OAA President, Shingi Kuniyoshi (2nd from left) meeting with the Okinawa Governor, Hirokazu Nakaima (2nd from right). (photo provided by Shingi Kuniyoshi)
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Inspiring the Wakamono from the OAA Wakamono Taikai Committee
Have you wished that your children or family members were involved with Okinawa-related activities? Do you wish your friends or
loved ones were more interested in
their Okinawan heritage?
The Wakamono Taikai may be
the key! This is not a “festival” but
a gathering of 18-35 year old per
persons from around the world to talk
about their Okinawan heritage and
help strengthen a global network.
Already we know that several par
participants from Brazil and Peru will be
attending! Okinawa alone has confirmed 17 participants so far. What
a wonderful way to spark interest
in our local younger members by
meeting Uchinanchu from outside
of Los Angeles!
From sanshin and Uchinaaguchi
to leadership and arts – from multiracial identity to the Okinawa base
issue – many things will be touched
upon by various Uchinanchu presenters during this gathering. This
conference will help to make aware
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２０１３年世界の若者大会スケジュ
ール

the unique qualities of the Okinawan her
heritage and culture and spark the pride that
is shared around the world!
Please help us spread the word!
For those with financial difficulties, a
payment plan or volunteer discounts may
be available. Please let us know.
あなたの子供たちや家族がもっと沖縄に
ついて興味をもち、沖縄と関係してほしいと
思いませんか。あなたの友達や愛する人たち
がもっと沖縄の文化や心を知ってほしいと思
いませんか。
この大会はそんな疑問に答えてくれます。こ
れは“お祭り”ではありません。18歳から35歳
の若者たちが世界中から集まって、沖縄の精
神文化を語り、お互いのネットワークを強めて
いこうという趣意です。すでに南米（ブラジル、
アルゼンチン、ペルー、ボリビア）から20名以

上の参加が決まっています。18名の沖縄
からの参加者が確認されています。ロサン
ゼルス周辺の沖縄系若者たちが世界中か
ら集まるウチナーンチュたちと出会って、沖
縄について関心を高めるよい機会です。
この4日間の集まりで、いろんな沖縄関係
の話題が議論されます。例えば、唄三線、
ウチナーグチ(沖縄語)、沖縄芸能、多文
化・他人種の中での沖縄としてのアイデン
ティティー、沖縄の米軍基地問題など、専
門家の指導で討論されます。この集会をと
うして、世界的に誇れる沖縄のユニークな
文化遺産を知るようになるでしょう。
どうぞ、この集まりを、皆様のお知り合い
に伝えてください。
経済的援助が必要な方には参加費用
の援助を考慮しますから、お知らせくださ
い。

Utayabira Wuduyabira

by Helene Shimane and Joseph Kamiya
The OAA Geinobu presented their
18th Utayabira Wuduyabira (“Let’s Sing,
Let’s Dance”) on Sunday, May 5th, at the
James Armstrong Theater in Torrance,
CA. The show opened with the Kaimaku,
a set of elegant classical songs played on
sanshin, koto and taiko. Part 1 included
minyo performances led by Emiko Hanashiro, Haruo Ishihara, and Yuki Kochi
with their respective students. Joyous
songs like “Hiyamikachi-bushi” and “Suruti Mensori” really lifted the spirits of the
audience. Buyo performances were led by
Sachiko Arakaki, Nosho Miyagi, Michiko
Numata, and Keiko Yonamine with their
respective students. You had to be there
to fully appreciate the traditional and folk
dances by the sensei and their talented
students dressed in beautiful kimono. An
early intermission occurred due to a technical issue, however Ryukyukoku Matsuri
Daiko’s powerful taiko performance was
worth the wait!
Part 2 brought back a few minyo and
buyo groups from part 1. Joining them
were performances by Aiko Majikina

(buyo), Yoshimichi Shinjo (minyo), and
Yoko Uezu (minyo) with their respective
students. We also enjoyed 3 lovely pieces of koto music led by Katsuko Teruya.
It was really something listening to 16
koto players on stage playing in complete
harmony with a gorgeous rendition of
“Ashimiji-bushi”! Another treat was a set
of songs presented by Atsushi Gushi and
his students from the koten taiko class
that he started last year. The last dance
by Nosho Miyagi and her students was a
perfect way to end the show. It was a nice
touch when Nosho-sensei came down
from the stage to throw candies into the
audience while her students danced!
A special thank you to M.C. Harriet
Harumi Furuya who did a wonderful job
in announcing the program with many interesting stories. She even sang an acapella version of “Nada Sousou”! It was
so great to see many of our Okinawan
youth performing the dances and playing
the sanshin, koto and taiko. They are our
next generation who will carry on our Okinawan performing arts into the future!

