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〜行事予定のご案内〜
�  「ティータイム」を11月から始めます !!
日時：11 月 17 日（金）9:30 ～ 11:00
場所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
住所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075
担当：上田 Tel: 972-414-1748

　会員同士の親睦のために毎月 1 回、第 3 金曜
日午前 9 時半頃からティータイムに集まりませ
んか。お時間のある方はご参加下さい。メキシコ
の色彩豊かなレストランです !! 場所はプレノの
Central Market の近く Walmart の真ん前です。

�  忘年会　
日時：12 月 17 日（日）13:00 ～ 16:00
場所：Hillcrest Villa Clubhouse
住所：6970 Helsem Way, Dallas, TX 75230
担当：黒石 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。　
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「夢」 
平嶺 多美子

　夢には色々ある。睡眠中に見る夢、人生の
将来にかける夢、我々の子供達と孫等に託す
夢、宝くじに当たる夢、正夢と限りなくあ
る。夢がなくなると人生も空しくなる。
　明日といふ字は明るい日といふ字があてが
われている。正しく朝が来て何もかも明るさ
に包まれると地上の万物が息づいてくる。お
日様を浴び、背をまっすぐに伸ばし胸いっぱ
いに息を吸い込むと、今日はまた何か意義あ
る日になるような気がしてくる。
　蕾も夜の間にはぐくまれ、ゆっくりと花弁
を開く。葉をよく見るとどれもこれも夜露を
宿している。一滴の夜露さえ昼になると蒸発
して空気を潤してくれる。
　今日も生かされているとつくずく感じる。
確か聖書の何処かに明日のことをわずらう
な、鳥は明日何を食べようかと迷ふことはな
いと記してある。残念ながら私達の今の生活
では少々物事を考えながらしなくてはいけな
いようなって来ている。

　いつしか三木睦子さん（第66代総理大臣夫
人）に関する記事を読んだ時、多分彼女が70
代のころではないかと思うが、「再婚は？」
といふ質問にたいして、「今に馬に乗った王
子さまが迎えに来てくれる夢を持って、待っ
ている」といふユーモアのある人らしい答え
をしていらした。
　私の友人で夢の中で馬に追いかけられて逃
げ回っているうちにべツドから落ちて、顔半
面真黒にしてしまい夢は恐ろしいものだと
いっている人もいる。私も小さい頃正夢を見
たことがある。戦後、物の不自由な頃スカー
トを新調してもらったが、チキンワイヤーに
ひっかけて破った夢を見たあと、すぐ見た夢
が本当とあいなった。新しい服を新調するの
は大変な時代であったので、自分で丹精込め
て繕った後お針仕事が好きになり、今でも針
仕事はいとわない。
　悩んでもどうもならないことは次の夢に取
替かへて忘れる。年を取るのもしかり。避け
られない一つであれば受け入れる。一本の皺
も増えれば年の功と思えば良い。
　これから毎日明日に夢を育んで過ごす事が
できれば幸せですね。

副会長雑感

会	員	広	場

「インタビュー ゲスト :
 ベーダー美津枝さん」　

松田 勉
【始めに】　
　今季の会報から毎号ひとりの会員のインタ
ビュー記事を連載するように役員の上田会報
編集長とパットさんから依頼を受けました。
投稿者が少ないので紙面活性化のためにも是

非にと懇願され、渋々引き受けざるを得ない
状況に追い込まれた訳です。皆さんにもイン
タビューの申し込みがその内に届くかも知れ
ませんので宜しくお願いします。
　さてそのトップバッターとして登場して頂
くのは短歌の得意な美津枝さんです。
（場所と日時：9月17日午後2時半、美津枝さ
んの自宅にて）
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【子ども時代、学生時代はどう過ごされまし
たか】
　生まれは広島ですが、3歳になる少し前に
母が他界したため、北海道の旭川の親戚に養
女として出されました。旭川はご存知のよう
に大変寒い所で、お蔭様で身体は元気に、頭
はシャープ育ちました（笑）。養女先の下の
兄が法政大学の学生で読書家だった為、本棚
にはたくさんの書物が並んでおり、私も必然
的に本を読むのが好きになりました。その兄
が時々東京から夜行列車で帰省するたびに、
夜中で寝ていた幼い私の枕元にアンデルセン
やイソップ寓話を土産に置いておいてくれま
した。朝起きてそれに気付き、「兄ちゃんが
帰ってきたんだ！」と嬉しかったのを今でも
覚えています。小学生の頃には一端の読書
家になっており、小学生には不相応な本まで
読んでいたため先生から、「あと5年経って
から読みましょうね」とやんわりと諭された
くらいでした（笑）。その頃は大人しくて涙
もろい子どもだったのですが、苛められた相
手には反発して向かっていくような気丈な面
もあった気がします。小学校でよく苛められ
た小川ツネオ君、長じて校長になったのです
が、から筆で認められた（苛めたことに対す
る）謝罪の手紙を受け取ったのも良き思い出
として残っています（笑）。その後札幌に居
たおばを頼って予備校に通いましたが、挫折
して旭川に戻り花嫁修業のような中途半端な
日々を過ごしてしまいました。

