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〜行事予定のご案内〜〜行事予定のご案内〜
� 7月に料理講習会、9月に医療講演会を
予定しております。
　詳細は決まり次第ご案内いたします。
� D & C 会（Drink & Chat）　
　毎月第 2火曜日 6:00～ 8:00　
　場所：会員宅、開催の 1週間前に
　　　　お知らせします
　担当：山下直訓 940-453-2117
� 「お茶会」　
　日時：毎月第 3金曜日 9:30am～11:00am
　場所：Rosa’s Cafe & Tortilla Factory
　住所：420 Coit Rd, Plano, TX 75075
　担当：上田知栄子 Tel:972-414-1748
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 松田 勉 

　驚きましたね、丸2年に亘る政府や自治体
から課されたパンデミック対策による閉塞感
を打ち破ろうと、世界の趨勢がウィズコロナ
に動き出そうとしたかにみえた2月の終わり
に世界を震撼せしめる大事件が起こるとは。
しかも旧態依然とした戦略といおうか、主
役が戦車や装甲車による昔ながらの攻撃と
は……ロシアの大軍がウクライナ国境沿いに
集結して、いつ侵略作戦が始まっても不思議
ではないと米国が頻繁に警告を発していたの
に、EUをはじめ世界中の国々はそれを単なる
脅しと看做して危機感が薄く、もし攻め入っ
たら経済制裁を課しますよ、という紋切り型
の対策のみ発表し、戦争が実際に起こった場
合のシュミレーションを怠っていました。
　平和呆けは日本の専売特許だと思っていま
したが、第二次大戦以来長らく大戦争を経験
してこなかったヨーロッパも日本と同様に気
が緩んでいたとしか思えません。クリミヤ
を8年前に武力で併合され、東部でも小競り
合いが続いていたウクライナ自身の指導部さ
え、これ程の規模で侵略されるとは考えてい
なかったようにみえます。
　それにしても衛星による地上の状況把握が
可能になり、報道システムの進歩でメディア
によるニュースが瞬時に世界中を駆け巡る今
日、一般市民に対する軍隊の容赦ない殺戮な
どは過去の遺物であると考えていたが、そん
な甘い思い込みは通じないとひとりの強力な指
導者によって打ち砕かれました。しかも核保
有を誇り、必要とあらばその使用さえあり得る
と言い切るプーチン大統領はさながら、「この
背中の紋々が目に入らぬか！」と脅す、ヤク
ザの親分の如く強面で品がない。ヤクザは命
を捨てているから対処に苦労するが、プーチ

ン大統領も最低でもクリミアと東部2州の独
立、若しくはロシアへの併合という盗人猛々
しい成果が得られなければ失脚は確実で、
命さえ危険に晒されると自覚しているはずで
す。故に中途半端な停戦や終戦は絶対にあり
得ず、先述した成果を挙げるまで、一般市民
に被害が出ようが、自国軍の戦死が増えよう
が攻撃が続行されるのは確実だと思われま
す。しかも欧米各国はウクライナ防衛の為と
称して武器弾薬を供給し続けるから戦争の長
期化は避けられず、従って軍人や一般市民の
犠牲も増え続けるという悪循環に既に陥って
います。現代に蘇ったベトナム戦争のような
印象を受けますが、「歴史は繰り返される」
のですね。
　現在の状況下ではロシアへの共感はおろか理
解を示すだけでも袋叩きを受けます。しかし何
が真実で、何が正義であるかはウクライナ側に
立つかロシア側に立つかで正反対になってしま
う。正義が一つでないならば、勝利を得るため
には交戦による成果に加え、如何に世論を味方
につけるかという情報戦略の帰趨にかかってく
る。余談かも知れませんが皆さんは1990年の
イラクのクエート侵略に際しナイラという少女
がアメリカ議会で証言したことを覚えています
か？涙ながらに、侵略してきたイラク軍兵士に
より保育器に入っていた新生児が無残に殺され
ていると訴えたことにより、今のロシアに対す
る反応と同じく残虐なイラクに制裁を加えろと
世論が沸騰し、湾岸戦争へと発展していった。
ところが後日判明したことは、クウェート政府
がアメリカの世界的PR会社であるヒル・アン
ド・ノウルトンに発注した反イラク感情を沸き
立たせるためのフェイク産物であったというこ
と。事実が判明したのは多国籍軍によるイラク
への進撃が実施されたかなりあとで、偽造され
たイラク兵の残虐行為は戦争遂行決定の重要

