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〜行事予定のご案内〜

� 医療講演会のお知らせ
風呂医師の医療講演会
日時：6 月 17 日（土曜日）午後 2 時〜 4 時
場所：Hillcrest Villa Clubhouse
住所：6970 Helsem Way, Dallas, TX 75230
担当：柴山 佳久
　3 月に開催致しましたポットラック親睦会と同
じ会場です。
　昨年に続きまして風呂広子医師による医療講演
会です。
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「生活に花を」　
平嶺 多美子

　今、ブルーボネツトがきれいに高速道路の
傍に咲いています。ちょっぴり白い花弁を頭
に乗せて咲いている。テキサスに来てから何
回かエニスにブルーボネットを見に行ってい
る。帰りにはあゝ見てよかったといふ思いで
帰ってくる。
　昔の人びとは心を花に寄せて歌ひ、また喜
怒哀楽を歌に託したものであったが今の我々
には花を愛でるなどといふ余裕がほとんどな
くなってしまった。
　「今日までに車の保険を払ってしまわなく
ては」とか、「病院にお友達を励ましに」とか、
毎日毎日限りなくすることができてくる。こ
れでもか、これでもかと何かに追われている
ような毎日である。花を愛でるなどずっと後
回しになってしまった様な毎日である。
　時々、花を植えたりいじつたりしてみると
早く大きくなって花を咲かせてくれないかと
か、どんな花を咲かせてくれるだろうかと、
明日を待つ喜びが増え楽しみなものである。
昔の歌人の歌に花を詠んだ歌が数限りなくあ
るが私の好きな歌にーー

副会長雑感

桜ばないのち１ぱいさくからに生命をかけて
わが眺めおり

岡本 かの子
夜半さめて見れば夜半さえしらじらと桜ちり
をりとどまらざらむ

馬場 あき子
清水へ祇園をよぎる桜月夜こよい逢ふ人みな
美しき

与謝野 晶子
　花を見て心も洗われ喜びは顔にも表れてく
る。今宵逢ふ人皆美しきとはよく詩ったもの
だと思ふ。私もその中の一人になりたいと思
ふのは私だけでしょうか。
　私が小さかったときの花の思い出もたく
さんある。学校までの 45 分、垣根からとっ
た薔薇の花を頭に匂ひを楽しみつつ学校へ。
XX さんの所の桜が満開といえば寄り、おば
さんの所の鬼百合が石段の下から上の上まで
石垣から顔を出してムンムン臭っているとこ
ろをおっかけっこしたりと数限りない。　　
　自然の中に囲まれて生きていたのが街の中
で、また車の中での生活と変わってしまった。
時々は綺麗に咲いている花をゆっくり見てみ
ませんか。
　来月は母の日、カーネーシヨンを母や祖
母に花の日を。また、たまには 1 本の薔薇、
百合をテーブルに飾ってはいかがでしよう。
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　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。

☆ グリーン かおり　
　初めまして、私は新入会員のグリーン・か
おりと申します。
　今回はこの場をお借りして私の簡単な自己
紹介及び趣味についてお話させて頂きます。
アメリカに移住するきっかけになったのは、
やはり、英語という語学を習得したいがため
に始まりました。
　思い起こせば若き 13 歳の時に映画館で洋
画を見に行った時の話です。隣の席に座って
いたアメリカ人が字幕と違うタイミングでケ
ラケラ笑っている姿を見て、きっと字幕にな
いジョークがよほど面白いのだろう、私も字
幕なしで理解ができたら数倍の楽しみを味わ
えるのだろうと羨ましいのと少し悔しい気持
ちでいっぱいになりました。そこで、将来、
絶対英語を習得しようとの強い気持ちが生
じ、渡米のきっかけになりました。まあ、良
くある話です。しばらくの間は日本で英語を
習っていましたが、やはり、一番の早道は実
際、英語圏の海外に住むことだと思い日本を
しばらくの間、離れる決心を致しました。イ
ギリス、カナダ、オーストラリア、アメリカ
の中からやはり規模の大きなアメリカ、こち
らへと渡って参りました。
　一番最初に足を踏み込んだのはカリフォル
ニア州北部地のベイエリアでした。バークレー
近郊にホームステイ先が見つかり、UC バー
クレーの ESL に通いました。その後、シアト
ルに 15 年間、そして、現在はテキサス北部
にて在住している次第でございます。渡米し
た当時しばらくの間は慣れずにホームシック
にかかったりもしましたが、最近ではアメリ
カが心地よき場所になりつつあります。

