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筑女の皆様、お元気です

か？ 

この冬は、例年より長く、

3月中半で、やっと水仙が

花開き始め、まだ梅は蕾で

もう咲きそう？貴方の住む

町はいかがですか？ 

さて、今年は酉年。鳥、鶏

と書かず、酉と書きニワト

リの事を指し、酉のつく年

は“取り込む”につなが

り、商売繁盛の年と言われ

ているそうです。  

酉の由来は“果実が極限ま

で熟した状態”、そこから

物事が頂点まで極まった状

態だとか、私達みたい？ 

習い事などで結果が出た

り、学問や商売などで成果

が得られるやもしれませ

ん。 

酉年生まれの長所は：  

 鋭い直感力 

 決断に迷いがない 

 行動力抜群 

 親切で面倒見良し 

 社会性抜群 

短所は： 

 神経質 

 本音を隠したがる 

 ダメだと判断したら、すぐ

あきらめる 

 プライド高め 

ちなみに、うちの旦那は酉年

ぴったり当たっています。 

2017年の干支は酉年 

Spring 2017 

お友達、ご家族も参加可、会費は同

５０ドル。 

同封の出席申込書に記入し、幹事

まで郵送願います。宛先は、

Momoe Garland, 388 North 
hametown Rd., Akron,, OH 
44333.  または、

mgarland19@gmail.comへ申込

書を添付してご予約下さい！電話

は330－622-3479. 締め切りは5
月31日ですが、会場確保の予約が

必要、一刻も早くお願いします！ 

一期一会の楽しい会です。ぜひ、ご

参加ください！お会いできるのを楽

しみしています！ 

 

幹事: ガーランド百江、オハイオ州 

 第三回精華会アメリカ支部ラスベガス総会 

日付: 10月29日 2017年 日曜日 

会場：Bellagio Hotel、Executive Hospitality Suite 

 3600 Las Vegas Blvd, NV 89109 

 Tel:  888-724-6413 www.ballagio.com 

時間: 2：30 pm 受付 開始 3：00pm 総会開始 

 5：00pm  夕食 6：30pm 終了 

会費:  $50.00  
(会場ホテル内レストランでバッフェデナー） 

 

総会後、7：00pmから、会場ホテル内の劇場にて、

世界的に名高いシルクドソレイユの90分ショウ鑑賞

入場料は８０ドル、自己負担。 希望者のみ － 

翌早朝30日、グランドキャニオン日帰りバス観光あ

り。費用は昼食付きで80ドル前後。 



健康美にあふれた女性でした。サン

ホセで資生堂のお店をしていらっ

しゃる流田先輩には、今回は時間な

くお会いできず残念でした。 

 

