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18
th

 Eisa Celebration and Picnic  

 
     The 2013 EISA Celebration and picnic 

will held be on Saturday, September 14
th

 

at the AMVETS Post 89 picnic area. 

 

     Please bring your favorite covered dish 

or desert to share. The Kai will provide the 

hot dogs, burgers and bottled water.   

Please bring your own non water drinks, 

such as sodas or juices.    This picnic is 

Free to Members – Guests are only $5 per 

adult.  Please invite your friends and 

neighbors.  If you bring guests, please 

bring extra food. 

     The highlight of this picnic will be the 

Eisa dance.  This year we are planning to 

see the Eisa group which formed up in 

2011 for the 3
nd

 time.  There will also be 

games and door prizes.  Please mark your 

calendar, invite your friends and get pre-

pared for a nice picnic at AMVETS Post 

89. 

  9:00 AM Volunteers Arrive 
10:00 AM Open Doors 
11:00 AM Announcements  
11:30 AM Start Lunch  
12:45 PM Door Prizes 
1:00 PM Games Start 
2:00 PM EISA 
4:00 PM Cleanup complete 

 

 
Directions From I-71 South: 
Exit at Weber, head east to Westerville 
Rd, then north to 3535 Westerville Rd.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMVETS Post 89 

3535 Westerville Rd 

Columbus, Oh 43224 



第 18 回エイサーピクニック  

 
2013年 9月 14日(土)に、 AMVETS 

Post 89にて第 18回エイサーピクニッ

クを開催します。 

当日出席のみなさんは、ご手数ですが

お好きな一品（ｶﾊﾞｰﾃﾞｨｯｼｭ又はﾃﾞｻﾞｰﾄ）

を、ご持参下さい。友の会からは、ホ

ットドッグ・ハンバーガー・ボトルウ

ォーターを用意いたします。水以外の

飲み物（炭酸飲料やジュース等）は、

各々でご持参下さい。メンバーは無料、

ゲストは大人 1名につき＄５となって

います。 

このピクニックのハイライトはエイサ

ー踊りです。諸見里エイサー、琉球國

祭り太鼓、子供エイサーが予定されて

います。また、ゲームやドアプライズ

も用意していますので、お友達もお誘

い合せのうえ、ご参加下さい。 

開場は午前 10時。ランチ開始は 11時

半より、そして 4時終了です。 

 
 

I-71 南から来る場合: 

Weberで出て, 西方向のWesterville Rd

に入り, 3535 Westerville Rd まで進行。 

 
 

 

 

 

 

琉球國祭り太鼓支援ヤードセール 

  

むつみバーガスさんファミリーは、オ

ハイオに移住されて以来、これまで何

年も琉球國祭り太鼓の演舞を披露し、

友の会のたくさんのイベントに貢献さ

れて、アジアンフェスティバルその他

の、地域のイベントにも出場し、沖縄

文化の紹介に尽力されてこられました。

今年2013年には、オハイオ州支部とし

て、正式に琉球國祭り太鼓の本部より

認可されました。今後、益々の繁栄を

続けていくため、来年度に沖縄の琉球

國祭り太鼓本部より指導員を呼びたい

と希望しています。 

今回、ピクニックの場をお借りして、

その資金作りのための、ヤードセール

を行います。会の皆さんで、品物を提

供していただける方は、当日の朝にヤ

ードセールのテーブルまでお持ち下さ

い。収益金は、来年指導員を呼ぶため

の交通費及び指導料、その他の経費へ

当てさせていただきます。 

お持ちくださる商品には、必ず値段を

つけて下さいますようお願いします。

ご協力宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

Guest fees are just $5.    Raffle Tickets, Door Prizes and 50/50 

ゲスト料金は 5 ㌦。ﾗｯﾌﾙﾁｹｯﾄ・ﾄﾞｱﾌﾟﾗｲｽﾞ・ﾌｨﾌﾃｨ-ﾌｨﾌﾃｨもあります 

 



