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 ポットラック親睦会
日時：3 月 12 日（日曜日）午後 12 時 30 分～ 4 時
場所：Hillcrest Villa
住所：6970 Helsem Way, Dallas, TX 75230
昨年の忘年会と同じ会場です。
アトラクションは思案中。
料理１品をご持参下さい。
※ 尚、詳細は 2 月上旬にご案内致しますので、
お誘い合わせの上ご参加下さい。

■ グリーン会 規約..................................... 折込
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2017年 新年総会
■ 2017 年 行事予定

2017年 新年総会

2/5  新年総会

2/5 日

■新年総会進行スケジュール

3/12  ポトラック親睦会 Hillcrest Villa

＊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

4. 会計報告

（水野） 11:20am

3. 行事報告・予定 （柴山） 11:10am

7. 17 年度の役員の承認
8. 乾杯

		

		

●
●
●

ゴルフ会：
走歩会：

料理講習会

10月

大谷牧場 BBQ会

12月

忘年会

黒石 美保子

11:50am

副会長

平嶺 多美子

会 計

水野 美江子

（黒石） 12:00pm

渉外・HP

Brewer パット
ゴメズ みさ子

柴山 佳久

名簿・会報・備品管理

小川 豪

上田 知栄子

ウエブサイト管理
趣味の会

（水野） 1:00pm

12. 歓談		
1:00pm
13. 閉会

柴山 佳久

連絡係

山下 直訓

桜いろいろ会： 黒石 美保子

11. 年会費集金

8月

会 長

10. 趣味の会紹介（各世話役）
12:30pm

		

医療講習会

11:45am

9. 食事開始		 12:03pm

● 読書会：
		

5月

■2017年 役員の承認

5. 質疑応答		 11:30am
6. 新会員の紹介		

48人

（柴山） 1:50pm

14. 終了		
2:00pm

古田 正洋

●

読書会：

山下 直訓

●

走歩会：

小川 豪

●

ゴルフ会：

●

桜いろいろ会： 黒石 美保子

柴山 佳久

■2016年 行事報告
1/31  総会・新年会… ……………………………………（プレノ、グレンイーグル・カントリークラブ）…… 42 人
＊会費など規約に関わる 3 つの事項を確認して承認されました。
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 ポトラック… …………………………………………（ギャレリア、ヴェローナのクラブハウス）……………… 27 人
＊手料理を持ち寄って、カラオケ大会で自慢の声を披露し、会員相互の親睦を図りました。

5/22  風呂広子医師の医療講演会… ………（プレノ、シメルフェニグ図書館 ）… …………………………… 30 人
＊「アメリカで緊急病院へ駆け込まないために」と題して、沢山の助言を頂きました。

8/28  山田由美さんの料理講習会… ………（コペル、山田さん宅）……………………………………………………… 15 人
＊二色フルーツゼリーとスポンジケーキの手際の良い、作り方を教えて頂きました。

9/18  大谷牧場で BBQ パーティー………（コマース、MJM 牧場）… ……………………………………………… 32 人
＊持ち寄った料理と BBQ でお腹を満たし、スイカ割りで大笑い、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………………………………………………………（北ダラス、ヒルクレスト・ヴィラ）…………………………… 31 人
＊寒い日ではありましたが、心のこもった料理と安来節に恋のメキシカンロックの余興も愉快でした。
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■ 2016年度 収支報告書
年会費

収
入

行事

その他

2016年度会費（18家族、個人28名）
新年会参加費（$30X42名）
5月医療講習会参加費（ゲスト$5X1名）
8月料理講習会参加費（$5X15名）
9月BBQ大会参加費（会員$10X24名、非会員$15X7名）
9月BBQ大会乗馬参加費（$10X4名）
寄付金（3名）

支
出

事務費

その他

新年会 会場／食事（チップ$30含）
3月ポットラック会（カラオケ賞金）
5月医療講習会 会場費
講習会謝礼
8月料理講習会 会場費
9月BBQ大会
会場費／掃除費
材料費／雑費
乗馬調教師謝礼
12月忘年会
会場費
掃除費
飲料水
雑費（テーブルクロス、ゲームセット､紙皿等）
名札
切手代
コピー用紙

