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空空空空がががが高高高高くなりくなりくなりくなり、、、、鰯雲鰯雲鰯雲鰯雲たなびくたなびくたなびくたなびく１０１０１０１０月月月月になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 

今回今回今回今回のののの福岡便福岡便福岡便福岡便りにはりにはりにはりにはハワイハワイハワイハワイのののの渡航体験記渡航体験記渡航体験記渡航体験記、、、、新新新新しいしいしいしい教養教養教養教養コーナーコーナーコーナーコーナー、、、、そしてそしてそしてそして各種各種各種各種おおおお知知知知らせとらせとらせとらせと 

盛盛盛盛りだくさんですりだくさんですりだくさんですりだくさんです。。。。じっくりおじっくりおじっくりおじっくりお読読読読みみみみ下下下下ささささいいいい。。。。 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Hello Leta,Hello Leta,Hello Leta,Hello Leta,!!!!                                                                                                                                                                                            Nobuko KakuNobuko KakuNobuko KakuNobuko Kaku    （（（（EDEDEDED）））） 

Thank you very much for your contact. ALOHAALOHAALOHAALOHA     Nobby ! Nobby ! Nobby ! Nobby !                 EXCITING isn't it ! EXCITING isn't it ! EXCITING isn't it ! EXCITING isn't it !                         Your Email  Your Email  Your Email  Your Email 

arrived witharrived witharrived witharrived with     SUCH SUCH SUCH SUCH     GOOD GOOD GOOD GOOD     TIMING ~ as our MEETING TIMING ~ as our MEETING TIMING ~ as our MEETING TIMING ~ as our MEETING     is TOMORROW @ 2pm ! is TOMORROW @ 2pm ! is TOMORROW @ 2pm ! is TOMORROW @ 2pm !                 ( Why don't you  ( Why don't you  ( Why don't you  ( Why don't you 

zip over & have a piece of cake with us !zip over & have a piece of cake with us !zip over & have a piece of cake with us !zip over & have a piece of cake with us !                         ) ) ) )                             I will check with our Home hosts & see how  I will check with our Home hosts & see how  I will check with our Home hosts & see how  I will check with our Home hosts & see how 

may might have TWINmay might have TWINmay might have TWINmay might have TWIN     BEDS, to accommodate BEDS, to accommodate BEDS, to accommodate BEDS, to accommodate     more couples ! more couples ! more couples ! more couples !             I will TRY to NOT I will TRY to NOT I will TRY to NOT I will TRY to NOT     send you too  send you too  send you too  send you too 

many Emails till after your Ottawa Exchange imany Emails till after your Ottawa Exchange imany Emails till after your Ottawa Exchange imany Emails till after your Ottawa Exchange is over !s over !s over !s over !                     I was in Ottawa 2005 & met many of I was in Ottawa 2005 & met many of I was in Ottawa 2005 & met many of I was in Ottawa 2005 & met many of     their  their  their  their 

members, so please pass on my HELLLLLLLLLLLLLOmembers, so please pass on my HELLLLLLLLLLLLLOmembers, so please pass on my HELLLLLLLLLLLLLOmembers, so please pass on my HELLLLLLLLLLLLLO     to them  to them  to them  to them     !!!! 

I am ED of FF Fukuoka.    My name is Nobuko Kaku .    Call me Nobby. 

 I am also delighted to be ED because this will be the first trip to Hawaii !   ( WOW,( WOW,( WOW,( WOW,            Do you mean to Do you mean to Do you mean to Do you mean to 

tell me NO ONE from Fukuoka membership tell me NO ONE from Fukuoka membership tell me NO ONE from Fukuoka membership tell me NO ONE from Fukuoka membership     has BEEN to HAWAIIhas BEEN to HAWAIIhas BEEN to HAWAIIhas BEEN to HAWAII     before ! before ! before ! before !         How How How How     RUDE! RUDE! RUDE! RUDE!         (Jod (Jod (Jod (Jodanananan    

des ! )des ! )des ! )des ! )                  "They" don't call "They" don't call "They" don't call "They" don't call    Hawaii Hawaii Hawaii Hawaii     "Paradi"Paradi"Paradi"Paradise "se "se "se "            for naught !for naught !for naught !for naught !    ))))    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

       

私私私私ののののホストホストホストホストはははは、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの eeee----mailmailmailmail にこんなにこんなにこんなにこんな書書書書きききき込込込込みをするとてもみをするとてもみをするとてもみをするとても愉快愉快愉快愉快なななな楽楽楽楽しいしいしいしい人人人人でしたでしたでしたでした。。。。さてさてさてさて、、、、

他他他他ののののアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーのののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは・・・・・・・・・・・・？？？？    ではではではでは、、、、旅程込旅程込旅程込旅程込みのみのみのみの厚東厚東厚東厚東さんのさんのさんのさんの楽楽楽楽しいしいしいしい旅行記旅行記旅行記旅行記からはじめからはじめからはじめからはじめ

ましょうましょうましょうましょう！！！！    

    

フレンドシップフレンドシップフレンドシップフレンドシップ    

☆☆☆☆福岡便福岡便福岡便福岡便りりりり☆☆☆☆    
                        No.6No.6No.6No.6１１１１        １０１０１０１０----2009200920092009    
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☆☆☆☆ハワイハワイハワイハワイ旅日記旅日記旅日記旅日記                                                                                                                厚東厚東厚東厚東    幸子幸子幸子幸子    

    

アメリカアメリカアメリカアメリカ入国入国入国入国のののの際際際際はははは厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと聞聞聞聞いていたのですがいていたのですがいていたのですがいていたのですが、、、、これこれこれこれ程程程程とはとはとはとは・・・・・・・・・・・・。。。。パパパパ

スポートスポートスポートスポートををををパラパラパラパラパラパラパラパラめくりめくりめくりめくり、、、、このこのこのこの時時時時ののののトランジットトランジットトランジットトランジットはどこはどこはどこはどこ？？？？いついついついつ帰帰帰帰ったのったのったのったの？？？？何何何何でここでここでここでここ

にににに・・・・・・・・？？？？とととと、、、、色色色色々々々々質問質問質問質問。。。。すっかりすっかりすっかりすっかり忘忘忘忘れていれていれていれていたことなのでいいたことなのでいいたことなのでいいたことなのでいい加減加減加減加減にににに答答答答えたがえたがえたがえたが、、、、難難難難なくなくなくなくスススス

ルールールールー。。。。両手両手両手両手のののの指指指指のののの指紋指紋指紋指紋とととと目目目目のののの写真写真写真写真をををを撮撮撮撮られやっとられやっとられやっとられやっと放免放免放免放免！！！！ホノルルホノルルホノルルホノルル空港空港空港空港ででででホストホストホストホストのののの出出出出

迎迎迎迎えをえをえをえを受受受受けいざけいざけいざけいざ交流交流交流交流スタートスタートスタートスタート！！！！ハワイハワイハワイハワイでのでのでのでの１１１１週間週間週間週間ののののスケッチスケッチスケッチスケッチですですですです。。。。    

    

９９９９月月月月２２２２日日日日    午前午前午前午前ハワイハワイハワイハワイ着着着着。。。。ウェルカムランチウェルカムランチウェルカムランチウェルカムランチはははは米海軍基地内米海軍基地内米海軍基地内米海軍基地内ののののシーブリーズレストランシーブリーズレストランシーブリーズレストランシーブリーズレストラン。。。。

ゲートゲートゲートゲートをくぐるをくぐるをくぐるをくぐる時時時時パスポートパスポートパスポートパスポート必要必要必要必要。。。。結構厳結構厳結構厳結構厳しいしいしいしい。。。。夕食夕食夕食夕食ははははベトナムベトナムベトナムベトナム料理料理料理料理。。。。    

９９９９月月月月３３３３日日日日    デコデコデコデコ・・・・クレイクレイクレイクレイ教室教室教室教室とととと陶芸教室陶芸教室陶芸教室陶芸教室のののの見学見学見学見学。。。。日本日本日本日本のののの陶芸教室陶芸教室陶芸教室陶芸教室とととと違違違違ってってってって材料材料材料材料がががが実実実実にににに

カラフルカラフルカラフルカラフル。。。。朝食朝食朝食朝食――――バナナバナナバナナバナナ、、、、マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー、、、、パイナップルパイナップルパイナップルパイナップル等等等等トロピカルフルーツトロピカルフルーツトロピカルフルーツトロピカルフルーツのののの

オンパレードオンパレードオンパレードオンパレード。。。。夕食夕食夕食夕食――――日本料理日本料理日本料理日本料理をををを作作作作るるるる。。。。ちらしちらしちらしちらし寿寿寿寿司司司司、、、、マヒマヒマヒマヒマヒマヒマヒマヒとととと野菜野菜野菜野菜のののの天天天天

ぷらぷらぷらぷら。。。。コンロコンロコンロコンロののののパワーパワーパワーパワーがががが弱弱弱弱くくくく天天天天ぷらとぷらとぷらとぷらと言言言言うよりうよりうよりうより油油油油いためいためいためいため！！！！    

９９９９月月月月４４４４日日日日    ハワイプランテーションヴィレッジハワイプランテーションヴィレッジハワイプランテーションヴィレッジハワイプランテーションヴィレッジ（（（（移民移民移民移民のののの生活博物館生活博物館生活博物館生活博物館））））見学見学見学見学ととととポトラックランポトラックランポトラックランポトラックラン

チチチチ。。。。日本人移民日本人移民日本人移民日本人移民にまつわるにまつわるにまつわるにまつわる着物着物着物着物のののの歴史歴史歴史歴史をををを研究研究研究研究しているしているしているしているバーバラバーバラバーバラバーバラ村上村上村上村上のののの

講演講演講演講演がありがありがありがあり、、、、８８８８８８８８歳歳歳歳ののののパワーパワーパワーパワーにににに驚驚驚驚くくくく。。。。我我我我々々々々中年中年中年中年のののの着物着物着物着物のののの知識知識知識知識がががが貴重貴重貴重貴重らしくらしくらしくらしく

ヘルプヘルプヘルプヘルプのののの要請要請要請要請がありましたがありましたがありましたがありました。。。。ランチランチランチランチにににに出出出出たたたたハワイハワイハワイハワイ風海苔巻風海苔巻風海苔巻風海苔巻きにはきにはきにはきにはスパムスパムスパムスパム

（（（（ハムハムハムハムのののの一種一種一種一種））））がががが入入入入っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、ちらしちらしちらしちらし寿司寿司寿司寿司にはにはにはには甘甘甘甘いいいいツナツナツナツナがががが入入入入っていたりっていたりっていたりっていたり

でででで、、、、所変所変所変所変わればわればわればわれば品変品変品変品変わるわるわるわる・・・・・・・・・・・・。。。。    

                                夕食夕食夕食夕食ははははカレーライスカレーライスカレーライスカレーライスをををを作作作作るるるる。。。。スーパースーパースーパースーパーでででで買買買買いいいい物物物物。。。。牛肉牛肉牛肉牛肉はははは安安安安いいいい！！！！二日連続二日連続二日連続二日連続

ののののクッキングクッキングクッキングクッキングはははは結構楽結構楽結構楽結構楽しいものでしたしいものでしたしいものでしたしいものでした。。。。    

９９９９月月月月５５５５日日日日    日本文化日本文化日本文化日本文化センターセンターセンターセンター（（（（Japanese Cultural CenterJapanese Cultural CenterJapanese Cultural CenterJapanese Cultural Center））））見学見学見学見学。。。。日本日本日本日本からのからのからのからの移民移民移民移民のののの

苦労苦労苦労苦労のののの歴史歴史歴史歴史をををを勉強勉強勉強勉強。。。。昼食昼食昼食昼食――――沖縄沖縄沖縄沖縄フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルでそばとでそばとでそばとでそばとサーターアンダサーターアンダサーターアンダサーターアンダ

ギーギーギーギー。。。。ホストホストホストホストはおはおはおはお祭祭祭祭りりりり大好大好大好大好きききき。。。。あちこちのあちこちのあちこちのあちこちの祭祭祭祭りにはりにはりにはりには必必必必ずずずず行行行行くとかくとかくとかくとか。。。。夕食夕食夕食夕食――――

チャイナタウンチャイナタウンチャイナタウンチャイナタウンでででで広東料理広東料理広東料理広東料理。。。。そのそのそのその後後後後ワイキキビーチワイキキビーチワイキキビーチワイキキビーチにににに花火花火花火花火をををを見見見見にににに行行行行ったったったった

がががが時時時時すでにすでにすでにすでに遅遅遅遅しししし。。。。最後最後最後最後のののの一一一一つをつをつをつを見見見見ただけただけただけただけ。。。。    

９９９９月月月月６６６６日日日日    観光観光観光観光セスナセスナセスナセスナにににに乗乗乗乗ってってってって空空空空からからからからオアフオアフオアフオアフ島島島島をををを見見見見るるるる。。。。真珠湾攻撃真珠湾攻撃真珠湾攻撃真珠湾攻撃とととと同同同同じじじじルートルートルートルートをををを飛飛飛飛んんんん

だのでだのでだのでだので色色色色々々々々なななな恐怖恐怖恐怖恐怖をををを感感感感じたじたじたじた。。。。あのあのあのあのルートルートルートルートはははは飛飛飛飛びたびたびたびたくないなくないなくないなくないな～。～。～。～。日立日立日立日立のののの木木木木

（（（（モンキーポットツリーモンキーポットツリーモンキーポットツリーモンキーポットツリー））））をををを見見見見にににに行行行行くくくく。。。。夕食夕食夕食夕食はははは他他他他ののののホストホストホストホスト宅宅宅宅でのでのでのでのディナーパディナーパディナーパディナーパ

