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〜行事予定のご案内〜
� 2018年 忘年会
日時：12 月 15 日（土）13:00 〜 16:00
場所：Hillcrest Villa Clubhouse
住所：6970 Helsem Way, Dallas, TX 75230
担当：黒石美保子 Tel: 214-681-0732

* 詳細につきましては11月中旬頃にご案内
いたしますが余興などアイデアがありま
したら役員までお知らせ下さい。

　* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
� お茶会　

「おしゃべりは百薬の長」　
日時：毎月第 3 金曜日 9:30 〜 11:00
場所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
住所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075
担当：上田知栄子 Tel: 972-414-1748
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          大谷 雅夫 

　この会報が届く頃には『街はハロウィ～ン
商戦真っ盛り、これに続く感謝祭、クリスマ
スの毎年の風物詩に、私などは早くもどこか
気ぜわしさを感じています。会員の皆様実り
の秋を迎え益々食が進む今日この頃、私を
含めダイエット中の人達にはつらい季節で
す。』こんな感じの出だしが相応しいのでは
ないかと思います。
　でも目下の最大の関心事は遠く離れた災害大
国日本の惨状である。平成の最後の年は尋常で
は無い事が起きるだろうと誰かが予測していた
が、4月の島根県西部地震、6月の大阪北部地
震に続く瀬戸内海沿岸の集中豪雨、9月に入っ
ての今世紀最強の台風21号の上陸、そして息
つく暇もないこの北海道地震。関西国際空港
を起点とする西日本の物流網はメタメタ、東
日本と西日本で同時に壊滅的ダメージが相次
ぎ、日本経済への深刻な影響は避けられそう
にない。異常としか言いようがないが、一日
も早き復旧復興を願うばかりである。
　それにしても一発電所のダウンで停電の闇
が広い北海道を覆い尽くし、阪神大震災を上
回る交通機関をはじめありとあらゆる生活イ
ンフラが機能不全に陥ったのである。電力が
インフラの中のインフラであることを今度の
地震で改めて思い知らされたことだろう。
　当たり前にあるはずのものが突然なくなっ
た。安全だと信頼していたものを俄かに信じ
られなくなった。あの朝いってらっしゃいと
送り出した家族が帰らない。日本各地で起き
た災害を見るにつけ、我々は戦後70年をか
けてきらびやかで便利な文明社会を築いてき
た。だがそうした文明と言うものが何であっ
たのか?! どうだったのか?! を考える時期に来

ているのではなかろうか?! 現代の進んだ文明
社会に毒されるともう昔のみすぼらしくて不
便な生活に戻りたくはない。人間生活のレベ
ルを上げて行くことはそんなに難しいことで
はないけれど、下げて行くことは至難の技で
ある。特にアメリカは世界のエネルギーの3
割以上を消費している国だから、エネルギー
確保の為なら戦争も辞さない大国である。
　確かにアメリカはエネルギーの使い過ぎ。
唯一の超大国ゆえにそれを改める積りなど毛
頭ないであろう。だが日本はエネルギー資源
のない国、しかし消費に関しては世界のトップ
クラス。シチュエーションはアメリカとは自ず
とことなる訳だから、自己防衛策を構築して
行かねばならないだろう。電力に関してのトッ
ピックになってしまいチョッと横道にそれる
が、日米比較でいつも何故なんだろう? と言う
おかしな日本の現象を羅列してみよう。
＊自動販売機。例えば真夏に冷蔵庫を外に置い

ているようなもの、食う電力は半端ない。
＊パチンコ屋。大きなネオンやパチンコ台。

こんな非生産的な娯楽と言うか実質ギャン
ブルにうつつを抜かしてるのは日本だけ。

＊保温継続する炊飯器や湯沸かし器。もう便
利さに毒されている。

＊高速道路の証明。料金所等必要なところだ
けで十分な筈。アメリカのハイウエイやド
イツのアウトバーンは真っ暗。でも事故の
多さは日本とあまり変わらない。

＊都会の派手なネオン看板。動くネオンは日
本及び東南アジアだけ。（但しラスベガス
は除く。笑）あれも電力を食う。全国津々
浦々の飲み屋街のネオンの量も凄い。

＊24時間開いているコンビ二。夜中に何人
のお客が来るの？アメリカのコンビ二併
設の大手ガスステーションは24時間オー
プンはしているもののその数や日本の比

会 長 挨 拶
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ではない。テキサスの半分の国土に6万
店もある異常さ。そして年中無休。カト
リックの国では祝日や日曜は休み。

＊大規模な地下街、明るすぎる駅。あんなの
日本だけ。

＊勿論野球などのナイター。何故昼もやらな
いんだ?!