会 長 あ い さ つ
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会 員 広 場

一老人のつぶき 
山下 直訓

　わたしはアメリカに 65 年住んでいるグリー
ン会員の一老人です。引退してから、アメリ

カの歴史の本を読むのが好きになりました。
アメリカは英国から独立して、およそ 250 年
しか経っていませんが、世界で最古の成分憲
法を持っています。その憲法起草集会は非常
に重要なアメリカ合衆国の歴史です。独立戦
争後、12 州の代表 55 人（ロードアイランド

ファクターであったにも拘わらず、後日真実が
露呈しても結局不都合な事実とされ、それ程問
題視されることはなかった。
　プーチン大統領の侵略やロシア兵による民
間人殺害は断じて許される行為ではないが、
事実が客観的なものか意図的に創作されたも
のか判断するのが困難な状況下で一方的に決
め付けて感情論に走るのは冷静さを欠いてい
るかも知れません。またバイデン大統領は民
間人を一方的に殺すのは平和を愛する民主主
義や倫理観とは相容れない野蛮な行為である
とジェノサイドとまで呼んでプーチン大統領
を強く非難しているが、そのアメリカは太平
洋戦争末期の東京下町大空襲、或いは広島と
長崎に2度も原爆を使用し一瞬にして数十万
人の無辜の民間人を殺戮したが、自国兵士の
更なる戦死を避けるためには止むを得ない判
断であったと、いまだに正当化して謝罪して
いない。要するに絶対的な正義などというも
のは存在しなくて、正義とは常に恣意的に都
合よく生み出される言い訳に過ぎないという
ことがこの歴史事実をみても明らかである。
　ゼレンスキー大統領の巧みな指導力と強力
な援助依頼により、米国をはじめとした西側
諸国は見捨てるわけにはいかないと今後とも
武器弾薬等をウクライナに供給し続け、ロシ
アは国の存亡に関わる戦争だから勝つまで続
けると言明している状況下では停戦交渉など
は時間の無駄にみえます。日本は一応欧米諸
国と足並みを揃えてそれなりの経済制裁をロ

シアに課していますが、如何せん食料も資源
も大きくロシアに依存しています。経済的な
悪影響は物価上昇、特に小麦粉やガソリンの
高騰、日ソ漁業交渉の遅滞等で現れており、
今後も深刻さは増加し続けるでしょう。
　幸いなことにといおうか残念なことなの
か、憲法によって武器弾薬の外国への供給は
禁止されているためロシアから大きく恨みを
買うことはないかも知れませんが、憲法前文
にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼してわれらの安全と生存を保持しようと
決意した」という前提は実例を伴って音を立
てて崩れた訳です。近隣諸国にそのロシア、
北朝鮮や中国を抱えている日本は自衛力だけ
でなく、先制攻撃も可能なくらいに軍事力を
強化して抑止力を高めるか、或いはスパイを
含めた外交術をしたたかに磨いて、あくまで
骨董品並みの平和憲法を死守するかの二者択
一を迫られています。
　国民の代表である国会議員たちが、正確で
透徹した現状分析と世界における将来の日本
の存在価値保全のために最良の方針を定める
ことを願って止みません。しかし平和ボケし
ている日本人は憲法改正議論さえ許さないと
いう輩も多いが、ロシアの侵略戦争がきっか
けとなって国民の国防議論が活発になればい
いことですね。その過程で生まれた提案や方
針は時間がかかると思われますが、この戦争
が終った後の世界平和システムや国連の再構
築にも貢献できるかも知れません。
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州欠席）がフィラデルフィアに集まって憲法
起草を始めました。ワシントンがその集会の
議長に選ばれました。約 600 回の投票の後、
4か月をかけてアメリカ合衆国憲法の草案が作
成されましたが、その草案が大多数の 9 つの
州で批准されるかどうか、疑問でした。その上、
9 つの州で批准されたとしても、ヴアジニア
州やニューヨーク州のような大きな州が批准
しなかったら、憲法を施行しても意味があり
あせん。しかし、憲法に補正条項（権利章典）
を加えることで、ついに 1790 年、13 州すべ
てがアメリカ合衆国憲法を批准しました。ペ
リーの黒船が日本に来航した 63 年前です。 
　ご存知のように、アメリカ連邦政府は立法、
行政、司法の独立した部門に分かれていて、
一つの部門が独走しないように、互いにチェッ
クとバランス（check and balance）をするよ
うに憲法で決められています。この政治機構
を決めた憲法起草者たちはすばらしい政治家
であり、法律家であったとわたしは思います。
また、いい政治家は意見が別れたら、目的を
達成するために妥協することを知っています。
憲法起草者たちの 2 つの大きな妥協について
考えてみましょう。
　当時、13 の州には人口の多い州と少ない州
がありました。大きい州は議員の数を人口に比
例して多くの議員をだすように主張し、小さい
州は同数にしようと主張しました。どちらも譲
らなかったので重要な妥協が成立しました。上
院（Senate）にはどの州も平等に 2 人の上院
議員を選び、下院 (House of representatives）
には人口に比例した数の下院議員を選ぶこと
で妥協しました。ただし、小さい州でも最低 1
人の下院議員が選ばれます。
　また、大統領をどうして選ぶかも激論にな
りました。国民投票（popular vote）で多数
を得た候補者が大統領になるのか、それと
も、英国のように議会の投票で選ぶのか。そ
こで、国民投票と議会投票を折衷した妥協案
が決まりました。国民投票では各州の選挙人

