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〜行事予定のご案内〜
� 「お茶会」
　会員同士の親睦のために毎月 1 回、第 3
金曜日午前 9 時半頃から 11 時までお茶会に
集まりませんか。お時間のある方はご参加下
さい。メキシコの色彩豊かなレストランで
す !! 場所はプレノの Central Market の近
くで、通りを隔てた Walmart の真ん前です。
お茶会の後は何処かで昼食を一緒にいかがで
しょうか。
次回は→
日時：2月16日（金）午前９時30分〜11時
場所： Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
住所： 420 Coit Rd, Plano, TX 75075
担当：上田  214-250-4759(携帯) 
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2017年 新年総会

■2017年 行事報告
2/5  総会・新年会 ………………………… （プレノ、グレンイーグル・カントリークラブ） …………… 48 人
　 　＊16 年の行事報告・17 年の予定、会計報告、役員の紹介を執り行い、承認されました。
3/12  ポトラック親睦会 …………………… （ヒルクレストヴィラ・クラブハウス） ……………………… 28 人
　 　＊持ち寄ったお料理を頂きながら、会員相互の親睦を図りました。また、シュレーファー弓子さんの
　　　　　　ハープの演奏も行われ、視聴した皆さんは優雅で美しいハープの音色に至福の時を過ごしました。
6/17  風呂広子医師の医療講演会 ………… （ヒルクレストヴィラ・クラブハウス ） ……………………… 20 人
　 　＊「薬の正しい飲み方」と題して、モニターを使っての優しい説明と沢山の助言を頂きました。
10/15  大谷牧場で BBQ パーティー ……… （コマース、MJM 牧場） ……………………………………… 33 人
　 　＊持ち寄った料理とBBQでお腹を満たし、スイカ割りやホースライドとヘイライドで牧場を満喫しました。
12/18 忘年会 ………………………………… （ヒルクレストヴィラ・クラブハウス） ……………………… 32 人
　 　＊一年の苦労を忘れる忘年会は天候にも恵まれ、心のこもった料理と比嘉輝雄さんの
                 エンターティンメント性豊かな安来節で楽しく愉快な一日を過ごしました。。　

2018年 新年総会  
■新年総会進行スケジュール 2/4 日

＊受付開始：10時15分より

 1.  開会 （上田） 11:00am
 2.  会長挨拶 （黒石） 11:05am
 3.  行事報告・予定 （柴山） 11:10am
 4.  会計報告 （水野） 11:20am
 5.  新会員紹介 （上田） 11:30am
 6.  質疑応答  11:35am
 7.   18年度役員承認 （黒石） 11:55am
 8.  乾杯 （大谷） 12:00pm
 9.  食事開始  12:05pm
 10. 趣味の会紹介  12:30pm
  ▪読書会：  山下 直訓
  ▪ ゴルフ会：  柴山 佳久
  ▪ 走歩会：  水野 美江子
  ▪ 桜いろいろ会：  黒石 美保子
  ▪ お茶会：  上田 知栄子
 11.  年会費集金 （近藤） 1:00pm
 12.  歓談  1:00pm
 13. 閉会 （柴山） 1:50pm
 14.  終了  2:00pm

■ 2018 年 行事予定

2/4  新年総会  
3月 花見会／親睦会 　　
5月 医療講習会 
8月 料理講習会 　
10月 大谷牧場 BBQ会　
12月 忘年会

■2018年 役員の承認

　会　長 大谷 雅夫
　副会長 平嶺 多美子
　会　計 近藤 典子
　渉外・HP 柴山 佳久
　連絡係 ブルワー パット
　備品管理・連絡係 黒石 美保子
　名簿・会報 上田 知栄子
　ウエブサイト管理 古田 正洋
　趣味の会  ▪ 読書会：  山下 直訓
 ▪ 走歩会： 水野 美江子
 ▪ ゴルフ会：  柴山 佳久
 ▪ 桜いろいろ会： 黒石 美保子
 ▪ お茶会：  上田 知栄子
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■ 2017年度 収支報告書

