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〜行事予定のご案内〜
� ポットラック親睦会

　料理１品持ち寄りのポットラックパーティ。
広々とした会場で会員同士の親睦を図りたい
と思います。又、余興なども考えております
ので、アイデアをお持ちの方、是非ご連絡下
さい。お待ちしております。

日 時： 3 月 5 日  5:00pm 〜 8:00pm
場 所： Veronaクラブハウス（Galleria Macy’sの前）
住 所： 13330 Noel Rd., Dallas, TX 75240　
担 当： バーノン 由美子  luvnekotx@yahoo.com
    Tel: 214-240-0993
 上田 知栄子   chizaki@verizon.net
    Tel: 972-414-1748

＊詳細は 2 月上旬にご案内いたします。
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2016 年グリーン会 新年総会

  ● 走歩会：  （小川）
  ● 桜いろいろ会： （黒石）
11.  新会長の挨拶  （黒石） 1:40pm
12.  閉会の挨拶 （柴山） 1:50pm

■グリーン会 2015年 行事報告
2/1 新年総会 48人
 Gleneagles Country Club　
3/22	 ポトラック親睦会　 25人
 上田宅 　
5/23	 ハさんの医療講習会 18人
 ノーステキサス日本語教会  
7/12	 ブルーベリー狩り 17人
 ラルー ブルーベリー・バスケット  
9/6	 カスデンさんの料理講習会 18人
 平嶺宅  
10/25	BBQ会　 34人
 大谷牧場 
12/5	 日本人会バザーに出店
 補習授業校　 売上金額 $1459.25

■2015年 役員と担当責任者
　会　長 高松 文三
　副会長 平嶺 多美子
　会　計 水野 美江子
　渉　外 柴山 佳久
　メール送付・連絡係 Vernon 由美子
 Brewer パット
　備品管理 上田 知栄子
　名簿・会報制作 〃 　  
　ウエブサイト管理 柴山 佳久
 古田 正洋 

■2016年 行事予定
1/31 新年総会  45人 
 Gleneagles Country Club　 
3/5  ポトラック親睦会　　
5月 医療講習会 
 料理講習会 　
 大谷牧場 BBQ会　
12月 忘年会

■2016年 役員の承認
　会　長 黒石 美保子
　副会長 平嶺 多美子
　会　計 水野 美江子
　渉　外 柴山 佳久
　メール送付・連絡係 Vernon 由美子
 Brewer パット
　備品管理・連絡係 ゴメズ みさ子
　名簿・会報制作 上田 知栄子
　エブサイト管理  柴山 佳久
  古田 正洋
　  趣味の会  ● 読書会：  山下 直訓
 ● 走歩会： 小川 豪
 ● ゴルフ会：  柴山 佳久
 ● 桜いろいろ会： 黒石美 保子

■2016年グリーン会 新年総会  1/31日

●●●●●●●●●●進行スケジュール●●●●●●●●●

1.  開会の挨拶 （上田） 11:00am
2.  会長挨拶 （高松） 11:05am
3.  行事報告 （上田） 11:15am
4.  会計報告 （水野） 11:25am
5.  質疑応答 （上田） 11:35am
6.  16年度役員の承認  11:45am
7.  乾杯 （黒石） 12:00pm
8.  年会費集金 （水野）
9.  食事開始
10.  趣味の会紹介  《各世話役》 12:20pm
 　  ● 読書会：  （山下）
  ● ゴルフ会：  （柴山）
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■2015年度 ダラスグリーン会収支報告

収入

年会費
2014年度会費 $25.00

2015年度会費 $1,710.00

小計 $1,735.00

行事

新年会参加費（食事代） $1,200.00

料理講習会参加費 $90.00

BBQ参加費 $340.00

バザー売上(本代$70.75) $1,459.25

小計 $3,089.25

その他

歌姫会援助戻り金 $34.41

本代売上金 $49.00

寄付金 $65.00

小計 $148.41

2015年収入合計 $4,972.66

支出

行事経費

新年会会場・食事代 $1,776.26

チップ代 $50.00

料理講習会材料費 $21.14

BBQ材料費/雑費 $270.50

クリーニング代(２ヶ所） $150.00

日本人会バザーブース代 $24.00

バザー寄付金（売上の10%） $145.00

バザー用食物容器代 $36.18

水代 $46.18

小計 $2,519.26

事務費

備品（収納箱） $15.14

名札 $17.95

切手代 $13.63

コピー代（カートリッジ） $71.14

小計 $117.86

その他 ノーステキサス日本人教会寄付（医療講習会場所代） $100.00

小計 $100.00

2015年支出合計 $2,737.12

■資産状況
　総収支差額  $4,972.66 - $2,737.12 = $2,235.54
　前期繰越金	 （2014.12.31） $4,982.02
　次期繰越金	 （2016.1.1） $7,217.56
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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　40ドル／家族、個人30ドル
 （２）7月以降の入会者　20ドル／家族、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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 去年（こぞ）今年
高松 文三

