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会長挨拶
				

せと思うようになったのです。

大谷 雅夫

いずれにしても生涯現役を貫くことでのみ
それが可能になると思います。歳を取れば身

日本人の平均寿命は現在、男性が81歳、

体は萎えてくるがやる気はまだ十二分にあ

女性が87歳で「人生百年時代」と言う言葉

る、人は生まれた時から生きる力の総量はあ

が現実味を帯びてきました。定年後の時間を

まり変わらないと言われています。若い時は

「余生」とは言えない時代がやって来たので

体力や気力が凌駕するが歳を取れば知恵と経

す。でも人生百年時代は楽しいことばかりで

験が蓄積されて来るから、若いものに負けな

はありません。とても長い老後が最後に待っ

い程の仕事も出来ると言うことなんです。我

ているのです。世に言う引退年齢が65歳と

が人生を競馬に例えるなら今は第4コーナー

するならば、100歳迄生きるとすると35年

を廻った辺りかも知れません。これからホー

の老後があることになります。

ムストレッチに差し掛かる、人それぞれに

若い頃、私は人生の浮き沈みを富士山を描

ゴールラインは異なるが、人生の勝ち馬で終

くようなイメージを抱いていました。それは

わろうとするならば、ゴールまで疾走しなけ

現役時代のある時にピークを迎え後はなだら

ればならないでしょう。今まで走ってきた人

かに下降線を辿るような。小市民的かも知れ

生でよれよれになり、疲れ果て青息吐息で

ないが、晴耕雨読を良しとし孫の成長を見守

やっとこさ駆け込む馬も多いですよね。でも

りながら穏やかに過ごす老後。それはかって

第4コーナーまで余力を持って走って来た馬

なら美しい老い方だったかも知れません。で

は最後の鞭を入れることで颯爽とゴールを駆

も人生百年時代ではひと山越えた後の人生が

け抜けて行くことが出来るんです。これから

とても長いし定年後に現役時代と同じくらい

如何に過ごすかがどんなに大切なことか競馬

の長さの人生がもう一度巡ってくるのです。

が教えてくれるのです。（笑）

現役の頃のこと、滞米生活が長くなるにつ

若い世代は勿論のこと、老後を楽しく過ご

れアメリカ的な発想にも感化されたこともあ

す3つの大事な要素は「健康、お金、友達」

り、還暦までには会社人生を終え、後は自分

と言われます。健康とお金については敢えて

の好きなことをやりノンビリと余生を過ごそ

説明の必要はないが友達については興味深い

うと思いました。その目標は叶えられたので

研究結果があります。我々日本人が長寿なの

あるが、その後の長い人生を惰性のまま生き

は食生活が良いからと言われることがありま

て行くには無理があると悟ったのです。従っ

す。確かにファ―ストフードなどの消費が多

て富士山型の人生を見直し、八ヶ岳型とまで

い国と比較すると健康的と言えるでしょう。

は言わないまでも会社人生を終えた後も一つ

しかし日本食は塩分が多く、主食の炭水化物

二つ小さなピークを描くような人生観に切り

の割合が多過ぎるとも言われます。それでは

替える必要を感じました。「人生百年登り

遺伝子が優れているのだろうか？あるいは国民

坂」と息まいた時もありました。でもそれで

皆保険制度があるから？どちらも間違いではな

は途中息切れするやも知れず、適当に浮き沈

いかも知れないが、他にも日本が特別に優れて

みがあり幾つもの小さなピークを登り降りし

いるとされる長寿の秘訣があるのです。

ながら、最後は天空への道に辿り着ければ幸

興味ある研究結果は「お互い様」とか「持
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ちつ持たれつ」と言った連帯意識、あるいは