＊新幹線。特定時刻特定車両を除けば後はガ
ラガラ。もっと間引き運転しても全然問
題ないと思うのだがづだろうか?!

＊官民一緒になってのサービス残業の廃止。

欧米では夜遅くまで働いている会社人間
はほんの一部。

＊夏時間をなんで積極的に導入しないんか?!
＊それからトイレのセンサーなんかも電気食

うんだ。
　こんな感じで節電したら、今の発電所の3
分の1くらいは災害や緊急時の予備としてス
タンバイ出来るような気がするけどね?! 素
人考えかなぁ～。（笑）またまたテキサスの
片田舎に住む暇な独居老人の戯言でした。

　　　　　　　　　　　　　　
さ だ こ

◎トンプソン禎子・ジェイマイケル

　グリーン会の皆様初めまし
て。私は2013年に東京からダ
ラス郊外のロックウォール郡
フェイトに引越して参りました
トンプソン禎子（旧姓岡本）と
申します。私は東京都新宿生ま
れ商業アーティスト、夫は米国
ニュージャージー州生まれの商
業パイロットです。
　趣味はジョギング、筋トレ、
ピックルボールで、射撃は主に夫（携帯ピス
トルのインストラクター）と一緒に月に数回
射撃場で練習しており、乗馬はホーストレッ
キングが好きで、英国在住の時に英国湖水地
方やエジプト・カイロをライディングした経
験があります。
　4年前にUTサウスウエスタン病院で子宮全
摘手術後に更年期障害、最近は五十肩になり
読書や映画TVドラマ鑑賞が多くなりました。
夫婦共に好きな映画やTVドラマは映画「男は
つらいよ」や座頭市（勝新太郎主演TV版）、
宮崎駿、小津安二郎、成瀬巳喜男、清水宏、

黒沢晃監督等や90年代以降の英米コメディー
TVシリーズです。夫婦で多趣味なので皆様と
楽しい時間を共有出来ればと思っております

ので、何卒グリーン会の皆様
には今後ともよろしくお願い
申し上げます。
【略歴】ミクスト・メディア
アーティスト。現代美術家斎藤
義重・関根伸夫・吉田克朗に
師事、1992年渡英アーティス
トビザ取得後にロイヤルカレッ
ジ・オブ・アートイラストレー
ション科、ロンドンカレッジ・

オブ・プリンティング等で学び約6年間在住。
【美術賞歴】1991年サントリー美術館受賞、
ラフォーレ松山 3d アートパフォーマンス大
賞受賞、第26回神奈川県民ギャラリー展準大
賞、パルコオブジェクト東京展マックスファク
ター賞受賞、神奈川アニュアル招待作家他。
【パブリック掲載作品】1991年及び1992年
朝日科学月刊誌表紙、1991年山形国際ドキュ
メンタリー映画祭ポスター、パルコ出版社、
小学館、世界文化社他。出版社や大日本印刷
グループ、デザイン会社でアートディレク
ターや東京工芸大学講師在任等。

新 会 員 紹 介
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動かされました。そこで奥様に母親を説得し
てもらって承諾を得た後、母から父に働きか
けてもらって容認されたのです。私は父が苦
手で、何か父の承諾が必要な際はいつも母親を
通して依頼し、父に直接は言えませんでした。

　マコマ高校のジュニアに編入さ
れ2年間学びました。キリスト教
系の全寮制の高校で朝はベルと共
に起床し食事後は授業開始まで聖
書を読んだりお祈りをしたりして
過ごしました。同級生の家族に家
族の一員として扱ってもらい、そ
の彼女と同じものを買ってもらっ
たりする等、暖かく接してもらっ
たことも良い思い出として残って
います。

