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〜行事予定のご案内〜
� 忘年会

日時：12月14日（土）午後1:00〜午後4:00　
場所：Hillcrest Villa Clubhouse

　住所：6970 Helsem Way, 
　　　　Dallas, TX 75230

担当：黒石 美保子   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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 『幾つになっても前しか見ない』
         

 大谷 雅夫 

　10月13日時点で祖国日本は大変なことに
なっている。東日本を襲った台風19号は日が
経つにつれてその被害の全貌が明らかになっ
て来ているが正に悲惨そのもの。被災した
人々には気の毒だが1日も早き復旧復興を祈
るしかない。その一方で、ラグビーのワール
ドカップも行われているのだが、日本が優勝
候補のスコットランドを破り歴史的な勝利を
収め、長い間の念願かない決勝進出を果たし
たことは近年にない明るいニュースであり、
被災地の人達に勇気と希望を与えたことも確
かである。
　日頃縁のないラグビー、しかし今回のワー
ルドカップでにわかファンが急増していると
聞く。ルールがややこしいと言うか難しくて
ともすれば敬遠しがちな団体スポーツではあ
る。私は今回日本で行われている全ての試合
をテレビ観戦しているのだが大学時代の4年
間、あの楕円球を追いかけて来たラガーとし
ては当然のことかも知れない。手に汗握る観
戦。タックルと言うかもう肉弾戦そのものの
ぶつかり合いは凄い。男の勇ましさと激しさ
と熱き気持ちと……。色々なものが垣間見ら
れたことであろう。ラグビーは球技の中では
一番大人数の1チーム15人のスポーツである
が、誰一人としてサボったら成立しない目茶
無茶ハードなスポーツである。有名なフレー
ズは「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」一人
は皆んなの為に、皆んなは一人の為に。
　ラグビーが他のスポーツと大きく異なる点
はとにかく色々な選手がいることである。背
が高い、低い、痩せている、太っている、足
が速い、遅い選手など体格の異なる1チーム

15人が一つのフィールドで共存する。これは
ラグビーが球技の中でも特にポジションよっ
て求められるプレーヤーや役割が大きく異な
る為で、どのポジションのメンバーが欠けて
も勝利に辿り着くことは出来ない。大きな
選手がスクラムを組みラインアウトで並んで
ボールを取る。それを小柄な選手が絶妙なタ
イミングで後ろにパスを出す。パスを受けた
足の速い選手がタックルされた時の為に身体
の大きな選手が全力で後を追う。こうして1
人1人がその役割を果たすことで勝利を手に
することが出来る。それ故に、仲間を守る為
に躊躇している暇もないし見返りを求める余
裕もない。ラグビーをプレーしている選手達
はこのことを心の底から理解しているから、
自分の為ではなく常に仲間の為に無心でプ
レーする。その気持ちや姿勢がメンバーの心
を互いに前に動かし、時には勇気を与えてく
れるのである。これが体感出来るスポーツは
中々ないのである。
　自らを犠牲にしても怪我も恐れず仲間に
ボールを託す凄み。全員で勝利をもぎ取る覚
悟が素晴らしい。それでいて寡黙さと紳士さ
とを兼ね備えている。モテたいだけのチャラ
い感じなんて全くない！俺が俺がの自己虫さ
も全くない！半世紀前の血が騒いだが、男な
がら年上ながら彼等を尊敬した。そして感
動した。テレビの前に釘付けになってハラハ
ラドキドキしたのは何十年振りのことだろう
か？！攻められ続けても必死に耐える姿に心
揺さぶられ本当に凄い試合を見させてもらっ
た。ただただ勝った瞬間、涙が止めどもなく
溢れて来たのは、自分には今尚暑い血潮が
流れていることを知り嬉しかった。別にサッ
カーを貶す思いはサラサラないが、あの大袈
裟なファウルアピールは何なの？そう思える
程のぶつかり合い。倒れても倒れても起き上

