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 D & C 会（Drink & Chat）

「情報と意見交換の会 」
日時：毎月第 2 火曜日 午後６:00 ～８:00
場所：会員宅、開催の 1 週間前にお知らせ
担当：山下直訓 Tel: 940-453-2117
e メール：paul.yamashita@centurytel.net

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
 お茶会

「おしゃべりは百薬の長」
この会の後はランチも予定しております。
日時：毎月第 3 金曜日 午前 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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会長談話
だしたのである。

『止まない雨はない』
				

入院中は悪いことずくめではない。時間が
あるから色々なことに思いを巡らすことが出

大谷 雅夫

来た。人間ある程度齢を重ねて行くと色々な

巷でよく言われること。この世には3つの

欲から解放され淡泊になってくる。でも食欲

坂がある、『上り坂』『下り坂』『ま坂』で

だけは生命維持の為か死ぬまで衰えることは

ある。 私は長い人生の中で概ね上り坂を体

ないだろう。また性欲も寝た子を起こすよう

験して来たが勿論下り坂の時代もあった。し

な事がない限り軟着陸をして行くものであ

かしそれらは大体予測がつくものであり大方

る。そして残りの所謂世俗的な欲望、例えば

心の準備が出来たからバタバタする必要もな

物欲とか名誉欲等はもう限りなくゼロに近く

かった。しかし、昨2月思いもしなかった心

なって行く。何故か？私を含め賢明なる中高

臓発作に見舞われこれが所謂『ま坂』と言う

年族はお墓には何も持って行くことが出来な

ものであった。何故なら過去半世紀入院など

いことを既に悟り始めているのである。そし

したことがなかったし、身体にメスを入れる

て無私無心になることの心の自由を楽しみ始

こともなかったので正に晴天の霹靂ではあっ

めてもいる。私はアラ古稀の歳となったが、

た。至って健康、このまま100歳まで故障も

若い人には理解し難いことがある。それはも

なく走り続けることが出来るであろうとの幻

う欲しいモノもない、失うモノもない、怖い

想にさへ陥っていた。（笑）

モノもない！と言う境地である。人生の総決

でも神様もこんなお調子者を野放しにして

算が近ずいて来ると、大事なのは如何に人生を

置くはずがない。「お前、いい加減にせい

面白おかしく楽しんだかと言うことである。即

や！」と鉄槌を下したのだろう。今まで紆余

ちそれこそがこの世で自分が辿って来た人生を

曲折はあったものの概ね順風満帆の人生を歩

採点する最後の成績表だと思っている。

んで来たから、このままではいいことずくめ

退院してからの家庭療養をどうしたらいい

で帳尻が合わない、そろそろこいつにも少し

のかな？！と若干気になった時もあった。有

辛酸を舐めてもらおうと手術やら暫し病の床

難いことに多くの友人知人から「お前一人暮

に臥させるべく手続きを取ったのであろう。

らしだから、俺達が交互に行って一人暮らし

心臓発作を機に色々な検査を強要され（笑）

が出来るようになるまで面倒みてやるよ！」

余病も見つかったから完治に至るまではまだ

温かい言葉も投げかけられた。誠今回程「ま

まだ時間がかかりそうである。しかし徒に心

さかの時の友こそ真の友」を痛切に思い知ら

配しても仕方なし、あるがままを素直に受け

されたことはなかった。少しくニュアンスは

容れ次に進むことこそが大事との知恵も湧く

違うが、度重なる病で正直意気消沈した時も

ようになって来た。人の一生を顧みる時、前

あったが「捨てる神あれば拾う神あり」もま

半は苦労したけれど後半は幸せだった、ある

た真実である。退院して１週間後に日本から

いはその逆の人生もある。また禍福は糾える

25歳の若者が牧場に居候としてやって来た。

縄の如しそのものの人生を送る人もある。そ

これは元々数が月前に決まった話で入院手術

して概ね何人の人生も最後は帳尻が合うよう

を見越してのものではなかったので、タイミ

になっていると、かっての賢者の言葉を思い

ング的には正に丁度いい時に救世主が現れた
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ようなものである。若さもさることながら

