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会長談話
『無病息災』
から
『一病息災』
へ

新年会で我が健康 5 箇条なるものを高らかに

				

でしょう。今思えばあれは私の断末魔の叫び

提唱したことは皆様のご記憶に新しいところ

大谷 雅夫

だったのでしょうね？！何故ならそれから１
寺社でよく見かける言葉に「商売繁盛」
「家

週間後に突如心臓発作で倒れた訳ですから。

内安全」
「無病息災」がある。これらの言葉

まあ、あまり調子に乗り過ぎ健康をないがし

は人が幸せになる為の大切な要素と言えるで

ろにして来た為に神様もとうとう堪忍袋の緒

しょう。だからこそ時代を超えて多くの人達

が切れそのバチが当たったと思えば、不思議

の祈りや願いになっているのだと思います。

と納得が行きます。
いつかは掴まるだろうなぁ

この中での「無病」とは健康であり元気で

～と秘かに思っていましたから。
（笑）

あり病気にかかっていないこと。息は止める

結局病名は狭心症と言うことで落ち着いた

とか防ぐ意味で「息災」とは仏の力によって

訳ですが、それでも手遅れだったら確実に三

災害や病気などの災いを除く意味、転じて健

途の川を渡っていただろうと医者に言われま

康で元気な様を言うようです。
「無病息災」の

した。冠状動脈にステントなるものをぶち込

類似語として「一病息災」があります。身体

まれ再び生き返ってきた訳ですが、よく聞く

が健康で具合の悪いとこところは全くないと

のが生死を彷徨う程長時間の大手術を行って

言う人よりは、一つくらい具合の悪いところ

生き返って来た連中の話です。三途の川に近

があった人の方が健康に気を付けるので長生

ずくと対岸が急に明るくなり、なんともいえ

きすると言う意味なんでしょうね？！

ぬパラダイスの様に見えたと言っています。

私は今まで大きな病気小さな病気ともにか

大方の人はそれに魅せられて川を渡って行く

かったことがありません。風邪も数年に一度、

ようですね？！一旦渡ってしまうと誰も帰っ

引いても高熱は一晩で下がります。まあ正確

て来た試しはありませんから、余程素晴らし

には半世紀も前中耳炎の手術をし、その時は

い所なんでしょう。
（笑）ともあれ私の場合は

一日で病院を追い出されたのですが、長い人

三途の川の近くまでは行ったけれど、急に明

生後にも先にも入院したのはたった一日だけ

るく華やかな現象は見られませんでしたから、

と言う幸運と言うか悪運も強い身体の持ち主

心臓病疾患グループのやっと末席に名を連ね

なのです。
（笑）そして常々「健康に産み育て

た程度なんだと思います。

てくれてありがとう」と両親への感謝の気持

入院中にお決まりの如く色々な検査をさせ

ちを忘れたことはありません。

られました。やはり中古車ですからあちらこ

こんなに健康な私、何か特別なことを心が

ちらに大小の欠陥があり、より細かな治療や

けて来たことがあるのでしょうか？！いいえ

部品の交換が必要とのこと。まあ今まで休み

全くありません！！（笑）暴飲暴食、夜更か

もせず一生懸命運転して来た訳ですから仕方

しを繰り返し、時には徹夜も。そして医者に

ありませんよね。サービスエリアに立ち寄っ

は行かず、薬は飲まず、健康診断もせず… で

て一休みもいいな、と考えるようにしていま

すが至って健康でした。
（過去形）だから長

す。来し方行く末をじっくり眺めるのにまた

い間、身体を気遣うことを忘れて来たのです。

とない絶好の機会、ゆっくり療養充電し、や

そして、こともあろうに今年のグリーン会の

がてまた走り出すつもりですが「一病息災」
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となった今、これからは出来るだけ留意健康

