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� 大谷牧場 BBQ イベント

　日時 : 10 月 24 日（日）
　　　　11:00am 〜 3:00pm 雨天決行 !!　
　場所 : 大谷牧場（MJM Ranch）
　　　　7581 Hwy. 24 N. 
　　　　Commerce, TX 75428 
　担当 : ブルワー パット 
　　　　電話 : 214-923-0217
　　　   Email: patkbrewer@gmail.com
　参加締切：10 月 19 日（火） 
※詳細は 8 ページを御覧ください
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 松田 勉 

　会員の皆様お元気でお過ごしでしょうか。残
念ながら新型コロナは中々しぶとくて、ウイル
ス自身がデルタ型とかイータ型とか変異を繰り
返しながら感染力の強化を図り、逞しく生き延
びているため収束にはまだまだ時間がかかりそ
うですね。現在は非日常的な世の中だからコロ
ナ以前の日常に戻るまで皆で我慢しようと対外
的な活動を自重して約1年半、ひょっとして非
日常がこの先もずっと続いて日常になってしま
うのではないかという諦観の念も出始めている
ような気もします。過度に恐れてこのまま家に
引きこもり続けると、脳に対する刺激の欠如に
よる痴呆症の進展の方がコロナに感染するより
深刻になるかも知れません。加えて経済のこと
もあり、開き直って国民生活環境を新型コロナ
以前に戻すウィズコロナに切り替える国々が増
えてきているようですね。
　会員に高齢者の多いのがこの会の特徴でもあ
るので、殆どの方々はワクチン接種を完了して
いると思われます。2度のワクチン接種を終え
た人は、仮に感染したとしても重症化する恐れ
は極めて低いということなので、グリーン会も
10月24日には毎年秋の定番行事であった「大
谷牧場でバーベキュー」で活動を再起動させる
ことになりました。社会的動物である人間は苦
行僧や仙人のように長期間に亘って一人或いは
家族だけで生活するのは不可能で、殆どの人は
社会の役に立ちたいと思ったり、自分の存在を
社会の中で認められたいという気持ちを抱くの
は本能に近いものです。コロナフレイクで心の
張りを失って生活意欲が衰えるといったことに
ならないためにも皆さんで集まって飲食し、楽
しい会話を交わすことは有意義ですよね。
　依然として我々海外に住む日本人が日本に一
時帰国するハードルは高いようですね。2度接

種済みのワクチン証明書、出発72時間以内の
陰性証明書と帰国後空港で実施されるPCR検査
で陰性結果が出ても政府指定の隔離施設の2泊
を含め、その後の自宅かホテル滞在で合計14
日間の隔離を義務付けられ、しかもこの間一切
の公共交通機関の使用は禁じられます。水際対
策の甘さを追及されての対策強化でしょうが、
何か羹に懲りて膾を吹くような処置であるよう
な気がしないでもありません。殆どの一時帰国
者は3週間程度の滞在が限度でしょうから、そ
の内の2週間を隔離生活で無為に過ごさねばな
らないとなったら帰国を諦めるしかないでしょ
う。まあその間の監視体制は厳しいのか緩いの
か、多分課された個人的の誠実性に委ねられて
いるのかも知れませんが、一時帰国した日本人
の殆どの方は愚直に守っているのでしょうね。
それに加えて特に首都圏やいくつかの県で緊急
事態宣言が9月末まで延長され、酒類の提供禁
止などと要求されている現状では心理的にも何
が何でも帰国したいという意欲は湧いてきませ
ん。しかしいつまで続くのでしょうか。小生の
ように毎年3回程度帰ってJRパスで日本各地を
旅行し、訪問先で地元の名物と酒を楽しむこと
により、こちらの日常生活で溜まったフラスト
レーションを発散し、リフレッシュしてきた者
にとっては2年間の一時帰国自制期間は長過ぎ
ます。学生、会社時代の友人たちとの飲み会日
程をまず決めた後、国内旅行計画を立て、それ
を実行していくのは小生の生き甲斐の大きな部
分を占めていたのに、現状では次回帰国日さえ
も計画できずに虚しさだけが募ります。緊急事
態宣言の解除後は是非早期にこの理不尽な検疫
束縛期間が短縮、緩和されることを望んで止み
ません。
　止まない雨はない、朝の来ない夜は無いと隠
忍自重してきた1年半ですが、ちょっと長過ぎ
ますね。しかし詰まるところコロナ下におけ