拳で西部にやって来た自分に重なる部分があ

真面目で素直な青年なので牧場の内外の仕事

る。彼は将来何をしたいかの明確なビジョン

を一手に引き受けてくれて大助かりである。

はまだないが、今は理屈をこねくり回してい

2ヶ月程の滞在だから丁度牧場仕事が忙しい

ては未知の世界に飛び込んで行くことは出来

時期でもあり、家庭療養には最高の環境が

ない。一見無謀と写るかも知れないが、大き

整った訳である。

く強い志と情熱さへあれば道は拓けると言う

彼は所謂ロデオのブルライダーの卵。日本

のが自らの経験則である。彼は将来何か大を

人では唯一の現役ブルライダーで、そのガッ

成す男になるだろう。そんな大志を抱く若者

ツたるや見上げるものがある。アメリカに住

を育て支えになってやるのも年寄りの楽しみ

む日本人なら恐らくブルライディングとは何

である。

ぞや？の理解はあると思う。所謂ロデオの暴

私は陽転思考と言う言葉が好きである。何

れ牛に乗る連中を指すのであって、乗れば十

事も全て自分の都合のいいように考えて行

中八九怪我をする。あわよくば半身不随、あ

く。聖書の有名な言葉「神は越えられない試

るいは死にも至る最も危険なスポーツと言わ

練は与えない」言い換えれば耐えることが出

れている。でもそんな暴れ牛に挑戦し乗りこ

来ないような試練に会わせるようなことはし

なしたい！若者のその一途な思いは半端なき

ない、むしろ耐えることが出来るように試練

ものがある。平日は牧場内外の仕事を手伝い

と共に脱出の道も備えてくれると言うこと。

ながら毎週末、近隣の暴れ牛に乗りに行き訓

『止まない雨はない』のだから耐えて頑張れ

練を重ねることとなる。

ば、やがて確実に晴れ間が見えて来るから頑
張れと言うことなんだろうとつくずく思う。

46年前カウボーイになりたい一心で徒手空

新会員紹介
◎ ケリー慶子

我々子供達に教えてくれ、皆カ
トリックのキリスト教信者にな

グリーン会の皆様、私は慶子

りました。それは今でもとても

サンダース・ケリーと申しまし

母に感謝しております。その後

す。今年は皆様が暖かく私をこ

四谷の雙葉、青山学院に行きト

の会の会員としお招きくださっ

ヨタ自動車の豊田達郎様にお世

た事感謝いたしております。さ

話になりました。

て自己紹介となりまして、あら

アメリカ、ウィスコンシン

大変今更私の日本語、英語どち

からのCharles Sanders に出会

らも50%と気がついて唖然とし

いダラスに落ち着きました。

ております。と言う事で私の日

彼はいわゆるthe last of the

本語、英語のつたなさお許しの

wildcatter 石油業者でテキサス

程お願いいたします。私は東京

とニューメキシコに沢山井戸を

の麻布の六本木のそばの霞町で

掘りました。石油業者というの

生まれました。母が戦後に色々

は映画で見る様にあたれば富豪
あたらなければpoorという業界

考える事があって本当の神様を
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世界第一で誇りに思っています。アメリカは

でギャンブルの世界で大変でした。でもあっ

freedom of choiceで自分で責任持って行動す

たた時はやれ別荘、やれ飛行機、やれ船と

れば周りに気にせずやりたい仕事ができる自

豪勢な生活もした頃もありました。私は私

由さが好きです。のでアメリカと日本最高な

で輸入業を始め東洋に行って買い付けしNY,

両国に生まれて住めて私は仕合せ者です。

Chicago, Las Vegas, Los Angeles. Dallas色々

神様から頂いた一回の人生、泣いて生きて

のところのmerchandise showに行って卸業

も笑って生きても一回しかないので私は笑っ

しておりました。

て人生送れるようにいつも神様にお祈りし、

私が若かった時は仕事が性にあっていて忙

皆で楽しく有意義に生活できる様に願ってい

しく仕事するのが大好きでした。その後彼と

ます。年をとることは大変な事だとつくづく

別れて今の主人パトリクとテニスでブルクヘ

思います。いくつになっても気だけは若くい

イブンクラブで会い結婚して今にいたりま

たらない私ですがこれからもどうぞよろしく

す。彼はUS air のパイロットで飛び乗りの

お願い申し上げます。今年飛び乗りで行って

旅行が出来るのは魅力でした。（笑）私は日

きたイタリアのピサの斜塔でとった写真おく

本とアメリカが大好きです。日本人の頭の良

らせてもらいました。

さ、cautious, mannerの良さ、work ethics

会員広場
◎「2度目の遍路ころがし」
黒石 美保子
冷水で一気に顔を洗いあたふたと食堂に向
かう。6時丁度。玄関ではもう1人の男性が身
支度できた様子で「有難うございました」の
声と共に出て行った。 食堂に入ると斎藤さ
んが手招きで「美保子さん此処」と朝の挨拶
交わして、今日の道のり予定や出発時間は7
時、少し早いけど大丈夫かなと、聞いてくれ