ーティーーティーーティーーティー。。。。ワイキキワイキキワイキキワイキキののののコンドミニアムコンドミニアムコンドミニアムコンドミニアムからのからのからのからの夜景夜景夜景夜景はははは絶景絶景絶景絶景。。。。    

９９９９月月月月７７７７日日日日    オアフオアフオアフオアフ島島島島のののの北方北方北方北方のののの海岸海岸海岸海岸ををををドライブドライブドライブドライブ。。。。ボタニカルガーデンボタニカルガーデンボタニカルガーデンボタニカルガーデンをををを散策散策散策散策。。。。    

                                昼食昼食昼食昼食――――RUBYTUESDAYRUBYTUESDAYRUBYTUESDAYRUBYTUESDAY ででででビュッフェスタイルビュッフェスタイルビュッフェスタイルビュッフェスタイルののののハンバーガーハンバーガーハンバーガーハンバーガーをををを。。。。これぞこれぞこれぞこれぞ    

                                ハワイハワイハワイハワイ！！！！    夕食夕食夕食夕食――――田中田中田中田中オブオブオブオブ東京東京東京東京レストランレストランレストランレストランででででサンキューディナーサンキューディナーサンキューディナーサンキューディナー。。。。                    

                                ひょっとこひょっとこひょっとこひょっとこ踊踊踊踊りとりとりとりと日立日立日立日立のののの木木木木のののの歌歌歌歌をををを合唱合唱合唱合唱。。。。    
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９９９９月月月月８８８８日日日日    午前午前午前午前――――パールハーバーパールハーバーパールハーバーパールハーバーののののスクーナーレストランスクーナーレストランスクーナーレストランスクーナーレストランででででフェアウェルランフェアウェルランフェアウェルランフェアウェルランチチチチ。。。。そのそのそのその

あとあとあとあと沖縄文化沖縄文化沖縄文化沖縄文化センターセンターセンターセンターにてにてにてにてバーバラバーバラバーバラバーバラ村上村上村上村上ののののヘルプヘルプヘルプヘルプ。。。。移民移民移民移民    

                            一世一世一世一世のののの着物着物着物着物のののの資料資料資料資料のののの確認確認確認確認とととと明治時代明治時代明治時代明治時代のようなのようなのようなのような古古古古いいいい日本語日本語日本語日本語をををを添削添削添削添削。。。。    

                        午後午後午後午後――――ミリタリーホテルミリタリーホテルミリタリーホテルミリタリーホテルでのでのでのでのマジックショーマジックショーマジックショーマジックショー。。。。ホストホストホストホストをををを招待招待招待招待。。。。    

９９９９月月月月 9999 日日日日    ハワイハワイハワイハワイ出発出発出発出発    

    

ステイステイステイステイ先先先先がががが中国系中国系中国系中国系ハワイアンハワイアンハワイアンハワイアンだったのでだったのでだったのでだったので中国中国中国中国スタイルスタイルスタイルスタイルののののハワイハワイハワイハワイ生活生活生活生活をををを満喫満喫満喫満喫。。。。家家家家のののの

隣隣隣隣にににに昔昔昔昔のののの教会教会教会教会のののの跡地跡地跡地跡地があるがあるがあるがある隠隠隠隠れれれれ家家家家のようなのようなのようなのような場所場所場所場所でしたでしたでしたでした。。。。ホストホストホストホストはははは元教師元教師元教師元教師でででで正義感正義感正義感正義感がががが

強強強強くくくく自分自分自分自分のののの出来出来出来出来ることはることはることはることは出来出来出来出来るるるる限限限限りするとりするとりするとりすると言言言言うううう熱血漢熱血漢熱血漢熱血漢でしたでしたでしたでした。。。。早朝早朝早朝早朝からからからから夜遅夜遅夜遅夜遅くまでくまでくまでくまで何何何何でででで

もももも見見見見せてあげようせてあげようせてあげようせてあげよう、、、、体験体験体験体験させてあげようとさせてあげようとさせてあげようとさせてあげようと言言言言うううう姿勢姿勢姿勢姿勢がががが良良良良くわかりとくわかりとくわかりとくわかりとてもてもてもても頭頭頭頭のののの下下下下がるがるがるがる思思思思いいいい

でしたでしたでしたでした。。。。        

プランテーションヴィレッジプランテーションヴィレッジプランテーションヴィレッジプランテーションヴィレッジでおでおでおでお会会会会いしたいしたいしたいしたバーバラバーバラバーバラバーバラ村上村上村上村上さんとはさんとはさんとはさんとは帰国後帰国後帰国後帰国後もももも関関関関りをもつりをもつりをもつりをもつ

ようになりましたようになりましたようになりましたようになりました。。。。彼女彼女彼女彼女はははは一世一世一世一世がががが移民移民移民移民したしたしたした時時時時にににに携携携携えていったえていったえていったえていった着物着物着物着物のののの収集収集収集収集とととと記録記録記録記録、、、、またまたまたまた

写真花嫁写真花嫁写真花嫁写真花嫁のののの研究研究研究研究をしていてをしていてをしていてをしていて、、、、各地各地各地各地でででで講演講演講演講演をををを続続続続けているけているけているけている８８８８８８８８歳歳歳歳のののの精力的精力的精力的精力的なななな婦人婦人婦人婦人でしたでしたでしたでした。。。。

研究収集研究収集研究収集研究収集はははは資料資料資料資料がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか集集集集まらずまらずまらずまらず難難難難しくなってきているようですしくなってきているようですしくなってきているようですしくなってきているようです。。。。日本日本日本日本からからからから来来来来たたたた私私私私

たちのたちのたちのたちのアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスもももも貴重貴重貴重貴重だったようですだったようですだったようですだったようです。。。。後日談後日談後日談後日談もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが・・・・・・・・・・・・。。。。    

FFFFFFFF をををを通通通通してのしてのしてのしてのホームステイホームステイホームステイホームステイはははは思思思思いもつかないいもつかないいもつかないいもつかない出来事出来事出来事出来事やややや経験経験経験経験がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその都度考都度考都度考都度考ええええ

させられることがさせられることがさせられることがさせられることが多多多多くくくく、、、、実実実実りりりり多多多多いいいい旅旅旅旅になりましたになりましたになりましたになりました。。。。同行同行同行同行のののの皆様皆様皆様皆様、、、、ほんとにおほんとにおほんとにおほんとにお世話世話世話世話になりになりになりになり

ましたましたましたました。。。。    

 

 

    

    

☆☆☆☆FFFFFFFF ホノルルホノルルホノルルホノルルへのへのへのへの初初初初めてのめてのめてのめての訪問訪問訪問訪問・・・・３３３３度目度目度目度目ののののハワイハワイハワイハワイ            中村中村中村中村    英子英子英子英子    

    

    今朝今朝今朝今朝もももも LenetteLenetteLenetteLenette からからからからメールメールメールメールがががが届届届届くくくく。～。～。～。～EikoEikoEikoEiko がががが送送送送ってくれたってくれたってくれたってくれた甚平甚平甚平甚平のののの型紙型紙型紙型紙ででででハワハワハワハワ

イイイイのののの NewNewNewNew ファッションファッションファッションファッションのののの製作製作製作製作をはじめるよをはじめるよをはじめるよをはじめるよ！～！～！～！～    手仕事好手仕事好手仕事好手仕事好きのきのきのきの彼女彼女彼女彼女はははは、、、、息子一息子一息子一息子一

家家家家、、、、娘一家娘一家娘一家娘一家、、、、そしてそしてそしてそして自分自分自分自分たちたちたちたち二人総勢二人総勢二人総勢二人総勢１１１１１１１１人分人分人分人分のののの甚平甚平甚平甚平をををを作作作作るらしいるらしいるらしいるらしい。。。。

常夏常夏常夏常夏ののののハワイハワイハワイハワイでででで甚平甚平甚平甚平はぴったりかもはぴったりかもはぴったりかもはぴったりかも。。。。厚東厚東厚東厚東さんとさんとさんとさんと私私私私がががが泊泊泊泊めていただめていただめていただめていただ

いたおいたおいたおいたお部屋部屋部屋部屋はははは、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが来来来来たときたときたときたときワイワイワイワイワイワイワイワイ過過過過ごすごすごすごす部屋部屋部屋部屋でででで、、、、３３３３部屋部屋部屋部屋ぐらぐらぐらぐら

いがいがいがいがドアドアドアドアなしでつながっているなしでつながっているなしでつながっているなしでつながっている構造構造構造構造。。。。隣隣隣隣のののの部屋部屋部屋部屋はははは増増増増築中築中築中築中。。。。増築増築増築増築はごはごはごはご

主人主人主人主人エドエドエドエドのののの趣味趣味趣味趣味。。。。    

私達私達私達私達はははは子供時代子供時代子供時代子供時代のののの夏休夏休夏休夏休みのみのみのみのキャンプキャンプキャンプキャンプのようにのようにのようにのように、、、、二二二二つつつつ用意用意用意用意してあったしてあったしてあったしてあった大大大大きなきなきなきなエエエエ

アーマットアーマットアーマットアーマットのののの上上上上ででででポンポコポンポコポンポコポンポコ遊遊遊遊んではぐっすりんではぐっすりんではぐっすりんではぐっすり休休休休んだんだんだんだ。。。。朝朝朝朝はははは、、、、山手山手山手山手なのでなのでなのでなので野生化野生化野生化野生化

したしたしたしたオウムオウムオウムオウムががががクワックワックワックワックワックワックワックワッとととと鳴鳴鳴鳴いていていていて渡渡渡渡ってってってって行行行行きききき、、、、パールハーバーパールハーバーパールハーバーパールハーバーがそのがそのがそのがその向向向向うにうにうにうに

綺麗綺麗綺麗綺麗にににに一望一望一望一望できたできたできたできた。。。。    
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朝食朝食朝食朝食はははは庭庭庭庭でででで採採採採ったったったったバナナバナナバナナバナナとととと、、、、ママママママママのののの庭庭庭庭からのからのからのからのパパイアパパイアパパイアパパイア、、、、買買買買ってきたってきたってきたってきたパイナップパイナップパイナップパイナップ

ルルルルととととマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーがががが出出出出てきててきててきててきて果物好果物好果物好果物好きのきのきのきの私私私私にはたまらなかったにはたまらなかったにはたまらなかったにはたまらなかった。。。。途中途中途中途中からからからからスイカスイカスイカスイカとととと

メロンメロンメロンメロンもももも加加加加わったわったわったわった。。。。厚東厚東厚東厚東さんはさんはさんはさんは歯歯歯歯ごたえのあるものがごたえのあるものがごたえのあるものがごたえのあるものが好好好好きできできできで甘甘甘甘いものはいものはいものはいものは苦手苦手苦手苦手のののの

ようだったのでようだったのでようだったのでようだったので、、、、私私私私だけだけだけだけ楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで申申申申しししし訳訳訳訳なかなかなかなかったったったったナナナナ。。。。おかげでおかげでおかげでおかげで私私私私はははは太太太太ってしまってしまってしまってしま

ったけれどったけれどったけれどったけれど。。。。    

    パールハーバーパールハーバーパールハーバーパールハーバーはははは夜景夜景夜景夜景もももも素晴素晴素晴素晴らしかったらしかったらしかったらしかった。。。。なんでなんでなんでなんでパールパールパールパールってってってって言言言言うううう名前名前名前名前がついがついがついがつい

ているのているのているのているの？？？？私私私私のののの質問質問質問質問ににににエドエドエドエドがががが答答答答えたえたえたえた、、、、昔真珠昔真珠昔真珠昔真珠がががが採採採採れていたかられていたかられていたかられていたから。。。。今今今今はははは油油油油でででで汚汚汚汚れれれれ

てだめだけどねてだめだけどねてだめだけどねてだめだけどね。。。。フーンフーンフーンフーン。。。。パールパールパールパールがががが採採採採れていたかられていたかられていたかられていたからパールハーバーパールハーバーパールハーバーパールハーバーなんだなんだなんだなんだ。。。。夜夜夜夜

景景景景ののののライトライトライトライトがががが前前前前よりももっとよりももっとよりももっとよりももっと優優優優しくしくしくしく輝輝輝輝いていていていて見見見見えるえるえるえる。。。。    

    

    ～～～～私私私私、、、、プランテーションプランテーションプランテーションプランテーションにににに行行行行くのがくのがくのがくのが一番好一番好一番好一番好きききき。。。。そこにいるそこにいるそこにいるそこにいる人人人人もももも好好好好きききき。。。。心心心心がとがとがとがと

てもてもてもても休休休休まるのよねまるのよねまるのよねまるのよね。～。～。～。～    LenetteLenetteLenetteLenette がががが言言言言っていたっていたっていたっていた Plantation VillagePlantation VillagePlantation VillagePlantation Village をををを全員全員全員全員でででで訪訪訪訪

問問問問したしたしたした。。。。昔昔昔昔サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ農園農園農園農園にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの移民移民移民移民をををを受受受受入入入入れれれれ、、、、そのそのそのその移民移民移民移民のののの方方方方々々々々がががが苦労苦労苦労苦労

してしてしてして築築築築いてきたいてきたいてきたいてきた生活生活生活生活のののの歴史歴史歴史歴史がそこにはあったがそこにはあったがそこにはあったがそこにはあった。。。。今今今今はははは中国系中国系中国系中国系、、、、日系日系日系日系、、、、、、、、、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ

なななな文化文化文化文化がとけあってがとけあってがとけあってがとけあってハワイハワイハワイハワイのののの一部一部一部一部になっていたになっていたになっていたになっていた。。。。中国系中国系中国系中国系ののののホストホストホストホスト夫婦夫婦夫婦夫婦もももも日本日本日本日本びびびび

