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DEIGO SHINPO
ぐすよーちゅーうがなびら、いい正月でーびる！
Gusu~yo~ (Everyone) Chu Uganabira (How are you?)
Ii Shogachi de~biru (Happy New Year!)

Year Of the Tiger
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初日の出 沖縄県名護市字嘉陽

The First Sunrise of the Year Kayo, Nago City Okinawa

にんとぅ あらたまぬとぅしぬ ぐぅえーさち うんぬきやびら。
くとぅしん どぅ うがんじゅーさ、しみそーり。
くとぅし はじみてぃぬ でいご新報、ゆりくぅぃみそーりー。

会長挨拶
ラッセル厚子

祭りと花の沖縄

新年明けましておめでとうございます。寅（とら）年がスタートし
ました。いかがお過ごしですか？ 沖縄の１月、２月には、ムー
チー(鬼餅), トゥシビー(生年祝い), ジュールクニチー (16日祭)
などたくさん行われています。そしてこの寒い中でも、桜も咲き始
めています。皆さんも一度は八重岳の緋寒桜を、車に揺られながら
見物した事があるのではないでしょうか。本島北部は自然の美しさ
を楽しめる場所が多くていいですね。先日浦添（実家）からそう遠
くない西原町の住宅街の一角にも、こんなきれいなコスモス畑があ
る事を、私の姉が写真を添えて教えてくれました。老人会サワフジ
会（老人会）と子供会が中心ですが、地域全体で美しい街作りをし
ているそうです。もともとサワフジ（別名サガリバナ、見頃６月～
７月）の名所として知られている内間御殿、その美しい光景もいつ
か見てみたいと思いました。
ここで私の今年の抱負を紹介させていただきます。
１. トラディッショナルも大切にし、新しい事にもトラいする！
２. いつまでも年をトラない！（気持ちだけと言う事で）
３. なるべく平常心を保ち、心をトラぶらせない！
本年も皆さんのご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。

大人の手のひらと
同じ位い大きい
It's as big as palm
of your hand!

ヒカンザクラ (緋寒桜)
Hikan Sakura

どうしてうちなーでは、旧暦12月8
日にムーチーを作って食べるの？

私は紅芋が一番とか、いや絶対きなこ！
などと、何で餅が厄払いなのかも知らないで食
べてる人のなんと多い事。
きっと
ちゃんに叱られる…
（笑）
「ムーチー」は漢字で書くと「鬼餅」県内には
様々な伝説がありますが、特に有名な伝説が那
覇市の首里金城町にある内金城嶽（うちかなぐ
すくたき）に残っています。
内金城嶽の近くに、仲が良かった兄と妹が暮ら
していた。しかし、ある日、兄が鬼と化して、
家畜や子供まで食べる様になってしまった。
妹がどうにかしないと、と苦渋の選択に迫られ
鬼が好む餅を作って、その中に鉄を入れて食べ
させた。なかなか噛みきれない餅に苦戦してい
るところで兄は助け出され、二人で鬼を崖から
突き落としたと伝わっています。
そんな事から"邪気払い"、"子供の健康を祈る"
意味で、旧暦12月8日に餅を作り神仏に供える
風習になったと言われています。

西原町内間御殿（うちまうどぅん）前
Nishihara Town "Uchima Udun"

Festivities and Flowers in Okinawa
Atsuko Russell, President

Happy New Year! The Year of the Tiger started with
celebrations and festivals in Okinawa. Muuchii (See below),
Tushibi celebration (Birth year celebration by Chinese zodiac),
and Jyu-rukunichi (Jan. 16th of the Lunar calendar. New Years
celebration for the afterlife)
"Hikan Sakura" (cherry blossoms) begin to bloom in January
in northern Okinawa. The popular place to see the flowers is
Yae Dake (Mount Yae). You'll be able to see the beautiful
dark pink Sakura as you drive up the mountain. Okinawa's
Sakura is different from the ones in the DC area. They are
lighter pink and called "Somei Yoshino".
Cosmos are Summer flowers, but they are already blooming in
Okinawa. My sister in Urasoe City sent me the picture (above).
The cosmos field is located in front of the "Uchima Udun"
(Historic Site) in town of Nishihara. The seniors and the children
in the community volunteer to be in charge of the field. It's
a good idea by the towns people to connect different
generations and bring joy to not only who live there, but also
those who visit the town.
I wish you the good health and much happiness in 2022!