会 長 談 話
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がってボールを追っかけ果敢にタックルに向
かって行くラガー達の姿に痺れる。私はこの
ワールドカップで日本でのラグビーの人気と
世界的実力はサッカーを追い抜いたと確信し
ているのである。
　スポーツに限らず仲間と切磋琢磨し共に掴
み取った喜びは自分1人だけで掴んだ喜びの5
倍10倍と言った大きなものとなる。それは自
分1人では不可能な事を成し遂げると言う、
より難しい物事への達成感と言うことだけで
なく人が相手の気持ちを受け取って自分のも
のにすることが出来ると言う共感能力を持っ
ているからだと思う。ラグビーは普段から身
体そのものをぶつけ合うような厳しいトレー
ニングを行う事や、他のメンバーがいるから
こそ勝利に辿り着けると言う特性があるか
ら、チームメンバー同志の繋がりは他のどん
な競技と比べてもより密接なものである。だ
からこそ勝利の時の喜びも敗戦の時の悔しさ
も他のどんな競技よりも強く感じることが出
来る。これもラグビーの良さの一つである。
「見返りを求めず誰かの為に無心で頑張る。
皆んなで勝利を掴む、これらのことは個人や

普段の生活の中では中々出来る事ではない。
例えば会社組織を通じてこそ体験出来るので
ある。「自分の勝利は皆んなの勝利、皆んな
の幸せは自分の幸せ」こんな思いを社員に啓
蒙することが出来れば、私の会社は絶対に強
くなるとかって自分に言い聞かせた事を鮮明
に覚えている。私のニューヨークでのビジネ
スサクセスストーリーはまたの機会に譲るこ
とにしよう。
　今年は遅まきながらの厄年と思っている。
若い頃からのハチャメチャ人生の付けを払っ
たと思っている。色々な病の問屋となり既
に4回程手術をしたが年内にもう1回やるよ
うになるだろう。それで終わり、来年からは
新生大谷となる。（笑）前2回の会報は病の
ことに触れたから今読み返してみるとやはり
暗い。だから今回は明るい話題とした。ボー
ルを持ったら前に突進するのがラグビーであ
る。だから私の生活信条も幾つになっても前
しか見ない。病を患ったことで一病息災に
なったのはとてもいいこと。再々言うがこれ
からは細く長くしぶとくしなやかに生きて行
きたい。（笑）

会 員 広 場

◎「平等寺から薬王寺」
 黒石 美保子

　嬉しい事に今夜の宿、山茶花は22番札所平
等寺へ8秒8歩のまさに看板通りです。「ご
苦労様です。いらっしゃい」と満面の笑顔で
迎えてもらい、斎藤さんはこっち、貴方は女
子専用のお隣と手際良く早速部屋に案内され
る。新築の2階、まだ木の香りも漂う明かる
い部屋でログハウスの気分。もう1部屋有る
ようですが今夜は私1人。1階は昼間マッサー
ジのサロンになっています。

　刺身、魚、野菜の煮物、和え物、お浸し、
サラダ、きんぴら、漬け物と並び、斎藤さん
は素敵に丹前姿で晩酌にビール1本つけて、
私はいつもの様に早速刺身を彼に横流しして
安心。「さて何から食べようかなぁ～。」1
日の疲れも癒やされながらの食事は美味しい
し楽しい。やはり食事は1人でなく人とする
もの。
　「明日の朝は少しゆっくりできるね。8時
まで納経出来ないから。」のん～びり食後の
コーヒーが楽しめると思った考えが浅はかで
した。荷物は此処に置いてお参り。納経後出
発って今朝と同じ7時半に歩き始めるか、お
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参り始めるかの違いだと気がついた私。「ハ
ハッハ」斎藤さんが面白そうにニコニコ顔で
す。(もしかして彼の『ゆっくり』は丁寧に
ゆっくりおまいりしましょう？)   
　女将さんの「明日の朝食何時がよろしいで
すか」の問いに2人とも6寺半御願いします
と息が合う。8時過ぎに食堂の向かいの部屋
の明かりが消えた。それを機にお休みを交わ
して部屋に戻る。今日も1日ご苦労様と足の
マッサージ、身体が温まりそのまま寝床に入
ると朝までぐっすり眠る。　　
　お早う御座いますから始まる1日、予定通
り朝食後山門でお辞儀をすればかなりの階
段、上に本堂の屋根を見上げる形になる。朝
靄の静かな境内には私と斎藤さん、100% 納
経1番と2番です。同宿で出会った人達は昨日
のうちにお参り済ませて今朝はやーく出発。
慣れたお遍路さんは日の出と共に歩き出す様
です。
　斎藤さん曰く「私達は殿様遍路と変わら
ないからゆっくり愉しみながら旅しましょ
う」って！今日は平地、海沿いもあるから
ね、お昼は持たなくても大丈夫、美味しいも