いきだったしいきだったしいきだったしいきだったし日本文化日本文化日本文化日本文化がががが大大大大きくきくきくきく根付根付根付根付いているいているいているいている、、、、私私私私がががが全全全全くくくく知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった側面側面側面側面ののののハハハハ

ワイワイワイワイにとてもにとてもにとてもにとても惹惹惹惹かれたかれたかれたかれた。。。。FFFFFFFF ならではのならではのならではのならではの体験体験体験体験だっただっただっただった。。。。    

我我我我がががが家家家家でおでおでおでお風呂風呂風呂風呂にににに入入入入るるるる、、、、いつもよりおいつもよりおいつもよりおいつもよりお湯湯湯湯をいっぱいにしてをいっぱいにしてをいっぱいにしてをいっぱいにしてザバーッザバーッザバーッザバーッとあふれとあふれとあふれとあふれ

させてさせてさせてさせて。。。。わわわわーーーー幸幸幸幸せせせせ。。。。私私私私ってやっぱりってやっぱりってやっぱりってやっぱり日本人日本人日本人日本人。。。。ハワイハワイハワイハワイでもでもでもでも日系移民日系移民日系移民日系移民のののの人人人人はおはおはおはお風呂風呂風呂風呂

をををを作作作作っていたなっていたなっていたなっていたなーーーー。。。。家家家家にににに帰帰帰帰ってからもってからもってからもってからも何何何何やかやとやかやとやかやとやかやとホノルルホノルルホノルルホノルルをををを近近近近くにくにくにくに感感感感じるじるじるじる。。。。写写写写

真真真真をををを整理整理整理整理しているしているしているしているとととと、、、、ハワイハワイハワイハワイのののの花花花花、、、、花花花花、、、、花花花花。。。。すごくすごくすごくすごく鮮鮮鮮鮮やかやかやかやか！！！！私私私私のののの趣味趣味趣味趣味ののののソフトソフトソフトソフト

粘土工芸粘土工芸粘土工芸粘土工芸ののののハワイハワイハワイハワイ支部訪問支部訪問支部訪問支部訪問。。。。FFFFFFFF ホノルルホノルルホノルルホノルルのののの方方方方々々々々のののの顔顔顔顔、、、、顔顔顔顔、、、、顔顔顔顔。。。。渡航渡航渡航渡航メンバーメンバーメンバーメンバーのののの    

楽楽楽楽しそうなしそうなしそうなしそうな顔顔顔顔。。。。ワイキキビーチワイキキビーチワイキキビーチワイキキビーチにににに、、、、北北北北のほうののほうののほうののほうの険険険険しいしいしいしい山山山山々。々。々。々。セスナセスナセスナセスナからからからから眺眺眺眺めためためためた

珊瑚礁珊瑚礁珊瑚礁珊瑚礁のののの海海海海。。。。日系日系日系日系ハワイハワイハワイハワイ移民移民移民移民のののの衣服研究衣服研究衣服研究衣服研究のののの川上先生川上先生川上先生川上先生とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい。。。。植物園植物園植物園植物園でででで    

思思思思いがけずいがけずいがけずいがけず出会出会出会出会ってってってって嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく話話話話したしたしたした JakeJakeJakeJake    Shimabukuro Shimabukuro Shimabukuro Shimabukuro （（（（ウクレレウクレレウクレレウクレレ奏者奏者奏者奏者））））

とのとのとのとの写真写真写真写真。。。。部屋部屋部屋部屋でででで JakeJakeJakeJake のののの CDCDCDCD をををを聞聞聞聞きながらこのきながらこのきながらこのきながらこの原稿原稿原稿原稿をををを書書書書いているといているといているといていると、、、、

LenetteLenetteLenetteLenette からからからからメールメールメールメールがががが来来来来たたたた。。。。    ～～～～EikoEikoEikoEiko！！！！粘土粘土粘土粘土ででででプルメリアプルメリアプルメリアプルメリアのののの花花花花のののの作作作作りりりり方方方方

をををを習習習習っておくのをっておくのをっておくのをっておくのを忘忘忘忘れたれたれたれた！～！～！～！～    はいはいはいはいはいはいはいはい、、、、作作作作りりりり方方方方をををを写真写真写真写真つきですぐつきですぐつきですぐつきですぐ送送送送りまりまりまりまーーーー

すすすす！！！！    FFFFFFFF 会員冥利会員冥利会員冥利会員冥利ですですですです。。。。    
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ザザザザ・・・・Hawaiian SunsetHawaiian SunsetHawaiian SunsetHawaiian Sunset                                                                    中村中村中村中村    佳代佳代佳代佳代    

    

    私私私私たちのたちのたちのたちのホストホストホストホストのののの家家家家ははははツアーツアーツアーツアー客客客客あふれるあふれるあふれるあふれるワイキキワイキキワイキキワイキキからからからから車車車車でででで４５４５４５４５分分分分のののの高台高台高台高台にあにあにあにあ

るるるる典型的典型的典型的典型的なななな住宅地住宅地住宅地住宅地だっただっただっただった。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは想像以上想像以上想像以上想像以上にににに traffic jamtraffic jamtraffic jamtraffic jam をををを嫌嫌嫌嫌ってよほどのこってよほどのこってよほどのこってよほどのこ

とがないとがないとがないとがない限限限限りりりり車車車車のののの混混混混むむむむ時間帯時間帯時間帯時間帯やややや場所場所場所場所はははは避避避避けていたのでけていたのでけていたのでけていたので当然当然当然当然ながらながらながらながら私私私私たちをたちをたちをたちを静静静静かかかか

なななな場所場所場所場所ばかりにばかりにばかりにばかりに連連連連れてれてれてれて行行行行ってくれたってくれたってくれたってくれた。。。。おかげでおかげでおかげでおかげでオアフオアフオアフオアフ島島島島のののの自然自然自然自然をををを満喫満喫満喫満喫したしたしたした。。。。    

    

おそらくおそらくおそらくおそらく日本人日本人日本人日本人のののの足跡足跡足跡足跡はははは付付付付いていなかっただろういていなかっただろういていなかっただろういていなかっただろう特別特別特別特別ののののトレッキングコーストレッキングコーストレッキングコーストレッキングコース

（（（（私有地私有地私有地私有地でででで入山入山入山入山にはにはにはには許可許可許可許可がががが必要必要必要必要））））やややや、、、、近場近場近場近場のののの静静静静かなかなかなかな海辺海辺海辺海辺、、、、屋台屋台屋台屋台ののののエビエビエビエビ料理料理料理料理、、、、顔顔顔顔

がががが触触触触れるほどれるほどれるほどれるほど近近近近くでくでくでくで見見見見たたたたウミガメウミガメウミガメウミガメとのとのとのとの遭遇遭遇遭遇遭遇、、、、などなどなどなど数数数数えきれないほどえきれないほどえきれないほどえきれないほど素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい

経験経験経験経験をしたをしたをしたをした。。。。    

    

一番感動一番感動一番感動一番感動したのはしたのはしたのはしたのはハワイハワイハワイハワイのののの最後最後最後最後のののの夜夜夜夜にににに見見見見たたたた荘厳荘厳荘厳荘厳ななななサンセットサンセットサンセットサンセットだっただっただっただった。。。。    

人人人人がほとんどいないがほとんどいないがほとんどいないがほとんどいない砂浜砂浜砂浜砂浜にににに座座座座りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、大大大大きなきなきなきな、、、、大大大大きなきなきなきな夕日夕日夕日夕日がががが、、、、長長長長いいいい、、、、長長長長いいいい水水水水

平線平線平線平線にににに静静静静かにかにかにかに、、、、しかししかししかししかしダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックにににに    

沈沈沈沈んでんでんでんで行行行行くくくく様子様子様子様子にににに私私私私たちはたちはたちはたちは息息息息をのんだをのんだをのんだをのんだ。。。。    

    

太陽太陽太陽太陽がががが海海海海にににに触触触触れたれたれたれた瞬間瞬間瞬間瞬間、、、、鳥肌鳥肌鳥肌鳥肌がたったがたったがたったがたった。。。。    

驚驚驚驚いたのはそのあといたのはそのあといたのはそのあといたのはそのあと太陽太陽太陽太陽ががががスピードスピードスピードスピードをををを    

増増増増したとしたとしたとしたと思思思思えるくらいにえるくらいにえるくらいにえるくらいに早早早早くくくく海海海海にににに沈沈沈沈んんんん    

だことだっただことだっただことだっただことだった。。。。    

    

しかししかししかししかし複雑複雑複雑複雑なななな残照残照残照残照ののののファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーはなおしばらくはなおしばらくはなおしばらくはなおしばらく続続続続きききき、、、、星星星星がががが光光光光をををを増増増増すまですまですまですまで私私私私たたたた

ちはちはちはちは海海海海とととと空空空空をををを眺眺眺眺めめめめ続続続続けたけたけたけた。。。。    

        

有難有難有難有難うううう、、、、CCCCｈｈｈｈarlie & Joarlie & Joarlie & Joarlie & JoAAAAnn ! ! !nn ! ! !nn ! ! !nn ! ! !    
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☆☆☆☆ハワイハワイハワイハワイでででで思思思思ったことったことったことったこと                                                                                                    讃井讃井讃井讃井    美逵子美逵子美逵子美逵子                

    

さよならさよならさよならさよならパーティパーティパーティパーティはははは真珠湾真珠湾真珠湾真珠湾にあるにあるにあるにあるレストランレストランレストランレストランでありましたでありましたでありましたでありました。。。。    

沢山沢山沢山沢山ののののセールボートセールボートセールボートセールボート、、、、深深深深くくくく青青青青いいいい海海海海、、、、それらをそれらをそれらをそれらを取取取取りりりり囲囲囲囲んでいるんでいるんでいるんでいる丘丘丘丘

のののの佇佇佇佇まいをまいをまいをまいを見見見見ながらながらながらながら、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても 68686868 年前年前年前年前のののの事事事事にににに思思思思いをいをいをいを馳馳馳馳せずせずせずせず

にはいられませんでしたにはいられませんでしたにはいられませんでしたにはいられませんでした。。。。とてもとてもとてもとても好好好好いいいい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のなかでのなかでのなかでのなかで 1111 週間週間週間週間のののの

思思思思いいいい出出出出をををを語語語語りりりり合合合合いいいい、、、、フラフラフラフラダンスダンスダンスダンスをををを楽楽楽楽しししし

んだあのんだあのんだあのんだあの時間時間時間時間のなかでのなかでのなかでのなかで。。。。    

            このこのこのこの平和平和平和平和なななな時代時代時代時代にあのようなにあのようなにあのようなにあのような事事事事

をををを想像想像想像想像するのはするのはするのはするのは困難困難困難困難ですがですがですがですが、、、、過去過去過去過去をををを

学学学学びこれからのびこれからのびこれからのびこれからの人人人人々々々々がががが平和平和平和平和にににに過過過過ごせごせごせごせ

ますようにますようにますようにますように努努努努めめめめ、、、、祈祈祈祈っていきたいものですっていきたいものですっていきたいものですっていきたいものです。。。。    

    

    

    

☆☆☆☆初初初初めてのめてのめてのめての EXCHANGEEXCHANGEEXCHANGEEXCHANGE                                                                                        笠村笠村笠村笠村    昭美昭美昭美昭美    

    

私私私私はははは今回今回今回今回がががが初初初初めめめめてのてのてのての参加参加参加参加。。。。    ““““exchange exchange exchange exchange ””””    するとはするとはするとはするとは？？？？    分分分分からないままのからないままのからないままのからないままの出発出発出発出発    

でしたでしたでしたでした。。。。私私私私のののの今今今今までのまでのまでのまでの旅行旅行旅行旅行とととと大大大大きくきくきくきく違違違違っていたのはっていたのはっていたのはっていたのは、、、、とてもとてもとてもとても多多多多くのくのくのくの人達人達人達人達にににに出会出会出会出会ったったったった事事事事    

でしたでしたでしたでした。。。。またまたまたまた、、、、それがそれがそれがそれが一番一番一番一番のののの収穫収穫収穫収穫でしたでしたでしたでした。。。。    

    

ホステスホステスホステスホステスののののフランシスフランシスフランシスフランシスはははは見知見知見知見知らぬらぬらぬらぬ人人人人でもでもでもでも        

すぐすぐすぐすぐ声声声声をををを掛掛掛掛けるけるけるける人人人人だったのでだったのでだったのでだったので、、、、彼女彼女彼女彼女とととと彼彼彼彼らららら    

のののの会話会話会話会話をををを聞聞聞聞くだけでもくだけでもくだけでもくだけでも楽楽楽楽ししししいものでしたいものでしたいものでしたいものでした。。。。    

    

リゾートリゾートリゾートリゾート地地地地ホノルルホノルルホノルルホノルルのののの側面側面側面側面とととと、、、、多多多多くのくのくのくの国国国国からからからから入入入入ってってってって来来来来たたたた人人人人たちがたちがたちがたちが他他他他のののの文化文化文化文化をををを吸収吸収吸収吸収しししし    

合合合合いながらいながらいながらいながら、、、、うまくやっていこうとしているうまくやっていこうとしているうまくやっていこうとしているうまくやっていこうとしている側面側面側面側面のののの両方両方両方両方をををを知知知知ったようなったようなったようなったような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    

帰帰帰帰ったったったった今今今今、、、、““““exchange exchange exchange exchange ””””とはこういうとはこういうとはこういうとはこういう事事事事かなかなかなかな、、、、ってってってって少少少少しししし分分分分かったようなかったようなかったようなかったような気気気気がしていまがしていまがしていまがしていま

