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〜行事予定のご案内〜
� 「新年会」
日時：2月3日（日）午前10時半〜午後2時
場所：Gleneagles Country Club
住所：5401 W.Park Blvd., Plano, TX 75093
連絡先：黒石 Tel: 214-681-0732
シュレファー弓子さんのハープの演奏を始め
ゲームなどが行われます。　

� 「お茶会」
「おしゃべりは百薬の長」　
日時：毎月第 3 金曜日 午前 9 時半〜11時
場所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
住所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075
担当：上田知栄子 Tel: 972-414-1748

WEB：http://dallasgreenkai.com
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「日本紀行」
　大谷 雅夫

　昨秋 2 週間程日本に行って来ました。今
まで現役の頃も含めたらもうかれこれ、少
なくとも 150 回は太平洋を往復しましたが、
滞在はいつも 2 週間と決めて来ました。何
故なら 10 日もいたら何か窮屈になりテキサ
スへの帰心矢の如しになるからです。とは言
え、もう祖国に住もうとは思いませんが時々
は訪れるのにはベストな所と思っています。
何といっても生まれた国ですからね！
　勿論ただ目的もなく訪日する事はなく、毎
回殺人的なスケジュールを立てて行きます。
まあジッとしている事が嫌いな性格もあるで
しょうが、意図的に忙しくしている感じもし
ます。多い時には例えば朝一の広島で人に会
い、その後大阪で別の人と昼食、その足で福
井へ行って夜パーティー、最終列車で名古屋
へ。これを 1 日でやるんです。( 笑 )
　大部分はビジネス絡みのスケジュールなの
ですが、忙しい合間を縫って夜は必ず居酒屋
に行く事にしています。何を隠そう、実はこ
の居酒屋巡りが訪日の非公式な主目的なので
す。( 笑 ) 以前は温泉に行ったりパチンコを
したりバーで女の子を冷やかしたり故郷を訪
ねたりしましたが、今は完全に居酒屋巡りに
特化してしまいました。( 笑 )
　居酒屋は日本独特の、そして日
本が誇り得る文化だと思います。
下戸の連中にとっては「たかが居
酒屋」なれど愛飲家にとっては「さ
れど居酒屋」なんですよね！ 温
かく灯る赤提灯。この灯りに心躍
らせるサラリーマンは多いでしょ
う。暖簾をくぐればレトロの空間
がそこにあります。賑やかで騒が

しくだけど心温まる。狭い店内には煙草や焼
き鳥の臭いが流れ、呑んだくれの大きな声が
聞こえる、居酒屋とはそう言うところです。
しかし次第に人間味溢れるどこか温かいその
空気に馴染んで行きます。夜な夜なサラリー
マン達は居酒屋に足を伸ばし仕事の疲れとス
トレスをビールと一緒に身体に流し込んで行
くのです。同僚達と仕事や人生について語り
話に花を咲かせます。客の話が花になる、だ
から居酒屋には花が飾ってないのです。（笑）
　半世紀前日本でサラリーマンをやっていた
頃の自分と彼等がダブります。今の大自然や
動物達に囲まれた牧場生活とは比べるべくも
ないその人間臭い情景が妙に懐かしく、だか
ら訪日する度に行く先々で夜な夜な赤提灯を
探し求め居酒屋になだれ込んで行くのです。
　てな事で気がついたらまた新しい年が明け
ました。最近は年の始めの誓いとか年頭所感
などと言う仰々しいものなど真っ平御免！ 
ただひたすらに丈夫で日々楽しみ面白おかし
く過ごす事が出来ればそれでいいと思ってい
ます。人はこれを極楽トンボと呼んでいます。
( 笑 )　「極楽」とは天国のこと、俗世の苦労
も悩みもない世界です。ただでさえ思い悩ま
ずにすむ世界で、更にな～んにも考えていな
いようにスーイスイと飛ぶとんぼみたいに、
何にも悩みがなくていいですよね！ ( 笑 )

　でも対外的には少しばかり格好
をつけなばならないでしょうね。
じゃあ、今年は次の様な言葉を使
うのを慎みましょう！ 「もう歳だ
から」「いい歳をして」「歳甲斐も
なく」「歳相応に」人生死ぬまで
登り坂、幾つになっても前しか見
ない！ 
　新年にあたり皆様のご健康と
益々のご活躍をお祈り致します。

