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� 花見会
日時：3月22日（日）
場所：Dallas Arboretum
住所：8525 Garland Rd. Dallas, TX 75218
担当：ブルワー・パット
　Tel: 214-923-0217
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� ダラスシンフォニー　
Mozart Piano Concerto No. 21 and
Sibelius  Symphony No2 
日時：5月17日（日）午後2:30〜
場所：Morton H. Meyerson Symphony Center
住所：2301 Flora St. Dallas, TX 75201
担当：近藤 典子
e-mail：norikontx@gmail.com
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 松田 勉 

　謹賀新年。皆さん年末年始は如何お過ごし
だったでしょうか？小生はここ20数年日本で
正月を迎えていませんが、当地で生活してい
ると小さい頃に感じた元旦の朝の新生感、大
晦日の日とは1日違うだけなのに全く異なった
新鮮で希望に満ちた空気に覆われていると感
じた高揚した気持ちも今昔の感があります。
　こちらでは元旦は単なる祝日扱いで会社員
や公務員は2日からは通常勤務。日本の松の
内、元旦から1週間程度は松飾も撤去せず、華
やかなお祭り気分も抜け切らずに親戚や友人
の家々を渡り歩いては呑んでばかりいた期間
ですが、そんな飲兵衛にとっての日本の古き
よき時代を当地で再現するのは不可能です。
　もっとも今は日本でも我々の子供時代に感
じた正月を迎えるワクワク感はかなり薄れて
いるようです。貧乏ゆえにハレの日と普段の
生活に大きなギャップがあり「♪もういくつ
寝るとお正月ー♪」と童謡でも歌われていた
ように、この日から着ることを許された新し
い服、当時は豪華にみえた、お節料理やお雑
煮等が本当に待ち遠しかったものですが、社
会が裕福になった今日では興奮度は格段に低
下しているようです。
　昔は良かったという話をすると、それはお
前が歳を取った証拠だと揶揄されるのがオチ
ですが、子供の頃の近所付き合いは現在に比
べてもっと濃かった気がします。料理を作り
過ぎたなどと言いながらのおすそ分けも頻繁
にありましたし、テレビを有する家ではプロ
レスとかポパイの放映がある日には、テレビ
のない家々の子供達を招いてみせてくれた
り何かと助け合って、貧乏だけど不思議な明
るさに包まれていたものです。母も晩年よく

言ってました、「貧しかったけど、今想うと
あの頃が一番楽しかったなぁ～」と。その頃
に比べると現在の日本社会の共生感や互助の精
神が格段に衰えているのは誰の目にも明らかで
しょう。総論賛成、各論反対の利己主義的な傾
向が最近とみに見られるようになりました。
　例えば、保育園や幼稚園は地域にとって必
要なことは充分認識しているが、それがいざ
自分の住む家の近隣に建設されるとなると大
反対をする、曰く子供の叫び声や泣き声がう
るさい、通園時の交通規制が鬱陶しい、不動
産価値が低下する等々。司馬遼太郎氏は80年
代のバブル経済が日本人の本来有していた真
面目に働く意欲や他人を思いやる心をズタズ
タにしてしまったと嘆かれていました。
　農民がそれまで有していた真っ当な勤労精
神が当時各地で起きていた土地代の高騰に
よって失われてしまい、大根等をおざなりに
育て、まともな農作業をせず、なーに、その
内この辺りの地価は何倍にも跳ね上がるから
待ってるだけで充分と嘯くようになったが、
こんなのは健全な経済活動からは程遠いと憤
慨し、こんなに人心を荒廃させる投機対象の
土地は全て公有にすべきとまで思い詰められ
ていました。物質主義的で自分の利益のみを
追求する利己主義的な人間がバブル経済に踊
らされてこの時期急激に増加してしまったの
は歴史的事実です。
　翻ってアメリカはどうでしょうか。元々が
ヨーロッパから新天地を求めて移住してきた
清教徒たちが国の始まりだった訳ですから敬
虔なクリスチャンは多く、今でも同じ教会の
信者同士はつながりは強いようです。しかし
「manifest destiny」と称し、原住民である
インディアンを啓蒙すると正義の旗を掲げて
彼らを迫害、殺戮して土地を収奪してきた歴
史は、日本人には一神教の怖さと残酷さを認