会長メッセージ

President’s Corner Shingi Kuniyoshi
会長 メッ セ
ージ
OA A会長
に な って、早
く も 5 ヶ月が
過 ぎよ う と し
て い る 。そ の
間、OA Aだけ
で な く、他 県
人会の行事へ出席したりして、忙しかった
が、楽しい毎日だった。OAA各部の行事
やミーティングにも積極的に参加した。カ
ラオケ会にも数回いって、歌った。ボラン
テイアデイには皆様と一緒に掃除をして、
親しくなった。
OA Aの活動を企画し実行しているの
は、毎月の理事、役員、部長合同会議で
ある。 この会議で1ヶ月の活動を報告し
承認する。また、新しい提案や行事を検
討する。この会議の議事録は翌月の理
事会で配布され承認される。このように、
会の運営がスムースに民主的に運ばれ
ているのは、皆様の献身的な奉仕のお
かげであり、感謝にたえない。
振り返ってみて、思い出のイベントが多
かった。婦人部の親睦会や芸能部の役
員就任式にも出席した。沖縄からおいで
になったThe Ship of the Ryukyu の「は
ごろも」公演を支援して、売上金の一部を
寄付してもらった。前原信一氏の世界の
ウチナーンチュについての講演とビデオ

も参加者に感銘を与えた。文化部の沖縄
人の長寿と健康についてのドキュメンタリ
ーもよかった。琉球大学の金城宏幸、山
里純一、宮平勝行先生らの調査に協力
し、懇親会も楽しんだ。トーランスで行わ
れた算盤競技に出場するため、うるま市
具志川から来た6名の生徒を歓迎し、驚く
べき彼らの特技を披露してもらった。
特出したイベントは5月5日の「唄やび
ら、踊やびら」だった。2年振りのこの公演
は、500名入りのArmstrong劇場を満員に
し、今までの「唄やびら、踊やびら」で一番
よかったと数名から聞いた。これも、芸能
部の皆様の日ごろの練習と準備のおか
げであり、感謝します。
今年 残る伝統行事にも取り組んでい
く。カジヤマーパーティー、ピクニックと奨
学金授与式、敬老感謝会、資金募集バ
ザー、会員総会などである。
今年最大の特別行事は7月18ー21日に
トーランスで行われる第二回世界若者ウ
チナーンチュ大会である。これは世界若
者連合会が主催するが、OAAがホストに
なって、若手会員たちが毎週のようにプロ
グラムの詳しい組み立てを協議している。
この大会の趣意は若者たちのネットワー
クを広げて沖縄文化やOkinawa Identity
の継承や発展を目指すということで、私た
ちのMissionにも合うことだから、理事会も
積極的に支援している。具体的には広報
活動と資金募集に力を入れている。資金
はまだ目標額に足らないし、多くの参加

Soroban (Abacus) Competition

by Joan Oshiro

High school students from Gushikawa demonstrate their soroban (abacus) skills for the OAA.

(photo by Shingi Kuniyoshi)

OAA members recently welcomed six
elementary through high school students
from Gushikawa, Okinawa who arrived to
compete in the Soroban Competition held
2

Haisai OAA News No 79

者が来てほしいので、会員の皆様のご協
力をお願いします。
理事会は毎週の行事に追われて、長期
的プランや緊急事への対処能力が不足
がちだった。最近、Executive Subcommitteeを立ち上げて、会長や理事会を補佐
することにした。この委員会は4ー5名の経
験者や実力者からなり、NPOとして法律、
税務、社会的責任で問題がないように注
意する。また、Bylawsにある役員の任務
と責任を明確にする。OAAが長く続くよう
に、財政上の長期プランを立てていく。
5月に私用で沖縄へ行った。その際、県
国際交流推進課の計らいで、県知事、県
議会議長、那覇市長、町村会会長、国際
交流-人材育成財団理事長、沖縄NGO
センター代表者、若者連合 会代表者と
も面会できた。連合会代表の人たちと一
緒に、若者大会についての記者会見に
も同席した。沖縄のVIPの方々とお会いし
て感じたことは、海外の私たちに強い愛
情と関心をもっていることだった。終戦直
後、私たちが故郷沖縄の復興に物質的
な援助をしたことを、今でもおぼえて、感謝
の気持ちをもっていることには感激した。
これからも沖縄との人的交流を緊密にし
て、お互いに助け合っていきたいと思っ
た。OA Aも教育、経済、観光の面で沖縄
に貢献できるのではないかと思う。
國吉信義

on March 31 in Torrance . They ranged
in ages from 8 to 16. All are champions
following competitions in Okinawa. The
competition was held in three age groups:
www.oaamensore.org ●

grades 1-4, 5-8, and 9-12. Each student
manipulated their whizzing fingers in addition, subtraction, and multiplication. They
even used visualization by closing their
eyes to calculate without the use of the
soroban. Most numbers were calculated
with 9 -15 digits (millions to trillions). Answers had to be recited orally in English.
It was amazing to watch these students
calculating numbers just as fast as a computer. Students begin to learn how to use
the soroban as soon as they can count or
when they enter first grade. It's no wonder the Uchinanchu students placed at
the top of all categories and even won the
overall categories. Congratulations!!
Okinawa Association of America

