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April 26, 2014 Spring Festival - Haru no Tsudoi  ２０１4年－春の集いのお知らせ 

第 19 回 春の集いが 4 月 26 日、Capital City 教会にて開催されます。Tensuke から西

へ約 300 ﾌｨｰﾄ、住所は 1290 Old Henderson Road です。2013 年の春の集いがあった

場所です。教会のホールには、昇り舞台があり、客席からパフォーマンスが良く見え

るようになっています。 

The 19th Spring Festival will be held at the Capital City Church.  The Church is about 300 feet 

west of the Tensuke Market at 1290 Old Henderson Road.  This is the same place that we had 

the 2013 Haru no Tsudoi.   The Church has an elevated stage which will allow for good viewing 

of the performances.    

 

    April 26th 

   Please Mark  

Your  Calendar 

 

Please bring your favorite covered dish (as much HOME MADE as possible), dessert and bev-

erages so we can share with each other.  Please bring extra food for your guests.  The Kai will 

be providing bottled water.  If you arrive around 10 AM, please help set up the food line.  

Please join us to welcome in the New Year. 

WE ARE LOOKING FOR VOLUNTEERS TO HELP IN THE KITCHEN AT THE SPRING FESTIVAL 

当日出席のみなさんは、ご手数ですがお好きな一品（手作り料理又はﾃﾞｻﾞｰﾄ）を、お持ち寄

り下さい。出席者全員でシェアをします。10時頃会場へ来られる方は、会場設置のお手伝いをよ

ろしくお願いします。新年をご一緒に迎えましょう。 

春の集いのキッチン作業をお手伝いしていただけるボランティアを探しています。できる方

は、役員のどなたかへご連絡お願いします 

 

 

 

 

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 

 



 

News Death Notice （お悔やみのお知らせ）・・・・・・・・・・
 

Yukiko Ishiki Kirk age 80 of Columbus, passed away on Tues-
day, March 11, 2014. Born in Okinawa, Japan, came to the Unit-
ed States in 1972 with her husband Philip Earl Kirk, and served 
as a seamstress for Swan Cleaners in Downtown Columbus for 
over 20 years. The oldest of nine children, she is preceded in 
death by her parents, Gensho and Kayo Ishiki, brother Motomaro 
Ishiki, and daughter Tomoko Hayashi. She is survived by six 
brothers and sisters, son-in-law Tomohide Hayashi, grandchildren 
Junichi (Angie) and Hiroshi Hayashi, and great-grandson, Benja-
min. Several members of the Tonomokai signed and mailed a let-
ter to her family. 

コロンバス市のゆき子伊敷カークさん（享年 80 歳）が 2014 年 3

月 11 日に逝去されました。沖縄県出身。夫のフィリップ・カー

ク氏と共に 1972 年に渡米。コロンバス市内の Swan Cleaners で 20 年以上も縫製の仕事に従

事。9 人兄弟の長姉。  生前、父･伊敷げんちょう氏、母･カヨさん、弟･伊敷元麻呂氏・

娘･林とも子さんに先立たれた。ご遺族は、6 人の弟妹・娘婿の林トモオ氏・孫の林ジュンイ

チ氏(アンジー)・林ヒロシ氏・ひ孫のベンジャミン君。友の会よりお悔やみのカードを送付。 

 
 

News Death Notice （お悔やみのお知らせ）・・・・・・・・・・ 

MILLER, Ume "Fumiko" Passed away at Good Samaritan Hos-
pital on Saturday, November 30, 2013. She was born in Okinawa, 
Japan to the late Kamasuke and Kamato Kakazu. She is preced-
ed in death by her 5 brothers and 2 sisters. Ume loved to gar-
den and sew. She loved spending time with her friends, and sing-
ing karaoke.  

She was a friend to everyone she met, and generous with all. 
Fumiko is survived by her loving husband of 49 years, Bob Miller; 
daughter, Barbara Miller and sister, Toyo Miyagi. –  

文子（ウメ）ミラーさんが 2013 年 11 月 30 日にデイトン市内の

グッド・サマリタン病院にて逝去されました。父の故嘉数カマス

ケ氏と母故カマドさんのもと沖縄県の出身。生前、5 人の兄弟と

2 人の姉妹に先立たれる。文子さんはガーデンと裁縫を趣味とし、

友人たちとカラオケを楽しむことが大好きでした。 

 

出会う人たち全てに隔てなく友達になり、皆に親切でした。ご遺族は 49 年間寄り添った夫

のボブ・ミラー氏、娘のバーバラ・ミラーさん、姉の宮城とよさん。 

 
 

 



 

News Death Notice （お悔やみのお知らせ）・・・・・・・・・・ 

 
Take Zayasu Gangloff who was recognized by Tomono 
kai after the fact of her passing on September 13, 2013. 
She was born in Naha Okinawa, and moved to the US 
with her husband who was in the US military in the 60’s. 
Her life was taken by a teenager who is currently in the 
hand of justice. Her grave stone and the lot were donat-
ed generously by Calvary Cemetery in Dayton.  

タケ座安ギャングロフさんは 2013 年 9 月 13 日に亡く

なった後に友の会へ連絡があり、そのとき初めて彼女の

存在を知りました。那覇市出身のタケさんは 1960 年代

にアメリカ軍人だった夫と渡米。未成年の青年によりタケさんの命が奪われました。その青

年は殺人犯として現在裁きを受けています。デイトン市内にある Calvary Cemetery のありが

たい申し出により身寄りのないタケさんへ墓石と墓地が献上されました。 

 

 

Membership Dues 会費について 
 
Many members have paid their 2014 dues. 
Thank you 
 

2014 年度の会費をまだ納めていない方は出

来るだけお早めにお納め下さいますよう、お

願いします。 

 
 
 
 

Guest Fees ゲスト料金について 
In order to speed up the 
check in process, please 
bring exact change to pay for 
any guests that you invited to 
the Spring Celebration. 
 