Youth Uchinanchu Festival 
July 2013 

 

 

Dear Okinawa Tomonokai,  

 

I just wanted to say thank you for support-

ing me. I had such a wonderful and unfor-

gettable time at the festival.  I went there 

not knowing anything about Okinawa, or 

its culture, not knowing anybody there, and 

was truly nervous. I arrived, and was wel-

comed with such warmth.  It melted all and 

everything related to feelings of being 

nervous. The people there didn't seem like 

strangers at all.  It just felt like one big 

family.  I have learned so much from the 

workshops, met many amazing people, and 

I am now motivated to help and be a part 

of the Okinawa Tomonokai Community. 

Sincerely, Lisa Feld 

(Daughter of Chikako Feld)

 

 

 

 

 

 

 

親愛なる沖縄友の会のみなさま 

（今回の若者大会への参加にあたり）

私を支援していただき感謝しています。

素晴らしい、そして忘れられないフェ

スティバルに参加することができまし

た。沖縄のこと、沖縄文化のこと、そ

こへ参加する人たちのことなど何も知

らないままの参加でしたので、とても

緊張していました。私が到着したとき、

温かい歓迎を受け、それまで緊張して

固まっていた心も、すぐに解けてしま

いました。そこにいたみんなは、他人

には感じられず、まるでひとつの大き

な家族のような気がしました。 

ワークショップでは、たくさんのこと

を学び、たくさんの素敵な人たちに会

いました。これからは、もっと友の会

のお役に立って行きたいと思います。 

ありがとうございました。 リサ・フ

ェルド（チカコ・フェルドの三女） 

  



Sachi Parker 

It has been my 

honor for the past 

two years to 

serve the Kai as 

Entertainment 

Coordinator.  I 

offer grateful ap-

preciation to all 

who participated and everyone who helped 

putting the programs together.  Without the 

special dedication and self-sacrifice of Sa-

toko Kortlandt in coordinating the dancers 

and the music, my job would have been 

almost impossible. 

We are also extremely fortunate to have the 

professional expertise of Chibana sensei to 

help us with some of the technical aspects 

of dance.  But, it’s now time for me to step 

aside and let someone else fill the position.  

I look forward to continue helping the or-

ganization perpetuate the Okinawan culture. 

With heartfelt thanks, 

Sachi Parker 

Sachi and Charlie have been helping the 

Kai to arrange and coordinate perfor-

mances for many years.  This required a 

lot of time and effort on her part and we 

are grateful to Sachi and Charlie for their 

support.    これまでサチさんとチャーリーさ

んは、友の会の演芸関係のまとめを長年担当

されてきました。多くの時間と努力を投じら

れてこられたお二人に、心より感謝申し上げ

ます。ありがとうございました！ 

 

Sachi’s Home Islands - Yaeyama 

私は、友の会の芸能担当コーディネー

ターとして、過去 2 年間を過ごせたこ

とを誇りに思います。春の集いへパフ

ォーマーとして参加された皆さま、そ

してプログラムの演目を支援していた

だいた皆様に心より感謝申し上げます。

何よりも、里子コートランドさんが寸

暇を惜しまず踊り手の指導や音楽の段

取り支援していただいた貢献がなけれ

ば、私の仕事はほとんど進めることが

出来なかったでしょう。また、琉球舞

踊の専門家である知花先生には、専門

知識で踊りの技術に関するご指導をい

ただけたのは非常に幸運でした。そし

て今、私はこの任務を辞退し、誰か他

の方にもこのようなすばらしい体験を

していただきたいと思います。 

これからも沖縄文化の継承のため、会

を応援していくつもりですので宜しく

お願いします。 

心より感謝をこめて 

サチ・パーカー 

 

 



Family Vacation to Okinawa May 2013  
By Tom and June McVey 

 

    The five of us landed at Narita and rode the 

train 

down to 

ueno 

station.  