 会 長 談 話
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グリーン会2018年度 収支報告書　     1月1日〜11月30日    

収入

年会費
2018年度会費（19家族会員） 760.00  
　　　　　　 （26-1個人会員） 750.00

小計  $1,510.00

行事
新年会参加費 790.00
10月BBQ大会参加費
寄付金「１名」

430.00
70.00

小計 $1,290.00
2018年収入 合計  $2,800.00 

支出

行事経費

新年会　会場／食事  1,930.75 
6月医療講習会　講習会謝礼    200.00
8月カラオケ　　　　　　会場費　 50.00 
10月BBQ大会 　材料費(牛・豚・鶏肉、野菜等)  187.98 
　　　　　　　　材料費(米、水、氷、フルーツ等)  35.21

会場費 100.00
　　　　　　　　雑費(カップ、皿、箸等)  30.88 
2019年新年会 分割支払い 399.88

小計 $2,934.70

事務費

事務備品（Printer）  294.81 
切手代  24.59 
雑費 8.00 

小計 $327.40
2018年支出 合計  $3,262.10 

資産状況
　

総収支差額 $2,800.00 - $3,262.10 =  -$462.10 
前期繰越金 （2017.12.31） $7,376.19
次期繰越金 （2018.11.30） $6,914.09 

Checks
入金予定小切手 #1476 $98.00

合計 $98.00

会 計 報 告
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会 員 広 場

「第 6 回 会員に訊く」　

ゲスト：エアース ジョアンさん　
松田 勉

【始めに】
　今年 1 月 4 日に 86 歳
になったジョアンさんは
マージャン好きでよく辛
らつな冗談を飛ばす元気
で快活な女性です。度々
不幸な出来事に見舞われ
ながらも、持ち前の楽天
的な性格と信仰心で乗り
越え、自分の人生を楽し
んでいます。
Q  生まれと育った場所は
　1933 年に新宿区上落合
で生まれ 6 歳まで過ごしました。数年前に
日本に帰った時、弟と生家の辺りを訪れたと
ころ、全然当時の面影は欠片もありませんで
した。5 人兄弟でしたが、諸般の事情で母が
6 歳だった私と弟を群馬県安中に住む母方の
伯母夫婦に預けました。子供好きの伯母に田
舎の町で伸び伸びと育てられ、また手広く農
業を営んでいたお陰で戦中戦後を通して都市
に住む人々が大変な苦労をした食糧難も私た
ちには無縁の恵まれた日々を過ごさせてもら
いました。しかし私が高校入学時に父の強い
意向で品川区にあった父の勤める会社の社宅
に弟と共に戻され、そこから麻布の順心女学
校に通いました。社宅の生活をあまり好きに
なれなかったのと勉強が好きだったので嬉々
として通学していたのを覚えています。
Q 旦那さんと知り合った経緯は
　羽田で米軍の航空通信士として勤務してい
たジミーとは高校 3 年生の時に始めて会い
ました。父は英国旅行するなど英語がある程

度話せ、経過は知らないがジミーとは友達で、
ちょくちょく社宅に来ては父と飲んでいまし
た。その後彼は転属になり、しばらく音沙汰が
ありませんでした。私は卒業後就職して 1 年
くらい働き、そこを辞めて家で花嫁修業してい

た 20 歳の頃、羽田に戻ってきた彼が
久しぶりに家を訪ねてくれ、再会を
果たしました。年頃の乙女は胸がと
きめいたといおうか青い目に惚れて
恋に陥ってしまったんですよね。（笑）
Q お父さんは反対しませんでしたか
　呑兵衛同士で気が合ったことや、
よくベースから日本人には入手し難
い物を買ってきてくれたりしていた
ためむしろ喜んでくれ、人間は何処
に住もうが同じだよと言ってくれま
した。それに当時は私も父もジミー