会 長 談 話
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識させただけだったのではないでしょうか。
　もう一つ神とはあまり関係のない無
頼 漢 に よ る 荒 く れ 個 人 主 義 （ R a g g e d 
Individualism）は今でも根強く一種の憧れ、
特に白人の深層心理の中には理想像として
残っているようにみえます。これは理知的な
人間でも行動を伴わない知識なんて何の役に
も立たないとばかり、凶暴な相手に対しては
腕力や銃で完膚なきまでやっつけるジョンウ
エインタイプの人間です。そうでないと品格
がいつも問題となるトランプ大統領の慣例と
か常識を無視した予測不可能で一見無茶苦茶
な単独行動主義に根強い支持が一定数保持さ
れている理由が説明できません。いずれにせ
よ、先祖代々八百万の神を信じ、天罰を恐れ
て仲間同士助け合ってきた我々農耕民族とは
かなり肌合いが違います。

　慣れたとはいえ、文化も生活習慣も異なる
当地での生活は欲求不満もストレスも溜まり
がちになるのは日本人の我々にとっては当然
のことではないでしょうか。多くの民族の移
民によって成り立ってきたアメリカですが、
それらの文化は交じり合わないでモザイク状
に各々が消えずに存在しています。日本文化
も寿司とかラーメンは社会に浸透しているとは
いえ、アメリカ人のパーティーに招待されるよ
りは日本人同士の集いに参加する方が気楽で楽
しく感じるのは小生だけではない筈です。
　文化を共有し、考え方や常識が似通った者
同士の集いには余計な気を遣わない気軽さと
癒しがあります。これからも他の役員と協力
して、会員の皆様が喜んで参加し、ストレス
発散に役立つ機会の提供に努力いたしますの
でご協力の程宜しく。

新年会プログラム

1.  開会（黒石） ………………………………………………………11:00 am

2.  お琴と尺八二重奏（平嶺） ………………………………………11:05 am

 コーバン富美子さん、ジョン・ジョンストンさん

3.  会長挨拶・役員紹介・今年の行事予定（松田） ………………11:35 am

4.  昨年度活動報告（黒石） …………………………………………11:50 am

5.  乾杯（松田） …………………………………………………… 12:00 pm

6.  食事・歓談    …………………………………………………… 12:05 pm

7.  趣味の会の紹介（各担当） ……………………………………… 1:10 pm

8.  新規入会者自己紹介（黒石） …………………………………… 1:20 pm

9.  閉会（松田） ……………………………………………………… 1:55 pm

10.  終了 ………………………………………………………………  2:00 pm
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⛋ 会長 ………………………………………………………松田 勉
⛋ 無任所 …………………………………………………大谷 雅夫
⛋ 総務 …………………………………………………黒石 美保子
⛋ 会計 ……………………………………………………近藤 典子
⛋ 渉外 ……………………………… 平嶺 多美子 & 高野 ターク
⛋ メンバーシップ ……………………………… ブルワー・パット
⛋ 会報・備品管理 ………………………………………上田 知栄子
⛋ ウエブサイト ………………………………古田 正洋（日本）

2020 年役員と担当責任者

2019 年行事報告

⛋ 2019年新年会
　ダラスグリーン会の14回目を数える2019
年の新年会が2月3日（日曜日）、プレノ市
のグレンイーグル・カントリークラブにて
会員37人が出席して行いました。この日は
シュレーファー弓子さんの美しいハープの演
奏で幕が開き、贅沢なひとときを過ごすこと
ができました。続いてシャンペンで乾杯した
あとは、種類も豊富な豪華なバッフェスタイ
ルの食事と歓談や大谷雅夫会長のユニークな
あいさつ、担当役員のアイデアとリードで
ゲームも行われ、楽しい新年会で2019年が
スタートしました。