Our Hotel 

was close 

to 

Asakusa 

and we arrived during the Sanja Matsuri 

shrine festival.  Thousands of people were at 

the festival and we enjoyed the culture, food 

and sights.  

We met 

Akio 

Takahasha 

and his 

family.  

Together 

we went up 

into the 

Tokyo Sky Tree and saw Tokyo from 450 

meters.   We stayed at the New Sanuo Navy 

hotel.  It was a real treat for us.    

 

We went the fish market for a 4 AM breakfast.   

We toured the imperial 

palace and the east 

gardens.  Our cousins 

met us and together we 

went to Yokohama to see 

the harbor and park areas 

we also had a family 

dinner. 

 

     We visted with our family in 

Kitanakagusuku and went on a day trip to 

Kudaka Jima which is 3 miles from the main 

island on the pacific side.  We enjoyed the 

ferry ride and snorkling with Kevin. 

 

     The main reason for this vacation was to 

visit with our family.  We were there for our 

mom’s 90
th

 birthday. We had cook outs,  a 

overnight trip to Cape Heido, a tour of the 

Orion Beer company and the aquarium.  We 

become experts at riding buses and finding our 

way around the island. 

 

最初に泊ま

ったホテル

は浅草にあ

り、ちょう

ど三社祭り

（さんじゃ

まつり）の

最中でした。何千人もの見物客がくり出す大イ

ベントでした。3 年ぶりに再会した明雄さんファ

ミリーと東京スカイツリーの見学をしました。 

  

その後、New Sanuo Navy Hotel に宿泊

し、皇居周辺、東京名物の築地市場、上野公園、

そして横浜を訪れ、4 泊 5

日を満喫しました。そして

沖縄へ移動しました。 

 沖縄では親戚や友人たちを

訪ねたり、フェリーで行っ

た久高島ではスノーケリン

グをしたり、また一泊旅行

で辺戸岬へも行き、途中那

古のオリオンビール工場へ

も足を運びました。あっという間の 3 週間の旅

を終え、アメリカに戻ってきました。 

  

一番楽しかったのは、母の 90 歳の誕生日をアメ

リカ在住の私達夫婦、孫たち、沖縄在住の私の

兄弟とその家族みんなでお祝いすることが出来

たことでした。 



Asian Festival 

2013 
Our Tomonokai members served about 1,000 meals at 

the 2013 Asian Festival.   Members cooked, served 

and greeted many people at the festival. 

 

Our food booth at 

2013 Asian Festival 

     This year we 

participated in the 

food booth area of 

the Asian Festival 

in Columbus dur-

ing Friday and 

Saturday of the 

Memorial Day 

weekend.  This was the first time in 3 years 

that we have participated and we are happy to 

report that we had the highest sales and profits 

we have ever had.  One of the reasons this 

happened was because of the weather.  Both 

days we had excellent temperatures and no 

rain which meant the attendance to the festival 

was very high.  We also increased our pricing 

somewhat and added chicken cutlets to our 

menu.  We served fried rice or yaki soba and 

tempura.  We also served ice tea, lemonade 

and sato tempura.  We also were chosen to 

supply tempura to the Asian Festival commit-

tee and volunteers for their lunch on Saturday. 

     We had many volunteers helping to take 

orders, clean and cut vegetables, make fried 

rice and yaki soba, fry the chicken cutlets, 

tempura and sato tempura and clean dish-

es.  Volunteers also went to the stores for 

items needed a brought them to the pickup ar-

ea inside the park. 