【米国での生活を今振り返ってみると】
　軍人であった最初の夫と日本で結婚し、娘
ができましたが、米国に渡ってから諸般の事
情で離婚しました。2番目の結婚相手である
ボブは誰にでも親切で、父性愛に満ちた優し
い夫でした。娘の学費等の支出もあり、経済
的には決して裕福ではありませんでしたが、
精神的には満ち満ちておりました。私もリチ
ャードソン学校区のウエストジュニアハイで

最初はペーストリー担当として、後にはカフ
ェテリアマネージャとして勤務しましたが、
その約20年間は楽しい思い出で一杯です。娘
はその後、精神科医となってくれました。そ
の娘も今ではごく一部の古くからの患者を診
ているだけで、リタイヤしたようなものです
が、週に1度は私の薬やアイスクリーム等を
持参して会いに来てくれています。しかし、
離れて住んでいるため心配だから施設に入っ
てくれ、入居に必要な頭金も納めてあるから
と言う娘の要求には断固として抵抗している
んですよ（笑）。耳は遠くなりましたが、ま
だ1人暮らしはできると言い張っています。
それにありがたいことに、多美子さんも毎日
のように料理持参で会いに来てくれるので心
強く、本当に感謝しています。

【いろはに短歌を投稿するようになった経
緯、その外の趣味は】
　30年以上前ですが、日本から短歌の先生が
ダラスに来られ、Mr.Sushiにて講習会のよ
うな集いがありました。それを契機に短歌の
会を結成し、毎月「いろは」に会員が読んだ
歌を載せて頂けるようになったこともあり、
現在でも月に2回シニアセンターに集まって
歌作りに励んでいます。私自身も会の2－3日
前から頭をひねって歌作に集中していますか
ら、年寄りの脳の活性化には大いに役立って
おります（笑）。せっかくですから、自作の
好きな二首を聞いて下さい。

♦雲に乗りあなたに逢ひに参ります 冬の陽
射しのやはらかき日に

♦日本語で語りてみたし夫よ娘よ ダラスの
庭に蛍とぶ夜は

　短歌以外の趣味としては先程も述べました
が読書、特にドストエフスキーの愛読者を自
任しております。あとはクラシック音楽を聴
くことです。リストやショパンのピアノ作品
が好きですね。
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【インタビューを終えて】
　インタビュー時にはシニアホームに移るこ
とを頑強に抵抗していた美津枝さんでした
が、9月27日に1週間のトライアルということ
で住んでみたところ気に入って、そのApple 
Treeというシニアホームに移ることを決意
し、現在もそこで暮らされています。感情
の量が多いためか、彼女の人生において辛酸
を嘗めた時期のことを知らずに尋ねると急に
涙ぐまれるので、慌てて話題を変えることも
インタビュー中何度かありました。途中で、
そういうことを訊かれるんだったら、インタ
ビューなんか引き受けるのではなかったと、
へそを曲げられそうになった際には正直焦り

ました（笑）。かと思えばいつの間にか攻守
所を変え、こちらが質問攻めに晒されたりす
る、したたかな面も持ち合わせており、一筋
縄ではいかないなあといった印象を受けた人
生の大先輩でした（笑）。
　今はとても幸せですと言う彼女の傍には、
部屋の中を移動するたびに持ち歩く亡き夫ボ
ブさんの写真が常に置かれており、開陳して
頂いた短歌と併せ、夫に対する愛情の深さや
夫婦の仲が良かった幸せな家庭であったこと
を窺わせてくれました。酒を飲んでいればご
機嫌な小生と違い、美津枝さんは短歌、ロシア
文学にクラシック音楽が趣味というインテリマ
マですから小生も少しは見習わないとーー。

「私の遍路旅」
　　黒石 美保子

　思いついたが吉日で緻密な計画が有る訳で
もない。体力はまあまあぐらいで歩ける所ま
でお寺を廻ってみようという無謀とも思われ
る私の遍路旅です。
　生活の移動はすべて自動車に頼り切り、ナ
ビやら携帯で簡単に道案内してもらえる日
常を、私が四国のお寺さんを歩い
て1400キロを廻ろうと云うのだか
ら、迷子になりたく無ければ其れ
相当のガイドブックが必然、必要
だと自覚はありました。
　先輩遍路のご夫婦にアドバイス
を頂き、紹介されたのが一番札所
霊山寺にて求めたのが「四国遍路
ひとり歩き同行二人 地図編」へん
ろみち保存協力会編で著者は宮崎
建樹、定価は2500円プラス税。
　この一冊、ちなみに234グラム
です。ここにあえてグラムまで書
いたのは歩き遍路の持ち物すべて
が一日中自分で持ち歩く事になる