しかしこれからの処世訓は「残余の人生、細

を心掛けて行こうと思います。これでやっと

く長くしぶとく」に変えて行こうと思ってい

並みのジジィの仲間入りをしたと言うことで

ます。他人事とは言え、グリーン会会員の皆

す。
（笑）

様のご健勝を常に祈念しておりますが、それ

今までは「人生、
太く短く」ではなく「人生、

に加えて「細く長くしぶとく」を提唱させて

太く長く」を処世訓として頑張って来ました。

いただきます。
命あっての物種ですからね！！

新会員紹介
◎ ペティット 暁美

◎ フェルナンデス 礼子
初めまして、

グリーン会の皆様、

この度グリー

初めまして。
私の名前は、曉美と申

ン 会 の メ ン

します。暁に美しいと書

バーに加入致

きますが、あかつきの方

しました礼子

は旧姓の漢字です。

フェルナンデス

私が生まれた時に

（Reiko Nagai-

は、この漢字はすでに

Fernandez）と

使用されていませんで

夫ジョー・フェ

した。私の頑固者の父親が、役所の方々と喧

ルナンデス（Joseph Fernandez）です。
ダラスにグリーン会と言う米国に永住され

嘩して、無理やりにつけられた名前です。
私は、奈良県の出身です。中学を卒業後、

ている方々のグループがあると知り 是非仲

紡績会社に送り込まれるのに抵抗して、奈良

間入りさせて頂きたいと思い入会致しまし

県国立西奈良病院付属の、准看護学校に行き

た。昨年の9月、夫の転職を期にイリノイ州

ました。看護婦になりたいなど、考えた事も

シカゴ近郊からテキサス州ガーランド市に

ありませんでしたが、無料で2年間行ける所

引っ越してきました。

は、そこしかなかったからです。全寮制で、

住み始めて半年ほど経ちましたがテキサス

大変厳しい学校でした。高校は通信教育でし

での生活気に入っています！！テキサスの冬

た。19歳の時に、福岡県にあった国立病院に

の天候はシカゴの厳しい寒さと雪の多さに比

転勤しました。そこで出会った先生に、カー

べたら天国の様です。ただ、高速道路の道路

ルマルクスの『資本論』を読むように言われ

事情に慣れるまでは一苦労、忘れられない経

て、それがきっかけで、社会人だけで構成さ

験をしました。

れた革マル派に参加しました。私が19歳の時

立体的に入り組んだ高速道路のエクスプレ

で一番若い会員でした。革マル派の活動は、

スレーンに間違って入ってしまい、出口が見

私が結婚した27歳の時まで続きました。私に

つけられないまま後部からはトラックにあお

は、特別な才能など、何もありません。全く

られながら上へ上へと運転せざるを得えま

もって、何の変哲もない人間ですが、どうぞ

せんでした。眼下には東西南北に広がった
タコ足のような高速道路が入り組んでいるの

よろしくお願い致します。
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ンティングに出かけますが私は色々口実をつ