と、今一度グリーン会の会則の冒頭を読み返

地域での絆を意味する「ソーシャルキャピタ

して下さい。設立の趣旨は「グリーン会はダ

ル」にこそ長寿の秘訣があると言いいます。

ラス地区又はその周辺に永住または永住を検

そこで国別に他人を信頼している人の割合と

討している日本人を主とする人達が集まり、

各国の平均寿命との関係を調べたところ、見

親睦を図り会員相互の生活の向上を目的とす

事に関連があることが分かりました。つまり

る非営利団体である。」とあります。ご存知

周囲の人を信用出来ている人程長生きするよ

のようにグリーン会はこじんまりとした組織

うなんです。人は無意識のうちに周囲の人か

ではあるのですが老若男女和気藹々、会員相

ら支えられたり生活や行動への影響を受けた

互の絆や助け合い精神は比類なきものがあ

りしています。一見健康とは関係なさそうな

り、人生を楽しく過ごす三要素の一つである

人と人との関係や地域の良さが長寿をもたら

「友達」と言う観点からみると、グリーン会

すと考えられているのです。

の果たす役割は限りなく大きなものがあると
再認識する次第です。

これらのことから何を言いたいのかと言う

会員広場
の後熊本大学に通うため熊本に移りました。

第4回 会員に訊く

実家はよろず屋を母が営んで父は菓子の卸し
をやってましたが、私が8歳の時に父が他界

ゲスト：山下直訓さん

し、戦時中の物資不足で母も店をたたまざる

松田 勉

を得なくなり、その後はチッソ工場で働き、

1957年、大学を出てすぐに

子供3人を育ててくれました。

渡米された山下さんは米国滞

高校では合唱団と演劇部に

在61年。残念なことに去る1月

所属し、かつ友人がラグビー

26日に最愛の奥様を亡くされ

部のキャプテンであったこと

ました。グリーン会では読書会

もあり、マネージャーとして

の世話役を長年勤められ、現在

予算獲得に奔走するなど勉強

もD&C (Drink and Chat) 会の

よりそれらに夢中になり、楽

会長として毎月1度会員有志を

しい思い出を沢山作りまし

募り、ワインを飲みながら様々

た。良い先生にも恵まれまし

な話題について歓談していま

た。当時は就職先が限られてい

す。7月10日にそのD&Cが始ま

ることもあり、復員してきた東

る1時間前に、会場となった黒

大や慶應出の先生方も田舎の高

石さん宅でインタビュー。

校に来ていただき、多くの優秀

Q

生れ育った故郷と学生時代のことを教

な先生方から薫陶を受けました。特に後に有

生まれは熊本県八代で3人兄弟の次男で

影響でドストエフスキー、トルストイやモー

す。育ったのはあまり名誉でないことで有名

パッサン等の名作を夢中になって読むように

えてください

名な民俗学者になった国語の谷川先生などの

なったのは後々の財産になりました。

になった水俣で、高校までここで生活し、そ
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Q

米国に来られた時期と経緯は

リック教会で結婚し、友人の豪華な邸宅で披露
宴を挙げてもらいました。実は大学院卒業時に

大学では法科を出たのですが、卒業

は既に家内は妊娠していたのです。（笑）

しても当時の日本は就職難であったため、在

Q

それでは早く就職してお金を稼がなけ

学中から米国に行きたいという思いを抱いて

ればいけない状況でしたね】

いました。幸いロスに住んでいた伯父が旅費
を出してくれるというので1957年に渡米し