　こちらの大学の選択科目で陶芸と写真のク
ラスを取ったことがきっかけで、写真と陶芸
が趣味の一貫となりました。そして更にアメ
リカナイズされてきた最近では、家の壁の
塗装及びペンキ塗りなども楽しんでいます。
Pluming も少しできるようになりました。
気が付くと Home depot、Lowes、そし
て Harbor Freight Tools へと足を運んで
いるなんていうことも !! おしとやかで洗練
された大和撫子に憧れ、本来ならそれを目指
す予定だった私がどんどん遠ざかっていく次
第であります。（笑）
　グリーン会ではいろいろな趣味を満喫でき
るような会だと聞き、友人の紹介で入会させ
て頂きました。これから、趣味のリア充 * に
慣れたら、より楽しい生活が送れるような気
がします。
　どうぞ、皆様、宜しくお願い申し上げます。　　　　

＊リア充＝最近日本でよく使われている現実
の生活が充実している者を意味するネット造
語。起源は大手掲示板 2 ちゃんねる。掲示
板やブログなどで快適なネット生活をしてい
るものにとって、実際の生活の充実度を誇る
ことはあまり意味の無いものだったが、いつ
しか掲示板上で自らの現実の生活の貧弱さを
自虐するニュアンスで使われ出した。自らの
生活と比較し、嫉妬 ( しっと ) や羨望 ( せん
ぼう ) の対象として「リアルが充実している」
としているのである。

☆高野 ターク
　グリーン会の皆さんこんにちは。
　今年初めて会員にさせていただきました
Turk Takano です。昨年の夏あたりからポ
トラック親睦会などに参加させていただいた
正体不明の者です。ダラス近郊に住み着いて

新 会 員 紹 介
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40 数年になるのですが、仕事内容そして趣味
の関係からダラスの日本人の方と交流するチャ
ンスがこれまでほとんどありませんでした。
　私は福島県出身、5 人兄弟姉妹の末子とし
て生まれました。物心がついた頃から米国映
画に惹かれ同時に銃器、射撃に興味をもち必
然的に米国に住みたいという願望と共に成長
しました。私は渡航者には珍しい元自衛官で
す。米国が終着駅だったのですがまずは世界
を見てから、これが私の旅の始まりでした。
1968 年後半、横浜からフランス郵船貨客
船で出港、まずは香港からバンコック、シン
ガポール、インド、南アフリカを経てヨーロッ
パに入りました。
　他人の好意にすがる貧乏ヒッチハイクで世
界を観てやろうというずうずうしい旅行で
した。ヨーロッパは北端のノースケープ北
緯 71 度から地中海の避暑地カンヌ、ニース
とヒッチハイクまたは鉄道を使って移動しま
した。フランスなど国によってはヒッチハイ
クご法度で鉄道移動に頼らざるをえず思うよ
うに行かないことも多々ありました。金が底
を尽きれば仕事を探してしばらく働くそん
な旅行でした。イスラエル旅行中ではこれ
またノーマネーとなりアカバ湾に近い銅山

（Timna Valley）で鉱夫として働いたこと
もありました。その後、イベリア半島経由で
英国に渡りました。
　「英会話を勉強するぞ……」とロンドンで
勇んだものの学校主催のデスコ通いに明け暮
れました（笑）。　英国ではいろんな仕事を
しました。米国に渡るまで放浪者のような生
活を約 2 年半経験しました。1971 年、米
国のケネデイ空港に到着、この時ばかりは
“ 新たな人生 ” が始まると…少々興奮したも
のです。念願のペンシルベニア州の銃器専門
学校入校、卒業後、米国メーカーに職を得ま
した。このメーカーがダラス近郊にあったた
め当地に移り住んだというわけです。ここで
9 年働きました。その後、独立しました。