が見え、カーブに差し掛かると道路が壁に

け、ハンティングは遠慮しています。

隠れてしまい、その先が見えません。まさに

最近、Self-employed workerとして、まつ

ローラーコースターに乗って振り回されてい

毛エクステンションのサロンビジネスを始め

るような錯覚に襲われました。心臓がドキィ

ました。私の提供するサービスは、お顔のほ

ドキィドキィと早く脈を打ち始め「アーこの

んの一部分ですが（まつ毛を美しく見せるこ

ままあの世に行ってしまう」と危機を感じた

と）仕上がってみると不思議とお顔全体の雰

時、思わず「Calm down! Focus! Focus!」と

囲気が変わります。年齢・人種に関係なく お

叫んでしまいました。やっとのことで下まで

客様の輝いた笑顔を見ると私もとても嬉しく

降りてきたのですが、

なり、やりがいのある仕事だと実感しており

その先はHOV Laneにつながっていたので

ます。

す。ポ－ルで隔てられた道路を更に2マイル

思い返せば25年前に新たな可能性、希望を

程走り続け、出口にたどり着いた時は 本当

抱いて渡米して来たわけですが、この長い年

に安堵のため息がでました。フーッ！今でも

月を通して様々な経験をし、多くの出逢いが

高速道路を走るときは多少緊張しますが、そ

ありました。色々な状況に置かれ泣いたり、

の構造と機能的な面が理解できれば便利な優

笑ったり、怒ったりと思い出は尽きません。

れものなのでしょうね。

今は、25年前の心境と同じようにこれから出

ところで、こちらへ移り住むまではシカゴ

会う人達、ここテキサスでの新しい生活に胸

近郊の日系企業でコーポレート・アカウン

を膨らませております。

タントとして約20年勤務しておりました。

最後に、先月恒例のお茶会に初めて参加さ

様々な財務関連レポートの作成や人種の違う

せていただきました。皆さんとてもカジュア

人達と働く機会を通して貴重な経験を得たと

ルで楽しい人たちなので アットホームな雰

思います。また冬は外での活動に限りがあっ

囲気を感じました。これからも様々なイベン

たため、家の中で過ごすことが多く、テレ

トを通して会員の皆さまとお知り合いになれ

ビを見る機会も増えました。イギリスのTV

ることを楽しみにしております。どうぞ宜し

ドラマ「ダウントン・アビー」（Downton

くお願い致します。

Abbey）は、20世紀初頭の英国貴族社会を
舞台に貴族と使用人の濃密な人間模様や愛憎
劇を描いた長編ドラマシリーズを全部見てし

◎ 海東 奈月

まうほど夢中になってしまいました。その後
アメリカTVドラマ「スーツ」（SUITS）は、
ハーバード大学卒のエリート弁護士と弁護士の

この度はこのよ

資格を持っていないことを隠した相棒が、様々

うな場所で自己紹

な訴訟に挑みながら困難を乗り越えていくリー

介をさせていただ

ガルドラマにもハマってしまいました。

けることを光栄に
思います。

一方、夫は、何やらオンラインでのシュー
ティングゲームに夢中です。現在夫婦で楽し

私は茨城県北

んでいることはクレー射撃です。夫の影響で数

相馬郡出身、渡

年前から始めました。一緒にトラップ射撃やス

米前は東京の建

ポーツ射撃に出かけますが、なかなか上達しな

設会社で働いてい
ました。

いのが悩みの種です。夫は時折、仲間たちとハ
4

クスのダンサーとして活動をし、2014年から

高校時代に甲子園でチアリーダーをし、チ

2016年はNFLヒューストンテキサンズのチア

アの魅力にとりつかれ、大学、社会人と日本

リーダーとして活動をしました。その後アメリ

では15年間チアのために全てをささげる日々

カン・エアラインへ就職をし、フライトアテン

を送っていました。

ダントとして現在は仕事をしています。

チアリーディングの本場であるアメリカで

渡米を決意し両親へ相談した時、母から

自分の実力を試したいといつの日からか思い

は、「アメリカでは恋愛禁止、ダンスを終え

始め、2010年に仕事を辞め一念発起して渡

たら日本に絶対に帰ってきなさい」と言われ

米をしました。アメリカのどこで自分の実力

ていました。

を試したいものかとリサーチをしている時、

現在アメリカ人の主人と2歳の息子とルイス

何の迷いもなくテキサス州ダラスを選びまし

ビルで生活をしています。(笑)