2016年支出

資産状況

Checks

前期繰越金

次期繰越金

小計

小計

弔慰金（$100X2名）
カード代

総収支差額

小計
小計
合計

2016年収入

行事経費

小計

（2015.12.31.）

小計
合計
$3,478.62 - $3,108.15 =

（2017.1.1.）

1,525.00
$1,525.00
1,260.00
5.00
75.00
345.00
40.00
$1,725.00
228.62
$228.62
$3,478.62
2,106.05
100.00
50.00
50.00
50.00
100.00
95.20
100.00
32.00
60.00
38.48
59.20
$2,840.93
23.99
15.54
18.44
$57.97
200.00
9.25
$209.25
$3,108.15
$370.47

$7,217.56
$7,588.03

#1459

$8.76

#1461

$32.00
合計
3

$40.76

新年のあいさつ
年頭に思う
新年御目出度うございます。

歳は 70 であろうと 18 であろうと其の胸

に抱く事の出来るものは限りなき愛情、剛毅

果敢な闘志であり求めて止まぬ探究心である。

平嶺多美子

「人は信念と共に若く疑惑と共に老ゆ」
「人は自信と共に若く恐怖と共に老ゆ」

皆様の新年の目標はいかがですか。目標を

「人は希望の有る限り若く失望と共に老ゆ」

決めても 48% 以上の人々は 1 カ月程で断

右、
自戒反省し、
日常の心構えとなし若返っ

念してしまうと聞きましたが 1 月 20 日は
トランプの大統領就任でさわがしくなりそう

た心で長命を保ち、社会に貢献する事が此の

けば云いというのでしょうか。

ある』

世に生を受けた者の最大の務めであり悦びで

です。選挙結果を否定してどこまでも行きつ

事あるごとに読んでは前向きにと歩んで来

32 年前から私が何十回となく読み返した

記事があります。
「青春」
と題してありました。

ました。過去、無くしたものにとらわれるこ

い。心に逞しい情熱を燃やし優れた創造力、

過ごすことにしましょう。

となく、今ある恵みに感謝して今日も 1 日

『青春とは人生の或る期間を言うのではな

晴天の日は天の恵みを、雷雨のとどろきも

物事におじけず安易を求めず自ら苦難と取り

組む、此の様に旺んな心意気を青春と云う。

春の新芽のきざしを天が木々に与えていると

失い情熱の炎が消え失せた時に始めて老いが

を与えられて生きている事に気づきますね。

思えば我々の周りも我々の日々に大きな恵み

歳を重ねただけでは人は老いない。理想を

頑張りましょう。

訪れる。胸に苦悶を抱き不安の念にかられて
精気の魂は失せてしまう。

新会員紹介
われ、当時の海外ブームに乗ってほぼ即決。

新しく入会された方の自己紹介コーナです。

フロリダ州タンパの ESL に通い、時間のあ

これからよろしくお願い致します。

る限り旅行し、とにかく毎日が楽しくてすっ

☆ 松本 典子

かりアメリカの魅力にハマりました。 その
後、日本で就職した英会話学校で講師をして

グリーン会の皆様こんにちは。10 月に入

いた夫と出会い、数年後に結婚して再びアメ

会させて頂きました松本典子と申します。約

リカに。

15 年前にアメリカ人との結婚を機に米国に

前回の楽しいだけの経験とは一転して、結

住み始め、ボストン、ハワイ、ワシントン

D.C.、日本を経てダラスに越して来ました。

婚後は厳しい現実、生活の為のサバイバルが

大阪府出身、ごく普通のサラリーマン家庭

行会社のツアーオペレータ、特許事務など、

始まりました。日本食料品店、バリスタ、旅

子供はなく夫婦と猫 1 匹の小家族です。

私に出来る事をやってきました。現在は求職

に育ち、短大卒業後に就職し人並みの生活を
していた頃、友人からアメリカ短期留学に誘
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中です。