収入

年会費 2017年度会費（15家族、個人33名）  1,620.00 
小計  $1,620.00

行事
新年会参加費 990.00
9月BBQ大会参加費/乗馬参加費 415.00

小計 $1,405.00

その他 古本の売上金 68.75
小計 $68.75

2017年収入 合計  $3,093.75 

支出

行事経費

新年会　会場／食事  2,172.24 
3月ハープ演奏会（謝礼金）  100.00 
6月医療講習会　会場費  88.00 
　　　　　　　　講習会謝礼  200.00 
10月BBQ大会 　会場費／掃除費  100.00 
　　　　　　　　材料費／雑費  220.69 
　　　　　　　　乗馬調教師謝礼  150.00 
12月忘年会　 会場費  98.00 
飲料水  61.39 
雑費（テーブルクロス、ゲームセット､紙皿等）  52.68 

小計 $3,243.00

事務費
切手代  23.60 
コピーインク代  38.99 

小計 $62.59
2017年支出 合計  $3,305.59 

資産状況
　

総収支差額 $3,093.75 - $3,305.59 =  -$211.84 
前期繰越金 （2017.12.31.） $7,588.03
次期繰越金 （2018.1.1.） $7,376.19 

Checks
#1476  $98.00

合計 $98.00
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新 会 員 紹 介

　新しく入会された方の自己紹介コーナです。
これからよろしくお願い致します。

☆ ブライアント 英理
　こんにちは。昨年夏にグリーン会に入会し
ましたブライアント英理と申します。
　自己紹介の場を設けていただいたにも関わ
らず、語れるモノが無い事に、改めて40年以

上も何をしていたんだろうと自分自身情けな
くなりますが、簡単に紹介させて下さい。
　食べ物ですとシュウマイ、観光スポットでは
ランドマークタワーやベイブリッジなどで知ら
れる横浜が出身地です。と言っても、私の生ま
れ育った町はきらびやかな場所から随分と南西
に下った田舎で、東海道五十三次の宿場町で
す。住まい（実家）が国道一号線から近いこと

新年を迎えて
　黒石 美保子

　会員の皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。
　新年の挨拶文を書いて下さいと言われ、本
当に迷いました。どうしてかというと自分は
今年は何々をしたいとか何かをしようとする
目的が定められないからです。
　毎年目標を掲げても三日坊主で終った事は
限りがありません。なぜ達成できないのかと
考えてみたところ、ハードルが高すぎたり、
数多い目標だったりしたからではないかと気
が付きました。それでは 1 つに決めたらで
きるのではないかと思ってみたものの、これ
も沈没の繰り返しでした。
　1 年間は長すぎると気づき、半年、3 ヶ月、
1 ヶ月と期間を短縮しながら試してみること
にしました。残るはあと 1 日、24 時間しか
残ってない ! 果たして 1 日でも新年の目標と
言えるのだろうかと思ったりもしましたが、
1 日出来れば次の日もできたりするのではな
いか。そして又 1 日と続き、やがて 1 ヶ月、
3 ヶ月、半年を経て 1 年になり得るものでは
ないだろうかと。

　それでは何に集点を置くかであれこれ思い
巡らしたところ、自分の体を大切にすること
はどうだろう。自分の体、頭のてっぺんから
足の爪先まで、内側も外側も健康に焦点を当
てて、何か 1 つ体に良い事、最低 1 時間費
やす事にしようと考えました。ここまで領域
を広げてみると割と簡単。ヨガだったり歩い
たりダンスしたりサウナ・マッサージに行っ
たりと。花や野菜を育て、数独で集中力を高
め、読書に映画・音楽鑑賞、はたまた友人た
ちとの楽しいお喋りや食事に出かけること、
お買い物に好きな景色の写真撮り、山登り、
ワイナリー探し、世界遺産めぐりなどーー。
　目標は健康を維持すること。好きなこと
だったら私も無理なく飽きずに続けられそう
な気がします。このように考えますと何だか
毎日が楽しくなってきました。多少、常軌を
逸しているようにも思いますが、これでいい
のではと、自分が出来る事を人の為にも自分
の為にもするとーー。
　年頭にあたり、1 年の目標をしっかり立て
て実践していくことは大切と思います。どう
か皆様も目標を何か一つ掲げて挑戦してみて
はいかがでしょうか。　　