た。呼ばれている感じがしました。

家族共々よろしくお願いいたします。

2010年から2012年はNBAダラスマーベリッ

会員広場
人、姉2人の末っ子でしたが、すぐ上の姉と

第7回 会員インタビュー

は11歳も離れており母が40歳の時の望まれざ
る子供だったんです。（笑）その母は士族の

ゲスト：高野タークさん

出を誇りにし厳しく育てられましたが、母の

松田 勉

願いに反し年を重ねるに従い近所迷惑な悪ガ
キとなりました。母も事あるごとに近所の親

日本のマニアックな銃愛好家の間では、銃
器の構造、機能や歴史の専

に頭を下げていたのを覚えて

門家としてかなり名前が知れ

ます。（笑）生まれた当時の

渡っているという高野さんで

母方実家は大地主だったんで

すが、かつては米国の様々な

すが、戦後の農地改革で有し

競技会にも参加して優秀な成

ていた農地の大部分を失って

績を収めた経験も有したユ

しまいました。父は当時の国

ニークな経歴の持ち主です。

鉄勤務でうるさいことを言わ

現在ダンカンビルにて独身生

れたことがないくらい静かで

活を謳歌している高野さんで

温厚な人でした。戦争直後に

すが、その異色な過去と人と

育ったんですが食糧難とか金

なりを探るべく4月16日にイ

銭的に困ったというか記憶は

ンタビュー。

ないです。

Q

Q

た。川原が遊び場で、泳いだり釣りをしたり

はみると言われたのですが、自分の学びたい

伸びやかな子供時代でした。終戦の2年前に

ものは大学にはないので自衛隊に入りたいと

出身地、育った環境や家族のことな
どを

高卒後すぐに自衛隊に入隊したので
すか

実家は福島市内ですが郊外との境目でし

父から大学に行くのだったら4年間の面倒

生まれたので戦争の記憶はありません。兄2

うち明けたところ、全然反対もされずに認め
5

Q

てくれました。頭脳は二流でしたが身体は頑
健でした。生涯職業軍人として過ごす気はな

除隊後すぐに渡米したのですか

ピッツバーグにある銃器専門学校からは手

かったのですが、軍事組織の機能や銃器類に
興味を抱いていたので入隊したかったので

紙で入学許可を得ていたのですが、その前に

す。しかし入隊する前の1年間は米外資系の

ヨーロッパ各国を見てみたかったのです。結

会社で勤務し、テクニカルサービス社員教育

局2年半ヨーロッパ各地を他人の好意にすがる

の一環として、その傘下の訓練学校の技術部

ヒッチハイクによる貧乏放浪しました。ヨー

でコンピューターの前身である機械式最後の

ロッパに行く途中でしたが船の寄港先であっ

金銭登録機、会計機の仕組みを英語と共に学

た香港、タイ、シンガポール、セイロン（現

びました。1年経って辞表を提出した時には

在のスリランカ）、インドそしてアフリカは

将来、米国本社のテクニカルスクール派遣も

ケニア、南ア、セネガルにも立ち寄りまし

ほのめかされて慰留されました。給与もよく

た。長く滞在した国ではイギリスに8ヶ月、ス

入社も難関だった会社でしたが退社理由が自

イスに6ヶ月、イスラエルには3ヶ月、様々な

衛隊入隊と聴いた部長が「何故」という顔で

仕事をしながら旅費や滞在費を稼ぎました。

絶句してました。（笑）

先行きアメリカでの学校があるので節約はマ

Q

ストでした。主要目的は兵器の博物館めぐり

自衛隊での勤務は楽しかったですか

でした。色々な博物館を巡りましたが、中で
もロンドンのImperial War Museumは圧巻で

千葉県習志野の陸上自衛隊第一空挺団（陸

自唯一の落下傘部隊）に所属し、北海道とか

展示物の充実度で群を抜いていました。

日本各地の降下演習に参加しました。一般的

その後渡米した訳ですね

Q

な地域密着部隊と違って空挺団の隊員は日本

27歳の時に米入国しました。学校の入学

各地からの志願選抜、キツイ訓練を経たそれ
ぞれ個性のある隊員ばかりでした。似た者同

金、生活資金は自衛隊時代に貯めたお金＆退

士との楽しい生活、人生におけるハイライト

職金、車、競技銃の売却でした。切り詰めて

の一つです。同期の何人かとは今でも連絡し

生活すればなんとかなるのではないかと予想

合ってます。その頃ではまだ珍しかったマイ

していたのですが… しかし入校してみると

カー/ ホンダS500を購入したり自分で買っ

考えもしなかった出費があり困りました。仲

た射撃専用銃も中隊の武器庫で保管したりし

よくなった学生同僚で夜、レストランのシェ

て、当時は結構自由度が高かったものです。

フをやっていた者がおり毎晩遅く山のような

規則でうるさい現在ではどうかな？まずダメ

