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President's Message
Sadao Tome

Okagesamade, all of last year's
scheduled events were successfully
completed. Thank you for your endless efforts, getting together to generate new projects such as building an
elevator for the OAA Center, and
preparing for the 4th Worldwide
Uchinanchu Taikai in Okinawa , in
October of this year. We have future

plans to organize a committee for
OAA's 100th Year Anniversary in
2009. On Jan. 25th, I went to Lima,
Peru to attend the 100 Year Anniversary of Okinawan Immigration to
Peru along with many of our members. I enjoyed being a part of that
wonderful event. The last day of the
celebration, we participated in the

parade with wearing our OAA Tshirts and American cowboy hat. We
also presented a check for $ 7,000 to
the Peru Okinawa Kenjinkai on behalf of Alberto Shiroma as the result
of his benefit concert in Los Angeles.
We are happy to report that of the
other $ 7,000 will go toward our elevator fund. I wish you all a peaceful
and successful year. Thank you. God
bless you.

Photo

3月5日

婦人部親睦会

3月7日

ボランティア・デー

4月4日

ボランティア・デー

4月5日

レーガン大統領館見学一日旅行
（婦人部／カジマヤー）

4月9日

ボーリング・トーナメント（青壮年部）

4月27日

ハーラスカジノファンドレイジング
（ウチナーグチ・クラス／筝曲研究会）

5月2日

ボランティア・デー

5月7日 * ウーマン・オブ・ザ・イヤー・ランチオン
（南加日系婦人会）
5月21日

謡やびら踊やびら(芸能部)

5月28日

カジマヤー４周年パーティー

Mar. 5
Mar. 7
Apr. 4
April 5

Fujinbu Shinbokukai
Monthly Volunteer Day
Monthly Volunteer Day
Reagan Library Field Trip

(Fujinbu/Kajimaya)
April 9 Bowling Tournament (Seisonenbu)
April 27 Harrah's Casino Fund Raising
(Uchinaguchi Class/Sokyoku Kenkyukai)
May 2 Monthly Volunteer Day
May 7 * Woman of the Year Luncheon (New Otani)
May 21 Utayabira, Wuduyabira
May 28 Kajimaya 4th Anniversary
* Nanka Nikkei Event

ペルー沖縄県人会に寄付

﹁沖縄県 人ペルー移 ルー沖縄県人会のエ
住百周年記念式典﹂ ンリケ・真栄城会長
最 終 日の 一月 二 十 九 に 手渡 した︒ 一月二
日︑ ペル ー沖縄県 人 十二日に﹁ディ アマ
会所有の大サッカー ンテス﹂がロサンゼ
場 で パ レ ー ド 初 め ルス近郊の都市トー
ラ ン ス にて ︑ 北 米 沖
諸々の イベント 行
(
縄県人会主催ベネ
事 が
) 行なわれた︒
六万 五千 人沖縄系ペ フィット・コ ンサー
ルー人の総決算とも トを開催︑切符売り
いわ れ るがご とく ︑ 上げ純利益一万四千
それ らの パー フォ ー ドルの半額を北米県
人会のエレベーター
マンス 演
(舞 は
) 壮大
かつ圧巻で あった︒ 基金︑残りの半額七
パレ ードはアルゼン 千ドルを﹁ペルー移
チン︑アメリカ 北(米 住 百 年 祭 実 行 委 員
会﹂へ寄贈 した︒こ
︑
) ブラジル︑ボリビ
ア︑チリ そして市町 れはアルベルト城間
村 出 身 者 へ と 続 い さんの強い意向によ
た︒ 北米からは約百 るものであった︒
当(銘貞夫記 )
五十人が参加︑その
写
数は最大規模をなす
( 真は四頁に掲
もので あった︒那 覇 載︶北米沖縄県人会
市のグループには翁 よ り 七 千 ド ル の
長雄志那 覇市 長︑久 チェッキをペルー沖
高 将 光那 覇市 議会 議 縄県 人会へ寄贈 して
長が先頭 になり行 進 いるところ︒前列左
し愛敬を振りまいて か ら ア ル ベ ル ト 城
い た ︒ 夜 に な り 間︑当銘貞夫︑エン
﹁パーフォーマンス リ ケ 真 栄 城 ︑ ペ ド
アーテイスト ﹂と 有 ロ・安慶名と﹁ディ
終の美を﹁アルベル ア マ ン テ ス ・ ベ ネ
ト城 間率 いるディ ア フィット・コ ンサー
マンテス﹂の 演奏 が ト実行委員会﹂の皆
飾った︒ その 際北米 さん︑リマ市ペルー
沖縄県人会 ロ(サンゼ 沖 縄 県 人 会 サ ッ カ ー
ルス地域 は)七千 ドル 場にて︒
約
( 八十万円 の
)
チェックを 持参︑ペ

