グリーン会 会報

APR

2 018
Vol.13

家族会員

18

家族

36

人

個人会員

26

人

合計

44

62

家族

人

2018.04.25 現在

目次＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

〜行事予定のご案内〜

■ 新会長挨拶 大谷雅夫........................... 2

 医療講演会

■ 新会計担当自己紹介 近藤 典子............. 3

エンウェル・カイロプラクティックの堀井医
師を迎えて医療講演会を行いますのでお誘い

■ 新会員自己紹介..................................... 4

合わせの上ご参加下さい。詳細は追ってご案

✿ 樋口 智子....................................... 4

内致します。

✿ ハンター 今日子 ............................. 4

日 時：6 月 10 日  2:00pm ～ 4:00pm

■ 会員広場.............................................. 5

講 師：堀井岳久医師

✿「インタビュー」 松田 勉.................. 5

場 所：Hillcrest Villa

✿「お遍路さんの我慢くらべ」
黒石 美保子.................................. 7

住 所：6970 Helsem Way,
Dallas TX, 75230
**********************

■ 行事報告 総会・新年会報告................. 8

日時：毎月第 3 金曜日 午前 9 時半～ 11 時

■ ダラスグリーン会 規約............................... 8

「お茶会」

場所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory

■ 編集後記 ........................................... 9

住所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075

1

新会長挨拶
所信表明
				

大谷 雅夫

月並みな言葉ですが風薫る 5 月、いい季節

になりましたね。会員の皆々様、その後お変
わりなくお元気に日々お過ごしのことと拝察

致します。2 月初めの総会新年会から早 3 か
月が過ぎようとしています。新会長としての
挨拶をと言うことですので重複するかも知れ
ませんが形だけでも所信表明をさせていただ

て行くと言う姿勢が一番大事なことと思って

きます。

います。従ってグリーン会が急に大きく変わ

先ず最初に、黒石会長始め役員の皆さんお

ると言うことはありません（笑）
。

疲れ様でした。2 年間グリーン会の存続並び

またこの手の親睦会や慈善団体のトップは

に発展にご尽力いただきましたこと会員共々

「君臨すれど統治せず」が一番賢明であると

厚く御礼申し上げます。今後とも引き続きご

心得ていますので、出来るだけ静かにして行

指導ご鞭撻ご協力の程よろしくお願いいたし

こうとも思っています（笑）
。ただこれはい

ます。

い機会なので皆さんに問題提起をしたいこと

顧みすれば 2 年前の総会時、次期会長の

があります。この会の目指すところと言うか

なり手が見つからずグリーン会存続の危機に

方向性を今一度考えるべき時に来ているので

陥ったことは皆様よく覚えていらっしゃるか

はないか？！何故なら、このまま何もしない

と思います。
「義を見てせざるは勇なきなり」

でいると、言い換えれば新しい会員が入会し

と、その際変な男気を出し 2 年後の会長職

てこない状態が続くとグリーン会は先細りと

を承諾したわけですが、今となっては「やは

なりいずれ解散となるだろうとの危惧があり

りお前はアホだったな」と反省しています

ます。

（笑）
。とは言え「武士に二言なし」向こう 2

恰も我々の祖国日本が直面している「少子

年間の会長任期は頑張って勤めさせて行きた

高齢化」や「若年労働者の減少」でこのこと

いと思っていますのでよろしくご支援ご鞭撻

は国の将来を左右する致命的な問題であると

の程お願い申し上げます。

言うことは自他共に認めるところです。政府

新会長並びに新執行部と言えば世に言われ

はいまだ確固たる方向性や政策を示すことが

る政権交代です（笑）
。でも賛否両論が渦巻

出来ず、この問題解決は次世代にまかせよう

く今のトランㇷ゚何とかと言う大統領のような

などと無責任なこと言っている状態なんです

振る舞いをするつもりは毛頭ありません。確

ね。でも国の場合は少しずつ減少して行くと

かに変化すると言うことは一見カッコよく皆

は言え、まだまだ若い人達が多くいますので

んなその言葉に酔わされるわけですが、基本

彼等に未来を託すという言い方も現世代の責

的には前政権や今まで先輩諸氏が築き上げて

任逃れとは言え、政治が絡んでくるとそれも

来た良いものは残し、改良改革すべきは変え
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致し方ないのかも知れません。

