをもりをもりをもりを感感感感じまじまじまじま

すすすす。。。。    

筑筑筑筑 女女女女 



Page 2 筑 紫  第３号  

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郊外郊外郊外 

何か間の抜けたような四季のな

いカルフォルニアからワシント

ンへ移ってき、私が一番に感激

したのは、自分の生まれ育った

故郷、日本で見慣れ親しんだ四

季折々の美しい植物が多く見ら

れるという事でした。お久し振

りですーと懐かしく、故郷に帰

ってきたかのように安らかで温

かく、リタイアの地に辿り着い

たという感がありました。故郷

と同じように、水仙、梅、桜で

春を告げ、石楠花、ツツジ、菖

蒲、芍薬、牡丹、百合と続くと

夏は朝顔が。秋は菊、ススキ、

そして、モミジや様々の落葉樹

が赤、橙、黄色に紅葉していく

様。そして、雪がチラチラ降る

中に真っ赤に咲いた寒椿の冬で

一年が終わります。古代昔から

日本人は四季折々の自然の美し

さを崇め愛で日々の暮らしに取

り入れ、独自の美意識の一つで

あるワビ（侘）サビ（寂）の世

界を造り出してきました。自然

を素材とした日本庭園は、多く

の外国人から親しまれ、世界の

文化遺産と指定され、国を越え

時代を越えて、簡素で静寂の美

しさを湛え人々の心を癒してい

ます。父母亡き日本は遠く、国

籍が変わった今も、先人に導か

れ、この四季折々の美しい自然

の中に身を託し暮らせる喜びに

感謝。日本は私の原点、ハート

です。 

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州州州        

    