会 長 あ い さ つ
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る自分自身の心身の健康を維持してゆくにはマ
スク、ソーシャルディスタンス、手洗いとい
う予防3原則を遵守した上で自己管理するしか
なく、自分がよく考えて納得する折り合いを見
つけて日々を過ごすしかありません。簡単に見
つけられない人も居るかも知れませんが、一人
で悩むよりは友人知人との会話でヒントを得る
ようにした方が良いと思います。家でじっと

座って毎日テレビやユーチューブばかり見てい
るのはが一番良くない。散歩の習慣を身につけ
ること、ゴルフやテニス或いは畑仕事や庭仕事
といった屋外活動は精神的にも肉体的にもリフ
レッシュできるのでお勧めです。そして気兼
ねの要らない友人との飲食や小旅行は気分転換
にはもってこいです。他にも色々あるでしょう
が、とにかく”Let’s Stay Young!”

会 員 広 場

私の旅（7） 
高野 ターク

　インドと言えばカレーである。日本のカレー
も今でこそ国民食の一つとしてもてはやされ
ているが、1960 年代はそれほどではなかっ
たと記憶している
　近年における日本カレーの国際化はネット
のおかげではなかろうかと思う。私は昔から
本場のインドカレーに興味を持っていた。辛
いだけで味は日本カレーに敵わないという噂
は耳にしていた。自分で食体験してみなけれ
ばなんとも言えない。食感には個人差がある
からだ。当時、辛いインドカレーは少なくと
も世界的知名度があった。しかし船上での匂い
はカレーではなく生活用水からのものだった。
陸地はまだ見えないのだが周囲の海の色がかな
り褐色となってきた。都市が近ければ大なり小
なり海の汚れは当然でこれまでも経験してきて
いる。しかし、今回ばかりは他の場所と比較し、
色が一寸濃いんじゃないかと思わされた。
　グリーン会会員の方でインドに仕事または
旅行で行かれた方は何人かおられる筈だ。し
かし、ほとんどは空路からの訪問で、しかも
一流ホテル住まいでなかったかと思う。海か
ら入国したのは私ぐらいかな…。貧乏旅行す
るとなると裕福旅行とは違った体験となり、

しかも同時に不便を味わう。（笑）私は自慢じゃ
ないが順応性が高く、それは匂いも同じだ。
以前のリポートでも触れた隅田川だが 1960
年代は魚も遠慮する汚れ、鉄橋を走行する電
車の窓から吹き込む匂いはいただけなかった。
時が前後してしまうが 1998 年、30 年ぶりに
日本を訪れた折、昔のように隅田川鉄橋を電
車で通過したが匂いがなくなったことは驚き
だった。一方、今でこそウォッシュレットだーー
なんだと日本は清潔世界ナンバーワンだという
Youtube のホルホル動画アップを見るが、それ
はここ 30-40 年のお話。日本とて 60 年遡って
みれば自慢できるほどのトイレ事情ではなかっ
た。しかしながら日本のトイレの進化は驚くべ
きものだ。それは間違いのないところである。
50 年前ではあるが世界何十カ国と働きながら
ヒッチハイクで回ったが、トイレに関して一く
さり書けるほどいい、悪いの体験をした。
　寄港地ボンベイ（現在はムンバイと改名）
での停泊は数日だった。内陸に入る時間的余
裕はない。先にも触れたドイツ人と町に繰り
出した。町に入って気になったのは道路がや
たらべたつくことだ。コークを溢した床を歩
いているという表現がピッタリだ。昔、映画
館の通路で経験したあのべた付きが続くのだ。
しかしこれはコークじゃなかった。じゃなん
だったのか？私にも良くわからないので想像
にお任する。東京に住んだ経験ある私にとっ
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て人ごみに驚くはずはないのだが、ボンベイ
のそれは東京を上回っていた。
　ムンバイの路上でアメリカ人若者に会った。
風貌はかって米国のグラビアでみた正真正銘
の 1960 年代ヒッピーである。まさにウッド
ストックから流れてきたようなムード一杯の
しかも退廃的風情も備えた若者だった。サン
ダル姿、長髪を束ねた姿は当時の反戦運動の
シンボルでもあった。香港、バンコックでも
それらしい若者は見掛けたがインドで会った
米国人のそれはレベルが一段と高かった。
　当然の事ながら、お互い、インドで何をし
てるのか？ということから会話が始まった。
ヒッピーはいわくゴア（Goa 州）に長らく逗
留しているという。何でもヒッピーの村があ
り素晴らしいところだと言う。私自身、歴史
好きの関係もあり、かってのポルトガル植民
地ゴアについてはある程度知っていた。この
旅はヨーロッパに行く途中、インドがたまた
ま寄港地だったというだけでインド旅行のプ
ランもなく、この時、ゴアのことはすっかり
忘れていた。ゴアは埼玉県と同じぐらいの面
積を持つ。インド西岸に位置し天然の良港と
いうこともあり、11 世紀頃からアラブ人との
交易港だったという。16 世紀から 20 世紀の
半ばまで東洋のポルトガル帝国アジア攻略の
ビーチヘッドとして重要な役目を果たした。
日本人ならだれもが歴史教科書で御馴染みの
フランシスコザビエルの墓もここにある。ヴァ
スコダガマ（Vasco da Gama）をご存知だろ
うか ? 彼はヨーロッパからアフリカ南端を回
りインドに到達する航路を最初に切り開いた
ポルトガルの海洋探険家だ。ポルトガル帝国
はゴアで得た富を何百年間、本国に持ち帰る
という典型的な植民地政策を実践していた。
第二次大戦後、ゴアでも反植民地運動が活発
化し、これを制圧しようとするポルトガル軍
の現地人に対する暴力が問題化した。
　1955 年、インドが介入。ゴアを占領し、以後、
すったもんだしたもののゴアはインドの州のひ