はお金持ちだと信じて疑わなかったの。（笑）
日本式の結婚式を挙げ、綺麗な一軒家を借り
ての新婚生活が約 1 年続きました。
Q その後米国に来たのですね
　ええ、夫のジミーがネブラスカ州のオマハ
に移動になり、1955 年だったと思いますが、
そこに日本から移り住みました。英語学校に
通ったりしながら徐々に米国生活に慣れるよ
うに努力しましたよ。7 年間の勤務後 1962
年にオースチンに移って約 2 年半くらい努
めて 1964 年にガーランドに移り、ジミーは
フィールドエンジニアとしてカリンスレー
ディオ社で 7 年くらい働き、その後会社の
名前は忘れましたが彼は再就職し、病気で亡
くなる 1994 までそこで勤務しました。享年
69 歳、当時 60 歳の私にとっては早すぎる
夫との別れでした。
Q その前にも色々ご不幸があったと伺って
ますが
　取り返しのつかない事故は 1979 年に起こ
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りました。その頃母は度々日米を往復しては
ガーランドの我が家で過ごしていたのです
が、事件当日には妹と妹の息子も一緒に日本
から遊びに来て我が家で泊まっていました。
お昼頃のことでしたが、私も主人も外に出て
おり、家にはその 3 人だけで、5 歳の甥っ子
が 1 階でテレビを観ていたところ、テレビ
のチェストボックスが破裂して発火し煙が出
てきたそうです。
　甥っ子が 2 階で昼寝
していた 2 人に報告
に行ったところ、5 歳
ゆえ説明の要領を得な
かったため 2 人とも下
りなかったが、絨毯に
燃え移った時に 2 回
目の報告に来た甥っ子
の慌てた様子にようや
く妹は下りてみにいっ
たそうです。しかし母
はそのまま寝ていたそ
うで一緒に下りなかっ
た。燃えているカー
ペットをみて妹は気が
動転し、私の主人が庭に居ると思ってドアを
開けて外に出、主人の名前を呼んだが居なく
て、隣の人に助けを求めた。それから母を連
れに戻ったが、ドアはオートロックで外から
開かない。幸い甥っ子は妹と一緒に出ていた
のですが、家の中を見ると煙が充満していた
そうで、母が救出された時には煙を大量に
吸ったためか意識もなく病院で死亡が確認さ
れました。
　妹はショックと自責の念で精神錯乱状態に
陥り、5 歳の甥っ子を残して日本に帰国し入
院する羽目になってしまいました。私もその
後 5 年くらいはトラウマに悩み、精神科の
先生に多いときは週に 3 回通い続けました。
ぼや騒ぎのあった家は修理したのですが、そ
の後も洪水で浸水被害に遭い、カーペット、

家具や電気製品が使い物にならなくなった
り、留守中泥棒に入られて金目のものは殆ど
盗まれたりと愕然とする事件が 2 度も起こ
りました。
Q 大変な人生だったようですが、それに耐
えてきたジョアンさんの強さの秘訣は
　私はのんきな楽天的ですからね。（笑）あ
まりくよくよ考え過ぎないで、なるようにし
かならないと落ち込まないように心掛けてき

たつもりです。それにこう見えて
も私はクリスチャンなので神様が
ついているという心の安らぎを常
に得ていますから。心の重荷の全
てを委ねる神様の存在が無ければ
とっくに潰れていたかも知れませ
んね。
Q ガーランドに移ってからはジョ
アンさんも働いていたのですよね
　ガーランドに移った後、バロー
社とマーロ社に 75 歳になるまで
に計 40 年以上働きました。その
間コミュニティーカレッジの夜間
授業も受けて勉強しました。450
人規模のマネージャーになれる資