新 年 の あ い さ つ
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もあり、お正月の箱根駅伝（関東学連加盟校の
駅伝競走）では沿道に出て応援が、我が家の年
明けの醍醐味。目の前をハイスピードで駆け抜
けていく、鍛えぬいた選手の素晴らしい走りは
想像以上で毎年驚かされました。
　私自身の運動能力はというと、何をしても
センスが無くとにかく体が硬い。体前屈測定
では、反動をグイグイつけてほんの一瞬くる
ぶし上に指先が触れるという赤面級です。体
を動かし汗をかくような事にすごく憧れを持
ちながら、やはり好きになるのは身体能力の
問われないもの。
　映画やテレビ（最近はネットフリックス
のオリジナルドラマにハマりました）、絵
を書く事（自己満足）、本を読む（海外サ
スペンス、友情、ほのぼの日常系に手が出や
すい、まれに純文学。おすすめ教えてくださ
い！）、食べる（ホルモン好き、お酒はとて
も弱い）、YouTube1人カラオケ（80年、70
年代邦楽メドレー）、硫黄温泉（群馬の万座
や箱根の大涌谷がお気に入り）、冬の夕暮れ
時の散歩（この時期の音やにおいが自分に心
地良い）、そのほか家で手軽に安くできるも
のにすぐ興味を持つタイプ。
　テキサス出身アメリカ人夫の趣味は、オン
ラインゲーム（私との喧嘩勃発率が非常に高

い危険をはらんだ趣味）、テーブルトーク
RPG（ダンジョンドラゴンなど）、日本のア
ニメ（多種多様）、読書（1か月に5～10冊
は読む、最近は主に無料で読めるライトノベ
ル）、音楽（インディーロック、エレクトロ
ニック）、映画鑑賞（ヒーローものやファン
タジー。スターウォーズを崇拝）、ファンタ
ジー系物語の執筆（自己満足）に、最近はメ
タボを気にしてコア系ジムに通い始めた形か
ら入るタイプ。
　そして今後挑戦してみたい、出来たらいい
なと夢抱いているのは、瞑想、燻製料理、寝
台列車の旅、突然歌とギター上手くなり弾き
語る、開脚など。このようにゆるい感じで
日々過ごしています。
　グリーン会には経験豊富な人生の諸先輩
方、多方面で活躍されてる方々と皆さん明る
く元気にとても輝いていて。そんな刺激的で
素敵な方たちに出会えた事に感謝と幸運を感
じながら、これからもこのグリーン会を通じ
て沢山の人と知り合い、学び、世界を広げ、
夫婦共々少しでも味をつけていけたらなと思
います。
　以上、オチも面白みもない一家ではありま
すが、今後ともご指導ご鞭撻いただけたら幸
いです。

会 員 広 場

第 2 回会員インタビュー　

● ゲスト：バーノン由美子さん　
松田 勉

【始めに】
　正月早々息子たちの引越しの手伝いで多忙
な由美子さんは現在、プレーノの北に 50 マ
イル程離れたシャーマンにお住まいです。会
報発行の時期が迫っているので是非にと懇願
してインタビューを受けてもらいました。

【何故シャーマンに引越しを】
　子供達 2 人とも外に出て主人と 2 人なので
生活のダウンサイジングの為です。380 号線
沿いとか色々探しましたが、気に入った家で
も周囲に店がないなど、結局シャーマンに落
ち着きました。そこのシニアセンターで毎水
曜にラインダンスを習っています。2 月には
老人ホームで披露すべく、皆さんと一緒に頑
張ってますよ。（笑）しかしその前に住んでい
たプレーノにはグリーン会の仲間や友人に会
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いによく来ますので車のマイレージが増え続
けてます。

