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Inside this issue: 

筑女の皆様、 

新たな年2019年に入りま

したが、いかがお過ごしで

でしょうか。 

うちは元日に椿大神社へ初

詣。いつも不思議な縁を感

じるのは、アメリカに唯一

存在する日本の椿大神社の

分社が、偶然にうちから車

で30分ほどのシアトル北

郊外グラナイトフォールス

市にある事です。日本の正

式な神職の資格を取得した

アメリカ人の宮司さんが初

詣、七五三、結婚式などの

儀式を司どり、他に合気道、

神道セミナーなど日本の文化

伝承に尽力されています。

2001年からじりじりと、参拝

者が増えて大賑わい。元日一

番の御祓いにも間に合い、イ

ノシシ年についてのお話もあ

り、新年を迎える事ができ幸

いでした。イノシシ年は十二

支の先頭から数えて最後の12

番目で終わりという寂しいイ

メージでも、この終わりは実

をつけ、種子を宿す終わりで

次の始まりに向けて、新たな

エネルギーを蓄える年である

そうで、希望が持てる年で安

堵しました。 

2019年が皆様にとって、

良い年となりますよう、心

からお祈りします。本年も

宜しくお願いします。 

精華会アメリカ支部は10

周年を迎えました。会員、

精華会本部の皆様のお陰で

す。10号特集として、会

員の奉仕活動をメインに、

日頃の話しなどを特集しま

した。ご協力ありがとうご

ざいました！    

フォート真知子、精華会ア

メリカ支部  
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でした。去年夏、大阪ガー

ルスカウト70周年記念の国

際キャンプに招待され、11

人のアメリカのスカウトを

連れて参加。彼女達一人一

人もまた、日本の少女達と

固い友情の輪で結ばれ、素

晴らしい国際友好の種を植

える事が出来た。 

アメリカンレッドクロスは

25年ほど奉仕活動を続けて

いる。分野としては、 

（4ページへ続く） 

可能性を最大限に伸ばし、責

任ある世界市民となれるよう

活動している。自分自身と他

の人々の幸福のために、出来

る事を自ら考え、行動につな

げられるようなプログラムを

通して、一人一人の力を伸ば

していく。1968年頃初めて

アメリカに来た時、英語力も

無く、孤独でオロオロしてい

た私に〝全てのガールスカウ

トは姉妹である“と友情の手

を差し伸べてくれたのは、ア

メリカのガールスカウトの方

私の奉仕活動のコンセプト 

少しでも自分に出来る事を

前向きに希望を持って行う

皆で力を合わせれば無理だ

と思っていた事もなんとか

切り抜けられる。“こんなに

してあげたのに”と愚痴が出

る時は一休み。 

私の主な奉仕活動 

ガールスカウト活動は45年

ほど継続、世界の色々な国

で行われているガールスカ

ウトは、少女と女性の 



 

内して頂き、その後は、観光客なら見

逃してしまうような普通の家屋の食堂

で食事。心に残る思い出になりまし

た。（尾西美紀子、シカゴ近郊） 

シンデレラ 

私の娘ハナちゃんは3月12日で4歳にな

りました。プリスクールに通っていま

す。クリスマスプレゼントのシンデレ

ラの衣装が大のお気に入り！ 

（ガナングあずさ、シアトル） 

明けましておめでとうございます。 

アメリカに住んで35年。クリスマスの

ローストビーフ、お正月のおせっちは

35回作っています。紅白蒲鉾と伊達巻

以外は手作りです。博多の雑煮、博多

のがめ煮、親友の波多江さん（波多江

商店）のいりこで作った田作り、辛子

明太子と烏賊和えなど、福岡を思い出

す料理です。このクリスマスと正月は

息子家族、姉と総勢10人が13日の滞在

でしたので、忙しくお料理をしていま

した。でも、家族が集り賑やかにお祝

いができる事は本当に幸せだと感謝し

ています。皆様にとっても今年が最良

の年になりますようお祈り申し上げま

す。 (加藤ひろ子 カルフォルニア) 