我々の会は目的は彼等とは異なったところに

実は本年度のダラス日本人会の新年会に

あるので、差別化と言うか独自性は必要かと

行って来ました。230 名前後の参加者で過

思います。

去最高だったようです。確かに 2 年前くら

まあ、この会の行く末は会員の皆々様が決

いからトヨタを始めとする日本企業が雪崩を
打ったようにダラス周辺に移転して来ている

めて行かれればいいのであって、私一人の力

えばそれまでです。あの会には勢いがあるな

入に言うならば、発展的解消もよし、何とか

でどうこうなるものでもありません。単刀直

現状をみると、当たり前の現象と言ってしま

現状維持の努力をするのもよし、はたまた積

あと感心した次第です。それに引き換え我が

極的に新会員特に若い人達の入会を促し会の

グリーン会は人によっては「ダラス老人会」

益々の発展を試みるのもよし。私の任期中の

（笑）と揶揄されるように、残念ながら何故

次の 2 年間で皆んなで考え何らかの方向性

かあまりいい評判は聞かれませんね。若い人

を出して行ければと思っています。

達が入会して来ない事実を言っているんだと

それでは皆さん、また今年も元気に頑張っ

思います。私はグリーン会も日本人会のよう

て行きましょう！！！

にあるべきだとは思っていません。とは言え

新会計担当自己紹介
私がダラスに来た1972年頃は635号線の周

近藤 典子

りはまだ未開発のところが多く、トールウェ

イは25セントで車はほとんど走っていません

今年から会計を担当させていただくことに

でした。ダラスからプレイノに行くのがかな

なりました近藤典子です。前任者の有能でか

り遠くに感じたような記憶があります。

つたくさんのお時間を貢献された水野さんの

車に鍵をかけなくとも盗まれる事は無い位

後を引き続く事は少々重荷なのですが、今ま

でGreen Kaiの方々にお世話になり良い時だ

クライムの少ないまだよき時代でした。それ

は申し訳ないという気持ちからできる範囲で

だアメリカン航空で現職で働いております。

から人生の大半を過ぎてからの就職、現在ま

けを楽しませていただいていたので、それで

幸いにも時間的に自由な仕事なので何とか

お手伝いをさせていただくことにしました。

Green Kaiのお手伝い頑張らせて
いただきます。日本を往復される
会員の皆様、もし仕事中にお目に
かかりましたらどうぞお声をおか
け下さい。

これからもますますGreen Kai

の繁栄が続きますように皆様と楽
しく会を盛り上げるよう努力をい
たします。よろしくお願いいたし
▲

ます。

新会計の近藤典子さん㊧と
2018 年度役員
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新会員紹介
でしょうし、自分たちの健康や家族にも変化

