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〜行事予定のご案内〜〜行事予定のご案内〜
� 2022年 総会・新年会

　　日時 : 2月6日（日）11:00am~2:00pm  
　　場所 : Gleneagles Country Club
　   5401 W. Park Blvd., 
   Plano, TX 75093
　　担当 : ブルワー パット 
　　電話 : 214-923-0217
　　Email: patkbrewer@gmail.com
　　参加締切：1 月 31 日（月） 
　　詳細は 5 ページを御覧ください
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 松田 勉 

　新年明けましておめでとうございます。松
の内は如何過ごされましたか？と言ってもこ
こは米国、日本で生活している時のような正
月気分は味わえないでしょうが、小生はお屠
蘇気分で元旦は酒を飲みながら前夜に録画し
た紅白歌合戦とゆく年くる年を毎年観て過ご
します。しかし知らない歌手、特に団体で
歌って踊っているグループは名前も歌って
いる言葉さえ理解できず、従って早送りして
しまいます。近年は早送りする回数が段々増
えてきました。学生の頃は視聴率が80％も
あったこの国民的番組の出場者は殆どが単独
の歌手でグループといえば和田弘とマヒナス
ターズとか内山田洋とクール・ファイブ等で
ダンスではなくバックコーラスをグループが
担っていて歌詞もよく理解できました。ここ
数年、団体はダンスが主になったような感じ
で、アップテンポのダンスに合わせる曲は
ビートが速くて我々年配者に歌詞は殆ど頭に
入ってきません。やはり「取り」で美空ひば
りとか村田英雄等重量感のある情緒たっぷり
な演歌を聴かないと今年も終ったなあという
気分になれないものでした。古い人間と笑わ
れるでしょうが。
　流行歌だけではなく日本人気質や生活様式
も半世紀前に比して大きく変容してしまっ
た。餅つき、大掃除、紅白歌合戦とゆく年く
る年を観てから初詣、元旦は家族そろってお
屠蘇とお節料理、そして正月三が日は新年の
挨拶を受けたり、訪れたりで道行く人たちは
皆赤ら顔で千鳥足、というのが当時の日本人
の年末年始定番かつ街中風景でしたが、今で
は多様化し、紅白さえ裏番組に喰われて視聴
率は30％代にまで低下してしまい、核家族化
や少子化に加えて結婚しない男女が増えたこ

とで元旦の一家団欒さえも昔のこととなりつ
つあります。バブル景気時代にマネー至上主
義へと狂い、能力主義と称した効率追求主義
が年配者や弱者への蔑視と利己主義化へと傾
斜させ、インターネットの普及でネット上の
匿名による、えげつない特定の人物攻撃等々
で死にさえ追いやる蛮行が横行、それらが複
合的に悪影響を与え、非常に世知辛くて居心
地の良くない日本になってしまった感じを受
けます。儀を見てせざるは勇無きなり、情け
は人の為ならずといった利他的な、お人よし
が小生の近所には沢山居ました。貧しくとも
不思議な明るさを有していた、あの頃の昭和
日本人は何処へ行ってしまったのだろうか。
　しかしそんな変貌著しい日本でも年齢を重
ねてくるにつれて帰りたいという年配者も多
いのが実情です。グリーン会の会員でも帰国
した人が何人か居ます。子供が日本で就職し
たとか親の面倒を看なければならなくなった
とか実際面での理由もあるでしょうが、自発
的な理由である文化が恋しい、特に日本食が
とか昔住んでいた故郷の山川草木の中で晩年
を過ごしたい、或いは医者にお世話にならざ
るを得ない年齢に達すれば詳細な面まで伝え
られる日本語で医師と会話がしたい等々理由
は様々でしょうが、他国民と比べても日本人
は特に帰郷意識の強い国民であることは間違
いないようです。小生は米国に住み始めて36
年が経ちますが、米国人と食事をしたり会話
する時には相手のインテグリティーを尊敬す
るように気を遣うので、いまだに日本人と一
緒に居る時の方が気楽で落ち着きます。
　日本人には備わっている本音と建前を使い
分ける国民性は米国にはありません。自己矛
盾より人間関係で緊張を生じさせない方に重
点を置くのが我々だが、それを柔軟性ではな
く偽善と看做しあくまで言行一致に拘るのが