 お会いしました！ 

お若い後輩、Yumiko Abbott（旧姓 永

岡由三子 昭和５８年卒、新３５回生）       

さんにお会いしました。 

去年10月下旬、サンフランシスコ空港

近くで開かれた日系人のための同人文芸

雑誌第70号記念の集まりに参加した

際、由三子さんとお会いできる機会があ

りました。筑女ですから、初対面という

感じはなく、色々おしゃべりができて楽

しい一時を過ごさせて頂きました。 

由三子さんは、ピラテイスのインストラ

クターという職業柄、スタイルが良くて

昨年2016年は9月半ばから2週間ほど

アメリカ西海岸のロスアンジェル

ス、シアトル、友人の住むスタン

ウッド、カナダはバンクーバー、カ

ルガリーを周る旅を次男、末娘と3人
で良い思い出を作る事ができました

そもそも、私はイタリアのトスカー

ナ地方にもう35年ほど暮らしていて

これまで旅と言えば、日本帰国ぐら

いしかできませんでした。帰国して

も両親が年老いていたこともあり、

イタリアの家と日本の実家を往復す

るのが精一杯でした。 両親が亡く

なり、時が経つとこれまで見たこと

のないもの、歩いたことのない土地

を観たいという気持ちが強くなり、

家にある世界地図を眺めている内

に、“アメリカへ行きたい！”とい

う意思が生まれ、ある日決心したの

です。  

私の無鉄砲とも思われる決意の陰に

は友人Machiko Faughtさんがありま

す。彼女は中学時代からの友人で、

彼女も私も日本を飛び出しているこ

ともあって、初めは文通、そして

メールを使った交流が続いていまし

た。私のイタリアの自宅を改造した

部屋を旅行者に貸している事を知っ

て、逸早く、イタリア訪問の際に、

ご夫妻で利用してくれたこともあ

り、現在でも親しくさせてもらって

います。彼女は精華会アメリア支部

の管理、運営にも筑女の卒業生のた

めに力を惜しまずしてくれているの

は皆さまもよくご存じの事と思いま

す。 私たちはFBでも繋がっていま

すが、アップされる彼女の写真か

ら、彼女の生活環境は、年齢を重ね

ながら、ますます自然に親しみを覚

える私に強く訴えるものがあって、

一度は伺いたいものだと夢見ていま

した。実際、実現の運びになろうと

は思っていなかったのに、息子たち

の都合に合わせて、時期を決め、ピ

サ、ロス間の往復便を早く手に入

れ、更に、アメリカ、カナダとも大

国ですから、その移動には時間のか

からない飛行機と決めて、何枚かの

航空券も事前に手配、ホテル予約も

ネットで、地図を見ながら自分で決

めました。真知子さん宅には5泊お願

いし、了承を得て準備万端、初めの

計画からはかなり変動があったので

すが、最終的には大満足の大旅行が

果たせたのです。真知子さんご夫妻

にはそれはお世話になりました。ロ

スの彼女の息子さんにも！ 彼らな

しではこれほどアメリカに親しみを

感じ楽しめなかったはずです。短い

時間ではありましたが、盛沢山のプ

ログラムを色んなアメリカの魅力的

な面を見せてくれました。そして、

案内人なしでは行けない我々の愛す

る山にも案内してくれたのです。今

でも心から感謝しています。そして

また次回はイタリアで再会できるこ

とを期待しています。 

その後、ロスーシアトル経由で、我

が家へ飛んできました。 

短大卒業以来会っていない純子さん

に再会できたのは7年前ぐらい、私が

トスカーナを訪ねた時でした。今回

また、再会できて幸せでした。純子

さん家族は、ピサ郊外、緑の多い自

然な環境の中で暮らしておられ、ア

メリカの自然も楽しまれ、特に、マ

ウントベーカーの雄大さに感動され

嬉しく思いました。       

By Machiko Faught 

去年新年早々に、トスカーナ、イタ

リア在住で、筑紫女学園中学部から

短大まで一緒だった同級生の佐藤純

子さんが、彼女の次男と末娘と一緒

にアメリカ、カナダ旅行に訪れると

いう話が持ち上がり、あれよあれよ

という間に、9月初旬にピサーロサン

ジェルス経由で初めてのアメリカ入

りを果たされました！2，3日をロス

周辺在住のうちの息子が案内して、 

アメリカ、カナダの旅 by Junko Sato 

再会しました！ 
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第4回総会は2020年 

皆様、第4回総会会場の候補地及び幹

事を考えておいて下さい。この第3回
総会にて多数決で決定させて頂きま

す。 

SFO空港の直ぐ近くの”Hotel Westin 
San Francisco Airport “ は、 
バート乗り場も近く、SFO市内へも

行き易く便利。ホテルも綺麗でお食

事、サービスも良かったです。会員

の多い福岡の姉妹都市、ホノルルで

もいいし。南カルフォルニア、ロン

グビーチでもいいし、Anyone? 



 