Calendar of Events

行事予定表
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come-$21,027.00 Expense: 24 Year
of Dog bells $51.44 Rafu Shimpo Ad
$156.00 Printing of tickets $101.42
Printing of Programs $519.31 Luncheon/Guests drinks $14,248.77 2
Money leis $40.00 Audio Equipment $1,129.94 Equipment supplies $175.86 Total Expenses $16,422.74 Donations: Boutonnieres / Corsages & Guest table centerpieces - Setsuko Fujimoto Appreciation Certificates & Man /
Woman of the Year -Russell Nakada
Plants for stage decoration -Haruo
Yamashiro 2 Speaker cables & 2 Onstage stands for mikes-Pedro Agena
(By Helene Shimane)

た。十五人の理事、
十二人の部長が勢揃
い、当銘貞夫会 長は
この一年間任期を担
う。数々の功績を残
した と して 、今 年の
マン・オブ・ザ・イ
ヤーには前会長の比
嘉朝儀さん、ウ ーマ
ン・オブ・ザ・イ
ヤーには婦人部長の

Gardena's Mayor Paul Tanaka. The
Kanpai (toast) was given with 20
people who were born in the Year of
the Dog on the stage and received a
dog souvenir bell. Everyone enjoyed
this year's wonderful entertainment
of Okinawan music, taiko, and
minyo. Three karaoke singers added
a touch of class to the program.
Everyone held hands in a big circle
around the room while singing
"Bashofu" and danced "Kachaashi"
together in a joyous finale. Many
lucky people went home with many
raffle prizes with the Grand Prize donated by Tamiko Uyehara Travel.
"II Soo Gwachi Deebiru" (Happy
New Year!) 2006 Shinnen Enkai
(NewParty)Year's Income: Tickets
Sale
$15,412.00
Donations
$3,805.00 Raffle$ 1,810.00 Total In-

した。南カリフォル
ニアにおける四十二
県 人会 のなかで 沖縄
県 人会 は最 大規模を
誇 る、今回も 五百三
十人の参加者 があっ

On January 15, 2006, there were
510 members, friends and guests at
our New Year's celebration to welcome the Year of the Dog. A delicious
combination lunch was served after
the presentation of Certificates of
Appreciation to the past Board of Directors/Officers and the installation
of the 2006 Board of Directors/Officers by Gardena Mayor Paul Tanaka.
Special Volunteer Awards were given
to Naomi Endow and Arikuni Shima
for their weekly wholehearted voluntary services in 2005.The Man of the
Year Award went to Chogi Higa and
the Woman of the Year Award to
Kimiko Goya for their exemplary services to OAA. Commendations were
received from the offices of Governor
Schwarzenegger, Mayor Villaraigosa,
U. S. Congressman Gary Miller and