Q 高校卒業後は日本に帰国されたのですか
　いいえ、その後は University of 

Science & Art of Oklahoma に4年間通って
心理学を専攻し卒業しました。それからオク
ラホマ大学に1学期だけ通ったり、別の大学
に2年間通ったりと当時は明確な将来像も描
けず、しかしビザ取得の為には大学で学ぶ必
要もあり、ズルズルと10年間も時間を浪費
してしまいました。そんな娘に対して当然親
は怒りますよね。（笑）父の帰国命令を無視
したら仕送りを打ち切られました。意地でも
日本に帰らないと、バイトをしながら大学
に通っていましたが、学業に専念できなくて
どっちつかずの生活を送っていました。

Q その頃結婚されたのですか
　実はオクラホマ大学で知り合って付

き合い、結婚の約束を交わしました。知り
合った年の夏休みが終る頃、急に結婚しよう
と彼はエンゲージメントリングをシアーズで
購入してプレゼントしてくれました。しかし
何せ貧乏学生だったため、買ってくれたダイ

第4回 会員に訊く　

ゲスト：ソイヤー（Sawyer）のびさん
松田 勉

　修士号を有したCPAとくれ
ば、キャリア志向で仕事をバ
リバリこなす有能な女性、と
いう印象を誰しも抱くと思
いますが、インタビュー前
は小生も同じような先入観
を持っていました。その彼
女に9月29日4時よりアレン
の La Madeleine にてインタ
ビュー。

Q 出身は福岡ですね
　筑豊炭田で栄えた直方市です。以前

この欄に登場されたバーノン由美子さんの実
家まで電車で20分もかからないんじゃないん
でしょうか。現在は殆ど閉山状態ですが、当
時は日本で2番目に大きい機関区までありま
した。炭鉱がだめになってからは八幡製鉄所
のベッドタウンとして機能していましたが現
在活気はなくなりました。「川筋肌」と呼ば
れた荒い気性の人たちが居たのも炭鉱夫とし
て全国から無頼漢が集まってきた影響だった
んでしょうね。私もその影響を受けて気が強
い、などということはありませんから、念の
ため。（笑）

Q 米国に来られた事情は
　八幡大学付属高校1年まで実家から

通っていましたが、ルーテル教会の牧師さん
の奥様、実は私の家庭教師だったのですが、
からオクラホマ州のマコマ高校が日本人留学
生を募集しているという情報を伺い、当時
通っていた高校があまり好きでなかったこと
もあり、行ってみたいという強い衝動に突き

会 員 広 場
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ヤモンドが小さ過ぎて恥ずかしいので今でも
着けていません。（笑）まあ彼の奨学金から
の出費だったので仕方ないのですが。法学部
の学生で、将来は弁護士が約束されているよう
なものですから生活面では苦労しないだろうと
いう少し打算的な思いもあって結婚したのです
が、光るもの必ずしも金ならずといおうか、全
ての弁護士が裕福になる訳ではないという現実
を結婚後に思い知らされました。（笑）

Q しかしそれから就職までどう過ごして
ましたか

　結婚した頃はヘルス関連の仕事に就こうと
考えていましたが、ビジネス関係の方が収入
が良いので修士号を取得しようと決意し、1
年間は大学院に行く準備のため University of 
Central Oklahoma で学び、それからヒュー
ストンに移ってUniversity of St. Thomas に1
年半通ってビジネス修士号を修得しました。
実はマット（夫）がヒューストンのジェトロ
に就職していたためにこの学校を選んだ訳で
す。MB取得後2ヶ月くらいは何もしなかっ
たのですが、今度は会計の勉強をしようと
ヒューストン大学に1年半くらい通って会計
学を学びましたが、目標であったCPAのライ
センス取得にはその後、5年もかかってしま
いました。（笑）その間テキサコで働いたり
仕事はしてましたよ。現在は野村證券グルー
プの子会社であるIT企業のブライアリー & 
パートナーズで勤務しています。職種上、毎
週やることがあって長期の休暇を取れないの
が難点ですが、給料が良いので当分は辞めら
れないと思います。（笑）

Q 旦那さんと休みの日はどう過ごしてい
るのでしょうか

　マットは殆ど部屋にこもってベッドの上で
テレビを観たり、パソコンでニュースを観た
り仕事をしたり、私はエクササイズしたり猫
と戯れたりで同じ屋根の下で居ながら1日中
殆ど会わないこともあります。顔を合わせる
と口論になることが多いから合わせない方が