ホットスポット、オーストラリアの旅 

By Sachiko Conner、Bellevue, WA 

11月27日午後のフライトでクライスト

チャ―チからオークランド、オークラ

ンドからオーストラリアのメルボルン

に向かいました。 メルボルンはオー

ストラリアでも南端なので肌寒いぐら

いの気候で、想像以上に大きな都市で

した。 毎年一月に４大国際大会の一

つであるオーストラリアオープンが開

催されるだけあって、大きなスポーツ

パークがあり、サッカー、ラグビー、

水泳、テニスなどのスポーツが盛んな

市でした。 

オーストラリアは1606年オランダ人の

探検家によって発見され、1788年イギ

リスよりニューウエールズ州に流刑を

通じて植民地となり、その後東海岸の

ゴールドラッシュによって、世界中か

ら人々が金を求めて集まったそうで

す。ですから、メルボルンもシド二ー

も中国系アジア人が多く目につきまし

た。メルボルンに4泊してから、飛行機

で3時間半のケアンズに向かいケアンズ

で3泊しました。世界の7不思議として

知られるグレイトバリアリーフは長さ

1600マイル、2900以上のサンゴが連な

る世界最大の琵琶礁地帯でヘリコプ

ターから見る景色は本当に素晴らし

かったです。日本からケアンズへは飛

行機で7時間ほど、日本人観光客が目に

つきました。小さな町ですが、土産屋

でも日本語で買い物ができ、和食レス

トラン、ラーメン屋まであり、ハワイ

に居る感じでした。 

12月2日最後の宿泊地シド二ーに到着。

南半球を代表する世界金融センターで

あるシド二ーは、とてもバイブラント

でインターナショナルシテイでした。

有名なオペラハウス、シド二ーハー

バー橋、チャイナタウン、シド二ータ

ワー、ボンダビーチなど見物し、その

他、ブルーマウンテンや野生保護動物

園にも足を伸ばしました。動物園で

暮らしの知恵ー冬の肌手入れ  

お肌の調子はいかがでしょう？冬は室内

暖房で肌が乾燥するのが常、この冬は例

年より厳しく、日々暖房ガンガンでさら

に乾燥、肌バサバサ。ちょっと人前に出

たくないな、どうしようと悶々していた

時、テレビジャパンのジャパンクラブ番

組が81歳の美容家、小林照子さんが冬

の肌手入れを紹介していました。小林先

生は、肌が艶々でにこやか自信満々、絶

対に81歳に見えない、以下はその方法

です。人前に出るには自信をつけること

が大切で、その1番は、肌の艶（つや） 

その２番は、血色 自分に合う色の頬紅

チークで血色をつける。笑った時の頬の

盛り上がった頂点にチークをぼかし、瞼

の上にも。これは好きでなくやっていま

せんが、お試しあれ。       

By Machiko Faught 

 

 