そうなのです。しかし統計学で修士号を取

ました。この伯父は日系社会では二世週のパ

得した者の殆どは公共団体や政府関係機関に

レードのグランドマーシャルを務めるほどの

就職していましたが、私は市民権を有してい

有名人で、ハリウッドで働いていたことも

なかったので民間での就職を目指さざるを得

あってか、田中絹代や原節子が来た時には歓

ませんでした。そんな時に就職活動でGTE

迎会を自宅で開催していたくらいです。

に電話したところ、どういう訳か副社長にま

渡米後はご苦労されたのでは

わされ、雇用依頼したところ人事部を尋ねな

Q

最初の 1 年は英語学校に通いまし

さいという指示、それが人事部では副社長の

た。それからUCLAの大学院に進学し統計学

紹介ということになっており、一般常識等の

を専攻し、3年かけてやっと卒業することが

入社試験を受けた後すぐに採用されました。

できました。こちらではスクールボーイとい

幸運は重なるもので、人事部では初任給が

う制度があって、下宿させてもらって家事の

400ドルと言い渡されていたのですが、配属

一つを担当しバイト料も頂くというもので、

されたコンピューター部でプログラミングを

私は奥様の料理を作っていました。レシピー

担当することになり、そこの部長から給与は

がきちっとあるのでシェフとしての専門的な

530ドルと言われたのです。家内の妊娠とい

知識が無くても作れましたよ。

う当時の状況下ではお金が必要だったので物
凄く嬉しかったですねえ。（笑）

さらに週末はその御宅が所有していた会社
で働かせてもらい授業料を稼ぎました。大学

結局この会社でロス、タンパにダラスと職

院の2年目まで、その御宅のお世話になり、

場は移りましたが37年間お世話になりまし

最後の1年はそこを出て友人たちとアパートで

た。現在と違って従業員は会社の財産という

ルームシェアしました。その友人たちとは生涯

家庭的な雰囲気の中で会社員生活を全うでき

の友として親しく付き合っていましたが、残念

たのは幸運なことと今でも感謝しています。

Q

亡くなられた奥様への思いは

なことに先年2人とも他界してしまいました。
親しい友人の死はとても悲しいものです。

Q

奥様とめぐり合ったのは

まず感謝の一言ですね。特に2人の息

子の育児には愛情を注いでくれました。ピアノ

彼女は父親が仕事関係でカリフォル

を早くから習わせるなど情操教育にも力を入れ

ニアに滞米中に生まれたので米国籍を有して

てくれたお陰で、2人ともりっぱに成長してく

いましたが、日本で戦時色が濃くなりつつ

れました。会社の上司や同僚の家族、あるいは

あったこともあり、太平洋戦争が始まる前に

近隣住民とも良好な関係を築いてくれた家内に

一家で帰国しました。戦後池坊大学を出て結

は今でもお礼を言いたい気持ちで一杯です。

婚話も持ち上がったようですが、姉がナーサ

家内の異変に気づいたのは8、9年前です

リーを経営していたことや母親の強い勧めも

が、それでもクルーズや旅行にはよく出かけ

あって米国に戻り、ロスでお茶や生け花を教え

ていました。しかし3年前からは脳の言語中

ていました。先述した英語学校で知り合って付

枢に加えて運動機能中枢にも異常がみられ
（前頭性認知症）、リハビリ治療も効果なく

き合いを始め、大学院に通っている時にカト
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インタビューを終えて