Martial Arts Committee (MAC)
OAA Annual
Scholarship
The OAA announces that applications for the annual scholarship
awards for 2013 high school graduates are now available. Applicant requirements include:
1. Must be of Okinawan descent
whose parents are OAA members
2. Must have a minimum GPA of
3.0
3. Completed application with your
signature
4. Must be typewritten (or filled
out and printed from your computer)
5. Transcripts from your high
school
6. Essay on community activities/
experiences
7. Essay on “What being Okinawan means to you”
8. Two (2) letters of recommendation on letterhead and person’s
title
9. Hand-delivered or mailed postmark by deadline date
The awards will be based primarily
on academic accomplishments with
due consideration given to extra-cur
extra-curricular and community activities and
financial needs.
The scholarship awards will be presented at the OAA's Annual Picnic at
Whittier Narrows Recreation Park on
Sunday, July 7, 2013.
For application forms, call:
1. OAA Center (310) 532-1929
2. Joe Yamagawa (323) 294-4288

Deadline: June 14, 2013

by Sensei Michael George, Vice Chairman
There are lots of things to report from
our committee. First of all, congratulations
to Sensei Maria Evans on another great
USKK/USKA CA State Karate Championship. There was a great turnout. She also
deserves a big high five on her recent
promotion to 7th Dan. Not to be outdone
Sensei Anthony Marquez has also been
promoted to 8th Dan. Congratulations to
both on their promotions.
Sensei Nurys Saldana recently competed in the USA-NKF Open and took 1st
place in her division. Great job, Nurys.
MAC recently held a seminar hosted by
Sensei Evans in Riverside, there was a lot
of great information passed on to our students from, Sensei Nurys Saldana, Sensei Kinjo, and Sensei Evans. MAC hosted
another seminar on May 19, the presenters being Sensei Mike George and Sensei Gichi Funakoshi.
Sensei Eihachi Ota will be hosting his
annual Okinawan Karate Tournament:
2013 International Okinawan ShorinRyu Tournament
Presented by Okinawa Budokan
(Chairman Eihachi Ota)
www.shorin-ryu.com
Saturday, June 22, 2013
9:00 AM
Rush Gymnasium
1651 West 162nd Street
Gardena, CA 90247
Please come out and support Sensei
Ota for what I am sure will be a fine tour
tournament.
MAC is growing too, we were just joined
by Sensei Allen Tackett. Here is a little
information on Sensei Tackett.
Allen Williams Tackett
Allen Williams Tackett was born December 7, 1951. His father was Ralph
Williams and his mother was Hatsuko
Muto Williams.
Mr. Williams Tackett began his study

of Karate at the age of four in Koza
City, Okinawa. His first senseis were
Hohan Soken and Fuse Kisi (Matsumura Seito). Subsequently, Mr. Tackett
trained with Seikichi Uehara and Shian
Toma senseis. When Hanshi Toma
branched off, the style became known
as Seidokan. At the age of 10, Mr. Williams Tackett moved back to the Unit
United States. He continued summer visits
with his mother's family, the Sadoyamas. During those summers he continued training with his teachers until he
joined the U.S. Air Force. He still maintains a close relationship with Hanshi
Toma and they correspond regularly.
His current rank of 9th Dan was obtained on May 13th of 2010, awarded
by Shian Toma, Satoshi Yamauchi and
Shigemitu Tamaei in Seidokan and
he traveled to Okinawa to accept this
rank.
Mr. Williams Tackett, as many martial
artists who start at a young age, also
obtained proficiency in many other
styles. In his younger years he appeared in various martial arts movies
as both a principal and a stunt double.
Currently Mr. Williams Tackett teaches private students in Bakersfield, California and acts as technical advisor to
various dojos free of charge.
We are all very pleased to have Sensei
Tackett join us here at OAA/MAC.
I have also just received a request from
an old friend and fellow Matsubayashi
Sensei Terry Maccarrone to join our
group all the way from Long Island, New
York. We will be looking forward to working with Sensei Maccarrone in promoting
Okinawan Karate in the future.
We have a lot of exciting plans for the
future and we will be keeping everyone at
OAA informed.

OKINAWAN BON DANCE PRACTICE FOR OAA PICNIC
Time to get ready for the bon dance to be
held at the annual OAA Picnic (July 7th)! This
year we will feature the Okinawan bon dances and eisa drum dancing on video, by Joey
Kamiya. We hope to have it ready for viewing
beginning early June. Please contact the OAA

www.oaamensore.org ●

office for the link to the instructional video.
We will have regular bon dance practice (not
drumming) at the Higashi Building at the OAA
Center on Monday nights, beginning June 10th
at 7:30 PM. We'll have a new dance Kudaka
Manjuu Shuu, and there will be new choreog-

Okinawa Association of America

raphy to Suri Agari Bushi (fan dance).
The schedule is subject to change, so please
contact the OAA office for details.
If you don’t have folding fans we will provide
them for your use. Hope to see you there and
bring your friends and family!
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前原信一氏沖縄移民の情勢を語る 当銘貞夫 記