会 長 あ い さ つ
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米国人です。偉業を成し遂げたスポーツ選手
やノーベル賞受賞者も皆さんのお陰でとか、
まだまだ未熟者ですとか謙遜するのが日本人
の常ですが、米国人にはそんな謙譲の美徳的
な発想は無く、逆に自分を売り込む時などに
は実際の自己能力の150％を吹聴したりする
自己保身に長けた人が多いように見受けら
れます。自分の属するグループやコミュニ
ティーの幸せに重きを置く日本人と概して自
己主張や個人の幸福追求心が強い米国人との
違いは、八百万の神々を尊崇する日本と、大
多数の人が信じているキリスト教という一神
教の米国という宗教観の差異が大きな理由の
ひとつなのかも知れません。しかし各人の自
己主張が強い社会には緊張感が横溢してお

り、すぐに妥協点を見出そうとする軟弱な日
本人にはいささか住み辛い。
　昨年厚労省が発表した、介護の必要が無く健
康的に日常生活が送れる日本人の「健康寿命」
平均年齢は男性が72.68歳、女性が75.38歳で
した。グリーン会の会員は年配者が多く、皆さ
んの多くがその平均よりはるかに長く健康生活
を楽しんでいるようにみえます。しかしながら
日本人同士が集うイベントに参加することは、
いくばくかの緊張感と共に過ごしている日常生
活から離れて大いなる息抜きになると仰る年配
の方が多いのも事実です。そのために我々役員
一同は楽しい行事を実現できるように精一杯努
力いたしますので、皆様も協力の程宜しくお願
い申し上げます。

会 員 広 場

私の旅（8） 
高野 ターク

　ボンベイ（ムンバイ）でインド人乗客 100
数十人の下船に伴い船内は急に閑散となった。
インドで下ろす貨物はあったが積み込む貨物
は少なかった。貨客船は貨物運搬が主任務で
乗客運搬はあくまでも行きがけの駄賃程度で
ありサービスなど親切をモットーとしたもの
ではなかった。乗船していた日本人は順応性
が高く「長いものには巻かれろ」主義を実践
していた。貨客船は次の寄港地であるケニア
のモンバサ（Monbasa）に向かった。ボンベ
イ出港した翌日、イルカの群れが長い間、船
と並泳する姿が見られた。海水の色も既に茶
褐色から紺碧の本来の色に戻っていた。甲板
備え付けの簡易リクライニングチェアに横た
わりに水平線を眺めながら、例によって瞑想
に耽った。北半球は冬なのだが赤道が近く
なったこともあり快い風が甲板を吹き抜ける。

