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Poughkeepsie Day School - Fall Festival Reimagined
The PDS gym was packed with exhibitions,
demonstrations and of course a crowd on Nov. 19.
MHJCA tables were laid out in the center where
we demonstrated Kabuki Face painting, Origami and
Calligraphy. Face painting was popular and “Jumping
frog” Origami was well received. The colorful Origami
cube was hard to make but soon the struggle was turned
into fun.
We prepared a couple of Kanji letters for Calligraphy.

(see page 6)

プケプシー・デイスクール リイマジン秋祭り

MHJCA
6 Meore Way, Washingtonville
NY 10992

IN THIS ISSUE
Poughkeepsie Day School Fall Festival Reimagined / プケプシー・デイスクール リイマジン秋祭り........... 1
MHJCA Chair’s Greetings / 会長挨拶.................................................................................................................................. 2
Social Events / ソーシャル・イベンツ.................................................................................................................................. 3
Cultural Programs / カルチュラル・プログラム................................................................................................................ 5
Kamishibai / 紙芝居................................................................................................................................................................... 8
Corporate Members & Supporting Patrons/コーポレート・メンバーと後援者....................................................10
Acknowledgments / 寄付と御礼...........................................................................................................................................10
2012 Board of Directors /２０１２年役員..........................................................................................................................10
Member’s Reports & Proﬁles / 会員の紹介...................................................................................................................... 11
Chot Chat / ちょっと、チャット.............................................................................................................................................11
2012 Spring Events /２０１２年春のイベンツ........................................................................................................................... 12

あたかもサイエンスフェアを思い起こさせる雰囲気の
中、PDS体育館の中央にMHJCAのテーブルが並べられてい
た１１月１９日、１０人のボランティアたちが歌舞伎フェイ
スペインティング、折り紙、そして習字を紹介しました。
フェイスペインティングは予想通りの大盛況、折り紙の
蛙も子供達の手から元気良く跳び合い、色とりどりの正方形
箱は結構難しく、教えるはずのボランティアが苦心する場面
も、しかしそれもまた楽しいひと時となったようです。
習字のテーブルではカードに“夢、心、楽”等の一文字を
子供たちに筆で書いてもらいました。

（６ページに続く）

Social Event

Cultural Program

NO DA TE (Garden Tea Ceremony) and Potluck

From Chair

Dear all members
As the year is coming to an end (I am writing this on Dec.14.), I cannot help but reﬂect on the
wonderful time that I shared with you and the community throughout the year. We managed to have the
total of 22 events this year excluding monthly Temari workshop. (10 Social and 12 Cultural events). I
believe this is a record high in the past 10 years! My heartfelt thanks to everyone who participated and
supported in anyway they could. As I say many times, they were not possible without you.
We will be reaching our 10th year in 2012. To celebrate this special occasion, we would like to make
our annual Japan Day very special and private so that this event will be just for members only. Please be
alert for the upcoming notice for this celebration. In the meantime, if you have suggestions on how to
commemorate our anniversary, please feel free to contact me.
May you have happy holidays and a happy new year.

NO DA TE & Potluck Party was held
on October 1, at the Mori’s. Regrettably
because of the rain, the ceremony was held
inside. Tea was served in an atmosphere of
legendary tea room setting with red rug,
steaming FURO, Kama. 16 participants
enjoyed the traditional sweets and ousu ( lightly matchatea). That was heavenly! The potluck party was followed
with exquisite food. Delicious food always seems to be
followed by a time of lively wonderful conversation.

Community

野点とポットラック・パーティー
１０月１日、秋のイベントとして野点とポ
ットラックパーティーの集いが、森宅で行われま
した。あいにくの雨空で、室内の野点となり、緋
毛氈を敷き茶道具をしつらえ、着物姿のボランテ
ィアによるお手前、会員手作りの和菓子で、１６
名の参加者達は、和やかに薄茶を楽しみました。
茶会から一変して、ポットラックがまた圧巻で、料理の数
々に皆、舌鼓をうち会話に花が咲き、大いに交流を楽しみ
ました。