のが見つかる。丁度11キロ歩けば由岐駅辺
りだしね。お接待のお菓子、宿で貰ったし私
は水とコーヒーをリュックに詰め込んで歩き
はじめた。月夜御水庵を過ぎて釘打ちで遍路
小屋を見つけ小休止する。多少の登りがある
が徐々にくだっている様子、途中癒しの道
やら俳句の道があったりで私たちを楽しませ
由岐駅に到着。ここで地元のお弁当を頂きな
がら、海が近いと思えば「早く見たいね、行
こう」かとなる。田井ノ浜は海水浴場で海の
家もあるし徳島ではナンバー1の白砂。私も
昔々小学校1年の夏、叔父叔母に連れて行って
貰らった記憶がある。木岐の浜辺でアサリ取
りしてる人達のなんとものどかな光景です。
　山座峠を越えて暫く歩けば日和佐湾がひら
けてきた。あと3.5kmで23番薬王寺に到着
だ！ 「頑張れ、頑張れ」。納経に間に合いそ
う、宿坊はお寺の前、挨拶もそこそこに荷物
を宿に預けて、と言うよりおっぽり出してお
寺に向かう。階段ありの長い参道にもめげず
間に合った。勿論お参りも忘れずにしっかり
しましたよ、納経の後ですが…。いよいよ明
日から室戸目指して75.4kmの修行の道場入
り。合掌

▲ ウミガメが産卵する日和佐海岸。

▲ 日和佐海岸は昔のまま保存されている。
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レストランにいかせていただきました。注文
したのは山海の味覚が楽しめる籠膳。それで
も使い切れないので脂がのってるとお勧めの
一貫880円の中トロと560円のあじの握りを
余分に他のメニューから注文しました。
　私の感想。籠の一品マグロ丼、解凍したマ
グロでプリプリ歯ごたえはなく味なし塩味だ
け、握りも全然脂のりなし、回転寿司の握り
にも劣るようなお味でしたでした。デザート
のフルーツもちっさな味のない果物を切った
ものでした。私は岡山が実家なので果物はい
つも不自由なくおいしいものをいただいてお
ります。この高級料理にどうしてこんな安い
材料が使われたのか不可解です。会社のお金で
普段食べられない高いもの食べようと思う私が
間違ったのか、選んだものが悪いのか、台風の
影響でいいネタがなかったのか、どこに問題が
あったのでしょう。それでもいつも思うのです
がホテルのレストランのお値段と内容のバラン
スはいつも私の疑問の1つです。これは食べ放
題のバフェは入っておりません。
　余談ですが同僚で食べるのが大好きな人が
います。成田市内の高級な寿司屋に初めて彼
が行った時、たくさん食べすぎてお金が足り
なかったそうです。クレジットカードも持っ
てなかったのでしょうか、とにかくホテルま
で帰って現金を持ってくると言うことで彼は
足りない分を支払ったそうです。こういう話
は日本でしかあり得ませんよね。それ以来彼
は常連で、いたれりつくせりのサービスをし
てもらってるようです。
　これを書いているときに他人事ではなく竜
巻の警報サイレンが鳴り、直ちにシェルター
に避難するようにと緊急警報のメールが入り
ました。懐中電灯、携帯を持って不安に動き
回る我が家のワンチャンと一緒にバスルーム
に避難しました。幸運にも電気は消えること
なくWi-Fiも使用でき、テレビの情報も聞け
たので息を飲みながらサテライトの天気情報
をにらんでおりました。あと何分でこの地域