とつとなり今日に至っているという。ゴアは鉱
物資源に恵まれ、現在、インドの中でもっと
も裕福な州の一つとなっている。ヒッピーが言
うには 1 日 1 ドル（1968 年当時）でキングの
ような生活ができるという。住んでみないか ? 
と誘われたがインドでヒッピーするプランはな
かった。ゴアはボンベイから南約 600km に位
置する。彼がボンベイまでどのような交通手段
で来たのか、つい聞き忘れた。多分に鉄道を利
用したのだろう。車の絶対数が限られ、しかも
所有者がインドの裕福層となればヒッチハイ
カーを便乗させるとは到底考えられない。
　念願であった本場のカレーを食べた。シン
ガポールで既にインド系カレーを体験してい
たので驚くことはあまりなかったのだが…選
んだカレーの種類が悪かったのか私の舌には
辛すぎた。こんな辛いもの食ったら下痢にな
るんじゃないかと心配したぐらいだ。一番困っ
たのは現地の水をうっかり飲めないことだっ
た。コークとかのソフトドリンクを飲む以外
に選択なしというのも苦痛だった。勿論、今
日じゃボトルウオーターがあるだろうし… そ
んな心配は無用かもしれない。シンプルな水
をこれほど飲みたいと思ったことはなかった。
先のリポートでも触れたが旅先で病気になる
のが一番困る。もっともこの時から 25 日後、
アフリカ西岸で赤痢になるのだがーー。
　ボンベイには大英帝国が建てた荘厳という
か立派な大理石で覆ったようなビルデングが
立ち並んでいる区画があった。残念なことに
管理が行き届いていないと感じた。これまで
立ち寄る先で絵葉書を日本の友人に送った。
しかし何が原因かボンベイの郵便局から出し
た絵葉書は日本にほとんど到着しなかった。
これまでの寄港地で投函した絵葉書は日本に
到着していたのだが… 後日談になるがインド
から何も受け取らなかったことが日本の友人
からのスイス大使館宛気付けの手紙で知った。
　昔は旅先でメールを受け取る手段として各
国の日本大使館宛が使えた。また日本国内の
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新聞も若干遅れはあったものの大使館で読
むことが出来た。今なら文明国にいる限り、
WiFi サービス箇所を見つけるとか、または
携帯をモデムとしてネットで世界と直接交信
出来るのだが、当時はそんな便利な手段はな
かった。国際電話使用料金は今と違って高価
で余ほどの非常時でもなければ気軽に使える
ものじゃなかった。
　航海中は毎日、海原を見て過ごす時間が多
く退屈でもあったが数回、イルカの群れが船
と並行して泳ぐ様子を見た。1960 年代後半
はベトナム戦争の最中、日本は神武以来の好
景気とかで輸出も伸び始めた。訪ねた国を知
る手がかりの第一歩は現地で友達を作ること
だ。船旅の場合、それは不可能に近い。
　アメリカ人ヒッピーに言わせるとインドは
天国だという。あれから 52 年の時が流れた。
もう彼も 70 歳代半ばであろう。健在であれば
今も天国ゴアに住んでいるのだろうか ? 残念
ながら名前も記憶しておらず、知るすべはな
い。彼とてあのボンベイで会った日本人（私
のことだが）今、何処に住んでるんだろう ? 
なんて思うことがあるかも知れない。
　私はインドで何を思ったか ? 数日、現地の空
気を吸った程度の訪問じゃなんとも言えない。
インドって地域にもよるのだろうが美人が多
い。眼の保養になった ? うーん…なんか得体の
知れない元気をもらったのがインドだった。
　次の寄港地はいよいよアフリカ大陸、ケニ
アのモンバサである。【未完】