Peacefully yours,
Machiko Oldiges
MHJCA Chair
会長より

親愛なる皆様へ
この後期もイベントに満ちた半年でした。年の瀬を迎え、この一年を振り返りますと、皆様や地域の
方がたとの交流をかねたイベントは毎月の手まりワークショップを数えなくても２2回にも及びます。(こ
のうち、ソーシャル関係は１0回、カルチャー関係は１2回。)

これは過去最高です。これもまさにボラン

ティアの方々の、御参加と御協力の賜物によるものです。心からお礼申し上げます。
ご存知の通り、来る年２０１２年は会発足以来,１０周年を迎えます。これを祝うにあたり、例年のジ
ャパンデイを会員のみのスペシャルイベントにしたいと企画していますので、どのような形で祝いを実行
するかについて提案のある方は是非、役員までご連絡ください。
では、皆様のご多幸とご健康を祈りつつ、よき新年を迎えられますよう 。

Nine participants got together at Suzumi Adams’s
home on November 12 for Tanka Workshop. The group
has been working on this traditional Japanese poem format
over years and established own style. As the Instructor,
Chikako Mori, gave suggestions to each person’s work,
all could appreciate the dramatic impact that modifying
a word or rearranging words could bring to an ordinary
poem. The members rededicated themselves to continuing
the work into next year.

オルディジス真知子
MHJCA会長

2011年の役員

2011 Board of Directors
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短歌ワークショップ

Tanka Workshop

短歌ワークショップが１１月１２日、寿々美アダムス宅
で開催されました。参加者９人は、すでに回を重ね、各自の
持ち味がはっきりしてきた短歌をそれぞれ詠みあげ、講師の
千佳子さんからアドバイスを受けました。言葉の使い方、並
べ方で一段と品格のある歌へと変わるのにはいつもながら感
嘆、来年も続けてほしいとの熱望でした。
ワークショップの後には、寿々美さんが用意された思い
がけないご馳走に歓声があがり一段と交流を深める事ができ
ました。

www.mhjca.org
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Social Event

Cultural Program

The Year End Lunch after 2011 Annual Meeting
The year end lunch after the annual meeting was held at
EDO SUSHI of Rhinebeck. 44 participants enjoyed the lunch
box with some Sushi. This year, we thank three VolunteerOf -The-Year members: Saburo Yamato, Yoko Sitko, and
Hisako Sasaki. They were recognized for their dedication
to MHJCA events and programs throughout 2011. A Letter
of Appreciation and poinsettia were presented to each.
When it came to the dessert time, a Special Celebratory
Cupcake was added in honor of Mr. Toyoo Mori’s birthday.
We thank him for his everlasting contributions to MHJCA.
The party ended very happily!

Community

年次総会と年末ランチ
レストラン江戸寿司で１２月３日、年次総会と年末ラン
チが開催され 、昨年同様に４４人の参加者が集いました。総
会の決定事項は全てとどこうり無く承認され、また今年度の
ボランティア賞に、大和三郎さん、シトコ陽子さん、佐々木
久子さんが選ばれ、感謝状とポインセチアが贈られました。
デザートが出される時には、当日が誕生日であった会員の
森東洋夫さんのために持ち込みのカップケーキがサプライズ
として皆にも配られました。
交流を楽しんだランチも会の存続を願いつつ、和気あい
々のうちに終わる事が出来ました。

Social Event

Cultural Program

DCAC’s One River, Many Streams Folk Festival
Nine volunteers participated in the DCAC event at
Spirit of Beacon Day on Sept. 25, demonstrating Kabuki
Face Painting and Origami Paper Plane making. Face
Painting was again very popular among all other interactive
cultural group activities as it made a line of children who
waited patiently for their turns. We put a basket full of
paper cranes for anyone who visited our tables to take
home. Paper cranes represent peace; our wish was that
handing out paper cranes would spread peace.