すすすす。。。。    
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次次次次はははは、、、、東京東京東京東京からからからから参加参加参加参加したとてもしたとてもしたとてもしたとても CUTECUTECUTECUTE なななな斉藤斉藤斉藤斉藤めぐみさんのめぐみさんのめぐみさんのめぐみさんの体験文体験文体験文体験文ですですですです。。。。    

    

☆☆☆☆初初初初    ““““FFFFFFFF””””    ハワイハワイハワイハワイ体験体験体験体験                                                                                                                斉藤斉藤斉藤斉藤めぐみめぐみめぐみめぐみ    

    

念願念願念願念願のののの FFFFFFFF でのでのでのでのハワイハワイハワイハワイ渡航渡航渡航渡航でしたでしたでしたでした。。。。私私私私ののののホストホストホストホストややややホストホストホストホストのののの友人友人友人友人ももももアメリカアメリカアメリカアメリカ本本本本

土土土土やややや他国他国他国他国からのからのからのからの移住移住移住移住でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、ハワイハワイハワイハワイのののの伝説伝説伝説伝説、、、、ハワイハワイハワイハワイ語語語語、、、、伝統的伝統的伝統的伝統的ななななハワイハワイハワイハワイ

アンキルトアンキルトアンキルトアンキルト、、、、フラフラフラフラ、、、、そしてそしてそしてそしてウクレレウクレレウクレレウクレレ演奏演奏演奏演奏などのなどのなどのなどのハワイハワイハワイハワイ文化文化文化文化にににに触触触触れるれるれるれる機会機会機会機会はははは、、、、

残念残念残念残念ながらありませんでしたながらありませんでしたながらありませんでしたながらありませんでした。。。。    

とはとはとはとはいえいえいえいえ、、、、ホストホストホストホストのごのごのごのご夫婦夫婦夫婦夫婦ももももハワイクラブハワイクラブハワイクラブハワイクラブのみなさんもとてものみなさんもとてものみなさんもとてものみなさんもとても暖暖暖暖かくかくかくかく、、、、    

イイイイルルルルカカカカややややホヌホヌホヌホヌ（（（（青海亀青海亀青海亀青海亀））））とととと一緒一緒一緒一緒にににに泳泳泳泳げるげるげるげるツアーツアーツアーツアーをををを企画企画企画企画してくださったりしてくださったりしてくださったりしてくださったり、、、、移移移移

民当時民当時民当時民当時のののの生活生活生活生活をををを見学見学見学見学したりしたりしたりしたり、、、、幸幸幸幸せでせでせでせで楽楽楽楽しいしいしいしい一週間一週間一週間一週間でしたでしたでしたでした。。。。EDEDEDED のののの賀来賀来賀来賀来さんさんさんさん、、、、参参参参

加加加加したみなさんしたみなさんしたみなさんしたみなさん、、、、おおおお世話世話世話世話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

 

 

  

 

 

 

    

    

☆☆☆☆幸幸幸幸せなせなせなせな一週間一週間一週間一週間                                                                                                                    渡邊渡邊渡邊渡邊    多佳子多佳子多佳子多佳子    

    

夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに娘娘娘娘がががが２２２２歳男歳男歳男歳男のののの子子子子のののの双子双子双子双子をををを連連連連れてれてれてれて１１１１っっっっ月間月間月間月間、、、、我我我我がががが家家家家にににに里帰里帰里帰里帰りしておりりしておりりしておりりしており、、、、    

やっとおやっとおやっとおやっとお盆盆盆盆すぎすぎすぎすぎにににに帰帰帰帰ったのでったのでったのでったので、、、、旅行旅行旅行旅行のののの用意用意用意用意をしようとをしようとをしようとをしようと思思思思ったったったった次次次次のののの日日日日にににに、、、、主人主人主人主人のののの伯伯伯伯

父父父父がががが亡亡亡亡くなってくなってくなってくなって、、、、義姉義姉義姉義姉、、、、義妹義妹義妹義妹、、、、従兄弟従兄弟従兄弟従兄弟とととと我我我我がががが家家家家にににに４４４４－－－－５５５５日滞在日滞在日滞在日滞在しししし、、、、帰帰帰帰ったのがったのがったのがったのがハハハハ

ワイワイワイワイ出発出発出発出発３３３３日前日前日前日前。。。。    本当本当本当本当にににに慌慌慌慌しくしくしくしく、、、、無駄無駄無駄無駄なななな物物物物ばかりをいっぱいばかりをいっぱいばかりをいっぱいばかりをいっぱい詰詰詰詰めめめめ込込込込んでのんでのんでのんでの出発出発出発出発

でしたでしたでしたでした。。。。    

ハワイハワイハワイハワイにににに到着到着到着到着したしたしたした次次次次のののの日日日日、、、、ホストホストホストホストののののボビーボビーボビーボビーのののの８４８４８４８４歳歳歳歳のののの誕生日誕生日誕生日誕生日、、、、知知知知らなからなからなからなかったったったった    

私私私私ははははプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントするするするする物物物物がががが無無無無くてくてくてくて、、、、申申申申しししし訳訳訳訳なくなくなくなく思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその彼彼彼彼ががががパパパパンンンン、、、、ケーキケーキケーキケーキをををを

何度何度何度何度もももも焼焼焼焼いてくれいてくれいてくれいてくれ！！！！毎日毎日毎日毎日私私私私のののの朝食朝食朝食朝食をををを準備準備準備準備してくれしてくれしてくれしてくれ！！！！（（（（彼彼彼彼らはらはらはらは朝食朝食朝食朝食はははは飲飲飲飲みみみみ物物物物だけだけだけだけ））））、、、、

ハナウマハナウマハナウマハナウマ湾湾湾湾のののの近近近近くにくにくにくに住住住住んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるので、、、、シュノーケルシュノーケルシュノーケルシュノーケルをするためをするためをするためをするため２２２２回回回回、、、、朝朝朝朝５５５５時半時半時半時半にににに

起起起起きてきてきてきて連連連連れてれてれてれて行行行行ききききステキステキステキステキににににエスコートエスコートエスコートエスコートしてくれしてくれしてくれしてくれ！！！！、、、、帰帰帰帰るるるる前前前前のののの晩晩晩晩におにおにおにお土産土産土産土産ににににパンパンパンパンとととと

ケーキケーキケーキケーキをををを又焼又焼又焼又焼いてくれいてくれいてくれいてくれたりたりたりたり！！！！！！！！、、、、ととととっっっってもてもてもても感激感激感激感激しましたしましたしましたしました！！！！！！！！！！！！    

ロビーロビーロビーロビーはははは副副副副 EDEDEDED でででで忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、つたないつたないつたないつたない私私私私のののの英語英語英語英語をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと沢山話沢山話沢山話沢山話をををを    

してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。    
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    今回一人今回一人今回一人今回一人でのでのでのでのステイステイステイステイはははは不安不安不安不安でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、二人二人二人二人のやさしさにのやさしさにのやさしさにのやさしさに私私私私ははははリラックスリラックスリラックスリラックスしてしてしてして１１１１週間週間週間週間

楽楽楽楽しいしいしいしい毎日毎日毎日毎日でしたでしたでしたでした。。。。二人共二人共二人共二人共、、、、行動的行動的行動的行動的でででで全全全全くくくく老老老老いをいをいをいを感感感感じさせないじさせないじさせないじさせないステキステキステキステキななななカップルカップルカップルカップルでしでしでしでし

たたたた。。。。又又又又いついついついつかかかか、、、、ハワイハワイハワイハワイのののの家家家家にににに行行行行くくくく事事事事、、、、メールメールメールメールをををを毎日見毎日見毎日見毎日見るるるる事事事事をををを約束約束約束約束してしてしてして別別別別れましたれましたれましたれました。。。。    

私私私私ももももロビーロビーロビーロビーととととボビーボビーボビーボビーのようのようのようのようにににに年年年年をををを重重重重ねたいとねたいとねたいとねたいと強強強強くくくく感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ハワイハワイハワイハワイ渡航渡航渡航渡航をををを終終終終えてえてえてえて・・・・・・・・・・・・                                                                                                            西尾西尾西尾西尾    倫子倫子倫子倫子    

    

    初初初初めてめてめてめて FFFFFFFF のののの交流交流交流交流にににに参加参加参加参加させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。さすがさすがさすがさすが FF,FF,FF,FF,地元地元地元地元のののの方方方方ならではのならではのならではのならではの    

オプションオプションオプションオプションやややや、、、、レストランレストランレストランレストランののののチョイスチョイスチョイスチョイス。。。。とてもとてもとてもとても得得得得したしたしたした気分気分気分気分ですですですです。（。（。（。（*^.^**^.^**^.^**^.^*））））レストランレストランレストランレストランでででで    

割割割割りりりり引引引引きききき券券券券のののの活用法活用法活用法活用法などなどなどなど、、、、とてもとてもとてもとても勉強勉強勉強勉強になりましたになりましたになりましたになりました！！！！    

ホストホストホストホストのののの方方方方はとはとはとはと言言言言うとうとうとうと、、、、９０９０９０９０歳前歳前歳前歳前のののの未亡人未亡人未亡人未亡人、、、、独独独独りりりり暮暮暮暮らしのおらしのおらしのおらしのお宅宅宅宅ですですですです。。。。多分多分多分多分９０９０９０９０歳前歳前歳前歳前

ですですですです。。。。年齢教年齢教年齢教年齢教えてくれませんでしたえてくれませんでしたえてくれませんでしたえてくれませんでした。＾。＾。＾。＾_^_^_^_^；；；；        おおおお茶目茶目茶目茶目でしょでしょでしょでしょ！！！！    おおおお部屋部屋部屋部屋ははははワイキキビワイキキビワイキキビワイキキビ

ーチーチーチーチからからからから歩歩歩歩いていていていて５５５５分分分分ののののコンドミニアムコンドミニアムコンドミニアムコンドミニアム３２３２３２３２階階階階、、、、オーシャンビューオーシャンビューオーシャンビューオーシャンビューがががが素晴素晴素晴素晴らしくらしくらしくらしく、、、、どれだどれだどれだどれだ

けのけのけのけの時間時間時間時間ベランダベランダベランダベランダででででボーボーボーボーっとしていただろうかっとしていただろうかっとしていただろうかっとしていただろうか・・・・・・・・・・・・。。。。音楽聴音楽聴音楽聴音楽聴きながらきながらきながらきながらボボボボ～、～、～、～、本本本本をををを読読読読んんんん

ではではではではボボボボ～、～、～、～、しまいにはしまいにはしまいにはしまいにはウトウトウトウトウトウトウトウト・・・・・・・・・・・・満喫満喫満喫満喫ですですですです！！！！難点難点難点難点はははは、、、、そのそのそのその部屋部屋部屋部屋ががががワンルームワンルームワンルームワンルームってってってって

言言言言うことですかねうことですかねうことですかねうことですかね・・・・・・・・・・・・((((笑笑笑笑))))。。。。    隣隣隣隣ににににホストホストホストホストさんさんさんさん寝寝寝寝てるしてるしてるしてるし    （；－。－）（；－。－）（；－。－）（；－。－）・・・・・・・・・・・・いびきとかいびきとかいびきとかいびきとか大丈大丈大丈大丈

夫夫夫夫だったんだろうかだったんだろうかだったんだろうかだったんだろうか？？？？？？？？    

        

    ひとつひとつひとつひとつ反省反省反省反省することすることすることすることがありましてがありましてがありましてがありまして((((他他他他にもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが・・・・・・・・))))、、、、実実実実はわたくしはわたくしはわたくしはわたくし、、、、英語英語英語英語がががが全全全全

くくくく駄目駄目駄目駄目でしてでしてでしてでして、、、、そんなそんなそんなそんな私私私私がひとりでのがひとりでのがひとりでのがひとりでのステイステイステイステイをををを希望希望希望希望したのですからしたのですからしたのですからしたのですから無謀無謀無謀無謀ですよねですよねですよねですよね。。。。。。。。    

ホストホストホストホストさんはさんはさんはさんは一人暮一人暮一人暮一人暮らしですしらしですしらしですしらしですし、、、、さぞかしいろいろなさぞかしいろいろなさぞかしいろいろなさぞかしいろいろな話話話話もしたかったでしょうにもしたかったでしょうにもしたかったでしょうにもしたかったでしょうに、、、、私私私私にににに

話話話話しかけてもしかけてもしかけてもしかけても、、、、私私私私のののの頭頭頭頭のののの上上上上にはにはにはには？？？？？？？？？？？？マークマークマークマークがいっぱいでがいっぱいでがいっぱいでがいっぱいで、、、、寂寂寂寂しそうでしたしそうでしたしそうでしたしそうでした。。。。。。。。。。。。。。。。    

    

私私私私がなんとかがなんとかがなんとかがなんとか単語単語単語単語をををを思思思思いいいい出出出出しながらそれをしながらそれをしながらそれをしながらそれを並並並並べてべてべてべて

伝伝伝伝えようとしてもえようとしてもえようとしてもえようとしても、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔でででで““““おおおお～、～、～、～、無理無理無理無理ですですですです～～～～～～～～～～～～    

（＾。＾；）（＾。＾；）（＾。＾；）（＾。＾；）    無理無理無理無理ですですですです～～～～～～～～～～～～っといったっといったっといったっといった感感感感じでいましじでいましじでいましじでいまし

たのでたのでたのでたので、、、、比較的比較的比較的比較的、、、、いやいやいやいやいやいやいやいや、、、、超静超静超静超静かにかにかにかに過過過過ごしてきまごしてきまごしてきまごしてきま