いいんですよ。（笑）掃除は一緒にやります
が、料理はお互いしませんね。作るのはポッ
トラックに行く時くらいのものです。（笑）
私は毎週1度はホワイトロックに行ってジョ
ギングに精を出しています。

Q 日本に帰ったときの過ごし方は
　直方にまっすぐ帰って、84歳になる

母と殆ど一緒に過ごします。旅行に行ったり
近くの温泉に泊まりに行ったり。母は週2回
デイケアに通っているのですが、私が居る
時はいつも一緒について行きます。母と共に
昼食を食べたり体操をしたりしているのを見
て、ある時母の友人が尋ねました。「どうい
う風に育てたらそんな良い娘ができるので
すか?」そしたら母が一言「放ったらかしで
す」と。（笑）

Q 生活上の信条のようなものはありますか
　私はクリスチャンなので収入の10%

は必ず教会に寄付しています。それは収入の
一部を感謝をこめて神様に返すという信徒の
義務ですからね。しかし驚くなかれ、クリス
チャン全体の3%しかその義務を果たしていな
いという事実に落胆してしまう気持ちを禁じ
得ません。私は格好いいことを言うようです
が、なるべくお金は手放すようにして欲をな
くす努力をしています。お金の使い方はその
人の信用度を測るバロメーターの重要なファ
クターと言えるのではないでしょうか。

Q 趣味や余暇の過ごし方は
　若い頃はウインドサーフィンが趣味

でよくやってましたが、塩水や直射日光に晒
されるので皺が増えて肌が痛み、その治療に
多額のお金がかかったので最近はやってませ
んね。お金の無駄遣いは極力避けるようにし
ていますが、自分自身の美容に対しては惜し
まず使うようにしています。なのに旦那には
70歳になったら可愛いと思うよ、なんて褒め
られているのか貶されているのか分からない
ことを言われてます。（笑）今でも続いてい
るのは前述した如くジョギングですね。マッ
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トも20代の頃は私と一緒に走って、毎日2マ
イル走れば健康を維持できるから頑張ろうね
と励まし合っていたのに、今では多忙のせい
にして彼は全然運動しません。

Q 今後の人生方針は、またグリーン会に
注文は

　お金の心配をしないで様々なボランティア
活動に従事したいですね。しかしそんな状況
からは程遠いので当分は働かなくてはいけま
せんね。（笑）マットは今ホスピス関連の事
業に共同出資しており、週7日休みなしで働
いています。もうすぐ大きな収入があると本
人が言っているので大いに期待はしているの
ですがーー（笑）どうなりまか…。グリーン
会の役員の方々には感謝の気持ちしかありま
せん。皆さんボランティアで会員の為に一生
懸命努力されていらっしゃるので、これ以上
望むことは何もございません。
【インタビューを終えて】
　私なんか退屈な女性よ、と仰るのびさんで

すが、自由闊達で奔放な生き方は女性のみな
らず男性にとっても憧れます。確固たる信仰
心を築いているのびさんのような女性は人生
の芯の部分で揺るぎがないから、学生時代を
ダラダラと長く過ごしたとか、仕事を頻繁に
変えているとか、傍目には落ち着きのない人
生のようにみえても、本人は何ら後悔も落胆
もしていないのではないでしょうか。自らの
行為に対する評価は神様が下すものという信
念があれば、小生の如く目先の損得や世間体
などに拘泥する必要はない訳ですから。給料
は高いに越したことはないと言いながらも、
金欲に取り付かれないように教会への寄付や
支援金になどには惜しげもなく支出する彼女
の生き方は、「欲望という名の列車」に乗っ
ている我々常人には到底真似のできるもので
はありません。友人と酒を呑みながら馬鹿話
をしている時が至福だなんて言ってる小生
は、のびさんのストイックな生き方に喝を入
れられ、自己嫌悪に陥っています。