On Nov. 9, ﬁve volunteers introduced Japan to 17 boys
and girls - 3rd graders, at Holy Trinity School. We began
with an explanation of Hiragana and Katakana, which
was followed by Calligraphy writing. Then, the children
continued by making Origami jumping frogs and Kimono
wearing. They folded the frogs so well and Kimono wearing
seemed very exciting to them. In the last segment , we read
our latest Kamishibai production of “The Old Man Who
Made Trees Bloom”. They all attentively listened and were
impressed by the story.

www.mhjca.org

ビーコンデイでのDCACフォーク・フェスティバル
９人のボランティアが９月２５日に DCACの一環として
ビーコンで開催されたイベントに参加し、歌舞伎フェイスペ
インティングと紙飛行機のデモをやり遂げました。ビ−コン
のメインストリートは地元の人たちであふれ、他の数カ国の
伝統文化紹介の中でも歌舞伎フェイスペインティングは極め
て人気が高く、去年に続いてまた列を作るほどでした。また
平和祈願を意図して会員手作りの折鶴を来てくださった方々
へ配り、好評でもありました。

ホーリートリニティ学校訪問

School Visit/Holy Trinity School
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Community

１１月９日、５人のボランティアがホーリートリニティ
学校３年生の教室を訪問しました。生徒たちには簡単な日
本紹介や、ひらがなとカタカナの違いが説明され、その後行
われた習字では、漢字で“平和”と書く体験をしてもらいまし
た。 良く跳ぶ蛙の折り紙と着物の試着も楽しそうでした。最
後にMHJCA最新の紙芝居、“花咲かじいさん”が読まれた時に
は、生徒たちも静かに、熱心に耳を傾けていました。

www.mhjca.org
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Social Event

Cultural Program

Poughkeepsie Day School - Fall Festival Reimagined

Community

プケプシー・デイスクール リイマジン秋祭り
（1ページから続く）

(Continued from page 1 )
The most picked word was “Yume –
Dream”, it was wonderful to see children
putting their “dreams” into cards. MHCA
received an honorarium of $300 from
PDS. Thank you to the volunteers who
came to help for the day.

一 番 書 か れ た の は 、 子 供 達 に は い つ まで
も大きな夢を追い続けて欲しいとの“夢”。
５時間に及ぶ長い行事でしたが無事に終了,
PDSから３００ドルの謝礼を受け取りまし
た。この日のために時間とタレントを提供し
てくださった会員の方々に深く感謝します。

Social Event

Cultural Program

This year’s MHJCA’s Kamishibai & Origami Introduction
We had three occasions to introduce Kamishibai and
Origami this summer in public libraries (July 9th was at the
Ellenville and July 18th, 28th were at the Gardiner Library)
on top of the MHJCA’s school visit program.
The children at Ellenville library attentively listened, while
Donaldo Raminhos (Atsuko’s son-in-law) read “Peach
Boy, The Old Man Who Made Trees Bloom”, and “The
Monkey and the Crab”. Akiko Henaughan (Kyoko’s
daughter) read, “The Old Man who Made Trees Bloom” at
Gardiner Library.
After Kamishibai, we introduced paper warrior helmets
and paper airplanes. The children tried to wear helmets
and ﬂy paper airplanes to see whose will ﬂy further. All of
the participants had a lot of fun.

Temari Workshops were held the 1st Thursday of each
month except April, August and November of this year at
Ginny Thompson’s (Kyoujyu, Japan Temari Association)
home. In 2011, Maggie Caccamo and Sue Sherburne
passed Koutouka JTA exam; Linda Hogan passed Honka
JTA exam. 67 Kiku Temari were made and sent to JTA, to
be used to help people in the Tohoku earthquake.
You are welcome to come try making temari. For
information contact Ginny at gthompson@temarikai.com
or call 845-462-4462.

www.mhjca.org

今年度のMHJCA紙芝居と折り紙紹介プログラム
今年度は、学校での文化紹介の一環として行われる紙芝
居／折り紙の紹介に加え、地域の図書館（7月9日はエレンビ
ル、18日と28日はガーディナー）でも日本の文化が紹介され
ました。紙芝居”花咲かじいさん”と”桃太郎”はドナルドさん（
篤子さんの義理の息子さん）と晃子さん（恭子さんの長女）
によって楽しく朗読され、地域の子供達も熱心に見入ってい
ました。
又、その後に紹介された折り紙では、かぶとや飛行機が
折られ、折り紙飛行機では誰が一番飛ばせるかと競い合うな
ど子供たちは大はしゃぎで楽しい交流となった様です。
ボランティアの皆さんありがとうございました。