新役員就任式典及び
新年宴会

OAA New Year's Party

北米沖縄県 人会 は一
月十五日クワイヤッ
トキャ ノン・レ スト
ラ ンで 、二 〇 〇 六 年
度の新役員就任式典
及び 新 年宴会を 開催
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呉屋君子さんが選出さ
れ、当銘県人会長、ゲ
イリー・ミラー連邦下
院議員、アントニオ・
ビラライゴサ・ロサン
ゼルス市長より賞状が
授与された。県人会活
動に献身的に奉仕した
として特別ボランテイ
アー感謝状が島有邦さ
んと遠藤ナオミさんに
授与された。比嘉さん
は会長就任時代にウチ
ナーグチ・クラスの設
置、図書室の開設、カ
ジマヤー・シニア・ク
ラブの新設などの功績
が認められ、また呉屋
さんは婦人部長として
メンバーの若返りを計
り、次々と新しいアイ
デアを導入し、婦人部
の活性化に努めたとし
て、それぞれ受賞に繋
がった。一式の始めに
挨拶に立った当銘会長
は「昨年は会員の努力
のお蔭で全スケジュー
ルをまっとうすること
ができ感謝いたしま
す。今年はエレベー
ターの完成、十月の世
界のウチナンチュ大会
に大勢の参加、二〇〇
九年の県人会百周年祭
の準備」などの強化を
呼び掛けた。二式で
は、例年のごとく琉球
民謡、琉球舞踊などが

OAA officers at OAA New Year's Party

披露された。カラオ
ケで 注目を あびたの
が最近沖縄からアメ
リカに移住した「ト
コさん」こ と宮城常
子さんがチ ャ イナ ・
ドレス姿で歌った
「蘇州夜曲」で あっ
た。最後に「ちゅら
さん」に出演したア
リソン新川さんの指
導で全員輪になり手
を繋いで 「 芭蕉布」
を歌い、カチャー
シ ー を 踊 って 、 散 会
した。
（当銘貞夫記）

写真は県人会役員と
ゲス ト・ 前列 中央 が
当銘 会 長 、 左 端が 中
村日商会頭。

Chogi Higa (Man of the Year) and Kimiko Goya (Woman of the Year)
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謹んで新春のお慶
びを申し上げます。
一月は急いでいく。
二月は逃げていく。
三月はさっさとい
く。」と、言って昔
の女性は春の訪れを
待ったそうです。本
当に早いもので早三
月になりました。新
年を迎えた時の心引
き締まるような思
い、今年こそはの心
づもりも少しずつ薄
れ、もはや誰にも押
し止める事の出来な
い時の流れに諦めさ
え感じ始める今日こ
の 頃で す。 北米 沖
縄県人会の新年親睦
会の際には婦人部の
活性化に尽力を尽く
したという理由で思
いがけず私が
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うお願い申し上げま
す。尚、新年親睦会
の時には婦人部では
二十五ドルのマルカ
イ商品券二枚をラッ
フル・チケットとし
て寄付致しましたの
でご報告致します。
二〇〇五年度は歴代
婦人部長様方の写真
展示、ビルディン
グ・ファンド、そし
てエレベーター・
ファンド等への寄付
で出費が重なりまし
たので今年は早速、
ファンド・レージン
グから開始致しまし
た二月十五日（水）
ハーラス・インディ
アン・カジノへ行っ
て参りました。五十
三名の参加者で賑わ
い帰途の際には参加
者全員にハーラス・
カジノ用の時計や・
シャツや帽子等の福
引が当たり、とても
楽しいカシノ行きと
なりました。又、寄
付をして下さいまし
たジェン呉屋様、テ
ルマ柴田様、春雄山
城様、勝子新川先
生、五美ジャコモ
様、エセル安里様、
ジャネット仲田様、
パッスーソウザ様、
そしてポール赤嶺様
ご夫妻には心から感
謝申し上げます。純

婦人部便り
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に選 出
され、アメリカ合衆
国連邦政府国会議
員 カリフォルニア
州知事、ロサンゼル
市長、ガーデナ市
長、そして北米沖縄
県人会等から表彰さ
れ、とても光栄に思
いました。この受賞
を励みに尚一層、婦
人部の為に頑張って
いきたいと思ってい
ますので今後共、ど
うぞ、宜しくご指導
ご鞭撻を賜りますよ
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益は千三百十八十六
セントで、その一部
を利用して婦人部の
ハッピーコートを作
る予定です二月二十
五日（土）料理教室
は沖縄ナントゥーの
予定でしたがナン
トゥーに使う葉が求
められず替わって恵
子モーリス先生によ
るジューシーメーの
作り方のデモンスト
レーションがござい
ました。その後はク
ラフトで当銘愛子様
（県人会会長の奥
様）によります布地
を使用して花のコ
サージ作成が行われ
ました。三月五日
（日）婦人部新年親
睦会が開催されま
す。 舞踊は与那嶺
恵子先生と沼田美智
子先生にお願いして
あります。ドア・プ
ライズ、カラオケ、
ライン・ダンス、健
康体操等と盛り沢
山、準備してお待ち
致しておりますので
会員は万障お繰り合
わせの上ご出席下さ
います様ご案内申し
上げます。当日は十
二時（正午）から午
後四時までで現在、
お弁当代として一人
様十ドルを徴収中で
す。ご主人同伴でご
出席下さっても結構
ですので早めにお申
し込み下さい。尚、
定員になり次第締め