 

春の集いへ、ゲストをお連れ

する方は、当日大変込み合いますので、お一

人につき 5 ドルの参加料金をおつりのないよ

うにお持ち下さい。ご協力ありがとうござい

ます。 

 

 

Crafts and Art Donations 
 
Please donate – Gifts for door prizes 
 

Handmade gifts are the best. 
   
 

 
 
Craft and Art donation Volunteers are needed 
for gift prizes at Spring gathering.  Your gen-
erous craft and Art donation is welcomed and 
accepted at the front desk on April 26. 

 

春の集いで景品として差し上げる手芸品や絵

画などの寄付を募っています。寄付していた

だける方は、当日フロントデスクで受け付け

ております。ご協力宜しくお願いします。 

 
 



 

 

。

Hello everyone,  

I have been chosen 
to represent the 
United States in a 
martial arts competi-
tion overseas in 
Rome.  I need to 
raise funds in able 
to cover the cost of 
expenses while I am 
there. I will be 
fighting in the 16-17 
year old division in 
the 132 weight class 
for the United States 
Shuai Jiao Associa-
tion against teams 

from Italy, China, and several other countries.  

I have been actively practicing Kung Fu for the last decade of my life and am honored 
to have been chosen from among my peers for this competition.  Thank you to anyone 
who can help me towards this goal.  Any amount helps me in the long run.   

Thank you for your support! Taiyo Marang.  

To donate go to: http://www.gofundme.com/6rigkw 
  

みなさんこんにちは！この度、アメリカ代表として海外でのカンフーの試合に出場す

ることになりました。試合会場はイタリアです。 

そこでの滞在期間中に必要な経費をカバーする資金集めをしています。 

米国 Shuai Jiao 協会の 16～17 歳の部で１３２ポンド級代表として、イタリアチーム、

中国チーム、その他の国のチームの選手たちと競技します。 カンフーの道を究めて

今年で 10 年目を向かえ、仲間の選手たちの中から僕が代表として選ばれたことを大

変光栄に思います。金額は問いません。ゴールに到達するためのサポートをどうか宜

しくお願いします。 

タイヨウ・マラング 
 

オンラインでの支援金はここへ: http://www.gofundme.com/6rigkw 
 

http://www.gofundme.com/6rigkw
http://www.gofundme.com/6rigkw


 

20th Anniversary – Member Preferences 
 

In order to find out the interests of our members.  We kindly ask for your input on  

these options for the 20th Anniversary.友の会 20 周年記念を来年に控え、皆さんのご意

見をお聞かせください。当てはまるところに○をつけて下さい。 

 
 

Do you prefer to place an order for food from a menu with a 

choice of beef, Chicken or Salmon ビーフ・チキン・サーモンか

ら 1 品を選ぶ料理を業者に注文して食事をしたい。 

 

Circle One         Yes   No 

○をつける  はい  いいえ 

 

Do you prefer to have a self-serve pot luck lunch with an assort-

ment of foods cooked by our members? 会員みんなの手作り料

理を持ち寄ってポットラックをしたい。 

 

Circle One         Yes   No 

○をつける     はい いいえ 

 

Would you like the Tomonokai to invite professional performers 

from Japan? 友の会から日本のプロパフォーマーを招待してほ

しい。（高額） 

 

Circle One         Yes   No 

○をつける     はい いいえ 

Please list any suggests you have for the 20th anniversary celebration.   20 周年記念のお祝いに向けて提案

がございましたら、空欄にご記入下さい。 

 

What performances are you interested in?    Circle all you are interested  in 興味の

あるパフォーマンスに○をして下さい。（好きなものはいくつでも○をする） 
 

 

●Okinawan Folk Dancing 琉球舞踊,        ● Line Dancing ラインダンス, 

●Dancing 社交ダンス,                             ● Choir singing コーラスの歌 

●Sanshin Performers サンシン演奏,       ● Eisa Drums エイサー太鼓,   
 

●Other その他 :   __________________________________________________ 

 
Your Name 

あなたの名前 

Date  

日付    

 

Please mail this completed form to:このページに書き込んで以下の住所に郵

送してください。    Okinawa Tomonokai of Ohio 

PO Box 6001 
                                         Hilliard, OH 43026



 



 

Dear Tomonokai Member, 
 
I have noticed that your 2014 membership dues have not been paid. 
 
 
 
Unpaid Members 会費未納の会員 
 

In case you have overlooked paying your 2014 dues, please complete and mail in the 
attached membership form. 
 
I would like for you to complete the attached form so that we can update your member-
ship info for any new address, phone numbers or email addresses. 
 
I am trying to collect the dues before the Spring Celebration so that the people staffing 
the membership desk can enjoy the Spring Celebration. 
 
 
 
Yoshiko Burgan 
Treasurer  
Tomonokai of Ohio 
 
 
 
2014 年度会費は添付した支払い用紙に書き込みのうえ、チェックを添えて郵送して下さい。 

申し込み用紙を参考に、会員名簿のアップデートを行いますので、新住所・電話番号・E

メールアドレスなど必要な内容を全てお書き込み下さい。 

 

春の集い（April 26）の前までに郵送していただけますと、春の集い当日の受付係の手間が省

け、みなさんといっしょに楽しい時間を過ごすことが出来ます。ご協力お願いします 

 
 