ふう言いながら登って来た山を一気に降りて

たり、よく眠れた？頑張ろうね！と、言って

来たら青とも濃い緑とも言えそうな広いおだ

くれたり。1に焼山、2にお鶴、3に太龍と言

やかな那賀川を渡ると阿南市に入った。

われるお遍路さん泣かせの道です、との説明

標高40メートルから520メートルの太龍寺

を聞きながら朝食を終えた。昼食のおにぎり

に向けて6.7キロ登り、やれやれ。静かな杉の

と水で1.5キロ増しのバックパック。

木と小川の山中、私達を追い越す人も無けれ

鶴林寺の標高500メートル、3キロの登り、

ば私達が追い越す人も無く、ただ黙々と頭の

早朝の肌寒さも最初だけですぐに汗ばんでき

中で南無大師遍照金剛を唱えながら脚を一歩

たがお寺に着き、御参りが終えた頃には寒さ

ずつ踏み締める。南無大師遍照金剛って私的

が戻って来た。先の道中が長いこともあり、

な応援歌みたい。
「太龍寺に辿り着きましたよ」。重たい

ゆっくりもしておれず太龍寺に向かう。ふう
4

バックパックを下ろした開放感が何とも言え
ないついでに靴も脱ぎたい所、まずは御参り
が先、そしてのこりのおにぎりです。まだま
だ12キロが待ち構えている。少なくとも4時

れたと伝えられる。私は一回唱えるのも口が

間は掛かる。

もごもごするのに100万回！気が遠くなりそ

見込み22番札所。平等寺、納経には間に

うーー。どうやったら自分が何回唱えたか

合わないかもしれないが宿屋は隣だと言う。

分かるかの疑問に斎藤さんが答えてくれまし

太龍寺は西の高野とも言われ、舎心獄、岩上

た。数珠、念珠を使う。数珠は108が基本、

で100日間の虚空蔵求聞持法、真言「のうぼ

これって煩悩の数と同じですよね。それでど

う あきゃしゃきゃらばや おん まり きゃま

う使うと100万回まで数えられるのか？不思

り ぼりそわか」を100万編唱える修行をさ

議ですね。
今日は一日中 、山の中を登ったり降りたり
で、もうクタクタ 疲れたー。続く

◎「日本ぶらぶら縦断」
近藤 典子
北海道を後にし東北仙台に向かう。次の目
的地は日本三景の1つ松島。Googleで民宿を
検索するがなかなか良いところが見つからな
い。東日本大震災にてやむなく閉鎖した民宿
が多くあるのが原因とみられる。又ネットを
利用してビジネスをしない年齢層の人が経営
してるためだと思う。見つけた民宿は漁師が
経営し、その日に釣り上げた魚を料理してく
れるのがうたい文句。その言葉に釣られて選
5

ケットを購入。最初にこちらを選んだのは良
い選択、船を降りた時にはチケット購入のた
めの長い列があった。さすがに日本三景松
島、行けども行けども感動の絶景。
50分間の遊覧船の旅はあっという間に終
わってしまった。観光マップを入手しそれに
従うとかなり簡単に見学できる。まずは船を
降りた最短の場所、五大堂に行く。五大堂は
東北最古の桃山建築。次は隣の福浦橋。渡る
▲ 松島