博多の雑煮とは 

雑煮は各家庭で違いがあるが、昔か

ら伝わる郷土料理の博多雑煮の特徴

は、ダシは焼きアナゴ、いりこ、昆

布、干し椎茸。丸餅、カツオ菜、ブ

リが欠かせないそう。 

NHK料理レシピにあった博多雑煮は

アナゴ入りダシが3カップに醤油大さ

じ１、塩少々(二人分） 

具類はカツオ菜、里芋、丸餅、人参

大根、ブリ、蒲鉾。 

アメリカに居ても便利になったのは

旨みの本家、福岡の茅乃舎のダシが

ラインでUSドルカードで簡単に購入

できます！ その旨味は最高！ 

http://www.kayanoya.com/en 

ホノルルから 

10周年おめでとうございます。今主

人がアルツハイマー認知症となり、

看護の日々ですが、多くの方々に助

けられ感謝しています。ハワイ在住

の方々にお会いする暇もなく淋しい

思いをしていますが、ラジオ体操、

気功、ウクレレのクラスに出席でき

るのが癒しとなっています。新しい

米国移民局で 

私は米国移民局で40年勤め上げまし

た。仕事内も外も英語が全然分から

ない日系一世のために、書類作成を

手伝ったり、日本語で説明したりの

お世話しました。2週間ほど病院にい

ましたが、自宅に戻り気分良く過ご

しています。娘が近くにいるので助

かります（上野アタミ、オレゴン） 

年が良い年であり、会友の皆様の飛躍

の年でありますよう祈っています。

（国本嘉代子、ホノルル） 

野中篤子先輩(ホノルル）へお見舞い 

去年の年末に手術を受けられたそうで

すが、経過はいかがでしょうか？ 一

刻も早い回復をお祈りします。 
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 タイムマシン 

去年の秋に京都へ。ラスベガス総会で

お目にかかった京都から出席の河村絹

枝さんを訪ねました。指定されたバス

から降りると、レトロの世界。情緒あ

る門前町に河村さん宅があり、昔なが

らの着物の商いをしておられます。絹

枝さんは素敵な着物を召して美しく、

茶室でお茶を立てもてなして下さった

事が印象深いです。歩いて10分ぐらい

の石庭で名高い世界遺産の龍安寺へ案



病院での奉仕活動 

自宅から車で30分ぐらいの大病院で、

ボランティア活動30年を務めあげまし

た。英語でのコミュニケーションが得

意でない自分が出来る得意な領域 

(イケバナ、園芸、洋裁、手芸）で、患

者さんに喜んで頂けたのは、自分にと

っても喜びでした。色々な事をしまし

たが、幾つかご紹介します。 

· 病院内のグリーンハウスで植物の

苗の世話。退院する患者さんに、

元気になって下さいという祈りを

こめて、リボンで飾った苗のポッ

トを差し上げる。植物を育てる事

は心癒されます。 

· 4パウンド前後の未熟児のために

色とりどりの毛糸でキャップを

編んで、元気に育ってねと退院

時にプレゼント。 

· 心臓手術をした後の患者たちは

心臓のあたりに痛みがあるのが

常。柔らかいハート型をしたク

ッションをあてて和らぐように

と、たくさん手作りして支給。 

· 病院内のジェネラルギフトショ

ップで売っているお見舞い用テ

ーブル花の制作。病院が用意し 

Meals On Wheels Volunteers 

主人が亡くなって2，3年経過。何かし

ようと模索中に、アメリカ人の友がシ

ニアの低所得者 (殆ど自家用車無しで

運転不可）へ毎朝温かいミールを配達

するボランティアをしようとお誘いが

あり、二人チームで毎朝6食分を届けま

した。ミールが温かいうちに届けたく

時間が無いのに、届けに行くと話し相

手が欲しいのか、引き留めようとし

私はまだ近所を自分で運転して用

が足せているので、暫くは自宅で

頑張るつもりです。楽だと思って

施設に入ってしまうと、何もする

ことが無くなり、ボケてしまうと

よく耳にします。 

（ヘブン節子、メイランド州） 

作り。フードバザーでは、お弁当など作り

販売。10月のアートクラフトショーでは、

様々な小物を手作りして売り、教会の募金

活動に大いに協力しました。教会に行く

と、若い人から元気や知恵を貰って楽しい

です。目的と希望を持つことで悔いのない

人生が送れます。 

私ももう88歳になりました。2年前から病気

がちとなり、やっと気分が良くなってきた

ので、和紙のちぎり絵を楽しんでいます。3

人の子に恵まれ、今では孫9人。何か

あると、近くに住む下の子がすぐに

助っ人に来てくれ救われています。こ

れも、神様の計らいで産みたくなかっ

た3人目の子が自分の老年を援助する

ように生まれてきたのだと感謝の念で

いっぱいです。 

（野中やす子、コロラド州） 
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教会での奉仕活動 

主人の家族が皆熱心なクリスチャンで、

１963年から自身もクリスチャンに。リタ

イア後、何かしなきゃと、温かく見守っ

て下さっている神様に少しでもお返しを

したく、また、何か人のためになること

がしたいと教会のボランティア活動に参

加することにしました。 教会の数々の

イベント、日本文化紹介で手仕事が大好