ダラスに来てから知人がなく寂しくなって

日々皆さまの親切に支えられている事に感謝

いた時、モンタラーメンで和恵さんにグリー

しております。今後共どうぞよろしくお願い

ン会の存在を教えてもらいました。入会後も

いたします。

すぐにエクササイズや走歩会に誘って頂き、

会員広場
結婚式

てもらい、フロアダンスをしたいと言った。
フロアダンスは実現できなかったが、あの時
の伴奏と歌は胸にしみたのを今でも憶えてい

ヨーダ 扶久衣

る。母は、
「ダメだと思ったらこれで帰って
おいで」と言って少しまとまったお金を持た

甥の結婚式に出席する為 12 月に帰国し

せてくれた。

た。なぜこの時期に結婚式なのか ? 2 年半

随分後になってから、
「お箸の国の人だも

振りに帰るのだから桜の咲く春とか、紅葉の
秋にしてくれればいいのにと思ったが、甥の

の」というテレビコマーシャルを見て結婚し

安吉日の運びとなってしまったようだ。

食事をした時のことを思い出した。銀色に光

て初めてペンシルバニア州にある彼の実家で

仕事上の都合とか年回りで 12 月 11 日の大

るナイフ・フォーク・スプーン、
探したのに
「箸
と醤油がない」それが分かった時私は初めて

「私は箸と醤油がない家の人と結婚したのだ」
と自分の結婚を思った事を思い出した。

甥は 26 歳の警察官でその花嫁は 21 歳の

職場結婚だ。35 年前私の父は「日本語を話

す男を連れて来い」と言った。アメリカ人の

彼は 28 歳で私は 23 歳だった。甥達のよう

アメリカ人の夫と 5 年別居後、離婚して

に最初から祝福された結婚というわけにはい

かなかった。大方は直ぐ離婚して帰って来る

この 3 月で 4 年になる。統計に寄ると現在

両親は東京の目黒雅叙園での挙式・披露宴に

また其の内、国際結婚の 7 割は離婚してし

の日本では、3 組に 1 組のカップルは離婚、

だろうくらいに思っていたようだ。
それでも、

まうらしい。甥の結婚式に参列しながら自分

マイクロバスを使い田舎の親戚・姉弟・友人

のそれをあれこれ思い出した。そう言えば私

を連れて参列してくれた。満面の笑みが絶え

達のあのタキシードとウエディングドレス・

ない若い新郎に新婦、その日アメリカ人の彼

袴姿に角隠しの着物姿の写真はどこへいって

と私も甥達のようだった。披露宴にピアノ

しまったのかしら ? 写真の中の私達は今も

を入れ、彼は自分の伴奏で彼の友人に The
Wedding Song（There is Love）を歌っ
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きっと満面の笑みを浮かべているはずだ。