（electors) を選びます。選挙人の数は各州の
上院議員と下院議員の数の合計です。例えば、
テキサスは上院議員 2 人と下院議員 36 人です
から、合計 38 人の選挙人を選びます。48 州
の地方政府とワシントンDCは国民投票でもっ
とも多数の票を得た候補者がその州の全員の
選挙人を獲得します（winner-take-all）。選挙
人には候補者を選ぶ選択の自由はありません。
メイン州とネブラスカ州は国民投票で多数を
得た候補者に 2 人の選挙人と選挙区で多数を
得た候補者を代表するもう 1 人の選挙人を選
びます。現在では 270 人またはそれ以上の選
挙人の票を得た候補者が大統領に選ばれます。
例えば、2020 年の大統領選挙では、バイデン
が 25 の州とワシントン DC の国民投票で多数
の票を得ました。そしてネブラスカ州の第 2
選挙区から一人、合計 306 人の選挙人を得ま
した。トランプも 25 州の国民投票で多数の票
を得て、またメイン州の第 2 選挙区から一人、
合計 232 人の選挙人を得ました。結果として、
バイデンがトランプより 74 人たくさんの選挙
人を獲得して大統領に選ばれました。
　憲法に従って行われた1790年の国勢調査に
よると、13 州の人口は約 400 万人（3,929,625
人）。そのうち黒人の人口は約70万人（696,624
人）。下院議員の数を決めるためには黒人の人
口は無視されず、60％だけ数えられました。
黒人の多くは南部の州に住んでいたから南部
の要求に同意した小さな妥協でした。この国
勢調査には原住民インデアンの数は含まれて
いません。勿論、黒人と女性には選挙権はあ
りませんでした。
　アメリカ合衆国憲法が施行されてから、す
でに 200 年以上がたちました。人口は約 400
万人から約３億 3000 万人に増えて、州の数
も 13 州から 50 州になりました。どの州も 2
人の上院議員を選び、また、国民投票と議会
投票を折衷した選挙人団（elector college）が
大統領を選ぶ 2 つの大きな妥協は憲法起草当
時には大きい州も小さい州も納得できた賢明
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* ニルセン 弥生
　こんにちは。この度入会させて頂きましたニ
ルセン弥生、主人Robert(通称ロブ)と申します。