⛋ 2019年度医療講演会 
　6月30日 (日曜日) 午後2時からHillcrest 
Villa ClubhouseにてRoyal Preston Clinic 
の高松文三さんによる「明るい死活のすす
め」と題した講演を行いました。参加者は
会員ら23名。高松さんの説明によると死活と
は、死後のあり方に向けての積極的な活動の
ことで、臨死体験やMonroe Instituteの紹介、
死後の世界についての説明があり、死とは、
忌避すべきことではなく、この世の旅の終着

点でもあり、もっと自由度の高い次の旅の出
発点でもあると言うことが、講演の趣旨でし
た。精神性が問われるような内容でした。
　
⛋ 大谷牧場BBQパーティー
　毎年10月頃に開いていますが、2019年は
牧場主の大谷さんの体調が心配だったことと
役員の準備不足も手伝って、中止とさせて頂
きました。

⛋ 2019年総会・忘年会
　12月14日（土曜日）午後12時から、ヒル
クレストヴィラ・クラブハウスにて「総会・
忘年会」を開催し、会員やゲスト計35人が
参加しました。総会では大谷雅夫会長のあい
さつ、会計報告や新役員の紹介などが行わ
れ、新会長には松田勉さんが選ばれました。
松田新会長は同会の15年間の活動を振り返
り、より充実した会へ発展するために ①規
約の改正 ②新規会員募集の強化 ③年間行
事、趣味の会の多様化の3つを今後の方針と
して示しました。この後、持ち寄った料理に
舌鼓を打ちながらおしゃべりを楽しみ、担当
役員のアイデアが詰まったゲームに抽選会な
どが行われ大盛況でした。
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2020 年行事予定
2月2日（日） ………………………… 新年会　 　
3月22日（日） ……………………… 花見会　
5月17日（日） ダラスシンフォニー鑑賞会 
7月  …………………………… 医療講習会  
8月  …………………………… 料理講習会 
「短時間で用意できるパーティーでの一品」　
10月  ………… 大谷牧場 BBQパーティー　
12月6日（日）  ………………… 忘年会予定　
　
● 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。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 Coi t  Rd,  P lano,  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

2019 年度収支報告書
     2018.12.1 〜 2019.11.30

収入

会費

2019 年度会員費 16 家族会員 $640.00
24 個人会員
費

$720.00

1 個人入会費
半年分

$15.00

小計 $1,375.00

参加費

2019 年新年会 39 名 $390.00
医療講演会ゲスト 1 名 $3.00
忘年会ゲスト 2 名 $10.00

小計 $403.00

寄付
高松様 $100.00
サイプ様 $100.00

小計 $200.00
2019 年度収入 合計 $1,978.00

お茶会風景09/19
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会 員 広 場

◎ 私の旅（1）
 高野ターク

　既に米国に住み着いて50年になろうとして
いる。青年から老人への変化を遂げその間、
結婚、ワイフと一緒に娘、息子を育てた。
彼らも既に巣立ちそれぞれの生活を持ってい
る。ワイフに先立たれてからもう8年目を迎

えようとしている今、時折、独身時代の一人
になったような気分を味わうことがある。そ
んな時、想うのが50年前のアジア、アフリ
カ、ヨーロッパの2年半に及ぶ働きながらの
旅である。その間、30数カ国をめぐりいろい
ろな人達と出会い、楽しいことも多々あった
がまた孤独な旅でもあった。
　海外旅行と言えば、よく耳に入るのはク
ルーズを含めた豪華旅行パッケージだ。しか

支出

行事経費

2017 クラブハウス 会場費、諸経費　 $98.00
2018 医療講演会 会場費 $26.00

小計 $124.00
2018 忘年会諸経費（プライズ、飾り物、
備品）

$189.61

         飲料水 $13.07
小計 $202.68

2019 新年会　会場費／食事　 $1,599.54
         食事代（チップ、その他追加分） $77.97
         諸経費（プライズ、飾り物、備品） $71.41
         ハープ演奏謝礼金 $200.00