時には昔の話をしませう
トンプソン 禎子

　前回は私事で胃腸が悪く過敏性腸症群
（IBS)の食事体験談等を書きました。
　今回は2021年７月21日(水)1次予選、7月
23日(金)開会式－8月8日閉会式と野球とソフ
トボールのテレビ観戦を中心に語ります。ま

ず因みに私のテレビ環境は日本の地デジとBS
放送（約44チャンネル)と米国、カナダ(約88
チャンネル）です。
　1次予選ソフトボールは開会式7月23日(金)よ
りも前に始まりましたから、ダラスですと時差
14時間を日本時間朝8時にプラスすると夜10時
頃試合がはじまるので日本時間朝8時から11時
迄に試合が終わればダラスだと夜中1時迄なの
でどうにか見れましたが開会式が始めまるこち
ら時間7月24日朝5時は流石に連日の予選のラ
イブ観戦の疲れもありライブでのテレビ観戦は
やめて録画番組をなるべくみました。
　さて野球やソフトボール、硬式テニスをプ
レーしたり観戦するのが好きなのは子供の頃
のクラブ活動してた経験が大きいだと思いま
す。野球は最初父とキャッチボールや壁打
ちをほぼ学校が終わった後にしたり近所の
男子と公園で遊んでいたことが優位に働い
て日曜日の朝にリトルリーグの野球試合のテ
レビを見ていて『がんばれベアーズ』(The 
Bad News Bears）映画が日本でも流行って
いて日本テレビの子供番組『おはよう!こど
もショー』特番の野球チームが女子を募集し
ており母が私が野球好きだから応募してみた
らと言われてはがきで応募してのちに3度の
オーディションを通過して正式に小３から小
６迄の３年間、毎日曜日にや夏休み冬休みに
試合出演していました。

▲ おはよう！こどもショー」モーニングスの
　 チーム集合写真(中央に青バットの大下弘)
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変わってしまって過去の記憶と亡霊や幻のよ
うな私の記憶と今の現実の世界に私は心の中
の記憶は思い出として私の心に生き続けてほ
しいと自分自身の健康を心身ともに大切にし
たいと切に感じたこの頃でした。皆様も自分
の思い出をたまに文章にしておくのは曖昧な
記憶を整理することにとてもよい行いだと思
いますので面倒くさがらずに書いてみるのは
いいと思います。私のような下手なエッセイ
でもどうにか書くとそれなりには一時の思い
出話の時間つぶしに名はなります。
　さて話は戻りますが2008年北京オリンピッ
クに日本女子ソフトボールチームは初めて金
メダルを取りました。あれから13年がたっ
て当時デビューしたピッチャーの上野由岐子
は今年で39歳になり2021年7月21日22時か
ら東京オリンピック一次予選ソフトボール試
合日本対オーストラリア戦に先発出場しまし
た。彼女は2019年に試合でピッチャーライ
ナーを左顎に受け救急搬送になり全治3ヶ月
の重症とかWEBでは書いてましたがもっと実
際はひどいと思いました。
コロナで予定より1年送れたのが幸いとなり
(相当リハビリはしたんだという効果を1試合
目で見せてくれました)。
そして最終決勝の試合、日本対アメリカ戦は
本当にすばらしい試合で最後涙が出ました。
日米両国の選手とその両国チームを支えたス
タッフやアメリカのソフトボール草分けの
ヘッドコーチの素晴らしさ等を改めてライブ
放送で見れたことに感動しました。これから
もいちファンとしてソフトボールを若い女性
たちがオリンピックの試合を見てよりソフト
ボールをプレーする競技人口がこれから増え
ることを切に願います。そしてソフトボール
プレーヤーの熱い熱い夏の2021年東京オリン
ピックすばらしい試合を是非、見逃した方は
ユーチューブで御覧ください。