２０１１年の手まりワークショップ

2011 Temari Workshops
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Community

４月、８月、１１月は都合により中止となりましたが、
毎月の第一木曜日にジニー・トンプソンさん宅で手まり教室
が開かれました。(ジニーさんは日本手まり協会から教授と
して認定されています。) マギー・カカモさんとスー・シ
ャーバーンさんが高等科JTA試験に合格し、また リンダ・ホ
ーガンさんも本科JTA試験に合格されました。そしてジニー
さん個人の手まり会と合同で作られた６７個の菊模様手まり
が、東日本大震災にあわれた被災地の人たちへ届くようにと
JTAへ送られました。
手まり作りに興味のある方はジニーさんへ連絡を願います。
(gthompson@temarikai.com または電話 845-462-4462)

www.mhjca.org
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Social Event

Cultural Program

Community

We presented our original Kamishibai - Paper theater of
Tomiko’s story - “When I was thirteen” at our New Year’s Party
in 2010. This time we are able to print it here to share her story
once again with you. Any comments are much appreciated by
the Newsletter Committee. Thank you.

タイトル

紙芝居”その時、
私は１３才”ー富子森本ウエストの広島原爆体験”は新年会２
０１０で初公開されましたが、
ここにより良く理解して頂きたく掲載いたします
ので、
ぜひご感想などを, ニューズレター委員会まで御寄せ下さい。

1) その日、１９４５年８月６日 月曜日、山や川に囲
まれた美しい広島は雲一つない青空でした。しかし、そ
のころ、日本は第２次世界大戦中で、物や食べ物が不足
し、人々は苦しい生活をしていました。

2) １３才だった私は、学生でしたが、ほかの学生と同

3) 工場で朝礼が始まった８：１５分、目もくらむような
強い光と、耳がつぶれる程の大爆音、そして吹き飛ばされ
るかと思うくらいの爆風が、一瞬にして起こりました。そ
れは世界で初めての、そして人間の手で作られた最も恐ろ
しい破壊力を持つ原子爆弾が、広島市に落とされた瞬間で
した。工場にいた約２００人の女子学生は一瞬にして死ん
でしまいました。私と周りの５〜６人の生徒だけが、建物
の影にいたので助かりました。工場も家も木も草も破壊さ
れ、周囲は一瞬にして信じられない焼け野原へと変わりは
てました。

4) 広島市の上空１９００フィート（５８０メートル）
で炸裂した97,000パウンドのウラニウム爆弾は15,000ト
ンのTNTに相当する凄まじい破壊力で、広島市の人口約
300,000の人の内、約70,000人の市民の命を奪い、上空に
巨大なキノコ雲を立ち上らせたのでした。
爆心地に近いところでは、１０人中９人が殺されました。

5) ショックで立ちすくんでいる私達の上に黒い雨が降り
始めました。私はアメリカ軍が生き残った市民をすべて焼
き殺す為にガソリンを撒いているのだと思いました。
でもそれは、爆発の時に舞い上がったほこり、泥、すすに
放射性物質が混ざった危険な雨だったのです。

6) 生き残った私達は、近くの山へ逃げて親が迎えにくる
のを待ちました。しかし、誰も迎えに来てくれませんでし
た。家族が心配だった私は、市内にある自分の家に向かっ
て歩き始めたのですが、すべての橋は破壊されていたので
それ以上は進めず困りました。それでもやっと鉄橋を探し
当て、とても怖かったのですが、がんばって渡りました。

7) ようやくたどり着いた実家の周辺では、死人や体中に
けがを負った人たちでとても恐ろしい光景となっていまし
た。でも私は家族に会いたい一心で一生懸命彼等を探し続
けました。焼け野原となった市内では自分の家のあった場
所さえ見つからず、仕方なく、夕方近くに近所の人に教え
られた山の防空壕へと向かいました。