◎ 樋口 智子

があるでしょう。東京オリンピック後は、ア
ジア・ロシア情勢にも変化はあるでしょう。
私たちは遠くから母国を心配するのか、それ

こんにちは。そし

とも、心配される立場になるのか、時々思い

てお久しぶりです。

が横切ります。

樋口智子と申しま

子供たちの手が離れるこれからは学費を稼

す。東京生まれの横

浜育ちです。ダラ

がなけれならず、行事にはスローペースの参

在住しています。新規会員というより、復活

けるのを楽しみにしています。よろしくお願

加になります。それでも、先輩方のお話が聞

スには2004年から

いいたします。

会員となります。初代吉橋会長時代に一度入

会しまして、松田さんが会長の時の2010年
のはじめに一度退会しました。松田さんのせ

◎ ハンター 今日子

が佳境に入り、御会の行事に参加できなかっ

グリーン会の皆

いではありません。双子の子供たちの子育て
たためです。あれから8年が流れ、双子は18

さん、初めまし

リーン会の方にはたまにお会いする機会があ

ニューヨーク、

歳となり、この夏に大学へ進学します。 グ

て、6ヶ月程前に

り、何となくですが、また戻ろう、という気

マッハッタンから

になりました。松田さんに会いたいので。

引っ越して来ました今日子ハンター と申し

この8年を振り返ると、まさに「馬上少年

ます。出身地は大阪です。プラノに娘が在

過グ」ならぬ「サイドライン壮年過グ」で

住、聾唖者の兄が私の近くのアパートに在住

した。息子は御会を退会した2010年にサッ

しております。

カーのクラブチームに選ばれ、私はSoccer

ニューヨークではニューヨーク日系人会の

Momとなり、練習、試合、遠征とテキサス

メンバーとしてその内にある敬老会で日本人

です。普段はサッカー場にいる母親の罪滅ぼ

のボランティアをさせていただきました。一

中を走り回っていました。双子の片割れは娘

のシニアの方々のランチ会の調理、もてなし

しとして、大学見学と称し、東海岸、西海

人暮らしのシニアの方のお宅へのフレンド

岸、日本へ母娘の旅をしました。家族旅行も

リービジット、マッハッタンの街道の並木の

上記に追加していた忙しい年月でしたが、な

手入れのボランティアなどもやらせていただ

ぜか物理的に成長してしまいました。昔みた

きました。

いにすぐ体重が元に戻る、ということも無く

趣味は手芸、ガーデニングです。

なりこの8年の重みを実質ともに感じていま

この度グリーン会に参加させて頂きました

服はまだとってあります。

んと楽しく活動して行こうと思いますので皆

す。しかし、いつかは！と着れなくなった洋

が、この会の目的に従う良き会員として皆さ

ダラス地域は転入企業と人口が増え建設

ラッシュですが、次の8年では、不況も来る

さん宜しくお願いします。短い乱文ですが自
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己紹介文とさせて頂きます。