自宅で訪問サービス等も受けながら療養して

山下さんといえば「真面目」が服を着て

いましたが1月に先立たれました。まあしか
し私の数多くのヨーロッパ出張に同行して、

歩いている印象があったのですが、インタ

特に旦那連中が会議中は会議出席者の奥様方

ビュー後もその印象は変わりませんでした。

と家内が私よりもっと様々な場所を周ったり

当時日本から来て米国で大学院を出て、米国

して楽しんでくれたし、56年間毎日2人で散

の優良大企業に就職できた日本人は殆どいな

歩して何でも話してきましたから家内に対す

かったのではないでしょうか。そんなパイオ

るやり残したという悔いはないですね。

ニアとして業績を残し、しかも37年間も勤

Q

残りの人生をどう過ごそうとお考えですか

め上げることができたのも、その真面目さに

私は性格的に落ち込まない楽観派です

加え、本人も言っている希望を失わない楽天

から、ダラスで運転ができる限りはひとり生活

主義が貢献したのは確かでしょう。しかし奥

を続けます。週に3回のゴルフに加え、私の好き

様の内助の功も大きな役割を果たされたことは

なオペラやシンフォニー或いは小劇場とダラス

間違いありません。奥様のご冥福をお祈りす

には全て揃っていますから。しかし運転ができ

ると同時に、これからは運転に気をつけて1日

なくなったらダラスでひとり生活はできません

でも長くダラスに留まり、健康に留意され、毎

から息子の近くのケアハウスにでも入ります。

月一度D&Cメンバーを召集し続けて下さい。

「引き揚げ」

て2日程休み、また現場に戻って行った。父
が帰宅した翌日の朝起きるとお土産が枕元に

平嶺 多美子

置いてあった。私の欲しかった手毬だったり

8月15日になると第二次世界大戦終戦記念

るのが楽しみだった。私は仁川で産まれで、

本だったりで、この次は何だろうかと想像す
その頃は京城（現在のソウル）に住んでい

日がやってくる。
2年ほど前、今だに100万人ほど関係した

た。周りは朝鮮人に囲まれ私たちも朝鮮語を

人達が生きていると聞いて居たが、昨年には

喋っていたので日本に帰った後は日本語が上

80万人を切ると聞いている。毎年これに関

手く話せず失敗した事がある。
戦後は食糧不足で食糧の確保は大変であっ

与した人々がこの世から消えて行く。
私も少々の間だったが父を戦争に送り出し

た。放課後になるとツクシやセリ、栗、タニ

た事がある。月1回の面会日を楽しみに母と

シなど、なんでも集めて回った。ある日ツクシ

お弁当を持って会いに行ったのを今でも覚え

が一杯手に入った夕方、母がつくしの卵とじを

ている。ワイヤーフェンスで囲まれた兵隊宿

作るので卵を買いに行くように言われた私と弟

舎に何か怖い所に行く様な気持ちで訪ねた。

は、ひと山超えて石蹴りをしながらやっと八百

しかし1、2時間の少ない時間であったがあ

屋さんについた時には母から教わった「卵」と

の時はとても楽しかった。父の笑顔が今でも

いう日本語をすっかり忘れていた。指を丸くし

目に浮かぶ時がある。

たり食べる真似をしながら伝えたが、結局通じ
ずにトボトボと山を超えて帰って来た。卵のな

私の父は建築士となって卒業後千金の夢で

いつくし料理は不味かった。

も見たのであろうか、結婚したばかりの母と
母の父親を説得して朝鮮に渡り日本政府の建

それは8月15日の終戦の日の出来事だった

築士として働いていた。私が物心ついた頃に

と思う。母は病気で、産まれて間もない弟に
乳が出ず、お手伝いの人も来なく困っていた

は月に３、４回我が家に帰宅していた。そし
5

日の事だった。私と弟がひもじい思いでいる

父は毎日忙しそうに出たり入ったりしてい

のを知って私たちの大好きな朝鮮飴でも買っ

た。ある日、少々の下着などを買い込んで来

て来なさいとお金をもらった時だった。隣か