【福岡の実家はどんなところでした】
　生まれた飯塚の実家は酒屋で、裏には他の
人に任せていた豆腐工場がありました。豆乳
と豆腐は毎日できたてを食べ、歯痛の時は焼
酎でうがいという恵まれた？環境で育ちまし
た（笑）。酒屋に併設している角打ち飲み屋に
煤で顔が黒ずんでいる近くの炭鉱夫さんたち
が仕事帰りに寄ってくれて賑わっていたのも
懐かしい思い出です。長女であった母の弟が
幼かったので、酒屋を継ぐため久留米から養子
を迎えて母と結婚し私が生まれました。しかし
その父は私の生後 1 年で他界してしまったの
で、面影すら覚えていません。まだ若かった母
が再婚して下関に移住した時に私は実家の養子
として残り、戸籍上は祖父母が父母となりまし
た。小学校 4 年生のくらいの時に自分の生い
立ちを知る事になりましたが、実母を今でも姉
ちゃんと呼んでます。変でしょう？（笑）

【学生時代はどのような子どもでした】
　ゴム飛びが好きで、店で使用している輪ゴ
ムをよくカラにしてしまいました（笑）。酒屋
には沢山あるサイダーの瓶に絵の具で色をつ
けた水を入れてジュース屋さんごっこをした
りと普通の女の子でした。中学では器械体操
をやっていたから身体を動かすのが好きだっ
たようです。私立の女子高時代はスカートの
丈を決められた長さよりたくし上げて短くし、
検査時には伸ばすとか、禁じられていたのに
下校時に餡蜜を食べるとか、コーラスの部活
を頻繁にサボって終いには辞めさせられたり
と、かなり悪い方の生徒でした（笑）。

【高卒後の生活は】
　中州にあった玉屋百貨店に就職し、紳士服
部門に配属された 2 年後、そこで 3 年先輩の
外商部に居た人と結婚しました。実家では大
反対されたのですが、兄、実際は母の弟だか
ら叔父、が凄く口うるさくて一日でも早く家
を出たかったので、あまり深く考えないでイ

ケメンだった彼と一緒になりました。しかし
嫉妬深く、短気であった彼とはいつも喧嘩が
絶えませんでした。酒も飲めないので実家に
来ても付き合えないなど、3 年で離婚してし
まいました。幼な妻といいましょうか、人生
経験も浅くて元夫とは衝突ばかりしてました。
　兄の口うるさい束縛から逃れたくて結婚し
たのに、元夫からはいつも見張られて干渉さ
れ、これでは実家に居るのも同じだと悲嘆に
暮れていたのを思い出します。子どもが一人
生まれたのですが、兄夫妻には子どもが授か
らなかったこともあり、懇請され養子にあげ
てしまいました。その子の代で 99 年間続い
た酒屋を閉じ、彼は今ゴルフのレッスンプロ
として福岡市内で働いています。この子も私
を由美姉ちゃんと呼びます。祖母も結婚時に
1 人子どもを残してきており、私で 3 代同じ
ようなことが起きたのは不思議な因縁を感じ
ます。離婚した後は実家に戻っていましたが、
兄の干渉癖は治らず、友人の居た佐世保に逃
げるように移りました。

【佐世保とくると、そこで現在の旦那さんと知
り合った訳ですね】
　西沢というデパートで勤め始めましたが、
友人の母が佐世保基地で勤めていた関係でパ
スを貰いました。英語の勉強もしたくてある
日、友人 3 人で基地内のレストランに出かけ
たところ、ゲートを出ようとしていた主人と
会い、デパートに来たお客さんとよく似てい
たので挨拶したところ、今からダンスに行く
ので食事が終ったら皆で来たらと言われまし
た。英語を習ういい機会と皆で行ったのが主
人と知り合ったきっかけでした。半年くらい
付き合って翌年の 1 月には帰国するという
年末に婚姻届を持参してサインを要求、つま
りこれが色気のないプロポーズだったのです

（笑）。私は実家でも結婚生活でも自由奔放に
暮らすという雰囲気を経験しなかったので日
本に未練はなくプロポーズを受け入れて米国
に渡ることには抵抗感はありませんでした。
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離日する時に実家に電話をしましたが、大騒
ぎしてました（笑）。