T

切らせて頂きますの
でご了承願います。
四月五日（水）レー
ガン大統領図書館、
大統領専用機（エ
ヤーホース１）の見
学は参加費が三十七
ドルでお弁当代が五
ドル、合計四十二ド
ルとなっております
が多数の参加者がお
れば格安になるそう
です。現在参加者を
募っております。当
日はカジマヤークラ
ブの皆様もご一緒し
て楽しい一日旅行に
したいと思っていま
す。詳細は後日発表
致 しま す。 先日 、
上原旅行社五十ド
ル、花房まさ子様
四十ドル、高野マ
リ ー様 十五ド ル の
ご寄付がございまし
た。 有意義に使わさ
せて頂きます。又、
アルバート城間と
ディアマンテス・コ
ンサートでは二十名
の婦人部員が受付や
各分野の販売のお手
伝いをして頂き有難
うございました。重
ね重ね厚く御礼申し
上 げま す。 最後 に
なりましたが会員の
皆様のご健勝と更な
るご繁栄を祈念申し
上げて年頭のご挨拶
と致し ます。
婦人部長
呉屋君子

Junior Study Tour
Okinawa Association seeks student
for Jr. Study Tour Note: This is not
definite as yet - It depends on their
budget. Note: This is a pre-event for
the 4th Worldwide Uchinanchu
Taikai.
Okinawa Association of America,
Inc. is seeking one student and for the
Jr. Study Tour in Okinawa from July
29 to August 8, 2006. (Arrival date July 25, 2006, departure date August
9, 2006) Student Qualifications: Must be an OAA family member of
Okinawan descent. - Must be 13 to
18 years old, in good health, friendly
& socialable. Although Japanese language is not required, some knowledge of Japanese language is desirable. Someone who has never been to
Okinawa is preferred. Must have a
relative living in Okinawa who can
provide homestay for July 25 - 28,
2006 & August 6 - 8, 2006. *All program expenses (round trip economy
class airfare, hotel, meals) are fully

paid by the Okinawa Prefectural
Government (except homestay expenses).
For Application forms, call OAA
Office (310)532-1929. Deadline is
March 15, 2006 (postmark)
Note: A written report in English/
Japanese is required upon your return home. Please submit to OAA
office and we will send it to Okinawa.

Terrence Terauchi

Receives Community Recognition Award
OAA member and former Gardena
Mayor Terrence Terauchi received
the 2006 Gardena Valley Lions Community Recognition Award on January 25, 2006 at the Normandie Casino. Representing OAA were Chogi
Higa, Haruo and Takako Yamashiro
and Helene Shimane who presented

Terrence with a money lei which he
wore proudly on the stage for this special award presentation. This was the
GV Lions 24th event recognizing community leaders for their dedicated service to the Gardena community. Congratulations, Terrence Terauchi!
(By Helene Shimane)
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From left: Haruo & Takako Yamashiro, Terrence Terauchi, Chogi Higa, Helene Shimane
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ZAMPA UFUJISHI-DAIKO