「引き揚げ」　
平嶺 多美子

　貨車の中は薄暗く、明かりは入り口のドア
の隙間から漏れくる光だけであった。誰も口
を利く人は無く突進して行くサブゼロを真っ
向から受けて風は横に流れ、その風は貨車の
横を打ちまた貨車の下に押し込まれ、貨車の
中にいる我々には今にも「フウ～」と持ち上
げられる様な感覚に襲われた。お互いの体の
ささやかな温もりでやっと生きていると感じるだ
けであった。鉄の床にうずくまっている我々の足
の先もジワジワっと冷たさが襲ってきていた。
　どのぐらいの時間を貨車の中で過ごしたか
今では確かではないが、貨車がギギーという
音とともに止まった。何が起きたのかと思い
ながらもじっとしていると貨車の鍵を開ける
音が聞こえてきた。鉄の重い音とともにガ

チャンと我々の貨車のドアも開き薄曇りで
あったが、光がやっと眼の前に広がった。
　次に大きなドラム缶をアメリカの憲兵が
我々の貨車の中に配ってくれた。中には石炭
と薪が入っていて火をつけて我々にニッコリ
すると次の貨車へと出て行った。体が動かな
い程、ガチガチに凍りかかった体をドラム缶
の火はゆっくりと温めてくれた。京城を出て
から初めて笑顔が人々の中に見られた。手を
温めてこいと父は私の背をそっと押したので
弟をもひっぱりドラム缶の横で手をかざして
温めると、体に血がまわってくるのをフンワ
リと感じた。火が燃えきる頃には貨車の中も
少し温まってきていた。体が少々温もってき
たと思う頃、憲兵がドラム缶を持ち出して残
り火を消して貨車に戻るように命令した。彼
達自身も寒さに耐えかねていたのでそうした
のではーー。
　またガッチャンという音とともに鍵をかけ
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られ貨車は南に向けて出発し始めた。どれ程
の時が過ぎたのか今は定かではないが、動く
こともできず安らかに眠っている弟を見つめ
たり、ウトウトして頭を下げる隣のお爺ちゃ
んを眺めたりして座っていた。貨車に投げら
れる石の音もしなくなっていた。
　ウトウトしていた矢先貨車はスピードを落
とし始め、ゆっくりとどこかに止まり、また
重い鉄の音とともに鍵が空いた先は釜山の港
だとわかった。我々は貨車から降ろされ港へ
と歩き出したが、その途中でのことであるが
急に人々は我先にと走り始めた。我々親子は
何があるのかわからないままに右に押され左
に押されして、妹はその時に大事に持ってい
たヤカンが転げ落ち、走る人々に踏んづかれ
て消えてしまったと言う。私も左右に押され
ながらも何とか踏ん張っていた。我々は群れ
の中ほどにいたはずなのだが、港に着いたと
きは最後であった。
　港駅で我々は暫く待たされ、サブゼロの風
はお構いなしにグルグルと我々の周りに吹き
付けていた。米兵達は鉄砲を持ち我々の周り
をグルグル回りながら守っていてくれた。
そのうち「ウワァー」と言う声とともに港
に入ってきた船を見かけて人々は我先にと
走り始めた。大きな旅客船であった。（のち
に弟の話では母が「江南丸だった」と教えて
くれたと言ったので調べたが見つからなかっ
た。）人々は我先にと人を押し分けて船に乗
りデツキにも立ったまま鈴なりで、もう一人
も乗れなくなってしまっていた。我々とせい
ぜい4、5家族がどうしても乗れなくなり、取り
残されてしまった。ヨボヨボの母と我々はどう
したらいいのかわからず只立ち尽くしていた。
　「ボー」と言う汽笛の音とともに大型船は
少しずつ港を離れて行った。船の姿が沖に消
えてしまっても我々親子は立ち尽くしたまま
で、どうするべきか先は見えなかった。体を
悪くしていた母は急に「こんな所におられへ
ん」と言うなり、ヨボヨボと歩き出した。