【その後の米国生活は】
　1976 年 1 月に渡米して初めて住んだサン
フランシスコのマリン勤務を主人は程なく辞
めて、実家のアイダホで 3 ヶ月くらい働かず
に過ごしました。当時お金が無くとも不思議
と先行きに対する不安は無かったですね。そ
の後主人はマリンに再就職し、加州のオレン
ジカウンティーに移り、そこで私は日本食料
理店の堀川で働きました。
　主人はその後 EDS の就職テストに合格し、
20 年間勤めましたが、転勤で各地を渡り歩き
ました。ダラスにもその間 3、4 度戻ってい
ます。転勤の度に購入した家を売却するのは
大変でしたが、パッキングを含めて費用は全
て会社負担でしたから、それ程手間はかかり
ませんでした。しかしごみが溜まる時間も無
いくらいに頻繁に移動しました（笑）。
　主人は EDS 退社後は IBM、HP や最後は
EMC で働きましたが、2010 年頃にパーキン
ソン病に罹り、EMC を辞めざるを得なくなっ
たのは悲しい出来事でしたね。私自身はダラ
スでは花や淡路でも働き、2001 年からはツ
アーガイドの仕事にも就きました。事務所で
座ってする仕事より身体を使って働く方が性
に合っているみたい。

【趣味や好きなことは】
　シカゴで習い始めたフラメンコを始め、小
さい頃から踊ることは全般的に好きです。家
から 3、4 分のところにある映画館にもよく

主人と出かけるし、オクラホマ州境のカジノ
に行くのも楽しみの一つです。集まってワイ
ワイ、グラスを片手に談笑するのも大好きな
ので、もっと頻繁にそういう集いがあればい
いのにと思っています。

【今後の人生をどう過ごしたいと思ってますか】
　現在は飼っている猫、メインクーンとラグ
ドールの掛け合わせ、が 10 歳で子どもと同
じくらい可愛いから、寿命を全うするまでは
どこにも行けませんが、その後は日本での温
泉めぐりも含めて、様々な所を旅行したいね
と主人と話し合っています。特にハワイはオ
アフ島にしか行ったことがないのでハワイの
島巡りクルーズは是非実現したいですね。

【インタビューを終えて】
　自分の性格を分析して、楽天家で協調的だ
が、苛められている人を黙って見過ごせない
という義侠心も有している、とのこと。衆目
の一致するところ表裏の無いさっぱりとした
性格といったところでしょうか。苦労を苦労
と思わない性格は人生において幸せに暮らす
ために必要不可欠な資質ですが、誰もが有し
ている訳でもありません。　　
　彼女のこの性格が育まれたのも旦那である
マイクさんのお陰かも知れない。子育て上の
用件でも他のことでも依頼すれば必ずやって
くれる気の良い協力的な旦那が居るからこそ
伸び伸びと生活できるのでしょう。
　小生などは不満や嫌味を妻に浴びせるのは
日常茶飯事。マイクさんのような良い旦那に
はなれそうもないなあ。　

ダ ラ ス グ リ ー ン 会  規 約

【名称】本会は、ダラスグリーン会という。
【目的】本会は、互助の精神に則り、会員相

互の親睦を図り、会員の生活向上と円
滑化に寄与することを目的とする。

【活動】本会は、上記の目的を達成するため

に次の活動をする。
（１）会員名簿および会報の作成とその頒布
（２）新年会、食事会、観劇、スポーツ、ノン 

ホスト ミーテイング、ボランテイアおよ
びその他本会の目的に寄与するもの
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催 し 報 告

2017 年忘年会の報告

　去年に比べると暖かい天候に恵まれた12月
17日（日）、ヒルクレストヴィラ・クラブハウス
にて、この時期定番の赤・緑・黒のキラキラ色
とりどりに身を纏った32名の参加者が集い、
グリーン会恒例行事の忘年会を開きました。
　会場はクリスマスツリーやポインセチアが飾
られ、赤々と燃え盛る暖炉にテーブルの上に
は会員銘々が、この日のために用意したお料
理の数々、立派な手作りケーキ、和菓子が並べ
られ、会場のあちこちでは久しぶりに会った
人や初めて参加する人など、それぞれ挨拶や
ら近況報告など会話も弾んでいたようです。
　お腹も満たされた頃、比嘉輝雄氏の登場で