流田先輩、いかが

でしょう？ 

2017年はハワイ州、福岡県の〝姉妹

提携締結35周年“で、新年早々1月19
日、ハワイ州主催の記念式典は、ハ

ワイ州知事、上院、下院議員、福岡

県知事、県議会議員をはじめ300人余

りの招待客。ハワイの陽気な音楽、

厳粛なスピーチ、出逢いの歓喜やお

喋りで、ハワイ在住の人と福岡県人

が入り交じった楽しい素敵な夜の祝

宴でした。(写真添付） 

というように、私はこの小さい島ハ

ワイで、日本、福岡との繋がりを感

じつつ、“どこに居ても幸せ”ライ

フを楽しんでいます。 

写真は左から、ハワイ州知事（Gov. 
David Ige), 玲子さんのご主人

（Mark)、福岡県知事（小川洋）、

玲子さん。 
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ハワイからアロハ#1  

By Reiko Sullivan, Honolulu, HI 

ハワイに移住して25年。“天皇皇后

両陛下の御成婚50周年”“天皇閣御

即位20周年”、また、日本とハワイ

州の地で“皇太子明仁親王奨学金創

立”50周年という節目の年というこ

とで、ハワイ州をご訪問された天皇

皇后両陛下ご臨席の晩餐会。列席者

の緊張、興奮の静かなざわめきの

中、お迎えした両陛下の穏やかなお

姿に魅せられ、和かな時が流れ、日

本人であることの幸せを感じました

カンガルーや可愛いコアラ達に餌を

やったり、そしてコアラと一緒に写

真を撮ろうとしたら普段おとなしい

コアラが急に大きな声で吠え出した

のが珍しく、周りの人達が大笑い、

忘れられない思い出となりました。 

今回の旅は、私達が住んでいるシア

トルから飛行機の乗り換え10回、バ

ス18回,その他汽車、船、ゴンドラ、

ヘリコプターなどと、今までの旅行

で一番乗り換えの多い旅でした。帰

って来て、主人は飛行機に5時間以上

乗って行く旅行は絶対しないと言っ

ています。年を重ねる度に、遠くへ

の旅が億劫になりますが、元気なう

ちに、主人と旅行が出来たことに感

謝しています。 

私は身体と頭が正常な限り、私のニ

ックネーム“GoSachiGo”のように 

これからも世界中を旅行したいと思

っています。 

艶を出すには温冷美容ーホットタオル

で肌を温め蒸す方法。まず、クレンジ

ングクリームで、たるんだ肌を上に上

にマッサージする。マッサージ後、紙

で優しく拭き取る。水で湿らし絞った

タオルを、マイクロウエイブへ入れて

熱くする。少々熱めがよく、顔を覆っ

て温め蒸し毛穴を広げる。広がったと

ころで、美容液を塗り込み化粧水を叩

き込む。その後、ナイトクリームとア

イクリームをつけて終わり。年の初め

から、実行して肌の状態が落ち着き艶

が戻り、自信回復です！ 



 

 

精華会アメリカ支部 

Pacific Northwest      

Flower & Garden Show 

Feb 22—26, 2017 in Seattle 

春の訪れを伝える恒例のノースウエ

ストフラワー＆ガーデンショウがシ

アトルコンベンションセンターで開

催。園芸熱心なガーデナーたちに人

気のショー。それに、私の創作イケ

バナを初めて展示。6２歳から始めた

草月流、5年かかって4級師範を頂い

たばかりの楽しいイベントでした。

Machiko Faught 

御礼 

精華会本部よりの援助金ありがとうござ

います。また、精華会アメリカ支部会員

よりも寄付を頂いております。国元嘉子

流田恵子、コナー佐智子先輩からで感謝

致します。精華会アメリカ支部ライフタ

イムメンバーとさせて頂きますので、今

後は会費の必要はありません。 

口座金が増えますと、税金対象となり面

倒になりますので、精華会アメリカ支部

2018・2019年会費は全員免除したいと

思います。 

精華会アメリカ支部も8年目を迎えまし

た。全会員のサポートのお陰です。これ

からも持続するよう努めますので、どう

か宜しくお願いします。 

精華会アメリカ支部便り第8号に寄稿し

て下さった会員の皆様、ありがとうござ

いました。埋まらないところは私が埋め

ざるをえず、真知子の掲載ばかりじゃな

いかとお りを受けるかもしれませんが

ご了承下さい。第9号に多くの寄稿をお

待ちしています！  

精華会アメリカ支部ミッション 

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

に住む私達が、筑紫女学園卒業生という

同じグラウンドでお付き合い出来、友情

を育める事が有難く感謝！ 

先輩から後輩へと、未来に向かって、精

華会アメリカ支部は前進します。三年度

の総会で再会、一期一会を楽しみます。

精華会パワーに乾杯！ 

ハワイからアロハ #2 by  Mayumi Kwok, Honolulu, HI 

2017年1月、ハワイ福岡姉妹提携35周年の記念式典がハワイで行われ

ました。福岡からは小川知事、そして中尾福岡県議長や県議会の議員

先生方がお越しになり、ハワイ州議会上院及び下院議員会開会式への

出席、ハワイ州知事公邸や在ホノルル総領事館でのレセプション、ハ

ワイ福岡県人会主催のランチョンなど多数の行事に精力的に参加され

ました。 ハワイグローバル教育財団は、ハワイと福岡をつなぐブ

リッジ役として、コーディネーターや通訳などのお手伝いを福岡県か

ら委託されました。（左ーハワイ州知事と右ー福岡県知事御夫妻と） 

1885年の福岡県民が初めて海外に移住したのがハワイ。 1981年に

は、両県州にとって初めての姉妹提携が結ばれ、その後、文化、教

育、経済など様々な分野で交流が続けて来られたと、小川知事も述べ

れらました。私たちはハワイに住む新一世として、益々、ハワイと日

本、そして福岡をつなぐ橋となり、これからの世代を“グローバル市

民”に育成するために、このハワイの地で頑張りまーす！ 

 

Seikaka American Branch 

Finance Report 

 

2015 End Balance:          $1,846.95 

2016 Income:  

2016/2017 member fee             180.00 

Member Donation                      268.00 

Seikakai Enjokin            472.30  

                                        

 *Total 2016 income:               920.30 

2016 Expense: 

Administration items                 277.05         

 *Total 2016 expenses:            277.05 

 

2016 End Balance:             $2,490.20 

 