小計 $1,948.92
2019 医療講演会 会場費 $23.00
        医療講演会 講演謝礼 $200.00
　　  飲料水 $15.78

小計 $238.78
2020 新年会食事代分割払い $520.70

小計 $520.70

事務費
備品 $34.12
事務費（切手） $21.84

小計 $55.96
2019 年度支出 合計 $3,091.04

資産状況
総収支差額       ＄1,978.00 - ＄3,091.04 ＝ - ＄1,113.04 -$1,113.04
前期繰越金　    2018.11.30 $7,012.09
次期繰越金　    2019.11.30 $5,899.05

Checks

入金予定小切手 1499 $5.15
1500 $189.61
1501 $71.41
1503 $23.00

合計 $289.17

繰越金 残高　             11.30.2019 $6,188.22
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しいずれも経済的に豊かになった晩年での旅
行話であることが多い。若ければ躊躇なく出
来ることでも晩年になると主に健康からくる
限界がある。ましてや独身時代ではなく夫婦
共々となると尚更、行動範囲にブレーキがか
かる。同じものを眺めても体験しても若老と
では当然の事ながら感じに違いが出てくる。
身体が丈夫なだけがとり得の若い貧乏時代に
も強烈なパッションがあれば世界を旅する手
段も無くはなかった。
　最近も旅はするがビジネスのときも含め、
美味いものをたらふく食い、上級ホテルに泊
まり、何の心配もないのだが…ある意味で、
昔の旅で味わった面白さ、興奮さに欠けると
思うことがしばしばある。ようするに昔の旅
で味わった事が懐かしいのだ。かといって昔
の旅を今、実践すれば食い詰めた老放浪者に
しか見えず資金切れとなれば保護施設に収容
されるか、または本国への強制送還が落ちだ
ろう。
　私の言う旅とは「無銭旅行/ヒッチハイク」
のことである。今や飽食時代の日本じゃ死語
になったかもしれないが1960～1970年代、
ヒッチハイクは貧乏人または金を使いたくな
い者が選択する一つの旅行手段だった。他人
の好意にすがった50年前の貧乏旅行は若いか
ら出来た。そしてあの時代（私の場合、1968
～1971年）だったから可能だったのではな
いかとも思う。今回からシリーズで何回かに
分け、それがどんな旅だったのか書いてみた
いと思う。苦労話でもなければ自慢話でもな
い。自らの希望でスタートし、授かった運命
に身を委ねただけであった。
　母はよく「苦労は買ってでもしないと！」
と叱咤したものだ。私は戦争末期に生まれ、
戦後という環境下で成長したが田舎だったこ
とが幸いしたのか衣食住で苦労したという記
憶はない。18歳で家を出てから３K（汚い、
キツイ、危険）を含むいろんな経験をしてき
た。ヨーロッパヒッチハイク旅行もその延長

だった。長期間、資金不足の旅行をするとな
ると、まずは健康体であることが基本中の基
本である。こればかりは自分で選べず両親に
感謝する次第だ。
　グリーン会メンバーの方々の多くは私とほ
ぼ同じ時代に青春時代を過ごされたのではな
いかと思われる。日本の1968年と言えば1ド
ル360円、大学卒の初任給が2万円前後であっ
た。米国までの航空運賃は東京-ロス間で片
道13万3千円前後、外貨持ち出し制限があり
その最高額は500ドルであった。当時の大学
卒者が飲まず食わずで6、7ヶ月間貯蓄して買
える米国までの片道航空チケット…今との違
いを比べて欲しい。当時、海外に出ることは
会社派遣以外、個人でしかも平均収入の者に
とっては極めて高いハードルであった。
1960年代の海外旅行情報
　1960年代、当時、インターネットもなく
海外飛躍を夢見る者たちの外国旅行関係情報
源は書籍類に頼っていた。特に有名だった海
外旅行記は兼高かおる著のタイトル「兼高
かおる 世界の旅」だった。スポンサー付き
の豪華旅行、JALも一役買った企画だった。
NHK TV シリーズとしても放映された人気番
組だったと言うがこれについては思い出せな
い。兼高かおるの海外旅行記は国民に夢と希
望を与え、同時に海外旅行ブームの火付け役
ともなった。60年代中頃になって、若者によ