残り物を持ってきてくれました。唐揚げチキ

でしよう。（笑）しかし中学校時代から決め

ンが主でしたが有り難かったです。現在、フ

ていたアメリカ移住を実現する為に2度目の

ロリダ在住の彼とはいまでも連絡しあってま

2年契約期間を終え、24歳の時に満期除隊し

す。おかげで栄養失調にもならず学生生活が

ました。2ヶ月後、横浜からフランス郵船の

出来ました。まさに命の恩人です。というわ

貨客船で仲間5人ばかりの見送りの中、岸壁

けでかなり綱渡り的な面もありました。私は

を離れました。アメリカに来たかったのは西

学生ビザだったので労働できませんでした。

部劇で見た風景に憧れたことや銃器類の勉強

ニューヨークならそれも可能でしようがピッ

しそれをもとに生活したかったからです。大

ツバーグとなるとアジア人が極端に少なく目

谷さんのカウボーイに対する憧れと同じです

立ちます。それと車がなかったので働くのは
無理でした。最後の学期の授業料がどうして

よ。（笑）
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も不足し、これは父に願って送金してもらい

7年ほど前、国際出版が倒産し以後、Hobby

ました。父に資金援助を頼んだのは後にも先

Japan社に受け継がれ毎月発行している Gun

にもこの時だけでした。その後、最初に出版

Professionalsマガジンと年2回発行のGuns &

した銃器専門書の印税で借金（借りた分の４

Shootingマガジンに毎号記事を寄せていま

倍にして）を返済しました。後日、姉の話に

す。ライター/エディターとしては通算47年目

よれば父は返済されるとは思っていなかった

になり、いつの間にか執筆陣の中では一番の

のか一言、「株やるより何倍もいい」と喜ん

古株になってしまいました。（笑）もう一つ

だとか… 父は当時、株に懲りまくっていたん

の大きな出来事は結婚です。家族でペンシル

です。（笑）2－3年制（昼、夜間のクラス）

ベニアでの国際競技会に来ていた女性Jeanne

の専門学校でしたが、資金不足から昼、夜の

と知り合い32歳の1975年に結婚しました。女

コースを同時に受け1年4ヶ月で修了できま

房は結婚に伴いペンシルベニア州立からテキ

した。好きなことだったので苦にならず楽し

サス州立大学に移り大学院を修了後、公認会

かったです。

計士として大手会計会社に就職しました。

Q

Q

会社を辞めてダンカンビルに移った
理由は

卒業後は

会社が大きくなり過ぎたことと元々自分で

アービングにあったカスタム銃器製作会

社、まあ車でいえばレーシングカーを造るよ

独立し特殊用途のカスタム銃製作したいとい

うな業界ではよく知られた会社に入社、日本

う願望があったためです。自宅に小さな工房

人とは初めて話したという社長に気入られた

を設けスタートしました。ダンカンビルに

のは幸運でした。これまで学生ビザだったん

移ったのは子供の教育のためで、現在では想

ですが会社がスポンサーとなり労働ビザに切

像できないでしょうが当時のダンカンビル

り替えてもらいました。社長は俗にいう「飛

のISDは近辺じゃ最高レベルでした。82年に

行機野郎」で小型自家用機を数機絶えず所有

娘、84年に息子が生まれ、現在、娘はグラン

し各地の射撃競技会に参加、時折、飛行機好

ドプレーリー、息子はカリフォルニアにいま

きの私も便乗させてもらいました。9年間この

す。1984年末でしたが、女房が医師になりた

会社でお世話になりました。日本の国際出版

いと言い出し、快諾するとPre-Medコースで

社銃器専門月刊誌Gunにライターとして採用

勉強し、UTSW医学部入学、卒業しました。

されたのは銃器専門学校入校まもない頃でし

チルドレンズメデカルセンターでインターン/

た。というわけで長い間、米国メーカー勤務

レジデエンシイ、フェローシップを経た後、

と雑誌の仕事とで二足草鞋をはいてました。

同病院小児科のICU専門医として勤務してい
ましたが、残念なことに病気で他界してしま
いました。

Q

現在の生活は

銃器ライターとして小遣いを稼ぎ、製銃、

ある会社のコンサルタントもやって生計を立
てていますが、競技射撃や銃には少なからず
お金がかかりますから稼がねばなりません。
グリーン会の集いにも参加することに意義が
あるので楽しませてもらっています。
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で殺されはったんやて」と言った。昨年日本