てリックサックに入れられるだけ物を詰め込

らドアを壊す音や泣きわめく声、取り合いを

んでいた。2、3日した後、「明日は朝早い

している様な怒鳴り散らす声など大騒ぎをし

から早く寝ろ」と言われた。翌朝になるとま

ている音が聞こえた。私と弟はどうしようか

だ真っ暗な内に起こされ日本に帰るのだと聞

と顔を見合わせている内に静かになったーー

かされた。私は「日本？」と父の言葉を繰り

と思いきや、今度は私達の家のドアを壊す音

返した。

がした。「バーン」と言う音と共に朝鮮人が

日本で生まれて居ない私にはお祖父様の居

雪崩の様に我が家に押し入って来た。私と弟

る所としか知らなかった。「誰にも知られず

は怖くて戸の後ろに隠れ、母は布団の上に赤

に駅まで行かんならん」と父は言い、持つ物

子と2歳半の妹と座っていた。朝鮮人たちは

を私達に分配した。弟にはリックサックと手

手当たり次第、我先に分取り始め、2人掛か

持ち袋。一番下の妹は当時3歳に満たない歳

りで箪笥を引きずって行く男ら、持てるだけ

だったが小さなリックサックと大切な物だと

の物を一杯に抱えて行く女など、幾ばくも経

渡された小型の湯沸かし器だった。母の三回

たぬ間に家の中の物が全部消えてしまった。

忌の時その話が出た。乳の出ない母が弟のミ

最後に残った物は五段のお雛様と母の寝て

ルクのお湯を貰う為に持たされたらしい。妹

いた布団だけであった。母が伝染病で寝てい

が釜山の港でその湯沸かし器を失った時、弟

ると言ったらしく布団は残されていた。この

の命が掛かっていると母にこっ酷く叱られた

時、母は確かに腸チフスを患っていた。日本

と聞いた。次に父は6歳の私に8ヶ月の一番

のお雛様を欲しいと思った者はいなかったの

下の弟をおんぶさせた。この時母はまだ病気

だろう。このお雛様は日本の祖母が私の為に

で弟を背負う力が無かった。父は大きなリッ

わざわざ送ってくれた大事な物だったので、

クサックを背負い右手は手荷物を持ち、左手

朝鮮の地に残すに忍ばす母が米軍基地に持っ

でふらつく足で歩く母を掴み支えながら歩い

て行き、寄付した。

た。真っ暗の中、京城の駅に着いた時にはも

父は日本政府の仕事をしていたので日本か

うすでに大勢の日本人が集まって居た。その

ら連絡があったらしく38度線が敷かれるの

外側には鉄砲を持った米兵が日本人を朝鮮人

で終戦の前日には38度線を超えて南に来て

から守る様に立って居た。

いる様にと伝へられていた。多くの日本人も

夜が明けてくる頃、何台もの貨物列車が到

また寝ずに南へ南へと走り、やっと38度線

着し、私たちはその中にぎゅうぎゅうに詰め

を超えていた。

込まれ、これ以上詰められないという迄に詰

家の中ががらんどうになって、食べる物も

め込まれ身動きが取れない状態だった。私の

無くひもじい思いをしていたある朝、父が玄

横にいた綺麗な女性は自分の袖や襟の中にお

関にぬっと現れた。出かけた時の颯爽とした

金を縫い込み、元どうりに戻した。列車は完

風貌とは似ても似つかない全身埃まみれの父

全無口の人々を詰め込んで釜山に向けて走っ

の姿を目にした母は、無言で涙を流しはじめ

た。時折、貨車に向かって石を投げる者がお

た。父は私を大丈夫だと言うがごとく、しっ

り、バーン、バーンと大きな音がする時が

かりと抱擁してくれた。私たち家族はそれか

あった。また、用足しのため時々貨車が止ま

ら4ヶ月京城で過ごしたが、その間、何をし

り、ドアが外から開けられた。私たちを託さ
れた憲兵らも良く考えていていてくれたの

ていたのかは定かではない。12月になると
6

か、サブゼロの何も無い高原地であったが誰

に戻り、私たちは黙々と床に座っていた。貨

にも構わず用を足すことが出来た。弟も私の

車はたびたび石を投げつけられながらも向か

横で用を足し、それが白い湯気となり立ち

い風に突進して行く。