したしたしたした。（。（。（。（笑笑笑笑））））                                
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    次回参加次回参加次回参加次回参加するまでにはするまでにはするまでにはするまでには、、、、少少少少しはしはしはしは英語英語英語英語のののの理解力理解力理解力理解力をををを                

高高高高めていようとめていようとめていようとめていようと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに大変大変大変大変おおおお世話世話世話世話にににに        

なりましたなりましたなりましたなりました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。！！！！！。！！！！！。！！！！！。！！！！！    

 

 

Official Official Official Official ハワイハワイハワイハワイ        OfficiousOfficiousOfficiousOfficious    アトランタアトランタアトランタアトランタ                                                    水頭水頭水頭水頭    八洲子八洲子八洲子八洲子    

    

娘娘娘娘のののの結婚式以来結婚式以来結婚式以来結婚式以来７７７７年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりのハワイハワイハワイハワイ。。。。前回同様前回同様前回同様前回同様、、、、甘甘甘甘いいいいプリメリアプリメリアプリメリアプリメリアのののの花花花花のののの香香香香りにりにりにりに、、、、青青青青

海海海海ガメガメガメガメがゆったりとがゆったりとがゆったりとがゆったりと泳泳泳泳ぐぐぐぐ青青青青いいいい海海海海とととと青青青青いいいい空空空空。。。。やっぱりやっぱりやっぱりやっぱりハワイハワイハワイハワイはいいですねはいいですねはいいですねはいいですね～。～。～。～。今回今回今回今回のののの

ステイステイステイステイはははは中村佳代中村佳代中村佳代中村佳代さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒でででで、、、、心強心強心強心強くくくく、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい思思思思いいいい出出出出をををを沢山沢山沢山沢山いただきいただきいただきいただき感謝感謝感謝感謝していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

    

笑顔笑顔笑顔笑顔でででで出迎出迎出迎出迎えのえのえのえのジョアンジョアンジョアンジョアンさんにさんにさんにさんに案内案内案内案内されたおされたおされたおされたお宅宅宅宅はははは、、、、オアフオアフオアフオアフ島島島島のののの西側西側西側西側ですですですです。。。。ワイキワイキワイキワイキ

キビーチキビーチキビーチキビーチからはかなりからはかなりからはかなりからはかなり離離離離れていますれていますれていますれています。。。。おかげでおかげでおかげでおかげで観光観光観光観光ではではではでは行行行行けないけないけないけない近近近近くのくのくのくのビーチビーチビーチビーチやややや

山山山山にににに連連連連れてれてれてれて行行行行ってもらいましたってもらいましたってもらいましたってもらいました。。。。初日初日初日初日はははは、、、、シャイシャイシャイシャイでででで優優優優しいしいしいしい夫夫夫夫ののののチャーリーチャーリーチャーリーチャーリーさんのさんのさんのさんの運転運転運転運転

ででででポリネシアンポリネシアンポリネシアンポリネシアン・・・・カルチャーセンターカルチャーセンターカルチャーセンターカルチャーセンターへへへへ。。。。なんといってもなんといってもなんといってもなんといってもナイトショーナイトショーナイトショーナイトショーはははは見見見見ごたえごたえごたえごたえ十分十分十分十分

でしたでしたでしたでした。。。。途中途中途中途中、、、、念願念願念願念願ののののノースショアノースショアノースショアノースショア、、、、ガーリックガーリックガーリックガーリックえびえびえびえびランランランランチチチチもももも体験体験体験体験できましたできましたできましたできました。。。。初日初日初日初日かかかか

らこれですかららこれですかららこれですかららこれですから毎日毎日毎日毎日がががが感動感動感動感動のののの連続連続連続連続ですですですです。。。。ププププランテーションランテーションランテーションランテーション・・・・ビレッジビレッジビレッジビレッジでのでのでのでの移民移民移民移民のののの方方方方

のおのおのおのお話話話話。。。。日系日系日系日系のののの方方方方々々々々のののの心心心心のこもったのこもったのこもったのこもった手料理手料理手料理手料理をごをごをごをご馳走馳走馳走馳走になったになったになったになった事事事事。。。。２２２２度目度目度目度目ののののダイアモダイアモダイアモダイアモ

ンドンドンドンド・・・・ヘッヘッヘッヘッドドドド登山登山登山登山。。。。予想予想予想予想にににに反反反反しししし、、、、本格的本格的本格的本格的だっただっただっただったドルフィンドルフィンドルフィンドルフィン・・・・シュノーケリングシュノーケリングシュノーケリングシュノーケリング。。。。ゲストゲストゲストゲストもももも

招招招招きききき、、、、佳代佳代佳代佳代さんとさんとさんとさんと２２２２人人人人でででで作作作作ったったったったカレーライスカレーライスカレーライスカレーライスのののの美味美味美味美味しかったことしかったことしかったことしかったこと。。。。    

    

なんといってもなんといってもなんといってもなんといっても一番一番一番一番のののの思思思思いいいい出出出出はははは、、、、近近近近くのくのくのくのビーチビーチビーチビーチでのでのでのでのサンセットサンセットサンセットサンセット。。。。太陽太陽太陽太陽がががが沈沈沈沈んでんでんでんで行行行行くくくく

様様様様をただじっとをただじっとをただじっとをただじっと見見見見つめていましたつめていましたつめていましたつめていました。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの希望希望希望希望をくんでをくんでをくんでをくんで夕食夕食夕食夕食をををを持持持持ってってってってビーチビーチビーチビーチにににに連連連連

れてれてれてれて行行行行ってくださったってくださったってくださったってくださった心優心優心優心優しいしいしいしいジョアンジョアンジョアンジョアンさんとさんとさんとさんとチャーリーチャーリーチャーリーチャーリーさんにさんにさんにさんに感謝感謝感謝感謝。。。。有難有難有難有難うございまうございまうございまうございま

したしたしたした。。。。    

佳代佳代佳代佳代さんとさんとさんとさんと２２２２人人人人、、、、アトランタアトランタアトランタアトランタ空港空港空港空港にににに着着着着いたのはいたのはいたのはいたのは次次次次のののの日日日日のののの朝朝朝朝７７７７時時時時。。。。佳代佳代佳代佳代さんのさんのさんのさんのアンアンアンアン

バサダーバサダーバサダーバサダー。。。。ジミージミージミージミーさんとさんとさんとさんとアニーアニーアニーアニーさんさんさんさん（（（（今回今回今回今回ははははホストホストホストホスト））））私私私私ののののアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダー。。。。ニールニールニールニールさんとさんとさんとさんと

ビビアンビビアンビビアンビビアンさんさんさんさん（（（（今回今回今回今回ははははホストホストホストホスト））））早朝早朝早朝早朝のののの出迎出迎出迎出迎えにえにえにえに恐縮恐縮恐縮恐縮しながらもしながらもしながらもしながらも、ＣＮＮ、、ＣＮＮ、、ＣＮＮ、、ＣＮＮ、コカコーラコカコーラコカコーラコカコーラ、Ｆ、Ｆ、Ｆ、Ｆ

ＦＦＦＦのののの本部本部本部本部にとにとにとにと連連連連れてれてれてれて行行行行ってってってって頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    

１１１１日日日日おいておいておいておいて３３３３日目日目日目日目はははは、、、、佳代佳代佳代佳代さんさんさんさん達達達達がががが我我我我がががが家家家家((((？？？？))))へへへへ。。。。一緒一緒一緒一緒ににににストーンストーンストーンストーン・・・・マウンテンマウンテンマウンテンマウンテンにににに

登登登登りりりり、、、、そのそのそのその後後後後、、、、麓麓麓麓でのでのでのでのイエローイエローイエローイエロー・・・・デイジーデイジーデイジーデイジー・・・・フェステイバルフェステイバルフェステイバルフェステイバルにににに。。。。家家家家にににに戻戻戻戻るとるとるとると、、、、懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい

顔顔顔顔ぶれぶれぶれぶれ。。。。福岡福岡福岡福岡以来以来以来以来ののののアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダー４４４４組組組組がががが料理料理料理料理をををを持持持持ってってってって来来来来てててて下下下下さりさりさりさり総勢総勢総勢総勢１４１４１４１４名名名名のにぎのにぎのにぎのにぎ

やかなやかなやかなやかなパーテイーパーテイーパーテイーパーテイーとなりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。解散後解散後解散後解散後またまたまたまた、、、、ストーンストーンストーンストーン・・・・マウンテンマウンテンマウンテンマウンテンにににに佳代佳代佳代佳代さんさんさんさん達達達達とととと

出出出出かけかけかけかけ花火花火花火花火、、、、レーザーショーレーザーショーレーザーショーレーザーショーをををを堪能堪能堪能堪能しましたしましたしましたしました。。。。今日一日今日一日今日一日今日一日のののの、、、、なんとなんとなんとなんと長長長長かったことかったことかったことかったこと。。。。    



    10101010    

    

私私私私はははは、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの人人人人々々々々とのとのとのとの出会出会出会出会いをいをいをいを体験体験体験体験しましたしましたしましたしました。。。。おおおお孫孫孫孫さんのさんのさんのさんの洗礼式洗礼式洗礼式洗礼式、、、、バースデバースデバースデバースデ

ーーーー・・・・パーテイーパーテイーパーテイーパーテイー、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園。。。。教会教会教会教会のおのおのおのお友達友達友達友達ととととレストランレストランレストランレストランでのでのでのでの夕食夕食夕食夕食。。。。ガーデニングガーデニングガーデニングガーデニングのおのおのおのお友達友達友達友達

５５５５名名名名がががが、、、、見見見見えたえたえたえた日日日日はははは「「「「日本日本日本日本デーデーデーデー」。」。」。」。カレーライスカレーライスカレーライスカレーライスにににに味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁サラダサラダサラダサラダをををを作作作作りりりり、、、、ワインワインワインワインのおつのおつのおつのおつ

まみはまみはまみはまみはオカキオカキオカキオカキ。。。。私私私私はゆかたはゆかたはゆかたはゆかた、、、、ビビアンビビアンビビアンビビアンさんはさんはさんはさんは羽織羽織羽織羽織、、、、ニールニールニールニールさんはさんはさんはさんは日本日本日本日本のののの着物着物着物着物？？？？にににに鉢巻鉢巻鉢巻鉢巻

でででで、、、、ゲストゲストゲストゲストのおのおのおのお出迎出迎出迎出迎ええええ。。。。    

楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった日日日日々々々々はははは、、、、あっとあっとあっとあっと言言言言うううう間間間間にににに過過過過ぎぎぎぎ、、、、慣慣慣慣れれれれ親親親親しんだしんだしんだしんだ我我我我がががが家家家家、、、、我我我我がががが部屋部屋部屋部屋ともさともさともさともさ

ようならようならようならようなら。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験                                                                                                                                            瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸    敏明敏明敏明敏明    

    

    

今今今今まではまではまではまではホストファミリーホストファミリーホストファミリーホストファミリーのののの経験経験経験経験はははは何度何度何度何度もももも有有有有るもののるもののるもののるものの、、、、アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーとしとしとしとし

てててて初初初初めてのめてのめてのめての経験経験経験経験をををを積積積積んだんだんだんだ今回今回今回今回のののの渡航渡航渡航渡航によりによりによりにより得得得得たたたた、、、、多多多多くのくのくのくの新鮮新鮮新鮮新鮮なななな体験体験体験体験をををを、、、、

ホストファミリーホストファミリーホストファミリーホストファミリーとなるとなるとなるとなる時時時時にににに、、、、大大大大いにいにいにいに役立役立役立役立てるてるてるてる事事事事がががが出来出来出来出来るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。    

コンドーコンドーコンドーコンドーのののの快適快適快適快適なななな一週間一週間一週間一週間ののののステイステイステイステイをををを提供提供提供提供してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいたサニーサニーサニーサニーさんにさんにさんにさんに感謝感謝感謝感謝

するとするとするとすると共共共共にににに、、、、ディナーホストディナーホストディナーホストディナーホストとしてとしてとしてとして私私私私どもをどもをどもをどもを招待招待招待招待してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいたキャロラインキャロラインキャロラインキャロラインさんさんさんさん

達達達達のののの本当本当本当本当にににに暖暖暖暖かいかいかいかい歓迎歓迎歓迎歓迎ぶりをぶりをぶりをぶりを、、、、脳裏脳裏脳裏脳裏にににに刻刻刻刻みみみみ込込込込んでんでんでんで、、、、決決決決してしてしてして忘忘忘忘れることはないでしょうれることはないでしょうれることはないでしょうれることはないでしょう。。。。    

またまたまたまた、、、、多多多多くのくのくのくの移民移民移民移民をををを受受受受けけけけ入入入入れたれたれたれたハワイハワイハワイハワイのののの中中中中でででで、、、、    日本人日本人日本人日本人がががが如何如何如何如何ににににアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人としてとしてとしてとして生生生生きていきていきていきてい

かなければならなかったかかなければならなかったかかなければならなかったかかなければならなかったか、、、、そうゆうそうゆうそうゆうそうゆう時代時代時代時代をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、日本人日本人日本人日本人としてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りをりをりをりを次世代次世代次世代次世代にににに伝伝伝伝えてえてえてえて

きたきたきたきた一世一世一世一世のののの方方方方々、々、々、々、それをそれをそれをそれを継承継承継承継承してしてしてして現在活躍現在活躍現在活躍現在活躍されているされているされているされている,,,,日系人日系人日系人日系人のののの方方方方々々々々のののの事事事事がががが、、、、身近身近身近身近にににに感感感感じじじじ

るるるる事事事事がががが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    

    

同行同行同行同行のののの皆様皆様皆様皆様、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間をありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございました！！！！    