にもかなりの絵になるような風景でのんびり

んだ。確かに夜中にご主人が出かける音が聞

と歩いてもこれまた感動。島から見渡せる海

こえた。泊まり客は私の他に中年のカップル

辺の島々も素晴らしい。そろそろ小腹が空

だけであった。

く。海岸沿いの店をぶらぶらする。貝類を店

食事は質素ながら新鮮な魚介類が食べ切れ

の前で焼いていてどれを見ても美味しそう。

ないほど出された。周りはほとんど見学する

店には牡蠣のいろいろなメニューがあってこ

ところはなくフェリーは今は閉鎖されたまま

れもまた迷ってしまう。とにかく何を食べて

だとのこと。裏山の高台に登る。誰も歩いた

も美味しそう。特に牡蠣、牡蠣、牡蠣料理。

形跡はなくクモの巣を退けて登った。私はこ

何を食べて良いか分からない方にはあらかじ

う言う寂れた山道は大好きだ。それでも見晴

めグルメガイドで調べていくのがオススメ。

らしは素晴らしく入江を充分に楽しめた。浜

地図に従っていくと次は伊達政宗歴史館。陽

で魚釣りをしていた中年の女性はロングス

徳院。瑞巌寺は伊達政宗が心血を注ぎ作らせ

カートにおしゃれなトップそれに翼の広い帽

た華麗な桃山文化が香る国宝の寺。復興工事

子。不思議な組み合わせなので宿のご主人

が終わり、2009年以降一般公開が行われてい

に伺うと、この近くでヘアサロンを経営して

る。私はこれをパスした。

る方でした。ここは東松島、あの有名な松島

と言う理由は、きらびやかな国宝本堂の拝

三景に程遠い寂れた漁村であったがのんびり

観に、またドライな庭園も興味がわかなかっ

と過ごせた。翌日ローカルの電車に乗って松

た。その隣は円通院。瞑想の庭でリラックス

島に移動する。到着したときに親しくなった

できる禅寺で静寂広がる4つの庭園がある。

駅長さんが窓に顔を覗き出す。駅長さん1人

参道の片側は現在も使用されているお墓があ

だけの勤務、次の電車まで時間があったので

る。1つ1つを見て回るとかなりの時代のも

色々と雑談する。こーゆーのどかな田舎で、
たわいない会話に何とも言えない時間を過ご
すのは都会生活の疲れを癒してくれる。電車
の中では3名のシニアのご婦人方とお話に花
が咲いた。ご主人が県庁のかなりの地位にい
たと言う方々で、それ以来のお付き合いだそう
だ。80歳にもなるのにとても美しく、若く見
え、大変健康そうなのにはうらやましい限り。
松島に着くと松島島巡り観光船のチケット
▲ 円通院洞窟遺跡

売り場に直行し一番長い50分間の遊覧船チ
6

のもありまた新しく建造されたきらびやかな

してなくて時代の入った牛タン屋、カウン

豪華な墓石もあった。中ではボランティアが

ターの目の前で焼いてくれる牛タンにも味わ

語り部となって歴史、民話、村の神話などを

いがあるが……ただただ忙しいのか早く回転

語ってくれる。洞窟遺跡、これはくぼんだ岩

してほしいだけのようで、あまり落ち着けな

中に伊達家に命を捧げた武士の墓石が建てら

い雰囲気。カウンターの端っこにでも座った

れ時代を肌で感じ、おもわずと両手を前で合

ほうがよかったのかな。一緒に出される麦飯

わせた。中の庭園は素晴らしく手入れされて

が最高だった。

いて、きらびやかでもなく地味で心から癒さ

翌日るーぷる仙台周遊券を購入。これは1

れる素晴らしい静寂な庭園だ。この円通院は

日中JR、地下鉄、路線バス全てが乗り放題。

今回の旅行の中で1番気にいった名所だ。飽

仙台の観光ガイドブックに従って、これで移

きることない松島の絶景を楽しみ、新鮮な魚

動すると結構便利に自由に行き来できる。仙

介類を堪能し、円通院では心あらわれ、癒さ

台城跡まったくの城跡で見る価値なし。とい

れ、1日歩いた快い運動の後ローカルの電車

うと仙台出身の方に怒りを被るかも知れない

で仙台に向かう。

が、ただここでいくつかのグループがスズメ
踊りを披露してたのは可愛らしかった。桃山
様式の豪華絢爛たる廟建築、瑞鳳殿、中国の豪
華絢爛な建物も圧倒されるが、日本の建築の色
彩の方がなんとなく抑えられてるような気もす
るのは私個人的な好みの見方かもしれない。

▲ 円通院庭園

仙台も駅の近くのホテルを根拠とする。ホ
テルに入ると早速夜の街を探求。駅前のアー
ケードは若い人たちが楽しめるおしゃれなお
店、グルメレストランがたくさんある。結構
▲ 仙台すずめ踊り