からです。234グラムは、だいたい小さな方
の水ボトルで1本半の重さです。
　四国八十八ケ所霊場と別格二十霊場、空海
和尚由縁の地。お寺さんとお寺の間のキロ
数、歩行、車両双方の遍路道、歩行だけの
遍路道、車両の巡拝道、パーキング、駅 、
バス停、道の駅、ローソン、サークルK 、
フードショップ、フードセンター、レスト
ラン、食堂、宿坊、善根宿、旅館、民宿、
ビジネスホテル、病院 、整形外科、公衆ト

イレ、タクシー会社、
フェリー会社、高速バ
スは連絡先と時間表、
ロープウェイ 川のわた
し、郵便局、小・中学
校、町役場、新旧遍路
石、遍路小屋など。
　コンパスと地図の使
い方、地図は読めると
自負してても、余りの
情報と地図と地図を繋
げるのに苦労しました
が、目印になる物が多
く自分が迷っていない
かどうかをチェックす
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るのに楽で、 助けられる事の多い最高の地
図でした。
著者 宮崎建樹氏のプロフィール
　元警察官。肝臓の病気を患ったのがきっか
けで歩き始め、8～9年掛けて四国の遍路道
に2000本の道しるべを設置する。1990年、
初版から今日まで10版を発行。2010年11月
8日、軽ワゴンで出掛けたまま行方不明とな

り、一カ月後、松山市山中で遺体で発見され
る。山道で足を滑らせたとみられている。
　私達遍路が頼りにした地図だけでなく、道し
るべやシールを一人で設置された宮崎建樹氏の
暖かい沢山の愛情に護られながら歩いていたの
だと、今一度、感謝の思いで一杯です。

「合掌」

大谷牧場
BBQ パーティーを終えて

　

　秋の恒例「大谷牧場 BBQ パーティ」は 10
月 15 日（日）、会員家族やゲストなど 33 人
が参加して無事、開催することができました。
心配した雨も朝方ぱらついた程度で、日中は
爽やかな緑の中、カルビーやチキン、ソーセ

ージ、コーンなど男性軍の手で焼いて頂いた
BBQ と持ち寄りの料理やフルーツ、スイー
ツなどを楽しみながらビールの酔いも手伝っ
て、大いに会話が弾んだことと思います。
　他にトレーナ付きの乗馬を楽しんだり、ス
イカ割りをしたり、ヘイライドで牧場を一周
するなど、お陰さまでテキサスの牧場を満喫
することができました。
　大谷さん、楽しいひと時をありがとうござ
いました。来年もよろしくお願いいたします。

役員一同

催し報告

新会員紹介

新会員のお知らせ
　新しく 10 月 4 日にブライアント英理さ

ん と ジ ョ セ フ さ ん 夫 妻（Bryant Eri & 
Joseph）が入会されました。丁度、大谷牧
場 BBQ パーティの前でしたので、お知らせ

した所、お 2 人のお子さんとご一緒に参加
され、グリーン会の雰囲気を感じて頂けた
かと思います。次回の会報には自己紹介を
是非掲載させていただきたいので英理さん、
よろしくお願いいたします。
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　1 月 31 日に開かれた総会で皆様から承認を
得まして規約の一部が改正されましたので、
ご確認下さいますようお願い致します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【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 2016 年 1 月

30 日より実施する
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ダラスグリーン会 規約
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編	集	後	記

　季節はすっかり晩秋といった感じですが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。季節の変
わり目は何かと体調が崩れやすい時期でもあ
りますので、どうか免疫力を高める食事や体
操などを心がけてお過ごしください。
●フロントのイベント案内でもお知らせいた
しましたが、「ティータイム」として月に一度、
集まりませんか？ 毎月第 3 金曜日の午前 9 時
半から大体 11 時位までと考えております。
場所は Rosa’ s Cafe & Tortilla Factory で住
所は 420 Coit Rd, Plano, TX 75075 です。今
度は 11 月 17 日です。朝食でもブランチとし
ても良い場所ですし、そのまま場所を変えて
ランチに行く手もあります。お持ちしており
ます！運転の難しい方は役員までご連絡下さ
い。アレンジします。
●忘年会は 12 月 17 日（日）午
後 1 時 か ら 午 後 4 時 ま
で Hillcrest Villa 
Clubhouse / 6970 
Helsem Way, Dallas, 
TX 75230 で 開 き ま
すので、今からマー

クしておいて下さい。今年も余興が見逃せま
せんよー ! 
● 2018 年 新 年 会・ 総 会 は 2 月 4 日（ 日 ）
午 前 11 時 か ら、 今 年 と 同 じ Gleneagles 
Country Club にて開催します。詳細は後日、
ご案内致します。
　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。　
●次回の会報は 2018 年 2 月 4 日の総会当日
に配布いたします。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 2018 年 1 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。　

記：上田
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