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“愛する者と別れる”という悲
私の生まれましたハワイの日系二世

歌に“別れの磯千鳥”があります
の如くです。
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20１０年度教化標語
世の

7月の予定

4 日 10時 家族法要

5 日 事務所休み

10 日 墓地法要 (詳細

11 日 10 時 お盆

墓地法要 (詳細

15 日 1 時半 日系

17 日、18 日 盆踊

23 日―25 日 NWYBL

25 日 10 時 家族法要

一

共に赴任させていただき、
愛別離苦」の教えや“別れの

７月３１日付けにて、シ
ここに皆様より賜りまし

をしていました。１９４１
には、ホノルル市のハワイ
連行されました。その父・
していました。

年度教化標語
の中安穏なれ

予定

家族法要 日本語法要なし

詳細は P4 に)

盆・初盆法要

詳細はP4に)

日系マナー法要

盆踊り

NWYBL リツリート

家族法要 日本語法要なし



どうぞ、皆様も念仏者として
宗の教えでは阿弥陀仏の願いの
７月はお盆のシーズンです。

公立学校の教師をされて引退された
田さんの許可を得て、英語の詩
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シアトル輪番 松林芳秀 先生
松林先生が輪番として別院に着任
部の一員として先生と一緒に法要
喜びとします。
現在、理事会会長としてお寺の
大会などに行くときに話や歌で
先生のエネルギーと熱意が親鸞聖人
先生の浄土真宗の知識が法要を
先生、先生と共に歩んだお念仏
がご一緒に成し遂げた事を忘れないで
松林先生、先生と奥様、ご家族

お内陣の生け花のヘルプ
堀川徳禧久の指導
た。レッスンは毎金曜日
すでに始めた方々
Rev. & Mrs. W。
この方々はすでに
私たちはより多くの

に男性のヘルプが必要です。堀川
又、木の枝を使いますので寄付
ニパー、松、等）3.5 フィート

ダーマスクール
輪番松林リタイアメント・ポットラックには
はとても美味しかったです。皆様
ビンゴなどとても楽しい一日となりました
輪番、リタイアメントにお祝とベストウィシュを
生徒と家族の方々、よい夏を過

８月の予定
1 日 原爆被爆者法要
22日 SBBWA 恵信尼公・

着任されて以来かれこれ 4 年半がたちました
法要や教育プログラムの計画などにかかわる

の仏・法を共有の強さという先生の貢献に
で皆を和ませてくださった先生の存在がなくなり

親鸞聖人 750回大遠忌法要を成功とした推進力
を特別なものにし私たちはありがたく思っています

念仏の道は素晴らしいものでした。私たちは
れないで下さい。

家族がリタイアメントをエンジョイされることを

のヘルプについて
指導でお内陣のお花の生け方のレッスンが６
毎金曜日 10 時より 12時(7 月 9 日、8 月
々は、リサ B,ケリーE,ジャネット K,エレン

。
はすでに 3 週末活けられとても素晴らしく出来ました

くの方々に参加して頂きたく思います、とくに
堀川まで連絡下さい。事務所に連絡して下

寄付してくだされば助かります。エバーグリーン
フィート(1－2本) 2.5フィート(3本) 2フィート

ABA ボ－リング
5 月 30日(日)ABA会員はインペリアルボーリングで
ボーリングをおこなった。8名の参加者
時間を過ごし、笑顔が耐えない会となった
のスコアとなり、この次までに練習
路についた。

リタイアメント・ポットラックには多くの方々の料理を頂き感謝
皆様のご協力のお陰です。BWAと別院にもご
となりました。
とベストウィシュを。私たちはとても感謝
過ごして下さい。又お盆と秋にあいましょう

・覚信尼公法要

三

がたちました。その間、私は宗教
などにかかわる時間を持てたことを

に本当に感謝します。
がなくなり淋しくなります。
推進力となりました。

っています。
たちは今、別々の旅に出ます

がリタイアメントをエンジョイされることを念じております。
合掌 森ポール

６月４日より始まりまし
月 20日、10月 22日休み)

エレン M,ティッシュ O,

ました。
とくに重い花器を運ぶの
下さい。

エバーグリーン（カメリア、ジュ
フィート(3 本)。

はインペリアルボーリングで親睦会
参加者がおおいに楽しい
となった。ペギーが一番

練習をつむことを感じて家

感謝します。多くの料理
にもご寄付に感謝します。

感謝しています。
にあいましょう。
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お盆法要
7月 10 日 12時 クイーンアン墓地 (カストロ先生)

1 時 ワシャリメモリアル墓地 (カストロ先生)
3 時 レークビュー墓地 (松林輪番)

11 日 10時 お盆・初盆法要
1 時 ワシャリ墓地 (松林輪番)

3時半 サンセット墓地 (カストロ先生)

婦人会便り

会長のメッセージ 八幡静江

 婦人会の４月、５月、６月当番に依るキッチン清掃は下記の方々に依ってなされまし
た：加藤ジョイス、花田ペギー、水野初枝、オックスライダー・アン、高島キヨ、谷口
明子、谷口マーサ。竹田はるそうも有難う。谷野テリーがこの清掃の段取りをして下さ
いました。感謝します。

 松林輪番と奥様の引退リセプションの際にポットラック昼食の婦人会寄与の食事の準備
調整をして頂いた竹田園枝、山崎美代子、墨田フローレンスにお礼を申します。

 ２０１０年６月２２日に婦人会会員３９名、男性３名、松林輪番、奥様方はチュカナッ
トドライヴへの一日旅行を楽しまれるでしょう。

婦人会活動 マリオン浅場

６月２日（火）ビード細工のクラスが山口文子に依って教えられました。

６月９日ハッピ－コート作成のクラスに圧倒的な希望者の反応が有り、多数の婦人方が参加さ
れました。お名前は次の通りです：広尾好江、出口メイ、中村 ジューデス、山崎美代子、山
口文子、磯村敏子、川原律子、山崎メイ、久保政子、河本雅子、清水和美、新宅フラン、清水
ダーリーン、イー福代、小北孝子、花田ペギー、田中リク子、ワーリック・ロナ、真谷治子、
竹田園枝。時田エルシーと後田ヘレンは家で縫う為にキッツを持ち帰りました。これらのハッ
ピーコートを作成する為のとても綺麗な日本模様の生地は田妻美代子が寄附されました。

６月１５日時田エルシーがカード作成の為の Pressed Dried Flower のクラスを持たれました。

これらの品々はお盆踊り祭りにて販売されます。

寄付感謝録 一般寄付は、英文寄付欄をご参照下さい。

７月行事予定 ２５日（日）婦人会キャビネットミーテング

通信書記（日） 新保悦提出

日本語版のイーメイル・アドレス Newsletter-jpn@seattlebetsuin.com
シアトル別院時報日本語面翻訳・編集 和田真知子
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