 年末から正月にかけてはやはり日本が恋し
くなる。大晦日から年が明けるまでのワクワ
ク感はやはり日本ならではのもの
である。年末の大掃除しかり、除
夜の鐘しかり。紅白歌合戦も入る
かな。そして年が明け、初詣、お
せち料理、餅つき、年賀状、子供
にはお年玉などなど、新しい年が
明けたのだと思わせる演出がうま
い。確かに前の年とは違うような
空気を感じさせる。
　それがアメリカ生活にはない。一月一日
は、十二月三十一日の翌日でしかない。まこ
とに味も素っ気もない。そんな意味ではむし
ろ虚子の次の句がピンと来る。
「去年（こぞ）今年貫く棒のごときもの」

去年といい、今年といい、別に何も変わって
いない。ただ年度が替わっただけではない
か、とでも言いたげな句は日本のような国で
詠むから面白味があるのだろう。
　かく言う私もつい先だって還暦を迎えた

が、その前も後も別になんてこと
はない。六十年前の昭和三十一年
（1956年）が、干支でいうとこ
ろの丙申（ひのえさる）年で、今
年また丙申の年を迎えたというだ
けのこと。昔は、六十歳はもう長
寿の部類に入ったらしい。何にせ
よ、暦がひと回りして、よみがえ
るという意味もあるようだ。ここ

は素直にこれまで生かされてきたことに感謝
しよう。そしてまるで特別な正月を迎えるよ
うな新たな気持ちで、生まれ変わった気持ち
で、精進しよう。
　皆様よいお年を。

会 長 雑 感

「義実家・実家の片付け」
山田 由美

　皆様、今年の冬は暖かい日が続いていました
が、昨年末のトルネード以降急激に冷え込ん
で寒い日が続いています。気が付けば2016
年もすでに1ヵ月も過ぎてしまいました。
　Yahoo Newsで見たのですが、今年の新
年の抱負ベスト5は、次の様になっているよ
うです。

　１. お金を溜める
　２. プライベートを充実させる
　３. 仕事を頑張る
　４. ダイエットする
　５. 結婚する

　No.4の「ダイエットする」と「部屋・家の
中を片付ける」は毎年トップ10に入っていま
すが、中々実行できていない方が多い様に思
います。その上、自分の年齢が上がるにつれ
て両親・義両親の年齢も上がって行きますの
で自分の家だけのみならず実家・義実家の片

会 員 広 場
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付けも視野に入れなくてはなりません。
 過去断捨離をやって来て学んだ事は、自分の
物は自分自身で物に向き合って捨てなくては
いけないと理解していますので、もちろん勝
手に捨てる様な事はしません。義母の言い分
を聞くべく耳を傾けると、「自分は年金生活
なので好きな様に物は買えないから今ある物
を減らしたくない」との返答を貰いました。
確かに年金生活であれば必要でない物を購入
するのは良くないと思います。が、義母を
見ていると流行の物があれば心躍って購入し
てしまい、仕舞い場所に困る。友人が素敵な
バッグを持って入れば同じ物を買ってしまう
等、どんどん物は増える一方です。義母は年
金生活だから購入出来ない訳ではなく、購入
した事を家族から文句を言われたくないから
言っているだけです。ただし、物を片付ける
時の基本として自分が必要ないと思っても本
人が捨てたくない場合は無理強いをしないの
が基本です。そう、物語の主人公は物を持っ
ている本人なのです。
　そこで、昨年秋から大学に通い始めた娘の
出番です。彼女自身も自分の物を沢山捨てて
から日本に引っ越ししました。彼女が大学に
行く前に自分の部屋を片付けた結果、持って
行ったのはスーツケース4個分だけでした。
娘が提案したのは、自分の部屋の押入れを使
いたいので一緒に片づけをして下さいとおば
あちゃんに頼む事でした。一緒に片づけをし
ながら、何を残すかはおばあちゃんが自分で
決めます。娘は押入れの中身を出してさりげ
なく促しながら、どんどんゴミ袋を作って、