な決定でした。しかし、この 2 つの妥協は現
在でも民主主義の人権平等の原理に合ってい
るのか、議論されています。例えば、2020
年の国勢調査によると、わたしの住んでいる
デントン郡 (county) の人口は約 97 万人、ア
メリカの 7 州（Wyoming, Vermont, Alaska, 
North Dakota, South Dakota, Delaware）の
人口より多いのです。カリフォルニア州の人
口はワイオミング州の 66 倍です。
　230 年前、人口がたった約 400 万人で 13
州しかなかった新しい国アメリカで妥協の結
果、制定された世界最古の成分憲法で決めら
れた連邦議員と大統領の選出の制度です。カ
リフォルニア州もワイオミング州も上院議員
を二人ずつ選ぶのは民主主義の人権平等の原
理に合っているのでしょうか。国民投票と議
会投票を折衷した選挙人団が大統領を選ぶ選
挙制度は今でも民主主義の人権平等の原理に
合っているのでしょうか。下院議員の総数は
現在 435 人です。ワシントン DC とプエルト
リコの他アメリカの自治領で選ばれた 6 人の
下院議員には投票権がありません。州の平均
議員数は 8.7 人です。議員数が 8 人以上の州
は 16 州で議員数は 305 人です。8 人または
8 人以下しかいない州は 34 州で議員数は 130
人です。平均より少ない州が平均より多い州
の 2 倍以上ですから、小さい州に不利な “ 憲
法改正 “ は不可能です。
　また、もし大統領が国民投票で選ばれたら、
クリントン大統領選挙以来、8 回の選挙で、7
回は民主党が勝っています。
　ご存知のように古今東西、昔も今も、政治

は目的のためには手段を選びません。平和の
ため、国民の福祉のため、減税のため、人種
差別撤廃のため、など理由はいろいろと掲げ
ます。しかし、究極の目的は政権をとるため
です。政権を取ったらその政権を手ばさない
ために最大限の努力をします。そして、同一
の政権が長く続くと、遅かれ早かれ、政権に
ひずみができてきます。ロシアや中国の歴史
がそれを証明しています。残念ながら、現在、
人類は専制主義か民主主義の政権しか知りま
せん。人類は専制主義と民主主義を折衷した
政権を知らないのです。専制主義政権のひず
みをただすには革命が必要です。無血革命な
どほとんど空想です。
　しかし、民主主義には政権交替という手段が
あります。200 年以上も前にアメリカ憲法を起
草した政治家たちは 2 つの大きな妥協を選び、
結果としておよそ 200 年間政権交替をつずけ
てきたのだとわたしは思います。人口の多い
州も人口の少ない州も 2 人の上院議員を選び、
国民投票と議会選挙の折衷で大統領を選び、政
権交替が実現し易い制度です。革命は必要であ
りません。上院議員の数が人口に比例して選ば
れたり、大統領が国民投票で選ばれたりしたら，
1 党独裁の政権がつずく可能性が増まします。
この 2 つの妥協は人権平等の民主主義の原理
と矛盾しているようですが、政権交替が民主主
義を守る自己治癒 (self-healing) の助けになっ
ているとわたしは思います。
　さて、プーチンはウクライナ侵攻を革命な
しに解決できるでしょうか。中国の一党独裁
政治はいつまで続くでしょうか。

新 会 員 紹 介

出身は埼玉県三郷市です。ロブはアイダホ州
ポカテロです。
　1985年にユタ州の大学で出逢い、1987年
に結婚。今年結婚35周年を迎えます。長女、
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2022年新年会・総会報告

　ダラスグリーン会の総会を兼ねた2年ぶり
の新年会が２月6日日曜日、プレノのグレン
イーグル・カントリークラブにて会員27人、
ゲスト8人を迎えて行われました。昨年は
COVID-19の蔓延により新年会は開催できま

せんでしたので今年で16回目を数えます。
　開催に当たりましては新年早々オミクロン
株の大流行で開催が危ぶまれましたが、オミ
クロンは感染力は強いものの弱毒性であるこ
とや、罹ったとしても重症になる確率が低い
という情報を信じて開催いたしました。ま
た、この冬一番の寒波が襲いましたが、幸運な
ことに当日は青空の広がる良い天候に恵まれ、