歩いてても活気があって楽しい。角、角に若
い男性または女性がウェイター、ウェイトレ

東北大学植物園は伊達時代260年間、人が

スの格好で客案内をやっている。といっても

足を踏みいれるのを禁じられていた。それが

新宿のような怖い客引きとは違って、話し

今は自然公園として一般に公開されている。

かけ尋ねても感じよく案内してくれる。仙台

ならぜひ見てみたいと思い入園する。入って

名物の牛タンのお店を私は尋ねてみた。この

みて大変後悔した。私にはその辺の荒れた山

アーケードの裏道がまた一味あり、歩いてて

の中と変わらないまったくの自然公園であ

面白い。紹介された店は”牛タン旨味太助”。

る。歩き始めると諦めて引き返さない以外は

数ある牛タン屋の中でもトップクラスの人気

1時間はかかる。入園したのは私1人かもしれ

を誇る店らしい。

ない。途中で熊に襲われた場合の鳴らすベル
がいくつか置いてある。自然公園のうたい文

私の店の感想。結構地元の客で賑わってい

句は散策路に適し森林浴を楽しむには最高の

る。店の造りは、昔からの老舗らしく改造も
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場所として好評がある。私にとっては何の代

仙台は市が観光地としてかなり力を入れてい

わり映えもしない荒れた山の中を歩いている

るのか大変おもてなしも良く観光客にいろい

ような気がした。

ろな面でフレンドリー、それに思った以上に

ただただ早く出口に到達するのを祈るばか

名所が多く十分楽しめる。東北の旅はこれに

りだった。かなりのスピードで登り下りした

て終わり。続きは次の会報にて。

ので結果としてはすごい良い運動となった。

催し報告
（Charlottesville, VA）が臨死体験を科学的

◎ 2019 年度医療講演会

に実現しようとしている研究所で、HemiSync Technologyを介して特殊な脳波を作り

柴山 佳久

出し各種体験ができるようクラスがあるそう

6月30日 (日) 午後2時からHillcrest Villa

です。高松さんも参加されたが、体験をする

ClubhouseにてRoyal Preston Clinic の高松

にはまだ２~３回参加する必要があると思わ

さんから、明るい死活のすすめと題して参加

れています。

者2３名を前に講演していただきました。

3．死後の世界

金、家、地位、名誉、肉体等持っていけ

ないものに対する執着をなくすことで、思
いがすべてという信念体系である。Ghostや
Groundhog Dayのような映画からも学べるよ
うです。
以上のような経験や活動を通し、中園先
生の小我がなくなり、大我は残るという言
葉を噛み締めたり、Life after life, Proof of
Heaven, Dying To Be Meの書籍を読んだり

高松さんが言われる死活とは、死後のあり
方に向けての積極的な活動のことで、

すると、死とは、忌避すべきことではなく、

１．臨死体験

この世の旅の終着点でもあり、もっと自由度

ルのようなものを通過して上にあがる。光り

が、講演の趣旨でした。

輝く存在に会う。自分の体を見ている本当の

私は無神論者で宗教にも興味が薄いせいか、

自分を感じる体外離脱というような体験で、

死後の世界は無と思っています。しかし、参

臨死体験から戻ってきた人たちの感想は、全

加者の中には臨死体験をされた経験のある方

知全能感、表現不可能な幸福感、死に対する

やMonroe研究所に興味を持たれている方も

恐怖心がなくなるそうです。

いらっしゃり、盛んに質問されていました。

2．Monroe Institute

また、講演会終了後も相談に来られた方もい

Journeys out of Body, Far Journeys,

ましたので、同様な世界観を持たれている方

Ultimate Journey 等の書籍を残した

も多いと思い、興味深い講演を聞かせててい

の高い次の旅の出発点でもあると言うこと

臨死体験とは、死んだという自覚。トンネ

ただきました。

Robert Monroeが設立したMonroe Institute
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お知らせコーナー
◎ テキサス・セールス
タックス・ホリディー

◎「ゆで玉子の殻を
綺麗に簡単にむく方法」

1品目が$100以下であれば州セールス税が
免除される3日間です。期間は8月9日～11日
までで、州内の販売店やオンライン・カタロ
グ販売店で行います。衣類や靴、帽子、カバ
ン、ベルト、バックパックや学用品なども対
象です。詳細は https://comptroller.texas.
gov/taxes/publications/98-490/ でどうぞ。
ゆで玉子はサラダやうどん、ラーメンなど
にちょっと入っていると嬉しいですよね。ま