鬼餅

What is "Muuchii”? Also known as Onimochi (
)
( oni means demon,
mochi means rice cake)

鬼

Muuchi Made by Takako Touyama

ムーチー by 當山孝子

餅

On December 8th of the lunar calendar (Jan.10 New
Calendar this year), in Okinawa, it is a custom to eat
muuchii to ward off demons, protect from evil, and pray
for a good health.
The custom originated from folklore of Okinawa island.

余った餅はお団子に！ Long ago, a brother and sister lived in a village near Shuri.
Leftover mochi can The brother became possessed by a demon and ate
be cute dango！ livestock at night; he even started eating children.
The sister found out, so she came up with a plan to get
rid of the demon.

Purple Pumpkin
potato

Meat
millet

Japanese
mugwort

近年は紅芋に加え、カボチャ、トーヌ
チン（たかきび粉), よもぎやチョコ
レートなど色んな食材で作られていま
す
Recently, many more flavors
are introduced.

In order to exorcise the demon, the sister made a muuchii
(mochi) with iron nails inside and wrapped it with sannin
(shell ginger leaves, called caasa in Okinawan language).
She tricked the demon to eat the mochi; the iron nails rid
the brother of the demon and they pushed it off the cliff
to kill the demon!

２０２２年 新春会 開催決定！

Party time! Shin Shun Kai in April!

二年ぶりの新春会の開催が決まりました。基本的な感染防止策に加え、屋外であれば開催可能と、執行委員会で判断致しました。
場所はピクニックでお馴染みのフライングパンパークです。久しぶりにトゥシビーも沖縄会ファミリーで、一緒に祝える事を楽
しみにしています。当日はパビリオンに、ステージを設置し、エンターテインメントを楽しんで頂きたく、これから準備をして
いきますが、会員の皆さんのご協力が必要です。どうぞお力添えをよろしくお願い致します。新春会の詳細は決まり次第お知らせ
致します。
Awesome news everyone! Save the date and join us for this year's Shin Shun Kai. A stage will be set inside the
pavilion, and we'll have variety of entertainment. It’s going to be a happy & exciting cultural celebration with
Uchinanchu friends and families. It's a new Shin Shun Kai, and we'll need your help to make it a successful event.
Sign-up sheet will be available in March. More details coming soon.

日時(Date)：Sunday, April 24, 2022 Time: TBD
会場(Place): Frying Pan Farm Park Picnic Pavilion
住所(Address:) 2739 West Ox Rd. Herndon, VA20171
Frying Pan Farm Park
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いちまでぃん、ちゃーがんじゅー しみそーりよー！

昭和25年、13年、大正15年昭和元年生まれの方

*少なくても２年間継続で会員の方が対象です。下記の会計まで
ご連絡ください。

Wish you long life full of goodness and happiness!
Tushibi celebration for those who were born in the year of
the Tiger (1926, 1938, 1950) *You must have been a member
for at least two consecutive years to be qualified.
Please contact our treasurer.

会計連絡先

Treasurer Contact information

さちこ ニコルソン Sachiko Nicholson
Email (okinawakai@okinawakai.org)

春の奨学金に応募しませんか？

Spring Scholarship Opportunity

締め切り４月３０日 Deadline April 30
1. 学業奨学資金 (大学生対象)
Academic Award $500-$1500.

大学や専門学校で、更に高い目標を持ち学びたい方への支援です
We support members pursuing a higher degree, diploma,
or certification from a established institution.

2.

文化奨励奨金 (子供大人対象)
Cultural Award $50

沖縄や日本文化に関する活動、お稽古事を奨励します
空手、琉舞、歌三線、日本語のクラスなど。

If you or your child has taken karate, Okinawan Ryubu dance,
Sanshin music , Japanese language, or related classes, please apply

詳細は沖縄会ウェブサイトの教育基金応募要項をご覧ください。
質問はＥメールで尚子トーレフソンさんへ
See details on Okinawa Kai website.
Questions? Ask Naoko Tollefson by Email
okinawakai@okinawakai.org

奨学金受付は 春秋年二回

Applications are accepted twice a year, April & September.