    



    11111111    

    

ゴージャスゴージャスゴージャスゴージャス！！！！                                                                                                                                    瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸    紀子紀子紀子紀子    

    

今回今回今回今回でででで四回目四回目四回目四回目ののののハワイハワイハワイハワイにににに期待期待期待期待していたしていたしていたしていた事事事事とととと言言言言えばえばえばえば、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと一日過一日過一日過一日過ごしたりごしたりごしたりごしたり、、、、スーパースーパースーパースーパーにににに

夕食夕食夕食夕食のののの買買買買いいいい物物物物にににに出出出出かけたりかけたりかけたりかけたり、、、、そそそそのようなのようなのようなのような日常日常日常日常のののの生活生活生活生活でででで一週間過一週間過一週間過一週間過ごしながらごしながらごしながらごしながら、、、、時時時時々々々々おおおお友達友達友達友達とととと

手料理手料理手料理手料理ででででディナーディナーディナーディナー・・・・・・・・・・・・そうそうそうそうであればであればであればであればハワイアンハワイアンハワイアンハワイアンになったになったになったになった気持気持気持気持でででで、、、、すごくすごくすごくすごく幸幸幸幸せだったとせだったとせだったとせだったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

でもでもでもでも、、、、そうはそうはそうはそうはいきませんでしたがいきませんでしたがいきませんでしたがいきませんでしたが、、、、、、、、私私私私たちたちたちたち夫婦夫婦夫婦夫婦ののののホストホストホストホストののののサニーサニーサニーサニーさんからさんからさんからさんから沢山沢山沢山沢山ののののハワイハワイハワイハワイ情報情報情報情報をををを

手手手手にににに入入入入れれれれることがることがることがることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    

フレンドシップフレンドシップフレンドシップフレンドシップでのでのでのでの初初初初めてのめてのめてのめての訪問訪問訪問訪問はははは、、、、オハイオオハイオオハイオオハイオののののデイトンデイトンデイトンデイトンでしたでしたでしたでした。。。。同同同同じじじじ USAUSAUSAUSA でもでもでもでも常夏常夏常夏常夏のののの島島島島ハハハハ

ワイワイワイワイではではではでは、、、、年配年配年配年配のののの方方方方がががが住住住住むにはむにはむにはむにはパラダイスパラダイスパラダイスパラダイスではあるかもではあるかもではあるかもではあるかも知知知知れれれれませんませんませんません。。。。しがししがししがししがし、、、、若若若若いいいい人達人達人達人達にはもっにはもっにはもっにはもっ

とととと刺激刺激刺激刺激とととと活気活気活気活気のあるのあるのあるのある、、、、ロスロスロスロスややややニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークでででで生活生活生活生活したりしたりしたりしたり働働働働くほうがよいとのことくほうがよいとのことくほうがよいとのことくほうがよいとのこと。。。。でもでもでもでも老人老人老人老人のののの域域域域にににに

入入入入ったったったった私私私私にしてみればにしてみればにしてみればにしてみればハワイハワイハワイハワイのののの生活生活生活生活にににに浸浸浸浸りたいりたいりたいりたい気気気気もあるけれどもあるけれどもあるけれどもあるけれど、、、、永永永永くくくく住住住住むとむとむとむと退屈退屈退屈退屈かなかなかなかな・・・・・・・・ともともともとも感感感感

じますじますじますじます。。。。しかししかししかししかしハワイアンハワイアンハワイアンハワイアンからからからから言言言言えばえばえばえばセカセカセカセカセカセカセカセカしたしたしたした日本日本日本日本ではではではでは、、、、寿命寿命寿命寿命がががが短短短短くなるとくなるとくなるとくなると言言言言うでしょうねうでしょうねうでしょうねうでしょうね。。。。    

    

オアフオアフオアフオアフでもでもでもでも経済経済経済経済はははは悪化悪化悪化悪化していてしていてしていてしていて、、、、ビルビルビルビルややややコンドコンドコンドコンドもももも建設中建設中建設中建設中にににに工事工事工事工事ストップストップストップストップになりになりになりになり多多多多くのくのくのくの工事関工事関工事関工事関

係者係者係者係者がががが失職失職失職失職するするするする為為為為、、、、商品商品商品商品のののの購買力購買力購買力購買力がががが落落落落ちちちち悪循環悪循環悪循環悪循環をきたしているとをきたしているとをきたしているとをきたしていると、、、、聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。    

そそそそのようなのようなのようなのような状況状況状況状況のののの中中中中にもにもにもにも関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、ホステスホステスホステスホステスであるであるであるであるサニーサニーサニーサニーさんやさんやさんやさんや、、、、デイホストデイホストデイホストデイホストとしてとしてとしてとしてディナーディナーディナーディナーにににに招招招招

待待待待してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいたキャロラインキャロラインキャロラインキャロラインさんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻とととと、、、、そのおそのおそのおそのお友達友達友達友達のののの心心心心こもったおもてなしはこもったおもてなしはこもったおもてなしはこもったおもてなしは私私私私たちをたちをたちをたちを大大大大いにいにいにいに

感激感激感激感激させましたさせましたさせましたさせました。。。。そのそのそのその気持気持気持気持ちをどうちをどうちをどうちをどう表現出来表現出来表現出来表現出来るかるかるかるか考考考考えるえるえるえる余裕余裕余裕余裕もなくもなくもなくもなく、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの合唱合唱合唱合唱にににに乗乗乗乗せられせられせられせられ

てててて、、、、ジーンズジーンズジーンズジーンズ姿姿姿姿ののののハワイアンダンスハワイアンダンスハワイアンダンスハワイアンダンスをををを披露披露披露披露するはめになりましたがするはめになりましたがするはめになりましたがするはめになりましたが、、、、これがこれがこれがこれが大大大大いにいにいにいに受受受受けてけてけてけて拍手喝拍手喝拍手喝拍手喝

采采采采となったとなったとなったとなった次第次第次第次第ですですですです....。。。。    楽楽楽楽しいそしてしいそしてしいそしてしいそしてゴージャスゴージャスゴージャスゴージャスなななな夜夜夜夜ををををサニーサニーサニーサニーさんさんさんさん、、、、キャロラインキャロラインキャロラインキャロラインさんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻、、、、そそそそ

してそのおしてそのおしてそのおしてそのお友達友達友達友達とととと過過過過ごすことがごすことがごすことがごすことが出来出来出来出来てててて本当本当本当本当にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしいオアフオアフオアフオアフのののの生活生活生活生活のののの一端一端一端一端をををを垣間見垣間見垣間見垣間見るるるる事事事事がががが

出来出来出来出来てててて幸幸幸幸せでしたせでしたせでしたせでした。。。。    

    

今回今回今回今回のののの渡航渡航渡航渡航でででで少少少少しししし違違違違ったとったとったとったと感感感感じたのはじたのはじたのはじたのは、、、、若若若若いいいい方方方方がががが参加参加参加参加してくれていたからではとしてくれていたからではとしてくれていたからではとしてくれていたからではと思思思思いましいましいましいまし

たたたた....。。。。    これはこれはこれはこれは大変大事大変大事大変大事大変大事でででで良良良良いことだといことだといことだといことだと思思思思いますいますいますいます。。。。若若若若いいいい方方方方にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん会員会員会員会員になっていただいてになっていただいてになっていただいてになっていただいて若若若若

いいいいエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを吹吹吹吹きききき込込込込んでんでんでんで貰貰貰貰いたいたいたいたいですねいですねいですねいですね。。。。毎回渡航毎回渡航毎回渡航毎回渡航するたびにするたびにするたびにするたびに感感感感じるのはじるのはじるのはじるのは、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーのののの

方方方方々々々々にににに助助助助けられているけられているけられているけられている事事事事ですですですです。。。。おおおお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！    
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““““Free DayFree DayFree DayFree Day””””                                                                                                                                        中村中村中村中村    紀子紀子紀子紀子    

                                                                                                                            

私達私達私達私達ののののホストホストホストホストはははは、、、、麻酔医麻酔医麻酔医麻酔医だっただっただっただったラスラスラスラスとととと看護婦看護婦看護婦看護婦だっただっただっただったジュディジュディジュディジュディののののカップルカップルカップルカップルであったであったであったであった。。。。家家家家

はははは５００５００５００５００～～～～６００６００６００６００ｍｍｍｍのののの丘丘丘丘のののの上上上上にありにありにありにあり、、、、ダウンタウンダウンタウンダウンタウンダウンタウン、、、、Waikiki Beach, Diamond HeadWaikiki Beach, Diamond HeadWaikiki Beach, Diamond HeadWaikiki Beach, Diamond Head

がががが眼下眼下眼下眼下にににに見見見見えるえるえるえる見晴見晴見晴見晴らしのらしのらしのらしのよいよいよいよい家家家家であったであったであったであった。。。。年齢年齢年齢年齢はははは私達私達私達私達よりよりよりより少少少少しししし上上上上であるがであるがであるがであるが、、、、ラスラスラスラスはははは

ワインワインワインワインをををを飲飲飲飲みだすとみだすとみだすとみだすと、、、、外国旅行外国旅行外国旅行外国旅行にににに行行行行ったときのったときのったときのったときのエピソードエピソードエピソードエピソードからからからからオバマオバマオバマオバマ政権批判政権批判政権批判政権批判までまでまでまで、、、、

情熱的情熱的情熱的情熱的にににに話話話話しししし出出出出したらしたらしたらしたら止止止止まらなかったまらなかったまらなかったまらなかった。。。。それにそれにそれにそれに比比比比べべべべ、、、、とてもとてもとてもとても素敵素敵素敵素敵ななななジュディジュディジュディジュディはいつもはいつもはいつもはいつも控控控控

えめでえめでえめでえめで、、、、肝心肝心肝心肝心なところではいつもなところではいつもなところではいつもなところではいつも彼彼彼彼ををををリードリードリードリードしているようであったしているようであったしているようであったしているようであった。。。。彼等彼等彼等彼等ははははホノルルマラホノルルマラホノルルマラホノルルマラ

ソンソンソンソンにににに毎年参加毎年参加毎年参加毎年参加してしてしてして、、、、毎年完走毎年完走毎年完走毎年完走しているとのことしているとのことしているとのことしているとのこと、、、、全全全全くくくく驚驚驚驚きであったきであったきであったきであった。。。。    

    

グループグループグループグループ・・・・イベントイベントイベントイベント以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、Coconut IslandCoconut IslandCoconut IslandCoconut Island、、、、Fish AuctionFish AuctionFish AuctionFish Auction、、、、Diamond HeadDiamond HeadDiamond HeadDiamond Head、、、、

BeachBeachBeachBeach、、、、Firework DinnerFirework DinnerFirework DinnerFirework Dinner、、、、MaMaMaMagic Showgic Showgic Showgic Showなどなどなどなど朝早朝早朝早朝早くからくからくからくから外出外出外出外出、、、、夜夜夜夜はははは遅遅遅遅くまでくまでくまでくまでワインワインワインワインをををを

飲飲飲飲みながらみながらみながらみながら、、、、毎日話毎日話毎日話毎日話がががが弾弾弾弾んだんだんだんだ。。。。    

    

そのそのそのその中中中中にににに面白面白面白面白いいいいエピソードエピソードエピソードエピソードがあったがあったがあったがあった。。。。私私私私ががががスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールののののLeisure DayLeisure DayLeisure DayLeisure Dayのことにつのことにつのことにつのことにつ

いていていていて、「、「、「、「なぜなぜなぜなぜ Free DayFree DayFree DayFree Day とととと記記記記さないのかさないのかさないのかさないのか」」」」とととと尋尋尋尋ねるとねるとねるとねると、、、、彼等曰彼等曰彼等曰彼等曰くくくく、「、「、「、「ロシアロシアロシアロシアののののアンバサダアンバサダアンバサダアンバサダ

ーーーーとのとのとのとの交流交流交流交流のときのときのときのとき、、、、彼等彼等彼等彼等をいろんなをいろんなをいろんなをいろんな所所所所へへへへ案内案内案内案内してしてしてして楽楽楽楽しんだがしんだがしんだがしんだが、、、、Free Day Free Day Free Day Free Day とととと書書書書いたいたいたいた日日日日

はははは、、、、何何何何をををを勘違勘違勘違勘違いしたのかどこへいしたのかどこへいしたのかどこへいしたのかどこへ行行行行ってもってもってもっても、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは一切一切一切一切おおおお金金金金をををを支払支払支払支払わなかったわなかったわなかったわなかった。」「。」「。」「。」「それそれそれそれ

以後以後以後以後、、、、Free day Free day Free day Free day をををを Leisure day Leisure day Leisure day Leisure day とととと変変変変えたえたえたえた。」。」。」。」とのことであったとのことであったとのことであったとのことであった。。。。納得納得納得納得    納得納得納得納得。。。。    

    

もうもうもうもう一一一一つつつつ驚驚驚驚いたことはいたことはいたことはいたことは、、、、FFIFFIFFIFFI がずっとがずっとがずっとがずっと前前前前にににに出版出版出版出版したしたしたした本本本本    ““““When the Family When the Family When the Family When the Family 

GathersGathersGathersGathers””””ががががベッドベッドベッドベッドのののの横横横横にありにありにありにあり、「、「、「、「私私私私がががが New Year’s DayNew Year’s DayNew Year’s DayNew Year’s Day のののの雑煮雑煮雑煮雑煮のののの章章章章をををを書書書書いたいたいたいた。」。」。」。」とととと私私私私