(L to R): Sadao Tome, Noriko Cuaron, Chogi Higa, Shinichi Maehara, Shingi Kuniyoshi

(photo provided by Sadao Tome)

前原信一（６４）沖縄テレビ放送（ＯＴＶ）
元常務取締役がＬＡマラソンを完走して１
週間後、北米沖縄県人会で講演した。世
界で活躍する県人を１９８７年から１５年に
わたって紹介した番組「世界ウチナーン
チュ紀行―沖縄発われら地球人」の取材
と放送の功績がたたえられ、ハワイ大学
の名誉人文学名誉博士号が２０１１年１２
月１７日、マノア校で授与された。
前原さんは１９４８年沖縄県生まれ 同
志社大学文学部卒業１９７３年沖縄テレ

ビ放送㈱入社報道局でニュースアナウン
サーをしながら、取材・番組制作に携わ
る。１９９３年「粛清された沖縄県人」でＦＮ
Ｓ（フジテレビ）ドキュメント大賞優秀賞及
び第９回世界テレビ映像祭人権賞を受
賞した。
同氏は北米沖縄県人会の講演を英
語と日本語で、沖縄移民の歴史、推移、
問題点などに触れた。ペルーに移民した
人があまりの苦しさに「私はここに死ぬた
めに来たのか」とため息をついた１世がい

た。ブラジルでコーヒー農園でお金を稼
ぐことはできず、脱走者がでた。お金を早
く儲けて送金しなければならなかったの
である。移民を送り出した沖縄では「ティ
ガミグァーは後でよい、ジングァーを先に
送れ」とせがんた。また南米２世は日本語
で話しても通じなかったが、ウチナーグチ
は理解した。ハワイでは沖縄移民が本土
出身の移民に「変な日本人」として差別さ
れたエピソードなどをユーモアを交えて
語った。
２５年前のテレビ・インタビューでロサン
ゼルス方面では７人の顕著な沖縄移民を
取材したが、当日の講演に参加したのは
琉舞の眞境名愛子師範一人であった。ほ
とんどが鬼籍の人となり、あるいは現役だ
が都合がつかなかった。
前原さんは現在引退の身、琉大で非
常勤講師を務め、本の執筆と取り組んで
いる。「現代の若者は移民の歴史にあま
り感心をしめさないものが多いので、移民
の歴史やウチナーンチュ大会開催の必
要性などについて琉大で講義している」と
結んだ。
写真は講演終了後記念写真に収ま
った、左から下地のりこ、比嘉朝儀、前原
信一、国吉信義の各氏。沖縄県人会館
ヤマウチ・ビルにて。

沖縄言語の保存・活性化に努力 ＬＡタイムズが記事の中で取り上げる 当銘貞夫

ィー・チャング記者が報じ
た。比嘉朝儀さん（７２）が
ガーデナ市の北 米沖 縄
県人会の 一室にウチ ナ
ーグチ・クラスを開設して
１０周年、消え行く言語の
復活に労力を惜しまず努
力を続けている姿を追っ
ている。チャング記者は２
度クラスを取材のため訪
れた。
クラスの始まりは「ウキ
ミソーチー」、「ウガンジュ
ーヤ ミセーミ」などで、生
徒もリピートする。クラスは
月２回、約４０人が受講。
Chogi Higa teaching Uchinaaguchi at the OAA.
受講者の年齢層は高校
(photo provided by Sadao Tome)
生 から８０歳台まで、ト キ
「太平洋を越えて消え行く言語に息吹
エ・コヤマさんはこのクラ
を与え、沖縄言語の保存と活性化へ懸命 スへ来ると「小さいころの沖縄を思い出し、
に努力」、などの見出しで２月２５日付けロ 涙がこみ上げてくる」と表現した。比嘉さん
サンゼルス・タイムズ（LA Times）のシンデ は「ニヘーデービル」、「グブリーサビラ」など
4
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記

英語や日本語に訳しながら教えている。
流暢な日本語を話すハワイ二世のジョー
ン・オオシロさん（６８）は「クラスを通して沖
縄人であることは本土の日本人とは歴然と
した違いがあることがわかった。もっとも私
はその前にアメリカ人であることを誇りに思
っているのだが」、と語っている。
宮古諸島の北西にある離島「池間島
の言語と文化―池間プロジェクト」と取り組
んでいるＵＣＬＡの岩崎勝一アジア言語・
文化部教授は「池間の言葉は間もなく消
滅していく運命にあるが、ウチナーグチは
沖縄本島の言語で子守唄などとして今後
も末永く残るであろう、古いフランス語のよ
うに。比嘉さんの保存・維持のパッション（
情熱）を賞賛します。しかし、彼一人ででき
る限度がある。若い後継者を育成すること
が必要だ」と意見を述べている。
写真はウチナーグチ・クラスの授業風
景（比嘉講師）、北米沖縄県人会にて。

Okinawa Association of America

メークアップ・アーティストジャ
ニス金城さん 当銘貞夫 記

芸能部２０１３年度役員就任式並びに親睦会
芸能部長に新城デービッド義道さん
Geinobu New Officer’s Installation Banquet
by Chogi Higa