Alberto Shiroma and Diamantes

Peru Okinawa Kenjinkai Ceremony

Zampa Ufujishi members with Ryukyu Matsuri Daiko members

On January 7, 2006, at the Japanese American National Museum,
we had a rare opportunity to see one of the most vibrant, wonderful
taiko ensembles from Okinawa. They are the world-renowned
Zampa Ufujishi-Daiko, formed in 1986 and named for the beautiful
Zampa Cliffs at Yomitan Village. These young taiko drummers are
led by 3 siblings (Chisato, Ayano and Tatsushi Arakaki). They have
performed in Europe, Australia, Southeast Asia, Hong Kong, New
York and the West Coast. At their last visit in 1996 to Los Angeles,
they gave a stunning performance of wadaiko at Mt. San Antonio
College. Their recent concert featured Okinawan dance and music as
well as wadaiko. The opening number was Hama Ashibi with graceful female dancers in colorful bingata kimonos. The lion in Shishimai
was life-like while charming the audience with its athletic and cat-like
movements. Angama (mask dance) depicted an elderly couple comically teasing the lion with a bottle of sake. The highlight of the
concert, Mafekaji, showcased the dynamic power and mesmerizing
talent of Zampa Ufujishi-Daiko in the art of wadaiko. The female
drummers let loose their aggressive, spirited nature, their muscular
arms drumming with precision to strong, vigorous rhythms. The
multi-talented Chisato also played the fue and Western drums.
Tatsushi was exceptional on the huge odaiko drum, energetic and
skillful, putting his heart and soul into his performance. After intermission, they opened with Utage, a celebratory, exhuberant Okinawan eisa dance, with drummers jumping and twirling in the air.
Male dancers wielding bo (long wooden Martial Arts sticks)
showed off their athletic prowess, doing back flips and acrobatic
somersaults. In the finale, Ayano instructed the audience in the
hand movements for Kachaashi for everyone to join in and joyfully
enjoy the last few minutes of a wonderful, fascinating evening of
taiko drums and Okinawan music and dance. Earlier that morning,
the Zampa Ufujishi-Daiko gave a 2 hour eisa workshop. Six members of our Ryukyukoku Matsuri Daiko, L.A. chapter participated
and learned a few tips on squatting, jumping and turning in the air
while beating on the drums. First, the ensemble performed a vigorous
Okinawan eisa dance to show us what eisa is like. Then Ayano
instructed us on how to play the paranku. For the next 2 hours, they
taught the group an eisa dance with jumps and all. About a third of
the students also learned how to play the samba. After the workshop, they ate lunch with the ensemble members. Everyone enjoyed
exchanging personal information as well as discussing taiko. We were
very fortunate to have had the opportunity to meet them and learn so
much from them. They are very personable, talented but modest,
eager to help others and share their beautiful Okinawan performing
art and culture. (By Naomi Endow)
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THE SHAPE of MEMORY

Okinawan American Oral History Workshop
and Visual Art Installation
On Saturday, January 21, 2006, in
the George J. Doizaki Gallery at the
Japanese American Cultural Community Center, a large group of curious
and interested people gathered around
to view the displays of nine American
Okinawans. Their displays were the
culmination of approximately eight
weekend workshops. Using paper,
clay, treasured photographs and personal narratives, the objects were displayed as (shapes of memory) on a
map that connected Okinawa, the U.
S., Latin America and other spheres of
the Okinawan Diaspora. The stories
included family histories of migration

through Peru, China, Hawaii and
mainland U. S. and trace their roots
back to Okinawa. Participants included OAA's Pedro Agena, Jane H.
Kuniyoshi and Pauline Kamiyama.
Others were Gena Hamamoto, Yayoi
Robinson, Kio Tong-Ishikawa, Haj
Uyehara, Lee Ann Goya and
Kendrick Yoshida, who flew in every
weekend from Hawaii to attend the
workshops. It all began when an invitation was sent out to those of Okinawan descent, including those of
mixed heritage, to come together to
share stories from their lives. Then,
constructing objects made from paper
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and other medium to represent moments from their past, present and
future. It began on October 8th and
went through November 19, 2005,
consecutive Saturdays, from 10
A.M.?1 P.M. at JACCC. The facilitators for these free workshops
were, Denise Uyehara, performance
artist-in-residence and Lee Ann
Goya, visual artist, both of Okinawan descent. To this writer, the
most interesting and valuable part of
the workshop was the sharing of
personal stories by each participant
such as stories from grandparents,
parents, themselves, revealing experiences during WW II (for those too
young, through interviews with relatives or friends who were there),
food/recipes and their thoughts for
the future. Snacks such as Sata