「交渉してくる」と父を押しのけて米軍のオ
フィスらしい所へ向けて歩き出した。負けん
気な母を知っている父は黙って我々を守って
いてくれた。母は私が小さいころに英語の先
生に教えてもらったと言う英語の歌をよく口
ずさんでいたのを思い出した。私まで舟歌な
ど覚えたほどである。暫くするとヨボヨボと
出てきた母は「もうひとつ船が来るそうや」
と父に言った。今まで途方に暮れていた父の
顔にも安らぎが見えた。随分長い時間が経ち
我々は柱の後ろで風を避けてうずくまってい
た。他の人達がどうして居たのかは今では記
憶にない。
　長い間用足しにも行かなかったが行きたい
気分になり、またお腹の方も微かに音を出し
始めていた。弟を背負ったまま用足しをして
出てくると、米兵が不審そうな顔で私を眺
めたと思ったら自分の横ポケツトを探り始
めた。何かを出して私に「おいでおいで」
をした。我々はあの頃まだ米兵には恐れを抱
いていたので恐る恐る近づくと、手にもって
いた物をソーッと私に差し出した。「持って
行け」と言うジェスチャーだけ分かったので
私もありがとうと頭を下げてもらうことにし
た。母の所に帰り「これ貰ったよ」と言う
と、母はその中の1つを開けて小さく分けて
私の口に放り込んだ。甘いチョコレートで
あった。あと、小さい半片を弟と妹に分けて
残りをたもとに入れてしまった。全部で3袋
あったのだが、これ以上は欲しくても聞くこ
とはできなかった。お腹の空いた頃になると
我々に少しずつ分け与えてくれた。18年後、
アメリカに来て同じ物を見つけた時は、あの
時もらったのと同じだと感動した。みぞれ混
じりの風の中でうずくまって次の船をジーッ
と待っていた。
　どれくらいか解らないがやっと貨物船が港
に入って来て、我々と残された家族はやっと
貨物船に乗せられた。汚い倉庫みたいな部屋
であったが風の無いのは有難かった。そのう
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◎プラハの一人旅
	 	 	 	 	近藤 典子

　1週間の予定でチェコのプラハ、1人旅。急
に出発したので全くの無計画。ただ今回は観
光よりはのんびりと旅を楽しみたいと言う気
持ちが強かった。フィラデルフィア経由でプ
ラハ便出発まで待ち時間が数時間あり、それ
を利用して宿泊先の予約を済ませる。手ごろ
な値段で街の中心部に見つけることができた
のが幸運。入国も意外と簡単に終わる。ATM
で必要な現金を引き出す。$1=czk22（チェ
コ・コルナ22）。クレジットカードで支払い
を精算することが多いが、安全のために現金
を使うようにとガイドブック（Rick Steves）
に書いてあったのでそれに従うことにした。
目の前で支払いができる場合はクレジット
カードを利用した方が問題が起こったとき
の利点はあると思う。飛行場から市内までバ
ス、メトロで40分、切符32CZK。交通費は
めっちゃ安い。
　メトロから降りてGoogle マップで宿泊先
を検索する。→がなかなかおさまらないので
困ってると、若い男性がmaps.meのアプリは
Wi-Fiがなくても便利だよと教えてくれた。
ついでに宿泊先まで案内してくれた。ロシア
人の若い男性だったので少しやばいと思った
けれど大変親切だった。おかげで早く宿に着
くことができた。感謝感謝

ち大人の人達の話し声が聞こえてきたーと
思ったら船が急にスピードを出し始めたーと
思いきや私のお腹がぐるぐる鳴り始め、ゲェ
ゲェ吐き始めた。母の話では、我々が乗れな
かった船が急な重さのために玄界灘の真ん中
で沈み始めているとのことで、助けに行くた
めに急いでいるのだとのことだった。
　後で聞いたのであるが、何人かは他の人を

助けるために、お年寄りの人達が自分から海
に飛び込んだと聞いた。ゲェゲェ何も出ず吐
いている私の背を母は優しくなでていた。ザ
ワザワする音と共にたくさんの人の声がこちら
の船に移されてきた。たくさんの人達が助かっ
たのである。今でも、まだ私のように健在な人
もいることでしょう。われわれの船も新しい人
数で日本に向けて走り始めた。（次回に続く）

　部屋で少し休んだ後早速街に出かける。メト
ロまで10分、街の中心部オールドタウンスクエ
アまで15分。お宿は全く最高のロケーション。

　まず観たかったのは1402年に完成した天
文時計と仕掛け人形。残念ながら修復のため
にカバーされて見ることができなかった。小
さな街なのですべての名所が歩いていかれる
距離にある。街全体が箱庭の中のお伽の国の
ようで全ての建物が大変美しい。ぶらぶらし
てるといくつかの場所で、古い教会で催され
るコンサートのチケットが売られている。
500CZK。夜6時からなので予定にくむことに
した。そのままぶらぶら向かったのがチャー
ルズブリッジ。ここは絶景、お勧めの場所で
す。橋の上から川沿いの街全てが素晴らしい
絶景。川にはディナークルーズの船が行き
来してる。次に向かったのがかの有名なプラ
ハ城、その手前にあるのが聖ミクラーシュ教
会。教会の塔に登ってみたが、かなり高く細
い螺旋状の階段を手で這うよう登った。この