昔、母の話ではごく幼少の頃

に、家族一同一年程福岡に

帰っていたそうですが、物心

つく前なので、その後、１２

歳頃に再び家族一同で日本に

帰ったのが、私には最初の日

本との出会いでした。ハワイ

と違って、四季の変化がある

日本は好きでしたが、自由に

おおらかに育ったハワイとは

異なり、何事も規則で縛られ

何もかもせせこましい日本に

は一寸うんざりでした。学校

の授業もしかり。良い考えで

も、その先生と考え方が違っ

ていれば、結果的には同じで

も、むしろもっと良くとも、

それは許されなく、そんな中

で、私私私私をををを後押後押後押後押ししてししてししてしして下下下下さったさったさったさった

のがのがのがのが原先生原先生原先生原先生でしたでしたでしたでした。。。。センチメ

ンタルな所もある先生は私が

英文科に進む事に賛成して下

さり、多くの女子高生が家政

科に進む中、私一人英文学科

に進む事を応援して下さっ

た。だから、先生は何時まで

も私の心に残る方でした。戦

争中は、丁度、長崎の原爆が

あり経験し、一度家に帰り、

再び活水に戻り勉学に励み、

卒業まで頑張りましたが、そ

れも良い経験となり、色々と

良い勉強になったと思いま

す。それで、今の私があるの

です。日本は私に楽しい事ば

かりではなく、様々な苦しみ

や体験を与えてくれ、色々な

素晴らしい人との出会いを与

えてくれ、今の私を作ってく

れた思い出深い所です。 

守田秀子守田秀子守田秀子守田秀子（旧 井上）  新会員 

昭和昭和昭和昭和46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州州州州    

今年で６０歳になります。人生の

半分をアメリカで過ごしています

アメリカに最初に降りたのは、南

米に行く途中に寄ったロサンジェ

ルスで、プレイボーイクラブで見

たバニーガール、クラブの広さ、

ここで見たロスの夜景はアメリカ

大国のパワーを肌で感じた瞬間で

した。これがアメリカ！十年後、

ＮＹへ、アメリカのインテリア勉

強？知り合いに連れて行ってもら

ったパーテイはコロンピア大学の

ドナルドキーン氏の自宅で、私は

そこで日本語の美しさをまざまざ

と知りショックでした。彼らの話

す日本語は、美しい蒔絵の紐解き

流れだすような響きの品格。日本

人である私は日本語の美しさに引

き込まれました。私、日本人なの

に！恥ずかしい！目的のインテリ

アデザインの勉強にパーソンズデ

ザイナースクールへ、ここでも多

くの教授の方々が日本建築の美空

間の取り方に憧れていらっしゃる

事を知り、私は何を学びにアメリ

カへ？当時、日本のデザインは新

しいデザイン革命でした。日本人

である私はここでも、日本を意識

する事になりました。卒業してア

メリカの会社で働いてみたくてバ

イトで入った会社、何となく日本

の会社との架け橋になり、正社員

に。ＮＹの会社仕組みや人間関係

を経験出来、日本人一人頑張りま

した。世界中の人々と楽しみを共

有する事が簡単に出来たのがアメ

リカです。色んな方と知り合いに

なり、色んな経験が出来た事は本

当に人生の宝です。この様な経験

が出来たのは、日本人であった事

日本のカルチャーがバックにあっ

たからだ思います。差別、反日感

情もある事実を見れた事も良い経

験です。何よりも日本を学べた事

は、日本と距離を置いて見れた事

でしょう。時代時代時代時代がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わりわりわりわり始始始始

めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、私私私私はははは日日日日

本人本人本人本人ののののプライドプライドプライドプライドをををを持持持持ってってってって生生生生きてきてきてきて行行行行

きたいですきたいですきたいですきたいです。。。。 

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    

満州は大連市で生まれ、八年

後、日本に引き揚げ船で帰っ

て着て、北九州、佐賀、福岡

東京と転々として約２０年。

その後、アメリカに住む事に

なり４０年余り、今はアメリ

カ市民権を持つアメリカ人で

す。“故郷は何処ですか？”

と聞かれて返事に困ります。

しかし、アメリカ人に“Are 

you Chinese?” と聞かれて 

“No, I am Japanese.”と答えて 

いる自分がいる。又、去年の

東北地方の大地震及び津波の

ニュースをＴＶで見ていて、

涙があふれ、身体が震え“日日日日

本人本人本人本人ガンバレガンバレガンバレガンバレ””””とととと応援応援応援応援していしていしていしてい

るるるる自分自分自分自分がいたがいたがいたがいた。やはり、私は

日本人だ。そして、日本人で

ある事を誇りに思っている。 

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    

去年の秋、４年振りに弟の結

婚式で日本へ帰りました。今

回の旅行は移動が多く、大阪

伊丹空港から、京都に一泊、

滋賀を通り、岐阜で結婚式で

２泊、その後、上高地、飛騨

高山、白川郷へ一泊で家族旅

行。そして、名古屋空港まで

出て福岡へ。３連休だった事

もあり飛騨高山は観光客で賑

わっていましたが、地震の影

響で外国人観光客が殆ど来な

くなったと、お土産屋の方が

言っていました。４泊５日で

６県も回った旅行は初めてで

したが、私私私私のののの名前名前名前名前のののの由来由来由来由来であであであであ

るるるる上高地上高地上高地上高地のののの梓川梓川梓川梓川（（（（あずさがわあずさがわあずさがわあずさがわ

）も家族で初めて行く事が出

来、とても心に残る旅行とな

りました。 

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近郊近郊近郊    

若い時は、米国の自然な広大さ

に目を見張り、自由な気質やド

ライな人間関係に心地良さを感

じていたのですが、今は日本の

自然や四季の変化の美しさに安

らぎを感じ、日本人が持つ繊細

さや遠慮深さに懐かしさを憶え

ます。又、時にはウエットな人

間関係も悪くないと思う今日こ

の頃です。 

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        

    

留守のため、今回は失礼させ

て頂きます。 

Smith 洋子洋子洋子洋子(旧 桑田）新会員 

昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年卒年卒年卒年卒    モンタナモンタナモンタナモンタナ州州州州    

日本語の教師をしており多忙

にて失礼します。 



加藤加藤加藤加藤ひろひろひろひろ子子子子        (旧 大石） 

昭和昭和昭和昭和４３４３４３４３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    

    

姑の納骨式にて日本ですので

今回は失礼させて頂きます。 

 