2013-14 Geinobu Officers are installed: (left to right) Nobuko Ajifu, Yasumasa Nitta, Violet Nishihira,
Sayuri Kinjo, Michiko Numata, Jane Kamiya, Atsushi Gushi, David Yoshimichi Shinjo
(photo by Chogi Higa)

２０余の沖縄芸能教室を統括する北米
沖縄県人会芸能部は、１３年度新役員就
任式並びに親睦会を３月１０日(日)午後６
時、ガーデナ市の中華料理店、シーエン
プレス シーフードレストランで開催。昨
年、役員推薦委員会で芸能部長に推薦
を受けたガデーナ市在住の新城デービ
ッド義道さん、以下、９人の役員が満場一
致で承認された。
新役員は新城部長を中心にステージ
に整列し、真境名愛子顧問の就任司式
に臨み、任務の遂行を誓って正式に就
任。
新城部長は挨拶の中で、「芸能部の礎
を築いた歴代部長と役員の皆様に感謝
し、芸能部の主旨と目的に沿って芸能部
の活動を推進して行くと共に、今後は若
者への沖縄芸能の育成」を掲げ、県人会
や芸能部の発展に貢献する決意を表明
した。
続いて比嘉朝儀顧問による短い激励
の言葉の後、“盃（サカヂチ）かみやびら”
で乾杯に移り、中華料理に舌鼓を打ちな
www.oaamensore.org ●

がら民謡グループによる沖縄民謡を楽し
み、会場は沖縄ムード一色に染まり、各々
の思いは故郷の沖縄に馳せた。カラオケ
では、國吉信義会長とＯＡ Ａ カラオケ・
クラブの藤本節子部長とがデュエットで沖
縄民謡の「十九の春」を歌い、そしてナレ
ーション付きの「無法松の一生、度胸千
両入り」と続き、さらに数々のカラオケ・ソン
グが披露され、会場は祝賀ムードで最高
潮に達し、最後にカチャーシーでプログラ
ムを飾り午後９時３０分頃閉会した。
（比嘉朝儀・記 写真も）
新役員（２０１３-２０１４年）は次の通り。
部長：新城デービット義道 副部長：具
志厚、神谷ジェーン 書記：沼田美智子（
日本語）金城さゆり（英語） 会計：西平バ
イオレット 舞踊担当：安次富信子 音楽
担当：新田保雅 備品係：沼田美智子
写真は、芸能部新役員がステージに勢
揃い。
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ジャニス
金 城 さん
（３２）はロ
サン ゼ ル
ス近 郊 の
ア ナハ イ
ム市 で生
ま れた 。７
年前大都
会 ニ ュー
ヨークに
憧 れ 、ロ
サンゼルスを後にした。ニューヨークを拠
点にメークアップ・アーティストとして活躍し
ている。顧客はアカデミー賞受賞者の俳
優やラッパーなどが主だが、歌手、シンガ
ーソングライター、プロドューサー、女優で
もあるミャーリー・ブライジの専任となって
いる。
ジャニスさんはアナハイムヒルズ在住
の金城義男・淑枝夫妻の次女である。南
カリフォルニア大学（ＵＳＣ）で国際関係を
専攻した。３年次に姉妹大学提携のフラ
ンスのパリにあるソルボンヌ大学に半年間
留学、シャンジェリーゼに住む富豪宅でホ
ームステイした。大学卒業後は国連職員
を目指したが、条件がかなえられず、断念
した。
不動産関係のアシスタントをしたり、雑
誌を発行している友人に頼んで写真の整
理や簡単な編集の仕事を手伝った。３ヶ
月経ったころ、友人にランディーという名の
有名なメークアップ・アーティストを紹介され
た。もともとメークアップに興味を抱いてい
たので、彼にノーハウを習った。２００７年、
突然ランディーが交通事故にあい、意識
不明の状態が長く続いた。メークアップの
仕事はジャニスさんが引き受けるようにな
った。
ジャニスさんの名がメディアで取り上げ
られるようになり、６月と７月に大衆雑誌「コ
スモポリタン」とのインタービューが予定さ
れている。「アメリカの化粧品を使用してい
るが、自分のサイン入りの製品作りや自分
のエージェントが持てれば。日本の化粧
品会社のエンドースメント（支持）が得られ
るように努力したい」と、今後の抱負を語っ
た。
写真はジャネス金城さんのポートレー
ト。
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Fujinbu Corner
婦人部新年親睦会