▲プラハの中心 旧市街広場。
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年齢ではかなりきつく次のプラハ城に行くまで
足がガタガタする。でも登ったかいあり、美し
い街がかなり遠くまで見ることができた。
　プラハ城の道沿いにはワインを楽しめる素
敵なレストランが並んでる。のんびりしてる
と6時のコンサートに間に合わなくなった。
仕方なく街をぶらぶらし、静かな観光客のい
ないローカルのレストランで食事をして今日
の1日を終えた。食べたのはイカ料理に枝豆
のワカモレ、フレンチ風。「僕はあまりお勧
めできない」と、ウェイターに言われた。確
かにその通り、けれど夜も遅いので時間的に
もちょうど適当な量だった。チェコはビール
の種類がいろいろあり水よりも安く、とても
おいしい。生産量は世界一、1人当たり日本
人の3.5倍の消費量らしい。
　2日目、観光案内所で翌日に行く街までの
汽車、バスの切符を予約。ここで分かったの
はシニァー(年齢が段階に別れている)だと市
内の公共の乗り物、バス、トラム、メトロは
全て無料。これはとても便利で全ての観光を
楽にしてくれた。広場には朝からたくさんの
屋台が出ていて人が群がっている。チェコ定
番のおやつトゥルデルニークがあちこちで売
られている。帰る前までに口にしたいと思っ
たが結局機会がなかった。
　まず最初に向かったのはユダヤ人地区。教
会、墓地、資料館9カ所のパッケージ切符を

購入しないと見学することができない。この
切符はシニァー割引はなくすべて一律。値段
もかなり割高。「これってジュウイッシュの
商い?」 結果的に見学する価値なし。墓地も
資料もネットで見た方が理解できる。メト
ロで街の端から全く反対の Vysehrad（ヴィ
シェフラド）に移動する。ここから徒歩で観
光スポットを見ながらオールドタウンスクエ
アまで戻り、夜のコンサート鑑賞。

　3日目、今日はバスでチェスキークルムロ
フ観光に出発。どのバス停でバスに乗ってい
いのかかなり迷う。チェコの人も観光客も皆
親切でフレンドリー。行き先行き先で多くの
人の親切に助けられる。感謝感謝。
　到着後帰り道に迷わないようにバス停の周
りをカメラに収める。ここは古いお城と庭園
をコンパクトにした街。この街も世界遺産に
指定されている。相変わらず中国人と韓国人
の観光客がウロウロしてるのには驚かされ
る。それも派手派手ドレスで華やか。日本人
の観光客にはほとんど出会うことがない。川
沿いの少し隠れたレストランでチェコの定番
料理とビールを注文。静かに1人で楽しむ。
　4日目、世界遺産に指定されているクト
ナーホラに汽車で向かう。乗客はほとんど観
光客。待っている間にいろいろな国の人とお
しゃべりする。たまたま知り合い最後まで楽
しく行動し、食事をしたのはイタリアのゲイ
カップル。とてもお似合いのカップルで、是

▲旧ユダヤ人墓地 :  限られた墓地のため 10 万とみ

られる墓が山積みされている。

▲ボヘミア州チェスキー・クルムロフの街。



10

交換し支払い釣り銭をCKZで
もらうと小銭を使用するのに便
利。ユーロだとヨーロッパ各国
で後々使用できるのでドルに交
換する必要がない。また出国審
査が入国審査よりめちゃめちゃ
時間がかかるのに飽き飽き。観
光名所はガイドブック、地図に
分かりやすく書かれている。ま
た簡単にウォーキングツアーが
できるのであえて書かなかっ
た、と言うことでプラハの一人
旅堪能しました。