Life is Good の一時だ。　
　これからの航路は先ずケニアのモンバサ、
そして南アフリカのダーバン（Durban）に寄
航、同国南端のケープタウンを回りアフリカ
に沿って北上、アフリカ西端のダカー（Dakar/
セネガル）そしてジブラルタル海峡を経て地
中海に入り、フランスのマルセイユが終点だ。
モンバサに到達する約 300km 手前で船は赤
道を通過、北半球から南半球に入った。
　赤道を越える時の慣例行事 “ 赤道祭り ” は
海神に敬意を表する通過儀礼である。クルー
ズ船ならかなり大きな仮装、演芸などが行な
われるが、我々の少数乗客の貨客船では船内
放送で赤道通過を知らされただけで、儀式は
なかった。クルーズ船での赤道通過経験者な
らかなり大きな “ 赤道祭り ” を経験されてい
るのではないかと思われる。
　乗客の何人かが “ 暑くてかなわん…なんと
かならんのか !!” と巡回の船員に問いかけた
ら “ プールで泳げるようにしてやるよ ” ええ
え！プールなんかないじゃないか ? そういえ
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ば甲板におおきな長方形のスチール製トップ
オープンコンテナーがあった。ルーファー（屋
根ふき工事屋）が使うゴミを捨てコンテナー
を想像してもらえばいいだろう。ここに海水
をポンプで注入し簡易プールとしたのだ。さ
すがフランス人、やることが奇抜だ。（笑）梯
子でプール？に入る仕組みで、プールに入っ
たら外壁と水位の関係上、マストを含めた空
しか見えないとなればお笑いでしかない。そ
してまた海水パンツ持参者は半数にも満たず、
となれば夜間ノーパンで星空を眺めることし
か出来ないではないか？実践した者がいたか
どうか私は知らない。泳げる距離は数ｍ、結
論を言えばプールではなく、海水入りの大型
バスタブだったのだ。これなら納得……。
大航海時代
　私がシベリア鉄道 10 日間のモスクワ到着
の方法を取らず、インドからアフリカ周りで
45 日間のヨーロッパ行きを選んだ理由は大航
海時代の「冒険者達／航路の発見／侵略者に
興味を持った歴史マニア」だったことが理由
の一つだった。
　大航海時代とは 15 世紀のはじめから 17 世
紀中頃にかけた 250 年間、主にポルトガル、
スペインによって行なわれたアフリカ、アジ
アそしてアメリカにいたる航路、大陸の発見
を言う。ケースバイケースだが発見は同時に
侵略でもあった。この時代、ヨーロッパから
インドに至るアフリカ周りの航路をはじめて
切り開いたのは先回の（7）でも触れたヴァ
スコダガマ（Vasco da Gama）だった。
　彼は 1488 年 7 月、ポルトガル王マニュエ
ル一世の命を受け、船団を編成、リスボンを
旅立った。インドとの香料交易樹立を目的と
した航路の確立だった。いろんな巷の情報か
らヴァスコダガマにはアフリカ大陸を回れば
インドに到達できるという予見があった。陸
路での交易は品物が数多くの手を経るという
ことから盗難等のリスクが高かった。何ヶ月
にも及ぶ航海後、アフリカ南端を回りモザン

ビーク海峡（モザンビークとマダガスカル島
の間）、アラビア海を経てインド西南部のカリ
カット（Calicut）に到着し、ここで初めてヨー
ロッパ・インド航路が確立された。港町カリ
カットは後々、ポルトガルの直轄植民地とな
るゴアの南 500km に位置する。
　インドからモンバサ（アフリカ）への航海は、
かってヴァスコダガマが 480 年前に通過した
帰路のコースに近い。歴史マニアでない方に
はどうでもいい話で申し訳ない。貨客船はケ
ニアのモンバサに入港した。モンバサ港 / モ
ンバサ市は現在、写真で見る町並みとは異な
り 52 年前の当時、建物も少なく閑散として
いた。波止場から近い駐車場には日本から輸
入された日産パトロールが何十台と並んでいた
のが印象的だった。当時のアフリカ、トヨタの
ランドクルーザーが大半を占めると聞いていた
ので意外な光景だった。日野の “コンテッサ”、
マツダ乗用車も見かけた。日本で私が乗ってい
た日産ダットサン ブルーバード 410 乗用車も
あるではないか… 船が停泊した場所と繁華街
間の交通が不便だったこともあり、モンバサ市
の下町を経験することは出来なかった。
　モンバサ港は複雑な入り江で昔から天然の
良港として知られていた。ヴァスコダガマが
訪れる 400 年前（10 世紀）から既に周辺貿
易の中心港として栄えていたという。イスラ
ム教徒を中心としたエリアであったが以後、
キリスト教徒（カトリック／ポルトガル）と
の問題が起こる。ヴァスコダガマ船団はモン
バサ港で休息、補給、ここで更なる周辺に関
する情報を収集したといわれている。
　ヴァスコダガマが到達したインド南西部のカ
リカットはモンバサから北東約 2,900km に位
置する。ボンベイなら約3,100kmである。ヴァ
スコダガマのアフリカ－インド航路確立により
ポルトガル、そしてスペインがアフリカ、アジ
ア、北米大陸進出の先駆けとなった。ヴァスコ
ダガマ船団はリスボン出港から 1 年何ヵ月後、
香料などをポルトガルに持ち帰ったという。
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2022年新年会・総会のご案内
　グリーン会では新しい年のスタートとして「2022年新年会」と「2021年度の総会」を合わせて
開きますので、ここにご案内致します。昨年の行事や収支報告を始め今年度の役員や予定などを皆
様とお話ししたいと思いますので、是非、お誘いの上ご参加下さいますようお願い申し上げます。