のののの若若若若いいいい頃頃頃頃のののの写真写真写真写真をををを指指指指さしてさしてさしてさして見見見見せるとせるとせるとせると、、、、ジュディジュディジュディジュディはははは驚驚驚驚きききき、「、「、「、「そこにそこにそこにそこにサインサインサインサインをしてをしてをしてをして！！！！」」」」とととと言言言言わわわわ

れたれたれたれた。。。。昔昔昔昔のののの私私私私にこんなにこんなにこんなにこんな所所所所でででで出会出会出会出会えるとはえるとはえるとはえるとは・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

朝早朝早朝早朝早くからくからくからくからスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール一杯一杯一杯一杯のののの忙忙忙忙しいしいしいしい１１１１週間週間週間週間であったがであったがであったがであったが、、、、とてもとてもとてもとても有意義有意義有意義有意義なななな楽楽楽楽しいしいしいしい

日日日日々々々々であったであったであったであった。。。。皆様皆様皆様皆様おおおお世話世話世話世話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    
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気気気気になるになるになるになる気気気気                                                                                                                                        中村中村中村中村    孝孝孝孝    

                                                                                                    

＜＜＜＜オアフオアフオアフオアフ島島島島のののの風土風土風土風土＞＞＞＞    

帰国帰国帰国帰国してしてしてして早早早早くもくもくもくも２２２２週間余週間余週間余週間余りがりがりがりが過過過過ぎてしまったぎてしまったぎてしまったぎてしまった。。。。あらためてあらためてあらためてあらためて交流交流交流交流したしたしたした日日日日々々々々をををを思思思思いいいい返返返返しししし、、、、

記憶記憶記憶記憶をたどっているところであるをたどっているところであるをたどっているところであるをたどっているところである。。。。濃濃濃濃いいいい青色青色青色青色のののの海海海海、、、、サンゴサンゴサンゴサンゴ礁礁礁礁にににに砕砕砕砕けるけるけるける白白白白いいいい波波波波、、、、ワイキワイキワイキワイキ

キキキキのののの浜辺浜辺浜辺浜辺、、、、ダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッド、、、、青青青青いいいい芝生芝生芝生芝生にににに点在点在点在点在するするするするココヤシココヤシココヤシココヤシなどなどなどなど紛紛紛紛れもないれもないれもないれもないハワイハワイハワイハワイのののの

風景風景風景風景がががが目目目目にににに浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶ。。。。またまたまたまた、、、、山岳部山岳部山岳部山岳部のののの rain forest, rain forest, rain forest, rain forest, 映画映画映画映画ジェラシックパークジェラシックパークジェラシックパークジェラシックパークのののの背景背景背景背景になになになにな

ったったったった景色景色景色景色、、、、島北部島北部島北部島北部のののの広大広大広大広大ななななパイナップルパイナップルパイナップルパイナップル畑畑畑畑、、、、コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー畑畑畑畑、、、、荒荒荒荒れれれれ果果果果てたてたてたてたサトサトサトサト

ウキビウキビウキビウキビ畑畑畑畑などなどなどなど、、、、これらはこれらはこれらはこれらは私私私私にとにとにとにとってはってはってはっては目新目新目新目新しいしいしいしい発見発見発見発見であったであったであったであった。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、魚市魚市魚市魚市

場場場場でででで見見見見たたたた赤赤赤赤マンボウマンボウマンボウマンボウ OpahOpahOpahOpah、、、、ココナツココナツココナツココナツ島島島島のののの浅海浅海浅海浅海でででで見見見見たたたた動物動物動物動物のののの腸腸腸腸をををを思思思思わせわせわせわせ

るるるる赤色赤色赤色赤色ののののナマコナマコナマコナマコ(sea cumber)(sea cumber)(sea cumber)(sea cumber)はははは今今今今もももも印象印象印象印象にににに残残残残っているっているっているっている。。。。    

このこのこのこの島島島島にににに住住住住むむむむ人人人人々、々、々、々、例例例例えばえばえばえば住宅地住宅地住宅地住宅地ののののスーパースーパースーパースーパーでででで買買買買いいいい物物物物するするするする人達人達人達人達、、、、田舎田舎田舎田舎のののの食堂食堂食堂食堂でででで

出会出会出会出会ったったったった人達人達人達人達、、、、家族家族家族家族ででででピクニックピクニックピクニックピクニックにににに来来来来たたたた人達人達人達人達、、、、今思今思今思今思えばえばえばえば、、、、キツイキツイキツイキツイ目目目目つきでつきでつきでつきで眉間眉間眉間眉間にしわにしわにしわにしわ

をををを寄寄寄寄せたせたせたせた人人人人をををを見見見見かけることはなかったかけることはなかったかけることはなかったかけることはなかった。。。。風景風景風景風景はははは勿論勿論勿論勿論、、、、ここにここにここにここに住住住住むむむむ人人人人々々々々にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、このこのこのこの

島島島島はははは楽園楽園楽園楽園にににに近近近近いのかもしれないいのかもしれないいのかもしれないいのかもしれない。。。。    

    

＜＜＜＜賀川豊彦賀川豊彦賀川豊彦賀川豊彦＞＞＞＞    

Hawaii’s plantation house Hawaii’s plantation house Hawaii’s plantation house Hawaii’s plantation house のののの中中中中にににに賀川豊彦賀川豊彦賀川豊彦賀川豊彦のののの１１１１００００畳畳畳畳ほどのつつましいほどのつつましいほどのつつましいほどのつつましい居室居室居室居室があがあがあがあ

りりりり、、、、写真写真写真写真やややや遺品遺品遺品遺品がががが展示展示展示展示されていたされていたされていたされていた。。。。案内嬢案内嬢案内嬢案内嬢のののの説明説明説明説明によるとによるとによるとによると、、、、彼彼彼彼はここではここではここではここで、、、、寺子屋風寺子屋風寺子屋風寺子屋風にににに

子供達子供達子供達子供達にににに読読読読みみみみ書書書書きをきをきをきを教教教教えたとのことであったえたとのことであったえたとのことであったえたとのことであった。。。。旅行旅行旅行旅行からからからから帰帰帰帰ったったったった数日後数日後数日後数日後、、、、毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞にににに賀賀賀賀

川豊彦川豊彦川豊彦川豊彦のののの記事記事記事記事があったがあったがあったがあった。。。。紙面紙面紙面紙面によるとによるとによるとによると彼彼彼彼ははははノーベルノーベルノーベルノーベル文学賞文学賞文学賞文学賞にににに二回二回二回二回、、、、ノーベルノーベルノーベルノーベル平和賞平和賞平和賞平和賞

にもにもにもにも数回候補者数回候補者数回候補者数回候補者としてとしてとしてとしてノミネートノミネートノミネートノミネートされたとのされたとのされたとのされたとの記事記事記事記事がががが載載載載っていたっていたっていたっていた。。。。川端康成川端康成川端康成川端康成がががが受賞受賞受賞受賞したしたしたした

はるかはるかはるかはるか前前前前のことであるのことであるのことであるのことである。。。。今年今年今年今年ののののノーベルノーベルノーベルノーベル化学賞化学賞化学賞化学賞にににに選選選選ばれたばれたばれたばれたオワンクラゲオワンクラゲオワンクラゲオワンクラゲ GFPGFPGFPGFP（（（（green green green green 

fluorescence proteinfluorescence proteinfluorescence proteinfluorescence protein））））研究研究研究研究のののの    下村博士下村博士下村博士下村博士などのなどのなどのなどの例例例例もももも同同同同じでじでじでじで、、、、評価評価評価評価がががが外国外国外国外国からからからから伝搬伝搬伝搬伝搬しししし

ててててきてきてきてきて、、、、あらためてあらためてあらためてあらためて日本国内日本国内日本国内日本国内でででで評価評価評価評価されるされるされるされる例例例例なのかもしれないなのかもしれないなのかもしれないなのかもしれない。。。。    

    

＜＜＜＜気気気気になるになるになるになる気気気気＞＞＞＞    

街路樹街路樹街路樹街路樹やややや町町町町のののの広場広場広場広場などになどになどになどに茂茂茂茂るるるる「「「「気気気気になるになるになるになる木木木木 monkey potmonkey potmonkey potmonkey pot」」」」のののの町町町町ホノルルホノルルホノルルホノルルはははは基地基地基地基地のののの

町町町町であるであるであるである。。。。ハワイハワイハワイハワイにににに到着日到着日到着日到着日のののの歓迎昼食会歓迎昼食会歓迎昼食会歓迎昼食会はははは基地内基地内基地内基地内のののの Sea BreezeSea BreezeSea BreezeSea Breeze というというというという瀟洒瀟洒瀟洒瀟洒ななななレストレストレストレスト

ランランランランであったしであったしであったしであったし、、、、手品手品手品手品をををを見見見見ながらのながらのながらのながらの夕食会夕食会夕食会夕食会はははは軍軍軍軍のののの大大大大ホテルホテルホテルホテル内内内内のののの会場会場会場会場であったであったであったであった。。。。またまたまたまた街街街街

中中中中のののの目目目目をををを引引引引くくくくピンクピンクピンクピンク色色色色のののの大大大大きなきなきなきな建物建物建物建物はははは陸軍病院陸軍病院陸軍病院陸軍病院であったであったであったであった。。。。さらにさらにさらにさらに到着到着到着到着２２２２日目日目日目日目にににに訪訪訪訪れたれたれたれた

Coconut IslandCoconut IslandCoconut IslandCoconut Island のののの上空上空上空上空はははは近近近近くのくのくのくの基地基地基地基地にににに頻繁頻繁頻繁頻繁にににに離着陸離着陸離着陸離着陸するするするする軍用機軍用機軍用機軍用機があったがあったがあったがあった。。。。ハワイハワイハワイハワイ

はははは楽園楽園楽園楽園のののの島島島島、、、、平和平和平和平和なななな観光観光観光観光のののの島島島島であるとであるとであるとであると認識認識認識認識していたがしていたがしていたがしていたが、、、、表立表立表立表立ってはってはってはっては目立目立目立目立たないがたないがたないがたないが、、、、

米軍米軍米軍米軍のののの重要重要重要重要なななな基地基地基地基地のののの町町町町でもあったでもあったでもあったでもあった。。。。    
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一 度 訪一 度 訪一 度 訪一 度 訪 れ てみ たい とれ てみ たい とれ てみ たい とれ てみ たい と 思思思思 ってい たってい たってい たってい た パ ー ル ハ ー バ ーパ ー ル ハ ー バ ーパ ー ル ハ ー バ ーパ ー ル ハ ー バ ー のののの USUSUSUSAAAA    

Arizona MemorialArizona MemorialArizona MemorialArizona Memorialにににに行行行行ったったったった。。。。行列行列行列行列にににに並並並並びびびび待待待待つことつことつことつこと 1111時間時間時間時間、、、、戦艦戦艦戦艦戦艦アアアア

リゾナリゾナリゾナリゾナのののの建造建造建造建造からからからから、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの奇襲奇襲奇襲奇襲によるによるによるによる沈没沈没沈没沈没にににに至至至至るるるる映画映画映画映画をををを見見見見たたたた。。。。

映画映画映画映画のののの最後最後最後最後はははは「「「「困難困難困難困難をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、独裁政治独裁政治独裁政治独裁政治をををを倒倒倒倒しししし、、、、世界世界世界世界にににに民主主民主主民主主民主主

義義義義をををを根付根付根付根付かせるかせるかせるかせることができたことができたことができたことができた。」。」。」。」というものであったというものであったというものであったというものであった。。。。    

これはこれはこれはこれは軍軍軍軍のののの作作作作ったったったった映画映画映画映画だしだしだしだし、、、、愛国心愛国心愛国心愛国心をををを鼓舞鼓舞鼓舞鼓舞するするするする目的目的目的目的でででで作作作作られたものでられたものでられたものでられたもので何何何何のののの異存異存異存異存もももも    

ないのだけれどないのだけれどないのだけれどないのだけれど、、、、映画映画映画映画をををを観終観終観終観終わったわったわったわった時時時時にどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても頭頭頭頭からからからから離離離離れないれないれないれない１１１１シーシーシーシーンンンンがあったがあったがあったがあった。。。。

それはそれはそれはそれは、、、、ルーズベルトルーズベルトルーズベルトルーズベルト大統領大統領大統領大統領がががが開戦開戦開戦開戦をををを決意決意決意決意しししし出征兵士出征兵士出征兵士出征兵士をををを見送見送見送見送るときるときるときるとき、、、、彼彼彼彼がががが「「「「喜色満面喜色満面喜色満面喜色満面

のののの笑笑笑笑みをみをみをみを浮浮浮浮かべているかべているかべているかべている」」」」１１１１シーンシーンシーンシーンであったであったであったであった。。。。私私私私のののの感覚感覚感覚感覚ではではではでは若若若若いいいい出征兵士出征兵士出征兵士出征兵士をををを戦場戦場戦場戦場にににに送送送送るるるる

責任責任責任責任でででで、、、、緊張緊張緊張緊張したしたしたした顔顔顔顔をををを予期予期予期予期していただけにしていただけにしていただけにしていただけに、、、、大大大大きなきなきなきな違和感違和感違和感違和感としてとしてとしてとして頭頭頭頭からからからから離離離離れなかったれなかったれなかったれなかった。。。。        

このこのこのこの違和感違和感違和感違和感はははは、、、、９９９９・・・・１１１１１１１１ののののテロテロテロテロとそのとそのとそのとその後後後後ブッシュブッシュブッシュブッシュ大統領大統領大統領大統領ののののイラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争、、、、彼彼彼彼のののの得意得意得意得意そうなそうなそうなそうな