●
●

　因みに私の野球とソフトボール歴は男子混合
チームでは番組上の都合で先発ピッチャーと
セカンド、２番バッターで中1の時は女子ソフ
トボールではショート、レフト、キャッチャー
(正捕手)、１番バッターや3番バッターでし
た。東京都大会では強豪全国大会出場チームに
負けてからは私は神奈川県の中学に転校した中
学には女子ソフトボールチームが無くてそれ以
来ソフトボールはしていません。

▲ 1977年頃11才の時の私。
　東京都新宿区1964年（昭和39年)東京オリ
ンピック開催後に私は生まれました。両親は
四国出身で高校卒業後に東京に上京して後に
新宿にあった絵画クラブで知り合い結婚して
私が生まれました。東京都新宿には生まれて
約3年住んでいて東京都町田市に引越して約
10年間ぐらい町田市に住んでました。70年代
の町田市は多摩丘陵で雑木林には甲虫やクワ
ガタが沢山いる自然豊かな田舎でしたが5年
前に帰国して親戚の家に行ったら町田駅やそ
の周辺は別世界で昔住んでた家や友達の家も
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一老人のつぶやき
山下 直訓

　わたしは引退したシステムエンジニアの
一老人です。1959年、今から約60年前、わ
たしは大学  (UCLA）のフィールドトリップ
で、Rand Corporation を訪れたことがあり
ます。当時その会社は連邦政府の戦略や戦術
の研究をしていました。そこで見たのは大き
な部屋いっぱいを埋めつくしていた、巨大な
一台の器械でした。そこには数千もの大きな
真空管が熱気を帯びて唸っていました。日本
の地方の大学からアメリカに来て間もないわ
たしはただびっくりしました。これがコン
ピューターというものかと知って感動しまし
た。卒業後、アメリカの市民権を持っていな
いわたしはアメリカで就職するのは大変でし
た。運よく、アメリカで2番目に大きい電話
会社に就職することができました。その会社
でコンピューター関係の仕事を37年して、
2000年に引退しました。ここに書いたこと
は、過去60年あまりの間に世界を変えたデ
ジタル革命について一老人のつぶやきです。
気軽に読んでください。
　ご存知のように、第1次産業革命は18世紀
後半に石炭の発見と蒸気機関の発明で農業経
済から産業経済への転換が英国で始まりまし
た。第2次産業革命は19世紀の後半に電気、
ガス、オイルを使って大量生産の時代が英国
とアメリカで始まりました。そのまた100年
後に、第3次産業革命と言われているデジタ
ル革命が20世紀後半に世界中で始まりまし
た。文字も、映像も、音声もあらゆるイン
フォメイションを“０”と“１”で記録する技
術の発明です。わたしが電話会社に就職した
のはデジタル革命のパイオニア時代でした。
プログラマーとしてデータプロセシング部で
働くことになりました。プログラマーの仕事
は大学で経験したプロジェクトや学期試験に