記
日　　　時：	 2022年2月6日（日）午前11時開始、午後2時終了
 （尚受付は10時15分より開始しますのでお早めにお越し下さい）　
場　　　所：	 Gleneagles	Country	Club
　　　　	 5401	W.	Park	Blvd.,	Plano,	TX	75093
参　加　費：	 会員	$20	/人　非会員	$30（当日受付でお支払い下さい）
年　会　費：	 $40	/家族、$30	/個人（当日受付でお支払い下さい）
　 ＊住所や電話番号、eメールの変更のある方は、会員申込用紙が受付にありますので、
 　忘れずにご記入をお願い致します。　
参加申込先：	 ブルワー	パット
	 　Eメール：patkbrewer@gmail.com　　
	 　電話・テキスト：214-923-0217
参加締切日：	 1月31日（月）
ドレスコード： 新年会を兼ねておりますので、普段より少しおしゃれをしてきて下さい。

　シンガポールから乗客の食事を 2 つのグ
ループに分けたことは先回、触れた。我々の
第 1 グループの下船客は少数にとどまりダイ
ニングルームのメンバーにほとんど変化は無
かった。インド人をメインとした第 2 グルー
プはこの時点でなくなった。タダのワインを
飲む者はほとんど見かけなくなった。相変わ
らず肉はマトンだが慣れてきた。味はともか
くまともな食事でありこれに関しての不満は
無かった。中には嫌々食事している者がいた
かもしれないが、他にレストランがあるわけ
でもなく我々に選択の余地はなかった。自動
販売機もなく電子レンジでチンすることも出
来なかったというわけだ。もっとも電子レン
ジなど無かった昭和時代の話である。船はモ
ザンビーク海峡を通過、次の寄港地、南アフ

リカのダーバン（Durban）に向かった。
　当時、人種差別国として国連の貿易制裁を
うけていたのが南アフリカだった。南アフリ
カ政府は日本／日本人をどう見ていたのか ? 
差別されていたのか ? またはされなかったの
か ? なにしろ 52 年前の事ある。話が前後し
てしまうがこれまで 30 数カ国を訪れ、米国
以外、3 カ国に一定期間、住んだ経験から言
えることは何処の国にも人種差別はあり、将
来、なくなるとは思えなかった。すべての人
達から差別感をなくすことは不可能である。
現在のように言葉、態度を正すことはある程
度、可能かもしれないが……。
　次回は、私が 52 年前、南アフリカの人種
差別政策（アパルヘイト）社会で感じたこと
について述べてみたい。

お知らせ
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グリーン会2021年度 収支報告書　   
2020年12月1日〜2021年12月31日

収入

大谷牧場	BBQ大会	ゲスト参加費 215.00  
行事 忘年会 ゲスト参加費　　　　　  

忘年会 ラッフルチケット売上 
60.00

184.00
2021年度 収入 合計  $459.00

支出

行事経費

2020年度新年会不足分の支払い
大谷牧場 BBQ大会 肉類、その他
大谷牧場 BBQ大会 備品（皿、ゴミ袋、ペーパー等）
忘年会会場使用料
忘年会諸経費（ラッフル賞品、備品）
2022年度新年会 会場費 第1回
2022年度新年会 会場費 第2回

45.00 
465.27 
55.29

195.00
201.23
507.46
761.19 

小計 $2,230.44

事務費
プリンタ インク 40.44
切手代  12.14 

小計 $52.58
2021年度 支出 合計  $2,283.02 

資産状況
　

総収支差額 $459.00 - $2,283.02 = -$1,824.02 
前期繰越金 （2020.12.31） $5,689.45 + $38.91= $5,728.36
次期繰越金 （2022.1.11） $3,904.34