【インタビューを終えて】

に帰った時、他の歴史を勉強をしている従姉

小生のような凡人と違って、高野さんの如

から詳しいことを聞かされた。

く人間が一芸に秀でるとその分野では誰にも
負けないという自負の念が生じるであろうか

私達は食べるものが不足するとはいえ、少

ら、自然と自信漲るオーラが体から滲み出て

しずつ大きくなっていった。日本に帰ったば

くるものなのかも知れません。中学校時代か

かりの頃は上質の革靴にカシミヤのオーバー

ら銃器類に興味を抱き、将来の生活設計まで

コートだったのが段々小さくなり着られなく

描いてきた彼は、現在振り返ってみても想像

なってしまい、私達の周りにはお下がりをく

以上の達成感があると仰る。大多数の人間が

れる親戚もいなかった。隣の町にも洋服屋も

子供時代や青春時代に抱いていた夢や目標を

靴屋もなかった。男は皆戦争で無くなり、友

諸般の事情で断念せざるを得ない状況に追い

達も父を亡くした子が沢山周りにいた。靴は

込まれる中で、諦めずに初志を貫徹する為に

近所のおじいちゃんに草鞋の作り方を教わり

は挫折に負けない強固な意志力と弛まぬ努力

草鞋をはくことになったが、足に馴染むと良

が不可欠ですが、紆余曲折はあったにせよ彼

いのだが雨の日には大弱りであった。他の子

はそれを終始失わなかったということです。

供達も同じで藁草履があったので困ることは

挫折を社会や周囲のせいにして甘えてきた小

なかったが、洋服は母の古着を使い自分で裁

生には到底真似のできない厳しい世界に生き

断をして作った。我ながらうまく作ったと思

てきた人だと感嘆せずにはおられません。

う。あの頃はツギハギは古着の典型であった
が、あれから何十年もしてツギハギがファッ

◎「引き揚げ 3」

ションになったのにはまいった。なーんだ私
のほうが先回りしたではないかと思ったこと
もある。

平嶺 多美子

私が4年生の終わりか5年生の頃に初めて

前の話に戻るが、父の姉の家族は戦争前は

靴屋さんと洋服屋さんが町にできた。しばら

姉の主人の仕事の関係でサイパン島に住んで

くぶりに新品の靴を履いたが革靴ではなくズ

いたみたいなのだが、日本政府はアメリカ兵

ツクであった。洋服も絹やカシミヤではなく

がサイパン島に上陸するという情報が入った

ホームスパンや少々ゴワゴワした生地であっ

らしく、兵隊達が上陸する前に日本人の家族

た。あの頃は鍋の修理、傘の修理屋さんが

は男以外は日本に送り返されたらしい。姉と

回って来て、おじいちゃんのお話を聞くの

子供3人は私達が日本に送り返された少し前

が楽しかった。歯磨きもなく塩であったが歯

に帰って来ていた。

を磨かないと朝飯を食べさせてもらえなかっ
た。今思うと懐かしいが良い歯をしているの

母が姉の家族は我々になんの助けもしてく

はあの頃のおかげかも知れない。

れぬとぼやいていたが、今思うと彼女達も大
変な生活だったのであろうという気がする。

今でも温かい思い出の1つに小学校の2年生

それからずっと経ってから私が学校の帰り伯

の時だったように覚えているが、泳ぎの時間

母の家の前を通った時、伯母と従姉の圭子

があった。引き上げてきた私達は海水着まで

ちゃんが背を抱きあって泣いているのを見

は持っていなかった。私1人で土手の上で皆

た。家に帰り母に「おばちゃんと圭子ちゃん

んなが泳ぐのを恨めしく見ていたときのこと

が泣いていたよ」と言うと、母は聞いていた

である。たまたま伯母が取り掛かり私に「な
んで泳がんかね」と話しかけてきた。

らしく「圭子ちゃんのお父ちゃん、サイパン
8

私は「水着なんかもたんで」と云うと伯母は

て卒業とともに独り立ちすることになった。

「圭子ちゃんのがあるで使ってええよ」と

街の中学に通うのには遠すぎるので1人で下

いってくれた。さっそく帰りに伯母の所に行

宿して中学に通うことにした。反対したが父

き、海水着を借り、それから皆に加わり泳げ

はきかん気な私の気性を知っているので「好

るようになった。あの時そのままであったら

きなようにしろ」と許してくれた。母はいつ

泳げなかったかもしれない。泳ぐときはいつ

も私と反対であった。「あんたみたいな子は

も「圭子ちゃんありがとう」といっている。

お嫁さんにいかれません」というのが口癖で

圭子ちゃんに会いたいと思い、2年前に日本

あった。

に帰った時に聞いたら2ヶ月前に93歳で亡く

親戚の離れを借り、自炊の日々が始まり朝

なっていると教えてくれた。諺のとおり「善

早く起き好きなお弁当を作り良いお友達がで

は急げ」いうことを聞いていたらなぁーと

き、楽しい中学時代はあっとという間に過ぎ

思った。

た。父は流石に心の中では心配していたのか

母はなれない農業をし、私は学校から帰る

時々、泊まりに来てくれた。暇な時は図書館

と弟と妹のベビーシッターとなった。泣く妹

に行き、殆どの本は読んだ。世の中もすこし

を背に、お隣の竜子ちゃんが縄跳びしょうと

ずつ良くなり変っていった。大学のときは旅

言ってくるのには参った。

行、山登りなども楽しんだ。東京の大学で学
び、後タイで3年ほど過ごしアメリカに留学

遅い母の帰りを待ち、遅い食事をするのに

してきた。

飽きた私は炊事をし始めた。始めは火をおこ

その間、そして今も懲りることなく、また

すのが怖かったが2、3回すると慣れた。七

あちこちで戦争をしている。

輪でごはんを炊き、囲炉裏で汁を作った。あ
の頃に何故か鉄瓶が残されていた。戦争で鉄