比べるとやさしい仕事で、こんなおもしろい
仕事をして高い給料が貰えて、わたしはなん
と運がいいのだろうと思いました。
　データプロセシングとはそれまでタイプラ
イターや計算機などを使って手作業でやって
いた仕事をコンピューターを使って自動化す
ることです。何万もの請求書や給料のチェッ
ク、会計報告書などを作成する仕事です。手
作業の自動化が一応済んだころから、顧客の
質問に応答するカスタマーセンターや管理職
サポートのためのリアルタイムシステムがつ
くられました。しかし、データプロセシング
と呼ばれていたデジタル革命のパイオニア時
代は終わりに近づいていました。本格的なデ
ジタル革命の時代が始まったのです。多くの
ビジネスや個人がパーソナルコンピューター
（PC）やラップトップなどを使うようにな
り、世界中、どことでも通信ができるイン
ターネットができました。インフォメーショ
ンテクノロジー（IT）時代の登場です。
　インターネットは複雑な技術ですが現在で
は誰でも使用しています。その研究はアメ
リカの国防省の出資で1956年に始まり、ア
メリカだけでなく、世界中の政府やビジネ
スがコラボして創り上げたネットワークで
す。Email、 通信コード（Ethernet）など
が標準化されて、今のインターネットワーク
ができました。一番最初にインターネットを
使って携帯電話サービスを始めたのは日本
のNTT ＤoCoMoで、日本国内で4千万もの
人がこの新しい電話サービスにとびつきまし
た。1999年のことです。
　21世紀になって、スマートフォン（スマ
ホ）が登場しました。ご存知の通り、スマホ
は携帯電話サービスだけでなく、信じられな
いほどたくさんの機能をもっています。イン
ターネットと同様にスマホはアメリカ政府
を中心に世界中の政府とビジネスがコラボ
して革命的な新技術を創り上げました。例
えば、タッチスクリーン、GPS、ブロードバ
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ンド（broadband）、シリ（言語プロセッ
サ）、インフォメーション検索エンジン、
リチャージブルバッテリー（lithium-ion 
battery）、デジカメなどです。どれもノー
ベル賞クラスの発明ですが、蒸気機関や電話
のような個人の発明ではありません。国家や
ビジネスのコラボで完成された技術です。リ
チャージブルバッテリーだけが、日本人の吉
野アキラを含めて、発明に貢献した3人の化
学者にノーベル化学賞が与えられました。今
では世界中の何十億という人がスマホなしで
は生活できないインフォメーション時代にな
りました。
　また、第3次産業革命に欠かせない技術の
一つにクラウドがあります。クラウドは人工
知能（AI） と共に第4次産業革命であると
いう人もいますが、すでに世界中に普及して
います。ご存知のiCloudもその一部です。
データプロセシングの時代には、大きなビジ
ネスや政府には必ずコンピュータルームがあ
りました。それが今ではほとんど無くなりま
した。データプロセシングの仕事はクラウド
（雲）で象徴されるバーチャルデータセン
ター（virtual data center）でプロセスされ
ています。コンピュータの費用は電気や水の
ようにサービスになりました。使えば費用は
高くなり、使わなかったら、費用が安くてす
みます。クラウドサービスを使うとPCやス
マートフォンはわたしが60年前に見たRand 
Corporation の巨大な真空管コンピュータ
の何万倍もの計算力を持つことができます。
コロナパンデミックが始まってから、たく
さんの人が自宅で仕事するようになりまし
た。多くの人がクラウドに頼っています。
自宅で仕事ができる人は、Texasにいようが
Californiaにいようが関係ないようです。ビ
ジネスは従業員にオフィスを提供する必要が
なくなり、従業員は会社に行く費用と時間が
節約できます。コロナパンデミックが終わっ
てもオフィスにはもどらないでしょう。

　デジタル革命は信じられないほど多くの恩
恵を世界にもたらしました。しかしまた、計
り知れないほどのリスクも抱えています。基
幹産業はみんなコンピュータで制御されてい
ます。デジタル革命はアメリカや中国、ロシ
アなどの戦力を極限まで高めました。もし従
来の戦争を始めたら、共倒れになるでしょ
う。しかし、サイバー戦争のリスクは残って
います。例えば、今年の5月、テキサスのコ
ロニアルパイプライン会社のたった一つの
コンピュータpasswordがハッカーに盗まれ
て、パイプラインがストップされ、そのため
にアメリカ東部半分のガソリン供給が1週間
も止められました。身代金500万ドル払って
やっと収まりましたが、このような事態は電
気や水道、通信会社など、どの基幹産業にも
起こりうるリスクです。電気、水道、イン
ターネットなどが何週間も止められたら、わ
たしたちはどうして生活していくのでしょ
う。いま、議会で審議されているインフラ案
には19億ドルのサイバーセキュリティ費が
計上されています。
　クラウドや人工知能（AI）を使った第4次
産業革命はすでに始まっています。囲碁は世
界で一番複雑なゲームと言われていますが、
人工知能を使ったコンピューターはすでに世
界一の囲碁チャンピオンに勝てるといわれて
います。このインフォメーション時代に育っ
た若い世代の人たちはわたしたちの世代の人
よりずっと聡明です。第4次産業革命でどん
な技術を生み出してくれるのでしょう。地球
温暖化対策の技術、安価で斬新な再生可能エ
ネルギー、確実に信頼できる自動運転車、ウ
イルスに効果のある抗生物質のような薬品、
状況判断のできる賢いロボットなど考えるだ
けで楽しい期待です。
　ノーベル文学賞をもらったカズオイシグロ
のSF小説 “クララとお日さま“ の主人公クララ
のような心のやさしいロボットを買えるよう
な時代がほんとうに来るのかもしれません。
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大谷牧場（MJM Ranch）
BBQ イベントのご案内 
　コロナの声を聞いてからはや1年８か月になり
ますが、その後、会員の皆様はいかがお過ごし
でしょうか。9月に入りまして何やら秋の気配
を感じる頃になりました。食欲の秋です。そこ
でダラスグリーン会では「大谷牧場BBQイベン
ト」を下記の通り開催することになりました。
　3年ぶりの野外イベントです。BBQはもち
ろん、森を探検するヘイライド（約1時間）
を始め、ロバと可愛いミニチュアホースとの
ふれあい、フォークダンスなど楽しいアトラ
クションも用意しております。自然豊かな牧
場で、BBQを味わいながら1日のんびりと楽
しみたいと思いますので、どうか御家族、友
人などお誘い合わせの上ご参加下さい。皆様
のお申し込み、お待ちしております!!