会員広場
なものです（笑）。その後同じく家業を手

第3回 会員インタビュー
ゲスト：増田 数馬さん

伝っていた兄から夜間高校での勉強を勧めら
れ、近所の友人の父が責任者であった資源技
術研究所に属していた燃料協会で石炭の様々

松田 勉

な分析作業に従事しながら、夜間は定時高校
で勉強と言う生活を4年間続けました。高校

約50年苦楽を共に過ごした料理教師数江

卒業後は駿河台予備校に通い東京理科大学に

夫人に4年前に先立たれた増田さんは、今年

合格して4年間、卒業時は同期

1月に前立腺と膀胱の摘出手術

から5年遅れ27歳になっていま

を受けられました。幸い術後経

した。学生時代は現在からは想

過も順調で元気に回復され、持

像できないでしょうがはにかみ

ち味の毒舌も戻ってきたようで

屋でしたよ（笑）。大卒後は舞

す。その増田さんに4月17日氏

鶴海軍工廠を買い取った飯野重

の自宅にてインタビュー。

工に就職、当時は高度成長期で

★生れ育った実家、

活気がありましたが、就職した

家族のことを教えてください

翌年にソ連から発注された船の
試運転中に座礁事故が起こり発

文京区の本郷蓬莱町で昭和

注代金が入ってこなくなってし

8年（1933年）に生まれまし

た。東大農学部の脇でこの辺りには夏目漱石

まいました。それで資金難に陥り、結局日立

いたようです。もっとも空襲で殆ど灰燼と

変わってしまいました。

造船に救済されましたが会社名は舞鶴重工に

や森鴎外といった明治の文豪たちが起居して
帰してしまいましたけど。まだ3歳の頃に起

こった二・二六事件の緊張感もおぼろげなが

★その時にリストラされなかった訳ですね

は早くに嫁ぎ、妹は戦後間もなく他界しまし

です。しかし、当時の上司から会社に残って

家業は洋服屋で主に背広などの注文を受けて

断りきれず、伊藤忠には謝罪しなければいけ

実は就職活動して伊藤忠に決まっていたの

ら覚えています。兄弟は4人居ましたが、姉

アメリカに駐在をするように懇願されたため

たから、兄と2人兄弟のように育ちました。

ないハメになりました。もし伊藤忠に行って

仕立てていました。戦時中は軍の依頼で風船

いればグラマン事件に巻き込まれていたかも

爆弾なども作製していたようです。

知れませんね（笑）。アメリカには3年間滞

★学生時代から就職まで

在し、帰国後3年経って今度はドイツに駐在

当時の状況下でご苦労されたのでは

を命じられました。駐在中の2年間は様々な

仕事をやりましたが、主な業務は陸上プラン

終戦時は小学校6年生でした。それから家

ト案件でした。洗瓶プラントやごみ焼却プラ

も練馬に移り豊島園の脇にあった新制中学校

ントなどを手掛けていました。ドイツから帰

に3年間通いました。卒業後は家計が苦しく

国後は日立造船の東京支社勤務でしたが、頻

て進学を諦めざるを得なくなり、約3年間家

業の洋服屋を手伝ったので今でも手先は器用
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繁に海外出張していましたね。40歳くらい