”その時、私は１３才”
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森本

Community

紙芝居

Kamishibai

富子

Cultural Program

Social Event

ウエストの広島原爆体験

www.mhjca.org

じように、毎日、国のために戦争に必要なもの作る工
場で働かされていました。その朝も、母に「行ってきま
す。」と言って、市内にある印刷工場へ出かけました。

8)
防空壕は傷ついた人々で埋まっていましたが、そこに
母はいませんでした。でも奇跡的に祖父母と巡り会えたの
です。祖父は体中にガラスの破片が突き刺さり「いたい、
いたい、水、水が欲しい」と苦しんでいました。祖母はシ
ョックで歩けない状態でした。薬も無く手当の仕様もない
中で、 たくさんの人たちがそこで亡くなりました。

9) 次の日も私は母を探し続けました。そしてやっと実家
の近くで母の死体を見つけという男の人に会い、前屈みに
なって焼け死んでいる母を見つけました。遺品は服の端切
れと財布の口金だけでした。その後祖父もなくなり、「遺
体はすべて合同火葬にします」と言う兵隊さんに、「どう
しても私の手で祖父を火葬してあげたいのです」と頼み込
み、当時１３才の私一人で祖父を火葬しました。私はこれ
からどうやって生きて行けば良いのかわかりませんでし
た。昇って行く煙に祈りながら、一瞬にして死んだ母と６
才の時に亡くなった父に、これから強く前向きに生きて行
きますと誓いました。
祖母も祖父の後を追う様にその後他界しました。

10) １３才の私は、この原子爆弾の為に突然家も家族も失
くしました。そして、その後、やっと助け出された親戚の
家で生活を始める事になりました。８月９日には２回目の
原子爆弾が九州の長崎にも落とされ、８月１５日に第２次
世界大戦は終わりました。
日本中がひどい食料難で苦しみましたが、学校はふたたび
開かれました。でもお世話になっている親戚の家は大家族
で、私は学校にお弁当を持って行けず、昼食時間にはいつ
も校庭のすみで空腹を我慢していました。ある日、担任
の先生が、そんな私の所へやって来て「これでお弁当を
作ってもらいなさい。」とお米とお醤油を下さったので
す。思わず涙がこぼれ、ありがたくそれを頂きました。そ
してそのとき、将来はこんなやさしい先生になろうと心
に決めました。

12) そして２６才の時、メルさんから結婚を申し込まれま
した。私は苦しくつらい人生をおくっていましたが、やさ
しいメルさんと新しい人生を始めようと決心しました。そ
の頃のアメリカの幾つかの州では白人と東洋人の結婚は許
されてはいませんでした。メルさんが住んでいたジョージ
ア州でも結婚式を挙げられず、やっとサウス・キャロライ
ナ州で結婚届けを出すことができました。
食料も物資もすべてが豊かで平和なアメリカで、メルさん
が作る大好きなスパイシー・ミートボールを美味しく食べ
ました。そして、悲しくつらかった広島の原爆体験を打ち
消しながら静かで幸せな生活を始めました。

13) 何年か後、ニューヨーク州に越して来てヴァサー大学
の日本語講師となった私は、沢山の生徒や友達を持つ事が
出来ました。今は定年退職して、自然に囲まれた家で毎日
を感謝しながら暮らしています。２００８年にはメルとの
金婚式を大勢の友達や家族に囲まれて祝い、２００９年に
は私の７７才の誕生日を皆が祝ってくれました。
日本では７７才は喜寿といって、長生きしたと喜び合う特
別の誕生日となっています。広島に原子爆弾が落とされて
から６５年経ちましたが、広島では今でも被爆した人々が
死んでいます。悲しい事に今でもどこかで戦争があり、原
子爆弾が生産されています。けれども、地球に平和が訪れ
るよう願いつつ、今の私の平和で幸福な生活をたくさんの
人々と分かち合いたいと思います。

11) 成長した私が アメリカ軍の基地にある郵便局で働い
ていた時にアメリカ兵のメルビン・ウエストさんと知り合
い、英語で楽しい会話をするようになりました。いつも静
かでやさしいメルさんはその後アメリカに帰りました。
しかしそれからも、友達として文通を続けました。

* 紙芝居の英文は別紙を参照下さい。
* Please see an inserted English version, thank you.
www.mhjca.org
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寄付とお礼

Member’s Proﬁle

会員の紹介

Akiko Fujimori

藤森章子

I have been a member of MHJCA through my friend since
it started 10 years ago. Since then, I have been attending
the workshops on and off to learn new things like the
KADOMATSU making, and also enjoying calligraphy
and cooking as a volunteer. My biggest pleasure is visiting
the art museums. In 2010, I was honored to be the volunteer of
the year with joy. I will continue to do the things what I love
as much as I can.