     As chairman for the food booth this year I 

would like to thank everyone who helped in 

any way to make this fund raiser such a huge 

success. I think everyone had a good time get-

ting together and raising money for the 

Tomonokai’s activity.   Again thank you to 

everyone who helped!                 Karl Kort-

landt 

友の会メンバー有志で参加した今年のアジアンフェ

スティバルで出したのは約 1000食分。下準備、調理、

来場したお客様への挨拶や販売など、手作りのフェ

スティバルで

した。今年５

月のレーバ

ーデーの週

末に、コロン

バスで行わ

れたアジア

ンフェスティ

バルへ、3年

ぶりに参加しました。最高の天気に恵まれ、たくさん

のお客さまが来場したことが幸いして、今回の売り上

げは、今までの最高売り上げ高と収入を記録ました。 

また、チキンカツをメニューに加え値段を少し上げた

ことも売り上げアップにつながりました。メニューは、

フライドライス、焼きそば、かき揚げ（野菜天ぷら）で、

アイスティーやレモネード、またサーターアンダギー

なども販売しました。又、このメニューは行事委員会

へ提出するよう選ばれました。何人ものボランティア

メンバーで、

注文取り、

清掃、野菜

切り、調理、

食器洗い、

イベント途中

の買出しな

どを行いまし

た。 

今回の担当者として、ボランティアをしていただいた

皆さんへ心より感謝申し上げます。皆さんのご協力

無しでは、今回のファンフォレイザーも成功はなかっ

たと思います。皆さん、ありがとうございました！  

カール・コートランド 

  



To the members of the                        
Okinawa Tomonokai of Ohio 

This is a gift to show our appreciation of the 

care that you showed for Tomiko. We 

appreciate the visits to her 

in the hospital and nursing 

home and coming to her 

celebration of life at her 

memorial service. We 

also appreciate all of the 

support you have given to 

Michelle and Edward. 

Her last wish was to go home and be with her 

parents which we have now fulfilled. We had 

a beautiful ceremony with many people 

attending at her hometown of Onna Village. 

The view of the ocean is amazing from her 

final resting place. 

Your organization is a wonderful group of 

people that care for one another. Please 

continue to support each other. Again thank 

you, 

Tomiko Fifer's family in the USA and 

Okinawa 

オハイオ州沖縄友の会のみなさまへ。 

妹であり、子供たちの母である富子が、生前皆様に

大変お世話になりました。書状にてお礼の言葉を述

べさせてください。 

彼女がいた病院や療養所、そして彼女の人生を喜

び合ったメモリアル･サービスへわざわざ足を運んで

いただき、私たち家族よりみなさまへ感謝申し上げま

す。それと同時に、彼女の娘ミシェルと息子のエドワ

ードを支えていただいたことも心より感謝申し上げま

す。 

 富子の最期の願いは、故郷の両親の元へ帰ること

でした。その儀式も、先日無事に終わることができま

した。  故郷の恩納村で、たくさんの弔問客にお越

しいただき、すばらしい葬儀をとり行いました。 彼女

の眠る丘から見える海は絶景です。 

友の会の皆さんは、お互いを大事に助け合っている、

すばらしい団体です。皆さんがこれからも、お互いを

支えあっていかれることを心より願っています。 

大変にありがとうございました。  

沖縄とアメリカの「富子ファイファーの遺族一同」より  

～～～～～～～＠～～～～～～～ 

PS Tomiko Fifer update 

Tomiko's last request was that her ashes be 

returned to Okinawa and placed in the family 

grave site. This June her children traveled to 

Okinawa with the ashes and Tomiko's sisters 

made the arrangements for the burial of the 

ashes. 

Her family here in the US and in Okinawa 

really appreciated the support and assistance 

given by our Tomonokai. As a show of their 

appreciation they have donated $300 to the 

Tomonokai 

 

故富子ファイファーさん 追記 

富子さんの最期の願いは、彼女の遺骨を沖縄のお

墓に戻してもらうことでした。去る 6月に、彼女の子

供たちが富子さんの遺骨を携えて沖縄へ戻り、沖縄

での葬儀と納骨式は富子さんのお姉さんが準備され

ていました。 

アメリカと沖縄にいる彼女のご遺族の皆さんは友の

会のサポートとお手伝いを大変に喜ばれていました。

そのご遺族の皆さんより感謝の気持ちをこめて、友

の会へ 300 ドルの寄付金をいただきましたのでご報

告いたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomonokai Officers 

President - Kazumi Makowski 

Vice President – Karl Kortlandt 

Entertainment Coordinator – Satoko Kortlandt  

Communication Coordinator – June McVey 

Secretary – Tom McVey  

Assistant Treasurer – Richard Burgan 

Treasurer – Yoshiko Burgan 

 