の物はみんな回収されたはずであるのが残っ

◎「日本ぶらぶら縦断」

ていた。母が持って帰ってきた農作物の一部
がおかずとなった。慣れると食事を作るのが

近藤 典子

好きになり、ちょっと変わったこともしてみ
た。じゃがいもを汁にいれた時、母に「これ

今回の旅行はJRのパスが海外在住者の購

なにや」と言われたりしたが、美味しくな

入が廃止されるので慌てて買った為の旅行で

いとは言わなかった。街で育ち、女中さん達

す。喜ばしい事に、その後再び購入できるよ

に作ってもらっていた母はお料理上手ではな

うになりました。結論は、いつも国内線の飛

かった。その反対で父は稀に見る料理上手で

行機を利用するので、この経験で得た感想は

あった。父は11歳の時に母を亡くした。学校

非常に便利で大変お得と感じました。

にお手伝いさんが呼びに来て、母が危ないの

私の性格から旅行予定を出発前から立てる

で帰るようにと迎えに来られ、妹と息をきら

のは全く不可能なので、まず自然の美くしい

せて帰ったときは既にこと切れるていたと教

土地、そこで美味しい魚介類の食べられる街

えてくれた。そのせいか、また祖父は後1人

を北海道から広島まで2週間でぶらぶら旅行

だったので父は料理をすることを覚えたのか

に決定。時期は6月下旬の梅雨どき。無事遅

もしれない。とにかく何をしても上手であっ

れる事なく成田到着。早速JRパスにて成田エ

た。いか寿司のうまかったことを思い出し、

クスプレスを利用し上野迄向かう。上野で翌

今でも舌鼓をしたい。

日の函館までの新幹線指定席予約。駅周辺の

何事も無くお転婆な子として6年生まで来

ホテルで一泊。夕方ぶらぶらしながら居酒屋
9

辺の景色、徒歩で十分楽しめる。

を探す。ホテルの近くに小さな一杯飲み屋風
の居酒屋見つけ、恐る恐る覗いてみる。サラ

夜は美味しい海鮮を求めて、まずタクシー

リーマン風のおじさん方が結構グループでワ

の運転手だと地元の隠れたお店を知っている

イワイ呑んでる。入って行くとジロッと見ら

かもしれないと思い、尋ねてみる。紹介され

れた気もする。チョット意識し過ぎかな。一

た所は田舎で見られるような、さびれた小さな

品料理をいくつかとビールを注文。日本での

食堂。意外と隠れた、ネットにも紹介されてな

み味わえる贅沢。美味しい、安い！満足！

い驚く何かがあるのかと期待したものの、残念

快適なJR新幹線で翌日函館に向かい、ホ

ながら函館の美食探しは無惨に終わってしまい

テルは駅周辺を選ぶ。ちなみに、グリーン車

ました。ネットの情報で知られる大門横町は個

は富裕層の中国人風の人達で客席がうまって

性のあるお店があるのでおすすめ。

いた。かなり豪華なアウトフィット。函館で
はテレビ番組でみた魚介類が山のようにつま
れた海鮮丼を食べること。朝方先ずは観光に
行く前に、かの有名な函館朝市どんぶり横丁
に。駅から歩いて1分。いざ覗いてみると、
どの店も全く同じサンプル丼物。なにこれ！
テレビの食べ歩き番組では凄く豪華でウ～
ン、ウ～ンと唸って食べてたのに、やはりテ
レビはやらせかな。あれ程の豪華な海鮮丼は
朝市では無理。仕方無しにどの店でも同じよ

翌日は札幌に向かう。札幌までは北斗1

うな海鮮丼を注文。これじゃ、鮨屋で好みを

号、これはかなり長い、ながい、列車の旅

注文した方が豪華にいける。ここではイカを

だった。ここでは、ホステルを利用した。

自分で釣ると活つくりしてお皿の上で動いて

ネットで検索したホームページの写真が箱の

いるのをいただける。

ようでプライバシーが確保されて可愛いかっ
た。利用者は韓国女性が多い。このホステル
は若者の経営で、ちょうど着いた翌日、1階
がバー＆レストランとしてオープンした。お
洒落な造りだったが夜はかなりうるさかっ
た。驚いたのは、朝方1人の若い男性が共同
サロンで荷物をつめていた。理由は、音を
ベッドの回りでたてたくないからだそうだ。
今の世代の若者にしては出来過ぎている。

市場から徒歩15分で金森赤レンガ倉庫が立

此処ではサッポロビール工場の見学、サッ

ち並ぶウオーターフロント。おしゃれなお土

ポロビールやビール産業の歴史を無料で見学

産の店がたくさんあり日本人やアジアの若い

できる。大変興味深く見学させて頂いたの

人に好まれそう。オルゴールのお店は有名。

は、開拓使麦酒醸造所と北海道の開拓仲々面

八幡坂に向かうと歴史散策地区として有名で

白い歴史。つくずく昔の人は若くして偉人

重要文化財のハリスト正教会、旧函館公会

だと、うなずかされた。古い煉瓦の工場跡

堂、領事館、古民家を改装した喫茶店、東洋

はバーベキューとかビヤーガデン、レストラ
ンになっているが興味なくパスする。市内観

と西洋のまじった歴史ある文化財、丘から海
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く同じ色だが私の方が質がいい。私の足なの
で見つかって良かった。
翌日、日帰りで小樽に行く。小樽は予想外
に観光価値のある街で楽しんだ。小樽運河、
時代物の石造倉庫群はとても癒される。自動
車道の反対側の街並みもガラス細工、日本
きりこ、モダンなデザインのグラスが沢山
あり、荷物にならなければ買いたかった。

光はぶらぶら気にいった散策出来る範囲内で
観て周った。その割にはかなり沢山名所が
ある。夜はすすきのではなく、またサッポロ
ラーメンではなく、スープカレーの店に行っ
た。札幌がスープカレーの発祥地だそうだ。