格も得たんですよ。
Q 子供さんはお 2 人いらしたのですね
　2 人とも女の子でしたが、一人は既に 53
歳で亡くなり、もう一人には軽い知的障害が
あったのですが、幸いそのことを承知で結婚
したいという男性が現れて、現在ワイリー
で暮らしております。それともう 2 人養子
として育てました。前述した残された甥と 5
人の子供がいた友人の末っ子の女の子です。
不思議な縁で一時期群馬県の伯母の元で一緒
に過ごした弟がその友人と結婚したのです
よ。それはともかく、養子縁組に関しては勿
論私の一存だけではなく、主人の合意も必要
でしたが幸い夫は優しい心の持ち主で私の希
望を後押ししてくれました。この件に関して
は今でも主人に感謝しております。
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Q 趣味と現在の日々の暮らしは
　手芸やクラフトつくりは焼き物でも何でも
好きですね。幸い私が現在住んでいるナー
スィングホームにはバラエティーに富んだク
ラフトプログラムが用意されており、大いに
楽しんでいます。それとグリーン会の会員や
友人とマージャンをしたり飲食会に参加して
歓談したりして幸せな時間を過ごしていま
す。まだ運転はできますし車も持っています
が、最近は役員のパットさんに乗せてもらう
ことが多くなり、楽をさせてもらっています。
Q 残りの人生をどうやって過ごしたいと考え
ていますか
　この年になると欲も無くなるものです。気
の合ったグリーン会の友人たちと今まで通り
に集まって食べたり飲んだりできるだけで満
足です。ただ健康だけ、病気になって寝込ま
ないように、それだけを神様にお願いしてい
ます。ひとつだけ我が侭な希望を言わせても
らえば、元気なうちに日本に行って各地を訪
ねたり温泉に浸かったりすることですね。そ
の土地土地の郷土色豊かな名物も食べたいで
すね。欲も無くなるって言ったことと矛盾し
ますかね。（笑）

【インタビューを終えて】
　アッケラカンとした快活さとでも言おう
か、恥じらいを忘れた？ストレートな冗談を
よく飛ばしては周囲を明るくするジョアンさ
んですが、彼女を襲った幾多の試練を乗り越
えてきた心の強さは尋常ではありません。昨
年一緒に住んでいた養子の甥の家からナー
スィングホームに移ったのも熟考は重ねたと
は思いますが、唐突ともみえたその決断の早
さと潔さには驚かされました。何事もグズグ
ズと思い悩まずスパッと行動する姿は格好良
く羨ましささえ覚えます。美容院に頻繁に通
うおしゃれなお婆ちゃまですが、これからも
元気で男性陣をタジタジとさせるスパイスの
効いた毒舌的な話し方にもっと磨きをかけて
会話のキャッチボールを楽しみましょう。