婦人部恒例の新年親睦会が3月3日、
県人会山内ビルで開催された。
当日は 、小 春日和 の お 天 気 に 恵 ま
れ、120名余のメンバーが参加、弁当と婦
人部シェフの名物“シブイ汁”がふるまわ
れた。
プログラムは、一部は国吉ジェーンさん
の司会でスタート、ヘレン島根さんの黙
祷、国吉会長は婦人部の皆さんの県人
会への協力、支援に感謝しますと挨拶、
婦人部部長もいつも変わらぬ協力にお
礼の言葉を述べた。司会が2013，14年度
の役員を紹介、神山エセルさんが（94歳）
、参加者や家族の皆さんの健康と婦人部
や県人会の繁栄、発展を祈り乾杯の音
頭をとった。
二部の司会は 桃 原昌夫氏が受け 持
ち、幕開けとして祝儀舞踊•かじゃで風を
真境名愛子師匠が踊り、比嘉朝儀氏に
よる今年の干支“ハブ年”を説明、神の使
い、ハブ（蛇）の夢をみると良い…とか。舞
踊は宮城 流能松 会徳永滝乃さんが鳩

間節、中島理智子さんの加那ヨー、真境
名本流の金城さゆり、小野エミさんの谷
茶前、民謡は愛好会の“砂辺の浜、チョ
ーデーグァー節”、カラオケは婦人部代
表の神山小夜子、薬師ロサ、仲里繁夫、
新垣達夫、桃原昌夫さんが歌い、日本琴
粟屋会社中による“涙そうそう、ラブストー
リ、EL CONDO EL PASA”があり一演目
毎に拍手がおくられ、賑やかな楽しい、エ
ンタテイメントタイムを過ごした。又、合間
には、今回は全員に当たるドアプライズが
あり、上原民子旅行社から、トラベルバッ
グ、婦人部からは醤油、ソーメン、調味料
等、藤本節子さんからは、お花、そして、国
吉信義会長からは、ニューオーリンズから
のおみやげとしてたくさんの首飾りのドー
ネイションがあり、皆さんもっと、若くきれい
になってくださいとのことで、なかなかユー
モアのある楽しい会長さんでした。
婦人部は、前部長達の築いてこられた、
会員相互の親睦、新年親睦会、部の基
金募集の一環でもあるカシノバスツアー、

婦人部バスカシノツアー
毎年楽しみにしているカシノツアーが、
今年は4月16日、ぺチャンガに決まり朝8
時30分の時間には全員が揃い皆さんが
待ちどうしくしていた事が伺われた。ファン
ドレイジングの目的で行われているこのツ
アーは、今年は定員をオーバーし申し訳
なかったのですがお断りするはめになり
ました。
53名の参加者は、ボランテイアが作っ
たスナックバックで、車中や遊びながら（ほ
んとはダメ）楽しみ、5時30分帰着した。

スナックのチキンとドーナツは、米子さ
ん、おせんべいは上原民子さん、サータ
ーアンダギーは新垣幸子先生、コーヒー
は照屋勝子先生のドーネイションで今回
はなんとなく袋いっぱいの感がしたのは
私だけだったのでしょうか？ 積み立て費
は、婦人部の催しや県人会へのドーネイ
ションに
使われています。皆さんの参加、協力に
役員一同心から感謝申し上げます。
婦人部部長 島 美恵子

クッキング、そしてクラフトクラスを年間行事
としている。又、県人会の催しにも率先し
て支援、協力、会員の積極的な行動に前
部長、県人会役員等も感謝している。
最後はカチャーシーで幕を閉じ、早速
貰った首飾りをし、節句の日の一日を楽し
みそれぞれ帰路についた。
2013-14年役員
部長 島美恵子、副部長 中村米子
書記 島根ヘレン、沼田美智子
会計 比嘉レイラ
顧問 神山エセル、金城みや子、赤嶺
富子、安里エセル、呉屋君子、島根ヘレン

WAKAMONO TAIKAI
UPDATES
SPECIAL GUESTS:
We’re excited and honored to announce
the following Wakamono Taikai workshop
leaders and panelists: Byron Fija, Okinawan language instructor and lecturer
from Okinawa • Ayano Ginoza,, Univer
University of Redlands • Chogi Higa, Okinawan
language instructor in Los Angeles • Jon
Itomura, former president of the Hawai’i
United Okinawa Association • Aiko Majikina, traditional Okinawan dance instructor
in Los Angeles • Rene Nakasone, former
project manager at IBM Corporation in
Los Angeles • Annmaria Shimabuku,
University of California, Riverside • Jon
Shirota, author and playwright in Los Angeles • Ken Uechi, Katsuya restaurants
in Los Angeles • Wesley Ueunten, San
Francisco State University • Ken YaContinued on next page

Uchinaaguchi 101 by Chogi Higa, Instructor

ウチ ナ ー グチ
Maa madi men seega.
Nagu madi nushiti kwimi sooree.
Uu, Numi sooree.
Where are you going to?
Please take us to Nago.
Yes, please get in.
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Dialogue Practice
Taxi Driver: Maa madi men seega.
Taxi Driver: Uu, numi
Where are you going to?
sooree.
Yes, please
Guest: Nagu madi nushiti kwimi sooree.
get in.
Please take us to Nago
www.oaamensore.org ●
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２０１３年世界の若者大会スケジュール