（お姑様のご冥福をお祈りし

ます。） 

匿名  

昭和昭和昭和昭和５２５２５２５２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    

今、私の日本に対する思いの

大半は富士山に注がれていま

す。大学時代にやっていた山

登りを数年前から再開し、Ｎ

Ｙ近辺であちこちのピークを

踏むにつけ、思い出すのは日

本の山々の美しさ。そこで、

今年の夏は日本に帰って富士

山の登頂に挑戦しようと考え

ているのです。海外から見て

いると、昨今の日本は、長い

不況に閉塞感や財政赤字と

いった経済問題に加え、大震

災や原発問題とたいへんな状

況ばかりが目につき、我祖国

はこの先どうなるのだろうと

不安になる事もありますが、

常常常常にににに気高気高気高気高くくくく凛凛凛凛とそびえるとそびえるとそびえるとそびえる富士富士富士富士

山山山山にににに思思思思いをいをいをいを馳馳馳馳せるとせるとせるとせると、、、、何何何何だかだかだかだか

元気元気元気元気がもらえがもらえがもらえがもらえ、、、、日本人日本人日本人日本人としてとしてとしてとして

のののの誇誇誇誇りのようなものがりのようなものがりのようなものがりのようなものが蘇蘇蘇蘇ってってってって

きますきますきますきます。富士山は、最初は小

さな火山だったのが、何度も

噴火を繰り返すうちにだんだ

ん大きくなり、ついには今の

ような美しく雄大な姿となっ

て、世界に名だたる名山に

なったのだそうです。起起起起こりこりこりこり

来来来来るるるる事事事事にはにはにはには全全全全てにてにてにてに意味意味意味意味があがあがあがあ

りりりり、、、、耐耐耐耐えられないえられないえられないえられない試練試練試練試練はははは与与与与ええええ

れないれないれないれないといいますから、きっ

と日本という国も、直面する

様々な苦境に向かい合い、み

んなで乗り越えることによっ

て、強く、バランスのとれた

よりよい国に成長し続けるの

だろうと思っています。 

Page 3 筑 紫  第３号  

Sulis 佐藤 純子佐藤 純子佐藤 純子佐藤 純子        (旧 佐藤） 

昭和昭和昭和昭和43年卒年卒年卒年卒    トスカーナトスカーナトスカーナトスカーナ州州州州、、、、イタリアイタリアイタリアイタリア    

イタリア生活も３０年過ぎ、益々

祖国は遠ざかっていくこの頃で、

今回２週間の日本帰国で疎遠にな

りかけていた親類との交流を持つ

機会を得ました。母の妹、脳出血

で明日の命をも知れなかった８８

歳の叔母は奇跡的な復活、いまだ

輝く目を持つ叔母の見舞いが出来

その叔母の自宅で、生前から私と

も縁の深かった親族の３回忌があ

り、仏様が私達を呼ばれたに違い

ないと列席を乞われました。法要

で気持ちの良い読経の後、柔らか

い光の差すお座敷で美しい袈裟を

纏われたお坊様のお話しに息子共

々聴き入ったのでした。とても印

象に残るお話の一つは“おおおお母母母母さんさんさんさん

私私私私をををを産産産産んでくれてどうもありがとんでくれてどうもありがとんでくれてどうもありがとんでくれてどうもありがと

うううう”と母の前で改めて言ってみま

しょうで、今の私にとって最も相

応する言葉でした。認知症の母は

その意味が分かったのか、何とも

言えない顔をして涙溢れました。

目の前にいる人誰にでも手を合わ

せ頭を下げる９６歳になる母に、

仏様を見るようでした。お坊様の

言葉に促されて、心に染み入る美