きなことから、自己流ですが、色々苦心

して工夫、3月のひな祭りに使うひな人形

た花材は枝ものが無く、バラやカー

ネーションなど花ばかり。売り物な

ので気を使い時間もかかり大変でし

た。 

今は自宅の庭仕事、スポーツクラブ

通いで自分の健康に気をつけての日

々です。 

なった事がないアレルギー性鼻炎が

出て2日ほど外出もできず。Apple 
Cider Vinegar 2  Teaspoon, Honey 1 
teaspoon,  1/6 lemon-squeezed 
を一日一回飲んだら消えた！ 

（ミラー弘子、テキサス州） 

として、色々質問したり、花に水を

やってくれないか？とか頼んできた

り、早く切り上げるのが大変。友が他

州へ引っ越した時点で辞めましたが、

老人は社会から閉ざされ寂しく精神的

なサポートが必要と感じました。 

今は属する教会で、募金を計算して教

会の口座へ入金する係りを月に1，2度

ほどボランティア。計算は頭の体操に

なるのでやっています。 

奉仕（ボランティア）活動 



 

 

（1ページ奉仕活動からの続き） 

救急法やCPR/AED,災害時の心得、

準備などのインストラクター、災害

救援では、ハリケーン等での大きな

災害が起きた時、災害地へ１０－１

４日間救援隊として入ったが、精神

的にも体力的にもとても大変で、忘

れられない貴重な体験となった。今

もローカルの災害時にはお手伝いし

ている。私の町のボランティア消防

団は、フライトアテンダントの仕事

をおり、58歳の時に救命救急士の資

格を取りメンバーに。最近は、救急

車での仕事は体力的に無理が有り毎

週1回の訓練に参加。農園教育センタ

ーの幹事を2年前から。自然環境保護

自然と人間とのハーモニー、自然の

恩恵など多様なプログラムを年間5千

人以上の子供たちに提供し楽しみ学

んでいる。 

マスターガーデナー・ボランティア 

ワシントン州立大学エクステンション

マスターガーデナー（MG)プログラム

に属し今年で10年皆勤賞。毎年３月か

ら10月中旬まで、町の公園内のMGデモ

ガーデン内の切り花畑の世話をし、市

民の方々に学ぶ機会を与え、綺麗に咲

いた花々を楽しんで頂いています。春

後半から晩夏まで色々なガーデンイベ

ントで園芸相談もしていますが、自然

環境保護を踏まえての園芸のやり方を

教える事にフォーカスしています。こ

の奉仕活動も晩秋になると全て終了、

ボランテイアのマスターガーデナーに

感謝の晩餐会があります。その舞台の

花を創作するのが私の役になっていて

草月流師範の訓練にもなり、意気が上

がり楽しんでいます！（フォート真知

子、シアトル北郊外） 

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でき、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。三年度の総会で再会、一期

一会を楽しむ。精華会パワーに乾杯！ 

Seikaka American Branch 

Finance Report 

2017 End Balance:         $1,314.54       

2018 Income:  

Seikakai Enjokin                443.11 

 *Total 2018 income:          $   443.11  

 2018 Expense: 

Admin fees                                 202.94       

 *Total 2018 expenses:       $  202.94 

2018 End Balance:             $1,554.71 

ボランティアは色々な形で誰でもできま

す。これからも、私に出来る身近な奉仕

活動を続けたいと思っています。

（Vigneault 正子、コネチカット州） 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー  

第4回精華会アメリカ支部総会 

総会日：5月27日水曜日 2020年    

時間：3時総会プログラム、６時夕食   

総会出席費：百ドル                

場所：Red Lion on the River,/Jantzen 
Beach, Portland, Oregon 

5月28日（木）市内庭園ツアー       

5月29日/30日Oregon Garden Resort、

Silverton.  Oregon  

幹事はコナー佐智子、秋吉真理恵、

フォート真知子 

詳細は精華会ウエブサイトにて年末まで

にお伝えします。 

アメリカ支部、もう10周年！ 

月日の速さに驚きます。 

ハワイでの穏和な日々に、自然

界の神秘との遭遇は新鮮な感動

素敵な一瞬です。 

2019年1月31日夜明け前、ハワ

イの夜空に観た宇宙の神秘 

“月と金星の大接近” 

（我が家にて玲子撮影）大きな

幸せの大接近がありますように

素敵な感動をシェアします。  

（サリバン玲子、ホノルル） 