「引き揚げ 3」
平嶺 多美子

　がやがやといふ人声と共に船はスイスイ
と、やっと日本に向けて航海し始めた。汚い
倉庫みたいな部屋で寒さに耐えながら母に背
をさすってもらいながら、何にも胃から上が
つて来ない痛みを堪えていたが用足しに行き
たくなってしまった。母に言うと弟と「行っ
ていらっしゃい」と言うので、私と弟は手に
手を取りホールに出て、お手洗いはデッキの
方だと言われてデッキに出たのは良いのだ
が、デッキの上は風が轟々と吹きまくってい
た。まかり間違えば海に吹き飛ばされてしま
いそうなデッキであった。おまけに飛沫のせ
いか又は雨が降つたのかデッキの上は濡れて
ツルツルしていた。私達 2 人はデツキのは
しにあった鉄棒にしっかり捕まり 1 歩 1 歩
右左に揺られながら、やっとお手洗いまでた
どり着いた。
　途中のことだが私の中にあった恐ろしいと
いう気持ちがいつの間にか無くなっていた。
何かが私を守ってくれているという何かわか
らないものが巣くっていた。部屋に戻りいつ
の間にかうたた寝をしてしまった。
　ざわざわする音が周りから聞こえて目がさ
めると、母が「もうすぐ日本に着くんや下関
やて」と言ってくれた。日本は祖父の国とし
か私の中にはなかったがその国が近づいてき
た。船はスピードを落とし下関港にゆっくり
入っていった。前にいた船はすでに入港した
のであろうか沢山の人たちが建物の中に入る
のが見えた。
　日本も 12 月半ばはとても寒かった。ノロ
ノロと建物の中に入り最初にさせられたのが
シラミ退治であった。あの頃は日本ではシラ
ミがはやっていたのであろう。小学校入学後
も同じことをさせられたのを今でも覚えてい
る。誰も皆、髪にフマキラーで真白になるま
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で DDT を鼻をつまみをながらまかれた。私
の番になると女の人が私と私の背に眠ってい
る弟を見て 4 ヶ月の弟は髪の毛がまだ短い
ので DDT をまかなくてもいいと、自分の首
に巻いていたタオルを弟の頭にすっぽりかけ
て、私の髪が真白になるまで DDT を吹きか
けられた。その間弟は一言も声を出さなかっ
た。おかげで私の服にもかかり嫌な匂いに包
まれてしまった。
　次は又前の人の後を追うように歩いている
と先の方に湯気が立つているのが見えてきた
ので何かしらと思いながら見ると五右衛門風
呂みたいなものでご飯を炊いていた。8 人か
ら 10 人ぐらいの女の人達が忙しそうに白米
のおにぎりを作っていた。食料不足のあの頃、
よくあれだけのお米を集めたなぁーと少し大
きくなってから思ったものである。　　　　　　　
　政府が気を遣ってくれたのか、またアメリ
カ政府が強性したのかはわからずじまいであ
る。京城を出てから我々は水一滴もお腹に入
れていなかったので急にお腹が空いていると
気づいた。釜山の港で貰つたチョコの端くれ
を母が大事に我々の口に入れてくれただけで
あった。GI にもらったチョコが川内につく
までのエネルギー源となっていた。　　
　我々の番になると小さいおにぎりと沢庵一
切れが渡された。母は我々子供に「ゆっくり
食べんとお腹壊すよ」と注意してくれた。暫
く授からなかったご飯は言われなくてもゆっ
くり味わってみたかったし、あんなにおにぎ
りひとつにありがたいと思ったことはあれ限
りない。我々は済みの方でありがたいという
気持一杯で頂いた。誰ももう一つという人は
いなかった。
　後は自由行動となり如何にして博多の駅ま
で行ったのかは記憶にないが、博多から汽車
に乗ることが出来た。ぎゅうぎゅう詰めで私
も弟妹も汽車に乗るまで右左に揉まれ揉まれ
て、やっと中に入る事ができたが席は無く荷
物の上に座った。窓を開けて貰い、窓から中

に入って来る人もいた。同時に寒い風が吹き
込んできたが誰も文句をいう人は一人もいな
かった。途中の話だが急ブレーキをかけられ
た折、棚の荷物が私の頭に落ちてきてその時
の傷跡が今でもある。
　もうひとつは母がお手洗いに行くと言って
駅で止まった折、ヨロヨロしながら駅に降り
ていったが汽車が動き出しても帰ってこな
かった。私は暫く我慢していたが父に「お母
ちゃんどうしたんやろうか」と聞いたが、父
は「駅には見えなかったから乗っている」と、
気にしているようではなかったが、私は暫く
して泣き出してしまった。背中の弟がむずが
るので背中を左右に動かしながらも、ぼろぼ
ろ泣いていた。それから暫くして汽車の通路
の所に母の姿が見えたので私はここにいるよと
手を大きくふった。返って来た母は「ぎゅうぎゅ
うで歩かれへんかった」と言い訳をした。
　祖父の住んでいた家に着くまで、また何も
食べるものはなかったがそれよりこれから先
どうなるのか、と言うことで頭は一杯であっ
た。あの頃は各駅止まりで急行などなく今と
比べると今は便利になったものである。止ま
るたび乗ってくる人ばかりで鈴なりであった。
　やっと着いたのは川内の街であったがそれ
から先、また麦の浦という所まで歩くことに
なり、よぼよぼする母を父が支えながら父の
姉の所へ向かった。川内にはたくさんの思い
出がある。12 歳で独り立ちした私が下宿し
ていた街であるから。
　父の姉親子達といふ人達もサイパン島から
帰って来て、そんなに経っていなかった。姉
のところで止まらせてもらった翌日は祖父の
家を見にいったが家は半分に潰されていた。
あまりにも大きい家は B29 に爆弾を落とさ
れては近所迷惑だとかで半分になったと教え
てもらった。後また建て増しをしたが困った
のは夜お手洗いに行くことだった。雨、雪の
折には雨だとミミズが出てきて動き回るの
で、それを知らず踏んでお手洗いに着くまで
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何回も転びそうになるし、雪の折はまたそれ
なりには着物のこともあり、また動物の遠吠
えを聞きながら歩くのも薄気味悪かった。
　翌日からお腹をすかした日々が続き始め
た。冬の盛りで新鮮なものは無く、父の姉か
ら頂いたお米の一握りでまずおかゆを炊き上
澄みは弟の乳の代わりとなった。その後に水
を増し薄い薄いお粥を我々は頂いた。栗刈り
に行ったのもその後の頃である。後春にはつ
くし、せりなど集めた。タニシも取りに行き
ささやかな夕食となった。お腹が空くと水を
ガブガブ飲んだが水は深い井戸水であったの
で、夏にはとくによく飲んだ。そのうちに麦
を栽培し、スイカを植えたりで食べるものを
増していったが、母の弟が大阪から来ていた
のだが大阪のほうがまだましかもということ
で大阪へ帰って行った。
　その頃植えたさつま芋はおかゆにも入り私
のお気に入りではなくなってしまった。さつ
ま芋のつるもお粥に入っていた。それから 2
年ほどしてからやっとなんとか食べられるよ
うになったが妹が 1 人増えた。後 3 年ほど
して私は 1 人で住むことになった。川内の
中学に入学したからである。あの頃はまだ女
で大学にいると言うのは稀であったが私はど
うしても大学で学びたいと思っていたので街
の学校を選んだ。　
　