非イタリアに遊びに来るよう
に誘われる。納骨堂、セイン
トバーバラ教会は必見。帰途
の駅でまた最初に出会った観
光客たちと再会し話が盛り上
がる。
　5日目、予定を早め帰米す
ることに決める。出費が想定
外に少なかったため現金がか
なり余った。必要以上に現金
化しない方が良い。飛行場に
てCKZをドルに交換する。か
なり安く買いとられた。ユー
ロが使用可能なのでユーロに

お盆カラオケ親睦会
上田 知栄子

　ダラスの暑い日が続いておりました8月12
日（日曜日）午後1時から「お盆カラオケ親
睦会」を上田誠宅で開催し、会員とゲストの
方々22人が参加されました。
　持ち寄ったお刺身や太巻き、筑前煮、ポー
ク・ポットロースト、カレーコロッケ、シー
フード、おでん、BBQポーク、チキン、ポテト

サラダ、おにぎり、ラムケーキ、ショートケー
キ、フルーツの盛り合わせなどバラエティーに
飛んだお料理が集まり、お茶にワイン、日本酒
にビールなどと美味しく頂きました。
　食事と歓談の後はカラオケ大会で自慢の声
を披露し合い、会員同士の親睦も図り、楽し
いひと時を過ごすことができました。また、
このような催しを開きたいと思いますので、
一人でも多くの会員の皆様に参加していただ
きたいと思います。今後もよろしくお願いい
たします。

催 し 報 告

大谷牧場
BBQパーティーを終えて
　秋恒例の「大谷牧場BBQパーティ」が10月
14日（日）午後12時半から、薄曇りの空模
様ではありましたが心配した雨も降ることな
く、メンバーやゲストなど32人が参加して、
無事、開催することができました。
　この日は予定しておりましたホースライド

▲クトナー・ホラのセドレツ納骨堂 :4 万人の人骨が保管されている。
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編 集 後 記

　暑い暑いと思いながらも、いつの間にか肌
寒い季節となり今年もあと僅か 2 ヶ月少々と
なりました。今年は雨降りが多く、爽やかな
秋空が少なかった 10 月ではありましたが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。気忙しい
時季がやってまいりますので、どうかお身体
には気をつけて下さい。　
　尚、グリーン会の「忘年会」が 12 月 15 日
土曜日に Hillcrest Villa Clubhouse で開かれ
ます。毎年、新年会に開いている総会を前倒
しして、忘年会の日に行いたいと準備をして
おりますので、この日は是非出席されるようお
願いいたします。詳細につきましては追ってご
案内いたしますので、どうか予定
に入れておいいてくださ
い。
　さて、皆様への行事
等の連絡には先ず e
メールを利用してい

ますが、何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まして電話によ
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までご連絡下さい。
　次回会報の発行は 2019 年 1 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。
面白いことわざや為になる一口ヒント等も大
歓迎です。この会報が皆様の生活に少しでも
役に立ちます様、皆様からのアイデアも募集し
ております。締め切りは 2019 年 1 月 15 日で
すのでメールアドレス「chieko168@aol.com」
又は電話「972-414-1748」にメッセージを残
して下さい。よろしくお願いいたします。

上田 知栄子　
 

とヘイライドは、連日の雨で牧場の足元が悪
く中止となりましたが、家の周りに広げた
テーブルで、日本BBQ協会
の下城民夫会長やアシスタン
トの操本（くりもと）都さ
ん、大谷会長が準備して下
さった、本場アメリカンスタ
イルのBBQを味わうことが
できました。
　大谷さんや下城会長らは前
日までのBBQ大会でロック
ハートから帰ってきたばかり
で、そのまま夜通しビーフや
チキン、ポークなど、時間を
かけてBBQにしてくださいま
した。この他、ソーセージ、

とうもろこし、リンゴなどもスモークの利いた
味わいに舌鼓を打ちながら、コールスローやポ

テトサラダ、おむすび、各種デ
ザートと美味しく頂きました。ま
た、余ったBBQはサンドイッチ
にして持ち帰るほど、いっぱいの
料理が振る舞われました。
　牧場では可愛いミニチュアホー
スやロバ、立ち姿が素敵なロング
ホーン、のんびりした牛の鳴き声
などを聞きながら、参加された皆
様も会話を楽しみながら１日を過
ごされたと思います。
　ご協力下さいました皆様、本
当にありがとうございました。

　役員一同
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