　日本の銃器雑誌にテクニカルリポートを寄
稿しはじめたのは米国学校時代でした。な
んと物書きも今年で 45 年目を迎えました。
メーカーに入っても寄稿を継続、日本で言
う “ 二足わらじ ” または米国専門誌に寄稿し
た時期もあり “ 三足わらじ ” を履いたことも
ありました。とにかく毎月、数本の寄稿です
ので時と場合によってはかなり忙しくなりま
す。上田さんと知り合ったのは 1980 年代
中頃だったと記憶しています。上田さんはカ
メラなどメカものが好きで、しかも雑学好み
と私との共通点があり、それが長く続いてい
る交際の要因ではないかと思います。それだ
けでなく上田ご夫婦の人柄にもあります。ダ
ラス近郊に住む娘も 8 年前結婚して娘 7 歳
をあたまに生まれたばかりの息子 1 歳、私
も今や 2 人の孫持ちとなりました。一方、
息子はオースチンに住み好きな仕事をやりな
がら独身を謳歌しています。
　私は 36 年連れ添ったワイフを 5 年前に
亡くしまして現在は猫 2 匹と生活していま
す。申し遅れましたが私の漢字名は高野 武
です。Turk（ターク）はペンネイムです。
学校時代、Takeshi じゃ舌がもつれるから
何とかしてくれ……と同級生から言われその
結果、Turk になったというわけです。出版
社の意向もあり生涯現役でがんばっていま
す。趣味は射撃競技でシーズン中はアリゾ
ナ、オハイオ州と遠征が多くなります。仕事
が趣味なので働いているというフィーリング
はありません。ストレスのない人生 ? とこ
ろが原稿締め切りが近づいてくるとエライプ
レシャーがかかります。
　今後共宜しくお願いします。私の連絡先
は 214-803-9264（テキストメッセ－ジ
OK）です。　

●
●
●
●
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会 員 広 場

第 5 回「善根宿経験」　

黒石 美保子
　4 月 12 日、お遍路 4 日目。飛び起きて
足のまめをチェックの後、関節ヨガで身体を
ほぐしながら先輩遍路婦長とおしゃべり交わ
してるうちに朝食の時間になり、お店の方が
移動テーブルの上に、ハムと卵焼き、納豆、　
味噌汁を所狭しと並べています。奥さんは私
たちに「座って ! 座って !」と声かけながら
手はもうご飯をよそっています。旦那さんは
山間の朝は冷えるからとストーブを入れてく
れました。
　「今夜の宿はもう決まっているか？」と聞
かれながら「お弁当はお接待だからね。下り
坂だから昨日より楽だよ」と話しかける傍ら
で、4、5 人分のお弁当が並び始めました。
遍路婦長はさっさと食事終えて今日鳴門に帰
るからと、流しで洗い物を始め、まるで自分
の母か姉に話すように、次はいつ来るから必
要なものはないかと訊ねているし、奥さんも
何気なく有り難うと返しています。親戚なの
かと思ったら、お大師さまが繋いだ縁だと二
人が話してくれました。
　私はお二人の暖かい心遣いに感謝しながら
宿を後にしました。めざすは 13 番札所大日
寺です。21.8 キロの下り坂です。「とんで
もない ! 是を下りとは言わないよー」。たし
かキーウイ兄いが、歩き遍路の山道 2 キロ
とか言っていたような記憶がよみがえって来
ました。まっ山道の方が歩きやすいと云えば
歩きやすいし、大丈夫だろう、何となく人が
通っているようだし、とは言え山の中にどん
どん入ってるような気がします。大木あり岩
ありの木こり道みたいだなんてね、足下に気
をつけてないと捻挫しそうだし、登ったり
下ったり、それでもなんとか歩いてたら車