当銘貞夫

記

(L to R): Hiroshi Yamauchi, Joseph Kamiya, Yuko Yamauchi, Mariko Walton, Amy Oshiro, Ken Yamauchi
(photo provided by Sadao Tome)

第２回世界の若者ウチナーンチュ大
会のスケジュールがほぼ決定、大会開催
に向けて本格的に動き始めた。４月７日に
北米沖縄県人会センターで説
明会がおこなわれ、メンバー５
人がスケジュール表にそって、
それ ぞれ部門別に説明をし
た。全米各地にインターネット・
スカイプで同時放送され、同
じ日にブラジルでもロサンゼル
ス大会への参加について説明
会が持たれたという。４月２１日
には同大会のファンドレイジン
グ（資金捻出）のためのミニ・バ
ザーも沖縄県人会館でおこなわれた。
７月１８日（木）にオープニング・セレモ
ニー、１９日と２０日にグループ討論会（ウ
チナーンチュ・アイデンティティーについ
て）、家系学の研究、ワークショップ（沖縄
の文化と個人的趣味の観点から）、特別
ゲストスピーカー、２１日（土）国際会議（

沖縄のダイアスポーラ）、クロージング・セ
レモニー、２２日（月）は観光旅行（選択自
由）など多くのプロジェクトが予定されてい
る。
北米沖縄県人会国吉信
義会長は「大会成功に向け
県人会も極 力協力して いま
す。米国内のみならず国外か
らも多くの方が参加されること
を希望いたします」と挨拶、実
行委員長の山内優子さんは
「大会まで３ヶ月、みんなが一
生懸命になって頑張ってい
ます。７月中旬にはＬＡで会い
ましょう」と観衆によびかけた。
写真はスケジュールの説明をしたメン
バーで左からヒロシ山内、ジョセフ神谷、
山内優子（実行委員長）、マリコ・ウォール
トン、エイミー大城、ケン山内の皆さん。沖
縄県人会センターにて。

Wakamon Taikai...Continued from previous page

mauchi, advisor for and former branch
leader of Ryukyukoku Matsuri Daiko –
Los Angeles branch and leader of L.A.
Shisa. Speakers list subject to change;
please visit wyuausa.wordpress.com for
updates.
DONATIONS & SPONSORSHIP:
Thanks to you, we raised $5960.11 at
our “Dii Tiganee Sabira!” Spring Fundraiser & Concert with an additional $3150 being raised through our sponsorship mailing campaign (as of 5/22)!
www.oaamensore.org ●

In Okinawa, the WYUA headquarters
received donations from Family Mart
($5000), Orion ($1000), and the Naha
West Rotary Club ($1000). We haven’t
reached our financial goal yet, so please
consider making a donation! Certain
amounts qualify for rewards listed in our
sponsorship menu. Please contact us for
more information.
For further updates please visit wyuausa.wordpress.com or facebook.com/
wyuausa or contact the OAA at (310) 5321929 or via email mensore@earthlink.net
Okinawa Association of America

DONORS CORNER:
We apologize if we missed anyone. Please let
us know so we can acknowledge your donation in a future issue. (As of May 30)
Membership - $20 Flo Matano
General - $500 Joan Oshiro • $200 Ethel
Asato • $100 Ted and Dorothy Asato • $50 Miyoko Shima • Sheila Takayesu • Joe Yamagawa • $40 Jane Goya • $30 Noriko Town • $10
Anonymous
In Memory of Sam Shimane - $500 Helene
Shimane
In Memory of Hisao Uyema - $200 Tomiko
Uyema
Building - $300 Choichi Kai Los Angeles
April 21 Spring Fundraiser - $100 Mery Higa
• Takeo Kaneshiro • David Shinjo • Yasukazu
Takushi • Aiko Tokunaga • Katherine Yamachika • Dina and Phyllis Yogi • $55 Devin Salcedo
• $50 Tomiko Akamine • Katsuko Arakawa •
Herb Asato • Ethel Asato • Icy Hasama • Constanza Higa • Jimmy and Mary Ishiara • Jane
Kamiya • Shizue Matsumura • Grace Nakada
• Violet Nishihira • Barbara Shimabukuro •
Emilia Shiohama • Rosa Yakushi • Shosei and
Emiko Yamauchi • $30 Richiko Nakashima •
Nobuko Tomita • Shigeko Yamauchi • $25 Patrick Kiyama • $24 JoyceTamanaha-Ho • $22
Hitoshi and Kinuko Ono • $20 Yasue Arakawa
• Eiko Fukuhara • Tomiko Uyema • Sukesada
and Yoshiko Yogi • Dina Yogi • $11 Flo Matano
• $5 Joan Akamine • Sayuri Kinjo • $1 Tomio
Prehoda
Computer Class - $100 Edward Kamiya • Sumiko Wolfe • $50 Shingi Kuniyoshi
Wakamono Taikai - $1000 Theodore and
Gladys Toguchi • $500 Helene Shimane •
Shingi Kuniyoshi • $250 Ethel Asato • Teruko
Awakuni • Shigeo and Kimiko Goya • Kathy
Kuniyoshi • Shosei and Emiko Yamauchi • $200
Shinyu and Jane Kuniyoshi • OAA Uchinaaguchi Class • Garrett and Ann Oshiro • $150
Norie Morita • $100 Don Akamine • Tomohiro
and Tami Arashiro • Naomi Endow • Godaishu
• Yoshikazu and Yoshiko Goya • Brenda Higa
• Edward Kamiya • Stella Kanemoto • Yoshie
Kang • Rachel and Russell Koza • Robert
Martin • Ronald and Irene Nakasone • Harry
Nakata • Joe and Violet Nishihira • Mitsuo and
Vicky Nishiuchi • Ginsei and Kimie Oshiro •
Seitoku and Betty Oshiro • Masao Oshiro •
Chiyoko Sunabe • Sadao and Aiko Tome •
Masakazu and Emiko Yamauchi • Anonymous
• $50 Herb and Elaine Asato • Tom and Akiko
Maeda • Seijun Oshiro • Kenji Takara • $40
Jimmy and Mary Ishiara • $30 Rose Takushi
April 21 Spring Fundraiser Rummage
Items - Kimiko Goya • Mieko Shima • Allyson
Nakamoto • Nick Awakuni • Betty H. Oshiro •
Kay Takechi • Masakazu & Emiko Yamauchi •
Amy Ono • Tomio Prehoda • Yeiko Kaneshiro •
May Sueyoshi • Shigeko Yamauchi • Inez Nakata • Tomiko Akamine • Violet Nishihira • Aiko
Tokunaga • Ethel Asato • Helene Shimane •
Brenda Higa • Katsuko Teruya • Amy Asato •
Patrick Kiyama • Eddie Kamiya • Joan Oshiro
• Sayuri Kinjo • Dina Yogi
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Upcoming Events & Activities (subject to change)
June 1
6月1日