昇っていたのを思い出す。寒い寒い貨車の中
ものはコーヒーと甘い物だそうです。大学時

◎遍路 5日目夜～7日目

代に山岳部に入り、今も2つの山のサークル
を掛け持ちであちこちの山を登り、降りてき

黒石 美保子

たらゴルフ、その合間に野菜作りで遊び、奥

5日目夜、斎藤さんとはぐれてしまい迷い

てもらえず、やっと、後釜すえて悲願の退職

子の私がカドヤ旅館の従姉妹さんに拾われて

に成功した「ワッハハ」と笑顔で話してくれ

やっと宿に到着。夕食のテーブルで一緒に

る方です。

さんと旅行だそうです。75歳まで退職させ

なったのは皆歩き遍路の方で、話を聞いてる

ベテラン先輩の指導のもと、身の回り再

とどうやら斎藤さんと私だけがホッカホッカ

チェックをし必要なものを揃える事で話は決

の新米の様です。その中で一人興味深いこ

まり、徳島市内の店にて私は登山靴の代わり

とを話す人が居るんですよね。なんと彼は

になるものを探す事にしました。お遍路さん

二ューメキシコに居住していて「合気道…」

は山登りだけでなく車道のコンクリートも毎

その言葉を聞いた時、私の記憶の中で高松先

日歩く事になるので、しっかりした登山靴だ

生がおっしゃってた話が蘇り、若しかしてと

と足に負担が掛かりマメだらけになります。

思い尋ねてみると、やっぱり高松文三先生の

山登りは長くても3、4日で下山です。また

知人だったのです。不思議ですね、こんな偶

お遍路さんは毎日歩くので、足が膨張すると

然。30295歩。

教えてもらいました。

6日目、私の足を気遣ってか「美保子さん

Merrellのメッシュのサンダルにコンプ

今日は札所16番、観音寺17番、井戸寺をお

レッションが必要なところにしっかり施され

参りして徳島市で休養がてら買い物に行きま

たレギンス、山に入った時に必要な裾除けを

しょう」と言う。「やったー、行こう、行こ

購入しました。斎藤さんは新しいスタイルの

う、行きましょう。」

ポンチョ（前にお話した赤いポンチョ）で
す。大鶴旅館が今夜の宿。女将さんが早速お

斎藤さんの趣味は山登りとゴルフ。好きな

風呂、洗濯、食事の世話をしてくれる中、こ
れから先に待ち受ける有名な第2の遍路ころ
がしの鶴林寺と太龍寺の話で助言してくれた
り、宅配の手配をお願いしたりで早々床に着
く。29909歩。
7日目、今日の宿は民宿ちば。18番札所、
母養山、宝樹院、恩山寺のすぐ隣です。大鶴
旅館より10キロ。途中遍路用品に立ち寄っ
たりコーヒーブレイクや昼食を摂りました。
他のお遍路さんは女性でも1日30キロ歩くと
▲恩山寺山門

聞いていましたが、我々2人はのんびり贅沢
7

み、誰かが打った深みのある鐘の音が境内に響
きわたりました。11481歩「合唱」

▲恩山寺の御朱印

な旅です。宿に荷物を置いて、まずはお参
り。尋ねると、この道を登っていけば良いと
説明を受けて進み始めました。途中、豚か鳥
でも飼っている様な建物を通り過ぎると山の
中に入ってしまい、少し行くと古い質素な山
門が視野に入りました。
近づく毎に山門というよりは馬小屋の様な
気がしてならないぐらい侘び寂びの山門で
す。2人ともお参りの支度をして入門の許可
をお願いをしました。山門を抜けるとあまり
目にしたことのない赤い幹の木はビラン樹で
弘法大師が植樹したと書かれていました。傍
にそる古い遍路道を登りきると本堂が見えてき
ました。本堂、太子堂ともに質素な構えで、辺
りの静謐と融けあい澄んだ山の気が私を取り囲

8 月の催し案内
**** お盆カラオケ親睦会 ****

●参加される方は料理一品をお持ち下さい。

場所：上田 誠 宅

●お水、お茶、コーヒーなどは役員が用意い

（サーブ用のスプーンやシャモジなどは料理

日時：8月12日 (日) 1:00PM～5:00PM

に応じてご持参下さい）

住所： 6910 Woodsprings Dr.