安木節のどじょうすくいが披露されました。
衣装やお化粧もさることながら微妙な腰の動
きが相まって、私たちは目に涙が出てくる笑い
の世界に引き込まれ、無事、2017年忘年会が終
了致しました。ご参加くださいました方々を
始め比嘉さん、ありがとうございました。

記：黒石

であり、会員の希望するもの
（３）緊急時における連絡網の設置

【会員】本会の会員は、本会の目的に賛同す
る次の者をもって組織する。

（１）ダラス地区およびその近郊に在住し、
米国に永住または永住を検討している
日本人とその家族

（２）その他、本会の目的を理解し、賛同す
る日本人とその家族

（３）日本語、日本文化を理解し、かつ役員
会で検討し承認された外国籍の者

【役員】本会に次の役員を置き、会の運営に
当たる。

 その任期は1年とし、選出時期を持っ
て区分する。

 選出は持ち回りとし、会員相互の話
し合いによって決める。

（１）役員代表を1人含め、役員数名（総務、
会計、渉外、行事等を担当）

【会議】本会は、次の会議を行い、会の円滑

な運営にあたる。
（１）総会 年1回
（２）役員会 随時

【会費】本会は、次の年会費を徴収し会の運
営に必要な経費や事務費に当てる。

 決算は、年1回総会に報告するものと
する。

（１）6月までの入会者
 家族 40ドル、個人 30ドル
（２）7月以降の入会者
 家族 20ドル、個人 15ドル

【雑則】
（１）本規約を変更する場合は、総会出席

者の過半数の賛成をもって決める。
（２）本規約の他、会の運営に必要な事項

は役員会において決める。
【付則】（実施期間）この規約は2015年1月

30日より実施する。
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お知らせ 

編 集 後 記

　2018 年が明けてはや 1 ヵ月が過ぎました
が、皆様はいががお過ごしでしょうか。今年
はインフルエンザが蔓延しているようです。
予防にはワクチンの予防接種や体調管理も大
切になってきますが、外出から帰ってきたら
すぐ手洗いとうがいをすることも予防になる
と言われています。私はついでに顔も洗った
方が良いのではないかと思っております。食
事や睡眠、運動などで普段から免疫力をアッ
プするような生活習慣を身につけるよう頑張
りましょう。
　さて、皆様への行事の連絡には先ず e メー
ルを利用していますが、何らかの支障で届か
なかったり、また見逃したりすることも踏ま
えて電話による連絡も行っております。会
報の場合は PDF ファイルにして e メールで
送っていますが、どうしても紙面でないと見
られないという方は郵送いたしますので上田

知栄子までご連絡下さい。
　次回会報の発行は 2018 年 4 月下旬を予定
しております。毎日の生活の中で困ったこと
や耳寄りの情報、旅行記や料理のレシピなど
の記事を書いてくださる方を募集していま
す。締め切りは 2018 年 4 月 15 日ですので
メールアドレス「168chizaki@gmail.com」
又は電話「972-414-1748」にメッセージを
残して下さい。
　尚、只今、会の運営に協力をして下さる役
員を募集しています。お手伝いをしてくださ
る方、一緒にグリーン会を
盛り立てて行きましょ
う。是非ご連絡
下 さ い。 お 待
ち し て お り ま
す。上田　

会員登録と会費納入は
2月28日までに！！

● 2018 年の「入会・変更申込書」記載の注
意点
1、入会する方は氏名を書いて、家族又は

個人の項目に◯をつけて年会費と一緒
に提出して下さい。

2、住所や電話番号、e メールなど変更の
ある方は名前と変更箇所だけを記入し
て下さい。

3、名前の他にリーガル名がありましたら
記載して下さい。

4、「緊急時連絡先」を希望の方は忘れず
に記載して下さい。

●会費納入締切日は 2 月 28 日となっており
ます。これ以降ですと今年の名簿には記載
できなくなりますのでご了承下さい。

●名簿配布は 3 月末を予定しております。



DALLAS
グリーン会
2018/02/04