◎「生活の知恵袋」

たサンドイッチにしても大変美味しい食材だ
と思います。ところがゆで玉子の殻がきれい

毎日の生活の中で、皆様が実践している「ひ

にむけないとガッカリしませんか。そこで楽に

とくちメモ」のような内容の記事を掲載したい

ツルッとむけてプリンとした食感に仕上がるコ

と思いますのでご協力下さいませんか。

ツをご紹介します。

書籍やテレビ、インターネット、友人など

ゆでる前に殻の丸い方

から見聞きした、または体験などから、毎日

に少しヒビ（直径７～８

の生活がもっと楽しくなったり、物事が楽に

ミリ）を入れ、水からゆ

進んだりするような「生活の知恵袋」と題す

でます。写真を見ていた

るひとくちメモを紹介するコーナーを設けた

だくと分かりやすいと思

いと思います。毎日の生活の中で「これは良

いますが少々とんがてい

い」と思いついたこと、皆さんと分かち合え

る側と丸い側があります。その丸い方に少しヒ

るような事などありましたら、お気軽に係ま

ビを入れるか、不安な方は100均でも購入で

でeメールまたは郵送でお送り下さい。お待

きる「玉子プッチン穴あけ器」を使うと、よ

ちしております。担当 上田知栄子

り安心して穴を開けることができます。ゆで

eメール：chieko168@aol.com

上がったらすぐに冷水につけましょう。
玉子の丸い方には内側に膜がかかっていて

郵送先住所： 6 9 1 0 Wo o d s p r i n g s D r.

卵の中身が出る心配はありませんし、ゆでて

Garland, TX 75044

いる時にそのヒビからガスが抜けていくので
むきやすく、その上プリンプリンした感触が
味わえます。また、急いで何個もむきたい時
にはタッパウエアに少し水を入れて軽くふる
と表面に細かい割れ目が入り、より簡単にむ
9

けます。どうぞ、お試し下さい。

ダ ラ スグ リ ー ン 会 規 約
（1） 総会 年 1 回

【名称】本会は、ダラスグリーン会という

（2） 役員会 随時
【目的】本会は、互助の精神に則り、会員相互
【会費】本会は、次の年会費を徴収し会の運に

の親睦を図り、会員の生活向上と円滑

に必要な経費や事務費に当てる。

化に寄与することを目的とする

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 40 ドル／家族、

【活動】本会は、上記の目的を達成するために

個人 30 ドル

次の活動をする

（2） 7 月以降の入会者 20 ドル／家族、

（1） 会員名簿および会報の作成とその頒布

個人 15 ドル

（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

【雑則】

ア、およびその他本会の目的に寄与す

（１） 本規約を変更する場合は、総会出席者

るものであり、会員の希望するもの

の過半数の賛成をもって決める

（3） 緊急時における連絡網の設置

（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

【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

【付則】
（実施期間）この規約は 2016 年 1 月

（1） ダラス地区およびその近郊に在住し、

30 日より実施する

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
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編集後記
たしますので上田までご連絡下さい。

ダラス地方は 7 月に入り、暑い、熱い日が
続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょう

次回 10 月号会報の発行は 2019 年 10 月下

か。どうかこまめに水分を取るようにして熱中

旬を予定しております。
毎日の生活の中で困っ

症にかからないように気をつけてください。

たことや耳寄りの情報、旅行記や料理のレシ

日本では６月末から７月上旬にかけ、豪雨

ピなどの記事を書いてくださる方を募集して

のため九州地方では土砂崩れなど大きな被害

います。面白いことわざや為になる一口ヒン

に見舞われ、また、ルイジアナやアラバマな

ト等も大歓迎です。この会報が皆様の生活に

どメキシコ湾沿岸では熱帯暴風雨「バリー」

少しでも役に立ちます様に皆様からのアイデ

が上陸し家屋浸水被害などをもたらしていま

アを募集しております。

す。被害に遭われた方々には心よりお見舞い

合わせて役員を募集しています。ご存知のよ

申し上げます。これから秋にかけては台風や

うに現在の役員は殆どが５年目に入り、中には

ハリケーンの季節となりますので、天気予報

長い間役員を引き受けてくれている人もいます。

やニュースなどに注意して過ごしましょう。

ボランテイアの内容は会長職、渉外係、メール
係、会計、連絡係、会報の取りまとめ、会報制

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

作、
名簿制作などです。行事があるときはお皿や、

かったり、また見逃したりすることも踏まえ

コップ、水などを準備する人なども必要となり

て電話による連絡も行っておりま

ます。ご協力して下さる方を募集しています。
次回会報の締め切りは 2018 年 10 月 15

す。会報の場合は PDF ファ
イルにして e メールで

日ですのでメールアドレス「chieko.iroha@

送っていますが、どうし

gmail.com」又は電話「972-414-1748」にメッ

ても紙面でないと見られ

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

ないという方は郵送い
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