◎「台風19号」
近藤 典子

　今回私事の理由で執筆する時間が取れなく
て、日本ぶらぶら旅行続3をお休みさせてい
ただきます。
　今皆様ご存知のように日本でのニュースは
毎日台風19号の被害の報告で、どのテレビ局
もかなりの時間をとっております。日毎に想
定外の大きさによる被害、被害者が増してい
くのが報じられております。少しでも早く皆
様の平穏な生活に戻られますことをお祈りし
てやみません。
　アメリカンエアラインの乗務員も19号の影
響で6日間ホテルに缶詰になりました。ホテ
ルからどこにも出かけられなく不自由な日々
を過ごし、贅沢ながら退屈したことと思いま
すが、それでも被害者に比べれば食事は不自
由なく取ることができ、またジムで体調維持
でき、公共の避難場所に避難した方々に比べ
れば結構な滞在ができたと思います。私たち
が成田に到着したのは10月14日。12日の便
がキャンセルされ13日の早朝5時にダラスを
出発しました。私たちが着いた時は交通便も
かなり復活し市内は何の不自由もなく移動す
ることができました。それでも私たち当日の
乗務員たちに会社から特別に上限付きの食費
が出ることになりました。お陰様でいただい
た食費は使い切らなければ損とホテルの高級
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を嵐は通り抜けるか息を呑んで雲の動きを見
つめてました。その時間の流れがとても長く
感じられました。幸運に雲は我が家の北のほ
うに通り抜けたようです。私はダラスに40年
以上住んでいますが、ここ数年毎年のように
竜巻の警報が入るようになりました。この世
界的な異常気象はこれから先どんな影響があ
るのでしょう。どんな警報も軽く見ないで常
に普段から準備し、まず命を守るように対処
しなければならないとつくづく感じます。
　一夜明けた今朝のニュースによるとロイヤ
ル、プレストン、トールウェイの地域でかな
りの被害があったとニュースで報じられてい
ました。

◎「ちょっといい話し」
上田 知栄子

　私の最近の趣味は「Youtube」でニュースや
小説の朗読、落語、漫才、ドラマや映画を鑑賞
することです。そこで受け入りではありますが
「ちょっと小耳に挟んだ良い話し」をここで取
り上げたいと思います。タイトルは「ガン細胞
を消滅させる最強野菜ベスト５」です。
その最強の野菜とは：
1）ゴーヤ　

ゴーヤは先住民
族によって薬用
植物として使用
さ れ て き ま し
た。ゴーヤは免
疫系を強化し、
その強力な抗が
ん性でがん細胞
が増える原因の

グルコース発酵を抑える作用があります。水に
わずかなゴーヤを入れて飲むだけで72時間後
にはがん細胞の98％を死滅させることができ
ます。沖縄の方は元気で長生きなことは知ら