たしますが、お酒類はBYOBでお願い致し

Garland, TX 75044

ます。

参加締切日：8月5日（日）

●カープールの必要な方は申込時にご連絡下

参加費：無料

さい。

申込先：パット・ブルワー 214-923-0217
eメール Patkbrewer@gmail.com

お待ちしております。
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役員一同

催し報告
精神的悪影響として、“体の表情＝姿勢” が

2018年度 医療講演会報告

脳の働きに影響を与え、姿勢が悪いと幸福感

柴山 佳久

を十分に享受できなくなるとのことでした。
以上の説明後、年配者向けに椅子を利用し

6月20日 (日) 午後2時からHillcrest Villa

た悪い姿勢とならない各種ストレッチ、筋肉

C l u b h o u s eにてE n We l l C h i r o p r a c t i c

トレーニングの実技と指導をしていただきま

&Acupuncture の堀井医師から姿勢と健康

した。特に、両手で胸を下に下ろすようにし

と題して、参加者24名を前に「姿勢が悪いと

たまま、顎を引き、首を後ろにそらす運動

なぜいけないのか」の

は、首のシワをなくす効果が

講演と、姿勢を正しく

るということで、大人気でし

保つための実技を指導

た。また、立った状態から足

していただきました。

のくるぶし辺りを交差させ両

講演の概略は、肉体的

手を胸につけたまま床にお尻

悪影響として、次の項目

をおろし、次にそのまま立ち

をあげられました。

上がるという運動は、若さを

1）呼吸が浅くなる

測るバロメーターということ
で、挑戦する人もいました。

背中を丸めたような姿勢は、酸素摂取量が少

実技はスッキリした、面白かったと皆さん

なくなり、ちょっとした運動で息切れがし、ひ
どいときはじっとしていても息苦しくなる。

に好評でした。参加者には今後とも良い姿勢を

2）骨格への負担

保つという自覚をして、実技で習ったことを継
続実行していただきたいと思いました。

悪い姿勢は物理的に骨格へ負担がかかり、
骨の変形、背骨関節への悪影響があり、動作
の制限が出てくる。
3）筋肉への負担
背中を丸めたような姿勢は、体を支えるため
に筋肉の補助が必要となり、その結果筋肉が疲
れてくる。そのため、肩こりや腰痛となる。
4）神経への負担
背中を丸めたような姿勢は、背骨への負荷

■堀井医師 Profile:

を増加させ、背骨の中の知覚、運動、自律神

学生時代柔道で痛めた腰が元でカイロプラ

経に影響を与え、感覚異常、運動能力低下、

クティックと出会う。大学卒業後、日本にて

内蔵機能低下を招き、体を健康に向かわせる

サラリーマンをしながら柔道整復師の学校

力を十分に発揮できなくなる。

に通う。その後、夢であったカイロプラク

5) 消化器系への負担

ターになるべく渡米。2007年、Southern

背中が丸まった状態では胃や腸を圧迫し、

California University of Health Sciences

せっかく食べたものがスムーズに動かず、消

（前LACC）卒業。

化に影響を及ぼし、便秘気味になる。
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ダ ラ スグ リ ー ン 会 規 約
て区分する