勝利宣言勝利宣言勝利宣言勝利宣言ののののシーンシーンシーンシーンとだぶりとだぶりとだぶりとだぶり、、、、今今今今もももも頭頭頭頭のののの片隅片隅片隅片隅にににに““““気気気気になるになるになるになる気気気気””””としてとしてとしてとして残残残残ってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。このこのこのこの

「「「「気気気気になるになるになるになる気気気気」」」」はははは今今今今もももも中東中東中東中東のののの空空空空にににに漂漂漂漂っているようなっているようなっているようなっているような気気気気がするがするがするがする。。。。    

    

最後最後最後最後になってしまいましたがになってしまいましたがになってしまいましたがになってしまいましたが、、、、私私私私どものどものどものどものホストホストホストホスト RuRuRuRuss & Judy Carlson ss & Judy Carlson ss & Judy Carlson ss & Judy Carlson 夫妻夫妻夫妻夫妻、、、、又又又又    

今度今度今度今度ののののハワイハワイハワイハワイ交流交流交流交流をおをおをおをお世話世話世話世話されたされたされたされた方方方方々、々、々、々、同行同行同行同行のののの方方方方々々々々にににに厚厚厚厚くおくおくおくお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新潟クラブから参加された坂本淑幸さん、                

“ラテン系の方？”という風情の、とても                

背の高い、直近に病を克服されたとは思え                 

ないお元気なかたでした。ED の Leta と、                   

賀来と共にホテル巡りをした時の写真です。 

ALOHA!! 
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＜＜＜＜教養教養教養教養コーナーコーナーコーナーコーナー＞＞＞＞                        

明日明日明日明日はわがはわがはわがはわが身身身身かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度についてについてについてについて、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所でででで仕事仕事仕事仕事をなさっているをなさっているをなさっているをなさっている    

池田会長池田会長池田会長池田会長にににに、、、、一文一文一文一文をををを寄寄寄寄せていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。    

    

＊＊＊＊始始始始まったまったまったまった裁判裁判裁判裁判へのへのへのへの国民参加国民参加国民参加国民参加／／／／裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度＊＊＊＊    

                                                                                池田和則池田和則池田和則池田和則（（（（現民事調停委員現民事調停委員現民事調停委員現民事調停委員，，，，元裁判所速記管理官元裁判所速記管理官元裁判所速記管理官元裁判所速記管理官））））    

    

裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。第第第第１１１１回回回回のののの東京東京東京東京でのでのでのでの裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判ははははマスコミマスコミマスコミマスコミでででで大大大大きくきくきくきく報道報道報道報道

されましたされましたされましたされました。。。。しかししかししかししかし，，，，全国各地全国各地全国各地全国各地でででで裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判がががが次次次次々々々々とととと行行行行われるにつれわれるにつれわれるにつれわれるにつれ，，，，それほどそれほどそれほどそれほどマスマスマスマス

コミコミコミコミでのでのでのでの取扱取扱取扱取扱いはいはいはいは大大大大きくありませんきくありませんきくありませんきくありません。。。。裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判がががが始始始始まるまるまるまる前前前前はははは，，，，果果果果たしてたしてたしてたして裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度

は日本の風土に根付くのか，裁判員に選ばれた人々はその役目を果たせるのか，国民民民民にとにとにとにと

ってってってって非常非常非常非常にににに負担負担負担負担になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか等等等等々々々々のののの議論議論議論議論がされてきましたがされてきましたがされてきましたがされてきました。。。。裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判がががが始始始始

まってみるとまってみるとまってみるとまってみると，，，，まるでそれまでのまるでそれまでのまるでそれまでのまるでそれまでの心配心配心配心配がうそだったかのようにがうそだったかのようにがうそだったかのようにがうそだったかのように，，，，裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判ははははスムースムースムースムー

ズズズズにににに進行進行進行進行しししし，，，，裁判員裁判員裁判員裁判員のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは立派立派立派立派にそのにそのにそのにその職務職務職務職務をををを遂行遂行遂行遂行されていますされていますされていますされています。。。。とととと同時同時同時同時にににに，，，，今今今今まままま

でででで別世界別世界別世界別世界とととと思思思思われていたわれていたわれていたわれていた司法司法司法司法のののの分野分野分野分野がががが国民国民国民国民にににに身近身近身近身近になってきたのではないでしょうになってきたのではないでしょうになってきたのではないでしょうになってきたのではないでしょう

かかかか。。。。国民国民国民国民がががが裁判裁判裁判裁判にににに参加参加参加参加するするするする制度制度制度制度としてとしてとしてとして日本日本日本日本はははは，，，，裁判員裁判制度裁判員裁判制度裁判員裁判制度裁判員裁判制度をををを選択選択選択選択しましたしましたしましたしました。。。。陪陪陪陪

審審審審とかとかとかとか参審参審参審参審ではなくてではなくてではなくてではなくて裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度をををを選択選択選択選択したのはしたのはしたのはしたのは，，，，国民国民国民国民のののの負担負担負担負担をををを少少少少なくしたいというなくしたいというなくしたいというなくしたいという

配慮配慮配慮配慮があったからですがあったからですがあったからですがあったからです。。。。裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判がががが取取取取りりりり入入入入れられたことによりれられたことによりれられたことによりれられたことにより，，，，何何何何かかかか変変変変わるのでしわるのでしわるのでしわるのでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。    

    

一一一一つはつはつはつは，，，，刑事裁判刑事裁判刑事裁判刑事裁判がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの刑事裁判刑事裁判刑事裁判刑事裁判ではではではでは，，，，裁判官裁判官裁判官裁判官，，，，検検検検

察官察官察官察官，，，，弁護士弁護士弁護士弁護士というというというという法律専門家法律専門家法律専門家法律専門家だけでやっていましただけでやっていましただけでやっていましただけでやっていました。。。。法廷法廷法廷法廷ではではではでは，，，，法律用語法律用語法律用語法律用語がががが飛飛飛飛びびびび交交交交

いいいい，，，，傍聴傍聴傍聴傍聴していてもしていてもしていてもしていても，，，，よくよくよくよく理解理解理解理解できないできないできないできない専門用語専門用語専門用語専門用語でのやりでのやりでのやりでのやり取取取取りがりがりがりが続続続続いていましたいていましたいていましたいていました。。。。裁判裁判裁判裁判

員裁判員裁判員裁判員裁判ではではではでは，，，，日常用語日常用語日常用語日常用語でのやりでのやりでのやりでのやり取取取取りがりがりがりが行行行行われるようになったのはわれるようになったのはわれるようになったのはわれるようになったのは，，，，皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが日日日日々々々々のののの

新聞報道等新聞報道等新聞報道等新聞報道等でででで御存御存御存御存じのとおりですじのとおりですじのとおりですじのとおりです。。。。    

二二二二つつつつ目目目目にににに，，，，裁判所裁判所裁判所裁判所，，，，裁判官裁判官裁判官裁判官がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わってきつつあわってきつつあわってきつつあわってきつつありますりますりますります。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの裁判員裁裁判員裁裁判員裁裁判員裁

判判判判でででで，，，，裁判所裁判所裁判所裁判所，，，，裁判官裁判官裁判官裁判官とととと国民国民国民国民とのとのとのとの距離距離距離距離がががが近近近近くなってきているのをくなってきているのをくなってきているのをくなってきているのを実感実感実感実感できるとできるとできるとできると思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判にににに参加参加参加参加されたされたされたされた皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは，，，，特特特特にそのにそのにそのにその感感感感をををを強強強強くされているとくされているとくされているとくされていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

三三三三つつつつ目目目目はははは，，，，我我我我々々々々国民国民国民国民がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わるということですわるということですわるということですわるということです。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカ，，，，イギリスイギリスイギリスイギリスではではではでは陪審陪審陪審陪審    

ドイツドイツドイツドイツ，，，，フランスフランスフランスフランスではではではでは参審制参審制参審制参審制をとっておりをとっておりをとっておりをとっており，，，，刑事裁判刑事裁判刑事裁判刑事裁判にににに国民国民国民国民がががが参加参加参加参加しないしないしないしない国国国国というのはというのはというのはというのは

あまあまあまあまりありませんりありませんりありませんりありません。。。。日本日本日本日本ではではではでは，，，，これまでこれまでこれまでこれまで主権者主権者主権者主権者であるであるであるである国民国民国民国民がががが司法司法司法司法のののの世界世界世界世界にににに参加参加参加参加できてできてできてできて

いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。今回今回今回今回，，，，私私私私たちがたちがたちがたちが司法司法司法司法のののの世界世界世界世界にににに裁判員裁判員裁判員裁判員としてとしてとしてとして参加参加参加参加することによりすることによりすることによりすることにより，，，，やややや

っとっとっとっと日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法のののの理念理念理念理念，，，，すなわすなわすなわすなわちちちち主権者主権者主権者主権者のののの国民国民国民国民がががが，，，，立法立法立法立法，，，，行政行政行政行政，，，，司法司法司法司法のののの三三三三つのつのつのつの世界世界世界世界

でそのでそのでそのでその主権者主権者主権者主権者としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たすことになりたすことになりたすことになりたすことになり，，，，民主主義民主主義民主主義民主主義がががが一歩前進一歩前進一歩前進一歩前進しましたしましたしましたしました。。。。                                                                                                    
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＜＜＜＜役員会役員会役員会役員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞                                                    

＊＊＊＊２００９２００９２００９２００９年年年年１１１１１１１１月西日本大会出席者月西日本大会出席者月西日本大会出席者月西日本大会出席者ーーーー池田池田池田池田、、、、帆足帆足帆足帆足    

＊＊＊＊２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年２２２２月日本大会出席者月日本大会出席者月日本大会出席者月日本大会出席者――――池田池田池田池田、、、、関関関関、、、、杉山杉山杉山杉山、、、、賀来賀来賀来賀来    

＊＊＊＊２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年((((旧旧旧旧))))ガーデナーズガーデナーズガーデナーズガーデナーズ GGGG とのとのとのとの交流交流交流交流はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年にににに繰繰繰繰りりりり延延延延べのべのべのべの予定予定予定予定    

＊＊＊＊２０１１２０１１２０１１２０１１年訪問希望候補国年訪問希望候補国年訪問希望候補国年訪問希望候補国    北欧北欧北欧北欧、、、、スペインスペインスペインスペイン、、、、ルーマニアルーマニアルーマニアルーマニア、、、、ブルガリアブルガリアブルガリアブルガリア等等等等    

＜＜＜＜２０１０２０１０２０１０２０１０年度渡航受入年度渡航受入年度渡航受入年度渡航受入れについてれについてれについてれについて＞＞＞＞    

＊＊＊＊TAUPOTAUPOTAUPOTAUPO,NewZealand ,NewZealand ,NewZealand ,NewZealand とのとのとのとの交流交流交流交流のののの際際際際のののの EDEDEDED－－－－帆足帆足帆足帆足さんとさんとさんとさんと水頭水頭水頭水頭さんさんさんさん    

        交流交流交流交流はははは２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からのからのからのからの予定予定予定予定ですですですです。。。。    

☆☆☆☆新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介☆☆☆☆    

杉山杉山杉山杉山    信子信子信子信子さんさんさんさん（（（（早良早良早良早良、、、、西西西西、、、、城南城南城南城南 GGGG））））        関関関関    壽美壽美壽美壽美さんのさんのさんのさんの紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。    

新入希望新入希望新入希望新入希望のののの方方方方をををを紹介紹介紹介紹介くださるかたくださるかたくださるかたくださるかた、、、、事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。入会申込書入会申込書入会申込書入会申込書をををを送付送付送付送付いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす。。。。    

❤❤❤❤福岡福岡福岡福岡しっとうしっとうしっとうしっとう会会会会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ❤❤❤❤ 

今年第今年第今年第今年第２２２２弾弾弾弾のしっとうのしっとうのしっとうのしっとう会会会会ですですですです！！！！    当初当初当初当初のののの予定予定予定予定とはとはとはとは少少少少しししし変変変変わりますわりますわりますわります。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろ    

特典特典特典特典つきつきつきつき（？）（？）（？）（？）懇親会懇親会懇親会懇親会ですですですです。。。。会員相互会員相互会員相互会員相互のののの親睦親睦親睦親睦ををををメインメインメインメインにににに、、、、楽楽楽楽しいものにしいものにしいものにしいものに    

したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。時間時間時間時間をををを作作作作られてごられてごられてごられてご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい。。。。    

日時日時日時日時    ：：：：    １１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～    

場所場所場所場所    ：：：：    厚東厚東厚東厚東    勝勝勝勝、、、、幸子様宅幸子様宅幸子様宅幸子様宅    

詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは追追追追ってってってって皆様皆様皆様皆様におにおにおにお知知知知らせらせらせらせ致致致致しますしますしますします。。。。カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーにににに印印印印をつけてをつけてをつけてをつけて    

置置置置いてくださいいてくださいいてくださいいてください！！！！    

＜＜＜＜事務局事務局事務局事務局よりよりよりより＞＞＞＞    

今回今回今回今回のののの１０１０１０１０月会報月会報月会報月会報はははは、、、、ハワイハワイハワイハワイ特集特集特集特集となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。楽楽楽楽しくしくしくしく有意義有意義有意義有意義なななな交流交流交流交流のののの様子様子様子様子をををを感感感感じてじてじてじて    

いただけたでしょうかいただけたでしょうかいただけたでしょうかいただけたでしょうか。。。。ホームページホームページホームページホームページもももも時時時時々々々々見見見見にににに行行行行ってくださいってくださいってくださいってください！！！！頻繁頻繁頻繁頻繁なななな更新更新更新更新はははは    

ありませんがありませんがありませんがありませんが・・・・・・・・・・・・関心関心関心関心をもっていただければをもっていただければをもっていただければをもっていただければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    
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