Keiro Seniors
Charity Drive
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Andagi, Goya Champuru, goya
juice, pickled goya, goya tempura,
rafute, etc., were shared and enjoyed. Everyone seemed to have
benefited from the worshops and
the pride of being Okinawan grew
with more understanding and appreciation. Guest speakers such as
Sadao Tome, Chogi Higa on religion
and Aiko Tokunaga on Okinawan
dance, added to the whole experience. A very nice article about this
workshop appeared in a recent issue of the Daily Breeze. To see
Pedro's and Jane's displays, visit
OAA's Charles and Yoshiko
Kamiya Library, open Mon. Fri.,
10 A.M. - 4 P.M.
(By Jane H. Kuniyoshi)

Utayabira Wuduyabira
(Let's Sing - Let's Dance!)

During the weekends of December 3/ On Sunday, May 21, 2006, our
4 , 10/11, 17/18, 2005, OAA partici- Geinobu will present its 14th annual
pated in the annual Keiro Senior Utayabira Wuduyabira Show at
Charity Drive sponsored by the 2:00 PM in the James Armstrong
Japanese Chamber of Commerce. Theater in Torrance. This perforThe many OAA volunteers at both mance will showcase the Okinawan
entrances of Mitsuwa Marketplace performing arts by the local dojos of
in Torrance rang their bells while ask- sanshin, buyo, taiko, koto and
ing the customers "Donations onegai minyo. The program will consist of
itashimasu" for our Keiro seniors music and dance from the traditional
Chogi Higa, Sadao Tome, Ethel Asato and Jane H. Kuniyoshi

health care. Their successful efforts style to the contemporary modern
amounted to $1,363.23 in OAA's style. Invite your family and friends
collection box. Japanese Chamber of for an afternoon of Okinawan music
Commerce's total amount collected and dance as we preserve and profor the Keiro Senior Health Care was mote our Okinawan culture to the
$10,419.91 with the help from OAA community at large. Tickets are on
and all the various participating orga- sale for $15 at the OAA Center

C-5

nizations. Our very special thanks to (310)532-1929 or any Geinobu
all the volunteers who donated their sensei.
time and efforts on a weekend for our
Keiro seniors health care. Ippee
Nifee Deebiru!
(By Ethel Asato)

Ken Kamiya, Emy Tome and Pedro Agena at Keiro Sr. Charity Drive

(By Violet Nishimura)

十 月に開 催され る第
四 回「世 界ウチナ ー
歓 迎会を 盛大に開催
ンチュ 大会 」で の 再
会を約束し午後十時
ごろ神谷ケン建設委
料理店シーエ ムプレ
員
長
の
閉
会 の辞で 別
ス・シーフード・レ
れ
を
惜
しみながら 散
ス トラ ンで 歓 迎会 を
会
し
た
。
百二十 人の 出席のも
（比嘉朝儀記）
と 盛大 に開 催 した 。
比嘉朝 儀前県 人会 長
の 司会で開会 し、 当
銘 貞夫県人会 長の 歓
迎の挨拶に続き、南
米 視察 訪問団 長の 翁
長雄志那覇市 長の 挨
拶で 「 すで に 各市 町
村単位で 行 って い る
海外在住の 沖縄系子
弟を市町村に招き 、
体 験学 習や 地 元の同
世 代の 生徒たちとの
交流を深 める短期ス
ターディ・ツ アーの
更 なる推進を 図って
いきた い」 と述べ 、
賛同の声援が沸い
た 。 続 いて 団 員の 紹
介 、県 人会 の 理事・
役 員並び に歴 代会 長
の紹介をした 後、金
城武男元県人会長の
音 頭で 乾 杯 し 夕 食 に
移 った 。 余 興 は琉 球
民謡協会北米支部会
員 によ る民 謡 、芋 の
時 代、 旅先 の 花や ロ
サンゼ ルス 小 唄が 披
露 され た 。 続 いて 、
儀間光 男浦 添市長他
四名の先生方の三線
や 太鼓 、三 板で 昔 懐
か しい西武門節や 民
謡 の 数 々で 賑わ い 拍
手喝采が送られた。
沖縄県下の市町村
長並 び に議 会 議 長を
メン バーとする「沖
縄県 人ペル ー移 住百
周年記念南米視察訪
問団 」ご 一 行二 十八
名 様 は ペ ル ーで の 記
念式 典や 視 察な どの
日程を 終了 後、 沖縄
への帰途二月二日
（木 ）にロ サンゼル
ス に 立ち 寄 った 。 翌
日二 月三日（ 金 ）上
原旅行社の案内で
ニュ ーオ ー タ ニ ・ ホ
テル内にあるヘンケ
ン・ ギャラリ ーや 金
武町 出身の 安次 富完
治 さ ん が経 営 す るオ
レンジ郡にある農園
を 視 察 した 後、オ レ
ンジ郡から 北へ 約八
十マ イル離れた エン
シノ 市 にあ る沖 縄 人
経営 の日本 食レ スト
ラ ン ・ カツで 昼 食を
した 。 食後 、映 画の
都ハリウッ ド・ チャ
イニ ーズ劇場前の有
名俳 優の手型を 見学
し、午後六時三 十分
ごろ 北米沖縄県 人会
センターを訪問し
た。 沖縄県 市町 村関
係四団体南米視察訪
問団を迎えて 北 米沖
縄県 人会で は会 員と
の親 善交流をはかる
ため同日午 後七 時か
らガ ーデナ 市の 中華