しい日本語を親不孝をし続けてい

る私が大切な母に送る事が出来た

のでした。帰国に同伴した次男は

法事や父の墓参りでもお話を伺っ

た寺のお坊様を通じて日本の習慣

儀式に興味を抱き、又、神話の中

に生きる日本の歴史というものに

目覚めたようでした。縁が薄くな

っていくかに思えた日本は、大き

な手を広げて、この国は、貴方た

ちを見捨てたりはしないのですよ

と言わんばかりで、とても有難い

メッセージを得た思いです。往き

の飛行機から富士山富士山富士山富士山がががが、、、、くっきりくっきりくっきりくっきり

とととと光光光光をををを放放放放たつそのたつそのたつそのたつその神神神神々々々々しいおしいおしいおしいお姿姿姿姿をををを

現現現現されされされされ迎迎迎迎えてえてえてえて下下下下さっているのをさっているのをさっているのをさっているのを感感感感

じじじじ、、、、何何何何かかかか意味意味意味意味あるあるあるある思思思思しししし召召召召しのようしのようしのようしのよう

でしたでしたでしたでした。体は祖国からどれほど遠

く離れていても、日本という国は

温かく、たおやかに、凛々しく、

私達を深く見守り、帰国を喜んで

下さっていると思われました。 

野中康子野中康子野中康子野中康子     

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州州州    

今年は何も書かない事にしてい

ましたが“９９の愛”を見て書

かなくてはと思いペンを取りま

した。日本が始めた戦争によっ

て祖国日本に、そしてアメリカ

に居た日本人に苛せられた苦し

みと痛みと侮辱は、耐えがたき

を耐え涙と忍耐を持って乗り越

えて来た日本人一世の歴史だと

思います。かってＪＦケネデイ

が国連で“もし我々人類が戦争

を滅ぼさなければ、戦争は我々

を滅ぼすだろう。又、もし戦争

が始まれば、世界は薪の山と化

してしまうだろう”と語った言

葉は真実です。今、イラクやシ

リアは正に薪の山と化しつつあ

ります。東日本を襲った恐るべ

き津波は何を意味するでしょう

か。肉親を、家を、全てを失っ

た人達の恐怖と悲しみ、苦しみ

心の痛みはその事に逢わなかっ

た私達には到底知りえるもので

はないと思います。アメリカに

居る私達はその人々のために祈

るしか出来ません。又、ジャッ

プと罵られ蔑まれても〔当って

砕けろ, Go for  broke )と叫んで 

アメリカの為に命を捧げて散っ

た４４２の２世部隊の若者たち

の地に落ちた多くの種は今、実

っています。戦争はお互いを敵

にしてしまいます。アメリカに

住む私達は日本とアメリカの二

つの祖国のため、世界平和のた

めに祈り有意義な人生を送りま

しょう。艱難艱難艱難艱難はははは忍耐忍耐忍耐忍耐をををを生生生生みみみみ出出出出しししし

忍耐忍耐忍耐忍耐はははは練達練達練達練達をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、練達練達練達練達はははは

希望希望希望希望をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす事事事事をををを私達私達私達私達はははは知知知知っっっっ

ているからですているからですているからですているからです。私は今、残り

少なくなった自分の余生を少し

でも有益に過ごしたいと願って

います。若い精華会の皆様のこ

れからの活躍と発展を見つめな

がら、会報を楽しみに読ませて

頂きます。 

 