ここには有名なオルゴール堂がある。三角市

たまたま、おすすめレストランに行ったのが

場の海鮮は愉しみ。店がテント小屋の延長み

本当に美味しかった。後でテレビのモーニン

たいだったり、１店舗の店続きだったり、面

グショーで知ったが海外の人にSNSで広がっ

白い。活気があり、入りやすい。また海鮮丼

てる有名なレストランだった。

に大きなホッケの焼き魚を食べた。雰囲気が

夜ホステルの近くに銭湯を見つけてたので

良いので食べ物も美味しい！いくら美味し

行く事にした。此処で大変な失敗をしてし

いとて残念ながらそうそう食べれるものでは

まった。翌日私の運動靴がない。誰かに履い

ない。大好きな骨董屋を見つけたので立ち寄

て行かれた！良く良く考えると、どーも銭湯

り、それを最後に小樽から札幌に戻る。かな

で履き間違えて来たらしい。行ってみると、

り充実した一日だった。

矢張り自分の靴は下駄箱に置かれたままだっ

これで北海道編は終わります。続きは次回

た。仕方なく手土産を持って謝りに行く。全

の会報にて。

催し報告
松田勉さんによるシュレーファー弓子さんの

◎ 2019 年新年会報告

紹介が行われ、優雅なハープの演奏で幕が開
けました。フランスのマルセル・トゥルニエ

ダラスグリーン会の14回目を数える2019

作曲の「朝に」を皮切りに「さくらさくら」

年の新年会が２月３日日曜日、プレノのグレ

「赤とんぼ」「ふるさと」のノスタルジアを

ンイーグル・カントリークラブにて会員37人

誘う３曲と松任谷由美の「春よ、来い」、最

が出席して行われました。

後に黛敏郎の「六段」の６曲を演奏して、美
しく力強い音色に酔いしれて贅沢なひと時を

午前11時からスタートした催しは、まず、
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過ごすことができました。弓子さん、素敵な
演奏会をありがとうございました。
続いてシャンペンで乾杯したあとは、サラダ
からオムレツ、魚介類、ローストビーフ、デ
ザートまで種類も豊富で豪華なバッフェスタイ
ルの食事と歓談を楽しみました。次に大谷雅夫
会長のユニークで愉快なあいさつが行われ、会
場は一気に和やかな雰囲気に包まれました。大
谷会長は「年頭だからといって３日坊主に終わ

ンバーを元気づけました。

るような目標は立てないのがモットーです」と

また、会長は発足15年目を迎えて、役員

切り出し、「『もう歳だから』とか『いい歳を

への新規志願者がいないこと、行事のマンネ

して』とか『年甲斐もなく』とか、こういう言

リ化や行事参加者の減少など課題が多く、現

葉は使いません」と述べ、自身の健康秘訣「７

在のグリーン会の形を考えるときが来たので

か条」も説いたりして、中高年が多い私たちメ

はないかと示した上で、「今年12月の忘年会
には、会の新規方針を提案するので皆様の出
席、協力をお願いします」と報告しました。
最後に黒石美保子さんのアイデアとリード
で方言クイズとジャンケンゲームが行われま
した。解答者にはギフトも渡され、和やかな
うちに新年会は終了し、新たな１年がスター
トしました。また、今年もどうぞよろしくお
願いいたします。役員一同

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】

（１） 本規約を変更する場合は、総会出席者

たる

		 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

（２） 本規約の他、会の運営に必要な事項は

て区分する

		 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
る連絡も行っております。会報の場合は PDF

うららかな日差しが心地よい日もあれば急
に気温が上がり暑かったり、そうかと思えば

ファイルにして e メールで送っていますが、

荒々しい雨に見舞われたり、雹が降ったりと

どうしても紙面でないと見られないという方

何かと忙しい北テキサスのお天気ですが皆様

は郵送いたしますので上田までご連絡下さい。

はいかがお過ごしでしょうか。朝夕はまだ冷

次回会報の発行は 2019 年 7 月下旬を予定

え込む日もありますので、どうか皆様体調に

しております。毎日の生活の中で困ったこと

留意してお過ごしください。

や耳寄りの情報、旅行記や料理のレシピなど

イベントのお知らせです。来る 6 月 30 日

の記事を書いてくださる方も募集していま

には東洋医学専門家の高松文三さんをお迎え

す。面白いことわざや為になる一口ヒント等

して医療講演会を予定していますので是非ご

も大歓迎です。締め切りは 2019 年 7 月 15

参加下さい。詳しくは追ってご案内致します。

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

さて、皆様への行事等の連絡に

ジを残して下さい。

は先ず e メールを利用して

この会報が皆様の生活に少しでも役に立ち

いますが、何かの支障
で届かなかったり、また

ます様、皆様からのアイデアを募集しており

見逃したりすることも

ます。どうぞよろしくお願いいたします。
上田 知栄子

踏まえまして電話によ
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