「遍路 小松島から勝浦町」
黒石美保子

　4 月 14 日お遍路さん 7 日目。「おはよう」
の声とともに笑顔で「美保子さん今日は楽勝
だからね」と朝食を取りながら斎藤さんが話
し始めた。「今日はお寺さんはひとつ、19 番
札所。立江寺をお参りしたらあとは今夜の宿、
金子屋まで歩くだけ。合計たったの 14 キロ
ですよ。一つ楽しみましょう。」

　嵐の前の静けさのように、そして第 2 の
関所と言われてる鶴林寺と太龍寺に挑戦で
す。毎日 20 キロ予定が 14 キロというのは
嬉しい話だけど、しわ寄せは次の日の 28 キ
ロ。この中に含まれているのが標高 500 メー
トル級が 2 つ。登って降りてまた登って降
りる。弁当、水持参。げえー！それってと
リュックが 1.5 キロ増。
　始めのルンルン気分が一挙に下降線をた
どった。静かな古いたたずまいの街中、土塀
に囲まれた先に山門が見える。同時にまん
じゅう屋が目に入った。「なになに立江餅。」
徳島の餅やら、まんじゅうのあんこが気にな
る。和菓子イコールあずきあんのようですが
私が探しているのは幻のあん、そら豆のこし
あんです。あの素朴でさらっとした甘みのあ
んを使った和菓子なのです。
　そら豆のこしあんの味を知っている人もこ
の頃では少ないのではないかと思う。時代と
ともにそら豆自体が影が薄く、こしあんが出
来上がるまでの手間暇がかかり、効率が良く
ないのか、徳島を離れてからは食べた記憶が
ない。お参りを済ませてまんじゅう屋に飛び
込み、昭和の味濃い店内のガラスケースに収
まったお饅頭やお餅を物色していると、女将
さんが「ご苦労さまです」と、労いのお茶を
入れてくれました。朝早くから起きてお饅頭
作っている女将さんと旦那さんのほうが大変
なのにね。ういろうと立江餅合わせて 160
円、なんと良心的な価格、此れで採算あうの
かこっちの方が心配です。
　此処から旧道 28 をのんびり歩き、県道
22 から 16 に合流、勝浦川が右手側に現れ
る。つい 1 週間前兄貴の車で通ったなぁー。

「お前だったら 1 週間で音を上げて帰ってく
るだろう」と、笑いながら言っていたのもつ
いでに思い出しながら、さぁーてそろそろお
昼時。何を食べようかと思いを巡らしながら、
あおき食堂の宣伝を斎藤さんに持ちかけて即
OK、徳島の片田舎にして洒落た食事処。
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阿波地美獲（あわじびえ）、あおき（箸袋に
書いてありました )　鹿や川魚などの季節料
理もある。