家になるのが幼少の
頃からの 夢だった」
と語る新城さん。同
年、北米沖縄クラブ
に入会し琉舞や三線
を修得する機会に恵
まれ た。 一九七〇 年
後半頃北米沖縄クラ
ブの青年部長を務め
会の発展に大きく寄

与 した 一人で ある。
渡米まもな く、アメ
リカ人と知り合い
ガ ーデ ン の 手 入れ を
しながらハウスボー
イ と して 住 み 込 み 、
英語を 習 得 するた め
のチャンスを掴ん
だ。 一九七四年に念
願の 永住権 も取得し
レストランを経営す
る機会 に恵 まれ 、そ
の 後三 店舗 購入し、
更 にハンバ ーガー店
や 洗車場 、 不動産を
増や し自営 業を 拡 大
して 事 業 を 成 功 に お
さめる。 渡米の翌年

に、日系ア メリ カ人
に大正クラ ブのダン
ス パ ー テ ィ ー に 誘わ

れ 、ハリウ ッドにあ
るダンス・ ス タジオ
で ダンスの 練習に明
け 暮れ た 日 々 が 続 い
た。 その成 果が実り

ダンス・コンテスト
に入賞。一九八四年
に事業の転換を計
り、レストラン三店
舗を すべて 売却しダ
ンス・スタジオの教
師として再出発し
た。新城さんの人生
のターニング・ポイ
ントで ある。 永年住
み慣れたガーデナ 市
に新城ディビッド・
社交ダンス教室を開
設 し、年を 重ねるご
とに生徒の数も増
え、現在、八箇所で
ダンスを教えてお
り、三百名の生徒を
持つスタジオ に発展
している。 二〇〇四
年にアジアダンス協
会よりベストティー
チャー賞を受賞し、
英国インペリアル教
師協会委員 Ｉ．Ｓ．
Ｔ．Ｄ． 米国ナショ
ナルダンス連盟会員
（Ｎ．Ｄ．Ｃ．Ａ 、
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米国
会
員 と な る。 二 〇 〇 二
年 に永 年に 亙 る献 身
的 な奉 仕活 動 （ 沖 縄
県 人 会 の 諸 行 事で の
音 響装 置の 提 供 ）を
称え、新年宴会の 席
上で 北米沖縄県人会
か ら特 別ボラ ンテ イ
ア・アオ ード を 授与
された 。更 に 、南 加
大 正ク ラ ブ 創 立以 来
三 十八 年間 、会 員 に
ダ ンス を教 授 しそ の
功績が認められ 、今
年二月 十九日 大正ク
ラ ブの 役員 就 任式 の
席上で、大正クラ
ブ 、ロ サン ゼ ルス 市
長 、カリフ ォ ルニ ア
州 知事 の各 々 より 功
労 賞が 授与 され た 。
今 後の 新城 さ んの ご
活 躍に 期待 したい。
（比嘉朝儀記）