で出向したCBI（シカゴ ブリッジ&アイアン）

織が2箇所あったこともあり除去手術を決意

アのボルネオにも出かけました。その後出向

考えてみたら私も84歳ですからね、ガンフ

したのは正解だったと思っています。しかし

でLNGタンクを手掛けた時にはインドネシ

リーになったと言えどもあと何年生きられる

を解かれて日立造船に戻って管理部門に在籍

ことやらーー術後しばらくの間、欝状態に陥

しましたが、友人とエンジニアリング会社を

りましたが、今はそれも脱して好きなウイ

設立する為に53歳で退職しました。そこで

スキーも飲み始めました（笑）。今回、娘

精密鋳造等を手掛けていたのですが、私は3

には医師との折衝や術後のケアを含め世話

年で身を引きました。辞めてからも色々やり

の掛けっ放しで、足を向けては寝られません

ましたが、三友エンジニアリングで半導体製

（笑）。今でも日に一度は様子見の電話をく

造設備の設計業務などに携わった後64歳く

れますが、最近は私が回復したこともあり、

らいで会社員生活に終止符を打ちました。

放っておかれています（笑）。

★奥様との結婚の経緯は

★こちらから日本を見て最近思うことは

家内の数江とは前述したアメリカ滞在中に

長く居れば居るほど人情、風景や文化等の

知り合いました。身内の自慢に聞こえるかも
知れませんが、第一印象はごみ溜めに鶴！で

面で日本の素晴らしさをあらためて感じるよ

たが、ドイツ駐在前に日本で結婚し、それか

て付き合うのはできそうもないようです。こ

うになってきました。現地の人達と心を開い

した。家内は最初の結婚で子供が2人居まし

ちらでも日本人と集まっているほうが気が落

ら11年前に73歳でアメリカ永住を決意して

ち着きます。しかしトランプ大統領じゃない

こちらに完全に居を移すまでは日本とアメリ

けれど、昨今はフェイクニュースに踊らされ

カの二重生活状態でした。航空券代をはじめ

ている日本人は多くなったと感じています。

日米両国での生活は出費が嵩み、子供達に呆

ですから私の場合、ユーチューブで虎ノ門

れられていました。残念ながら50年共に過

ニュースをみては溜飲を下げています。どち

ごした家内とは4年前に永久の別れとなって

らかと言うと私も右翼です（笑）。

しまいましたが、今はつくづく男やもめの悲
哀さと不便さを実感中です（笑）。

★インタビューを終えて

★大きな手術をされたようですが、

最近は食欲も戻り、術後かなり落ちていた

元気になられました

体重も正常値になりつつあります。小生もよ
くお邪魔しては美味しい料理をウイスキーを

数年前に前立腺と膀胱にガンが見つかった

飲みながら楽しませてもらっています。まだ

のですが、まあへその下のがんはこの年にな

日本が技術大国とは呼べなかった時代に米国

ると進行速度が遅いと高を括っていました。

やドイツからの技術移転の最先端で活躍され

しかし膀胱のガンの除去のため毎年最低で

た増田さんですが、最も有用な技術移転は亡

も1度はペニスからカテーテルを挿入して搔

き奥様から増田さんに引き継がれた料理の技

き出す手術を受けねばならず、ここ3年くら

術ではないでしょうか。それを一番享受して

いやっていたのですが、それが激痛を伴うこ

いるのは小生かも知れません。ガンフリーに

とと、ガンが膀胱の筋肉部まで浸潤している

なった今、残りの人生を元気に前向きに進ん

ことが見つかったので、意を決して両器官と

でください。そしてお酒を呑む機会を頻繁に

も除去する手術を受けました。除去後、放射
線治療を受けていた前立腺にも活発なガン組
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設けて色々論争しましょう。

◎お遍路さんの我慢くらべ
				

黒石 美保子

【 17年10月号からの続き】

四国遍路八十八ヶ所歩いてお詣りしようと

勇ましく歩き出します。

必要最低限のものしか持たないのが鉄則の

お遍路さんがーーそうは言ってもついつい入
れてしまうんですよね。厄介な事に、バラ売
り無しのホットカイロ の代償の重さは寒さ
に代え難く背負います。

また、寒さに耐えれたと思えばあっと言う

間に、丸一日、陽にさらされて今度は暑い暑
いと言いながらも、また寒い日がくるのでは
と思い捨てられないのです。

ぽり入るタイプで前がジッパーです。脱ぎ着

ポンチョには袖がありバックバッグごとすっ

れポケットも付いて申し分のないポンチョで

雨が降るときはもっと厄介です。私の赤い

に便利で袖口に雨が入らない様に工夫も施さ
す。雨からはしっかり守ってくれますが、し
かし、内側はサウナ状態。自分の体温で茹で
上がり、全身びっしょりになるので、傘をさ
して歩いてもあまり大差ないのではと疑いた
くなります。

ポンチョは

重たくて嵩張
り、それでも
後生大事に持
ち歩いていま
す。私本人に
再度問い直し
ます。「何の
ために？」
「 そりゃー
我慢比べだ
よー」

私の本音

は、この赤い
ポンチョ、結

構、高額だったし、たったの2ヵ月使っただ
けだし、勿体無いでしょーー。 捨てたい捨
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てられないのせめぎ合いです。