る「見てや
ろう、やっ
てやろう」
のヒッチハ
イク無銭旅
行記が何冊
か 発 売 さ
れ、冒険を
夢見る若者
達に刺激を
与えた。

▲ 出発前の筆者 24 歳。
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防注射をさせられた。
　1968年末、横浜の波止場には元仕事関係の
同僚5人ばかりが見送りにきてくれた。しか
し船は、荷物の積載に手間取ったとかで昼間
出港のはずが深夜となってしまった。船上か
ら遠ざかる横浜港の光りを見ながら、これが
見納めかなと思うと感無量であった。実は出
国前の数週間で貴重な旅費を半分ほど散財し
てしまっていた。乗船時、所持金はAMXのト
ラベラーチェック$200＋現金$60しか残って
いなかった。つまり$500さえ持ち出せなかっ
たのだ。（笑）　
　ヨーロッパでのヒッチハイクの予算は1日
$2と計算していたので120～130日後には底
を付き、片道切符なので金が調達できなけれ
ば強制送還以外、帰国する手段はない。不
思議なもので若さからなのか、または生まれ
ながらのアホなのか脳は楽観した気持ちに支
配されていた。「国は違っても人間の住む
世界、何とかなるはず…」親戚、知人がヨー
ロッパ、米国に住んでいるわけでもないの
に…これについては出国前、何人かに聞かれ
た。誰もいないといったら先輩の一人が「世
の中はそんなに甘いものではないぞ」と忠告
してくれた。忠告にもいろいろあるが結果
的にこの時ばかりは聞き流してよかった。
（笑）その先輩には30年後、日本で再会し
た。「忠告」に関しては語らずじまいになっ
てしまった。
　私の乗船した船は1万トン（総トン数）の
貨客船で乗客は1等、2等全部で150名ぐらい
だった。貨物運搬、旅客兼業なので豪華客船
と違いサービスなどを含めショートカットさ
れた部分もかなりあったはずである。客室の
1、2等は仕切られ、勝手に行き来することは
できなくなっていた。私は勿論、最低の2等
クラスで船倉に毛が生えた程度の船室は2段
ベット6人の相部屋、軍隊に戻ったような感
じがした。乗客は満杯、日本人は2等で10人
ぐらいだったと記憶している。横浜からマル

ヨーロッパに安く渡航する方法
　当時、ヒッチハイクするかどうかは別とし
て貧乏人で金を使いたくない旅行者用のヨー
ロッパ渡航にはいくつかの手段があった。空
路も可能だったが高い価格で敬遠されてい
た。他の方法は新潟からだったと記憶してい
るが、ここから船でソビエト（当時）のウラ
ジオストックに渡り、シベリア鉄道でモス
クワ、そしてオーストリアのウイーン経由。
もう一つは横浜から船で香港、タイ、シンガ
ポール、スリランカ（セイロン）、インド、
ケニア、南アフリカ、西アフリカのセネガル
を経て終点のマルセイユ経由で入る方法だ。
イスラエル、エジプトの6日間戦争後、スエ
ズ運河はしばらくの間、沈没船で航行できず
ヨーロッパ行きはすべてアフリカ周りとなっ
ていた。
　私はフランス船によるアフリカ経由を選ん
だ。急ぐ事情もなく行きがけの駄賃としてア
ジア、アフリカも見たかった。片道切符価格
は15万円だったと記憶している。1ドル360
円の時代なのでドルに換算すれば416ドル、
今日の物価指数に当てはめてみると約$3,200
で今考えてもハンパな価格ではなかった。50
日近い航海、食事代も含まれてのことなので
文句は言えないのだがーー。
　出発前、アジア、アフリカ回りということ
からディングフィーバー、イエローフィー
バー、マラリアと他にもわけのわからない予