道に合流しました ! 「良かった、良かった…」
と独り言を云いながら歩いてると遍路小屋が
見えて来ました。
　小休憩しますか？ ーー地図を見るとまだ、
3.4 キロしか歩いていません。ノンビリして
る訳にはいかないと出発。そうこうしてるう
ちに齋藤さんに出会う。「おはようございま
す」が始まりで私の歩調に合わせてくれてい
ます。あれっ! あの白装束は鈴木さんだよね、

「おはようございます」。三人で昨夜の宿の話
で盛り上がりながら、そろそろお昼にしよう
と辺りを見渡せど休めそうな所なんて無いん
です。見付けたのは道の片側コンクリの低い
塀。人様の家の前だけど貸して貰おうと言う
事で三人で腰掛けて、私の宿の奥さんが作っ
てくれたお弁当を開けると 3 個のおにぎり
が入っていました。「道理で重たいはずだよ
ね」。1 個ずつ三人で頂いてたら農家の奥さ
んが顔出して、「お遍路さん何もお接待出来
ないけど――」と云いながら、自家製干し柿
をくれたんです。
　東京育ちの鈴木さんは　初めて田舎の自家
製干し柿食べたそうです。そう云う私も何十
年振りかなーー本当に美味しかった。お昼す
ませてしばらくは三人で歩いてたけど、50
歳の鈴木さんとは歩幅が違うのが心苦しく、
先に行く事をお薦めして「また何処かでお会
いしましょう」と別れ、また齋藤さんと二人
です。今日の宿屋は齋藤さんが予約してくれ
たかどや旅館。まずはチェクイン、それから
お参りです。
　13 番札所、14 番、15 番が予定内あわ
せて 2.6 キロと云う事でお参りを済ませま
した。そうしたら齋藤さんが「美保子さん
16 番もお参りしよう。5 時の納経には間に
合うよ。僕先に行って納経済ませるからーー」
と私の納経帳もって駆け出して仕舞いまし
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た。此処田舎町だけど、お寺さんの方角を見
失ってしまいました。失敗、失敗、大失敗だ
なー。斉藤さんと一緒にいるからと安心して
携帯持って来なかったし、私の足はパンパン
にふくれてこれ以上一歩も歩けません！！
　もう 5 時だし、辺りも薄暗くなって心も
とないし、私の事待ってるだろうなぁー、ど
うしようーー。だれかに道を聞けないかなと
言っても車は走ってるけど誰も歩いてない。
結局自転車の女性から「お遍路さんどうした
の」と聞かれて、かどや旅館の方角を訊ねる
と、なんと彼女はかどや旅館のいとこだと言
い、「一度、家に戻り主人の車で送るから待っ
ていなさい」と云われ、車で送ってもらい無
事に宿に到着しました。齋藤さんも宿屋の皆
さんもほっとした顔で迎えてくれました。で
も一番ほっとしたのは私。今日も一日、皆さ
んに助けられながらのお遍路でした。合唱

TVドラマ「ひょっこ」を観て
上田 知栄子

　今、TV ジャパンでは朝ドラに茨城の架空
の村を舞台に「ひょっこ」が放送されており、
主演の有村架純さん演じる谷田部みね子が素
朴で可愛らしく、妹と弟の面倒をよく見なが
ら家事や家業の農業を手伝う、けなげなお姉
ちゃん役に美しさを感じています。
　時は私が小学校高学年の頃の東京オリン
ピックを前にした時代背景がスタートです。
日本が高度成長期に突入する頃の映像も頻繁
に登場するので、自分の少女時代とも重なり、
懐かしさがこみ上げてきます。ここだけの話
ですが、私の独断と偏見で先回のドラマはあ
まり面白いとは言えませんでしたので、毎日
の楽しみが半減していました。しかし、今回
は配役も豪華メンバーで脚本も面白そうで
す。泣くシーンがとてもうまいので最初から
感情移入をさせられております。