催し報告
されました。趣味の会の現状報告が各世話人

◎ 総会・新年会報告

からなされ、新たな参加者がなくて継続が困
難な状況とのことで、山下さんや比嘉さん等

による新規の会の立ち上げが期待されます。

グリーン会の 2018 年総会・新年会が 2 月

新年会は大谷新会長の音頭で会員やその家

4 日、Plano の Gleneagles Country Club

にて 39 人（会員 33 人、ゲスト 6 人）が出

族の健康と幸せを祈願してシャンペンで乾

総会は石黒会長の新年の挨拶で始まり、昨

Club が主催した Brunch 会と共有の食事と

杯し、食事と移りました。今回は Country

席して、午前 11 時より執り行いました。

なりましたが、Prime Lib や注文によるオ

年の行事報告、今年の予定、会計報告、新会員

ムレツがあったフルコースで、満足していた

の紹介を行いました。次に本年の役員人事と

だけた方が多かったと思います。また、食事

して会長に大谷雅夫さん、会計に近藤典子さ

や会話に話がはずむ中、大谷会長の会運営の

ん、退任が水野美江子さん、Gomez みさ子さ

方針や比嘉さんによる 2018 年度からの新税

ん、それ以外の役員は留任ということで承認

制の説明もしていただき、
最後は一本締めにて無事
終了しました。

記：柴山

役員紹介

会長：大谷 雅夫

副会長：平嶺 多美子
会計：近藤 典子
渉外：柴山 佳久

連絡係：Brewer Pat

備品・連絡係：黒石 美保子
名簿・会報：上田 知栄子
HP：古田正洋（日本）

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

（1） 会員名簿および会報の作成とその頒布

【目的】本会は、互助の精神に則り、会員相互

（2） 新年会、食事会、観劇、スポーツ、ノ

の親睦を図り、会員の生活向上と円滑

ン ホスト ミーテイング、ボランテイ

化に寄与することを目的とする

ア、およびその他本会の目的に寄与す

【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

るものであり、会員の希望するもの
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（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

（1） 総会 年 1 回

次の者をもって組織する

（2） 役員会 随時

（1） ダラス地区およびその近郊に在住し、

【会費】本会は、次の年会費を徴収し会の運に

米国に永住または永住を検討している

に必要な経費や事務費に当てる。

日本人とその家族

決算は、年 1 回総会に報告するものとする

（2） その他、本会の目的を理解し、賛同す

（1） 6 月までの入会者 40 ドル／家族、

る日本人とその家族

個人 30 ドル

（3） 日本語、日本文化を理解し、かつ役員

（2） 7 月以降の入会者 20 ドル／家族、

会で検討し承認された外国籍の者

個人 15 ドル

【役員】本会に次の役員を置き、会の運営に当

【雑則】

たる

（１） 本規約を変更する場合は、総会出席者

		 その任期は 1 年とし、選出時期を持っ

の過半数の賛成をもって決める

て区分する

（２） 本規約の他、会の運営に必要な事項は

		 選出は持ち回りとし、会員相互の話し

役員会において決める

合いによって決める

【付則】
（実施期間）この規約は 2016 年 1 月

（1） 役員代表を 1 人含め、
役員数名（総務、

30 日より実施する
＊＊＊

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

編集後記
昼は暑く、夜は寒いという 1 日のうちに冷

す。会報の場合は PDF ファイルにして e メー

1 ヶ月とは続かないテキサスの初夏ではあり

と見られないという方は郵送いたしますので

ルで送っていますが、どうしても紙面でない

暖房が忙しくなる時期となりました。これも

上田までご連絡下さい。

ますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

次回会報の発行は 2018 年 7 月下旬を予定

私事ではありますが寒い冬から開放され、

ポカポカと暖かい日にはすぐに庭に出て、し

しております。毎日の生活の中で困ったこと

くりをしています。これからキュウリやゴー

の記事を書いてくださる方を募集しています。

や耳寄りの情報、旅行記や料理のレシピなど

みができるのを気にしながらも小さな菜園づ

締め切りは 2018 年 7 月 15 日ですのでメー

ヤ、シシトウなどの種を植えて実がなるのを

ルアドレス「chieko.iroha@gmail.com」又

楽しみにしているところです。

は電話「972-414-1748」にメッセージを残

さて、皆様への行事の連絡には先ず e メー

して下さい。

ルを利用していますが、何ら

尚、只今、会の運営に協力をして下さる役員

かの支障で届かな

かったり、また見逃

を募集しています。
お手伝いをしてくださる方、

まえて電話による連

是非ご連絡下さい。お待ちしております。

一緒にグリーン会を盛り立てて行きましょう。

したりすることも踏
絡も行っておりま
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上田 知栄子

DALLAS

グリーン会
2018/04/25