れていますがその原因はゴーヤにあるかもし
れませんね。
2）ニンニク

ニンニクには独特な匂い
の元となるジアリルトリ
スルフィド（DATS）と
呼ばれる殺菌成分が含ま
れています。この成分は
食中毒の原因となるカン

ピロバクターやカビに対して抗生物質の1000
倍の効果があるという研究結果もでており、
大腸がんの予防に非常に効果的な食べ物と言
われています。
3）キャベツ

キャベツには免疫力を
高める成分が多く含まれ
ており、その中でもイソ
チオシアネートという成
分ががん細胞を抑制する
ことが明らかになってい

ます。しかし、イソチオシアネートは熱に弱
いので生で食べたほうが効果的に摂取できま
す。最近、風邪気味の人にも是非食べてほし
い野菜のひとつです。
4）生姜

生姜には生姜特有の成
分「ショウガオール」
には殺菌作用の他に抗
がん作用があります。
ニュージャージ州の大
学の実験ではがん細胞

が実際に抑制され、がん細胞の自滅が高められ
たとの報告がされています。
5）セロリー

セロリーのあの独特な香
りは「アイピン」という
成分からきています。ア
イピンにはリラックス効
果や食欲増進効果だけで
なく抗酸化作用が豊富で
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がん予防に効果があると言われています。セロ
リーは葉の部分と茎の部分では栄養が異なり葉
のほうがより効果的に予防できます。
＊「抗がん作用の野菜は沢山存在しており、
食べるのが良いのはもちろんのことですが、
どのくらいの量をどの期間食べ続けたら全て
の癌が消え治るかは、その患者の身体の状態
によるもので一貫して言えません。ただし、
これらの野菜を日頃から食べ続けることでが
ん予防はもちろん、からだの中で悪さをする
がん細胞を退治して体の外に追い出してくれ
ます。人間の体内では毎日5000個以上のがん
細胞ができていると言われていますが、私達
の体は多くのがん細胞を毎日退治してくれて
いるので健康でいられます。
　がんになれば一般に治療費も高く再発のリ
スクもあり、髪が抜けて肌の色も変色するな
ど、身体の負担の大きい治療を受けなければ
ならなりません。一方で身体を健康的にしな
がら、がん細胞をやっつけてくれるとても頼
もしい野菜たちもあるので意識して摂り入れ
るようにしたらよいでしょう。」
　以上の内容を見聞きしたので掲載しまし
た。これらの野菜は苦手な人もいらっしゃる
とは思いますが、結構「食べず嫌い」だった
り、料理方法で好きになったりすることがあ
るようです。ご意見などありましたら上田ま
でお知らせ下さい。　

◎「月下美人」
上田 知栄子

　数年前、友人から月下美人の株を2つ頂きま
した。ポット用の土を入れ替えたり冬の寒い時
期には家の中に入れて育てたりしているうちに
見る見る昆布に似た茎がたくさん伸び、昨年か
ら1つの株にだけ美しい真っ白な大輪の花を咲
かせて楽しませてくれています。

　今年は9月20日にいっぺんに4輪の花が見事
に開き、あまりにも美しいので皆様にも見てい
ただきたいと思い写真を掲載しました。ある
日、平たい茎の横から鎌首をもたげたような花
の蕾が伸びているのに気が付きます。夜になる
と徐々に花が開き、夜中の11時～12時頃には
直径20センチにもなる真っ白な花が満開にな
り、ひととき見惚れておりました。朝方にはし
ぼんでしまいますので一晩だけのまさに名にふ
さわしい月下美人です。　

◎ D & C 会（Drink & Chat）
 　毎月会員のお宅で食事をしながら「情報と
意見交換の会」として興味あるトピックを決
めて集まっています。毎月第2火曜に開催と
なっていますが、開催日は時々都合で変更さ
れますのでご了承下さい。

催 し 報 告

▲ 8 月 12 日に開かれた D ＆ C 会の模様
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　担当は山下直訓さんですので何かご意見が
ありましたら 電話: 940-453-2117、または
eメール: paul.yamashita@centurytel.netま
でご連絡下さい。

◎ お茶会
　
　毎月第3金曜日午前9時半からCoitと190
（President George Bush Turnpike）の北
東に位置するRosa’s Cafe & Tortilla Factory
（420 Coit Rd, Plano, TX 75075）で「お茶
会」と称したおしゃべり会を開いています。
毎回10人くらいのメンバーの方が集まり、
ニュースから個人的な話題までに花を咲かせ
ております。午前11時頃まではRosa’s Cafe に
おりますが、その後は大体どこかのレストラン

▲ 10 月 18 日に集まった時のワンショット

に移動して昼食を一緒に摂ったりします。
　Rosa’s Cafeはメキシコの色鮮やかな装飾
と華やかな明るい広々とした店内で、気楽に
ゆっくりとした時間を過ごせる場所です。メ
キシコ料理に興味のある方はきっと大好きに
なるお店だと思います。お時間のある方は是
非参加して下さい。お持ちしております。
担当は上田知栄子 携帯:214-250-4759です。

ではこの身分証明書の提示が求められます。
　つまり2020年10月1日以降、リアル ID法
に完全に準拠している州発行の運転免許証か
身分証明書、または有効なパスポートや特別
承認された強化IDがなければ、連邦ビルへの
アクセスや民間機への搭乗はできなくなりま
す。これらの証明書には、右上隅に金色の丸
で星のマークが入ります。
　テキサス州でも同法規則を準拠しており強
化された運転免許証等は、すでに2016年10
月10日から発行されており、星印が印刷され

◎『REAL ID』運転免許証・身分証明書　 
    2020年10月1日スタート
　あなたの運転免許証・身分証明書には金色
の星が付いていますかーー

　連邦議会が９・11のテロ攻撃に対応して
2005年に可決した「リアルID法」（REAL 
ID Act）が2020年10月1日から全米で施行さ
れ、18歳以上の人が米国内で飛行機に乗ると
きには「リアルID」の身分証明書の携帯が必
要になります。
　リアルID法では連邦政府が身分証明書とし
て承認する場合、各州が発行する運転免許証
および身分証明書は、強化された政府の統一
基準を採用することを義務付けています。星
印はセキュリティが強化された「リアルID」
証明書となり、米国内の空港セキュリテイー