１０年前、友人に紹介されて, 発足したばかりのMHJCAのメ
ンバーになりました。それ以来いろいろなワーク・ショップ
で新しいこと例えば門松作りなどを教わり、また習字やクッ
キングのボランティアをして楽しんでいます。一番の楽しみ
は美術館に行きアートを堪能する事です。２０１0年は嬉しい
事にボランティア・オブ・ザ・イヤーに表彰されました。これか
らも自分が好きで出来る事を続けて行きたいと思います。

寿々美、
ウエイン・アダムス、節子・アデー、伴 憲司、和真、真由美・ダゴスティーノ、藤森章子、
パトリック・ヘネベリー, 廣瀬テリー、久子、本多眞一、本下昂起、恭子・カーカベック、
アル・マークス、三宅政嗣、森千佳子、東洋夫、マーシー・森田、
フィリップ、真知子、パール・
オルディジス、 大沼順子、のり子・パピヌー、佐々木久子、仙石紀子、下條篤子、新江緑、
陽子・シツコ、ジニー・トンプソン、渡辺小夜子、富子森本・ウエスト、マリア、としあき 柳沢、
キッチン篤子、 ご麪ください、大和三郎、 DCAC／フォークロア（ダッチェスカウンティ・アート

・カウンシル／民族部門）、ホーリートリニティー・スクール, PDS (ペケプシー・デイスクール）

/ Chotto Chat

Member’s Reports / 会員近況報告
Congratulations !

おめでとうございます！

On Feb. 17th at 1:42 PM., Wayne and Suzumi Adams were became
proud and happy grand parents of Emily Renee Adams whose parents
are Shawn and Robin Adams.They are all well.

２月１７日にウエィン＆寿々美・アダムスさんにお孫さんエミリーちゃんが誕生し
ました！ 御両親のシャーン＆ロビン・アダムスさん共々元気いっぱい、おめでと
うございます！

過去に個人思考によるグループメイルの発信が幾たびか発生いたしましたが、ここで確認の意で、これらの無断使用を控えていただくよう、改めてお願い致します。 ＭＨＪＣＡは会則にも示されているように, 飽くまでも日本文化を
分かちあう非営利団体です。 それ故、政治的、宗教的，または個人の営利を目的とした勧誘等は自粛願います。

Richard and Noriko Papineau celebrated their Golden Anniversary on
Oct. 29th.

リチャード＆のりこ・パピヌーさんが１０月１８日に彼等の金婚式を祝いました。
末永くお幸せに！

To all MHJCA Members:

Sympathy

お悔やみ申し上げます

Dr. Fred Prince whose a father of Lisa Fisher was past away on
Oct.18th. We express our sympathy.

リサ・フィッシャーのお父様、ドクター・フレッド・フィッシャーが１０月２９日
に他界されました。心からお悔やみ申しあげます。

Kamishibai

紙芝居（かみしばい）

Litterally “paper drama”, is a form of a storytelling
method for centuries, but is perhaps best known
for its revival in the 1920s through the 1950s. The
gaito kamishibaiya, or kamishibai storyteller, rode
from village to village on a bicycle equipped with
a small stage. On arrival, the storyteller used two
wooden clappers “Hyoshigi” to announce his arrival.
Children who bought candy from the storyteller got
the best seats in front of the stage. Once an audience
assembled, the storyteller told several stories using
a set of illustrated boards, inserted into the stage
and withdrawn one by one as the story was told. The
stories were often serials and new episodes were told
on each visit to the village.