催し報告
残高額

2016 年忘年会の報告

$28.62（グリーン会へ寄付済）

ご了承頂ければ大変嬉しく思います。ご質

問・ご意見などございましたらご遠慮なく湊
までお知らせください。

昨年 12 月 18 日
（日）
午後 1 時から
「2016

年忘年会」を黒石会長がお住いのクラブハウ

記：湊 陽子

お礼とご報告

スで 3 年ぶりに開催致しました。

当日は氷点下まで冷え込む寒い 1 日ではあ

りましたが会員ら 31 人が参加しました。会

12 月の忘年会では湊陽子さんを始め御出

場は広々としていて、暖炉も暖かく、持ち寄っ

席された皆様から役員に暖かいお言葉とお花、

ました。余興としまして比嘉輝雄さんの「安

ございました。

たお料理もバラエティに富み、美味しく頂き

グリーン会への寄付を頂きましてありがとう

来節（どじょうすくい）
」の踊りは大変好評で

昨年 1 月の総会にて、役員への慰労会又は

大いに笑いを誘い、女性 3 人の「恋のメキシ

感謝会についての提案がありましたが、参加し

ストで来られた方々にも大変エンジョイして

り、特別な会を催すことを辞退し、会の主旨に

カンロック」のダンスもなかなか面白く、ゲ

ていた役員を中心にお気持ちはありがたく受取

頂けたと思っております。ご協力頂きました
皆様、ありがとうございました。

基づいて役員もお断りしました。しかし、湊さ

記：上田

んの熱い気持ちを断れず、忘年会にてプレゼン
テーションと出席者にお花代のための募金も行

会員の皆様へご報告

いました。皆様のお心遣いには大変感謝してお

りますが、今後は、会の主旨にも沿って役員や
ボランティアに対する慰労会ための募金は、会

2005 年 1 月にグリーン会が発足して以

の中では致しませんのでご了承下さい。

来、初代会長吉橋俊夫氏はじめ 12 年間に渡

これまで役員として会に貢献してこられた

りお力添え下さった役員方々にささやかなが

らも感謝の気持ちを表したく、12 月 18 日

諸先輩、趣味の会の世話役、料理の講師、医

ティアで役員を務めてくださった方々へお花

プ演奏会、徹夜でバザーの為にお料理して下

療の講演会、お琴や三味線、ピアノ伴奏やハー

の忘年会の席上をお借りしてこれまでボラン

さった方々、家をイベントの為にオープンし

をプレゼントさせて頂きました。

てくれた方々、会の為に匿名で寄付してくれ

12 年間の内それぞれの年に役員を引き受

た方々、イベントの送り迎え、花を持参して

けてくださった皆様方のご好意とご努力を有

くれた方など、グリーン会はたくさんの優

り難く心より感謝申し上げます。

しさに守られてきたボランティア精神で今に

忘年会でご賛同くださいました会員の皆様

至っております。

方誠にありがとうございました。お陰さまで

これからも役員一同、力を合わせて会の発

皆様の感謝の気持ちのお花をプレゼントする

展のため互助精神をモットーに楽しく進めて

ことができました。

行きたいと思いますので、今後とも皆様のご

ご寄付頂いた明細をご報告申し上げます。
12/18 寄付金 合計額

花代（9 個）合計額

指導ご協力をお願いして、お礼とご報告とさ

$166.95

-$138.33
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せて頂きます。

役員一同

お知らせ
会員登録と会費納入は
！
2月28日までに！

● 2017 年の「入会・変更申込書」用紙に「緊

ります。これ以降ですと今年の名簿には記載

ルなど変更のある方も、
「入会・変更申込書」

急時連絡先」の項目を追加致しました。希望

される方は用紙にご記入の上、役員までお
届け下さい。また、住所や電話番号、e メー

●会費納入締切日は 2 月 28 日となってお

用紙にお名前と変更箇所だけをご記入の上、

できなくなりますのでご了承下さい。

役員まで提出して下さい。

●名簿配布は 3 月末を予定しております。

編集後記
2017 年が明けてはや 1 ヵ月が過ぎまし

定しております。毎日の生活の中で困ったこ

い日が続きますと春が待ち遠しいですね。ト

などの記事を書いてくださる方を募集して

とや耳寄りの情報、旅行記や料理のレシピ

たが、皆様はいががお過ごしでしょうか。寒

います。締め切りは 2017 年 4 月 15 日で

ランプ大統領誕生でこれからどのような政権

すのでメールアドレス「chizaki@verizon.

運営が行われるのでしょうか、不安が募りま

net」又は電話「972-414-1748」にメッ

す。今年 1 年も幸多い年でありますように

セージを残して下さい。

と願わずにはいられません。

尚、只今、会の運営に協力をして下さる役

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

員を募集しています。お手伝いをしてくだ

えて電話による連絡も行っております。会

会を盛り立てて行き

さる方、一緒にグリーン

なかったり、また見逃したりすることも踏ま

ましょう。是非

報の場合は PDF ファイルにして e メールで

ご連絡下さい。

送っていますが、どうしても紙面でないと見

お待ちしており

られないという方は郵送いたしますので上田

ます。

までご連絡下さい。

次回会報の発行は 2017 年 4 月下旬を予
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上田

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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