重い物を片付けていく行く係です。
　年が明けて、この話を友人達にした所、非
常に共感して下さったので友人達も実家・義
実家の片付けには相当苦労していた様です。
気が付くと大量に物が増えている実家に定期
的に行き、何気ない顔でコッソリ捨てていた
と言う方もいました。彼女は食べ物の賞味期
限に対して親が全く注意を払わなくなり何回
か腹痛を起こしていたのを見ていたので、食
べ物関係は全て闇に葬って来たと言っていま
した。中には色々と物を捨てていたら祖母の
認知症がよくなったと言う方もいました。家
の中がスッキリしたので物忘れも少なくな
り、体が動かしやすくなったからかも知れな
いと言っていました。
　自分自身も年を取り世の中も変わって行っ
てます。過去には物が無くて大変だった時代
は去り、今は物が溢れすぎている時代になっ
ているのかも知れません。書店にも親の家の
片付けに関しての本や新たな片付けに関して
の本が一杯並んでいます。
　色々な方が断捨離に取り組んでいると思い
ますが、家の中の物が多すぎると片付けるの
に時間が掛かり過ぎて断捨離の山を登り切る
事が出来なくなってしまいます。それは時間
が掛かりすぎる事に寄って、何も進んでいな
い様に感じる為に起こる挫折なのでしょう。
毎日長い時間を片付けに費やす事は出来ませ
んが、一日30分なら頑張れます。
　今年も色々な事が起こるかと思いますが、
健康ですっきりとした家で暮らしたいと思い
ます。皆さんにとっても楽しい一年になる事

バザー出店報告
　皆様にもお知らせ致しましたが昨年 12 月

5 日にダラス日本人会が補習授業校で開催し
ましたバザーに我がグリーン会もブースを出
しました。当日はお天気もよく皆様から寄付

行 事 報 告
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編 集 後 記

　皆様、新しい年を迎えていかがお過ごしで
しょうか。グリーン会では 2016 年度の名簿
を 3 月 20 日までにお届けしたいと思ってお
りますので、入会・退会また住所や E メール、
電話番号等の変更は 2 月 29 日までにご連絡
下さいますようお願い致します。また、次回会
報の発行は 2016 年 4 月 20 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。原稿の締め切
りは 2016 年 4 月 5 日ですのでメールアドレ
ス「chizaki@verizon.net」にご送付下さい。
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。

お 知 ら せ

訃報
会員の山本暢夫さんが闘病の末 1 月 17
日、ルイスビルのご自宅で永眠されました。
76 歳でした。
山本さんは高校３年生の時にお父様の仕事
の関係でニューヨークに来られました。以
来アメリカ在住で、1970 年に素子さんと
結婚され、お二人には息子さんがおられます。
長年、テレビや雑誌などの広告の制作や

IT 関係にも携わってこられました。
北テキサスではユニデンの社長を務めら
れ、富士通では携帯分野の責任者として活
躍されました。また、歌が大変お上手でカ
ラオケを楽しむ温和な方でした。
グリーン会には 2007 年 9 月にご夫婦で
入会されてから、一度ルイスビル湖畔にお
住まいの時にはご自宅を会の催しのために
開放して下さった事もあります。
暢夫さんのご冥福をお祈り申し上げます。

していただきました食品を始め日用品など、
多数のアイテムが二つのテーブルに並べられ
ないほど集まりました。
　午前 10 時の会場とともに大変な人出で豪
華弁当を始め、おこわ、太巻きにおいなり、餅、
白玉あんこ、桜餅など、特に食品は見る見る
間に売れてしまいました。
　書籍も多数寄せられボックスに並べて販売
致しました。お陰さまで大盛況のうちに終わ
り、売上も目標の 1,000 ドルを大きく超え
合計 1,459.25 ドルでした。
　前日から準備に協力して下さったボラン

ティアの方々や、当日お手伝いして下さった
方々、寄付をして下さった会員の皆様にもお
礼を申し上げます。ありがとうございました。

役員一同



DALLAS
グリーン会
2016/01/31