絵を見せながら演じ手が語って進める芝居的パフォーマンスのことで、主に

Reminder for using our group e-mail
As you already know, our group e-mail syste
for their political and religious views or personal business gain. We appreciate your discretion on this matter. Thank you for understanding and cooperation.
グループメイル無断使用禁止についてのお願い

At times the MHJCA may want to use photos taken at MHJCA events for various purposes, including on the public website, group brochure, program ﬂiers,etc. If you DO
NOT want a photo that includes you (no names will be listed) used in this manners, please let us know by sending an email tomhjca01@yahoo.com OR by sending a postal
note to MHJCA, 6 Meore Way, Washingtonville, NY 10992. If you are willing to have photos used, you donot need to do anything. Members with children under 18 will be
contacted with a speciﬁc waiver to give permission to use photos (no names listed) of their children (photos with children will not be used unless and until we have parents’
permission). Shinichi Honda, Membership/Communications Committee
MHJCA メンバーの皆様へ：

MHJCAではイヴェント等で撮られた写真を多くの目的（例えばウェブサイト、ニューズレター、フライヤー等）に使用しています。もし御自身の写真（名前は記さない）を使用して欲しくない方はMHJCAまでご連絡下さい。
連絡先： MHJCA, 6 Meore Way, Washingtonville, NY 10992
メンバーで18才以下の方の写真（名前は記さない）に関しては御両親の許可が必要な為、事前に連絡致します。尚、写真（名前は記さない）を使用してもか
まわない方は連絡の必要はありません。 本多眞一 メンバーシップ／コミュニィケーションズ委員会

MHJCA 2012年の役員

MHJCA 2012 Board of Directors
Chair
Vice Chair
Secretary
Treasurer
Board Member

会長
副会長
書記
会計
役員

Machiko Oldiges
Atsuko Shimojo
Masashi Miyake
Atsuko Shimojo
Chikako Mori

2012 Committees
Cultural Program: Machiko Oldiges (Chair) - River Festival,
School Visit, Kamishibai etc.
Social Events: Chikako Mori (Chair) -Social Lunch, Workshop,
Fund Raising Events.
Newsletter: Toyoo Mori (Chair) - MHJCA Newsletter
IT Communication: Masashi Miyake (Chair) - Membership
Drive, Announcements, etc.

真知子 オルディジス
下條 篤子
三宅 正嗣
下條 篤子
森 千佳子

2012年の委員会
カルチュラル・プログラム： 委員長： 真知子 オルディジス
活動内容： リバー・フェスティバル、 学校訪問、紙芝居
ソーシャル・イベント： 委員長： 森 千佳子
活動内容： ソーシャル・ランチ、ワークショップ、ファンド・レージング
ニュースレター： 委員長： 森 東洋夫
活動内容： ニュースレター編集・発行
アイティ・コミュニケーション： 委員長： 三宅 正嗣
活動内容： 会員申し込み、お知らせの掲示と発送

Team Works is Power, Team Play is our Performance.
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子供たちを対象にした簡易な芸能です。平絵の紙芝居は、１９３０年代に誕
生した日本独自の存在で、バリ島の影絵芝居や紙人形芝居を除けば他国に例
を見ません。絵話、絵芝居、平絵と呼ばれることもあります。台本に沿って
描かれた数枚から十数枚の絵をその筋書きに沿ってそろえて重ね合わせ、演
じ手は、1枚目から順に観客に見せながら、筋書きとセリフを語っていき、 見
せ終わった絵は、横に引き抜いて裏に回し、物語を展開させます。紙芝居で
は、演じ手（一人）と観客（複数）とが向き合い、実演を通して直接交流す
ることにより盛り上がります。演じ手は観客の反応を見ながら、絵の引き抜
き方、声色、台詞回しなど演じ方を自在に変える事もできるので、この双方
向性と一体感は、TVなどの一方通行メディアでは得られぬ紙芝居の特質でも
あります。よって、紙芝居においては素材の「絵」だけでなく、実演する「
演じ手」も重要な要素であり、演じ手の質が紙芝居の効果をはっきり左右す
ることになる場合が多々あるのです。誕生当時は”紙芝居のおじさん”として子
供達から愛され、自転車に紙芝居と駄菓子を積んで街頭を回って拍子木を打
ち子供達を集め駄菓子を売り、人数が集まれば紙芝居をはじめていました。

www.mhjca.org
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