 

Tomonokai Trustees 

Kazue Motoki, Chizuko Reese, Andy Lizon, Hideko 

Moore, Richard Marang 

 

New Trustees 

Hideko Moore and Richard Marang have be-

come trustees for the Kai.  We now have all 

five of the trustee positions filled.  We currently 

have an entertainment coordination position 

open.   If you know of a Kai member who is in-

terested in being an entertainment coordinator, 

then please send us a nomination.  You can 

submit the nomination by phone, email or US 

Mail.  We want all nominations to be submitted 

by August 31, 2013. 

 

Our Email address:  okinawaohio@gmail.com     

Google Voice phone number  (740) 777-6242 

 

 

Okinawa Tomonokai of Ohio 

PO Box 6001 

Hilliard, OH 43026 

 

2012 Spring Festival - DVD 
Buy a Copy for your Library – Only $10 

Bill Brett brought his 

high quality video cam-

era to the 2013 Spring 

Festival and Bill has 

made a DVD of the per-

formances.  The DVD 

includes a dozen per-

formances and features close ups of the per-

formers.  So far we have orders for 20 DVDs.   

This is your opportunity to build your library of 

Tomonokai performances.   They make nice 

gifts for your friends and family 

 

     If, you would like a copy of this DVD, then 

please call Michiko Brett at 216-221-4065. 

They are just $10 and the proceeds go to the 

Tomonokai.  Orders will also be taken at the 

picnics 

  



 

Michiko and Bill Brett’s Family Adventure 

In the beginning of 2013, Michiko’s family decided after 40 

years that 11 members would visit her in America.  By early 

spring that number had grown to 15.  

We were all excited and began to fe-

verishly plan for 

their arrival.  We 

could not house 15 

people at our house so our oldest son, Bob, graciously of-

fered his house.  Our guests said they would like to see New 

York City and Niagara Falls.  Somehow we managed a successful 5 day trip with 27 people (12 from our family) 

with no one getting lost. 

Back in Cleveland we hosted a party attended by a few members of theTomonokai, went shopping, rode the roller 

coasters at Cedar Point and walked along the lake-

front.  On the final day we planted a cherry tree in 

Bob’s front yard, with all 27 people putting a scoop 

of dirt in the hole.  When they return for another visit 

they will see how much the tree has grown.  Here are 

two messages we have received since they returned to 

Okinawa.  One is from Michiko’s niece, Eri, who has 

visited us twice in the last seven years.  The other let-

ter is from Michiko’s youngest sister, Eiko 

 

Hello Everyone! I want to say thank you on behalf of my parents. My parents asked me to send a message to eve-

ryone in English. My mom said ''My experiences with you will be my life long great memory,'' and she said ''It still 

feels like in a dream. I want to go again if I have a chance." After she came back from the states she has been try-

ing new things more often; for example, she went to sell the bullfights for the first time.  

 Before she visited the states she didn't want me to move there but after she came back from states she completely 

changed, she said "If you live in the states I think that's a good idea!"......what happened to her??? My dad said 

"Thank you very much for your kind hospitality during my visit." He had good time too, mostly when he got to 

plant the cherry tree. Thank you for your kindness:).   Eri 

 

沖縄に帰って来てはや数日が過ぎ、アメリカへ行ったのはまるで夢だったように思ったりします。 思

い返せば今年初めの頃、姉妹で道子姉さんに会いに行こうと計画を立てていたところ、次から次へと人

数が増え、最後には 15人という大人数となりました。不安は各自それぞれあったと思いますが、全員

無事に帰って来てあらためて振返ってみると、みんなで一緒にアメリカへ行ったことはもの凄く貴重な

ことで本当に良かったと思っています。妹弟全員が道子姉さんの住むアメリカで集合できたのも貴重な

体験のひとつで天国にいる両親も喜んでいることだろうと思います。 

Visiting the Statue of Liberty 

Family and guest Party at Bob's Home 



 