お知らせコーナー
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ていれば有効となっています。星印がない運
転免許証か身分証明書でもカードに記載され
ている有効期限までは使用できますが、2020
年10月1日以降では運転免許証、銀行取引、
投票などの州関連の目的にのみの使用とな
り、連邦関連の証明書としては受け入れられ
ないとしています。
　同法律は米国内の全員が身分を証明する動
きになっておりますが、必要以上に政府の侵
入を望んでいない人々からは批判の声や混乱
を招いているようです。しかしテキサス州公
共安全局（DPS）では古い免許証や身分証明
書をお持ちの方で飛行機を利用する人は早め
に正しく認証された身分証明書を取得するよ
う呼びかけています。
　現在DPSによると免許証センターは更新を
求める人で混雑しており、申請者の長い行列
ができているとのことです。市民権を保持し
ている人であればオンラインで更新できます
が永住権の場合は直接センターでの更新が必
要で最長2年前から更新ができます。
　運転免許証の更新には ①現在の免許証 ②
ソーシャルセキュリティー番号（カード） ③
米国市民権または永住権 ④車の有効な保険証 
⑤更新手数料 25ドル ⑥申請書DL－43フォー

ム（DPSのHPで入手可能）が必要です。
　詳細は、TEXAS Department of Public 
Safety のサイトでご確認下さい。　
https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/
federalRealIdAct.htm

◎「生活の知恵袋」
　毎日の生活の中で、皆様が実践している「ひ
とくちメモ」のような内容の記事を掲載したい
と思いますのでご協力下さいませんか。
　書籍やテレビ、インターネット、友人など
から見聞きした、または体験などから、毎日
の生活がもっと楽しくなったり、物事が楽に
進んだりするような「生活の知恵袋」と題す
るひとくちメモを紹介するコーナーを設けた
いと思います。毎日の生活の中で「これは良
い」と思いついたこと、皆さんと分かち合え
るような事などありましたら、お気軽に係ま
でeメールまたは郵送でお送り下さい。お待
ちしております。担当 上田知栄子
eメール：chieko168@aol.com
郵送先住所：6910 Woodsprings Dr. 
　　　　　　Garland, TX 75044



10

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に
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

＊＊＊
＊＊
＊
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編 集 後 記

　10 月に入り急に朝夕が冷え込むようになり
ましたが皆様はいかがお過ごしでしょうか。
　日本では大きな台風が 9 月、10 月と連続し
て上陸し、強風や大雨の影響で長期の停電や河
川の堤防がいたるところで決壊し、たくさんの
住宅が大きな被害を受けたようです。また、ダ
ラス地域でも 10 月 20 日の夜に雷雨の伴う嵐
が発生しノースダラスやガーランド、リチャー
ドソン方面に竜巻がタッチダウンして多くの
建物が破壊されました。いくら自然災害とはい
え被害にあった方々には本当にお気の毒で心
が痛みます。一刻も早い復興をお祈り致します。　
　さて月日は早いもので 2019 年も残すところ
2 カ月あまりとなりました。今年の締めくくり
として会では 12 月 14 日（土曜日）に忘年会
を予定しておりますので、どうか皆様お誘い合
わせの上ご参加下さいますようご案内致しま
す。詳細につきましては 11 月に入りましてか
ら改めてお知らせ致します。
　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 2020 年 2 月上旬を予定し
ております。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。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を募集しております。
　合わせて役員を募集しています。ご存知のよ
うに現在の役員は殆どが５年目に入り、中には
長い間役員を引き受けてくれている人もいま
す。ボランテイアの内容は会長職、渉外係、メー
ル係、会計、連絡係、会報の取りまとめ、会報
制作、名簿制作などです。行事があるときはお
皿や、コップ、水などを準備する人なども必要
となります。ご協力して下さる方を募集してい
ますので役員までご一報下さい。　
　次回会報の締め切りは 2020 年 1 月 15 日で
すのでメールアドレス「chieko.iroha@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。 

上田	知栄子　
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