Wakamono Taikai Fundraiser: Yard
Sale - OAA Center - 7 AM

June 6
6月6日

Wakamono Taikai Fundraiser:
Pala Indian Casino Bus Trip

Haisai OAA News Staff

June 8
6月8日

Cooking class: Murasaki imo manjuu by Saeko Gushiken (Fujinbu)
婦人部料理教室:むらさき慢頭（講師：
具志堅小枝子）

WRITERS
Naomi Endow, Michael George, Chogi Higa,
Joseph Kamiya, Shingi Kuniyoshi, Joan Oshiro, Mieko Shima, Helene Shimane, Sadao
Tome

June 10
6月10日

Bon Dance Practice – contact
OAA for schedule 盆踊りのお稽古ス
ケジュールは事務所まで

July 7

OAA Picnic & Scholarship Awards,
Whittier Narrows Park
県人会ピクニック

PROOFREADERS
Naomi Endow, Michael George, Chogi Higa,
Joseph Kamiya, Shingi Kuniyoshi, Joan OsOs
hiro, Mieko Shima, Sadao Tome, Doreen Watanabe, Yuko Yamauchi

July 18-21

EDITOR/LAYOUT
Kristin Yamauchi

PHOTOGRAPHERS
Chogi Higa, Sadao Tome
This is the official newsletter of the OAA, Inc.
Contributions are welcome. For newsletter committee approval, email your article to
oaa.newsletter@gmail.com no later than
August 5, 2013 for the next issue.
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7月7日

Wakamono Taikai, Torrance Cultural Arts Center
7 月 1 8 日 - 第2回世界ウチナーンチュ若者大会
21日
(トーレンス市Cultural Arts Center）
S e p t e m - Craft class: "Tesage" bag (Japaber 7
nese-style bag) by Aiko Tome
9月7日
婦人部クラフト・クラス：手提げかばん
(日本スタイル）（講師：当銘愛子）
October 6
10月6日

Nanka Kenjinkai Kyogikai Engeikai
南加県人会協議会演芸会

October 13
10月13日

OAA Annual Bazaar & Fundraiser
バザー

Denotes non-OAA event
当県人会以外の行事

Weekly Activities (subject to change)
•
COMPUTER CLASS ($5/class): Every
Thursday 10 AM-12 PM; Friday 1-3 PM;
Saturday 10 AM-12 PM
コンピューター・クラス
Monthly Activities (subject to change)
•
VOLUNTEER DAY: 1st Tuesday of every
month
第1火曜日：ボランティア・デー
•
HISTORY BOOK II MEETING: 1st SaturSatur
day of every month
第1土曜日：歴史部会議
•
UTA-SANSHIN CIRCLE: 2nd Sunday of
every month (subject to change)
第2日曜日唄三線サークル
•
UCHINAAGUCHI CLASS ($2/class): 2nd
Friday of every month
第2金曜日 ウチナーグチ クラス
•
KARAOKE CLUB ($5/admission): 3rd
Saturday of every month
第3土曜日：カラオケ・クラブ

October 20 Nosho Miyagi's 60th Performing Arts Anniversary Recital
10月20日
宮城能松芸歴６０周年記念公演

www.oaamensore.org
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