　木造建築の上に今様メタルシート屋根、そ
してその上にちょこんと乗ってる藁葺き屋根
の可愛さと地元の木がふんだんに使われた内
外、隅々までオーナーのこだわりが気持ちよ
く心に届きます。ランチパスタも珈琲も美味
しく頂きましたー。ここから宿まで 3 キロ
ぐらい。途中、道の駅、雛の里かつうら、遍
路小屋。全国各地から届いたお雛様が一同に
展示されています。その数に圧倒されるだけ
でなく江戸時代から旅してきたお雛様に出会
える。3 万体それでもまだまだ送られてくる
そうです。昨今の家には女の子がいても一式
全部飾れる部屋もなければ保管場所もなく手
入れする人も時間もないらしく、昔の親が孫
娘の幸せを願い贈られたお雛さまが厄介者扱

いされて里子に出される。

　金子屋は 3 時過ぎないと入れてくれない
やら、食事がまずい、部屋も汚い、悪評 2
番で有名な所。何事も経験ですよねぇ～、期
待しなければいい、食事が出てくるだけで良
しとすればいいのだから。「こんにちわ！！　
一晩おせわになります。」「ところでウォッ
シュレットありますか？」に続いた斎藤さん
でした。

催 し 報 告

総会・忘年会報告

　今までグリーン会総会は毎年新年会と同時に
行って来ました。総会・新年会の準備を　1年
で最も忙しい年末年始で行うことへの関係各位
の不都合不公平さを軽減する為に、会計年度を
12月1日～11月30日と改訂させていただきまし
た、それに伴いグリーン会の総会を忘年会と併
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せ12月15日（土）Hillcrest Villa Clubhouse 
にて25名（会員23名、ゲスト2名）が出席し
て、12:00より執り行いました。
　総会は大谷会長の挨拶で始まり総会開催時
期変更に至った契機や会計報告等行ないまし
た。また現役員はもう1年留任ということで
承認されました。またその際会長より年々の
会員数や新規会員並びにイベント参加者の減
少傾向に懸念を抱いている旨の説明がなさ
れ、グリーン会の将来的な方向性についてこ
れから向こう1年、新しい会の形を会員の皆
様と一緒になって知恵を出し合いながら模索
して行きましょうとの提言がありました。

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

　忘年会は会長の音頭で1年の嫌だったこと
苦労したことを忘れよう、同時に良かったこ
と嬉しかったこと等が望ましい1年であった
との思いも込めて「忘望年会」としシャンペ
ンにて乾杯、その後各自持ち寄りの料理で食
事に移りました。

　お腹が膨れ一段落したところで黒石前会長
による軽妙洒脱な司会進行により新規会員の
紹介、既存会員へのお祝いとかサプライズな
ど和やかなムードで行われジャンケンゲーム
では笑いの渦でパーティーも一気に盛り上が
りました。そして最後は柴山さんによる「一
本締め」と「一丁締め」の違いの説明があ
り、お蔭様でかってない最高の忘年会で無事
終了することが出来ました。
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編 集 後 記

　会員の皆様明けましておめでとうございます。
　早いものでダラスグリーン会が 2005 年 1
月に発足してから 15 年目を迎えました。ま
た新たな 1 歩を踏み出すために役員一同邁進
してまいりますのでどうか今年も皆様のご協
力とご尽力をお願い申し上げます。また、会
を一層盛り上げ、活気あるものにするため、
役員会では新しい風を必要としています。只
今、ご協力してくださる方を募集しております
ので是非ご連絡下さい。お持ちしております。
　さて、皆様への行事等の連絡には先ず 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
まえまし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、どうしても紙面でない
と見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。
　次回会報の発行は 2019 年 4 月下旬を予定
しております。締め切りは 2019 年 4 月 15
日ですのでメールアドレス「chieko168@aol.
com」又は電話「972-414-1748」にメッセー
ジを残して下さい。
　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。面白いことわざ
や為になる一口ヒント等も大歓迎です。この会
報が皆様の生活に少しでも
役に立ちます様、皆様
からのアイデア
も募集しており
ます。よろしくお
願いいたします。

上田　

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
 家族 40ドル、個人 30ドル
（２）7月以降の入会者
 家族 20ドル、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。



DALLAS
グリーン会
2019/01/23