メンバーシップ更新

Membership Renewal

年度の会費受付は１月末日でした。新春会、ピクニック、
そして奨学金制度は全て、会費と寄付で賄われますので、会費
の納入をよろしくお願い致します。会費未納の方はお早めに。
オンラインでのお支払いはこちらをクリック
2022

The deadline for 2022 membership registration was January 31.
Okinawa Kai events, Shin Shun Kai, picnic and scholarship are
possible by your dues and donations. Please make sure your
membership is up to date and dues are paid. Pay online here.

会報 でいご新報
Deigo Shinpo Newsletter

沖縄会の会報「でいご新報」は会員に年4回お届けしてい
ます。次回春号からは２０２２年会員のみへ配布されます
ので、お気を付けください。
Okinawa Kai Newsletter is published quarterly. Next
Spring issue will be sent to 2022 members only.

会計報告書

お願い Remember!
連絡先（住所、電話番号、メールアドレス
等）の変更があった場合は、第一会計の孝
子ボールさんへ速やかにご連絡ください。
To update your mailing address,
phone number, or Email address,
please notify the first treasurer.
Takako Ball
4944 Frishman Ct.
Woodbridge, VA 22193
or E-mail
takakoball@bellsouth.net

最近美味しい物何か作りました？

What are our members cooking
up lately?

Rumiko Edwards

ロバートクラウス
ジンジャーブレッドクッキーズ

Eho Maki

エドワード留美子
恵方巻き(えほうまき）

Robert Krause
Gingerbread Cookies

Terrie Simmons-Ehrhardt's Very First
Soba

テリーさん初めてのそば作り

ジャスティン ラッセル
ローストチキンとオッツオ
Hewitt Family New Year's Meal
Justin Russell Roast Chicken and Orzo

ヒューイット家のおせち

第７回世界のウチナーンチュ大会実行委員会主催

テーマ「私が描くウチナーンチュ大会」図画コンクール

おめでとうございます! 国内外県人会の子弟又は県内小中高生対象に行われた図画コンクール
にみちえさん、クリスベックフォードさんの娘さん きらさん（１２歳）の作品が最優秀賞
を受賞致しました。３月、知事とのオンライン受賞式が予定されています。その様子は次回、
でいご新報（春号）でご紹介致します。
The 7th Worldwide Uchinanchu Festival Executive Commity

【Theme】My Ideal Uchinanchu Festival

きらさんの作品 Drawing by Kira

［Host］

Art Contest

Congratulations! Kira Beckford (12), a daughter of Chris and Michie Beckford won the
Grand prize in the 7th Worldwide Uchinanchu Festival Art Contest. Governor of
Okinawa will hold an online ceremony in March. We'll report about the ceremony in
the next issue of Deigo Shinpo.

大会最新情報 Festival Update

The 7th Worldwide Uchinānchu Festival will be held in a
hybrid format, including online participation, in order for
those that cannot come to the prefecture to still be able to
participate.
It is expected that a decision on the content of the event
needs to be made in April 2022 at the latest, approximately
six months before the event, we can assume it will be
discussed and decided at the 3rd Executive Committee
meeting to be held in the same month.

My News
まいにゅうす

北

ヒューイットさとみ

斎

Satomi Hewitt

展
スミソニアン協会付属の一つ, フリーアギャラリーで開催されている北斎展
今年一月九日最終日にようやく足を運ぶことができました。
葛飾北斎（かつしか ほくさい) は日本国内外で有名な江戸時代の浮世絵師
・画家で、生涯にたくさんの作品を残しました。
富嶽三十六景（ふがくさんじゅうろっけい）神奈川沖浪裏（かながわおき
なみうら）は有名な作品で、誰もが一度は見たこともある絵だと思います
残念なことに今回開催されていた北斎展にその絵はありませんでしたが、
他の有名な龍や北斎漫画など素晴らしい作品が数多くありました。

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏

Great Wave off the Coast of Kanagawa

This sample of the 1,000 yen bill
to be issued in 2024 was printed
by the official producer of
Japanese paper currency, the
National Printing Bureau of Japan.