)

Yoshimichi Shinjo

新天地で夢に向かって 新城義道さん
新城義道さんは名
護市 字源河で 出生。
名護高校卒業後、那
覇市で飲食店を経営
する傍ら沖縄短期大
学二 部を 卒業。新天
地に夢と希望を抱い
て、一九七一年に渡
米した。「アメリ カ
で 英語を 習得し実業
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"Chuhisa na" Elevator Fund Update
We are proud to announce that our half of the net proceeds of the Alberto Shiroma and the Diamantes Benefit
Concert in Los Angeles brought $7,000 to our OAA Elevator Fund. Thank you everyone who attended this concert
to see and hear Alberto Shiroma sing in Japanese, and Spanish with the lively music and spoke in English between
songs.We are waiting for the Gardena Planning Commission to give us the permit to start building the elevator. They
are studying our blueprint plans to see if we will meet their building code before they approve it. As of the end of
February, our OAA Elevator Fund has $40,000 from 225 generous donors. But we need so much more to reach our
goal. We need every member to support this Elevator Fund because our OAA Center belongs to all of us members.
Please give generously now! (By Ken Kamiya)
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * Cut Here * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Step 6 - FOR THE OAA ELEVATOR FUND
Name __________________________________________________________________________________
Address ________________________________________________________________________________
City__________________________State______________Zip_________Telephone_____________________
My Contribution is: _____$100 _____$500_____$1,000 ______Other ________________________________
This gift in memory or honor of _________________________________
Please make check payable to Okinawa Association of America, Inc.
Mail to :
16500 S. Western Ave. #203, Gardena, CA. 90247 Contribution is tax deductible - a nonprofit 501 c 3/Corp
Thank you for your generosity - Ippee Nifee Deebiru!

2006 MEMBERSHIP RENEWAL FORM
_____Single - $20 _____ Married Couple - $30
_____Age 80 and above - Free Life-time Membership
_____If spouse is under age 80, pay as a single - $20

Last Name:____________________________________First Name______________________________
Address_____________________________________________________________________________
City:_______________________________ State______________________Zip Code_______________
Telephone:___________________________Birthdate:________________________________________
Spouse's Name_______________________ Spouse's Birthdate_________________________________
Please make check payable to OKINAWA ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
Mail to OAA, 16500 S. Western Ave., #203, Gardena, CA. 90247
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From the Editorial Division
会 報 部
本誌は北米沖縄県人会の正式刊行物です。関係記事は理事会の承認を得た上
で最終原稿をＥメール(niijima@pacbell.net)でお送り下さい。締切期限を守
るようお願い致します。次回原稿締切は2006年5月31日です。

This is the official newsletter of Okinawa Association of
America, Inc. Members' information, Committees' news, etc.,
are welcomed. Please e-mail your article, after having obtained approval of the Board of Directors, to
niijima@pacbell.net no later than May 31 , 200 6 for the next
issue. Please meet the deadline.
Staff: Writers, Editors & Proofreaders (編集スタッフ)
The Chief Editor: Helene Shimane
Proof Reader/Editor: Ethel Asato
Photos : Sadao Tome, Helene Shimane, Haruo Yamashiro, Chogi Higa
Writer (執筆・リポーター・記者)
Sadao Tome, Ken Kamiya, Helene Shimane, Ethel Asato, Chogi Higa,
Naomi Endow, Jane Kuniyoshi, Shigeko Pedro,
Kimiko Goya, Violet Nishihira,
Desk Top Publishing (制作): Nancy Niijima

OAA Inc.では当会員のみならず、アメリカ国内外の各沖縄県人会
及びその関係者、沖縄県庁等に本会報約700部を発送しています。

OAA is seeking
a full time Office Manager
- friendly and personable,
- must be bi-lingual with permanent visa
- must be knowledgeable with the
computer
- must have office skill and experience
- must have good communication skills
- salary is negotiable
Please fax resume to OAA Center FAX(310)808-9280
or email: mensore@earthlink.net
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