（ありがとうございます！） 

鐘鐘鐘鐘ケケケケ江美智枝江美智枝江美智枝江美智枝    (旧旧旧旧    須佐須佐須佐須佐））））    

昭和昭和昭和昭和２１２１２１２１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    

福岡の天神町で生まれ近く

の松屋デパートの玄関近く

で石蹴り等して楽しんだ事

を思い出します。然し、そ

のデパートも終戦の年の６

月１８日の空襲で炎に包ま

れ防空壕に逃れていた私達

は近くの警察の地下室に再

逃難しましたが、この時に

見たデパートの炎上する光

景が長い間悲しい思い出と

なりました。終戦後、天神

町も見事に立ち直りその炎

上する光景も昔の思い出と

なりました。二世の主人が

板付基地に駐留して居た時

に結婚して５９年になりま

す。私はとてもラッキーで

主人が調達部に居り日本語

が話せたので２８年間の軍

隊生活の中で１５年間ほど

家族と一緒に日本とColorado 

Springs, Coloradoにある空軍 

基地に勤務出来た事です。

一ドルが３６０円で交換出

来た頃は、引退したら日本

に住んでもいいねと話し合

ったものです。これも現在

の交換率を考えれば昔の夢

になってしまいました。主

人が軍隊から引退してから

は、毎年といっていい程日

本に帰り楽しい３ヶ月を過

ごしました。短い間に妹弟

と逢えた事を楽しみ昔の友

達に逢え、温泉旅行を楽し

み日本食の美味しさに舌包

みをしたものです。然し、

これも今では出来なくなり

ました。私も８２歳になり

足が弱くなり体調が思わし

くなく外出は車椅子の世話

になっております。空港で

の乗り換え、税関の検査等

々考えただけでも今の所旅

行は到底出来ません。日本

は何と云っても私の故郷、

何時かは亦、必ず訪ねる事

が出来る事を祈っています



Raska  佳子佳子佳子佳子    （旧 本田） 

昭和昭和昭和昭和３７３７３７３７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    

私には二つの祖国があります。

一つは生後２０年間を純粋な子

供の目から見て来た日本、そし

てもう一つは妻、母、アメリカ

市民としてからの４５年を暮ら

してきた大人の目から見たアメ

リカです。渡米後、主人と息子

３人でバケーションを利用して

南部を除いてほとんどアメリカ

全州を旅行しました。アメリカ

の持つ大自然の美しさは日本と

比較出来ない程の超スケールで

す。街の中でも自然が味わえま

す。私達が住んで居る町は川が

近くて鷹や鷲、山鳩が庭に巣を

造ったり、七面長が雛を連れて

道の端を歩いて来て、表玄関の

庭の木の上で一夜を過ごしたり

狸の親子が夜に庭を荒らしたり

秋にはリスが柿を食べにきま

す。こんなのんびりとした状況

の中なので、国民の人柄もおお

らか率直でザックバラン、動物 

な心を表す非常に大切な言葉

だと思います。それから云い

忘れましたが、私は温泉が大

好きです。三年ぐらい前か

ら、アジア日系人のレスパイ

トケアーセンターでボランテ

アをしていますが、日本の唱

歌や抒情歌を唄うと何も分か

らないでじっと空間を見つめ

ている人の表情が和らぎ、或

る人はこわばった手で調子を

取られているのを見ると、来

て良かったといつも思いま

す。私はこんな和の心を大切

に生きて行きたいと思いま

す。去年の夏に、１９歳にな

る孫娘を私が誇る日本を理解

してもらえる為に、主人と６

週間の日本旅行に連れて行き

ました。旅を終えて、シアト

ル空港に帰着した途端に、

““““アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人はははは日本人日本人日本人日本人のののの謙虚謙虚謙虚謙虚

さとさとさとさと丁寧丁寧丁寧丁寧さをさをさをさを見習見習見習見習うといいうといいうといいうといい

ねねねね””””との彼女のコメントに私

は嬉しく心温まる思いでし

た。日本とアメリカの長所、

短所はそれぞれの性格によっ

て見る目も違いますが、両国 

愛好家が多く、人と人との触

れ合いが馴染み易い国です。 

又、会社の社交や個人の付き

合いも日本と違って殆ど夫婦

同伴です。こんなにも気候的

にも環境的にも恵まれた住み

易いカルフォルニアなのに、

日本とアメリカとどっちに住

みたいかと聞かれれば、私も

主人も戸惑わずに出来れば日

本に住みたいと答えます。日

本に帰れば、混み入った建

物、昼夜も絶えない建設や街

中の騒音を聴くと何故か不思

議に、、、、里里里里にににに帰帰帰帰ってきたなあってきたなあってきたなあってきたなあーーーー

という安堵を感じます。日本

では、大自然のアメリカとは

全く異なった自然の美と情緒

を観賞出来、四季を愛する心

から生まれた芸術や文化、そ

して、長い歴史を通じての風

習や習慣に富んだ古い日本、

私はそんな日本が大好きです 

特に、英語の辞書にはない日

本独自の敬語は日本人の謙虚 

流田恵子流田恵子流田恵子流田恵子    (旧 入江）新会員 

 
昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０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州州州州    
 

私は、根っからのセンシテブス

キン。アメリカ製の化粧品が全

然肌に合わず、福岡の実家が資

生堂を扱っていた事もあり、常

時送ってもらっていたけれど面

倒になって、ハワイの資生堂か

ら化粧品を仕入れ、サンノゼ市

に自分の店を出し一年経った頃

に、資生堂本社が米国本土へ乗

り込んできましたが、私が一番

乗りのパイオニアで、今でも現

役。以来、自分の信じる資生堂

の化粧品を自分の２店で扱って

います。私は家事、料理など苦

手ですが、ビジネスが好きで今

に至っています。 

    

(電話でのインタビュウーにて

書かさせて頂きました。） 
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Nelson としとしとしとし子子子子( 旧 柳） 