　その中で、当時 NHK が放送していた子供
向け連続人形劇「ひょっこりひょうたん島」
が映し出され、みね子が妹と弟を元気づける
ために、3 人でひょっこりひょうたん島を静
かに歌い出す場面は好きな一コマでもありま
す。この場面を観て、改めて「何だかいい歌
だなあー」と思ってしまいました。リズムと
いい歌詞といい誰が作ったのかとオンライン
で調べると脚本も歌詞も井上ひさしさんだっ
たんですね。今でもつい口ずさみたくなるよ
うな勇気のでる歌で、つい運転中に歌ってし
まいます。そこで、歌詞を書いてみました。
リズムを覚えている方はちょっと子どもに
返った気分で歌ってみませんか。

♪ひょっこりひょうたん島♫
　　　　　　　作詞：井上ひさし・山元護久
　　　　　　　作曲：宇野誠一郎
波をちゃぷちゃぷ ちゃぷちゃぷ かきわけて
( ちゃぷ ちゃぷ ちゃぷ )
雲をすいすい すいすい 追い抜いて
( すい すい すい )
ひょうたん島は どこへ行く
ぼくらを乗せて どこへ行く
丸い地球の 水平線に
何かがきっと 待っている
苦しいことも あるだろさ
悲しいことも あるだろさ
だけど僕らは くじけない
泣くのはいやだ笑っちゃおう 進め！
ひょっこりひょうたん島
ひょっこりひょうたん島
ひょっこりひょうたん島 ♬
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2017年3月30日付
■米国向け一斉通報・安否確認のためのショー
　トメッセージサービス（ＳＭＳ）再開 
　運用を一時中止していた米国向け一斉通
報・安否確認のためのショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）について、平成29年3月
30日（米国東部時間）から運用を再開します。
　詳しくは、以下のリンクをご確認下さい。
・運用再開について：www.anzen.mofa.go.
　jp/sp/common/pdf/sms.pdf
・よくあるご質問：www.anzen.mofa.go.
　jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

 2017年3月27日付
■「ゴルゴ13」を用いた「中堅・中小企業向
け海外安全対策マニュアル」が、外務省ホーム
ページにて連載開始されました。
このマニュアルは、海外安全対策のための基本
的な情報について、毎週金曜日に１話ずつ、全
13回連載するものです。海外旅行者・赴任者
の海外安全対策のために重要な内容ですので、
御一読のうえ安全対策の一助としてください。
「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全
対策マニュアル」掲載ページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_
info/golgo13xgaimusho.html

2017年3月2日付
■最新気象情報
１、米国南部及び中西部においては，例年３

月から６月頃は竜巻（トルネード）が発生
しやすくなっています。今年も既に竜巻に
より死傷者が発生するとともに，建物損壊
等の被害が発生しています。

２、つきましては，米国南部及び中西部に渡
航・滞在を予定されている方及び既に滞在中
の方は、テレビ、ラジオのニュース、イン
ターネット及び各州の緊急事態庁などのウェ
ブサイト等から常に最新の気象情報の入手に

努める等、十分な注意を払ってください。
３、また、万一、竜巻が迫ってきた場合及び

竜巻に巻き込まれた場合には、警報等に従
い安全確保に努めるとともに、自身の被害
等の状況について日本の留守家族及び管轄
の在外公館（日本国大使館，或いは総領事
館等）に連絡してください。

４、海外渡航の際には万一に備え、家族や友
人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝
えておくようにしてください。

　３か月以上滞在する方は，大使館又は総領
事館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必
ず在留届を提出してください。
（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet ）
　３か月未満の旅行や出張などの際には、渡
航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は
総領事館からの連絡を受け取ることができる
よう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登
録してください。
（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ ）
《情報の入手先》
連邦緊急事態対処庁：http://www.fema.gov
米国ナショナル・ハリケーン・センター：
http://www.nhc.noaa.gov　
ウエザー・チャンネル：http://www.weather.com　
○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/ （PC版）
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html 
（スマートフォン版）
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp 
（モバイル版）
在ヒューストン日本国総領事館
(Consulate-General of Japan in Houston)
住所:909 Fannin St., Suite 3000, Houston, TX 77010
電話番号: 713.652.2977 (代表)
FAX番号: 713.651.7822
HP:http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm

在ヒューストン日本総領事館からのお知らせ
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催 し 報 告

新年会・総会

　グリーン会の2017年新年総会が2月5日、
プレノのグレンイーグル・カントリークラブ
で 48 人（会員 44 人、ゲスト 4 人）が出席
して、午前 11 時より執り行いました。

　黒石会長の新年の挨拶、昨年の行事報告、
今年の予定、会計報告、新会員の紹介などを
行いました。この 2 年間、e メールの連絡係
を担当としていただきましたバーノン由美子
さんは遠方に引っ越されたため役員を退任さ
れましたが、他は昨年と同じメンバーで今年
も会の運営に携わることを承認して頂きまし
た。また、読書会を始め、ゴルフ会や走歩会
など趣味の会の紹介も行われました。この日
は特別な意見も出ませんでしたので予定より
早く総会が終わり、会長の音頭で会員の健康
と幸せを祈念してシャンペンで新年会へと移
りました。 

　皆さんとゆっくり食事を頂きながらテーブ
ルごとに会話もはずみ、これで今年も滞り無
くグリーン会の新たなる年がスタートしまし
た。今年もどうぞよろしくお願いいたします。　
■役員紹介
　会長　黒石 美保子
　副会長　平嶺 多美子
　会計　水野 美江子
　渉外・HP　柴山 佳久
　連絡係　ブルワー パット
　連絡係　ゴメズ みさ子
　名簿・会報・備品管理　上田 知栄子
　ウエブサイト　古田 正洋（日本）
●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 黒石 美保子　
記：役員一同　

 ポットラック親睦会
　満開のハナミズキやツツジの咲き誇る 3 月
12 日（日曜日）午後 12 時半から「ポットラッ
ク親睦会」がヒルクレストヴィラ・クラブハ
ウスで開催し、会員ら 28 人の参加が得られ
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編 集 後 記

　4 月に入り、草木の色も日一日と濃くなっ
て参りました今日此の頃ですが、皆様はいか
がお過ごしでしょうか。
　春になりますと明るい色の花を庭に置きた
くなります。ナーサリーに行きますとペチュ
ニアやインパチェンス、日々草、サルビア、
ゼラニュームなど可愛らしい花が所狭しと並
べられ、自分の庭も花でいっぱいになればと
夢を見ますが、そうはいかず、その中の幾つ
かを買い求めて庭に飾っては眺めて楽しんで
おります。
　さて、今後のグリーン会の予定ですが、6
月 17 日土曜日に風呂広子医師による医療講
演会が催されます。詳しい説明は追ってご案
内申し上げますので、お誘い合わせの上ご出
席されますようお待ちしております。
　尚、皆様には行事等の連絡に先ず 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
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、郵送をご希望の方や変更のある
方は上田までご連絡下さい。　
　次回会報の発行は 2017 年 7 月 20 日を
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 2017 年 7 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。
よろしくお願い
いたします。

上田　

ました。
　持ち寄った太巻きやお稲荷、赤飯、山菜お
こわ、おでん、おはぎ、竜田揚げ、スモーク
サーモン、春雨サラダ、桜餅、パウンドケーキ、
フルーツの盛り合わせなどバラエティーに富
んだお料理が集まり、お茶にワイン、日本酒
にビールなどと舌鼓を打ちながら美味しく頂
きました。
　食事と歓談の後は会員でプロ・ハーピスト
のシュレーファー弓子さんのハープの演奏も

行われました。ヘンデルのハープ協奏曲を始
め、パリッシュ・アルヴァースのセレナーデ、
黛敏郎の六段、グランジャニーのラプソディー
の四曲が披露され、会場はひととき優雅な雰
囲気に包まれ、視聴した皆さんは弓子さんの
優雅さと美しいハープの音色に至福のときを
過ごしました。弓子さん、贅沢な時間を大変
ありがとうございました。　

記：役員一同
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