▲ ヨーロッパに行く途中の寄港地。
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セイユの終着港まで乗船した者は2等の日本
人以外、半数にも満たなくなっていた。
　旅行会社のフランス郵船航海キャッチフ
レーズの1つにワイン呑み放題というのがあ
り一部の乗客にとっては楽しみの1つだった
ようだ。ワイン好きなら間違いなく狂喜する
だろう。フランスワイン？が毎日、がぶ飲み
できるのだ。（笑）ドイツ人学生グループ、
米国人、英国人と国籍は様々だったが、2等
は20代のヤングがほとんどだった。フランス
船なので当然、フランス料理のはず？…大方

にとってこれも選択の一つだったかもしれな
い。しかし蓋を開けてみれば、トンデモナイ
…それは次回の楽しみに（笑）私は生まれて
この方、食事に文句はいわない主義なので料
理人に対し、語弊ある言い草かもしれないが
食えるものなら時として味はどうでもいい。
とにかく食う。食わなきゃ体が持たない。翌
日、早朝、好天気ということもあり右側面デ
ツキから地平線に沈みつつある富士山を眺め
ることができた。船は最初の寄港地香港を目
指した。未完　　

◎ 2019年総会・忘年会を
　 終えて
 　昨年12月14日（土曜日）午後12時から、
ノースダラスのヒルクレストヴィラ・クラブ
ハウスにて、2019年グリーン会の総まとめと
して「総会・忘年会」を開催致しました。当
日は比較的暖かい日で会員やゲスト計35人が
参加しました。

　総会では大谷雅夫会長のあいさつを始め近
藤典子さんの会計報告や新役員の紹介などが
行われ、新会長に同会の発起人の1人でもあ
る松田勉さんが選ばれました。また渉外担当
として長年、会のために貢献してきた柴山佳
久さんが退任して、代わりに高野タークさん

が就くことになりました。
　引き継ぎを終えた松田新会長は同会の15年
間の活動を振り返り、実情にあったより充実
した会へ発展するために ①会員相互の親睦を
図り娯楽や潤いを感じてもらう機会の提供を
目的とした規約の改定 ②新規会員募集の強化 
③年間行事、趣味の会の多様化ーーこの3つ
を今後の方針として示し、出席者の過半数の
賛同を得まして決定されました。趣味の会の
多様化については、毎月1回開いている「お
茶会」と「Ｄ＆Ｃの会（お酒と歓談）」、1
年に１度の牧場でのBBQパーティーの他に料
理や医療、生け花の講習会や音楽会、旅行と
いったイベントも計画中です。
　この後、大谷さんの音頭でシャンペンで乾

催 し 報 告

▲ 大谷さんの音頭で乾杯㊧、松田新会長㊨
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杯して忘年会に入りました。テーブルの上に
は参加者が持ち寄ったバラエティに飛んだ料
理が所狭しと並べられ、さすが長年の主婦
（主夫）の腕だけあって、どの料理も美味し
く舌鼓を打ちながら頂きました。食事の後は
おしゃべりとゲーム、抽選会を楽しみながら
和やかなうちに午後4時頃、会が終了しまし
た。ご協力くださいました皆様ありがとうご
ざいました。 記：上田

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、会員に娯楽や潤を感じてもらう

機会提供を目的とする。
【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)	 年間行事：新年会、忘年会、講演会、演奏会、見学会他会員の希望するもの
	 (3)	 同好会 /趣味の会：会員の中で同好、同趣味の者を募りそれぞれの会が決めた

内容や頻度で開催する
【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1名を含め数名（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。
	 (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2019年12月14日より実施する。
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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 16 年目を迎えました。また新
たな気持ちで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皆様からの積極的なご
意見もお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　　　
　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 2020 年 4 月下旬を予定し
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。この会報が少しで
も皆様の役に立ち、健康で潤いのある生活を過
ごされますよう願っております。次回記事の締
め切りは 2020 年 4 月 15 日ですのでメールア
ドレス「chieko168@aol.com」までご送付下
さい。又は電話「972-414-1748」にメッセー
ジを残して下さい。
　今年も皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上
げます。　役員一同 

入会・退会

入会：
　　　ローゼンフェルド 靖江さん　
 2019 年 11 月

退会：
　　　井上 博國 & 洋子・ミン夫妻　 
 2019 年 12 月
　　　山本 素子さん　 
 2020 年 1 月
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