昭和昭和昭和昭和４２４２４２４２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州州州    

昭和３０年代後半から４０年

代に筑紫女学園中学校と高等

学校に通っていた頃は東京オ

リンピックが開催され、まさ

に日本が高度経済成長期をま

っしぐらに突進中の頃であっ

た。オリンピックのメダルの

数は一位のアメリカが驚異の

９０個で３位の日本が２９個

それでもたいしたもので誇ら

しく思ったものだが、どうし

てもアメリカやソビエトに勝

てないのは食事事情による体

格の差で、肉主食の国と米主

食の国の違いだと勝手に思い

こんでいた。あの頃の日本人

は、欧米人に比べたら一回り

小さかった様。私も筑紫女学

園水泳部に一時席を置き、地

区大会に出場して飛魚マーク

の銅メダルをもらったんだが

それが我体力の限界であった

我々が育った頃の日本は、高

度成長期の煽りを食って、大 

気汚染や環境破損が猛威をふる

い、水俣病や四日市喘息など公

害病に侵された方たちの悲しい

新聞記事が頻繁に載っていた。

日本の繁栄の影の犠牲者の方々

が気の毒でならなかった。町々

の至る所には毒々しい広告や看

板やチラシが所狭しとあちらこ

ちらに無秩序に貼られ、販売力

を狙った物であろうが、実に汚

らしくて子供心にどうにかなら

ぬものかと思ったものである。

それも月日が流れて、汚染され

ていた川や近海の漁場も綺麗に

なり、町並みは美しくハイセン

スな日本に変わって行った。里

帰りの度に、美しく変わる日本

に驚かされている。しかし、あ

の頃の良き物も消えた。今は無

き平和台球場前のお堀の淵に植

えられていた柳と桜の美しい並

木がとても好きで、通学時の電

車の窓越しから眺めては素晴ら

しい春を満喫したものですが、

今はもう伐採され無いと聞く。

中学校の頃にマラソンを強いら

れて走った大堀公園も、今はヨ

ーロッパ風の石畳が敷き詰められ

て素晴らしい公園となっている。

我々が住んでいた今川橋の海岸、

百道の海岸、地方の浜も皆埋め立

てられ、今はビルが林立していま

す。 

我慢忍耐、秩序規律、行儀作法、

努力勤勉、生きとし生ける物への

思いやり、冷静、謙虚、感謝、人

に迷惑をかけるなと親や学校から

道徳倫理で教えられ育った私達日

本人。あの頃は５月蠅く煩わしい

親の説教も、寝ぼけ眼で聴いてい

た授業も知らず知らずのうちに身

についていったようである。東日

本大震災の際にも、秩序を乱さな

い規律正しい日本人を静静静静かなかなかなかな威厳威厳威厳威厳

と世界の人が驚異の目で褒め称え

た。遠い昔から、日本人の心には

仏教から由来したであろう道徳が

根強く育まれていて、緊急時には

いつも的確な対処が出来る国民な

んだと思う。誇らしい日本人、私

もその一人の日本人として、先人

の教えを守って日々努力を絶さず

生活していこうと思います。 

Grande 百江百江百江百江( 旧 武藤）新会員 

昭和昭和昭和昭和３７３７３７３７年卒年卒年卒年卒    オハイオオハイオオハイオオハイオ州州州州    

私は1972年憧れの国アメリカに

やって来てから４０年。今はア

メリカが私の国です。この国の

お蔭で離婚後、働きながら子ず

れで大学に通い、修士号を修得

、大学で日本語を教える事が出

来ました。目的目的目的目的をををを持持持持ってってってって前進前進前進前進すすすす

ればればればれば、、、、必必必必ずずずず実実実実はははは実実実実るるるる事事事事をををを体験体験体験体験しししし

ましたましたましたました。。。。とても日本では不可能

な事です。ふるさとはふるさとはふるさとはふるさとは遠遠遠遠くにあくにあくにあくにあ

りてりてりてりて思思思思うものうものうものうもの、正に、その通り

です。年を重ねる度に昔の思い

出が懐かしさを増していきます

。年に二度の里帰り、楽しみは

やはり友人に会うことです。私

の頭の中の日本と友人は永遠に

元のままですから。 

のそれぞれの長所を楽しめる私

は、本当に幸せだと神に感謝し

ています。 