アメリカでの姉の暮らしを前々から沖縄に居る私達や親戚は気に

なっていて、一度は必ずアメリカに行って見てみたいと長年思っ

ていましたが、なかなか行くきっかけがつかめず、でも今回はみ

んなの息が合ったというか多少無理をしてでも今回は実現したい

というみんなの気持ちが大きかったので叶うことができたと思い

ます。15人という大人数だったので、ダラスでの入国審査では大

変でした。英語がわからない人が殆どなので英語で質問されても

どう答えていいのか・・・しみじみ語学の大切さを身にしみて感

じました。アメリカに着

いて、ナイヤガラの滝、ニューヨークシティーへ観光に行き、

とにかく大人数だったの で（沖縄から 15人、道子姉さんの家

族が 12人のトータル 27人）、はぐれないように各自気をつけ

ながら行動しました。ニューヨークシティーでは、誰も迷子に

なることなく無事に楽しく観光できたのは、道子姉さんの男の

子達 3人のおかげだと思っています。3人がそれぞれに気をつけ

てくれていたからこそ迷うこともなく団体行動ができたんだと

思います。私たちがアメリカに来る前から、念入りにナイヤガ

ラの滝やニューヨークでの観光を計画してくれていていたから

こそ、楽しくて安全な観光ができたんだと思います。つくづく甥っ子たちに感謝です！また、長男のバ

ービーの家に 15人全員が泊まることが出来て本当に感謝し

ています。ダラスの入国審査の時も、15人全員が同じ家に泊

まるのは不可能といわんばかりの態度をされました。私達も

まさかバービーの家がこんなに広い家だとは想像もしていな

く、アメリカに来て一番最初にびっくりしたのが家の大きさ

で、二番目にびっくりしたのがニューヨークシティーのビル

ディングを見たときでした。15人全員が同じ所に滞在でき、

しかもあと何人か増えても大丈夫なくらい大きな家で本当に

びっくりしました。姉の子供達はみんな立派に成長し成功し

ているのをみて、本当に心から嬉しく思います。沖縄県人会

の皆さまも気さくな人達で、みんなウチナーのチムクグルを

持っていて情が深く暖かい人達です。沖縄から遠く離れた異国の土地であるアメリカで長年住み、これ

までいろいろと大変なこと 

もあったことだろうと思います。イチャリバチョウデーの精神でこれからも互いに助け励ましあってい

って欲しいと思います。沖縄でのウチナーンチュ大会で会えることを楽しみにしております。最後に、

姉がアメリカで素晴らしい夫、子供達、孫、親戚、友達そして沖縄県人会の方々に囲まれ、幸せに暮ら

しているのをみてとても嬉しく思い、皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。  Eiko   2013年（平成 25

年）8月 6日  

Everyone adds a shovel of dirt to the Cherry Tree 

Planting the Cherry Tree 

Visiting the 911 Memorial in NYC 



 

 

 

 

Thanks to all the Asian festival volunteers. 

Together we were able to achieve tremendous results. 

  

 



 

Bring your Garage Sale Items 

This year the Tomonokai will host a garage sale at the Eisa Picnic on 14 

September.   We will have a few tables set up for members to bring in 

items for sale.   Please mark your items with a price and check in at the 

garage sale table when you arrive.  Any unsold items at the end of the sale 

will be returned to the person who offered it for sale. 

 

 

The proceeds from the sale will be used to help Mutsumi Var-

gas support a Okinawan sensei who will be coming from Japan 

to teach Eisa lessons in Ohio.  The officers have agreed to this 

as our way to support the Okinawan culture in Ohio. 

 

 

Your Tomonokai Officers 

 

 

 

Support Okinawan 

Culture 

 