Check 2020年度入金小切手	#1509	$38.91	VOID	　 $38.91

大谷牧場BBQ大会

　個人的な都合やコロナ禍のイベント制限
などで、3年ぶりに行われた人気の大谷牧場
（MJM Ranch）BBQ大会は無事10月24日日
曜日に、会員、ゲストなど53人が参加して盛
大に開催されました。朝方は曇り空ではあり
ましたが、午後には日差しの強い天候となり
10月下旬と言っても大変汗ばむ日でした。

　MJM Ranchのオーナー、大谷雅夫さんが
前日よりビーフ・ブリスケットやポーク

2021年催しの報告 
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ショルダー、ソーセージ、チキン・ドラムス
ティックなどを準備してくれました。当日は
男性陣が焼き方のヘルプをして下さり、大い
に協力してくれました。また、持ち寄りの１
品料理もバラエティーに富み、牧場の空気の
新鮮さも手伝って、皆さん美味しい料理と
久々の再開で食欲も会話も弾んだようです。
　食事の後は牧場一周のヘイライドも行われ
ました。トレーラーに乗ったお子さんたち
は、トラクター運転手の大谷マイクさんの説
明も愉快で大いに楽しんだ様子でした。
　大谷さん、マイクさん、ありがとうござい
ました。

2021年忘年会を終えて
　たいへん冷え込んだ12月12日（日）、黒石
美保子さんがお住まいのホームオーナーズの
ヒルクレストヴィラ・クラブハウスにて、会
員、ゲストなど46人が参加して2年ぶりに忘
年会を開催致しました。
　久々に訪れたクラブは一部内装も新しく、
クリスマスのデコレーションも施され、気持
ちの良い空間で開くことができました。ポッ

トラック形式の忘年会は、太巻きやおいな
り、焼きそば、ローストビーフ、焼豚、唐揚
げチキン、蓮根餅、スモークサーモン、野菜
炒め、ポテトサラダ、フルーツ、ケーキ、ゼ
リーといった、種類に富んだ料理の数々が大
テーブルに一杯に並べられ、おしゃべりを楽
しみながら昼食を取りました。

　食事と会話に花
を咲かせた後は、
お待ちかね、ゲス
トの浅野洋通さん
の手品と民謡で張
りのある歌声を披
露してくださり、
会場も一層和やか
な雰囲気に包まれ
ました。この後は
比嘉輝雄さんが安
来節でどじょう掬
いの踊りを披露し
て下さり、その仕

草や格好の可笑しさで会場からは大きな拍手が
挙がり、大いに楽しんでいただけたものと思い
ます。最後にラッフル抽選会が行われ、当選者
には食料品や日用品などの賞品が次々と手渡さ
れました。

＊ご協力いただきました皆様には大変感謝し
ております。お陰様で2021年はBBQ大会と
忘年会を無事催すことができました。ありが
とうございました。役員一同

＊
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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）

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

行事案内
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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。コロナ禍のこの 2 年間、何やら先の見通
せない不安を感じて過ごしてきたように思い
ますが、皆様はいかがでしたか。このところ、
ほとんどの方が感染すると言われているオミ
クロン株が流行っているようです。感染力が強
いが弱毒性と言われるオミクロンですが、熱や
咳のほかウイルスが上気道の粘膜に付着して
炎症を起こすので、喉が非常に痛くなります。
また、Covid － 19 の検査で陽性反応が出たら、
それから 10 日間は自主隔離を勧められます。
こんなことははやく去って欲しいものです。
　と、ぼやいていても埒が明かないので、軽
い運動で体力をつけて、手洗いとうがいをま
めにして、体を冷やさないようにして、本来
持っている自然治癒能力を高めて、この冬を
乗り切っていきましょう。今年こそは、本来
の生活を取り戻し、健康で安らぎのある人生
を送りたいものです。
　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 17 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をお願
い致します。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 2022 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 2022 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

【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　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。
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