【名称】本会は、ダラスグリーン会という

		 選出は持ち回りとし、会員相互の話し

【目的】本会は、互助の精神に則り、会員相互

合いによって決める

の親睦を図り、会員の生活向上と円滑

（1） 役員代表を 1 人含め、
役員数名（総務、

化に寄与することを目的とする

会計、渉外、行事等を担当）

【活動】本会は、上記の目的を達成するために

【会議】本会は、次の会議を行い、会の円滑な

次の活動をする

運営にあたる

（1） 会員名簿および会報の作成とその頒布

（1） 総会 年 1 回

（2） 新年会、食事会、観劇、スポーツ、ノ

（2） 役員会 随時

ン ホスト ミーテイング、ボランテイ

【会費】本会は、次の年会費を徴収し会の運に

ア、およびその他本会の目的に寄与す

に必要な経費や事務費に当てる。

るものであり、会員の希望するもの

決算は、年 1 回総会に報告するものとする

（3） 緊急時における連絡網の設置

（1） 6 月までの入会者 40 ドル／家族、

【会員】本会の会員は、本会の目的に賛同する

個人 30 ドル

次の者をもって組織する

（2） 7 月以降の入会者 20 ドル／家族、

（1） ダラス地区およびその近郊に在住し、

個人 15 ドル

米国に永住または永住を検討している

【雑則】

日本人とその家族

（１） 本規約を変更する場合は、総会出席者

（2） その他、本会の目的を理解し、賛同す

の過半数の賛成をもって決める

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

（２） 本規約の他、会の運営に必要な事項は

【役員】本会に次の役員を置き、会の運営に当

【付則】
（実施期間）この規約は 2016 年 1 月

		 その任期は 1 年とし、選出時期を持っ

＊＊＊

役員会において決める

会で検討し承認された外国籍の者

30 日より実施する

たる

名 簿 利 用に つ い て の お 願 い
ないようにお願いいたします。
この度、会員の方からグリーン会の中だけ

名簿の最後には注意書きとして下記の通

で使用しているeメールアドレスに第3者か

り、皆様にお願いをしておりますので、くれ

らのメールが届いたという連絡が数件入りま

ぐれもお願いいたします。

した。

注）この名簿はダラスグリーン会会員の連

毎年3月には会員名簿を作成して配布して

絡、交流を目的に作成された物で会員以

いるわけですが、名簿は会員同士の互助と便

外の第三者への配布、公開は禁じます。

宜、親睦のために皆様に配布をしております

会長：大谷 雅夫

ので、どうか会員以外のところでは使用され
10

編集後記
どうかお誘い合わせの上ご参加下さい。

7 月に入りダラスの暑い、熱い日が続いて
おりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、皆様への行事等の連絡には先ず e

日本でも猛暑が続いているようですが、皆

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

様も熱中症には十分気をつけて下さい。
また、西日本を襲った稀に見る豪雨で被害

まえて電話による連絡も行っております。会

に遭われた方々には心よりお見舞い申し上

報の場合は PDF ファイルにして e メールで

げます。1 日も早い復旧をお祈りいたします。

送っていますが、どうしても紙面でないと見

尚、今後のグリーン会の予定は、8 月 12 日

られないという方は郵送いたしますので上田
までご連絡下さい。

に「お盆カラオケ親睦会」が上田誠宅で開か
れます。健康（長生き）の秘訣は歌とおしゃ

次回会報の発行は 2018 年 10 月下旬を予

べりだと言われていますのでお誘い合わせの

定しております。毎日の生活の中で困ったこ

上ご参加下さい。詳細は 7 月 18 日に e メール、

とや耳寄りの情報、旅行記や料理のレシピな

又は郵送にてお送りしており、同会報の「8 月

どの記事を書いてくださる方を募集していま

の催し案内」の項目でもご案内しております。

す。面白いことわざや為になる一口ヒント等

また、10 月 14 日には毎年秋の恒例「大谷

も大歓迎です。この会報が皆様の生活に少し

牧場 BBQ パーティー」を予定しております。

でも役に立ちます様に皆様からのアイデアを

今回は本場アメリカンスタイルの

募集しております。
次回の締め切りは 2018年10月15日ですので

BBQ が用意され、ペット

メールアドレス chieko.iroha@gmail.com

のミニチュアホースも
待っています。詳細は

又は電話 972-414-1748 にメッセージを残

9 月中旬頃ご案内さ

して下さい。
上田

せて頂きますので、
11
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グリーン会
2018/07/20