日　時：10月24日（日）
　　　　午前11時～午後3時まで 雨天決行!!　
場　所：大谷牧場（MJM Ranch）
　　　　携帯: 903-453-1922
　　　　7581 Hwy. 24 North, 
　　　　Commerce, TX 75428  
　　　　(ダラスから約1時間20分です）
　　　◉ 牧場入り口の目印は「鯉のぼり」です。
参加費：会員は無料、非会員 $10、
　　　　6～12歳 $5、5歳以下無料
　　　◉ 釣り銭の無いようお願い致します。

申込先：ブルワー パット 
　　　　 Email: patkbrewer@gmail.com
 　　　　電話 : 214-923-0217
参加締切：10月19日（火） 
　       ◉ ゲストの参加歓迎！
★ BBQ用の肉類や野菜、おにぎり、水・氷、

麦茶・コーヒー、皿やコップなどは役員が
準備しますが、ビールやワインなどの酒類
が必要な方は是非ご持参下さい。

★ 料理：1家族1品ご持参下さい。おいなり、
ポテトサラダ、おひたし、つけもの、酢の
物、フルーツ、ケーキ類なども歓迎です。
（料理が重複しないようにしたいので、で
きましたら申込時に教えて下さい）

注意【お読み下さい】
☆ 開始時間：食事 午前11時30分より、ヘイラ

イド 午後1時より。
☆ 焼き手は男性にお願いします。　
☆ ピクニックチェアーもお持ちでしたらご持

参下さい。
☆ カープールの必要な方はお申し出下さい。

役員がアレンジします。
☆ コロナの時期ですので屋外での食事とな

ります。
☆ 服装は、長袖・くるぶしまでのズボンをお

薦めします（虫よけスプレーなど）。

▲ 大谷牧場にて、2018年撮影
●

お 知 ら せ
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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

D&C 会（Drink & Chat）　
「情報と意見交換の会 」
　詳細は下記担当の山下さんにお問い合わせ
下さい。
担　当：山下 直訓 
電　話：940-453-2117
eメール：paul.yamashita@centurytel.net

お茶会
「おしゃべりは百薬の長」
　この会の後はランチも予定しております。　
日　時：毎月 第3金曜日 10:00am～11:15am
場　所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
住　所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075
担　当：上田 知栄子 
電　話：972-414-1748



11

編 集 後 記

　秋めいてまいりましたが、昼間はまだまだ
暑さが残る毎日ですね。その後、皆様はいか
がお過ごしでしょうか。早いもので 2021 年
もあと 3 ヶ月少々となりました。冬に向け
てコロナに負けない体力作りが大切な時期で
す。どうかお身体には気をつけて下さい。
　尚、グリーン会では先にお知らせした通り、
来る 10 月 24（日曜日）が大谷牧場 BBQ イベ
ント、忘年会が 12 月 12 日（日曜日）、2022
年の新年会が 2 月 6 日（日曜日）と予定して
おります。忘年会、新年会の詳細につきまして
は追ってご案内いたしますので
しばらくお待ち下さい。
　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 2022 年 1 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、アイデアも募集しておりま
す。締め切りは2022年1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。よろしくお願いいたします。上田 知栄子

【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　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 2015 年 1 月 30 日より実施する。

＊＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊
＊＊
＊
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