HOKUSAI
Exhibition

北斎の作品は19世紀のヨーロッパの画家にも大きな影響を
与えたという史実もあります。200余年の時を超えて北斎の
作品を目の当たりにし、彼の才能や情熱を感じることがで
き大変感動を覚えました。日本にいてもなかなか見ること
ができない貴重な作品をDCのフリーアギャラリーで見るこ
とができ、私たちはラッキーだとつくづく思いました。
富嶽三十六景神奈川沖浪裏の絵は2024年に発行される千円
札裏のデザインになることが決定し、日本を訪れる楽しみ
の一つになりました。

The Hokusai exhibition was held at the Freer Gallery attached to the
Smithsonian Association; I was finally able to visit on the last day,
January 9 this year. Katsushika Hokusai is a well-known Edo period
ukiyo-e artist and painter in Japan and abroad and has left many
remarkable works in his life. His print series of the Thirty-Six Views
of Mount Fuji are very famous, and I think the Great Wave off the
Coast of Kanagawa from this series is the most famous work that
everyone has seen. Unfortunately, the exhibition did not include the
Great Wave, but it did include many wonderful works such as
famous dragons and Hokusai manga, etc.

It is a historical fact that Hokusai's work had a great influence on
European painters of the 19th century. It was very moving to learn that
Hokusai's work has been viewed for more than 200 years and visitors are
able to feel his talent and passion. At the Freer Gallery in DC, I was very
lucky to be able to see these valuable works that I may not have easily
seen even in Japan. The image of the Great Wave off the Coast of
Kanagawa was selected as a design for the ¥1,000 bill to be issued in
2024, and it has become one of the pleasures of visiting Japan.

Member News

メンバーニュース

Chris Beckford

自分で創る未来 ギャビーのストーリー
From a full-time job and side hustles to a 6-figure business

昨年９月に行われた、秋のピクニックでの椅子取りゲームの
チャンピオン、誰だったか覚えていらっしゃいますか？
ベックフォード クリスさんです。娘さんのギャビー ベックフ
ォードさんは、まだ２6歳。大学卒業後に就いたエンジニアリン
グの仕事を辞め、夢を実現させる道を選びました。世界40か国
以上を飛び回る、トラベルエキスパート、TEDxスピーカー、
コンテントクリエーター、インフルエンサーとして活躍していま
す。CNBC ニュース4 で取り上げられた彼女のストーリーは
こちらをクリック！

Do you remember who won the music chair final at the last picnic?
Yes, it was Chris Beckford!
His daughter, Gabby Beckford (26), quit her engineering job to pursue her
side hustle full-time—and brought in 6-figure business in one Year.
She is a digital nomad and travel expert, content creator and TEDx
speaker. She educates and empowers young people to seek risk, seize
opportunity and see the world through her website, Packs Light. You can
read her story on CNBC channel 4 news here.

トリビア

TRIVIA

三線の日

(*旧暦３月３日)

浜下り
(ハマウリ、サニツ、
サニズとも言う)

この日は三線の音に合わせて琉球音楽
を歌って、踊って楽しむ日。
Sanshin Day in Okinawa
Day to enjoy Sanshin by singing,
dancing Okinawan music.

Gabby Beckford

女性は海に行き海水に手足を浸して身を清め、健康を祈
願する。この日は干潮にあわせて浜へ降りて潮干狩りを
楽しむ。旧暦の3月3日は一年で大きく潮が引く日だと昔
から言われています。
Hamaori

（AKA Hamauri, Sanitsu, Sanizu）

On March 3rd of the lunar calendar, families take their
girls down to the beach and get in the water and pray
for good health. This day is believed to be the lowest
tide of a year.

他にもこんな記念日…Others....

1. クレーンゲームの日 Day of Claw Crane（Mar.３）
2. ミシンの日 Day of Sewing Machines（Mar.4）
3. サッシの日 Day of Aluminum Sash（Mar.4）
4. 円の日 Day of Circle Currency （Mar.4）
5. 雑誌の日 Day of Magazines（Mar.4）
6. 酸蝕歯の日 Day of Acid Erosion Teeth（Mar.4）
7. バウムクーヘンの日 Day of Baumkuchen（Mar.4）

Okinawa Kai Newsletter Deigo Shinpo
Editorial Staff: Justin Russell
To contribute stories or editing and design support, contact
Atsuko Russell at ookiihug@gmail.com.