行 事 報 告 

Shannon希は結婚してミシガン州に住み3人
の男の子（7、5、2歳）の母親です。長男、
Ryan翼は独身(お嫁さん募集中「怒られそう
😅」)でヒューストンに住み、コンピューター
関係の仕事をしています。
　ユタ州、アリゾナ州、カリフォルニア州に
住み、1995年からテキサス州です。子どもた
ちがフラワーマウンド高校卒業後、今のサン
ガーに引っ越して来ました。
　私の趣味は旅行、スポーツ観戦(特にテニ
ス)、クラフトです。
主人の休みに勝手に旅行を計画してます。学
生時代テニスを楽しんでいましたが腰を痛め
てからは観戦にスイッチ。主人や息子の試合
を応援に行くのが楽しみです。今年はウイン
ブルドン観戦を計画中です。家で時間がある
時は自己流DIYを楽しんでいます。
　Robの趣味は飛行機、飛行機、飛行機！暇
さえあれば飛んでます。

2人で49州（ハワイを除く）に飛んでみたい
そうです。現在24州達成。週に2、3度はテ
ニス仲間と汗を流しています。家ではウッド
ワークを楽しんでいます。
　主人が退職後（まだ6年以上ありますが）は日
本の温泉巡りや東南アジア旅行を楽しみにして
います。皆さん、どうぞ宜しくお願いします。

*サッズ 淑子
　東京の下町根津の出身です。ダラスには1999
年に元NAVYの旦那と引っ越ししてきました。
好きなことは食べることと韓国ドラマです。
  JFCという食品卸会社に勤めて10年以上経
ちますが最近のダラスの発展には本当にびっ
くりしてます。
  月曜日と木曜日のお昼ごろはMITSUWAで
オーダー取っていますので見かけたら気軽に
お声かけください。これから末永くグリーン
会の一員としてよろしくお願いいたします。
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ブルーボネット花見会　

　今年2つ目の行事「ブルーボネット花見
会」が4月17日日曜日にテキサスのブルーボ
ネット・シティー、エニスのウエルカムセン
ターに18人が集合して、湖が広がる西側のブ
ルーボネットトレイル・エリアでピクニック
を行いました。

　ブルーボネットに混じって赤いテキサス
ペイントブラシの花など可愛いワイルドフ
ラワーに囲まれながら、持参のお弁当を広げ
て、会話と一緒に楽しみました。当日は曇り
空ではありましたが心配した雨も一時ぱらつ
く程度で、美しい花畑でのんびりと過ごすこ
とができました。ありがとうございました。

本当に開催して良かったと思っております。
　午前11時からスタートした催しは、まず、
松田勉会長の新年の挨拶では始まり、「今年
も楽しいイベントを企画していきたいので大
いに参加して下さい」と今年の抱負を語りま
した。続いて昨年の活動報告や今年の行事予
定、役員紹介や質疑応答なども行われ、シャ
ンペンで乾杯したあとは、サラダにチキンを
メインとした食事と歓談を楽しみました。
　最後に松田会長の一本締めで新たに2020年
がスタートしました。今年もどうぞよろしく
お願いいたします。

2022年役員と担当責任者
・会　長　 松田 勉　
・無任所　 大谷雅夫  　
・総　務　 黒石 美保子
・会　計　 伊藤 明子
・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）
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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

ようこそグリーン会へ　

　東京都出身のクレイボーン美枝さんが4月9
日に入会されました。

　Murphy在住
　eMail: mikomami@hotmail.com

お 知 ら せ
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編 集 後 記

  4 月に入り、草木の色も日一日と濃くなって
参りました今日此の頃ですが、皆様はいかが
お過ごしでしょうか。春になりますと明るい
色の花を庭に植えたくなりますが、今年は気
分的に、なかなか足がお花屋さんの方に向き
ません。いつもの年ですと、可愛らしいペチュ
ニアの花をパティオに飾って楽しんでいる時
期ですが、年齢のせいでしょうか😓。そろそ
ろキュウリやゴーヤ、シシトウの種を植えよ
うと思っています。
　さて、今後のグリーン会の予定ですが、7
月に料理講習会、9 月に医療講習会などを考
えていますが、詳しい説明は
追ってご案内致しますの
で、お誘い合わせの
上出席されますよう
お待ちしております。
　尚、皆様には行事

等の連絡に先ず 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、郵送をご希望の方や
変更のある方は上田までご連絡下さい。また、
来年に向けて役員を募集していますので、協力
できる方は身近な役員までご連絡下さい。　
　次回会報の発行は 2022 年 7 月 20 日を予
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。締め切りは2022年7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。

 記：上田
 

【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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